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1 はじめに 

ArcGIS Online では、マップやアプリケーション、ツールなどの各種コンテンツを検索、利用、共有、作成できます。この

ガイドでは、ArcGIS.com Web サイト（www.arcgis.com）の使い方を紹介します。 

 

 

1. ArcGIS.com Web （www.arcgis.com）サイトにアクセスします。ページ下部の「個人使用のマップ」の [ホー

ム] をクリックします。 

 

 

2. この Web サイトでは、Web マップ、データ、アプリケーション、およびツールの検索と使用、Web マップの作

成、および他の利用者とのアイテムの共有ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArcGIS.com Web サイトの概要とサポートされているコンテンツの種類は、下記の ArcGIS.com ヘルプをご覧く

ださい。 

手順 



3 

 

Web サイトのクイックツアー 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q0000000q000000 

 

地理情報の種類 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q0000000m000000 

 

3. Web サイト右上の [サイン イン] をクリックして、マップを保存、共有するためのアカウントを作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ArcGIS.com サイトのアカウントは持っていないが、Esri グローバル アカウントを既にお持ちの場合は、[Esri グ

ローバル アカウントの登録] をクリックして、登録を行います。 

 

 

5. Esri グローバル アカウントをお持ちでない場合は、[個人アカウントの作成] をクリックして作成してください。

Esri グローバル アカウントは無料で作成できます。 

 

6. [個人アカウントの作成] をクリックした場合は、[アカウントの新規作成] ページに必要事項を入力します。 

注意： 

 アカウント作成フォームへの入力は、すべて英字と数字で入力してください。[名]、[姓] に日本語を使用

してアカウントを作成することはできません。 

 ユーザ名は大文字・小文字を区別します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意： 

すべて英字と数字で入力してくだ

さい。 

ユーザ名は大文字・小文字を区別し

ます。 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q0000000q000000
http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q0000000m000000
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アカウント作成の詳細は、下記のヘルプとビデオをご覧ください。 

 

アカウントの作成の詳細 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q0000007q000000 

 

アカウントのサインアップのビデオ（Signing up for an ArcGIS Online account ） 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/010q/video255.htm 

 

7. 作成したアカウントでサイン インします。 

 

8. 使用する言語と地域を設定するため、Web サイト上部のユーザ名をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

9. [マイ プロファイルの編集] をクリックします。 

 

 

10. ページ下部のページ下部の言語と地域を、「Japanese-日本語」と「日本」に設定します。 

 

通常はお使いのブラウザの言語設定に従って、ArcGIS.com Web サイトの表示言語が選択されます。[マイ プロ

ファイルの編集] で [言語] を設定すると、日本語以外の言語で ArcGIS.com Web サイトを表示するように切り

替えることが可能です。 

 

[地域] を日本に設定すると、トップ ページの注目のマップやギャラリーで日本地域のコンテンツを表示できるよ

うになります。[地域] をほかの国に設定すると、他国のコンテンツを表示することができます。 

 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q0000007q000000
http://video.arcgis.com/watch/255/signing-up-for-an-arcgis-online-account
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日本地域の注目のマップ例 

 

 

日本地域のギャラリー例 

 

 

言語と地域の設定の詳細は、下記のヘルプをご覧ください。 

 

言語と地域の設定の詳細 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q00000088000000 

 

 

 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q00000088000000


6 

 

2 マップを見る 

ArcGIS.com Web サイトのマップとその他のコンテンツは、Web ブラウザで表示する、ArcGIS 製品（ArcGIS Desktop と 

ArcGIS Explorer Desktop）で表示する、モバイル デバイスで表示する方法があります。 

 

1. Web ブラウザで見る 

Web ブラウザで表示するには、トップページやギャラリーのマップをクリックします。コンテンツの詳細ページで [開

く] をクリックすると、ビューアを選ぶことができます。 

 

 

Web ブラウザ上で表示するマップ ビューアは、ArcGIS.com マップ ビューアと ArcGIS Explorer Online の 2

種類があります。ビューアの違いの詳細は下記をご参照ください。 

 

