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アイコンの説明 

 ノート：特定のトピック、手順に関する追加の情報、例外事項や特記事項を示します。 

 ティップス：概念の理解や手順を実行するための簡単なヘルプです。 

 外部リソース：トピックに関する参考資料などを示します。 

 ベスト プラクティス：目的や優先事項を達成し、かつ時間を短縮するための一般的、あるいは専門

的なガイドラインです。 

 警告：問題となりうる箇所や、避けるべき行動を示します。 
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はじめに 

本ガイド策定の背景 

欧米諸国を端緒としたオープンデータ推進の取り組みは現在、世界中のさまざまな分野の組織

へと広がりつつあります。日本においても、2012 年に策定された「電子行政オープンデータ戦

略」※ を契機として、国、地方公共団体が保有するデータを中心に、二次利用が容易な利用ルー

ルおよびデータ形式で公開する動きが活発になっています。 

「オープンデータ」とは、オープンデータ流通推進コンソーシアムが公表した「オープンデー

タガイド 第 1 版」によると、以下のように定義されます。 

「オープンデータ」とは、「営利目的も含めた二次利用が可能な利用ルールで公開」された、

「機械判読に適したデータ形式のデータ」である。 

本ガイド「ESRI ジャパン オープンデータガイド」は、上記に記載したオープンデータの定

義のうち、「機械判読に適したデータ形式のデータ」を公開すること、特に、緯度・経度や住所

などの地理空間情報を含むデータの公開をサポートすることに焦点を当てたガイドです。 

※高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部「電子行政オープンデータ戦略」（2012 年 7 月 4 日決定）

<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/denshigyousei.html> 

 

ESRI ジャパンにおけるオープンデータ推進の取り組み 

オープンデータと地理空間情報は密接な関係にあります。オープンデータとして一般に公開す

るデータセットのうち、避難所や AED 設置場所などの施設データには、緯度・経度や住所など

実際の所在位置を示す情報を含んでいます。同様に、人口などの統計データに関しても、集計単

位となる市区町村や町丁・字等の境界情報が紐付きます。このように、オープンデータには、何

らかの地理空間情報と紐づくことが大半です。 

地理空間情報の活用に取り組んできた ESRI ジャパンでは、データの公開と活用、そして課題

解決や価値創出へとつなぎ、データの流通サイクル全体を円滑に回す取り組みを、マップの作成

や分析・解析プラットフォームの提供をはじめ、地理空間情報の活用の観点で全般的にサポート

することで、オープンデータ推進に貢献いたします。 

その中で、データカタログサイトを簡単に構築・運用いただけるキットである「ArcGIS Open 

Data」を提供することで、データの「公開」フェーズと「活用」フェーズを円滑につなぐこと

を支えます。 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/denshigyousei.html
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データ流通サイクル全体をサポート 

 

データ流通サイクルの中で、データの「公開」と「活用」の双方の目的をつなぐ流通基盤が「デー

タカタログサイト」です。データ公開者にとっては、オープンデータ推進による効果が高まるよ

うなデータセットの公開方法・技術の検討はもちろんのこと、データセットの公開・更新業務を

継続的に運用可能とする業務フローを構築することが重要です。一方、データ利用者にとっては、

データセットの検索・ダウンロードを効率的に行い、データ加工の手間を省きつつアプリ開発や

データ分析・解析フェーズに取り組めるようなデータ流通基盤であることが重要です。 

このような課題・ニーズを解決するために ArcGIS Open Data を利用することで、データ

の公開者は、利用者にとって利便性の高いデータ公開方法を実現することはもちろん、業務運用

の負荷軽減や継続性も支えることを実現します。その結果、データ流通の円滑化を実現し、デー

タによる課題解決・価値創出につながると ESRI ジャパンでは考えています。 

そこで、ArcGIS Open Data を使用したデータカタログサイトの構築・運用をいっそう簡単

に実施いただけるような方法を ESRI ジャパンにて検討し、本冊子「ESRI ジャパン オープン

データガイド」として公表いたしました。 

 

本ガイドの概要 

「ESRI ジャパン オープンデータガイド」は、データカタログサイト構築キットである 

ArcGIS Open Data を使用し、各組織独自のデータカタログサイトをご自身の手で開設し、継

続的にデータ公開を行えるようにすることに焦点を当てたガイドです。 

  

Copyright© 2014 Esri Japan Corporation All Rights Reserved 本資料の全体またはその一部を、ESRIジャパン株式会社の許可無く対外的に開示・配布することを禁じます。本資料の全体またはその一部を、ESRIジャパン株式会社の許可無く対外的に開示・配布することを禁じます。

データ流通サイクル全体をサポート

 ESRIジャパンは、地理空間情報を含むデータ流通サイクル全体においてオー
プンデータ推進を支えます。

課題解決・
価値創出

活用作成・管理

公開

• ArcGIS での
分析、開発

継続的に
サポート

• ArcGIS での
GIS データ
作成

公
開
者

• ArcGIS Online
を用いたデータ
公開

• 課題解決支援、
コンサルティング

• 製品サポート

利
用
者
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ArcGIS
Open Data

• 他アプリ
ケーション
でのデータ
作成

• 他アプリケー
ションでの
分析、開発
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本書の構成は、次のとおりです。 

第 2 章 データセット公開のためのツール 

ArcGIS Open Data をはじめ、データセットを公開する際に使用するツール群を紹介します。 

第 3 章 データカタログサイトを開設しよう 

ArcGIS Open Data を使用して、独自のデータカタログサイトを開設するための基本的なス

テップを説明します。 

第 4 章 データカタログサイトにデータセットを登録しよう 

ArcGIS Open Data を使用して開設したデータカタログサイトに、データセットを登録する

ための基本的なステップを説明します。また、データ検索や二次利用を容易にするために重要と

なる、メタデータの記載方法も説明します。 

第 5 章 データカタログサイトを利用しよう 

データ利用者の視点で、ArcGIS Open Data で開設したデータカタログサイトから目的の

データセットを検索し、ダウンロードする際のステップを説明します。 

 

