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スタートアップ ガイドについて 

本スタートアップ ガイドは、ArcGIS Online で利用できる、Web ブラウザー上・モバイル アプリから手

軽な操作でマッピングや人口統計・商圏解析が可能なアプリケーション ArcGIS Business Analyst Web and 

Mobile Apps (以下、本製品という) を初めて使用する方を対象とした利用手順書です。本書では、本製品

をご利用いただくためのライセンスの割り当て方法や初期設定について説明します。 

 ArcGIS Online のユーザー タイプが「Creator」または「GIS Professional」のいずれかであることを前提に、操作の説明を

しています。 

 本製品の詳細な操作方法については、Esri ヘルプ ドキュメントをご覧ください。また、ArcGIS Business Analyst Web App 

では、各機能の操作を手軽に習得できる「ガイド ツアー」を利用できます。 

ArcGIS Business Analyst Web and Mobile Apps の動作環境 

本製品でサポートされている動作環境の詳細は、詳細は ArcGIS Business Analyst Web and Mobile Apps 製品

ページ「動作環境」をご参照ください。 

消費クレジット 

本製品では、解析の実行時にクレジットが消費されます。詳細は ArcGIS Business Analyst Web and Mobile 

Apps 製品ページ「ライセンス・価格」をご参照ください。 

 クレジットの利用制限を行いたい場合は、ArcGIS Online スタートアップガイドの「クレジット使用制限の割り当て」およ

び「デフォルトのクレジット使用制限の割り当て」の項をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/roles.htm#USER_TYPES
https://doc.arcgis.com/ja/business-analyst/web/welcome.htm
https://doc.arcgis.com/ja/business-analyst/web/welcome.htm
https://www.esrij.com/products/ba-web-mobile-apps/#spec
https://www.esrij.com/products/ba-web-mobile-apps/#pricing
https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/AGOL_Pro_startupguide.pdf#page=29
https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/AGOL_Pro_startupguide.pdf#page=30
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1. はじめに 

ライセンスの割り当て 

ArcGIS Online の以下のいずれかのユーザー タイプに、本製品のライセンスを割り当てる必要がありま

す。 

⚫ Creator 

⚫ GIS Professional 

 

 ArcGIS Online の開始手順については、「ArcGIS Online スタートアップ ガイド」をご参照ください。 

1. 管理者もしくはライセンス適用ができる権限があるユーザーで、組織サイトにサイン インし

ます。https://www.arcgis.com/ のページの [サイン イン] から、もしくは 

https://www.arcgis.com/home/signin.html のサイン イン ページに直接アクセスし、お手持ち

の ArcGIS Online のユーザー名とパスワードを該当箇所に入力します。 

 

https://www.arcgis.com/ のページ画面 

https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/AGOL_Pro_startupguide.pdf
https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/AGOL_Pro_startupguide.pdf
https://www.arcgis.com/
https://www.arcgis.com/home/signin.html
https://www.arcgis.com/
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https://www.arcgis.com/home/signin.html のページ画面 

2.  [組織] をクリックし [ライセンス] ページを表示します。[アドオン ライセンス] タブ → [ア

プリケーション] → [ArcGIS Business Analyst Web and Mobile Apps] の [管理] をクリックし

ます。 

 

3. ライセンスを割り当てたいメンバーのラジオ ボタンをオンにすると、[メンバーに電子メール

を送信しますか？] と表示されます。電子メールを送信しないか、送信するかを選択してくだ

さい。 

https://www.arcgis.com/home/signin.html
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4. 複数メンバーに同時にライセンスを割り当てる場合は、[組織] → [メンバー] をクリックし、

ライセンスを割り当てたいメンバーを選択します。 [○人のメンバーが選択されています] の 

[▽] をクリックし、選択したメンバーを確認後 [アドオン ライセンスの管理] をクリックしま

す。  

 

5. [アドオン ライセンスの管理] ページ で [アプリケーション] の [ArcGIS Business Analyst Web 

and Mobile Apps] にチェックを入れ、[保存] をクリックします。必要に応じて [新たに割り当

てられたライセンスに関する電子メールをメンバーに送信します。] ボタンをオンにしてくだ

さい。 
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これで、ArcGIS Business Analyst Web App および ArcGIS Business Analyst Mobile App を使用することが

できるようになりました。 
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2. ArcGIS Business Analyst Web App の起動・初期設定の変更 

ライセンスの割り当てが完了したら、ArcGIS Business Analyst Web App を起動し、初期設定を行います。 

ステップ 1. ArcGIS Business Analyst Web App にサイン インする 

1. ArcGIS Business Analyst Web and Mobile Apps のライセンスが割り当てられているアカウント

で、組織サイトにサイン インします。 

2. 右上の [アプリ] ボタン  をクリックして、アプリ一覧から [Business Analyst] をクリック

します。 

 

3. ArcGIS Business Analyst Web App が起動します。初回起動時には、プロフィール画像の設定ダ

イアログが表示されます。設定を行う場合は [プロフィール画像の追加] をクリックし、画像

を選択してください。設定しない場合は、[このステップをスキップ] をクリックします。 

 

4. 次に、プロジェクトの作成を求められるので、[プロジェクトの作成] をクリックします。 
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 本製品で作成したデータやマップは、すべてプロジェクトに格納されます。 

5. [プロジェクトの設定] ダイアログが開いたら、任意のプロジェクト名を入力し、[作成] をクリ

ックします。 

 

6. プロジェクトの作成が完了すると、[ホーム] タブにプロジェクトが追加されます。 

 

 初回起動時は、ガイド ツアー「プロジェクトの作成」が自動で実行されます。ガイドに従って、プロジェクトを作成して

ください。 
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ステップ 2. ArcGIS Business Analyst Web App の初期設定を行う 

ArcGIS Business Analyst Web App の初期設定を変更します。 

アプリ右上の [初期設定] ボタン から、[初期設定] ダイアログを開きます。設定の変更後、[保存] をク

リックすると変更内容が保存され、次回以降アプリにサイン インした際に、自動的にデフォルトの設定

として適用されます。元の設定に戻すには、[デフォルトに戻す] をクリックし、[保存] をクリックしま

す。 

本ステップでは、日本を対象に解析するにあたり、設定の変更をおすすめする項目について説明します。

全ての設定項目については、「ArcGIS Business Analyst Web App の初期設定の詳細」をご参照ください。 

解析する国の選択 

解析を行うデフォルトの国を設定します。[一般] タブの [設定] を開き、[オプション] の「選択」のプル

ダウン リストから、「日本」を設定します。 

 

