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全国シームレス化・
座標系 / 測地系変換

3 つの特長

背景地図、住所データ、道路データ、地形データ、
統計データ、推計データ、オンラインデータの各
製品カテゴリで多彩なデータ製品を提供していま
す。

スターターパック
データ製品の中でも特に使用頻度の高い「背景地
図・住所データ・統計データ」を安価なオールイ
ンワン パッケージでご提供します。それぞれの製
品を個別に開発・導入する手間を省き、業務の効
率化を実現します。

ArcGIS Geo Suite
より詳細な背景地図と住所データ、道路ネット
ワーク解析や地形分析などの特定の目的や用途を
サポートする製品をご用意しています。

ArcGIS Stat Suite
より幅広い用途に利用可能な統計・推計データで
す。地域的傾向を把握・可視化でき、適地選定や
出店計画などビジネスをサポートするデータとし
てご利用いただけます。

Online Suite
ArcGIS Online ユーザーにご利用いただける
ESRIジャパンが配信するサービスです。ベータ版
とゲヒルン版を配信しており、ユーザー保有の
データと重ね合わせてご利用いただけます。

豊富なラインナップ1

ESRIジャパン データコンテンツは ArcGIS

での利用に特化したデータベース製品群です。

背景地図、住所データ、道路データ、地形

データ、統計データ、推計データなど、

ArcGIS を活用するために必要なデータベー

スをすぐに利用できるため、データ構築にか

かるコストを大幅に削減することが可能です。

すぐに ArcGIS を導入・活用したいというお

客様にも安心してご利用いただけます。

また 2021 年版よりダウンロード提供を開始

し、最新の GIS データをより早く提供が可能

となりました。

2008 年に販売を開始して以来（当時の名称

は「ArcGIS データコレクション」）、 お客

様の声をもとに絶えず改良と開発をし続けて

おります。お客様にとっての使いやすさをよ

り一層追求するとともに、データの鮮度や精

度においてもさらに磨きをかけたデータ製品

をご提供いたします。

コストを大幅に削減

すぐに使える
基盤データをゼロから構築するには膨大な
コストがかかります。ESRIジャパン データ
コンテンツはすぐに ArcGIS でご利用いただ
けるため、導入コストを大幅に削減すること
が可能です。

業務の効率化を実現
ArcGIS を熟知したプロフェッショナルが
あらかじめ加工、レンダリング、チューニン
グを細かく行っているため、導入後の負担も
少なく、どなたでも簡単にご利用いただけま
す。これにより、お手持ちのデータの管理・
解析・共有といった中核の GIS 業務に、
人材や資源を集中させることができます。
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人材・資材投資
高速化チューニング・

レンダリング

データベース投入・
フォーマット変換

すぐに使える

ESRIジャパン
データコンテンツ
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高品質なデータベースを提供

高精度
現実の地物を的確に表現するため、信頼のお
けるデータ ベンダーの高精度なデータを採用
しています。

高鮮度
可能な限り最新のデータ ソースを入手し、
鮮度を高く保ったデータベースを提供してい
ます。

高機能
ユーザー目線で便利な機能を多数収録して
います。また、シェープファイルに比べ管理
が格段に容易で効率的なファイル ジオデータ
ベース形式※で製品を提供しています。

※住所製品、オンライン製品を除く
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高鮮度高精度 高機能

高品質
精度・鮮度・機能性のすべてにおいて高品質な

データベースを提供しています

製品構成

地形

目的や用途に合わせて製品を選ぶ

下記のアイコンを本書の各製品説明欄に記載しております。

高速描画 目標物検索 住所検索

v

ネットワーク
解析

印刷物
外部利用可能

OK

背景地図
を収録

民間施設
情報

グレー
スケール版

統計
データ

ルート解析 地形解析到達圏解析

推計
データ

オンライン
データ

● 広域地図 ● 街区レベル住所
● 公共地図 ● 基本統計

スターターパック

ArcGIS Geo Suite

● 詳細地図
● 道路網
● 住居レベル住所
● 住居レベル住所 ＋ 都市地図パック
● 地形
● 履歴交通量付き道路網(iPC版)

● 国勢調査
● 推計消費額
● 推計年収別世帯数
● 推計貯蓄別世帯数
● 推計将来人口
● 推計1歳刻み人口
● 推計要介護認定者数
● 推計傷病別患者数
● 道路履歴交通量統計

ArcGIS Stat Suite

Online Suite

● 気象オンラインサービス（ベータ版）
● 気象オンラインサービス（ゲヒルン版）

幅広い用途に対応

より充実したデータ / 特定の分野に特化

地域特性を可視化

リアルタイムに情報収集

※スターターパック収録製品の単体販売は行っ
ておりません。

※これから ArcGIS をはじめる方のために、
ス タ ー タ ー パ ッ ク と ArcGIS Desktop
Basic SU（単独使用）ライセンスをセット
にした「ArcGIS Desktop Basic SU デー
タバンドル版」という商品もご用意しており
ます。セット価格が適用されますので、ぜひ
ご利用ください。

