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2-4サイドバー付きの地図を作る

§

吻
毎

１
varInapCanvas＝newgoogle､Inaps・Ｍａｐ(InapDiv)；

mapCanvas・韮tMapTypeｴ｡(google,maps・MapTypeId,ROADMAP)１
２

//マーカーを表示・非表示させるためのプロパティをセット

mapCanvas・ｓｅｔ(IIInarkersVisibleⅡ，ｔ”e)；

var垂EckBox＝docuInent・getE1ementByｴd(mmarker-VisibileⅢ）；

goo91Ｇ.InapS､event,addDomListener(checkBox，ⅢｃＵｃｋ叩，釦nction(）｛

InapCanvas,set("markersVisible‘！，Boolean(checl田ox､checked)）；

}光

眉

／/サイドバーのボタンを作成

createMarkerButton(marker)；

｝

／/マーカーが全て収まるように地図の中心とズームを調整して表示

InapCanvas･fitBounds(bounds)；

｝

functioncreateMarker(map，latlng，title）｛

／/マーカーを作成

varmarker＝new9oogle､Inaps・Marker(｛

ｐｏｓｉｔｉｏｎ：Iatlng，

Ｉｎａｐ鷺maP，

ｔｉｔｌｅ；ｔｉｔｌｅ

｝）：

4１

//情報ウインドウを作成

varinfoWnd＝newqooqle.、aps・エnroWindow(｛

//地図上にマーカー転配腿していく

varbounds＝newgoogle､I1Iaps・LatLngBounds()；

varstation，ｉ'１atlng；

だoｒ（iinstationList）｛

／/マーカーを作成

station＝statjLonLjLst{ｉ]；

latlng＝new9oo91e,maps,LatLng(station・latlng{０１，station・latlng【１]）ｉ

bounds・extend(1atlng)；

ｖａｪ､Inarker＝createMarker（

InapCanvas，ｌａｔｌｎｇ，ｓｔａｔｉｏｎ・ｎａｍｅ

）：

７

付

霧
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第２章ＨｅＩＩｏＷｏｒｌｄ

content：’,<strong>Ⅲ＋title＋’1</strong>｜

})；

//マーカーがクリックされたら、情報ウィンドウを表示

google,Inaps､event・addListener(IIIarker，！'clickm，だunction(）｛

infoWnd・open(map，marker)；

}）：

／/marker,visibleをInapCanvas,InarkersVisibleに連動する

Inarker・bindTo(側visible"，Inarker､getMap()，‘‘markersVisibleⅢ）；

retummarker；

｝

functioncreateMarkerButton(Inarker）｛

／/サイドバーにマーカー覧を作る

ｖａｒｕｌ＝document・getE1ementByｴd(ⅢmarkeｪL1istⅢ）；

ｖａｒｌｉ＝document,createE1eInent(!’Ｕ'１）；

ｖａｒｔｉｔｌｅ＝Inarker,getTitle()；

１ｉ・innerH皿Ｌ＝ｔｉｔｌｅ；

ｕ１.appendChild(1i)；

／/サイドバーがクリックされたら、マーカーを擬似クリック

google.、aps,event・addDomListener(1i，”click’'，runction(）（

google､Inaps･event,trigger(Inarker，”click")；

｝）；

｝

Window・ｏｎｌｏａｄ＝ｍｉｔｉａｌｉＺｅ；

〈/script＞

</head＞

<ｂｏｄｙｃｌａｓｓ＝"ｃｏｄｅＺ－３－Ｚ'1＞

<divid=',map-canvasM></div＞

＜divid＝ilside-bar"＞

＜１abel＞＜inputtype＝肺checkboxⅡｉｄ＝Ⅲmarker-yisibile”value＝Ｍ１i’

