ArcGIS Online 逆引きガイド
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1-1. ArcGIS Online へサイン イン
ArcGIS Online のサイン インとマイ プロフィールの設定について説明します。

サイン イン
1.

http://www.arcgis.com/ のページ右上の [サイン イン] から、または
https://www.arcgis.com/home/signin.html のサイン イン ページに直接アクセスし、お手持ちのアカウントと
パスワードを該当箇所に入力します。

初めてサイン インする時に、新しいパスワードの入力を求められます。英数字を含む 8 文字以上で新しいパスワ
ードを設定してください。

マイ プロフィールの設定
サイン イン後、ページ右上の名前 → [マイ プロフィール]
→ [マイ プロフィールの編集]

をクリックします。

1

初めてサイン インする場合は、新しいパスワードを作成後、マイ プロフィールの設定 ページが自動的に表示さ
れます。

2.

下記のようなページが表示され、マイ プロフィールの設定を行います。

…
氏名（姓/名）：変更することが可能です。下部の空白スペースは、所属している組織などを入力することができ、左側に
はお好きな画像を載せることもできます。
プロフィールの公開範囲：設定したプロフィールを [すべての人に公開] 、 [組織] 、 [非公開] から選択し、公開範囲
を制限することができます。
ユーザ名：ユーザ名を確認できます。ユーザ名を変更することはできません。
パスワードの変更：パスワードの変更を行うことができます。
本人に関する質問：パスワードを忘れた際、パスワード復旧に必要な項目です。質問を選択し、質問の回答を入力します。
言語：表示言語を選択できます。
地域：組織サイトで設定されている初期表示のマップの地域を確認できます。
単位：マップ ビューアでの縮尺や距離の計測における単位です。メートル法、または米国規格（マイル）の単位を選択す
ることができます。
ロール：組織サイト内での権限を確認できます。
組織：ユーザが所属する組織サイトの名称が表示されます。
組織のホームページの URL：組織サイトのホームページのアドレスを確認できます。
3.

入力が終了したら、[保存]

を押して、入力内容を保存します。
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1-2. ArcGIS Online Web ページの構成
ArcGIS Online Web ページの構成を説明します。

❶

➋

➌

➍

❺

❻

➐

➑

❶ [ホーム] : トップ画面（このページ）へのリンクです。
❷ [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。デフォルトでは、米国 Esri 社や全
世界のユーザが提供するおすすめのマップが表示されます。
❸ [マップ] : マップ ビューアに移動します。
➍ [グループ] : 組織内のグループを表示します。
❺ [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。
➏ [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。
❼ 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。ArcGIS Online のヘルプ ド
キュメントのほか、 Esri Maps for Office や Collector for ArcGIS などの ArcGIS Online に付属するアプリケーショ
ンのヘルプがあります。
❽ マップ、レイヤ、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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1-3. マップ ビューアの構成
マップ ビューアの構成を説明します。

❶

➋

❺

❻

❼

❾

❿

⓫

⓬
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⓮

⓯

⓰

⓱

➌
❽

❹

パネル

❶ [ホーム]

⓳

⓲

マップ表示エリア

: [ギャラリー]、[グループ]、[マイ コンテンツ]、[組織]、それぞれのページに移動することがで

きます。
❷ 現在表示しているマップのタイトルを示します。
❸ [詳細]

: デフォルトで選択状態となっており、さらに下記の [情報]、[コンテンツ]、[凡例]、を選択するこ

とができます。再度クリックすると、[パネル] を閉じることができます。
❹ [詳細]
[情報]

をクリックした場合に表示される操作ボタンです。
: サマリ（マップの説明）、マップの所有者、最終変更日、ユーザの評価、および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。
[コンテンツ]
[凡例]
❺ [追加]

: 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。
: レイヤを追加できます。

レイヤを追加するには → 「マップを作成したい」7～8 ページ
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❻ [編集]

: マップに編集が有効なレイヤが含まれる場合、このボタンが表示されます。図形を追加、変更、また

は削除することができます。
❼ [ベースマップ]
❽

: 使用するベースマップ（背景地図）を選択できます。

閉じるボタンです。このボタンをクリックすると、コンテンツ パネルが閉じます。コンテンツ パネルを再度表示

するには、[詳細] ボタンをクリックします。
❾ [保存]
❿ [共有]

: 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。Twitter などのソーシャル ネットワーキング サー

ビスにマップを投稿、このマップの短縮リンクを表示、既存の Web サイトにマップを埋め込むための HTML を表示、
テンプレートを使用して Web アプリケーションを作成するオプションなどがあります。
⓫ [印刷]

: マップ表示エリアを印刷します。

⓬ [ルート案内]
⓭ [計測]

: 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、座標を調べることができます。

⓮ [ブックマーク]

: 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できます。また、ブッ

クマークのリストを選択し、その場所を表示できます。
⓯

住所や場所を検索することができ、表示範囲がその場所に移動します。

⓰ 新規マップを作成することができます。
⓱ 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。
⓲ マップの表示範囲を変更できるボタンです。
[拡大] （マウスのホイールを前に回す）、

[縮小] （マウスのホイールを奥に回す）

[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。表示するには、ブラウザやスマートフォンなどのセキュリティ
の設定の変更が必要になる場合があります。
表示範囲は下記の操作でも変更可能です。
Shift キー ＋ ドラッグして四角を描画 → 四角内を拡大
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Shift キー ＋ Ctrl キー ＋ ドラッグして四角を描画 → 四角内をもとに縮小
⓳ 現在の表示範囲の概観図を、表示/非表示することができます。
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2-1. マップを作成したい
マップ ビューア → [追加] → [保存]
ArcMap からアップロードしたフィーチャ サービスや、緯度経度の情報を持った CSV ファイルなどを、レイヤとしてマ
ップに追加し、様々なレイヤを組み合わせてマップを作成することができます。マップの保存には、コンテンツを作成す
る権限が必要です（権限を持っていない場合でもマップは作成できますが、保存することはできません）
。

1.

マップ ビューアを開きます。

2.

[追加]

3.

[レイヤの検索]、[Esri マップ レイヤの参照]、[Web からレイヤを追加]、[ファイルからレイヤを追加]、[マップ

をクリックします。

メモの追加] いずれかのレイヤの追加方法を選択します。

それぞれのレイヤ追加方法は、以下の通りです。

レイヤの検索
1.

[検索] ボックスにキーワードを入力し、[検索]

をクリックします。

[検索先] ドロップダウン リストでは、検索する場所を限定することができ、また、[マップ エリア内] のチェックボッ
クスをオンにすると、マップ ビューアの表示範囲にあるレイヤを検索することができます。
2.

検索結果は下部のボックス内に表示され、レイヤ名の右にある [追加] をクリックするか❶、レイヤ名をクリックし
たのちに❷、[マップに追加] ❸をクリックします。

❷

3.

[レイヤの追加を完了]

❶

❸

をクリックし、レイヤの追加を終了します。
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Esri マップ レイヤの参照
米国 Esri 社が提供するマップ レイヤをマップに追加します。レイヤの詳細はアイテム説明で確認できます。

Web からレイヤの追加
URL を指定して、ArcGIS Server Web サービス、OGC WMS Web サービス、OGC WMTS Web サービス、Web サ
ーバ上にあるタイル レイヤ、KML ファイル、GeoRSS ファイル、および CSV ファイルのレイヤを追加することができ
ます。

ファイルからレイヤを追加
1.

[ファイルを選択]

をクリックして、コンピュータ上のファイル（区切りテキスト ファイル（*.csv ま

たは *.txt）、GPS Exchange Format（*.gpx）ファイル、またはシェープファイル（*.zip に圧縮済み））を選択
します。

この方法で追加できるレイヤのフィーチャ数の上限は、1,000 フィーチャです。1,000 フィーチャ以上のデータ
を持つファイルを追加する場合、ArcMap から追加する方法（「ベクタ データを ArcMap から公開したい」41
ページ）と [マイ コンテンツ] ページの [アイテムの追加] で行う方法があります。

*.csv、*.txt、*.gpx ファイルをマップ表示エリアへドラッグ ＆ ドロップして追加するには → 10 ページ

2.

[レイヤのインポート]

3.

[CSV レイヤの追加] ダイアログが表示された場合は、緯度/経度あるいは住所の情報を含んでいるフィールドを選択
します。[レイヤの追加]

をクリックします。

をクリックして、レイヤの追加を終了します。

マップ メモの追加
1.

[マップ メモの追加] ダイアログで、[名前] フィールドでレイヤ名を、[テンプレート] ドロップダウン リストから
任意のマップ メモのテンプレートを選択します。

2.

[マップ メモの追加] ダイアログで、名前を入力し、テンプレートをドロップダウン・リストから選択して、[作成]
をクリックします。
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3.

フィーチャの追加パネルが表示されるので、マップに追加するシンボルを選択します。

4.

マップの任意の位置をクリックすると、その位置にシンボルが表示されると同時にポップアップが開き、タイトルや
説明などを入力することができます。

図形を入力、編集するには → 「データの編集」32～39 ページ

5.

コンテンツ パネルでレイヤが追加されたことを確認し、追加されたレイヤ名の右にある矢印

をクリックし、[レ

イヤの保存] をクリックします。
6.

[アイテムの作成] ダイアログでレイヤのタイトル、タグ、サマリ（説明）を入力し、保存するフォルダを選択して [ア
イテムの作成] をクリックします。

タグを入力して、Enter キーを押すと、入力文字を確定できます。

7.

マップを保存するために、[保存]

→ [保存] をクリックします。

マップの保存では、マップ ビューア上で参照しているレイヤやその表示設定などが保存されます。マップ上で設
定したレイヤのシンボルなどは、レイヤ自体には保存されないため、他のマップでそのレイヤを追加したときに
は、再度、シンボルの設定等を行う必要があります。

8.

タイトル、タグ、サマリ（説明）を入力し、保存するフォルダを選択し、[マップの保存]

をクリッ

クします。
9.

