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はじめに
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⚫ 今回の試み（「授業で役立つ！主題図作成プロセス」教材作成）
は、それぞれの専門に依存した専門書や教材ではなく、多くの学
生等に地理空間情報及びGISを学んでもらう又それぞれの専門や
関心を持つ教員が参画することができるGISを共通言語とした学
際交流プロジェクトと位置づけることができます。

⚫ 2013年の第9回GISコミュニティフォーラムでの私の呼びかけに
賛同してくれた複数の専門家が参画し、様々な視点から議論し、
多くの教員が授業の現場で利用できる教材の基礎資料を作成しま
した。

⚫ この基礎資料をもとに、教える対象や専門分野が異なる現場で利
用され、それぞれの専門性や関心が基礎資料に追加され、多くの
人に共有され、教育や人材育成に関するGISコミュニティーが形
成されることを望みます。

プロジェクト発起人・監修
兵庫県立大学防災教育センター 浦川豪



本教材の使用方法について
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⚫ GISを基礎から学べるように構成しております。
パワーポイントをご利用される方は、各自でカスタマイズ
し使用して頂いて構いません。その場合は、ご利用後の
フィードバックを頂きたく思います。またフィードバック
に関して直接ご連絡させて頂く場合もございます。

⚫ 著作権に関しましては、スライド360をご覧ください。

⚫ 授業や人財育成のために本教材をご活用頂ければ幸いです。
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第1章
地理情報システム（GIS）とは
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1. GISとは
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GIS = 地理情報システム
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現実世界 モデル化

• Geographic Information System の略称

• 地理情報（位置に関する様々な情報）を作成、管理、表現、
検索、分析、共有するための技術（IT) 



GISとは： ５つの資源

9

GISによる課題解決は、①人（ユーザ）、②ハードウェア、
③ソフトウェア、④データ、⑤手法の５つの要素の連携に
より実現される。

GIS

人材

ソフト

ウェア

手法
ハード

ウェア

データ



現実世界では
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都市
建物

道路

車両

農地

港湾

気象

土地利用

電波

飛行機

土壌

生物

森林

病院

消化栓

樹木

広告

標識

信号

電力

ガス

海洋資源

船舶

施設

不動産



GIS で表すと
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位置情報を基に現実世界の情報の重ね合わせ＝レイヤ

道路
データの地理的な
分布状況を把握

他のデータとの
地理的な

関係性を把握

建物

土地利用

航空写真



GISとは：なぜGISか

12

⚫ 情報を 整理・統合
GISは、「位置」という強力な接着剤を利用して、異なる情報を整理・
統合する。

⚫ 情報を 可視化
GISを導入することで、データに隠された傾向や関連性など、それまで
見えなかった様々な情報を可視化できる。

⚫ 情報を 検索・分析
通常のデータベース検索では「～より大きい」や「～と等しい」などの
問い合わせが可能ですが、GISでは「～の近くの」や「～と重なる」な
どの地理的問い合わせが可能となり、それらを組み合わせることで様々
な分析が可能。

⚫ 情報を効率的に 伝達・共有
地図はビジュアルランゲージと言われるように、大量の情報を視覚的に、
瞬時に、誤解なく伝えることができる。GISは、事象のパターンや隠れ
た因果関係まで、情報を効果的に伝えられる。

⚫ 合理的な意思決定 を支援
GISが持つ強力な情報整理力、統合力、可視化・表現力、検索・分析力、
伝達・共有力は、組織のさまざまなシーンにおいて合理的な意思決定を
支援するとともに、組織のパフォーマンスを大きく改善することが可能。

？

！



課題解決のプロセス
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情報の取得 情報の分析 アクション意思決定

地理的アプローチによって
課題解決プロセスを支援するシステム

GIS



メニューの改定

チラシのポスティング

地理的アプローチ（例）
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レストランの売上アップ

ターゲット層が多く住む
エリアを特定し、そこを
重点的にポスティングする

店から徒歩圏内のエリアの
年代別人口を把握し、最も
多い年代の嗜好に合う料理
を考案する
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2. 紙地図とGISの違い



紙地図とGISの違い
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表現を変える

検索する

演算する

情報を更新する

情報を見る情報を見る

GIS にとっての地図とは
ユーザがデータと対話するための媒体

地図 GIS



紙地図とGISの違い（１）
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◆ 情報を更新し、編集履歴を記録できる



紙地図とGISの違い（２）
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◆ 隠れた情報を可視化できる



紙地図とGISの違い（３）
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◆ 情報を分析できる



紙地図とGISの違い（４）
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◆ Mashup（マッシュアップ）*できる

⚫ 雨雲ズームレーダー

⚫ すぐbiz

⚫ 駅からホテル・レストランを検索

⚫ 各種災害対応支援

更に発展を遂げるには、セキュリティ面・法制度面も解決し、

積極的に地理空間情報を利用していく利用者コミュニティを

醸成しながら、汎化していくことが必要である。

*Mashupとは、地理空間データだけではなく、既存の様々な機能の組み合わせのこと



紙地図とGISの違い まとめ
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keyword 紙地図 GIS keyword

保管・持運び △ ○ デジタル

表示範囲の自由度 △ ○
シームレス
（図郭に依存しない）

縮尺の自由度 △ ○ 任意に拡大・縮小が可能

複数レイヤーの
座標合わせ

△ ○
ジオ コーディング、
投影変換

データベースとの連携 △ ○
属性情報に基づく検索、
空間的位置関係に基づく検索

空間解析 △ ○ ジオプロセッシング

データ共有 △ ○ Online

再利用性 △ ○ Mashup

困
難

容
易



まとめ
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⚫ GISとは、Geographic Information System の略称で
あり、地理的アプローチによって課題解決を促すツールで
ある。 表現

共有

検索・分析

情報を整理・統合
情報を可視化（表現）

情報を検索・分析

情報を効率的に伝達・共有

意思決定
を支援



第2章 地図からわかること



地図からわかること
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1. ここはどこ？

2. どうやって行くの？

3. まわりにはどんなものがある？

4. 地図を重ねてみよう

5. 地図から考える
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1. ここはどこ？



東京都千代田区平河町2-7-1
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http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1
ArcGIS Online

27
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２. どうやって行くの？



永田町から徒歩でミッドタウンへ行きたい！

永田町駅から西に進み、
赤坂見附交差点を左に曲がる。
外堀通りを真っ直ぐ進み、
山王下交差点を右に曲がる・・・・
ミッドタウンに到着！

29
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ArcGIS Onlineによるルート案内
http://www.arcgis.com/



31

３. まわりにはどんなものがある？



実はここは富士見坂
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でも見えない
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東京には「富士見」坂がたくさんある
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http://www.sakagakkai.org/profile/list-Tokyo23ku.html
を参考に作成（2014年4月4日アクセス）

http://www.sakagakkai.org/profile/list-Tokyo23ku.html


「富士見」という地名がある市区町村
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http://watchizu.gsi.go.jp/mapsearch.html#namekey
をもとに作成（2014年4月4日アクセス）

蝦夷富士（羊蹄山）

津軽富士
（岩木山）

出羽富士
（鳥海山）

越後富士
（妙高山）筑紫富士

（浮嶽）

http://watchizu.gsi.go.jp/mapsearch.html


でも今の東京ではほとんど見えない
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昔はいろんなところで見えた

37 画面をクリックするとリンク先に移動

http://bit.ly/1hFBo4K

http://ej.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=5a5492421fde477c8a1db9ae969b545f&webmap=cd64152a7848400e9c70eb0f076c4a70
http://bit.ly/1hFBo4K


38

４. 地図を重ねてみよう



地図を重ねてみよう
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⚫ なぜ富士山が見えなくなったのか？

⚫ 市街地が広がって、高い建物も多くなった

⚫ 空気が汚くなった

⚫ 地形が変わった

・・・・・・・ いろんな条件が変わってきた

⚫ 関係がありそうな今の地図、昔の地図を重ねてみると、
見えなくなった原因を考えることができる



富士山との間を遮るものは？
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標高の断面図

41

東京駅 富士山



市街地の広がりはどう変わったか―1960年
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市街地の広がりはどう変わったか―1970年
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市街地の広がりはどう変わったか―2010年
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５．地図から考える



地図から考える
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⚫ 地図を重ねると、東京の都心から富士山が見えなくなった
原因を考えることができる。
⚫ 富士山が見える眺めを遮るものは何か？

⚫ 市街地の拡大は、富士山が見えなくなってきた原因の一つ

⚫ 大気汚染のような他の原因はどうだろうか？

・・・どんな地図を重ねるとわかる？

⚫ 地図を使って物事を考えるときの重要な2つのポイント
⚫ 空間スケール：富士見坂のようなピンポイント（ミクロスケール）

だけを観察するのではなく、富士見坂のある東京と、見る対象であ
る富士山、そして、その間にあるすべてのものを、広範囲の地図
（マクロスケール）で観察する必要がある。

⚫ 時間スケール：今の状況だけで考えるのではなく、昔作られた地図
や、昔の状況を表した地図も重ね合わせる必要がある。



まとめ
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⚫ 地図は「ここはどこ？」や「どうやって行くの？」を知る
ためだけのものではない。

⚫ 様々な空間スケール、時間スケールで作られた地図を重ね
合わせると、地図から物事を考え、その原因を明らかにす
ることができる。

⚫ 地図を有効に活用していくためには、地図がどんなもので、
どんなふうに作るものなのかを十分に理解する必要がある。



第3章 地図について学ぶ
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1. 地図の種類



1-1 様々な地図
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⚫ みなさんが地図と聞いて、思い浮かべるものは？

⚫ そもそも地図とは？



1-1 様々な地図（身の回りの地図）
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⚫ 私たちの身近には様々な地図が存在している。

⚫ 周辺の公共建物・店舗等を示すもの

⚫ 周辺の土地利用・起伏を示すもの

⚫ 目標地点までの経路を示すもの

⚫ etc.