ArcGIS フリービューア機能比較 

http://www.esrij.com/products/arcgisexplorer/free_viewer.pdf 

 

軽量マップ ビューア 

Silverlight プラグインが必要な高機能マップ ビューア 

http://www.esrij.com/products/arcgisexplorer/free_viewer.pdf
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2. ArcGIS Desktop 製品で見る 

コンテンツの詳細ページの [開く] ボタンで [ArcGIS 10 for Desktop で開く] をクリックすると、コンテンツを 

ArcGIS for Desktop で表示することができます。 

 

 

※ ArcGIS Desktop 10 Service Pack 4 より前の環境では、Web Map を [ArcGIS 10 for Desktop で開く] をク

リックして開くことができません。弊社サポート サイトから最新のサービス パックを取得して適用してください。 

 

Esri 製品サポート 

https://www.esrij.com/support/esri/ 

 

3. モバイル デバイスで見る 

iPhone、iPad、Android 携帯、Windows Phone などのモバイル デバイスからマップを見ることができます。各種

モバイル アプリは、[ギャラリー] → [モバイル アプリケーション] をクリックすると、一覧を表示できます。 

 

 

 

各種モバイル デバイスにアプリをインストールすると、マップを表示できます。 

 

※ 
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3 Web マップの作成 

ArcGIS.com マップ ビューアを使用して独自のマップを作成することができます。 

 

1. ArcGIS.com マップ ビューアの起動 

 

ArcGIS.com マップ ビューアを起動するには、[マップ] をクリックします。 

 

 

ArcGIS Explorer Online を使用する場合は、以下のリンクをクリックしてください。 

http://www.arcgis.com/explorer/?map 

 

2. ベースマップの設定 

背景として使用するベースマップは、[ベースマップ] をクリックして選択できます。 

ベースマップ ギャラリーの以下のベースマップを使用することができます。 

 

 

検索したレイヤや Web から追加したレイヤをベースマップとして使用することもできます。 

 

ベースマップの設定方法の詳細は、下記のヘルプをご覧ください。 

 

ベースマップの選択 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q00000097000000 

http://www.arcgis.com/explorer/?map
http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html%23/010q00000097000000


9 

 

 

3. レイヤの追加 

ArcGIS.com マップ ビューアにデータをレイヤとして追加する場合には、[追加] ボタンをクリックし、表示された

リストから追加するデータの種類に合わせたオプションを選択します。 

 

 

 

1. レイヤを検索 

キーワードと検索先を指定して、ArcGIS Online や Web、GIS サーバ上で共有されているコンテンツを検索し

てマップに追加します。 

 

注意：ArcGIS Online 上で共有されているレイヤを検索する場合、マップの表示範囲によって検索結果が異なり

ます。 

 

検索したレイヤをベースマップとして使用するには、 [ベースマップとして使用] をクリックします。 

 

 

レイヤの検索に関する詳細は下記のヘルプをご覧ください。 

 

レイヤの検索 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q00000089000000 

 

 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q00000089000000
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2. 編集可能レイヤの作成 

テンプレートを使用して、独自のデータをマップ メモとして作成します。 

 

 

 

例えば、テンプレートに「イベント」を選択した場合、以下のフィーチャを追加できます。 

 

 

編集可能レイヤの詳細は、下記のヘルプをご覧ください。 

 

編集可能なレイヤの作成 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q00000091000000 

 

3. ファイルからレイヤを追加 

ローカルで管理されているシェープファイル、区切りテキスト (*.csv、*.txt)、GPS ファイル (*.gpx) をマッ

プに追加します。ブラウザに Firefox、Google Chrome を使用している場合は、CSV ファイルと GPS ファイ

ルをドラッグ & ドロップでマップに追加することもできます。 

 

注意：ローカルで管理されているいずれのファイルもファイル名に日本語を含めることはできません。また、追

加できるレコード数は最大 1000 レコードです。 

 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q00000091000000
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テキスト ファイル (*.csv、*.txt) 

