
8.2住所を指定して地図を表示.

ルを記述することがあります。以ドの２つの記述はI‘ilじ処叩を炎します。

/／オブジェクト名(opじｊｐｎｓ）をつけて利用

varopにions＝｛!'土conⅢ：ｙｴcon}；
varyMarker＝ｎｅｗＹ・Marker(yLatLng，Ｏｐじ』.onｓ）

/／オブジェクト名なしで利用

varyMarker＝ｎｅｗＹ,Narker(yLa唖n９，｛''九conⅢ：ｙ工con}〉ｉ

蹴職､ｱプﾘの作成と動作確認
(1)ＨTMLとJavaScriptの編集

プロジェクト・エクスプローラーのファイル一蹴から、map,htmlをダブルクリ,ソクして

コード編集ll1Ii而に炎,(します．「▽▽この下にページごとの処理を記述します▽▽｣のす

ぐ後ろ、かつぐ/I〕o(ly>よりIiiiにlITMI,ソースコードのiIL』述を行います。Ctrl＋ＳキーをＩＩｌＩ
して、ファイルを保作します。

｜司様に、ｊｓ/maI)jsの/k尾にコードの記述を行い、保存します。

(2)ＰＣで確認

Ｇ《)ogIeCllr()m(･プラウザを起助します。〔'ＲＬ(I1ttI〕://l()(､alhost/map/mal)｣１t1111）を人ﾉJし
て、ページのＷI沈み込みを↑j:います。

