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震災初動対応テンプレート利用ガイド 

概要 

テンプレートについて 

震災初動対応テンプレートは、ArcGIS Online と Operations Dashboard for ArcGIS を利用する災害

対策本部向けダッシュボード アプリケーションを提供するテンプレートです。ダッシュボードは、複数

の地図データソースから被害状況を集め、概要をまとめて視覚的に表示することにより、素早い現状把握

に貢献します。 

災害対策本部向けダッシュボードは「地方都市等における地震対応のガイドライン 出典:内閣府」に記載

されている「Ⅱ 初動対応（当日中）」「Ⅲ 応急対応（１～３日後）」の期間における、「3. 被害情報の収

集」「4. 災害情報の伝達」の補助を行う目的で構成されています。 

※ ArcGIS Online はクラウド GIS サービスであるため、インターネットに繋がる環境さえあれば、どこでも本テ

ンプレートを使用して情報集約が可能です。また、「災害対策本部向けダッシュボード」はブラウザーのみで動

作し、ソフトウェアのインストール等は不要です。 

※ テンプレートの準備に使用する、ArcGIS Desktop は、PC へのインストールが必要です。 

テンプレートを利用するために必要な製品およびアプリケーション 

このテンプレートを利用するには以下の製品およびアプリケーションが必要です。 

⚫ ArcGIS Online 組織向けプラン 

⚫ Operations Dashboard for ArcGIS (ブラウザー) 

⚫ ArcGIS Desktop (ArcMap) 

 

  

http://www.bousai.go.jp/jishin/chihou/pdf/chihou_guidelines.pdf
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テンプレートの入手 

テンプレートのダウンロード 

ブラウザーでダウンロード ページを開きテンプレートのセットアップ ファイルをダウンロードします。

ダウンロード ページ右上の [ダウンロード] をクリックしてセットアップ ファイルの ZIP ファイルを

任意の場所に保存してください。 

 

保存した ZIP ファイルを解凍してファイルを確認します。テンプレートのセットアップ ファイルには 

ArcGIS ポータル上にテンプレートを構成するフィーチャ サービスや Web マップを作成するためのデ

ータや設定ファイルが含まれています。セットアップ ファイルに含まれている [settings.json] ファイ

ルはこのテンプレート全体の設定ファイルであり、次の手順で使用するためファイルの場所を開いたまま

にしておきます。 

  

※ ダウンロード ファイルに含まれる内容は以下の通りです。 

フォルダー アイテム 説明 

<ルート> settings.json テンプレート セットアップ ファイル 

Apps OperationViews\*.json 災害対策本部ダッシュボードを配置するための設定ファイル 

FGDB azainfo.gdb ライフライン被害状況レイヤーを含むファイル ジオデータベース 

 CentralInformation.gdb 総合災害情報を入力するレイヤーを含むファイル ジオデータベース 

 damage.gdb 各種被害情報レイヤーを含むファイル ジオデータベース 

 PublicFacilities.gdb 検索用に整備する公共施設等レイヤーを含むファイル ジオデータベース 

https://www.esrij.com/products/arcgis-solutions/template/eq-initial-response/
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 response.gdb 救助要請や避難所等レイヤーを含むファイル ジオデータベース 

 azainfo.json azainfo.gdb からフィーチャ サービスを公開するための設定ファイル 

 CentralInformation.json CentralInformation.gdb からフィーチャ サービスを公開するための設

定ファイル 

 damage.json damage.gdb からフィーチャ サービスを公開するための設定ファイル 

 PublicFacilities.json PublicFacilities.gdb からフィーチャ サービスを公開するための設定ファ

イル 

 response.json response.gdb からフィーチャ サービスを公開するための設定ファイル 

Images *.png テンプレートで使用するアイコンや画像 

WebMap *.json Web マップを配置するための設定ファイル 
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テンプレートの準備 

テンプレート データの加工 

1. ArcGIS Desktop でフォルダー接続 

ArcGIS Desktop でテンプレート ZIP ファイルを解凍したフォルダーに接続します。 

 

2. ファイルジオデータベースの確認 

FGDB フォルダー内に格納されたファイルジオデータベース内のテンプレート フィーチャクラスを確認

します。 

 

 

 

 

https://desktop.arcgis.com/ja/arcmap/latest/map/working-with-arcmap/using-folder-connections.htm
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このうち、事前にデータを整備する必要があるのは、下表のとおりです。 

ファイルジオデータベース フィーチャクラス 名称 事前データ整備 

azainfo.gdb LifeLineDamage ライフライン被害 必須 

CentralInformation.gdb CentralInformation 総合災害情報（本庁者） 不要 

damage.gdb DamageArea 被害エリア 不要 

 EmergencyTrans 緊急輸送路状況 オプション 

 IndividualDamage 個別被害 不要 

 RailwayStatus 鉄道運行状況 オプション 

PublicFacilities.gdb PublicFacilities 公共施設等 オプション 

response.gdb MedicalOffices 医療拠点 推奨 

 RescueRequest 救助要請 不要 

 Shelter 避難所 推奨 

 StorageWarehouse 備蓄倉庫 推奨 

 

