
ArcGIS Online Living Atlasを使ってみよう！

教育GIS便り2019年1月号

ESRIジャパン株式会社



内容

2

⚫ ArcGIS Online コンテンツとは

⚫ Living Atlas を活用しよう

⚫ Living Atlas とは

⚫ 活用例

⚫ ベースマップの作成

⚫ 共有されているレイヤーに統計値を付与（ジオエンリッチメント）

⚫ 標高データの3D表示（地形図）



ArcGIS Online コンテンツとは
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ArcGIS

地理情報を最大限に活用するプラットフォーム

• オンプレミス
• クラウド
• ハイブリッド

さまざまなデータを統合・共有して誰もが簡単に利用できる環境を提供

コンテンツ
サービス

4

デスクトップ
(ArcGIS Pro・

ArcMap

アプリ

API



ArcGIS Online コンテンツの成り立ち
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ユーザー

米国
Esri 社

ArcGIS Online
（クラウド サービス）

幅広いトピック

・ベースマップ
背景地図、古地図

・イメージ
衛星画像、災害画像

・境界
行政界、メッシュ

・人
人口、世帯、年収、消費

・インフラ
構造物、建物

・環境
海洋、標高、土地被覆

パートナー

データ提供 ArcGIS Online コンテンツ

誰でも すぐに 使えるコンテンツ



ArcGIS Online コンテンツのメリット
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1. 世界範囲の膨大なデータを容量を気にせずに利用可能

2. データ購入費用をかけずにデータを使用できるケースが多い※

3. インターネットに接続できる環境であれば、さまざまなデバイスや製品からアクセス、
いつでも利用可能

※World Geocoding サービス、ネットワーク解析、World Elevation サービス、ジオエンリッチメント サービスなどの解析サービスやプ
レミアム コンテンツの利用にはサービス クレジットを消費します。



GIS データのカテゴリ

衛星画像ベースマップ 土地

ネットワーク統計・推計

気象・災害地形

住所行政界 目標物
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があるコンテンツは Living Atlas で検索可能

があるコンテンツは解析ツールとして使用



Living Atlas を活用しよう

8

Living Atlas とは
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米国 Esri 社や世界中の ArcGIS ユーザーが ArcGIS Online に公開する
「信用性の高い」「高品質な」コンテンツを集めたコレクション

日々広がり、変化していくコレクション



Living Atlas of the World 登録コンテンツ

10

⚫ 提供者：米国 Esri 社、パートナー企業、世界中の ArcGIS Online ユーザー

⚫ 登録コンテンツ：レイヤー、マップ、シーン、アプリケーションなど

⚫ カテゴリ

⚫ トレンド

⚫ ベースマップ

⚫ イメージ

⚫ 境界

⚫ 人

⚫ インフラ

⚫ 環境

世界約 5000 アイテム
日本約 200 アイテム登録！※

※ 2018 年 5 月時点
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Living Atlas 利用者のメリット

優れたコンテンツが

簡単に見つかる

無償で利用可能な

コンテンツが多数

登録コンテンツは日々

広がり、変化する

1 2 3

常に更新された高品質なデータの利用可能！



Living Atlas へのアクセス方法 1
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ランディング ページからアクセス

https://livingatlas.arcgis.com/ja/

カテゴリ検索

マップで開く

キーワード検索

※要サイン イン



Living Atlas へのアクセス方法 2
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⚫ ArcGIS Online (arcgis.com)

⚫ ギャラリー：Esri 注目のコンテンツ

⚫ マップ ビューアー：Living Atlas レイヤーの参照

⚫ コンテンツ：Living Atlas

⚫ ArcGIS Desktop (ArcGIS Pro、ArcMap)

⚫ ポータル アイテム：Living Atlas コレクション
から検索、参照、使用

⚫ ArcGIS Enterprise

⚫ ポータルの Living Atlas コンテンツにアクセスし、
検索、参照、使用

ArcGIS 製品から直接アクセス ArcGIS Online

ArcGIS Pro



Living Atlas を活用しよう
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活用例
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ベースマップ

