
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArcGIS for Server での Web マップの作成方法  



 

1 

Copyright ESRI Japan Corporation. All rights reserved.  

目次 

はじめに................................................................................................ 3 

このドキュメントについて......................................................................... 3 

ArcGIS アプリケーションとは ................................................................... 3 

ArcGIS for Server での Web マップの作成 .............................................. 5 

コンテンツ サーバ ................................................................................... 6 

モバイル コンテンツ ディレクトリ ............................................................. 6 

マップ コンテンツの検索とフォルダの操作 ................................................... 7 

Web マップの作成 .................................................................................. 8 

JSON形式の Web マップの構成 ................................................................ 8 

JSON 構造の例 ....................................................................................... 9 

コンテンツ サーバへの Web マップのアップロード ..................................... 12 

マップ コンテンツの入力 ........................................................................ 12 

ArcGIS for Server への接続 ................................................................. 15 



 

2 

Copyright ESRI Japan Corporation. All rights reserved.  

ArcGIS for Server での Web マップの作成方法 

  



 

3 

Copyright ESRI Japan Corporation. All rights reserved.  

はじめに 

このドキュメントについて 

このドキュメントはオンプレミスの ArcGIS for Server で公開されるマップサー

ビスをスマートフォン/タブレット用の GIS アプリケーションである「ArcGIS 

アプリケーション」で利用するための手順を紹介するドキュメントです。本書を

お読み頂く事で、ArcGIS アプリケーション用のマップの作成及び参照方法を理解

することができます。 

ArcGIS アプリケーションとは 

ArcGIS アプリケーションは iOS, Android, Windows Phone 版が用意されてお

り、各ダウンロード ストアから無料でインストールすることができる開発不要な

アプリケーションです。インストール後に ArcGIS for Server または ArcGIS 

Online で共有されている Web マップを参照して、すぐにモバイル GIS 業務に

利用することができます。 ArcGIS for iOS アプリケーションには次の機能が搭

載されています。 

 マップの表示と操作 

 GPS を使用した現在位置の表示 

 距離と面積の計測 

 GIS データの属性表示 

 GIS データの編集（属性編集、写真の添付） 
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 ArcGIS Online で共有されるマップの検索 

ArcGIS アプリケーションの詳細は下記をご参照ください。 

http://www.esrij.com/products/arcgis/mobile/arcgis-applications/ 

  

http://www.esrij.com/products/arcgis/mobile/arcgis-applications/
http://www.esrij.com/products/arcgis/mobile/arcgis-applications/
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ArcGIS for Server での Web マップの作成 

ArcGIS アプリケーションは ArcGIS for Server で公開される Web マップと連

携して利用することができます。ArcGIS アプリケーションを使用すると、ArcGIS 

Online でホストされる Web マップを見つけて、それらを参照することができま

す。また、ArcGIS.com マップ ビューアを使用して Web マップを作成し、

ArcGIS アプリケーションで参照したり、他の人と共有することができます。作成

する Web マップは、Web 上に一般公開されるマップサービスを含めることがで

きる他、企業などのオンプレミスの ArcGIS for Server で公開されるマップサー

ビスを含めることができます。 

いくつかの理由により、ArcGIS Online 上の Web マップを利用できない場合、

iOS デバイスの VPN 機能を使用して企業内のイントラネットで公開される 

Web マップを利用することができます。 

このドキュメントはオンプレミスの ArcGIS for Server で Web マップを作成

し、作成した Web マップを ArcGIS アプリケーションで参照するための手順を

説明します。 

ユーザーは組織の ArcGIS for Server にログインして、組織内で作成されたセキ

ュアな Web マップを開くことができます。これには、組織の Web サーバ上に 

ArcGIS for Server がインストールされている必要があります。また、この方法

は ArcGIS for Server 10 以降が必要となります。ArcGIS Server 9.3.1 または

それ以前のバージョンではサポートされていません。 
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コンテンツ サーバ 

ArcGIS for Server を Web サーバ上にインストールすると、ArcGISアプリケー

ションで利用する Web マップを作成して保存するための場所として “モバイル 

コンテンツ ディレクトリ” がインストールされます。 

標準でインストールされる REST エンドポイントの場所は "http://<サーバ名

>/<インスタンス名>/mobile/content" です（ArcGIS for Server のアカウント

とパスワードを入力してサインインする必要があります）。このコンテンツの格納

場所には、「MobileWeb」と「WindowsMobile」の２つのディレクトリがありま

す。 

 

モバイル コンテンツ ディレクトリ 

Microsoft の Windows Mobile デバイスと Windows タブレット デバイスで

マッピングまたは現地情報の収集のために ArcGIS for Windows Mobile を使用

している場合、そのプロジェクトを「WindowsMobile」フォルダの中に保存する
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ことができます。ArcGIS for Windows Mobile とプロジェクトに関しての詳細は 