P4

P6

P9

P13
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広域地図 [背景地図]

公共地図 [背景地図]

■公共のデータを使いやすく加工済み
数値地図（国土基本情報）をはじめとする可能な限り最新
の公共データを入手し、全国シームレスに整備した背景地
図です。

■ 公共の目標物で検索可能
学校、郵便局、病院、警察署、駅、空港など、公共の目標
物データを多数収録しています。また、POI ロケーターを
収録しているため、ArcGIS 標準のジオコーディング ツー
ルを使って、目標物検索をすることが可能です。都道府県
名や市区町村名とキーワードを組み合わせた、一覧検索に
も対応しています。

■ 印刷物の公開がしやすい
本製品を利用して作成した不可逆的複製成果物（印刷物
や画像データなど）の外部への公開や印刷物の配布には
特に制限はありません。※

・株式会社ゼンリン 地図データ
・国土交通省 国土地理院 基盤地図情報 （数値標高モデル）、

数値地図 （国土基本情報）
・総務省統計局 国勢調査 人口集中地区

・国土交通省 国土地理院 基盤地図情報 （数値標高モデル）、
数値地図 （国土基本情報、空間データ基盤）

・国土交通省国土政策局 街区レベル位置参照情報、
大字・町丁目レベル位置参照情報

・総務省統計局 国勢調査 人口集中地区

※ ただし、成果物にはコピーライト「(c)Esri Japan」を表示していただく必要があります。

スターターパック

(c) Esri Japan, ZENRIN CO.,LTD

データ ソース

データ ソース

(c) Esri Japan

■ 美しく、高速描画が可能な背景地図
株式会社ゼンリン地図データをはじめとする可能な限り最
新の民間の POI データを入手し、全国シームレスに整備
した背景地図です。

■ 身近な目標物で検索可能
飲食店や銀行などはもちろん、コンビニエンスストアやビ
ル名まで、民間の目標物データを多数収録しています。ま
た、POI ロケーターを収録しているため、ArcGIS 標準の
ジオコーディング ツールを使って、駅名、郵便番号、電話
番号、交差点名、注記（小中縮尺）、施設名から目標物検
索をすることが可能です。

■ グレースケール版も収録
通常版（カラー）に加えてグレースケール版のマップ ド
キュメントとレイヤー ファイルを収録しているため、主題
の内容や目的に合わせて使い分けができます。

(c) Esri Japan

高速描画 目標物検索 背景地図
を収録

グレー
スケール版

地形解析民間施設
情報

高速描画 印刷物
外部利用可能

OK

背景地図
を収録

グレー
スケール版

地形解析目標物検索

(c) Esri Japan, ZENRIN CO.,LTD

特に使用頻度の高い「背景地図・住所データ・統計データ」を収録したオール
インワンパッケージをお求めやすい価格でご提供しております。



街区レベル住所 [住所データ]

■ 公共の住所データを使いやすく加工済み
公共の住所データを ArcGIS 標準ジオコーディング機能
で使用できる形に変換した住所データベースです。あいま
いなユーザー入力住所のゆらぎを吸収するための正規化処
理のルールを設定して提供しています。

■ すぐにジオコーディング
住所ロケーターを収録しており、「住所検索」、「バッチ
ジオコーディング」、「リバース ジオコーディング」な
どの各種住所ジオコーディング（アドレス マッチング）
機能をすぐにご利用いただけます（マッチ レベルは街区
レベルまで）。

基本統計 [統計データ]
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・国土交通省国土政策局 街区レベル位置参照情報、
大字・町丁目レベル位置参照情報

・国土交通省 国土地理院 数値地図 （国土基本情報）
・総務省統計局 国勢調査（小地域）

東京都 千代田区 平河町2丁目 7 -1

都道府県
レベル

市区町村
レベル

大字・字
町丁目レベル

住居
レベル

街区
レベル

利用可能なマッチ レベル

街区レベルまでのジオコーディングが可能です！

街区（ここでは 7 番）の代表点にポイントが落ちます。

(c) Esri Japan

住所検索 印刷物外部利用可能OK

データ ソース

■ 充実の統計データ
全国の統計データベースです。国勢調査の町丁・字等別
の基本指標（約 200 指標）や、経済センサスの町丁・
大字別のデータなど、多彩な統計データを収録していま
す（下記「データ ソース」をご覧ください）。

■ 基本的なエリア分析がすぐに可能
統計表と町丁・字等ポリゴンの接合や、シンボル・表示
縮尺の設定などの面倒な作業は不要です。すぐに地域特
性分析（エリアマーケティングなど）にご利用いただけ
ます。