[マイ コンテンツ] ページに移動し、マップが

のような地図のアイコンで保存されていることを確認できます。
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緯度経度、または住所情報を含むテキスト ファイル（ *.txt、 *.csv）であれば、マップ表示エリアにファイル
をドラッグ & ドロップすることで、ポイント フィーチャ レイヤとしてマップに追加できます。フィールドはカ
ンマ、セミコロン、またはタブで区切る必要があり、その他の区切り文字はサポートされていません。また、緯
度経度は、10 進度である必要があります。Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer 10 以降で利
用可能です。
1.

日本語を含むテキストファイルを使用するためには、Windows の「メモ帳」でファイルを開き、[ファイル]

メニュー → [名前を付けて保存] をクリックし、[名前を付けて保存] ダイアログの下部に表示される [文字コ
ード] ドロップダウン リストから [UTF-8] を指定して [保存] ボタンをクリックします。

2.

保存したファイルを、マップ ビューア上にドラッグ & ドロップします。

3． [CSV レイヤの追加] 画面が表示されます。住所が入力されている場合は、[使用しているフィーチャの特定]
では [住所] を指定し、[国] ドロップダウン リストから 「日本」 を選択します。
4． 住所が入力されているフィールド名をクリックし、[場所フィールド] で [住所/大字町丁目以降] を選択し
ます。
5.

[レイヤの追加] ボタンをクリックします。
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2-2. シンボルを変更したい
マップ ビューア → [詳細] → [コンテンツ] → [レイヤ名の右にある矢印] → [シンボルの変更]
シンボルの色や形を変更します。コンテンツを作成する権限を持っている場合に可能です。

1.

マップ ビューアの [詳細]

が選択されていることを確認し、[コンテンツ]

2.

シンボルを変更したいレイヤ名の右にある矢印

3.

[シンボルの設定] パネルが表示されます。 [種類] ドロップダウン リストからシンボルの種類を選択します❶。

をクリックし、[シンボルの変更] をクリックします。

❶
❷
❸
❹

をクリックします。

❶

❶

❷

❷

❻

❻

❼

❼
❺

❺
❺

[個別値シンボル]の場合

[色] の場合

[サイズ] の場合

・単一シンボル
同じシンボルを使用してすべてのフィーチャを描画します。
・個別値シンボル
属性値を個別値で分類し、それぞれの個別値にシンボルを割り当てて描画します。
[表示] ドロップダウン リストからフィールドを選択し❷、[色] ドロップダウン リストから各シンボルの色を設定する
ことができます❸。下部のシンボルをクリックして、シンボルの種類やサイズ等を変更することもできます❺。
・色
数値属性を範囲で区切って分類し、それぞれの範囲に色を割り当てて描画します。
[表示] ドロップダウン リストからフィールドを選択します❷。[分類] ドロップダウン リストから分類手法を選択し❻、
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分類するクラス数を [指定数] フィールドで指定します❼。下部のシンボルをクリックして、シンボルの種類やサイズ等
を変更することもできます❺。
・サイズ
数値属性を範囲で区切って分類し、それぞれの範囲をシンボルの大きさで表現して描画します。
[表示] ドロップダウン リストからフィールドを選択します❷。[分類] ドロップダウン リストから分類手法を選択し❻、
分類するクラス数を [指定数] フィールドで指定します❼。下部のシンボルをクリックして、シンボルの種類やサイズ等
を変更することもできます❺。

レイヤが持つ属性フィールドのタイプに応じて選択できる種類が異なります。例えば、文字列型のフィールドの
みで構成されるレイヤでは、[種類] ドロップダウン リストでサイズや色の指定はできません。

[オプション] で行える操作について❹
[シンボルの設定] ： シンボルの種類やサイズを変更します。
[すべてのシンボルを変更] ： すべてのシンボルを一括で変更します。
[回転角度の設定] ： 回転角度が入力されたフィールドを選択すると、シンボルに方向を設定します。
[色の順序の変更] で割り当てられた色の順序を反転します。
[他の値を表示] 分類されなかった値を表示します。
なお、[シンボルの設定] のみ選択可能の場合、[シンボルの設定] ボタンが表示されます。
4.

[シンボル設定の終了]

をクリックします。

5.

シンボルを設定した状態でレイヤを保存することで、他のマップでもシンボルが設定された状態でレイヤを利用する
ことができます。そのためには、レイヤ名の右にある矢印

をクリックし、[レイヤの保存] をクリックします。

独自のシンボルを表示したい場合は、シンボルとして表示させたい
画像をあらかじめ Web 上にアップロードしておき、[シンボルの設定]
→ [シンボルの変更] ダイアログで、[画像の追加] をクリックし、
参照する URL を指定して独自のシンボルとして利用することができます。
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2-3. ラベルを変更したい
マップ ビューア → [詳細] → [コンテンツ] → [レイヤ名の右にある矢印] → [ラベルの作成]
マップ上のフィーチャに簡単にテキストを追加することができます。ラベルのテキスト文字列はフィーチャの属性情報を
利用して設定することができます。コンテンツを作成する権限を持っている必要があります。

1.

マップ ビューアの [詳細]

が選択されていることを確認し、[コンテンツ]

をクリックします。

2.

ラベルを変更したいレイヤ名の右にある矢印

3.

[ラベルフィーチャ] パネルが表示されます。[ラベル フィーチャ] チェックボックスをオンにして、ラベルを表示し

クリックし、[ラベルの作成] をクリックします。

ます❶。

❶
❷
❸
❹

4.

[テキスト] フィールドに、ラベルとして表示したい属性を持つフィールドを入力します。複数の属性を表示したい
場合は、右の

ボタンで任意のフィールドを追加することができます❷。｛｝(中かっこ)でフィールド名を囲むと

各フィーチャの属性が表示されます。
5.

テキストのサイズ、太字、斜体、アンダーライン、色を変更することができます❸。

6.

[整列] で、ラベル配置を指定します❹。

7.
8.

[OK]

をクリックし、ラベルの設定を終了します。

ラベルの設定をした状態でレイヤを保存することで、他のマップでもラベルが設定された状態でレイヤを利用するこ
とができます。そのためには、レイヤ名の右にある矢印

から [レイヤの保存] をクリックします。
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2-4. ポップアップの内容を変更したい
マップ ビューア → [詳細] → [コンテンツ] → [レイヤ名の右にある矢印] → [ポップアップの構成]
ポップアップとは、クリックしたフィーチャの属性情報を表示する吹き出しのことです。コンテンツを作成する権限を持
っている必要があります。

1.

マップ ビューアの [詳細]

が選択されていることを確認し、[コンテンツ]

2.

ポップアップの表示を変更したいレイヤ名の右にある矢印

をクリックします。

をクリックし、[ポップアップの構成] をクリックしま

す。
3.

[ポップアップの設定] パネルが表示されます。

❶

❷

❸

❹

[ポップアップ タイトル] ❶：ポップアップのタイトルを入力します。｛｝(中かっこ)でフィールド名を囲むと各フィー
チャの属性が表示されます。
[ポップアップのコンテンツ] ❷：ポップアップ内に表示される属性を編集します。[表示] ドロップダウン リストで、ポ
ップアップ内に表示するフィールドの設定を行います。
・属性フィールドのリスト ：すべての属性フィールドを表示します。表示の順序を変えるには、下のボックスで変更した
いフィールドを選択し、右側の上下の矢印をクリックします。[属性フィールドの構成] をクリックして、属性フィールド
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の表示/非表示や、フィールドのエイリアス、書式などを変更することができます❸。
・単一の属性フィールド：一つのフィールドを選択し、そのフィールドの属性のみを表示します。
・属性表示のカスタム設定：[構成]

をクリックして、文字の色やリンクを貼るなどの属性表示のカスタマイズを

することができます。
・属性情報の非表示：属性情報を非表示にします。
ポップアップ メディア❹：[追加]

をクリックして、画像や属性のチャート（グラフ）をポップアップに含め

ることができます。

4.

ポップアップの設定が終了したら、[ポップアップを保存]

5.

ポップアップを設定した状態でレイヤを保存することで、他のマップでもポップアップが設定された状態でレイヤを
利用することができます。そのためには、レイヤ名の右にある矢印

をクリックし、設定を保存します。

から [レイヤの保存] をクリックします。

ポップアップ メディアに画像を追加したい場合、[URL] に画像のアドレスを入力します。また、[リンク（オプ
ション）] では、画像をクリックした際に表示するページをリンクさせることができます。なお、ArcGIS Online
の [アイテムの追加] で画像をアップロードすることもできますが、ストレージ分のクレジットが消費されます。
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2-5. レイヤにファイルを添付したい
[マイ コンテンツ] ページ→ [アイテム詳細] ページ → [レイヤ名の右にある矢印] → [添付ファイルの有効化]
レイヤ（フィーチャ サービス）の各フィーチャに画像やその他のファイルを添付し、ポップアップから参照することがで
きます。この機能を使用するには、レイヤの設定をあらかじめ行っておく必要があります。
添付ファイルの有効化
1.

フィーチャ サービスを公開します。

フィーチャ サービスを公開するには → 「ベクタ データを ArcMap から公開したい」41～43 ページ

2.

[マイ コンテンツ] ページで、ファイルを添付したいレイヤ名の右にある矢印

から [アイテムの詳細を表示] を

クリックし、[アイテム詳細] ページを開きます。
3.

[アイテム詳細]ページに表示されている、[レイヤ] 項目の、レイヤ名の右にある矢印をクリックし❶、[添付ファイ
ルの有効化] を選択します❷。

レイヤに対して編集が有効化されている必要があります。編集するレイヤの [アイテムの詳細] ページで [編集]
をクリックして、[編集を有効化して、次の操作を編集者に許可します] のチェック ボックスをオンに
します。

❶

➋

ファイルの添付
1.

マップ ビューアに、添付ファイルを有効化したレイヤを追加します。
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2.

[編集]

をクリックし、新規フィーチャを作成、または既存のフィーチャをクリックし、属性のポップアッ

プを開きます。

フィーチャを作成、編集するには → 「データの編集」32～39 ページ

3.

ポップアップ下部の [添付ファイル] 項目の [ファイルを選択] （ブラウザによっては[参照]）ボタンをクリックし、
添付したいファイルをコンピュータから選択します。

4.

