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 道路台帳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 

道路台帳公開テンプレートは ArcGIS Online を利用して道路台帳現況平面図を公開するテンプレートで

す。道路台帳公開テンプレートを利用することで、住民は自治体の窓口まで足を運ばずに、インターネッ

トを介して道路台帳平面図を確認・計測・印刷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ため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（Standard ライセンス以上） 

➢ ArcMap を使用 

テンプレートを利用するために必要なデータ 

このテンプレートを利用するためには以下のデータが必要です。 

⚫ 道路台帳平面図のラスター ファイル（画像ファイル） 

➢ 座標を決定するワールド ファイル（*.tfw など）も付属すること。 

➢ ワールド ファイルに記載された座標値の座標系（世界／日本測地○系）がわかること。 

⚫ 大字界または小字界などの、地域のショートカットを担うポリゴン データ 

➢ シェープファイル形式など、ArcGIS で扱えるベクトル データであること。 

➢ 住民に意味が通じる名称属性を持つこと。 

また、路線網図の路線情報があると、車両通行に際して路線番号が必要な方にも訴求できる Web アプリ

ケーションが提供できます。オプションとして追加する方法を記載しています。 

⚫ 路線網図の路線ライン データ 

➢ シェープファイル形式など、ArcGIS で扱えるベクトル データであること。 

➢ 路線番号属性を持つこと。 

  

http://desktop.arcgis.com/ja/arcmap/latest/manage-data/raster-and-images/world-files-for-raster-datasets.htm
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テンプレート利用前の準備 

テンプレートを利用するために必要な製品である ArcGIS Desktop の ArcMap に、あらかじめ下記の

設定をしておく必要があります。 

1. ジオプロセシングで結果の上書きを有効にしておく必要があります。ArcMap を起動し、メニ

ューから [ジオプロセシング] – [ジオプロセシング オプション] と選択します。 

 

2. [ジオプロセシング処理の出力ファイルを上書き] のチェックボックスをチェックし、[OK] ボ

タンを選択します。 

 

3. ArcMap のメニューから [カスタマイズ] – [ArcMap オプション] と選択します。 

 

4. [共有] タブ内の [ArcGIS Runtime ツールの有効化] にチェックを入れて、[OK] ボタンを選

択します。 
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テンプレート利用の流れ 

このテンプレートにおける作業の概略は下図のとおりです。 

 

太字部分の作業には、インターネット接続が必要になります。 

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 ページ右上の [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。 

初回のみ

•テンプレートのダウンロード

•カスタム ベースマップのタイル パッケージ化

•カスタム ベースマップのアップロード

•字界データのインポート

•テンプレートのアップロード

•道路台帳平面図のタイル パッケージ化

•道路台帳平面図のアップロード

•Web マップの調整

•Web アプリの調整

•（オプション）路線データの追加

データ更新（年 1 回程度）

•道路台帳平面図のタイル パッケ

ージ化

•道路台帳平面図のアップロード

•Web マップの調整

•字界データのインポート

•字界データの更新処理

•（オプション）路線データの更新

処理

https://solutions-esrij.maps.arcgis.com/home/item.html?id=0818368bb73b4c2ba11dd37d8ac2f399
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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 

 Toolbox.tbx 道路台帳公開を助ける各種モデルを格納したツール ボックス 

 scalebase.mxd カスタム ベースマップのタイル パッケージを作成するためのマップ 

ドキュメント 

 roadledger.mxd 道路台帳平面図のタイル パッケージを作成するためのマップ ドキュ

メント 

Apps WebAppBuilders\*.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 azapolygon.gdb 字界ポリゴン フィーチャクラスを含むファイル ジオデータベース 

 azapolygon.json 字界ポリゴン フィーチャレイヤーを配置するための設定ファイル 

 mosaic.gdb 道路台帳平面図のモザイク データセットを含むファイル ジオデータ

ベース 

 roadline.gdb （オプション）路線網図の路線ライン フィーチャクラスを含むファイ

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 

japan_ver81 japan_ver81_jgd2011.* 測地成果 2011 に変換した全国市区町村界データ 

RasterFiles （空） 道路台帳平面図のラスター ファイルを格納するためのフォルダー 

TilePackage （空） タイル パッケージとスキーマ ファイルを格納するためのフォルダー 

WebMap *.json Web マップを配置するための設定ファイル 
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カスタム ベースマップのパッケージ化 

