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1-4ＧｏｏｇｌｅＭａｐｓＡＰＩｖ２からｖ３への移行

ＧＩｎｒｏＷｉｎｄｏｗ

名画４GoogIeMapsAPIv2から
ｖ３ヘの移行

１

２

賂１

CoogleMapsAPIversion2から３では、離本的な設計から見直され、コーディングスタイルも火

きく変化しました。 ４

５

1-4-1名前空間の統一

MarkerInlaqe

縄

●

｜

CooglcMapsAPIの名|Ni空間がすべて「g(〕ogIe､mal)s､螺」に統一されました。以下に、ｖ２から

v3のクラス変換表を示します。表でわかるように全機能の虹換性を持っているわけではありませ

ん。ほかのライブラリと承複するような機能（GDownloadUrlなど）や、ほかの方法で実現できる

,機能（GControlなど）は移植されていません。

７

付
騨

ｖ２からｖ８の主なクラス変換表(２０１１年９月現在)(ｖ３のgooglemaps,名而空旧Iは省略）

ＣＴｅｏｎ

Ｖ２でのクラス宅 Ｖ３でのクラス名

GroundOverlav

GMaDZ Ｍａｐ

GGroundOverlaV

GＭａｐＯｐｔｉｏｎｓ MapOptionE

GＳｃｒｅｅｎＳｉｚＥ

GPo1Vqon

rｎｆｏＮｉｎｄｍＡＪ

(該当なし】

(該当なし）ＧＩｎｆｏＷｉｎｄｏｗＴａｈ

GＳＣｒｅｅｎＰｏｉｎｔ

GＩｎｆｏＷｉｎｄｏｗＯｐｔｉｏｎＥ lｎｒｏＷｉｎｄｏｗＯｐｔｉｏｎｓ

(該当なし】

G1.1FIT､ｋＰＴ.

側

GＳｃｒｅｅｎＯｖｅｒｌａｖ

GＭａｒｋｅｒＯｐｔｉｏｎｓ MａｒｋｅｒＯｐｔｉｏｎｓ

(該当なし）

GＰｏｌｙＵｎｅ Pｏｌｖｌｉｎｅ

ＰｏｌＹｇｏｎＯｐｔｉｏｎＥ

GＰｏｌＶＵｎｅＯｐｔｉｏｎｓ PｏｌＶＵｎｅＯｐｔｉｏｎｓ

GPolyqonOptions

(該当なし〕ＧＰｏ１ＶＥｄｉｔｉｎｑＯｐｔユｏｎＥ

Polvqon

GＰｏｌＶＳｔＶ１ｅＯｐｔｉｏｎＳ PｏｌｙｌｉｎｅＯｐｔｉｏｎｓ
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Ｖ２でのクラス名 Ｖ３でのクラス名