1-1 様々な地図（身の回りの地図）cont.
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⚫ 例えば、
⚫ 世界地図

⚫ 地形図、道路地図、住宅地図

⚫ 地域の案内図

⚫ 地下鉄路線図
（http://www.tokyometro.jp/station/common/pdf/network2.pdf）

⚫ 航空地図
⚫ 主要航空路別交通量

（http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000393.html）

⚫ Flight Lader24 （http://www.flightradar24.com/） 等

⚫ インターネット上の一般地図
⚫ Googleマップ （https://www.google.co.jp/）

⚫ Yahoo!地図 （ http://map.yahoo.co.jp/ ）

⚫ MapFan (http://www.mapfan.com/) 等

・・・etc.

http://www.tokyometro.jp/station/common/pdf/network2.pdf
http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000393.html
http://www.flightradar24.com/
https://www.google.co.jp/
http://www.mapfan.com/


1-1 様々な地図（頭の中の地図）
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⚫ あなたはどちら派？

⚫ 空間（道順）を文字で捉える vs イメージで捉える

⚫ 人は、空間を客観的・均質的に把握しているわけではない。

⚫ 主観的で、かなりな「ゆがみ」をもって認識している

⚫ 自分の経験や知識・感覚を元に構成されたイメージ

⚫ 距離や方位の精度は関係なく全体的にはあいまいに描画される

⚫ 印象深いランドマークなどが描画される

気になる書籍：
方向音痴について一般向けに書かれた学問的アプローチの本
『なぜ人は地図を回すのか 方向オンチの博物誌』
村越 真 (著)、角川ソフィア文庫、2013



1-1様々な地図（頭の中の地図）cont.
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Q. 家(もしくは最寄の利用駅など)から大学の本講義室まで来る方法を図示して下さい。

学生A♂ 学生C ♂

学生B♀



1-1 様々な地図（頭の中の地図）cont.
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『都市空間を捉える５つの要素』

⚫ 都市工学者のKevin Lynch（1918-1988)が提唱
⚫ パス（道路、鉄道などの移動路）

⚫ エッジ（河川、周辺緑地）

⚫ ディストリクト（地区、界隈）

⚫ ノード（結節点：駅、広場、交差点）

⚫ ランドマーク（目印）

⚫ これらを手がかりに人は地理的イメージを構成する
⚫ 個人の価値観、信念、文化的背景などが影響する

⚫ 都市をデザインする場合、人が街をどう認知するかを
イメージして都市をデザインする

GISはこの関係性を
コンピューティングし、
レイヤとして利用



1-2 一般図と主題図
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⚫ 一般図とは

⚫ 『表現事象がすべてまんべんなく描かれている地図』
～「図説地図辞典」

⚫ 多目的、汎用的 ≒ 特定の表現主題の無い地図

⚫ 国土地理院の地形図、学校の地図帳、住宅地図など

⚫ 地図の3要素を主体にした地図

⚫ 地形(海岸線・山地・平野・湖沼・河川・海域)

⚫ 集落（村落・市街地・行政界やその名称）

⚫ 交通路（鉄道・道路・航路・港湾・空港）

出典）地図表現ガイドブック(ナカニシヤ)



1-2 一般図と主題図 cont.
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⚫ 主題図とは

⚫ 一般図を基図（ベース マップ）として、何らかの主題（テーマ）
を強調して表現したもの

⚫ 天気図、人口分布図、路線図、ハザードマップ、観光ガイドマップ
国土地理院の土地条件図・土地利用図など

⚫ topical map, thematic mapの訳語

出典）地図表現ガイドブック(ナカニシヤ)
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2. 地図の表現方法



2-1 Cartography
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⚫ Cartography(地図学・地図製作法) = Science + Art

⚫ 地図の正確さ
⚫ Scienceとして「正しい」

⚫ 距離・方位・面積→適切な図法・縮尺の選択

⚫ 対象とする利用者に相応した内容・表現であるか→「信頼性」

⚫ 地図の美しさ
⚫ Artとして「美しい」

⚫ 点や線そのものの美しさ（製図の前提条件、技術的問題）

⚫ 点・線・面記号自体の美しさ（破線の比率など）

⚫ 図の構成の美しさ（全体バランス）

出典）地図表現ガイドブック(ナカニシヤ)



2-2 図法
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⚫ 図法

⚫ 正積図法グループ

⚫ 面積は正しい／ 中心から離れるほど形状のひずみが大きくなる

⚫ 適用する投影法によって大きく写像の形状が異なる

⚫ 正角図法グループ

⚫ 経線と緯線が直角になる／ 距離、面積、方位は大きくひずむ

例）正角円筒図法（メルカトル図法）

メルカトル図法では
大圏コース（最短距離）
が曲線で示される



2-3 投影法
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⚫ 丸い地球を平面に表現する
⚫ 地球のモデル化（データムの定義）＝複雑な地球の形をある球体と仮定

↓

⚫ 地球に緯度経度の目盛をつけて平面に展開

↑距離の正確な測定に不向き

⚫ 地球を投影面(平面、円筒、円錐など)に投影して、写像を平面に展開

↑距離の計測が可能（≒面積が求められる）

⚫ 投影法
⚫ 円筒図法グループ

⚫ 経線と緯線は直角になる／北極、南極近くの距離と面積は大きく伸びる

⚫ 方位図法グループ
⚫ 方位は正しい／ 中心から離れるほど形状がひずむ

⚫ 円錐図法グループ
⚫ 面積や角度のひずみは最も小さい／ 地球の半分程度しか投影できない

より詳しくは ArcGIS for Desktop 逆引きガイド
P40を参照のこと



2-4 縮尺
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⚫ 一定の範囲（地図紙面の大きさ、パソコンの画面）の中で、
如何に意図に沿った主題を表現するかということを考える
要素の一つに、縮尺の使い分けがある。

大縮尺

中縮尺

小縮尺

1
10,000

1
100,000

ズーム イン

ズーム アウト

様々な縮尺の表現国土地理院の分類定義
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2-5 記号化、象徴化

63

⚫ フィーチャー

⚫ 単一シンボル

⚫ カテゴリ

⚫ 個別値

⚫ 複数フィールド
による個別値

⚫ スタイルのシンボルに一致

⚫ 等値分類

⚫ 等級色

⚫ 等級シンボル

⚫ 比例シンボル

⚫ チャート

⚫ パイ

⚫ バー／カラム

⚫ スタック

⚫ 複数属性

（コロプレス マップ）



補足）単一シンボル

64

OR

OR



2-6 地図の色彩
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⚫ 色の連想作用

⚫ 私たちは色をみると、実存する具体的なモノや抽象的な感情などを連想する

⚫ 山地、森林、草原、水域、道路など

⚫ 色のイメージ

⚫ 進出色／後退色

⚫ 膨張色／収縮色

⚫ 暖色／寒色

⚫ 派手な色／地味な色

⚫ 陽気な色／陰気な色

⚫ 乾いた色／湿った色

⚫ 柔らかい色／硬い色

⚫ 弱い色／強い色

⚫ 色の持つ彩度・明度・色相には調和／対照の組み合わせがあり、同一色でも
背景色により異なる色と錯覚する

主題表現に用いる属性
データの尺度タイプに
よって使い分けると効
果的

出典）地図表現ガイドブック(ナカニシヤ)



2-6 地図の色彩 cont.
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⚫ BCP（事業継続計画）・リスク規格関連の国際規格

⚫ 社会セキュリティ - 緊急事態管理 - 色コードによる警報：
ISO/TC22324 Societal security Emergency management 
Color-coded alert

⚫ 色によって危険度の違いを表現

⚫ 緑は安全、黄は注意、赤は危険の意味

⚫ 3色、5色、7色、９色のグラデーション＋紫、黒

認知心理学者のGeorge A. Miller博士
"The Magical Number Seven, Plus 
or Minus Two: 
Some Limits on Our Capacity for 
Processing Information"



2-6 地図の色彩 cont.
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⚫ 隣接する領域が異なる色になるように塗るには、
何色が必要か？

⚫ 映画『容疑者Xの献身』で、
湯川と石神の出会いのきっかけ
となったのはこの「四色問題」

画像出典）
http://www.bunshun.co.jp/galileo/
yougisha-x/4colors-q/index_q1.html

http://www.bunshun.co.jp/galileo/yougisha-x/4colors-q/index_q1.html
http://www.bunshun.co.jp/galileo/yougisha-x/4colors-q/index_q1.html


68

3. 主題図の例



ハザードとその影響を示す地図

69 出典）早川由紀夫 八改訂版 2013年2月1日



Urban Design with Wind Path(風の道)

70

出典）ESRI Mapbook Volume27 p.90‐91

作：荒屋亮 氏（株式会社環境GIS研究所）



復興まちづくりに対するリスク評価

71

出典）ESRI ジャパン事例集vol10
作：立命館大学 歴史都市防災研究所



Urban Observatory 
ロンドン・ニューヨーク・日本の比較（人口密度）

72 http://www.urbanobservatory.org/compare/index.html

画面をクリックするとリンク先に移動

http://www.urbanobservatory.org/compare/index.html
http://www.urbanobservatory.org/compare/index.html


Urban Observatory 
ロンドン・ニューヨーク・日本の比較（空地）

73 http://www.urbanobservatory.org/compare/index.html

画面をクリックするとリンク先に移動

http://www.urbanobservatory.org/compare/index.html
http://www.urbanobservatory.org/compare/index.html


Carbon Dioxide Emissions

74
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?web
map=a898a3026eb34b23b8e618ea6ba72911

画面をクリックするとリンク先に移動

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=a898a3026eb34b23b8e618ea6ba72911
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=a898a3026eb34b23b8e618ea6ba72911


一人あたりの生態系リソースの消費量（赤）・
生態系が供給できるリソース量（緑）

75
http://storymaps.esri.com/globalfootprint/

画面をクリックするとリンク先に移動

http://storymaps.esri.com/globalfootprint/
http://storymaps.esri.com/globalfootprint/


総選挙の比較マップ

76

http://ej.maps.arcgis.com/apps/Compare/SideBySideView
er_Configure/index.html?appid=d6a4162a326346999f9fe
a7a4bf68ad0

画面をクリックするとリンク先に移動

http://ej.maps.arcgis.com/apps/Compare/SideBySideViewer_Configure/index.html?appid=d6a4162a326346999f9fea7a4bf68ad0
http://ej.maps.arcgis.com/apps/Compare/SideBySideViewer_Configure/index.html?appid=d6a4162a326346999f9fea7a4bf68ad0


歯医者はコンビニより多い？!

77
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?web
map=e3cbd147c61c472888d36809476a8964

画面をクリックするとリンク先に移動

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=e3cbd147c61c472888d36809476a8964
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=e3cbd147c61c472888d36809476a8964
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4. カルトグラム



カルトグラム

79

⚫ 地図をゆがめて統計データの特徴を表現する視覚化手法

⚫ 距離カルトグラム

地点間の近接性を示す統計データを地図上の地点間距離の

長短で表現

⚫ 面積カルトグラム

行政区域内の人口等の統計データを地図上の面積の大小で

表現



距離カルトグラム

80

鉄道所要時間で表した距離カルトグラム
→鉄道所要時間が短いほど地図上で２点間が短く表される

実際の位置

清水英範・井上亮（2004）「時間地図作成問題の汎用解法」、土木学会論文集765、pp.105-114



面積カルトグラム

81

WEB世界のイメージ
国名をキーワードにした検索結果数からみた日本と世界の国々との関係性。
東アジアや北米、ヨーロッパとの関係が強く、アフリカとの関係性は弱い。

人文地理学会編（2013）「人文地理学事典」、丸善出版



日本全体で進む高齢化

82

高齢者人口を面積カルトグラムで表し、
高齢者割合を色で表している



第4章
地理空間データについて学ぶ
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1. 地理空間データとは何か？



1. 地理空間データとは何か？
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⚫ 地理空間データとは、地図を作るための材料 である
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⚫ 地理空間データとは、地図を作るための材料 である
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⚫ 地理空間データとは、地図を作るための材料 である
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⚫ 地理空間データとは、地図を作るための材料 である
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⚫ 地理空間データとは、地図を作るための材料 である



1. 地理空間データとは何か？

92

⚫ 地理空間データとは、地図を作るための材料 である

⚫ 道案内のためには、どちらの地図がわかりやすいか？



1. 地理空間データとは何か？

93

⚫ 地理空間データとは、地図を作るための材料 である

⚫ 道案内のためには、どちらの地図がわかりやすいか？

⚫ 地理空間データは、地図の 目的に応じて使い分ける
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2. ラスタ型 と ベクタ型



2. ラスタ型 と ベクタ型

95

道路 農地 空港

森林 都市 山河



2. ラスタ型 と ベクタ型

96

⚫ 地理空間データは、実世界の構成要素をどのように抽象化

して表現するかによって、ラスタ型 と ベクタ型 の2種

類に大別される

道路 農地 空港

森林 都市 山河



2. ラスタ型 と ベクタ型

97

⚫ ラスタ型は、空間を連続的に変化する（境界線があ
いまいな）現象 を表現するのに適している

ラスタ型

規則正しい小領域に分割して表現



2. ラスタ型 と ベクタ型
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⚫ ラスタ型は、空間を連続的に変化する（境界線があ
いまいな）現象 を表現するのに適している