ArcGIS Online が標準で備えるベースマップは、全世界をシームレスに表示するために座標系が Web 

メルカトルという投影座標系で統一されています。この座標系における距離や面積の計測は、正確性を欠

きます。詳細につきましては「ジオプロセシング サービスの座標系に関する注意事項」を参照してくだ

さい。 

そこで ArcGIS Online 上でも正確な計測と、印刷時の縮尺が 1/250 や 1/500 といった分かりやす

い縮尺になるよう、平面直角座標系のタイル レイヤーを ArcGIS Online 上に公開します。 

 

タイル化する範囲の準備 

テンプレートに含まれる scalebase.mxd と Toolbox を使用して、市区町村の範囲でマップ タイルを作

成します。 

1. ArcMap で scalebase.mxd を開き、「市区町村界」レイヤーを右クリックし、[プロパティ] 

を開きます。 

 

2. [レイヤー プロパティ] ダイアログ内の [フィルター設定] タブを選択し、”SIKUCHOSON” 

= ‘市区町村名’ を設定し、[OK] ボタンで適用します(市区町村名は任意に選んでください)。 

 

個別値が多い場合には、キー入力により、一致

した値までリストを移動することができます。 

https://www.esrij.com/gis-guide/maps/basemap/
https://www.esrij.com/gis-guide/coordinate-and-spatial/coordinate-system/
https://enterprise.arcgis.com/ja/server/latest/publish-services/windows/spatial-reference-considerations-for-geoprocessing-services.htm
https://www.esrij.com/gis-guide/web-gis/map-tile/


道路台帳公開テンプレート利用ガイド 

6 

 

3. データフレーム「scalebase」を右クリックして [プロパティ] を選択し、[座標系] タブを選

択します。検索窓に「JGD 2011」と入力し [Enter] キーで一覧が絞り込まれるので、[投影

座標系] の中から、対象の市区町村が所属する平面直角座標系を選択します。 

平面直角座標系は日本全国で 19 の座標系に分かれています。どの系に所属するのかについて

は、たとえば、国土地理院の「わかりやすい平面直角座標系」を参照することで確認できま

す。 

 

4. レイヤー「市区町村界」を右クリックして、レイヤーを全体表示し、マップ ドキュメントを

上書き保存します。 

 

タイル パッケージの作成 

1. カタログ ウィンドウの [ホーム] のフォルダー構成内にある、「Toolbox.tbx」を開きます。

「00_タイルスキーマとベースタイルの作成」モデルを右クリックして [開く] を選択しま

す。 

 

2. 開いたモデルの [タイル キャッシュのタイル スキーマの生成] を右クリックし [開く] を選

択します。 

http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/jpc.html
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3. 「タイル化する範囲の準備」のステップ 4 でレイヤー全体が入るように表示した状態の縮尺

を、ツールバーから確認しながら、不要な小縮尺を削除します。 

 

4. モデルのツールバーから [保存] し、[実行] します。2 時間以上かかる場合もあるため、終了

するまでそのままにして構いません。2 回目以降の試行の場合はモデルのメニューから ［モ

デル］ > ［すべてのモデルを整合チェック］ を選択してから ［実行］ します。 

 

  

ツールバー上の縮尺よりも小縮尺は不要

であるため [×] ボタンで削除する 
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カスタム ベースマップのアップロード 

カスタム ベースマップのタイル化の終了後、ArcGIS Online にアップロードして、タイル レイヤー化

します。タイル パッケージのファイル サイズに応じて、二通りのアップロード方法があります。 

 