Ｇｐｏｉｎｔ Pｏｉｎｔ

nｆｓｉＺｅ Ｒｆ愛Ｐ

GＢｏｌｍｄｓ (該当なし）

GLatLn9 LatLnq

GＬａｔＬｎｑＢｏｕｎｄＳ ＬａｔＩ』ｎｑＢｏｕｎｄｓ

GＣＯｎｔｒｏｌ (骸当なし】

GrileLaYerOptionS (該当なし）

ＧＴｉｌｅＬａｙｅｒＯｖｅｒｌａｙＯｐｔユｏｎＥ (該当なし〕

GＥｖｅｎｔ ｅＶｅｎｔ

GＥｖｅｎｔＬｉｇｔｅｎｅｒ ＲＶ⑭ｎｔ

GXInlHttp (該当なし）

GＸｍｌ (該当なし）

ＧＸｇｌｔ (該当なし）

GＬｏｇ (骸当なし）

GDragqableObject (該当なし〕

GDraqqableObjectOptions (該当なし）

ＧＣＰｏＲｔＦｌｔｌ】ｇＣｏｄＰ ＣＧＯ価０．⑭ｒＳｔａｔｌｌＲ

GＧｅｏＡｄｄｒｅｓｓＡｃｃｕｒａｃｙ (該当なし）

ｎｒｌヤＰｎｔＣｅｏｎｏｄｅｒ ＧＱｏ⑰ｏｄＱｒ

GＧｅｏｃｏｄｅＣａｃｈｅ (該当なし）

GＦａＥｔｕａｌＧｅｏｃｏｄｅＣａＣｈｅ (骸当なし）

GMarkerlblanaqer (該当なし〕

GMarkerl1anaqerOptions (骸当なし）

GＧｅｏＸｍＩ (該当なし〕

GＤｏｗｎＩｏａｄＵｒｌ (該当なし〕

GＢｒｏｗｓｅｒＩｓＣｏＩｎｐａｔｉｂｌｅ (咳当なし）

ＣＤｉｗ１仮ｔｉｏｎ魚 DｉｒｅｃｔｉｏｎｓＳｅｒｖｉｃｅ

GＤｉｒｅｃｔｉｏｎｓＯｐｔｉｏｎｓ DｉｒｅｃｔｉｏｎｓＯｐｔｉｏｎ

GＴｒａｖｅｌＭｏｄｅｓ DirectionsRequest

ＧＲｍｌ上但 D】ｉｒｅｃｔｉｏｎｇＲｏｕｔＧ

GＳｔｅｐ DｉｒｅｃｔｉｏｎｓＳｔｅｐ

GＴｒａｆｒｉｃＯｖｅｒｌａｙ Ｔｒａｆ:rユｃＬａｙｅｒ

ＧＴｒａｆ正ｉｃＯｖｅｒｌａＶＯｐｔ１ｏｎｓ (該当なし〕

服
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ＧＴユleLaVer

GMercatorProection

ｖｇでのクラス名Ｖ２でのクラス宅
１

MercatorProlection

ＡｄＵｎｉｔＧＡｄｓＭａｎａｑｅエ

GProjection

２AｄＵｎｉｔＯｐｔｉｏｎｓGAdsManaqerOptions

Projectﾕoｎ

Ｒ1?T,ＰＰｔＶｉｅｗＰａｎｏｒＲｍＲGＳｔｒｅｅｔｖｉｅｗＰａｎｏｒａｍａ

弓

GＣｏｐＶｒｉｑｈｔ

StreetViewPanoramaOptionsGStreetviewPanoramaOptionE

(醸当なし】

(骸当なし）GStreetviewOverlay ４

GCopyrightCollection

ＤｉｒＧｃｔｉｏｎｇＳｅｒｖｉＣｅGＳｔｒｅｅｔｖｉｅｗＣ１ｉｅｎｔ

(該当なし）

８

９ｔγ､ＰＰｔＶｉｅｗＳｔａｔｕｇＧＳｔｒｅｅｔｖｉｅｗＣ１ｉｅｎｔ､ＲｅｔｕｒｎＶａｌＵｅＳ

GTi1eLayerOverlay

ＳｔｒｅｅｔＶｉｅｗＰａｎｏｒａｍａＤａｔａn個ｔｒｅｅｔｖｉｅＷＤａｔａ 砥
●

(該当なし〕

SｔｒｅｅｔＶｉｅｗＬｏｃａｔｉｏｎ

MapTypeControlOptionsから指定

GＧｏｏｑｌｅＢａｒＲｅｓｕｌｔＬｉｓｔ

７
SｔｒｅｅｔＶｉｅｗＬｉｎｋＧＳｔｒｅｅｔｖｉｅｗＬｉｎｋ

lｍａｑｅＭａｐＴｙｐｅ

9ｔγ､ＰｅｔＶｉｅｗＰｏｖGｐｎｖ 付
鯉

GＬａｙｅｒ

GStreetviewPanorama､ErrorValues（該当なし】

OｖｅｒｌａｙＶｉｅｗ

(該当なし）GGooqleBarListinqTypes

GlIapTypeOptions

(骸当なし）GＧＯＯｑｌｅＢａｒＬｍｋＴａｒｑｅｔ

膿

(該当なし】

ＧＣｏｎｔｒｏ１

(該当なし）

GMapPane ＭａｐＰａｎｅｓ

GlIaDTVpe

OｖｅｒｌａｙＶｉｅｗGＯｖｅｒｌａｙ

1.IapTVpe

(骸当芯し）

CｏｎｔＴｏｌＰｏＲｉｔｉｏｎ

GHierarChicalMapTypeControl

EｏｎｔｒｏｌＰｏＳｉｔｉＯｎＧＣｏｎｔｒｏｌＰｏｓｉｔｌｏｎ

MapTVpeControlOptionsから指定

ＧＦｒｍｔｒｏｌＡｎｃｈｏｒ

GＭｅｎｕＭａｐＴｙｐｅＣｏｎｔｒｏｌ

MapTypeControlOptionsから指定GMapTypeContro
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1蕊４－２パフォーマンスの向上