データ ソース 

解析に使用するデータ ソースを選択します。一部の国では、複数のデータ ソースの中から選択すること

ができます。日本は、以下の 2 つから選択できます。 

⚫ Esri ジャパン：ESRI ジャパンが提供するデータ ソースです。人口・世帯など約 2,200 の変数を利

用できます。 

⚫ Standard：ドイツの MBR 社 (Michael Bauer Research GmbH) が提供するデータ ソースです。約 

120 の変数を利用できます。 
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[一般] タブの [設定] を開き、[オプション] の [データ ソース] のドロップダウン リストから任意のデ

ータ ソースを選び、[適用] をクリックします。選択されたデータ ソースは [選択済み] と表示されま

す。 

 プルダウン リストの [詳細の表示] をクリックすると、データに関する説明を閲覧できます。 

単位 

距離の計測単位を設定します。[一般] タブの [設定] を開き、[オプション] の [単位] のドロップダウン 

リストから、「キロメートル」を選びます。 
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背景地図 

マップに表示させたり、インフォグラフィックスやレポートに表示させたりするためのデフォルトの背景

地図を設定します。[一般] タブの [設定] を開き、[背景地図] の一覧から任意の地図を選択します。 

 

 マップを選択すると、[位置にズーム] の下にあるマップが選択した背景地図に切り替わります。マップは拡大・縮小する

ことができ、プレビューすることができます。 

レポートとインフォグラフィックス 

 この設定は、管理者ロールを持つユーザーのみが変更できます。 

組織のメンバーのロール別に、本製品で利用できるクラシック レポートやインフォグラフィックスのテ

ンプレートをカスタマイズします。 

特に、インフォグラフィックスについては、データ ソースを「Esri ジャパン」に設定している場合、英

語と日本語の 2 種類のテンプレートが標準利用できるものとして提供されます。これらのテンプレート

は言語が異なるだけで内容は同じものです。 

デフォルトの初期設定では、[インフォグラフィックスの実行] ツールでテンプレートを選択する際に、英

語と日本語の両方のテンプレートが表示されます。日本語のテンプレートのみを表示するには、以下の設

定を変更します。 

1. [組織] タブの [レポートとインフォグラフィックス] を開きます。 

2. まず、[ロールの選択] で設定を変更したいロールを選択します。 

3. 次に、[インフォグラフィックス] タブをクリックし、英語名のテンプレートのチェックを外し

ます。 

4. 複数のロールに対して設定を行う場合は、[ロールの選択] でロールを切り替え、同様の操作を

行います。 

https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/roles.htm#ESRI_SECTION1_911D5C251A304BA08B70ABE88D5E4E94
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 [ロールのプレビュー] をクリックすると、変更内容を反映したアプリの操作画面をプレビューすることができます。 

[レポート] タブ → [レポートの実行] メニュー → [インフォグラフィックスの実行] をクリックすると、テンプレート

の選択画面が開きます。 

 

ガイド ツアー 

 この設定は、管理者ロールを持つユーザーのみが変更できます。 

本製品では、各機能の操作をレクチャーする機能「ガイド ツアー」を利用できます。大半のガイド ツア

ーは設定を行うことなく実行できますが、以下のツアーを日本国内で実行するには設定変更を行います。 

⚫ ArcGIS Living Atlas から Web マップ レイヤーを追加 

⚫ レポートおよび解析で使用するカスタム データの設定 

 デフォルトの設定のままの場合、ツアーを実行するためには解析対象の国をアメリカに変更する必要があります。 

1. [組織] タブの [ガイド ツアー] を開きます。 

2. ガイド ツアーを行う国として、「日本」を指定します。 
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3. [レイヤーの参照] をクリックして [レイヤーの選択] ダイアログを開き、検索ボックス内に

「人口密度」と入力して検索します。 

 [レイヤーの参照] をクリックした際、「ポータルで Living Atlas を構成してください。」とメッセージが表示された場合

は、セキュリティの [メンバーが Living Atlas コンテンツにアクセスおよび追加することを許可する] がオンになってい

ることをご確認ください。 

4. 検索結果に「平成 27 年国勢調査 - 日本の人口密度」が表示されるので、アイコン上にカー

ソルを当て、[追加] をクリックします。 

 

5. [レイヤーの選択] ダイアログが開いたら、「Block」を選択します。 
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自動保存 

自動保存を有効にすると、ログ アウトするか、ブラウザーを閉じた時点でのマップが保存され、次回サ

イン イン時にすぐに前回の解析時のマップを起動することができます。 

[マップ] タブに切り替え、[自動保存] トグルをオンにしてください。 

 

これで、解析を行うための初期設定を行うことができました。 
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ステップ 3. ガイド ツアーを実行する 

ArcGIS Business Analyst Web App では、ガイド ツアーを利用できます。ガイド ツアーは、本アプリの操

作方法を、表示されるポップアップ ガイドに従いながら学ぶことができる機能です。本ツアーは、詳細

な操作を具体的にレクチャーしてくれるため、初めてアプリを触るユーザーでも、初歩的な操作から高度

な操作まで、簡単に習得することが可能です。 

ツアーを完了すると、経験値としてポイントが加算され、獲得ポイントに応じてバッジを獲得できます。

バッジを獲得することで、次のレベルのツアーを実行できるようになります。なお、一度完了したツアー

は何度でもやり直すことができます。 

 一部のツアーでは、クレジットを消費します。また、「特定の条件を満たすエリアの検索」などの一部のツアーは、解析

する国を日本に設定していると実行できません。これらのツアーを実行する場合は、解析する国をアメリカに変更してか

ら、実行してください。 

ガイド ツアーの実行 

1. [アカウントの詳細] → [ガイド ツアー] をクリックし、[ガイド ツアー] ダイアログを開きま

す。 

 