checked=‘’checked，'>表示／非表示</1abel＞

<uｌｉｄ=叩marker-1ist川></ul＞

〈/“v＞

</body＞

</html＞
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2-4サイドバー付きの地図を作る

東海道新幹線の停車駅を地図にマッピングした帆
ｉ

2-4-1サイドバー上のボタンをクリックすると情報ウインドウが開く仕組み

２Iﾔ／ダ1Ｗこ"』Ｑ

三
一

Iｌ６Ｉ

階

４

『
●

隼
■

ｒ
‐
Ｌ

//サイドパーがクリックされたら、マーカーな擬似クリック

qooqle・maps･event・addDom里stener(1jL，’'clickm，function(）｛

このコードには２つの注門する点があります。１つはサイドバー上にあるボタンをクリックする

と、地図上のマーカーの情報ウィンドウが|＃Ｋ仕組み、もう1つはサイドバー上部にある「表示／

非表示Ｉのチェックに合わせて、マーカーが表示／非表示する仕組みです。

I1H1Ｉ

鵬

考え方はとても簡琳です。マーカーに対応するボタンがクリックされたら、該当するマーカー

をfプログラム的にクリックすればよいのです。マーカーに対応するボタンを作成している部分は

次のコードです。

runctioncreateMarkerButton(Inarker）｛

／/サイドバーにマーカー覧を作る

ｖａ]E，ｕｌ＝document・getE1ementById(､umarker-1ist洲）ｌ

ｖａｒｌｉ＝document・createE1ement(M1i'’）；

ｖａｒｔｉｔｌｅ＝Inarker､getTitle(）；

１』し，innerHTML＝ｔｉｔｌｅ；

ｕ１.appendlChう１．(li)；

３二畠

歯鰯:;w剛M;制鳥曲"…！鋤、ヘ

'1割、即Ｖ８

，K扇?一一貢

毎脚呪

帆ｊＷ。

、ｎｏ、

偽池'：’

iD3取引Ｗ

－ － １ １：屯豆喫

軍局好？凸
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｝

goo91e､Inaps・event､tri99er(marker，”clickM)』

}）；

ポイントは、「google・maI〕s・evenurigger(markor,"clickI‘);」の部分です。evenUriggerメソッドは、
第１引数のオブジェクトと第２引散で指定したイベントを発生させます。この例ではmarkerに対し

て「クリックされた」というイベントを発生させます。markerは「クリックされたとき情報ウィンド

ウを開く」ようにコードが作られているので、対応する情報ウィンドウが表示されます。

2-4-2チェックボックスに合わせてマーカーを表示／非表示する仕組み

おさらいになりますが、MapsAPlv3からＭＶＣ（ModelViewController）フレームワークが導

入されました。些本となるクラスはMVCObjectクラス（g0o81e､ma1〕s,MVCOl:jecL）です。MVCが
導入されたことでそれぞれが分離して般計しやすくなりました。