（[詳細] → [コンテンツ] の [コンテンツ] パネルで、編集したレイヤ名の右にある矢印

から、[レイヤの保存]

をクリックして編集を保存します。）

添付できるファイルの種類は、7Z、AIF、AVI、BMP、DOC、DOCX、DOT、ECW、EMF、EPA、GIF、GML、
GTAR、GZ、IMG、J2K、JP2、JPC、JPE、JPEG、JPF、JPG、JSON、MDB、MID、MOV、MP2、MP3、MP4、
MPA、MPE、MPEG、MPG、MPV2、PDF、PNG、PPT、PPTX、PS、PSD、QT、RA、RAM、RAW、RMI、SID、
TAR、TGZ、TIF、TIFF、TXT、VRML、WAV、WMA、WMF、WPS、XLS、XLSX、XLT、XML、ZIP です。最
大サイズは 10MB です。
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3-1. 属性テーブルを表示したい
マップ ビューア → [詳細] → [コンテンツ] → [レイヤ名の右にある矢印] → [テーブルの表示]
レイヤの属性テーブルを表示します。

1.

マップビューアの [詳細]

が選択されていることを確認し、[コンテンツ]

2.

属性テーブルを表示したいレイヤ名の右にある矢印

3.

[テーブル オプション] をクリックして、行いたい操作を選択します❶。

をクリックします。

をクリックし、[テーブルの表示] をクリックします。

[フィルタ] : 条件に当てはまるデータのみを表示することができます。また、ここで指定した条件はマップ上のフィ
ーチャにも反映されます。

フィルタを設定するには → 「表示するデータを限定したい（フィルタの設定）」19 ページ

[選択レコードを表示] : マップ上や属性テーブル上で選択しているフィーチャのレコードのみを表示します。また、
[すべてのレコードを表示] を選択することで、すべてのレコードを表示することができます。
[選択レコードにズーム] : 属性テーブル上で選択しているレコードのフィーチャを中心にマップを表示します。
[選択の解除] : 属性テーブルの選択を解除します。
[列の表示/非表示] : 属性テーブルに表示する列（フィールド）を選択することができます。

❶
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3-2. 表示するデータを限定したい
マップビューア → [詳細] → [コンテンツ] → [レイヤ名の右にある矢印] → [フィルタ]
条件に当てはまるフィーチャのみを表示します。

1.

マップビューアの [詳細]

が選択されていることを確認し、[コンテンツ]

2.

表示するデータを限定したいレイヤ名の右にある矢印

3.

[フィルタ] ダイアログの [作成] タブに条件を入力します。

❶

をクリックします。

をクリックし、[フィルタ] をクリックします。

❹

❺

❷
❸

❻

4.

条件を指定するフィールドを指定します❶。

5.

[値] 、[フィールド] 、または [個別値] を指定します❷。
[値] : 任意の値を入力することができ、文字列に含まれる任意の値を持つデータだけを表示するような場合に利用し
ます。
[フィールド] : フィールドを指定することができ、❹で指定したフィールドと比較した条件を満たすデータを表示す
るときに利用します。
[個別値] :一覧から属性値を選択できます。

6.

演算子を指定します❸。なお、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、❶には何も入力できなくなります。

7.

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❹、[セットの追加]をクリックします❺。
[別の条件式を追加] : 単一の条件式を追加します。
[セットの追加] : 複数の条件式を組み合わせて 1 つの条件とする条件式を追加します。
複数の条件式を組み合わせる場合には、それらの条件すべてを満たすのか（[すべて]）、あるいはいずれかの条件を
満たすのか（[一部]）を指定します。
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8.

[フィルタの適用]

をクリックします❻。

設定したフィルタを削除したり修正したりするには、レイヤ名の右にある矢印

→ [フィルタ] をクリックし、

以下の操作を行います。
・フィルタの削除 : [表示] タブになっていることを確認します。[フィルタの削除] をクリックします。
・フィルタの修正 : [編集] タブをクリックして、設定されている条件式を修正します。

土地利用の種別を表す「土地利用」フィールドと所有者の種別を表す「所有」フィールドを持つ土地利用データ
があるとします。[別の条件式を追加] では、『 土地利用

が

森林

に等しい 』や『 所有

が

私有地

に

等しい 』のように単一の条件を指定するための条件式を追加します。
[セットの追加] では、『 「土地利用

が

森林

に等しい」 および 「所有

が

私有地 に等しい」 』のよ

うに複数の条件をセットとした条件式を追加します。
単一の条件式とセットとした条件式を組み合わせることもできます。例えば、
『 土地利用
（単一の条件式）、または『 「土地利用

が

森林

に等しい」 および 「所有

が

が

宅地

に等しい 』

公用地 に等しい」 』（セ

ットとした条件式）という条件式では、「宅地」と「公用地の森林」が選択されます。
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3-3. 住所を検索したい
マップ ビューア → [住所または場所の検索] ボックス
住所を検索してマップの表示範囲をその場所に移動します。

1.

マップ ビューア右上の [住所または場所の検索] ボックス内の矢印

をクリックして❶、[Esri World Geocoder]

を選択します❷。レイヤの属性値を検索できるように設定していない場合には、この操作は不要です。

❶

❷

レイヤの属性値を検索するには → 「レイヤの属性情報を基に、特定の場所を検索したい」31 ページ

2.

[住所または場所の検索] ボックスに住所を入力します❸。

3.

検索ボタンをクリックするか❹、Enter キーを押すと、検索された住所の位置にマップが移動し、ポップアップが表
示されます❺。

❸
❹

❺

住所を検索するためには、参照しているマップで住所検索が有効化されている必要があります。マップの [アイ
テム詳細] ページ → [編集]

→ [アイテム編集] ページ下部の [プロパティ] の中の [アプリケーシ

ョン設定] → [位置の検索] 及びその中の [住所] チェックボックスがオンになっていることを確認します。
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3-4. ルート検索をしたい
マップ ビューア → [ルート案内]
出発地から目的地へのルートを検索します。経由地を指定することもできます。出発地と目的地を合わせて 20 地点まで
登録することができます。ルート検索を行うには、ネットワーク解析を実行できる権限が必要です。

1.

出発地と目的地（必要に応じて経由地）を表すレイヤ、またはマップ メモをマップに表示します。

マップ メモを作成するには → 「マップを作成したい」8～9 ページ（マップ メモの追加）

2.

マップ ビューア上部の [ルート案内]

をクリックします。

3.

マップ上で出発地として登録するフィーチャをクリックし、ポップアップの中の [ルート案内の取得] をクリックし
ます。

4.

マップ ビューア左側の [ルート案内] パネルに、クリックした地点が出発地

として登録されます❶。

5.

手順 3 を繰り返して、経由地や目的地を登録していきます。

6.

住所から地点を追加する場合は、[ルート案内] のボックスに住所を入力します❷。必要に応じて、 [目的地の追加] を
クリックして経由地、目的地を追加します❸。

❶
❷
❸
❹

登録した出発地や目的地、経由地の順番を変更するには、[ルート案内] パネルで順番を変更したい地点のアイコ
ン（

など）をクリックしたまま、ドラッグ操作で上下に移動させます。
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7.

出発地、経由地、目的地を合計で 4 地点以上を登録した場合に、登録順に巡回するルートではなく最適な順番で登録
地を巡回するルートを検索することができます。[その他のオプションの表示] をクリックし❹、から [ルートの最適
化] にチェックを入れます❺。ただし、出発地と目的地の順序は変更されません。

❺

この方法でルート検索を実行した場合、通常のルート検索（0.04 クレジット/回）より多くのサービス クレジッ
ト（0.5 クレジット/回）が消費されます。

8.

移動方法を、車、徒歩いずれか選択し、[ルート案内の取得]

をクリックします。

9.

マップ上にルートが表示され、[ルート案内] パネルの下部にルートの詳細が表示されます。

レイヤやマップ メモとして読み込まれているすべてのフィーチャを通るルートを検索するためには、レイヤ（あ
るいはマップ メモ）の右にある矢印

から [すべてのフィーチャへのルート] をクリックして、すべてのフィ

ーチャを一括して登録することができます。必要に応じて、出発地・目的地・経由地の順序を変更します。なお、
20 地点以上あるレイヤ（あるいはマップ メモ）では [すべてのフィーチャへのルート] を選択できません。
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3-5. 解析機能を使用したい
マップ ビューア → [詳細] → [コンテンツ] → [レイヤ名の右にある矢印] → [解析の実行]
空間的な解析やネットワーク解析などを行います。解析機能を利用するためには、
「コンテンツの作成、更新、および削除」
、
「ホスト フィーチャ サービスの公開」、「空間解析」の権限を持っている必要があります。一部の機能は [ネットワーク
解析] および [ジオエンリッチメント] の権限が必要です。

1.
2.

