
ﾘ|敬をオブジェクトリテラルで記述すると、以卜'のようになります，

S,ａｊａｘ（

｛
ＩＩｕ工１１１

ＩＩｄａ上ａ１ｌ

１０ｄａ上ａＴｙｐｅＩ１：
IＩＳｕＣｃｅＳＳＩＩ:

成功勝の処理

｝
｝

)；

一一

’
一
一

一l－Ｌ－｜
Webサービスを利用するための技術・

一些卜

|llll棚llWlllllWebｻービｽのデーﾀ形式

９．２

(1)ＸＭＬとＪＳＯＮ

Ｙ()Ｍ)のほとんどのWcl)サービスは、処JIM結果の形式として、ＸＭｌ‘またはJS()Ｎを逃択

することができます。

ＸＭＬ(エックスエムエル）は、「ExtensibleMarkul)Ｌ&1llguage｣の略で、タグを使って

データを定淀します。

ＪSON（ジェイソン）は、「JaVaScriPtObje(,tNOtati()､｣の''1%で、Ｊ《,WlS(:１．iPtのオブジェ

クトリテラルの記述方法でデータを定蕊します*２

遇信先URL，

送信テータ，

受信データの形式，

Euncbion(daじa，ｓ上ａｔus）｛

１６１

XMLデータの例

くＲｅｓｕｌｔニエｎＥｏ＞

〈Counじ>4〈/Coun上〉

〈Toba1>4＜/T○七al〉

〈Ｓじa亜>ﾕ</Sじar上〉

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

〈DescriP唾ｏｎ>YahooIUaDanGenre</Descrip上ion〉
＜Ｃｏｐｙｒｉｇｈ上＞

Copyrigh上〈Ｃ）２０ユ２YahoojapanCorporaじion・Ａ１１ＲｉｇｈじＳ
Ｒｅｓｅｒｖｅｄ．

〈/CoPyrigh上＞
〈CompressType／〉

＜/Ｒｅｓｕ１ヒエ、ＥＣ〉

＊２オブジェク1,リテラルと異なり､JＳＯＸでは項目橘(キー)のダブルコーテーション('')は行略できません｡
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画

壬［千

JＳＯＮデータの例

｛
ＩｌＲｅｓｕ１ヒエｎＥｏｌＩ：

｛
’ＩＣｏｕｎｔ１Ｉ：４，

１ＩＴｏｔａ１ｊＩ：４，

’Ｉｓｔａｒｔ１Ｉ：１，

’ＩＬａじｅｎｃｙＩ，：０，

ＩＩＳ上ａｂｕｓｌＩ：ＩＩ２００１ｌ，

ｌｌＤｅｓｃｒｉｐヒユＯｎＩｌ：'ＩＹａｈｏｏ１Ｕａ]ｐａｎＧｅｎｒｅ'''

’1copy工ｉｇｈｔＩ１：I1Copyrighじ（Ｃ）２０ユ２YahooUapanCorpoza唾ｏｎ、
ＡｕＲｉｇｈ上ｓＲｅｓｅｒｖｅｄ．'i，

ｌｉＣｏｍｐ工ｅｓｓＴｙｐｅ１ｌ：'$'’

｝
）

(2)AjaxとＪＳＯＮの組み合わせ

ＪＳ()Ｎは、Jav剛SCril)tのオブジェクトリテラルの肥述方法でデータを定侭しているため、

簡'Ｉｉにオブジェクトに変換できます。ajaxメソッドの受傭データ形』tにJS()Ｎを指定した

場合、結果は文字列ではなく、内部でオブジェクトに変換されて返ってきます。そのた

め、データをすぐに取得することができます。

S・ａｊａｘ（

｛
ｌｌｕｒユ、：通信先URI』，

Ⅲｄａ上ａ１ｉ：送信データ，

Ｉ１ｄａ上a団yPenニゴSon，
結果はオブジェクト亜致名da垣）として返される

”success”：EUnc上ion(data，ｓ上aじus）｛
オブジェクト(変数名daヒロ）からメンバー趣致の値を取棚

ｖａｒｃｏｕｎ仁＝ｄａじａ・ｃｏｕｎ℃：

これに対し、受備データの形式にＸＭＬを指定した場合、データ受備後に解析の処理が

必甥になってきます。

したがって、JavaScripLでＷｅｂサービスを利川する場合は、ＪSOX形式がよく利用され

ます。今凹のアプリでも、この形式を利用します。

(3)ＪＳＯＮＰの利用

今'111のアプリでは、複数のドメインにまたがるＷ《､bサービスを利川します。しかし、

Ajaxで辿備を行う場合、表示しているページを取得したサーバーのドメイン以外(クロス

ドメイン）と通信することがilill限されていますこの制限を回避するには、受信データ形

１６？

’１
－

＋



’ 店舗検索

式にJSONr’

クロスドメ

す。

(ジェイソンピー）を欄だします。ＪＳ()Ｎｌ'は、lJS()Nwitl1lx,(lding『｜の略で、

インでもJS()N形式によるデータ収１１ﾄが行えるように柵能が|M;ﾘ!iされていま

Ｗｅｂページ

ＨＴＭＬ
Ｊａｖａ

Ｓｃｒｉｐｔ

超EEm9店舗検索

WlWWWlIlII概要
「店舗検索｣では、業匝と住所を指定して近くの店鮒検索を行い、

プを表示します。処理を大きく受けて３段階になります

蕊雲詞、

R,、

篭誤騨璽竪琴

グ

Ｗｅｂサーバー

I‘1利iまでのルートマッ

1．YOLl）Ｗ〔､bサービス（雌、マスターＭ》l）を使い、３１IIIiIhiで(大．１１１．小分賊)で堆側

の絞り込みを行います。

２．Ｙ()ＬＰWebサービス(Yahoo1ローカルサーチAPI)を使い、’１ﾘﾘfと業祁を条fl:にAi淵|ｉ

リストを表,パします。｜i§所は、「ii§所から地|刈の人ノノデータを利川します。

土山

１６ｺ
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3．指定した店舗までのルート地似|を表示します、