ラスタ型

規則正しい小領域に分割して表現



2. ラスタ型 と ベクタ型

99

⚫ ラスタ型は、空間を連続的に変化する（境界線があ
いまいな）現象 を表現するのに適している

ラスタ型

規則正しい小領域に分割して表現

20 24 35 41 97

23 25 47 98 96

39 56 95 96 68

61 95 98 60 65

98 97 30 54 62

画素値



2. ラスタ型 と ベクタ型
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⚫ ラスタ型は、空間を連続的に変化する（境界線があ
いまいな）現象 を表現するのに適している

ラスタ型

規則正しい小領域に分割して表現



2. ラスタ型 と ベクタ型

101

⚫ ラスタ型は、空間を連続的に変化する（境界線があ
いまいな）現象 を表現するのに適している

ラスタ型

規則正しい小領域に分割して表現

光の三原色

画素値は赤，緑，青の明るさを表している



2. ラスタ型 と ベクタ型
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⚫ ラスタ型は、空間を連続的に変化する（境界線があ
いまいな）現象 を表現するのに適している

ラスタ型

規則正しい小領域に分割して表現



2. ラスタ型 と ベクタ型
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⚫ ラスタ型は、空間を連続的に変化する（境界線があ
いまいな）現象 を表現するのに適している

ラスタ型

規則正しい小領域に分割して表現

20 24 25 21 27

23 25 27 28 26

29 26 25 26 28

31 35 38 40 35

38 37 30 34 42

画素値

画素値は標高を表している



2. ラスタ型 と ベクタ型
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⚫ ラスタ型は、空間を連続的に変化する（境界線があ
いまいな）現象 を表現するのに適している

ラスタ型

規則正しい小領域に分割して表現

20 24 25 21 27

23 25 27 28 26

29 26 25 26 28

31 35 38 40 35

38 37 30 34 42

画素値

画素値は標高を表している
標高らしさを表すために、画素値に
応じた配色を設定できる 60

50

40

30

20

10

00



2. ラスタ型 と ベクタ型
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⚫ ベクタ型は、位置や境界が明確な地物 を表現するのに

適している

ベクタ型

形状や分布を点・線・面で表現



2. ラスタ型 と ベクタ型
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⚫ ベクタ型は、位置や境界が明確な地物 を表現するのに

適している

ベクタ型

形状や分布を点・線・面で表現

(X1,Y1)

(X2,Y2)点（ポイント）



2. ラスタ型 と ベクタ型
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⚫ ベクタ型は、位置や境界が明確な地物 を表現するのに

適している

ベクタ型

形状や分布を点・線・面で表現

(X1,Y1)

(X2,Y2)

(X1,Y1)
(X2,Y2)

(X3,Y3)

(X4,Y4)

Vertex

Node
Node

点（ポイント）

線（ライン）



2. ラスタ型 と ベクタ型
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⚫ ベクタ型は、位置や境界が明確な地物 を表現するのに

適している

ベクタ型

形状や分布を点・線・面で表現

(X1,Y1)

(X5,Y5)

(X1,Y1)

(X2,Y2)

(X3,Y3)

(X4,Y4)
(X6,Y6)

(X2,Y2)

(X1,Y1)
(X2,Y2)

(X3,Y3)

(X4,Y4)

Vertex

Node
Node

点（ポイント）

線（ライン）

面（ポリゴン）



2. ラスタ型 と ベクタ型
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⚫ 突然ですが、大津波警報 が発表されたときの 避難経路
を検討するために必要な地理空間データは何か？



2. ラスタ型 と ベクタ型
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⚫ 突然ですが、大津波警報 が発表されたときの 避難経路
を検討するために必要な地理空間データは何か？

どんな地理空間データが必要か？ データの表現型



2. ラスタ型 と ベクタ型
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⚫ 突然ですが、大津波警報 が発表されたときの 避難経路
を検討するために必要な地理空間データは何か？

どんな地理空間データが必要か？ データの表現型

現在地（自宅，学校，勤務先）

目的地

（津波避難ビル）

（高台などの浸水しない場所）

避難経路となる道路（立体交差と交差点を区別）



2. ラスタ型 と ベクタ型
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⚫ 突然ですが、大津波警報 が発表されたときの 避難経路
を検討するために必要な地理空間データは何か？

どんな地理空間データが必要か？ データの表現型

現在地（自宅，学校，勤務先） ベクタ 点，面

目的地

（津波避難ビル） ベクタ 点，面

（高台などの浸水しない場所） ラスタ

避難経路となる道路（立体交差と交差点を区別） ベクタ 点，線



2. ラスタ型 と ベクタ型
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⚫ 集めた地理空間データを重ねて、大津波警報 が発表され

たときの 避難経路 を検討してみよう

60

50

40

30

20

10

00



2. ラスタ型 と ベクタ型
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⚫ 集めた地理空間データを重ねて、大津波警報 が発表され

たときの 避難経路 を検討してみよう

60

50

40

30

20

10

00予想される津波の高さがわかれば，
浸水範囲の概略も図示できる
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3. 幾何データ と 属性データ
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地理空間
データ ＝ ＋



3. 幾何データ と 属性データ
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地理空間
データ ＝ ＋

幾何
データ

属性
データ



3. 幾何データ と 属性データ
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⚫ 地理空間データは 幾何データ と 属性データ から構成

される

地理空間
データ ＝ ＋

幾何
データ

属性
データ



3. 幾何データ と 属性データ
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⚫ 地理空間データは 幾何データ と 属性データ から構成

される

⚫ 幾何データ

⚫ 実世界の構成要素の位置や大きさ、形状などを表すデータ

⚫ ラスタ型／ベクタ型の2種類の表現方法がある

⚫ 属性データ

⚫ 実世界の構成要素の種類や状態，程度などを表すデータ．

地理空間
データ ＝ ＋

幾何
データ

属性
データ



3. 幾何データ と 属性データ
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⚫ 地理空間データは 幾何データ と 属性データ から構成

される

⚫ 幾何データ

⚫ 実世界の構成要素の位置や大きさ、形状などを表すデータ

⚫ ラスタ型／ベクタ型の2種類の表現方法がある

⚫ 属性データ

⚫ 実世界の構成要素の種類や状態，程度などを表すデータ．

地理空間
データ ＝ ＋

幾何
データ

属性
データ



3. 幾何データ と 属性データ
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⚫ 地理空間データは 幾何データ と 属性データ から構成

される

⚫ 幾何データ

⚫ 実世界の構成要素の位置や大きさ、形状などを表すデータ

⚫ ラスタ型／ベクタ型の2種類の表現方法がある

⚫ 属性データ

⚫ 実世界の構成要素の種類や状態、程度などを表すデータ

地理空間
データ ＝ ＋

幾何
データ

属性
データ



3. 幾何データ と 属性データ
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⚫ ベクタ型の場合、幾何データと属性データ ID番号 で関

連付けられる

ID Owner

1 Satou
2 Suzuki
3 Tanaka
4 Nakamura

1

2

3
4

ID Road name

1 Toyota
2 Honada
3 Mazda
4 Nissan

ID City name

1 Edo
2 Meiji
3 Taisho
4 Syowa

1
2

3

4

1 2

3

4

点

線

面

0.90.9 0.7 0.70.7

0.9 0.7 0.7 0.5 0.5

0.7 0.7 0.5 0.3 0.3

0.7 0.5 0.3 0.2 0.2

0.7 0.5 0.3 0.2 0.1

画素値は，気温や標高，降
水量などの意味のある値を
表す．

量的な属性データの場合

ID Landcover Color

1 Grass
2 Sand
3 Lake

1 1 1 1 1

1 1 2 2 2

1 2 3 3 3

2 3 3 3 3

3 3 3 3 3

画素値は，画素と属性データ
を結びつけるID番号であり，
値そのものに意味はない．

質的な属性データの場合



3. 幾何データ と 属性データ
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⚫ ラスタ型の場合、属性データの種類に応じて格納のしかた
が異なる

0.90.9 0.7 0.70.7

0.9 0.7 0.7 0.5 0.5

0.7 0.7 0.5 0.3 0.3

0.7 0.5 0.3 0.2 0.2

0.7 0.5 0.3 0.2 0.1

画素値は，気温や標高，
降水量などの意味のある
値を表す

量的な属性データの場合

ID Landcover Color

1 Grass
2 Sand
3 Lake

1 1 1 1 1

1 1 2 2 2

1 2 3 3 3

2 3 3 3 3

3 3 3 3 3

画素値は，画素と属性データ
を結びつけるID番号であり、
値そのものに意味はない

質的な属性データの場合

ID Owner

1 Satou
2 Suzuki
3 Tanaka
4 Nakamura

1

2

3
4

ID Road name

1 Toyota
2 Honada
3 Mazda
4 Nissan

ID City name

1 Edo
2 Meiji
3 Taisho
4 Syowa

1
2

3

4

1 2

3

4

点

線

面



3. 幾何データ と 属性データ

124

⚫ いざというときの 津波避難ビル を選定したい。建物の

地理空間データにはどのような 属性データ が必要か？



3. 幾何データ と 属性データ
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⚫ いざというときの 津波避難ビル を選定したい。建物の

地理空間データにはどのような 属性データ が必要か？

1. 耐震性（耐震診断によって耐震安全性が確認されているか？）
2. 津波に対する構造安全性（鉄筋コンクリート構造で3階以上の建物か？）
3. 常に出入りが可能な施設か？



3. 幾何データ と 属性データ

126

⚫ 堅牢性の高い建物を 津波避難ビル として利用可能な建

物として 赤く 表示した結果
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3. 幾何データ と 属性データ
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⚫ 再び同じ質問です。大津波警報 が発表されたときの

避難経路 を検討するために必要な地理空間データは何か？
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3. 幾何データ と 属性データ
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⚫ 再び同じ質問です。大津波警報 が発表されたときの

避難経路 を検討するために必要な地理空間データは何か？

どんな地理空間データが必要か？ データの表現型

現在地（自宅，学校，勤務先） ベクタ 点，面

目的地

（津波避難ビル） ベクタ 点，面

（高台などの浸水しない場所） ラスタ

避難経路となる道路（立体交差と交差点を区別） ベクタ 点，線



3. 幾何データ と 属性データ
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⚫ 再び同じ質問です。大津波警報 が発表されたときの

避難経路 を検討するために必要な地理空間データは何か？

どんな地理空間データが必要か？ 幾何データの表現型 属性

現在地（自宅，学校，勤務先） ベクタ 点，面

目的地

（津波避難ビル） ベクタ 点，面

（高台などの浸水しない場所） ラスタ

避難経路となる道路（立体交差と交差点を区別） ベクタ 点，線



3. 幾何データ と 属性データ
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⚫ 再び同じ質問です。大津波警報 が発表されたときの

避難経路 を検討するために必要な地理空間データは何か？

どんな地理空間データが必要か？ 幾何データの表現型 属性

現在地（自宅，学校，勤務先） ベクタ 点，面 名称

目的地

（津波避難ビル） ベクタ 点，面 堅牢性

（高台などの浸水しない場所） ラスタ 標高

避難経路となる道路（立体交差と交差点を区別） ベクタ 点，線 幅員



ここまでのまとめ
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⚫ 地図を作るための材料 であり、作成する地図の目的に
応じて使い分ける