マップ ビューアの [詳細]

が選択されていることを確認し、[コンテンツ]

解析を実行するレイヤ名の右にある矢印

をクリックします。

から、[解析の実行] をクリックします。

すべての解析機能でサービス クレジットが必要です。消費されるクレジットはフィーチャ数などによって異なり
ます。実行時に必要となるサービス クレジットは、[解析の実行] パネルの下部の [クレジットの表示] をクリ
ックすることで確認することができます。

解析結果を出力する結果レイヤの名前には、日本語と特殊文字（「－」(ハイフン）、「（ ）」 「 [ ] 」 「・」
「/」 「*」 「/」 「＃」 「%」）は使用しないでください。結果レイヤ名には、半角英数字とアンダースコア
（_）を使用できます。結果レイヤの名前に日本語を使用すると、このレイヤにアクセスする URL に日本語が含
まれ、正常な処理ができない可能性があります。

解析機能には、さまざまなツールが用意されており、目的に応じてグループに分かれています。ここでは、各ツールの概
要を説明します。

・

データの集約
ツール

ポイントの集約

概要
ポリゴン レイヤにあるポイントの属性値の集計（合計や最大・最小値など）を行います。

利用シーン：地域ごとに店舗の売上合計を求めたりすることができます。
解析実行レイヤ：ポイント レイヤから実行
近接範囲内での集計

解析を実行するレイヤから指定した距離内にある他のレイヤを検索し、その属性値の集計（合
計や最大・最小値など）を行います。ポイント レイヤに対して解析を実行すると、直線距離以
外にも運転距離や運転時間にもとづく距離を指定できます。また、距離内に一部のみ含まれる
フィーチャの属性値は按分計算されます。
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利用シーン：出店候補地周辺の既存顧客数を求めたりすることができます。
解析実行レイヤ：ポイント レイヤ、ライン レイヤ、ポリゴン レイヤから実行
必要な権限：ネットワーク解析（運転距離や運転時間を指定する場合）
エリア内での集計

ポリゴン レイヤ内にある他のレイヤを検索し、その長さや面積、属性値の集計（合計や最大・
最小値など）を行います。ポリゴンに一部のみ含まれるフィーチャの属性値は按分計算されま
す。

利用シーン：開発エリア内の道路の総延長距離を求めたりすることができます。
解析実行レイヤ：ポリゴン レイヤから実行

・

フィーチャの検索
ツール

概要

既存フィーチャの検

属性値の検索や空間的な位置関係による検索、あるいはその組み合わせの条件を指定して、条

索

件に当てはまるデータを検索し、結果を別レイヤに抽出します。条件に当てはまったフィーチ
ャは、元の形状のまま抽出されます。

利用シーン：災害レベルの高いエリアに含まれる木造建物を検索して抽出したりすることがで
きます。
解析実行レイヤ：検索したいレイヤから実行
新規フィーチャの作

属性値の検索や空間的な位置関係による検索、あるいはその組み合わせの条件を指定して、条

成

件に当てはまるデータを検索し、結果を別レイヤに抽出します。ポリゴン レイヤと交差する、
あるレイヤから一定距離内にあるなどの条件を指定した場合には、そのエリアに含まれる部分
のみが抽出されます。
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解析実行レイヤ：検索したいレイヤから実行
類似フィーチャの検

基準となるレイヤのフィーチャに似た属性傾向を持つフィーチャを検索し、属性傾向に応じて

索

ランク付けを行います。

利用シーン：売上の良い店舗と似た属性傾向（例えば、店舗の延べ床面積と駐車場面積）を持
つ出店候補地をランク付けしたりすることができます。
解析実行レイヤ：基準となるレイヤから実行

・

データへの情報付加
ツール

レイヤへの情報付加

概要
特定エリア内、あるいは特定の場所から一定の距離または運転時間内に関する、人口や教育、
消費などの統計情報を取得します。

利用シーン：店舗周辺の人口を求めたりすることができます。
解析実行レイヤ：ポイント レイヤ（直線距離、運転時間）から実行
必要な権限：・ジオエンリッチメント
・ネットワーク解析（運転距離や運転時間を指定する場合）

・

パターンの分析
ツール

密度の計算

概要
ポイントやラインから密度マップを作成します。単位面積あたりのフィーチャ数（ラインの場
合は総延長）が密度として求められます。また、属性として入力された数量を用いて密度マッ
プを作成することもできます。出力レイヤは、密度をクラスに分類したポリゴン レイヤとして
出力されます。
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利用シーン：犯罪発生地点から犯罪密度マップを作成して犯罪発生率の高いエリアを探したり
することができます。
解析実行レイヤ：ポイント レイヤ、またはライン レイヤから実行
ホットスポット

データの空間パターンに統計的に有意なクラスタ（かたまり）が存在するかどうかを判定し、
高い値（ホット スポット）と低い値（コールド スポット）を発見します。発生件数などの属
性値を使用して分析した場合には（ポリゴン レイヤやポイント レイヤ）、属性の高い値と低
い値が空間的にクラスタ化しているエリアを発見できます。また、属性値を使用せず、ポイン
トのカウント数からホット スポットとコールド スポットを分析できます。

利用シーン：交通事故の発生密度が高いエリアを探したりすることができます。
解析実行レイヤ：ポイント レイヤ、またはポリゴン レイヤから実行
ポイントの内挿

計測値が入力されたポイント レイヤから未知の場所の値を推定します。出力レイヤは、推定値
をクラスに分類したポリゴン レイヤとして出力されます。また、指定した地点の推定値をポイ
ント レイヤとして出力することもできます。

利用シーン：各地点の雨量計で計測した雨量からエリア全体の雨量分布を推測したりすること
ができます。
解析実行レイヤ：ポイント レイヤから実行

・

近接エリアの分析
ツール

バッファの作成

概要
フィーチャから特定の距離圏のバッファ エリアを作成します。
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利用シーン：駅の周囲 500m 圏を表すエリアを作成したりすることができます。
解析実行レイヤ：ポイント レイヤ、ライン レイヤ、ポリゴン レイヤから実行
到達圏レイヤの作成

指定した時間や距離内に到達することができるエリアを作成します。時間や距離は道路に沿っ
て計算されます。

利用シーン：消防署から 5 分以内に到達することができるエリアを作成したりすることができ
ます。
解析実行レイヤ：ポイント レイヤから実行（最大 1,000 フィーチャ）
必要な権限：ネットワーク解析
最寄りの検索

ある地点からもっとも近いフィーチャを検索します。ポイント レイヤ間で検索を行う場合に
は、直線距離だけではなく運転時間や運転距離による検索も指定できます。

利用シーン：店舗からもっとも近い配送センター（あるいは上位 3 件など）を検索したりする
ことができます。
解析実行レイヤ：ポイント レイヤから実行
必要な権限：ネットワーク解析（運転距離や運転時間を指定する場合）
ルートの計画

出発地点から訪問先を最短時間で巡回するルートを検索します。巡回する車両数や巡回先での
作業時間、最大訪問先数などを指定して、効率的な巡回ルートを検索できます。

利用シーン：配送センターから各店舗に複数の車両で商品を配送するための最適なルートを検
索したりすることができます。
解析実行レイヤ：訪問先を表すレイヤから実行
必要な権限：ネットワーク解析
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・

データの管理
ツール

境界のディゾルブ

概要
重なり合う、あるいは境界を共有するエリアを 1 つにまとめ、境界線のないエリアを作成しま
す。または、指定した属性値が同じエリアを 1 つにまとめることもできます。

利用シーン：市区町村界レイヤに対して同じ都道府県名の属性を持つフィーチャを 1 つにまと
めて境界線を取り除き、都道府県界レイヤを作成したりすることができます。

解析実行レイヤ：ポリゴン レイヤから実行
データの抽出

指定した範囲内のデータをダウンロードできる形式に変換します。ファイル形式として、シェ
ープファイルや CSV ファイル（属性値）などを指定できます。

解析実行レイヤ：ポイント レイヤ、ライン レイヤ、ポリゴン レイヤから実行
レイヤのマージ

2 つのレイヤを 1 つのレイヤに統合して、新しいレイヤを作成します。同じタイプ（ポイント、
ライン、ポリゴン）のレイヤ同士である必要があります。

利用シーン：関東各都県のレイヤをマージして、1 つの関東地方のレイヤを作成したりするこ
とができます。

解析実行レイヤ：ポイント レイヤ、ライン レイヤ、ポリゴン レイヤから実行
オーバーレイ

2 つのレイヤを統合します。統合方法には、「インターセクト」、「ユニオン」、「イレース」
があります。
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・

インターセクト

2 つのレイヤが重なり合う部分を抽出します。出力レイヤのフィーチャには、重なり合った両
フィーチャの属性が継承されます。ー―詳細は、実行画面の「オーバーレイ方法の選択」の右
にある

をクリックして表示されるヘルプを参照ください。

利用シーン：土地区画レイヤと浸水域レイヤが重なり合う部分だけを抽出し、危険な土地区画
だけを抽出したりすることができます。
解析実行レイヤ：ポイント レイヤ、ライン レイヤ、ポリゴン レイヤから実行

・

ユニオン

2 つのレイヤが重なり合う部分を抽出するとともに、重なり合わなかった部分も出力されます。
出力レイヤのフィーチャには、重なり合った両フィーチャの属性が継承されます。重なり合わ
なかった部分については、元の属性のみが継承されます。

利用シーン：土地区画レイヤを浸水域レイヤと重なり合う部分と重なり合わない部分を分割し、
危険な土地区画と安全な土地区画に分割したりすることができます。
解析実行レイヤ：ポリゴン レイヤ同士で実行

・

イレース

2 つのレイヤの重なり合わない部分のみを抽出します。出力レイヤのフィーチャには、元の属
性が継承されます。
利用シーン：土地区画レイヤから浸水域レイヤを除去し、安全な土地区画だけを抽出したりす
ることができます。
解析実行レイヤ：ポイント レイヤ、ライン レイヤ、ポリゴン レイヤから実行
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3-6. レイヤの属性情報を基に、特定の場所を検索したい
[マイ コンテンツ] ページ → マップの [アイテム詳細] ページ → [編集] → [アプリケーション設定]
マップ ビューア → [住所または場所の検索] ボックス
マップ ビューアの [住所または場所の検索] ボックスにレイヤの属性値を入力し、検索と一致するフィーチャの表示範囲
に移動できるように設定できます。

Web マップのプロパティ設定
1.

[マイ コンテンツ] ページで、検索したいレイヤが追加されている Web マップの右にある矢印

から [アイテム

詳細の表示] をクリックし、[アイテム詳細] ページを開きます。
2.

[編集]

をクリックします。

3.

[アプリケーション設定] の [位置の検索] と [レイヤ] チェックボックスをオンにします❶。

4.

[レイヤの追加] をクリックし❷、検索対象のレイヤ、フィールド、検索条件を指定します❸。

5.

[ヒント] にマップ ビューアの [住所または場所の検索] ボックスに表示されるヒント文字を入力します❹。

❹

❶

❸

❷

6.

[保存]

をクリックします。

マップ ビューアでの検索
1.

プロパティを設定したマップをマップ ビューアで開きます。

2.

[住所または場所の検索] ボックスに上記のプロパティで設定したレイヤの属性値を入力し、Enter キーを押すか、
検索ボタンをクリックします❺。

3.

