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筆ポリゴン利用ＧＩＳに関するＦＡＱ
※本書は、筆ポリゴン利用 GIS に関する FAQ を掲載しております。筆ポリゴンそのものや
筆ポリゴンの利用については、「筆ポリゴンに関する FAQ」をご参照ください。
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＜筆ポリゴン利用 GIS へのログイン・ログアウト、利用ライセンス＞
Ｑ１ eMAFF ID(gBizID)とは何でしょうか。
Ａ 農林水産省共通申請サービス（eMAFF）をはじめとした農林水産省のシス
テムにログインする際に利用できるアカウントです。

Ｑ２ eMAFF ID(gBizID)を取得するには、どうすればいいのでしょうか。
Ａ eMAFF ID(gBizID)の取得方法は、農林水産省の以下のサイトをご覧くださ
い。
https://e.maff.go.jp/GuestPortal

Ｑ３
Ａ

Creator ライセンスが付与されないのですが、どうしてでしょうか。
筆ポリゴン利用 GIS で利用できる Creator ライセンスには限りがございま
す。空きができ次第、順次割当てておりますが、お時間がかかることがあり
ます。
Creator ライセンスが付与されましたらメールでお知らせしますので、そ
れまでお待ちいただきますようお願いいたします。

Creator ライセンスの付与を通知するメールを受信したが、ダウンロード
や編集などの機能が利用できません。
Ａ 筆ポリゴン利用 GIS のホーム画面右上にある「ユーザ名」をクリックし、
「設定」→「ライセンス」でご自身のライセンスタイプをご確認ください。
Creator ライセンスを利用いただくには、Creator ライセンスの付与を通
知するメールを受信された後に、一度本システムからログアウトしてから、
再度ログインしていただく必要があります。

Ｑ４

Ｑ５

「Creator ライセンス返却」を行わずに、システムからログアウトしてし
まいましたが、どうすればいいでしょうか。
Ａ お手数ですが、再度システムにログインいただき、
「Creator ライセンス返
却」の操作を行っていただきますようお願いいたします。
なお、Creator ライセンスを返却すると、作成されたデータ及び本システ
ムにアップロードされたデータは自動的に削除され、利用（閲覧も含む）で
きなくなります。このため、データについては、Creator ライセンスが付与
されている間に、ご自身のパソコン等への保存（エクスポート及びダウンロ
ード）を完了していただきますようお願いします。

2

＜筆ポリゴン利用 GIS の主な機能（GIS 関連）＞
Ｑ６

筆ポリゴンデータのダウンロード、編集・分析等を行いたいが、できませ
ん。
Ａ 筆ポリゴンデータのダウンロード、編集・分析等を行うには Creator ライ
センスが必要です。
筆ポリゴン利用 GIS で利用できる Creator ライセンスには限りがございま
す。空きができ次第、順次割当てておりますが、お時間がかかることがあり
ます。Creator ライセンスが付与されましたら、メールでお知らせしますの
で、それまでお待ちいただきますようお願いいたします。

Ｑ７

筆ポリゴンデータのダウンロードが正常に完了しません（非常に多くの時
間がかかります）。
Ａ 筆ポリゴンデータのサイズが大きくなると、サーバーの処理に時間がかか
り、ダウンロードに非常に多くの時間がかかる、または、ダウンロードが正
常に完了しない場合がございます。
必要な筆ポリゴンデータのみを抽出してダウンロードされることを推奨
しています（手順については、
「筆ポリゴン利用 GIS の利用マニュアル」をご
参照ください）。

Ｑ８

筆ポリゴンデータの編集・分析等を行った結果を、他のユーザに閲覧され
ることはないのでしょうか。
Ａ ご自身で編集・分析等を実施された筆ポリゴンデータは、基本的には他の
ユーザが閲覧することはできません。

