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第７軍ＭａｐｓＡＰｌの活用頭例と逓新技術紹介

７画４ ＧｏｏｇｉｅＭａｐｓＡＰＩｆｏｒＦＩａｓｈ

CoogleMapsAPmorFlashは2011年９月２円に残念ながらサービスのクローズが公式に発炎さ

れました。ただし、急に使えなくなるわけではなく、クローズのアナウンスから３年はこのまま

サービスは継続提供されます。

・GoogIeMapsAPlfolrFlash

http:／/code,qoogle・ＣＯ､/intl/ja/apis/maps/docuInentation/rlash／

・MapsAPIforFlashdeprecationannouncemenI

http:／/goo91egeodevelopers,blo9spot､com/2011/０９/maps-api-垂or-nash-

dGprecation･ｈｔｍｌ

ｌＩｉ料サービスのMapsAlPIPremierの巾では、今後もGoogleMapsAPlibI､Flashのサポートが継
続されます。セキュリティバグなど深刻な不興合や、前のバージョンにはなかったバグが郷発し

た場合などは修正されるようですが、基本的には今後の機能的なバージョンアップはありません。

したがって、GoogleMapsAPIIbrFlashを利用したサービスはJavaScriplを使ったMapsAPIv3へ

移行することが推奨されています。また、FlexBuilderを利用したAdobeAIR環境でのCoo81eMaps

APII1〔)1.171ashでも、Ｉ「il槻に刷川できなくなります。

AdobcFIashやAclionScilI〕lを利ﾊＩしてきたユーザーにとっては残念な話です。理由としては、

Maps令体の利用量の中ではFlashの利用が少なかったこと、ブラウザのパフォーマンスが向上

し、JavaScriptでもいろいろ実現できるようになったことが挙げられています。

また、移行を薦める噸１１として、MapsAPIv3では、GoogleMal〕sAPIIbl･Flashでは使えなかっ

たストリートビュー、FusionTablcと迎係した利川、（joogl()Placesによる検索、１%州悩I請対応など

の新職能を享受できることが雛げられます。

Coogleマップだけでなく、外部のサービスを活用したり、一部利用したサービスを提供する場
合は、術にバージョンアップによる更新や、サービスの存続に関して考脳する必要があるでしょ

う。Coogleの|ﾙ1発リソース、サポートがMapsAPlv3に集｢|Iすることによって、今後よりよい地図
サービスの進化が期待されます。
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GoogleLatitudeAPIは、GooglGの位侭連動サービスGoogleLatitudeを利用するためのAPI群で

す。Laiiiu〔Ieは、さまざまな場所でのチェックイン機能もありますが、主に移動臓歴を記録するト

ラッキング哩索が璽狸な･ﾘ･一ビスとなります。
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GoogleLatitudｅ