追加するテキスト ファイルは、UTF-8 または Unicode としてエンコードします。Windows のメモ帳でテキス

ト ファイルを Unicode として保存するには、以下のように保存時に [文字コード] を指定します。 

 

 

 

注意：テキスト ファイルを UTF-8 または Unicode でエンコードしない場合、日本語のフィールド名や属性値

が正しく表示されません。 

 

追加するテキスト ファイルには緯度経度の情報を持つフィールドが必要です。テキスト ファイルを追加する際

に、緯度経度の情報をもつフィールドが自動で認識されなかった場合には、以下の設定画面が表示されるので緯

度に使用するフィールドと経度に使用するフィールドをそれぞれ指定します。 

 

 

※日本国内のデータの場合には、住所の情報を使用してレイヤを追加することはできません。 

テキスト ファイルの ArcGIS.com マップ ビューアへの追加に関する詳細は、下記のヘルプをご覧ください。 

 

CSV、TXT、および GPX ファイルについて 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q0000008v000000 

  

 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q0000008v000000
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シェープファイル (*.shp) 

追加するシェープファイルの属性に日本語が含まれる場合は、UTF-8 または Unicode としてエンコードします。

シェープファイルを Unicode として保存するには、以下のようにレジストリ エディターで設定を行います。 

 

1 （既存のシェープファイルを使用する場合）ArcGIS Desktop で既存のシェープファイルをファイル ジオデ

ータベースまたは、パーソナル ジオデータベースにフィーチャクラスとしてインポートします。 

2 レジストリを変更します。 

注意：レジストリの変更は、システムに大きく影響しますので、操作には十分ご注意ください。 

 

1. レジストリ エディターを開きます。 

2. HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\Desktop 10.0 下に、[Common] キーを作成します。 

3. Common キー下に [CodePage] キーを作成します。 

4. CodePage キー下に [dbfDefault] 文字列値を作成します。 

5. dbfDefault 文字列値を右クリックし、[修正] をクリックします。 

6. [値のデータ] に [UTF-8] と入力します。 

 

 

レジストリの設定後、新規のシェープファイルはすべて UTF-8 で作成されます。 

3 （手順 1 でジオデータベースにシェープファイルをインポートした場合は）ジオデータベースに格納されて

いるフィーチャクラスをシェープファイルにエクスポートします。 

 

手順 
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4 UTF-8 でエンコードされたシェープファイルを作成後、Windows エクスプローラー でシェープファイルを

構成する全ファイル (*.cpg、*.dbf、*.prj、*.shp など) を選択し、右クリック → [送る] → [圧縮(zip 形

式) フォルダー] をクリックして、ZIP 形式に変換します。 

 

5 作成された ZIP ファイルを ArcGIS.com マップ ビューアに追加します。 

[ファイルからレイヤを追加] の [ファイルを選択] でシェープファイルを指定すると、以下のオプションが

選択可能になります。 

 

注意：「Web 表示用にフィーチャを単純化」を選択すると、レイヤの座標精度を Web メルカトル投影法で

約 1 メートルに下げて、Web メルカトル投影法で 10 メートル以内の頂点を削除し、データ全体のサイズ

を減少させることができます。このオプションは大縮尺で表示する場合には、以下のように適しないことがあ

ります。 

 

以下は建物の形状を表したシェープファイルを追加した例です。 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

Web 表示用にフィーチャを単純化 元のフィーチャを保持 

 

建物の形状が単純化されて表示されます。 

 

建物の形状がそのまま表示されます。 
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UTF-8 のシェープファイルを作成する方法の詳細は、下記をご覧ください。 

 

Read and write shapefile and dBASE files encoded in various code pages 

http://support.esri.com/en/knowledgebase/techarticles/detail/21106 

 

シェープファイルの追加の詳細は、下記のヘルプをご覧ください。 

 

シェープファイルについて 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q000000m2000000 

 