■ 印刷物の公開がしやすい
本製品を利用して作成した不可逆的複製成果物（印刷物
や画像データなど）の外部への公開や印刷物の配布には
特に制限はありません。※

・総務省統計局 国勢調査（小地域）、国勢調査（メッシュ）、
経済センサス（小地域）、統計でみる市区町村のすがた

・財団法人統計情報研究開発センター 地域メッシュ統計
・経済産業省 商業統計メッシュ

※ ただし、成果物にはコピーライト「(c)Esri Japan」を表示していただく必要があります。

データ ソース

経済センサス 活動調査

バッチ ジオコーディング機能を使って、お手持ちの大量の住所データを一括で
ポイント データへと変換することが可能です。 一括で

変換エクセル
で作成した
住所データ

など

一括でポイント データに変換可能！ バッチ ジオコーディング

たとえば・・・

印刷物外部利用可能OK統計データ

(c)Esri Japan

(c)Esri Japan

※「公共地図」を背景地図に使用してイメージを作成しています。

※「公共地図」を背景地図に使用してイメージを作成しています。

(c) Esri Japan

国勢調査

市区町村のすがた

(c)Esri Japan



(c)Esri Japan, ZENRIN CO.,LTD

「スターターパック 広域地図」（左）と「詳細地図」（右）
の札幌駅周辺の地図表現の違い。

詳細地図 [背景地図]

■ より豊富で詳細な地図データ
年 1 回更新される鮮度の高い背景地図です。全国約
1,300 市区町村においては、家屋形状、道路形状、地下
面の形状、建物の高さまでを表現した詳細地図データを
提供しています。

■ 身近な目標物で検索可能
POI ロケーターを収録しているため、ArcGIS 標準のジ
オコーディング ツールを使って、駅名、郵便番号、電話
番号、交差点名、注記（小中縮尺・大縮尺）、施設名か
ら目標物検索をすることが可能です。飲食店、銀行、コ
ンビニエンスストア、ビル名などの目標物は「スター
ターパック 広域地図」（P4）に比べ、さらに充実して
います。
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・株式会社ゼンリン地図データ
・国土交通省 国土地理院 基盤地図情報 （数値標高モデル）、

数値地図 （国土基本情報）
・総務省統計局 国勢調査 人口集中地区

[道路データ]道路網
■ すぐにネットワーク解析が可能

Network Analyst エクステンション（ルート検索 / 車
両の配送計画 / 到達圏解析 / 最寄り施設の検出 / 起点 –
終点間のコスト マトリックス / 施設の配置計画など）で
すぐに利用可能な全国道路網データベースです。

■ 現実的な解析結果を提供
道路や交差点間の接続性、右左折禁止や一方通行などの
交通規制情報、交通手段別の通行所要時間、幹線道路・
主要道路・一般道路などの階層構造、ディレクション
（道案内）機能のための属性情報など、さまざまな設定
をあらかじめ行っています。これによって現実的な解析
結果を得ることが可能です。

高速描画 目標物検索 背景地図
を収録

グレー
スケール版

地形解析民間施設
情報

・住友電気工業株式会社 拡張版全国デジタル道路地図データ
ベース（ADF）

・国土交通省 全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査
・国土交通省 国土地理院 基盤地図情報 （数値標高モデル）、

数値地図 （国土基本情報）
・総務省統計局 国勢調査 人口集中地区

ルート解析ネットワーク
解析

到達圏解析 背景地図
を収録

(c)Esri Japan, ZENRIN CO.,LTD

データ ソース

データ ソース

道路網（到達圏）

※「公共地図」を背景地図に使用してイメージを作成しています。

(c)Esri Japan, ZENRIN CO.,LTD

(c)Esri Japan, 住友電工

(c)Esri Japan, 住友電工道路網（配車ルート解析）

より詳細な背景地図と住所データ、すぐに解析にご利用いただける道路デー
タと地形データなど、多彩で高品質なデータを各種ご用意しております。ArcGIS Geo Suite



東京都 千代田区 平河町2丁目 7 -1
都道府県
レベル

市区町村
レベル

大字・字
町丁目レベル

街区
レベル

住居
レベル

利用可能なマッチ レベル
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※「公共地図」を背景地図に使用してイメージを作成しています。

より詳細なマッチ レベルでジオコーディング！

[住所データ]

■ より豊富で詳細な住所データ
全国約 3 千万件の住所データを格納した住所データベー
スです。あいまいなユーザー入力住所のゆらぎを吸収する
ための正規化処理のルールを設定して提供しています。

■ すぐにジオコーディング
住所ロケーターを収録しており、「スターターパック 街
区レベル住所」同様、ArcGIS 標準のジオコーディング
ツールですぐにご利用いただけます。街区レベルより詳細
なマッチ レベルである、住居レベルまでのアドレス マッ
チングなどが可能です。