http://www､qooqle､com/mobile/1atitude／

CoogleLatitudeAPlを活用して、位冊hlf報、移動履歴を活用したサービスをI撒築できます。

i1ｺhoneやAndroid携帯端末を利崩して、WiFiのアクセスポイントやGPS情報から現征地や移動履

雁を取得し、サービスで活用できます。挽激の位『‘ｉ情報系のアプリが独自に位冊iIIi報の取鮮や

送(,;を行っていると、それぞれがバッテリーダＭＩﾊを無駄に消出しますが、（〕()()gl(ＩＬａ(ｉ１ｌｌ(l(､に統一

されていれば、消齢｢tも綴和されます。

利用にはP1acesAPIと'11様に、Ｃ()nsumeI･Keyの取得（利用ドメインの職録）と、Coogle

LaIjtudeAPIKeyの発行が必典です。

侭
系

GoogIeLaiitudeAPl

http:／/code､goo91acom/apis/latitude／ ７

･GoogIeLatitudeAPlDeveIoper'ｓGuide(vl):GettingSta｢ted

http:／/code､gooqle,com/apis/1atitude/vl/qettinq-started,ｈｔｍｌ

ロ友人同士が近づくとお知らせする仕組み（少し前まではGoogleによって試験運用されていたが、現在

は休止中）

・ユーザーの現在位置から、家に近づくか離れるかによって、エアコンをオンオフする仕組み

・ユーザーがよく行く場所、通勤ルートなどの交通渋滞情報をお知らせ

。ユーザーが今いる現在地と違うところでクレジットカードが使われたら警告する

。休暇中に撮影した旅行先での写真を、弛同卜の該当位置に表示する仕組み

8肥

ConsumerKeyの取得（利用ドﾒｲﾝの登録）

https:／/accounts,qooqle､Com/ManaqeDomains

･GoogIeLatitudeAPlKeyの発行

https:／/code,qooqle・ＣＯ､/apis/console／

C()〔)gleLa【itudGAPIの発炎では、以下のような利川例が紹介されています｡



306

鱒７章MapsAPIの活用事例と最新技術紹介

ＮＯＴＥし GoogIeLatitudeAPIの発表

http:／/googlemobile､blogspot・ＣＯ､/２０１０/05/do-more-with-google-

1atitude-and-your・ｈｔｍｌ

位慨情報の活用には必ずプライバシーの問題もついてきます。Googlelatitudeでは、ユー

ザーが許可した場合のみ、位置データを利用したり、胴歴を保存したりできるようになっていま

す。Googlelatitudeダッシュボードを見ると、該当ユーザーがどこに訪問し、自宅や職場でどれく

らいの時間を過ごしているか、外出している際の移動履歴などがあからさまに記録されていま

す。Coogleトークのメッセージと連係したり、極端な例では現在地情報を常にブログで公開する

こともできます。ただし、これらの設定は初期設定では「無効」になっています。

GoogleLatitudeによって、瞥段あまり意繊せずに行動したり、移動したりしている憎報を用い

て、さらに便利な位置情報サービスや有益な梢報を得ることができるようになり、さらにそれら

のサービスを意識して自分の位置や移動を考えるようになるかもしれません。ただし、得られる

悩報やサービスのメリットと、自分の位涜情報を公開することによるデメリットを天秤にかけて利

用することになるでしょう。

・ロケーションヒストリーの股定

https:／/www・goo91e・ＣＯ､/1atitude/b/0/history

･GoogleLatitudeと連係したGoogIeTaIkとロケーションバッヂの股定

https:／/www､google・com/Iatitude/b/0/apps

’
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GooglePredictionAPIは、機械学習アルゴリズムによる履歴データから測りを行うためのAPI群

です。RESTMなクラウドサービスとして利朋できます。

GooglePI･edictionAPIは、直接的には地間と関係のないAPIですが、Coo81eマップやCoogle
Lati[udeと連係することによって、さらに便利なサービスの提供を考えることができます。たとえ

ば、ある自動車会社はGooglePredic[ionAPIを口動車と連係させ、効率的な走行のために利用す

ることを考えているようです。日々 の進行)iq雁や秘励履歴を善秋し、より遡りjで快適な走行ルー

トを提示したり、出発時間によ-」てI.:I的地を1弧したり、怠いでいる際に過よの例から到ｵ‘'瀞蝋

時刻を提示したりと、さまざまな応川がｇえられます。効率のよい進行によって、エネルギー効

6

４

GoogIePrediclionAPl

http:／/code,gooqle,ＣＯ､/apis/predict／

GoogleI>redicti〔〕ｎAPIを利用するには、磯械１４判に必要なデータを川癒してCoo8IeStrageに
アップロードします。モデルＷｌＩ築を行ったのり、クエリを送ると、測りデータが返ってくるように