なお、オープンデータ推進の基本的な考え方や検討事項に関しては、オープンデータ流通推進

コンソーシアムが策定した「オープンデータガイド 第 1 版」を参考にしています。オープンデー

タ推進の 2 大要素は、①利用ルールの設定と、②機械判読に適したデータ形式での公開です。

本ガイドは、これらの要素のうち「②機械判読に適したデータ形式での公開」に関するガイドと

して位置づけています。 

もう一方の要素である、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスなどの二次利用が容易なライ

センスをデータに設定する「①利用ルールの設定」に相当する範囲は、「オープンデータガイド 

第 1 版」の「第二部 利用ルール編：データに利用ルールを設定しよう」をご参照ください。 

「ESRI ジャパン オープンデータガイド」により、オープンデータ推進に取り組まれる組織

が、データ公開業務を円滑に推し進める一助となることを願います。 

 オープンデータ流通推進コンソーシアム「オープンデータガイド 第 1 版」は、以下のサイトから

ダウンロードいただけます。 

＜http://www.opendata.gr.jp/news/1407/140731_000866.php＞ 

 

 

 

http://www.opendata.gr.jp/news/1407/140731_000866.php
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データセット公開のためのツールの紹介 

この章では、ArcGIS Open Data をはじめ、ArcGIS Open Data の基盤となるサービスであ

る ArcGIS Online、データセットの加工やアップロード作業を行うための ArcGIS for Desktop 

など、オープンデータとしてデータセットを公開する際に使用するツールを紹介します。 

 

データカタログサイト構築キット「ArcGIS Open Data」 

ArcGIS Open Data は、オープンデータを Web 上で検索・ダウンロードするためのデータ

カタログサイトを構築するためのキットです。ArcGIS Open Data は、クラウド GIS サービ

ス「ArcGIS Online」の組織向けプランに標準で付属しています。 

 

ArcGIS Open Data で開設したデータカタログサイト 

「ESRI ジャパン オープンデータポータル」<http://data.esrij.com> 

 

ArcGIS Open Data を利用することで、オープンデータとしてデータセットを公開する各組

織は、簡単な設定のみでデータカタログサイトを開設いただけます。Web サイトのレイアウト

も柔軟に変更することができます。 

公開対象としたデータセットは、ダウンロード可能な複数のデータ形式に自動的に変換され、

ArcGIS Open Data を用いて開設されたデータカタログサイト上に公開されます。このように、

http://data.esrij.com/
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ArcGIS Open Data を用いることで、データカタログサイト開設やデータ公開にかかる公開者

の負担を低減します。 

一方、オープンデータの利用者は、ArcGIS Open Data を用いて開設されたデータカタログ

サイトにログイン不要で自由にアクセスすることができます。このサイトでは、マップを見なが

ら目的のデータセットを検索・プレビューし、必要に応じて範囲の絞り込みを実施したうえで、

データセットをダウンロードすることができます。ダウンロード可能なデータ形式も、Esri 

シェープファイル、CSV、KML から選択でき、GeoJSON や Esri GeoServices REST 形式の 

API としても使用することができます。 

データ公開者にとっては、ArcGIS Open Data によって簡単にデータセットを公開できるた

め、データ公開プロセスの確立と継続的な運用が容易となります。一方、データ利用者にとって

は、ファイル形式でデータセットを入手したり API としてデータを利用したりすることで、ア

プリケーション開発やデータ分析などでの利用の幅が広がります。 

 

クラウド GIS サービス「ArcGIS Online」 

ArcGIS Online は、GIS（地理情報システム）の情報共有基盤としてご利用いただけるクラ

ウド GIS サービスです。ArcGIS Online に データセットを登録し、その利用範囲を設定する

ことで、決められたユーザの範囲でデータセットを共有したり、利用者を限定せずに広く一般に

公開したりすることができます。ArcGIS Online はクラウド サービスであるため、ハードウェ

アやサーバー OS などのサーバー機能を用意することなくすぐにご利用いただけます。 

 

「国土数値情報（土砂災害危険箇所データ、および浸水想定区域データ）、 

国土交通省」を使用して、ESRI ジャパンが公開しているマップを掲載。 

ArcGIS Online <http://www.arcgis.com/home/> 

 

データカタログサイト構築キット「ArcGIS Open Data」は、ArcGIS Online の「組織向け

プラン」に標準で付属する拡張機能であるため、データカタログサイトの構築もすぐにスタート

http://www.arcgis.com/home/
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できます。データカタログサイト自体も ArcGIS Online 上から配信されるので、公開者自身が

Web サーバーを持つ必要はありません。また、オープンデータとして公開するデータセットは、

ArcGIS Online 組織向けサイト内に登録されているデータの中から選択することで、自動的に

ArcGIS Open Data で開設したデータカタログサイトで利用できるようになります。 

 

 

ArcGIS Online に登録したデータセットを ArcGIS Open Data で 

構築したデータカタログサイトで公開 

 

このように、ArcGIS Online と ArcGIS Open Data は密接に関係しています。 

 

デスクトップ GIS 「ArcGIS for Desktop」 

ArcGIS for Desktop は、GIS データの作成やマップの作成、解析などを行うためのスタン

ドアロン型 GIS ソフトウェアです。 

GIS データを公開するための準備の 1 つとして、公開時に不要な情報を取り除く作業が挙げ

られます。例えば、建物データの属性テーブルに含まれる「所有者名」などの個人情報は、その

ままオープンデータとして一般に公開できないため、該当するデータ列を公開しないようにする

作業が必要です。ArcGIS for Desktop はこのような場面で利用します。 

さらに、広範囲にわたるデータを複数の地域に分割して公開する場合や、逆に複数の地域に分

割されたデータを 1 つにまとめて公開した方が利便性が高い場合などにも、ArcGIS for 

Desktop を用いて分割・結合処理を実施すると便利です。 

 

公開 活用

…

観光

防災

事業所

道路

統計

アプリ
開発へ

分析へ

ArcGIS Open Data
データセット

ArcGIS Online

利用者

オープンデータとして
公開するデータの指定

データカタログサイト

オープンデータの活用

公開者
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ArcGIS Open Data、ArcGIS Online、ArcGIS for Desktop の関係 

 

なお、ArcGIS Online に データセットを登録（アップロード）する方法として、①ArcGIS for 

Desktop から登録する方法と、②ブラウザから登録する方法があります。本ガイドでは、デー

タセットの公開に向けたデータの調整作業にも利用できる ①ArcGIS for Desktop から登録す

る方法に加え、手軽にファイルをアップロードいただける、②ブラウザから登録する方法もあわ

せてご説明します。 

 

 