業種の中分舶 業種の小分訓業miの大分類
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周辺の店舗リスト指定した店舗までのルート
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ｍ
出

一
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大分畑ページの始馴リ

<ｄｉｖｄａｔａ－ｒｏ１ｅ堂'ｉｐａｇｅｌｌｉｄ＝ＩＩ１ａｒｇｅＣａじｅｇｏｒｙＰａｇｅＩ，＞

聯繍糊HTMLソー ｽｺー ド(業種選択）
以ドは、業種選択３ページ（大分類・中分煎・小分類)分のIITMLソースコードです

芯酢■■

ヘ ダ部分

＜ｄｉｖｄａｔａ－ｒｏユｅ＝'Ｉｈｅａｄｅｒ１Ｉ＞

戻るホタ〆の衣示

＜ahreE＝''＃menuPagel，data-icon＝llarrow-ユ１１＞戻るく/ａ〉
ペンのタイトルを表示

くｈﾕ>大分類く/ｈユ〉

〆１画価のボタ災ホ

〈ahreE＝１１＃menuPagemdaにａ－ｉｃｏｎ＝''home'1〉トップ<／ａ〉
＜／ｄﾕｖ＞

応鹿

、

席孟1謡２郷臓惚一一Ｗ可塑1１

豊夢:州ツタ；
:冨・：
くぎ･･ぐ串111砿０

３爵ﾑｽ…１：
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コンテンツ部分

＜ｄｉｖｄａじａ－ｒｏ１ｅ毒ｉＩｃｏｎｔｅｎｔ１ｉ＞

大分剛識秘リストも喪示りる空のｄ１､ぜ'要糸

くｕｌｄａ上ａ－工○ﾕe＝''１ｉｓ上ｖ土ｅｗＩｌｉｄ＝'‘largeCaとegoryｴ』ｉｓ上'1〉〈／ｕユ〉
マシンを指定してクレソトの表示

くｄｉｖｓｔｙﾕｅ＝ｎｍａｒｇｉｎｇユ５，ｘユ５ｐｘユ5ｐｘユ5ＰＸ''＞

〈ahreE＝､ｈ七℃ｐ:／/deveﾕ○per,yanoo､ＣＯ・ｊｐ/abouこ''〉
ＷｅｂサービスｂｙＹａｈｏｏ１Ｕ且PzkⅣ

〈/ａ〉

〈/div〉

</ｄｉｖ〉

大分調ペジの終わり

＜/ｄｉｖ〉

中分煎ぺ〆の始歌り

くｄｉｖｄａじａ－ｒｏｌｅ＝1ｌｐａｇｅ８ｌｉｄ＝ｍｍｉｄｄﾕｅＣａ七ｅｇｏｒＶＰａｑｅｌｌ＞

ヘンダ部分

＜ｄ;ｉｖｄａｔａ－ｒｏｌｅ＝'rheader1I＞

lxi袖,j;夕･の袈示

くａｈｒｅＥ＝!'＃1argeCaじegoryPagellda上a-icon＝ｌＩａｒｒｏｗ－］''＞戻る
ペンのタイトルを表示

くhﾕ>中分類く/hﾕ〉
メーュー画面へのボタン表示

くahreE＝''＃menuPagenda上ａ－ｉｃｏｎ＝''ｈｏｍｅＩｌ〉トップ</ａ〉
＜／ｄｉｖ＞

コンァンツ部分

くｄｉｖｄａｔａ－工ｏｌｅ＝１１ｃｏｎｔｅｎｔ'１＞

中分頚巣将リストを表示する空のｄｉｖ要素

くuユｄａ上a-ro1e＝''１isにview1iid='ImiddﾕeCaとegoryl』ｉｓｔ''〉</uル
マソ・を指定しとクレントの表示

くｄｉｖｓじｙｌｅ＝'1ｍａｒｇｉｎ；ユ5ｐｘ。L5p誌ユ5ｐｘユ5ｐｘｌ１＞
〈ahref＝！ｌｈ上ｔｐ:／/developer,yahoo・ＣＯ・ゴｐ/abouじ１１〉

