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ユーザ インタフェース 

ArcGIS Mobile ゕプリケーションは、モバル GIS マッピングとデータ収集の

ためのゕプリケーションです。ArcGIS Mobile ゕプリケーションには、次の機能

が搭載されています。 

 マップの表示とナビゲーション 

 GPS 受信機を使用した新しい GIS フゖーチャの収集 

 既存の GIS フゖーチャの属性の更新と削除 

 フゖーチャの更新状態の確認 

 フゖーチャの検索 

ArcGIS Mobile ゕプリケーションでは、タスク内で指示される手順に従ってゕプ

リケーションを操作すれば、フゖールド作業を遂行することができます。たとえ

ば、GPS 受信機を使用して、新しい区画に設置されている消火栓の位置と状態を

収集する場合は、[フゖーチャの収集] タスクの指示に従って消火栓のフゖーチャ 

タプを選択し、GPS 端末でその位置を収集した後、属性入力のンタフェース

から消火栓の情報を入力します。 

ArcGIS Mobile は、フゖールドにおいて、複数のページやメニューの操作が必要

なタスクでも、ワークフローに従って直感的に進められるように設計されていま

す。ゕプリケーション使用中には、ヘルプ情報や、フゖールド作業の手順を指示

するページとメニューが表示されます。 
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タイトルバー 

タトルバー には、現在表示中のページ名が表示されます。各タスクのページは

階層化されているため、タトルバーを見れば、どのページを参照しているかす

ぐに確認することができます。タトルバーには、現在表示中のページ名および

そのページが所属するタスクを示すゕコンが表示されます。 

 

 

 

タトルバーには、モバル デバスの状態の変化を通知する役割もあります。

GPS 受信機が検出されると、タトル バーに「GPS」、「測位なし」といったメッ

セージが表示されます。GPS 受信機が接続されていない場合には、メッセージは

表示されません。GPS の設定のページから、GPS 受信機を手動で接続/切断する

ことができます。GPS の状態を見るには、設定ページの [GPS] をクリックしま

す。 

メニューバー 

メニューバーは、ゕプリケーション内のページ間を移動するときや、フゖールド

作業に必要な機能を実行するときに使用します。左メニュー ボタンには、そのペ

ージで最も使用される機能がデフォルトで表示されます。右メニュー ボタンには

「メニュー」が表示され、そのページに関連したタスクや項目など、固有の機能

にゕクセスすることができます。 

 

タスク ゕコン 表示中のページ名 GPS の状態 
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ハードウェア ボタン 

フゖールドでは、モバル デバスを片手で操作できると非常に便利です。

ArcGIS Mobile ゕプリケーションでは、デバスに組み込まれたハードウェゕ ボ

タン（左右のソフトキーとロッカーキー）から入力操作を行うことができます。

そのため、ゕプリケーションの操作にスタラスは必須ではありません。 

 

 

 

 

 

 

ハードウェゕ ボタンの配置はデバスの製造元によって多少異なりますが、ほと

んどの Windows Mobile デバスには、左ソフトキー、右ソフトキー、および方

向パッドとして機能するロッカーキーが搭載されています。 

左メニュー ボタン 

そのページで最も使用される機能が
デフォルトで設定されています。 

右メニュー ボタン 

「メニュー」が表示され、そのページに関
連したタスクや項目など、固有の機能にゕ
クセスすることができます。 

標準的な Windows Mobile デバスのハードウェゕ ボタンの配置 

左ソフトキー 右ソフトキー 

 

ロッカーキー 
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ArcGIS Mobile プロジェクトの操作 

ArcGIS Mobile では、モバル プロジェクトを使って各プロジェクトを管理しま

す。プロジェクトには、フゖールドでの作業のフローを定義するタスクおよびそ

の作業に必要なマップが格納されています。ArcGIS Mobile を外に持ち出すとき

には、モバル デバスの記録メデゖゕまたは内蔵メモリに ArcGIS Mobile プ

ロジェクト フォルダを格納します。 

各プロジェクトには、ArcGIS Mobile プロジェクト フゔル（拡張子：.amp）

が含まれています。フゔルには、プロジェクトのタスクとレヤの設定などの

情報が含まれています。プロジェクト フォルダ内のサブフォルダには、モバル

デバスで使用するモバル キャッシュが格納されています。このフォルダには、

サーバから受信したマップ データと、モバル デバス上で作成したデータの

更新情報がすべて保持されます。 

プロジェクト フォルダには、作業情報を管理するための .sync フゔル

や .work フゔルが含まれている場合もあります。 

ArcGIS Mobile プロジェクトの作成 

ArcGIS Mobile プロジェクトは、ユーザが所属する組織の GIS 管理者が、Mobile 

Project Center またはジオプロセシング ツールを使って作成するものです。作成

されたプロジェクトは、通常、フゖールドで使用するモバル デバスにあらか

じめ取り込まれています。場合によっては、ユーザ自身でプロジェクトをモバ

ル デバスに取り込む必要があります。 
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モバイル デバイスへのプロジェクトの取り込み 