メニュー1曲i巾で、［地似lテスト］を選択すると、火ﾙ(スカイツリー周辺が表,(されるこ

とを確認してください。うまく動作しない場合は、付緑の「トラブルシューティング｜を
参照してください

(3)スマートフォンで確認

スマートフオンい､(lr()iｄ２．１～)のWebブラウザを起助しますＵＲＬ(http://ＰＣの１１〕

アドレス/map/maI)｣'tmI)を人ﾉJして、ページのＩｌｉＩ沈み込みを行います。

ＧｏｏｇｌｃＣｌ１ｒ()meプラウザと同様の操作を行い、助作の雌認をしてください。うまく助作
しない場合は、付録の「トラブルシューティング｜を参照してください、

哩翌住所を指定して地図を表示

ilWIWlWI概要

１４１



地図を表示してみよう

「地図テスト」では、Ynhoo1Jmv&lScriptマップAPIで、３つのハラメータ(綿庇・経度、

縮尺率、地似Iの匝類)をｌＩｌｉｌ定仙で,没定したため、常に同じ地Ixlが表,されました「地似１

から住所｣では、これらをユーザーが|A{111に指定で萱るようにします。

「紳度・経度」は、ユーザーが人力したIi§所から変換して取得します「縮尺率」と「地

似lのｆIIi類|は、これらの,没定lllIiを切り僻えることができるコントIJ-ルを地lxll:に椛価し

ます、

鱗鍵溌埴減謝

ＷＲ軍服庫ＲＥ随慮一丁日

完了

一〉

海露Ｋ 住姉共寸理

のj諾踊r殉…診

血風烏ｒ“
光醒ﾙﾞ‐唖Ｉ

ＩｆｌｏＨヴ側灼宮１８

ｉｒｍ博宜〃ノーノ。､淵,d2h剛
Ｆ１

聴峻坐頴雪幽馳…､醗鶴
w心b妙＝ピ丙RAW母､ひ⑱鴎噸』

指定した住所周辺の地図

一 地図の独類指定

一 縮尺率の指定

蝋鋤jHTMLｿー ｽｺー Ｆ(住所入力）

１４２

住所入力ぺｰジの始まり

くｄｉｖｄａｔａ－ｒｏユｅ＝!'ｐａｇｅｌ１ｉｄ＝叩ａｄｄｒｅｓｓエｎＰｕ上Ｐａｇｅ'1〉

ヘッダ部分

＜ｄｉｖｄａとａ－ｒｏｌｅ＝Ｉ１ｈｅａｄｅｒＩ１〉

ペーソのタイトルイ表示

くhﾕ>住所入力</ｈ１〉

<／ｄｉｖ〉

コンテンツ部分

くｄｉｖｄａｔａ－ｒｏ１ｅ＝Ｉｌｃｏｎ上ｅｎ仁Ⅱ〉

住所入力欄

<ｉｎｐｕヒヒype＝I'じｅｘじ'，ｉｄ＝I'add工ｅｓｓｴnpuじBoxilplaceholder＝'Iここに住所
を入力皿／＞

完了ボタン

<ｐ＞＜ａｄａじａ－ｒｏ１ｅ＝ＩｌｂｕじｔｏｎＩｌｄａじａ－ｉｎ１ｉｎｅ＝'1じｒｕｅｌｌ
ｉｄ＝ｌ１ａｄｄｒｅｓｓエｎｐｕ上Ｂｕｔじｏｎ１ｉ＞
莞了



〈/a></ｐ〉
く/ｄｉｖ〉

住所入力ページの終わり

く/ｄ土ｖ＞

－

|Ｈ＃’＠兎懸麓しそl‘蝿宗ロ１１ロ

[HTMLコード解説］

■ヘッダ部分

タイトルを脂定しています。このページは、呼び出し元の「メニューIIIIiIm｣のリンクで

グイアログ形』tの呼び出し脇性(('&,卿-,℃l=I'〔lialog)が指定されているため、ページのヘッ

ダでなく、ダイアログボックスのタイトルとして表,パされます。

目ンテンツ部分

匡ﾕnpuじじype＝''じex上mid='iaddressｴnpu上BoxⅡｐﾕacehO1dex'＝Ⅱここに住所を入ﾖ
!'／＞

IlTML5で追加された、placeholder属性を使っています。この屈性を使うと、''洋1の人

ﾉ側にｉｌｌＩを入ﾉ』すべきかのガイドを表示することができますここでは、「ここにiii所を

人ﾉ]」というガイド文字を投定しています。人ﾉjllMlに１文'#:でも人ﾉJすると、ガイド文'｝：

は''1助的に消えるので邪魔にならず便利です壷

■ P

劇笛論じ；
■■

＄$

（ ‘）
完了

<ａｄａ上ａ－ｒｏｌｅ＝''ｂｕｔ上ｏｎ'’ｄａ上ａ－ｉｎユユｎｅ＝ｌ１ｔｒｕｅ１ｌｉｄ＝'1add工ｅｓｓエｎｐｕ上ＢＵヒヒｏｎＩ１〉

ｊＱｕＣ】･ｙＭ()l)il(､の(la蛾脱惟を脂定しています。

〔lata-r()lc='ll1ulI.｡､!'でリンク文鐙;．:をボタン炎,にⅢ111:、（l剛Lil-il1lin(‘=wIr1I(､''でボタン''11,1を

｢完I.｣の文‘ｒ:ＩＩｌＩｌｉに合わせています。data-inlincの指定をしないj脇介、メニューllIIiI力iのよう

に、ボタン'11mはlIIIilmのI陥一杯になります”

l４Ｅ



'．Ｉ・’'一十七
鯉地図を義示してみよう
－－ＨＨ十

’騨蝋】JavaScriptｿーｽｺー(住所入力）

Ｍ ｄ

住所入力ページのイベント処理記述の始股り

S(documen上).on(洲pageinitI‘,''#address工nputPagem，Eunction()｛

//住所入力ページの表示処理

$(，'｛Iaddress工nput二Page''）.ｏｎ(mpageshowm，Euncﾋﾕon(）｛
入ﾉJ側をクリア

＄（'１＃address工npu上BoxIl）．ｖａユ〈''１'）；
}〉；

//完了ボタン選択時の処理

S(剛#address工npu上Buじじ｡n''〉・ｏｎ(mcﾕickm，Eunc上ion(）｛

//入力データの取得

入力傭からテータ取得

varinpu七Da上ａ＝＄（峰addressｴnpu上BoxIl）．ｖａ１（）ｊ
入力燭1-テタガあること弁論認

iＥ（１inpu上Ｄａｔａ）｛
入力淵が空欄の喝合1Jメセン爽不

ａｌｅｒｔ（$'住所を入力してください１１）ｆ

ｒｅじｕｒｎ；

）

/／ジオコーダ処理(住所から純度･経度へ変換）
qeoQodeLオブン’クI､抑剛l

varyGeocoder=newY・GeoCoder<ﾙ
ﾝｵｺｰダ処理記述の始削り

yGeocoder､execu上ｅ（
／／リクエストオブジェクト
オフー,ユクトノテラルで検蝋条件のオブソクトを生成

｛MquezyⅢ：inpu上Da上a｝

//結果の取得
関数の弓数は、ＦフォーマトのオレＴクトか渡される

造unc℃ion（ｙｄＥ）｛
変換結果が存在することを舗躍

韮（ｙｄＥ.雪esult.coun上〉０）｛
／/変換結果の取得と保存
ＹＤＦオフンＩクトか‘LilLLll〔１＆雌･腿膿）イフンＩクトの取得

ｖａＺｙｪ｣atLng＝ｙｄＥ・Ｅｅａじures［０］・ｌａｔｌｎｇ；
sessionStorage､１ａｔ＝yLaじLng､ｴ』a仁;／/緯度
sessionS上ｏｒage､１，９＝ｙｌ』aにLng.Ｌｏｎ;／/経度
YDFｵﾌヅｪｸ|､が‘勺仙所の収ｉＭ

ｓｅｓｓｉｏｎＳじｏｒａｇｅ･ａｄｄｒｅＳｇ＝

ｙｄＥ･Eeaじｕｒｅｓ［０１．properじｙ・Address；／／住所
次画面件所かり地図に廼移

Ｓ,mobiﾕｅ､ｃｈａｎｇｅPage（Ⅱ＃addressToMapPagel'〉
｝ｅｌｓｅ｛



一密 ユーザーが住所を入力

十
〒

←

甲一一ﾛ

●OOOB

--一.８．２ 住所を指定して地図を表示．

迩換結果が存在しない喝合はメセン齢】、

alert（''住所が見つかりません''肥

Ｉ

}
ジィコダ処理記述の終わり

”