ArcGIS for Desktop

・非公開項目の設定
・データの分割
・データの結合

・
・
・

ArcGIS Online
・オープンデータ用

Web サイトの開設
・オープンデータとして
公開するデータの指定

データ公開

ArcGIS Open Data

非公開公開
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データカタログサイトの開設方法 

この章では、ArcGIS Online（組織向けプラン）にてデータカタログサイトを開設する手順に

ついて説明します。 

 本章の説明は、ArcGIS Online 組織サイトの名前や URL、組織サイトの言語や地域設定などの初

期設定があらかじめ完了していることを前提としています。なお、本ガイドに掲載しているソフト

ウェアの画面は、バージョンアップなどにより変更される場合がありますので、ご了承ください。 

ArcGIS Online のアカウント設定 

データカタログサイトの開設やデータセットの登録作業を実施するためには、ArcGIS Online 

組織サイトのアカウント（指定ユーザ）が必要です。そこで、ArcGIS Online 組織サイトに各

メンバーのアカウントを作成する手順について説明します。 

 

 まず、ArcGIS Online の組織サイトに、管理者権限のあるアカウントでサイン インします。 

 [組織] をクリックして [組織] ページを表示し、[メンバーの招待] をクリックします。 

 

 

 [メンバーを＜組織サイト名＞へ招待または追加] ページが表示されます。アカウントの作

成方法には、以下の 3 種類の方法があります。 

① 管理者がユーザ名やパスワード、電子メールアドレスなどを指定します。組織サイトに

招待したい人にメールを送らず、自動的に組織サイトのメンバーに追加します。 

② 管理者がユーザ名や電子メールアドレスなどを指定して、組織サイトに招待したい人に

メールを送信します。メールを受信した人は、メール内に記載されている URL にアク

セスし、必要な情報を入力して組織サイトのメンバーに加入します。 

③ 管理者は、招待したい人の電子メールアドレスとロール（権限）を指定して、招待した

い人にメールを送信します。メールを受信した人は、メール内に記載されている URL に

アクセスし、必要な情報を入力して組織サイトのメンバーに加入します。 

本ガイドでは、②の手順を説明します。 
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 [事前に作成したユーザに招待を送信します。] を選択して [次へ] をクリックします。 

 

 

 [電子メール: ] に、組織サイトのメンバーとして招待するユーザの電子メールアドレスを

入力します。[ユーザ名: ] は、組織サイトにサイン インするためのアカウント名となりま

す。また、データカタログサイトにデータセットを登録するためには、データの登録や共

有を行う権限が必要となります。そのため、[ロール] から 「公開者」 を選択します。そ

のほか、招待するユーザの名前を [氏名（姓、および名）] に、メンバーに招待するメール

に加えるメッセージを [受信メッセージの内容: ] に入力します。 

 

 ユーザ名は、6 ～ 24 文字の長さで、半角英数字、もしくはそれらの組み合わせで指定する必要が

あります。また、特殊文字として「 . 」（ドット）、「 _ 」（アンダースコア）、「 @ 」（アッ

ト マーク）を使用できます（その他の特殊文字や空白文字は使用できません）。招待メールが送信

された後に、ユーザ名を変更することはできません。 

 各アカウントに付与する権限を定めた「ロール」は、初期状態では「ユーザ」、「公開者」、「管

理者」の 3 種類からお選びいただけますが、権限をカスタマイズして新たなロールを設けることも

可能です。ロールを作成するためには、[組織] → [サイト設定] → [ロール] をクリックし、[ロー

ルの作成] をクリックします。 
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 [招待の確認] ボタンをクリックし、次のページで [招待メール送信] をクリックします。 

 メールを受信した人は、メール内に記載されている URL にアクセスし、必要な情報（パ

スワードなど）を入力して組織サイトのメンバーに加入します。 

ArcGIS Open Data 機能の有効化 

データカタログサイト構築キット「ArcGIS Open Data」は、ArcGIS Online 組織向けプラ

ンに標準で付属する機能ですが、初期状態ではこの機能が無効になっています。ここでは、

ArcGIS Open Data の有効化の手順について説明します。 

 

 ArcGIS Online の組織サイトに、管理者権限のあるアカウントでサイン インします。 

 [組織] をクリックして [組織] ページを表示し、[サイト設定] をクリックします。 

 

 

 ページ左側の [オープンデータ] タブをクリックします。 
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 [オープンデータの有効化] をクリックします。 

 

 

上記で、ArcGIS Open Data を用いたデータカタログサイトの構築が可能となりました。 

グループ設定とアカウントの割り当て 

データカタログサイトにデータセットを登録するためには、ArcGIS Online の組織サイトに

て、ArcGIS Online におけるデータやユーザの管理・共有単位の概念である「グループ」を作

成し、そのグループにデータセットの登録・公開業務を行うユーザのアカウントを割り当てる必

要があります。 

 ArcGIS Online の組織サイトに、管理者権限のあるアカウントでサイン インします。 

 [グループ] をクリックして [グループ] ページを表示し、[グループを作成] をクリックし

ます。 

 

 

 グループ名やグループのサマリ、タグなどを入力します。 

 [ステータス:] で、「パブリック（ユーザはこのグループを検索して見つけることができま

す。）」を選択し、「オープンデータ サイトで利用可能に指定」のチェックをオンにした

うえで [保存] をクリックします。 
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 「オープンデータ サイトで利用可能に指定」のチェックをオンにすることで、このグループに含ま

れるデータセットが、ArcGIS Open Data を用いたデータカタログサイトにて検索・ダウンロード

できるデータセットの候補となります。 

 

 新規に作成したグループのページが表示されるので、[ユーザの招待] をクリックして 

[ユーザの招待] 画面を表示します。 

 

 

 [＜組織サイト名＞のメンバーのみを検索] にチェックを入れ、アカウント（ユーザ名）を

入力して [検索] をクリックします。画面中段の左側 [ユーザ] に検索されたアカウントが

表示されるので、そのアカウントをクリックして、右側の [招待リスト] に移動させます。

なお、[＜組織サイト名＞のメンバーのみを検索] にチェックを入れない場合は、外部の組

織サイトのアカウントで、アカウント名をパブリックに公開しているアカウントも検索対

象となります。 
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 アカウントの公開範囲は、ArcGIS Online ログイン後の画面右上にある＜アカウント名＞にマウス 

カーソルを置くと表示される [マイ プロフィール] にて確認・変更します。 

 