タイル パッケージのアップロード 

タイル パッケージの作成のステップで作成したタイル パッケージは、テンプレート フォルダー内の

「TilePackage」フォルダー内に、「scalebase.tpk」というファイルで出力されます。このタイル パッケ

ージは、ファイル サイズが 1GB 未満であれば、ブラウザーからアップロードが可能です。 

 

1. インターネット接続が可能な PC から、ブラウザーを開いて ArcGIS Online にサイン イン

します。[コンテンツ] タブに移動し、[マイ コンテンツ] 左上の [新しいアイテム] ボタンを

クリックします。 

2. [新しいアイテム] ウィンドウで [お使いのデバイス] をクリックします。ファイル選択を行う

ウィンドウが立ち上がるので、[scalabase.tpk] を選択します。 
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3. [タイル パッケージを追加してホスト タイルレイヤーを作成] を選択し、[次へ] をクリック

します。 

 

4. 任意の [タグ] を設定し、[保存] をクリックします。 

 [タイトル] にはタイル パッケージのタイトルが自動で入力されます。 

下記画像ではタグとして [道路台帳公開テンプレート]、[背景地図] を設定しています。 
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5. ダイアログに [サービスを公開しています] のメッセージが表示されます。しばらく待つとア

イテム詳細ページが表示され、レイヤーの公開処理に移行します。 

  

6. レイヤーの公開処理中は、アイテム詳細ページの下部の [タイルの公開] が公開中を示しま

す。この処理は ArcGIS Online のクラウド サーバー上で行われているため、ブラウザーを閉

じても問題ありません。[タイルの公開] という表示が消えたらタイルの公開は完了です。 
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タイル パッケージのアップロード（パッケージ サイズが 1GB 以上の場合） 

タイル パッケージの作成のステップで作成した「scalebase.tpk」というファイルのサイズが 1GB を超

える場合には、インターネットに接続可能なマシン上から ArcMap を使用してアップロードできます。 

 

1. ArcMap で scalebase.mxd を開き、Toolbox.tbx から [パッケージの共有 (Share 

Package)] を選択します。 

2. ArcGIS Online にサイン インしていない場合は、サイン イン用のダイアログが開きます。ユ

ーザー名とパスワードを入力してサイン インします。 

 

3. [入力パッケージ] に「scalebase.tpk」を選択します。 

 

4. [タグ] に設定したのち、[OK] ボタンでアップロードが開始されます。 

5. アップロード完了後、ArcGIS Online にサイン インします。 

6. [コンテンツ] に「scalebase」という Tile Package アイテムが作成されているので、リンク

をクリックしてアイテムの詳細ページを開きます。 
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7. アイテム ページの右側の [公開] を選択し、タイル レイヤーを作成します。ダイアログ内の

タイトルは、英語が望ましいです。 
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字界データのインポート 

字界のポリゴン データを用意することによって、目的の地域に素早く移動する機能を備えることが可

能になります。 

 

字界ポリゴン データの変換 

字界ポリゴン データを用意する必要があります。形式は ArcGIS でポリゴンとして扱える必要があ

り、属性として字界の名称を示すフィールドが必要です。たとえば KML 形式で入手した場合は、

ArcGIS Desktop の変換ツールを使って、シェープファイル形式かファイル ジオデータベース形式に変

換します。 

その他の国内データについては、国内データ変換ツールを使用します。 

 

字界ポリゴンを用意できない場合は、「タイル化する範囲の準備」で用意した、市区町村界のデータを

使用することも可能です。この場合、scalebase.mxd を開いて、保存されているフィルター設定済みの

「市区町村界」レイヤーを利用します。 

 

字界ポリゴン データの取り込み 

1. カタログ ウィンドウから「Toolbox.tbx」を開きます。「03_字界データの取り込み」モデル

を右クリックして [実行] を選択するか、ダブル クリックします。 

 

2. ダイアログ内で用意したポリゴン データの座標系と、ポリゴン データ自体を設定します。 

市区町村界レイヤーを使用する場合は、scalebase.mxd を開いてから、ドロップ ダウンリス

ト上で「市区町村界」を選択します。 

 

https://desktop.arcgis.com/ja/arcmap/latest/tools/conversion-toolbox/an-overview-of-the-conversion-toolbox.htm
https://www.esrij.com/products/downloads/97920/
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3. [フィールド マップ（オプション）] の「aza_name (Text)」を右クリックし、[入力フィー