}〉；

住所入力ページのイベント処理肥述の終わり

)）；

[JavaScriptコード解説］

■ジオコーダの処理フロー

ジオコーダ処理(他所から緯度 ･経度への変換)のフローは、以下になります。

三一一一一一一一一

ＹＦ周

住所入力棚のクリア 準側

一一一一一一一一■

産

YＯＬＰ

Ｖ

Webサービス

次画面に遷移

(sessionStorageで結果濃し）

ＹＥＳ

↓ー ー ー ー ー ー ＝

入力あり？
ＭＥ

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一一一一

ジオコーダヘのリクエスト

（住所データを送僧）

NＯｌ

]４Ｆ

ジオコーダからの結果取将
(緯度・経度データを受借）

Ｉ

萄電１

↓ ジオコーダ＄

変換処理

結果あり？



/／入力データの取得

varユnputDa上ａ＝＄（''＃addressｴnpuじＢｏｘ１ｌ）．ｖａユ（）ｊ
■

回完了ボタン選択時のイベント処理

’1;所人ﾉJlImIiiiを表示するたびに、入ｿJllWを空白にします。jQueryMobilcで襖敗ページ

をｌファイル形式でアプリを作成したj脇合、人ﾉJ淵を毎回クリアしないと前に人ﾉjした

データが残ったままになります。

'十 '二地図を表示してみよう

十ﾄﾄﾄ

回ＹＤＦフォーマットついて

ＹＩ)Ｆは｢YOLPD虹aFormat｣の略で、YOl,Pの標準データフォーマットです礁5．

ジオコーダ処理の場合、ＹＤＦフォーマットで以下のデータが返されます。

例えばオブジェクト名がy(lfの場合、「ydf,result・count-lと記述することで、変換結果の

データ件敬を取得できます。

YDlj,についてのn湖11は、YaI10()1デペロッバーネシ1.ワーク

(http://devclopcr､yuhoo､cojI〕/webaI)i/InnI)/oI〕eI1IocnIPlatfo1.m/vl/ydf/)を参照してください
データ件敷分のオブジェクトが配列として返されます。

図画面表示時のイベント処理

Ｓ（''＃add工ess工npu上ＢｏｘI'）．ｖａ１（'''１川

Ｆ

’

５
６

＊
＊

1４６

１ １ ’ｌ１

ｉｌ

resuIt

オブジェクト

features

オブジェクト

配列.ｓ

ｃｏｕｎｌ

tDtal

start

latency

statUS

desc｢iption

coPWight

ｎａｍｅ

IaMng

Property

オブジェクト

データfl政

総データ件数

取御開始件数

処理時I川

終了ステータスコード

データの脱明

コピーライト

拠点名称

拠点位協を蕊すＹ,LaILngオブジェクト

Address

GovGrnmGntCode

拠点住所文字列

住所コード



二口一
8.2住所 を指寵してmIZI圏指定して地図を表 〃、

韮（！inPu上Ｄａｔａ）｛
ａｌｅｒじくⅡ住所を入力してください'１）ｊ

ｒｅじｕｒｎ；

｝

jQueryで住所入ﾉJボックス(i(l屈性＝''a(i〔11℃sslnputB()x'i)の１１１１〔を取僻して変数inl〕utl)atａ

に代入します。ｉ｢(1inI)ull)６１ｍ)で、ｉｎI)uIJ)ataが空''1であるかiTi:かを陥惚しま-ﾘー。''排1の珊

合は、人〃を促すメッセージを表ボします｡

/／ジオコーダ処理(住所から緯度･経度へ変換）

varyGeocoder＝ｎｅｗＹ・GeoCoderO

yGeocoder･execu上巳（

リクエストオブシ随クト，

処理成功時に呼び出される凹故

）；

GeOCoderオブジェクトを使い、eXecuteメソッドでジオコーダ処JIM(Ii:所から緯度・綿

庇へ変換)を行います。

/／リクエストオブジェクト生成

{mquery'’：inpu上Datal

オブジェクトリテラルの記述を使ってリクエストオブジェクトを'k成しています‐

//結果の取得

Eunc“on（ｙｄＥ）｛
韮（ydE・resuユヒ.counじ〉Ｏ）｛

／/変換結果の取得と保存

ｖａｒｙＬａ皿ｎｇ＝ｙｄＥ・ｆｅａ上ｕｒｅｓ［０］．ｌａｔ１ｎｇノ
sessionStorage､ユａｔ＝yLatLng､幻aに;／/緯度
sessionStorage・ユｎｇ＝yLaにLng.Ｌｏｎ;／/経度

sessionSじorage,address＝ｙｄＥ､reatures[O】・properじｙ､Address;／/住所
＄・mobiﾕｅ・chEmgePage（''＃addressm'○MapPageII）；