住居レベル住所

インクリメント・ピー株式会社 住所データ

住所検索

住居レベルまでのジオコーディングが可能です！

住居番号（ここでは 平河町 2丁目 7 - 1）の位置にポイントが
落ちます。

(c)Esri Japan, INCREMENT P CORPORATION

データ ソース

住居レベル住所 ＋ 都市地図パック [住所データ + 背景地図]

データ ソース

■ 住所データと背景地図を便利なパックでご提供
住所データ「住居レベル住所」（上記参照）に背景地図
を加えた便利なパック製品です。住所データと地図デー
タのどちらにもインクリメント・ピー株式会社のデータ
を採用し、加工・開発しているため、使いやすいのが特
長です。

■ 主題図を際立たせる、美しく、詳細な背景地図
ジオコーディング結果やその他分析結果などの主題図レ
イヤーが際立つよう、地図表現をシンプルな配色と構成
でまとめた美しい背景地図です。年 1 回更新される鮮度
の高い背景地図で、全国約 1,200 都市においては、家
屋形状、道路形状、街区、番地、注釈など詳細で豊富な
データを収録しています。

・インクリメント・ピー株式会社 住所データ、地図データ
・国土交通省 国土地理院 基盤地図情報 （数値標高モデル）

地形解析住所検索 高速描画 民間施設
情報

背景地図
を収録

(c)Esri Japan, INCREMENT P CORPORATION

(c)Esri Japan, INCREMENT P CORPORATION
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[道路データ]履歴交通量付き道路網（iPC版）

ルート解析ネットワーク
解析

到達圏解析

データ ソース

※「公共地図」を背景地図に使用してイメージを作成しています。

・インクリメント・ピー株式会社 道路データ
・トヨタ自動車のプローブ（走行履歴）データ

■ すぐにネットワーク解析が可能
Network Analyst エクステンション（ルート検索 / 車
両の配送計画 / 到達圏解析 / 最寄り施設の検出 / 起点 –
終点間のコスト マトリックス / 施設の配置計画など）で
すぐに利用可能な全国道路網データベースです。

■ 現実的な解析結果を提供
道路や交差点間の接続性、右左折禁止や一方通行などの
交通規制情報に加え、トヨタ自動車の走行履歴をもとに
構築した履歴交通量モデルを設定した道路網製品です。
これにより、曜日・時間帯における各道路の混雑パター
ンを考慮した解析結果を得ることが可能です。

ルート解析（月曜日 朝 8時出発）

ルート解析（土曜日 夕方 18時出発）

(c)Esri Japan, INCREMENT P CORPORATION

(c)Esri Japan, INCREMENT P CORPORATION

地形 [地形データ]

全国シームレスに整備された標高データベースです。
5 m および 10 m 精度の数値標高モデル（DEM）・陰影
起伏、等高線に加え、海底地形を収録しており、より豊か
な地形表現や詳細な解析にご利用いただけます。※2

■ 印刷物の公開がしやすい
本製品を利用して作成した不可逆的複製成果物（印刷物や
画像データなど）の外部への公開や印刷物の配布には特に
制限はありません。※3

※1    5 m 精度の地形データは、基盤地図情報 数値標高モデル（5 m メッシュ）の提供地域に
限ります。

※2 「スターターパック 広域地図・公共地図」、「詳細地図」、「道路網」、「住居レベル
住所 ＋ 都市地図パック」に使用している DEM と陰影起伏は 50 m 精度で、等高線は収
録していません。

※3 ただし、成果物にはコピーライト「(c)Esri Japan」を表示していただく必要があります。

・国土交通省 国土地理院 基盤地図情報 （数値標高モデル）、
数値地図 （国土基本情報）

・GEBCO-2019 Grid （GEBCO（大洋水深総図））

OK 印刷物外部利用可能地形解析（5 m /10 m）

(c)Esri Japan

(c)Esri Japan

データ ソース

■ 5 m 精度※1の微細な地形表現を活かした解析が可能

(c)Esri Japan



推計消費額

町丁・字等版：総務省統計局 国勢調査（小地域）
メッシュ版 ：財団法人統計情報研究開発センター

国勢調査に関する地域メッシュ統計
共通 ：総務省統計局 家計調査 家計収支編

統計でみる市区町村のすがた

●食料
●住居
●光熱・水道
●家具・家事用品
●被服及び履物
●保健医療
●交通・通信
●教育
●教養娯楽 に関連する約 630 品目 ※「公共地図」を背景地図に使用してイメージを作成しています。