MVCObjectはKVO（l<eyValueObserving）の仕組みが導入されています。KVOとはkeyに関連

して保存した値が変更されるとき、それを監視するオブジェクトに対して変更されたことが通知さ

れる仕組みです。次の炎は、MVCOileclクラスのKVOに関する難本的なメソッドを抜粋したもの

です。

MVCObiectクラスのメソッド(抜粋）

メソッド

bindTo(key:string，target:MVCObject，

targetKey?:strinq，noNoti・fv?:boolean）

ｇｅｔ(key:strinq）

set(keV:strinq，value:寒）

園jⅢ値 j蝿膿

Nｏｎｅ モデルにビューをバインドする

吟 kevに保存した値を返す

Ｎｏｎｅ 値を保存する

Ｓｃ(メソッド准使って、ｌ<(ｙとvi1111eを保作します‘,keyに対応する{||‘iが変化したとき、「(kcy)‐

changed」というイベントが発''品することでW制,Ｉするイベントリスナに通知が行われる、という(l：

組みです。bindToメソッドはそれをさらに便利にして、targeLObjecLのtargetKeyの値が変化したと

き、オブジェクトのkeyの''１１〔を変化した仙にします。コードで神くと次のようになります。２つの

コードはどちらでもIIilじです。



varobserveObj＝newgoogle・maps,MVCObject()；

vartargetObj＝newgoo91e･maps,WCObject()；

google・Inaps・event・addListener(targetObj，..hogehoge-changed川，function(）｛

observeObj・piyopiyo＝tar9etObj・get(伽hogehoge,，)；

)）；

tarqetObj､set('１h口幸達幸卯，１)；

2-4サイドバー付きの地図を作る

画
●

【$

ｉ
varobseweObj＝newgoogle・Inaps・MVCObject()；

vartargetObj＝newgoogle・maps・MVCObject()；

observeObj､bjndTo(Ⅲpiyopiyom，targetObj，，，hogehogeⅢ）；

tarqetObj.ｓｅｔ("hOgehoge1‘'１)；

尾

息

９ ４

KVOを利用してコーディングすると、プロパティの変更を感知したり、ほかのオブジェクトと連

動するときに、addLislencrを使う必典がなくなります。結果としてコードがシンプルになります。

今回の例では、Mapクラス（変数謂mapCanvas）とMarkerクラス（変数名markcr）の部分で

この仕組みを利用しています｡MapｸﾗｽとMarkerｸﾗｽはそれぞれ､MVCOhjectｸﾗｽを継承

しています。次のコードは、マーカーの表示／非表示に側する部分を抜粋したものです。

varmapCanvas＝newgoogle・Inaps・Ｍａｐ(mapDiv)；

google・Inaps､event､addDoInl‘istener(checkBox，‘1click'‘，function()｛

mapCanvas,set(‘‘markersVisible1‘，Boolean(checkBox・checked)）；

))；

だoｒ（iinstationList）｛

varmarker＝createMarker(…）；

｝

７

村
魂

//marker・visibleをmapCanvas･InarkersVisibleに辿勤する

marke】[，.bindTo(‘‘visible''，marker・getﾙｉａｐ(）‘,‘markersVisible''）i

returnmarker：

4５

functioncreatelｲarker(Inap，latln9，title）｛

／/マーカーを作威

varInarker＝newqooqle,Inaps､lIarker(…）；

Ｉ
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プログラムの流れは次のようになります。

①表示／非表示のﾁｪｯｸポｯｸｽがｸﾘｯｸされると､mapCanvas､markersVisibleブﾛバﾃｨがﾁｪｯｸ

ボックスに合わせてtrue/falseになる

②mapCanvasmarkersVisibIeプロパティが変化すると、createMarkerで作成したmarkerのmarker・

visibleプロパティがtrue/falseとなり、衷示／非表示となる

MapSAPIv3では、各オブジェクトがそれぞれ独立した作りになっています。各オブジェクトを

どう制御するのかをコード側でしっかり管理する必要があります。そのときにこのKVOを上手に使

うことで、シンプルなコードでプログラムを作ることができるでしょう。
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2-5ドキュメント＆ＦＡＱ

回白地図を作ることはできますか？

囚完全な白地図とまではいきませんが、S1yledMapTyI〕cの機能を使うとある穐度は実現可能で
す。「3-2地図のデザインを変災する」を参考にしてください。

量－５順ｷｭﾒﾝﾄ&FAQ
ｉ

路

第２章では駆け足でMapsAPIv3の基本的な部分を紹介しました。そのほか、参考になるリン

クと、基木的な使い方に関するFAOを紹介します。
塔

４

2-5-1ドキュメント
両
。

カスタマイズ編

付
鰐

MapsAPIv3について、さらにくわしく理解するには公式ドキュメントにあたるのが・番です。

残念ながら日本i蒲翻訳が追いついていないので、英船が,沈める方は原文のほうがよりくわしく最

新の使い方を理解できるでしょう。

§

７

，ＭａｐｓＡＰＩｖ３公式ドキュメント

http:／/code,goo91e・coIn/apis/Inaps/documentation/javascript/basics・ｈｔｍｌ

･チュートリアル

http:／/code,goo91e､com/apis/maps/documentation/javascript/tutorial,ｈｔｍｌ

・リファレンス

http:／/code､qooqle,coIn/apis/maps/documentation/javascript/reference,ｈｔｍｌ

MapsAPIv3の特徴や活川方法についてくわしく知りたい方は、以ドのページが役典ちます。

このページの記事で解説されている内容は主に中・上級者向けなので、本書を読んでおくとわか

りやすいかもしれません『、

，GoogleMapsJavaScriptAPlV3の記泰

httD:／/code､qooqle・coI11/apis/lnaps/documentation/javascript/articles・ｈｔｍｌ

２戸５画２ＦＡＱ
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第２章HelIoWcrld

回地図画像をｶｽﾀﾏｲスして利用できますか？

囚これはNCです。APIの機能を利用したオーバーレイやタイルなどの表示は問題ないですが、

地図そのものの改変やロゴや樋利表示の改変はできません。これは有償版のP肥mierサービ

スでも同じことです。どうしても表示できない場合には、Coogleマップへのリンクを表示する

ように規定されています。詳しくは、CoOgleMaPsAPITもImsofSeIvicesの最新版をご確認く

ださい。

回MapsAPIv2のGMap､clearOverlaysOは、MapsAPlv3ではどう実装しますか？

囚MapsAPIv3では、オーバーレイ(マーカーやポリゴンなど)も独立したｸﾗｽになっていま

す。地図上から消したい場合には、それぞれにse〔Map(null)を実行しなければなりません。

「2-4サイドバー付きの地図を作る」が参考になると思います。

回MapsAPlをロードするときのsensOrバﾗﾒー ﾀは何をしていますか？

囚特に何もしてくれません｡MapsAPIの利用規約(2011年４月８日更新-9.2Reporting)では、
センサー（CPS、セルによる三角測賦、WiFiまたは類似する機能）を使い、デバイスの位世