 [ガイド ツアー] ダイアログの構成は、以下の通りです。 

 

❶ ポイント：獲得した経験値の合計値が表示されます。 

❷ バッジ：獲得したバッジが表示されます。 

❸ ツアー：レベル別のガイド ツアーの一覧を確認できます。 ツアーの上にマウス ポインターを移動すると、ツアーに関

する説明が表示されます。 

❹ 関連ブログ、ビデオ、および学習レッスン：各ガイド ツアーに関連する資料を閲覧できます。 
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2. ガイド ツアーの一覧の中から実行したいツアーを選択し、[移動] をクリックします。 

3. ツアーが開始します。表示されるポップアップの指示に従い、操作を行います。 

 ツアーの進捗は、アプリ上部に表示されます。前のステップに戻る場合は、[戻る] をクリックします。また、ツアーを中

断する場合は、[ツアーの停止] をクリックします。 

 

4. ツアーが完了すると、ダイアログが表示されます。別のツアーを行いたい場合は [移動] をク

リックし、更にツアーを実行します。実行しない場合は、[閉じる] をクリックしてダイアログ

を閉じます。 
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3. ArcGIS Business Analyst Mobile App の起動・初期設定の変更 

これまでで、ArcGIS Business Analyst Web App の起動および初期設定の変更を行いました。さらに、スマ

ートフォンなどのモバイル端末を利用して解析を行いたい場合は、端末に ArcGIS Business Analyst Mobile 

App をインストールし、起動および初期設定を行います。 

ステップ 1. ArcGIS Business Analyst Mobile App をインストールする 

使用しているデバイスの OS に応じて、以下の通りにアプリケーションのインストールを行います。 

iOS の場合 

1. iOS デバイスで [App Store] アプリケーションを開きます。 

2. App Store の [検索] タブを開き、キーワードに「ArcGIS Business Analyst」と入力し、ArcGIS 

Business Analyst Mobile App を検索します。検索された「ArcGIS Business Analyst」の [入手] 

ボタンをタップし、アプリケーションをインストールします。 

Android の場合 

1. Android デバイスで [Google Play] を開きます。 

2. キーワードの入力欄に「ArcGIS Business Analyst」と入力し、ArcGIS Business Analyst Mobile 

App を検索します。検索された「ArcGIS Business Analyst」の [インストール] ボタンをタップ

し、アプリケーションをインストールします。 
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ステップ 2. ArcGIS Business Analyst Mobile App にサイン インする 

1. アプリケーションを起動し、[ArcGIS Online にサイン イン] をタップします。 

 

2. ArcGIS Business Analyst Web and Mobile Apps のライセンスが割り当てられているアカウント

で、サイン インします。 

 

3. サイン インが完了すると、マップが表示されます。これで、解析を開始するための準備が整いまし

た。 

 



 

18 

 

ステップ 3. ArcGIS Business Analyst Mobile App の初期設定を行う 

必要に応じて、ArcGIS Business Analyst Mobile App の初期設定を行います。 

アプリ左上の [オプション メニュー] → [設定] から、アプリの初期設定を変更できます。設定内容は、

アプリを使用する際のデフォルトの設定として適用されます。 

 

❶ サイト：本アプリで作成するサイトに関する設定を行います。 

⚫ デフォルト エリア：作成するサイトの種類を設定します。リング、運転エリア、徒歩エリアのい

ずれかを選択します。 

⚫ 透過表示：サイトの透過度を設定します。 

⚫ サイト ラベルの表示：サイトのラベルを表示/非表示を設定します。 

⚫ 現在位置の表示：マップにユーザーの現在位置をポイントで表示するか否かを設定します。 
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 [デフォルト エリア] を「運転エリア」に設定すると、さらに [運転オプション] を設定できます。運転モードや移動方向

の設定を変更できます。[交通量の使用] を有効にすると、一部の国では交通量を考慮してサイトを作成できます。なお、

日本は交通量データを利用できません。 

 

❷ 比較：サイト内の人口統計を比較する際の、比較対象となる区画レベルを設定します。マップにサイ

トが追加されている場合にのみ設定できます。 

❸ ベースマップ：アプリを起動した際にデフォルトで表示される背景地図を設定します。 

❹ ログイン：生体認証の有効化 / 無効化を切り替えることができます。 

❺ インフォグラフィックス全体の表示：トグルをオンにすると、インフォグラフィックスの実行時に、

インフォグラフィックス全体を表示させることができます。 

 [インフォグラフィックス全体の表示] はデフォルトで無効に設定されており、インフォグラフィックスはパネル別に表示

されます。ArcGIS Business Analyst Web App で閲覧する時と同じレイアウトでインフォグラフィックスを閲覧したい場

合は、有効にすることをお勧めします。 
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付録 

ArcGIS Business Analyst Web and Mobile Apps の構成 

ArcGIS Business Analyst Web App の構成 

ArcGIS Business Analyst Web App の画面構成を説明します。 

 

❶ 各種タブ：以下の 3 つのタブを、行いたい解析に応じて切り替えて、操作を行います。 

⚫ [ホーム] タブ：プロジェクトを新規に作成したり、最近作成したアイテムを確認したりできます。 

⚫ [マップ] タブ：データの追加や、サイトおよびマップの作成、分析の実行および結果の共有を行い

ます。 

⚫ [レポート] タブ：レポートやインフォグラフィックスの作成や、カスタマイズ レポートの新規作

成を行う際に使用します。 

➋ 自動保存：自動保存のラジオ ボタンをオンにすると、ログ アウトするか、ブラウザーを閉じた時点

でのマップが保存され、次回サイン イン時にすぐに前回の解析時のマップを起動することができます。

[マップ] タブに切り替えた時にのみ表示されます。 

➌ 解析する国：解析を行う国およびデータセットを設定します。デフォルトで「アメリカ」に設定され

ています。 

 日本を対象に解析を行う場合は、❸ の国を必ず「日本」に変更してください。詳細は、「付録」の [一般] タブの「設定」

をご参照ください。 
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➍ ヘルプおよびサポート ドキュメント：操作やデータに関するヘルプ ドキュメントや、アプリのバー

