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1 はじめに 

本マニュアルは、マップあいち「閲覧用地図画面」の操作方法について説明するものです。 

 

2 システムの説明 

マップあいち「閲覧用地図画面」では、マップを閲覧することができます。 

2.1 閲覧用地図画面の呼び出し 

  以下の手順で、「閲覧用地図画面」を表示します。 

マップあいちポータル画面には閲覧可能

なマップの一覧が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マップを閲覧する際の注意事項が表示されま

す。 

 

 

 

 

※「同意しない」ボタンをクリックするとこの画

面を閉じ、閲覧用地図画面は表示しません。 

① マップ一覧から閲覧するマップ
をクリックします。 

② 「同意する」ボタンをクリックす
ると、「閲覧用地図画面」が
表示されます。 
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3 操作マニュアル 

3.1 閲覧用地図画面 

以下に閲覧用地図画面を示します。ここからマップの閲覧が可能です。マップあいちポータルサ

イト画面から、該当するマップを選択することで閲覧できます。 

 

3.1.1 画面遷移 

 

  

マップあいちポータルサイト 地図表示リンクサイト 

地図表示リンク 地図表示リンク 

マップあいち閲覧用地図画面 

外部サイト 

※愛知県 HPや、登録情報

のリンク先 

3.2 メニューバー 

3.3 地図表示画面 

愛知県 HP リンク 

3.4 左メニュー 

3.5 検索バー 

スマートフォン用 

バーコード 

スマートフォン用 

地図画面 

QR コード 

読み取り 

リンク選択 

リンク選択・ 

別ウィンドウ表示 

登録情報内 

外部リンク 
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3.1.2 閲覧用地図画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地図画面 

マップが表示されます。 
→3.3地図表示画面 

左メニュー 

マップに関する情報や表示
操作等ができます。 
→3.4左メニュー 

メニューバー 

タイトルや全画面起動、外部
リンクを含みます。 
→ 3.2 メニューバー 

検索バー 

位置の検索を行います。 
→3.5検索バー 



 6 

3.2 メニューバー 

 マップ上部にある青いバーです。タイトルやヘルプ、表示機能、外部リンクを表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 地図表示画面 

マップが表示される部分です。 

 

マップタイトル 

マップのタイトルが表

示されます。 

ヘルプボタン 

マップの使い方が表

示されます。 

全画面ボタン(ページ) 

このページ全体が全画

面表示になります。 

全画面ボタン(マップ) 

マップの部分だけが全画

面表示になります。 

愛知県公式 Web サイトリンク 

愛知県の公式Webサイトのト

ップページへ飛びます。 

縮尺変更バー 

マップの表示縮尺を

変更できます。 

8 方向カーソル 

クリックした矢印の方向

にマップが移動します。 

地図ツール 

マップに関する様々な

ツールを提供します。 

→3.3.2地図ツール 

帰属情報 

表示中の背景地図に関する

全ての帰属情報を表します。 

縮尺スケール 

表示中のマップの縮尺ス

ケールを表します。 

中央イメージ 

表示中のマップの中央

を示すマークです。 

広域図表示ボタン 

表示中のマップの広域図

を示すマークです。 
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3.3.1 登録情報の閲覧 

マップ上のアイコン（情報があることを表す記号）をクリックすると、その地点の情報を吹き出し

型のポップアップで表示することができます。 

・通常は、その地点の情報が表示されます。 

・クリックした地点に複数の情報がある場合、情報の一覧が表示されます。一覧から情報を選

択すると、選択した情報が表示されます。 

 

登録情報一覧 

 

 

登録情報の表示 

 

 

 

 

 

  