情報を地図上に表示したりルートを計算するときには、Coogleにレポートすることとなってい

ます。そして、公式ドキュメントFAQ（http://codegOogle､com/apis/maps/faqhtml#tos

mepomng)では、そのための仕組みとしてsensorパラメータを使って実装するように記裁され

ています。つまり､sensor=1ｍｅにしてもGGolocationAPlが自動で使えたりするわけではありま

せん。

エラー編

回「｢未定稜のｴﾗー です」maIn・js」と表示されます

回この質問はとても難しいです。mainjsは、MapsAPIのライブラリのファイル名です。このエ

ラーに遭遇するときには、作成したコードの一部が間違っています（クラスやメソッドのパラ

メータが不足している時が多いでしょう)。デバッグツールを使いながら、どこまで動いてどこ

まで動かないのかを砿認するのが第一歩です。そこからリファレンスと照らしあわせて､不足

しているパラメータや値を確認します。

回「このｳｪブｻｲﾄには別のGoogIeMapsAPIキーが必要です」と表示されます

囚このメッセージが表示されるのは、MapsAPIv2を使用している場合です。MapsAPIv2は

２０１３年５月でサポートが終了予定です。コードをMapsAPIv3用に変更し､ｖ２のAPIキーは

使用しないようにしてください。
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2.5ドキュメント＆ＦＡＱ

回iPhoneｼﾐｭﾚー ﾀでGoogleマップを利用したMapKit部分が表示されない

囚フレームワークによっては実機でしか表示されないケースがあります。jPhoneではiOSシミュ

レータを使うことでCoogleマップを炎示できます。モバイルフレームワークではＨＴＭＬ＋

javaScriptベースのCoogleマップとiOSが提供しているMapKitがあります。どちらもＩＩｊ１じ地図

を使用していますが、機能や画面が異なっています。PhoneCapやNimbleKjtではMapKitを

使用したコードはiOSシミュレータを使って動作テストを行うことができます。しかし、Corona

フレームワークの場合はiOSシミュレータ上では表示されないため実機でチェックする必璽が

あります。また、iOSシミュレータでは使用しているモバイルフレームワークに限らず､MapKit

のすべての機能を完全に再現することはできません。最終的には実機で動作テストを行う必

要があります。

回JavaScriptｴﾗー が発生していないのにGoogieマップが表示されない

回Coogleマップを炎,する価域の,断さが指定されていないことが原|火lです。Cooglcマップでは

地図を表示するdiv要素の高さがスタイルシートで指定されていないと､地図の縦幅がOpxに

なり表示されません。たとえば、地図を表示するdiv要素に①のようなスタイルを指定すると

地図は炎示されません。また、②のようにheightに100％など割合を指定すると地図が表示

されないことがあります。③のように､div鯉業の満さには明確な値を指定してください。ペー

ジの簡さや親哩業のコンテンツの間さに合わせる場合にはJavaScriptを使って調整する方法

もあります。

１

F可

勉

名‘

４

四
○
．

裾
ｅ① ③

回ﾏー ｶー をGIFｱﾆﾒー ｼｮﾝにしたのにｱﾆﾒー ｼｮﾝが動作しない

|Alオプションが指定されていないか､Cooglcマップのバージョンが3.5以降になっている可能性
がどえられます。バージョン３５以降はマーカーがCanvasに描画されるため､GlFアニメーショ

ンとして表示されません。GIFアニメーションとして表示するにはマーカー生成時のop1imized

オプションに伽sGを指定します。oplimizGdはデフォルトではtrueになっています。

4９

#ｇｍａＰ｛

margin：Ｏ；

padding：０；

width：400ｐｘ；

hei9ht：３００ｐｘ；

｝

M9maP｛

margin：Ｏ；

padding：Ｏ；

width：400ｐｘ；

｝

#ｇｍａＰ｛

ｍａｒｇｉｎ：０；

padding：Ｏ；

ｗｉｄｔｈ：400pXj

hei9ht：100％ｌ

）

７

付

鯛

〔､RFT而嗣ＣＯ２→２－５－･NG-ve｢sionl
→ＣＳＳ→ｍＢｉｎｃｓｓ

6雨W1WF勘同→ＮＧ菌version2→
ＣＳＳ→ｍａｉｎ,ＣＳＳ 霞i頚ai龍gK-ve｢sion-．
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節２章ＨｅＩＩｏＷｏｒＩｄ