なります。SlrcamingTrainingという機能で、機械学習のもととなるデータを順次追加していくこ

とができ、リアルタイムに現状のデータをモデル構築に利用できます。

さらに、Coo8iePredictionAPIで利用する一般的なモデルや、開発者達が用意したモデルがl順

次PredictionCalleryに藷録されることも考えられているようです。

７

率もさらによくなることでしょう，
付

鯉

・ＡＰＩコンソール

https:／/code､googlacom/apis/console／

・PricingandTermsofService

http:／/code,９oogle・coII1/intl/ｊａ/apis/prGdict/docs/pricin9,ｈｔｍｌ

最初の６ケｊ１は試用のため無料です。ただし、lOOPrediction/'二I、Ｐｒ(3(liclion数が20,000に達

するまでの規桃の価岡です｡

，PredicIionGalle『ｙ

http:／/code・goo91e･coIn/intl/ja/apis/predict/docs/gallery･htmMhosted-model

なお、CooglePr(､(lidionAPIを人研に利川する珊合は"料になります。利川の際は、APIコン

ソールの般定で、PrediclionAPlとCOogleS(()rag〔，IbrDCvelopeI智APlを｛１.効に設定します。

307
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第７章MapsAPlの活用事例と最新技術紹介

価格は１プロジェクトあたり１０ドル／月。１０ドルで利用できるのは10.000Predictionまでで、

超えた分は1,000Predictionあたり０．５ドルかかります。１日あたり常時40,000PIもdictionを超える

場合は、理由や用途などを知らせて個別に相談してくださいとのこと（上記URLに連絡先が明記

されています)。実際の利用上限は60,000Predictionです。機械学習のための元データの保存容

量にも課金され、１ＭＢあたり0.002ドル、最大250ＭＢまでとなっています。そのほか、利用形

態によってはStorageAPIの利用料金も加算されます。

GoogleP1℃dictionAPIの登場で、これまで専門家でなければ利用できなかった、機械学習によ
るさまざまなデータの解析と解析結果の利用が、Webサービスとして手軽に使えるようになりまし

た。単に利用するだけではなく、機械学習の元データを共有したり、有益なアルゴリズムの共有

にまでサービスが広がっていくことが期待できます。
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GoogIeMapsAPIPremierについて

GoogleMapsAPlPIEmierとは、MapsAPlを有償サービスとして提供したり、無償版APIのアク

セス制限や利用規約を超えて利用する場合に契約できる、ライセンス契約のことです。無償版

APIとはGoOgle社内での担当も異なっており、Coogleマップサイトや無倣版のMapsAPIは、プロ

ダクト担当が扱っていますが、CoOgleMapsAPIPremierの場合は、CoogIeAppsなどと同様にエ

ンタープライズ担当が扱っています。

2011年９月現在、国内でCoogleMapsAPIPremierを取り扱う販売代理店は、応用技術株式会

社、株式会社ゴーガ、国際航業株式会社、株式会社ゼンリンデータコムの４社あります。また、

この４社に６社を加えた１０社がCoogleMapsAPIPremierソリューションパートナーとして認定さ

れています。最新のパートナー悩報を調べる場合は、Googleエンタープライズパートナーのペー

ジ（http://wwwgooglecojp/enteIprise/parmer,html)から｢Maps&Earth｣のタブを選んで探すこ

とができます。この情報はCoOgleらしくなく、固定URLで直接たどり蒲けないのが残念です。

Premierライセンスの種類

GoogleMapsAPIPremierでは、利用目的や用途により、いくつかのライセンス種別に分かれ
ています。公開サイト用のPVライセンス、非公開サイト用のPVライセンスとユーザー数ライセン