⚫ 実世界の構成要素をどのように抽象化して表現するかに
よって、ラスタ型 と ベクタ型 の2種類に大別される。

⚫ ラスタ型：空間を連続的に変化する現象を表現するのに適する

⚫ ベクタ型：位置や境界が明確な地物を表現するのに適する

⚫ 幾何データ と 属性データ から構成される。

⚫ 幾何データ と 属性データ は ID番号 によって関連付けられている

⚫ 属性データ に応じて 色 や 大きさ を変えて表示できる



132

4. 地理空間データの入手方法



4. 地理空間データの入手先方法
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4-1 インターネット経由で入手！
⚫ 電子国土基本図：新しい国土基本図
⚫ 基盤地図情報：地図の骨格
⚫ 国土数値情報：自然環境と社会経済に関するデータ
⚫ 総務省 国勢調査：省庁が管理する統計データ
⚫ 環境省 生物多様性センター：全国の植生分布図
⚫ 防災科学技術研究所：地すべり地形分布図データベース
⚫ Global Land Cover Facility: Landsat画像ダウンロードページ

4-2 自分で収集・整備する！
⚫ スマホアプリを活用してデータ収集
⚫ 幾何データ と 属性データ を自分で組み合わせる

4-3 市販のデータを活用する！
⚫ ArcGISデータコレクションシリーズ



4-1 インターネット経由で入手する
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⚫ 電子国土基本図 － 日本全体を網羅する国の基本図

⚫ 電子国土基本図（地図情報）

⚫ 電子国土基本図（オルソ画像）

⚫ 電子国土基本図（地名情報）

電子国土ポータル
平成19年
・地理空間情報活用推進基本法の制定
・測量法の改正

平成20年
・地理空間情報活用推進基本計画が閣議決定

平成21年
・電子国土基本図（地図情報）の整備開始

http://portal.cyberjapan.jp/

http://portal.cyberjapan.jp/
http://portal.cyberjapan.jp/


4-1 インターネット経由で入手する
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⚫ 基盤地図情報 － 電子地図における位置の基準となる情報

⚫ 電子国土基本図（地図情報）＝ 基盤地図情報 ＋ その他の土地状況

https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php

http://fgd.gsi.go.jp/download/
https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php


4-1 インターネット経由で入手する
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⚫ 基盤地図情報 － 電子地図における位置の基準となる情報

⚫ 電子国土基本図（地図情報）＝ 基盤地図情報 ＋ その他の土地状況



4-1 インターネット経由で入手する

137

⚫ 国土数値情報 －国土計画の策定や実施支援のために整備

⚫ 行政区域、交通網、河川網、土地利用、公共施設防災情報など

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/


4-1 インターネット経由で入手する
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⚫ 政府統計の総合窓口（e-Stat）

⚫ 省庁が管理している統計データ

https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?type=1

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do
https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?type=1


4-1 インターネット経由で入手する

139

⚫ 自然環境保全基礎調査

⚫ 環境省が提供する全国的に整備された植生分布データ

http://www.biodic.go.jp/kiso/fnd_f.html

http://www.biodic.go.jp/kiso/fnd_f.html
http://www.biodic.go.jp/kiso/fnd_f.html


4-1 インターネット経由で入手する
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⚫ 防災科学技術研究所 地震ハザードステーション

⚫ http://www.j-shis.bosai.go.jp/map/

⚫ シェープファイル形式/KML形式でダウンロード可能

http://www.j-shis.bosai.go.jp/map/


4-1 インターネット経由で入手する
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⚫ Landsat 画像ダウンロードページ

⚫ https://landsatlook.usgs.gov/viewer.html

⚫ 地球観測衛星Landsatで撮影した世界中の衛星画像を入手可能

⚫ 詳しい活用方法については ESRIジャパンブログの記事 を参照

（ https://blog.esrij.com/2017/04/28/post-24474/ ）

https://landsatlook.usgs.gov/viewer.html
ftp://ftp.glcf.umiacs.umd.edu/glcf/Landsat/


4-2 自分で収集・整備する
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⚫ スマートフォン アプリを活用してデータ収集

⚫ Survey123 for ArcGIS

⚫ Collector for ArcGIS / ArcGIS Dashboards

⚫ 自分でデータを加工する

⚫ アドレスマッチング

⚫ 行政界ポリゴン ＋ 統計データ

⚫ 基準メッシュ ＋ 統計データ

データ収集については
第7章で紹介



4-3 市販のデータを活用する
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⚫ すぐに 使える 詳細で美しい地理空間データ
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背景地図

詳細地図

広域地図

公共地図

住所

住居レベル

住所

街区レベル

住所

統計

統計データ

各製品

基本統計

道路

道路網

地形

地形

ArcGIS スターターパック

ArcGIS データコレクション

4-3 市販のデータを活用する
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特徴

⚫ 鮮度の高い背景地図

⚫ 高品質・高パフォーマンス

地図データベース

⚫ 飲食店・銀行など、民間の

目標物データも多数収録

⚫ 目標物の検索も可能

データソース

⚫ 株式会社ゼンリン地図データ

など
マップドキュメントファイル、

レイヤファイルを追加して

すぐに利用可能

ArcGIS スターターパック

広域地図

4-3 市販のデータを活用する
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ArcGIS スターターパック

公共地図
特徴

⚫ 可能な限り最新の

公共データを加工して

提供する背景地図

⚫ 成果物の外部公開や

印刷物の配布が比較的容易

（要コピーライト）

主な収録データ

⚫ 道路中心線、公共施設、

小学校区、バス停、発電所、

医療機関 など
マップドキュメントファイル、

レイヤファイルを追加して

すぐに利用可能

4-3 市販のデータを活用する
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ArcGIS スターターパック

街区レベル住所

東京都千代田区平河町2丁目7-1

大字・町丁目レベル

街区レベル

市区町村レベル

住居（号）レベル

製品をインストールして

すぐに利用可能

特徴

⚫ アドレスマッチングに必要な

住所データ及びロジックを提供

⚫ ArcGISの標準機能で即利用可能

⚫ 入力したあいまいな住所も

自動的に正規化（異体字の吸収など）

⚫ 不一致住所の再照合機能

4-3 市販のデータを活用する
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ArcGIS スターターパック

基本統計
特徴

⚫ 全国および各都道府県別の

統計データベース

⚫ あらかじめ統計表と町丁・字等
ポリゴンを接合済み

⚫ シンボル、表示縮尺などが

設定済みで即利用可能

収録データ

⚫ 国勢調査：平成27年（町丁・字
等別の基本指標）

⚫ 土地利用、地価、推計昼夜人口

など

レイヤファイルを追加

するだけで利用可能

4-3 市販のデータを活用する



ArcGIS データコレクション

詳細地図

149

⚫ 家屋形状や道路形状まで

表現した詳細な背景地図

⚫ 広域地図に比べ、民間の

目標物データがさらに充実

⚫ 目標物の検索も可能

⚫ グレースケールのマップも
収録

⚫ 全国版に加え、地方別版も
販売

データソース

⚫ 株式会社ゼンリン地図データなど

マップドキュメントファイル、

レイヤファイルを追加して

すぐに利用可能

4-3 市販のデータを活用する



ArcGIS Geo Suite

道路網

150

特徴

⚫ ネットワーク解析を行うための

全国道路網データベース

⚫ 道路・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、所要時間などの

設定済み

⚫ 背景地図も収録

データソース

⚫ 住友電気工業製 拡張版全国

デジタル道路地図データベース

⚫ 平成 27 年 全国道路・街路交通情勢調査

一般交通量調査 集計結果整理表

レイヤファイルを追加

するだけで利用可能

4-3 市販のデータを活用する



ArcGIS Geo Suite

住居レベル住所

151

特徴

⚫ 住居（号）レベルまでのアドレス

マッチングが可能

⚫ 調製済住所データベースおよび

住所解析ルールを提供

→データを準備加工するコストや
時間を大幅に削減

製品をインストールしてすぐに、

ArcGIS 標準ジオコーディング機能で利用可能

データソース

⚫ インクリメントP株式会社 住所データ

東京都千代田区平河町2丁目7-1

大字・町丁目レベル

街区レベル

市区町村レベル

住居（号）レベル

4-3 市販のデータを活用する



ArcGIS Geo Suite

地形
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特徴

⚫ 全国シームレスに接合した

10m および 5m メッシュ

（一部地域のみ）の

数値標高モデル（DEM)

⚫ 陰影起伏

⚫ 10mおよび 5m （一部地

域のみ）間隔の等高線データ

データソース

⚫ 基盤地図情報 数値標高モデル

⚫ 基盤地図情報 精度レベル25000

レイヤファイルを追加

するだけで利用可能

4-3 市販のデータを活用する



ArcGIS Stat Suite

国勢調査 2015 町丁・字等別集計 全指標

153

⚫ 最新の平成27（2015）年国勢調査 町丁・字等別集計

⚫ スターターパックに未収録指標も加え、全522 指標を収録

＜追加指標の例＞

⚫ 未婚者人口

⚫ 外国人人口

⚫ 産業別人口（男女別）

⚫ 職業別人口（男女別）

⚫ 居住期間別人口

⚫ あらかじめ統計表と
町丁・字等ポリゴンを
接合済み

4-3 市販のデータを活用する



ArcGIS Stat Suite

国勢調査 2015 基本単位区別集計

154

⚫ 平成27（2015）年国勢調査の最小集計単位である基本単位
区別集計ポイントデータ

⚫ 住居表示実施地区では、街区単位の人口・世帯数を把握可能

⚫ 人口総数、人口総数（男）、人口総数（女）、世帯総数の
計4指標を収録

4-3 市販のデータを活用する



第5章
主題図とその作成方法を学ぶ



156

1. 意図した地図を作る



1.意図した地図を作る

157

⚫ 作成者の視点（意図）vs 利用者の視点（解釈）

⚫ 地図の美しさ vs 地図の正確さ



1-1 地図を読む

158

⚫ 作り手と読み手のギャップ

主題図

作成者が
地図で表現
したいこと

利用者が
地図から読み
取ったこと

＝、≒、≠

気になる書籍：
男女の脳に違いがあることについて書かれた本。
『話を聞かない男、地図の読めない女』
アラン・ピーズ＆バーバラ・ピーズ(著)、主婦の友社 、2002



1-1 地図を読む cont.