(c)Esri Japan

印刷物
外部利用可能

OK推計データ

収録指標

データ ソース

■ 品目別消費額の地域的傾向の把握と可視化
家計調査をもとに推計した約 600 以上の品目の消費額

を収録しており、食料品や家事雑貨品などの地域ごとの

消費傾向を可視化することができます。

国勢調査 印刷物
外部利用可能

OK統計データ

● 男女年齢別人口
● 従業上の地位
● 産業分類
● 居住期間
● 世帯の人員別
● 家族類型
● 住宅の所有の関係
● 住宅の建て方
● 職業分類 など

すぐに統計解析に使える統計データベースです。国勢
調査 町丁・字等別集計 全指標を収録しており、「ス
ターターパック 基本統計」に収録の基本指標に配偶
関係や外国人人口などを追加収録しています。

国勢調査の指標を 2 次・3 次・4 次別に集計した製
品です。統計調査ごとに独自に設定される調査区の区
画や面積の相違にとらわれることなく、地域間比較や
時系列比較など異なる統計調査の結果を同一の条件で
分析できます。

国勢調査の最小集計単位である基本単位区における人
口（総数、男女別総数）と世帯数の計 4 指標が入っ
たポイントデータを収録した製品です。すぐに統計解
析に使うことができ、どのように人口が分布している
かを把握することができます。

収録指標

※「公共地図」を背景地図に使用してイメージを作成しています。

町丁・字等版：総務省統計局 国勢調査（小地域）
メッシュ版 ：財団法人統計情報研究開発センター

国勢調査に関する地域メッシュ統計
基本単位区版：財団法人統計情報研究開発センター

国勢調査 基本単位区別データ

データ ソース

国勢調査 町丁・字等 全指標

国勢調査 メッシュ

国勢調査 基本単位区

以下の 3 製品は単体での販売となります。

(c)Esri Japan

(c)Esri Japan

国勢調査 町丁・字等 全指標

国勢調査 メッシュ

国勢調査 基本単位区

(c)Esri Japan

(c)Esri Japan
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より幅広い用途に利用可能な統計・推計データです。地域的傾向を把握・
可視化でき、適地選定や出店計画などビジネスをサポートするデータとし
てご利用いただけます。

ArcGIS Stat Suite



推計年収別世帯数

推計将来人口
■ 将来の人口増減の地域的傾向の把握と可視化

性別・年代別の生存率・純移動率などをもとに推計した

5 年ごとの将来人口を収録しております。今後の人口の

増減や市場規模がどのように変化していくかを把握・可視

化することができます。

町丁・字等版：総務省統計局 国勢調査（小地域）
メッシュ版 ：財団法人統計情報研究開発センター

国勢調査に関する地域メッシュ統計
共通 ：国立社会保障・人口問題研究所

日本の地域別将来推計人口

● 国勢調査 年齢別、男女別人口
● 5 年ごとの年齢別、男女別将来人口

■ 世帯年収の地域的傾向の把握と可視化
年収ランク別の世帯数を収録しており、地域によって世帯

年収にどのような傾向や特徴があるかを把握・可視化する

ことができます。

町丁・字等版：総務省統計局 国勢調査（小地域）
メッシュ版 ：財団法人統計情報研究開発センター

国勢調査に関する地域メッシュ統計
共通 ：総務省統計局 住宅・土地統計調査

● 年収別世帯数※：300 万円未満世帯数、300-500 万円
世帯数、500-700 万円世帯数、700-1000 万円世帯
数、1000-1500 万円世帯数、1500 万円以上世帯数
※ 世帯数は一般世帯総数、持ち家世帯総数、借家世帯総数の 3 種
類の世帯区分を収録しています。

● その他：一般世帯総数、持ち家世帯総数、借家世帯総数

※「公共地図」を背景地図に使用してイメージを作成しています。

※「公共地図」を背景地図に使用してイメージを作成しています。

(c)Esri Japan

印刷物
外部利用可能

OK推計データ

印刷物
外部利用可能

OK推計データ

収録指標

データ ソース

■ 世帯貯蓄の地域的傾向の把握と可視化
貯蓄ランク別の世帯数、総貯蓄額、1 世帯あたりの貯蓄

額を収録しており、地域によって世帯貯蓄にどのような傾

向や特徴があるかを把握・可視化することができます。

推計貯蓄別世帯数

町丁・字等版：総務省統計局 国勢調査（小地域）
メッシュ版 ：財団法人統計情報研究開発センター

国勢調査に関する地域メッシュ統計
共通 ：総務省統計局 住宅・土地統計調査、

家計調査 貯蓄･負債編

● 貯蓄別世帯数※：300 万円未満世帯数、300-500 万円
世帯数、500-700 万円世帯数、700-1000 万円世帯
数、1000-2000 万円世帯数、 2000-3000 万円世帯
数、3000-4000 万円世帯数、4000 万円以上世帯数
※世帯数は一般世帯総数のみ収録しています。

