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■コンテンツ種別を追加
コンテンツ種別に「地理情報」「データベース」を追加する。

地理情報コンテンツ・データベースコンテンツ新規作成

コンテンツ新規作成画面

■追加されるディレクトリ
下記のディレクトリが追加される
• 地理情報

検索結果⼀覧
個別地図ポータル（開発途中のため公開時には非表示とする）
登録申請
変更申請

• データベース
データベース検索

■追加されるピース
下記のピースが追加される
• 地理情報

検索フォーム
ダイレクト検索
かんたん検索
個別地図⼀覧（開発途中のため公開時には非表示とする）
地理情報登録件数

• データベース
項目検索フォーム
カテゴリ検索フォーム
空き枠検索フォーム
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■地理情報コンテンツ メニュー
地理情報コンテンツのメニューは下記の通りとする。

• 地理情報
緯度経度等を含む地理情報を管理する

• 登録・変更申請情報
公開画面から申請された地理情報の管理を⾏う
承認した情報を地理情報に取り込む

• レイヤー
データベースコンテンツと連携して、特定の検索条件を元に地理情報
データをフィルタリングして表示できるURLを生成する
開発途中のため公開時は非表示にする

• 個別地図
レイヤーを集約した地図を作成できる
開発途中のため公開時は非表示にする

• おすすめ検索
データベースコンテンツと連携して、特定の検索条件をあらかじめ管
理し、公開画面で組み合わせて検索できるようにする

• カテゴリ
地理情報に設定できる簡易なカテゴリ管理

• 設定
地理情報コンテンツ

地理情報コンテンツ メニュー
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■地理情報 一覧画面
⼀覧画面は以下の通りとする。

地理情報コンテンツ 地理情報 一覧画面

地理情報⼀覧画面

データベース連携している場合は
連携しているデータベースの第⼀項目の値を表示
連携していない場合は名称を表示

更新⽇が新しい順に表示

公開画面での詳細画面の
プレビューリンクを掲載。

地図表示をクリックで
登録されている地理情報を
地図上で確認できる

ステータスごとに絞り込んで
⼀覧表示
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地理情報コンテンツ 地理情報 一覧画面（地図表示）

地理情報⼀覧画面（地図表示）

登録されている地理情報を
地図上にプロット

「表示」をクリックで吹き出しを開き
詳細情報と詳細画面へのリンクを表示する
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■地理情報コンテンツ 地理情報 新規登録画面
設定画面は以下の通りとする。
他にメール取り込みに必要な情報があれば追加する。

地理情報コンテンツ 地理情報 新規登録画面

地理情報コンテンツ設定画面

データベースコンテンツと連携
選択したデータベースの⼊⼒
フォームが表示される

データベースコンテンツと連携
していない場合は、
「名称」「概要」「説明」の３
項目を⼊⼒できる

地理情報コンテンツ内に
簡易なカテゴリ管理機能を備え
地理情報にカテゴリを付与できる

画面下部に登録する地理情報設
定フォームを表示。

データベースコンテンツとの連携時、
任意の項目の値を元にジオコーディングして
座標を⾃動⼊⼒できる

■ジオコーディング
CSISシンプルジオコーディング実験（ http://newspat.csis.u-

tokyo.ac.jp/geocode/modules/geocode/index.php?content_id=2 ）を利⽤
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■地理情報 一覧詳細画面
詳細画面は以下の通りとする。

地理情報コンテンツ 地理情報 一覧詳細画面

地理情報 詳細画面

データベース連携している場合は
連携しているデータベースの項目の値を表示
連携していない場合は名称・概要・説明を表示
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地理情報コンテンツ 地理情報 エクスポート

■地理情報 エクスポート
エクスポート画面は以下の通りとする。
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地理情報コンテンツ インポート

■地理情報 インポート
インポート画面は以下の通りとする。
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地理情報コンテンツ 登録・変更申請情報 一覧

■変更登録申請 一覧画面
公開画面から投稿された地理情報を⼀覧表示する。

• 未処理
公開、および非公開の処理をまだ⾏っていない申請情報

• 公開済
公開され、地理情報にコピーされた申請情報

• 非公開
非公開処理を⾏い、地理情報にコピーされなかった申請情報

• 全申請
ステータスに関わらずすべての申請情報を表示

現在指定している検索条件でCSVファイルを出⼒する
項目は状態・名称・申請⽇・IPアドレス・ユーザーエージェント
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地理情報コンテンツ 登録・変更申請情報 一覧詳細

■登録・変更申請 一覧詳細画面
申請された内容を詳細画面で表示する。
「承認」クリックでデータを「地理情報」にコピーする。
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地理情報コンテンツ レイヤー 一覧

