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1 
はじめに 

本書のご利用にあたり 

・ ArcGIS Online のインターフェイスは予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承くだ

さい。 

・ 本書は、ArcGIS Online の有償プランを利用していることを前提に操作の説明をしています。 

・ 説明している操作を行うためには、事前にデータをご用意いただく必要があります。 

・ 操作ムービーを 弊社の YouTube チャンネルで公開しております。 

https://www.youtube.com/user/ESRIJapan/videos 

本ドキュメントにある  をクリックすると、関連する操作ムービーを閲覧することができます。 

 

https://www.youtube.com/user/ESRIJapan/videos
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1-1. ArcGIS Online へサイン イン 

ArcGIS Online のサイン インとマイ プロフィールの設定について説明します。 

サイン イン 

1. https://www.arcgis.com/ の [サイン イン]  から、または 

https://www.arcgis.com/home/signin.html のサイン イン ページに直接アクセスします。 

 

 
 

2. お手持ちのアカウントとパスワードを該当箇所に入力し、[サイン イン] をクリックします。 

 

 初めてサイン インする時に、新しいパスワードの入力を求められます。英数字を含む 8 文字以上で新しいパスワードを

設定してください。 

https://www.arcgis.com/
https://www.arcgis.com/home/signin.html
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マイ プロフィールの設定 

1. サイン イン後、ページ右上の名前 → [マイ プロフィール] 

をクリックします。 

 

 

 

 初めてサイン インする場合は、新しいパスワードを作成後、マイ プロフィールの設定 ページが自動的に表示されます。 

2. ページの左側に下図のようなプロフィール画面が表示されます。各項目や、鉛筆のアイコン  を

クリックして編集します。 

 
 

❶ 画像を設定します。 

❷ 氏名を変更できます。 

❸ ユーザー名を確認できます。ユーザー名を変更することはできません。 

❹ プロフィールに掲載する自己紹介文を入力します。 

❺ 設定したプロフィールを [すべての人に公開] 、 [組織] 、 [非公開] から選択し、公開範囲を制

限することができます。 

❻ その他の設定画面を開きます。表示言語や計測単位などを設定できます。 

 

❶ 

❷ 

❹ 

❺ 

❻ 

❸ 
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1-2. ArcGIS Online Web ページの構成 

ArcGIS Online Web ページの構成を説明します。 

 

 
 

❶ ホーム: トップ画面 (このページ) へのリンクです。 

❷ ギャラリー: 組織内でよく使われるマップやアプリケーションを表示できます。デフォルトでは、米

国 Esri 社や全世界のユーザーが提供するおすすめのマップが表示されます。 

❸ マップ: マップ ビューアーに移動します。 

❹ シーン: 3 次元シーン ビューアーに移動します。 

❺ ノートブック: ArcGIS Notebooks に移動します。 

❻ グループ: 組織内のグループを表示します。 

❼ コンテンツ: 自分のコンテンツを管理する [マイ コンテンツ] や、所属するグループを表示する [マ

イ グループ]、お気に入りとして登録したコンテンツを表示する [お気に入り]、組織内で共有されて

いるコンテンツを表示する [組織] タブを表示します。Viewer、Editor、Field worker ユーザー タイ

プでは、[マイ コンテンツ] タブは表示されません。  

❽ 組織: 組織内のメンバーの管理や招待、Web サイト設定、クレジット使用量の確認をすることができ

ます。 

❾ 検索: マップ、レイヤー、アプリケーション、ツール、ファイル、グループなどを対象に検索を行う

ことができます。 

❿ 通知: 通知内容を確認することができます。 

⓫ アプリ: StoryMaps や Survey123 など、アプリの Web サイトへ移動します。 

⓬ ユーザー: サイン インしているユーザーの名前が表示されます。[マイ プロフィール] でプロフィー

ルの変更ができます。[サイン アウト] もここで行います。 [ヘルプ] で、ArcGIS Online のヘルプ 

ページに移動します。ArcGIS Online のヘルプ ドキュメントのほか、 ArcGIS Maps for Office や 

ArcGIS Collector などの ArcGIS Online に付属するアプリケーションのヘルプがあります。 

❶   ❷    ❸   ❹   ❺    ❻   ❼    ❽    ❾ ❿ ⓫ ⓬ 
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1-3. マップ ビューアーの構成 

マップ ビューアーの構成を説明します。 

 

 

 

❶ [グループ]、[マイ コンテンツ]、[組織]、それぞれのページに移動することができます。 

❷ 現在表示しているマップのタイトルを示します。 

❸ [詳細]  : デフォルトで選択状態となっており、さらに下記の [情報]、[コンテンツ]、[凡例]、

を選択することができます。再度クリックすると、[パネル] を閉じることができます。 

❹ [詳細]  をクリックした場合に表示される操作ボタンです。 

[情報]  : サマリー（マップの説明）、マップの所有者、最終変更日、ユーザーの評価、および

詳細情報へのリンクなどのマップに関する説明情報が表示されます。 

[コンテンツ]  : マップ内のレイヤーのリストが表示されます。 

[凡例]  : レイヤーの凡例を表示します。 

❺ [追加]  : レイヤーを追加できます。 

 レイヤーを追加するには → 「3-1. マップを作成したい」 

❻ [編集]  : マップに編集が有効なレイヤーが含まれる場合、このボタンが表示されます。図形

を追加、変更、または削除することができます。 

❼ [ベースマップ]  : 使用するベースマップ (背景地図) を選択できます。 

❽ [閉じる]  : [コンテンツ] パネルが閉じます。[コンテンツ] パネルを再度表示するには、[詳細] ボ

タンをクリックします。 

❾ [解析]  : 解析を実行します。 

パネル 

マップ表示エリア 

❶   ❷                         ⓱   ⓲ 

❸   ❺   ❻  ❼    ❾  ❿ ⓫  ⓬ ⓭   ⓮ ⓯ ⓰ 

❹         ❽ 

⓴ 

⓳ 



 

6 

 

❿ [保存]  : マップの [保存]、または [名前をつけて保存] をすることができます。 

⓫ [共有]  : 公開する範囲を指定してマップを共有します。Twitter などのソーシャル ネットワ

ーキング サービスにマップを投稿、このマップの短縮リンクを表示、既存の Web サイトにマップを

埋め込むための HTML を表示、テンプレートを使用して Web アプリケーションを作成するオプショ

ンなどがあります。 

⓬ [印刷]  : マップを印刷します。マップのみか、マップと凡例を印刷するか選択できます。 

⓭ [ルート案内]  : 出発地と目的地を指定して、車、あるいは徒歩でのルート案内を取得で

きます。 

⓮ [計測]  : 面積、距離、座標を調べることができます。 

⓯ [ブックマーク]  : 現在表示されている位置と縮尺でマップのブックマークを作成でき

ます。また、ブックマークのリストを選択し、その場所を表示できます。 

⓰  住所や場所を検索することができ、表示範囲がその場所に移動しま

す。 

⓱ 新しいマップを作成することができます。 

⓲ スライド ショーのようなプレゼンテーションを作成することができます。 

⓳ マップの表示範囲を変更できるボタンです。 

 [拡大] (マウスのホイールを奥に回す)、  [縮小] (マウスのホイールを手前に回す) 

 [デフォルトの表示範囲] 

 [現在の場所を検索] 現在地の場所を表示します。表示するには、ブラウザーやスマートフォンな

どのセキュリティの設定の変更が必要になる場合があります。 

表示範囲は下記の操作でも変更可能です。 

 Shift キー ＋ ドラッグして四角を描画 → 四角内を拡大 

 Shift ＋ Ctrl キー ＋ ドラッグして四角を描画 → 四角内をもとに縮小 

⓴ 現在の表示範囲の概観図を、表示/非表示することができます。 
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1-4. シーン ビューアーの構成 

シーン ビューアーの構成を説明します。 

 

 

 

❶ [ホーム]、[ギャラリー]、[マップ]、[コンテンツ] などのページに移動することができます。 

❷ 現在表示しているシーンのタイトルを示します。 

❸ [シーンの変更]  : レイヤーの追加、レイヤーのスタイル変更、スライドの作成などが行える [デザ

イナー] を開きます。 

❹ マップの表示範囲を変更できるボタンです。 

[初期表示]                 [3D の画面移動または回転に切り替え] 

[拡大] (マウスのホイールを奥に回す) 

[縮小] (マウスのホイールを手前に回す)     [コンパス方位のリセット] 

❺ 新しいシーンを作成できます。 

 レイヤーを追加するには → 「6-1. シーンを作成したい」 

❻ [検索]: 住所や場所を入力して検索できます。 

❼ [レイヤー/凡例]: レイヤーの表示・非表示の切り替えや、凡例を表示します。 

❽ [背景地図]: 使用する背景地図 (ベースマップ) を選択できます。 

❾ [日光]: 日時を指定して、その時間帯の影を表示します。 

❿ [分析]: 3 次元上で距離と面積の計測や、スライス ツールを使用できます。 

⓫ [共有]: シーンのショートリンクを Twitter や Facebook などに共有できます。また、シーンを Web 

❶   ❷ 

❸ 

❹ 

❺ 

❻ 

❼ 

❽ 

❾ 

❿ 

⓫ 

⓬ 

⓭ 



 

8 

 

ページへ埋め込むための iframe タグや、3D の Web アプリの作成が行えます。 

⓬ [設定]: 表示パフォーマンスの調整と、3D ナビゲーションを行うマウス ボタンの設定を変更できま

す。 

⓭ [スライド]: 特定の表示範囲やレイヤーの状態をキャプチャしたスライド一覧です。 
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2 
データの作成と管理 
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2-1. 空のフィーチャ レイヤーを作成したい 

[コンテンツ] ページ → [マイ コンテンツ] タブ → [作成] → [フィーチャ レイヤー] 

新しくデータを入力できる、空のフィーチャ レイヤーを作成します。「ホスト フィーチャ レイヤーの公

開」権限が必要です。 

 

1. [コンテンツ] ページの [マイ コンテンツ] タブへ移動します。 

2. [作成] → [フィーチャ レイヤー] をクリックします。 

 

3. [フィーチャ レイヤーの作成] ウィンドウが表示されます。 

[テンプレートから] タブ: Esri 社が提供する分野別のデータ構成のテンプレートです。 

[既存のレイヤーから] タブ: 組織内に既に公開されているレイヤーから空のフィーチャ レイヤーを

作成する際に、ここでレイヤーを選択します。 

[URL から] タブ: 組織内外のフィーチャ レイヤーの URL を指定して、空のフィーチャ レイヤーを

作成します。 

 

ここでは、[テンプレートから] タブでテンプレートを選択して作成する方法を説明します。 

4. [テンプレートから] タブ → [レイヤーの構築] をクリックします。 

 

https://youtu.be/INWuaVMYXiI
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5. 「Points」、「Lines」、「Polygons」、「Points, lines, and polygons」、「Table」のいずれかのテンプレート

を選択し、[作成] をクリックします。 

 

 「Points, lines, and polygons」を選択すると、1 つのサービスの中に最大 3 つのレイヤーを作成できます。 

6. 不要なレイヤーのチェックボックスをオフにします ❶。 

7. レイヤー名をクリックして、適当な名前に変更します ❷。 

8. 現地調査で GPS の受信機情報を自動記録したい場合は、[GPS 受信機情報の取得] のチェックボック

ス ❸ を、高度の情報を保存するためのデータにするには [Z 値] のチェックボックス ➍ をオンに

します。 

 

 [GPS 受信機情報の取得] チェックボックスをオンにすると、作成されるフィーチャ レイヤーに GPS の受信機名、精度、

補正タイプなどの GPS 情報を格納するためのフィールドが追加されます。現地調査で GPS 機器を使用した際に、この 

GPS メタデータ フィールドに GPS 情報を自動記録できるようになります。GPS メタデータ フィールドを追加できる

のは、ポイント レイヤーのみです。 

9. [次へ] をクリックします。 

10. マップを移動、拡大、縮小して、レイヤーの範囲

を指定します。全世界のデータを入力したい場合

は、全世界が表示されるように、特定の地域内の

データを作成したい場合はその地域の範囲を指定

します。 

 

  

❶ 

❷ 

❸ 

❹ 
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11. [次へ] をクリックします。 

12. フィーチャ レイヤーの [タイトル] と [タグ] を入力します。 

 

 [タイトル] は、サービス名になります。サービス名は URL の一部となるため、半角英数字およびアンダースコア (_) の

みで入力することを推奨します。また、既に組織サイト上に存在するサービス名と同じ名前は使用できません。 

13. [完了] をクリックします。 

14. 空のフィーチャ レイヤーが作成され、レイヤーのアイテム詳細ページが表示されます。 

先程、英数字で入力したタイトルは、[編集] をクリックして、わかりやすい日本語に変更できます。 

 

 データにフィールドを追加したり、入力候補のリストを作成したりするには、「2-8. フィールドを追加、削除したい」、

「2-9. 入力値リストを追加したい」をご参照ください。 

※ 半角英数字およびアンダースコア (_) のみで入力 
※ 
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2-2. Excel や テキスト ファイルからフィーチャ レイヤーを作成したい 

[コンテンツ] ページ → [マイ コンテンツ] タブ → [アイテムの追加] 

緯度経度、住所、場所の名前 (駅名や公園名など) の位置情報が入力された Excel や テキスト ファイル 

(*.csv) からフィーチャ レイヤーを作成します。「ホスト フィーチャ レイヤーの公開」権限が必要です。 

Excel または CSV ファイルの準備 

1. 1 行目にフィールド名、その下に値が入力された形式のファイルを準備します。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 フィールド名の命名規則に必ず従ってください。命名規則外のフィールド名が入っている場合は、ArcGIS Online に公開

できない、または公開してもデータが表示されません。 

・アンダースコア（_）以外の特殊文字は使えません。スペースやカッコなどは削除してください。 

・数字で始まる名前は使えません。 

・同じフィールド名を重複して使うことはできません。 

 住所は、都道府県から入力してください。 

(例) 北区赤羽1 → 東京都北区赤羽1  

 住所からフィーチャ レイヤーを作成する場合は、ジオコーディング処理にクレジットが消費されます。 

 CSV ファイルは UTF-8 で保存されている必要があります。保存の手順は、42 ページをご参照ください。 

Excel や テキスト ファイル (*.csv) からフィーチャ レイヤーを作成 

ArcGIS Online 上にファイルをアップロードして、フィーチャ レイヤーを公開します。 

 

1. ArcGIS Online の [コンテンツ] ページ → [マイ コンテンツ] タブに移動します。 

2. [アイテムの追加]  → [コンピューターから] → [ファイルの選択] をクリックして、

Excel または CSV ファイルを選択します。 

フィールド名の命名規則に注意 

住所または緯度経度などのいずれかの位置情報が入力されたフィールドが必要 

※架空のデータです。 

https://youtu.be/t8ajCbFlU5g
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3. [タイトル] と [タグ] を入力します。 

4. [このファイルをホスト レイヤーとして公開します] チェックボックスをオンにします。 

 

 [タイトル] は、サービス名になります。サービス名は URL の一部となるため、半角英数字およびアンダースコア (_) の

みで入力することを推奨します。また、既に組織サイト上に存在するサービス名と同じ名前は使用できません。 

5. ファイルに緯度経度の座標値が入っている場合は [座標]、住所や場所名が入っている場合は [住所ま

たは場所] を選択します。[住所または場所] を選んだ場合は、[検索先] に住所データの国を指定しま

す。 

 ジオコードに対応している住所の言語とレベルについては、「ジオコードの有効範囲」ページをご参照ください。 

 [ロケータ―出力フィールド] でジオコーディング結果が格納されるフィールドの追加を制御することが可能です。 

[場所のみ]：ジオコーディング結果に関するフィールドは追加されず、位置情報のみ格納されます。 

[最小]：「Status」「Score」「Match_addr」「Addr_type」列が追加されます。 

[すべて]：ジオコーディング結果に関する全フィールドが追加されます。 

6. 位置情報が入っているフィールドを指定します。[場所フィールド] 列で、住所フィールドに対して 

[住所または場所] を指定します。緯度経度の場合は、緯度 (Y) フィールドは [緯度]、経度 (X) フィ

ールドは [経度] を指定します。 

 

※半角英数字およびアンダースコア (_) のみで入力 

http://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/geocode-coverage.htm
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7. 必要に応じて、[タイム ゾーン] を指定します。 

8. [アイテムの追加] ボタンをクリックします。 
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2-3. シェープファイルを ArcGIS Online にアップロードしたい 

[コンテンツ] ページ → [マイ コンテンツ] タブ → [アイテムの追加] 

シェープファイルを ArcGIS Online にアップロードし、フィーチャ レイヤーとして公開します。マップ 

ビューアーの [追加] → [ファイルからレイヤーを追加] で追加できるシェープファイルのフィーチャ数に

制限がありますが (「3-1. マップを作成したい」参照)、この方法では最大 500 GB のファイルを [マイ 

コンテンツ] にアップロードできます。 

シェープファイルの準備 

シェープファイルを zip 形式に圧縮します。 

 

