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 緊急被害判読テンプレート利用ガイド  

概要 

テンプレートについて 

緊急被害判読テンプレートは ArcGIS ポータル（ArcGIS Online）を利用するテンプレートです。緊急被

害判読テンプレートを利用することで、災害時に撮影された空中写真や衛星画像等を用いて被害範囲の判

読および収集を行うためのアプリケーションを作成することができます。 

本テンプレートは、災害発生後の初動対応期において被災地の概況把握のために取得される空撮情報（防

災ヘリによる空中写真、ドローン撮影画像、衛星写真・衛星レーダー画像など）を用いて、被害状況の判

読作業を支援することを目的としています。活用が期待される災害事象としては、地震による建物倒壊範

囲、火山噴火による降灰範囲、風水害による土砂崩れおよび浸水域などが想定されます。 

 

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被害箇所の判読と入力用アプリケーション（緊急被害判読アプリケーション）、②取

得された被害状況を把握するためのダッシュボード アプリケーション（緊急被害判読ダッシュボード）を

提供します。本テンプレートでは、平時に整備される静的情報や災害時に収集される空中写真および動的

情報等を Web マップに追加し、被害状況の判読および被害範囲（ポリゴン）の入力を行うことを想定し

ています。 
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本テンプレートに含まれるレイヤーについて 

本テンプレートの Web マップには、災害時に利活用が期待される静的・動的情報として、次に示すレイ

ヤーがあらかじめ登録されています。 

 

レイヤー 説明 

土砂災害警戒判定メッシュ情報（ベータ版）※注 1) 気象庁による土砂災害の発生危険度判定結果のデータです。本データ

は、約 5km メッシュで表現され、約 10 分ごとに更新されます。 

降水ナウキャスト（5 分）_観測時（ベータ版）※注 1) 気象庁による降水強度に関するデータで、観測時、および 1 時間先

までの 5 分ごとの降水強度の予測情報を約 1km メッシュで表し

ます。情報は、約 5 分間隔で更新されます。 

Current Wind and Weather Conditions 世界の風況情報レイヤーです。（詳細はコンテンツページを参照） 

Recent Earthquakes 最新の震度分布レイヤーです。（詳細はコンテンツページを参照） 

Active Hurricanes 最新の台風情報レイヤーです。（詳細はコンテンツページを参照） 

南海トラフ巨大地震の被害想定（震度/最大クラス）※注 2) 「内閣府 南海トラフの巨大地震モデル検討会」 より公開された、南

海トラフ巨大地震の予測震度のうち、最大クラス（地震のケース 1 

から 5 までの震度のうち最大となる震度）を ESRI ジャパンが可視

化したレイヤーです。 

南海トラフ巨大地震の被害想定（液状化/最大クラス）※注

2) 

「内閣府 南海トラフの巨大地震モデル検討会」 より公開された、南

海トラフ巨大地震で予測される液状化可能性（液状化の危険度を示す

指標）のうち、最大クラス（地震のケース 1 から 5 までの震度の

うち最大となる震度）を ESRI ジャパンが可視化したレイヤーです。 

緊急被害判読アプリケーション 緊急被害判読ダッシュボード 

 

https://www.arcgis.com/home/item.html?id=29d3ea0ef52a43abab68be309479f2ac
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=af7568d8579048f7b42e534891824029
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=5b84e159dace4bf8ad9e9154085ba45d
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※注 1）ESRI ジャパンが提供する「気象オンラインサービス（ベータ版）」のコンテンツです。利用にあ

たっては、テンプレートのアップロードを行う以前に、ESRI ジャパンのホームページから「気象オンライ

ンサービス（ベータ版）」の利用申請を行ってください。 

 

※注 2）南海トラフ巨大地震の関連データについては、ArcGIS Online に ESRI ジャパンが公開している

「コンテンツ_南海トラフ」グループを参照することで、他の想定ケースの被害推定情報などのレイヤーを

取得することができます。詳細は、上記のコンテンツ ページを参照ください。 

  

https://www.esrij.com/products/data-content-onlinesuite-weather/
https://www.esrij.com/products/data-content-onlinesuite-weather/
http://www.arcgis.com/home/group.html?id=ce5939733aa140aab6764cc3f37f5f2a#overview
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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 緊急被害判読アプリケーションおよび緊急被害判読ダッシュボードを配