回Andr◎idの一部の機種でGoogIeマップの地図や航空写真切り替えのﾒﾆｭー 表示が崩れてしまう

囚ｷｬｯｼｭをｸﾘｱしりロードするか､Viewportのサイズを大きくしGoogleMapsの表示サイズ
を広げてください。Androidの場合、機種によってはキャッシュや何らかの原因で地図上にあ

る項目の表示位置がずれてしまうことがあります。この場合はブラウザのキャッシュをクリアし

たあとでリロードすると直ります。また､地図の表示切り替えボタンが途中で切れてしまうこと

があります。これは、ボタンがGoogleマップ上に完全に入りきらない場合に発生するようで

す｡Coogleマップを表示するdiv要素の横幅を広げることで解決できます｡Andmidでviewport

にwidth=devicewidthを指定していると画面幅の狭い機種で発生することがあります。

ライセンス縞

回StaticMapSAPlで取得した画像をｻー バー にｷｬｯｼｭできますか？

囚これはNGです。利用規約(2011年４月８日更新-10.L3RestrictionsagainstDataExpoImr

Copying.(i)）には、地図の実装のパフォーマンスを一時的に向上させるためであればキャッ

シュしてもよい、と密いてありますが、この場合のキャッシュはJavaScriptなどで変数に入れ

る、などのやり方で、サーバーにデータや画像を保存することは含まれていないそうです

（Coogle社確認済み)。

回StatIcMapsで同一IPからのｱｸｾｽでも画像生成の地点の緯度経度やズー ﾑやｻｲヌが違うなら

1000回の利用制限にカウントされないのでしょうか？

回パラメータが異なる場合は、１回のアクセスとして数えられます。同じバﾗﾒｰﾀの場合はカ

ウントされません。

回会社のバﾝﾌﾚｯﾄやﾁﾗｼなどGoogleﾏｯブの地図を不特定多数の人に配布できますか？

囚rGoogleマップおよびGoogleEarthに関する使用許諾ガｲドﾗｲﾝ』に印刷で利用する場合

の規定が説明されていますので、次のURLでご確認ください。

・GocgIeマップおよびGoogleEarthに間する使用許諾ヵｲドﾗｲﾝ

http://www・google・CO・jp/permissions/geoguidelines､hｔｍｌ

回社内SNSなどｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ内でもMapsAPIを利用できますか？

囚これはNCです。椎でも等しくアクセスできる必要があります。無償版のMapsAPIでは､すべ
ての人が同じように動作し、アクセスできる状態にするように規定されています。社内のイン