ス、アセットトラッキングライセンス、組み込み用ライセンス、開発ライセンスおよびCoogle

FusionTablesPremierライセンスがあります。それぞれのライセンスは、利用数量などによって

階段式に価格が設定されています。また、自社で利用する際のスタンダード版と、他社に提供

する場合のＯＥＭ版の２緬顛に区分され、異なる価格設定がされています。

公開サイト用のＰＶライセンス

公開サイト用のPVライセンスは、サイト自体はオープンに提供されているWebサイトで、ＰＶ数

が無償APIの制限数を超える場合や、閉じたサービスが併存している場合などに適用されるライ

センスです。１００万PV以内というのが、最も少数のボリュームとなっています。ここでいうPVの

カウントについては、JavaScript、Flash、StaticMaps、EarthAPIのダウンロードの回数となり、

縦横スクロール、拡大縮小、住所検索、地点表示、地図画像切り替え、ストリートビューを何度

行ってもlPV内での動きとなります。いわゆるユーザーアクセス数もしくはセッション数と同等と

なります。

非公開サイト用のライセンス

非公開サイト用のライセンスには、ＰＶでカウントするものと、ユーザー数でカウントするもの



ＧｏＯｇＩｅＭａｐｓＡＰＩＰｒｅｍｉｅｒについて

の２種類があります。非公開サイト用のPVライセンスは25万PV以内が、最も少数のボリューム

となっています。また、ユーザー数ライセンスの場合は、150ユーザー以内が般少ロットとなり、

ユーザー数や端末数がこの数字に収まる場合は、ＰＶ制限なしで利用することが可能です。

アセットトラッキングライセンス

アセットトラッキングライセンスは、MapsAPIで移動体を表示する場合のライセンス形態にな

ります。移動体とは、Andmid搭載端末などの通信機器や、GPS機器、車両などが当てはまり、

これらをアセットと呼んでいます。移動体の管理の場合、地図を頻繁に更新する可能性があるた

め、ライセンスが分かれていると考えると理解しやすいかもしれません。移動体の所属する凶や

地域によって費用が異なる場合があり、ほかのライセンス棚別と比べて内容が複雑になっていま

す。なお、移動体を表示する場合は、どんなに頻度が少なくてもアセットトラッキングライセン

スが適用され、前述のPVライセンスやユーザー数ライセンスを当てはめることはできません。

組み込み用ライセンス

組み込み用ライセンスは、ハードウェア機器やデスクトップアプリケーションなどにMapsAPIを
組み込む場合のライセンス種別です。こうした環境に実装する場合も、専用のWebサーバーを

用意して、WebサーバーからMapsAPIを利用し、機器内やアプリケーション内に組み込むことに

なっています。

開発ライセンス

開発ライセンスは、１年間１０万PV以内で利用できる、開発段階用のライセンスです。無償版

APIを利用して開発するのと比べて、最初からPremier用のClientlDを利用して開発できる点や、

ＰＶがどう加算されているかをサービスのリリース前に確鮒できる点でメリットがあります。なお、

非商用の学術利用の場合にも、開発ライセンスを適用できる場合があります。

GoogIeFusiOnTablesPremierライセンス

最後にFusionTnbIesのPremierライセンスですが、GoogleMapsAPIPremierの契約者は、スト

レージ250ＭＢと5QPS（５queriespersecondo１秒間に最大５回までのクエリ）までは無料で利

用できることになっています。ストレージ容量やクエリ数を追加したい場合には、GoogleFusion

TblblesPremierのライセンスを取得します。この料金は契約中のGoogleMapsAPIPremlerの価格

と同額となり、その上で追加容踊を契約することになります。現在のところ、CoogleMapsAPl

PrEmierのライセンス契約なしに、CoOgleFusionTablesPremierの契約をすることはできません。

なお、CoogleMapsAPlPremierを利用する場合、APIのリクエスト時にCliemIDを送信します。

１
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５
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これにより、契約ごとのPV数を集計しています。ライセンス穂別を超えることなく同一の用途で