Esri デフォルト ベースマップ

Esri デフォルト
ベースマップ ギャラリー

⚫ 地形図や衛星画像など、汎用的な 18 種類のベースマップ

⚫ デフォルトのベースマップ ギャラリーから選択してすぐに利用可能

ArcGIS Pro

ArcGIS Online (arcgis.com)

ArcMap

地形図

キャンバス ダークグレー
（ベクター タイル）
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ベースマップ

Web ベースマップ

⚫ デフォルト ベースマップのほかにも Living Atlas に登録されている多種多彩なベース
マップを検索し、目的に適したベースマップをすぐに利用可能

MapWorld Global（中国）

NZ Topographic
（ニュージーランド）

地理院タイル（日本）

特定の地域や国に特化

Streets (Night)

Colored Pencil Map

ベクター タイル ベースマップ

古地図（迅速測図）

海洋図

特定のテーマに特化
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ベースマップ

ベクター タイル ベースマップ

⚫ ベクター タイル ベースマップでは、クライアントからのスタイル編集が可能。

Living Atlas にはさまざまなスタイルのマップが登録。

Streets (Night)

Colored Pencil Map

美しいカートグラフィー

Modern Antique 
Map

柔軟なスタイル変更

Vector Basemap Style Editor
https://maps.esri.com/jg/VectorBasemapStyleEditor/

mapstyler（Esri UK）
http://apps.esriuk.com/app/mapstyler/8/wmt/view
/c512a92a28f94c76baccfa60410b05a3/index.html
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活用例 1. テーマにあわせたベースマップを使用する

Living Atlas にある色々なベースマップをテーマによって使い分ける

道路地図
例：地域概観図

衛星画像
例：災害地図

キャンバス (ライト グレー)
例：統計地図

キャンバス (ダーク グレー)
例：ホタルシンボルのベース

ベクタータイル
例：オリジナルのベースマップ作成
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住所
World Geocoding Service

⚫ 住所データを利用した解析サービス

⚫ 住居（号）レベルまでのジオコーディングが可能

⚫ 日本以外の国でもジオコーディングが可能※

※各国の整備状況：ジオコードの有効範囲
http://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/geocode-coverage.htm

ジオサーチ
（住所・目標物検索）

マップ上にポイント
をプロット

バッチ ジオコーディング

住所リスト

サービス クレジット消費あり
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ネットワーク
ネットワーク解析サービス

⚫ 道路などの交通ネットワーク データを利用した解析サービス

⚫ 日本以外の国でもネットワーク解析が可能※

※各国の整備状況：ネットワーク解析の有効範囲
http://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/network-coverage.htm

例：拠点から複数の訪問先への
適切な配車計画

サービス クレジット消費あり
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統計・推計
Esri Demographics

※各国の整備状況：Esri Demographics Global Coverage（英語ページ）
http://doc.arcgis.com/en/esri-demographics/coverage/

⚫ 可視化、チャート作成、レイヤーへの情報付加、レポート作成にすぐに使えるように整
備された統計・推計レイヤー、および解析サービス（ジオエンリッチメント サービス）

⚫ 日本以外の国のデータも利用可能

可視化 チャート作成

レポート作成

Living Atlas の「人」カテゴリで検索、
マップに追加

任意の範囲に対して統計情報
からインフォグラフィックス
（チャートやグラフ）を作成

人口、年収、消費などの統
計情報をレイヤーに付加

さまざまなテンプレートを利用して
統計情報のレポートを作成

人口統計とライフスタイル マップ

レイヤーへの情報付加

サービス クレジット消費あり
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活用例 2. 解析サービスの利用

