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スマートフォン古地図表示アプリの開発と
町歩きサークルでの活用

杉本 圭優　　　　大屋 由香里　　　　山﨑 誠

概要
　古地図と現代地図を表示し、過去と現在の地理的変化の比較や名所旧跡をガイドするスマートフォン古地図
表示アプリを開発した。町歩き中にこのアプリを使うことで、現地で過去と現在の違いや昔から変わらないもの
を理解できる。
　本アプリは富山インターネット市民塾の町歩きサークル「ブラ富山」が企画し、先端技術研究所が開発を担当
した。開発では地図制御、古地図表示、ガイド情報の管理にGoogle マップAPIを用いて効率化を図るとともに、
PhoneGap[1]を用いたマルチプラットフォーム開発を行った。
　本稿では、機能の紹介と町歩きサークルの方々にアプリを活用いただいた結果を報告する。

  1.  はじめに
　古地図を持って町を歩き、その土地の魅力を再発見するこ

とがブームとなっている。スマートフォンの普及と併せて、ス

マートフォンによる町歩きを支援する取り組みが日本各地で行

われている。ATR Creativeの「ちずぶらり」[２]や日本地図

センターの「東京時層地図」[３]など古地図表示可能なアプリ

が、自治体主導のもと観光用途で多く提供されている。町歩き

支援に加え、地域のファンを増やすこともアプリ提供の大きな

目的である。アプリを使ってもらうことで、過去と現在、時代ご

との地域の移り変わりを理解することができる。また、時代に

より変わらないものの貴重さや次世代に受け継ぐべきものに

関心を持ち、地域に愛着や誇りを感じてもらうことができる。

このように地域に対する理解や愛着、誇りを持っていただくこ

とが、地域の魅力の再発見であり、地域のファンづくりにつな

がる。

　富山インターネット市民塾にて活動している町歩きサークル

「ブラ富山」では、定期的に富山市街地などを巡る町歩きイベ

ントを開催し、多くの参加者を集めてきた。寺社、旧家、石

仏、城跡等、昔から今に残る史跡、資料館、博物館の見学や、

昔の地形や町並みを推測することができる川、道路等の痕跡

を巡ることで、富山の歴史や町の魅力を認識、再発見するこ

とが町歩きイベントの魅力となっている。町歩きイベントでは、

メンバーによる解説と併せて資料を読むことで、現地で見るだ

けではわからない歴史的な価値や時代背景等についてイベン

ト参加者は理解を深めている。

　町歩きイベントでは、自治体や出版社が発行した観光ガイド、

パンフレット等は利用せず、町歩きサークルメンバーである地

域住民が制作した町歩き用の資料を利用している。資料には、

サークルメンバーが町歩きで巡る史跡等について独自に調査し

た内容や、文献、古地図、史跡等の写真が盛り込まれており、

毎回、イベント参加者に配布している。観光ガイド、パンフレッ

ト等ではあまり取り上げられない観光スポットについて、サー

クルメンバーが独自の視点で、歴史に関する考察や、過去から

現在の変化について解説した資料を用いている点が、町歩き

イベントの特徴である。

　また、独自の資料を使った町歩きの楽しさを実感したイベン

ト参加者がサークルメンバーとして、新しいイベントの提案や
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図１  システムの構成