ＷｅｂサービスｂｙＹａｈｏｏ１皿PZhN
〈/ａ〉

〈/ｄｉｖ〉

＜／ｄｉｖ＞

中分類ペーンの鰹わｌｊ

<／ｄﾕｖ＞

小分凱ページの始まり

＜ｄｉｖｄａじａ－ｒｏｌｅ＝ｎｐａｇｅＩ１ｉｄ＝'ＩｓｍａユユＣａ上egoryPage，'〉

<／ａ〉

ヘソヅ部分

＜ｄｉｖｄａじａ－ｒＯ１ｅ＝Ｉ１ｈｅａｄｅＺ０１＞

灰るボタンの炎示

くahreE＝１１＃ｍｉｄｄﾕeCa上eqorVPaqendata-icon＝I'arrow-l''〉戻るく/ａ＞

１６Ｆ



:l感遮澗慰崇暴燕しよ，＃
■守一■｡●●‐●● 田

ベーンのタイトルを髭が

くｈ１>小分類＜/ｈﾕ〉
メュ画面への即､夕我示

くahreE＝''＃menuPageIIda上ａ－ユcon＝''home’１〉トップ</ａ〉
</ｄｉｖ〉

~iー

コンテンツ部分

＜ｄﾕｖｄａ上ａ－ｒｏｌｅ＝'ｌｃｏｎじｅｎｔ'1＞

小分油雅Ｍ１リストｆ火示１.る変のｄ１ｖ没：

〈uユｄａじa-roﾕe＝'']､ｉｓｔｖｉｅｗｌｉｉｄ=lIslnallCa上egoryListll〉</ｕ]〉
マージンを指定してクレントの表不

＜ｄ土ｖｓｔｙ１ｅ＝ｉ１ｍａｒｇｉｎ：ユ５ｐｘユ５ｐｘユＳｐｘ１５ｐｘ０'＞

〈ahreE＝i'ｈじじＰ:／/deve1oper,yahoo・ＣＯ.ｊｐ/abou七''〉
ＷｅｂサービスｂｙＹａｈｏｏ１，mPZkN

〈／ａ〉

〈/div〉

<／ｄｉｖ＞

小分幼ベージの終わり

く／ｄｉｖ〉

卜

[HTMLコード解説］

３ページ(大分類・中分瓶・小分類)は、ほぼI1il．|ﾉ1容ですので、３ページ分まとめて解

脱します。

画ヘッダ部分

前lIIIilmへの戻るボタンとメニュー画面に遷移するボタン、タイトルを表,（しています。

戻るボタンを選択すると、次のように遥移します

．大分航ページ→メニューIlIIiIm

．Ｉ'１分煎ページ→人分噸ページ

・小分類ページ→中分類ページ

■コンテンツ部分

くuユｄａ上a-roﾕe=１１ユisじviewmid='I1arqeCa上egoｴyI』isに''〉</uﾕ〉

｜ﾉ1存が空のul要莱の中に、サーバーから取iMLした堆匝リストを挿入します。

JawlScril〕tからはid脇性を桁だしてアクセスをします。３ページ(大分Wi・Ｉｌｌ分瓶・小分

知）のul喫茶それぞれに、ｉ'Ｍ１･geCatcgoryl‘幅L叩、！'ｍｉ(1(lleC&lLegoI･yl‘ist1'、’1Ｓｍ&lllCategoI･y

List"のi(l鵬性が設定されています。

l６ｆ



9.3店舗検索

r9u3鋤JavaScriptｿーｽｺーＦ(業種選択）

大分類ページのイベント処理記述の始まり

S(documen上）．ｏｎ(‘1paqeini上''，‘I#largeCa上egoryPagem，彊unc上j､ｏｎ(）｛

/／大分類ページの淡示処理

S(､#ﾕargeCaじegoryPage''〉・on(mpageshowⅢ，Euncじぇon(）｛
｜住所かｂ地図ｒ仙所が入力されていることを硫郷.図，．】ｏｎＴＤ１ａｑｅ軽由で受け取り

垂〈！sessionSto工age,addzess）｛
住所テタがない時肱入力を促すメセーンを女示

aler上（'１｢住所から地図｣で住所を登録してください､）；
メーュ画曲〈腫瀞

Ｓ・mobile･changePage（Ⅱ＃menuPagem）；
ｒｅ上ｕｒｎＦ

｝
住所テタがある剛は入力されたテータを表示

ａﾕert(sessionStorage,address＋’'近くを検索します'i抑
アプリ内の共通間数を使い|分類コド指定なしｌで大分地のデタ＆取得して表示

MYMAP､ｇｅｔＣａじegoryｴ』iｓｔ（'i1llargeCaじegory】:』jLSじ'''１'，'）；
)”

//大分類避択時の処理

S(documen七).on(''cﾕick‘‘，’'#ﾕargeCaじegoryLista!'，套unc唾on(）｛
大分類のリストから嘘択された業挿名の業秤コード取得しsessionStoz己geI-保存
ｓｅｓｓｉｏｎＳ上ora9e，ユargeCa上egoryｴｄ＝Ｓにｈｉｓ）．ａヒヒｒ（iｌｉｄ'1）『
次画而(中分苅)碗圃移

Ｓ・ｍｏｂユユｅ､changePage（''＃ｍｊ.ddﾕeCa上egoryPageIl）；
}〉；

大分類ページのイベント処理記述の終わ}」

}抑

//業狐コードを術定して業稲リストを取得

o11tpuにＩｄは難狐リス1,を出力する麺IblL要素の１．属ll1Cat8e9O1yCOdeIJ絞り込む業種コト

唖Y唾P・getCaじegoryList＝Eunction(outpuヒエd，Ｃａ上ego蚕yCode)｛
］Que]盲yのａａｘメソド篭使い皇jaz錘信を行い惑す

＄・ajax(｛
梁狐マスタＡ画のURI』

’，ｕｒユ１０：ＭＹＭＡＰ，ＣａじｅｇｏｒｙエｎＥｏＵｒｌ

Ⅲda上a!’：｛
ＩｌａＰｐｉｄＩ１：ＭＹＭＡＰ・ａｐｐｉｄ，
ＩＩｒｅｓｕｌじｓｉｌ：１１１００'１，

１１Out二puじ１１：ｌｉｊｓｏｎ１ｉ，

ｌＩｇｃ'１３Ｃａｔ:ｅｇｏｒｙＣｏｄｅ，

｝

/／アブリケーションエＤ

//取得できるデータの最大件数

/／データの取得形式

/／絞り込む業抑コード

クロスドメインの通信を行うためdSONPを指定

lldataTypel‘息’'･iｓｏｎＰ１ｌ

1６７
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１

０

０

１

＋

1６８

//小分類選択時の処理

癖軸亭-,べ-圭溝胴'し玉
ゥウロ争一午e

汁

／/結果の取得

間数の引故IJYU”＃マトのオフン剛クトが渡される

’'successⅢ：funCﾋﾕon(yd五，ｓじatus）｛
ｙｄＥオフンェクトからテータを抽出して梨狸テタリストイi･仲成

ｖａｒｔｍｐＨ上、ユーⅡ'，；

Ｅor(ｖａｒｉ＝０；ｉ〈ydE・ResuﾕﾋｴnEo､Counじ；ｉｌＩ）｛
じInpHじ111]．＋＝’＜ユｉ><ahreE＝''1ｌｉｄ＝i',＋ｙｄＥ・Ｆｅａじure[ｉ｝・エｄ