｝else｛
ａler上（''住所が見つかりません１１）；

｝
｝

ジオコーダ処即に成｣ｿjすると、呼び出し関放の引激にＹｌ)１．､フォーマットのオブジェク

トが渡されます。このコードでの処理は、以下の４ステップになりま-ｊ･・

1４７



噸"錦織ょ'ぅエ
ロ－▲ユ

ゴー

Ｌ変換結果のｲ了ﾊ;鵬i＆

ｉ「(ydf・result.(:()unt〉())で、変換結果が返ってきているか編かの確認をします。変換iWi

采０件は、Wel)サービスの処剛には成功しても、Ｙ()LPデータベースに該当する住所がｲｆ

在しない場合が核､!↑します。この場合は、「他所が兇つかりません」のメッセージを炎,パ

して処理を終えます。変換結果が存在する場合は、次の処叩に進みます。

2．変換結果の取得(純度・経庇）

変換結果に複数候帥が返ることがあります。条件に最もあてはまる候捕は１耐ｌ

(fenturesIOlオブジェクト)ですので､ydf,fcaturcSlOl｣atlnRでLatLng(緯度・経度)オブジェ

クトを取得しますＳｃ馬si()nStor“eに係イルて次凹１ｍに波します。

3．変換結果の取押(化川）

ｙ〔lffeaturesIOl.I),．()P(》１，ty,Ad(lreSSで住所を取得しま-ﾘー。ここで取得した|i§所は、人ﾉJlIlIl

Imで入ﾉ]したlllIiよりIli脈なllIl〔が入ってきます。例えば、「銀雌１１.'１」と人ﾉJした珊合、

｢ﾙ〔戒都中央区銀脹１．rIl」が返ってきます。sessionStorageに保存して次l由i面に渡します

４．次画而に進移

iQueryMobileのメソッドであるCl,angel'ag(心メソッドを使って次lIiIiImに遥秘します‘

''''1蝋IIilllﾘHTMLｿーｽｺード(住所から地図）

１４２

住所から地図へソの抽熊り

ぐｄｉｖｄａ上ａ－ｒｏユｅ＝ｌ０ｐａｇｅ１ｉｉｄ＝，ｌａｄｄｒｅｓｓＴｏＭａｐＰａｇｅ１ｌ〉

ヘダ部分

＜ｄｉｖｄａｔａ－ｒＯ１ｅ＝Iiheade工'ｌｉｄ＝1ＩａｄｄｒｅｓｓＴｏＭａｐＨｅａｄｅｒｌ１＞
戻るオタの爽示

〈ahreE＝'１#menuPage'ｉｄａじa-icon=iIarrow-lI'〉戻るく/ａ〉
ンのタイトル乃潤が

くｈ１>住所から地図く/hﾕ〉
<／ｄｉｖ＞

コンテンツ部分

＜ｄｉｖｄａ上ａ－ｒｏｌｅ＝I'ｃｏｎ上ｅｎじ'ｌｓじｙ１ｅ＝Ｉｉｐａｄｄｉｎｇ：Ｏｐｘ；１１〉
地図whjK示４急‘')'のｄＬｖ唆漂

くｄｉｖｉｄ＝lladdressToMapCEmvas1I＞＜/ｄｉｖ〉
</ｄｉｖ＞

フ ソ タ 罰 分



＋
8.2住所を指定して地図を表示
一

’１１１

<ｄｉｖｄａｔ二ａ－ｒｏ１ｅ＝''Ｅｏｏｔｅｒ'’ｉｄ＝ＩｏａｄｄｒｅｓＳＴｏＭａＰＦｏｏｔｅｒ１ｌ＞
マンンを桁定してクレジリトの衣示

くｄｉｖｓ上ｙﾕｅ＝''ｍａｒｇｉｎ：ユ５ｐｘユ５ｐｘユ５ｐｘユ５ｐｘｌＩ＞
〈ahreE=''ｈﾋﾋｐ:／/developer・yahoo・ＣＯ.』ｐ/abou上､＞