ルドの追加] を選択します。 

 

4. 「入力の追加」ダイアログ上で字界名称に取り込む属性フィールドを選択し、[OK] ボタンを

クリックします。 

 

5. 「03_字界データの取り込み」ダイアログの [OK] ボタンを選択し、取り込みます。 

6. 取り込み完了後、ArcMap を終了します。 
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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>_azapolygon Feature Layer 字界＝地域データを格納するためのフィーチャ サービス

です。地域を簡単に検索する機能を提供するためのサービ

スです。 

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

●●区 道路台帳マップ Web Map 道路台帳現況平面図アプリケーションのベースとなる 

Web マップです。 

●●区 道路台帳現況平面図 Web Mapping 

Application 

道路台帳現況平面図を提供する Web アプリケーションで

す。住民が迷わないよう、目的が明確なシンプルなアプリ

ケーション構成となっています。 

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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道路台帳平面図のタイル パッケージ化 

道路台帳平面図は多くの場合、デジタル画像ファイルとして自治体が整備しています。これを、最初の

作業で実施したように、平面直角座標系のタイル レイヤーにして ArcGIS Online 上に公開します。 

まずはデジタル画像ファイル（ラスター データ）をレイヤー化し、タイル パッケージを作成します。 

 

ラスター データのレイヤー化 

テンプレートに含まれる roadledger.mxd と Toolbox を使用して、ラスター データをレイヤー化しま

す。 

1. 解凍したテンプレートのフォルダーの 1 つである [RasterFiles] フォルダーに、道路台帳平

面図のラスター データ（TIFF や JPEG など）と、位置を示すワールド ファイルを配置しま

す。このとき、ワールド ファイルの座標系を確認してください。 

2. ArcMap で roadledger.mxd を開き、カタログ ウィンドウから [RasterFiles] フォルダーに

画像が入っているか確認します。 

 

3. Toolbox 内の [01_道路台帳平面図ラスターファイルのレイヤー化] モデルを右クリックして 

[実行] を選択するか、ダブル クリックします。 

 

4. ダイアログ内の [座標系] を、ラスター データのワールド ファイルの座標系にあわせます。

また、[入力データ] を「Workspace」に変更します。 

5. そのまま [OK] ボタンを選択すると、取り込みが開始されます。 

https://www.esrij.com/gis-guide/web-gis/map-tile/
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6. データフレーム「roadledger」を右クリックして [プロパティ] を選択し、[座標系] タブを

選択します。検索窓に「JGD 2011」と入力し [Enter] キーで一覧が絞り込まれるので、[投

影座標系] のなかから、対象の市区町村が所属する平面直角座標系を選択します。 

平面直角座標系は日本全国で 19 の座標系に分かれています。どの系に所属するのかについて

は、たとえば、国土地理院の「わかりやすい平面直角座標系」を参照することで確認できま

す。 

 

7. カタログ ウィンドウから「FGDB」フォルダー内「mosaic.gdb」を展開し、「road_ledger」

フィーチャクラスをマップ上にドラッグ＆ドロップします。 

 

8. マップ上に緑の「フットプリント レイヤー」が表示されますが、「フットプリント」は不要な

ので、表示のチェックをオフにします。ラスター データ自体を表す「イメージ」レイヤー

は、縮尺が 1/5,000 以上でラスターを確認することができます。 

  

9. 「イメージ」レイヤーを右クリックして [プロパティ] を選択するか、ダブルクリックしてレ

イヤー プロパティを表示します。[表示] タブ内で [表示時のリサンプリング方法] が「共一

次内挿法（連続データ用）」または「三次たたみ込み内挿法（連続データ用）」のいずれかにな

っていることを確認します。 

http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/jpc.html
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リサンプリング方法とは、ラスター データを表示する際のデータの取得方法です。ラスター デー