ArcGIS Resources を参照してください。 

「MobileWeb」は、ArcGISアプリケーションの中で使われるWeb マップを保存

するためのルートフォルダです。 

マップ コンテンツの検索とフォルダの操作 

「MobileWeb」をクリックし「Maps」フォルダに移動して、オンプレミスの 

ArcGIS for Server に格納されているコンテンツを検索することができます。こ

こでは、フォルダのリストを確認してください。デフォルトでは、ArcGIS for 

Server をインストールしたときに作成された「Maps」という 1つのフォルダが

存在しています。コンテンツ サーバの中に多数の Web マップを作成してホスト

するならば、フォルダ リストの下にある ”サポートするオペレーション" の「フ

ォルダの作成」をクリックして他のフォルダを追加することもできます。 

 

http://resources.arcgis.com/en/home/
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Web マップの作成 

「Maps」フォルダをクリックしたら、”サポートするオペレーション” の「アイテ

ムの追加」を選択して Web マップを作成しアップロードすることができます。 

 

この際に、Web マップを追加する前に Web マップの形式を理解して、アップロ

ードする Web マップを構成しなければいけません。 

JSON 形式の Web マップの構成 

Web マップを構成するには JSON を使用します。Web マップは操作レイヤ

（Operational Layers）とベースマップレイヤ（BaseMap layers）から構成され

ます。操作レイヤとベースマップレイヤの両レイヤとも、ArcGIS for Server の

マップサービスです。それぞれのレイヤごとに特定の情報が必要です： 
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 URL - イメージサービスやフィーチャサービスなどの特定のマップサービス

の URL 

 Visibility – Web マップを開いたときにレイヤを表示するか非表示にするか

（true または false） 

 Opacity - 透過率を定義する０から１の間の数字（0.5は透過率 50％） 

 Title - アプリケーションの説明で使用されるタイトル 

以下の URL は全ての人に共有される Web マップの JSON のサンプルです。 

http://www.arcgis.com/sharing/content/items/46232670fc984e73a22d39cf13

b78ad0/data?f=pjson 

JSON 構造の例 

{ 

  "version":"1.3", 

  "operationalLayers":[ 

    { 

      

"url":"http://your_server/ArcGIS/rest/services/japan/MapServer", 

      "visibility":true, 

      "opacity":0.5, 

      "title":"日本の市区町村" 

    } 

  ], 

  "baseMap":{ 

http://www.arcgis.com/sharing/content/items/46232670fc984e73a22d39cf13b78ad0/data?f=pjson
http://www.arcgis.com/sharing/content/items/46232670fc984e73a22d39cf13b78ad0/data?f=pjson
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   "baseMapLayers":[ 

    { 

     

"url":"http://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_

Street_Map/MapServer" 

    } 

  ], 

  "title":"Street Map" 

  } 

} 

ArcGIS Online から JSON を参照して利用する 

JSON 形式を理解する良い方法は、ArcGIS Online のサンプルを利用することで

す。Web ブラウザで URL を指定して、ArcGIS Online で作成した Web マッ

プの JSON を参照することができます。 

1. ArcGIS Online を使用して Web マップを開いてください。そして、Web ブ

ラウザで Web マップの URL を参照してください。各 Web マップは「ア

イテム」として位置づけられています。そして、「アイテム」には ID が割り

振られています。例えば、ArcGIS Online の地形図は以下の URL を使用し

て開くことができます。 

http://www.arcgis.com/home/item.html?id=d5e02a0c1f2b4ec399823fdd3c2

fdebd 

この URL に含まれている「d5e02a0c1f2b4ec399823fdd3c2fdebd」がア

イテム ID です。 

http://www.arcgis.com/home/item.html?id=d5e02a0c1f2b4ec399823fdd3c2fdebd
http://www.arcgis.com/home/item.html?id=d5e02a0c1f2b4ec399823fdd3c2fdebd
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2. このマップの JSON を参照するには、Web ブラウザで以下の URL を開き

ます。 

http://www.arcgis.com/sharing/content/items/d5e02a0c1f2b4ec399823fd

d3c2fdebd/data?f=pjson 

URLの構造は、「"http://www.arcgis.com/sharing/content/items" + "/

アイテム ID" + "/data?f=pjson"」です。 

この方法は、全ての人に共有されるマップで有効です。400 または 403 の HTTP 

エラーが発生した場合は、そのマップが ArcGIS Online 上で共有されていない可

能性があります。この場合は、以下の手順で、最初にトークンを生成して URL の

中にトークンを埋め込むことで JSON にアクセスすることができます。 

1. "generateToken?f=json&request=gettoken" を呼び出し、ユーザ名とパス

ワードを埋め込んで、利用できるトークンを生成してください。下記の URL 

の「myusername」と「mypassword」を該当する Web マップにアクセス

権限があるユーザー名とパスワードに置き換えます。 

https://www.arcgis.com/sharing/generateToken?f=json&request=gettoke

n&username=myusername&password=mypassword&Referer=MyToken 

この URL は、ステップ 2で使用するためのトークンを生成します。 

生成されるトークンの例： 

{"token" : 