4. Web からレイヤを追加 

Web 上の ArcGIS Server Web サービス、OGC Web サービス、KML、CSV をマップに追加します。 

URL を指定して追加するレイヤをベースマップとして使用する場合は、以下のように [ベースマップとして使

用] にチェックを入れます。 

 

 

 

ArcGIS Server 10 SP1 以降で作成されたセキュアなサービスも追加することができます。セキュアなサービス

を追加する場合は、ユーザ名とパスワードを入力します。 

 

 

 

http://support.esri.com/en/knowledgebase/techarticles/detail/21106
http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q000000m2000000
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Web からレイヤを追加する方法の詳細は下記のヘルプをご覧ください。 

 

Web からのレイヤの追加 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q0000009z000000 

 

 

4. レイヤの操作 

追加したレイヤの表示設定を変更して、より見やすいマップを作成することができます。ArcGIS.com マップビュー

アでは、レイヤの表示縮尺や透過表示、レイヤ名の変更、シンボル、ポップアップの構成、編集の有効化/無効化を設

定できます。各設定項目は、レイヤの右側の矢印をクリックすると表示されます。 

 

以下は、シェープファイルをレイヤとして追加した場合に表示される設定項目です。レイヤは、[マップのコンテンツ

を表示]  をクリックすると一覧表示されます。 

 

レイヤ名の右側の矢印  をクリックするとレイヤの操作オプションにアクセスできます。 

 

 

1. レイヤ名の変更 

デフォルトでは、追加されたファイル名がそのままレイヤ名として使用されます。 

レイヤの操作オプションの [名前の変更] を使用してレイヤ名をわかりやすい名前に変更することができます。 

 

レイヤ名の変更に関する詳細は下記のヘルプをご覧ください。 

 

レイヤの整理 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q0000009m000000 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q0000009z000000
http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html%23/010q0000009m000000
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2. シンボルの変更 

シェープファイルなどファイルから追加されたレイヤは最初単一シンボルで表現されます。ArcGIS.com マップ

ビューアでは、レイヤを属性に基づいて色分けすることができます。 

レイヤのシンボルを設定するには、レイヤの操作オプションの [シンボルの変更] をクリックします。 

 

以下では、都道府県ごとに指定したフィールドの属性値によって色分け表示しています。 

 

分類前 分類後 

  

 

シンボルの設定の詳細は、下記のヘルプをご覧ください。 

 

属性の分類について 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q0000009w000000 

 

3. ポップアップの構成 

個々のフィーチャをクリックした時に表示されるポップアップに使用するフィールドの設定やグラフの追加には、

レイヤの操作オプションの [ポップアップの構成] をクリックします。 

 

[ポップアップの構成] では以下のようにポップアップの表示を変更できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定前 設定後 

  

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html%23/010q0000009w000000
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※添付ファイル（アタッチメント）を含むフィーチャサービスの場合、[ポップアップの構成] で [フィーチャの

アタッチメントをリンクとして表示] にチェックを入れると、ポップアップに添付されたファイルのリンクを含

めることができます。 

 

アタッチメントとポップアップの構成に関する詳細は、下記のヘルプをご覧ください。 

 

ポップアップ ウィンドウを使用した属性の表示について 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q0000004s000000 

 

アタッチメントの有効化 

http://help.arcgis.com/ja/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/001t000003vt000000/ 

 

4. レイヤの編集 

 

レイヤの編集を行う場合は、レイヤの操作オプションの [編集の有効化] をクリックします。 

注意：複数ユーザで同一レイヤを編集したい場合は、データをフィーチャ サービスとして公開し、ArcGIS.com マ

ップ ビューアに追加します。 

詳細は下記のヘルプをご覧ください。 

 

フィーチャの編集について 

 http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q00000047000000 

 

その他のレイヤの操作に関する詳細は、下記のヘルプをご覧ください。 

 

レイヤの操作について 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q000000m0000000 

 

 

※ 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html%23/010q0000004s000000
http://help.arcgis.com/ja/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/001t000003vt000000/
http://help.arcgis.com/ja/arcgisonline/help/#/na/010q00000047000000/
http://help.arcgis.com/ja/arcgisonline/help/#/na/010q00000047000000/
http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html%23/010q000000m0000000
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5. マップの保存 