1. Windows Explorer でシェープファイルを保存している場所へ移動します。 

2. シェープファイルを構成しているファイルをすべて選択し、右クリック → [送る] → [圧縮 (zip 形

式) フォルダー] をクリックします。 

 

 
 

 

 

 ArcGIS Desktop 10.2.1 より前のバージョンや ArcGIS 製品以外で作成したシェープファイルを ArcGIS Online にアップ

ロードした際に属性情報が文字化けする場合があります。CPG (*.cpg) ファイルを作成し、シェープファイルで使われて

いる文字コードを明示的に指定することにより、文字化けを回避できます。 

 

対処方法： 

1. テキスト ファイルに「SJIS」と入力して保存します。 

2. ファイル名をシェープファイルと同じ名称に変更し、拡張子を「*.cpg」に変更し、シェープファイルと同じ場所に保存

します。 

例: シェープファイル「abc.shp」をご利用の場合は「abc.cpg」というファイル名にします。 

３. 上記のファイルをまとめて、Zip 形式に圧縮します。 
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シェープファイルのアップロード 

1. [コンテンツ] ページ → [マイ コンテンツ] タブで、[アイテムの追加]  → [コンピュ

ーターから] をクリックします。 

2. [ファイルの選択] (ブラウザーによっては [参照]) をクリックして、シェープファイルを圧縮した Zip 

ファイルを指定します。 

3. [コンピューターからアイテムを追加] ダイアログで、[コンテンツ] が「シェープファイル」になって

いることと ❶、[このファイルをホスト レイヤーとして公開します。] チェックボックスがオンに

なっていることを確認します ❷。 

4. [タイトル] に英数字でフィーチャ レイヤー名を入力し ❸、[タグ] には検索キーワードとなる文字

を入力します ❹。 

5.  [アイテムの追加] をクリックします ❺。 

 

6. フィーチャ レイヤーが作成され、サービスのアイテム詳細ページ が表示されます。 

7. マップ ビューアー上で編集を行いたい場合は、アイテム詳細ページの [設定] タブ→ [Feature Layer 

(ホスト)] 項目で [編集の有効化] チェックボックスをオンにします ❻。 

8. 編集の許可の種類や閲覧の設定を行い ❼、ページ下部の [保存] をクリックします。 

❸ 

 

❹ 

 

        ❺ 

❶ 

❷ 
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9. [概要] タブの [Map Viewer で開く]  をクリックして、マップに追加

します。 

 シェープファイル以外に ArcGIS Online に追加できるアイテムについては「ArcGIS Online に追加できるアイテムとは」

をご覧ください。

❻ 

❼ 

http://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/supported-items.htm
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2-4. フィーチャ レイヤーを ArcGIS Pro から公開したい 

ArcGIS Pro → [Web レイヤーとして共有] 

ArcGIS Pro 上のベクター データをフィーチャ レイヤーとして ArcGIS Online に公開します。「ホスト フ

ィーチャ レイヤーの公開」権限が必要です。 

 

1. ArcGIS Online に公開したいデータ (シェープファイルやフィーチャクラス) を ArcGIS Pro に追加し

ます。 

 公開するデータのフィールド名には、「 _ 」(半角アンダースコア) 以外の特殊文字を使用できません。 

2. [コンテンツ] で共有したいレイヤーを右クリック → [Web レイヤーとして共有] を選択します。右

側に [Web レイヤーとして共有] パネルが表示されます。 

3. [名前] に作成するサービス名を入力します ❶。 

 [名前] は、サービス名になります。サービス名は URL の一部となるため、半角英数字およびアンダースコア (_) のみで

入力することを推奨します。また、既に組織サイト上に存在するサービス名と同じ名前は使用できません。 

4. [レイヤー タイプ] は [フィーチャ] を選択します ❷。 

5. [アイテムの説明] の [概要] と [タグ] を入力します ❸。 

6. [構成] → [Web レイヤー プロパティの構成]  をクリックし、Web 上で許可する操作を指定しま

す ❹。 

⚫ フィーチャ レイヤーを編集したい場合は、[編集を有効化して、次の操作を編集者に許可] チェ

ックボックスをオンにします。 

⚫ オフライン編集を行いたい場合は、[同期の有効化] チェックボックスをオンにします。 

⚫ 他のユーザーがシェープファイルやジオデータベースでデータをエクスポートすることを許可す

る場合は、[データのエクスポート] チェックボックスをオンにします。 

⚫ Z 値を持つフィーチャである場合は、[Z 値のあるフィーチャにデフォルトを適用] チェックボ

ックスをオンにします。 
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7. [分析] をクリックします。「エラー」が表示された場合は、レイヤーをサービスとして公開する前に

問題を修正する必要があります。 

 「警告」や「メッセージ」については必ずしも修正する必要はありませんが、それらの問題がサービスのパフォーマンスに

影響をおよぼす可能性があるため、必要に応じて対処してください。 

8. [公開] をクリックします。 

9. 「Web レイヤーが正常に公開されました」のメッセージの下の [Web レイヤーの管理] をクリック

すると、ArcGIS Online 上に公開されたサービスを確認できます。 

 

 ArcMap からフィーチャ レイヤーを公開したい場合は、ArcMap ヘルプ「ホスト Web レイヤーの公開」をご参照くださ

い。 

 

❶ 

❷ 

 

❸ 

❹ 

https://desktop.arcgis.com/ja/arcmap/latest/map/publish-map-services/publish-to-portals.htm#ESRI_SECTION1_2AB8244E455F4764805BC46C6E5C1B45
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2-5. タイル レイヤーを ArcGIS Pro から公開したい 

ArcGIS Pro → [共有] タブ → [Web レイヤー] 

ArcGIS Pro 上のデータをタイル レイヤーとして ArcGIS Online に公開します。この手順では、ArcGIS 

Pro 上でタイル生成をするため、タイル生成にクレジットを消費しません。「ホストされたタイルの公

開」の権限が必要です。 

 

1. ArcGIS Online に公開したいデータを ArcGIS Pro に追加します。公開しないデータは ArcGIS Pro か

ら削除してください。 

2. [共有] タブ → [Web レイヤー] → [Web レイヤーの公開] をクリックします。 

 

3. [一般] タブで、[概要] ❶、[タグ] ❷ を入力し、[レイヤー タイプ] の [タイル] ❸ ラジオ ボタン

を選択します。 

4. [構成] ❹ をクリックし、[詳細レベル] ❺ でタイルの最小/最大レベルを指定し、[ローカルにキャッ

シュ] ❻ ラジオ ボタンを選択します。 

  

5. [分析] をクリックします。「エラー」が表示された場合は、レイヤーをサービスとして公開する前に

問題を修正する必要があります。 

6. [公開] をクリックします。 

 ArcMap からタイル レイヤーを公開したい場合は、ArcMap ヘルプ 「ホスト Web レイヤーの公開」をご参照ください。 

https://desktop.arcgis.com/ja/arcmap/latest/map/publish-map-services/publish-to-portals.htm#ESRI_SECTION1_2AB8244E455F4764805BC46C6E5C1B45


 

22 

 

2-6. 時系列データを ArcGIS Pro から公開したい 

ArcGIS Pro → [Web レイヤーとして共有] 

ArcGIS Online → [コンテンツ] ページ → [マイ コンテンツ] タブ → アイテム詳細ページ → [概要] 

タブ → [時間設定] 

時系列データをフィーチャ レイヤーとして公開すると、ArcGIS Online のマップ ビューアー上で時系列

のアニメーションでデータを表示することができます。「ホスト フィーチャ レイヤーの公開」権限が必

要です。 

時系列データの公開 

1. ArcGIS Online に公開したい時系列データを ArcGIS Pro に追加します。時系列データには、Date 型

のフィールドが格納されている必要があります。 

2. 時系列データをフィーチャ レイヤーとして公開します。 

 フィーチャ レイヤーを公開するには → 「2-4. フィーチャ レイヤーを ArcGIS Pro から公開したい」 

時間の有効化 

1. ArcGIS Online の [コンテンツ] ページ → [マイ コンテンツ] タブで、公開したサービス名をクリッ

クし、アイテム詳細ページを開きます。 

2. [概要] ページの [レイヤー] 項目で時間を有効化したいレイヤーをクリックします。 

3. 右下の [時間設定] の [有効ではありません] を選択します ❶。 

 

  

❶ 
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4. [時間設定] ダイアログで、[時間の有効化] チェックボックスをオンにします ❷。 

 

5. [時間フィールド] または [開始時間フィールド] と [終了時間フィールド] に Date 型のフィールド

を指定します ❸。 

6. [OK] をクリックします ❹。 

 

タイム スライダーの使用 

1. アイテム詳細ページの [Map Viewer で開く]  をクリックし、マップ ビ

ューアーに追加します。 

2. マップ ビューアー下部にタイム スライダー が表示されます。[再生/一時停止]  をクリックし

て、アニメーションを開始・停止します。 [構成]  をクリックすると、アニメーションの再生速

度や時間間隔などを変更できます。 

 

❷ 

❸ 

❹ 
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2-7. シーン レイヤーを ArcGIS Pro から公開したい 

ArcGIS Pro → [Web レイヤーとして共有] 

ArcGIS Pro から 3D ポイント、マルチパッチ、LiDAR データなどを、Web シーン レイヤーとして公開

します。「ホスト フィーチャ レイヤーの公開」権限が必要です。 

 

ArcGIS Pro から Web へ公開できる 3D データ 

 

3D ポイント          3D モデル           点群 

Z 値に高さの値が入ったポイント  建物などの 3D モデル    LiDAR、ポイント クラウド 

 

1. ArcGIS Pro の [挿入] タブ → [新しいマップ] → [新しいローカル シーン] をクリックします。 

 

2. [コンテンツ] ウィンドウの [3D レイヤー] カテゴリに、3D データを追加します。 

3. [コンテンツ] ウィンドウの [シーン] を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。 

 

4. [マップ プロパティ] ダイアログで [座標系] を選択し ❶、検索ボックスに「web」と入力し ❷、

「Web メルカトル図法…」を選択します ❸。[OK] をクリックします。 
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5. 公開したいレイヤーを右クリックし、[共有] → [Web レイヤーとして共有] をクリックします。 

 

[Web レイヤーとして共有] ウィンドウが表示されます。 

6. [名前] に Web レイヤーの名前を入力します。[概要] と [タグ] を入力します。 

 

 [タイトル] は、サービス名になります。サービス名は URL の一部となるため、半角英数字およびアンダースコア (_) の

みで入力することを推奨します。また、既に組織サイト上に存在するサービス名と同じ名前は使用できません。 
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7. [構成] タブをクリックし、[ローカルにキャッシュ] を選択して、一時キャッシュの保存場所を指定し

ます。 

 

8. [分析] をクリックしてエラーが表示されなければ、[公開] をクリックします。 

9. 「Web レイヤーが正常に公開されました」というメッセージの下の [Web レイヤーの管理] をクリ

ックします。 

 

10. ArcGIS Online のサイン インが求められたら、ユーザー名とパスワードを入力してサイン インしま

す。公開したレイヤーのアイテム詳細ページが開きます。 

11. [シーン ビューアーで開く] をクリックして、シーンで表示します。 
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2-8. フィールドを追加、削除したい 

[コンテンツ] ページ → [マイ コンテンツ] タブ → アイテム詳細ページ → [データ] タブ → [フィー

ルド] 

自分が所有しているアイテムに、フィールドを追加、削除します。 

フィールドの追加 

1. アイテム詳細ページの [データ] タブ → [フィールド] ❶ → [＋追加] ❷ をクリックします。 

 

2. [名前]、[エイリアス] を入力します。 

 [名前] にはアンダースコア (_) 以外の特殊文字 (&、( )、スペースなど) や、予約語 (「type」や「user」) を使用できませ

ん。また、フィールド名の最初の文字に数字を使用することはできません。 

3. [タイプ] を選択します。 

 

 タイプには、String (文字列)、Integer (整数)、Double (小数)、日付型があります。 

 String は格納できる最大の文字数を [長さ] で指定することができます。デフォルトは 256 文字です。 

4. [新規フィールドの追加] をクリックします。 

フィールドの削除 

1. アイテム詳細ページの [データ] タブの [フィールド] ボタンをクリックします。 

2. 削除したいフィールド名横のチェックボックスをオンにします。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/previous-versions/sql/sql-server-2014/ms189822(v=sql.120)
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3. [削除] をクリックします。 

 

 FID や OBJECTID などは削除できません。また、スタイル設定、フィルター、ラベル、検索、編集情報の記録やタイムス

ライダーに使用されているフィールドは削除できません。 



 

29 

 

2-9. 入力値リストを追加したい 

[コンテンツ] ページ → [マイ コンテンツ] タブ → アイテム詳細ページ → [データ] タブ → [フィー

ルド] 

公開しているフィーチャ レイヤーに入力値リストを作成することで、データ入力時に入力値をリストか

ら選択し、入力の手間を簡略化できます。 

リストの作成 

1. アイテム詳細ページの [データ] タブ → [フィールド]  をクリックします。 

2. リストを作成したいフィールドの [表示名] をクリックします。 

3. [リストを作成] をクリックします。 

4. [ラベル] と [コード] を入力し、入力値リストを作成します。レイヤー内にフィーチャが既に存在

し、属性値に個別値が含まれている場合、[リストの作成] をクリックすると個別値がリストに追加さ

れます。 

 

5. 必要に応じて [＋追加] をクリックしてリストを追加したり、ゴミ箱をクリックしてリストを削除し

たりします。 

 [コード] は、フィールドのタイプと同じである必要があります。例えば、フィールドのタイプが整数の場合、[コード] に

整数 「1」 を入力し、[ラベル] に「1m」と分かりやすい名称を設定することができます。 

 
 
 
 
 
 

コードに整数ではなく、文字を入力するとエラーになります。 

 
 
 
 
 
 
 

6. [保存] をクリックします。 

https://youtu.be/NwLxnEQ-0m8
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最小値/最大値の設定 

1. 数値タイプのフィールドの設定で、[最小/最大値] 横の [編集] をクリックします。 

 

2. 最小値と最大値を入力し、[保存] をクリックします。 

 すでにレイヤーにフィーチャが存在している場合は、[範囲の作成] をクリックし、既存のフィーチャに入力された数値を

読み込むことができます。 
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2-10. データのアクセス権を変更したい 

[コンテンツ] ページ → [マイ コンテンツ] タブ → アイテム詳細ページ → [設定] タブ 

データの編集、編集者の記録など、データの細かなアクセス権を設定することができます。 

編集権限の変更 

1. アイテム詳細ページの [設定] タブ → [編集の有効化] チェックボックスをオンにします。 

2. [どのような種類の編集が許可されていますか？] で許可する編集の権限を選択します。 

 

3. [保存] をクリックします。 

アプリで編集情報の記録を表示 

アプリ上でフィーチャを編集した際に、自動的に作成者、

作成日、更新者、更新日が表示されるように設定します。 

1. アイテム詳細ページの [設定] タブ → [作成および更

新されたフィーチャを記録] チェックボックスをオン

にします。 

 

2. [保存] をクリックします。 
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フィーチャの閲覧・編集権限の制御 

有効にすると、作成と最終更新情報が記録され、フィーチャの閲覧・編

集権限を細かく制御できます。 

1. アイテム詳細ページの [設定] タブ → [フィーチャの作成者および

最終更新者を記録] ❶ チェックボックスをオンにします。 

2. 必要に応じて [どのフィーチャを編集者は閲覧できますか？] ❷、

[どのフィーチャを編集者は編集できますか？] ❸、[匿名の (サイン 

インしていない) 編集者はどのようなアクセスが可能ですか？] ❹ 

の設定を更新します。 

 

❸ 

❶ 

❷ 

❹ 
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2-11. ビュー レイヤーを作成したい 

[コンテンツ] ページ → [マイ コンテンツ] タブ → アイテム詳細ページ 

ホスト フィーチャ レイヤー (親レイヤー) からビュー レイヤー (子レイヤー) を作成し、前ページの編

集権限、シンボル、フィルターを個別に設定することができます。それぞれのビューに異なる設定を適用

することで、社内での編集用や一般公開用などの異なる用途に利用できます。 

 

ホスト フィーチャ レイヤー (ビュー) の作成 

1. アイテム詳細ページの [概要] タブ → [ビュー レイヤーを作成] をクリックします。 

2. [タイトル]、[タグ] を入力し、[OK] をクリックします。 

 [タイトル] は半角英数字またはアンダースコア (_) で入力することを推奨します。 

ビュー レイヤーが作成されると「Feature Layer (ホスト、ビュー)」と表示されます。 

 