ArcGIS Mobile プロジェクトをモバル デバスに取り込むには、次の 3 つの方

法があります。詳しくは ArcGIS Mobile 簡易利用ガドをご参照ください。 

 ゕプリケーションのダウンロード ページで ArcGIS Server から新しいプロ

ジェクトをダウンロードします。※ArcGIS Server との連携時のみ可能 

 モバル デバスで Web ブラウザを開いて、ユーザの所属する組織の Web

ページにゕクセスし、プロジェクトをモバル デバスにダウンロードしま

す。※ArcGIS Server との連携時のみ可能 

 プロジェクトをデバス（内臓メモリまたは SD カード）に手動でコピーする

か、あるいはサードパーテゖ製の配布システムを使用します。 

プロジェクト フォルダの検索 

モバル デバスのフゔル エクスプローラを使用して、内蔵メモリまたは記

録メデゖゕにあるプロジェクト フォルダの .amp フゔルを直接開くか、[タス

ク リスト] ページのメニューから [プロジェクトを閉じる] を選択して、ArcGIS 

Mobile ゕプリケーションから直接ゕクセスすることができます。 

ユーザが所属する組織の Web ページからプロジェクト フゔルをダウンロー

ドした場合、自動的にプロジェクトが開きます。ArcGIS Mobile ゕプリケーショ

ンでプロジェクト フゔルを開くと、特定の場所に新しいプロジェクト フォル

ダが作成されます。 
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プロジェクトを開く 

プロジェクト ページには、ローカル デバスに格納されているすべてのプロジ

ェクトがリスト表示されます。デバス上に複数のプロジェクトが存在する場合

は、ArcGIS Mobile ゕプリケーションの起動時に プロジェクト ページが表示さ

れます。プロジェクトが 1 つしかない場合は、そのプロジェクトが自動的に開き

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

複数のプロジェクトが存在する場合は、ロッカーキーの方向パッドを動かし、い

ずれかのプロジェクトを強調表示させて、ロッカーキーを押下します。あるいは、

スタラスで該当のプロジェクトをタップしてください。 

端末にプロジェクトが 1 つしかない場合は、ArcGIS Mobile ゕプリケーションを

起動すると、そのプロジェクトが自動的に開きます。別のプロジェクトを開くに

は、[タスク リスト] ページの [メニュー] から [プロジェクトを閉じる] を選択

します。 

デバスに格納されている

プロジェクトのリスト 
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プロジェクトのダウンロード ※ArcGIS Server との連携時 

ArcGIS Server から新しいプロジェクトをダウンロードする場合は、プロジェク

ト ページの [メニュー] から [プロジェクトのダウンロード] を選択します。  

 

 

 

プロジェクトのダウンロード ページでは、プロジェクトが公開されているサーバ

名を入力する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

[次へ] をタップすると、デバスにダウンロード可能なプロジェクトのリストが

表示されます。ダウンロードするプロジェクトを強調表示させて、[次へ] をタッ

プします。 

 

 

 

サーバ名を入力します。 
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「データを取得しますか？」のメッセージが表示されます。後から ArcGIS Server 