159

⚫ 受け手によって起因する問題
⚫ 思い込み・読み違い

⚫ 認知的不協和

⚫ 自己の持つ認知要素同士に矛盾が生じた場合、
それを解消しようとする心理作用

⚫ 例）ハザードマップを見て、30年間暮らしているマイホームが実は
活断層の真上だったと知ったものの、 30年間何も起こらなかったのだ
から大丈夫と言い聞かせる

⚫ 作り手の成果物（地図）が誘因となっている
⚫ 情報不足により主題がない

⚫ 情報過多により主題がぼやけている

⚫ 表現下手により主題を適切に表現していない



160

2. 主題図の作成方法を学ぶ、試す



2-1 目的に則した主題図作成のための考え方

161

⚫ 主に、主題図は、一般図に利用目的に即して任意の情報
(レイヤ）を重ね合わせて作成される

⚫ 地域の安全・安心マップ、ハザードマップ、観光マップ等
も利用する人を想定し、利用シーンを考慮した目的を
持った主題図である

⚫ 主題図作成の際は、利用する情報資料、データを検討する
とともに、形状、表現等を工夫する

⚫ また、アウトプットは主に紙媒体、デジタル形式の2つの
形式が存在する



インターネット上でレイヤをオン・オフするのは、
その都度利用者が必要な主題図を複数作成している行為と
呼ぶことができる。

162



×
×

×

×

×

× ×× ×
×

×

死者

負傷者

道路被害

液状化被害

避難所

マス
メディア

各関係機関

災害情報
システム

通報

災害発生後に収集した様々な情報を白地図の上にプロットした
地図は、主題図とは呼べない。
ここからは、様々な情報が集中しているエリアで深刻な事態が
起こっていることしか分からない。

163



被害情報を集約した主題図

164



2-2 同じ情報でも表現方法により
別主題図となる

165

⚫ 同じ情報でも表現方法により別主題図となる

⚫ 例えば次項からの３つの主題図は同一の情報（不審者情報）
をもとに作成された主題図だが、目的が異なる

1. 不審者発生場所と不審者による被害の種別

2. 不審者発生場所と通学路

3. 小学校区別の不審者発生数



主題図名：不審者発生場所と不審者による被害の種別
目的：不審者の発生箇所と被害の種別を把握したい

166



主題図名：不審者発生場所と通学路
目的：児童の安全のために通学路周辺での不審者発生状況を

把握したい

167



主題図名：小学校区別の不審者発生数
目的：小学校別に不審者発生数を把握し、地域の防犯対策を

検討したい

168



2-3 みんなで考える主題図の作成方法

169

1. どのような目的で利用するための主題図なのかを明らかに
する。

2. 主題図に必要な情報を検討する。

3. それらの情報をどのような情報（点、線、面）で作成する
のかを検討する。それぞれの情報がレイヤと呼ばれる情報
となる。

4. 作成したレイヤを組み合わせる（重ね合わせる）。その際、
目的に見合う主題図とするための大まかな縮尺を考慮する
ことが必要となる。

5. 最後に、分かりやすい表現（色、凡例、分類するための
閾値、記号、見やすさ等）でデザインする。



2-4 空間的課題解決チャート
Imaginary Mapping Chart (IMC)

170

⚫ 課題解決のために地理空間情報が役に立つと認識し、GIS
の技術習得をする。しかし、技術講習会等で得られた技術
を即座に自分の目的で利用することは難しいのではないだ
ろうか？

⚫ IMCは地理空間情報を利用するための思考過程をトレーニ
ングする、又は複数の参画者の意見を反映し、主題図を
作成する支援ツールとして開発されたチャートである。

⚫ IMCは個人で利用することもできるが、様々な経験や考え
を持つ複数の参画者で議論し、目的に見合った主題図を作
成するための思考、技術の過程（プロセス）に着目した
ツールである。



空間的課題解決チャート
Imaginary Mapping Chart (IMC)

171

ID 目的 背景図 レイヤ１ レイヤ２ テキスト
情報

処理、組
み合わせ
方等

アウトプッ
トイメージ

主題図名

１ 小学校区
単位で不
審者出没
数の傾向
を見て、自
治強化の
方針を立
てる

住宅
地図

不審者
情報

小学校
区

箇所数
を面で
集計

小学校区
別不審者
出没状況
図

思考の流れ

点
線
面



IMCの進め方
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1. 白紙の模造紙にIMCの様式を書き込む。

2. 主題図を作成する目的を記述する。

3. 背景図（一般図）の種別を記述する（住宅地図、地形図等）

4. 主題図作成のために必要な情報（レイヤ）を議論し、レイヤ
名を記述し、シール等で形状（点、線、面）が分かるように
する。

5. 地図と同時に表現する情報を記述する。例えば、表、グラフ
等になる。

6. レイヤ作成のための処理、組み合わせ方等を記述する。

7. 最後に、主題図名を決める。



ID 目的 背景図 レイ
ヤ１

レイヤ
２

レイヤ
３

レイヤ４ レイヤ５ テキスト 処理、組
み合わせ
方等

アウト
プットイ
メージ

主題図名

１ 風水害発
生の際、適
切な避難を
促進するた
め

住宅地
図

浸水
予測

過去の
履歴

地形 指定避
難所

場合別の
個人の避
難場所
（手書き）
避難所、
高台、屋
内等

重ね合わ
せ

参加型個
人用ハザー
ドマップ（風
水害編）

２ 地震発生
の際、適切
な避難を促
進するため

住宅地
図

震度
別被
害想
定

避難所
（広域、
一時、
収容）

近傍の
一時避
難ス
ペース
（手書
き）

重ね合わ
せ

参加型個
人用ハザー
ドマップ（地
震編）

３ 津波発生
の際、適切
な避難を促
進するため

地形図 津波
予測

過去の
履歴

避難ビ
ル

避難場
所

避難経路
（最も標
高の高い
場所を考
慮）

重ね合わ
せ

参加型個
人用ハザー
ドマップ（津
波編）

４ 防災用水
利の適切な
配置計画
のため

住宅地
図

防火
水槽
位置

消火可
能エリ
ア

木造密
集エリ
ア

避難所
（広域、
一時、
収容）

自然水利 バッファ、
グリッド

消防水利
マップ

５ 上水道の
完全復旧
状況を把握
するため

地形図 行政
界

上水道
影響圏
別復旧
状況

避難所 復旧率
（箇所数）

通水復旧
図

点、線、面
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IMCを利用した主題図作成プロセス

174



2-5 参画型ワークショップの意義

175

⚫ IMCは複数の参画者で利用することを想定したツールである。

⚫ 「広辞苑」によるとワークショップとは「仕事場」、「作業場」
または「所定の課題についての事前研究の結果を持ち寄って、討
議を重ねる研修会」とされている。

⚫ 講義など一方的な知識伝達のスタイルではなく、参画者が自ら参
加・体験して共同で何かを学びあったり創り出したりする学びと
創造のスタイルである。

⚫ 主題図作成にあたっても同様に、様々な経験や考えを持つ複数の
参加者と意見を共有することで、自分では考えなかった情報や
表現が発見できる。



ワークショップをおこなう価値

176

⚫ 進行に積極的に参加することによって、参加者の主体性が向上
する。

⚫ 経験することにより体験が自分自身のものとなり、対象に対す
る「わがこと意識」が醸成される。

⚫ 人々が共同作業を通して「相互作用」を起すことによって、集
団の創造性が高まる。

⚫ 自ずと合理的な解決に至る。

⚫ 組織の所属を越えて行う場合、コミュニケーションの場となる。
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3. IMCと主題図



ID 目的 背景図 レイヤ
１

レイヤ
２

レイヤ
３

レイヤ４ テキ
スト

処理、組み
合わせ方等

アウト
プットイ
メージ

主題図名

1

柏市の保育園
の入園希望者
数と０歳児の
人口数を調べ、
新たに保育園
設置を検討す
る

地形図
（Onlin
e)

行政界
(面)

保育園
(点)

駅(線) 鉄道(線)
密度分析
重ね合わせ

柏市の公
私立保育
園入園希
望者の分
布(１歳児
２０１４
年４月)

2

高齢者が病院
までバスで行
ける範囲を調
べ、新たにバ
ス路線を検討
する

行政界
医療機関
(点)

バス
ルート
(線)

停留所
(点)

国勢調査
町丁・字
当別集計
(面)

割合
重ね合わせ

バス通院が
可能な範囲
(長野県)

3
立地条件の良
い賃貸物件を
探す

道路地
図

賃貸物件
(点）

駅(点)
コンビニ
(点)

バッファ
空間検索

賃貸物件の
立地分析図

4

町丁目単位で
災害時の一時
的な避難可能
性を評価する

地形図
地域防災
拠点(点)

公園(点)道路(線)
町丁目界
(面)

ネットワー
ク解析
空間検索

町丁目別の
一時避難困
難区域率図
(町丁目別の
一時避難危
険度図）

点、線、面IMCチャート（１）
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ID 目的 背景図 レイヤ
１

レイヤ
２

レイヤ
３

レイヤ
４

テキスト 処理、組み
合わせ方等

アウト
プットイ
メージ

主題図名

5
なぜ日本で
地震が多い
のか調べる

衛星画像
（Online)

プレー
ト(線)

震源
(点)

あり
数値分類
重ね合わせ

なぜ日本で
は地震が多
い？

6

日本国内の
どこで高齢
化が進んで
いるか調べ
る

行政界
高齢者
人口
（面）

高齢者
割合
（面）

あり

カルトグラ
ム
数値分類
2時点の
データの比
較

日本全体で
進む高齢化

7
高潮危険地
域を調べた
い

ナショナル
ジオグラ
フィック
(Online)

港湾形
状分類
図(線)

あり 重ね合わせ

高潮危険
度を把握
するため
の海湾形
状マップ

8
耕作放棄地
の発生率を
知りたい

データコレ
クション

耕作放
棄地の
発生確
率(面)

あり 重ね合わせ

千葉県房総
半島丘陵部
における耕
作放棄地発
生確率マッ
プ

点、線、面IMCチャート（２）
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ID 目的 背景図 レイヤ
１

レイヤ２ レイヤ３ レイヤ４ テキスト 処理、組み
合わせ方等

アウトプッ
トイメージ

主題図名

9
高齢者支
援

市区町
村デー
タ

高齢者
位置
(点)

店舗位
置情報
(点)

バス路
線情報
(線)

地区割
り情報
(面)

重ね合わ
せ

輪島市高齢
者買い物困
難地域概略
図

10

上水道の
完全復旧
状況を把
握するた
め

地形図
行政界
(面)

上水道
影響圏
別復旧
状況
(面)

避難所
(点)

復旧率
(箇所数)

重ね合わ
せ

通水復旧図

11
新鮮な野
菜が食べ
たい

データ
コレク
ション

ミッド
タウン
(点)

直売所
(点)

到達
圏
(面)

ネット
ワーク解
析、重ね
合わせ

すぐに行け
る!新鮮お
得な直売所

12

東京マラ
ソンを
走ってど
こで撮影
したのか、
思い出と
して記録
したい

衛星画
像
（Onli
ne)

マラソ
ンルー
ト(線)

撮影場
所(点)

重ね合わ
せ

東京マラソ
ン思い出
マップ

点、線、面IMCチャート（3）

180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192 画面をクリックするとリンク先に移動

http://arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=9e6e5
443b55d4daaabd7c847486ec6e2

http://arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=9e6e5443b55d4daaabd7c847486ec6e2
http://arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=9e6e5443b55d4daaabd7c847486ec6e2


193

4. 身近なテーマで考えてみよう
「引っ越し先を決めたい」



そろそろ引っ越し？

194

⚫ 今の家に少し不満

⚫ 住んでみたら環境が良くなかった

⚫ 大学生活・一人暮らしに慣れてみると何だか不便

⚫ 更新料を払うくらいなら・・・

⚫ 高いところで2か月分

⚫ 友達に手伝ってもらったり、
レンタカーで済ませば引っ越しも安上がり

⚫ 自宅を出たい

⚫ 授業、バイト、サークルで忙しく、帰るのがしんどい

⇒ 地図を使って引っ越し先を考えてみよう



どんな場所に住みたいか

195

大学

バイト先遊び場



Aさんの場合

196

⚫ 希望

⚫ 勉強だけがしたい

⚫ 仕送りしてもらえるのでバイトは必要ない

⚫ 起きてすぐに大学、勉強も大学で

⚫ 住みたい場所

⚫ 大学のすぐそば
大学

バイト先遊び場



徒歩
15分の

範囲

大学から近いエリア

197

0.5km

1.0km

1.5km



Bさんの場合

198

⚫ 希望

⚫ 大学生活・学生時代を楽しみたい

⚫ 遊ぶお金はバイトで稼ぎたい

⚫ 住みたい場所

⚫ 大学よりも、
遊び場・バイト先寄り

大学

バイト先遊び場



バイト先の分布（居酒屋、コンビニなど）

199 iタウンページより作成



遊び場①カラオケ店の分布

200 iタウンページより作成



遊び場②居酒屋の分布

201 iタウンページより作成



バイトと遊びに便利なエリア

202



Cさんの場合

203

⚫ 希望

⚫ 節約したい

⚫ 自炊するので普段の買い物は重要

⚫ そんなに遊ばない

⚫ 住みたい場所

⚫ 学校にそれなりに近く
スーパーなども近い場所

スーパー大学

バイト先遊び場

大学



スーパーの分布

204 iタウンページより作成



Dさんの場合

205

⚫ 希望

⚫ 就活に便利な場所がいい

⚫ 単位は取ったので大学にはそんなに行かない

⚫ 住みたい場所

⚫ 便利な駅の近く
大学

バイト先遊び場 駅



駅近く

206

急行
準急

準急都
心

都心



タイプ別おすすめのエリア

207

A

B

C

CD

勉強したいAさん

遊びたいBさん

節約したいCさん

就活したいDさん



実際はどこに住んでいる？

208

やっぱり近く
に住みたい？

他の条件がある？

A

B

C

CD



第6章
ArcGIS Onlineの使い方
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ArcGIS Pro で作成し
たけど、相手は

