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ウェブマッピング入門

Googleマップを使った
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WWWとは?

下の３つの主要スタンダード上で動作する

ハイパーテキストシステム

URL （Uniform Resource Locator）

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

HTML (HyperText Markup Language)
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HTTPにおけるクライアントとサーバー

ユーザーはHTTPクライアント（ウェブブラウザ）を使
いHTTPサーバーとHTTP通信を行う．

URL（Uniform Resource Locator）を使用する．

http://www.osaka-cu.ac.jp

サーバーにリクエストを送る．

サーバーはデータ（レスポンス）を返信する．

リクエスト (URL)

レスポンス (HTML, …)クライアント サーバー
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テキストブラウザ LynxLynx 大阪市立大学トップページ（英語）
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イリノイ大学 NCSA Mosaic
クロスプラットフォーム（Unix, Mac, Windoes）上で動作し，初心者でも

簡単なインストールが行え，ウェブの普及に一気に弾みをつけた。

日本語表示はできない
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最近のブラウザ FirefoxFirefoxとと Internet Explorer Internet Explorer 
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Googleマップ入門



8

Googleマップ Googleの地図を用いた検索サービス
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もしくは
http://maps.google.co.jp/

Googleマップのページを開くには



10

地図を用いた検索サービス
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地図の操作ツール

地図の移動

地図の拡大・縮小
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地図の選択ツール

地図＋航空写真

地図

航空写真
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地理情報システムとは

GIS (Geographical Information System)
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地理情報システムは，空間上の位置を緯度・経度・高度

やｘｙｚ座標で指定，管理し，地理的な情報の入力・管理・分析・
解析をサポートする。

応用分野として，資源管理・土地利用計画・ハザード

マッピング・構造物建設計画・市場調査など。

身近な例として，カーナビゲーションシステム，バス運行
状況システム，物流システム，子供用GPSサービス（Docomo
イマドコサーチ）など。

地理情報システム（ＧＩＳ）
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ＧＩＳの基本的な処理
GISでは実世界から収集された空間情報をそれぞれのレイヤー

に分けてデータ化し，データベースを構築します．

例えば，図のような
実世界の情報は，

・道路網，住宅
・河川
・植生分布
・地形

などの多くのレイヤ
ーに分けて，それぞ
れのデータの特性・
性質に合った形式で
保存します．
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幾何情報をどのよう
にデータベースに保
存するかにより図に
示すように,

ラスターデータ
（raster）

ベクトルデータ
（vector）

の２つに大きく分類
することができます.

（例；地図上に池と道路

と測定点があったとする）

原　　図

属性１（測定点）

属性２（道路）

属性３（池）

ラスター型

データ

面（ポリゴン，例；池）

線（例；道路）

点（サイト，例；測定点）

ベクトル型

データ

測定点

道路

池
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ラスター型データ
空間をその上に仮想的に配置した２

次元の格子によって細分し，各格子（セ
ル）の属性値をそれぞれのデータとして
保存します．

実際にラスター型データを作成する
方法を図に示します．まず，原図に格
子を重ね合わせます．次に，その格子
がどのような属性を持つかを示すセル
マップに変換します．セルマップの各格
子セルを属性に対応させた数値で示し
，格子セルデータファイルを作成します
．
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ベクトル型データ
空間上の情報を点・線・面の情報

に分け，それらを構成する位置座標
と属性値をデータとして保存します．
実際にベクトル型データを作成する
方法を図に示します．まず,原図をデ
ジタイザなどを用いて位置座標の入
力を行います．デジタイザーがない
場合は，原図をイメージスキャナ等で
画像として入力し，ディスプレイ上で
マウスを用いて入力することも可能
です．次に，入力した位置座標の定
義（点・線・面）およびその属性値を
入力し，ベクトルデータファイルを作
成します．
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GoogleマップAPIを使ってみよう

情報処理教育システムを利用して
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APIとは、一般的には、OSの機能を利用するための関数
のこと。または、ソフトウェアからOSの機能を利用するため
の仕様やインターフェイスのこと。

API (Application Programming Interface)

IT用語辞典バイナリ http://www.sophia-it.com/ より
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http://www.ex.media.osaka-cu.ac.jp/makeweb/homepage.html

情報処理教育システムを利用したホームページの作り方

“はじめてホームページを作る“を参照

• ホームページの初期設定を実行．

ホームディレクトリの下に public_html というディレクトリができる．

• public_htmlディレクトリ下にHTMLファイルを作成する．

index.htmlを作成． “HTMLファイルの作り方”を参照．

• ウェブブラウザで作成したファイルにアクセスする．

http://www.ex.media.osaka-cu.ac.jp/~学籍番号/index.html
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GoogleマップAPIのページでキーを取得する

• Google Maps APIのページを開き，“Sign up for a Google 
Maps API key”をクリック．

http://www.google.com/apis/maps/

• 規約に同意し，チェックボックスにチェックを入れる．
• 自分のウェブサイトのURLを入れる．

ex. http://www.ex.media.osaka-cu.ac.jp/~d07ud523/
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Googleにログイン

• Google Maps APIを使用するにはGoogleアカウントを作成

する必要があります．

*Gmailに限らず，他のメールアドレス（yahoo,hotmail, etc.）でGoogleアカ

ウントを作成することが可能．
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自分のe-mailアドレス

ex. d07ud523@ex.media.osaka-cu.ac.jp

表示されている文字を入力
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規約を読み，

同意ボタンをクリック
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メールをチェック （W.mailerの場合）

クリックしてアカウントを有効化
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GoogleマップAPIのページでキーを取得する

APIキー

取得したキーが有効なURL

サンプルスクリプト

• これをコピーして，自分の
ウェブサイトに貼り付けてみよう．

ex. map.html
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スクリプトを貼り付けたページにアクセス

ex. http://www.ex.media.osaka-cu.ac.jp/~d07ud523/map.html
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サンプルソースを見てみよう

API部分

Body部分

ここで地図のサイズを定義
している．

• 地図のサイズを変更してみよう． ex. width=600  height=400 
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Googleマップをカスタマイズ

• 初期表示を関西圏に設定する．

function load() {
if (GBrowserIsCompatible()) {
var map = new GMap2(document.getElementById("map"));

// map.setCenter(new GLatLng(37.4419, -122.1419), 13);
map.setCenter(new GLatLng(35,135), 7); 

• // コメント

• map.setCenter(GLatLng(緯度，経度),スケール)；

• ブラウザを更新してみる．

• 経緯度，スケールを変更してみよう．

ex. スケールを 7→ 4
経度，緯度を (35, 135) → (36, 138) 



31

Googleマップをカスタマイズ

• コントロールパネルを追加

var map = new GMap2(document.getElementById("map"));
map.setCenter(new GLatLng(35,135), 7); 
map.addControl(new GLargeMapControl());

• ブラウザを更新してみる．

• 試してみよう
GSmallMapControl() 
GSmallZoomControl() 
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Googleマップをカスタマイズ

• 地図選択アイコンを追加.

var map = new GMap2(document.getElementById("map"));
map.setCenter(new GLatLng(35,135), 7);
map.addControl(new GLargeMapControl());
map.addControl(new GMapTypeControl());     

• ブラウザを更新してみる．
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Googleマップをカスタマイズ

• 縮小地図を追加.

var map = new GMap2(document.getElementById("map"));
map.setCenter(new GLatLng(35,135), 7);
map.addControl(new GLargeMapControl());
map.addControl(new GMapTypeControl());
map.addControl(new GOverviewMapControl(new GSize(120,80)));

• ブラウザを更新してみる．
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Googleマップをカスタマイズ

• 縮尺スケールを追加.

var map = new GMap2(document.getElementById("map"));
map.setCenter(new GLatLng(35,135), 7);
map.addControl(new GLargeMapControl());
map.addControl(new GMapTypeControl());
map.addControl(new GOverviewMapControl(new GSize(120,80)));
map.addControl(new GScaleControl(300));                

• ブラウザを更新してみる．

• スケールで

大学の敷地を図ってみよう
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Googleマップをカスタマイズ

• 位置取得機能を追加

var map = new GMap2(document.getElementById("map"));
GEvent.addListener(map, "moveend", function() {
var center = map.getCenter();
document.getElementById("message").innerHTML = center.toString();

});                                //  ”I” ＊エルではなくアイです。
map.setCenter(new GLatLng(35,135), 7);
map.addControl(new GLargeMapControl());
・・・

<body onload="load()" onunload="GUnload()">
<div id="map" style="width: 500px; height: 300px"></div>
<div id="message"></div>

</body>
</html>
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Googleマップをカスタマイズ

• 位置取得機能を追加

• 大学の経緯度を調べてみよう
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地図検索機能（AJAX Search API）の追加
http://www.google.com/uds/solutions/wizards/mapsearch.html

３．“Generate Code”ボタンを押す.