タによっては、リサンプリングの方法によって見え方に差が出てきます。各手法の比較については 

GIS 基礎解説ページの「リサンプリング」を参照してください。 

10. ステップ 4 で選択した、道路台帳平面図ラスター データの座標系が、JGD 2011 ではない場

合、座標系の動的な変換機能を設定する必要があります。 

データフレーム「roadledger」を右クリックして [プロパティ] を選択し、[座標系] タブを

選択します。[変換] ボタンをクリックします。 

11. 「road_ledger」グループ レイヤーを右クリックして、[レイヤーの全体表示] を選択し、マ

ップ ドキュメントを上書き保存します。 

 

 

タイル パッケージ化 

作成したラスター レイヤーが入ったマップ ドキュメント「roadledger.mxd」を、タイル パッケージ化

します。 

1. Toolbox 内の [02_道路台帳平面図タイルパッケージの作成] モデルを右クリックして [実行] 

を選択するか、ダブル クリックします。 

2. [OK] ボタンを選択すると処理が開始されます。この処理は時間がかかりますが、自動で完成

します。終了までそのままにしておいてください。データの範囲や画像の解像度、実行 PC の

性能にもよりますが、2~3 時間かかる場合があります。 

3. 処理が終了すると「TilePackage」フォルダー内に「roadledger.tpk」ができあがります。 

 

 

  

https://www.esrij.com/gis-guide/
https://www.esrij.com/gis-guide/
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道路台帳平面図のアップロード 

道路台帳平面図のタイル パッケージ化の終了後、ArcGIS Online にアップロードして、タイル レイヤ

ー化します。タイル パッケージのサイズに応じて、二通りのアップロード方法があります。 

方法は、カスタム ベースマップのアップロードと同様です。同様に「roadledger.tpk」ファイルをア

ップロードして、タイル レイヤーを作成します。 
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Web マップの調整 

テンプレートをアップロードした際に作成された「●●区 道路台帳マップ」に、公開済みのタイル レ

イヤーを追加する必要があります。また、アイテム名も市区町村にあわせて編集する必要があります。 

 

カスタム ベースマップの確認 

1. ArcGIS Online にサイン インし、[コンテンツ] を開きます。 

2. カスタム ベースマップのアップロードでアップロードしたタイル パッケージ「scalebase」

と、公開したタイル レイヤーのアイテムの横のチェックボックスにチェックを入れます。 

3. 道路台帳平面図のアップロードでアップロードしたタイル パッケージ「roadledger」と、公

開したタイル レイヤーのアイテムにもチェックを入れます。 

4. [移動] ボタンから、テンプレートをアップロードしたフォルダーに選択された 4 つのアイテ

ムを移動します。 

 

5. 「scalebase」から公開したタイル レイヤーのアイテム詳細ページを開きます。 

6. ページ右下にある [URL] 欄の横の [コピー] ボタンをクリックし、クリップボードに URL を

コピーしておきます。 
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アイテム ページの修正 

1. [コンテンツ] ページに戻ります。 

2. テンプレートをアップロードしたフォルダー内の「●●区 道路台帳マップ」をクリックし、

アイテム詳細ページを開きます。 

3. アイテム名横の [編集] をクリックし、市区町村名を変更します。 

 

編集後、[保存] ボタンで保存します。 

 

 

ベースマップの変更 

1. アイテム ページ右側の [マップ ビューアーで開く] ボタンを選択します。 

 

2. マップ ビューアーのメニューから [追加] > [Web からレイヤーを追加] を選択します。 

 

3. [URL] 欄で右クリックし、[貼り付け] または [プレーン テキストとして貼り付ける] を選択

します。 
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4. [ベースマップとして使用] にチェックを入れて [レイヤーの追加] ボタンを選択します。 

 

ベースマップとして追加されると、[コンテンツ] パネル内の背景地図に設定されていた

「地形図」が「scalebase」に変更されます。 

5. [コンテンツ] 内の「scalebase」をクリックして展開します。 

 

6. [表示する縮尺範囲] を選択します。 

 