CooglGMapsAPIv3はスピード、特にモバイル端末（Android/iPhone/iPadなど）のブラウザに

おける地図の表示スピードの向上に重点をおいて開発されました。CoogleMapsAPIv2ではライ
ブラリのサイズがl70kB（2011年９月現在）もあり、３Ｇ回線ではロードするだけでも時間がか

かってしまいましたが、ＣＯ()glcMapsAPIv3では迩延ロードを内部的に採川することにより雌初

のダウンロードはわずか35kＢ（2〔)１１年９月現ｲ［）です。その35kBのライブラリで地I叉1を描lIlIiし

て、遅延してマーカーや情報ウインドウなどの必要なライブラリを読み込んでいます。また、ｖ３

では必塑のないコードはダウンロードしない仕組みになっています。

GoogleMapsAPIv2/ｖ３の実行速度比較(GoogIeI/Ｏ２００９ＭａｐｓＡＰｌｓ＆MObileより】

SpeedComparisorl

bOO1SIraF

liIes

<;9，
v２

boo1s1raF

V３ "嫌{｡'[０ (2011年９月現在では､v3の

｢seI-cenIer｣は｢selCenIer」

に変更されています）

なお、現在は図中のパフォーマンスよりもさらに向上しています。この図はあくまでもv3のほう

がv2よりもパフォーマンスに優れているということを理解していただくためのものです。

1塵４－３ＭＶＣモデルの導入

GoogleMapsAPIv3からＭＶＣ（ModelViewControl）モデルが導入されました。これによって

データ／炎,(処IlM／制御処fI陸それぞれ独立してコーディングしやすくなりました。

それを支えているのが、ＫＶＯ（KeyValuCOlqjCc(）のbind（バインド）処雌です。MVCObjcct

クラスは、Keyに関連したObjectを保存できます。そのvalueが変化したと差、（keyLchangedイベ
ントが発生します。bind処即はその値の変化を直接別のMVCObiectに関連付ける処理をします。



☆ミ

翼ｋ４

1.4ＧｏｏｇＩｅＭａｐｓＡＰｌｖ２からｖ３への移行

鵬

GoogleMapsAPIv3のクラスの多くは、このMVCOhjectを継承しています。たとえば、地図の
中心に、常に傭報ウィンドウが炎,穴されるプログラムを作るとします。InfbWindowには地図の中

心座概が表示されます。

１

２

プログラムの実行両面 臆

詮ｅｏｅＡ⑲1.4．】v２．I,'m’