  2.  アプリの概要
　古地図表示アプリは iOS端末、Android 搭載端末に対応して

おり、両OSのアプリケーション配信サービスにて「ブラ富山」と

して提供されている。アプリの主要機能として古地図を現代地図

に併せて表示する「古地図表示機能」、地図上に名所旧跡等の情

報を掲載し、利用者が指定した情報について詳細を表示する「場

所情報表示機能」、ガイドマップに掲載されたQRコードを読み

取り該当の場所を表示する「ガイドマップ連携機能」がある。

　また、サークルメンバーが日常的なコミュニケーションの場で活

用している富山インターネット市民塾の学習・コンテンツ管理シ

ステムにはサブシステムとして「場所情報コンテンツマネージメ

ントシステム（以下、場所情報CMS）」があり、アプリ上に表示す

る名所旧跡等の場所情報を登録することができる。場所情報は

Google マップのマイマップにて管理を行い、Google マップ API

によりアプリは情報の参照、表示を行う。以上の構成を図で表す

（図１）。　

開催場所の調査と資料の作成、イベントの実施に関わるよう

になっている。新たにサークルメンバーとしてイベントの提案

や資料の作成に携わることで、サークルメンバーそれぞれがよ

り深く地域を理解し合い、新たな視点を持った資料が増えて

いる。このように、サークルメンバーの学習量と町歩きに関わ

るコンテンツが「自己増殖」[４]していることが町歩きサークル

「ブラ富山」の特徴である。

　町歩きサークル「ブラ富山」と当社は、町歩きで巡る史跡

等の観光スポットについて独自にまとめた資料の蓄積と、古

地図と現代地図を照らし合わせて見ることで、過去と現在、時

代ごとの移り変わりを知ることができる点に着目し、古地図表

示アプリの開発を行った。サークルの町歩きイベントは富山市

街地周辺で行われていることから、掲載する地図や観光スポッ

トに関する情報は富山市街地周辺を対象範囲としている。町

歩きイベント参加者が、イベント前の事前学習や、イベント後

の振り返り、町歩き中に地図や場所に関する情報を得ること、

時代による移り変わりを知ることをアプリで支援するため、富

山インターネット市民塾がアプリを提供している。

　また、サークルメンバーが中心となって出版した「富山探検

ガイドマップ」[５]に掲載された場所について、アプリ上にその

場所の位置や詳細な情報することで、書籍とスマートフォンと

が連動して観光スポットを紹介する点はこれまでの同様のアプ

リにはない機能である。

　本稿では古地図表示アプリの機能、システム構成について

紹介し、町歩きでのアプリの活用結果について報告する。

　古地図表示アプリは限られた開発予算の中でiOS搭載端

末、Android 搭載端末双方に対応するという条件からマル

チプラットフォーム展開可能な開発フレームワークの選定を

行った。かねて当社では業務アプリケーション向けライブラ

リ、プラグインを含むマルチプラットフォーム展開可能なハイ

ブリッドアプリの開発プラットフォーム「SPeeDy」の研究開

発を進めていたことから[６][７]、SPeeDyのベースとなった

PhoneGapを開発フレームワークとして採用した。
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図２  古地図表示機能