ArcGIS持ってない…

研究室同士で情報を
共有したい

せっかく作ったマップ
をもっと見せたい
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せっかく作ったマップ
をもっと見せたい

研究室どうして情報を
共有したい

ArcGIS Onlineには

・ArcMap上でデータ共有
・公開したサービスの共有
・シェープファイルなどのGISデータ
の共有
・住所データをポイントに変換
・到達圏の検索
・Excelでの利用
などさまざまな利用方法があります！



目次

212

1. ArcGIS Pro 上でデータを共有

2. 公開したサービスをブラウザで見たい

3. シェープファイルをWebマップに追加

4. 住所データをポイントに変換

5. ルート検索

6. 到達圏の作成

7. Excel上でマップを作成
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1. ArcGIS Pro 上でデータを共有



ArcGIS Pro 上のデータを Web に公開

214

ArcGIS Online

ArcGIS Pro で作成したデータをWeb上で閲覧!！
GISデータをWeb上で共有が可能になります。



Web レイヤーの公開

215

1. 既存の.aprxファイルを開きます。
2. 画面右上の [サインインしていません] をクリックします。



216

3. [ArcGIS ログイン] ダイアログで、ご登録された ArcGIS Online の
ユーザ名とパスワードを入力し、[サイン イン] をクリックします。

マップに追加されているすべてのレイヤがサービスとして公開されます。
サービスとして公開しないレイヤは、次の「サービスの公開」の手順に進む前に削除
してください。ベースマップが追加されている場合も削除してください。

ポイント

アカウント取得および登録に
関しては、補足資料1を参照
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4. [共有] タブ → [Web レイヤー] をクリックします。

5. [Web レイヤーとして共有] ダイアログで [名前] 、[概要] 、[タグ] を入力し、
[共有] をクリックします。

ポイント

エラーがある場合はエラーを修正後、
再度共有をクリックしましょう。
警告のみの場合は、共有可能です。



218

5. [Web レイヤーが正常に共有されました] というメッセージが
表示されたら、共有に成功しています。



まとめ

219

ArcGIS Pro では、手持ちのデータを ArcGIS Online のホストする
Web マップやフィーチャーサービスとして公開し、インターネットを通じ
て他のユーザと共有することができます。

共有されたデータから ArcGIS.com サイトで
Web マップを作成すると、Internet Explorer やGoogle Chrome など
の Web ブラウザで閲覧できます。



220

2. 公開したサービスをブラウザで見たい



公開したサービスをブラウザで見る
Webマップに保存する

221

公開されたサービスはすべて ArcGIS Online サイト
（www.arcgis.com/home）で閲覧することができます。



222

1. [Web レイヤーが正常に共有されました] というメッセージが
表示されたら、 [Web レイヤーの管理] をクリックします。

2. インターネットブラウザが起動し、[ArcGIS ログイン] ダイアログが立ち上がる
ので、先ほどArcGIS Pro で入力したのと同様の [ユーザー名] 、[パスワード] 
を入力します。

ポイント

ArcGIS Pro を閉じてしまっていた場合にデータを表示す
る手順は後述します。



223

3. ログインすると共有したWeb マップの情報画面が表示
されます。

4. アイテムに関する [説明] や [著作権] 、[共有先] など様々な設定が可能です。



224

5. [Map Viewer で開く] をクリックします。

6. マップが開いたら、必要に応じて [ベースマップ] をクリックし、任意の
ベースマップを選択します（例：道路地図）。



225

7. 左側の [コンテンツ ウィンドウ] で、[コンテンツ] を
クリックします。

8. レイヤーの右側の をクリックするとメニューが表示され、
[シンボル変更] 、[テーブルの表示] 、[解析の実行] などの機能にアクセスで
きます。

※[解析の実行] にはクレジットが必要です。
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9. シンボルを変更した状態や他のサービスを追加した状態を「Web マップ」とし
て保存できます。Web マップとして保存すると、スマートフォンのアプリからも
閲覧可能になります。

Webマップとして保存するには、[保存] → [名前を付けて保存] をクリックします。

10. [タイトル]、[タグ]、[サマリ] の入力を行い、[マップの保存] をクリッ
クします。[タグ] には検索しやすいキーワードを入力します。

ポイント

タイトルや、タグ、サマリを入力しないとマップの保存ができません。
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11. 次に、保存したWebマップを他の人が表示できるように共有設定を行います。
[共有] をクリックします。

12. 共有したいグループのチェック ボックスをオンにし、[閉じる]をクリック
します。

すべての人に公開
(パブリック)を選択
すると誰でも閲覧で
きます。
グループを設定する
と、そのグループ内
にてマップを共有
します。
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13. ページ左上の [ホーム] → [マイ コンテンツ] をクリックすると、前の
ステップで保存した Webマップが保存されていることを確認できます。

先ほどアップした
コンテンツが表示されます。



まとめ
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ArcGIS Online サイトで、共有されたフィーチャ サービスを
検索・閲覧することができます。
フィーチャ サービスを Web マップに追加し、シンボルを変更したり、
属性テーブルを表示したり、解析を行うこともできます。

フィーチャ サービスを追加した Web マップに名前を付けて保存する
と、スマートフォンのアプリからも閲覧することができます。



230

補足:ArcGIS Pro を閉じていた場合の手順



231

1. インターネット ブラウザで ArcGIS Online サイト
（ http://www.arcgis.com/home/index.html ）にアクセスします。

アカウント取得および登録に
関しては、補足資料1を参照

2. [サインイン] をクリックし、ArcGIS Online へサインインします。

http://www.arcgis.com/home/index.html


232

3. [コンテンツ] をクリックします。

4. コンテンツの一覧から共有したFeature Layer の名前をクリックします。
見つからない場合には マークからタイトルを入力し検索します。

5. 以降の手順は223 スライド～を参考にしてください。
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3. シェープファイルをWebマップに追加



234

シェープファイルやGoogle Earthで利用できるKMLファイルを
研究室から受け取ったが、シェープファイルを表示できるソフトウェアを
インストールしていません。
このようなときは、ArcGIS Online の ArcGIS.com マップ ビューアを利用
すると便利です。

シェープファイル

ArcGIS.comマップビューアにシェープ
ファイルを追加してマップを作成



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

235

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。

※「dosya_keisya_20130826.zip」は、むろらんオープン データ ライブ
ラリの土砂災害特別警戒区域(急傾斜地) データです。
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org2260/odlib.php

http://www.city.muroran.lg.jp/main/org2260/odlib.php


ArcGIS.com マップ ビューアの利用

236

1. インターネット ブラウザで ArcGIS Online サイト
（www.arcgis.com/home）にアクセスします。

2. サイン イン* します。

アカウント取得および登録に
関しては、補足資料1を参照
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3. ページ上部の [マップ] をクリックし、ArcGIS.com マップ ビューア
を開きます。

ｃ

4. 新規マップを開くには、ArcGIS.com マップ ビューア右上の [新規マップ] 
をクリックします。

5. [追加] → [ファイルからレイヤを追加] をクリックします。
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6. [ファイルを選択] をクリックして、作成したフォルダ内の zip ファイル
を選択します。

追加できるシェープファイルのフィーチャ数は、最大 1000 フィーチャです。1000 
より多いフィーチャ数のシェープファイルを Web マップに追加するには、
フィーチャ サービスとして公開します。公開方法は、
下記のヘルプをご覧ください。

シェープファイルまたは CSV ファイルを使用したホスト フィーチャ サービスの
公開
http://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/share-maps/publish-features.htm

ポイント

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#/na/010q0000006m000000/
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7. [レイヤのインポート] をクリックします。

8. マップにシェープファイルが追加されました。 [保存] をクリックして
マップを保存します。



まとめ

240

ArcGIS Online の ArcGIS.com マップ ビューアを利
用すると、シェープファイルを簡単に Web マップに追
加することができます。シェープファイルのフィーチャ
数が 1000 以上の場合は、フィーチャ サービスとして
公開する必要があります。
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4. 住所データをポイント
に変換
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ArcGIS Pro を使って、住所情報が入力された Excel シートから
ポイント データを作成したいと考えています。
住所情報のテーブル（表）データをフィーチャに変換するには
ジオコーディングの操作を行いますが、ジオコーディングで住所の位置を特定する
ための住所ロケータを用意しなければなりません。
このようなときは、ArcGIS Online のジオコーディング サービスを利用すると
便利です。

住所情報のExcelシートをArcGIS Pro に追加

ArcGIS Online を利用して住所ポイントに変換



ジオコーディング
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1. [カタログ] ウィンドウで、データが格納されているフォルダに移動して、
「大学住所.xlsx」の をクリックして展開します。「Sheet1」をクリック
して、マップ上にドラッグすると、ArcGIS Pro に追加されます。

ポイント

住所を記載したExcel ファイルを自身で作成する場合には、住所の列にタイトル行を設ける
必要があります。また、住所は都道府県から記載するようにしましょう。

北海道北見市公園町165…〇 北見市公園町165…×
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2. [サインイン] していない場合は、右上の [サインイン
していません] をクリックします。

3. ArcGIS サイン イン] ダイアログで、ご登録された ArcGIS Online 
のユーザ名とパスワードを入力し、[サイン イン] をクリックします。

アカウント取得および登録に
関しては、補足資料1を参照
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4. [解析] タブ → [ツール] をクリックし、[ジオプロセシング]
ウインドウを開きます。

5. [検索] バーでジオコーディングと検索します。
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6. 検索結果から [住所のジオコーディング] を選択します。
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7. [住所のジオコーディング] ツールの設定を以下のように行い、
[実行] をクリックします。

ポイント

ArcGIS World Geocoding Serviceは、世界中の住所または
場所の検索、住所テーブルのジオコーディングができます。

入力テーブル : Sheet1$
入力住所ロケーター : ArcGIS World 

Geocoding Service
住所または場所 : 住所の格納されたフィールド
出力フィーチャクラス : 任意
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8. 住所のジオコーディングが開始されます。ジオコーディングが完了したら、
[閉じる] をクリックします。「複数の候補あり」と「不一致」がある場合には、
住所を修正します。
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9. マップに住所から作成されたポイント フィーチャが追加されます。



まとめ

250

ArcMapでは、ArcGIS Online で提供されている住所ロケータを
利用してジオコーディングを行い、住所情報のデータからポイント
フィーチャを作成することができます。