÷Ｇ針’①

頂
、

７

４

口
●
．

CoogleMapsAPIv2のコードでは以ドのようになります。

GoogIeMapsAPlv2を用いた場合のコード侭WW11WT和ＣＯ1.1.4.3Ｖ2,html

varmapCanvas＝ｎｅｗＧＭａｐ２(mapDiv)；

InapCanvas・setCenter(1atlng，１５‘G-NORMAL-MAP)；

lnapCanvas・openInfoWindow(1atlng，Ⅲ地図をドラッグ＆ドロップしてくださいⅢ）；

ＧEvent・addListener(mapCanvas，，'move',，function(）｛

varcenter＝InapCanvas､gGtCenter()；

mapCanvas・openｴnroWindow(cente】[,，center・toUrlValue(4)）；

））：

rsampIe】ＣＯ１－１．４３V３．ht、

付
塑

CoogleMapsAPIv3のコードでは次のようになります。

GoogIeMapsAPIv3を用いた場合のコード

varInapCanvas＝new9oogle.、aps,Map(mapDiv，InapOpts)；

ｖａｒｉｎｆｏ＝newgoogle,maps・ｴnfoWindow(｛

content：”地図をドラッグ＆ドロップしてくださいⅢ

｝）；
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info､ｏｐｅｎ(InapCanvas)；

info・lbindTo(!'position''，mapCanvas，Ⅲcenter！!)；

info・position-changed＝麦unction(）（

ｉｎ蚕o・setContent(in壬o・ｑｅｔ(‘‘position"）．toUrlValue(4)）；

}】

それぞれのコードは処理の方法がまったく異なります。ｖ２の場合は、CMap2クラスが

openInlbWindowメソッドを持っているため、地図と情報ウィンドウが一体となってしまっていま

す。一方、ｖ３のコードでは、情報ウィンドウを１つのオブジェクトとして4k成し、地図のcenterブ

ロパティと、′'１W報ウィンドウのI〕osilionプロパティを関述付けています（バインドしています)。地

側のCCI,terプロパティが変化すると、情報ウィンドウのpositionプロパティは'’１１m｣的に虹新されま

す。つまり、地図と怖報ウィンドウは完全に切り離されていて、MVCOlqjccLのバインドによって処
叩が低述されているわけです。

NOTEoMVCObjecIのサンプルは｢2-4サイドバー付きの地図を作る｣で紹介していますｃ

1画４－４そのほかの変更点

CoogleMapsAPIv3ではそのほかに以ドの変災点があります‘

・GoogIeMapsAPIv2ではライブラリのロード時に指定が必要だったＡＰlキーが不要になった

・ヂﾌｫﾙﾄのＵｌ（ズームポタンやマップﾀｲブコントロールなど）が自動的に画面サイズに合わせて表示さ

れるようになった

1-4-5コーディングスタイル

「1.'１－３ＭV〔〕モデルの導入」でも少し触れましたが、CoOgIeMal)sAPIv3ではすべてのクラス

が独立して、クラスによる依存がないように作られています。その結果、コーディングスタイル

も大きく変化しました。

－爵わかりやすい例としてはオーバーレイでしょう。たとえば、Coo81eMapsAPIv2では、マー

カーを地似lに追加する処1111は次のようなコードでした。
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GoogIeMapsAPlv2を用いた場合のコード《謂而ＷｍＣＯ１－.1-4.5Ｖ2.htm

GEvent・addListener(mapCanvas，‘'addoverlaym‘function(overlay）｛

ｉｆ（overlay.－proto-＝＝GMarker､prototype）｛
varlatlnq＝overlaY・getLatl』､g()；

１

}）：

mapCanvas､openInfol1indow(latlng，latln9､toUrlValue(4)）Ｉ

GEvent,addListener(InapCanvas，“clicko'，runction(overlay，１atlng）｛

ｉｆ（overlaY＝＝ｎｕＵ）（

varmarker＝newGMarker(1atlng)；

mapCanvas・addOverlaY(marker)；

）

}）；

このコードでの注|』すべき点は、GMap2のaddovGllayイベントです。このイベントは、地Ixll：

にオーバーレイが追加されたことを通知するイベントです。つまり、地図側（mapCanvas）で

マーカーが追加されたことを知ることができたのです。

それに対して、Goo81eMapsAPIv3では、addoverlayに該当するイベントはありません。なぜ
なら、地図とマーカーはそれぞれ独立しているため、地図側ではマーカーが地似lに'41辿付いた

ことを知ることができないのです。

GoogleMapsAPlv3を用いた場合のコード rsamplo】ＣＯ１→１－４－５V３．ht、

varinro＝newgoogle・Inaps・エnroWindow(）；

google､Inaps・event・addListener(InapCanvas，Ⅲclick,'，function(mouseEvent)｛
varInarker＝newgoogle,ITIaps,Marker(｛

ｐｏｓｉｔｉｏｎ：mouseEvent､１atLng，

Ｉｎａｐ：mapCanvas

｝)；

inro､setContent(mouseEvent､１atLng,toUrlValue(4)）；

ｉｎ全o､setPosition(mouseEvent・latLng)；

info・open(InapCanvas)；

））；

伽

１

２

賭

４

５

'６

７

付

闘
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マーカーを地図に関連付けるのがv２ マーカーに地図を関連付けるのがvｅ

ＭａｒｋＥｅｒ

↑
ｒ

H1；

， ，ぐ－

Ｍａｐ

これだけコーディングスタイルが変わっているので、ｖ２のコードはそのまま移植できないこと

が時々 あります。そのような場合は、変吏された部分だけ新しく設計しなおす必要があります、

Ｉ

ＧＭａｐ２
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プログラミングガイド

byGoo剛eAPIExperts

HeIIoWorl隠

I篭２章iＩ

１ｐｈ鋤舵ｒ

第２軍では、これからＧｏｏｇＩｅＭａｐｓＡＰ１ｖ３を使い始めるという方

のために､筋単な地図を表示するサンプルを解説します。すでにＧｏｏｇｌｅ

ＭａｐｓＡＰＩｖ３を使ったことがある方は、そのまま第８章にお進みくだ

さい。

勝又雅史２１～２－４

勝又雅史・古続一浩・石丸健太郎２－５
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節２軍ＨｅＩｌｏＷｏｒＩｄ