2.1  古地図表示機能
　古地図表示機能は、画像データ化した江戸時代と大正時代

の富山市街地の古地図を取り込み、現代地図（Google マップ）

上に取り込んだ古地図を重ねて表示する（図２）。現代の地図に

重ねた古地図は透過して表示することが可能である（図３）。古

地図の透過によって、下地となる現代地図が現れ、過去と現在

の地形や建物等の地理的変化を理解することができる。

2.2  場所情報表示機能
　地図上には現代／大正／江戸の時代ごとに、場所情報CMS

を用いて登録された史跡や建物、場所等にまつわるコンテンツ

（説明文、画像等）が表示される（図４）。場所情報が登録され

ている地図上の地点には、場所情報を示すピンや人物、建物等

のアイコンが表示される。アイコンと合わせてコンテンツの中

に含まれる画像も地図上に表示することが可能であり、当時の

町の様子が再現される。地図上のアイコン、画像をタップする

と場所情報の詳細が表示される。

　現代地図と比べると古地図は方位、位置関係に歪みなどの

誤差があるため、そのままでは古地図を現代地図に重ねるこ

とができない。そのため、地質調査会社に依頼し、富山城等の

発掘記録や今も残る地図上の場所と古地図を照らし合わせ、

地図の誤差を修正した。また江戸時代の古地図は紙や染料の

劣化、折り目が付いている、文字が草書体で読みにくい等、古

地図そのままでは非常にわかりにくい。よって、スキャナで取

り込んだ誤差を修正した地図をもとに、画像編集ソフトを使い

建物や街路、川等をトレースした古地図を作成した。このよう

に古地図を加工、修正したことによって、理解しやすくわかりや

すい古地図とすることができた。

図３  江戸時代の古地図の透過（富山県庁周辺部）

図４  場所情報表示機能

2.3  ガイドマップ連携機能
　アプリの開発とともに町歩きサークルでは、現代／大正／

江戸の時代ごとに史跡や建物、場所等の場所情報を２００カ所

登録した。富山インターネット市民塾ではこれらの場所情報を

ベースに、新たな情報を加え富山市街地の町歩きと歴史を楽し

むガイドマップとして「富山探検ガイドマップ」を発刊した。ガ

イドマップ中に紹介された史跡、建物等に関する位置や詳細

な情報について古地図表示アプリ上で表示する機能が「ガイド

マップ連携機能」である。

　ガイドマップに記載されている史跡や建物等のうち、古地図

表示アプリ上で位置や詳細な情報を表示が可能なものにはガイ

ドマップ中にQRコードが記されている。このQRコードを古地図

表示アプリで読み取ると、地図中に場所を示すアイコンと詳細な

情報が表示される。地図上に場所が表示されるので、現在位置

からどの程度離れているか、どのように進めばガイドマップに記

載された場所に行くことができるかわかる。古地図に切り替える

ことも可能であるため、例えば史跡の場所であれば、古地図を表

示することで史跡があった当時の姿を想像することができる。
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2.4  場所情報CMS
　場所情報CMSは、古地図表示アプリの場所情報表示機能

にて表示する場所情報を登録するためのシステムである（図５）。

現代／大正／江戸の時代ごとに、地図上の任意の場所に、場所

の名称、場所に関する説明文、画像等を登録することができる。

登録された場所情報の位置は、地図上にアイコンにより示され、

アイコンをクリックすることで場所の名称、場所に関する説明

文等が表示される。

　富山インターネット市民塾の町歩きサークルに参加している

サークルメンバーは、場所情報CMSを用いて場所情報を登録す

ることができるが、登録した場所情報を古地図表示アプリに掲

載するにはサークル管理者による内容や表現について審査を

経る必要がある。町歩きサークルでは、サークル管理者だけで

なく参加者が町歩きイベントの企画を行っていることから、日ご

ろから身近な地域の歴史や文化を掘り起こしコンテンツ化する

ことを熱心に行っている。現在、登録した場所情報は２００カ所に

及び、これらの情報がガイドマップ発刊の下地となっている。

図５  場所情報 CMS

  3.  アプリの活用結果
　富山インターネット市民塾の町歩きサークルにて開催した町

歩きイベント（２０１３年１２月開催「富山の老舗めぐり」、２０１４年

３月２１日開催「松川の橋巡り＆松川遊覧船」）にて、イベント

参加者に古地図表示アプリを使った感想を聞き、古地図表示

図６  町歩きイベントでのアプリ活用の様子

アプリの効果について検証を行った。スマートフォン、タブレッ

ト端末を所有しないイベント参加者にはタブレット端末を貸し

出し、利用してもらった（図６）。以下、検証の観点別にイベン

ト参加者からの感想、指摘と、町歩きでのアプリ活用やアプリ

そのものに関する課題、課題の対応策を記す。

（１）「古地図表示機能」による過去と現在の比較についての感想

　　● 時代ごとに地図が変わるので変化がわかり面白い

　　● スマートフォン、タブレット型端末だけでなくPCでも時

　　　代の変化がわかるとよい

（２）アプリに掲載された場所情報、地図についての感想

　　● コンテンツや地図の対象範囲を富山城周辺以外の旧富

　　　山市まで増やして欲しい

　　● 場所情報の数を増やして欲しい

　　● 写真付きのコンテンツを増やして欲しい
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　以上の感想から、古地図表示機能により時代を通して町の様