7. 表示範囲の左側のつまみを右にドラッグし、拡大した際にのみ表示されるよう設定します。 

 

[scalebase] 自体は表示に必要ではなく、ベースマップとして座標系と縮尺を決定付ける

ためのレイヤーです。極力表示しないよう設定し、通信速度を確保します。 

8. [保存] ボタンから上書き保存します。 
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道路台帳平面図レイヤーの追加 

1. マップ ビューアーのメニューから [追加] > [レイヤーの検索] を選択します。 

2. [検索] スペースに「道路」と入力して [検索] を選択します。 

 

3. [roadledger]（公開した道路台帳平面図のレイヤー名）が検索されたら [追加] します。 

4. 追加されたレイヤーの名前を分かりやすく「道路台帳平面図」に変更します。 

 

 

道路台帳平面図の有効な縮尺、印刷する縮尺である 1/2,500 までは表示させずに、

ArcGIS Online の道路地図が表示されるよう設定します。 

 

5. 「道路台帳平面図」の [表示する縮尺範囲] を表示しながら、地図上でマウスホイールを使っ

て地図を拡大します。 

 

6. [マップ縮尺] が 1:1,000 になるまで拡大し、道路台帳平面図が地図上に表示されることを確

認します。[表示範囲] のバー上の▼印が現在の縮尺位置を表します。 
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7. [表示範囲] のバーの左側のつまみを右にドラッグして、グレーゾーンの中に ▼ が入る範囲に

設定します。バーがグレーのゾーンが、レイヤーの表示される縮尺範囲となります。 

 

8. パネルか地図をクリックして縮尺設定を反映させます。地図上の [デフォルトの表示範囲] を

クリックして小縮尺では道路台帳平面図が表示されない（文字がグレーになっている）ことを

確認したら、[保存] をクリックして Web マップを上書き保存します。 
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Web アプリの調整 

テンプレートをアップロードした際にできあがっている「●●区 道路台帳現況平面図」は、「道路台帳

マップ」をベースに設定された Web アプリケーションです。アイテム名を市区町村にあわせて編集する

必要がありますし、アプリケーション内の設定文言等も編集する必要があります。 

 

アイテム ページの修正 

1. [コンテンツ] ページに移動します。 

2. テンプレートをアップロードしたフォルダー内の「●●区 道路台帳現況平面図」をクリック

し、アイテム詳細ページを開きます。 

3. アイテム名横の [編集] をクリックし、市区町村名を変更します。 

 

編集後、[保存] ボタンで保存します。 

 

 

Web アプリケーションの編集開始 

1. アイテム詳細ページの右に位置する [アプリケーションの編集] を選択します。 

 

2. 編集モードで Web アプリケーションが起動します。 

 

アプリケーション設定パネル 

アプリケーション プレビュー領域 
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スプラッシュ ウィジェットの編集 

1. [アプリケーション設定パネル] 上でタブを [ウィジェット] に切り替えます。 

 

2. [スプラッシュ] の上にマウスを乗せると、[このウィジェットを構成] ボタンが表示されるの

で、クリックします。 

 

3. [構成 スプラッシュ] ダイアログが表示されます。「●●区」の部分の修正はもとより、市区町

村の方針にあわせた文言に変更し、[OK] を選択します。 
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スプラッシュはアプリケーションの起動時に表示されるダイアログです。[表示設定] や [オプショ

ン] タブからさらに細かい設定の変更が可能です。 

 

スワイプ ウィジェットの編集 

1. [スワイプ] の上にマウスを乗せると、[このウィジェットを構成] ボタンが表示されるので、

クリックします。 

 

2. [構成 スワイプ] ダイアログが表示されます。設定を更新するため、[スワイプするレイヤーの

選択] の「道路台帳平面図」のチェックボックスを一度オフにして、再度オンにします。 
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3. [デフォルトでスワイプするレイヤーを選択] ドロップダウンリストに「道路台帳平面図」がセ

ットされたことを確認します。ドロップダウンリストで再度「道路台帳平面図」を選択しなお

し、右下の [OK] ボタンを選択します。 

 