ジョン情報を確認することができます。 

➎ 初期設定：アプリ全体の初期設定を行います。解析対象の国や、解析結果のシンボル設定などのデフ

ォルトの設定を変更することができます。各設定については、「ArcGIS Business Analyst Web App の初期設

定の詳細」をご参照ください。 

❻ アカウントの詳細：アプリにサイン インしているアカウントの情報を確認することができます。 

 サイトとは、[マップ] タブから作成できるピンおよび商圏を指します。このサイトを使用して、レポート作成などの解析

を行います。作成できるサイトの種類は、以下の通りです。 

・リング：ピンを起点としたシンプルな円バッファーを作成します。 

・運転時間/徒歩時間：ピンを起点とした道路ネットワークを使用した到達圏を作成します。 

・手書きポリゴン：任意の形状のポリゴンをマップ上に描画し、それをサイトとして設定します。 

・区画：都道府県や市区町村などの任意の標準区画をサイトとして設定します。 

 

[マップ] タブの構成 

次に、主に使用する [マップ] タブの構成について説明します。 

 

❶ すべてのプロジェクト：現在開いているプロジェクトを別のプロジェクトに変更します。プロジェク

トの新規作成もできます。 

❷ プロジェクト：現在のプロジェクトに保存されているアイテム一覧が表示されます。チェックボック

スをクリックすると、マップ上にアイテムを追加されます。 

❸ 各種メニュー：各メニューをクリックし、解析ツールを開くことができます。 

https://www.esrij.com/business-map-glossary/trade_area/trade_area/
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メニュー名 ツール名 説明 

データの 

追加 

Web マップおよび 

レイヤー 

ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise の Web マップやフィーチャ サ

ービス レイヤー、ArcGIS Living Atlas of the World のデータをマップに追

加します。 

ファイルのインポート 
ポリゴンおよびポイントのシェープファイルと住所または標準区画境界

を含む Excel および *.csv ファイルをマップにインポートします。 

カスタム データの設定 

ユーザー独自のデータや ArcGIS Living Atlas of the World のデータをカス

タム データとして設定し、標準の人口統計変数と同様に解析に使用でき

るようにします。 

マップの 

作成 

カラーコード マップ 
人口統計情報、消費者支出パターン、ビジネスや他の市場状況に関する

情報をマップ上に可視化します。 

スマート マップ サーチ 
最大 5 つの人口統計変数の閾値を絞り込み、条件に一致する区画エリア

のみをマップに表示します。 

目標物および施設の検索 

任意の目標物を名前やカテゴリで検索し、マップに追加します。本ツー

ルは、日本では利用できません。解析する国がアメリカに設定されてい

るときに有効化されます。 

エリアの 

定義 

位置の検索 
住所や緯度/経度座標を入力し、マップ上の位置を検索します。そのまま、

リングや運転時間/徒歩時間等の商圏を作成することもできます。 

区画の選択 都道府県、市区町村などの区画ポリゴンをマップに追加します。 

ポリゴンの描画 マップに手書きのポリゴンを追加します。 

分析の 

実行 

適合性解析 
周辺の人口統計や競合店の分布などの条件を元に、複数の候補サイトの

中から最適なサイトを特定します。 

空隙解析 
解析エリアと参照エリアの任意の業種の出店状況を比較し、市場に進出

している企業の業種にギャップがあるかどうかを評価します。 

結果の 

共有 

PDF または画像 作成したマップを PDF もしくは画像として保存します。 

ArcGIS Web マップ 
作成したマップを ArcGIS Online の Web マップとして組織内に共有し

ます。 

ArcGIS Dashboard 
選択したサイトを使用して、インフォグラフィックスを含む ArcGIS 

Dashboards を作成・共有します。 

ストーリー マップ 

選択したサイトを使用して、対話形式のストーリー マップを作成・共有

します。ストーリー マップには、各サイトの画像、サイト属性、レポー

ト、インフォグラフィックスを含めることができます。 

 一部のツールはクレジットを消費します。消費クレジット数については ArcGIS Business Analyst Web and Mobile Apps 製品

ページの「ライセンス・価格」をご参照ください。 

 

 

 

https://doc.arcgis.com/ja/business-analyst/web/web-maps-and-layers.htm
https://doc.arcgis.com/ja/business-analyst/web/web-maps-and-layers.htm
https://livingatlas.arcgis.com/ja/home/
https://doc.arcgis.com/ja/business-analyst/web/import-file.htm
https://doc.arcgis.com/ja/business-analyst/web/custom-data-setup.htm
https://livingatlas.arcgis.com/ja/home/
https://doc.arcgis.com/ja/business-analyst/web/color-coded-maps.htm
https://doc.arcgis.com/ja/business-analyst/web/smart-map-search.htm
https://doc.arcgis.com/ja/business-analyst/web/business-and-facilties-search.htm
https://doc.arcgis.com/ja/business-analyst/web/find-location.htm
https://doc.arcgis.com/ja/business-analyst/web/select-geography.htm
https://doc.arcgis.com/ja/business-analyst/web/draw-polygon.htm
https://doc.arcgis.com/ja/business-analyst/web/suitability-analysis.htm
https://doc.arcgis.com/ja/business-analyst/web/void-analysis.htm
https://doc.arcgis.com/ja/business-analyst/web/pdf-or-image.htm
https://doc.arcgis.com/ja/business-analyst/web/pdf-or-image.htm
https://doc.arcgis.com/ja/business-analyst/web/share-maps.htm
https://doc.arcgis.com/ja/business-analyst/web/share-maps.htm
https://doc.arcgis.com/en/business-analyst/web/arcgis-dashboards.htm
https://doc.arcgis.com/ja/business-analyst/web/story-map.htm
https://www.esrij.com/products/ba-web-mobile-apps/#pricing
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❹ 検索：住所や地名を入力して、マップ上にピンや境界ポリゴンを追加します。 

❺ ベースマップ：マップの背景地図を変更します。 

❻ 縮尺：マップの縮尺を変更します。ツール上にポインターを合わせて区画レベルを選択すると、適切

なズーム レベルに素早く移動できます。 

❼ デフォルトの表示範囲：マップの表示範囲を、デフォルトの位置に戻します。 

❽ 現在の位置を検索：自分の現在位置を検索し、その場所にマップを移動します。 

❾ ツール パレット：マップを操作するための多数のツールが含まれます。 

 ツール パレットの各ツールの機能は、以下の通りです。 
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ArcGIS Business Analyst Mobile App の構成 