『ＩI>ｌｒ

ｔｍｐＨｔｍｌ＋＝ｙｄＥ・Ｆｅａ上ｕｒｅ［土］・Ｎａｍｅ；
七m､H七,’十＝Ｉ〈/a><／理〉，；

｝
ノストテタｔＨＴｉ迦襲索【~埋め込みｚｅ=z巳諏てＱｌ，ｙｉ･Ｉｏｂ蓮{~再加工客依頼

Ｓ(○uじpuﾋｴｄ）．ｈＥｍｌ（上ｍｐＨｔｍｌ）．ユ:ｉｓ上view（'‘ｒｅ錘eshI'）；

｝
}〉；

中分類ペーシのイベ、卜処理肥迩の終わり

}）；

小分類ベシのイベ〆卜処理陥述の始幾リ

S(documenと)､on(側pageiniじⅢ，！'#smaﾕlCaじegoryPage川，func七ion(）｛
／/小分類ページの表示処理

Ｓ<m#smaﾕﾕCaじegoryPage'1).on(mpageshowⅢ，直unc唾on(）｛
アプリ内の共通IMl数ｔ使い|中分如コード指定｣で小分如0》ブタ＆収11Ｉして表示

MYMAP・ｇｅｌＣａじｅｇｏｒｙＩ』ｉｓ仁（''＃ｓｍａユユＣａじegoryIjigじ''，
ｓｅｓｓｉｏｎＳじＯｒａｇｅ、ＩｎｉｄｄユｅＣａ上ｅｇｏｒｙ工ｄ）ｊ

｝）；

中分類ペジのイベ、卜処珊B述の始まり

S(documenじ).on(ⅢpaEIeiniじ1''１'#middleCaじegoryPageⅡ，funcヒユon(）｛

//中分類ページの表示処理

S(!'鴬middﾕeCa上egoryPagei'）.on(mpageshow'‘，Eunc唾ｏｎ(）｛
アプリ内の共通間数塀使し大分頚のコード指定｣ー中分麺のアダ串取得して云示

斑YMAP・ｇｅじCaじegoryLis上〈，'詞iddleCa上ego工yListIl，
ｓｅｓｓｉｏｎＳ上ｏｒａｇｅ、ｌａｒｇｅＣａとｅｇｏｒｙｍ）

}）『

//中分類選択時の処理

S(documen上).on(''cﾕickⅢ，’'#middﾕeCategory唾sじａ''，Eunc唾on(〉｛
中分類'》リス1,か'.蹴択さｵLた獅唖名の業種コード取得しｓ1,＄.ｊｉ〕nst<，mgeに保存

ｓｅｓｓユｏｎＳじorage.ｍｉｄｄｌｅＣａｔｅｇｏｒｙｴｄ＝＄（ｔｈｉｓ）．ａｔｔｒ（''ｉｄＩ１）；
次画面小分鋤〕〈耀聯

＄･ｍｏｂｉｌｅ・changePage（!'＃smaユユＣａ上egoryPageIl）；
)）；



■
■
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小分類べジのイベント処理記述の終わり

}抑

l６ｑ

店舗検索9.3

S(documenじ).ｏｎ(’'click‘'，’‘#smal1Ca上egoryI』ﾕs上ａ''，Ｅｕ豆c上ion(）｛
小分加のリスI･か,剛択Ni札た呉腰名の薬勝コド取僻し‘量《ｓ‘’○ns上ZageI-像存

seSsionSじorage･smaユユCa上egory工ｄ＝Ｓにｈｉｓ）．ａ上陸（ｌｉｉｄｌ１）；
次画面(店帥リスI､)<白耀移

Ｓ，ｍｏｂｉｌｅ･changeＰａｇｅ〈''＃ｓｈｏｐＬｉｓ亡Ｐａｇｅ''抑
}）；

例えば料,'1”)分煎コード「()101()０４」は、以ﾄ゙ の噸'1ｋを災します。

[JavaScriptコード解説］

■業種データの構造

YOLPで業伽データは、３階1Ｗ(人・中・小分瀬)で神叩されています。

例えば、大分類Iグルメ」には、和食・洋食・バイキング・中華等の中分類が城してい

ます。さらに、１１１分航｢ｲI|食｜には懐ｲ．i料理・公席料｣''1.1111ぽう・料亭などの小分り荊がI（

しています大分１mは２Ni、「'1分賊は４桁、小分ﾂnは７桁のコードがWりり､Iiてられていま

す。

大分類

(2桁コード）

中分類

(4桁コード〕

小分類

(7桁コード）

更料亭

(0101004）

割ぽう

(０１０１００３）

暮らし､生活

(04）

レジャー､エンタメ

(ＯＢ）

会席料坪

(０１０１００２）

グルメ

(０１）

ショッピング

(０２）

懐石料理

(０１０１００１）

バイキング

(０１０３）

和食

(０１０１）

洋食

(０１０２）

中華

(０１０４）
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【鋪9康〕
口土に出二‐Ｕ－Ｌ

地域悩報データベースを活用しよう」_Ｌ

０１０１００４

↓↓↓
大分類中分類小分瀬

０１０１００ ４

グルメ和食料亭

因業種選択の処理フロー

難州選択の処理フローは、以ドとなります。

０．雅附処理

「Iii所から地図｣で入力した|i首所をsessionStorage経111で受け取ります。この住所を検索

対典として、メッセージボックスで炎示します。

業砿の選択は３段階で行います

１．大分頒データの取得

菜1,1iコードの指定なしで、脚'1iマスターＡＰｌにアクセスします。人分ｉｍの料ｉｎデータ

が返されてきますので、大分伽の糊､リストとして表,パします

2．中分類データの取得

ノ<分班業諏リストで選択された災諏コードを脂定して、業砿マスターＡＩ〕Iにアクセス

します脂だした大分類に属する『'１分類の業種データが返されてきますので、’11分瓶の業

種リストとして表示します。

3．小分剛データの収ハト

中分煎災脈リストで選択された巣施コードを指定して、業緬マスターAPIにアクセス

します指定した中分類に属する小分類の業種データが返されてきますので、小分類の業

術リストとして表示します。このリストから逃択された小分顛の災、コードは

s(塾ssiOl,stOrag(,経111で次lI1jMi(ﾙl淵|iリスト）に波します。

１７［



#
中分類データのリクエスト

（大分類コードを送信）

二
ｌ
可
「
「

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

キキヰキFFFFﾛーFキ -l-l-h-h-l-

ＹＯＬＰ

Ｗｅｂサービス

(業種マスターＡＰＩ）

土#二'二’
９－３一Ｆ

Ｉーーーーーーーーーーー一一ーーーーー~Ｉ

一
一

．
‐
‐
‐
‐
‐
，
一
’
，

準僻

サ

ー一一

一一ー一
ー『一1一一

一一ーー【_｣ー一一一

←

大分類データのリクエスト

（分類描定なしで送偲）
一 彦 号

]７１

国業種マスターAPIの利用

業匝マスターAPIからは、ＹＩ〕1,､フォーマットで以ドのデータが返されます

業種コードと業種名は、Featur(‘オブジェクト配列に入っています。返されたオブジェ

クト名がydfの場合、１稀I~Iの業祁コードと卿|if'iデータは、それぞれy(lfFcatul･cIOlJ(lと
y(Ⅱ.F('aLuI･eIO1､Nameになります。