 

属性設定の編集 

1. [属性] タブを選択します。 

 

2. アプリケーションのタイトルを編集します。 

 

3. サンプルのリンクを [編集] または [削除] します。通常は市区町村のホームページの主管課

のページなどに誘導する URL を貼ります。 
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アプリケーション編集結果の保存 

1. [アプリケーション設定パネル] の下部にある [保存] を選択します。 

 

2. [保存完了] に変更されれば編集作業が終了できます。 

 

3. [起動] を選択すると、アプリケーションの実際の動作を確認できます。 
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（オプション）路線データの追加 

路線網図の路線番号は道路台帳平面図上で確認できますが、ある程度広域の状態から確認したいニーズ

もあります。デジタルの路線データ（道路中心線データ）を追加し、広域状態で路線番号を確認可能にす

ることで、アプリケーションのユーザビリティを向上できます。 

 

路線ライン データの変換 

路線番号を属性に持つ、道路中心線ライン データを用意する必要があります。形式は ArcGIS でライ

ンとして扱える必要があり、属性として路線番号を格納するフィールドが必要です。たとえば KML 形式

で入手した場合は、ArcGIS Desktop の変換ツールを使って、シェープファイル形式かファイル ジオデ

ータベース形式に変換します。 

その他の国内データについては、国内データ変換ツールを使用します。 

 

路線ライン データの取り込み 

1. ArcMap のカタログ ウィンドウからテンプレートに含まれる「Toolbox.tbx」を開きます。

「04_路線番号レイヤーの作成（オプション）」モデルを右クリックして [実行] を選択する

か、ダブル クリックします。 

 

2. ダイアログ内で、用意したライン データの座標系と、ライン データ自体を設定します。 

 

3. [フィールド マップ（オプション）] の「rosen_number (Text)」を右クリックし、[入力フ

ィールドの追加] を選択します。 

https://desktop.arcgis.com/ja/arcmap/latest/tools/conversion-toolbox/an-overview-of-the-conversion-toolbox.htm
https://www.esrij.com/products/downloads/97920/
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4. 「入力の追加」ダイアログ上で路線番号に取り込む属性フィールドを選択し、[OK] ボタンを

クリックします。 

5. 「04_路線番号レイヤーの作成（オプション）」ダイアログの [OK] ボタンを選択し、取り込

みます。 

6. 取り込み完了後、ArcMap を終了します。 

7. ArcMap 終了後、エクスプローラーを開いてテンプレートのフォルダー内の「FGDB」フォル

ダーを開きます。 

 

8. 「roadline.gdb」を ZIP ファイルに圧縮します。 

 

 

路線ライン データのアップロード 

ZIP 化した路線ライン データを ArcGIS Online 上にアップロードして、レイヤー化します。レイヤ

ーとなった路線を、Web マップに追加します。 

 

1. インターネット接続が可能な PC から、ブラウザーを開いて ArcGIS Online にサイン イン

します。[コンテンツ] タブに移動し、[マイ コンテンツ] 左上の [新しいアイテム] をクリッ

クします。 
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2. [新しいアイテム] ウィンドウ で [お使いのデバイス] をクリックします。 

ファイル選択を行うウィンドウが立ち上がるので、[roadline.gdb.zip] を選択します。 

 

3. [アイテム タイプ] を [ファイル ジオデータベース] に設定し、[roadline.gdb.zip を追加し

てホスト フィーチャレイヤーを作成] にチェックを入れて [次へ] をクリックします。 
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4. 任意の [タグ] を設定し、[保存] をクリックします。 

 [タイトル] にはファイル ジオデータベースのタイトルが自動で入力されます。 

下記画像ではタグとして [道路台帳公開テンプレート]、[道路網] を設定しています 

 

5. タイトル横の [編集] を選択し、タイトル名を「路線」に変更します。 

 

6. [ビジュアライゼーション] タブを選択し、地図を表示します。 

 

7. 左側のタブから [スタイルの変更] を選択します。 

 