ArcGIS Business Analyst Mobile App の画面構成を説明します。 

 

❶ オプション メニュー：現在開いているプロジェクトを別のプロジェクトに変更したり、ArcGIS Online 

に共有されている Web マップにアクセスしたりできます。また、アプリの解析時の設定を変更すること

ができます。 

❷ 検索：住所または地名を入力すると、その地点にピンがプロットされます。作成したピンを使用し

て、そのままサイトの作成を行うことができます。 

❸ マップ オプション：マップの背景地図の変更や、マップ上のコンテンツの凡例などの確認をすること

ができます。 

 

マップにサイトが追加されると、以下のような画面構成になります。 
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❶ 詳細：サイトに写真を添付したり、サイトのプロジェクト属性を変更したりします。その他にも、レ

ポートの作成や、サイト内と任意の区画レベル間の人口・世帯、消費支出等の統計情報の比較などを行う

ことができます。 

 

❷ 項目：サイト内の人口・世帯、消費支出等の統計情報を確認できます。 
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ArcGIS Business Analyst Web App の初期設定の詳細 

ArcGIS Business Analyst Web App の初期設定の詳細を説明します。 

[一般] タブ 

設定 

解析を行う国や、マップで使用する背景地図などの設定を行います。 

 

❶ 選択：解析を行いたい国または地域を設定します。デフォルトは「アメリカ」に設定されています。 

❷ データ ソース：選択した国または地域に複数のデータ ソースがある場合にのみ表示されます。 

 日本のデータ ソースは、以下の 2 つから選択できます。 

・ESRIジャパン データ 20xx：ESRI ジャパンが提供するデータソースです。人口・世帯など約 2,200 の変数を利用でき

ます。 

・Japan Standard Data：ドイツの MBR 社 (Michael Bauer Research GmbH) が提供するデータソースです。約 120 の変

数を利用できます。 

❸ 単位：距離の計測単位を設定します。デフォルトは [マイル] に設定されています。 

❹ 背景地図：マップを開いた時に、デフォルトで表示される背景地図を設定します。デフォルトは 

[Streets] が設定されています。背景地図を変更すると、❻ の [位置にズーム] 下のマップが連動して切り

替わり、プレビューできます。 

❺ 位置ピン シンボル：マップにプロットするポイントのシンボルを設定します。ピンの形状や色、サイ

ズを変更するだけでなく、自社のロゴなどの独自のシンボルをインポートして設定することもできます。 

❻ 位置にズーム：マップを開いた時に表示される場所を設定できます。住所を入力後、アプリをリフレ

ッシュすると設定が有効化されます。 
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ガイド ツアー 

初めてアプリを利用するユーザー向けの操作レクチャー機能「ガイド ツアー」に関する設定を行いま

す。 

 

❶ 常にヒントを表示：ガイド ツアーの実行時に、詳細な手順を表示させます。 

❷ すべてのツアーをリセット：ガイド ツアーの進行状況をリセットし、最初からやり直します。この操

作を行うと、これまでに獲得したすべてのポイントとバッジも失われます。 

 

プロジェクト 

プロジェクトの管理を行う [プロジェクト ページ] に関する設定を行います。 

 

❶ 起動時にプロジェクト ページを表示：チェックを入れると、ログイン時に [すべてのプロジェクト] 

ダイアログが表示されます。チェックを外すと、ログイン時に自動で最近使用したプロジェクトが再度開
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きます。 

❷ 作成されたらすぐに新しいプロジェクトを開く：新規にプロジェクトを作成したら、そのままプロジ

ェクトを開きます。 

❸ プロジェクトの切り替え時にマップをクリアする：プロジェクトの切り替え時の動作を設定します。 

⚫ 常に：現在のプロジェクトのマップの内容を常に消去します。 

⚫ なし：現在のプロジェクトのマップの内容を保持します。 

⚫ 毎回確認：プロジェクトを切り替える際に、マップを消去するかどうか毎回選択します。 

❹ レイヤーを選択する場合に [作成したサイトの保存] ダイアログを表示する：チェックを入れると、サ

イトの作成時に、毎回 [作成したサイトの保存] ダイアログが表示されます。チェックを外すと、ダイア

ログは表示されず、自動でサイトが保存されます。 

[組織] タブ 

[組織] タブでは、アプリ全体や組織全体の設定を行います。なお、本タブは管理者ロールを持つユーザー

のみが利用できます。 

 

アプリのテーマ 

アプリのテーマ色やタイトルなどの外観をカスタマイズできます。変更内容の保存後に、アプリを更新す

ると変更が適用されます。 

 

❶ アプリのテーマをカスタマイズ：チェックを入れると、カスタマイズを行うことができます。 

❷ テーマ色：任意の色に変更します。 

❸ アプリ タイトル：任意のアプリ タイトルを入力します。 

❹ アプリ ロゴ：[参照] をクリックして、アプリのロゴとして使用する画像を選択します。 
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❺ プレビュー：❷～❹の変更内容を確認できます。 

 ❷～❹ の [ArcGIS 組織の～を使用] にチェックを入れると、ArcGIS Online の組織サイトの設定が適用されます。 

 

プロジェクト属性 

本アプリで作成するプロジェクトには、「プロジェクト属性」という設定項目が標準で設定されており、

プロジェクトに追加されたサイトに対して、これらの属性が付与されます。初期設定からは、組織全体に

設定されているプロジェクト属性をカスタマイズすることができます。 

 

❶ 組織の標準のプロジェクト属性を使用します。：標準のプロジェクト属性を使用します。 

❷ 組織のデフォルトのプロジェクト属性をカスタマイズします。：プロジェクト属性をカスタマイズしま

す。属性の追加や削除、名前の変更だけでなく、各属性の入力値の範囲を設定するなど、値の整合性を保

つための設定を行うことができます。 

  



 

30 

 

アプリのカスタマイズ 

組織のメンバーのロール別に、本アプリで利用できる機能をカスタマイズできます。 

 