● その他：一般世帯総数、総貯蓄額、1 世帯あたりの貯蓄額
(c)Esri Japan

印刷物
外部利用可能

OK推計データ

収録指標

データ ソース

収録指標

データ ソース

※「公共地図」を背景地図に使用してイメージを作成しています。

(c)Esri Japan

(c)Esri Japan

(c)Esri Japan

(c)Esri Japan
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● 65 歳（75 歳）以上：要支援（1～2、総数）、要介護
（1～5、総数）、 要支援・要介護総数

● 居宅介護（介護予防）サービス総額：訪問サービス、通所
サービス、短期入所サービス、福祉用具・住宅改修サービ
ス、特定施設入居者生活介護サービス、居宅介護（介護予
防）支援サービス

● 地域密着型（介護予防）

推計要介護認定者数
要介護認定者数、介護サービスの総額※ を収録しており、

要支援者数・要介護者数、どの介護サービスを多く利用し

ているかを地域ごとに把握・可視化することができます。
※ 保険給付額、個人負担額、公費負担額の合計値

町丁・字等版：総務省統計局 国勢調査（小地域）
メッシュ版 ：財団法人統計情報研究開発センター

国勢調査に関する地域メッシュ統計
共通 ：厚生労働省 介護保険事業状況報告

■ 要介護認定者数と介護サービス額の地域的傾向の把握と可視化

印刷物
外部利用可能

OK推計データ

収録指標

データ ソース

推計1歳刻み人口
■ 1 歳刻みの年齢別人口の地域的傾向の把握と可視化

● 各齢人口（男女別・総数）： 0 ～ 99 歳人口（町丁・
字等版）、 0 ～ 84 歳人口（メッシュ版）

● その他（男女別・総数）： 100 歳以上人口（町丁・字等
版）、85 歳以上人口（メッシュ版）

町丁・字等版：総務省統計局 国勢調査（小地域）
メッシュ版 ：財団法人統計情報研究開発センター

国勢調査に関する地域メッシュ統計
共通 ：総務省統計局 国勢調査 人口等基本集計

1 歳刻みでの年齢別人口の推計値を収録しており、5 歳刻

みの年齢別人口を収録している国勢調査より詳細な年齢の

区切りで人口分布を把握・可視化することができます。

※「公共地図」を背景地図に使用してイメージを作成しています。

収録指標

データ ソース

印刷物
外部利用可能

OK推計データ

(c)Esri Japan

※「公共地図」を背景地図に使用してイメージを作成しています。

(c)Esri Japan

(c)Esri Japan
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■ 季節別、時間帯別、平日/休日の平均旅行速度と通行台数を可視化

トヨタ自動車の走行履歴から３か月ごとの交通量を集計し、

上下線ごとの道路の通行台数、平均旅行速度を可視化して

おり、より精度の高い立地調査を可能にします。

道路履歴交通量

● 通行実績データ：道路種別、通行台数（平日午前/午
後/夜間/深夜、休日午前/午後/夜間/深夜 ）

推計データ

収録指標

データ ソース

※「公共地図」を背景地図に使用してイメージを作成しています。

トヨタ自動車のプローブ（走行履歴）データ

● プローブデータ：道路種別、平均旅行速度（平日午
前/午後/夜間/深夜、休日午前/午後/夜間/深夜）、平
均旅行時間（平日午前/午後/夜間/深夜、休日午前/午
後/夜間/深夜）

(c)Esri Japan

(c)Esri Japan

推計傷病別患者数
■ 傷病別患者数の地域的傾向の把握と可視化

傷病別（約 85 分類）の患者数を外来・入院別に収録して

おり、どのような傷病の患者が多く住んでいるかを地域ご

とに把握・可視化することができます。

町丁・字等版：総務省統計局 国勢調査（小地域）
メッシュ版 ：財団法人統計情報研究開発センター

国勢調査に関する地域メッシュ統計
共通 ：厚生労働省 患者調査

● 外来別傷病別患者数：糖尿病、貧血、肺炎、ぜんそく、
骨折、高血圧性疾患 など

● 入院別傷病別患者数：糖尿病、貧血、肺炎、ぜんそく、
骨折、高血圧性疾患 など

※「公共地図」を背景地図に使用してイメージを作成しています。

印刷物
外部利用可能

OK推計データ

収録指標

データ ソース

(c)Esri Japan

(c)Esri Japan
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土砂災害警戒判定メッシュ情報

