
④ 最大ズームレベル
モザイク処理は、出力の Google マッ
プタイルオーバレイの最高解像度
を最高解像度を持った入力ラスタと
同じか、それより小さくなるように
[ 最大ズームレベル (Maximum Zoom 
Level)] 設定の初期値を設定します。
例えば、上の図のモザイクレイアウ
トでは全ての入力ラスタのセルサイ
ズが 1 メートルなので、最大ズーム
レベルの初期値はレベル 18、もしく
はピクセルサイズで 0.6 メートルに
設定されます。

⑤ 最小ズームレベル
[ 最小ズームレベル (Minimum Zoom 
Level)] は、タイルオーバレイの画
像領域が縦横 256 ピクセルを超えな
い最低値が初期値となります。通常、
画像の地理的範囲が Google マップの
固定グリッド境界をまたがるため、
最大 4 タイルのレベルになります。最小または最大ズームレベ
ルを変更して、Google マップタイルセットで生成されるズーム
レベルの数を小さくすることができます。
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① 参照系
[ 出力 (Output)] タブパネルで
モザイク処理の出力として
[Googleマップ(Google Maps)]
を選択すると、
[範囲 (Extents)]
タブパネルの
[参照系 (Reference 
System)] オプション
が Google マップで
必要とされる
[球面 /ウェブ
メルカトル
(Spherical/Web 
Mercator)] 座標
参照系に自動的に
セットされます。

② 画像フォーマット
Google マップのタイルオーバ
レイには JPEG または PNG 形式
のタイルが使用できます。デ
フォルトの[自動(Automatic)]
フォーマットオプションは有
効な画像領域の境界があるタ
イルには自動的に PNG フォー
マットを使用し ( ヌル領域を透過効果にするため )、その他の
領域には [JPEG ユーザ定義 (JPEG User Defined)] フォーマッ
トを使用します ( 最大の圧縮効果を得るため )。タイルフォー
マットの選択に関する詳しい情報はテクニカルガイドの " モザ
イク：Google マップと Google Earth のタイルフォーマット
(Mosaic: Tile Formats for Google Maps and Google Earth)"
をご覧下さい。

③ タイルサイズ
Google マップの標準タイルオーバレイのタイルサイズは全て
縦横 256 ピクセルです。このタイルサイズはモザイクの出力に
[Google マップ ] を選択したときに自動的に設定されます。携
帯電話用のタイルを作るため、縦横 128 ピクセルのタイルサイ
ズオプションも用意されています。

Google マップのズームレベル
Google マップのタイルオーバレイには、様々な固定倍率での
表示用に、あらかじめ処理された低解像度のタイルセットが
含まれています。ズームレベルは 0 から始まる番号が振られ
ていて、レベル 0 は地球全体が 1 つのタイルで、中心が経度 0
度、緯度 0 度にあります。ズームレベルが 1 上がるたびに、x、
y 方向のタイル数が 2 倍になります。レベル 1 は地球全体が
2x2( 個 ) のグリッド状のタイルでカバーされ、レベル 2 は地
球全体が 4x4( 個 ) のタイルとなり、以下同様です。この構造
はまた、各タイルの行と列が地球上の特定の地理的位置に対応
することを意味します。タイルサイズが縦横256で固定のため、
ズームレベルが上がると、ピクセルサイズが小さくなることに
よりタイルの空間的解像度が上がります。右の表には赤道での
公称のピクセルサイズがズームレベルが大きくなる順に示され
ています。