❶ ロールの選択：設定を行いたいロールに切り替えます。 

❷ 機能の一覧：任意のツールのチェックを外すことでツールが無効化され、アプリ使用時にそのツール

が操作画面に表示されなくなります。 

❸ ロールのプレビュー：設定内容を反映したアプリの操作画面をプレビューすることができます。 

 メンバー全員がすべてのツールにアクセスする必要が無い場合に、不要なツールを無効にしてアプリの使用感を簡素化で

きるほか、組織のクレジットの使用を最適化することにも役立ちます。 

  

https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/roles.htm#ESRI_SECTION1_911D5C251A304BA08B70ABE88D5E4E94
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レポートとインフォグラフィックス 

組織のメンバーのロール別に、本アプリで利用できるクラシック レポートやインフォグラフィックスの

テンプレートをカスタマイズできます。 

 

❶ ロールの選択：設定を行いたいロールに切り替えます。 

❷ テンプレートの一覧：[クラシック レポート] タブおよび [インフォグラフィックス] タブに切り替え

ることができます。任意のテンプレートのチェックを外すことで、テンプレートが無効化され、レポート

もしくはインフォグラフィックスの実行時にそれらが選択画面に表示されなくなります。 

❸ ロールのプレビュー：設定内容を反映したアプリの操作画面をプレビューすることができます。 

 データ ソースを「ESRI ジャパン データ 20xx」に設定している場合、標準インフォグラフィックスのテンプレートとし

て、デフォルトで英語と日本語のテンプレートを利用できます。(言語が異なるだけで内容は同じです。) 本設定画面にて、

英語のテンプレートのチェックを外すことで、日本語のテンプレートのみを表示させることができます。 

  

https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/roles.htm#ESRI_SECTION1_911D5C251A304BA08B70ABE88D5E4E94
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ガイド ツアー 

各機能の操作を習得できるガイド機能「ガイド ツアー」の内、以下のガイド ツアーで使用する ArcGIS 

Living Atlas of the World の人口統計レイヤーを指定できます。 

⚫ ArcGIS Living Atlas から Web マップ レイヤーを追加 

⚫ レポートおよび解析で使用するカスタム データの設定 

  

❶ 国：ガイド ツアーを行う国を設定します。デフォルトでアメリカに設定されています。 

❷ レイヤーの参照：ツアーで使用する Web マップ レイヤーを指定します。 

 [レイヤーの参照] をクリックすると、[レイヤーの選択] ダイアログが開きます。日本のデータを指定する場合は、カテゴ

リで「人」を展開して「人口」を選択した上で、検索ボックスに「Japan」と入力して検索することで、データを絞り込む

ことができます。 

  

https://livingatlas.arcgis.com/ja/home/
https://livingatlas.arcgis.com/ja/home/
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ArcGIS からのデータの追加 

組織内のメンバーが、[Web マップおよびレイヤー] ツールなどから、組織内外や ArcGIS Living Atlas of 

the World で公開されているコンテンツにアクセスするための検索ダイアログの設定を変更できます。 

 

❶ 特定のグループの管理コンテンツの～を追加します。：検索ダイアログに、任意のグループ専用のタブ

を追加します。 

❷ 組織の [ArcGIS からのデータの追加] に～を選択します。：検索ダイアログにデフォルトで表示する

タブを選択します。 

❸ URL または ID を～オプションを無効化：チェックボックスをオンにすると、コンテンツの検索時に 

ArcGIS Web マップまたはレイヤーの URL またはアイテム ID の入力が無効化されます。 

❹ マップ範囲を設定：チェックボックスをオンにすると、マップ範囲を使用したフィルタリングがデフ

ォルトで有効になります。マップの表示範囲と重複する Web マップおよびフィーチャ サービスのみが検

索結果に表示されます。 

 

 

 

 

 

https://doc.arcgis.com/ja/business-analyst/web/web-maps-and-layers.htm
https://doc.arcgis.com/ja/business-analyst/web/web-maps-and-layers.htm
https://livingatlas.arcgis.com/ja/home/
https://livingatlas.arcgis.com/ja/home/
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[マップ] タブ 

[マップ] タブで実行できるツール群に関する、デフォルトの設定を変更することができます。 

 

データの追加 

[データの追加] メニューから実行できるツールに関する設定を変更できます。 

⚫ Web マップおよびレイヤー 

別の組織サイトの URL を「カスタム組織」として登録することで、[Web マップおよびレイヤー] ツール

から、カスタム組織でホストされている Web マップやレイヤーへのアクセスが可能となります。URL お

よび名称を設定し、[追加] をクリックすることで設定できます。 
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⚫ ファイルのインポート 

[ファイルのインポート] ツールで作成するポリゴンおよびポイントのシンボル設定を行います。ポリゴン

に関しては、色の変更はカラー ピッカーから、透過度はスライダーを左右に動かすことで変更できま

す。チェックを外すと、無効になります。 

ポイントに関しては、[一般] タブの [設定] の [位置ピン シンボル] と同様の設定ができます。 

 

 

⚫ カスタム データ 

[カスタム データの設定] ツールに関する設定を行います。ツールを開いた際に、本機能について説明す

るページの表示/非表示を変更します。 
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マップの作成 

[マップの作成] メニューから実行できるツールに関する設定を変更できます。 

⚫ カラーコード マップ 

[カラーコード マップ] ツールで作成するマップのシンボル設定を行います。 

 

❶ 色：マップの色分けをカラー ランプから設定します。 

❷ 色配列：マップの色分けの配列を設定します。[反転] に設定すると、❶ の色の順番が反転します。 

❸ 透過表示：スライダーを左右に動かすことで、マップの透過度を変更します。 

❹ 枠線：枠線の太さおよび色を変更します。 

❺ 分割：マップを色分けする階級数を設定します。スライダーを左右に動かすことで変更できます。 

❻ 分類手法：マップを階級分けする方法を設定します。デフォルトで「自然分類」が設定されていま

す。 
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⚫ スマート マップ サーチ 

[スマート マップ サーチ] ツールで作成するマップのシンボル設定などを行います。 

 

