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交通事故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 

交通事故情報公開テンプレートは、ArcGIS Online と Operations Dashboard for ArcGIS を利用する 

5 つの Web アプリケーションを提供するテンプレートです。 

⚫ 交通事故発生状況マップ 

⚫ 周辺の交通事故発生状況マップ 

⚫ 交通事故発生状況ダッシュボード 

⚫ 交通事故発生状況の月別スライダー 

⚫ 交通事故発生状況マップ（スマートフォン） 

発生した交通事故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、住民の交通事故対策に役立て

てもらい、交通事故抑止に貢献します。 

※ 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公開が可能です。また、「交通事故発生状況ダッシュボード」はブラウザーのみで動

作し、ソフトウェアのインストール等は不要です。 

※ テンプレートの準備に使用する ArcGIS Desktop 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 

⚫ Operations Dashboard for ArcGIS 

⚫ ArcGIS Desktop (Basic ライセンス以上) 

⚫ Microsoft Access データベース エンジン再頒布可能コンポーネント (Microsoft 社) 

※ ArcGIS Desktop でテンプレートの Excel ファイル（拡張子 xlsx）を開く際にエラーが

発生する場合、インストールが必要です。 

※ OS や Microsoft Office が 64bit 版の場合も 32bit 版をインストールしてください。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=13255
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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。 

 

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。 

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 交通事故情報レイヤーに ArcGIS Desktop を使用して「事故情報テ

ンプレート.xlsx」の内容を取り込むためのカスタム ツールボックス 

 事故情報テンプレート.xlsx 事故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 

https://www.esrij.com/products/arcgis-solutions/template/traffic-accident/
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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 

 traffic_accident_point.gdb 交通事故情報レイヤーを保存するファイル ジオデータベース 

 traffic_accident_polygon.gdb ホットスポット分析結果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 

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 

 CreateStandardGridSquare.py 標準地域メッシュ ポリゴン作成ツール（Python スクリプト） 

 Sample Tools.tbx 上記スクリプトを登録しているツールボックス 

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 

交通事故情報公開テンプレートは 1 年単位の事故情報公開を想定して作られています。交通事故情報を

クラウド GIS サービスである ArcGIS Online 上に公開するためには、事故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 

交通事故情報は、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、事故

発生箇所を示す緯度・経度情報があれば、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「事故情報テンプレート.xlsx」を開くと [事

故情報シート] [データ整備シート（サンプル データ）] [時間帯分けシート] [年齢分けシート] がありま

す。[事故情報シート] の整備方法は下記を参考にしてください。 

Excel データの加工 

テンプレート データの作成 
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1． [データ整備シート（サンプル データ）] シートのコピーを行い、[データ整備シート] に名前を変更

します。 

2． [データ整備シート] の列構成（1 行目のセル内容も）は変更せずに、必要な情報を入力してくださ

い。「発生年月日時分」（橙色）または分かれた形の「発生年」「発生月」「発生日」「発生時」「発生

分」（白色）のいずれかを用意する必要があります。 

 

 

3． [データ整備シート] で整備した列ヘッダー（“A” や “B” など）を選択し、列全体を選択状態にしま

す。列の選択状態になっているグレー部分のどこかで右クリックして [コピー] を選択します。 

 

4． [事故情報シート] のコピーした列と同名の列ヘッダー上で右クリックして、貼り付けのオプションで 

[値] を選択して貼り付けます。 

 

5． 複数列を選択してコピーしてから先頭列に貼り付けも可能です。 
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6． 「発生年」「発生月」「発生日」「発生時」「発生分」（白色）を用意した場合の「発生年月日時分」列

と、ヘッダーが黒い自動計算列については、貼り付けが終わってから先頭フィールドのデモデータ セ

ルの右下にマウス カーソルを移動し、カーソルが “+” に変化した状態でダブルクリックします。自

動計算用の数式が必要なだけコピーされます。 

   

7． ヘッダーが黒い列はすべて自動計算列です。すべての自動計算列について手順 6 と同様に自動計算

数式で埋めたことを確認したのち、ファイルを上書き保存します。 

 

なお、既存シート名の変更も控えてください。シートを増やす等については問題ありません。 

[事故情報シート] の列構成は下表のとおりです。 

列名（1 行目） 整備すべき内容 重要度 データ整備

シートから 

発生年月日時分 2017/04/07 21:38 必須または自動 コピー*1 

発生年 2017 入力用 コピー*2 

発生月 4 入力用 コピー*2 

発生日 7 入力用 コピー*2 

発生時 21 入力用 コピー*2 

発生分 38 入力用 コピー*2 

発生年（文字列）  自動計算  

発生月（文字列）  自動計算  

発生日（文字列）  自動計算  

発生年月（文字列）  自動計算  

発生年月日（文字列）  自動計算  

発生時（文字列）  自動計算  
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発生分（文字列）  自動計算  