大分類のリスト表示 詞一一

-咽

ｌーｰー一一ーーー＝ｰーーーーーー一一一一一ー一一一一一一一＝一一一一一一一一

吟

次画面に避移

(sessionSto｢ageで結果渡し）

中分類のリスト表示 ←

#

９．３

号

小分類のリスト表示

検索対象住所の表示

小分類データのリクエスト

(中分類コードを送僧〉



Ｌｕ嘘地域情報

二ｔｆ

データベースを活用しよう

Resultlnfo

オブジェクト

Feature

オブジェクト

配列*２

Dictionary

オブジェクト

Count

Total

Sta｢ｔ

Latency

Status

Description

CopWight

1．

Nａｍｅ

Pmperty

オブジェクト

Genre

オブジェクト

壷列･ｓ

データ件数

総データ件数

取得開始件数

処理崎間

終了ステータスコード

プータの脱明

ニご一ライト

業抑コード

業Ⅶ名

Ｇｅｎｒｅ

オブジエクト

I。

Ｃｏｄｅ

Ｎａｍｅ

Level

Ｔａ｢get 業種消報の参照|，

業棚悩鞭の参照ＩＤ

業Ⅷコード

蕊抑名

業靭の階層

回分類画面(大・中・小)表示時のイベント処理

//大分類リストの表示

MYMZlP,getCategoryｴ』ｉｓ七（'1＃ユargeCa上egorymsじ'i''''1）ｊ
//中分類リストの表示

MYMAP・ｇｅじCa上egoryｴ』jＬｓｔ（Ⅲ#midd]LeCaじegoryI』:isじ''，
ｓｅｓｓｉｏｎＳじｏｒａｇｅ，ユargeCaじegoryLd）；

//小分類リストの表示

MYMAP･ｇｅにCa上egoryLisに（，'＃smauCaじegoryLisじI'，
sessionS上oraqe・ｍｉｄｄﾕeCa上ego工y工ｄ）；

郷Ii分類リストの表示は、アプリ内の共皿間敗(ＭＹＭＡｌ).getCiltegoryList)を利川して

炎,パしています。

大分類では絞り込みの業種コードの指定なし、１'１分類では大分類の業種コードの指定、

小分揃では中分類の業種コード指定で絞り込みを行っています

＊３必哩i，i:数分のオブジェクトが配列として返されます

1７２



２１|」 ｣L|圭三三=jＴ
■業種データ取得関数(MYMAP・getCategoryList）

ｖａｒ上ｍｐＨｔｍｌ＝0000；

Eｏｒ(ｖａｒｉ＝Ｏ；ｉ〈ydE,ResuﾕﾋｴnEo,Coun上；ｉ++）｛
上､pH上ｍｌ＋＝’＜ｌｉ><ahreE＝ｎｍｉｄ=０，０＋ｙｄＥ､Fea上ure[ｉ］・エd

tmpH上ｍ１＋＝ｙｄＥ・Feature［ｉ］・Ｎａｍｅ；

tmpHtml＋＝’〈/a></1i〉０；

｝

｜Ｉ
9.3

--’
|垂壷吐

＋０６０＞Ｉ；

ydf,Resultlnfo,Countでデータ件数、ydfFeatureIi1.1.で業翻コード、ydf・Featurelil､Name

で業稲名が取得できます。これらのデータを使い、業種リストを表示するためのHTMＬ

データを、変数tmpHtmlに代入しています。

大分類では、この処理で以下のようなHTMLが生成されます。

＜１ｉ＞＜ａ

＜ｌｉ＞＜ａ

＜１ｉ〉＜ａ

＜ｌｉ＞＜ａ

ｈｒｅＥ＝010↑

ｈｒｅＥ＝rooI

href＝ｌ００ｌ

ｈｒｅＥ＝'UDI

id=''０ﾕⅧ〉グルメ〈/a></li〉

id=Ⅱ０２１'シシヨツピング</ａ></Ｕ〉

id=''０３１'〉レジャー、エンタメ〈/a></ﾕｉ〉

id=ｍＯ４ｌ１>暮らし、生活く/a></li〉

Ｓ(。u上puﾋｴｄ）．ｈ上、ユにmpHtmﾕ）．１ｉｓ上view（0'reEreBhoi）；

生成したリストデータＨＴＭＬを、＄(outputld).html(tmpIItml)で、outputIdで指定したid屈
性を持つHTML要素に挿入しています。

その後、listview(側refresh'')で、jQueryMobileに画面の最適化処理（リフレッシュ）を依

頼しています。

jQueryMobileでは、初めて画面が表示される時にモバイル向けにlIhi而を簸適化する処

理を行いますが、その後HTMLの構造が変化しても、画而の妓適化は行われません。その

ため、今回のように表示のたびにHTMLの構造が変化する場合は、リフレッシュ処理を行

う必要があります噸4．

＊４ 対醗のIITML要素により、リフレッシュの記述は変わります。チェックボックスの嶋合はCheckboxradio
('r⑧freshI)、スライダーの場合はslider(Orefresh，)、セレクトメニューの蝿合はselectmenu(lrelrcsh')、ボタ
ンの嶋合はbutton(，refresh｡)になります。