　TNTmips の自動モザイク処理は、あなたの膨大な地図や画像データを Google マップのネイティブなタイル構造である

「タイルオーバレイ」を持ったタイルセットに変換できます。このタイルオーバレイをあなたのウェブサイトに置けば、

誰でもブラウザを使ってアクセスできますし、また、DVD 等のメディアを使ってローカルに配布することもできます。

この処理は、厳密に定義された Google マップのタイルオーバレイ構造の生成に加えて、タイルセットを参照するサンプ

ル HTML ファイルを生成します。それを使ってネイティブな Google マップのタイルレイヤやラベルと様々に組み合わせ

てブラウザに表示することができます (Google マップのマッシュアップ )。この HTML ファイルをそのままウェブページ

として使ったり、使いたい箇所をコピー＆ペーストして既存のウェブページに Google マップマッシュアップを埋め込ん

だりもできます。ネイティブの Google マップレイヤを参照するマッシュアップを公開するには、使用を認証する「Google

マップ API キー」を入手する必要があります。< モザイク (Mosaic)> ウィンドウを使って、API キーを入手・入力して、

その API キーをモザイク処理が生成するサンプルの HTML に書き込むことができます。

　下記の番号のついた説明 ( 図の番号と一致しています ) は、Google マップのタイルセットを作成するための様々な設

定とオプションについて解説しています。

Google
マップの
固定ズー
ムレベル

赤道上で
の公称ピ
クセルサ

イズ

12 39 m

13 19 m

14 10 m

15 5 m

16 2.4 m

17 1.2 m

18 60 cm

19 30 cm

20 15 cm

21 8 cm
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⑥ Google マップキー
も し す で に「Google マ ッ プ
API キー」を入手していれば、
このフィールドに入力しま
す。まだ API キーを入手して
いなければ[Googleマップキー
(Google Maps Key)] ボタンを
押します。するとブラウザが
開いて「Google マップ API」
にサインアップするページ
を表示するので、そこで
キーを入手できます。

⑦ データが無い場合
のテキスト
(No data text)
地図の範囲を超えて
移動したり、タイル
オーバレイの存在する
ズームレベルを超えて
(つまり Google タイルが
無いような場所を )拡大表示
すると、表示できない空白領
域に対して「データがありま
せん」のメッセージが透明 PNG
タイルに表示されます。[ノーデータテキスト (No data text )] フィールドの文字列を編集してこの表示メッセージを変更できます。

⑧ Zip 圧縮出力
Google マップタイルオーバレイは、一連のサブディレクトリに編成された何十万個もの小さな個別のタイルファイルから構成されていま
す。タイルセットをそのまま他のドライブやメディアにコピーすると、ディレクトリやファイルの数が多いためたいへん時間がかかります。
タイルセットを 1つの Zip ファイルにまとめて圧縮 (アーカイブ )してあればより速くコピーできます。

Google マップタイルオーバレイを移動したり再配布したい場合は、[Zip 出力 (Zip output)] トグルボタンをオンにして、タイルオーバレ
イやそれを参照するサンプル HTML ファイルを 1 つの Zip ファイルにコピーします。Zip ファイル生成後に元のタイルオーバレイファイル
を削除したいときは、その隣にあるトグルボタンもオンにします。

上の図のモザイク
レイアウトで生成
されたサンプルの
Google マ ッ プ タ
イルオーバレイを
一覧表示している Windows のディレクトリ。[ 自動モザイク (Auto 
Mosaic)] 処理を開始するときにユーザが指定する「ファイル名」
がディレクトリ名「ファイル名 _Tiles」に使われます。そこに全
タイルファイルとそのタイルセットを参照するサンプル HTML ファ
イル「ファイル名 .html」が入っています。

Google マップタイルオーバレイを参照す
るサンプル HTML ファイルは、ブラウザ表
示画面の上部に並ぶ [ 地図 (Map)]、[ 航空
写 真 (Satellite)]、[ 地 形 (Terrain)] の
フローティングボタンと、それらのレイヤ
と自分のタイルオーバレイのマッシュアッ
プを選択できるドロップダウンメニューの
[ ローカル (Local)] ボタンを提供します。
左の表示画面は、このページの右上に示さ
れたモザイクレイアウトを使って作成し

た Google マップタイルオーバレイをブラウザで表示したものです。
「Local+GM」のマッシュアップを選択すると、ローカルなタイルオー
バレイ (カラー赤外線画像 )を Google マップの航空写真レイヤの上
に置き、さらにその上に Google マップのラベルと道路を表示するレ
イヤを重ねます。

サンプル HTML ファイルは住所検索のための Google ツールバーも提
供します。また、Google マップのズームレベルの選択をタイルオー
バレイの設定範囲に制限したり、タイルオーバレイの範囲を超えて
表示の中心を移動することを制限します。

⑥
⑦
⑧

フローティングボタン [ローカル ]ボタン

ローカルタイルオーバレイのみ
(Google レイヤ無し )

Google 航空写真レイヤの上に重ねた
ローカルタイルオーバレイ

Google マップレイヤの上に重ねた
ローカルタイルオーバレイ (初期表示 )

Google の道路とラベルを重ねた
ローカルタイルオーバレイ

Google 航空写真レイヤの上にさらに
Google の道路とラベルを重ねた
ローカルタイルオーバレイ

API キー