ビュー レイヤーの設定 

ビュー レイヤーを作成すると特定のエリアやフィールドのみ表示したり、条件式に合ったフィーチャの

み表示したりできるように設定できます。 

①特定の地理領域に制限 

1. アイテム詳細ページの [ビジュアライゼーション] タブ → [その他のオプション] ❶ → [ビュー定義

の設定] ❷ → [対象地域の定義] ❸ をクリックします。 
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2. 四角またはポリゴンを描き、[適用] をクリックします。 

   

②フィーチャの定義 

1. アイテム詳細ページの [ビジュアライゼーション] タブ → [その他のオプション] → [ビュー定義の

設定] → [フィーチャの定義] をクリックします。 

2. 条件式を設定し、[定義の適用] をクリックします。 

3. [レイヤーの保存] をクリックします。 

③フィールドの定義 

1. アイテム詳細ページの [ビジュアライゼーション] タブ → [その他のオプション] → [ビュー定義の

設定] → [フィールドの定義] をクリックします。 

2. 表示しないフィールドのチェックボックスをオフにし、[適用] をクリックします。 

3. [レイヤーの保存] をクリックします。 

 ビュー レイヤーには、「2-10. データへのアクセス権を変更したい」の①～③の設定のうち①、②を設定できます。ビュ

ー レイヤーで編集した内容もホスト フィーチャ レイヤーに反映されます。 
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2-12. データをファイルから更新したい 

[コンテンツ] ページ → [マイ コンテンツ] タブ → アイテム詳細ページ 

ローカル ファイルからデータを公開した場合、アイテム詳細ページからデータの更新が可能です。

ArcGIS Pro からデータの公開を行った場合は、ArcGIS Pro から上書きする必要があります。 

更新方法は下記の 2 通りです。 

レイヤー全体を上書き・・・すべての既存のデータは追加するファイルに差し変わります。 

データをレイヤーに追加・・・既存のデータを保持し、追加するファイルのレコードを追加します。 

 

レイヤー全体を上書き 

対応データ: ファイル ジオデータベース (zip)、シェープファイル (zip)、GeoJSON、Microsoft Excel、

CSV ファイル 

1. アイテム詳細ページの [データの更新] → [レイヤー全体を上書き] をクリックします。 

  次の場合は、この機能を使用できません。 

・[同期を有効化] がオンになっている 

・ビュー レイヤーである 

・[作成および更新されたフィーチャの記録] が有効になっている 

・ArcGIS Pro で公開した場合。ArcGIS Pro からサービスの上書きを行ってください。 

2. データを参照し、[上書き] をクリックします。 

 上書きするファイル名は元のファイル名と一致している必要があります。 

 フィールド名やレイヤー名、フィールドの型も同一である必要があります。 

 住所情報を基にジオコーディングしていた場合は、上書き時に再度ジオコーディング処理が実行されクレジットが消費さ

れます。 
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データをレイヤーに追加 

対応データ: ファイル ジオデータベース (zip)、シェープファイル (zip)、GeoJSON、Microsoft Excel (位

置情報は緯度経度)、CSV ファイル (位置情報は緯度経度) 

1. アイテム詳細ページの [データの更新] → [データを

レイヤーに追加] をクリックします。 

2. データを参照し、[アップロードと継続] をクリック

します。  

3. 既存のレイヤーのフィールド名と入力ファイルのフ

ィールド名が一致しない場合は、[フィールドの一致

を表示] ❶ をクリックし、フィールドを一致させま

す。 

4. 既存フィーチャを入力ファイルで更新する場合は、

[既存のフィーチャの更新] ❷ をオンにします。 

5. 図形および属性を更新する場合は、[既存のフィーチ

ャのジオメトリを更新] ❸ をオンにします。 

6. [更新の適用] ❹ をクリックします。 

 レイヤーの一意の ID に FIDフィールド以外を指定したい場合は、指定したいフィールドが一意の値になっているか確認

します。 

1. フィーチャ レイヤーのアイテム詳細ページ → [データ] → [フィールド] をクリックします。 

2. 一意の値に設定したいフィールドをクリックします。 

3.一意の値が [いいえ] になっている場合は、 [編集] をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. [フィールドに個別値が含まれています。] チェックボックスをオンにし、[保存] をクリックします。 
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3 
マップの作成 
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3-1. マップを作成したい 

マップ ビューアー → [追加] → [保存] 

ArcGIS Pro からアップロードしたフィーチャ レイヤーや、緯度経度の情報を持った CSV ファイルなど

を、レイヤーとしてマップに追加し、様々なレイヤーを組み合わせてマップを作成することができます。

マップの保存には、コンテンツを作成する権限が必要です (権限を持っていない場合でもマップは作成で

きますが、保存することはできません)。 

 

1. マップ ビューアーを開きます。 

2. [追加]  をクリックします。 

3. [レイヤーの検索]、[Living Atlas レイヤーの参照]、[Web からレイヤーを追加]、[ファイルからレイヤ

ーを追加]、[マップ メモの追加] いずれかのレイヤーの追加方法を選択します。 

 

それぞれのレイヤー追加方法は、以下の通りです。 

レイヤーの検索 

1. [マイ コンテンツ] 横の矢印をクリックし、検索する場所を指定します。 

 

2. [レイヤーの検索] ボックスにキーワードを入力し、Enter キーまたは  をクリックします。 

 

https://youtu.be/d-2X-qd4q9U
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3. [フィルター]  をクリックすると、[フィルター] パネルが開きます。[マップ エリア内のコンテン

ツのみを表示] をオンにすると、マップ ビューアーの表示範囲にあるレイヤーを検索することがで

きます。[アイテム タイプ] や [更新日] などでフィルターすることも可能です。 

 

4. [レコードの並べ替え]  をクリックすると、[レコードの並べ替え] パネルが開きます。[関連性] 

や [更新日] などで検索結果の並べ替えが可能です。 

 

5. 検索結果の [追加]  をクリックして、レイヤーをマップに追加します。追加後に [削除]  をク

リックしてマップから削除することもできます。 

 

6. [戻る]  をクリックして、パネルを閉じます。 
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Living Atlas レイヤーの参照 

米国 Esri 社やほかのユーザーが提供する高品質マップ レイヤーをマップに追加します。レイヤーの詳細

は、アイテム説明で確認できます。レイヤーによっては、組織向けアカウントでのサイン インが必要で

あったり、クレジットを消費したりするものがあります。 

Web からレイヤーの追加 

URL を指定して、ArcGIS Server Web サービス、WMS OGC Web サービス、WMTS OGC Web サービ

ス、WFS OGC Web サービス、Web サーバー上にあるタイル レイヤー、KML ファイル、GeoRSS ファ

イル、および CSV ファイルのレイヤーを追加することができます。 

ファイルからレイヤーを追加 

1. [ファイルを選択]  をクリックして、コンピューター上のファイル (区切りテキスト ファ

イル (*.csv または *.txt)、GPX (GPS Exchange Format) ファイル、シェープファイル (*.zip に圧縮済

み)、GeoJSON (*.json)) を選択します。 

 この方法で追加できるレイヤーのフィーチャ数の上限は、ポイントは 4,000 未満、ラインとポリゴンは 2,000 未満です。

上限以上のデータを持つファイルを追加する場合、ArcGIS Pro から追加する方法 (「2-4. フィーチャ レイヤーを ArcGIS 

Pro から公開したい」) または [コンテンツ] ページ → [マイ コンテンツ] タブの [アイテムの追加] で行う方法があり

ます。 

 *.csv、*.txt、*.gpx ファイルをマップ表示エリアへドラッグ&ドロップして追加するには → 42 ページ 

2. [レイヤーのインポート]  をクリックします。 

3. [CSV レイヤーの追加] ダイアログが表示された場合は、緯度/経度または住所の情報を含んでいるフ

ィールドを選択します。[レイヤーの追加]  をクリックして、レイヤーの追加を終了

します。 

 住所を選択すると 1 件あたり 0.04 クレジットを消費します。 

マップ メモの追加 

1. [マップ メモの追加] ダイアログで、[名前] フィールドでレイヤー名を、[テンプレート] ドロップダ

ウン リストから任意のマップ メモのテンプレートを選択します。 

2. [マップ メモの追加] ダイアログで、名前を入力し、テンプレートをドロップダウン リストから選択

して、[作成]  をクリックします。 
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3. フィーチャの追加パネルが表示されるので、マップに追加するシンボルを選択します。 

4. マップの任意の位置をクリックすると、その位置にシンボルが表示されると同時にポップアップが開

き、タイトルや説明などを入力することができます。 

 図形を入力、編集するには → 「5-1. 編集の開始と終了」 

5. コンテンツ パネルでレイヤーが追加されたことを確認し、追加されたレイヤー名にマウス オンする

かレイヤー名をクリックし、  から [レイヤーの保存] をクリックします。 

6. [アイテムの作成] ダイアログでレイヤーのタイトル、タグ、サマリー (説明) を入力し、保存するフ

ォルダーを選択して [アイテムの作成] をクリックします。 

 

 タグを入力して、Enter キーを押すと、入力文字を確定できます。 

7. [保存]  → [保存] をクリックしてマップを保存します。 

 マップの保存では、マップ ビューアー上で参照しているレイヤーやその表示設定などが保存されます。マップ上で設定し

たレイヤーのシンボルなどは、レイヤー自体には保存されないため、他のマップでそのレイヤーを追加したときには、再

度、シンボルの設定等を行う必要があります。 

8. タイトル、タグ、サマリー (説明) を入力し、保存するフォルダーを選択し、[マップの保存] 

 をクリックします。 

9. [コンテンツ] ページ → [マイ コンテンツ] タブに移動し、マップが  のような地図のアイコンで

保存されていることを確認できます。 
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 緯度経度、または住所情報を含むテキスト ファイル (*.txt、*.csv) であれば、マップ表示エリアにファイルをドラッグ&ド

ロップすることで、ポイント フィーチャ レイヤーとしてマップに追加できます。フィールドはカンマ、セミコロン、ま

たはタブで区切る必要があり、その他の区切り文字はサポートされていません。また、緯度経度は、10 進度である必要が

あります。 

 

1. 日本語を含むテキストファイルを使用するためには、Windows の「メモ帳」でファイルを開き、[ファイル] メニュー 

→ [名前を付けて保存] をクリックし、[名前を付けて保存] ダイアログの下部に表示される [文字コード] ドロップダウ

ン リストから [UTF-8] を指定して [保存] ボタンをクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 保存したファイルを、マップ ビューアー上にドラッグ&ドロップします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. [CSV レイヤーの追加] 画面が表示されます。住所が入力されている場合は、[使用しているフィーチャの特定] では [住

所] を指定し、[国] ドロップダウン リストから「日本」を選択します。 

 

4. 住所が入力されているフィールド名をクリックし、[場所フィールド] で [住所/大字町丁目以降] を選択します。 

※住所を選択すると 1 件あたり 0.04 クレジットを消費します。 

 

5. [レイヤーの追加] ボタンをクリックします。 
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3-2. シンボルを変更したい 

マップ ビューアー → [詳細] → [コンテンツ] → レイヤー名にマウス オン → [スタイルの変更] 

シンボルの色や形を変更します。コンテンツを作成する権限を持っている場合に可能です。 

 

1. マップ ビューアーの [詳細]  が選択されていることを確認し、[コンテンツ]  をクリ

ックします。 

2. シンボルを変更したいレイヤー名にマウス オンし、[スタイルの変更]  をクリックします。 

[スタイルの変更] パネルが表示されます。 

3. [①表示する属性を選択] ドロップダウン リストから、シンボルの設定をする属性フィールドを選択

します。 

4. 属性値でシンボル設定をしない場合は、[場所のみ表示] を選択します。 

一種類の属性フィールドによるシンボル設定 

[②描画スタイルの選択] で、変更したい描画方法の [選択]  をクリックします。既に選択されてい

る描画スタイルは [オプション] と表示されます。 

 

場所 (単一シンボル) 

すべてのフィーチャを同じシンボルで表現します。 

 

種類 (個別値シンボル) 

樹木の種類、道路クラス、都道府県名など、属性のカテゴリごとにシンボ

ルを割り当てて描画します。 

 

数と量 (サイズ) 

数値またはランク付けされたデータをシンボルの大きさで表現します。デ

ータの数値が大きいほど、シンボルの大きさも大きく表示されます。 

 

数と量 (色) 

数値またはランク付けされたデータを色の濃淡で表現します。データの数

値が大きいほど濃い色で、小さいほど淡い色で表示することなどができま

す。 
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ヒート マップ 

ポイントが集中しているエリアを一目で確認できるような表現ができま

す。 

日付データによるシンボル設定 

属性フィールドに日付データを含むフィールドを選択すると、時系列データのスタイルの変更が提示され

ます。 

 

連続タイムライン (サイズ) 

日付データをシンボルの大きさで表現します。新しい日付から古い日付を

シンボルの大きさで表示することができます。 

 

連続タイムライン (色) 

日付データを色の濃淡で表現します。新しい日付から古い日付を濃い色か

ら薄い色で表示することなどができます。また、特定の日付の前後で色を

変えることもできます。 

 

期間 (サイズ) 

設定した開始と終了日の期間の長さをシンボルの大きさで表現します。期

間が長いほどシンボルの大きさも大きく表示されます。 

 

期間 (色) 

設定した開始と終了日の期間の長さを色の濃淡で表現します。期間の長さ

を濃淡で表現したり、所定日の前後で色を変えたりする設定ができます。 

 レイヤーが持つ属性フィールドのタイプに応じて選択できる種類が異なります。例えば、文字列型のフィールドのみで構

成されるレイヤーでは、[種類] ドロップダウン リストでサイズや色の指定はできません。 

[オプション] をクリックすると、シンボルの詳細な設定をすることができます。 
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場所 (単一シンボル) の場合 

      

[シンボル] をクリックし、形状や大きさ、塗りつぶし色、アウトラインの設定などを行います。 

種類 (個別値シンボル) の場合 

 

❶ 各シンボルの形状や大きさ、塗りつぶし色、アウトラインの設定などを行うことができます。 

❷ 凡例で表示するラベル名を直接入力して変更することができます。 

❸ ドラッグし、目的の位置でドロップすることで、各シンボルの順序を変更できます。 

❹ チェックボックスをオンにすると、シンボルが設定されている値以外の図形 (例えば、属性値が入力

されていない図形) が「その他」として表示されます。 

❷ 

❹ 

❶ ❸ 
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 個別値が 11 種類以上ある場合は、一部のデータが「その他」にグループ化されます。ラベル欄の「その他」の右にある 

   をクリックすると、一括してグループ化を解除できます。また、「その他」の中にはグループ化された個別値が表

示され、各個別値の  をクリックすることで、個々にグループから除外することもできます。 

数と量 (サイズ) の場合 

     

❺ スライダーの上部、下部のバーを動かして、最小/最大クラスの閾値を変更できます。また、数値をク

リックして、直接入力することもできます。 

❻ ポイントのシンボルを変更できます。 

❼ 最小/最大クラスのポイントのサイズを変更できます。 

❽ チェックボックスをオンにすると、クラスの分類数や分類方法、各クラスの閾値を設定することがで

きます。各クラスの閾値は、スライダーを動かして変更するか、クラスの閾値の数値をクリックして、直

接、入力することもできます ❾。 

  

❺ 

❻ 

❼ 

❽ 

❾ 
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数と量 (色) の場合 

 

❿ スライダーの上部、下部のバーを動かして、最小/最大クラスの閾値を変更できます。また、数値をク

リックして、直接入力することもできます。 

⓫ ここをクリックすることで、色のパターンなどを変更できます。 

⓬ チェックボックスをオンにすると、クラスの分類数や分類方法、各クラスの閾値を設定することがで

きます。設定方法は「数と量 (サイズ) の場合」をご参照ください。 

ヒートマップの場合 

 

⓭ スライダーの上部、下部のバーを動かして、密集度の高いエリアや低いエリアを変更できます。 

⓮ 色のパターンを選択できます。 

⓯ スライダーを左右に動かして、影響範囲を変更できます。 

❿ 

⓬ 

⓫ 

⓭ 

⓯ 

⓮ 
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各パネルにおいて [OK]  をクリックし、[完了]  をクリックします。 

2 種類の属性フィールドによるシンボル設定 

1 つ目の属性フィールドを選択すると表示される、[属性の追加]  をクリックします。 

 数値型および文字列型のフィールド タイプを持つレイヤーに対してのみ、 [属性の追加] が表示されます。 

ここで、2 つ目の属性フィールドを選択します。(1 つ目に選択する属性フィールドを A、2 つ目に選択

する属性フィールドは B とします。) 

 

[②描画スタイルの選択] で、変更したい描画方法の [選択]  をクリックします。既に選択されてい

る描画スタイルは [オプション] と表示されます。 

 

色とサイズ 

A の属性は、色の濃淡で数値を表現し、B の属性に対してはシンボル

のサイズで数値を表現します。選択した属性フィールドが日付型の場合

は、時系列表示のシンボル設定が行えます。 

 