検索されたフィーチャの位置にマップが移動し、

❺

❻

フィーチャのポップアップが表示されます❻。
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3-7. 編集の開始と終了
マップ ビューア → [編集]
フィーチャの削除、移動、形状変更、追加や属性値を編集します。編集を行うためには、対象のレイヤが編集可能になっ
ている必要があります（編集できるレベルは[フィーチャの追加、更新、および削除]、[フィーチャの属性のみを更新]、[フ
ィーチャの追加のみ]）
。編集の有効化と編集できるレベルは、レイヤの所有者が設定します。

編集の開始
1.

マップ ビューアの [編集]

をクリックします。

2.

[フィーチャの追加] パネルに、表示されているレイヤのうち編集が有効化されているレイヤの一覧が表示されます❶。

❶

編集の終了
1.

[フィーチャの追加] パネルの右上にある矢印をクリックしてパネルを閉じるか❷、[詳細] をクリックしてパネルを
閉じると❸、編集が終了します。

❸
❷

レイヤ名の右にある矢印

から、[編集の無効化] を選択すると、そのフィーチャの編集が無効となり、読み取

り専用のフィーチャとして表示することができます。
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3-8. 図形を追加したい
1.

編集が開始されていることを確認します。

編集を開始するには → 「データの編集の開始と終了（編集の開始）」32 ページ

2.

[フィーチャの追加] パネルで、編集したいレイヤのアイコンをクリックして選択します。個別値シンボルを設定して
いる場合は、個別値に応じたアイコンが表示されます。

個別値シンボルを設定しているフィールドの属性を修正するには → 「属性を編集したい（メモ）」40 ページ

❶

3.

マップ上をクリックしてフィーチャを入力します。

ポイントの入力方法
最初にポイントのアイコンを選択し、マップ上でポイントを入力したい地点をシングル クリックします。

ラインの入力方法
最初にラインのアイコンを選択し、マップ上で始点をシングル クリックします❷。続けて頂点をシングル クリックで追
加していきます❸。終点をダブル クリックして入力を終了します❹。

❸
❷
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❹

ポリゴンの入力方法
最初にポリゴンのアイコンを選択し、マップ上で始点をシングル クリックします❺。続けて頂点をシングル クリックで
追加していきます❻。終点をダブル クリックして入力を終了します❼。始点と終点が自動的に結ばれてポリゴンが作成さ
れます。

❺

❻

❼

4.

フィーチャの追加が完了するとポップアップが表示されるので、属性値を入力します。

属性値を入力するには → 「属性を編集したい」40 ページ

フィーチャの編集時に、マウス ポインタを他のフィーチャに近づけると、自動的に入力位置がそのフィーチャの
頂点や線分に吸い付く「スナップ」機能を、ArcGIS Online ではキーボードの Ctrl キーを押したままにすること
で、有効にすることができます。
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新規フィーチャを追加した後に属性値を入力できますが、そのときのデフォルトの属性値を設定しておくことが
できます。
1．[フィーチャの追加] パネル下部の [管理] をクリックします。
2．[新しいフィーチャの管理] パネルの レイヤ横のドロップダウン リストからデフォルトの属性値を設定した
いレイヤを指定します。
3．フィーチャ名の右にある矢印

をクリックし❽、[プロパティ] をクリックします❾。

4．[プロパティ] ダイアログの [フィーチャ タイプ テンプレートの値を指定] にデフォルトの属性値を入力し
て❿、[完了] ボタンをクリックします

❽

❾

❿
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3-9. 図形を削除したい
1.

編集が開始されていることを確認します。

編集を開始するには → 「データの編集の開始と終了（編集の開始）」32 ページ

2.

[フィーチャの追加] パネルで、アイコンが選択されていないことを確認します（アイコンの背景がグレーになってい
ない状態）。

3.

マップ上で削除したいフィーチャをクリックし、ポップアップを表示します。

4.

[削除] をクリックします。
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3-10. 図形を移動したい
1.

編集が開始されていることを確認します。

編集を開始するには → 「データの編集の開始と終了（編集の開始）」32 ページ

2.

[フィーチャの追加] パネルで、アイコンが選択されていないことを確認します（アイコンの背景がグレーになってい
ない状態）。

3.

マップ上で移動したいフィーチャをクリックします。ポップアップが表示される場合は、ポップアップを閉じます。

4.

フィーチャが選択されている状態（編集対象がラインやポリゴンの場合は破線の矩形で囲まれている状態）で、もう
一度フィーチャをクリックして、ドラッグ & ドロップでフィーチャを移動します❶。

❶
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3-11. 図形の頂点を編集したい
1.

編集が開始されていることを確認します。

編集を開始するには → 「データの編集の開始と終了（編集の開始）」32 ページ

2.

[フィーチャの追加] パネルで、アイコンが選択されていないことを確認します（アイコンの背景がグレーになって
いない状態）。

3.

マップ上で移動したいフィーチャをクリックします。ポップアップが表示される場合は、ポップアップを閉じます。

4.

フィーチャが選択されている状態（破線の矩形で囲まれている状態）で、もう一度フィーチャをシングル クリック
します。フィーチャの頂点に黒い丸

5.

黒い丸

が、辺の中心に白い丸

が表示されます。

をクリックしたまま移動することで、頂点を移動することができます❷。

❷

6.

白い丸

をクリックしたまま移動することもできます❸。移動した白い丸

の中心に白い丸

は黒い丸

に変更され、新たに辺

が追加されます❹。この操作は、辺に新しい頂点を追加する場合にも利用できます。
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❹

❸

頂点（黒い丸

）の上で右クリックして [削除] をクリックすることで、その頂点を削除することができます。
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3-12. 属性を編集したい
1.

編集が開始されていることを確認します。

編集を開始するには → 「データの編集の開始と終了（編集の開始）」32 ページ

2.

[フィーチャの追加] パネルで、アイコンが選択されていないことを確認します（アイコンの背景がグレーになってい
ない状態）。

3.

マップ上で属性を編集したいフィーチャをクリックし、ポップアップを表示します。

4.

属性を新しい値に変更します❶。

5.

[閉じる]

をクリックします❷。

❶

❷

レイヤに個別値シンボルが設定されていて、シンボル設定に使用しているフィールドの属性を修正する場合は、
そのフィールドのドロップダウン リストから値を選択して変更できます。リストには、個別値（属性として入力
されている数値や文字列の重複しない値）が表示されます。リストに表示されていない値を入力するには、シン
ボルを単一シンボルに変更してから修正作業を行います。
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4-1. ベクタ データを ArcMap から公開したい
ArcMap → [ファイル] メニュー → [共有] → [サービス]
ArcMap 上のベクタ データをフィーチャ サービスとして ArcGIS Online に公開します。
「ホスト フィーチャ サービス
の公開」権限が必要です。

1.

ArcGIS Online に公開したいデータ（シェープファイルやフィーチャクラス）を ArcMap に追加します。

マップに追加されているすべてのデータがサービスとして公開されます。サービスとして公開しないデータは、
次の手順に進む前に ArcMap から 削除してください。ベースマップが追加されている場合も削除してください。

2.

[ファイル] メニュー → [サイン イン] をクリックします。

3.

[ArcGIS サイン イン] ダイアログで、ご登録された ArcGIS Online のユーザ名とパスワードを入力し、[サイン イ
ン] をクリックします。

4.

[ファイル] メニュー → [共有] → [サービス] をクリックします。

5.

[サービスとして共有] ダイアログで [サービスを公開] を選択し、 [次へ] をクリックします。

6.

[サービスを公開] ダイアログの [接続の選択] のドロップダウン リストから、「マイ ホスト サービス（組織サイ
ト名）」を選択します。

7.

[サービス名] に英数字で、作成するサービス名を入力し、[続行] をクリックします。
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ここで指定するサービス名は URL の一部となるため、半角英数字および「_」(アンダースコア)のみで入力する
必要があります。また、既に組織サイト上に存在するサービス名と同じ名前は使用できません。

8.

[サービス エディタ] ダイアログの左側の [ケーパビリティ] 項目をクリックし❶、ダイアログ右側の [Feature
Access] チェックボックスをオンにし❷、[タイル マッピング] チェックボックスをオフにします❸。

左側の [ケーパビリティ] 配下に [Feature Access] ケーパビリティの項目が追加されます❹。

❶
❹

9.

❸
❷

左側の [Feature Access] 項目をクリックし❺、右側の [許可するオペレーション] のチェックボックスをオンに
します❻。[クエリ] は Web 上での検索、[更新] は属性情報や図形の更新、[作成] は新規フィーチャの作成、[削
除] はフィーチャの削除を許可します。[同期] は、Collector for ArcGIS でのオフライン編集を許可します。

❺
❻
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フィーチャ サービスを ArcGIS Online にアップロード後に、組織サイトの [アイテム詳細] ページの [編集]
をクリックして、許可する項目を変更することもできます。

10. 左側の [アイテム説明] 項目をクリックし、ダイアログの右側でサービスの [サマリ] と [タグ] を入力します。タ
グは、ArcGIS Online でレイヤを検索するときのキーワードになります（複数入力可）。複数のタグを入力する場合
には、タグとタグの間を半角カンマで区切ってください。
11. 左側の [共有] 項目をクリックし、右側でサービスを共有する対象を選択できます（デフォルトでは作成者だけが閲
覧できる設定になっています）。
12. [サービス エディタ] ダイアログ右上にある [分析]

をクリックし、

ボタンをクリックして [サービス

エディタ] ダイアログを最小化します。
13. [準備] ウィンドウが表示されます。何らかの問題があると、[準備] ウィンドウに「エラー」や「警告」などのメッ
セージが表示されます。「エラー」が表示された場合は、レイヤをサービスとして公開する前に問題を修正する必要
があります。たとえば、下図ではベースマップ レイヤが ArcMap に追加されたままのためにエラーが発生している
ので、エラー内容を右クリックして [レイヤの削除] を選択します。

「警告」や「メッセージ」については必ずしも修正する必要はありませんが、それらの問題がサービスのパフォー
マンスに影響をおよぼす可能性があるため、必要に応じて対処してください。

14. [サービス エディタ] のダイアログ右上にある [公開]

をクリックします。

15. 「サービスを公開しています…」などのメッセージが表示され、しばらくして「サービスは正常に公開されました。」
のメッセージが表示されます。

16. 公開されたサービスは、ArcGIS Online の組織専用サイトの [マイ コンテンツ] ページで確認できます。
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4-2. ラスタ データを ArcMap から公開したい
ArcMap ： [ファイル] メニュー → [共有] → [タイル パッケージ]
ArcGIS Online ： [マイコンテンツ] ページ → [アイテムの追加]
ArcMap 上のラスタ データをタイル マップ サービスとして ArcGIS Online に公開します。 この手順では、ArcMap 上
でタイル生成をするため、タイル生成にクレジットを消費しません。
「ホストされたタイルの公開」の権限が必要です。

タイル パッケージの作成
1.