ＷｅｂサービスｂｙＹａｈｏｏ１ＪＡＰＡＮ
〈/a〉

〈/ｄｉｖ〉

<／ｄｉｖ〉

住所から地図ページの終わり

＜/div〉

[HTMLコード解説］

国ヘッダ部分

メニューページへ戻るボタンと、タイトルを表示しています銅

回コンテンツ部分

「地Ixlテスト」ページとlIil様に、style="I)a(i(Iing:０１)x;..とスタイル屈性を指定することで、

地図をIIiIiIm一杯に表,パします。

■ブッダ部分

Yal1o(’1ＪＡｌ'ＡＮでﾙ,Lだされたルールにしたがい、クレジットの炎ボを行います‘

【8.2n5IJavaScriptｿーｽｺーＦ(住所から地図）

住所から地図ぺンのイベント処理毘述の始雅り

S(docunlen上）.on(!'pageﾕ､止側,'1#addressToMapPagei'，Euncヒユｏｎ(）｛

//住所から地図ページの表示処理

$<''#addressToMapPagem）．ｏｎ('lpageshow1『，Eunc上ion(）｛

/／結果の取得

I1ii山ｍｌか'〕ら（－ｓ］）ｎＳｔｏﾕａｑ（ルゼ曲でjIW盤･鋸隈取淵

ｖａｒｌａじ＝sessionStorage・ユａｔ;／/純度
ｖａｒｌｎｇ＝sess土onStorage､１，９;／/経度

//座標オブジェクト生成

地図拙画に利用するため緯度･軽度か‘｡“瞳，､<];j･ノンェクトに変換

ｖａｒｙＬａヒエＪｎｇ＝ｎｅｗＹ.ＬａじI』nｇ（１ａ上，１，９川

//地図爽示サイズの指定（ブラウザの高さ一ヘッダの高さ一ブッダの高さ）

地図職描画するエリアの高さを取得

1４９



土口｜仁仁に
Ｕ

地図を表示してみよう

ｖａｒｎｌａｐＨｅユｇｈｔ＝Ｗｉｎｄｏｗ･ｉｎｎｅｒＨｅｉｇｈじ一

＄（!'＃addressToMapHeader1l）．heighじ（）－
ｓ（、＃addressToMapFooじｅｒ''）．ｈeight（）－４j

CS“仙。で地図の高さ＆姉画先のHT叩』喪素にijnim

s（''＃address唾oMapCanvasm）．ＣＳＳ（ｌｌｈｅｉｇｈｔＩｌ，mapHeight）』

//地図の表示

1.1ａｐｵプﾝ上ｸﾄを取得

varyMap=newY,Map（l1addressToNapCanvas加川
1.1Ｅｌｐオブンェクトを使って地図を描画

yMap･draw》iap(ｙｴ』aELng，ユ・７，Ｙ,ｴ』ayerSeヒエｄ,NORMAL）〕

/／コントロール追加(スライダーズーム）
Sl1I1erZoomControlvertical計フジコクＭ収得して地図の上にズム用スライダー“寵

yMap・addConじｒｏユ（ｎｅｗＹ.Ｓ:liderZoomControlVertica].〈））；

/／コントロール追加(地図の租類切り替え）

LayelS⑧t:Ｃｏｎｔｒｏｌオブジｒクトを取得して地図の上Ｌ地図の穂頚切り替えボタン再配置
yMap･addCoｎ℃r◎ユ(ｎｅｗＹ､ＬａｙｅｒＳｅ上Con上rｏｌ（））；

/／マーカー追加
IiIaｪｋｅエォブンェクトを取得して地図の上【マーカーと描画

yMap・addFea上ｕｒｅ(ｎｅｗＹ・Marker(ｙＩ』atLng〉】

//文字ラベル追加(住所）
IJab⑧］オフジＩクトを収得して地聞の上に１１所右拙画

yMaP・addFeature(ｎｅｗＹ.'』abeユ(yLatI』ｎｇ』
ｓｅｓｓｉｏｎＳじOrage､address〉）；

}川

住所から地図ページのイベント処理記述の醤わり

}）；

[JavaScriptコード解説１

廟画面表示時のイベント処理

地側を技,する部分は、「地I,xlテスト」ページと同嫌の処蝿ですので11111礎し、それ以降

の追加部分を解脱します。

1Ｈｆ

/／コントロール追加(スライダーズーム）

yⅢａｐ・addConﾋｴＣｌ(ｎｅｗＹ.Ｓﾕide工ZoomCon℃rolVertical（））
/／コントロール追加(地図の種類切り替え）
yMap・addConじro1(ｎｅｗＹ・LayerSeじCon恒ｒｏユ（））；

Yahoo1JaVaSCriI)tマップAPIでは、ユーザーが地図の表示を操作するインタフェースを



■■■■■■

司一ｉ

８．２住所を

ｌｌｌｌｌｌｌ ｜’ ｌｌｌｌ -Ｈ司一卜｜｜｜Ｉ

｢コントロール」と呼び，地Ｍｋに追加することができます。以下のような「コントロー

ル」が準備されています

コントローノしの機能’||Ⅲ
地図の中心位置を表示

地図の初期位置を表示

距離の目安となるスケールバーな表示

地図の種類を切り替え

地図の検索

地図の縞尺変更(スライダーなし）

地図の這尺変更(横スライダー）

|llllⅢⅢ|Ⅲ コントロー」ル名と表示例

Ｙ‘CenterMarkConlro：

謬噂嘩溌錐
Ｙ･HomeContIroI

蕊血墨瞳蒋墳=銀董

Ｙ,Laye『SetControl

毒認悪震霊ｉ
地図 地下街

Ｙ､Sea｢chCont｢CI

E雲電臣…壱P4戸一一藍 』に:砿１W亜歴里巳ルー／云え.茨Ｌ伽

例:東京都鐙区赤坂り７ …検索’

Fい塾戸 〃 ｎ ａ 型 誤 醍 《 ＝ 盈 雑 ､ j へ 、 こ " ﾉ ． 〃 心 ノ

YZoomControl

Ｙ,SIiderZoomControlHorizomal

霧 謝嚇認

1５１
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/／マーカー追加

yMap・addFeaじｕｒｅ(ｎｅｗＹ･Marker(yLaじnng））『
//文字ラベル追加(住所）
yIvIap・addFea上ure(ｎｅｗＹ・Labeユ(yI』atLng，sessionS上orage・address）１