色 (期間) とサイズ 

A の属性は、期間を色の濃淡で表現し、B の属性に対しては日付の新

旧をシンボルのサイズで表現します。 

 

色とサイズ (期間) 

A の属性は、日付の新旧をシンボルのサイズで表現し、B の属性に対

しては期間を色の濃淡で表現します。 

 

A を B と比較 

B の属性に対し、A の属性の比率や割合を表現します。また、2 つの

属性の合計に対する A の属性の割合を表示します。 

A 

B 
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タイプとサイズ 

一意のシンボル (個別値) をサイズで表現します。A、B どちらかが文

字列型の属性である場合は、文字列型の属性の方に個別値シンボルが自

動的に適用され、他方の属性にサイズが適用されます。選択した属性フ

ィールドが日付型の場合は、時系列表示のシンボル設定が行えます。 

 

タイプとサイズ (期間) 

一意のシンボル (個別値) ごとに期間の長さをシンボルの大きさで表現

します。A、B どちらかが文字列型の属性である場合は、その属性の方

に個別値シンボルが自動的に適用され、日付型の属性にサイズが適用さ

れます。 

 

主要カテゴリ 

複数の属性フィールドの値を比較して、一番高い値を持つ属性フィール

ドに設定した色を表示します。同時に、他の値と比べてどれほど優位か

を透過で表現します。 

 

主要カテゴリおよびサイズ 

上記の「主要カテゴリ」に加え、複数の属性値の合計を円の大きさで表

します。 

 

関連性 

A、B いずれも数値型の属性を指定し、2 つの属性値の相関関係をカラ

ー ランプで表現します。 

[オプション] をクリックすると、シンボルの詳細な設定をすることができます。 

設定後、各パネルにおいて [OK]  をクリックし、[完了]  をクリックします。 
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 独自のシンボルを表示したい場合は、シンボルとして表示させたい 

画像をあらかじめ Web 上にアップロードしておき、[スタイルの変更] 

パネル → [場所 (単一シンボル)] または [種類 (個別値シンボル)] 

→ [選択] → [オプション] で、シンボルをクリックし、[画像の使用] 

をクリックします。 

参照する URL をボックス内に入力し、追加アイコンをクリックすると、 

独自のシンボルとして利用することができます。 
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3-3. ラベルを変更したい 

マップ ビューアー → [詳細] → [コンテンツ] → レイヤー名にマウス オン → [その他のオプション] 

→ [ラベルの作成] 

マップ上のフィーチャに簡単にテキストを追加することができます。ラベルのテキスト文字列はフィーチ

ャの属性情報を利用して設定することができます。コンテンツを作成する権限を持っている必要がありま

す。 

 

1. マップ ビューアーの [詳細]  が選択されていることを確認し、[コンテンツ]  をクリ

ックします。 

2. ラベルを変更したいレイヤー名にマウス オンし、[その他のオプション]  から [ラベルの作成] 

を選択します。 

[ラベル フィーチャ] パネルが表示されます。 

3. [ラベル フィーチャ] チェックボックスをオンにして、ラベルを表示します ❶。 

 

4. [テキスト] フィールドに、ラベルとして表示したい属性を持つフィールドを入力します ❷。 

5. テキストのサイズ、太字、斜体、下線、色の変更、ハローの設定をすることができます ❸。 

6. [配置] で、ラベル配置を指定します ❹。 

7. [OK]  をクリックし、ラベルの設定を終了します。 

8. ラベルの設定をした状態でレイヤーを保存することで、他のマップでもラベルが設定された状態でレ

イヤーを利用することができます。そのためには、レイヤー名にマウス オンし、[その他のオプショ

ン]  から [レイヤーの保存] を選択します。 

❸ 

❶ 

❷ 

❹ 
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3-4. ポップアップの内容を変更したい 

マップ ビューアー → [詳細] → [コンテンツ] → レイヤー名にマウス オン → [その他のオプション] 

→ [ポップアップの構成] 

ポップアップとは、クリックしたフィーチャの属性情報を表示する吹き出しのことです。コンテンツを作

成する権限を持っている必要があります。 

 

1. マップ ビューアーの [詳細]  が選択されていることを確認し、[コンテンツ]  をクリ

ックします。 

2. ポップアップの表示を変更したいレイヤー名にマウス オンし、[その他のオプション]  から [ポ

ップアップの構成] を選択します。 

3. [ポップアップの設定] パネルが表示されます。必要に応じて、以下の設定を行い、OK をクリックし

ます。 

 

4. ポップアップを設定した状態でレイヤーを保存することで、他のマップでもポップアップが設定され

た状態でレイヤーを利用することができます。そのためには、レイヤー名にマウス オンし、[その他

のオプション]  から [レイヤーの保存] を選択します。 

ポップアップ内に表示される属性を編集します。[表示] ドロップダウン リスト

で、ポップアップ内に表示するフィールドの設定を行います。 

・属性フィールドのリスト: すべてのフィールドの属性を表示します。表示の順

序を変えるには、下のボックスで変更したいフィールドを選択し、右側の上下の

矢印をクリックします。 

・単一の属性フィールド: 1 つのフィールドを選択し、そのフィールドの属性のみ

を表示します。 

・属性表示のカスタム設定: [構成]  をクリックして、文字の色やリンク

を貼るなどの属性表示のカスタマイズをすることができます。 

・属性情報の非表示: 属性情報を非表示にします。 

ポップアップの表示・非表示を切り替えます。 

ポップアップのタイトルを入力します。｛｝ (中括弧) でフィールド名を囲むと各

フィーチャの属性が表示されます。 

属性フィールドの表示/非表示や、フィールドのエイリアス、書式などを変更しま

す。 

属性条件式を作成し、既存フィールドから新しい情報を作成して、表示します。 

画像や属性のチャート (グラフ) をポップアップに含めます。 
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 属性フィールドの構成 

フィールドの書式により、右側に表示 

される設定の内容が異なります。なお、 

[ヒント] は、属性を入力する際にマウス 

オンした際に表示される吹き出しのテキ 

ストです。 

 
 
 
 
 
 
 
 

文字型の場合                   日付型の場合 

テキストボックスを入力する際に          日付、時間の表示方法 

一行、複数行、リッチ テキスト           を設定できます。 

いずれかを指定できます。 

 
 
 
 
 
 
 

数値型 (整数) の場合               数値型 (小数) の場合 

数値を桁区切りするかしないか           小数を何桁まで表示する 

指定できます。                  か設定できます。 

 
 
 

 ポップアップ メディアに画像を追加したい場合、[URL] に画像のアドレスを入力します。また、[リンク (オプション)] で

は、画像をクリックした際に表示するページをリンクさせることができます。 
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4 
マップ ビューアーの利用 
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4-1. 属性テーブルを表示したい 

マップ ビューアー → [詳細] → [コンテンツ] → レイヤー名にマウス オン → [テーブルの表示] 

レイヤーの属性テーブルを表示します。 

 

1. マップビューアーの [詳細]  が選択されていることを確認し、[コンテンツ]  をクリ

ックします。 

2. 属性テーブルを表示したいレイヤー名にマウス オンし、[テーブルの表示]  をクリックします。 

3. [オプション] をクリックして、行いたい操作を選択します。 

 

⚫ [選択レコードを表示]: マップ上や属性テーブル上で選択しているフィーチャのレコードのみを

表示します。また、[すべてのレコードを表示] を選択することで、すべてのレコードを表示する

ことができます。 

⚫ [選択レコードにズーム]: 属性テーブル上で選択しているレコードのフィーチャを中心にマップ

を表示します。 

⚫ [選択の解除]: 属性テーブルの選択を解除します。 

⚫ [列の表示/非表示]: 属性テーブルに表示する列 (フィールド) を選択できます。 

⚫ [フィルター]: 条件に当てはまるデータのみを表示することができます。また、ここで指定した

条件はマップ上のフィーチャにも反映されます。 

⚫ [フィールドの追加]: 新しいフィールドを追加します。 

 フィルターを設定するには → 「4-2. 表示するデータを限定したい (フィルターの設定)」 

 アイテム詳細ページ → [データ] タブで属性テーブルを表示することもできます。 



 

56 

 

4-2. 表示するデータを限定したい 

マップ ビューアー → [詳細] → [コンテンツ] → レイヤー名にマウス オン → [フィルター] 

条件に当てはまるフィーチャのみを表示します。 

 

1. マップビューアーの [詳細]  が選択されていることを確認し、[コンテンツ]  をクリ

ックします。 

2. 表示するデータを限定したいレイヤー名にマウス オンし、[フィルター]  をクリックします。 

3. [フィルター] ダイアログの [作成] タブに条件を入力します。 

 

4. 条件を指定するフィールドを指定します ❶。 

5. [値]、[フィールド]、または [個別値] を指定します ❷。 

[値]: 任意の値を入力することができ、文字列に含まれる任意の値を持つデータだけを表示するよう

な場合に利用します。 

[フィールド]: フィールドを指定することができ、❹ で指定したフィールドと比較した条件を満たす

データを表示するときに利用します。 

[個別値]:一覧から属性値を選択できます。 

6. 演算子を指定します ❸。なお、指定する演算子によっては、[値]、[フィールド]、[個別値] を指定で

きない場合もあります。数値フィールドを選択している場合には [の間にある] と [の間にない] を選

択することができ、また、[空白である] と [空白ではない] を選択すると、❶ には何も入力できな

くなります。 

7. 複数の条件を組み合わせるには、[別の条件式を追加]をクリックするか ❹、[セットの追加] をクリ

ックします ❺。 

[別の条件式を追加]: 単一の条件式を追加します。 

[セットの追加]: 複数の条件式を組み合わせて 1 つの条件とする条件式を追加します。 

複数の条件式を組み合わせる場合には、それらの条件すべてを満たすのか ([すべて])、または、いず

❸ 
❶ ❷ 

❹ ❺ 

❻ 
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れかの条件を満たすのか ([一部]) を指定します。 

8. [フィルターの適用]  をクリックします ❻。 

 設定したフィルターを削除したり修正したりするには、レイヤー名にマウス オン → [フィルター]  をクリックし、

以下の操作を行います。 

・フィルターの削除: [表示] タブになっていることを確認します。[フィルターの削除] をクリックします。 

・フィルターの修正: [編集] タブをクリックして、設定されている条件式を修正します。 

 土地利用の種別を表す「土地利用」フィールドと所有者の種別を表す「所有」フィールドを持つ土地利用データがあると

します。[別の条件式を追加] では、『土地利用 が 森林 に等しい』や『所有 が 私有地 に等しい』のように単一の条件

を指定するための条件式を追加します。 

 

[セットの追加] では、『「土地利用 が 森林 に等しい」および「所有 が 私有地 に等しい」』のように複数の条件をセ

ットとした条件式を追加します。 

 

単一の条件式とセットとした条件式を組み合わせることもできます。例えば、『土地利用 が 宅地 に等しい』(単一の条

件式)、または『「土地利用 が 森林 に等しい」および「所有 が 公用地 に等しい」』(セットとした条件式) という条件

式では、「宅地」と「公用地の森林」が選択されます。 
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4-3. 住所を検索したい 

マップ ビューアー → [住所または場所の検索] ボックス 

住所や地名を検索してマップの表示範囲をその場所に移動します。 

 

1. マップ ビューアー右上の [住所または場所の検索] ボックスに住所を入力します ❶。 

2. 検索ボタンをクリックするか ❷、Enter キーを押すと、検索された住所の位置にマップが移動し、

ポップアップが表示されます ❸。 

 

 住所を検索するためには、参照しているマップで住所検索が有効化されている必要があります。Web マップの アイテム

詳細ページ → [設定] タブ → [Web マップ設定] 項目の [アプリケーション設定] → [位置の検索] 及びその中の [住

所] チェックボックスがオンになっていることを確認します。 
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4-4. ルートを検索したい 

マップ ビューアー → [ルート案内] 

出発地から目的地へのルートを検索します。経由地を指定することもできます。出発地と目的地を合わせ

て 20 地点まで登録することができます。ルート検索を行うには、ネットワーク解析を実行できる権限が

必要です。 

 

1. マップ ビューアー上部の [ルート案内]  をクリックします。 

2. マップ上をクリックするか、A フィールドに出発地を入力します。 

3. マップ上をクリックし、B フィールドに目的地を入力します。目的地を追加すると、マップ上にルー

トが描画されます。さらに目的地を追加したい場合は、[追加] をクリックして新しいフィールドに目

的地を入力します。 

 フィーチャのポップアップを表示し、[ルート案内の取得] をクリックして目的地を追加することもできます。 

ルートの変更方法 

1. 目的地のボタン (  など) をドラッグして、ルートの順序を変更します。 

2. 移動モードを選択します。運転時間、運転距離、徒歩時間などを選択できます。 

 

3. バリアを設定します。[バリア]  をクリックして、マップ上で通行止めにしたい場所にラインを

描画します。 

4. 出発地、経由地、目的地を合計で 4 地点以上を登録した場合に、登録順に巡回するルートではなく

最適な順番で登録地を巡回するルートを検索することができます。[オプション] → [ルートの最適化] 

チェックボックスをオンにして、[ルート案内の取得] をクリックします。ただし、出発地と目的地の

順序は変更されません。 
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 [ルートの最適化] をオンにしてルート検索を実行した場合、通常のルート検索 (0.005クレジット/回) より多くのサービ

ス クレジット (0.5クレジット/回) が消費されます。 

 レイヤーやマップ メモとして読み込まれているすべてのフィーチャを通るルートを検索するためには、レイヤー (または

マップ メモ) の右にある矢印  から [すべてのフィーチャへのルート] をクリックして、すべてのフィーチャを一括し

て登録することができます。必要に応じて、出発地・目的地・経由地の順序を変更します。なお、20 地点以上あるレイヤ

ー (またはマップ メモ) では [すべてのフィーチャへのルート] を選択できません。 

ルートの使用 

1. [ルート案内] ウィンドウの [印刷]  をクリッすると、印刷に適したターンごとのテキストによる

ルート案内を作成できます。 

2. 取得したルートをレイヤーとして保存し、他のマップに追加して使用することができます。保存する

には、[ルート案内] ウィンドウの [保存]  をクリックし、タイトルを入力して、ルートの保存先の

フォルダーを選択してから、[保存] をクリックします。 
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4-5. 解析機能を使用したい 

マップ ビューアー → [解析] 

空間的な解析やネットワーク解析などを行います。解析機能を利用するためには、「コンテンツの作成、

更新、および削除」、「ホスト フィーチャ レイヤーの公開」、「空間解析」の権限を持っている必要があり

ます。一部の機能は「ネットワーク解析」および「ジオエンリッチメント」の権限が必要です。 

 

1. マップ ビューアーの [詳細]  が選択されていることを確認し、[コンテンツ]  をクリ

ックします。 

2. [解析]  をクリックするか、解析を実行するレイヤー名にマウス オンし、[解析の実行]  を

クリックします。 

 すべての解析機能でサービス クレジットが必要です。消費されるクレジットはフィーチャ数などによって異なります。実

行時に必要となるサービス クレジットは、[解析の実行] パネルの下部の [クレジットの表示] をクリックすることで確認

することができます。 

 解析結果を出力する結果レイヤーの名前には、日本語と特殊文字 (「－」(ハイフン)、「( )」「[ ]」「・」「/」「*」「/」

「＃」「%」) は使用しないでください。結果レイヤー名には、半角英数字とアンダースコア (_) を使用できます。結果レ

イヤーの名前に日本語を使用すると、このレイヤーにアクセスする URL に日本語が含まれ、正常な処理ができない可能

性があります。 

解析機能には、さまざまなツールが用意されており、目的に応じてグループに分かれています。ここで

は、各ツールの概要を説明します。 

 

データの集約 

ツール 概要 

ポイントの集約 ポリゴン レイヤーにあるポイントの属性値の集計 (合計や最大・最小値など) を行い

ます。 

 

利用例: 地域ごとに店舗の売上合計を求めます。 

解析実行レイヤー: ポイント レイヤーから実行 

フィーチャの結

合 

空間的位置関係や共通の属性キーに基づいて、一方のレイヤーまたはテーブルから他

方のレイヤーまたはテーブルに属性を追加します。 

https://youtu.be/mf3KvieLngQ
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利用例: ある店舗が位置するエリアの属性や一番近い競合店の属性を、店舗レイヤー

に追加します。 

解析実行レイヤー: ポイント、ライン、ポリゴン レイヤー、テーブルから実行 

近接範囲内での

集計 

解析を実行するレイヤーから指定した距離内にある他のレイヤーを検索し、その属性

値の集計 (合計や最大・最小値など) を行います。ポイント レイヤーに対して解析を

実行すると、直線距離以外にも運転距離や運転時間にもとづく距離を指定できます。

また、距離内に一部のみ含まれるフィーチャの属性値は按分計算されます。 

 