[保存] をクリックして、作成したマップを保存します。 

 

新規にマップを保存する場合には、タイトルとタグを設定します。タグには、マップのキーワードとなる語句を指定し

ます。複数のタグを指定する場合には、カンマで区切ります。 

 

 

 

マップの保存に関する詳細は下記のヘルプをご覧ください。 

 

Web マップの保存 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q0000009q000000 

 

 

6. コンテンツの管理 

保存されたマップは、[マイ コンテンツ] で管理されます。 

 

[マイ コンテンツ] のコンテンツ一覧で、作成したマップのタイトルをクリックすると、そのマップの詳細を表示でき

ます。 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html%23/010q0000009q000000
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[編集] をクリックすると、作成したマップのサムネイルの変更、説明や制限事項の追加ができます。 

マイ コンテンツには、マップなどの各種コンテンツを 1 アカウントにつき合計 2GB まで格納することができます。 

 

コンテンツの管理に関する詳細は、下記のヘルプをご覧ください。 

 

アイテムの詳細 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q0000000r000000 

 

アイテムの追加について 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q0000001v000000 

 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html%23/010q0000000r000000
http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q0000001v000000
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4 アイテムを追加する 

ArcGIS.com Web サイトに、Web 上にあるサービスやアプリケーションを追加したり、コンピュータ上のデータ ファイル

を追加することができます。これらのデータ ファイルは、ダウンロードして ArcGIS Desktop や ArcGIS Explorer Desktop 

で開くことができます。 

 

ここでは、コンピュータ上のデータ ファイルを ArcGIS.com Web サイトに追加する手順をご紹介します。 

 

1. アイテムを追加するには、サイン インしていることを確認します。 

2. [マイ コンテンツ] をクリックします。 

3. [アイテムの追加] をクリックします。 

 

 

4. [アイテム：] ドロップダウン リストで [コンピュータ上] を指定します。[ファイルを選択] ボタンをクリックし

て、追加したいファイルを選択します。[コンテンツ：] ドロップダウン リストで、コンテンツの種類を選択しま

す。[タイトル：] と [タグ] に適切な内容を入力します。[アイテムの追加] をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意：コンピュータ上から追加したマップ パッケージやレイヤ パッケージ、MXD などのデータ ファイルは、ArcGIS.com マ

ップ ビューアや ArcGIS Explorer Online ビューアでは表示できません。 

 

追加できるアイテムの一覧とアイテムの追加の詳細は、下記のヘルプをご覧ください。 

 

地理情報の種類 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q0000000m000000 

 

 

手順 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html%23/010q0000000m000000


21 

 

Web からマップ サービスおよびその他のアイテムの追加 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q00000078000000 

 

アプリケーションの追加 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q00000077000000 

 

 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q00000078000000
http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q00000077000000
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5 マップの共有 

1. アイテムの共有 

保存したマップや追加したアイテムは、ほかのユーザと共有することができます。 

 

1. サイン インしていることを確認します。 

2. [マイ コンテンツ] をクリックします。 

3. 共有するアイテムのタイトルの横にあるチェックボックスをオンにします。

 

4. [共有] ボタンをクリックします。 

 

5. 表示される [共有] ウィンドウで、[すべての人に公開（パブリック）] または 公開したいグループのチェックボ

ックスをオンにし、[OK] をクリックします。 

 

 

アイテムの共有の詳細は、下記のヘルプをご覧ください。 

 

アイテムの共有 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q00000010000000 

 

手順 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q00000010000000


23 

 

2. マップ ビューアの共有機能 

ArcGIS.com マップ ビューアや ArcGIS Explorer Online で、Twitter や Facebook にリンクを貼り付けたり、自分の Web 

サイトに埋め込んで ArcGIS Online を使用していない人と共有することができます。 

 

 