 グループに招待したいアカウントを、ユーザの確認なしにグループに加入させるには、[確

認メッセージを表示せずに、組織サイトのメンバーをすぐに追加] にチェックを入れて [グ

ループに追加] をクリックします。 

 [確認メッセージを表示せずに、組織サイトのメンバーをすぐに追加] にチェックを入れずに [招待

メール送信] をクリックした場合は、招待したいアカウントを持つユーザが加入を承諾することに

よってグループに追加されます。招待された側のユーザは、組織サイトにサイン インし、[グルー

プ] をクリックしてグループのページに入り、[招待メール] をクリックしてグループへの加入を承

諾します。 

データカタログサイトの設定 

ステップ２ にてオープンデータ機能が有効化されたので、データカタログサイトの各種設定

とデザインを行います。 

 再度 [組織] をクリックして [組織] ページを表示し、[サイト設定] をクリックします。 

 ページ左側の [オープンデータ] タブをクリックします。 

 オープンデータ機能を有効化したページで、[サイトの構成] をクリックします。 
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 [Open Data サイト] ページが表示されます。次に、[新規サイトの作成] をクリックしま

す。 

 

 

サイトの構成 

 前ステップを実施すると、サイトの基本構成を行うページが表示されます。このページで

は、基本情報とドメインに関する以下の項目を入力します。 

 [サイト名] …データカタログサイトの名称 

 [ブラウザ アイコン]…お気に入りなどに表示されるアイコン（ファビコン）画像の URL

（必要に応じて設定） 

 サイトの URL…データカタログサイトにアクセスするための URL （サブドメイン） 

 カスタム ドメイン…ネームサーバーの設定が可能な場合、データカタログサイトの URL 

として独自ドメインを設定（必要に応じて設定） 

 次に、データカタログサイトのトップページに表示される地図の初期表示範囲を指定しま

す。[範囲の描画] をクリックし、地図上でドラッグすることで範囲を指定します。 

 以上の設定が完了したら、[保存] をクリックします。 
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グループ割り当て 

サイトの構成設定ページにて [保存] をクリックすると、自動的に [データの管理] ページに

遷移します。このページでは、データカタログサイトにおいて検索・ダウンロード対象とするデー

タセットを「グループ」単位で指定します。 

 [利用可能な Open Data グループ] に、ステップ 3 で作成したオープンデータ用のグ

ループが一覧表示されています。その中から、グループ名の横にある [サイトに追加] をク

リックし、右側にある [選択した Open Data グループ] ボックスに移動させます。 

 作成したグループが [利用可能な Open Data グループ] に表示されていない場合は、

ボックスの下にある検索ボックスで、探したいグループの名称を入力・検索して、[利用可

能な Open Data グループ] ボックスに表示させます。 
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 [組織内のグループのみ] のチェックを外して検索を行うと、外部の組織が作成したオープンデータ

用グループも検索されます。複数の市区町村をまたいだ合同データカタログサイトを開設する際に

活用すると便利です。 

 複数あるオープンデータ用グループの中から、データカタログサイトにて利用可能とするグループ

の追加・削除を選択することで、データセットの入れ替えの運用が容易となります。例えば、年度

単位や部局単位のオープンデータ用グループを設定すると、その単位でデータカタログサイトでの

データセットの利用可否を管理することができます。同様に、イベント向けの期間限定データカタ

ログサイトを別途作成した際には、イベント用に立ち上げたグループに含まれるデータセットのみ

をデータカタログサイトにて利用できるよう設定することが可能です。 

 

デザイン 

最後に、データカタログサイトのトップページをデザインします。デザインは、バナー タイ

トルやアイコンを指定した後、「ウィジェット」を使用してレイアウトを定義し、各ウィジェッ

トの内容を編集することで実施いただけます。各ウィジェットの配置やサイズ調整もマウスを操

作することで可能となっています。 

 [レイアウトの設計] タブをクリックし、データカタログサイトのトップページの設計画面

に遷移させます。 



第 3 章 データカタログサイトを開設しよう 

28 

 

 

 ヘッダーの設定 

 [マップの表示] チェックボックスでは、データカタログサイトのトップページに地図を表

示するかどうかを選択します。地図の表示が必要な場合、チェックをオンにします。 

 データカタログサイトの名称を [ホームページのタイトル] 欄に入力します。このタイトル

はヘッダーの最上部に表示されます。 

 [ホームページ画像の URL（オプション）] では、ヘッダー最上部に表示する画像の URL を

入力します（必要に応じ設定）。市区町村章など、データカタログサイトを印象づける画像

を指定します。 

 

 メイン コンテンツの設定 

 トップページのメイン コンテンツを設定します。コンテンツを追加するためには、[＋ウィ
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ジェットの追加] をクリックし、表示したい部品（ウィジェット）を配置します。 

 追加したウィジェットをクリックし、[ウィジェット エディタ] を表示します。 

 [コンテンツ タイプ:] でウィジェットの種類を選択します。初期状態では「テキスト」ウィ

ジェットが選択されています。 

 代表的なウィジェットの種類は以下のとおりです。 

 

・テキスト:  

テキスト中心の要素です。Markdown 形式で記述でき、見出しやリストなどを含む見栄えの良いテ

キスト コンテンツを、HTML のコーディングをすることなく作成できます。 

※Markdown について: <http://daringfireball.net/projects/markdown/basics> 

 

・画像:  

JPEG や PNG 形式の画像の URL を指定することで、画像を表示できます。また、画像をクリック

したときのリンク先も設定できます。 

 

・RSS フィード:  

RSS フィードの URL を設定することで、フィードをリンク付のリストとして表示できます。 

 

・データ リスト:  

最近更新されたデータセットを設定値の分だけ表示させることができます。 

 選択したウィジェットの種類に応じた必要事項を設定します。 

 ウィジェットの端にあるグレーの部分をドラッグするとサイズ変更ができ、ウィジェットの

中心付近でドラッグすると移動することができます。これらのマウス操作にて、好みのレイ

アウトに設定します。 

 

 

 フッターの設定 

 フッターとして表示させる内容をメイン コンテンツと同様にウィジェットを配置すること

で設定します。 

http://daringfireball.net/projects/markdown/basics
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 すべての設定を終えたら、ページ最下部の [保存] をクリックし、レイアウトを確定します。 