利用例: 出店候補地周辺の既存顧客数を求めます。 

解析実行レイヤー: ポイント レイヤー、ライン レイヤー、ポリゴン レイヤーから実

行 

必要な権限: ネットワーク解析 (運転距離や運転時間を指定する場合) 

エリア内での集

計 

ポリゴン レイヤー内にある他のレイヤーを検索し、その長さや面積、属性値の集計 

(合計や最大・最小値など) を行います。ポリゴンに一部のみ含まれるフィーチャの属

性値は按分計算されます。 

 

利用例: 開発エリア内の道路の総延長距離を求めます。 

解析実行レイヤー: ポリゴン レイヤーから実行 

中心と分散の集

計 

入力レイヤーの中心および分布傾向を特定します。分布傾向には、フィーチャ内で最

も中心にあるフィーチャ、分散方向の傾向はあるか、どれほど分散 (または集中) し

ているかを特定することができます。 

 

利用例: 顧客分布の中心や売上を踏まえた分布傾向を求めます。 

解析実行レイヤー: ポイント レイヤー、ライン レイヤー、ポリゴン レイヤーから実

行 
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フィーチャの検索 

ツール 概要 

既存フィーチャの検

索 

属性値の検索や空間的な位置関係による検索、あるいはその組み合わせの条件を

指定して、条件に当てはまるデータを検索し、結果を別レイヤーに抽出します。

条件に当てはまったフィーチャは、元の形状のまま抽出されます。 

 

利用例: 災害レベルの高いエリアに含まれる木造建物を検索して抽出します。 

解析実行レイヤー: 検索したいレイヤーから実行 

新規フィーチャの作

成 

属性値の検索や空間的な位置関係による検索、あるいはその組み合わせの条件を

指定して、条件に当てはまるデータを検索し、結果を別レイヤーに抽出します。

ポリゴン レイヤーと交差する、あるレイヤーから一定距離内にあるなどの条件

を指定した場合には、そのエリアに含まれる部分のみが抽出されます。 

 

解析実行レイヤー: 検索したいレイヤーから実行 

重心の特定 マルチポイント、ライン、またはエリア レイヤーの各フィーチャの代表の中心

点を出力します。 

 

解析実行レイヤー: 重心を求めたいレイヤーから実行 

類似フィーチャの検

索 

基準となるレイヤーのフィーチャに似た属性傾向を持つフィーチャを検索し、属

性傾向に応じてランク付けを行います。 

 

利用例: 売上の良い店舗と似た属性傾向 (例えば、店舗の延べ床面積と駐車場面

積) を持つ出店候補地をランク付けします。 

解析実行レイヤー: 基準となるレイヤーから実行 
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最適な施設の選択 施設が供給する商品やサービスを消費する需要地点の情報に基づいて、最も効率

的に需要地点へ供給できる施設を選択します。出力レイヤーとして、配置された

施設とその施設に割り当てられた需要地点を特定したポイント レイヤーと施設

と需要地点を結ぶラインのレイヤーが出力されます。 

  

利用例: 既存店舗と顧客の所在地から最適な新規店舗の出店先を特定します。 

解析実行レイヤー: 需要地点となるポイント レイヤーから実行 

可視領域の作成 指定した位置から見通し可能なエリアを出力します。 

 

利用例: 景観の予測や山岳救助などに利用します。 

解析実行レイヤー: 観測位置となるポイント レイヤーから実行 

集水域の作成 流出点を指定して集水域を作成します。 

 

利用例 : 水系汚染の汚染源が含まれる範囲を推定します。 

解析実行レイヤー : 流出点となるポイント レイヤーから実行 

下流解析 ある位置から下流方向に向かう経路をラインで出力します。 

 

利用例: 汚染源からどこに汚染が流出しているかを特定します。 

解析実行レイヤー: ポイント レイヤーから実行 

 

データへの情報付加 

ツール 概要 

レイヤーへの情報

付加 

特定エリア内、あるいは特定の場所から一定の距離または運転時間内に関する、

人口や教育、消費などの統計情報を取得します。 
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利用例: 店舗周辺の人口を求めます。 

解析実行レイヤー: ポイント レイヤー (直線距離、運転時間) から実行 

必要な権限: ジオエンリッチメント、ネットワーク解析 (運転距離や運転時間を指

定する場合) 

 

パターンの分析 

ツール 概要 

密度の計算 ポイントやラインから密度マップを作成します。単位面積あたりのフィーチャ数 

(ラインの場合は総延長) が密度として求められます。また、属性として入力され

た数量を用いて密度マップを作成することもできます。出力レイヤーは、密度を

クラスに分類したポリゴン レイヤーとして出力されます。 

 

利用例: 犯罪発生地点から犯罪密度マップを作成して犯罪発生率の高いエリアを探

します。 

解析実行レイヤー: ポイント レイヤー、またはライン レイヤーから実行 

ホット スポット分

析 

データ内の位置関係において統計的に有意なクラスター (かたまり) が存在するか

どうかを判定し、高い値 (ホット スポット) と低い値 (コールド スポット) を発

見します。発生件数などの属性値を使用して分析した場合には (ポリゴン レイヤ

ーやポイント レイヤー)、属性の高い値と低い値が空間的にクラスター化している

エリアを発見できます。また、属性値を使用せず、ポイントのカウント数からホ

ット スポットとコールド スポットを分析できます。 

 

利用例: 交通事故の発生密度が高いエリアを探します。 

解析実行レイヤー: ポイント レイヤー、またはポリゴン レイヤーから実行 

外れ値の検索 データ内の位置関係において統計的に有意なクラスターと外れ値を検索します。

属性の高い値と低い値が空間的にクラスター化している場所を発見でき、さらに

周囲のデータに比べて著しく値が高い/低い場所を特定できます。属性値を使用せ

ず、データの個数から分析することも可能です。 
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利用例: 周囲の地域に比べて、著しく消費が低い/高いエリア、富裕層が住むエリ

アと貧困層が住むエリアの境界などを特定します。 

解析実行レイヤー: ポイント レイヤー、またはポリゴン レイヤーから実行 

ポイントの内挿 計測値が入力されたポイント レイヤーから未知の場所の値を推定します。出力レ

イヤーは、推定値をクラスに分類したポリゴン レイヤーとして出力されます。ま

た、指定した地点の推定値をポイント レイヤーとして出力することもできます。 

 

利用例: 各地点の雨量計で計測した雨量からエリア全体の雨量分布を推測します。 

解析実行レイヤー: ポイント レイヤーから実行 

ポイント クラスタ

ーの検索 

分散しているポイントを指定したポイント数と検索範囲内でグループ化 (クラスタ

ー化) し、最大 8 色に分けして表示します。クラスターに含まれないポイントは

ノイズに分類されます。 

  

利用例: 顧客の位置をクラスター検索し、顧客をエリア分けします。 

解析実行レイヤー: ポイント レイヤーから実行 

 

近接エリアの分析 

ツール 概要 

バッファーの作成 フィーチャから特定の距離圏のバッファー エリアを作成します。 

 

利用例: 駅の周囲 500m 圏を表すエリアを作成します。 

解析実行レイヤー: ポイント レイヤー、ライン レイヤー、ポリゴン レイヤーから

実行 

到達圏レイヤーの

作成 

指定した時間や距離内に到達することができるエリアを作成します。時間や距離は

道路に沿って計算されます。 

 

利用例: 消防署から 5 分以内に到達することができるエリアを作成します。 

解析実行レイヤー: ポイント レイヤーから実行 (最大 1,000 フィーチャ) 
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必要な権限: ネットワーク解析 

最寄りの検索 ある地点からもっとも近いフィーチャを検索します。ポイント レイヤー間で検索

を行う場合には、直線距離だけではなく運転時間や運転距離による検索も指定でき

ます。 

 

利用例: 店舗からもっとも近い配送センター (または上位 3 件など) を検索しま

す。 

解析実行レイヤー: ポイント レイヤーから実行 

必要な権限: ネットワーク解析 (運転距離や運転時間を指定する場合) 

ルートの計画 出発地点から訪問先を最短時間で巡回するルートを検索します。巡回する車両数や

巡回先での作業時間、最大訪問先数などを指定して、効率的な巡回ルートを検索で

きます。 

 

利用例: 配送センターから各店舗に複数の車両で商品を配送するための最適なルー

トを検索します。 

解析実行レイヤー: 訪問先を表すレイヤーから実行 

必要な権限: ネットワーク解析 

起点から終点の計

測 

2 つのポイント レイヤー内のポイント間の距離または移動時間を出力します。 

 

利用例: 事業所と従業員の自宅間の距離を一括で計算します。 

解析実行レイヤー: 起点が含まれるポイント レイヤーから実行 

必要な権限: ネットワーク解析 

 

データの管理 

ツール 概要 

境界のディゾル

ブ 

重なり合う、あるいは境界を共有するエリアを 1 つにまとめ、境界線のないエリア

を作成します。または、指定した属性値が同じエリアを 1 つにまとめることもでき

ます。 



 

68 

 

 

利用例: 市区町村界レイヤーに対して同じ都道府県名の属性を持つフィーチャを 1 

つにまとめて境界線を取り除き、都道府県界レイヤーを作成します。 

解析実行レイヤー: ポリゴン レイヤーから実行 

データの抽出 指定した範囲内のデータをダウンロードできる形式に変換します。ファイル形式と

して、シェープファイルや CSV ファイル (属性値) などを指定できます。 

 

解析実行レイヤー: ポイント レイヤー、ライン レイヤー、ポリゴン レイヤーから

実行 

テッセレーショ

ンの生成 

指定した形状 (四角形、六角形、三角形、菱型) のポリゴン レイヤーを出力しま

す。作成時に、範囲や面積、距離を指定できます。 

  

利用例: 分析範囲に適切なサイズのビンのデータセットやポイントを集計する規則的

な形状を作成します。 

レイヤーのマー

ジ 

2 つのレイヤーを 1 つのレイヤーに統合して、新しいレイヤーを作成します。同じ

タイプ (ポイント、ライン、ポリゴン) のレイヤー同士である必要があります。 

   

利用例: 関東各都県のレイヤーをマージして、1 つの関東地方のレイヤーを作成しま

す。 

解析実行レイヤー: ポイント レイヤー、ライン レイヤー、ポリゴン レイヤーから

実行 

オーバーレイ 2 つのレイヤーを統合します。統合方法には、「インターセクト」、「ユニオン」、「イ

レース」があります。 

   

インターセクト 

2 つのレイヤーが重なり合う部分を抽出します。出力レイヤーのフィーチャには、
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重なり合った両フィーチャの属性が継承されます。詳細は、実行画面の「オーバー

レイ方法の選択」の右にある  をクリックして表示されるヘルプをご参照くださ

い。 

利用例: 土地区画レイヤーと浸水域レイヤーが重なり合う部分だけを抽出し、危険な

土地区画だけを抽出します。 

解析実行レイヤー: ポイント レイヤー、ライン レイヤー、ポリゴン レイヤーから

実行 

 

ユニオン 

2 つのレイヤーが重なり合う部分を抽出するとともに、重なり合わなかった部分も

出力されます。出力レイヤーのフィーチャには、重なり合った両フィーチャの属性

が継承されます。重なり合わなかった部分については、元の属性のみが継承されま

す。 

利用例: 土地区画レイヤーを浸水域レイヤーと重なり合う部分と重なり合わない部分

を分割し、危険な土地区画と安全な土地区画に分割します。 

解析実行レイヤー: ポリゴン レイヤー同士で実行 

 

イレース 

2 つのレイヤーの重なり合わない部分のみを抽出します。出力レイヤーのフィーチ

ャには、元の属性が継承されます。 

利用例: 土地区画レイヤーから浸水域レイヤーを除去し、安全な土地区画だけを抽出

します。 

解析実行レイヤー: ポイント レイヤー、ライン レイヤー、ポリゴン レイヤーから

実行 

 解析後に出力される結果レイヤーには、[解析の再実行]  が表示されます。[解析の再実行] をクリックすると、以前

使用したパラメーターをそのまま使用または更新し再実行することができます。結果レイヤーの名前も、以前使用した名

前を保存しているため、再び解析を実行する前に名前を変更して実行する必要があります。 
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4-6. レイヤーの属性情報を基に、特定の場所を検索したい 

[コンテンツ] ページ→ [マイ コンテンツ] タブ → Web マップのアイテム詳細ページ → [設定] タブ 

→ [Web Map] → [アプリケーション設定] 

マップ ビューアー → [住所または場所の検索] ボックス 

マップ ビューアーの [住所または場所の検索] ボックスに、レイヤーの文字型 (String) の属性値を入力し

て検索できるように設定できます。 

Web マップのプロパティ設定 

1. [コンテンツ] ページ → [マイ コンテンツ] タブで、検索したいレイヤーが追加されている Web マ

ップ名をクリックし、アイテム詳細ページを開きます。 

2. [設定] タブをクリックします。 

3. [Web Map] の [アプリケーション設定] のうち、[位置の検索] ❶ と [レイヤー] ❷ チェックボック

スをオンにします。 

4. [レイヤーの追加] ❸ をクリックし、検索対象のレイヤー、文字型 (String) のフィールド、検索条件

を指定します。 

5. [ヒント] ❹ にマップ ビューアーの [住所または場所の検索] ボックスに表示されるヒント文字を入

力します。 

 

6. [保存]  をクリックします。 

マップ ビューアーでの検索 

1. 検索の設定をした Web マップをマップ ビューアーで開きます。 

2. [住所または場所の検索] ボックスの左側にある矢印をクリックし、ドロップダウン リストから検索

対象のレイヤー名をクリックします。 

❸ 

❶ 

❷ 

❹ 
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3. 検索ボックスにレイヤーの属性値を入力し、Enter キーを押すか、検索ボタンをクリックします 

❺。 

4. 検索されたフィーチャの位置にマップが移動し、フィーチャのポップアップが表示されます ❻。 

 

❻ 

❺ 
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5 
データの編集 



 

73 

 

5-1. 編集の開始と終了 

マップ ビューアー → [編集] 

フィーチャの削除、移動、形状変更、追加や属性値を編集します。編集を行うためには、対象のレイヤー

が編集可能になっている必要があります。編集の有効化と編集対象の設定は、レイヤーの所有者が設定し

ます。 

 編集の設定を変更するには → 「2-10. データのアクセス権を変更したい (編集権限の変更)」 

編集の開始 

1. マップ ビューアーの [編集]  をクリックしま

す。 

2. [フィーチャの追加] パネルに、表示されているレイヤ

ーのうち編集が有効化されているレイヤーの一覧が表

示されます ❶。 

 

編集の終了 

1. [フィーチャの追加] パネルの右上にある矢印をクリッ

クしてパネルを閉じるか ❷、[詳細] をクリックして

パネルを閉じると ❸、編集が終了します。 

 

 

 

 

 

 レイヤー名にマウス オンし、[その他のオプション]  から [編集の無効化] を選択すると、そのフィーチャの編集が

無効となり、読み取り専用のフィーチャとして表示することができます。 

❶ 

❸ 

❷ 



 

74 

 

5-2. 図形を追加したい 

1. 編集が開始されていることを確認します。 

 編集を開始するには → 「5-1. 編集の開始と終了 (編集の開始)」 

2. [フィーチャの追加] パネルで、編集したいレイヤーのアイコンをクリックして選択します ❶。個別

値シンボルを設定している場合は、個別値に応じたアイコンが表示されます。 

 

 個別値シンボルを設定しているフィールドの属性を修正するには → 「5-6 属性を編集したい」 

3. マップ上をクリックしてフィーチャを入力します。 

ポイントの入力方法 

最初にポイントのアイコンを選択し、マップ上でポイントを入力したい地点をシングル クリックしま

す。 

ラインの入力方法 

最初にラインのアイコンを選択し、マップ上で始点をクリックします ❷。続けて頂点をクリックで追加

していきます ❸。終点をダブル クリックして入力を終了します ❹。 

     

  

❶ 

❸ 

❹ 

❷ 
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ポリゴンの入力方法 

最初にポリゴンのアイコンを選択し、マップ上で始点をクリックします ❺。続けて頂点をクリックで追

加していきます ❻。終点をダブル クリックして入力を終了します ❼。始点と終点が自動的に結ばれて

ポリゴンが作成されます。 

     