1. ArcGIS.com マップ ビューアの [共有] をクリックします。 

2. Facebook や Twitter をクリックすると、リンクを投稿できます。 

3. [Web サイトに埋め込む] をクリックして表示される HTML をコピーして自分の Web ページに貼り付けると、

マップが埋め込まれます。 

 

 

 

 

 

手順 
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リンクの共有やマップの埋め込みに関する詳細は、以下のヘルプをご覧ください。 

 

Web マップへのリンク 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q0000008n000000 

 

Web マップの埋め込み 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q00000095000000 

 

3. グループ 

グループを作成したり、グループに参加すると、特定のプロジェクトや共通の興味を持つ他のユーザと共同作業することがで

きます。 

（例）東北地方太平洋沖地震グループ 

 

 

 

グループの詳細は、ヘルプのグループへの参加フォルダ内のドキュメントをご覧ください。 

 

グループへの参加 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q0000002q000000 

 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q0000008n000000
http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q00000095000000
http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q0000002q000000
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6 Web アプリケーションの作成 

ArcGIS.com マップビューアでは、Web アプリケーションを作成するためのテンプレートが多数用意されています。 

 

 

1. テンプレート を使用するには、既存のマップを ArcGIS.com マップ ビューアで開き、[共有] をクリックします。 

 

2. すべての人または特定のグループのチェックボックスをオンにします。 

 

3. [Web アプリケーションを作成] ボタンをクリックします。 

4. [Web アプリケーションを作成] をクリックすると、使用可能なテンプレートの一覧が表示されます。サムネイル

をクリックすると、プレビューすることができます。 

 

5. サムネイルの下の [公開] をクリックすると、そのテンプレートを使用して Web アプリケーションが作成されま

す。 

 

注意：手順 2 で共有先を設定していても、作成された Web アプリケーションはデフォルトでは共有されていませ

ん。必要に応じて共有設定を行います。 

手順 
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6. テンプレートのサムネイルに以下の矢印のようなマークがある場合には、Web アプリケーションの詳細ページの 

[アプリケーションの構成] ボタンをクリックして Web アプリケーションを構成できます。 

 

 

 

 

 

使用するテンプレートにより異なりますが、アプリケーションの構成では、使用する Web マップの指定や背景

などを設定できます。例として「マップの比較」テンプレートでは、以下のように比較対象の Web マップの ID 

をカンマで区切って指定します。 

 

 

ここで指定する Web マップの ID は、各 Web マップの詳細ページの URL で確認できます。 
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注意：Web アプリケーションで使用する Web マップは、すべての人または特定のグループに共有されている

必要があります。共有されていない Web マップを指定した場合、Web アプリケーションでその Web マップ

は表示されません。 

7. Web マップの ID の設定など、必要な設定が完了後、[保存] をクリックして設定を保存します。 

 

テンプレートを使用した Web アプリケーションの作成方法の詳細は、下記のヘルプをご覧ください。 

 

Web マップを使用したアプリケーションの作成 

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#//010q0000008t000000 
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付録：ArcGIS.com の使用条件 

 

概要 

ArcGIS.com Web サイトはオンライン GIS の利用を提供します。この利用には、ArcGIS コミュニティ（Esri を含む）で共有さ

れるマップ、アプリケーション、ツールへのアクセスが含まれます。ArcGIS.com の参加者は、コンテンツの格納、共有、使用に

関して使用条件に同意するものとします。 

 

使用条件 

ArcGIS.com の目的は、有益な地理情報を簡単に検索、共有する方法を提供することです。検索したマップやアプリケーションの

利用やお持ちのコンテンツを他のユーザと共有することが可能です。 

Esri は、以下に示す条件に対して侵害があった場合、ArcGIS Online システム（ArcGIS.com を含む）から、コンテンツやユーザ

を削除する権利を持つものとします。 

 

コンテンツの使用条件の順守 

ArcGIS Online で提供しているコンテンツは、基本的に個人および非商用で利用できます。特別な使用条件を持つコンテンツに関

しては、コンテンツの Details（詳細）ページの「アクセスと使用の制限」欄に情報が掲載されています。コンテンツ利用者は、コ

ンテンツ所有者の使用条件を順守する義務があります。コンテンツ所有者は、各コンテンツの「アクセスと使用の制限」欄に使用

条件を明確に定義する義務があります。 

 