3. データの整備 

ライフライン被害を登録するフィーチャクラス「LifeLineDamage」を用意する必要があります。 

被害状況や避難勧告を管理可能な、自治体エリアを小分割した（字丁目など）ポリゴン データを用意し

ます。用意したポリゴン データには、下記の情報を持つフィールドが必要になります。 

⚫ 世帯数 [整数型] 

⚫ 名称となるテキスト (通常は字丁目名称を構成するフィールド) [文字列型] 

 

上記の必須データを持つポリゴン データの準備完了後、以下の手順で「LifeLineDamage」フィーチャク

ラスにポリゴン データを取り込みます。 

1. ArcMap のカタログ ウィンドウ、または、ArcCatalog 上で「LifeLineDamage」フィーチャ

クラスを右クリックし [データの読み込み] を選択します。 
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2. [シンプル データ ローダー] ダイアログが起動します。 

 

3. 画面指示にしたがって、用意したポリゴン データを選択し、[次へ] をクリックします。 

 

4. 下図のフィールドのマッピング画面が表示されますので、HouseHolds [int] の対応ソース フ

ィールドに世帯数のフィールドを、AzaName [string] の対応ソース フィールドに名称のフ

ィールドをそれぞれ指定してください。何か引き継ぎたい情報があれば、備考欄である 

Remarks [string] フィールドに割り当ててください。  
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5. これ以降の画面では [次へ] を選択していくことでデータが投入されます。 

 

シンプル データ ローダーに関する詳細については下記をご参照ください。 

https://desktop.arcgis.com/ja/arcmap/latest/manage-data/geodatabases/loading-data-in-

arccatalog.htm 

 

事前データ準備を推奨する「MedicalOffices（医療拠点）」「Shelter（避難所）」「StorageWarehouse

（備蓄倉庫）」の 3 つのフィーチャクラスについても、シンプル データ ローダーを利用することで簡単

にデータを取り込むことが可能です。 

オプションとなる「EmergencyTrans（緊急輸送路状況）」「RailwayStatus（鉄道運行状況）」

「PublicFacilities（公共施設等）」の 3 つのフィーチャクラスについても、事前に整備しておくことで発

災時に有用なデータとなります。 

「PublicFacilities（公共施設等）」には検索の際にランドマークとしたい地点を整備しておくと、地図の

移動をすばやく行うことができるようになります。[PlaceName] フィールドに検索したい地点の名前を

入れるようにしてください。 

 

4. ArcGIS Desktop の終了 

テンプレート データの加工が終わり次第、ArcMap または ArcCatalog を終了してください。 

  

世帯数 

名称 

https://desktop.arcgis.com/ja/arcmap/latest/manage-data/geodatabases/loading-data-in-arccatalog.htm
https://desktop.arcgis.com/ja/arcmap/latest/manage-data/geodatabases/loading-data-in-arccatalog.htm
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テンプレートの適用 

テンプレートのアップロード 

ダウンロードしたテンプレート セットアップ ファイルを使用して、ご使用の ArcGIS ポータルにテンプ

レートをアップロードします。テンプレートのアップロードには専用のツール（Web GIS Template 

Uploader）を使用します。Web GIS Template Uploader は以下のリンクからダウンロードできます。 

 

Web GIS Template Uploader 

https://solutions-esrij.maps.arcgis.com/home/item.html?id=0221123a0c0d498c98b62d11d6ff6f43 

 

ダウンロードした Web GIS Template Uploader にテンプレートの設定ファイルである [settings.json] 

ファイルを指定してアップロードを実行します。アップロード方法は Web GIS Template Uploader 利

用ガイドをご参照ください。 

 

Web GIS Template Uploader 利用ガイド 

https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/Web-GIS-Template-Uploader-

users-guide.pdf 

 

テンプレートの確認 

テンプレートのアップロードが完了すると、Web GIS Template Uploader が作成した ArcGIS ポータ

ルのフォルダー内に以下のアイテムが作成されます。 

 

アイテム名 タイプ 説明 

<フォルダー名>_azainfo Feature Layer ライフライン被害や避難勧告状況データを格納するための

フィーチャ サービスです。 

<フォルダー名>_azainfo File Geodatabase 同名のフィーチャ サービスを作成するためにアップロード

したファイル ジオデータベースです。このアイテムは削除

することができます。 

https://solutions-esrij.maps.arcgis.com/home/item.html?id=0221123a0c0d498c98b62d11d6ff6f43
https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/Web-GIS-Template-Uploader-users-guide.pdf
https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/Web-GIS-Template-Uploader-users-guide.pdf
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<フォルダー名>_CentralInformation Feature Layer 災害に関する総括データを格納するためのフィーチャ サー

