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犯罪情報公開テンプレート利用ガイド 

概要 

テンプレートについて 

犯罪情報公開テンプレートは、ArcGIS Online を利用する 2 つの Web アプリケーションを提供するテ

ンプレートです。 

 住宅対象侵入盗マップ 

 不審者等事案マップ 

発生した犯罪や不審者等の場所や傾向をインターネット上に公開することにより、住民の安全対策に役立

ててもらい、地域の防犯活動に貢献します。 

※ 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。 

※ テンプレートの準備に使用する ArcGIS Pro 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 

 ArcGIS Pro 1.4 (Basic ライセンス以上) 
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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。 

 

ダウンロードして任意の場所に保存した ZIP ファイルを解凍してファイルを確認します。 

【重要】解凍先のフォルダー パスには、日本語やスペースを含まないようにしてください。 

例）  ○  “C:\crime_information” 

×  "C:\Users\user\Documents\テンプレート¥crime_information" 

テンプレートのセットアップ ファイルには ArcGIS Online 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 

 Tools.tbx 犯罪発生情報を取り込んで時空間分析するためのカスタム ツールボ

https://www.esrij.com/products/arcgis-solutions/template/crime-information/
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ックス 

 犯罪情報テンプレート.xls 犯罪発生情報を簡単に取り込めるよう、あらかじめ情報集約するため

の Excel テンプレート ファイル 

 不審者情報テンプレート.xls 不審者等情報を簡単に取り込めるよう、あらかじめ情報集約するため

の Excel テンプレート ファイル 

Apps * / *.json Web アプリケーションを配置するための設定ファイル 

FGDB japan_boundary.gdb 市区町村界レイヤーを保存するファイル ジオデータベース 

 crime_info_cube.gdb 犯罪情報時空間分析結果レイヤーを保存するファイル ジオデータベ

ース 

 suspicious_person_info.gdb 不審者等情報レイヤーを保存するファイル ジオデータベース 

 *.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 

FGDB_Internal crime_info_point.gdb 犯罪発生情報を時空間分析用に出力しておくファイル ジオデータベ

ース 

Images *.png テンプレートで使用するアイコンや画像 

Tools japan_ver81/*.* 日本全国の市区町村界シェープファイル 

 nc/*.nc 時空間キューブ ファイル（netCDF） 

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 

準備作業の概要 

犯罪情報公開テンプレートは 1 年単位の犯罪発生情報公開を想定して作られています。犯罪等発生情報

をクラウド GIS サービスである ArcGIS Online 上に公開するためには、発生箇所を示す緯度・経度情

報から地図データに変換する必要があります。このテンプレートでは、その手順を半自動化しています。 

後述の運用フローにおいても同様の作業を実施する必要があります。 

 

Excel データの加工 

犯罪発生情報は、各警察組織で管理されています。その管理形態にはさまざまな形式がありますが、犯罪

発生箇所を示す緯度・経度情報をお持ちであれば、簡単に地図に展開可能です。 

 

テンプレート ZIP ファイルを解凍したフォルダー内にある「犯罪情報テンプレート.xls」を開くと [犯罪

情報] [犯罪情報_準備] [罪種] のシートがあります。[犯罪情報] シートがデータ化の対象となります。す

でに追加されているサンプル データを参考に整備してください。 
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[犯罪情報] シート内の [罪種] 列の犯罪種別は、[罪種] シートの内容と一致する必要があります。 

 

不審者等の情報については別途整備の必要があります。フォルダー内にある「不審者情報テンプレー

ト.xls」を開くと [不審者情報] [不審者情報_準備] [時間帯分けシート] のシートがあります。[不審者情

報] シートがデータ化の対象となります。すでに追加されているサンプル データを参考に整備してくだ

さい。 
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テンプレート データの作成 

 

1. ArcGIS Pro で新規プロジェクトの開始 

1. ArcGIS Pro を起動し、[新しいプロジェクトの作成] から [空のプロジェクト] を選択しま

す。 

 

2. [新しいプロジェクトの作成] ダイアログ上で [OK] を選択します。名前と場所は任意で構い

ません。 

 

3. ArcGIS Pro が起動します。 
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2. ArcGIS Pro でフォルダー接続 

ArcGIS Pro 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。 

 

1. [プロジェクト] タブの [フォルダー] を右クリックして [フォルダー接続の追加] を選択しま

す。 

 

2. テンプレート ZIP ファイルを解凍したフォルダーを選択して、[OK] を選択します。 

3. [フォルダー] をダブルクリックすると、接続したフォルダーが現れます。 

4. さらに接続したフォルダーをダブルクリックすることでフォルダー内のファイルとフォルダー

が表示されます。 

 

https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/help/projects/connect-to-a-folder.htm
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3. ツールの実行 

接続したフォルダーの「Tools.tbx」内にあるツールを順番に実行します。 

 

1. 「01_犯罪情報取り込みモデル」をダブルクリックして実行します。 

モデルを右クリックして [メタデータの表示] を選択し、モデルの説明を確認します。 

 

使用法やパラメーターの説明に従って [ジオプロセシング] ダイアログの [実行] を行い

ます。 
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2. 「02_時空間キューブ作成モデル」も同様に実行します。 

時空間キューブを、罪種ごとに分けられたポイント データに対してそれぞれ作成します。

キューブには、1 ヶ月ごとの空間集計値が格納されます。解析空間の広さ＝六角形のサイ

ズについてはパラメーターで指定可能です。 

 