ArcGIS Online に公開したいラスタ データを ArcMap に追加します。公開しないデータが ArcMap に読み込まれ
ていないことも確認してください。

2.

データ フレーム名を選択した後にもう 1 度クリックし、英数字の名前を入力します。

データ フレーム名が日本語の状態で作成したタイル パッケージは、公開することができません。

3. [カスタマイズ] メニュー → [ArcMap オプション] → [共有] タブをクリックし、[ArcGIS Runtime ツールの
有効化] チェックボックスをオンにし、[OK] をクリックします。

これにより、次の手順で使用するメニュー オプションが有効になります。

4.

[ファイル] メニュー → [共有] → [タイル パッケージ] をクリックします。
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5.

[タイル パッケージ] ダイアログ左側で [タイル パッケージ] を選択し❶、ダイアログ右側の [パッケージをファイ
ルに保存] を選択し、保存場所を指定します❷。

❶

❷

6.

ダイアログ左側で [タイル フォーマット] を選択し❸、ダイアログ右側の [タイル スキーマ] のドロップダウン リ
ストから「ArcGIS Online / Bing Maps / Google マップ」を指定します❹。

7.

[詳細レベル] で、最大ズーム時に表示する詳細レベルを選択します❺。

❸

❹

❺

詳細レベルが高いほど、タイル パッケージの作成時間が長くなります。

8.

ダイアログ左側で [アイテム説明] を選択し、ダイアログ右側の [サマリ] と [タグ] に適切な内容を入力します。

9.

[共有]

ボタンをクリックします。

10. 手順 5 で指定した保存場所に、タイル パッケージが作成されます。
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タイル パッケージの公開
1.

ArcGIS Online の [マイ コンテンツ] ページに移動します。

2.

[アイテムの追加]

をクリックし、[ファイルを選択] をクリックして、タイル パッケージを選択し

ます。
3.

[このファイルをマップ サービスとして公開します] チェックボックスをオンにします。

4.

[タイトル] と [タグ] を入力します。

[タイトル] はサービス名になるので、必ず英数字で入力してください。

5.

[アイテムの追加] ボタンをクリックします。

6.

マップ サービスが公開されます。
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4-3. 時系列データを ArcMap から公開したい
ArcMap → [ファイル] メニュー → [共有] → [サービス]
ArcGIS Online →[マイ コンテンツ] → [アイテム詳細] ページ → [レイヤ名の右にある矢印] → [時間設定]
時系列データをフィーチャ サービスとして公開すると、ArcGIS Online のマップ ビューア上で時系列のアニメーション
でデータを表示することができます。
「ホスト フィーチャ サービスの公開」権限が必要です。

時系列データの公開
1.

ArcGIS Online に公開したい時系列データを ArcMap に追加します。時系列データには、Date 型のフィールドが
格納されている必要があります。

2.

時系列データをフィーチャ サービスとして公開します。

フィーチャ サービスを公開するには → 「ベクタ データを ArcMap から公開したい」41 ページ

時間の有効化
1.

ArcGIS Online の [マイ コンテンツ] ページで、公開したサービス名の右にある矢印

から、[アイテム詳細の表

示] をクリックし、[アイテム詳細] ページを開きます。
2.

[アイテム詳細] ページに表示されている [レイヤ] 項目の、レイヤ名の右にある矢印

をクリックし❶、[時間設

定] を選択します❷。

❶

❷
3.

[時間設定] ダイアログで、[時間の有効化] チェックボックスをオンにします❸。

4.

[時間フィールド] または [開始時間フィールド] と [終了時間フィールド] に Date 型のフィールドを指定します

❹。
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5.

[OK] をクリックします❺。

❸

❹

❺

タイム スライダの使用
1.

[アイテム詳細] ページの [開く]

→ [レイヤをマップに追加] をクリックし、マップ ビューアに追加し

ます。
2.

マップ ビューア下部にタイム スライダ が表示されます。[再生/一時停止]
を開始・停止します。 [構成]

をクリックして、アニメーション

をクリックすると、アニメーションの再生速度や時間間隔などを変更できます。
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4-4. マップを共有したい
マップ ビューア → [共有]
[マイ コンテンツ] ページ → 各アイテムの左のチェックボックスをオン → [共有]
作成したマップ（やレイヤなどのアイテム）を、他のユーザやグループに共有することができます。
アイテムを共有する権限を持っている必要があります。

マップ ビューアからの共有方法

この方法では、マップを Web サイトに埋め込むための HTML を表示したり、アプリケーションを作成するオプ
ションを選択することができます（「マップを自分のホームページに組み込みたい」→61 ページ、「ストーリー
マップを作成したい」→63 ページ）。

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]

3.

[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。

をクリックします。

すべての人に公開（パブリック）❶
組織内外にかかわらず、すべてのユーザにマップを公開することができます。
（組織名）❷
組織内のすべてのユーザとマップを共有することができます。
以下のグループのメンバー❸
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）。

❶
❷
❸

4.

[閉じる] をクリックして、共有に関する設定を終了します。
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[マイ コンテンツ] ページからの共有方法
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.
6.

[OK] をクリックして、共有に関する設定を終了します。
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。
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4-5. 作成したマップ メモを他のマップで利用したい
マップビューア → [詳細] → [コンテンツ] パネル → [レイヤ名の右にある矢印] → [レイヤの保存]
マップ上に追加したマップ メモや、テキスト ファイルをドラッグ ＆ ドロップして追加したレイヤを、他のマップで利
用できるようにします。「ホスト フィーチャ サービスの公開」権限が必要です。

1.

他のマップで利用したいマップ メモや、テキスト ファイルをドラッグ ＆ ドロップして追加したレイヤが含まれた
マップを、マップ ビューアで開きます。

マップ メモを作成するには → 「マップを作成したい（マップメモの追加）」8 ページ
ドラッグ ＆ ドロップでテキスト ファイルをマップに追加するには → 「マップを作成したい」10 ページ

2.

[詳細]

が選択されていることを確認し、[コンテンツ]

3.

[コンテンツ] パネルで、他のマップで利用したいレイヤ名の右にある矢印

をクリックします。
をクリックし、[レイヤの保存] をク

リックします。
4.

[アイテムの作成] ダイアログで、[タイトル] と [タグ] を入力し❶、[アイテムの作成] をクリックします❷。

❶

❷
マップ ノート レイヤがフィーチャ コレクションとして、[マイ コンテンツ] ページに追加され、他のマップでも利
用できるようになります。
5.

[マイ コンテンツ] ページで、作成したフィーチャ コレクションの右にある矢印

から、[アイテム詳細の表示]

をクリックし、[アイテム詳細] ページを開きます。
6.

[開く]
また、[公開]

→ [レイヤを新規マップに追加] をクリックして、新しいマップに追加できます❸。
をクリックして、フィーチャ コレクションをフィーチャ サービスとして公開することも可

能です❹。

❹
❸
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4-6. 他組織のメンバーとコンテンツを共有したい
[グループ] → [グループを作成] → [ユーザの招待]
組織外のメンバーが ArcGIS Online の組織アカウントを保有している場合は、そのメンバーを自組織のグループに招待
することで、グループ内のコンテンツを共有できます。グループを作成する権限が必要です。
組織 A
グループ
マップ

組織 B のメンバー

データ

アプリ

組織 C のメンバー

グループを作成
1.

ArcGIS Online サイトの上部にある [グループ] をクリックし、[マイ グループ] ページを表示します。

2. [グループを作成]

をクリックします。

3.

[名前]、[サマリ]、[説明]、[タグ] を入力します。

4.

サムネイル画像を追加したい場合は、グループ名の横のアイコン

をクリックし、[ファイルを選択] をクリック

して、画像ファイルを指定し、[OK] をクリックします。
5.

グループを共有する権限を持っている場合は、[ステータス] でグループの共有ステータスを選択します。

6.

[提供者] で、アイテムをグループに追加できるユーザを選択します。[グループ所有者のみ] を選択すると、グルー
プのメンバーはグループに共有されているアイテムの表示と利用はできますが、自分のアイテムをグループで共有す
ることはできません。

7.

[並べ替え] で、アイテムを並べ替える方法を指定します。

8.

[保存] をクリックして、グループを作成します。

ユーザの招待
1.

招待する他組織のメンバーが、その組織の ArcGIS Online 組織アカウントを所有しており、[プロフィールの公開範
囲] が [すべての人に公開（パブリック）] になっていることを事前に確認しておきます。

プロフィールの公開範囲を変更するには、ArcGIS Online サイトの右上に表示されるユーザ名にカーソルを置き、
[マイ プロフィール] → [マイ プロフィールの編集] をクリックします。
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2.

[グループ] をクリックし、上記の手順で作成したグループ名をクリックします。

3.

[ユーザの招待]

4.

[“組織名”のメンバーのみを検索] チェックボックスをオフにします❶。

5.

招待したいユーザの名前やプロフィールに記載されているキーワードを入力し、[検索] をクリックします❷。

6.

[ユーザ] 欄に検索された名前が表示されるので、招待するユーザの名前をクリックし、[招待リスト] 欄に追加しま

をクリックして [ユーザの招待] ダイアログを表示します。

す❸。手順５、6 を繰り返して、招待したいユーザをすべて [招待リスト] 欄に追加します。
7.