拡大 

登録情報の最適な縮尺に、マ

ップの縮尺を変更します。 

ファイル一覧 

登録情報に関連づけられてい

る添付ファイルを一覧表示しま

す。 

クリックすると画像の表示または

リンクの表示をします。 

ポップアップ移動ボタン 

ポップアップの表示位置

を 90 度変更します。 

ポップアップ固定ボタン 

他の登録情報を表示し

たときにポップアップを閉じ

ないようにします。 

属性一覧 

登録情報の属性を一覧

表示します。 

一覧に戻る 

一覧から選択した場合に表示され、

登録情報一覧に戻ります。 

登録情報一覧 

選択した登録情報が表示されます 

ファイルが登録されている登録情報は右側にファイルのプレビュ

ーが表示されます。 

主題図の情報を検索のリンクを選択することで、クリック位置

の登録情報の下に表示されている主題図を検索することがで

きます。 

メニュー 

この登録情報に関する

サブメニューです。 
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添付画像の表示 

 

 
 

 

 

 

登録情報メニュー 

 

 

 

メニュー名 説明 

地図 URL表示 このマップを表示するための URLが表示されます 

地点情報印刷 現在のマップの位置で印刷用の画面を開きます 

文字を小さく 属性情報表示エリアの文字を小さくします 

文字を大きく 属性情報表示エリアの文字を大きくします 

 

撮影日時 

画像に撮影日時情報が含まれてい

る場合に、表示します。 

タイトル 

画像にタイトルがついていない場合

は、画像ファイル名を表示します。 

前の写真 次の写真 

閉じる 

メニュー 

この登録情報に関するサブメ

ニューです（下表のとおり）。 

属性情報表示エリア 

この登録情報の属性

情報を表示します 
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3.3.2 地図ツール 

ツールの各アイコンを選択することでそのツールが使えるようになります。 

ツール名 アイコン 
ON/OFF 

説明 

拡大 

  

マップ内で範囲選択した部分を拡大します。 

選択 

  

マップ内の登録情報を選択します。 

マップ内をドラッグすることで移動ができます。 

距離計測 

  

マップ内でクリックした 2 点以上を繋ぐ線の間の距離を計測しま

す。 

面積計測 

  

マップ内でクリックした 3点以上を囲む図形の面積を計測します。 

設定 

  

マップ閲覧における設定を行います。 

・CenterCursor…中央イメージ  の ON/OFFを切り替えます。 

・ScaleBar…左下の縮尺スケールの ON/OFFを切り替えます。 

・ClickSearch…マップ上のアイコンをクリックした時の、情報表示

の ON/OFF を切り替えます。これが OFF の時にアイコンをクリッ

クしても情報は表示されません。 

印刷 

  

印刷用のページを表示します 
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3.4 左メニュー 

地図情報の閲覧、マップ上に表示された情報の表示切替、住所や目標物からの位置検索、範

囲や属性での情報検索などができます。 

左メニューには「地図情報」「地図表示」「位置検索」「属性情報」があり、それぞれの項目は左メ

ニューの名前をクリックすることで現れます。 

 

 

 

  

「地図表示」が表

示されています。 

他のメニューをクリックすると、現

在表示されているメニューが閉

じ、クリックしたメニューの内容が

表示されます。 
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3.4.1 地図情報 

マップの説明や更新情報、他のページやスマートフォンで表示する場合の情報を表示します。 

 

  

マップの説明 

このマップに設定された説明が表示

されます。 

スマートフォン用地図 QR コード 

スマートフォン用の画面を表示するための URL の二次元バー

コード画像です。 

スマートフォンのQRコード読み取りアプリケーションを起動し、こ

の画像をカメラで写すと、スマートフォン用の地図画面を起動

することができます。 

メールで送信 

スマートフォン用の URL をメールで送信

します。 

初期埋込地図用 URL 

外部サイトでこのマップの初期表示状態

を埋込表示するためのタグです。 

初期地図 URL 

このマップの初期表示時の URL です。 

表示中地図 URL 

表示中のマップの URL です。 

表示中埋込地図用 URL 

外部サイトでこのマップの表示状態を埋込

表示するためのタグです。 

マップ問い合わせ先 

このマップの問い合わせ先が表示さ

れます。 
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3.4.2 地図表示 

表示しているマップに登録された情報の一覧とその操作です。ユーザはチェックボックスを操作

することにより、これらの地図表示を操作することができます。 

地図上に登録された情報の分類のことを、ここでは「レイヤ」と呼びます。地図上に表示された

点及びアイコン、線、面データは、それぞれがどれかのレイヤに登録されています。 

 

