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 キャンパスマップ テンプレート利用ガイド  

概要 

テンプレートについて 

キャンパスマップ テンプレートは ArcGIS ポータル（ArcGIS Online）を利用するテンプレートです。

キャンパスマップ テンプレートを利用することで、大学等のキャンパス内や周辺施設およびルートなど

を含む Web アプリとしてのキャンパスマップを作成することができます。 

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 

 ArcGIS Desktop (Basic ライセンス以上)  

 

本テンプレートで提供されるもの 

本テンプレートは、①キャンパスマップを作成・編集するための「キャンパスマップ管理アプリ（編集

用）」、②閲覧用の「キャンパスマップ（閲覧用）」の２つの Web アプリを提供します。 

 

 

 

  

キャンパスマップ管理アプリ（編集用） キャンパスマップ（閲覧用） 
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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 ページの [テンプレートをダウンロード] 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 サービスおよび Web マップや Web アプリ

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 WebAppBuilders\*.json キャンパスマップ管理アプリ（編集用）およびキャンパスマップ（閲覧

用）を配置するための設定ファイル 

FGDB buildings.gdb 建物・施設レイヤー、部屋レイヤーを含むファイル ジオデータベース 

 facility.gdb 設備レイヤーを含むファイル ジオデータベース 

 parking.gdb 駐車場・駐輪場レイヤーを含むファイル ジオデータベース 

 retail.gdb 店舗レイヤーを含むファイル ジオデータベース 

 route.gdb ルートレイヤーを含むファイル ジオデータベース 

 station.gdb 駅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/campus-locator/
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 *.json ファイル ジオデータベースからフィーチャ 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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キャンパスマップ テンプレートの属性項目 

キャンパスマップ テンプレートに含まれるファイル ジオデータベースおよびフィーチャクラスには以下

の調査項目が設定されています。 

表中のフィールド名の末尾に (*) が記載されている属性は、属性値を選択リストから効率的に入力でき

るようにドメインが設定されています。 

 

建物・施設の項目（ファイル ジオデータベース名：buildings.gdb） 

フィールド名 エイリアス名 フィールド タイプ 説明 

ID 管理番号 Text 建物を識別するための管理番号です。 

※建物と建物内の部屋を関連付けるため、部屋フィー

チャ クラスの BLDID フィールドとのリレーション

シップクラスが設定されています。 

NAME 名称 Text 建物・施設の名称です。 

DESCRIPTION 概要 Text 建物・施設の説明です。 

TYPE (*) 種別 Long 建物・施設の種別（講義および研究、共用、厚生、運

動、その他）です。 

FLOOR 階数 Long 建物・施設の階数です。 

MEMO 備考 Text 備考欄です。 

 

部屋の項目（ファイル ジオデータベース名：buildings.gdb） 

フィールド名 エイリアス名 フィールド タイプ 説明 

BLDID 管理番号 Text 部屋の関連元である建物を識別するための管理番号で

す。 

※建物・施設フィーチャ クラスの ID フィールドと

のリレーションシップクラスが設定されています。 

FLOOR 階 Long 部屋の階数です。 

ROOMID 部屋 ID Text 部屋を識別する ID です。 

ROOMNAME 部屋名 Text 部屋の名称です。 

DESCRIPTION 概要 Text 部屋の説明です。 

MEMO 備考 Text 備考欄です。 

 

https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/help/data/geodatabases/overview/an-overview-of-attribute-domains.htm


キャンパスマップテンプレート利用ガイド 

5 

 

設備の項目（ファイル ジオデータベース名：facility.gdb） 

フィールド名 エイリアス名 フィールド タイプ 説明 

ID 管理番号 Text 設備を識別するための管理番号です。 

NAME 名称 Text 設備の名称です。 

DESCRIBE 場所説明 Text 設置場所の補足説明入力欄です。 

TYPE (*) 種別 Long 設備の種別（建物案内、掲示板、自動販売機、AED、

化粧室、エレベーター、その他設備）です。 

MEMO 備考 Text 備考欄です。 

 

駐車場・駐輪場の項目（ファイル ジオデータベース名：parking.gdb） 

フィールド名 エイリアス名 フィールド タイプ 説明 

ID 管理番号 Text 駐車場・駐輪場を識別するための管理番号です。 

TYPE (*) 種別 Long 駐車場の種別（駐車場、駐輪場）です。 

PURPOSE (*) 用途 Long 用途（学内専用、来客用、共用）です。 

VNUMBER 駐車台数 Long 駐車台数です。 

MEMO 備考 Text 備考欄です。 

 

店舗の項目（ファイル ジオデータベース名：retail.gdb） 

フィールド名 エイリアス名 フィールド タイプ 説明 

NAME 名称 Text 店舗の名称です。 

TYPE (*) 種別 Long 店舗の種別（コンビニ、スーパー、生協、レストラ

ン、学生食堂、その他店舗）です。 

BIZHOURS 営業時間 Text 営業時間です。 

MEMO 備考 Text 備考欄です。 

 