リストから削除するには、[招待リスト] 欄の名前をクリックします❹。

8.

グループの「メンバーの割り当て」権限がある場合は、[確認メッセージを表示せずに、組織サイトのメンバーをす
ぐに追加] が表示されます❺。こちらをオンにし、[グループに追加] をクリックすると、メンバーをその場でグル
ープに追加できます。

9.

「メンバーの割り当て」権限がない場合や招待メールを送信してメンバーを追加したい場合は、[招待メール送信] を
クリックします❻。

❶

❷

❹

❸

❻
❺ グループの「メンバーの割り当て」権限がある場合にのみ表示されます。
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招待メールを受信し、グループへ加入
1.

他組織のメンバーが、自分が所属する組織サイトにサイン インすると、ユーザ名の左に [通知] ポップアップが表
示されます。

2.

[グループ] をクリックし、[マイ グループ] ページを表示します。

3.

[招待メール]

をクリックし、[招待] ダイアログで [このグループに加入] をクリックしてグルー

プに加入します。
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4-7. ArcGIS Online で公開されているレイヤをダウンロードしたい
[マイ コンテンツ] → [アイテム詳細] ページ → [エクスポート]
ArcGIS Online 上で作成・編集したレイヤ（フィーチャ サービス）をダウンロード可能なファイル形式にエクスポート
し、ローカルにダウンロードします。レイヤ（フィーチャ サービス）の所有者（作成者）以外がエクスポートする場合は、
他のユーザにそのレイヤのエクスポートを許可する必要があります。

ファイルのダウンロード
1.

[マイ コンテンツ] ページで、ダウンロードしたいレイヤ（フィーチャ サービス）の右にある矢印

から、[アイ

テム詳細の表示] をクリックし、[アイテム詳細] ページを開きます。
2.

[エクスポート]

をクリックし、[シェープファイルにエクスポート]、[CSV ファイルにエクスポー

ト]、[FGDB にエクスポート] のいずれかを選択します。

サービス名やレイヤ名が日本語の場合、シェープファイルを正常にダウンロードできません。[FGDB エクスポ
ート] を選択し、ファイル ジオデータベース形式でダウンロードしてください。

3.

[エクスポート時のファイル形式] ダイアログで、[タイトル] と [タグ] を入力し、[エクスポート] をクリックし
ます。

4.

入力したタイトルの [アイテム詳細] ページが表示されます。

5.

[開く]

→ [ダウンロード] をクリックして、ファイルをローカルにダウンロードします。

エクスポートの許可
デフォルトでは、レイヤやアイテムの所有者（作成者）以外はダウンロード可能なファイル形式にエクスポートできませ
ん。他のユーザにエクスポートさせる場合は、他のユーザがエクスポートする許可を、レイヤの所有者が設定します。

1.

[マイ コンテンツ] ページで、ダウンロードを許可するレイヤの右にある矢印

から、[アイテム詳細の表示] を

クリックし、[アイテム詳細] ページを表示します。
2.

[編集]

をクリックします。

3.

[他のユーザが別の形式にエクスポートすることを許可します] チェックボックスをオンにします。

4.

[保存]

をクリックします。
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5-1. ArcGIS Online のデータを ArcMap に追加したい
ArcMap → [データの追加] → [ArcGIS Online からデータを追加]
または、ArcGIS Online →[マイ コンテンツ] ページ → レイヤ名の右にある矢印 → [ArcGIS for Desktop で開く]
ArcMap に ArcGIS Online 上のフィーチャ サービスやマップ サービスを追加します。

ArcMap の [データの追加] から追加
1.

ArcMap を開きます。

2.

[データの追加] の右にある矢印

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 → [ArcGIS Online からデータを追加] をクリックします。
をクリックして検

索します❶。
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 にデータが追加されます❷。

❶
組織内に限定して共有されている
データを追加したい場合は、サイン
インします。

❷

ArcGIS Online の [マイ コンテンツ] ページから追加
1.

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] をクリックします。

[アイテム詳細] ページや検索結果一覧の [開く] → [ArcGIS for Desktop で開く] をクリックして、追加す
ることもできます。
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5-2. フィーチャ サービスに添付した画像を ArcMap で表示したい
ArcMap → [データの追加] → [ArcGIS Online からデータを追加]
[個別属性] → [アタッチメント マネージャを開く]
マップ ビューア上や現地調査アプリの Collector for ArcGIS で添付した画像を、ArcMap 上で表示します。

1.

画像を添付したフィーチャ サービスを ArcMap に追加します。

ArcMap にフィーチャ サービスを追加するには → 「ArcGIS Online のデータを ArcMap に追加したい」56 ペ
ージ

2.

[個別属性]

をクリックし、画像が添付されたフィーチャをクリックします。

3.

[個別属性] ウィンドウの

ドロップダウン リストをクリックし、添付されている画像ファイル名をクリックし

て画像を表示します。

4.

複数の画像が添付されている場合は、

ドロップダウン リストをクリックして、[アタッチメント マネージャ

を開く] をクリックします。

5.

[アタッチメント] ダイアログで、各画像を開いたり、保存することができます。

[HTML ポップアップ]

で、フィーチャをクリックして画像を表示することもできます。
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5-3. フィーチャ サービスを ArcMap で編集したい
ArcMap → [コンテンツ] ウィンドウのフィーチャ サービス レイヤを右クリック → [フィーチャの編集] → [編集用
のローカル コピーの作成]
ArcMap に追加したフィーチャ サービスを編集し、サービスを更新します。コンテンツの「作成、更新、および削除」権
限と「ホスト フィーチャ サービスの公開」権限が必要です。

1.

ArcMap にフィーチャ サービスを追加します。

ArcMap にフィーチャ サービスを追加するには → 「ArcGIS Online のデータを ArcMap に追加したい」56 ペ
ージ

2.

[コンテンツ] ウィンドウでのレイヤの一覧表示方法が「描画順にリスト」

になっていることを確認します。追

加したフィーチャ サービスは「フィーチャ サービス名」＞「サービスの中に含まれるレイヤ名」の階層構造で表示
されます。
3.

[コンテンツ] ウィンドウのフィーチャ サービス名（階層の一番上）を右クリック → [フィーチャの編集] → [編集
用のローカル コピーの作成] をクリックします。

4.

[標準] ツールバーの

をクリックし、[エディタ] ツールバーを表示します。

5.

[エディタ] ツールバーの [エディタ] → [編集の開始] をクリックして、編集を開始します。

6.

編集が終了したら、[エディタ] ツールバーの [エディタ] → [編集の保存] をクリックし、 [編集の終了] をクリッ
クします。

7.

[コンテンツ] ウィンドウのフィーチャ サービス レイヤ名を右クリック → [フィーチャの編集] → [ローカル編集
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とサーバの同期] をクリックして、編集結果をサーバにアップロードします。

新しくフィーチャを追加編集したフィーチャ サービスを ArcGIS Online のマップ ビューアで表示すると、その
フィーチャのシンボルが適切に表示されない場合があります。シンボルを適切に表示するには、マップ ビューア
の [シンボルの変更] でシンボルの再設定を行ってください。
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5-4. マップをスマートフォンやタブレットで閲覧したい
マップ ビューアでマップを作成・保存 → Collector for ArcGIS のインストールと起動
マップ ビューアで作成・保存したマップをスマートフォンやタブレットで利用できる現地調査用アプリ「Collector for
ArcGIS」で表示します。コンテンツの「作成、更新、および削除」権限が必要です。

マップの作成と保存
1.

マップに追加するフィーチャ サービスの編集を有効にします。

フィーチャ サービスを編集するには → 「データの編集」32～39 ページ

Collector for ArcGIS で表示するマップには、編集を有効化したフィーチャ サービスを追加している必要があり
ます（フィーチャ サービスの編集を有効化するには → 「レイヤにファイルを添付したい（メモ）」16 ページ）。

2.

マップ ビューアに必要なレイヤを追加し、マップを作成、保存し、グループに共有します。

マップを作成するには → 「マップを作成したい」7～9 ページ
マップをグループに共有するには → 「マップを共有したい」49～50 ページ

スマートフォンやタブレットへの Collector for ArcGIS のインストールと起動
1.

お使いのデバイスが、Android 4.0 以降または、iOS 7.0 以降の環境であることを確認します。

2.

Android では「Play ストア（Google Play）」、iOS では「App Store」で「arcgis collector」で検索をし、
「Collector for ArcGIS」

をインストールします。

3.

インストールした Collector for ArcGIS をタップして起動します。

4.

[続行] をタップします。

5.

ArcGIS Online のアカウントでサイン インします。

6.

表示したいマップをタップして、マップを開きます。

右図は、Collector for ArcGIS（iOS）の基本的な画面構成と機能です。
Collector for ArcGIS の詳しい操作方法は
下記の URL（ヘルプ）をご覧ください。
http://doc.arcgis.com/ja/collector/
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5-5. マップを自分のホームページに埋め込みたい
マップ ビューア → [共有]
自分のホームページなどの他の Web サイトに作成したマップを埋め込みます。マップをパブリックに共有する必要があ
るため、
「パブリックに共有」 権限が必要です。また、管理者により組織サイトの外部へのコンテンツ共有が許可されて
いる必要があります。

1.

マップ ビューアでマップを開きます。

2.

[共有]

3.

[すべての人に公開（パブリック）] チェックボックスをオンにします❶。

をクリックします。

事前に、マップに追加されているすべてのサービスの共有設定を [すべての人に公開（パブリック）] にする必
要があります。

マップを共有するには → 「マップを共有したい」49 ページ

4.

[Web サイトに埋め込む] がアクティブになるので、クリックします❷。

アクティブになるのに少し時間がかかる場合があります。

❶

❷
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5.

埋め込むマップのサイズを指定します❸。

6.

埋め込むマップに追加したい機能（凡例や縮尺バーなど）のチェックボックスをオンにします❹。

7.