4. フィーチャの追加が完了するとポップアップが表示されるので、属性値を入力します。 

 属性値を入力するには → 「5-6. 属性を編集したい」 

 フィーチャの編集時に、マウス ポインターを他のフィーチャに近づけると、自動的に入力位置がそのフィーチャの頂点や

線分に吸い付く「スナップ」機能を利用できます。スナップを使用するには Ctrl キーを押したままマウスを移動します。 

 新しいフィーチャを追加した後に属性値を入力できますが、そのときのデフォルトの属性値を設定しておくことができま

す。 

1．[フィーチャの追加] パネル下部の [管理] をクリックします。 

2．[新しいフィーチャの管理] パネルの レイヤー横のドロップダウン リストからデフォルトの属性値を設定したいレイ

ヤーを指定します。 

3．フィーチャ名の右にある矢印  をクリックし ❽、[プロパティ] をクリックします ❾。 

4．[プロパティ] ダイアログの [フィーチャ タイプ テンプレートの値を指定] にデフォルトの属性値を入力して ❿、[完

了] ボタンをクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❺ 

❻ 

❼ 

❽ 

❾ ❿ 
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5-3. 図形を削除したい 

1. 編集が開始されていることを確認します。 

 編集を開始するには → 「5-1. 編集の開始と終了 (編集の開始)」 

2. [フィーチャの追加] パネルで、アイコンが選択されていないことを確認します (アイコンの背景がグ

レーになっていない状態)。 

 

3. マップ上で削除したいフィーチャをクリックし、ポップアップを表示します。 

4. [削除] をクリックします。 
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5-4. 図形を移動したい 

1. 編集が開始されていることを確認します。 

 編集を開始するには → 「5-1. 編集の開始と終了 (編集の開始)」 

2. [フィーチャの追加] パネルで、アイコンが選択されていないことを確認します (アイコンの背景がグ

レーになっていない状態)。 

 

3. マップ上で移動したいフィーチャをクリックします。ポップアップが表示される場合は、ポップアッ

プを閉じます。 

4. フィーチャが選択されている状態 (編集対象がラインやポリゴンの場合は破線の矩形で囲まれている

状態) で、もう一度フィーチャをクリックして、ドラッグ&ドロップでフィーチャを移動します。 
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5-5. 図形の頂点を編集したい 

1. 編集が開始されていることを確認します。 

 編集を開始するには → 「5-1. 編集の開始と終了 (編集の開始)」 

2. [フィーチャの追加] パネルで、アイコンが選択されていないことを確認します (アイコンの背景がグ

レーになっていない状態)。 

 

3. マップ上で移動したいフィーチャをクリックします。ポップアップが表示される場合は、ポップアッ

プを閉じます。 

4. フィーチャが選択されている状態 (破線の矩形で囲まれている状態) で、もう一度フィーチャをクリ

ックします。フィーチャの頂点に黒い丸  が、辺の中心に白い丸  が表示されます。 

 

5. 黒い丸  をクリックしたまま移動することで、頂点を移動することができます ❶。 

   

6. 白い丸  をクリックしたまま移動することもできます ❷。移動した白い丸  は黒い丸  に変更

され、新たに辺の中心に白い丸  が追加されます ❸。この操作は、辺に新しい頂点を追加する場

合にも利用できます。 

❶ 
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 頂点 (黒い丸 ) の上で右クリックして [削除] をクリックすることで、その頂点を削除することができます。 

❷ ❸ 
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5-6. 属性を編集したい 

属性値はポップアップ上、または属性テーブル上で編集することができます。 

ポップアップ上で編集 

1. 編集したいフィーチャをクリックして、ポップアップを表示します。 

2. ポップアップの下部に表示される [編集] をクリックします。 

 

3. 属性を新しい値に変更し、[閉じる] をクリックします。 

 

 レイヤーに個別値シンボルが設定されていて、シンボル設定に使用しているフィールドの属性を修正する場合は、そのフ

ィールドのドロップダウン リストから値を選択して変更できます。リストには、個別値 (属性として入力されている数値

や文字列の重複しない値) が表示されます。リストに表示されていない値を入力するには、シンボルを単一シンボルに変

更してから修正作業を行います。 
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属性テーブルで編集 

1. マップビューアーの [詳細]  が選択されていることを確認し、[コンテンツ]  をクリ

ックします。 

2.  属性テーブルを表示したいレイヤー名にマウス オンし、[テーブルの表示]  をクリックします。 

3. 編集したい値をダブルクリックし、値を入力します。 
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5-7. レイヤーにファイルを添付したい 

[コンテンツ] ページ → [マイ コンテンツ] タブ → アイテム詳細の表示 → [概要] タブ → 個別のレイ

ヤー ページ → [添付ファイルの有効化] 

フィーチャ レイヤーの各フィーチャに画像やその他のファイルを添付すると、ポップアップから参照す

ることができます。また、モバイル アプリでのデータ入力時に端末のカメラで撮影した画像を添付する

ことも可能になります。この機能を使用するには、レイヤーの設定をあらかじめ行っておく必要がありま

す。 

添付ファイルの有効化 

1. フィーチャ サービスを公開します。 

 フィーチャ レイヤーを公開するには → 「2-4. フィーチャ レイヤーを ArcGIS Pro から公開したい」 

2. [コンテンツ] ページ → [マイ コンテンツ] タブで、ファイルを添付したいレイヤー名をクリック

し、アイテム詳細ページを開きます。 

3. [概要] タブに表示されている、[レイヤー] 項目内で添付ファイルを有効にしたいレイヤーをクリック

します。 

 

4. [添付ファイルの有効化] をオンにします。 

 

 次の [ファイルを添付] の操作を行うには、レイヤーに対して編集が有効化されている必要があります。添付ファイルを

有効化したレイヤーのアイテムの詳細ページの [設定] タブにある [Feature Layer (ホスト)] 項目で、[編集の有効化] チェ

ックボックスをオンにします。 
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ファイルの添付 

1. マップ ビューアーに、添付ファイルを有効化したレイヤーを追加します。 

2. [編集]  をクリックし、新しいフィーチャを作成、または既存のフィーチャをクリックし、属

性のポップアップを開きます。 

 フィーチャを作成、編集するには → 「5-1. 編集の開始と終了」 

3. ポップアップ下部の [添付ファイル] 項目の [ファイルを選択] (ブラウザーによっては [参照]) ボタン

をクリックし、添付したいファイルをコンピューターから選択します。 

 

 添付できるファイルの種類は、7Z、AIF、AVI、BMP、DOC、DOCX、DOT、ECW、EMF、EPA、GIF、GML、GTAR、GZ、IMG、

J2K、JP2、JPC、JPE、JPEG、JPF、JPG、JSON、MDB、MID、MOV、MP2、MP3、MP4、MPA、MPE、MPEG、MPG、MPV2、

PDF、PNG、PPT、PPTX、PS、PSD、QT、RA、RAM、RAW、RMI、SID、TAR、TGZ、TIF、TIFF、TXT、VRML、WAV、WMA、

WMF、WPS、XLS、XLSX、XLT、XML、ZIP です。 

最大サイズは 10MB です。 
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6 
シーンの作成とシーン ビューアー

の利用 
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6-1. シーンを作成したい 

シーン ビューアーの起動 → [レイヤーの追加] → [保存] 

ArcGIS Online 上にあるフィーチャ レイヤーやシーン レイヤーなどを追加し、シーンを作成することが

できます。シーンの保存には、コンテンツを作成する権限が必要です (権限を持っていない場合でもシー

ンは作成できますが、保存することはできません)。 

 

1. [シーン] タブをクリックし、シーン ビューアーを開きます。 

2. [新しいシーン] をクリックします。 

 

3. デフォルトでは、球体の 3D ビューアーが起動します。 

グローバル/ローカル シーンの選択 

4. 右上の [新しいシーン] をクリックして、[新しいグローバル シーン] または [新しいローカル シー

ン] をクリックします。 

 

5. [新しいグローバルシーン] では球体の、[新しいローカル シーン] では平面の 3D ビューアーが起動

します。 

  

レイヤーの追加 

6. [デザイナー] パネルで、[レイヤーの追加]  をクリックします。 
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7. [マイ コンテンツ ▼] をクリックし、レイヤーの検索場所を指定します。 

⚫ [マイ コンテンツ]: そのユーザーが所有しているデータを表示します。 

⚫ [お気に入り]: そのユーザーがお気に入り登録しているデータを表示します。 

⚫ [マイ グループ]: 加入しているグループが所有しているデータを表示します。 

⚫ [組織]: 組織のユーザーが所有しているデータを表示します。 

⚫ [Living Atlas]: Living Atlas of the World に登録されているレイヤーが表示されます。 

⚫ [ArcGIS Online]: ArcGIS Online ユーザーがパブリックに共有しているレイヤーが表示されます。 

8. 検索ボックスにキーワードを入力し、検索します。 

9. レイヤーを追加する場合は [追加]  をクリックします。 

 シーン レイヤーを公開するには → 「2-7. シーン レイヤーを ArcGIS Pro から公開したい」 

10. [完了]  をクリックし、レイヤーの追加を完了します。 

 レイヤーの URL で追加したい場合は、[レイヤー URL の入力] をクリックして追加します。 

シーンの保存 

11. [シーンの保存]  をクリックします。 

12. [タイトル]、[サマリー]、[タグ] に適切な文字を入力し、[保存] をクリックします。 
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6-2. シンボルを変更したい 

シーン ビューアー → [シーンの変更] → レイヤー名をクリック → [レイヤーの構成] 

3D データのシンボルの色や形を変更します。コンテンツ作成の権限が必要です。 

 

1. [シーンの変更]  をクリックし、レイヤー名の横の […] をクリックして、 [レイヤーのスタイル] 

をクリックします。 

 

2. [①表示するメイン属性を選択] ドロップダウン リストから、シンボルの設定をする属性フィールド

を選択します。属性値でシンボル設定をしない場合は、[<なし>] を選択します。 

3. [②描画スタイルを選択] で、変更したい描画方法の [選択]  をクリックします。既に選択され

ている描画スタイルは [オプション] と表示されます。 

ポイント レイヤー 

 

2D マーカー 

すべてのポイントを 2D シンボルで表現します。 

 

3D オブジェクト 

すべてのポイントを 3D シンボルで表現します。 

ライン レイヤー 

 

2D ライン 

すべてのラインを 2D シンボルで表現します。 
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3D パス 

すべてのラインを 3D シンボルで表現します。 

ポリゴン レイヤー 

 

2D ポリゴン 

すべてのポリゴンを 2D シンボルで表現します。 

 

3D 立ち上げ 

すべてのポリゴンを 3D シンボルで表現します。 

 

水 

すべてのポリゴンを [水] シンボルで表現します。[湖と河川]、

[海洋]、[プール] を [種類] から選択し、波がうねる表現を変え

ることができます。 

ポイント/ライン/ポリゴン レイヤー共通 

 

2D タイプ 

属性の値ごとにシンボルを割り当てて 2D シンボルで表現しま

す。 

 

3D タイプ 

属性の値ごとにシンボルを割り当てて 3D シンボルで表現しま

す。 

 

2D 数と量 

数値またはランク付けされたデータを 2D シンボルのサイズと

色の濃淡で表現します。データの数値が大きいほど、濃く表現

されます。シンボルのサイズのみで数値を表現することも可能

です。 
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3D 数と量 

数値またはランク付けされたデータを 3D シンボルのサイズと

色の濃淡で表現します。データの数値が大きいほど、濃く表現

されます。シンボルのサイズのみで数値を表現することも可能

です。 

建物データ 

 

色 

建物を一様の色やテクスチャで表現します。 

 

数と量 

数値またはランク付けされた値をもとに建物を色の濃淡で表現

します。データの数値が大きいほど濃い色で、小さいほど淡い

色にしたりできます。 

 

タイプ 

属性の値ごとにテクスチャや色を割り当てて建物を表現しま

す。 

点群データ 

 

トゥルー カラー 

各点が持つ RGB 値をもとに、実世界の色合いに近いように表

現します。 

 

分類 

各点が持つある属性値をもとに、各点を色分けして表現しま

す。 

 

標高 

各点が持つ標高値をもとに、全体を色の濃淡で表現します。 
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強度 

各点が持つレーザー パルスの反射強度値をもとに、全体を色の

濃淡で表現します。 

 レイヤーが持つ属性フィールドのタイプに応じて選択できる描画スタイルが異なります。例えば、文字列型のフィールド

のみで構成されるレイヤーでは、[種類] ドロップダウン リストでサイズや色の指定はできません。 

4. [オプション]  をクリックすると、シンボルの詳細な設定をすることができます。 

2D マーカーの場合 

    

[シンボル] をクリックして、形状を選択、[色] で、塗りつぶし色やアウトラインの設定を行います。 

❶ 標高モード: 3D シンボルの鉛直方向の配置方法を設定します。 

❷ 吹出し: 各シンボルから地面に向かって垂直な吹き出し線を設定します。 

❸ ラベル: フィーチャの属性情報を利用してラベルを表示します。 

❹ 重なりの回避: それぞれのシンボルが重なって表示されないように、データを間引いて表示します。 

❺ 遠近法の適用: 視点から近いほど大きく、遠いほど小さくなるようにシンボルを表示します。 
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3D オブジェクトの場合 

   

[シンボル] をクリックして、形状を選択、[色] で、塗りつぶし色やアウトラインの設定を行います。 

❶ 標高モード : 3D シンボルの垂直方向の配置方法を設定します。 

❷ ラベル : フィーチャの属性情報を利用してラベルを表示します。 

2D タイプ/3D タイプの場合 

   

❶ 各シンボルを選択した状態で、[シンボル]、[色]、[サイズ] の設定をすることができます。 

❷ 凡例で表示するラベル名を直接入力して変更することができます。 
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 個別値が 11 種類以上ある場合、一部のデータが「その他」にグループ化されます。ラベル欄の「その他」の右にある  

をクリックすると、一括してグループ化を解除できます。また、「その他」の中にはグループ化された個別値が表示され、

各個別値の  をクリックすると、個々にグループから除外することもできます。 

2D 数と量/3D 数と量の場合 

   

❶ スライダーの上部、下部のバーを動かして、最小/最大クラスの閾値を変更できます。また、数値をク

リックして、直接入力することもできます。 

❷ シンボルを変更できます。 

❸ シンボルの最小/最大クラスのポイントのサイズを変更できます。 



 

92 

 

分類の場合 

 

❶ 各シンボルの色の設定をすることができます。 

❷ 凡例で表示するラベル名を直接入力して変更することができます。 

標高/強度の場合 

 

❶ スライダーの上部、下部のバーを動かして、標高クラスの閾値を変更できます。また、数値をクリッ

クして、直接入力することもできます。 

❷ グラデーションの色を変更することができます。 
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6-3. シーンのブックマークを作りたい 

シーン ビューアー → [シーンの変更] → [スライド] 

シーン ビューアーで表示されている状態を [スライド] に保存しておくことができます。スライドには、

レイヤーの表示設定、日光の設定、表示範囲を含めることができます。 

 

1. 各レイヤーの表示設定や、レイヤーの表示/非表示、シーンの表示範囲を決めます。 

2. [シーンの変更]  をクリックし、[スライド] をクリックします。 

3. [スライドのキャプチャ]  をクリックします。 

4. スライドが 1 つ追加されます。 

 

5. スライドの名称を適切なものに変更します。 

 

6. 手順 3 ～ 5 を繰り返し、[完了]  をクリックします。 

7. シーン ビューアーの下部にマウスカーソルを合わせて表示されるスライドをクリックすると、各ビ

ューにジャンプできます。 
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7 
共有 
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7-1. マップを共有したい 

マップ ビューアー → [共有] 

[コンテンツ] ページ → [マイ コンテンツ] タブ → 各アイテムの左のチェックボックスをオン → [共

有] 

作成したマップ (やレイヤーなどのアイテム) を、他のユーザーやグループに共有することができます。 

アイテムを共有する権限を持っている必要があります。 

マップ ビューアーからの共有方法 

 この方法では、マップを Web サイトに埋め込むための HTML タグを表示したり、アプリケーションを作成したりする

オプションを選択することができます (「7-5. マップを自分のホームページに組み込みたい」、「Web アプリの作成」)。 

1. マップ ビューアーで作成したマップを保存します。 

2. [共有]  をクリックします。 

3. [共有] ダイアログで、共有する範囲を選択します。 

❶ すべての人に公開 (パブリック): 組織内外にかかわらず、すべてのユーザーにマップを公開する

ことができます。 

❷「組織名」: 組織内のすべてのユーザーとマップを共有することができます。 

❸ 以下のグループのメンバー: 組織内のグループのみでマップを共有することができます (グルー

プ一覧からマップを共有するグループを選択します)。 

 

4. [閉じる] をクリックして、共有に関する設定を終了します。 

[マイ コンテンツ] タブからの共有方法 

1. [コンテンツ] ページ → [マイ コンテンツ] タブを開きます。 

2. 共有したいアイテムの左のチェックボックスをオンにし、選択状態にします。複数のアイテムを共有

する場合は、それらのアイテムを複数選択します。 

3. [共有]  をクリックします。 

❶ 

❷ 

❸ 
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 特定のアイテムの共有設定を変更したい場合は、共有範囲のアイコンをクリックすることでも変更が可能です。 

 

4. [共有] ダイアログが表示されるので、共有する範囲を選択します。共有できる範囲は、マップ ビュ

ーアーからの共有方法と同様です。 

5. [保存] をクリックして、共有に関する設定を終了します。 

6. 共有設定後、[マイ コンテンツ] タブで、各アイテムの共有範囲を確認することができます。 

 