データ ソース

降水ナウキャスト（5分）
■ 1 時間先までの降水強度予測

降水ナウキャスト（5分）は、気象庁から配信さ

れる観測時の降水強度、および 1 時間先までの

5 分ごとの降水強度予測を組み合わせたデータ

です。データは約 1 km メッシュで表現され、

約 5 分ごとに更新されます。

データ ソース
気象庁 5 分ごと 1 km メッシュ全国合成レーダー GPV

気象庁 降水ナウキャスト（5分）

気象庁 土砂災害警戒判定メッシュ情報

■ 土砂災害発生危険度の判定結果

土砂災害警戒判定メッシュ情報は、気象庁から

配信される土砂災害の発生危険度を 5 段階で判

定したデータです。データは約 5 km メッシュ

で表現され、約 10 分ごとに更新されます。

気象オンラインサービス
(ベータ版）
気象オンラインサービス（ベータ版）は、ArcGIS 

Online 上で利用できる気象情報のオンラインサービス

です。ArcGIS Online で利用可能なサービスとして配

信されるため、データ変換などを行うことなく、気象

情報をすぐにご利用いただけます。

ユーザー保有データと本サービスを ArcGIS Online 

上で重ね合わせて表示することで、管理対象地点周辺

の気象状況把握などへの活用が可能です。

※ 本サービスの利用には、 ArcGIS Online 有償プランの指定ユー

ザーが必要です。

浸水想定区域は国土交通省 国土政策局「国土数値情報（浸水想定
区域データ）」をもとに ESRIジャパンが加工。

印刷物外部利用可能OKオンラインデータ

印刷物外部利用可能OKオンラインデータ

観測時

60 分後予測

Online Suite
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ESRIジャパンが配信する ArcGIS Online 
ユーザー向けのサービスです。



データ ソース

配信データ
■リアルタイムで把握できる防災気象情報

気象オンラインサービス（ゲヒルン版）では、以下のデータを配信します。

ゲヒルン株式会社（気象庁 防災気象情報）

気象オンラインサービス
（ゲヒルン版）
気象オンラインサービス（ゲヒルン版）は、ESRIジャ

パン データコンテンツ Online Suite として配信され

るサービスです。本サービスは、気象庁による各種防

災気象情報をゲヒルン株式会社から提供を受け

ArcGIS で利用可能な形式で配信するサービスであり、

データ変換等を行うことなくすぐにご利用いただけま

す。
※ 本サービスの利用には、 ArcGIS Online 有償プランの指定ユー

ザーが必要です。

印刷物外部利用可能OKオンラインデータ

情報種別 名称 更新間隔 形状

降雨 解析雨量 10 分 ポリゴン（1km メッシュ）

大雨警報（浸水害）の危険度分布 10 分 ポリゴン（1km メッシュ）

河川氾濫 洪水警報の危険度分布 10 分 ライン

指定河川氾濫予報 10 分 ライン

土砂災害 土砂災害警戒情報 10 分 ポリゴン（市区町村）

土砂災害警戒判定メッシュ情報 10 分 ポリゴン（1km メッシュ）

気象警報 気象特別警報・警報・注意報 10 分 ポリゴン（二次細分区域）

早期注意情報 10 分 ポリゴン（一次細分区域）

台風 台風解析・予報情報(5日予報) 1 時間 ポイント・ライン・ポリゴン
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製品名
･

記載ページ

スターターパック ArcGIS Geo Suite ArcGIS Stat Suite

広域地図 公共地図 街区レベル
住所 基本統計 詳細地図 道路網 住居レベル

住所
住居レベル住所

＋
都市地図パック

地形
履歴交通量
付き道路網
（iPC版）

国勢調査 推計全製品※1 道路履歴交通量
統計

製品カテゴリ 背景地図 背景地図 住所 統計 背景地図 道路 住所 背景地図/住所 地形 道路 統計 推計 道路

測地系/座標系 世界測地系
(JGD2011)

世界測地系
(JGD2000)

世界測地系
(WGS1984)

世界測地系
(JGD2000)※13

世界測地系
(JGD2000/JGD2011)※13

世界測地系
(WGS1984)

販売提供単位 全国 全国/地方 全国/地方/
都府県

全国/
都道府県

全国/
都道府県 全国 全国 全国/

地方※2 全国/地方 全国

販売境界単位 ー ー ー ー※3 ー ー ー ー ー ー
町丁･字等
/メッシュ

/基本単位区

町丁･字等
/メッシュ ー

キャッシュオプション ー ー ー ー ー※4 ー ー ー ー ー

使用許諾範囲 制限あり※5 コピーライト
のみ※6

コピーライト
のみ※6

コピーライト
のみ※6 制限あり※7 制限あり※5 制限あり※8 制限あり※8 コピーライト

のみ※6
お問合せくださ

い
コピーライト

のみ※6
コピーライト

のみ※6
お問合せくださ

い

提供データ形式
ファイル

ジオ
データベース

ファイル
ジオ

データベース

住所
ロケーター

ファイル
ジオ

データベース

ファイル
ジオ

データベース

ファイル
ジオ

データベー
ス

住所
ロケーター

住所
ロケーター･

ファイル
ジオ

データベース

ファイル
ジオ

データベース

ファイル
ジオ

データベース

ファイル
ジオ

データベース

ファイル
ジオ

データベース

ファイル
ジオ

データベース

精度 1:25,000 1:25,000 ー ー 1:10,000~
※9 1:2,500~ ー 1:2,500~

1:25,000/
標準偏差

1m以内※10
ー ー ー ー

主
な
収
録
デ
ー
タ

背景地図 ー ー ー ー ー ー ー ー

建物形状 主要建物
形状

3階以上の
建物形状※12 ー ー

都市部の
建物形状と
高さ情報

ー ー 都市部の
建物形状 ー ー ー ー ー

道路 中心線 中心線 ー ー
中心線･
道路形状

(ポリゴン)