(1) レイヤ 

マップに登録された情報のレイヤの一覧を表示します。ここで表示するレイヤの ON/OFF を切

り替えることができます。 

 

 

 

 

 

レイヤ一覧 

このマップに登録されてい

るレイヤの一覧です。 

グループ表示 

同じグループ下にあるレイヤ全

てを一括で操作できます。 

表示 ON 

チェックボックスをONにしたレイヤは

マップに表示されます。 

表示 OFF 

チェックボックスを OFF にしたレイヤ

はマップに表示されません。 

レイヤ(例) 

「県税事務所」という名

前のレイヤです。 
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(2) 主題図 

マップに UTMグリットが登録されている場合は、表示の ON/OFFを切り替えることができます。

操作はレイヤと同じです。 

登録していない場合は、表示されません。 

 

(3) 背景地図 

マップに登録してある背景地図を切り替えることができます。ユーザは一覧からラジオボタンで

背景地図を切り替えます。 
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3.4.3 位置検索 

住所または目標物の一覧を選択することで、その選択した位置にマップを移動させることができ

ます。 

(1) 住所検索 

一覧に表示された住所を市区町村から順番に選んでいくことで位置検索をします。 

 

例：「名古屋市中区」「栄」「１丁目」を選択した場合 

 

  

階層レベル 

住所の階層レベルを示します。該

当するレベルをクリックすることで、

そのレベルにおけるリストを表示し

ます。選択できないレベルは色が

薄くなっています。 

住所一覧 

住所の一覧が階層レベルごとに表

示されます。ここでは市区町村の

一覧が表示されています。 

階層レベル 

ボタンの色で、番地レベルの一覧

を表示していることを表します。 

例えばここで「大字」を選択すると

「名古屋市中区」の町名一覧が

再度表示されます。 
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(2) 目標物検索 

一覧に表示された目標物から位置検索をします。 

 

 

 

 

  

階層レベル 

目標物の階層レベルを示します。

該当するレベルをクリックすること

で、そのレベルにおけるリストを表

示します。選択できないレベルは

色が薄くなっています。 

目標物一覧 

目標物の一覧が階層レベルごとに

表示されます。 

目標物の分類は、分類ごとに折り

たたまれて表示されています。左の

＋－のアイコンをクリックすることで

開閉できます。 

分類を選択すると、その分類の目標

物を含む市町村が表示されます。 

市町村を選択すると、目標物の一

覧が表示されます。 



 16 

3.4.4 条件検索 

範囲やキーワードなどで、マップ上の情報を検索できます。 

(1) 範囲検索 

登録情報を検索し、一覧表示することができます。初期状態では、地図画面に表示中の情報を

すべて表示します。 

 

 

 

検索においては、マップ上での空間的な範囲検索と、登録情報に含まれるキーワード指定が可

能です。それらを両方組み合わせることもできます。 

 

 

  

キーワード絞り込み 

属性情報に指定したキーワードを含む

情報で絞り込みます。 

ここにチェックを入れると、

キーワードによる情報の検

索が有効になります。 

検索対象 

検索を行う情報（項目）の種類を選択

します。現在表示中の項目に含まれる

全ての情報を検索するか、または任意

の項目から検索するか選択できます。 

検索結果 

検索結果が 10 件ずつ表示されます 

クリックすることで地図上にポップアップ

表示されます 

表示順 

検索結果をリスト表示する際の、情報

の並び順を指定します。 

範囲指定 

検索対象の範囲を数値およびマップ

上から指定することができます。 

検索対象 

検索対象の登録情報を選択します。 

表示順 

検索結果の表示順を設定します。 

ここにチェックを入れると、マ

ップ上での範囲指定が有

効になります。 

マップ上で範囲を選択 

ここをチェックすると、マップ上の

マウス操作で検索範囲を指定

することができます。 
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(a) 距離範囲検索 

中心位置をマップ上で指定、または緯度・経度を数値で入力し、中心からの距離をマップ上、ま

たは数値を入力することで、中心位置から指定した距離の半径内にある登録情報を検索し、一覧

に表示することができます。 

 