1７３
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｢1砥Ｉ
q■や④

地域情報データベースを 活

爾索語火緬『1,.薮

グルメ⑧

ショッピングＯ

レジャー．エンタメ⑧

塁らし‐叩祇 ⑧

l)ＶＹ例h“1J八PAN

リフレッシュ処理あり

迩露ら可大分甑路渦ダ

リフレッシュ処理なし

囲分類リスト(大・中・小)選択時のイベント処理

Ｓ(documenじ）．○ｎ｛１１ｃﾕｭｃｋｉｌ，’１＃ﾕa.牙geCa上egoryｴ』ﾕsじａｉ'，Euncじion（）
sessionStOrage・largeCaじegoryｴｄ＝Ｓにｈｉｓ〉・ａｔヒエ（IlidI'）；
Ｓ､mobiﾕｅ，changePａｇｅ（'１＃ｍｉｄｄﾕeCategoryPageIl）；

)）；

１－LLL’一

｛

大分瓶リストでは、どれが巡択された瑚合でも、イベントを検出する'1:組みを爽装して

います。‘'#largeCategoryLista''の妃述は、ｉ(l="largcCategoryList"賊性持った‘喫茶のｒ

係であるリンク要素すべてが対象という意味です。大分類のページでは、以ドのように４

つのリンクがイベント検出の対製になります。

<ユユ

<ユユ

<ユｉ

＜１１

易にａｈ重e量='''１ｉｄ=''0ﾕⅢ>グルメ</a非 /ユゴ.〉

ソビング</a＊/1土夢＊ahreE=､Ⅲｉｄ=Ⅱ０２Ⅲ>シヨ

房fahzef=Ⅲ!’ｉｄ=伽03m>レジャー、エンタメ</a＊

＊ahref=I'Ⅲｉｄ='104m>悪らし、 生活く/a＊/]L土〉

/ユユ〉

イベント発生の対象が似放あるため、どのリンクが選択されたかを検出する必甥があり

ます。jQueryでは、＄(tI1is).attr('1id側)と拙述することで選択された要糸のi(l脱性(ここでは

業緬コード)を取得することができます

ＩＩｉ・小分瀬のイベント処叩は、ノく分航とほとんど|｢１．ですので、脱Iﾘlを刈り狸します。

１７４



【”卿4IHTMLｿーｽｺーＦ(店舗ﾘｽﾄ）

店舗リストベージの始まり

<ｄｉｖｄａｔａ－ｒｏ１ｅ＝'Ｉｐａｇｅ'ｌｉｄ＝,'ｓｈｏｐI』ｉｓｔＰａｑｅ'1シ

ヘンダ部分

＜ｄｉＶｄａじａ－ｒｏｌｅ＝ＩＩｈｅａｄＧｒｌ１＞

戻るボタンの爽示

くahreE＝１１＃sma11CaじegoryPagei’ｄａｔａ－ｉｃｏｎ＝ｌ１ａｒｒｏｗ－］、〉戻る
ページのタイトルも表示

くｈﾕ>店舗リスト〈/ｈﾕ〉
メニュ画面へのポタ．火水

くahref＝''＃menuPage'Ｉｄａｔａ－ｉｃｏｎ＝！ｉｈｏｍｅＩｌ〉トップ</ａ〉
<／ｄｉｖ＞

コンテンツ部分

＜ｄｉｖｄａ上ａ－ｒｏｌｅ＝'ｉｃｏｎじｅｎｔｌＩ＞

店舗リスト席表示する空の．｡ｖ嬰紫

くuユｄａ上a-role＝''１ｉｓじviewI,ｉｄ='IshopLis上''〉</ｕ]し〉
マジ〆をlIj定してクレンリトの喪示

くｄｉｖｓ上ｙｌｅ＝'1ｍａｒｇｉｎ：ユ５ＰＸユ５ＰＸユ５ｐｘユ５Ｐｘｉｌ＞
〈ahreE＝''ｈじじｐ:／/deveﾕoper､yahoo,ＣＯ,ゴｐ/abouじ''〉

ＷｅｂサービスｂｙＹａｈＯｏｌｄＺｋＰＡＮ
〈／ａ〉

〈/div〉

<／ｄｉｖ＞

店鋳リストベージの蕊わｌｊ

</div＞

[HTMLコード解説］

回ヘッダ部分

9.3店舗検索

<／ａ＞

前I町而への戻るボタンとメニュー|由i面に遥移するボタン、タイトルを表示しています。

ﾉﾉﾐるボタンを選択すると、小分瀬ページに鯉秘します。

｜コンテンツ部分

<ｕｌｄａｔａ－工ole＝'iユユｓ上ｖｊ,eWi’ｉｄ＝nshopList11〉＜/ｕﾕ＞

内容が空のul腿素の''1に、１脚(此た店納リストを柿人します

１７Ｆ
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麺蝋"識王夕べーｽを震厨しよう 1冊
雛撚１ JavaScriptソースコード(店舗リスト）

1７６

店舗リストベージのイベント処理記述の始まり

S(documen上)．on('1pageini上''，’'#shopｴ』istPagem，function(）｛

//店舗リストベージの表示処理

S(!'#shopLisじPage"）.ｏｎ('1pageshow1'‘Euncﾋｴon(）｛
アプリ内の共通閥故を使い茎稀コートと位世柑定でﾇ脈厩観の丁一夕を取得して爽不

ＭＹｉ隅Ｐ･ｇｅじＳｈｏｐ唾ｓじく'1＃ｓｈｏｐＬｉｓに'１，
ｓｅｓｓｉｏｎＳ上○工ａｇｅ・ｓｍａｌｌＣａｔｅｇｏｒｙ工ｄ，
sessionS上orage､１ａ上，sessionStorage．lng〉；