 ページ最上部右側にある [サイトのプレビュー] をクリックし、現時点でのデータカタログ

サイトの設定結果を確認します。 

 確認結果を踏まえ、ヘッダー、メイン コンテンツ、フッターの各種ウィジェットのレイア

ウトや内容を修正します。修正を終えたら、再度 [保存] をクリックしたうえで [サイトの 

プレビュー] から修正結果を確認します。この作業を繰り返すことで、データカタログサ

イトの全体構成を確定させます。 

 「テキスト」ウィジェットでは、（Markdown 形式でない）通常の HTML を記述することも可能

です。また、ヘッダー、メイン コンテンツ、フッターにある [コード] タブより、ウィジェットを

用いずに HTML や CSS を直接コーディングすることも可能です。 

 [コード] タブから直接コーディングすることでレイアウトを設定した場合は、以後、[ウィザード] 

タブが無効となり、ウィジェットをご使用いただけませんのでご注意ください。ただし、ヘッダー

の [CSS] ボックスに限り、CSS をカスタマイズした後も引き続き [ウィザード] からウィジェッ

トをご使用になれます。 

 ヘッダーとフッター部分は、データカタログサイトのすべてのページに表示されます。メイン コン

テンツの部分はトップページにのみ表示されます。 

以上の設定で、データカタログサイトの設定は完了です。ただし、この時点ではデータカタロ

グサイトは一般の方がアクセスできない状態（プライベート: 未公開状態）です。次のステップ

で、一般公開（パブリック アクセス）を開始するよう設定します。 
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一般公開の開始 

 オープンデータ機能の画面右上にある [サイトの管理] をクリックします。 

 

 

 公開対象とするデータカタログサイトの [このサイト:] で、[パブリック] をクリックしま

す。 

 

 

[パブリック] が緑色で表示され、データカタログサイトの一般公開が開始されます。これで、

誰もがアクセス可能なデータカタログサイトの開設が完了しました。 
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データカタログサイトの管理方法 

データカタログサイトの一般公開を開始した後は、トップページに記載する情報の更新、デー

タセットの追加・変更、メタデータの修正など、サイトの運用フェーズへと移行します。ここで

は、運用開始後の設定・デザインの変更やデータセットの管理方法を説明します。 

データカタログサイト管理ページの表示 

 「ステップ 4：データカタログサイトの設定」で、オープンデータ機能を有効化したページ

へアクセスし、[サイトの構成] をクリックします。 

 データカタログサイトの管理ページが表示されますので、このページから各種設定ページ

にアクセスします。 

 

 

 上記管理ページをお気に入りに登録し、次回以降にお気に入りからアクセスすると、オープンデー

タ機能を有効化したページを経由することなく、データカタログサイト管理ページに直接ログイン

するためのページを表示することができます。 

データカタログサイトの管理の実施 

設定内容とデザインの編集 

 [サイトの構成] をクリックすると、URL やブラウザ アイコンの設定などの「サイトの構

成」（25 ページ）で設定した内容を編集できます。 

 [データの管理] をクリックすると、「グループ割り当て」（26 ページ）で設定した内容

を編集できます。オープンデータ用のグループを変更したり、新たなグループを追加した

りする場合に使用します。 

 [レイアウトの設計] をクリックすると、「デザイン」（27 ページ）で実施した内容を編

集できます。 
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データセットの確認とメタデータの修正 

 データセットの登録方法は、第 4 章で詳しくご説明します。 

 データカタログサイトで公開中のデータセットを一覧表示させるには、[レポートを表示し

ます。] をクリックします。 

 

 

[データレポート] ページが表示され、このデータカタログサイトにて公開中のデータセッ

トの一覧と状態を確認することができます。 

 データセットやメタデータの確認・修正を行うには、[ArcGIS.com で表示] をクリックし

ます。 
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 ArcGIS Online のアイテムの詳細ページが表示され、データセットやメタデータを確認す

ることができます。メタデータを修正する場合、[編集] ボタンをクリックして編集します。 

 メタデータの編集や新規データセットの登録などを行った後、データカタログサイトに変更内容が

反映されない場合は、データカタログサイト管理ページの [データ レポート] ページ右上にある 

[UPDATE INDEX] をクリックしてみてください。 

 

新規サイトの作成 

 データカタログサイト管理ページの右上にある [新規サイトの作成] をクリックすると、新

しいデータカタログサイトを作成できます。 

 

 ArcGIS Open Data を用いると、複数のデータカタログサイトを構築し、パブリックとプライベー

トを切り替えて運用することが可能です。イベント用サイト、市区町村合同サイト、本番サイトの

コピー（バックアップや試験用）など、目的に応じたサイトの構築をご検討ください。 
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ArcGIS for Desktop を用いたデータセットの登録方法 

この章では、前章で立ち上げたデータカタログサイトへのデータセットの登録方法とメタデー

タの記載方法を説明します。 

オープンデータの二次利用を促すためには、データセットを公開することに加え、データカタ

ログサイトの利用者がデータを検索するために必要な、データセットの概要や利用条件（ライセ

ンス）、著作者といった、データセット自体を説明した情報である「メタデータ」も整備するこ

とが重要です。 

そこで本章では、ArcGIS Open Data へのデータセットの公開手順を説明するとともに、メ

タデータの記載方法と記載すべき内容についても説明します。 

 

データセット登録の基本ステップ 

データセットの登録にあたっては、ArcGIS for Desktop や ArcGIS Online など、複数のツー

ルやサービスを用います。以下に、データセット登録の基本ステップをまとめましたので、ご参

照ください。 

 

データセット登録の全体像 

データの加工 

オープンデータとしてデータセットを公開する前に、データの加工が必要な場合があります。

例えば、個人情報を含むような属性がある場合や、CSV ファイルを直接 ArcGIS Online に公

開する場合に、適した文字コードに変換する必要がある場合などが挙げられます。 

個人情報の削除
データ形式の変換など

ライセンス、著作権、
概要、カテゴリなど

ArcGIS Online への
アップロード

データカタログサイト
へ公開！

データセットの加工

メタデータの定義

データセットの
アップロード

共有範囲の設定
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ここでは、ArcGIS for Desktop（ArcMap） を用いて、データに含まれる属性情報のうち不

要な情報（一般公開したくない情報）を取り除く方法を説明します。 

不要なフィールド（列）を非表示にする 

以下の手順で不要な属性フィールド（列）を非表示に設定できます。この状態で ArcGIS 

Online にデータセットのアップロード作業を行うと、非表示のフィールドを除いた状態でアッ

プロードがなされます。 

 ArcMap を起動し、公開したいデータセットを開きます。 

 [コンテンツ ウィンドウ] で、対象のレイヤを右クリックし、[プロパティ] を選択します。 

 

 