"QbEq7l8HoCiUDrW9tS7I0PgjFGagX9UCJwCV4Op8J_pvDUPEQCzSy3Twct734

ZG8","expires" : 13061295319} 

2. トークンを生成したら、以下のようにトークンを使用して JSON を取得する

ことができます。 

http://www.arcgis.com/sharing/content/items/d5e02a0c1f2b4ec399823fdd3c2fdebd/data?f=pjson
http://www.arcgis.com/sharing/content/items/d5e02a0c1f2b4ec399823fdd3c2fdebd/data?f=pjson
https://www.arcgis.com/sharing/generateToken?f=json&request=gettoken&username=myusername&password=mypassword&Referer=MyToken
https://www.arcgis.com/sharing/generateToken?f=json&request=gettoken&username=myusername&password=mypassword&Referer=MyToken
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http://www.arcgis.com/sharing/content/items/0a27f5cb1f07478fbdf117b

70231c5c2/data?f=pjson&token=QbEq7l8HoCiUDrW9tS7I0MAJLxXaS4Vzt-TJRj

Ihg2TjxX98_FN9jD1ZfeWTdvwk 

この手順では、指定した Web マップの JSON をリクエストするために、トーク

ンを使用しました。Web ブラウザを使用して有効な JSON を取得したら、コン

テンツ サーバにアップロードするためにテキスト ファイルなどにその内容をコ

ピーしてください。 

コンテンツ サーバへの Web マップのアップロード 

Web マップを作成し JSON 構造を確認したら、コンテンツ サーバにアイテムを

アップロードするために ”サポートするオペレーション” の「アイテムの追加」を

クリックします。 

マップ コンテンツの入力 

"アイテムの追加" ページでは JSON形式のマップ コンテンツに加えていくつか

の情報を入力します： 

 テキスト - 作成したマップ コンテンツを入力 

 アイテム – Web マップのユニークな識別子 

 タイトル - RESTエンドポイントに表示される、Web マップに使用する名前 

 名前 – Web マップのユーザーフレンドリーな名前（タイトルと同じにする

必要はありません） 

http://www.arcgis.com/sharing/content/items/0a27f5cb1f07478fbdf117b70231c5c2/data?f=pjson&token=QbEq7l8HoCiUDrW9tS7I0MAJLxXaS4Vzt-TJRjIhg2TjxX98_FN9jD1ZfeWTdvwk
http://www.arcgis.com/sharing/content/items/0a27f5cb1f07478fbdf117b70231c5c2/data?f=pjson&token=QbEq7l8HoCiUDrW9tS7I0MAJLxXaS4Vzt-TJRjIhg2TjxX98_FN9jD1ZfeWTdvwk
http://www.arcgis.com/sharing/content/items/0a27f5cb1f07478fbdf117b70231c5c2/data?f=pjson&token=QbEq7l8HoCiUDrW9tS7I0MAJLxXaS4Vzt-TJRjIhg2TjxX98_FN9jD1ZfeWTdvwk
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 説明 - マップの詳細な説明 

 スニペット - ArcGIS アプリケーションの中で Web マップのサマリに表示

されるマップの簡単な説明 

 範囲 - 地理座標系を使用して "xMin,yMin,xMax,yMax" 形式で、表示する座

標を入力。例：(125.10307, 25.074438, 150.723006, 49.064212) 

 サムネイル – Web マップの範囲を示すものやユーザが Web マップを検索

するのに使用するイメージ 

 形式 - レスポンスが HTML か JSON であるかどうか決定します。HTMLを

選択してください。 
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"アイテムの追加" ページの入力の例 

全てのフィールドに適切な内容を入力したら、ページの一番下の「アイテムの追

加」をクリックします。メニューを使用してアイテムやフォルダを削除すること

もできます。 
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ArcGIS for Server への接続 

Webマップを ArcGIS for Serverにアップロードできたら、ArcGISアプリケー

ションから ArcGIS for Server に接続して、Webマップを開くことができます。

以下では iOS 用のアプリケーションの操作手順を示します。 

1. 最初に ArcGIS for Server に接続して、ログインするために「マップの検索」

画面のリストから [GIS 接続] をタップします。 

 

2. 「GIS 接続」画面で  アイコンをタップします 

3. 次の画面で、ArcGIS for Server のアドレスを入力します。アドレスの形式

は、"<サーバ名>/<インスタンス名>/mobile" です（例: 

“arcgismobile.esri.com/arcgis/mobile”）。 
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4. [完了] をタップすると「GIS 接続」画面に ArcGIS for Server のアドレス

が表示されます。ログイン画面が表示されたら、「コンテンツ サーバ」で使

用したアカウントでサインインします。 
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5. アドレスをタップすると「マップの検索」画面が表示されます。ここから [マ

ップ] メニューを展開して Web マップを開くことができます。 
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