}）；

//店棚名斑択肋の処理
S<document).ｏｎ(Ilcﾕﾕckm，Ⅲ#shopLisじａ側，Euncじion(）（

選択されたl姉!|iの位置情報を取得しsesg1onSにｏｍｇｅ(､保行

ｖａｒｐｏﾕ、上＝Ｓくじｈｉｓ）．ａにヒエ（ｌｌｄａ上a-poin仁''〉・ｓｐユユヒ（I'，''）ｊ
ｓｅｓｓﾕonSじOrage･shopLat＝ｐｏｉｎじ［ユ］『
ＳｅｓｓｉｏｎＳじOrage･shopLng＝ｐｏｉｎ上［Ｏル
鯉昨れス店加名を取得しｓｅｓｓ]ｏｎＳｈｘａｑＥＩ侃存

seSsjLonSじorage・shopName＝Ｓ（じｈｉｓ）．１１じｍ１（〉；
次画面ル卜地図に遣移

Ｓ､mobiﾕｅ､changePage（１１幹shopMapPage11）；
}）；

〃訓ﾘｽﾄぺヅのｲペﾝﾄ処理肥述の終わ'‘

}”

//業種コードと純度･経度を指定して周辺の店舗悩報を取得
Cu上ｐｕｒＩｄはリスト出力要崇の1.展性ﾛｮﾋegOxyCodeは紋り込む業種コード１ａｔ，lrlg横線総位置
MYMAP､geじShop唾sに＝Eunc上ion(oubpuヒエd，Ｃａ上ego工yCode，１a上，ユng)｛

Quezyの珂副:《メゾトを便いゑａｘ通I評行う

Ｓ・aｊax<｛
ＹａｉＩｏｌ１コカルサーチＡＰＩのＵＲ脳

ｉ１ｕｒユ'’：ＭｙＭＡＰ・ｓｈｏｐエｎＥｏＵｒ１

Ⅲdaじa！’：｛
ｌｌａｐｐｉｄ１ｉ：ＭＹＭＡＰ・ａＰＰｉｄ，
ｌＩｒｅｓｕｌじｓＩｉ８１ｌ１ＯＯ‘'，

’'○uじpuじI’：ⅡゴＳｏｎ'''

１ｏｇｃｏｌ：Ｃａ上ｅｇｏｒｙＣｏｄｅ，
ｌｌｃｉｄｌ’当MYM且Ｐ・ｃａｓｓｅヒエｄｌ

０ｌ１ａ上１１：１ａに，

Ⅱ]ＬｏｎＩＩ：１，９，
’1ｓｏｒ上''：ｌ１ｄｉｓ上”，

ＩＯｒ１１ＲｔＩＯ２２

｝

/／アプリケーションエＤ

//取得できるデータの簸大件数
/／データの取得形式

//絞り込む業種コード

//樋話帳カセット、

//検索中心位置(緯度）

//検索中心位置(経度）
//検索結果の並ぺ替え(近い順１
//検崇範囲(ｋ、）

クロスドメインの通信を行うためdSONPを指定
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ｌｉｄａ上aTypel，：’'ゴsonpI’