子が変化していくことや、掲載された場所情報により地域の歴

史や文化に関して興味を持ってもらえたようである。現時点で

登録した場所情報は、富山市街地周辺２００カ所に及ぶが、様々

な関心を持つ利用者の期待に応えるには場所情報の数を増や

すこと、掲載範囲を広げることが課題である。

　町歩きサークルの目的から富山市街地周辺から掲載範囲を

広げることは難しい。また、参加するメンバーがボランティアに

より場所情報の登録を行っている現状から、（２）にあるアプリ

に掲載された場所情報を充実するには、行政や地域の商店等の

協力を得ながら、コンテンツづくりに参加するサークルの拡大

が望まれる。

（３）アプリの動作についての感想

　　● 地図の切り替えや地図の透明度を調整する際の動作に

　　　時間がかかる

　　● 場所情報の数や掲載する写真が地図上に表示されるま

　　　で時間がかかる

　今回、iOS用とAndroid用のアプリを同時に効率よく開発

しなくてはいけないという制約があったことから、HTMLと

JavaScriptのWebアプリケーションの技術を用いた開発フ

レームワークであるPhoneGapを採用した。PhoneGapを採

用したことで、OSに関わらず同一のソースによる開発が可能と

なり、OSごとに異なる開発環境、開発言語を採用することに

比べ、開発工数が削減された。

　今後、アプリの活用が進めば画像を含めた場所情報の数の

増加に伴う動作レスポンスの低下が予想される。画像処理をア

プリ上ではなく、端末のスペックや回線速度、アプリでの表示

サイズに合わせサーバ側で行うことで、端末の描画負荷を減ら

し動作レスポンスを向上することが必要と考える。

（４）ユーザインタフェースに関する感想

　　● 地図の拡大縮小が＋－でわかりにくい

　　● スマートフォンだと画面が小さいのでもっとわかりやすく

　　　工夫して欲しい

　イベントには、高齢者が多く参加していたが、高齢者もアプリ

に対して強く関心を示していた。スマートフォンの操作には尻込

みするものの、アプリに表示された地図や写真を見せることで、

互いのエピソードなどを交わす高齢者が見られた。昔の町の面

影を記憶している高齢者にとって、アプリのコンテンツには非常

に関心を持つものと考えられることから、高齢者にもわかりや

すく、操作しやすいユーザインタフェースの開発が必要である。

　また、アプリのユーザインタフェースはスマートフォン、タブレッ

ト型端末とも共通しており、表示領域の制約があるスマートフォ

ンでは、ボタンなどが操作しづらく、画面サイズに対して表示す

る情報量が多いことで見づらかったものと考えられる。アプリを

使用するスマートフォン、タブレットの画面サイズ、画面解像度に

合わせたボタン、文字、画像の表示サイズの拡大、レイアウトの

変更によるユーザインタフェースの改善が必要である。

（５）機能についての要望

　　● 歩いた経路をアプリに記録し、ブログなどで公開したい

　　● 町歩き中にお店を探すのに使いたい

　今回、町歩きイベントにてアプリの活用を行ったことから、

町歩きをより楽しくすることができる機能についての要望が多

かった。アプリ利用者が町歩きイベント外で単独でアプリを利

用する場面では、イベントとは異なり、サークルメンバーによる

口頭での説明で情報を補うことや、他の参加者との会話で町歩

きを楽しむことができない。よって、場所情報を整理しわかりや

すく伝える工夫や、町歩きを単独でも楽しめる工夫がアプリに

必要である。例えば、GPSを用いた行動履歴の記録や、町歩き

中に気づいたこと、発見したことなどをメモとして残し共有す

る機能、史跡や老舗など町歩き中に寄りたい場所を「史跡」「老

舗」「伝承」など場所を示すジャンルごとに検索しガイドする機

能等の開発が考えられる。

（６）町歩きにスマートフォン、タブレット型端末を利用するこ

　　 とについての感想

　　 ● スマートフォンを見ながら歩くのは大変、説明する人が

　　　 いると楽しい

　スマートフォンやタブレット型端末は、PCに比べ操作が比較

的容易になったとはいえ、町歩き中に利用するのは安全上も操

作の面でも課題がある。移動中は操作しなくてもGPSにより

現在位置の把握が可能であることから、現在位置から近い場

所情報があれば、場所情報の存在を音声等で知らせたり、情

報の内容を読み上げたり等、利用者の操作を支援する機能の

開発が求められる。

  4.  まとめ
　古地図と現代地図を表示し、過去と現在の地理的変化の比

較や名所旧跡をガイドするスマートフォン古地図表示アプリを

開発し、富山インターネット市民塾の町歩きサークルにてアプ

リを活用いただいた。
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