ルートの項目（ファイル ジオデータベース名：route.gdb） 

フィールド名 エイリアス名 フィールド タイプ 説明 

DESCRIPTION 概要 Text ルートの概要説明欄です。 

TYPE (*) 種別 Long ルートの種別（構外、構内）です。 

TRAVELMODE (*) 移動手段 Long 移動手段（徒歩、自動車、バス）です。 

MEMO 備考 Text 備考欄です。 
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駅の項目（ファイル ジオデータベース名：station.gdb） 

フィールド名 エイリアス名 フィールド タイプ 説明 

NAME 名称 Text 駅の名称です。 

TYPE (*) 種別 Long 駅の種別（鉄道駅、バス停、空港、その他）です。 

BIZHOURS 営業時間 Text 営業時間です。 

MEMO 備考 Text 備考欄です。 

 

ドメインについて 

ドメインの詳細については、以下のヘルプを参照ください。 

 

ArcGIS Pro - 属性ドメインの概要 

ArcMap - 属性ドメインの概要 

 

 

  

https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/help/data/geodatabases/overview/an-overview-of-attribute-domains.htm
https://desktop.arcgis.com/ja/arcmap/latest/manage-data/geodatabases/an-overview-of-attribute-domains.htm
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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>_buildings Feature Layer 建物・施設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>_facility Feature Layer 設備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>_parking Feature Layer 駐車場・駐輪場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>_retail Feature Layer 店舗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>_route Feature Layer ルート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>_station Feature Layer 最寄駅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>_<＊> File Geodatabase <フォルダー名>_<*> 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。(※) 

キャンパスマップ Web マップ Web Map キャンパスマップの各種情報を表示および編集するための 

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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Web マップです。 

キャンパスマップ管理アプリ（編集

用） 

Web Mapping 

Application 

キャンパスマップの作成および編集を行うためのアプリケーシ

ョンです。 

キャンパスマップ（閲覧用） Web Mapping 

Application 

作成したキャンパスマップの閲覧用アプリケーションです。 

(※) このアイテムは削除することができます。 

添付ファイルの有効化（オプション） 

キャンパスマップ テンプレートのフィーチャ サービスは既定では添付ファイルが有効化されていませ

ん。現地で撮影した写真などを添付したい場合は以下の手順により添付ファイルを有効化してください。 

 

1. テンプレートをアップロードした ArcGIS ポータルのフォルダーに移動します。 

2. フォルダー内のフィーチャ サービス（<フォルダー名>_<*>）をクリックします。※タイプ

が "Feature Layer (ホスト)" となっていることを確認してください。 

 
※フォルダー名、フィーチャ サービスおよび File Geodatabase の名前の先頭には、テンプ

レートのアップロードの際に指定した新規作成フォルダー名が付与されています。 
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3. アイテム詳細ページの [レイヤー] セクションにあるレイヤーの [添付ファイルの有効化] を

クリックして添付ファイルを有効化します。 

※図は設備フィーチャ レイヤーの例です。 
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テンプレートの利用 

キャンパスマップ管理アプリ（編集用） 

キャンパスマップを構成するための各種の建物や設備などを作成、編集することが可能です。以下は主な

編集機能です。 

 

編集 

タイプを指定して建物や設備などを入力することができます。 

 

 

部屋の編集（スマートエディター） 

屋内の部屋を作成することができます。共通の属性である「管理番号」（建物を識別する管理番号）と

「階数」に規定値を入力しておくことで、繰り返し入力が必要な属性を効率的に付与することができま

す。 

※建物との関連付けのため、部屋フィーチャ レイヤーの「管理番号」には、対象の建物の管理番号と同

じ値を必ず入力してください。 
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属性の一括編集 

部屋に共通する属性（建物の管理番号、階数）を一括で編集することができます。 

 

 

 

キャンパスマップ（閲覧用） 

キャンパスマップの閲覧を目的としたアプリです。編集用アプリで登録した地点への画面移動や、任意の

表示状態のハイパーリンクを他者に通知するための共有機能などが利用できます。以下は主な機能です。 

 

各項目のリストと画面移動（情報サマリー） 

登録済みの項目について、一覧や総数、選択した地点への画面移動などが行えます。 
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フィルター、共有 

[フィルター]ツールでは、建物の種別や階数を指定してのフィルタリングが行えます。[共有]ツールで

は、表示状態を維持したアプリへのリンクが作成でき、来学者への通知などに活用できます。 

 

 

共通機能 

編集用アプリ、閲覧用アプリに共通する機能です。 

 

関連付けられた建物と部屋の属性表示 

屋内の部屋を作成している場合、各々のフィーチャのポップアップの「関連テーブル」メニューから関連

付けられている建物または部屋の属性にアクセスすることができます。 
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基本機能 

ベースマップの切り換え、レイヤーの表示・非表示、凡例の表示が行えます。 
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