店舗検索Ｆ
ｒ

引干 ＃ ＋

[JavaScriptコード解説１

回Yahoo1ローカルサーチAPlの利用

Yahoo1ローカルサーチAPIで電話帳カセットを検索した場合、ＹＤＦフォーマットで以

下のデータが返され、激多くの惜報が取得できます。1,1淵||i(拠点)橘と位ｉ'iは、Ｆ(､atur(､オ

ブジェクトＩＷｌｌに入っています。返されたオブジェク|､f'1がy(l[の賜合、ｌ耐lのA1淵|i(拠

点)名と位置は、それぞれydfFeatureIOl､Nameとy(lfFc剛tureIOl,Gcomctrl．.Coor《liI1aLcsにな
ります。

1７７

／/結果の取得

間数の引数(,tYDルヮ１－マ,･卜のオフジー'クトカ‘波ﾓﾐれる

Ⅲsuccess'’：Eunc上ion<ydE，ｓじa上us）｛
ｖａｒ上、ｐＨ上、ユー’０１，；
検索結'↓'の件数A･硫認

ｉＥ(ydE､Resulヒエnfo・Count＝=＝Ｏ)｛
恢索給鯉かない堤合はメ‘セソを山ホ

ヒmpHtml＝’１〈ｌｉ>該当する店舗がありませんく/1ｉ〉!'；

｝e]Lse｛
ｙd画フンェクトからテータを抽出して店諏リストを作成

Ｅor(ｖａｒｉ＝Ｏ；ｉ〈ydE・Resu1ﾋｴnEo､Coun上；ｉ÷÷）｛
仁、p蘭上、ユ＋＝’＜ユユ＞＜ａｈｒｅＥ＝ｌｌＩ１ｄａ上ａ－ｐｏｉｎ上＝''０÷

ｙｄＥ・Ｆｅａ上ure[i・］・Geome上ｒｙ､Coordina上ｅｓ＋’'i＞’ノ

ｍｌｐＨじ、:１．＋＝ｙｄＥ、Ｆｅａじｕｒｅ［ｉ］、Ｎａｍｅノ

ヒInpHじ、’十＝’〈/ａ>〈／皿〉’；

｝
｝
リストテタ郷!】，M1』嬰素に埋め込みｚｅｆｒＰｓｈでフＱぃＧｒｙＩ,1ｏｂｌｌｅに再加工を依頼す擬

Ｓ(outpuヒエｄ）．ｈ上、１（じmpHtmﾕ）．ｌｉｓ上ｖｉｅｗ〈IlreEreshⅧ）；
｝

}”
’
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エ にコエ
地域柵報データベースを活用しよう

什一H－ＨＨ－

ResultInfo

オブジェクト

Feaujre

オブジェクト

配列Cｓ

Count

Total

Sta｢ｔ

Ｌａ[eｎｃｙ

Status

Descriptlon

Copynght

'。

Gid

Nａｍｅ

ＧｅｏｍｅｔＩｙ

オブジェクト

Prope｢tｙ

オブジェクト

配列.５

データ判･故

総データ件数

取得開始件数

処理時間

終了ステータスコード

データの脱明

コピーライト

業抑コード

拠点慨]IMID

地域・拠点↑l1Ifm名

Ｔｙｐｅ

Coordinates

Ｕｉｄ

Cassetteld

ＹＤｍｉ

countly

オブジェクト

Address

GovemmentCode

Ｔｅｌｌ

Ｇｅｎ｢ｅ

オブジ.ムクト

Station

オブジェクト配列.８

図形種別

座標情報(絹度・経度）

YOLP内部での職別IＤ

カセットIＤ

地域・拠点情報名の読み

Ｃｏｄｅ 剛コード

Ｎａｍｅ 則名

住所

住所コード(ＪＩＳＸＯ４０１５桁）

応話番号

Code 策ﾘ111コード

Ｎａｍｅ 莱柵名

Iｄ 駅IＤ

Subld 駅サブIＤ

Ｎａｍｅ 駅名

RaiIway 路服

Exit 最寄の出、塩

Exitviewld 佃寄の出口iＤ

DistanCe 出口からの距離

Ｔｉｍｅ 出口からの時間
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口画面表示時のイベント処理

店舗リストの表示は、アプリ内の共通関数(MYMAP､getShopList)を利用して表示して

います。前画面で取得した小分類業煎コードと、「住所から地図」で取得した位置を

sessiomStorage経由で取得して、条件として指定しています。

■店舗データ取得関数(MYMAP・getShopList）

分類リストで利用したデータ取得関数(MYMAP､gctCategoryLiSt)の処理とほぼ同一･の

処理です。以下のようなHTMLが生成されます。

＜ユュ＞

＜ａｈｒｅＥ＝１０Ｉｏｄａ上ａ－ｐｏｉｎヒー、ユ３９．７６９５８２７７７７７８，３５．６７５３４９ユ６６６６７０↑＞
ステーキのくいしんぼ京禍店

く/ａ〉

〈/ﾕi〉
＜ユｉ＞

＜ａｈｒｅＥ＝'0叩ｄａ上ａ－ｐｏｉｎ上＝側ユ３９．７６６７ユ３６ユユユユユ，３５．６７４９４９ユ６６６６７０１＞

ダイニング葡萄の樹

く/a〉

</li〉

＜ユュ＞

＜ａｈｒｅＥ＝ｍｎｄａｔａ－Ｐｏﾕｎｔ＝帥ユ３９．７６７５９ユ６６６６６７，３５．６７０７３３０５５５５６m＞
びふてき松江

＜/ａ〉

</1ｉ〉

■店舗リスト選択時のイベント処理

分類リスト(大・中・小)選択時のイベント処理とほぼ同一･の処理です。

varpoint＝Ｓ(ｔｈｉｓ）．ａﾋﾋｒ（mda上a-pointIo）．Ｂｐﾕｉｔ（I'，'０川
seBBionS上orage,shopLaヒーpoin上[ユル

sessionStorage･ShopLng＝ｐＯｉｎ上【Ｏ］；

ｉｄ属性から取得したデータは、紳皮・綴幽がカンマ区切りで記述されているため、配列

に変換してから、緯度・経度を抽出しています。

＊５必嬰件数分のオブジェクトが配列として返されます。

＊６Station(最寄駅)オブジェクトは履大３件までです。

１７９
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哩副地域1W報デーﾀべーｽを活用しよう＋
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十 卜 Ｈ-卜

【蝋6》HTMLｿー ｽｺー Ｆ(ﾙー ﾄ地図）

ルト地図ベーンの始まり

＜ｄｉｖｄａ上ａ－ｒｏユｅ＝'ＩｐａｇｅＩ’ｉｄ＝ｍｓｈｏＤＭａｐＥａｑｅＩ１＞

ヘダ部分

＜ｄｉｖｄａじａ－ｒｏｌｅ＝'ＩｈｅａｄｅｒＩＩｉｄ＝ＩｌｓｈｏｐＭａｐＨｅａｄｅｒｌｉ＞
戻るホタ.の溌示

くahreE＝'1＃shopｴ』ｉｓ上Page'’data-icon＝ｌ１ａｒｒｏｗ－１ｌｌ＞戻る
ペンのタイトルを表示する空のｈ二要素

くh].></hﾕ〉

〆．両面へのボタン表示

くａｈｒｅｆ＝'i#menuPage1lda上ａ－ｉｃｏｎ＝Ｉ１ｈｏｍｅＩｌ〉トップ<／ａ〉
</ｄｉｖ〉

－１ンテンツ那分

＜ｄｉｖｄａｔａ－ｒｏｌｅ＝'ｌｃｏｎｔｅｎじ'ｒｓｔｙユｅ＝ＩＩｐａｄｄｉｎｇ：Ｏｐｘ；0'〉
地図&表示する空のｄﾕｖ要素

くｄｉｖｉｄ＝''shopMapCanvasl'〉</ｄｉｖ〉
<／ｄｉｖ＞

フノタ部分

＜ｄｉｖｄａじａ－ｒｏ１ｅ＝ＩＩＥ○○七ｅ工'ｌｉｄ＝'ｌｓｈｏｐＭａｐＦｏｏにｅｒｌｉ＞

マシンを指定してクレシトの表示

くｄｉｖｓ上ｙユｅ＝ｍｍａｒｇﾕ、：ユ5ｐｘユＳＰｘｌ５ｐｘユＳｐｘｌ１＞

〈ahreE=ｌｌｈﾋﾋＰ:／/deveﾕoper・yahoo､ＣＯ.ｊＰ/abouじ'１〉
ＷｅｂサービスｂｙＹａｈｏｏ１ｄＡＰＪｋＮ

＜/ａ〉

〈／ｄｉｖ〉

<／ｄｉｖ＞

ルト地図ぺジの終わり

く/ｄｉｖ〉

[HTMLコード解説］

雨ヘッダ部分

<／ａ＞

Iii1l1IiiiIiへのノバるボタンとメニュー山1ｍに進秘するボタン、タイトルを炎'パしています‘・

暖るボタンを選択すると、店舗リストページに遷移します”

■コンテンツ部分

くｄｉｖｉｄ＝lishopMapCanvasI'〉</ｄｉｖ〉

１８Ｃ


