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Google Maps Now Lets You Find Fresh Air 

ｈ 

boast   誇る、自慢する 

feature   特徴 

latest   最新の 

unveil    明かす 

smoggy   スモッグの多い 

 

《Vocabulary and Phrase》                           

グーグルマップはすでにユーザーにとり豊富にある便利な特徴を誇っている// 人がどこに

いるのかを示すのに加えて/ ルートを計画したりリアルタイムの音声指示やストリートビュ

ーを提供している/ 交通や足跡レストランレビューやさらに多くのものを// グーグルは最

新のツールを明かした// ユーザーは大気質指標をクリックすることができる/ 自転車やピ

クニック、キャンプ、ハイキングなどで出かける前に// グーグルの製品ブログは述べている/ 

「あなたが新しい場所を訪れたりアウトドアの遊びを計画しているとき/ 大気の状態を知

ることができるのは便利だ/ たとえば非常にスモッグが多いかなど// それは加えて言うそ

の新しい AQIは/ 大気が体によいか悪いかの目安になる/ アウトドア活動のガイダンス

になるとともに// そのあたらしい機能はグーグルマップにおいて「レイヤー」である// それを

見るためにはスクリーンの右上の「レイヤー」アイコンをタップする// これは衛星写真やス

トリートモードを選択できるボタンと同じである// ユーザーはマップ上に大気の状態を確

認できる新たなオプションを見ることができる// グーグルは言った私たちは気象や大気の

環境の分野のパートナーと綿密に協力している/ ユーザーが最も必要なときに役立つ信

頼ある情報が出てくるように// 私たちは、夏を楽しめるように安心し情報を得ることので

きるためにこのツールが役に立つことを願っている// AQIはまた最新の情報を提供する/ 

大気の質の体への影響を// 加えて「近郊の山火事」フィーチャーがある/ それは人々に

火事の状況を警告、情報提供、アドバイスする// 

Google Maps already boasts a wealth of useful features for users.// 

Besides showing people where they are,/ it plans routes, provides real-

time spoken directions, street views,/ traffic and footfall information, 

restaurant reviews and a whole lot more.// Google has just unveiled its 

latest tool.// Users can now click on its Air Quality Index (AQI)/ before 

heading out for a bike ride, picnic, camping trip or hike.// Google's 

products blog stated:/ "When you're visiting a new place or planning 

outdoor activities,/ it can be helpful to know the air quality conditions/ – 

like whether it's unusually smoggy."// It added that its new AQI is/ "a 

measure of how healthy (or unhealthy) the air is,/ along with guidance for 

outdoor activities."// The new feature is a "layer" on Google Maps.// To 

view it, users tap on the "Layers" icon in the top right corner of the 

screen.// This is the same button for selecting the satellite or street view 

modes.// Users will see the new option to see air quality information on 

their map.// Google said: "We collaborate closely with partners in the 

weather and air quality space/ to surface helpful and authoritative 

information when you need it most.// We hope these tools help you feel 

safe and informed/ so you can enjoy the summer."// The AQI will also 

provide updated information/ on the health impact of the air quality.// In 

addition, there is a "wildfires near me" feature/ to alert, update and 

advise people on the status of fires.// 

《Linking Logic》 

ex.) safe and informed 

 

satellite   衛星 

closely    綿密に 

surface   浮かび上がる 

authoritative   権威のある 

wildfire   野火 
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