２打住所から緯度経度を調べる
そもそも地図を表示するのに基本となる位嗣情報をどうやって取得するのか、何の位置情報

が必要なのか、というところから解説していきましょう。

まず、一言で「位冊情報」といってもさまざまなものがあります。住所も位侭怖報ですし、「○

○駅から３Ilil憐のラーメン燈」でも立派な位世li1ﾘ報です。

しかし、本当の巾で「位置情報」といったら「緯度経度」だと思ってください。GoogleMaps

API（以下、MapsAPI）では、メルカトル図法による地図で表示されます。メルカトル図法とは、

ﾙR体の地球を平IiIi間として表現するための投形法のlｲiIです。MapsAPlでは、メルカトル灰l法と

１１１:界illlIlu系（WGS84）を使って緯度経度を用います。測地系とは、地球|その位拙を緯度経度

を川いて表すときの前提条件のことです。この２つを使ってCoogleマップの地図を表示します。

2-MGoogIeマップを使って緯度経度を調べる

Googleマップ（ht[p://mapsgooglecojp）を使って、住所から緯度経度を調べる手順を紹介し

ます。わずか３ステップで緯度経度を調べることができます。

GooRlBマップにアクセスし､目的地の住所などを入力して検索する

分●･豚涯弼ﾏソﾌ･嘩鋤ロﾛV・ 昼

令今ｃｆｉｌの…‘.…I噂《｡』，ﾉ､竿‘ ☆隅

ウヱプ燈垣唯孟因一屯Ｒ②含幽該彦国”てみつ錘窒一ログイン絢

GoO8Ieマップ東京”田冨拝上'丁目'･'３

４

ｅロ⑥回ｑｌｅ画。。

′ 闇
Ｅ愛！

鐘偶埠師坤桓Q狐？“0◆正



脳

８

2-1住所から純度経庇を剛ぺる

3１

目的地を中心に地図を拡大表示して右クリック｡メニューから｢この喝所について｣を避択する

銭６●●小_O…１噸よｍ１１．１Ｉ Ｋｈ￥

ＥＷｊｲ鞍銅

詞回緊ｑ縁ロ｡。

－

☆｜ヘ《･今ｃ櫛I①m4P,‘” ｑｌｅｍ.１回/ｍ』、１

ｑｌ名画。。
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第２章ＨｅｌｌｏＷｏｒｌｄ

２－２地図を表示する
地図を表,するだけの簡単なコードを通して、MapsAPIv3の使い方を紹介します。

２－２１基本的なコード

MapSAPIについて簡単に学んでいただくために、雌も簡単な例を見てください。次のコードは

東京駅を中心とした地図を表示します。

中心地点を指定して地図を表示するコード r“ｍｐＩＯ１ＣＯ２→２．２．ht、

＜!DOCTYPEhtml＞

くhtInl＞

<head＞

〈metanaIne=’'viewport'’content=''initi､al-scale=１．０，user-scalable=no‘’／＞

〈metahttp-equiv=‘‘content-typeⅢcontent="text/htInl；charset二utf-8''/＞

〈linkrel="stylesheet‘‘ｔｙｐｅ=‘.text/GSS‘‘hrer=鯛ＣＳＳ/style・ＣＳＳ'‘／＞

<scripttype=Ⅲtext/javascript”src=’１http://Inaps,googleapis・coIn/】naps/api／

js?sensor=false&v=３，'></script＞

〈scripttype=Mtext/javascript"＞

functioninitialize(）（

／/地図を表示

varlatlng＝newgoogle・maps､LatLng(35.681382’139.766084)；

varmapOpts＝（

ｚｏｏｍ：１５，

ｃｅｎｔｅｒ：Ｉａｔｌｎｇ，

InapType工｡：goo91e・ｍａｐｓ・MapTypeｴ。､ROADMAP

｝；

varmapDiv＝ｄｏＣ師己nt､getE1Gmen上Byｴｄ(Ⅲmap-canvas‘!）；

varII1apCaIwas＝newgoogle,maps､Map(mapDiv，mapOpts)；

