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1. はじめに

 水土里クラウドとは？

・オンライン上で航空写真や地籍図など様々なデータを提供するサービスです。

・可視化された情報の閲覧や加工、編集が可能です。

・アップロードや情報の共有で、各関係機関での相互利用が可能となり、農村の振興等

を目的とした多様な取組に活用することができます。

デスクトップPC
タブレット端末 ノートPC

モバイル端末

イメージ図

・Webブラウザ上で動作する地理情報システムです。

・同グループ利用者同士でマップの使用、作成、共有・共同作業をする

ことができ、データの探索や編集が可能です。

・機密性の保持にも優れ、作業の効率性が上がります。

 ArcGIS Onlineとは？
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2. サインイン（Sign in）

振り分けられたユーザー名と
パスワードを打込みます。

 水土里ネットおきなわのHPより、サインイン画面へ移動します。

赤枠内「水土里クラウドサインインページ」
をクリックします。
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ArcGIS Onlineにサインインしました。



3. ArcGIS Online Webページの構成

8１ 2 3 4 5 6 7 9

1. ホーム：トップ画面へのリンクです。

２. ギャラリー：組織内でよく使われるマップやアプリケーションを表示できます。

３. マップ：マップビューアに移動します。

４. シーン：GISデータを三次元表示できる 3D ビジュアライゼーション アプリケーションです。

５. グループ ：組織内のグループを表示します。・・・（※）

６. マイ コンテンツ：サイン インしたユーザが作成、保存したコンテンツの管理
ページを表示します。

７. 組織：組織内のメンバーの管理や招待、Webサイト設定、クレジット使用量の
確認をすることができます。

８. ユーザー名：サイン インしているユーザの名前が表示されます。マイ プロフィールで
プロフィールの変更ができます。サイン アウトもここで行います。ヘルプで、
ArcGIS Onlineのヘルプページに移動します。

９. 検索：マップ、レイヤー、アプリケーション、ツール、ファイル、グループなどを
対象に検索を行うことができます。
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 サインインすると下図が表示され、使用するコンテンツを選択します。

図：ArcSceneの描画（例、石垣島）

※赤枠内の「グループ」をクリックすることで、
参加しているグループの一覧が表示される
グループ内にはマップやレイヤーなどの
アイテムが納められている

図：参加しているグループの一覧表示



４. マップビューアの構成・基本操作
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マップビューアはツールバー、パネル、マップ表示エリアで構成されています。

マップ表示エリアパネル
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：各ページへのリンクです。

：マップのタイトルです。

：新規マップを作成することが
できます。

：サイン インしているユーザの
名前が表示されます。

：マップの詳細とパネルを
表示させることができます。

：レイヤを追加できます。

：使用する背景地図を選択
できます。

：マップの [保存]、または
[名前をつけて保存] をする
ことができます。

：公開する範囲を指定して
マップを共有します。

：マップ表示エリアを印刷します。

：出発地と目的地を指定して、
車、あるいは徒歩でのルート
案内を取得できます。

：面積、距離、座標を計測できます。

：現在表示されている位置と縮尺
でマップのブックマークを作成・
表示できます。

住所・場所の検索ができます。
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４. マップビューアの構成・基本操作
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パネルとマップ表示エリア内のツールです。

：マップの説明、マップの所有者、最終変更日、ユーザの評価、
詳細情報へのリンクなどのマップに関する説明情報が表示されます。

＜パネル内のツール（赤枠）＞

＜パネル内のツール（緑枠）＞

：マップ内のレイヤのリストが表示されます。

：レイヤの凡例を表示します（※）。

(※)図：凡例の表示

：[拡大] （マウスのホイールを前に回す）

：[デフォルトの表示範囲]。

：[現在の場所を検索] 現在地の場所を表示します。

：[縮小] （マウスのホイールを奥に回す）



５. 基本マップについて
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「その他」のレイヤーの種類
(各市町村によって異なります)