トラネットや、フアイヤーウオール内での利用などは禁止されています。ＣＭＳなどで利用する

場合には、すべての人が無償で登録することができ、すべての人が同じ地図を見ることがで



回アドｾﾝｽ等の広告を貼ったページでMapsAPIを利用できますか？

回はい、問題ありません。

2-5ドキュメント＆ＦＡＱ

６

きる場合は、利用することが可能です。一部の人（有償会員やグループなど）しか地図を見

ることができない、という使い方はできません。有償版GoogleMapsAPIを契約する場合に

は、利用できます。

１

３

回ﾛグｲﾝ駆証が必要なぺー ジでMapsAPIを利用できますか？

囚誰でも登録可能で、同じ機能が利用可能であれば問題ありません。 ４

５

回ＰＣ用のヂｽｸﾄｯブｱブﾘｹー ｼｮﾝとしてMapsAPlを利用できますか？

囚はい､問題ありません｡誰でも自由に利用でき、自由にアクセスできる場所から配布してくだ

さい。ただし、有償の会員やグループメンバーのみダウンロードできる、という使い方はでき

ません。例を挙げれば、雑誌の付録ＣＤにMapsAPIを利用したアプリケーションを付加する

ことはできません。この場合、雑誌を購入しなければ地図が見られない、ということになるた

めです。

７
回AndroIdやiPhoneのｱﾘｹー ｼｮﾝ内でMapsAPIやジｵｺー デｨﾝグなどのwebｻー ビｽを利用

できますか？

囚はい､問題ありません｡有料のアプリケーションでも利用することが可能です。ただし｢GoOgle

マップの機能を利用するには追加ライセンスが必要です｣というように、Coogleマップを利用

するのに費用が発生する実装方法は禁止されています。

付
録

回GoogIeﾏｯプで自社名を検索したときに表示されるようにしたい､自社名をGoogIeﾏｯプ上に登録

したい

回Googleプレイスを利用すると簡単に登録できます。

回GeocodeAPlの結果だけを利用できますか？

囚これはNGです。あくまでもCoogjeマップの地図表示に付随した使い方をする必要がありま

す○例として、ジオコーディングを利用して、その結果をリストだけに表示する、という使い

方はできません。そのリストをクリックすると地図が表示されて､ジオコーディングの結果も表

示されるというような使い方はOKです。

そのほか

5１



MapsAPIに関する技術的な質問はどこに相麟すればよいですか？

GoOgIe準公式コミュニティである、Coogle-Maps･APIJapanグループをご利用ください。本榔

の著者４人を含めさまざまな方が答えてくれます。

・Google-Maps-API･Japanグループ

https:／/groups,google､coIn/group/google-maps-api-japan／

・Googleプレイス

http://www・goo91e､ＣＯ・ｊｐ/1andin9/placepages／

回地図上の表肥（会社名､地名､道路名など）が間違っていますが､どこに相麟すればよいですか？

囚公式のページが用意されていますので、下記のURLへアクセスして報告してください。

・地図上のラベル名の問通いについての報告

http:／/maps､googleapis・com/support/bin/request・ｐｙ?contact-type=incorrect-

label&hl=jｐ

回
陸

鯖２章HeIIoWorId

･日本語版

http://code､goo91e・com/intl/ja/apis/maps/faq・html

そのほかのFAQについては、公式ドキュメントのFAQが参考になると思います。日本語版は

翻訳の関係で、内容が遅れていることが時々あります。英語版も合わせて参照してください。

･英贈版

http:／/code､google､CCI､/intl/en/apis/maps/faq・ｈｔｍｌ

5２



ＧｏｏｇＩｅＭａｐｓＡＰｌ
プログラミングガイド

ｂｙＧｏｏ関ｌｅＡＰＩＥＸＰｅ１'tＳ

Ｍａｐｓ APIの活の

1第３章

ClIl鋤舵ｒ

膳

第３章では、各APIExpertが過去に受けた質問や、実際にあった開

発案件でのリクエスト、また、最近使われるようになったＡＰＩなどをもと

に、簡略化したサンプルと基本の説明を用意しました。他書ではあまり見

ることのないサンプルが多いと思います。少し応用すれば現場でも役に

立つでしょう。

古続一浩3-1,3-6～3-7

勝又雅史３－２～３－５

3-1,3-6～３－７

３－２～３－５

３"８石丸 健太郎
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３打大量のﾏー ｶー を処理する
本節では、地図上に表示されるマーカーの処理について説明します。Coogleマップでは、特