｝

Window､onload＝initialize；

</script＞

</head＞

<body＞

〈divid=Mmap-canvas"></div＞

</body＞

</html＞



弓

2-2地図を表示する

２

東京駅を中心とした地図が表示される
再

■

■

■

昼凸●●ｆ雨Ｉ｡〈…ｗに細〆0']ﾉ《",‘ｘい

←今Ｇ商ｌ⑳ＩＣ《11hoS1にh1p8w2（cdfﾉ2-2-2加姉Ｉ食式

２

村
甥

6Ｎ

槙
●

盃
●

７

Android/iPhoneなどのスマートフォンとPC版でIIijじように動作させるには、地図を幅・Imさ

この嫉本的なコードをもとに、各哩素を解説します．

1．地図を表示するためのＨＴＭＬ構成

<1DOCTYPEhtml＞

<ｈｔｍｌ＞

<ｈｅａｄ＞

<metaname=’oviewport‘，content=minitial-scale二ｺL､０，user-scalable=noⅢ／＞

〈ｓｔｙｌｅ＞

html，ｂｏｄｙ｛

width：１００％；

ｈeight：100％；

margin：０；

｝

〈/style＞

</head＞

<body＞

〈divid=''1nap-canvas'‘style="wjLdth:100%；hejLght:100%"></div＞

</body＞

</html＞



躯

露２江ＨｅＩｌｏＷｏｒｌｄ

100％で喪示します。地図を表示する部分は「<divid=卿mapLcanvas‘'>」の部分です。「<me〔ａ

name=''viewport剛/>」は、スマートフオンなどの端末でlIIIi面全休の拡大･縮小を許可するかどうか

などを設定できます｡「4-2-2スマートフオンに最適化された表示(Viewpor〔の設定)」で解説して
います。

２.ＭａｐｓＡＰＩｖ３のロード

<scrjLpttYpe=仰text/javascript，‘src=11http:／/maps’900gleapis･coIn/maps/api／

ｊｓ?sensor=鐙1se叩＞</script＞

MaI〕sAP1v3のライブラリを読み込みます。このときに必ずsellsorパラメータを指定します。ス

マートフオンなどで移動しながら地図を表示するような場合にはtrueを、それ以外はfalseを指定

します、

3.地図を表示するためのコード

runctioninitialize(）｛

varlatlng＝new9oogle,Inaps,LatLng(35.68ﾕ382,ユ39.766084)l

varmapOpts＝｛

zooIn：１５，

center：latlng，

mapTypeｴｄ：ｇｏｏｇｌｅ･Inaps,MapType工ｄ･ROADMAP

｝；

varInapDiv＝document・getE1二爵:＝tByｴd(llmap-canvasⅢ）；

varmapCanvas＝newgoo91e･maps・Map(mapDiv，InapOpts)；

｝

window､ｏｎｌｏａｄ＝ｉｎｉｔｉａｌｉｚｅ；

地図を炎示するには、Mapクラス（googIemapsMap）のインスタンスを作成します。第１引

数には、地図を表示するＤＯＭ要素（<divid=脚map-canvas.‘/>）を渡します。第２引数には、地

図を表示するためのオプションを渡します。オプションなので省略可能ですが作成したMapクラ
スのインスタンスに対して、最低３つの梢報（純唆経度、ズームレベル、マップタイブID）が指

定されないと地図が表示されません。



画
●

賛
＝

2画2園２ＰＣでもスマートフオンでも同じコードで動作する ｉ

弱
⑨

７

２MapsAPIv3は、AndroidやiPhoI1cなどのスマートフオンでも催快に動作するように設計されて
います。「2-2-1躍本的なコード」で作成した地図を炎,侭するコードをAndroidとiPhoneで表示し