発生時分（文字列）  自動計算  

発生時間帯（3 時間ご

と） 

 自動計算  

曜日  自動計算  

発生場所  オプション コピー 

道路形状 “交差点” “単路” など オプション コピー 

事故類型 “人対車両” “車両相互” など 必須 コピー 

発生緯度 ※10 進数 35.122318 など 必須 コピー 

発生経度 ※10 進数 140.20260 など 必須 コピー 

警察署名  オプション コピー 

事故内容 “軽傷”, “重傷”, “死亡” 必須 コピー 

天候  推奨 コピー 

死者数 ※整数 オプション コピー 

重傷数 ※整数 オプション コピー 

軽傷数 ※整数 オプション コピー 

路線名  オプション コピー 

市区町村  推奨 コピー 

昼夜別  推奨 コピー 

第一当事者年齢 50 推奨 コピー 

第一当事者年齢区分 50 歳～54 歳 自動計算  

第一当事者種別  オプション コピー 

備考  オプション コピー 

*1 「発生年月日時分」を [データ整備シート] 上で手入力した場合はコピーが必要です。「発生年」～

「発生分」を整備した場合、コピーする必要はありません。 

*2 「発生年月日時分」を [データ整備シート] 上で手入力し [事故情報シート] にコピーした場合は

「発生年」～「発生分」のコピーは不要です。 

 

用意するデータ内容についての詳細はシート内のサンプル行を参考にしてください。上表において推奨と

されている項目は空白の場合、ダッシュボード等で NULL 値が表示されることがあります。オプション

項目は空白でも構いません。  
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テンプレート データの作成 

1. ジオプロセシング オプションの変更 

ArcGIS Desktop の ArcMap または ArcCatalog を起動します。起動後、メニューから [ジオプロセシ

ング] を選択し、さらに [ジオプロセシング オプション] を選択します。 

 

[ジオプロセシング オプション] ダイアログの [ジオプロセシング処理の出力ファイルを上書き] チェッ

クボックスにチェックを入れて、[OK] ボタンをクリックします。 
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2. ArcGIS Desktop でフォルダー接続 

ArcGIS Desktop の ArcMap または ArcCatalog 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。 

  

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_事故情報取り込みモデル」をダブルクリックします。 

「01_事故情報取り込みモデル」は Excel ファイルの [事故情報シート] に記載された

「発生緯度」「発生経度」の値からポイント図形（フィーチャ）を作成します。 

 

一般的な GPS 装置で測位した座標は、WGS1984 座標系になりますが、異なる場合は

[空間参照（オプション）] パラメーターを変更してください。 

http://desktop.arcgis.com/ja/arcmap/latest/map/working-with-arcmap/using-folder-connections.htm
http://desktop.arcgis.com/ja/arcmap/latest/map/working-with-arcmap/using-folder-connections.htm
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Excel ファイル（拡張子 xlsx）を指定したときにエラーが発生する場合は、Microsoft Access デー

タベース エンジン再頒布可能コンポーネントの 32bit 版をインストールする必要があります。詳

しくは Microsoft 社のダウンロード センター サイトをご参照ください。 

変更の必要がなければ、そのまま [OK] ボタンをクリックします。下図のように、左上に

「完了」が出れば正常に終了したことになります。[閉じる] ボタンをクリックしてダイア

ログを閉じます。 

 

 

2. 「02_3 次メッシュ作成モデル」をダブルクリックします。 

「02_3 次メッシュ作成モデル」は手順 1 で作成したポイント図形が収まる範囲の 3 次

メッシュ ポリゴン図形を作成します。 

 

[OK] ボタンをクリックして実行します。 

左上に「完了」が出れば正常に終了したことになります。[閉じる] ボタンをクリックして

ダイアログを閉じます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=13255
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3. 「03_最適化ホットスポット分析モデル」をダブルクリックします。 

「03_最適化ホットスポット分析モデル」は手順 2 で作成したメッシュ ポリゴン図形に

手順 1 で作成したポイント図形の数を結合します（空間結合）。メッシュにはポイントの

カウント数が属性として付与され、その値をもとに地理統計的なホットスポット分析を行

います。 

 