定の場所を示す際にマーカーを使います。現在地と目的地のように２点間を示すだけであれば２

つのマーカーですみますが、飲食店を示したり、撮影した写典の場所を示したりといったような

場合には大'１tのマーカーが必要になります。Coogleマップでは、火1,tのマーカーを処理／表示

すると助作が遅くなっていきます。現在のMapsAPIv3はかなり商速化されており、数百程度の

マーカーを処理してもひどく速度が低下することはありませんが、そうはいってもマーカーの数が

多くなった賜合は、サーバー側あるいはクライアント側で対処することになります。ここではクラ

イアント側で大蹴のマーカーを処Ill1する方法について説明します、

3泡Ⅷマーカーをまとめるためのライブラリ

マーカーをまとめるためのライブラリとしてFIusler2やMarkerCluste1℃I･Plusがあります。まず

Fluster2による処理、次にMarkerClustererPlusによる処理について説明します。

,Fluster2

http:／/blog,rusonic・net/２００９/１２/clusterinq-for-qooqle-maps-v3-with-fluster2／

．Ｍa『kerCIustererPIus

http://code,google､CO､/p/google-maps-utility-1ibrary-v3/wiki/Libraries

http2／/ｇｏo91e-maps-utility-1ibrary-v3､googlecode・ＣＯ､/svn/ta9s／

markerclustererplus／

http:／/goo91e-maps-utiUty-1ibrary-v3､googlecode・com/svn/trunk／

markerclusterer/docs/examples,ｈｔｍｌ

大型のマーカーを表示するプログラム

まず、マーカーをまとめずにCoogleマップヒに大敵のマーカーを及示するプログラムの例サン

プルｌを示します。マーカー数が多くなるに従って表示速度が低ドしていきます。



４

３

3-1大量のマーカーを処理す愚

通常のマーカーを表示
１

§

航塑写貝Ｉ

陽

３

<!DOCTYPEhtml＞

<html＞

<head＞

<metacharset＝ｌＩｕｔ造－８Ⅲ＞

〈title>大量マーカーの表示</title＞

〈scriptsrc雲川http:／/maps・googleapis・ＣＯ､/maps/api/js?sensor=false‘'><／

script＞

<scriptsrc='1js/jquery-1.6.3.ｍin・ｊｓ"></script＞

＜script＞

ｖａｒｍａｐ；

Window,addEventListener(川1Ca｡''，血nction()｛

Ｉｎａｐ＝newgoogle・Inaps・Map(docuInent,getE1elnentByｴ。("gmapⅢ））；

Inap,setOptions(｛

Zoo、：５，

center：newgoogle・maps・LatLn9(３６．６８１３８Z，138.766084)，

mapTypeｴ。：ｇｏｏｇｌｅ.、aps,MapTypem･ROADMAP

｝)；

document､getE1eInentBy工ｄ(，!setMarkerm）．addEventListener(''click"，

funCtion(）｛

＄.getJSON('1./data､txt'‘，血nction（data)（

＄､each(data，runction(key，Val)｛

varInarker＝newqooqle,Inaps,Marker(｛

砧

７

』淑鵬』，
r＝ﾌ；言う＝譲冠両 制

悪

[sampIe】ＣＯ３→３．１→samplel→index・hｔｍ１



冊
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position：newgoogle・I11aps・LatLng(Val､１ａｔ，Val・１０､)，

ｍａＰ：ｍａｐ

｝)；

｝）；

｝）；

｝，缶alse)；

｝，銅1se)；

〈/scriPt＞

〈/head＞

＜body＞

〈divid="gmap',style=’‘width：500px；hei9ht：400PX1,＞</div＞

＜rorm＞

くinputtype=‘‘button”value=叩マーカーデー夕醜み込み”ｉｄ=ⅢsetMarker'‘＞

</form＞

く/body＞

</html＞

騨罰而雨３－１→samplel一data・txt(－部）

【

｛’‘1at'，：35.68ﾕ382,Ⅲ1on!‘

｛’'1at'，：35.689583，㈹1on“

｛，‘1at'’：35.683384,”1on‘’

１３９．７６６０８４

１３９．７９６５８５

１３９－７８６８８６

)‘

)‘

}，

3-1-2ＦＩｕｓｔｅｒ２でマーカーをまとめる

それではFluster2を使ってﾉ<Iliのマーカーをまとめて表,】くさせてみましょう。まず、FIuslGr2の

ライブラリを読み込ませます。これはMapsAPIv3ライブラリのあとに銃み込ませます。

Googleマップの表示設定は従来と変わりません。マップを設定したのち、以下のようにして

Flusterのオブジェクトを生成します。パラメータにはマーカーをまとめるMapオブジェクトを指定
します。

varnuster＝newF1usterZ(map)；



戸
口

７

｢戸

fluster,initialize（）】

これで堆備完了です。次にgooglemapsMarkCr()でマーカーを生成します。このときに表示先
のマップを指定しないようにしておきます。

マーカーを炎示するにはFlLlsterのオブジェクトのaddMarkCr()メソッドを使います。パラメータ

にはマーカーオブジェクトを指定します。

秘

号

拡大すると距離に応じてマーカー表示が変わる

fluster,addMarker(marker)Ｉ ４

｜
魚
●
．

これだけでは、まだマップ上にはマーカーがまとめて表,jくされません。まとめたいマーカーの

準備ができたら、以ドのようにしてマーカーの炎,を行います。

3.1大量のマーカーを処理する

Fluste｢２を使ってまとめて表示されたマーカー

吋

騒

5７

実際のプログラムはサンプル２になります。

f3W弱W”ＣＯ３－．３－１－･sample2→1ndex・ｈｔｍｌ

＜1DOCTYPEhtInl＞

<ｈｔｍｌ＞

<head＞

＜metacharset＝‘Ｉｕｔｆ－８“＞

〔,卿雛’
r寺=斎吉詫ﾂ唖jjJn

くtitle>大量マーカーの表示（P1usterZ)</title＞

〈scriptsrc=‘‘http:／/Inaps・googleapis,coIn/maps/api/js?sensor=false“><／
script＞

rで言うＦテー ｦ頭再亘3，
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<scriptsrc=､'js/jquery-1.６．３．ｍin・ｊｓ',></script＞