ビスです。 

<フォルダー名>_CentralInformation File Geodatabase 同名のフィーチャ サービスを作成するためにアップロード

したファイル ジオデータベースです。このアイテムは削除

することができます。 

<フォルダー名>_damage Feature Layer 各種被害データを格納するためのフィーチャ サービスで

す。 

<フォルダー名>_damage File Geodatabase 同名のフィーチャ サービスを作成するためにアップロード

したファイル ジオデータベースです。このアイテムは削除

することができます。 

<フォルダー名>_PublicFacilities Feature Layer 検索用の公共施設等のデータを格納するためのフィーチャ 

サービスです。 

<フォルダー名>_PublicFacilities File Geodatabase 同名のフィーチャ サービスを作成するためにアップロード

したファイル ジオデータベースです。このアイテムは削除

することができます。 

<フォルダー名>_response Feature Layer 救援要請や避難所等、現場から報告が上がるデータを格納

するためのフィーチャ サービスです。 

<フォルダー名>_response File Geodatabase 同名のフィーチャ サービスを作成するためにアップロード

したファイル ジオデータベースです。このアイテムは削除

することができます。 

災害対策本部ダッシュボード Operations View 災害対策本部において、集約された被害状況や避難状況

を、視覚的にレビューするためのアプリケーションです。 

被害状況確認マップ Web Map 被害状況や避難状況データを表示・編集するための Web 

マップです。 
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テンプレートの利用 

テンプレートを利用した災害情報収集の開始 

災害対策本部の設置および通信手段の確保が完了し、インターネットに接続できる環境が整い次第、災害

対策本部ダッシュボードを利用することができます。パソコンやタブレット等の情報機器と電源確保も必

要です。対策本部において状況を即座に確認できるよう、大勢で確認可能なサイズのディスプレイやプロ

ジェクターも用意すると効率的です。 

下記は対策本部、並びに情報収集体制の一例になります。 

⚫ [対策本部] 大型ディスプレイ または プロジェクター と プロジェクター スクリーン 

⚫ [対策本部] ディスプレイ または プロジェクター と接続する PC 等 1 台 

⚫ [対策本部] PC 等 1 台を接続する通信環境（有線 または 無線） 

⚫ [情報収集室] 情報入力用 PC 1 台 ～ 数台 

⚫ [情報収集室] PC 数台を同時接続する通信環境（有線 または 無線） 

 

被害状況確認マップへの情報入力・更新 

刻々と寄せられる情報を被害状況確認マップ上で入力・更新します。マップの使用方法は下記のオンライ

ン マニュアルを参照してください。 

⚫ マップ ビューアーでのマップの表示 

⚫ フィーチャの編集 

情報収集室では PC を用意し、マウス・キーボードも利用することをお勧めします。タブレット等での入

力ももちろん可能ですが、効率的な入力体制が必要です。 

  

https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/use-maps/view-maps.htm
https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/use-maps/edit-features.htm
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1. 被災状況概況の入力 

マップ ビューアーの左側のコンテンツ パネルから、"総合災害情報（本庁舎）" レイヤーの表示を ON

にしてから [編集] メニューを選択します。 

 

フィーチャの追加パネルから、上記のアイコンを選択し、本庁舎位置に入力します。既に入力されている

場合は、クリックして選択状態にします。 

属性値に現在の概況を入力し、[閉じる] をクリックして編集を完了します。[編集] メニューをもう一度

クリックすることで、編集内容が確定します。 

2. 各種報告のリアルタイム入力 

テンプレートに含まれるレイヤーのほとんどに、"対応履歴" という属性フィールドが追加されていま

す。1 ～ 50 のフィールドが用意されていますので（一部、少ないレイヤーもあります）、情報や対応が

入り次第、入力します。 

また、避難所等は開設状況などのフィールドもあり、それらのフィールドも随時更新することで、最終的

に対策本部で全容が確認できるようになります。 
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3. ライフライン被害情報の入力 

ライフラインの被害については、各管理者からの報告を待ち、入手次第、"ライフライン被害" レイヤー

に入力してください。現在も被害を受けている世帯数が入力可能です。レイヤーは、あらかじめ用意して

いる世帯数を元に、現在の復旧状況を視覚的に色分けして表示するようになっています。 
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災害対策本部ダッシュボードでの確認 

災害対策本部ダッシュボードは、被害状況確認マップに入力した各種被害情報をマップ、リスト、グラ

フ、インジケータ等によりリアルタイムに表示します。 

 

 

 

ダッシュボード（Operations Dashboard for ArcGIS）の操作方法の詳細は下記をご参照ください。 

 

Operations Dashboard for ArcGIS 

https://doc.arcgis.com/ja/operations-dashboard/ 

 

  

https://doc.arcgis.com/ja/operations-dashboard/
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