利用しているのであれば、１つのP肥mier契約で複数のドメインを登録することが可能となってお

り、独自ドメインで利用できるSaaSサービスなどにも対応できるようになっています。

無償版APIとの違いと利用規約

以前と比べ、無償版APIとPremierとの機能的な違いは少なくなっています。無償版APIでも

SSLが利用できるようになり、違いと言えば、SLAの存在と、ジオコーディングなどWebサービス

の制限回数、スタティックマップのlPアドレスごとのリクエスト数、スタティックマップで取得でき

る画像の大きさなどに限られています。

無償版APIに対するGoogle社のスタンスは、利用者が利用規約を読んで判断するということが

前提になっています。２０１１年４月８日付けで改訂された、最新の利用規約では、いくつかの大

きな変更が含まれましたが、大筋としてはこれまでどおりF1もeAccess（NoFEes）とPublicAccess

(ＮｏＦｉ肥Ｗａｌｌ）という２つの原則に沿って巡営されています。つまり、例外規定のあるAndmidア

プリなどのモバイルアプリケーション以外で無償版APIを利用するには、以下のすべてに当ては

まる必要があります。

・サイトとデータが公開されていること

。１日25,OOOPV以内であること

･田用を支払ってサービス提供を受けていないこと

また、２０１１年１０月２６日付けで新しい発表があり、１２月までにデベロッパー用のコンソール

画面が用意され、１日25mOOOPV以上利用している場合には、超過分の支払いが義務化されると

の案内が出されています。

http:／/googlegeodevelopers・blogspOt・com/2011/10/introduction-of-usa9e-

Umits-to-maps･ｈｔｍｌ

http:／/internet・watch・impress･ＣＯ・ｊｐ/docs/news/ZO1110Z8-487036・ｈｔｍｌ

そのほか、ちょっとした地図なら、GoogleマップやGoogleFusionTablesの埋め込みリンクの取

得で、自社サイトに取り込むことができます。最近は少しずつ凝った地図も作れるようになってお

り、これらはアクセス数に関係なく無料で利用できるので、企業の案内地図など、さほど複雑で

ない地図を表示したい場合には、これらも選択肢として検討するのがよいでしょう。



GoogIeMapsAP1Premierについて

スマートフオンでの利用について

前述の通り、無償版APIの利用規約には、オンラインストアで提供されるモバイルアプリケー

ションに対して例外規定が設定されています。ブラウザ経由でGoogleMapsAPIを利用するので

あれば、たとえ有料アプリであってもPFemier契約を必要としません。Androidアプリを社内での

み利用し、オンラインストアで配布しない場合はP臆mier契約が必要となります。

なお、Andmidアプリ開発においては、MapViewクラスを利用してGoogleマップの機能を利用

することも可能です。この場合は蛎前にAPIキーの発行が必要で、キー発行時に個別の利用規

約に同意することになります。MapViewクラスを利用する場合は、ＰＶの利用制限数は規定され

ていません。

http:／/code・google､ＣＯ､/intl/ja/android/add-ons/google-apis/maps-api-

si9mup,ｈｔｍｌ

http:／/cOde､google・ＣＯ､/android/maps-api-tos､pdf

このほか、ｉPhoneアプリからSaiari経由でGoogleMapsAPIを利用する場合も、AppStoreに公開

されているのであれば、Premier契約を必要としません。また、ｉPhoneアプリ用のMapKit

FIameworkでの利用には専用の利用規約が用意されています。こちらもPVの利用制限数は規定

されていません。

http:／/code・google,ＣＯ､/intl/ja/apis/maps/iphone/terms・ｈｔｍｌ
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MapsAPIver3リファレンスなども用意してあるのでご利用下さい。

石丸健太郎（いしまるけんたろう）Twitter：＠kehi

隣町に住む古流さんとの共著はこれで２冊月。GPSケータイ向けのサービスで「ＭａｓｈｕｐＡｗａｒｄ２ｎｄ」

優秀賞受賞を契機にAPIExpert発足当時より参画。人と技術とのMashupをモットーに信州の田舎でひっ
そりと生きてます。

安藤幸央（あんどうゆきお）TWitter：＠yukio-andoh

l970年北海道生まれ。現往、株式会社エクサユビキタスソリューション部所属。慶応義塾大学環境

悩観学部訪問鋼師。国立天文台客閏研究員。http://andoh､oIg/にプログ、ｈｔｌｐ://digitalgadgetjp/に雑

誌記事のアーカイブ。主な著訳沓に『ＶＲＭＬ６０分ガイド』（礁訳、ソフトバンク)、『これがJavaだ！イン

ターネットの新たな主役』（共著、日本経済新聞社)、『TheJava3DAPI仕様』（監修、アスキー)、

rAdvancedRenderMan日本蛎版一映画とアニメーションのための実践テクニック』（翻訳、ポーンデジタ

ル）などがある。
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国内初のCoogleMapsAPI開発パートナーとして、数多くの地図活用サイトの開発を手掛ける。Premier

のリセラーとしても、開発荷の立鳩に根ざし、国内般安価格でライセンスと技術サポートを提供中。
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回お買い上げ普霜についての問い合わせ先

木曾の内容についてのご質問は、下記の宛先まで、返信用切手

を同封の上、封鍔でお送りください。返侭には、しばらくお時間

をいただく場合がございますb本書の範囲を超える釘間には、お
答えいたしかね郷も

あらかじめご了承ください。
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トカード(1万円分)や図書カード(1,000円分）
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