共有されているレイヤーに、統計情報を付与する
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衛星画像

衛星画像（ベースマップ）

世界規模で整備された
マルチソース衛星画像

世界の多くの地域で
1 m 解像度データを提供

する高分解能タイル

Landsat はイメージ サービスで配信されているため
画像表示機能で簡単にレンダリングを切り替え可能

Landsat

世界規模で整備された Landsat プログラムの衛星画像

最新の Landsat 8 サービスおよび過去約 40 年間にわたり
撮影されてきたシーンのアーカイブも利用可能

Landsat Explorer
（Web アプリ）
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地形（標高データ）
World Elevation（標高データ）

⚫ 標高データの世界規模コレクション（マルチ解像度※1、マルチソース）

⚫ 可視化、解析、陰影起伏や傾斜方向といった情報レイヤーとしての参照、
画像のオルソ補正など、さまざまな利用が可能

⚫ 標高解析、水文解析のソースとしても使用※2

※1 解像度が 1,000 m 以上、3 m 未満のデータを含みます
※2 地形解析と水文解析では標高ソースが異なります

可視解析

下流解析

集水域の作成
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活用例 3. 標高データの活用

(例)地形図を ArcGIS Online で 3D 表示し、災害データとの重ね合わせを行う

画像表示の切り替え※

Terrain Hillshade

SlopeAspect

断面図の作成

旧東海道標高マップ

※「陰影起伏」など各表示に設定済みのレイヤーも Living Atlas で検索可能
「Terrain owner: Esri_JP_Content」で検索！！
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土地

BaseVue 2013

World Land Cover

World Forests 30m BaseVue 2013
World Surface Water 30m 

BaseVue 2013

MDA が提供する BaseVue 2013（Landsat 8 から
抽出された世界範囲の 30 m 土地被覆）データを参照

World Ecological Land Units Map 2015

生気候、地勢、岩質、土地被覆を組み合わせて作成され
た世界範囲の 250 m エコフィジオグラフィー マップ

20 万分の 1 日本シームレス地質図 WMS

産業技術総合研究所地質調査総合センターが
配信する WMS 形式のデータを参照

赤色立体地図

アジア航測開発の赤色立体地図を
アプリケーションで閲覧可能

地理院タイル

国土地理院が配信する地理院タイル
WMTS メタデータを参照

土地利用図

全国植生指標
データ

地球地図全球版
土地被覆

参考資料
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気象・災害

降水強度予測情報

土砂災害発生危険度情報

ESRIジャパン
気象オンラインサービス※

※ESRIジャパン 気象オンラインサービスの
利用には申し込みが必要です。

https://www.esrij.com/products/data-content-
onlinesuite-weather/

Recent Earthquakes

Recent Hurricanes

南海トラフ地震の被害想定

震度/最大クラス

液状化/最大クラス

地理院タイル

都市圏活断層図

火山土地条件図

参考資料
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行政界
全国市区町村界

World Boundaries and 
Places Alternate

Esri Data and Maps

World Countries
(Generalized)

World Urban Areas

注記 リファレンス レイヤー

Hybrid Reference Layer

World Boundaries and Places 

Esri Community Maps

平成27年国勢調査町丁・字等境界
4次メッシュ

Esri Demographics
対応の境界データ

参考資料



参考資料
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使ってみよう！
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Learn ArcGIS: レッド ロック キャニオンでのハイキング

https://learn.arcgis.com/ja/projects/hiking-red-rock-canyon/

※Living Atlas地形レイヤーを利用してハイキングコースの安全確保に活用

ArcGISブログ：Living Atlasおすすめコンテンツ：人口統計編

https://blog.esrij.com/2018/03/20/post-29670/

ArcGISブログ：Living Atlasおすすめコンテンツ：古地図

https://blog.esrij.com/2018/08/10/post-30888/

https://learn.arcgis.com/ja/projects/hiking-red-rock-canyon/
https://blog.esrij.com/2018/03/20/post-29670/
https://blog.esrij.com/2018/08/10/post-30888/