HTML をコピーし、埋め込み先の Web ページに貼り付けます❺。

❺

❸

❹
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5-6. ストーリー マップを作成したい
マップ ビューア → [共有] → 共有範囲を設定 → [WEB アプリケーションの作成]
ストーリー マップとは、地図を使ってさまざまな出来事を直感的でわかりやすく伝えられる Web アプリケーションです。
用意されたテンプレートを使い、設定だけで簡単に Web アプリケーションを作成できます。コンテンツの「作成、更新、
および削除」権限が必要です。
・いくつかのテンプレート例を紹介します。
ストーリーテリング－比較

マップ ツアー

写真やビデオをマップ上の位置と関連付けて、表
示、連動します。

最大 3 つの Web マップを並べて表示し、各マップ
の位置や縮尺を連動させることができます。異なる
マップを比較するのに適しています。

マップジャーナル

スワイプ

記事をマップと関連付けて表示します。画像やビデ

垂直バーまたはスパイグラス（のぞき窓）をマウス

オを記事と関連付けて設定することも可能です。

で動かすことで、2 つの異なるマップを表示します。

Web アプリケーションの作成手順（すべてのテンプレートで共通）
1.

マップ ビューアで作成した Web マップを保存します。

2.

[共有]

3.

[共有] ダイアログで、共有したいユーザを設定します。

をクリックします。

アプリケーションを利用するには、共有設定は必須となります。

4.

[WEB アプリケーションの作成]

をクリックします。
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5.

任意のテンプレートの下の [公開] ドロップダウン リストから [公開] をクリックします。

6.

アプリケーションの [タイトル]、[タグ]、[サマリ] を入力し、保存するフォルダを選択して [保存と公開]
をクリックします。

7.

各アプリケーションの設定画面が表示されるので、設定項目に従い、マップの ID、URL、コメント等を入力します
（選択したテンプレートによって、入力する項目は異なります）。

ArcGIS Online に保存したすべてのマップは ID を持ちます。マップの [アイテム詳細] ページの URL の「id =
○○」、またはマップ ビューアの URL の「webmap＝○○」の○○部分がそのマップ固有の ID です。

8.

[保存] をクリックし、アプリケーション設定を保存します。

9.

[マイ コンテンツ] ページで、作成したアプリケーションが「Web Mapping Application」（

アイコン）とし

て保存されていることを確認します。

再度アプリケーションの設定を行う場合は、アプリケーションの [アイテム詳細] ページへ移動します。 [アプ
リケーションの構成]

をクリックすると、アプリケーションの設定モードに切り替わりま

す。

以下は、
「マップ ツアー」アプリケーション テンプレートを使用した例です。位置情報（ジオタグ）付きの写真を使って
簡単に作成する方法をご紹介します。
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「マップ ツアー」テンプレートを使用した Web アプリケーションの作成手順
「マップ ツアー」テンプレートと位置情報（ジオタグ）付きの写真を使って簡単にストーリー マップを作成します。
1.

マップ ビューアで [新規マップ] をクリックして空のマップを開き、[保存]

をクリックしてマップを保存

します。
をクリックし、[共有] ダイアログで共有するユーザを設定します。

2.

マップ ビューアで、[共有]

3.

[WEB アプリケーションの作成]

4.

「マップ ツアー」のテンプレート下のドロップダウン リストから [公開] をクリックします。

5.

マップ ツアーの [タイトル]、[タグ]、[サマリ] を入力し、保存するフォルダを選択し、[保存と公開]

をクリックします。

をクリックします。
6.

[マップ ツアー ビルダーへようこそ] ダイアログが表示されます。

7.

写真が Flickr や Picasa などのオンライン ストレージに保存されている場合は、該当するアイコンをクリックしま
す。ローカルに保存されている画像を使用する場合は、

をクリックします。

Flickr、Facebook、Picasa などのオンライン ストレージの写真を使用する場合
8.

各オンライン ストレージのアカウントを入力し、アルバムや写真、動画を検索します。

マップ ツアーから参照するメディアは、パブリック（一般）に公開されている必要があります。表示されない場
合は、オンライン ストレージでのメディアやアカウント等の共有、公開の設定を変更してください。
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9.

位置情報を持っている写真は、[検索済み] タブに整理され、写真の位置も表示されます。

10. [インポート]

をクリックします。

11. 写真と位置がリンクしたマップが作成されます。
12. 作業が終了したら、[保存]

をクリックします。

ローカルに保存されている写真を使用する場合
8.

フィーチャ サービス名を作成する画面が表示されます。サービス名、保存するフォルダを選択し、[サービスの作成]
をクリックします。

選択する「ルート」フォルダは、「ホーム」フォルダに該当します。

9.

[追加]

をクリックすると、[新しいツアー ポイントの追加] 画面が表示されます。

10. [写真の選択または削除]

をクリックし、コンピュータ上から位置情報（ジオタグ）付きの写真を

選択します。
11. [情報] タブで、名前とキャプションを入力し、[位置] タブで写真の位置を確認します。
12. [ツアーポイントの追加]

をクリックします。

13. 写真と位置がリンクしたマップが作成されます。
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編集

のある項目は、タイトルや文章を入力できる箇所です。

※詳細な設定方法は以下の URL をご覧ください。

http://storymaps.arcgis.com/ja/
14. 作業が終了したら、[保存]

をクリックします。
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基本用語
ここでは、ArcGIS Online でよく使われる用語のいくつかを説明します。

Web サービス
World Wide Web の技術を使い、ソフトウェアの機能をネットワーク上で利用できるようにしたものです。ArcGIS Online
では、GIS ソフトウェアによるデータの可視化、解析、編集などの機能がネットワーク上で利用できます。

フィーチャ サービス
Web 上に公開されたデータの表示、属性表示、検索、編集ができるサービスです。フィーチャ レイヤ、ホスト（された）
フィーチャ レイヤとも呼ばれます。

タイル マップ サービス
Web 上に公開されたデータのマップ画像（タイル）を事前作成して表示することで、高速なマップ表示ができるサービ
スです。属性の表示や検索は行えません。タイル マップ サービスの例として、道路地図や地形図などのベースマップが
あります。 タイル レイヤ、ホスト（された）タイル レイヤ、タイル サービスとも呼ばれます。

フィーチャ コレクション
ArcGIS Online のアイテムの種類。マップ ビューアの [レイヤの追加] から追加した CSV ファイル、シェープファイ
ル、GPX ファイル、マップ メモは、マップの一部として保存されるフィーチャ コレクションです。[レイヤの保存] を
クリックするとアイテムとして保存でき、他のマップに追加できるようになります(「マップ メモを他のマップで利用し
たい XX ページ」参照)。

Web マップ
Web 上で対話的に表示や検索ができるマップです。フィーチャ サービスやタイル マップ サービスなどさまざまなデー
タを読み込んで作られた地図が Web マップです。ArcGIS Online では、マップ作成アプリケーションである「マップ ビ
ューア」を使用して作成します。単に「マップ」とも呼ばれます。

組織サイト
ArcGIS Online の利用開始時に提供される組織専用のサイトです。専用の URL を設定でき、データのストレージ、共有、
マップ作成、分析などに利用できます。本ドキュメント内の操作は、主に組織サイト内での手順になります。
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サービス クレジット
ArcGIS Online 内での通貨で、各種サービスの使用量に応じて消費されます。ArcGIS Online 有償プランには初期クレジ
ットが付属し、残数が少なくなった場合は追加購入することが可能です。
サービス クレジットの詳細は、下記ページをご参照ください。
サービス クレジットの概要
http://www.arcgis.com/features/plans/credits.html

メンバー
ArcGIS Online 組織サイトにアクセスでき、ArcGIS Online サービスを利用できるユーザ。ユーザや指定ユーザとも呼ば
れます。

ロール
ユーザに設定する権限です。管理者、公開者、ユーザ ロールが既定で用意されています。また、カスタム ロールを作成
して、許可する権限を細かく割り当てることが可能です。サービスの公開や解析ツールを利用する際は、利用する権限が
割り当てられているか、組織内の管理者にご確認ください。

権限
グループ

コンテンツ

共有

ユーザ

公開者

管理者

カスタム

作成、更新、および削除

○

○

○

○

組織のグループへの加入

○

○

○

○

外部のグループへの加入

○

○

○

○

作成、更新、および削除

○

○

○

○

ホスト フィーチャ サービスの公開

○

○

○

ホストされたタイルの公開

○

○

○

グループで共有

○

○

○

○

組織 で共有

○

○

○

○

パブリックに共有

○

○

○

○

組織 でグループを表示

○

○

○

○

パブリックでグループを表示

○

○

○

○

○

○

オープンデータでグループを利用可能

ジオサービス

フィーチャ

ジオコーディング

○

○

○

○

ネットワーク解析

○

○

○

○

空間解析

○

○

○

○

ジオエンリッチメント

○

○

○

○

人口統計

○

○

○

○

編集

○

○

○

○
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オープンデータ

オープンデータ サイトの管理

○

○

すべて表示

○

○

更新

○

○

管理権限

削除

○

○

メンバー

招待

○

○

無効

○

○

ロールの変更

○

○

すべて表示

○

○

更新

○

○

削除

○

○

所有権の再割り当て

○

○

メンバーの割り当て

○

○

すべて表示

○

○

管理権限

更新

○

○

コンテンツ

削除

○

○

所有権の再割り当て

○

○

購入のリクエスト

○

○

トライアルの開始

○

○

管理権限
グループ

ArcGIS
Marketplace
サブスクリプション

管理者ロールに予約済みの権限は、カスタム ロールを構成しても割り当てることができません。

•

Web サイトの構成

•

カスタム ロールの構成

•

エンタープライズ ログインの設定

•

サブスクリプションのステータス（サービス クレジットの残数や指定ユーザ数）の表示

•

管理者への、または管理者からのメンバー ロールの変更

•

他の管理者の削除

•

メンバーの [マイ コンテンツ] ページ内にアクセスし、アイテムを管理できる

•

組織サイトの設定で、組織外への共有が許可されていない場合も、パブリックへコンテンツを共有できる

ロールについての詳細は下記をご参照ください。
組織のロール
http://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/roles.htm
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