』
ｌ
ｆ
Ｔ

臓噸Ｉｱブﾘの作成と動作確認

Map､addFeatureメソッドを使い、ジオコーダで変換された位置に、マーカーと文字ラ

ベルを追加しています。文字ラベルに使うＩ.iﾖﾘiデータは、sessionStora関e締''1でIiii両面か

ら受け取っています。Mal).a(l《IFcatur(､メソッドは、それ以外に地I刈止に線・'１１・多jfj形

を描llIIiすることができます。

(1)ＨＴＭＬとJavaScriptの編集

プロジェクト・エクスプローラーのファイル・魔から、map,htmlをダブルクリックして

コード編獅ii而に炎,ｋします。「地図テスト」ページの記述の後ろ、かつぐ/bO(ly>より前に

１５？

地図の縮尺変更(鞭スライダー） Ｙ・SIide｢ZoomControlVertical

111
マカー

文字ラベル

裡数の点で柵成される線

多角形

円、楕円

IlllI 'の|Ⅲlii''''''''''１利用するｵプジｪｸﾄ名
Ｙ・Label

Y､ＭB『kGr

Y･PoIyIine

Y,PoIygoI1

Y・Ｃｉ｢cle



藍|懲悪誌懸製叶Ｔ
ｌ|，，’｜’'’１ｉ,ｍｌ－Ｅ]ﾕlilLE二Ｕ馬

ＨＴＭＬソースコードの記述を行います。Ｃｔｒｌ＋Ｓキーを押して、ファイルを保存します。

同様に、ｊｓ/m叩.jSの｢地同テスト」ページの記述の後ろにコードの記述を行い、保存しま

す。

(2)ＰＣで確潔

GoogleChromeブラウザを起動します。ＵＲＬ(http://localhost/map/map､html)を人ノル

て、ページの再読み込みを行います。

メニュー画而で、〔住所から地図〕を選択し、住所人力画面で住所を人力します。〔完了〕

ボタンを選択すると、指定した住所周辺の地例が表示されます。また、地図上のコント

ロールを使って縮尺率の変更や、地阿の弧類の切り秤えができることを確認してくださ

い。うまく動作しない場合は、付録の「トラブルシューティング｣を参照してください。

(3)スマートフオンで確認

スマートフオン(Android2.’～)のＷｅｂブラウザを起動します。ＵＲＬ(http://PCの1Ｐ

アドレス/map/map､html)を入力して、ページの再読み込みを行います。

GoogleChr⑪meプラウザと同様の操作を行い、動作の確認をしてください。うまく動作

しない場合は、付録の「トラブルシューティング｣を参照してください。

1５３



三脚亘印Ｚ
~､引寸~ｉ

『

９１

Ｉｴﾆﾛｺｴ：
ＹＯＬＰのWebサービス

第馴章⑨
地域'情報データベースを

ニユ

活用しよう

Ｌ

i幽回YOLPのWebｻー ビｽ

WWIW1IIllIll利用できるAPI

YOLPでは、以ドのWebサービスが利川でさます。APIごとに異なるじＲＬでサービスが

提供されています。

''''１|’|,||， ＡＰＩ名 '''''''''１||lllllllllI''１ ||Ⅱ||’
Ⅲ

Ⅲ|’ ''''１''１''''１ |Ⅱ''１ ''１ |||’
YahoO1ローカルサーチＡＰＩ http://search,oip,yahooapisjp/OpenLocalPlatfo｢ｍ/Ｖ１/|[〕calSea｢cｈ

Yahoo1ジオコーダAPl htlp://geo‘ｓｅａ『ch,olp,yahooaplsjp/OpenLocalI，lallo『ｍ/Ｖ:/geoCoder

Yahoo1リパースジオコーダ http://｢eve『ｓＧｓｅａ｢ｃｈｏｌｐ・yahooapis･jp/OpenLocalPIatfOrm/Ｖ１／
ＡＰ’ reve｢seGeoCoder

カセットサーチＡＰＩ h[tp://cassette､sea｢ch.oＩＤ・yahooapisjp/OpenLocaIPIatform/Ｖ１／
casseXteSea｢cｈ

場所悩報API n[[p://plBceInIo,oIp‘yahOoapisjp/Ｖ:／get

住所ディレクトリＡＰ’ http://search・olp‘yahooapis､ip/OpenLocaIPlatfo｢ｍ/Ｖ１/add｢essDirect0｢ｙ

経路地図ＡＰ’ http;//｢outemap･oip,yahooapis・jp/〔〕pGnI-ocalPlatform/Ｖ１/｢outeMap

施設内検索API http://inner･search‘olp,yahooapisjp/OpenLocalPlallorm/Ｖ１/building

コンテンツジオコーダAＰＩ http://contents・sea｢ch・ｏｐ・yahooapIsip/OpenLocaIPIatfo『ｍ/Ｖ１／
ＣＯ爪en1sGeoCoder

ルート沿い検索API http;//spatial,ｓｅａｒｃｈ,ｏＩｐｙｅｈｏｏａｐｉｓ.』ｐ/ＯｐｅｎＬｏｃａＩＰｉａｔｆｏｒｍ/Ｖ１／
shapeSea｢cｈ

２点間距離ＡＰ’ http://distance・search､olp・yahooapis.'p/OpenLocalPla上form/Ｖ１/distance

業椛マスターＡＩ>’ http://caLegoIyscarc1､‘o:p・yahDoapis‘:p/Opc1YLoc81I〕Ｉａｔｂｒｍ/Ｖ１／
genI･eCodB