<scriptsrc=伽js/F1uster2､packed.』s‘，></script＞

<script＞

ｖａｒＩｎａＰ；

Window・addEventListener('‘1oad1''五unction()｛

ｍａｐ＝new9oogle・maps､Map(document・getE1ementBy工ｄ(II9map''））；

map・setOptions(｛

ｚｏｏＩｎ：５，

center：newgoogle・Inaps,LatLng(36.681382,ユ38.766084)，

InapTypeｴ。：ｇｏｏｇｌｅ.、aps､MapType工ｄ､ROADMAP

））；

varrluster＝newF1uster2(map);／／☆F1uster2用の設定

document・getE1eInentByld("setMarker‘‘）．addEvent唾stener("click叩，

runction(）｛

＄･getJSON(’‘./data・txt"，：function（data)（

＄・each(data，丑unction(key，Val)（

varmarker言newgoogle･maps､Marker(｛

position：new9oo91e､maps・LatLn9(va１．１at，ｖ己1.1on）

／／☆表示先maPはここでは指定しない

｝）；

皿uster・addMarker(lnarker)；／／☆F1uster2にマーカーを設定

）)；

鉦uster､initialize()；／／☆FIuster2用の初期化

）)；

），ralse)；

），false)；

</script＞

</head＞

〈body＞

〈divid=m9map'’style=''width：500px；ｈeight：400px川></div＞

<ｆｏｒｍ＞

〈inputtype=↓Ibutton，’value=,‘マーカーデータ読み込み“ｉｄ="setl1arker'‘＞

〈/form＞

</body＞

</html＞



実際のプログラムはサンプル３になります。実行すると以下の図のように複数のマーカーがま

とめて表示されます。

3-1大量のマーカーを処理す届

マップを拡大した｡マーカーの数に応じて色が変わる

３１画３MarkerCIustererPIusでマーカーをまとめる .１

MarkerCIustererPIusでマーカーを表示

次に、MarkerClusterGrPlusを使ってマーカーをまとめて炎示させてみましょう。Marke1・

ClustererPlusでは、マーカーをまとめる範囲を指定することもできます。

まず、MapsAPlv3ライブラリを読み込ませたのち、MarkerClustererPlusライブラリを読み込
ませます。MarkGrClustererPlusは、災,(するマーカーをあらかじめ配列に入れておき、岐後に

まとめて処理を行います。google,mapsMarkcI･()を使って生成したマーカーをmarkers呪ﾘに入
れたのち、以下のようにしてMarkclClusterer()を呼び出せば、マーカーがまとめて表示され

ます。

<!DOCTYPEhセnl＞

<ｈｔｍｌ＞

<head＞

＜metacharset＝"ｕｔｆ－８０‘＞

<title>大量マーカーの表示</title＞

<scriptsrc=,'http://maps,googleapig・conl/maps/api/js?sensoｴ､=false‘'><／
scriDt＞

４

５

『
合

７
newMarkerC1usterer(map，markers)；

付

認

5９

rﾏー 売弓二死RJ5mm

rsampIo】ＣＯ３－．３－１－･ｓａｍＤＩｅ３－･index,hｔｍｌ

訓賦露頁垣

常.識

$廻蝉’
(ﾏー ﾗﾗー タﾐ猛I誕諏）
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〈scriptsrc=川js/jquery-1.6.3.Inin・ｊｓｍ></script＞

〈scriptsｴ，c=''js/markerclusterer-packed・ｊｓ,，></script＞

〈script＞

ｖａｒｍａＰ；

Window､addEventListener(''1oad期'，funct:ion()（

ｍａｐ＝newgoogle･maps・Map(docum2nt・getE1ementByld(''9map‘，)）；

map・setOptjLonS(｛

ｚｏｏｍｇ５‘

center：newgoogle・Inaps､LatLng(36.681382,138.766084)，

mapTypeｴｄ：ｇｏｏ９１ｅ・ｍａｐｓ･MapTypeId・ROADMAP

）)；

document,getE1eInentBy工。(ⅢsetMarkerⅢ）．addEventListener(''click'‘，

玉unction(）｛

＄・getJSON(”.／data・txtⅢ，命正Ction（data)｛

varmarkers＝［ｌ；／／☆マーカを格納する配列

＄・each(data，：function(key，Val）｛

varmarker二newgoogle・Inaps・Marker(｛

position：newgoogle.、aps・LatLng(Val､１at，Val.Ion）

／／☆表示先InaPはここでは指定しない

｝）；

markers･ｐｕｓｈ(marker)；

）)；

newlIarkerC1usterer(Inap，markers)；／／☆マーカークラスタでマーカーを表示

｝）；

｝，壬alse)；

｝，ralse)；

</scriPt＞

</head＞

＜body＞

<divid="gmap”style=伽width：500px；ｈeight：400px'‘></div＞

＜茜ｏｍ＞

〈inputtype=･‘buttonⅧvalue=,'マーカーデータ読み込み”ｉｄ=伽setMarker‘，＞

</rorm＞

</body＞

</html＞