8. ① で [場所のみ表示] を選択し、② の [オプション] を選択します。 
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9. [シンボル] をクリックし、表示されたダイアログ上でラインの色と幅を調整します。[矢印] 

表現を採用する場合は、ライン作成時の頂点入力順に従いますので、注意してください。調整

が終わったら [OK] を選択して適用します。 

 

 

10. [OK] ボタンで設定を反映します。 

11. [ラベルの作成] を選択します。文字色やハロー等を設定し、[OK] を選択します。 
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12. [ポップアップの構成] を選択します。[ポップアップ タイトル] に「路線番号」とタイプし、

表示を [単一の属性フィールド] に変更します。表示する属性フィールドは「路線番号」に変

更し、[OK] ボタンを選択します。 

 

 

13. 右上の [レイヤーの保存] を選択します。 

 

 

 

 

路線ライン データの Web マップへの追加 

1. [コンテンツ] から [道路台帳マップ] をマップ ビューアーで開きます。 

2. マップ ビューアーの左上から [追加] > [レイヤーの検索] を選択します。 
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3. 「路線」で検索し、検索された「路線」レイヤーを [追加] し、[レイヤーの追加を完了] を選

択します。 

4. [表示範囲] を調整します。線が判別できない縮尺では非表示に、また、道路台帳平面図が表示

されたら非表示に設定する必要があります。[表示範囲] 下のバーの両側にあるドロップダウン

から正確な縮尺指定が可能です。 

 

5. マップ ビューアーの [保存] ボタンをクリックし、上書き保存します。 

 

 

  

キーボードから縮尺指定が可能 

道路台帳平面図が非表示の縮尺で表示されるよう調整 

左 7,000 右 1,500 程度が妥当 
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データ更新について 

道路台帳公開テンプレートで作成した「道路台帳マップ」や「道路台帳現況平面図」の更新（通常は年

次）は、初回実施した作業の一部をもう一度繰り返すことで可能です。 

データ作成処理自体はモデルビルダーで実施し、マップやアプリの軽微な調整を手動で行うことで簡単

に実施が可能です。 

 

道路台帳平面図の更新 

道路台帳平面図が更新された場合、新しいラスター ファイルで道路台帳平面図のタイル パッケージ化

を再度実施します。タイル パッケージが完成したら、パッケージ ファイル名を変更して、道路台帳平面

図のアップロードで ArcGIS Online 上にタイル レイヤーを作成します。 

タイル レイヤーの作成が完了したのち、道路台帳平面図レイヤーの追加にしたがって「道路台帳マッ

プ」に新しいタイル レイヤーを追加し、古い道路台帳平面図レイヤーを削除し上書き保存します。 

「道路台帳マップ」の調整が終了次第、「道路台帳現況平面図」アプリケーションのスワイプ ウィジェ

ットの編集を実施し、新しい道路台帳平面図レイヤーでスワイプできるように修正します。 

 

字界データ・路線データの更新 

1. 字界データの更新や路線データの更新は、それぞれデータを初回同様に用意するところから開

始します。 

⚫ 新・字界データの整備：字界ポリゴン データの取り込み 

⚫ 新・路線データの整備：（オプション）路線ライン データの取り込み 

2. 上記により、ファイル ジオデータベースを用意できたら、ZIP 化します。ArcMap 起動中は 

ZIP 化できませんので、ArcMap を終了してから行ってください。 

3. ZIP 化の終了後、インターネット接続が可能な PC に ZIP ファイルをコピーします。 

4. コピーしたら、ブラウザーを開いて ArcGIS Online にサイン インします。 

5. [コンテンツ] タブに移動し、[マイ コンテンツ] から更新したいフィーチャ レイヤーのアイ

テム ページを開きます。 

対象となるアイテムの種別は [Feature Layer (ホスト)] になります。 
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6. アイテム ページ内の右側にある [データの更新] > [レイヤー全体を上書き] を選択します。 

 

7. コピーした ZIP ファイルを選択し、[OK] ボタンでデータが入れ替わります。 

データ スキーマが以前と同じであること、ZIP ファイル名が同じであることが条件となり

ます。 
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