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マイマップの概要・作成・編集・利用 
 
１．マイマップの概要 
Google マップでパーソナライズした地図、コメント付きの地図、カスタマイズした地図を作成できる。 
 地図には目印 線 シェイプのアイテムを含めることができる 

 
地図を作成したら、次のようなカスタマイズを加えることができる 

 リッチ テキストや HTML 形式の説明を追加する 
 写真やビデオを地図に埋め込む 
 他のユーザーと地図を共有する 
 他のユーザーと共同で編集する 
 KML や GeoRSS を地図にインポートする  
 Google Earth で地図を開く 

 
地図を作成したり編集したりするには、Google アカウントにログインする必要がある 
地図を見るだけでは、ログインは不要 
特定のユーザーが作成した地図を検索することもできる  
Google マップで他のコンテンツを使用したり追加することも可能 
 
２．地図の作成と編集 

1. Google マップにアクセス→[マイプレイス]→〔新しい地図を作成] 
2. 既存の地図を開く場合は、左側パネルでその地図をクリックし、[編集] をクリック  
3. 地図のタイトルと説明を入力 （地図は一般公開、限定公開） 

地図の左上に表示されているアイコンを使用 
 ハンド ツール 地図をドラッグしたり、目印、線、シェイプを選択 

 目印ツール 目印を追加 

 線ツール このボタンをクリックしてツールを選択し、直線、シェイプ、道なりの線を描く 

これらのツールは、地図を作成するか編集するまでは表示されない 
編集が完了したら、[完了] をクリック 

地図を保存しておくと、Google マップにアクセスし、[マイプレイス] をクリックするだけでいつでもア
クセスできる（Google アカウントにログインしたら、「マイマップ」のリストから表示する地図を選択） 
 
３．作成した地図の表示 

1. Google マップにアクセスし、＜ログインすることを忘れないように
＞ 

2. [マイプレイス] をクリック→地図のリストが表示→表示する地図
をクリック 

 
４．他の人が作成した地図の表示  
気に入った地図が見つかったら、作成者のユーザー プロフィールを表示
して、その人が作成した他の地図を表示 

1. 気に入った地図のマーカーをクリック→作成者をクリック→リンク
上でカーソルを移動→その作成者の画像が表示 

2. ユーザー プロフィール ページが表示→そのユーザーが作成し
たすべての地図と、ユーザーに関する詳細情報が左側パネルに
表示 

3. 左側パネルで該当するタブをクリックすると、そのユーザーによっ
て作成されたすべてのコンテンツ、レビュー、地図が表示 

 
５．地図の削除 

http://maps.google.com/support/bin/static.py?page=guide.cs&guide=21670&topic=21676&answer=144363#placemark
http://maps.google.com/support/bin/static.py?page=guide.cs&guide=21670&topic=21676&answer=144363#lines
http://maps.google.com/support/bin/static.py?page=guide.cs&guide=21670&topic=21676&&answer=144363#shapes
http://maps.google.com/support/bin/static.py?page=guide.cs&guide=21670&topic=21676&answer=144364#text
http://maps.google.com/support/bin/static.py?page=guide.cs&guide=21670&topic=21676&answer=144364#photos
http://maps.google.com/support/bin/static.py?page=guide.cs&guide=21670&topic=21676&answer=144364#videos
http://maps.google.com/support/bin/static.py?page=guide.cs&guide=21670&topic=21676&answer=144365#share
http://maps.google.com/support/bin/static.py?page=guide.cs&guide=21670&topic=21676&answer=144365#collaborate
http://maps.google.com/support/bin/static.py?page=guide.cs&guide=21670&topic=21676&answer=144364#import
http://maps.google.com/support/bin/static.py?page=guide.cs&guide=21670&topic=21676&answer=144364#earth
https://www.google.com/accounts/Login
http://maps.google.co.jp/
http://maps.google.co.jp/
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1.  [マイプレイス] [マイマップ] の順にクリック→地図のリストが表示 
2. 該当する地図の隣にあるプルダウン▼ メニューを使って削除 
（自分の地図は削除できるが、他人の地図は削除できない） 
 