[OK] ボタンをクリックして実行します。 

左上に「完了」が出れば正常に終了したことになります。[閉じる] ボタンをクリックして

ダイアログを閉じます。左上に「完了」が出なかった場合、Excel ファイルに問題がある

可能性があります。データが適切に入力されているかご確認ください。 

 

 

4. 「04_市区町村界データ取り込みモデル」をダブルクリックします。 

「04_市区町村界データ取り込みモデル」は必要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。 

https://www.esrij.com/products/japan-shp/
https://www.esrij.com/products/japan-shp/
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起動したダイアログの [条件式（オプション）] テキスト ボックスの右にある [SQL] ボ

タンをクリックします。さらに起動する「検索条件設定」ダイアログ上で、下図の “KEN”

をダブルクリックし、[＝] と [個別値の取得] をクリックします。 

 

① ダブルクリック 

② クリック 

③ クリック 
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下図のように都道府県名の一覧が出るため、該当する都道府県名をダブルクリックしま

す。たとえば [データ整備シート（サンプル データ）] の場合は千葉県を選択します。 

 

 “KEN” = ‘●●県’ のように自動入力されたことを確認後、[OK] ボタンをクリックしま

す。尚、条件式は手動で変更することもできます。 

 

「04_市区町村界データ取り込みモデル」のダイアログに条件式が入力されます。 [OK] 

ボタンでツールを実行します。 
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左上に「完了」が出れば正常に終了したことになります。[閉じる] ボタンをクリックして

ダイアログを閉じます。 

 

4. ファイル ジオデータベースの確認 

テンプレート データの作成が正常に終了すると、FGDB フォルダー内の 3 つのファイル ジオデータベ

ースに合計 4 つのフィーチャクラスが作成されています。下図と異なる場合は正常に終了していない可

能性があります。その場合はもう一度 Excel ファイルの準備から手順を再確認してください。 

 

 

5. ArcGIS Desktop の終了 

テンプレート データの作成が終了したら、ArcMap または ArcCatalog を終了してください。 
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テンプレートの適用 

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 

 

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。アップロードする交通事故情報の発生

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 ポータ

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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ルの [マイコンテンツ] 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> _japan_boundary Feature Layer 市区町村界のポリゴン データが格納されたフィーチ

ャ サービスです。 

<フォルダー名> _japan_boundary File Geodatabase 同名のフィーチャ 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。 

<フォルダー名> _traffic_accident_point Feature Layer 交通事故情報のポイント データが格納されたフィー

チャ サービスです。 

<フォルダー名> _traffic_accident_point File Geodatabase 同名のフィーチャ 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。 

<フォルダー名> 

_traffic_accident_polygon 

Feature Layer 交通事故情報をもとに作成された、ホットスポット分

析結果ポリゴン データと空間結合結果ポリゴン デー

タが格納されたフィーチャ サービスです。 

<フォルダー名> 

_traffic_accident_polygon 

File Geodatabase 同名のフィーチャ 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。 

交通事故発生状況 Web マップ Web Map 「交通事故発生状況マップ」で使用する Web マップ

です。 

交通事故発生状況 Web マップ 

（スマートフォン） 

Web Map 「交通事故発生状況マップ（スマートフォン）」で使

用する Web マップです。 

交通事故発生状況 Web マップ 

（ダッシュボード） 

Web Map 「交通事故発生状況ダッシュボード」で使用する 

Web マップです。 

交通事故発生状況の月別スライダー Web Mapping 

Application 

交通事故データを月ごとにスライダー表示可能です。

スライダーを再生することにより、交通事故の月ごと

の発生地点を視覚的に確認することができ、傾向の把

握に役立ちます。 

交通事故発生状況ダッシュボード Dashboard ダッシュボード上では交通事故に関する情報を集約

し、地図上のデータと連動することにより、交通事故

発生状況を地理的に認識することが可能です。総括

的・地域的に交通事故発生状況を確認することが可能

になり、住民の事故防止意識の向上を促します。 

交通事故発生状況マップ Web Mapping 交通事故の発生状況を確認し、さまざまな形式で出力
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Application （印刷）することが可能です。出力（印刷）した交通

事故マップは交通安全活動の資料として利用可能で

す。 

交通事故発生状況マップ（スマートフォン） Web Mapping 

Application 

スマートフォンで交通事故発生状況を閲覧しやすいよ

うに設定されているアプリです。 

周辺の交通事故情報 Web マップ Web Map 「周辺の交通事故発生状況マップ」で使用する Web 

マップです。 

周辺の交通事故発生状況マップ Web Mapping 

Application 

住民はスマート デバイス等で自分を中心とした範囲

内で起きた交通事故を素早く検索可能です。近隣で発

生した交通事故を視覚的に認識することにより、住民

の事故防止意識の向上を促します。 

月別スライダー Web マップ Web Map 「交通事故発生状況の月別スライダー」で使用する 

Web マップです。 
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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、[マイ 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。 