 [レイヤ プロパティ] で、[フィールド] タブを選択します。 

 [表示フィールドの選択] で、公開対象としたくないフィールドのチェックをオフにします。 

 設定を終えたら、[OK] をクリックします。 
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 [コンテンツ ウィンドウ] のレイヤ名称上で右クリックし、[属性テーブルを開く] を選択

し、不用な属性フィールドが非表示になっていることを確認します。 

ArcGIS for Desktop でのメタデータの定義 

 mxd ファイルには、オープンデータとしてアップロードするデータ以外、レイヤとして追

加されていない状態にします。 
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 メタデータは mxd ファイル単位で定義されます。そのため、原則として、１つの mxd ファイル

に対して１つのレイヤのみが追加されている状態を推奨します。 

 

 mxd ファイルを保存します。データセットの内容が分かるような半角英数字の名前を付け

て保存します。 

 アップロード対象とするデータセットに、メタデータを追加します。メニュー バーで、

[ファイル] → [マップ ドキュメント プロパティ] を選択します。 

 

 [マップ ドキュメント プロパティ] で、以下のようにメタデータを記述します。 

 [サマリ] ：データセットの概要を記します。 

 [説明]  ：[サマリ] よりも詳細にデータセットの内容説明を記します。 

 [タグ]  ：ArcGIS Open Data で検索するためのキーワードをタグとして記します。デー

タセット種別、都道府県名、市区町村名などのタグを、半角カンマ区切りで入力します。 

（例）北海道, 室蘭市, 防災, Japan, Hokkaido, Muroran City, Disaster Prevention 
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 グローバルにオープンデータを検索できるよう、メタデータには英語表記を併記することが望まし

いでしょう。 

 入力を終えたら、[OK] をクリックします。 

データセットのアップロード 

データをアップロードするためには、ArcGIS for Desktop （バージョン 10.1 以上） の 

ArcMap を用います。 

 前ステップの mxd ファイルを開いた状態で、[ファイル] → [サイン イン] を選択します。 

 [ArcGIS Online サイン イン] で、ArcGIS Online 組織向けプランのアカウントでサイン

インします。 

 

データカタログサイト 

上での表示 
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 サイン インした後に、[ファイル] → [共有] → [サービス] を選択します。 

 

 

 [サービスを公開] を選択し [次へ] をクリックします。 

 

 

 [接続の選択] で、「マイ ホスト サービス（＜ArcGIS Online 組織サイト名＞）」を選択

します。[サービス名] には、先のステップで保存した mxd ファイル名が表示されていま

すので、確認したうえで [続行] をクリックします。 
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  サービス名は必ず半角英数字でご入力ください。 

 [サービス エディタ] ダイアログの左側の [ケーパビリティ] （オンライン上での配信形式）

項目をクリックし、ダイアログ右側の [Feature Access] のチェックをオンにし、[タイル 

マッピング] のチェックをオフにします。 

 

 左側の [ケーパビリティ] 配下に [Feature Access] ケーパビリティの項目が追加されて

いることを確認します。 

 左側の [Feature Access] 項目をクリックし、右側の [許可するオペレーション] の [ク

エリ] 以外のチェックをすべてオフにします。 

 左側の [共有] 項目をクリックし、アップロード時点で共有が必要な対象のチェックをオン

にします（例：組織サイト内のメンバーのみに共有する）。 
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 この時点で「すべての人に公開（パブリック）」と [以下のグループのメンバー:] 配下にある「＜

オープンデータ用グループ名＞」の双方のチェックをオンにすると、データセットのアップロード

と同時に ArcGIS Open Data を用いたデータカタログサイトにデータセットが自動的に公開され

ます。ただし、アップロード後に追加の作業を行う場合があること、運用フローとしてデータセッ

トの公開前に承認ステップを設ける場合があることを想定し、この時点では共有範囲を限定した状

態としています。 

 [サービス エディタ] ダイアログの右上にある [公開] をクリックすると、データセットの

アップロードが開始されます。 

 

 

 [サービスが正常に公開されました] と表示されたことを確認し、[OK] をクリックします。 

ArcGIS Online でのタイトルの変更とメタデータの定義 

データセットのアップロードを終えた後は、ArcGIS Online にてデータのタイトルを変更し

ます。これにより、オープンデータサイトでのデータ検索結果でデータのページタイトルを日本

語で表示させることができます。 

またメタデータの調整を行い、最終的に共有範囲を変更することで、データカタログサイトに

データセットを一般公開します。 
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 ArcGIS Online にログインしたうえで [マイ コンテンツ] をクリックし、前のステップで

アップロードしたデータセット（フィーチャ サービス）をクリックします。 

 

 同じ名称の 2 種類のファイルが存在していますが、黄色いアイコンの付いているファイル （「タ

イプ」が 「Feature Layer」 となっているファイル）をお選びください。Feature Layer（フィー

チャ レイヤ）とは、ベクタ形式で配信されたレイヤです。 

 

 アイテムの詳細ページに遷移すると、mxd ファイルにて定義した [サマリ] や[説明] のメ

タデータが反映されています。[編集] をクリックし、タイトルの変更とメタデータを追記

します。 

 

 データカタログサイト上の検索結果一覧で、データのタイトルを日本語で表示させるには、

タイトルを日本語に変更します。 

 画像をクリックするとサムネイルを変更できます。必要に応じて変更します。 

 変更完了後は、[保存] をクリックします。 
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 [アクセスと使用の制限] に、市区町村名などの公開者名、データセットの利用条件（ライ

センス）を記載します。また、  ボタンにてハイパーリンクを設定することが可能ですの

で、公開者名の記載部分には市区町村の Web サイトのリンクを、ライセンスの記載部分

には、当該ライセンス条項が記載されているページのリンク（クリエイティブ・コモンズ・

ライセンスの場合は、当該ライセンスのライセンス要約ページへのリンク）を設定します。 

（例: 室蘭市、CC BY 2.1 JP） 

 

 

 クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付与するためには、まず creative commons JAPAN の

サイト (http://creativecommons.jp/)へアクセスします。次に、 [cc ライセンス付与] をクリッ

クし、必要なライセンスをウィザードに従って選択し、コモンズ証へのリンク付画像を表示させる

ための埋め込み HTML コードをコピーします。最後に、ArcGIS Online の [アクセスと使用の制

限] 欄に、コピーしたコードを貼り付けます。 

 タイトルの変更とメタデータの設定を終えたら、[保存] をクリックし、編集を終了します。 

共有範囲の変更（データカタログサイトへの登録） 

最後に、データセットをデータカタログサイトに登録するために共有範囲を変更します。 

データカタログサイト上での表示 

日本語で入力可能 

データカタログサイト上での表示 

http://www.city.muroran.lg.jp/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/
http://creativecommons.jp/
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 [共有] をクリックし、[共有] ダイアログを表示します。 