1５５



リクエストデータ

【鯛9掌】 地域慨報データベースを活用しよう

YＯＬＰ

【9ﾙ2M利用方法
(1)リクエスト

ＡＰＩごと桁定されたＵＲｌ‘に対し、リクエストデータを送１１;します*'‘

(2)結果の取得

サーバーからの返される、文'糾尚報またはII11i像を処理結果として受傭します。文字情報

の賜合、Ｙｌ)F(YOLPI)amForlnat)フォーマットで波されます。

YＯＬＰYＯＬＰ

震

Webサービス

＊ｌ‐-部のＷ1,1)サービスは、Yahoo1J81wlSc1･iljtマップＭ)I総I11でも利用できます。I1ii1Wtの「化lﾘ『から地図｣機
能は、Ｙａｌ１《)()1JlM1Scl･iplマ､､'プＡＰＩ経｢11でYI111()〔)!ジオコーダＡＰ１を利川しました。このjl↓合、ＵＲＬの推
定は,Iく卿です．

回 毒･緊二
一
．
一

1５６

倖処理結果デーﾀ

業砿マスターＡＩ'1を使ってみます。（}OogleCl1r()meブラウザを起伽、以ドじR1,を人ﾉＪ

して、ページの‘沈み込みを行います。「取得したアプリケーション11)を記述｣の部分は、

白分が取得したアプリケーションＩＤと撒き換えます。

『鮒剛利用例

Ｗｅｂサーバー

(文字.画像）

Webサービス

店翻名寄せＡＰ’

測地系変換AP’

標高ＡＰ’

httpi//storageolp･yahooBpisjp/OpenLocalPIatlorm/Ｖ１/geKGid

ｈＵｐ.//dalum‘sea『･ｃｈ・ｏｌｐ･yahooapis.』p/ＯｐｅｎＬＤｃａｌＰＩａｔｆｏＩｍ/Ｖ，／

datumConvert

http://ait､ｓｅａｒｃｈ.ｏ:ｐ､yanooapis.jp/ＯｐｅｎＬｃｃａｌＰＩａｔｆｏ｢ｍ/Ｖ１／

getAItitude



ﾛ'1

－－１

＋-LＬＬ－Ｉ
９－１ＹＯＬＰのＷｅｈサービス

士ｍ－ｌ－ｌ－ｌ
ＹＯＬＰのWebサービ

十イーH十計計

http:／/Ca℃egory・search.○ﾕｐ,yahooapis・ゴｐ/Openl』OcalP1aじEorm/Ｖ１／
genreCode?appid=取得したアプリケーション工Ｄを記述

以ドのようなデータがブラウザに表示されます。処理結果データがＹＤＦフォーマット

で受１１;できたことが確認できます。このデータから、大分頬の業砿コード(I(1)と難航名

(Ｎｎｍｃ)が収得できます

<YDFxmﾕns＝‘'ｈﾋﾋｐ昔／/oﾕｐ・yahooapis,ゴｐ/ydE/ユ.０加
錘ｒｓ上ＲｅｓｕユヒＰｏｓ垂ｉｏｎ＝''１１，

上○じａユＲｅｓｕユヒｓＡｖａｉユａｂユｅ＝''４i’ｔｏ上ａｌＲｅｓｕユヒｓＲｅにｕｒｎｅｄ＝ＩＩ４１ｌ＞

＜ＲｅｓｕユヒエｎＥｏ＞

〈Counじ>4〈/Counじ〉

〈Ｔｏじａユ>4〈/To上ａユ〉

〈Ｓ上ａｒ上〉１〈／ｓｔａｒｔ〉

〈La上ency>O</La上ency〉
〈Ｓ上ａ上ｕｓ>２００＜/Ｓ上ａｔｕｓ〉

〈Descri.pじion>Yahoo1dapanGenre</Descripじion〉
＜CoPyright二＞

Ｃｏｐｙｒｉｇｈじ（Ｃ）２０ユ２YahoodapanCorporaじｉｏｎ・Ａ１ユＲｊｇｈじＥ
Ｒｅｓｅｒｖｅｄ．

〈/Copyright〉

＜CompressType／〉
〈/Ｒｅｓｕ１ヒエｎＥｏ〉

＜Ｆｅａ上Ⅷ茜色＞

（
<ｴｄ>Ｏユ〈／工ｄ〉

＜Name＞グルメ＜/Name〉）
＜Ｐｒｏｐｅｒにｙ＞

＜Ｇｅｎｒｅ＞

〈Target＞Oユ＜/Tazget〉
〈/Genre〉

〈／Properじｙ〉
<／Feaじure＞

＜Ｆｅａｔｕｒｅ＞

Ｉ
<工ｄ>０２＜／ｍ＞

<Ｎａｍｅ＞ショッピング＜/Ｎａｍｅ＞

・・・・・・・・・・・・以下省酪

１

卿|iマスターＡＩ》Iは、階仲州造でデータを櫛叩しているため、ノ<分煎コードをパラメー

タとしてＵＲＬに追加すると、指定した大分類に属する''１分顛の堆脈コードと斜'舵を取

《ﾄできます。以下のURLは，大分類が「グルメ」（gc=01）に帆する災州データをリクエス
トしています⑤

hじじｐ:／/Ｃａじegory・search.◎ﾕｐ,yahooapis.jｐ/OpenLocaﾕP1aじEorm/Ｖ１／
genreCode?appid=取得したアプリケーション工Ｄを記述&“０１