中心線･
交通規制

情報を含む
ネットワー

ク

ー
中心線･
道路形状

(ポリゴン)
ー

中心線･
交通規制

情報を含む
ネットワーク

ー ー 中心線

地形

50m
DEM

･
50m

陰影起伏

50m
DEM

･
50m

陰影起伏

ー ー

50m
DEM※9

･
50m

陰影起伏※9

･
10m

等高線※11

50m
DEM

･
50m

陰影起伏

ー

50m
DEM

･
50m

陰影起伏

10mDEM･
10m陰影起伏･
10m等高線･
5mDEM(航空
レーザー測量)･
5m陰影起伏

(航空レーザー測
量)･5mDEM(写
真測量)･5m陰影
起伏(写真測量)･

500m水深･
500m海底地形

ー ー ー ー

ロケーター POI POI 住所 ー POI ー 住所 住所 ー ー ー ー ー

住
所

街区･地番まで
マッチ可能 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

住居番号まで
マッチ可能 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

※1 推計消費額、推計年収別世帯数、推計貯蓄別世帯数、推計将来人口、推計１歳刻み人口、推計要介護認定者数、推計傷病別患者数が該当します。 ※2 基本単位区集計は全国版のみの提供となります。町丁・字等版、メッシュ版は全国版または地方
別版のどちらかをお選びいただけます。 ※3 「基本統計」には、国勢調査 町丁・字等別/メッシュの基本指標、経済センサス 基礎調査/活動調査 町丁・大字別のデータ、統計でみる市区町村のすがた、商業統計メッシュデータ、地域メッシュ統計が収
録されています。 ※4 キャッシュオプションでは ArcGIS Enterprise で利用できるように加工したデータを提供しています。別途購入が必要です。住居レベル住所＋都市地図パックのキャッシュオプションについてはお問い合わせください。
※5 本製品を利用して作成した不可逆的複製成果物（印刷物や画像データなど）は内部利用のみ可能です。成果物にはコピーライト表示が必要になります。その他についてはご相談ください。 ※6 本製品を利用して作成した不可逆的複製成果物の内
部または外部への公開や印刷物の配布に特に制限はありません。ただし、成果物にはコピーライト「(c)Esri Japan」を表示していただく必要があります。 ※7 本製品を利用して作成した不可逆的複製成果物の使用は A3 サイズ以下の内部利用に限り
可能です。成果物にはコピーライト表示が必要になります。大判印刷や外部利用はご相談ください。 ※8 住所ジオコーディングにより出力したポイントを含む印刷形式や画像形式などの不可逆形式の成果物には、特に制限はありません。住所ジオコー
ディングにより出力したポイント データは、内部利用のみが可能です。外部利用の場合は、ご相談ください。成果物にはコピーライト表示が必要になります。 ※9 「詳細地図」全国版および地方版のどちらにも、「広域地図」の全国データが収録さ
れています。また、全国の地形データ（50 m DEM・50 m 陰影起伏）も収録されています。 ※10 10 m DEM、10 m 陰影起伏、10 m 等高線の精度は 1:25,000（10 m）となっております。5 m DEM、5 m 陰影起伏（航空レーザ測量）、5
m DEM（写真測量）、5 m 陰影起伏（写真測量）の精度は標準偏差 1 m 以内となっております。 ※11 本製品に収録されている 10 m 等高線は株式会社ゼンリンの独自データです。また、詳細図提供範囲内でのみ表示できます。 ※12 一部、
3 階以下も含まれています。 ※13 町丁目・字等は JGD2011、メッシュは JGD2000 となっております。

製品仕様

www.esrij.com/products/data-content/ESRIジャパン データコンテンツ製品情報
● ESRIジャパン データコンテンツに関する活用事例、FAQ、価格などの情報は下記のリンクをご参照ください
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本書の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図（国土基本情報）および基盤地図情報を使用して
おります。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 2JHs 367-7号）

Copyright©2021 Esri Japan Corporation. All rights reserved. 
記載事項は 2021 年 4 月時点のものです。記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
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本社 Tel：03-3222-3941 Fax：03-3222-3946
札幌オフィス Tel：011-806-0031 Fax：011-806-0032
名古屋オフィス Tel：052-959-2170 Fax：052-959-2171
大阪オフィス Tel：06-4807-7015 Fax：06-4807-7033
福岡オフィス Tel：092-686-9200 Fax：092-686-9201

お問合わせ
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