❶ スマート マップ サーチ：マップの色および透過表示を設定します。カラー ピッカーから色の設定、

スライダーから透過度の設定を行います。 

❷ ダイアログ：ツールを開いた際に、本機能について説明するページの表示/非表示を変更します。 

 

⚫ 目標物および施設の検索 

[目標物および施設の検索] ツールで作成するマップのシンボル設定などを行います。 

 

❶ 目標物および施設の検索：ツールの実行後、マップに追加される目標物および施設のポイントのシン

ボルを設定します。  

❷ 出力テーブル： チェック ボックスをオンにすると、ツールの実行後、解析結果を Excel にエクスポ
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ートする際に、業種に関する説明欄が追加されます。 

 目標物および施設の検索は、解析する国を「アメリカ」に設定している場合のみ使用できるツールです。 

 

エリアの定義 

[エリアの定義] メニューから実行できるツールに関する設定を変更できます。 

⚫ 位置の検索 

[位置の検索] ツールで作成するサイト ポリゴン (リング、運転時間、徒歩時間) の設定を行います。 タ

ブを切り替えることで、設定するサイトを切り替えることができます。 

 

❶ デフォルト値：作成するサイト ポリゴンの距離のデフォルト値を設定します。デフォルトでは、リン

グで 1・3・5、運転時間および徒歩時間では、5・10・15 分です。 

 リングのデフォルト値の距離の単位は、[一般] タブの [設定] の [単位] の設定から変更できます。 

❷ 塗りつぶし：サイト ポリゴンの塗りつぶしについて設定します。カラー ピッカーから色を変更し、

スライダーを左右に動かすことで、透過度を変更します。チェックを外すと無効になります。 

❸ 枠線/太さ：サイト ポリゴンの枠線の色や太さを設定します。また、スライダーを左右に動かすこと

で、透過度を変更します。チェックを外すと無効になります。 

❹ バンドの編集および設定：ドーナツ状のサイト ポリゴンの作成を有効にします。 

❺ ラベルの表示：サイト ポリゴンのラベルの表示/非表示を設定します。 
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  [運転時間] タブでは、[運転時間オプション] から、運転モードや移動方向の設定を変更できます。また、一部の国では、

リアルタイムの交通量もしくは履歴交通量を使用して到達圏を作成することができます。 

 

 日本では、交通量は使用できません。ネットワーク解析の有効範囲については、Esri ヘルプページ「ネットワーク解析の

有効範囲」をご参照ください。 

 

⚫ 区画の選択 

[区画の選択] ツールで作成する区画ポリゴンの塗りつぶしや枠線のシンボル設定を行います。色の変更は

カラー ピッカーから、透過度はスライダーを左右に動かすことで変更できます。チェックを外すと、無

効になります。 

 

 

⚫ ポリゴンの描画 

[ポリゴンの描画] ツールで作成する手書きポリゴンのシンボル設定を行います。区画の選択と同様の設定

です。 

https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/network-coverage.htm
https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/network-coverage.htm
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分析の実行 

[分析の実行] メニューから実行できるツールに関する設定を変更できます。 

⚫ 適合性解析 

[適合性解析] ツールで作成するマップのシンボル設定を行います。適合性解析は、選択および定義した条

件への適合性に基づいて、候補地の適性調査、比較、ランク付けを実行することができるツールです。 

 

❶ 適合性解析：[色] および [透過表示] では、ツールの実行後、マップに追加されるレイヤーの色および

透過度を設定します。また、[ポイント レイヤーの影響] では、ポイント レイヤーを解析の条件として追

加する場合の影響度を設定します。例えば、顧客のような、候補地に正の影響を与えるポイントを条件に

加える場合は「正」を選択します。逆に、競合他社などの、候補地に負の影響を与えるポイントを条件に

加える場合は「負」を選択します。 

 適合性解析では、サイト内に位置するポイント レイヤーの数、もしくはレイヤーの数値属性の集計値を条件として設定で

きます。 

❷ ダイアログ：ツールを開いた際に、本機能について説明するページの表示/非表示を変更します。 
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⚫ 空隙解析 

[空隙解析] ツールで作成するマップのシンボル設定を行います。 

  

❶ 空隙解析の概要ページを表示：ツールを開いた際に、本機能について説明するページの表示/非表示を

変更します。 

❷ 参照エリア内の位置のみ/ターゲット エリア内と参照エリア内の両方の位置：ツールの実行後、参照

エリアおよびターゲット エリア内に追加されるポイントのシンボルを設定します。 

❸ ターゲット エリア：ツールの実行時にマップに追加されるターゲット エリア ポリゴンのシンボルを

設定します。塗りつぶしおよび枠線の種類や色、透過度などを変更できます。 

❹ 参照エリア： ツールの実行時にマップに追加される参照エリア ポリゴンのシンボルを設定します。

塗りつぶしおよび枠線の種類や色、透過度などを変更できます。 

 

結果の共有 

[結果の共有] メニューから実行できるツールに関する設定を変更できます。 

⚫ ストーリー マップ 

[ストーリー マップ] ツールを開いた際に、本機能について説明するページの表示/非表示を変更します。 

 

⚫ ダッシュボード 

[ArcGIS Dashboard] ツールを開いた際に、本機能について説明するページの表示/非表示を変更します。 
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マップの詳細 

マップの操作に関する設定を変更できます。 

⚫ 境界 

マップに表示する行政界の枠線およびラベルの設定を行います。この設定が適用される対象は、[マップ] 

タブ内のツール パレットの [境界の追加] ツール から追加できる行政界ポリゴンです。 

解析する国を「日本」に設定している場合は、都道府県、市区町村、町丁・字等の 3 つのレベル名を選

択することでレベルを切り替え、それぞれ設定を変更できます。 

 

 

⚫ マップの凡例 

[デフォルトでマップの凡例を開く] にチェックを入れると、Web マップやテリトリー レイヤーがマップ

上に追加された際に、自動的にマップの凡例が開きます。 
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[レポート] タブ 

[レポート] タブでは、レポートに関するデフォルトの設定を変更できます。 

 

全体的な設定 

レポートおよびインフォグラフィックス全体に関わる設定を行います。 

⚫ 設定 

レポートのサブタイトルや、レポート機能に関する説明ページの表示/非表示に関する設定を行います。 

 