 

  

 

(b) 矩形範囲検索 

検索範囲となる矩形の対角の頂点の座標をマップ上で指定、または緯度・経度を入力すること

で、その範囲内にある登録情報を検索し、一覧に表示することができます。 

 

 

 

 

  

 

  

範囲検索の方法を距離に

指定することで、距離範囲

検索を有効にします。 

緯度・経度・距離 

中心位置の緯度経度、

中心位置からの距離を

数値で入力します。 

中心で検索 

中心位置を地図の

中心イメージに合わ

せます。 

検索範囲の中心位置 

(緯度・経度) 

 

検索範囲の距離 

範囲検索の方法を矩形に

指定することで、矩形範

囲検索を有効にします。 

頂点の緯度・経度 

矩形の対角の頂点の緯度

経度を数値で入力します。 

マップ表示範囲 

矩形の大きさを現在のマップ

の表示範囲に合わせます。 

矩形の対角の頂点の座標(北・西) 

矩形の対角の頂点の座標(東・南) 
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(c) 線範囲検索 

マップ上に線を描画し、その線を中心とした周囲の登録情報を一覧に表示することができます。

検索する範囲は線からの距離を入力することで指定できます。検索方法は「範囲と重なる」、「範

囲に完全に含まれる」、「範囲を完全に含む」、「範囲に重心が含まれる」の 4通りから選択するこ

とができます。 

 

 

 

 

  

          100mの場合                       250mの場合 

 

(d) 面範囲検索 

マップ上に面を描画し、その面の範囲と周囲の登録情報を一覧に表示することができます。検

索する面の周囲の距離は数値を入力することで指定できます。検索方法は「範囲と重なる」、「範

囲に完全に含まれる」、「範囲を完全に含む」、「範囲に重心が含まれる」の 4通りから選択するこ

とができます。 

 

 

 

 

範囲検索の方法を線に

指定することで、線範囲

検索を有効にします。 線を中心とした範囲の 

半径距離を選択します。 

範囲検索の方法を選択

します。 

 

範囲検索の方法を面に

指定することで、面範囲

検索を有効にします。 
面を中心とした範囲の 

半径距離を選択します。 

範囲検索の方法を選択

します。 
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         0mの場合                    250mの場合 

 

(2) 属性検索 

登録情報の中の属性情報を元に検索ができます。 

 

  

検索対象 

検索対象のレイヤを選択

します。 

添付ファイル 

情報の添付ファイルの有

無を選択します。 

属性選択 

条件に追加する検索対

象の属性を選択します。 

属性条件追加 

ボタンを押すと、下に条件入

力フォームが追加されます。 

複数条件がある場合、AND

または OR を選択します。 

属性条件 

追加された条件を入力しま

す。 

入力した条件で 

検索を実行します。 

入力した条件を 

全て削除します。 
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3.5 検索バー 

位置の検索と情報の表示をします。 

 

 

 

3.5.1 検索 

住所、目標物、座標を入力して検索ができます。 

 

住所をクリックするとこのようなメニューが表示されます。 

項目 説明 

住所 任意の住所を入力することで、地図表示位置を移動することができます。 

（入力例： 名古屋市中区三の丸、豊田市西町） ※愛知県内の住所に限る。 

目標物 任意の目標物を入力することで、中心をその目標物に移動することができま

す。（入力例： 愛知県庁、名鉄名古屋） 

座標 緯度経度を入力すると、中心をその位置へ移動することができます。 

（入力例： 136.896319,35.183602） ※緯度、経度で入力する。 

 

検索フォーム 

位置の検索に使用するフォ

ームです。 

縮尺 

縮尺が表示されます。 

中心座標 

中心座標が表示されます。 