６．地図機能の追加  
6-1.目印の追加と編集 
 目印を地図に追加するには 

1. 地図を作成するか開き 
 
2.    をクリック→カーソルがバツ印（X）の付いた目印アイコンに変わる→クリックすると×印
の場所に目印が付く 

3. 適切な場所にカーソルを移動→間違って目印を付けてしまった場合は、Esc キーを押すとキ
ャンセル 

4. マウスのボタンをクリック→目印を置くと、アイコンがはねて目印が付く 
5. タイトルと説明を入力 
6. 目印のアイコンを変更するには、情報ウィンドウの右上のアイコンをクリック→独自のアイコ
ンを追加できる→[OK] をクリック→保存 

 
目印を移動または編集 
左側パネルで [編集] をクリック  
1. 目印を新しい場所にドラッグ＆ドロップ 

（編集や移動ができるのは、自分の地図の目印のみで、他人の目印はできない） 
2. 目印のタイトルや説明を編集するには、目印をクリック→情報ウィンドウ→編集し終わったら、

[OK] →[完了] をクリック 
 
6-2.線の追加と編集 
 地図に線を追加するには 

1. 地図を作成するか開き    をクリックし、プルダウンメニューから [直線を引く] または[道
なりに線を引く]を選択→カーソルの形が＋に変わる 

2. 適切な場所にカーソルを移動し、線の開始ポイントをクリック→間違って線を引いてしまった
場合は、Esc キーを押す 

3. 線をつなげる各ポイントをクリックして、（[道なりに線を引く]場合は、ゆっくりカーソルを道に
そって移動して）線を引く→線の最後のポイントはダブルクリック 

4. タイトルと説明を入力 
5. 線の色、透過度、幅を変更は 

（道なりに線を引く場合も同様）、情報ウィンドウの右上の色見本をクリック 
 [OK] をクリックして線を保存 
 

 6-3.線を編集するには 
1. 左側パネルで [編集] をクリック 
2. 線の位置を動かすには、その線の上にマウスを近づけ→ポイントが表示されるので、動かし
たいポイントを自由にドラッグして形を整える 

3. 線からポイントを削除するには、ポイントを右クリックして表示されるメニューから [削除] を
選択 

4. 線にポイントを追加するには、半透明のポイントの 1つをクリックするか、線を右クリックして
表示されるメニューから [ポイントを追加] を選択 

5. 線のタイトルや説明を編集するには、線をクリックして情報ウィンドウを開き→編集し終わっ
たら、[OK] →[完了]  

 
７．シェイプの追加と編集  
 7-1.シェイプを地図に追加するには 

1. 地図を作成するか開き    をクリック→プルダウンメニューから [シェイプを描く] を選択→
カーソルの形が次のように変わる 

javascript:toggleZippy('z1');toggleLayerDefault('sc1')
javascript:toggleZippy('z2');toggleLayerDefault('sc2')
javascript:toggleZippy('z3');toggleLayerDefault('sc3')
javascript:toggleZippy('z4');toggleLayerDefault('sc4')
javascript:toggleZippy('z5');toggleLayerDefault('sc5')
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適切な場所にカーソルを移動し、シェイプの開始ポイントをクリック→間違ってシェイプを描い
てしまった場合は、Esc キーを押すとキャンセルされる 

2. シェイプをつなげる各ポイントをクリックして、シェイプを描く 
3. シェイプを閉じるポイントをダブルクリックするか、または開始ポイントに重なるところをクリッ
クしてシェイプを完成 

4. タイトルと説明を入力 
5. シェイプの色や透過度を変更するには、情報ウィンドウの右上の色見本をクリック→[OK]  

 
 7-2.シェイプを編集するには 

1. 左側パネルで [編集] をクリック→ 
2. シェイプの位置を動かすには、そのシェイプの上にマウスを近づけ、ポイントが表示されるの
で、動かしたいポイントを自由にドラッグして形を整える 