複製の許可 

ArcGIS Online でコンテンツを公開および Public グループを作成することによって、公開者・作成者は、Esri および ArcGIS 

Online のエンド ユーザに、コンテンツの利用・複製・派生品の作成・配布や公開・作成者が提供するすべての使用条件を順守さ

せる権限を明示的に付与するものとします。 

 

すべての著作権法の履行 

特別な許可を持っていない限り、著作権で保護されたものを ArcGIS Online に掲載してはなりません。これは、マップ、レイヤ、

サービス、テキスト、写真、画像、スクリーンショットを含んでいますが、これらに限定されません。著作権侵害については、the 

Digital Millennium Copyright Act Notification ページを通して Esri に報告することができます。 

 

自己責任による参加 

利用者は、コンテンツおよびグループの公開やコンテンツの利用に伴う自己のリスクに対して責任を負うものとします。 

 

適切な表現 

不快、人種差別的、露骨な性表現を含む言葉を使用しないでください。Esri は、他者に対する悪口、不愉快な表現、中傷、侮辱を

含むコンテンツおよびグループの記述を削除する権限を持ちます。 

 

セールスや広告の禁止 
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サービスや製品を宣伝するような商用目的のグループは許可されていません。自分のグループやコンテンツに関連している場合、

他の情報の Web サイトにリンクすることは可能です。 

 

所有権とプライバシー 

ArcGIS Online に追加された情報は、Esri の所有権の承認にしたがい、Esri のプライバシー ポリシーにより適切に扱われます。 

 

アクセスおよび使用に関する制限 

ArcGIS.com を通して利用可能なコンテンツは、基本的に個人または非商用の利用目的で無償利用できます。コンテンツの所有者

または公開者は、コンテンツの使用条件を決めることができます。これには、コンテンツの利用に対する特別な制限、免責事項、

条件、制約を含めることができます。また、コンテンツを再利用するときに必要な帰属を特別に定義することも可能です。

ArcGIS.com で見つけたコンテンツを使用する前に、コンテンツの Details（詳細）ページでどのようなアクセス/使用制限がある

か確認してください。例えば、あるマップ レイヤには、レイヤが含まれるすべてのスクリーン キャプチャに著作権情報を表示す

る必要がある使用制限があるかもしれません。 

 

コンテンツの説明にアクセス/使用制限（Access and Constraints）の情報が記載されていない場合は、コンテンツの利用に特別

な制約が無いとみなすことができます。他者の成果にもとづくコンテンツを公開する場合（例：ArcGIS.com で見つけたいくつか

のレイヤを含むマップを公開する）、それらレイヤすべての使用制限にしたがう必要があります。 

 

公開するコンテンツのアクセス/使用制限の説明や他者のコンテンツの利用の簡略化のひとつのオプションは、Creative Commons

（クリエィディブな成果に著作権を付与する方法を標準化する非営利組織）から事前に定義されたライセンスを使用することです。

コンテンツに保有させたい権利とコンテンツの Details（詳細）ページで単に参照するライセンス タイプに合う Creative 

Commons ライセンス を選択してください。 

 

ヒント：Esri は、ArcGIS.com のほとんどのマップおよびアプリケーションに Creative Commons ライセンスを使用していま

す。 

 

著作権の執行 

ArcGIS.com は、地理情報を検索、共有するための集中的で強力な Web サイトです。これは、一般的な地理空間データの格納場

所ではなく、また、ファイルやコミュニケーションの交換を一般的な目的として意図していません。Esri は、ArcGIS.com に追加

されたコンテンツを常にモニターしているわけではありませんが、不適当、有害、その他使用条件を侵害しているとみなされるコ

ンテンツを削除する権利を持っています。 

Esri は、著作権の侵害から所有者を保護する手助けをする Digital Millennium Copyright Act (DMCA) を履行します。 

 