 Web アプリや Web マップを共有する場合、参照している Web マップやレイヤーも同じ共有範囲である必要がありま

す。Web アプリや Web マップだけを共有しようとした場合、[共有の更新] ダイアログが表示されますので、マップに

含まれているレイヤーも同時に共有設定を更新することができます。 

 

 ArcGIS Online の組織サイトへの匿名アクセスが無効の場合、Web アプリや Web マップ、関連するレイヤーを [すべて

の人に公開] へ共有しているにも関わらず、組織へのサイン インが求められます。共有した Web アプリや Web マップ

の URL を下記のように www.arcgis.com を含んだ URL に変更しお伝えください。 

 

マップの URL:  

https://〇〇.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=0ff63d63115144248cf055b985b402e5 

※ 〇〇は、組織サイト独自のショートネームです。 

 

パブリック URL に変更後: 

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=0ff63d63115144248cf055b985b402e5 

www.arcgis.com
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7-2. 作成したマップ メモを他のマップで利用したい 

マップ ビューアー → [詳細] → [コンテンツ] パネル → レイヤー名にマウス オン → [その他のオプシ

ョン] → [レイヤーの保存] 

マップ上に追加したマップ メモや、テキスト ファイルをドラッグ&ドロップして追加したレイヤーを、

他のマップで利用できるようにします。「ホスト フィーチャ レイヤーの公開」権限が必要です。 

1. 他のマップで利用したいマップ メモや、テキスト ファイルをドラッグ&ドロップして追加したレイ

ヤーが含まれたマップを、マップ ビューアーで開きます。 

 マップ メモを作成するには → 「3-1. マップを作成したい (マップ メモの追加)」 

 ドラッグ&ドロップでテキスト ファイルをマップに追加するには → 「3-1. マップを作成したい (ヒント)」 

2. [詳細]  が選択されていることを確認し、[コンテンツ]  をクリックします。 

3. [コンテンツ] パネルで、他のマップで利用したいレイヤー名にマウス オンし、[その他のオプション] 

 から、[レイヤーの保存] をクリックします。 

4. [アイテムの作成] ダイアログで、[タイトル] と [タグ] を入力し ❶、[アイテムの作成] をクリック

します ❷。 

 

マップ メモ レイヤーがフィーチャ コレクションとして、[コンテンツ] ページ → [マイ コンテン

ツ] タブに追加され、他のマップでも利用できるようになります。 

5. [マイ コンテンツ] タブで、作成したフィーチャ コレクションをクリックし、アイテム詳細ページを

開きます。 

6. [Map Viewer で開く] → [レイヤーを新規マップに追加] をクリックして、新しいマップに追加でき

ます ❸。また、[公開] をクリックして、フィーチャ コレクションをフィーチャ レイヤーとして公

開することも可能です ❹。 

 

❶ 

❷ 
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7-3. 他組織のメンバーとコンテンツを共有したい 

[グループ] → [新しいグループの作成] → [ユーザーの招待] 

組織外のメンバーが ArcGIS Online の組織アカウントを保有している場合は、そのメンバーを自組織のグ

ループに招待することで、グループ内のコンテンツを共有できます。グループを作成する権限が必要で

す。 

グループを作成 

1. ArcGIS Online サイトの上部にある [グループ] をクリックし、[マイ グループ] タブを表示します。 

2. [グループの作成]  をクリックします。 

3. [グループ名]、[サマリー]、[タグ] を入力します。 

4. サムネイル画像を追加したい場合は、[JPEG、PNG、または GIF をドラッグ&ドロップします。] に

画像をドラッグ&ドロップするか [サムネイルのアップロード]  をクリ

ックし、 [ファイルを選択] をクリックして、画像ファイルを指定し、[OK] をクリックします。 

5. [このグループを閲覧できる人] で、グループの検索や表示ができる範囲を設定します。組織またはパ

ブリックでグループを表示する権限によって、選択項目が変わります。[組織内のユーザー] または 

[すべての人] を選択した場合は、[グループに参加できる人] が表示されます。 

6. [グループに参加できる人] で、参加できる人を指定します。 

7. [グループのメンバーが更新できるアイテム] で、[自分が所有するアイテムのみ] を選択します。 

 組織外のメンバーを招待するには、ここで必ず [自分が所有するアイテムのみ] を選択してください。この設定は、グルー

プ作成後に変更することはできません。 

 [すべてのアイテム] を選択すると、Viewer、Editor、Field Worker のメンバーと組織外のメンバーはこの設定のグループ

には招待できなくなります。コンテンツを作成、更新、および削除する権限を持っている Creator 以上の権限レベルのメ

ンバーのみ、[すべてのアイテム] の設定がされたグループに招待できます。 

8. [コンテンツをグループに提供できるユーザー] で、グループ内にコンテンツを共有できるユーザーを

指定します。 

9. [[メンバー] タブでメンバーのリストを表示できるユーザー] で、グループのメンバー一覧を表示する

かどうか選択します。 

組織 B のメンバー 

組織 C のメンバー 

組織 A 

グループ 

マップ 
データ 

アプリ 
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 [すべてのグループ メンバー] を選択すると、メンバーの名前が一覧でグループのアイテム詳細ページに表示されます。 

[グループの所有者とマネージャーのみ] を選択すると、グループの所有者とグループの管理者以外のメンバーの名前は非

表示になります。 

10. [グループ コンテンツの並べ替え基準] で、アイテムを並べ替える方法を指定します。 

11. [デフォルトでは、グループ ページに次のアイテムのタイプが表示されます] で、デフォルトでグル

ープの [コンテンツ] タブと [概要] タブに表示するアイテムのタイプ (マップやレイヤーなど) を指

定します。 

12. グループから脱退できるグループ メンバーを制限する場合は、[管理グループ] の下にあるチェック

ボックスをオンにします。このチェックボックスをオンにすると、グループ メンバーは、グループ

の所有者またはグループの管理者によって削除された場合に限りグループから脱退できます。 

13. [グループの作成] をクリックして、グループを作成します。 

ユーザーの招待 

1. 招待する他組織のメンバーが、その組織の ArcGIS Online 組織アカウントを所有しており、[プロフ

ィールの公開範囲] が [すべての人に公開 (パブリック)] になっていることを事前に確認しておきま

す。 

 プロフィールの公開範囲を変更するには → 「1-1. ArcGIS Online へサイン イン (マイ プロフィールの設定)」 

 プロフィールが非公開のユーザーを招待する場合は、正確なユーザー名を把握します。 

2. [グループ] → [マイ グループ] タブで、上記の手順で作成したグループ名をクリックします。 

3. [ユーザーの招待]  をクリックして [ユーザーの招待] ダイアログを表

示します。 

4. [“組織名”サイト内で検索] を無効化します ❶。 

5. 招待したいユーザーの名前やプロフィールに記載されているキーワードを入力し、[検索] をクリック

します ❷。ユーザー プロフィールが公開されていない場合は、招待するユーザー名を正確に入力

します。 

6. [ユーザー] 欄に検索された名前が表示されるので、招待するユーザーの名前の横のチェックボックス

をオンにします ❸。 

 組織外のメンバーをグループに追加する際は、[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] オプ

ションは使用できません。 
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7. [ユーザーの招待] をクリックします ❹。 

 

招待通知を確認し、グループへ加入 

1. 他組織のメンバーが、自分が所属する組織サイトにサイン インすると、ユーザー名の左に [通知] ポ

ップアップが表示されます。 

 

2. [通知] ポップアップをクリックし、[招待の表示] をクリックします。 

 

3. [このグループに加入] をクリックしてグループに加入します。 

 

❶ 

❷ 

❸ 

❹ 
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7-4. ArcGIS Online で公開されているレイヤーをダウンロードしたい 

[コンテンツ] ページ → [マイ コンテンツ] タブ → アイテム詳細ページ → [エクスポート] 

ArcGIS Online 上で作成・編集したレイヤー (フィーチャ レイヤー) をダウンロード可能なファイル形式

にエクスポートし、ダウンロードします。フィーチャ レイヤーの所有者 (作成者) 以外がエクスポートす

る場合は、他のユーザーにそのレイヤーのエクスポートを許可する必要があります。 

ファイルのダウンロード 

1. [コンテンツ] ページ → [マイ コンテンツ] タブで、ダウンロードしたいフィーチャ レイヤーをクリ

ックし、アイテム詳細ページを開きます。 

2. [データのエクスポート] をクリックし ❶、いずれかの形式を選択します。 

 

3. [エクスポート時のファイル形式] ダイアログで、[タイトル] と [タグ] を入力し、[エクスポート] を

クリックします。 

 レイヤーになんらかの変更が加えられたのが直近の 10 分以内の場合、下記のダイアログが表示されることがあります。

変更内容を含むすべてのデータをダウンロードしたい場合は、しばらくしてからエクスポートの操作を行ってください。 

 

4. 入力したタイトルのアイテムが作成され、アイテム詳細ページが表示されます。 

5. [概要] タブの [ダウンロード]  をクリックして、ファイルをダウンロードしま

す。 

❶ 
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エクスポートの許可 

デフォルトでは、レイヤーやアイテムの所有者 (作成者) 以外はダウンロード可能なファイル形式にエク

スポートできません。他のユーザーにエクスポートさせる場合は、他のユーザーがエクスポートする許可

を、レイヤーの所有者が設定します。 

 

1. [コンテンツ] ページ → [マイ コンテンツ] タブで、ダウンロードを許可するレイヤーをクリック

し、アイテム詳細ページを表示します。 

2. [設定] タブ → [Feature Layer (ホスト)] 項目で、[他のユーザーが別の形式にエクスポートすること

を許可します] チェックボックスをオンにします ❶。 

3.  [保存] をクリックします ❷。 

 

❶ 

❷ 
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7-5. マップを自分のホームページに埋め込みたい 

マップ ビューアー → [共有] 

自分のホームページなどの他の Web サイトに作成したマップを埋め込みます。マップをパブリックに共

有する必要があるため、「パブリックに共有」権限が必要です。また、管理者により組織サイトの外部へ

のコンテンツ共有が許可されている必要があります。 

 

1. マップ ビューアーでマップを開きます。 

2. [共有]  をクリックします。 

3. [すべての人に公開 (パブリック)] チェックボックスをオンにします ❶。 

4. [このマップはすべての人と共有していますが…] というメッセージで、[OK] をクリックします。 

 [共有の更新] ダイアログが表示される場合、[共有の更新] をクリックすると、このマップに追加されているすべてのサー

ビスの共有設定が [すべての人に公開 (パブリック)] に変更されます。 

5. [Web サイトに埋め込む] がアクティブになるので、クリックします ❷。 

 

 アクティブになるのに少し時間がかかる場合があります。 

6. 埋め込むマップのサイズを指定します ❸。 

7. 埋め込むマップに追加したい機能 (凡例や縮尺バーなど) のチェックボックスをオンにしたり、マッ

プのテーマを選択したりします ❹。 

8. HTML をコピーし、埋め込み先の Web ページに貼り付けます ❺。 

❶ 

❷ 
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❸ 

❺ 

❹ 
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8 
ArcGIS Pro での利用 
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8-1. ArcGIS Online のデータを ArcGIS Pro に追加したい 

ArcGIS Pro → [カタログ] ウィンドウ → [ポータル] 

アイテム詳細ページ → [ArcGIS Pro で開く] 

ArcGIS Pro から追加 

1. ArcGIS Pro を起動し、新しいプロジェクトを作成するか、既存のプロジェクトを開きます。 

2. [表示] タブの [カタログ ウィンドウ] をクリックしてカタログ ウィンドウを開きます。 

  

3. [ポータル] タブ ❶ の [マイ コンテンツ] ❷ をクリックします。 

 マイ コンテンツ以外にもグループ内に共有されているデータ 、さらにパブリックのデータ  にもアクセスでき

ます。 

4. 追加したいアイテム上で右クリックし、適切な追加方法を選択します ❸。レイヤーは、マップにド

ラッグ&ドロップで追加することもできます。 

 

ArcGIS Online のアイテム詳細ページから追加 

1. ArcGIS Pro に追加したいレイヤーのアイテム詳細ページを開き、[概要] タブの [ArcGIS Desktop で開

く] → [ArcGIS Pro で開く] をクリックします。 

 検索結果一覧の  をクリックして [ArcGIS Pro で開く] を選択することもできます。 

❶ 

❷ 

❸ 
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8-2. フィーチャ レイヤーに添付した画像を ArcGIS Pro で表示したい 

ArcGIS Pro → [マップ] タブ → [マップ操作] 

マップ ビューアー上や現地調査アプリで添付した画像を、ArcGIS Pro 上で表示します。 

 

1. 画像を添付したフィーチャ レイヤーを ArcGIS Pro に追加します。 

 ArcGIS Pro にフィーチャ レイヤーを追加するには → 「8-1. ArcGIS Online のデータを ArcGIS Pro に追加したい」 

2. [マップ] タブの [マップ操作] をクリックし、画像が添付されたフィーチャをクリックします。 

 

3. [ポップアップ] ウィンドウの最下部に表示されている画像ファイル名をクリックして画像を表示しま

す。 
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8-3. フィーチャ レイヤーを ArcGIS Pro で編集したい 

ArcGIS Pro → [編集] 

ArcGIS Pro に追加したフィーチャ レイヤーを編集し、レイヤーを自動的に更新します。コンテンツの

「編集」権限が必要です。 

 

1. ArcGIS Pro にフィーチャ レイヤーを追加します。 

 ArcGIS Pro にフィーチャ レイヤーを追加するには → 「8-1. ArcGIS Online のデータを ArcGIS Pro に追加したい」 

2. [編集] タブからフィーチャの編集を行います。 

 

 ArcGIS Pro で編集を行う方法は、ArcGIS Pro ヘルプ「ArcGIS Pro での編集」をご参照ください。 

3. 編集すると、ArcGIS Online 上にある元のフィーチャ レイヤーに自動的に変更が反映されます。 

https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/help/editing/overview-of-desktop-editing.htm
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9 
Web アプリの作成 
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Web アプリとは 

Web アプリとは、ArcGIS Online で作成するマップ (Web マップ) に目的に応じて機能や見栄えに変更を

加えたアプリケーションです。Web アプリには、① 構成可能な Web アプリ、② ArcGIS Dashboards、

③ Web AppBuilder、④ ArcGIS Experience Builder の 4 種類があります。Web アプリの作成には、コン

テンツの「作成、更新、および削除」権限が必要です。 

 

 

① 構成可能な Web アプリ ② ArcGIS Dashboards 

  

機能が組み込まれたテンプレートの中から作成したい 

Web アプリを選んで構成します。 

マップ、グラフ、ゲージなどを組み合わせて情報を表示

するダッシュボードを作成します。 

③ Web AppBuilder ④ ArcGIS Experience Builder 

  

60 種類を以上の機能 (ウィジェット) を、用途に応じて

組み合わせて、アプリを作成します。 

2D/3D マップ、テキスト、メディアを含む、レスポン

シブ対応の Web アプリやページを作成します。 
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開始手順 

Web アプリの作成を開始する手順は、以下の A、B、C の 3 つの方法があります。どの方法から開始し

ても、アプリの作成が可能です。作業しやすい開始手順でアプリの作成を開始してください。 

※ ArcGIS Experience Builder は、方法 C のみに対応しています。 

A: マップ ビューアー → [共有] → 共有範囲を設定 → [WEB アプリの作成] 

1. マップ ビューアーで作成した Web マップを保存します。 

2. [共有]  をクリックします。 

3. 共有設定の画面が開くので、共有範囲を設定します。 

4. 共有ウィンドウの下までスクロールし、[WEB アプリの作成]  をクリックします。 

 

5. 作成したい Web アプリを選択します。Web アプリ テンプレートを作成するには [Configurable 

Apps] タブ内の任意のテンプレートを選択し、[WEB アプリの作成] をクリックします。Web 

AppBuilder を作成するには [Web AppBuilder] タブ、ArcGIS Dashboards を作成するには [ArcGIS 

Dashboards] タブを選択します。 

 



 

112 

 

B: [コンテンツ] タブ→ [マイ コンテンツ] → アイテム名をクリック → アイテム詳細ページ 

→ [Web アプリの作成] 

1. [コンテンツ] タブをクリックし、 [マイ コンテンツ] を表示します。 

 

2. Web アプリに使用したい Web マップのタイトルをクリックして、アイテム詳細ページを開きま

す。 

 

3. 画面右側の [Web アプリの作成]  をクリックし、作成したい Web アプリを選択し

ます。 

 

C: [コンテンツ] タブ→ [マイ コンテンツ] → [⊞ 作成] 

1. [コンテンツ] タブをクリックし、[マイ コンテンツ] を表示します。 

2. 画面左上にある [⊞ 作成]  をクリックし、作成したい Web アプリを選択します。 
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9-1. 写真と位置とを紐づける Web アプリを作成したい 