3. シェイプからポイントを削除するには、ポイントを右クリックして表示されるメニューから [削
除] を選択 

4. シェイプにポイントを追加するには、半透明のポイントの 1 つをクリックするか、シェイプを右
クリックして表示されるメニューから [ポイントを追加] を選択 

5. シェイプのタイトルや説明を編集するには、シェイプをクリックして情報ウィンドウを開き、編集
し終わったら、[OK] → [完了] をクリック 

 
８．.検索結果からの場所の追加 
お店やサービスなどを検索して、検索結果に表示されるアイテムを地図に保存→地図を作成するか
開く 

1. 地図に追加したいお店やサービス、または住所を検索→結果が [検索結果] タブに表示 
2. 保存したいアイテムをクリック→情報ウィンドウに表示される [マイマップに保存] をクリック
必要に応じて、タイトルや説明を編集し→[OK]  

 
９．地図上のアイテムの並べ替え 
目印や線などのアイテムを地図に追加したら、それらのアイテムの左側パネルでの表示順序を変更
するには、左側パネルの下部でアイテムをクリックし、リスト内の目的の位置にドラッグ 
 
１０．その他のコンテンツの追加  
10-1.リッチ テキストや HTML 形式の説明の追加 
地図に追加する説明の形式は、デフォルトでは書式のないプレーン テキストですが、リッチ テキス
トや HTML を使用することもでる 

1. 地図を作成するか開き→該当する目印、線、シェイプをクリックし⇒情報ウィンドウが表示→
[編集] →[テキスト]、[リッチ テキスト]、[HTML の編集] のいずれかを選択 

2. リッチ テキスト形式で説明を編集するには、書式を適用したいテキストを選択して、説明フィ
ールドにあるアイコンを使用 
 
 

3. [OK] をクリックして変更を保存 
 
10-2.写真の追加 
オンラインにある写真を地図に取り込むこともできる。 
写真をオンラインにアップロードするには、Google Picasa ウェブ アルバムなどのサービスを利用 
 写真を追加するには 

1. 地図を作成するか開き→該当する目印、線、シェイプをクリック→情報ウィンドウが表示→ 
[編集] をクリック 

2. [リッチ テキスト] か [HTML の編集] を選択 
3. [リッチ テキスト] モードを選択した場合は、説明フィールドの上にある画像アイコン（ツール
バーの最後のアイコン）をクリック→追加する写真の URL を入力 →[OK]  

 
 

javascript:toggleZippy('z6');toggleLayerDefault('sc6')
javascript:toggleZippy('z8');toggleLayerDefault('sc8')
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10-3.ビデオの追加 
Google ビデオや YouTube のビデオを地図に追加  
 ビデオを追加するには 

1. 地図を作成するか開く→該当する目印、線、シェイプをクリック→情報ウィンドウが表示→編
集] をクリック 

2. [HTML の編集] を選択→追加したいビデオを YouTube や Google ビデオで検索 
3. ウェブサイトやブログにビデオを埋め込むことができるコードのスニペットをコピー  
4. Google ビデオでは、スニペットは次のようになっている 

o <embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" 

type="application/x-shockwave-flash" 

src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-27498

1837129821058&hl=ja" flashvars=""> </embed> 
5. YouTube では、スニペットは次のようになっている。 

o <object width="425" height="350"><param name="movie" 

value="http://www.youtube.com/v/hKoB0MHVBvM"></param><para

m name="wmode" value="transparent"></param><embed 

src="http://www.youtube.com/v/hKoB0MHVBvM" 

type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" 

width="425" height="350"></embed></object> 

6. コードのスニペットを目印、線、シェイプの説明フィールドに貼り付け→[OK] をクリック 

 
１１．Ｗｅｂサイトにマイマップを埋め込むには 

1. マイマップを開き    「リンクボタン」をクリック→ 

2. 「ウェブサイトへの地図埋め込み用 HTMLコード」をコピー 

3. 埋め込みたいWebページにリンク張付けする 

 

画像のプロパティのアドレスを

コピーし、 

スクリプト プロンプトに貼り

付ける 

http://video.google.co.jp/
http://www.youtube.com/?gl=JP&hl=ja
javascript:toggleZippy('z9');toggleLayerDefault('sc9')