 

⚫ 交通事故発生状況マップ 

【概要】交通事故の発生状況を確認し、さまざまな形式で出力（印刷）することが可能です。出力（印刷）した

交通事故マップは交通安全活動の資料として利用可能です。 

【主な機能】印刷／凡例／集計／住所検索／条件指定絞り込み／描画／計測／ベースマップ ギャラリーなど 

 

⚫ 周辺の交通事故発生状況マップ 

【概要】指定（クリックまたはタップ）した地点を中心とする円の中にある交通事故発生地点を検索し、検索結

果を表示することができます。右側パネルのスライダーを操作することで円の範囲を広げることができます。 

【主な機能】住所検索／指定地点周辺検索／検索円の半径指定など 
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⚫ 交通事故発生状況ダッシュボード 

【概要】交通事故に関する情報を集計し、地図上のデータと連動することにより、交通事故発生状況をマップ、

チャート及びグラフを統合したダッシュボードで閲覧することができます。 

【主な機能】凡例／ベースマップギャラリー／住所検索／発生件数集計／事故内容割合／管轄署別集計など 

 

⚫ 交通事故発生状況の月別スライダー 

【概要】時系列情報を持つ交通事故データが時間とともにどのように変化するかを確認できます。再生/一時停

止ボタンでデータのアニメーションを制御したり、前の期間や次の期間に移動したりできます。 

【主な機能】凡例／住所検索／タイムスライダー／再生／停止など 
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⚫ 交通事故発生状況マップ（スマートフォン） 

【概要】スマートフォンで交通事故発生状況を閲覧しやすいように設定されているアプリです。 

【主な機能】凡例／集計／住所検索／条件指定絞り込み／ベースマップ ギャラリーなど 

 

交通事故情報公開の運用フロー 

交通事故情報公開テンプレートは 1 年単位の事故情報公開を想定して作られています。「事故情報テンプ

レート.xlsx」に 1 年間に絞り込んだ交通事故データを集約し、Web GIS Template Uploader を使用し

てアップロードを行うことで、1 年ごとの交通事故情報公開アプリ群として利用できます。 

 

 



交通事故情報公開テンプレート利用ガイド 

 

21 

 

情報公開スパンの変更 

情報公開単位を変更したい場合は、「事故情報テンプレート.xlsx」に集約する単位を変更することで対応

可能です。この場合、「月別スライダー Web マップ」においてタイムスライダーの間隔を調整する必要

があります。 

1. 「月別スライダー Web マップ」をマップビューアーで開きます。アイテム詳細ページの右側

にある [マップビューアーで開く] ボタンをクリックします。 

 

2. マップビューアー下部に表示されているタイムスライダーの [構成] ボタンをクリックしま

す。 

 

3. 時間設定ダイアログ上の [高度なオプションを表示] を選択します。 

 

4. たとえば毎月交通事故情報を公開する場合、1 週ごとのスライダー間隔に変更すれば、スライ

ダーは 4 つに分かれて表示されます。四半期ごとの場合は、約 16 週になるため、スライダ

ーも 16 に分かれて表示されます。変更後、[OK] をクリックします。 
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5. マップ上のタイムスライダーの動作を確認後、上書き保存します。メニューから [保存] を選

択します。 

 

 

マップ中心位置の調整 

「周辺の交通事故発生状況マップ」の初期表示位置から半径 1 km 以内に交通事故が 1 件もない場合、

ユーザーが混乱するかもしれません。 
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上図のような場合、交通事故がある場所が中心になるよう、Web マップの表示位置を調整する必要があ

ります。「周辺の交通事故発生状況マップ」が使用する Web マップは「周辺の交通事故情報 Web マッ

プ」です。「周辺の交通事故情報 Web マップ」のアイテム詳細ページの右側にある [マップビューアー

で開く] ボタンからマップビューアーで開き、最適な位置に中心が来るよう操作したのち、[保存] ボタン

で上書き保存してください。 

 

「交通事故発生状況の月別スライダー」も付近に交通事故がない場合もあるかもしれません。上記手順と

同様に、「月別スライダー Web マップ」の中心位置を修正し保存してください。 

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. [マイ 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] → [アクセス] をクリックします。 
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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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