 [アイテムの共有:] として、「すべての人に公開（パブリック）」と [これらのグループ] → 

[＜オープンデータ用のグループ名＞] の双方のチェックをオンにします。 

 ArcGIS Open Data にて使用可能なグループ名の末尾には、「（Open Data）」が付記されてい

ます。 

以上のステップで、データセットの公開作業は完了です。これらの作業を、公開対象とするデー

タセットの数だけ繰り返し、データカタログサイトを充実させます。 

 

  



第 4 章 データカタログサイトにデータセットを登録しよう 

48 

ArcGIS Online にデータセットを直接アップロードする方法 

ArcGIS for Desktop を使用せずに、ArcGIS Online に公開対象とするファイル（ESRI

シェープファイル、CSV ファイル、ファイル ジオデータベースなど）を直接アップロードす

る方法もあります。 

また、予算データや統計データなど、ファイル内に座標情報を含まない CSV ファイルをオー

プンデータとして公開する際にも、ArcGIS Online へ直接ファイルをアップロードすることで、

このデータセットをデータカタログサイトにて検索・ダウンロードできるようになります。 

アップロード前の準備作業 

シェープファイルやファイル ジオデータベースは複数のファイルで 1 組となっており、

ArcGIS Online にアップロードする時はすべてのファイルを 1 つの ZIP ファイルに圧縮する

必要があります。CSV ファイルの場合は単一のファイルですので、本手順を実施する必要はあ

りません。 

 Windows のエクスプローラーで、アップロード対象のデータセットを表示します。 

Esri シェープファイルの場合 

 シェープファイルを構成するすべてのファイルを選択したうえで、右クリック  [送る]  

[圧縮（ZIP 形式）フォルダー] を選択するとシェープファイルと同名の ZIP ファイルが

作成されます。なお、シェープファイル名は、あらかじめデータの内容がわかるような半

角英数字のみにしておく必要があります。 

 

 

ファイル ジオデータベースの場合 

 ファイル ジオデータベースのフォルダーを右クリック  [送る]  [圧縮（ZIP 形式）フォ

ルダー] を選択します。このフォルダー名もシェープファイルの時と同様に、半角英数字

のみにしておく必要があります。 
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 ジオデータベースには、オープンデータとしてアップロードするフィーチャ クラスを 1 つだけ含

むようにしてください。 

CSV ファイルの場合 

 CSV ファイルの場合もファイル名を半角英数字のみにする必要があります。アップロード

対象の CSV ファイル名が半角英数字のみでない場合は、ファイル名を修正します。 

データセットのアップロード 

 ArcGIS Online の [マイページ] を開き、[＋アイテムの追加] をクリックします。 

以下を参考に必要事項を記入し、アップロードを行います。 

Esri シェープファイルまたはファイル ジオデータベースの場合 

 [アイテムの追加] ウィンドウが表示されたら、[ファイルを選択] をクリックし、ステップ

1 で作成した ZIP ファイルを選択します。 

 [コンテンツ] のプルダウン リストで、「シェープファイル」もしくは「ファイル ジオデー

タベース」を選択します。[このファイルをフィーチャ サービスとして公開] のチェック

ボックスを必ずオンにしてください。 

  [タグ] は必須ですので、最低 1 つデータセットのキーワードとなるようなタグを設定し

ます。設定を終えたら [アイテムの追加] をクリックし、アップロードを開始します。 

 [タイトル] は半角英数字で入力してください。 
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CSV ファイル（位置情報を含む）の場合 

位置情報を含む CSV ファイルをアップロードする際には、シェープファイル / ファイルジ

オデータベースをアップロードする手順に加えて、位置情報を特定するための設定が必要です。 

 ArcGIS Online に CSV ファイルを直接アップロードする際、ファイルの文字コードが 

SHIFT_JIS であると文字化けを起こします。お手数ですが、アップロード実施前にテキストエディ

タなどであらかじめ文字コードを UTF-8 に変換いただくようお願いいたします。 

 [アイテムの追加] ウィンドウの [使用中のフィーチャの特定] で、CSV ファイル に緯度・

経度情報を含む場合は「緯度/経度」、住所を含む場合は「住所」を選択します。 

 [フィールド タイプと場所フィールドを確認します…] で緯度・経度もしくは住所を含む

フィールドを選択します。最後に [アイテムの追加] をクリックし、アップロードを開始し

ます。 
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 [タイトル] は半角英数字で入力してください。 

 住所から位置情報を特定する際には ArcGIS Online のジオコーディング サービスを使用するた

め、件数に応じてクレジットが消費されます。 

 

CSV ファイル（位置情報を含まない）の場合 

 位置情報を含まない CSV ファイルをアップロードする場合は、 [アイテムの追加] ウィン

ドウで [このファイルをフィーチャ サービスとして公開] のチェックをオフにしてアップ

ロードを行うだけです。 

 

 [タイトル] は半角英数字で入力してください。 

 ArcGIS Online に CSV ファイルを直接アップロードする際、ファイルの文字コードが 

SHIFT_JIS であると文字化けを起こします。お手数ですが、アップロード実施前にテキストエディ

タなどであらかじめ文字コードを UTF-8 に変換いただくようお願いいたします。 
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ArcGIS Online でのタイトルの変更とメタデータの定義 

 アップロードが完了すると、[アイテムの詳細] ページが表示されます。本章「データセッ

ト登録の基本ステップ」の「ステップ 4」、「ステップ 5」を参考にタイトルの変更とメタ

データに適切な値を設定し、公開範囲を変更してデータをカタログサイトに登録します。 

 ArcGIS Online に直接アップロードした場合、次のページのキャプチャのように [タイトル]、[タ

グ] 以外の [サマリ]、[説明]、[アクセスと使用の制限]、[著作権] の各項目は空欄のままになって

います。これらの情報はデータカタログサイトに公開するうえで重要ですので、このステップで適

切な情報を記載します。 

 

 

 位置情報を含まない CSV ファイルをアップロードした場合は、[範囲] を手動で設定し

ます。 [範囲] を設定すると、データカタログサイトで地図を使った検索、絞り込みがこ

のデータセットに対しても可能となりますので、設定することを推奨します。[範囲の設

定] をクリックすると、地図から範囲を設定することができます。 
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 ArcGIS Online に直接アップロードする方法の詳細な手順は以下に記載されています。必要に応じ