参考情報１：不一致の住所を再照合する
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ジオコーディングした結果、住所が不一致となりポイントが作成されない場合は、
下記の手順で「再照合」を行います。

1. [コンテンツ] ウインドウでジオコーディングで生成されたフィーチャを右クリッ
クし、[データ] → [住所の再照合] をクリックします。

①住所の文字を変更して再照合する方法(スライド252へ）
②マップ上でポイントの場所を指定する方法(スライド254へ）



①住所の文字を変更して再照合する方法
住所の漢字などが間違っている場合は、住所の文字を変更します。
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2. [住所の再照合] ウインドウで [住所または場所] の内容を修正し、適用
をクリックします。
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3. 表示された候補が正しければ、 [一致] をクリックします。



②マップ上でポイントの場所を指定する方法

住所の場所がわかる場合は、マップ上でその場所を指定します。
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2. [住所の再照合] ウインドウで [マップから選択] をクリックします。
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3. 地図上で正しい位置をクリックし、 [一致] をクリックします。
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5. ルート検索



257

ArcGIS Pro を使って、ある地点から目的地まで最短時間で到着
できる走行ルートを検索し、検索結果のルートをフィーチャに変換
したいと考えています。
ルート検索を行うには、交差点や一方通行の道路、ターン規制などの情報を持っ
たネットワーク データセットが必要です。しかし、そのネットワーク データ
セットを持っていません。

このようなときは、ArcGIS Online のルート サービスを利用すると便利です。

ArcGIS Online を利用してルートを検索
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1. [サインイン] していない場合は、右上の [サインイン
していません] をクリックします。

2. ArcGIS サイン イン] ダイアログで、ご登録された ArcGIS Online 
のユーザ名とパスワードを入力し、[サイン イン] をクリックします。

アカウント取得および登録に
関しては、補足資料1を参照
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4. ルートの解析に用いるポイントフィーチャを作成するため、
フィーチャクラスを作成します。
[カタログ] ウインドウ → [データベース] → [ネットワーク解析.gdb] を
右クリック、[新規] → [フィーチャクラス] を選択します。

ポイント

ネットワーク解析.gdb は作成したプロジェクト名のタイトルになるため、作成時の名前が
異なる場合は別の名前となります。



260

5. [フィーチャクラス] の作成ウインドウで以下のように設定を行い、
[完了] をクリックします。
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6. [カタログ] ウインドウ → [データベース] → [ネットワーク解析.gdb]
の をクリックし、[解析ポイント] をドラッグアンドドロップでマップ
に追加します。
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7. [編集] タブ→ [フィーチャ] グループ → [作成] をクリックし、
[フィーチャの作成] ウインドウを起動します。

8. [解析ポイント] を選択し、ルート解析を行いたいポイントを2か所
クリックします。3か所クリックし、[完了] をクリックします。
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9. [編集] タブ→ [保存] をクリックし編集を保存します。

10. [編集の保存] ダイアログで [はい] をクリックし、保存を完了します。

ポイント

後続のツールをデフォルト値で実行する場合、ポイントを追加した順番に移動するルートが
探索されます。
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11. [解析] タブ → [オンラインツール] → [ルートの検索]を
クリックします。
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12. [Stops] に [解析ポイント] をセットし、実行をクリックします。



266

ポイント

ツールの実行結果に警告が出力される場合があります。
ポイント間にルートが表示されていれば、特に気にしないで大丈夫です。

13. ルートが生成されました。
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まとめ

ArcGIS Pro では、ArcGIS Online で提供されているルート サービスを
用いてルート検索を行うことができます。
最短時間のルートだけでなく最短距離のルートも検索できるほか、
中継地点として複数の地点を追加して検索を行うことも可能です。
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6. 到達圏の作成



269

ArcGIS Pro  を使って、ある地点から 3 分以内、５ 分以内に自動車で移動できる
エリアを示す「到達圏」を作成したいと考えています。到達圏を作成するには、
Network Analyst エクステンション製品と道路ネットワーク データセットが必要
です。しかし、Network Analyst もネットワーク データセットも持っていません。
このようなときは、ArcGIS Online のルート サービスを利用すると便利です。

ArcGIS Online を利用して到達圏を作成
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1. [サインイン] していない場合は、右上の [サインイン
していません] をクリックします。

2. ArcGIS サイン イン] ダイアログで、ご登録された ArcGIS Online 
のユーザ名とパスワードを入力し、[サイン イン] をクリックします。

アカウント取得および登録に
関しては、補足資料1を参照
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3. [解析] タブ → [オンラインツール] → [到達圏の生成]を
クリックします。
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3. [Facilities] の をクリックし、マップ上の任意の場所を
クリックします。

[Facilities] の をクリックすると、既存のポイント レイヤを指定できます。

ポイント
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4. ポイントが追加されたら、[完了] をクリックします。

5. [Break Values] に、[3 5] と入力します。3 と ５ の間はスペースを空けます。
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6. [Break Units] に「Minutes」が指定されていることを
確認します。

「Minutes」や「Hours」といったBreak Units の時間の単位は、車での移
動時間になります。徒歩での到達圏を求めたい場合は、「Kilometers」や
「Meters」などの距離の単位を選ぶことをお勧めします。

ポイント
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8. [実行] をクリックします。

9. 到達圏のポリゴンがマップに追加されます。

個別値のシンボル設定を行うことで、到達時間ごとに色分けができます。

ポイント



まとめ
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ArcGIS Pro では、ArcGIS Online で提供されているサービスを用
いて到達圏の作成を行うことができます。
到達圏の作成以外にも、最寄り施設の検索（ClosestFacilities）
サービス、ロケーション-アロケーション（LocationAlocation）
サービス、配車ルート（VehicleRoutingProblem）サービスを利用
できます。
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7. Excel上でマップを作成



278

都道府県別の外国人観光客動向に関する Excel データを持っています。この
表データからわかりやすいマップを作成したいと考えています。マップを作成
するのには、ArcGIS Pro が必要ですが、現在のマシンにはインストールさ
れていません。
このようなときは、ArcGIS Maps for Office を利用すると便利です。

ArcGIS Maps for Office を利用してマップを作成



ArcGIS Maps for Office の利用

279

1. フォルダ内の住所データもしくは緯度経度の情報が入ったExcelを開きます。
2. [ArcGIS Maps] タブをクリックします。

3. [サイン イン] ボタンをクリックします。

アカウント取得および登録に
関しては、補足資料1を参照
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4. [ArcGIS サイン イン] ダイアログで、ご登録された ArcGIS Online のユーザ
名とパスワードを入力し、[サイン イン] をクリックします。

5. [マップの追加] ボタンをクリックします。

サインイン画面がうまく表示されない場合は、Excel ファイルを開きなおす、
パソコンを再起動するといった作業をお試しください。

ポイント
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6. [Excel データの追加] ボタンをクリックします。
必要に応じて、[高度なデータ形式] をクリックし、
データセット形式を選択し、[データの追加] をクリックします。

[位置情報の種類] のドロップダウンリストから適切なものを選択する必要が
あります。

[住所] を選択して、住所情報からジオコーディングを行うこともできます。
ジオコーディングを行うにはクレジットが必要です。
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7. マップに都道府県ポリゴンが追加されます。

ポイント

作成したマップは、サイン インをしている間は動的マップとして利用で
きます。オフライン時やサイン インをしていない時は、静的な画像とし
て表示されます。



まとめ
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Esri Maps for Office では Excel のデータを使い、Excel 上でマップ
を作成できます。
Esri Maps for Office では、PowerPoint にマップを追加したり、
Web 上で作成したマップを共有することもできます。



第7章
フィールドワークをしよう！



目次
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1. フィールドワークを効率化するために
2. フィールドワークでも使えるの?
3. 実際にやってみよう
4. 結果の確認
5. フィールドワークの実施でArcGIS Dashboard 

による可視化
6. フィールドワークへ行こう!
7．ArcGIS Dashboardを使おう
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1.フィールドワークを効率化するために



1.フィールドワークを効率化するために

287

紙地図を片手に調査内容を記入、
学内に戻ってPCにGISデータと
して再入力。

スマートフォン・タブレットを
使って、現地で情報入力し自動
更新が可能！

2度入力は不要です。 入力情報はGISデータに
自動更新されます。
またグループ内で情報を
共有することが出来ます。

共有

マップ
&

データ
アプリ

ケーション
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2.フィールドワークでも使えるの？



フィールドワークでも使えるの？

289

調査員

Survey123 for ArcGIS

現地調査で使う端末は、日頃使っているスマートフォンや
iOS , Android などのタブレットだけ！
簡単にフィールドワーク・データ収集ができます。

データ収集 ArcGIS
Online

共有



Survey123 for ArcGIS とは？
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1. 調査票の作成

2. 調査票の入力

3. 調査結果の集計

ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise ポータルに無料で付属する現地調査アプリです。
データ入力はチェックシートなどの帳票形式で行えるため、GIS の経験がない方でも直感的に操作できます。
下記の 1 2 3 の 3 つのステップで簡単に帳票作成、入力、集計を行えます。

Survey123 Web サイト上のアプリ（Web デザイナー）、または Excel を利用するデスク
トップ アプリ（Survey123 Connect）で調査票を作成します。

iOS、Android、Windows 用の Survey123 フィールド アプリで入力を行います。
アプリはオフラインでも利用可能です。アプリをインストールせずに、Web ブラウ
ザーから入力もできますが、オフラインでは利用できません。

入力されたデータは、Survey123 Web サイト上で自動集計されます。
結果がすぐにグラフなどで確認できるため、迅速な意思決定を行う際
に役立ちます。
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3. 実際にやってみよう



3-1 今回のフィールドワークのお題

292

〒 郵便ポスト調査

郵便を出したくても近くのポストが
どこにあるか分からない、立地の規則性はあるのか？
という疑問から調査します。

その他にも、植生調査、観光名所調査、家屋調査
など様々なフィールドワークに活用できます。



3.調査票のダウンロード

3-2 流れ

293

1. 調査票の作成・公開

2.モバイルアプリの取得

4.フィールドワークへ出発！
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1.「https://survey123.arcgis.com/」にアクセスし、
[サインイン] をクリックします。

1. 調査票の作成・公開

2. ArcGIS サイン イン] ダイアログで、ご登録された ArcGIS Online 
のユーザ名とパスワードを入力し、[サイン イン] をクリックします。

https://survey123.arcgis.com/
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3. [+新しい調査の作成] をクリックします。

1. 調査票の作成・公開

4. [Web デザイナーの使用] → [基本操作] をクリックします。
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5. [新しい調査の作成] ダイアログで以下のように入力し、作成を
クリックします。

1. 調査票の作成・公開
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6. 設計画面で [日付] をクリックします。

1. 調査票の作成・公開
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7. [ラベル] および [デフォルト値] を以下のように設定します。

1. 調査票の作成・公開

8. [追加] をクリックします。
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9. 設計画面で [単一行テキスト] をクリックします。

1. 調査票の作成・公開
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10. [ラベル] を以下のように設定します。

1. 調査票の作成・公開

11. [追加] をクリックします。
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12. 設計画面で [単一の選択肢] をクリックします。

1. 調査票の作成・公開
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13. [ラベル] 、[選択] を以下のように設定し、[選択3] の を
クリックし、[選択3] を削除します。

1. 調査票の作成・公開

14. [追加] をクリックします。
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15. 設計画面で [マップ] をクリックします。

1. 調査票の作成・公開



304

16.[ラベル] 、[描画ツール] を以下のように設定し、[マップと範囲] の
背景地図を [地形図] に設定し、[この質問を開くときにデバイスの位置
を確認] のチェックをオンにします。