• 水源
• 水利（線型）
• 水利（点型）
• 農業振興地域
• 農道
• 大字
• 小字
• 地籍
• 航空写真

「基本マップ」では、地籍・航空写真・その他（各市町村によって異なる）を
確認することができます。

主に閲覧のみとなります。必要な

地区の地図の印刷や計測等は可能です。



6. 作成したマップの保存
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作成したマップは保存することができ、保存データはマイコンテンツで確認できます。

「保存」ボタンを選択し、保存をクリック
します。

保存フォームが表示されます。
「タイトル」、「タグ」を記入します。赤枠に
は各ユーザーのフォルダ名を選択します。
マップの保存をクリックすると、
「マイコンテンツ」に保存されます。

※「マイコンテンツ」はホーム(青枠)をクリックすると
表示されます。

「マイコンテンツ」を選択
すると、保存されたマップ
を確認できます。

保存したマップのタイトル
をクリックすると、マップ
の詳細が表示されます。

レイヤーの種類等を確認
することができます。



7. マップの使用
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 表示するデータの限定：条件に当てはまるフィーチャのみを表示できます。

1. レイヤ名の右にある矢印 をクリックし、「フィルタ」 をクリックします。

2.「フィルタ」ダイアログの 「作成」 タブに条件を入力します。

3.条件を指定するフィールドを指定し、「値」 「フィールド]」または 「個別値」を指定します。

4.演算子を指定します。(※)

5～6.複数の条件を組み合わせるには「別の条件式を追加」をクリックするか、
「セットの追加」をクリックします。

１

2 4

5 6

7

3

※指定する演算子によっては、「値」「フィールド」「個別値」を指定できない場合もあり
ます。数値フィールドを選択している場合には [の間にある] と [の間にない] を選択する
ことができ、また、「空白である」と「空白ではない」を選択すると、②には何も入力
出来なくなります。

新規マップ作成の際、検索ボックス(赤枠)に各市町村名を検索すると、その検索した市町村
の中心にマップが移動します。

 住所を検索します。



8. データの共有
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1. マップ ビューアで作成したマップを保存します。

2. 共有(赤枠)をクリックします。

3. ダイアログが表示されるので、共有する範囲を
選択します。

4. 完了をクリックして、共有に関する設定を
終了します。

1. マイ コンテンツ ページを開きます。

2. 共有したいアイテムの左のチェックボックスを
オンにし、選択状態にします。複数のアイテム
を共有する場合は、それらのアイテムを複数
選択します。

3. 「共有」をクリックします。

4. 「共有」ダイアログが表示されるので、共有
する範囲を選択します。共有できる範囲は、
マップ ビューアからの共有方法と同様です。

5. OK をクリックして、共有に関する設定を終了
します。

6. 共有設定後、「マイ コンテンツ」ページで,各
アイテムの共有範囲を確認することができます。

作成したマップをほかのユーザやグループに共有することができます。

1
2
3

1

2

3

組織内にかかわらず、全てのユーザにマップを公開する
ことができます。

組織内のユーザとマップを共有することができます。

組織内のグループのみでマップを共有することが
できます（グループ一覧からマップを共有するグループ
を選択します）。

「マイコンテンツ」ページからも共有することができます。



1. ArcMap を開きます。

2. 「データの追加」 の右に
ある矢印 をクリック し、
「ArcGIS Online から
データを追加」をクリック
します。

3. 「ArcGIS Online」
ダイアログの検索ボックスに
キーワードを入力し、
ENTER キーを押すか、
をクリックして検索します。

4. 検索結果から追加したい
データを選びます。「詳細」
をクリックすると、データの
種類などの詳細が表示されます。
「追加」をクリックすると
ArcMap に追加されます。

9. ArcMapとの連携
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 ArcGIS Online の [マイ コンテンツ] ページからも追加できます。

ArcGIS Onlineで作成したデータはArcMapへ追加できます。

ArcGIS Online 上で、
「マイ コンテンツ」ページの
ArcMap に追加したいレイヤ名の
右にある▼矢印 から、「ArcGIS 
for Desktop で開く」（赤枠）を
クリックします