「マップ ツアー」アプリケーション テンプレートを使用して、位置情報 (ジオタグ) 付きの写真を使用

した Web アプリの作成手順をご紹介します。 

 

1. マップ ビューアーで [新規マップ] をクリックして空のマップを開き、[保存]  をクリックし

てマップを保存します。 

2. マップ ビューアーで、[共有]  をクリックし、[WEB アプリの作成]  をクリッ

クします。 

3. [Configurable Apps] タブの [Story Map Tour] テンプレートを選択し、[WEB アプリの作成] をクリッ

クします。 

4. マップ ツアーの [タイトル]、[タグ]、[サマリー] を入力し、保存するフォルダーを選択し、[完了] 

をクリックします。 

5. [マップ ツアー ビルダーへようこそ] ダイアログが表示されます。 

 

6. 写真が Flickr や Youtube などのオンライン ストレージに保存されている場合は、該当するアイコン

をクリックします。ローカルに保存されている画像を使用する場合は、  をクリックします。 

Flickr や YouTube などのオンライン ストレージのデータを使用する場合 

各オンライン ストレージのアカウントを入力し、アルバムや写真、動画を検索します。 

 



 

115 

 

 

 マップ ツアーから参照するメディアは、パブリック (一般) に公開されている必要があります。表示されない場合は、オ

ンライン ストレージでのメディアやアカウント等の共有、公開の設定を変更してください。 

1. 位置情報を持っている写真は、[検索済み] タブに整理され、写真の位置も表示されます。 

2. [インポート]  をクリックします。 

3. 写真と位置がリンクしたマップが作成されます。 

4.  作業が終了したら、[保存]  をクリックします。 

ローカルに保存されている写真を使用する場合 

1. フィーチャ レイヤー名を作成する画面が表示されます。レイヤー名、保存するフォルダーを選択

し、[レイヤーの作成]  をクリックします。 

 選択する「ルート」フォルダーは、「ホーム」フォルダーに該当します。 

2. [追加]  をクリックすると、[新しいツアー ポイントの追加] 画面が表示されます。 

 

3. [写真の選択または削除]  をクリックし、コンピューター上から位置情報 (ジオタ

グ) 付きの写真を選択します。 

4. [情報] タブで、名前とキャプションを入力し、[位置] タブで写真の位置を確認します。 

5. [ツアーポイントの追加]  をクリックします。 

6. 写真と位置がリンクしたマップが作成されます。 



 

116 

 

 

 編集  のある項目は、タイトルや文章を入力できる箇所です。 

7. 作業が終了したら、[保存]  をクリックします。 

 他の種類のストーリー マップを作成するには、ストーリーマップ サイト (https://storymaps-classic.arcgis.com/ja/app-

list/) をご参照ください。 

 ストーリー マップ スワイプの作成方法は、YouTube 動画の「ArcGIS Online Web アプリ テンプレートの利用」をご覧

ください。 

https://storymaps-classic.arcgis.com/ja/app-list/
https://storymaps-classic.arcgis.com/ja/app-list/
https://www.youtube.com/watch?v=i04_djlgWOs
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9-2. ArcGIS Dashboards でダッシュボードを作成したい 

数値・円グラフ・マップ・リストを配置したダッシュボードの作成方法をご紹介します。 

 

1. マップ ビューアーの [共有] → [Web アプリの作成] → [ArcGIS Dashboards] タブをクリックしま

す。 

2. [タイトル]、 [タグ]、必要に応じて [サマリー] を入力します。 

 

3. [完了] をクリックすると、ダッシュボードの作成画面が開きます。 

 

エレメントの追加 

1. [＋] ボタンから、配置したいエレメントを追加します。 

2. 調査結果の総数を表示するために [インジケーター] をクリックすると、レイヤーの選択画面が開き

ます。 

 

https://www.youtube.com/embed/rB6WYeXFPN0
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3. レイヤーの選択画面で、表示したい値が含まれるレイヤーを選択します。 

 

4. 選択したレイヤーのインジケーターの設定画面が開きます。[データ オプション] で [値の種類] を選

択します。ここでは、[値の種類] で [統計]  をクリックし、[数] を選択します。 

 

5. [インジケーター] タブをクリックし、数値の意味が分かりやすいように、ここでは [上位テキスト] 

に「調査結果」と入力します。 

 

6. [中位テキスト] では、数値の前後に配置できるアイコンの設定が可能です。アイコンの位置のボタン 

[左] もしくは [右] をクリックし、アイコンの選択画面が開きます。 
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7. アイコンは [ソリューション]、[主要地]、[サイト]、[その他]、[カスタム] の 5 つのカテゴリがあ

り、用途に応じて選択します。ここでは、「木」のアイコンを選択します。 

 

8. インジケーターに木のアイコンが追加されます。アイコンの色は、カラー パレットから選択できま

す。 

 

9. 詳細設定画面で [終了] をクリックします。 
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続いて、調査結果から危険度を表すパイ チャートを追加します。 

10. [＋] ボタン → [パイ チャート] をクリックします。 

 

11. パイ チャートに表示させたいレイヤーを選択します。ここでは、「樹木調査」を選択します。 

 

12. [データ] タブの [カテゴリ フィールド] で表示したい属性を選択します。ここでは、「危険度」を選

択します。 

 

13. [スライス] タブで [カテゴリ] の色を変更します。変更したい色をクリックして、カラー パレットか

ら色を選択します。 
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14. [全般] タブの [マップの説明] で円グラフのタイトルの設定をします。ここでは、「危険度別樹木本

数」と入力し、文字の大きさや配置などを調整します。 

 

15. [終了] をクリックします。 

 

続いて、調査結果の一覧を表示するために、[リスト] を追加します。 

16. [＋] ボタンから [リスト] をクリックします。 

 

17. リストに利用するレイヤーの選択画面が開きます。ここでは、「樹木調査」を選択します。 

 

18. [リスト] タブの [ライン アイテム テキスト] の入力欄に「調査日時」とタイプし、{.}  をクリ

ックし、属性フィールドを選択します。同様に、リストに表示したい他の項目を設定します。 
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19. 設定が完了したら [終了] をクリックします。 

レイアウトの変更 

追加したエレメントの大きさは変更できます。配置はドラッグ&ドロップで調整が可能です。 

1. レイアウトを変更する場合は、エレメントの左上に表示される [アイテムのドラッグ] をクリックし

ます。 

 

2. 移動先の位置が四角  で表示されるので、移動したい場所の四角にカーソルを合わせてドロッ

プします。 

   

アクション 

各エレメントをクリックしたときに、他のエレメントと連動させる [アクション] 機能の設定方法をご紹

介します。ここでは、円グラフをクリックしたときに、マップで該当するポイントをハイライトさせる方

法についてご紹介します。 

1. 円グラフの左上にカーソルを移動し、[設定] をクリックします。 
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2. [アクション] タブをクリックします。 

3. [ターゲットの追加]  ドロップダウン リストから該当するポイントのレイヤー (ここ

では、樹木調査) を追加し、[終了] をクリックします。 

 

円グラフをクリックしたときにマップ上で対象のポイントだけがフィルター表示されます。 

 

4. 作業が終了したら、[保存]  をクリックします。 

 フィルター以外のアクションには、(画面) 移動、ズーム、フラッシュ、ポップアップの表示があります。 

 ほかのアクションの設定については、ヘルプをご参照ください。 

https://doc.arcgis.com/ja/operations-dashboard/help/configuring-actions-on-dashboard-elements.htm
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9-3. Web AppBuilder でアプリを作成したい 

Web AppBuilder とは、ウィジェット (機能) を組み合わせて作成する Web アプリです。60 種類以上の

ウィジェットの中から自由に機能を追加できます。ここでは、スマートフォンやタブレットで利用するこ

とを想定して、[現在の場所] ウィジェットと [ルート案内] ウィジェットを追加します。 

 

1. マップ ビューアーの [共有] → [Web アプリの作成] → [Web AppBuilder] タブをクリックします。 

2. [タイトル]、[タグ]、必要に応じて [サマリー] を入力します。 

 
 

3. [開始]  をクリックすると、Web AppBuilder の構成画面が開きます。 

画面の左側に [テーマ]・[マップ]・[ウィジェット]・[属性] タブがあり、それぞれで設定を行いま

す。右側はアプリのプレビュー画面です。 

 
  

 

左: 設定 右: プレビュー 

https://www.youtube.com/embed/mZDSTDIoKYY
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5. [テーマ] タブでは、アプリのレイアウト、スタイルの変更ができます。ここでは、[ダートテーマ］

を選択し、[スタイル] で黄緑色を選択します。 

 

6. [ウィジェット] タブ → [このコントローラーにウィジェットを設定] をクリックします。 

 

 

 テーマごとに固有のウィジェットが事前に構成されていますが、 [ウィジェット] タブで目的に応じて、ウィジェットを

削除、追加することができます。 

7. [＋] ボタン ([ウィジェットの追加]) をクリックします。 

 

8. [現在の場所] ウィジェットと [ルート案内] ウィジェットをクリックして選択し、[OK] をクリックし

ます。 
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 Web AppBuilder のウィジェット一覧は「ウィジェットの概要」をご覧ください。 

9. ウィジェットが追加されます。ウィジェットの表示順はドラッグ&ドロップで入れ替えることができ

ます。 

 

10. [保存] をクリックします。 

 ウィジェットのボタン 

❶ [このウィジェットを削除] ボタン  でウィジェットの削除ができます。 

 
 
 

❷ [このウィジェットを構成] ボタン  でウィジェットの名前の変更や 

詳細設定を行うことができます。 

 
 
 

❸ [アプリ起動時に、このウィジェットを自動的に開く] ボタン  で 

アプリの起動時にウィジェットが自動で開くように設定できます。 

 

 

https://doc.arcgis.com/ja/web-appbuilder/create-apps/widget-overview.htm#ESRI_SECTION1_C26F283E7A6B4AE2BEBFD54970AB5B43
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10 
基本用語 
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基本用語 

ここでは、ArcGIS Online でよく使われる用語のいくつかを説明します。 

 

Web サービス 

World Wide Web の技術を使い、ソフトウェアの機能をネットワーク上で利用できるようにしたもので

す。ArcGIS Online では、GIS ソフトウェアによるデータの可視化、解析、編集などの機能がネットワー

ク上で利用できます。 

 

フィーチャ レイヤー (フィーチャ サービス) 

Web 上に公開されたデータの表示、属性表示、検索、編集ができるサービスです。フィーチャ サービ

ス、ホスト フィーチャ レイヤーとも呼ばれます。 

 

タイル レイヤー (タイル マップ サービス) 

Web 上に公開されたデータのマップ画像 (タイル) を事前作成して表示することで、高速なマップ表示が

できるサービスです。属性の表示や検索は行えません。タイル レイヤーの例として、道路地図や地形図

などのベースマップがあります。 タイル マップ サービス、ホスト タイル レイヤー、タイル サービス

とも呼ばれます。 

 

シーン レイヤー (シーン サービス) 

Web 上で、多数の 3D フィーチャを表示できるように最適化されたキャッシュ Web レイヤーです。シ

ーン レイヤーには、ポイント レイヤー、点群レイヤー、3D オブジェクト レイヤー、3D メッシュ レ

イヤー、ビルディング シーン レイヤーがあります。 

 

フィーチャ コレクション 

ArcGIS Online のアイテムの種類。マップ ビューアーの [レイヤーの追加] から追加した CSV ファイ

ル、シェープファイル、GPX ファイル、マップ メモは、マップの一部として保存されるフィーチャ コレ

クションです。[レイヤーの保存] をクリックするとアイテムとして保存でき、他のマップに追加できるよ

うになります (「7-2. 作成したマップ メモを他のマップで利用したい」参照)。 

 

Web マップ 

Web 上で対話的に表示や検索ができるマップです。フィーチャ レイヤーやタイル レイヤーなどさまざ

まなデータを読み込んで作られた地図が Web マップです。ArcGIS Online では、マップ作成アプリケー

ションである「マップ ビューアー」を使用して作成します。単に「マップ」とも呼ばれます。 
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組織サイト 

ArcGIS Online の利用開始時に提供される組織専用のサイトです。専用の URL を設定でき、データのスト

レージ、共有、マップ作成、分析などに利用できます。本ドキュメント内の操作は、主に組織サイト内で

の手順になります。 

 

サービス クレジット 

ArcGIS Online 内での通貨で、各種サービスの使用量に応じて消費されます。ArcGIS Online 有償プランに

は初期クレジットが付属し、残数が少なくなった場合は追加購入することが可能です。 

サービス クレジットの詳細は、下記ページをご参照ください。 

サービス クレジットの概要 

https://www.arcgis.com/features/plans/credits.html 

 

メンバー 

ArcGIS Online 組織サイトにアクセスでき、ArcGIS Online サービスを利用できるユーザー。ユーザーや指

定ユーザーとも呼ばれます。 

 

ロール 

ユーザーに設定する権限です。デフォルトでは、管理者、公開者、ユーザー、データ編集者、閲覧者ロー

ルが用意されています。また、カスタム ロールを作成して、許可する権限を細かく割り当てることが可

能です。サービスの公開や解析ツールを利用する際は、利用する権限が割り当てられているか、組織内の

管理者にご確認ください。 

権限 

デフォルト ロール 

閲覧者 データ 

編集者 
ユーザー 公開者 管理者 

メンバー 表示 ○ ○ ○ ○ ○ 

グループ 

作成、更新、および削除   ○ ○ ○ 

組織のグループへの加入 ○ ○ ○ ○ ○ 

外部のグループへの加入   ○ ○ ○ 

組織で共有するグループの表示 ○ ○ ○ ○ ○ 

コンテンツ 

作成、更新、および削除   ○ ○ ○ 

ホスト フィーチャ レイヤーの公開   
 

○ ○ 

ホスト タイル レイヤーの公開    ○ ○ 

ホスト シーン レイヤーの公開   
 

○ ○ 

組織で共有するコンテンツの表示 ○ ○ ○ ○ ○ 

https://www.arcgis.com/features/plans/credits.html
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位置のトラックの表示      

ノートブックの作成と編集     ○ 

共有 

グループで共有   ○ ○ ○ 

組織で共有   ○ ○ ○ 

パブリックに共有   ○ ○ ○ 

組織でグループを表示   ○ ○ ○ 

パブリックでグループを表示   ○ ○ ○ 

オープンデータでグループを利用可能   
  

○ 

プレミアム  

コンテンツ 

ジオコーディング ○ ○ ○ ○ ○ 

ネットワーク解析 

△ 

(ルート案内

のみ) 

△ 

(ルート案内

のみ) 

△ 

(ルート案内

のみ) 

○ ○ 

空間解析   
 

○ ○ 

ジオエンリッチメント   
 

○ ○ 

人口統計 ○ ○ ○ ○ ○ 

高度なノートブック     ○ 

フィーチャ レポート ○ ○ ○ ○ ○ 

フィーチャ 
編集  ○ ○ ○ ○ 

フルコントロールによる編集   
 

○ ○ 

管理権限 

メンバー 

すべて表示   
  

○ 

更新   
  

○ 

削除   
  

○ 

招待   
  

○ 

無効化   
  

○ 

 
ロールの変更   

  
○ 

ライセンスの管理    
  

○ 

グループ 

すべて表示   
  

○ 

更新   
  

○ 

削除   
  

○ 

所有権の再割り当て   
  

○ 

メンバーの割り当て   
  

○ 

エンタープライズ グループへのリンク     ○ 
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更新機能を付けて作成     ○ 

コンテンツ 

すべて表示   
  

○ 

更新   
  

○ 

削除   
  

○ 

所有権の再割り当て   
  

○ 

カテゴリの管理     ○ 

ArcGIS 

Marketplace サ

ブスクリプショ

ン 

作成および管理   
  

○ 

購入情報のリクエスト     ○ 

トライアルの開始 
    

○ 

組織設定 

セキュリティとインフラストラクチャ     ○ 

組織の Web サイト     ○ 

コラボレーション     ○ 

クレジット     ○ 

メンバー ロール     ○ 

ユーティリティ サービス     ○ 

デフォルトの管理者に予約済みの権限は、カスタム ロールを構成して割り当てることができません。 

⚫ アクティビティ ログのダウンロード 

⚫ メンバー アカウントの多要素認証の無効化 

⚫ メンバー アカウントの Esri アクセスの有効化/無効化 

⚫ メンバーのロールを管理者へ変更、または管理者から別のロールへ変更 

⚫ 他の管理者の削除 

⚫ 組織サイトの設定で、組織外への共有が許可されていない場合も、パブリックへコンテンツを共有で

きる 

 組織のロールについて: https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/roles.htm 

 ジオコードの有効範囲: https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/geocode-coverage.htm 

 ネットワーク解析の有効範囲: https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/network-coverage.htm 

 

https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/roles.htm
https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/geocode-coverage.htm
https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/network-coverage.htm
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