2．Google API Keyの時と同様に
サイトのURLを入力.
ex. http://www.ex.media.osaka-cu.ac.jp/~d07ud523/

1．必要事項を入力そして，
“Preview center location”ボタン

を押して地図を確認してみる．
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地図検索機能（AJAX Search API）の追加

4．生成されたコードを新しいファイルにコ

ピーし，自分のウェブサイト下に保存する．
ex. map2.html 

5. ウェブサイトにアクセスしてみる．
ex. http://www.ex.media.osaka-cu.ac.jp/~d07ud523/map2.html
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地図検索機能（AJAX Search API）の追加

６．地図検索をしてみる．
ex. 梅田と入力し，“Search”ボタンを押す．

７．他の場所も検索してみる．
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Googleマップを

自分のホームページに貼り付けてみよう
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Yahoo!地図情報 http://developer.yahoo.co.jp/map/

デモサイト http://www.ex.media.osaka-cu.ac.jp/~d07ud523/WMClass/yahoo.html
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Google Maps API リファレンス

http://www.openspc2.org/Google/Maps/
http://www.ne.jp/asahi/free/hiroro/GoogleMapsAPI/GoogleMapsAPIDocumentation.htm
http://buzz.main.jp/blog/ref/reference.html

• Geekなページ
http://www.geekpage.jp/web/google-maps-api/

• Google Maps API Blog
http://googlemapsapi.blogspot.com/2006/12/japanese-address-and-

placename-support.html
• 月と六ペソ

http://japonyol.net/googlemaps.html

Google Maps API 参考URL
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マッシュアップとは、IT用語としては、複数の異なる提供元の技

術やコンテンツを複合させて新しいサービスを形作ること。
複数のAPIを組み合わせて形成された、あたかもひとつのWeb
サービスであるかのような機能が、マッシュアップと呼ばれる。
「マッシュアップ」（MashUp）とは「混ぜ合わせる」というほどの意

味である。

IT用語辞典バイナリ http://www.sophia-it.com/ より

マッシュアップ (Mash-up)
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マッシュアップサイト

• Flickr http://flickrvision.com
写真共有サイト。撮った写真に位置情報を追加でき，地図表示が行える

• ジオグリ http://flickrvision.com
GPS携帯で撮った位置情報付きの写真やブログを共有できるサービス

• ライヴニュース情報 http://japonyol.net/editor/noticia.html
Yahooニュースの情報が地図上で表示されるサービス

• リアルタイム地震情報地図 http://japonyol.net/editor/terremoto.html
世界の地震情報がリアルタイムに地図表示されるサービス
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• Google Mapsで鈴鹿サーキット試走
http://tech.nitoyon.com/javascript/application/racing/1/

• RIDE on the SKYWAVE ver1.0.2
http://www.ideanomad.co.jp/contents/google_maps_api_flash_ride_on.html

• Tripods - online multiplayer Google Maps game 
http://www.thomasscott.net/tripods/

• Google Maps Golf
http://www.gmapgolf.com/

• Brewster Jennings Protects America: The global spy hunt game.  
http://www.brewsterjennings.com/

ゲームとGoogle Maps API

参考 Google Maps API 徹底活用ガイド

マッシュアップ
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GeoRSSとは？
• RSS（Really Simple Syndication, RDF Site Summary ）とは？

Webサイトの見出しや要約などのメタデータを構造化して記述するXMLベー
スのフォーマット。主にサイトの更新情報を公開するのに使われている。

IT用語辞典 e-Wordより

RSSのフォーマットを拡張して位置情報をRSSフィードに
格納できるようにした仕様

• GeoRSS
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Googleアースを使ってみよう
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デジタル地球儀Googleアース
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Googleアース 操作ツール

拡大・縮小方角の変更

傾きの変更



50

Googleアースで拡大
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傾きの変更
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方角の変更
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建物の３D表示
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おまけ
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Googleマップをカスタマイズ

function load() {
if (GBrowserIsCompatible()) {

var map = new GMap2(document.getElementById("map"));
map.setCenter(new GLatLng(35,135), 7);
map.addControl(new GLargeMapControl());
map.addControl(new GOverviewMapControl(new GSize(120,80)));
map.addControl(new GScaleControl(300));

GEvent.addListener(map, "mousemove", function(latlng){
p.innerHTML = latlng;

});

var p = document.getElementById("message");
}

}

位置テキストリアルタイム更新

＊必ずファイルをバックアップしてから編集しましょう。
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Googleマップをカスタマイズ 位置テキストリアルタイム更新

ポインターに応じて経緯度が変化する
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GoogleマップでGPSのデータを表示

GPS Visualizer http://www.gpsvisualizer.com/
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GoogleアースでGPSのデータを表示
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ウェブマッピング オープンソースソフトウェア

• OpenLayers
デモサイト （学内限定）

http://160.193.95.30/OpenLayers-2.2/examples/reg2_wms.html

• Ka-Map!
デモサイト （学内限定）

http://gisws.media.osaka-cu.ac.jp/kamap4osaka/htdocs/
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Google Maps Street View (USサイト限定)
http://maps.google.com/