付
霊

名

た場合、次のような1曲Ｍｉになります。

Androidで地図を表示した槻子ｉPhoneで地図を表示した樺子
４

ｂ■

ト

巳 噌ら匂守鯉■種1 “ ７

2-2地図を表示す届

ゴグ

||‘…君群賢一'１

ｂ■

Ｉｉ－』

紺

作り予側は、MapsAPIv3だけであればPC／スマートフオンを意識する必要はほとんどなく、１

つのコードで両方とも対応できるので洲発工数のｉｌｉＩ減につながります。

毎望夢、
■■■■
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篭２章ＨｅｌｌｏWorld

2-3ﾏー ｶーと情報ｳｨﾝドｳを表示する
マーカーと情報ウィンドウ（吹き出し）を使うと、地図に情報を表示することができます。

東京駅と品川駅にマーカーと梢報ウインドウを表示するコード芯雨V而雨ＣＯ２一2-3.hｔｍｌ

〈１ＤＯＣＴＹＰＥｈｔｍｌ＞

<ｈｔｍｌ＞

<head＞

<nIetaname=11viewport”content=‘‘initial-scale=１．０，user-scalable=noⅢ／＞

〈metahttp-equiv=mcontent-type'，content='1text/html；charset=utf-8‘'/＞

〈linkrel=‘‘stylesheet,‘type=叩text/CSS“ｈｴ，ef=mcss/style,ＣＳＳⅢ／＞

〈scripttype=‘'text/javascript!‘src=伽http:／/Inaps‘googleapis・coIn/maps/api／

js?sensor=false&v=3"></script＞

〈scripttype=''text/javascriptm＞

runctioninitialize(）｛

／/地図を表示

varlatlng＝new9oogle・Inaps‘LatLng(35.66138Z，139.766084)；

varmapOpts＝｛

ｚｏｏｍ：１３，

center：Ｉａｔｌｎｇ，

InapTypeld：ｇｏｏｇｌｅ､ｍａｐｓ,MapTypeId･ROADMAP

）；

varInapDiv＝document・getE1eInentBylｄ(‘‘Inap-canvas"）；

varmapCanvas＝newgoogle・maps・Ｍａｐ(InapDiv，InapOpts)；

//マーカーを作成

varInTokyoSt＝createMarker（

lnaPCanvas，

newgoogle・maps､LatLng(35.681382,139.766084)‘

’’<strong>東京駅く/strong>‘！

)；

varInShinagawaSt＝createMarker（

maPCanvas，

newgoogle.、aps・LatLng(35.630152,139.74044)‘

！‘<strong>品川駅</strong>'，

)：



//備報ウィンドウを作成

varinfoWnd＝newgoogle・maps・エ砿oWindow()l

infoWnd・setContent(msq)；

Ｆ
｝

2-3マーカーと情報ウィンドウを表示する

守
邑
■
■

｝

functioncreateMarker(map，latlng，Insg）｛

／/マーカーを作成

varInarker＝newgoo91e､Inaps､Marker()；

marker・setPosition(lat1ng)；

marker・setNap(Inap)；

２

§

４

『
●

マーカーと情報ウィンドウ

3７

７

//マーカーがクリックされたら、惰報ウィンドウを表示

qooqle・maps・event､addListener(Inarker，”click'‘，釦nction()｛

付
録

inroWnd､ｏｐｅｎ(map，marker)ｉ

））；

returnmarker；

｝

Window・onload＝initialize；

</sCriPt＞

</head＞

<bodY＞

〈divid="Inap-canvas，‘></div＞

</body＞

</html＞
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1．マーカー

varmarkeｴ、＝new9oogle・malps・Marker(）；

Inarker,setPosition(latlng)；

marker・setMap(Inap)；

上記のコードは、マーカーを作成するための聴本的な流れです。

マーカーを地図上に作成するためには、最低２つの情報（緯度経度と地図インスタンス）が

必要です。Markerクラスのコンストラクタは、第１引数にMarkerOp〔ionsを指定できます。
Mal･kerOPtionsには、以下の他を指定できます。

MarkerOptiDns(抜粋】

プロバティ タイプ

CｌｉＣｋａｂｌｅＢｏｏｌｅａｒｌ

ｍａｐ MapまたはStreetViewPanorama

１【ＨｅＤ８ StringまたはMarkerImaqE

gｈａｄｏｍ StringまたはMarkermage

ｐｏｓｉｔﾕｏｎ LａｔＬｎｇ

ｖｉＲｉｈｌＰ Ｂｏｏ１ｅａｒｌ

説匪

trueのとき､マーカーをクリックできる。デ

フォルトはｔｒｕｅ

マーカーを表示する対象のＭａｐまたは

StreetViewPanoramaを指定する

マーカーのアイコン画像のURL、または

MarkerImaqeを指定する

マーカーのアイコンの影部分の画像のURL，