てご参照ください。 

<http://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/share-maps/publish-features.htm> 

 

http://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/share-maps/publish-features.htm
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データカタログサイトの利用方法 

この章では、ArcGIS Open Data を用いて開設したデータカタログサイトにてダウンロード

可能なデータ形式と、データセットの検索・ダウンロード手順を説明します。 

ArcGIS Open Data を用いてデータカタログサイトを開設すると、サイトの利用者は一般の

Web サイトと同様に自由にデータセットを検索することができ、好みの形式でデータセット

をダウンロードすることができます。 

データ形式の変換作業は ArcGIS Open Data にて自動的に行われます。そのため、公開者と

利用者の双方でデータ変換を行う手間を省くことに加え、データ変換過程で発生する誤謬の発

生リスクを低減することもできるため、データの信頼性を高めることにもつながっています。 

 

ArcGIS Open Data でダウンロードできるデータ形式 

データカタログサイトの利用者は、公開されたデータセットをさまざまな形式でダウンロード

することができます。 

ダウンロード可能なデータ形式はいずれも、仕様が公開されているオープンなデータ形式が採

用されており、さまざまなソフトウェアでデータをご活用いただけます。 

ファイル形式 

 スプレッドシート 

カンマ区切りのテキストファイル形式です。文字コードは UTF-8 です。 

 KML 

OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) の規格の 1 つで、Google Earth などのさまざ

まなソフトウェアや Web サービスで利用可能な XML 形式のデータフォーマットです。 

 シェープファイル 

Esri が提唱したベクトル形式の業界標準フォーマットです。ArcGIS はもちろんのこと、

そのほかの多くの GIS ソフトウェアで利用が可能です。 

API（Application Programming Interface）形式 

 GeoJSON 

GeoJSON は JSON の地理空間拡張です。JSON は Web アプリケーションやスマート

フォンのアプリケーションなどで、Web サーバーとのやり取りに広く使用されており、地

理空間情報を用いたアプリケーションの開発に利用いただけます。 

 ジオサービス（Esri GeoServices REST） 

ジオサービスは、Esri が提唱した REST 形式の仕様で、クライアントと GIS サーバーと

のやり取りに利用されます。仕様が公開されており、ArcGIS 以外のアプリケーションから

利用することも可能です。 
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 OGC WMS、WFS（データ配信元が ArcGIS for Server の場合のみ） 

Open Geospatial Consortium (OGC) が定めた、地理空間情報配信のための Web API 規

格です。WMS は地図画像の配信を行う API で、WFS はベクターデータの配信を行うた

めの API です。これらの規格は様々なアプリケーションおよび開発環境で利用可能です。 

 ジオサービスの仕様は、以下に公開されています。 

<http://www.esri.com/industries/landing-pages/geoservices/geoservices> 

 

データセットの検索・閲覧・ダウンロード手順 

データセットの検索 

ArcGIS Open Data で作成されたデータカタログサイトでは、データセットのメタデータに

含まれる情報をもとに、データセットを検索することができます。 

 フリーワード検索 

 データカタログサイトのトップページ上部にある検索ボックスで、データセットの登録時に

設定されたメタデータに対してフリーワード検索を行うことができます。 

 マップで絞り込み： 

 検索ボックス右横の [マップ内を検索] にチェックを付けた状態で検索を行うと、マップの

表示範囲内に存在するデータセットのみを検索対象とすることができます。 

 

 

http://www.esri.com/industries/landing-pages/geoservices/geoservices
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 検索結果の絞り込み 

 検索を行うと、該当するデータセットの一覧ページに遷移します。このページでは地図上に、

検索結果のデータセットの地理的範囲が四角形で示され、データセットに含まれるデータが

どの地域を対象としているのか把握することができます。 

 検索結果の画面からさらに地図を拡大し、データセットを地図の表示範囲で絞り込むことが

可能です。また、検索ボックスの下部に表示されているタグをクリックすることで、タグで

検索結果を絞り込むことも可能です。 

 

 

 キーボードの Shift キーを押しながらマウスを地図上でドラッグすると、描いた四角形の範囲に地

図を拡大することができます。また、↑ ← ↓ → キーで地図を移動させることができます。 

このように、一般的な文字列での検索に加え、地理空間情報を活かした検索方法を利用者に提

供することができます。 

データセットの閲覧 

データセットの検索結果ページで、詳細を確認したデータセットのリンクをクリックすると、

データセットの詳細ページに移動します。 

データセットの詳細画面では、データセットのメタデータおよびデータの確認、そしてダウン

ロードを行うことができます。 
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 データセットの詳細 

 データセットのメタデータは、詳細画面の [詳細] タブに表示されます。ライセンスや著作

権、データ属性の概要などを確認いただけます。 

 また、地図上には実際のデータが描画されます。地図上の地物をクリックすることで、その

地物の属性値を確認することができます。 

 

 

 テーブル タブ 

 [テーブル] タブを選択すると、データセットの内容をテーブル形式で閲覧することができ

ます。さらに属性値を使用してデータを絞り込むことが可能です。また、データセットの検

索時と同様に、地図の表示範囲でデータを絞り込むこともできます。 
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データセットのダウンロード 

 データセットの詳細画面の右上の [ダウンロード データセット] をクリックすると、ダウ

ンロードメニューが表示されます。ダウンロードはデータセット全体をダウンロードする

か、属性や地図で絞り込んだ結果（サブセット）のみをダウンロードするかを選択します。 

ダウンロード可能なデータ形式は前述のとおり、スプレッドシート、KML、シェープファイ

ル、GeoJSON、ジオサービスから選択いただけます。また、GeoJSON、ジオサービスは API 形

式なので、データセットをダウンロードせずに直接独自アプリケーションや既存のアプリケー

ションからデータにアクセスすることができます。 

 

 

補足：その他の機能 

 データセットの詳細ページにある [チャート] タブでは、データ項目をもとにしたチャート

を表示させ、簡単なデータ分析を実施することができます。 

 ページ右上にある [共有] ボタンでは、データセットへのリンクや埋め込みマップをコピー

して他の人とデータセットを共有することができます。 

 検索結果ページやデータセット詳細ページにある RSS を利用すると、データセットの登

録や更新があった場合に通知を受け取ることができます。 
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