❶ レポート サブタイトル：レポートのサブ タイトルを 45 文字以内で設定できます。 

❷ ダイアログ：レポートの作成や実行などのレポートに関連する機能を実行する際に、各機能について

説明するページの表示/非表示を設定します。 
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⚫ ロゴ 

レポートおよびインフォグラフィックスに使用するロゴを設定します。[ロゴの追加] から任意の画像を選

択します。 

 

 

⚫ 近傍の位置 

レポートの [隣接する位置テーブル] ツールおよびインフォグラフィックスの [近傍] ツールを使用して、

カスタムのレポートおよびインフォグラフィックスに追加できる、サイト周辺の目標物および施設に関す

るテーブル データの設定を行います。 

 

❶ 近傍の位置：レポートおよびインフォグラフィックスの実行時に、マップに表示する [近傍の位置] ポ

イントのシンボルを設定します。 

❷ クラシック レポート：レポートに表示するポイントの最大数を設定します。最大で 5,000 まで設定で
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きます。 

❸ インフォグラフィックス：インフォグラフィックスのテーブル内に表示するポイントの最大数を設定

します。最大で 500 まで設定できます。また、タイトルなどのレイアウトの設定を行います。 

 

インフォグラフィックス 

インフォグラフィックスの実行、エクスポート、作成に関するデフォルトの設定を行います。 

⚫ インフォグラフィックスの実行 

 

❶ インフォグラフィックスを選択～に表示します。：サイト情報ポップアップ ウィンドウの [インフォグ

ラフィックス] をクリックした際に、実行するインフォグラフィックスおよびその形式を、予め設定する

ことができます 

❷ デフォルト表示の選択：インフォグラフィックスのデフォルトの表示方法を設定します。 

❸ 開く前にショートカット～を選択できるようにする：チェック ボックスを有効にすると、サイト情報

ポップアップ ウィンドウの [インフォグラフィックス] をクリックした際に、自動でインフォグラフィッ

クスを実行せずに、その都度テンプレートを選択してから実行することができます。 

❹ 対話型エクスペリエンスを有効化：チェック ボックスを有効にすると、インフォグラフィックス パ

ネルを対話的に操作することができます。これにより、より多くの統計情報を取得できます。 

 サイト情報ポップアップ ウィンドウは、マップ上のサイトをクリックすると表示されます。 
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⚫ インフォグラフィックスのエクスポート 

 

❶ インフォグラフィックスのエクスポート オプション：インフォグラフィックスをエクスポートする際

にヘッダーやフッターなどの項目を追加するかどうか設定します。デフォルトでは「対話型エクスペリエ

ンスを追加」のみが有効になっています。 

❷ Excel へのエクスポート：チェックボックスをオンにすることで、インフォグラフィックスを Excel 

形式でエクスポートする際に、デフォルトでマップや対話型パネルを含めることができます。 

❸ バッチ エクスポート オプション：デフォルトのエクスポート形式を、PDF もしくは HTML に設定し

ます。また、複数ファイルの一括エクスポートの有効化などを設定できます。 

 対話型エクスペリエンスや対話型パネルでは、人口などの変数の集計結果を対話的に操作し、詳細な結果を確認できます。

たとえば、平均年齢を表すインフォグラフィックス パネルから対話型エクスペリエンスを開き、詳細情報として男女別

の平均年齢を閲覧することができます。 
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⚫ インフォグラフィックスの作成 

カスタムのインフォグラフィックスを作成する際に、使用する単位を設定します。デフォルトは「ピクセ

ル (px)」が設定されています。 

 

⚫ 比較区画 

インフォグラフィックスの [比較テーブル] ツールを使用すると、サイトと都道府県や市区町村などの区

画間で、任意の変数の集計値を比較することができます。初期設定では、各区画のカラー ピッカーか

ら、区画の塗りつぶしや枠線の設定を変更できます。また、[ラベル フォントの変更] からフォントの色

や大きさを変更できます。 
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クラシック レポート 

クラシック レポートに関するデフォルトの設定を行います。 

 

❶ レポートおよび書式設定：サイト情報ポップアップ ウィンドウの [レポート] からレポートを実行す

る際に、実行するレポートおよび形式を予め設定することができます。また、[レポート] タブの [レポー

トの実行] から複数のレポート ファイルをエクスポートする際に zip ファイル形式とする設定やそのフ

ァイルの命名規則の選択を行うことができます。 

❷ オールインワン レポート オプション：チェック ボックスをオンにすると、複数の PDF レポートを

実行する場合、複数のレポートが 1 つのファイルとしてエクスポートされます。 

❸ 詳細データの集約：チェック ボックスをオンにすると、半径 300 マイルまでのより大きなエリアで

詳細なデータ集計が行われます。 

 サイト情報ポップアップ ウィンドウは、マップ上のサイトをクリックすると表示されます。 

 

 詳細データの集約を有効にすると、レポートの実行にかかる時間が長くなります。デフォルトでは、オフのままにしてお

くことをお勧めします。詳細は Esri ヘルプページ「ユーザー作成エリアの推定値の計算」をご参照ください。 

 

https://doc.arcgis.com/en/business-analyst/web/calculation-estimates-for-user-created-areas.htm#GUID-9A9BEA5D-02BC-47EF-8052-F5256605A0BB
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比較レポート 

比較レポートに関するデフォルトの設定を行います。 

 

❶ ベンチマーク スタイル：デフォルトのベンチマークスタイルの色を設定します。比較レポートの [ベ

ンチマークの作成] オプションを使用した際に適用されます。 

❷ 比較する区画レベルを選択します。： サイトと比較する区画レベルを選択します。比較レポートの [区

画との比較] オプションを使用した際に適用されます。 

 

お気に入り 

お気に入りとして登録されたレポートを確認します。新規お気に入りの追加や形式の変更、削除を行いま

す。登録されたレポートは、[クラシック レポートの実行] ツールの [お気に入りを表示] から選択するこ

とができます。 
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 [レポ―ト] タブ → [レポートの実行] → [クラシック レポートの実行] で、星印をクリックすることでも登録可能です。 
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