1. 調査票の作成・公開



305

1. 調査票の作成・公開

17. [追加] をクリックします。

18. 設計画面で [イメージ] をクリックします。
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19. [ラベル] を以下のように設定します。

1. 調査票の作成・公開

20. [追加] をクリックします。
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21. 設計画面で [保存] をクリックします。

1. 調査票の作成・公開

他にも追加したいパーツがあれば、適宜追加し、[保存] をクリックしてください。

ポイント
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22. [公開] をクリックします。

1. 調査票の作成・公開

23. [調査の公開] 画面で再度 [公開] をクリックします。

[スキーマの変更] で調査項目のフィールド名等を設定すると、収集した調査結果の
判読が容易になります。

ポイント



Survey123 フィールド アプリ

309

⚫ オンライン・オフラインで動作

⚫ Connect で作成した調査票の入力に必要

⚫ 動作環境

⚫ スマートフォンやタブレット

⚫ デスクトップ

⚫ システム要件

入力用のフィールド アプリ

2.モバイルアプリの取得

ストアで [Survey123] と検索してください。

ポイント

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/reference/systemrequirements.htm
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0. ここから、スマートフォンを用います。

3.調査票のダウンロード

1. [Survey123] をタップします。
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3.調査票のダウンロード

2. をタップします。
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3.調査票のダウンロード

3. [サインイン] をタップします。
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3.調査票のダウンロード

4. ArcGIS サイン イン] ダイアログで、ご登録された ArcGIS Online 
のユーザ名とパスワードを入力し、[サイン イン] をクリックします。
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3.調査票のダウンロード

5. 右上の [アカウント名] の一部が表示された部分をタップします。
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3.調査票のダウンロード

6. [調査のダウンロード]をタップします。
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3.調査票のダウンロード

7. 検索欄で [郵便ポスト] と入力し、検索を行い、 をタップします。
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3.調査票のダウンロード

8. をタップし、端末の調査一覧を表示します。
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4.フィールドワークへ出発！

1. [郵便ポスト調査] をタップします。
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4.フィールドワークへ出発！

2. [収集] をタップします。
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4.フィールドワークへ出発！

3. データ収集画面で入力を行います。入力後、チェックマークをタップ
します。

写真やファイル、位置情報へのアクセス許可を求められた場合は、許可をタップし
てください。

ポイント
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4.フィールドワークへ出発！

4. [今すぐ送信] をタップします

後程データの集計や可視化を行うため、いくつかの郵便ポストを調査しましょう。
近所にない場合には、ダミーデータを入力してください。

ポイント
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4. 結果の確認
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1.「https://survey123.arcgis.com/」にアクセスし、
[サインイン] をクリックします。

2. ArcGIS サイン イン] ダイアログで、ご登録された ArcGIS Online 
のユーザ名とパスワードを入力し、[サイン イン] をクリックします。

0. ここから、PCを用います。

https://survey123.arcgis.com/
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4. 郵便ポスト調査の [解析] をクリックします。

3. [検索] に郵便ポスト調査と入力し、検索します。
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5. 解析画面では収集されたデータについて、グラフ等で
確認できます。

6. [データ] をクリックします。



326

7. データ画面では収集されたデータについて、マップを含めて
確認することができます。

データ画面では、データのエクスポートやマップビューアーによる表示も可能で
す。背景地図を変更すること等も可能です。

ポイント
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5. フィールドワークの実施と
ArcGIS Dashboards による可視化



5-1 今回のフィールドワークのお題

328

身の回りであまり見かけなく
なったもの

電話ボックスや駄菓子屋さん、
昔はよく見た食べ物や文房具、どんなものでも
構いません。

街中で見かけたものや自宅にあったものについて、
Survey123 for ArcGIS で調査しましょう！



5-2 フィールドワーク目的と結果の活用
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⚫ フィールドワークの目的は何のため？

⚫ フィールドワークの結果はどうみえる？



5-2 フィールドワーク目的と結果の活用
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⚫ フィールドワークの目的は何のため？

→現場に赴き物事、出来事などを観測するため

⚫ フィールドワークの結果はどんなもの？

単なるポイントではなく、よりわかりやすい表現・可視化へ！
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ArcGIS Online で作成した Web マップの状況をモニタリングするアプリケーションです。本製品は、

デスクトップ/タブレット及び Web ブラウザーで、リアルタイムに情報を監視・追跡することができます。

5-3 ArcGIS Dashboards とは



データ収集用のアプリ（Survey123 for ArcGIS, Collector for ArcGIS）と組み合わせて利用することで、
現地で収集した情報を即座に把握・活用することができます。

332

ArcGIS Dashboards

現地での
データ収集

リアルタイムで
モニタリング

Collector

Survey123

5-4 現地調査アプリケーションとの組合せ
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6. フィールドワークへ行こう！



6. 調査票へのリンク
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https://arcg.is/11qeLf

https://arcg.is/11qeLf
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⚫ 外出時や自宅の掃除の際など、珍しいものを見つけたら、

気軽に入力しましょう

⚫ 周囲の迷惑にならないよう気を付けましょう

⚫ 珍しいか迷ったらとりあえず入力してOK！

6. フィールドワークへ出発
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7. ArcGIS Dashboards を使おう



337

1.「https://survey123.arcgis.com/」にアクセスし、
[サインイン] をクリックします。

2. ArcGIS サイン イン] ダイアログで、ご登録された ArcGIS Online 
のユーザ名とパスワードを入力し、[サイン イン] をクリックします。

0. ここから、PCを用います。

https://survey123.arcgis.com/
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4. 珍しいものフィールドワークの [データ] をクリックします。

3. [検索] に珍しいものフィールドワークと入力し、検索します。



339

6. [保存] → [名前を付けて保存] をクリックします。

5. [マップビューアーで開く] をクリックします。
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7. 以下のように入力し、[マップの保存] をクリックします。

8. インターネット ブラウザで ArcGIS Online サイト
（www.arcgis.com/home）にアクセスします。

9. サインインします。

http://www.arcgis.com/home
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10. をクリックし、[フィールドワーク] と入力します。

11. 検索結果から [珍しいもののフィールドワーク] のWebマップを
開きます。

12. [Web アプリの作成] → [Dashboards] をクリックします。
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13. [Web アプリの作成] ダイアログを以下の通り設定し、
[OK] をクリックします。

ArcGIS Dashboards では皆さんが考えたテーマに沿ったアプリを作成します。
現時点でテーマや完成図のイメージができている場合には、その内容に沿った
[タイトル] 、[タグ] 、 [サマリー] を設定してください。

ポイント
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14. https://www.youtube.com/watch?v=rB6WYeXFPN0の
操作動画を参考に、各自の考えたテーマに沿った
ArcGIS Dashboards のアプリを作成しましょう。

フィールドワークで入力した値がそれぞれのポイントに格納されています。
グラフに使いたいフィールドや条件を動画を参考に設定し、ArcGIS Dashboards
のアプリを作成しましょう。

ポイント

https://www.youtube.com/watch?v=rB6WYeXFPN0


補足資料
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補足資料1：
ArcGIS Online登録方法



www.arcgis.comのサイトに
アクセスします。
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http://www.arcgis.com/


このWebサイトでは、Webマップ、データ、アプリケーション、
およびツールの検索と使用、Webマップの作成、および他の利用者との
アイテムの共有ができます。

主題図およびアプリ
ケーションのギャラ
リーを参照します。 独自のマップを

作成します。

特定のマップおよび
アプリケーションを

検索します。
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Webサイト右上の「サイン イン」をクリックして、マップを
保存、共有するためのアカウントを作成します。

Esriグローバルアカウントをすでにお持ちの
場合は、「Esriグローバルカウントの登録を
クリックして登録を行います。

Esriグローバルアカウントをお持ちでない場合は、
「個人アカウントの作成」をクリックして作成します。

アカウントをすでにお持ちの方はこ
ちらからサイン インします。
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「個人アカウントの作成」をクリックした場合は、
「アカウントの新規作成ページに必要事項を入力します。

<注意>
・アカウント作成フォームの入力は、すべて半角英数字で入力してください。
・ユーザ名は大文字・小文字を区別します。
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作成したアカウントでサイン インします。

使用する言語と地域を設定するため、Webサイト上部のユーザ名横の矢印▼
をクリックします。

taro
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「マイ プロファイルの編集」をクリックします。

ページ下部に言語と地域を「Japanese-日本語」と「日本」に設定します。

通常は、お使いのブラウザの言語設定に従って、ArcGIS.com
Webサイトの表示言語が選択されます。「マイ プロファイルの編集」
で「言語」を設定すると、日本語以外の言語でArcGIS.com
Webサイトを表示するように切り替えることが可能です。
【地域】を日本に設定すると、トップ ページの注目のマップや
ギャラリーで日本地域のコンテンツを表示できるようになります。
【地域】を他の国に設定すると、他国のコンテンツを表示することができます。
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日本地域の注目のマップ例
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ギャラリー例

353
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補足資料2：
ArcGIS Maps for Office



ArcGIS Maps for Office とは？

355

ArcGIS Maps for Office は、Microsoft Office の Excel や PowerPoint 上で動作する Microsoft Office のア
ドイン ツールです。使い慣れた Excel 上で、Excel データをマップに可視化でき、表やグラフだけでは把握
しにくい地理的傾向を捉えることができます。作成したマップは ArcGIS Online や Portal for ArcGIS で共
有し PowerPoint で参照しながら効果的なプレゼンテーションをすることもできます。

Microsoft 
Office



ArcGIS Maps for Officeで
できること

①

表現

②

分析

③

共有

ArcGIS Maps for Office でできることは、①可視化、②分析、③共有の大きく分けて 3 つあります。
それぞれでどのようなことができるかを、簡単にご紹介します。



Excel データでマップを簡単に作成
①

表現

普段お使いの Excel データをマップに簡単に追加、可視化でき、表やグラフだけではつかめないデータの傾
向を把握することができます。

数値の情報をマップにプロッ
トし、数値の大小でシンボル
の大きさを表現します。その
ほかにもヒートマップや、個
別値で色分けをすることがで
きます。

プロットしたデータと
ArcGIS Online または Portal 
for ArcGIS 上にあるデータを
重ね合わせて新たな知見を得
ることができます。

Excel データのキー情報と
ArcGIS 上にあるラインやポ
リゴン データのキー情報を結
合することで、Excel のデー
タをマップ上でポリゴンやラ
インで表現することができま
す。



解析機能
②

分析

マップに追加したデータから周辺の統計情報を表示したり、周辺の統計上を探索できエリア マーケティング
や店舗開発に使用できます。

ポイントから同心円や車での
到達エリア内に含まれるポイ
ントを Excel データで抽出す
る機能も付属しています。

ポイントの周辺の情報を人口
統計カードで動的に探索する
ことができます。2015 年国
勢調査の情報も閲覧すること
ができます。

データ周辺の統計情報の平均
値と比較したり、レポートを
出力する機能なども利用する
ことができます。



マップ、レイヤーの共有
③

共有

作成したマップは、ArcGIS Online に共有することができます。共有後、Excel で作成したマップが更新さ
れると、ArcGIS Online に共有したマップも簡単に更新することができます。ArcGIS Online 上のマップは、
PowerPoint のスライドに追加することもでき、動的なマップを操作して効果的なプレゼンを行うことが可能
です。

ArcGIS Maps のリボンからサイン インしてマップのロックを解除します
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本教材に関するお問い合わせにつきましては、
以下までご連絡下さい。

ESRIジャパン株式会社
教育機関担当
メールアドレス：education@esrij.com