著作権の表示 

ArcGIS Online で使用されている各マップ、タスク、アプリケーションの Details ページの Credits の欄にソースのクレジット

を記載する必要があります。例えば、World Imagery を使用している場合、クレジットには、"Source: ESRI, i-cubed, USDA FSA, 

USGS, AEX, GeoEye, AeroGRID, Getmapping, IGP." と記載する必要があります。表記は、マップやイメージの近くに配置する

必要があります。Bing Maps の場合、マップ上にロゴやコピーライトを明示しなければならず、改変してはなりません。コンテン

http://www.esri.com/LEGAL/COPYRIGHT-TRADEMARKS.HTML
http://www.esri.com/LEGAL/PRIVACY.HTML
http://creativecommons.org/about/licenses/
http://creativecommons.org/about/licenses/
http://www.copyright.gov/laws/
http://www.arcgis.com/home/item.html?id=10df2279f9684e4a9f6a7f08febac2a9


30 

 

ツを画像として複製できるか、どのような表記をするのかを知るにはコンテンツの  Details ページの  Access and Use 

Constraints の欄を確認してください。 

 

注意：ArcGIS Online のコンテンツへのアクセスにロボット、データ取得自動化ソフトウェア、バッチ コードなど、無人の方法

を利用することは禁止されています。Esri は、サービスを保護したりユーザがこの合意に違反するのを防ぐためのテクノロジやそ

の他手段を講じる可能性があります。これら手段により、ArcGIS Online のコンテンツの使用を妨げたり、無効にしたりする可能

性があります。 

 

レポートにおける静的なマップの使用 

組織内向けの印刷物、デジタル形式のレポート、パワーポイントのプレゼンテーションに ArcGIS Online や Bing Maps の静的

なマップを含める場合は、全体の 10%以下であれば許可されます。静的なマップには、スクリーン キャプチャ、印刷されたマッ

プ、PDF ファイルで使用されるマップ、パワーポイントのプレゼンテーションで使用されるマップ などその他静的な状態のマッ

プが含まれます。 

利用者の顧客が、利用者から受け取った ArcGIS.com が起源の静的なマップを内部利用目的のみで利用することができます。静

的なマップに対して、サイズの変更を除いていかなる改変をしてはなりません。静的なマップの不適切、性的な使用は許されませ

ん。また、Esri、Microsoft やいかなる Esri 、Microsoft 製品、その他人物、団体に対して非難、中傷することは許されません。

利用者の製品またはサービスが、Esri、Microsoft のスポンサーシップ、提携、推薦があると暗示してはなりません。 

利用者は、マップに加えてマップ上のいかなる注記を忠実に複製する必要があります。これは、マップに含まれるいかなるコピー

ライト表記、ロゴも含まれることを意味します。コンプライアンスにはありますが、静的なマップには、アプリケーション内のマ

ップ全体を含める必要がありますが、アプリケーションのフレーム、ツールバー、コンテンツ ウィンドウを含める必要はありませ

ん。ArcGIS Explorer Desktop を使用する場合、Esri のコピーライト表記と追加の情報のコピーライト表記双方を含めなければ

なりません。Bing Maps を使用する場合、Bing Maps のロゴと著作権情報双方を含める必要があります。 

Esri や Bing Maps のコンテンツから作成された完全に独立したマップは、Esri の事前の許可なく、転売、サブライセンスの付与、

その他譲渡することはできません。許可を得る場合は、Copyright Information or Permissions フォームに記入する必要があり

ます。 

http://www.esri.com/apps/company/copyright/mail-copyright.cfm
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・ 本書の一部または全部を無断で転用または複製することを禁じます。 

・ 本書に記載されている社名、商品名は､各社の商標および登録商標です。 

・ 本書に記載されている内容は改良のため、予告なく変更される場合があります。 

・ 本書の内容は参考情報の提供を目的としており、本書に含まれる情報はその使用先の自

己の責任において利用して頂く必要があります。 
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