時空間キューブの詳細についてはヘルプを参照してください。六角形で集約する理由につ

いてもヘルプを参照してください。 

なお、パラメーターの距離間隔は六角形の下記の d になります。 

 

ツール実行時の警告について 

ツールを実行すると時空間キューブに関する警告が発生しますが、問題ありません。 

 

 

https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/tool-reference/space-time-pattern-mining/create-space-time-cube.htm
https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/tool-reference/spatial-statistics/h-whyhexagons.htm
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3. 「03_時空間キューブ視覚化モデル」も同様に実行します。 

「03_時空間キューブ視覚化モデル」は手順 2 で作成した時空間キューブに格納されたポ

イント データを使用し、時間帯ごとのポイント数をポリゴンに集約します。 

 

このモデルは時空間キューブの内容を 2D かつ、タイムスライダーで表現するために必要

です。3D の場合は専用の視覚化ツールを実行する必要があります。 

ツール実行時の警告について 

ツールを実行すると時空間キューブに関する警告が発生しますが、問題ありません。 

 

 

4. 「04_市区町村界データ取り込みモデル」を実行します。 

「04_市区町村界データ取り込みモデル」は必要な都道府県に絞って全国市区町村界デー

タ（シェープファイル）を取り込みます。また、ArcGIS Online 背景地図にあわせた座標

系変換も行います。このモデルは初回および市区町村界データが変わったタイミングでの

み実施が必要です。 

  

https://www.esrij.com/products/japan-shp/
https://www.esrij.com/products/japan-shp/
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[ジオプロセシング] ダイアログの [項目の追加] ボタンをクリックします。さらに起動す

るダイアログ上で、下図のとおり “KEN” を選択し、都道府県名を選択し、最後に [追加] 

を選択します。 

  

 

4. ArcGIS Pro の終了 

テンプレート データの作成が終了したら、ArcGIS Pro を終了してください。 

  

① クリック 

② KEN を選択 

③ 都道府県名を選択 
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テンプレートの適用 

アップロード用パッケージの作成 

テンプレートの準備をインターネット接続可能な PC 上で行っていない場合、アップロード用にデータを

移動する必要があります。その際に、犯罪情報の詳細を移動したくない場合は、下記のフォルダーとファ

イルのみをコピーしてください（パッケージ化）。 

 

パッケージ化したフォルダーとファイルを、メールや媒体等を介してインターネット接続可能な PC にコ

ピーします。 

テンプレートのアップロード 

パッケージ内のテンプレート セットアップ ファイルを使用して、ご使用の ArcGIS Online 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] 

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

 

Web GIS Template Uploader のオプションの変更について 

アップロード実行前に、上記利用ガイドの「Web GIS Template Uploader のオプション」を参照

し「フィーチャの最大配信数」を変更する必要があります。アップロードする犯罪情報の発生件数

が収まる値に設定してください。 

また、「サービス作成待機時間」につきましても、データ量によりますが、おおむね 10 分以上に設

定しておく必要があります。 

 

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 Online

の [コンテンツ] の指定フォルダー内にアイテムが作成されます。 

10 個のアイテムが指定フォルダー内に作成されていれば成功です。Web Mapping Application の 2 つ

が Web アプリケーションであり、アイテム一覧のメニューから [アプリケーションの表示] を選択する

ことで起動確認ができます。 

 

 

 

 

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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作成されるアイテムは以下の 10 アイテムです。 
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テンプレートの利用 

各アプリケーションの概要 

テンプレートのアップロードが完了すると、[コンテンツ] の Web GIS Template Uploader 内で指定し

たフォルダー内にアプリケーションが作成されます。 

 

 住宅対象侵入盗マップ 

【概要】住宅侵入盗の発生を 1 ヶ月ごとに表示するタイム スライダーが特徴です。発生分布の推移が分かりま

す。また、発生件数の全体推移がグラフで確認できます。 

  

タイム スライダーを一時停止や手動で遷移させたい場合は、マップ下部の日付にマウスカ

ーソルを合わせます。 
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 不審者等事案マップ 

【概要】不審者等の報告地点を 1 ヶ月ごとのタイム スライダーで表示します。タイム スライダーの表示と連

動してグラフも 1 ヶ月ごとに集計されます。また、事案の種別で表示とグラフを絞り込むことも可能です。 

 

フィルターによる絞り込みは下記のように事案を選択して [適用] を行います。ポイント

とともにグラフも絞り込まれます。 
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犯罪情報公開の運用フロー 

犯罪情報公開テンプレートは 1 年単位の犯罪発生情報公開を想定して作られています。「犯罪情報テンプ

レート.xls」と「不審者情報テンプレート.xls」に 1 年間に絞り込んだ発生データを集約し、Web GIS 

Template Uploader を使用してアップロードを行うことで、1 年ごとの情報公開アプリ群として利用で

きます。 

 

一般公開の設定 

Web GIS Template Uploader で作成されたアプリケーションは、そのままではアップロードした本人に

しか利用できません。ArcGIS Online ユーザーではない、一般住民に公開するには、アプリケーションの

共有設定を変更する必要があります。 

1. [コンテンツ] のアップロードしたフォルダーに移動し、File Geodatabase を除くすべてにチ

ェックを入れたのち [共有] をクリックします。 

2. 共有ダイアログで [すべての人に公開（パブリック）] を選択し [OK] をクリックします。 

3. 各アプリケーションを表示して、その URL を告知することで、一般利用が可能になります。 
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