1５７



｜’｜

‘覇廟 地域'|W報データベースを活用 しよう ＋

くYDFxmlnS='１ｈじじｐ:／/olp・yahooapis､ｊｐ/ydE/ユ.Ｏ”
軍ｒｓ上Ｒｅｓｕ１上Ｐｏｓｉ唾ｏｎ＝'１１１１

上ｏ上ａｌＲｅｓｕｌにｓｌ５ｋｖａｉｌａｂｌｅ＝'１２８１１℃◎じａユＲｅｓｕユヒｓＲｅｂｕ]ｍｅｄ＝'’２８１'っ

<Ｒｅｓｕユヒエ、這○＞

・・・・略・・・・

</ＲｅＳｕﾕﾋｴｎＥｏ〉

ごＦｅａ上ｕｒｅ＞

（
<ｴｄ>OユＯﾕ＜／ｴｄ〉

<Name>和食く/Name勇

・・・・略・・・・

</Feature〉
＜Ｆｅａ上ｕｒｅ＞

（
＜エｄ>０ユ０２〈／工ｄ＞

＜Name>洋食＜/Name＞

.,・・略・・・’

<／Ｆｅａじｕｒｅ＞

＜Ｆｅａ仁ｕｒｅ＞

｝

）

（
<工ｄ>０ユ０３〈／ｴｄ〉

<Ｎａｍｅ＞バイキング＜/Name〉

・・・・略‘．。‘

</Feaじure〉
＜Ｆｅａ上ｕｒｅ＞

｛
＜工d>0ﾕ04</工d〉

<Name>中華く/Name〉）
・・・・略・・・・

＜/Feaじure〉
．・・・・・・・・・・・以下省酪

１

§EEm》Webｻービｽを利用するための技術

剛剛Ajax
(1)Ajaxとは

‐般的なwcbアプリがサーバーからデータを取得する賜合、ページ上にフォーム要素

(<｢0】､1,,〉～〈/ｆｏｒｍ>)やリンク喚衆(<ａｈｒｅｆ=xx〉～〈/a>)を''１，Ｗtして、それらの腿糸から

《ﾄられたリクエストデータをサーバーへ送'1;し、返されるIlTMLをWcl)ブラウザに炎,パし

ます．しかし、この方式は以ドのような課題があります。

1５８

､リクエス1,を送|‘iしてから、受傭したlITMl‘をブラウザに炎'ー り．るまでの|ﾊl、ユー

ザー操作ができずに待たされる。

.ⅡTML全休を受偏するため、データ型が増大しがちで、通Ｉｉｌｌ洲Iがかかる。



（送個｣

ただし、Ｗ(､}〕ブラウザに炎'(するIlTM1,は、受備データをﾉIjにJilVaS(:riI)【で作成するｆ

間がかかります。Ｙ(肌l'のWcl)サービスは、ＩｌＴＭＬでなく必哩雌小眼のデータのみ返僑さ

れるため、このAiax〃式を使う必哩があります．

ｺﾆﾛﾆー「
Webサービスを利用するための技術９－２

Webページ

山
一
一

I■■■■1111■■皿IIE

一 展

Ｗｅｂページ

Ｗｅｂサーバー

1■■1111■■■■■■11ﾄ

･非同期(AS》･ncl1l･()nOUS)でサーバーとのデータのやりとりが行われるので、迎偏''１も

ユーザー操作がIIJ能

･必要最小限のデータのみ受信するため、通信時間は最短で済む。

これらの,洲脳を解決するためにどえ出されたのが、Ａｊａｘ(エイジヘ'ヅクス、アジ．Ｙツク

ス）という方法です。AjIlxは｢AsynchronousJavaScriI北ln(ｌＸＭＬ｣の略で、Jav融Scriptを

使ってサーバーとl)11:接やりとりを行う方法です。以ﾄ゙ のような特｣造があります”

■■韓嘩■両廊働■■働働■

興興■■輯■■岡■■■■■

■■唾■■画■閏“■画■■

■画画四■唾画■皿■■画■

1腿９



'1:嘘 土に仁口
地域情報データベースを活用しよう

’十'一

Ｗｅｂページ

:1ＴＭＬ

■

L,ava

Script

《

リクエストデータ

Ｉ

処理結果データ

！

》

ｙ

Web･サーバー

(2)Ajaxの利用例

今まで作ってきた地阿アプリも、Yahoo1JavaScriptマップAPIがAjaxを利用して地図

データをサーバーから収iＷしています。Ajaxではサーバーと通|,;の|H1、ユーザー操作が

妨げられないので、地側を洲らかにスクロールすることが'1｢能になっています。
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(3)Ajaxの実装方法

Aiaxは、iQuer1,のajaxメソッドを使って以ドのようにﾘ畠装することができます。

S､ａうａｘ(オブジェクトル

今までは、「S(セレクタ).メソッド(引激)」の記述でjQueryを利川していましたが、ＡｊａＮ

では対票となるＩＩＴＭＬ婆紫は‘もI)ませんのでセレクタの‘1.述は不喚です｡ｎｊｉｌｘメソッドは、

パラメータを指定したオブジェクトを引数に持ちます。
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