またはMarkerlmaqeを指定する

マーカーを表示する位置を指定する

LatLnqを指定する

trueのとき、マーカーを表示する。デフォ

ルトはｔｒｕｅ

先ほどのコードは、次のように書き換えることが可能です，

ｖａｒｍａｒｋｅｒ

ｐｏｓｉｔｉｏｎ

Ｉｎａｐ：ｍａｐ

}）：

newgoo91e・maps・Marker(｛

1atlnq‘



上記のコードは、情報ウィンドウを単体で表示するときのコードです。噸体で表示する場合に

は、表,爪する位世（緯度経度)、表示する内容、表示する対象の３つの情報が必要です。

マーカーなどに関連付けて表示する場合には、openメソッドの第２ijl激に指定することができ

ます、

2-3マーカーと情報ウィンドウを表示する

盃
負

２.'情報ウィンドウ ｉ

varinfoWnd＝newgoogle､maps･エnfoWindow(）；

inroWnd･setPosition(newLatLn9(．．．））；

inroWnd,setContent(！,message,‘)；

infoWnd・ｏｐｅｎ(Inap)；

題

Ｐ
一
夕
や

４

弓

表示する内容には文字列以外にも、ＨTMLのDOM要素を指定することも可能です。「第３章

MapsAPIの活用」の巾で紹介しています。

７

付
鍛

varinfoWnd＝newgoo91e・Inaps・エnfoWindow(）j

inroWnd･setContent("messageⅢ）；

infoWnd､open(map，marker)；

イベントを検知するには、googlemaps・evenLaddListenerを使います。第１引数に対象とするイ

ンスタンス、第２引数にイベント名、第３リI激にコールバック間激を取ります。コールバツクⅢ激

の引数には、イベントによってはそのイベントの状況を説明するための情根が渡されます。

３．イベント処理

goo91e・maps・event､addListener(marker，！‘click‘'，：function(mouseEvent）｛

alert(',1atlng＝“＋mouseEvent､１atLng・toUrlValue(））；

}）；

M１
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２－４ｻｲ脹パー付きの地図を作る
地図にサイドバーをつけて、そこから地図上のマーカーをコントロールできるサンプルを作り

ます。例として東海道新鮮線の停束駅を地図にマッピングしてみましょう。

サイドバー付きの地図を作るコード 〔ｍｍＩ６－】ＣＯ２=･2-4.hｔｍｌ

<lDOCTyPEhtml＞

<ｈｔｍｌ＞

<head＞

〈metanalne=‘,viewport11content=Ⅲinit:ial-scale=１‘０，user-scalable=no,’／＞

〈metahttp-equiv=，‘content-type,１content='‘text/html；charset=utf-8､‘/＞

<linkrel=''stylesheetⅢtype=''text/CSSⅢhrer=‘‘ＣＳＳ/style､ＣＳＳ'‘／＞

〈scripttype=伽text/javascript'’src=叩http://maps,goo91eapis､com/Inaps/api／

js?sensor=ralse&v=3''></script＞

〈scripttype=伽text/javascript叩＞

varstationList＝［

（Ⅲ1atlngm：【35.681382,139.766084],naIne:“東京訳‘'}，

｛Ⅲlatlngm：｛35.630152,139.74044],name:,’品川駅M｝，

｛,‘latlng'‘：'35.507456,139.617585】,name:"新横浜駅伽)，

｛'’1atlngⅢ：’35.25642,139.1549041,naIne:'0小田原駅Ⅲ)，

｛'11atlng伽：’35.103217,139.077761,name:"熱海駅‘,}，

｛M1atlng'‘：’35.127152,138.9106271,name:”三島駅")，

｛'11atlng"：135.14Z015,138.663382],name:!‘新富士駅'!}，

（Ⅷ1atlng''：(34.97171,138.388841,name:‘'静岡駅仙)，

｛Ⅲlatlng''：’34.769758,138.0149281,naIne:Ⅲ掛川駅''}，

｛"Iatlng'‘：[34.703741,137.734442],name:”浜松駅"}‘

｛mlatlng皿：【34.762811,137.3816511,name:“豊橋駅Ⅱ｝，

｛"1atlngⅢ：【34.96897,137.0606621,naIne:''三河安城駅!‘}，

｛‘，latln9叩：135.170694,ユ36.8816371‘name:'‘名古屋駅Ⅲ)，

｛''1atlngm：[35.315705,136.6855931,name:‘‘岐阜羽島駅川)，

｛"1atlng":135.3ﾕ4188,136.2904881,naIne:'‘米原駅"}，

｛川1atlng伽：134.985458,135.757755],naIne:"京都駅‘‘}，

｛''1atlng‘'：[34.73348,135.5001091,naIne:"新大阪駅''）

ｊ；

玉unctioninitialize(）｛

／/地図を表示

varInapDiv＝docuInent､getE1ementBy工ｄ(，lmap-canvas‘'）；