置するための設定ファイル 

FGDB damagedarea.gdb 被害判読範囲レイヤーを含むファイル ジオデータベース 

 damagedarea.json 被害判読範囲フィーチャ レイヤーを配置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 

 

https://www.esrij.com/products/arcgis-solutions/template/emquick-mapping/
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緊急被害判読テンプレートの属性項目 

damagedarea.gdb ファイル ジオデータベースに含まれる被害判読範囲（damagedarea）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。また被害判読の際に被害タイプ等を選択リストから効率的

に入力できるように一部の項目にはドメインが設定されています。 

被害判読範囲の項目 

被害判読範囲フィーチャ クラスの属性項目です。 

フィールド名 フィールド名 説明 

damagetype 被害タイプ 被害タイプを入力します。被害タイプは、次に示すド

メインが設定されています。 

 浸水 

 土砂崩れ 

 土石流 

 流木 

 天然ダム 

 建物倒壊 

 液状化 

 降灰 

 火砕流または泥流 

 その他 

status 作業ステータス 入力した被害範囲情報のステータス（推定または確定）

を入力します。 

internalcheck 内部確認 管理者による確認状況（未承認または承認）を入力し

ます。 

operator 判読者 判読者を識別する情報を入力します。 

memo メモ 判読結果に対する特記事項など入力します。 

 

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://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-us

ers-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>_damagedarea Feature Layer 被害範囲を格納するためのフィーチャ サービスです。被害

タイプを選択して入力することができます。 

<フォルダー名>_damagedarea File Geodatabase <フォルダー名>_damagedarea 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。 

緊急被害判読 Web マップ Web Map 被害範囲および各種ハザード情報等を表示・編集するための 

Web マップです。 

緊急被害判読 アプリケーション Web Mapping 

Application 

被害範囲の判読と入力を行うためのアプリケーションです。 

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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緊急被害判読ダッシュボード Dashboard 入力された被害状況の閲覧および被害タイプ別の収集状況

などを確認するためのアプリケーションです。 

 

添付ファイルの有効化（オプション） 

緊急被害判読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。被害

判読結果の入力とともに被害箇所の関連情報（現地で撮影した写真など）を記録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. 被害判読範囲のフィーチャ サービス（<フォルダー名>_damagedarea）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。 

 

3. アイテム詳細ページの [レイヤー] セクションにある damagedarea 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。 

  



緊急被害判読テンプレート利用ガイド 

8 

 

テンプレートの利用 

緊急被害判読アプリケーションを使用した被害範囲の収集 

緊急被害判読アプリケーションでは、災害時に取得される空中写真や衛星画像などを用いて被害範囲情報

を収集することが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集 

被害タイプを指定して被害範囲を入力すること

ができます。 

属性一括編集 

複数の被害範囲を選択し一括で属性を編集するこ

とができます。作業ステータスや承認状況を一括

で変更する場合などに便利です。 

スワイプ 

指定したレイヤーをスライドさせて複数のレイ

ヤーを比較することができます。 

フィルター 

被害タイプ、作業ステータスや承認状況などの属

性を使用して表示するフィーチャのフィルタリ

ングを行うことができます。 
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緊急被害判読ダッシュボードを使用した状態監視 

緊急被害判読ダッシュボードは、緊急被害判読アプリケーションを使用して収集したデータをリアルタイ

ムに状態監視することができます。またダッシュボード上に配置されたインジケータやグラフを通じて、

被害タイプ別の収集状況の確認や緊急に対応すべき地点および作業状況を把握することができます。 

  

データ追加 

組織内や ArcGIS Online 等で共有されているサービス、ArcGIS Enterprise をはじめとする GIS サービ

ス等の URL の指定、ローカルのファイルを追加することができます。 
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