■レイヤー 一覧画面
登録されている地理情報をフィルタリングし、レイヤーとして地図上にまとめ
て表示する。
フィルタリング条件等を登録する。
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地理情報コンテンツ レイヤー 新規登録

■レイヤー 新規登録
レイヤー種別やデータエクスポート等の設定、凡例として表示
するHTMLの登録を⾏う。

データベース連携している場合は
連携しているデータベースの項目から、
検索対象項目として設定されている項目の⼊⼒フォーム
を表示する
⼊⼒した値を元に地理情報からデータを抽出し、地図上
に表示する
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地理情報コンテンツ レイヤー 一覧詳細

■レイヤー 一覧詳細画面
登録されているレイヤー情報とフィルタリング条件を表示する。
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地理情報コンテンツ 個別地図 一覧

■個別地図 一覧画面
⼀覧画面は下記の通りとする。
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地理情報コンテンツ 個別地図 新規登録

■個別地図 新規登録
登録画面は下記の通りとする。
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地理情報コンテンツ 個別地図 一覧詳細

■個別地図 一覧詳細
詳細画面は下記の通りとする。
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地理情報コンテンツ 個別地図 フォルダ登録

■個別地図 フォルダ登録
登録されているレイヤー情報とフィルタリング条件を表示する。
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地理情報コンテンツ おすすめ検索 一覧・詳細

■おすすめ検索 一覧・詳細
⼀覧画面と詳細画面は下記の通りとする。
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地理情報コンテンツ おすすめ検索 新規登録

■おすすめ検索 登録
登録画面は下記の通りとする。

データベース連携している場合は
連携しているデータベースの項目から、
検索対象項目として設定されている項目の⼊⼒フォーム
を表示する
⼊⼒した値を元に、公開画面で検索結果へのショート
カットリンクを生成する



20

地理情報コンテンツ カテゴリ 一覧

名称のリンクをクリックして、
子カテゴリの⼀覧に遷移
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地理情報コンテンツ カテゴリ 新規登録
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地理情報コンテンツ 設定画面

■コンテンツ設定画面
コンテンツ設定画面は下記の通りとする。

マップサーバー連携機能がないため削除する

⾃動返信メール機能は削除する
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データベースコンテンツ メニュー

■データベースコンテンツ メニュー

メニューは以下の通りとする。
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データベースコンテンツ データベース 一覧

■データベース 一覧画面
⼀覧画面は以下の通りとする。

データベースに登録されている
項目の管理ページに遷移

データベースに登録されている
データの管理ページに遷移
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データベースコンテンツ データベース 登録

■データベース 登録画面
登録画面は以下の通りとする。

公開画面の⼀覧ページおよび詳細画面で、
登録データを表示するためのHTML形式を登録
以下の置き換えテキストを⽤意
• [[item/項目ID]] … 各データの該当項目を出⼒
• [[link/detail_url]] … 各データの詳細画面URLを出⼒
• [[icons/項目ID]] … 該当項目が“データベース参照回
答”のときに利⽤可能。アイコンURLとして登録されてい
る画像を⼀覧表示する

• [[if/項目ID]]〜[[if/項目ID/end]] … 項目IDに値が存
在する時のみ出⼒

• [[unless/項目ID]]〜[[unless/項目ID/end]] … 項目
IDに値が空の時のみ出⼒
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データベースコンテンツ データベース 一覧詳細

■データベース 詳細画面
詳細画面は以下の通りとする。
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データベースコンテンツ アイテム項目 一覧

■アイテム項目 一覧画面
⼀覧画面は以下の通りとする。
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データベースコンテンツ アイテム項目 登録

■アイテム項目 登録画面
登録画面は以下の通りとする。

他のデータベースをマスターとして指定できる

他のデータベースをマスターとして指定した時に、
登録データ上で値として表示される項目

他のデータベースをマスターとして指定した時に、
アイコンURLとして扱われる項目

ピースで検索フォームを⾃動生成する際に、
検索項目として表示される
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データベースコンテンツ アイテム項目 一覧詳細

■アイテム項目 詳細画面
詳細画面は以下の通りとする。
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データベースコンテンツ データ 一覧

■データ 一覧画面
⼀覧画面は以下の通りとする。

アイテム項目で最も並び順が若い項目の値を出⼒する
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データベースコンテンツ データ 登録

アイテム項目のアイテム種別設定に従って
⼊⼒フォームを生成

添付ファイル、地図マーカーを登録可能
地図マーカーはZOMEKI標準機能の地図であり、
地理情報コンテンツとは連携しない
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データベースコンテンツ データ 一覧詳細
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データベースコンテンツ 設定画面

■コンテンツ設定画面
コンテンツ設定画面は下記の通りとする。