Ｑ９

筆ポリゴンデータの解析を実行したが、その処理が終わりません（30 分以
上かかる）。
Ａ 多くの筆ポリゴンを用いたデータやファイルサイズの大きなデータを組
み合わせた解析を行った場合、サーバーに負荷がかかり、その処理に時間が
かかる場合があります。
また、筆ポリゴンの数が少なかったり、利用されるファイルサイズが小さ
い場合も、システムの利用状況により、処理に時間がかかることがあります。
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Ｑ10 本システムでデータを作成したが、作成したデータが利用できなくなりま
した。
Ａ 本システムで Creator ライセンスを付与された利用者が作成したデータは、
ユーザライセンスタイプ「Creator」の返却後または午前 2:00 以降に、自動
的に削除され、利用（閲覧も含む）できなくなります。
このため、データについては、ユーザライセンスタイプ「Creator」が付与
されている間に、ご自身のパソコン等への保存（エクスポート及びダウンロ
ード）を完了していただきますようお願いします。

Ｑ11 筆ポリゴン利用 GIS で利用できる背景地図画像（ベースマップ）の利用規
約等を教えてください。
Ａ 「筆ポリゴン利用 GIS の利用規約」に記載しているとおり、背景地図画像
は、当該画像の提供事業者が示す利用規約等に準じるものとします。
背景地図画像提供事業者の利用規約等：
https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/static-maps.htm
https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/displaycopyrights.htm

Ｑ12 エクスポートの時にファイル形式を設定したが、ダウンロードしたデータ
が Zip ファイル形式になっています。
Ａ 本システムの機能を利用してダウンロードされたファイルは、エクスポー
トの時に設定したファイル形式のファイルが格納されている Zip ファイルと
なります。お持ちの GIS ソフト等で利用される場合は、Zip ファイルを解凍
するなどしてご利用ください。

Ｑ13 ダウンロードしたファイルを GIS ソフトウェアで開いたが、属性情報が
文字化けしています。
Ａ 本システムの機能を利用してダウンロードされたファイルの文字コード
は、「UTF-8」です。ご利用の GIS ソフトウェアの設定を変更するなどしてご
対応ください。
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＜修正情報提供フォーム＞
Ｑ14 修正情報を提供したが、筆ポリゴンがその通りに更新されていません。
Ａ 提供いただいた情報は、筆ポリゴンデータの更新時の参考情報として活用
させて頂きます（提供情報をそのまま筆ポリゴンデータに反映するものでは
ありません。）。
筆ポリゴンデータの更新は、資材（新しい衛星画像データ等）を確保、利
用しながら順次実施しており、更新した筆ポリゴンを含むデータの公開を年
1 回実施する予定です。情報を提供いただいたタイミング等により修正内容
の確認、反映に時間がかかる場合もありますので、ご了承ください。

Ｑ15 過去の筆ポリゴンデータの修正情報を提供したいのですが、どうすればよ
いでしょうか。
Ａ 申し訳ありませんが、筆ポリゴンデータの修正情報の受付対象は、最も直
近に公開されたデータに含まれる筆ポリゴンのみとしております。
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＜付加情報提供フォーム＞
Ｑ16 提供する付加情報の利用目的を教えてください。
Ａ 提供された情報等は、農林水産省が行う統計調査への利用、一般公開また
は利用者を限って公開することがあります。
なお、提供された情報等を公開する場合には、その公開内容及び公開範囲
について、情報提供者と農林水産省統計部が協議することとします。
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＜筆ポリゴン利用 GIS の制限＞
Ｑ17 コンテンツに追加できるアイテムに制限はあるのでしょうか。
Ａ 本システムのコンテンツに追加できるアイテムの制限は以下のとおりで
す。
 ファイル形式
本システムのコンテンツに追加できるアイテムの形式については、以下の
Web ページをご参照ください。
https://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.9/use/supported-items.htm


その他の留意事項
 KML に関する制限は、以下の Web ページをご参照ください。
https://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.9/use/kml.htm
 OGC レイヤーを使用する場合の制限は、以下の Web ページをご参照く
ださい。
https://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.9/use/ogc.htm
 CSV、TXT、および GPX ファイルに関する制限は、以下の Web ページを
ご参照ください。
https://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.9/use/csv-gpx.htm
 シェープファイルに関する制限は、以下の Web ページをご参照くださ
い。
https://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.9/use/shapefiles.h
tm
 GeoJSON ファイルに関する制限は、以下の Web ページをご参照くださ
い。
https://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.9/use/geojson.htm
 アイテムを追加する際に「このファイルをホスト レイヤーとして公
開します。」とする場合の留意事項については、以下の Web ページをご
参照ください。
https://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.9/use/publishfeatures.htm
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