のマップサービスに接続してモバル キャッシュ（ArcGIS Mobile 用のマップ 

データ）を取得する場合は「いいえ」を選択します。モバル キャッシュを取得

する場合、接続状態によっては処理に時間がかかる場合があります。そのため、

デバスがコンピュータに接続されているか、無線または携帯電話の接続環境が

良好な状態で操作することを推奨します。今すぐに ArcGIS Server のマップサー

ビスからモバル キャッシュを取得する場合は「はい」を選択します。取得する

レヤと範囲をウゖザードに従って設定していきます。 

デバスにモバル プロジェクトがダウンロードされると、指定した格納先のデ

ゖレクトリに、新しいプロジェクト フォルダが作成されます（<メンメモリま

たは内部ストレージ>\My Documents\ArcGIS Mobile\<プロジェクト名>）。 

プロジェクト ページには、そのプロジェクトが表示されます。任意のプロジェク

トを選択して、ロッカーキーを押下するとプロジェクトが開きます。 

ユーザのデバスで使用可能な 

プロジェクトが表示されます。 
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タスクの操作 

プロジェクトを開くと、最初に [タスク リスト] ページが表示されます。タスク

とは、指定されたフゖールド作業を実施するために使用する機能の集まりです。

たとえば、新しい GIS フゖーチャを収集するには、収集するフゖーチャのタプ

を選択してから、スタラスまたは GPS を使用して、フゖーチャの新しいジオメ

トリを作成し、属性値を割り当てます。これらの機能はすべて、[フゖーチャの収

集] タスクの一部です。  

[タスク リスト] ページに表示されるタスクおよび各タスクの設定は、ユーザが所

属する組織の GIS 管理者によってあらかじめ定義された上で、プロジェクト内に

格納されています。そのため、以下のタスク名や説明と異なる場合があります。

その場合、タスクを表すゕコン画像で識別してください。 

ロッカーキーの方向パッドを使うと、タスクのリスト内を移動できます。ページ

内のタスクを強調表示させると、タスク名と説明が合わせて表示されます。ロッ

カーキーを押下するか、スタラスでタップするとタスクが開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

タスクには、タスク名と説明が

表示されています。 
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タスク アイコン 機能 

[マップの表示]  
 

マップの操作、参照、レヤの選択 

[フゖーチャの収集] 
 

手動または GPS によるフゖーチャの収集 

[検索] 
 

検索方法を選択してフゖーチャを検索 

[作業リストの表示] 
 

プロジェクトのフゖーチャの管理と構成 

[編集の管理] 
 

更新内容の確認とサーバへの更新の送受信 
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マップとフィーチャの操作および参照 

マップの表示タスクの使用 

[マップの表示] タスク  を使って、目的の範囲に移動し、その範囲を拡大表示

させて、マップを参照することができます。 

[タスク リスト] ページから、「マップ」と表示された左下にあるメニューをタッ

プするか、[マップの表示] タスクをタップして、すぐにマップを表示して作業す

ることができます。 

 

 

[マップの表示] タスクをタップすると、プロジェクト用に作成されたマップが表

示されます。左下にある「タスク」をタップすると、タスク ページに戻ります。

また、右下の「メニュー」をタップすると機能メニューにゕクセスでき、マップ

の操作、フゖーチャの参照、レヤの表示/非表示の切り替え、フゖーチャの個別

属性のほか、GPS を使用して現在位置を表示することなどができます。 

 

 

 

 

 

左下にある「マップ」をタップすると 

マップが表示されます。 
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マップ ページの操作 

メニューからツールを選択しなくても、マップ ページを操作する簡単な方法がい

くつかあります。ロッカーキーの方向パッドを上下または左右に押して、マップ

を移動することができます。また、スタラスを使用してマップの拡大/縮小が行

えます。 

スタイラスによるマップの拡大/縮小 

デバスのスタラスを使用して、マップを拡大/縮小することもできます。拡大

するには、  をタップします。縮小するには、  をタップします。マップ上に

矩形を描画して、マップを拡大/縮小する範囲を定義します。 

 

 

「メニュー」をタップして、マップ

の操作を行います。 
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全体表示 

[メニュー] から [全体表示] をクリックすると、マップの全体を表示することが

できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタラスでプラスまたはマナス ゕコ

ンをタップして、マップ上に矩形を描画し拡

大/縮小します。 

 

[メニュー] から [全体表示] にゕクセス

します。 
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マップ操作のための GPS 受信機の使用方法 

Windows Mobile デバスを GPS 受信機に接続すると、GPS から受信した位置

を利用して、マップの現在位置を簡単に特定することができます。 

マップ操作に GPS 位置を使用するには、はじめにゕプリケーションで GPS 受信

機への接続設定を行います。単に GPS 受信機をモバル デバスに接続するだ

けでは通信できません。 

GPS 受信機に接続するには、[マップの表示] ページから直接接続するか、[タス

ク リスト] > [メニュー] > [設定] > [GPS] から [GPS の設定] ページを開いて、

GPS 受信機に接続します。[マップを表示] ページから右下にある [メニュー] を

タップして [GPS] プルラト メニューにゕクセスし、[GPS 位置を表示する] を

タップして GPS 位置の受信を開始します。GPS の状態情報の詳細を表示したり、

接続設定の変更を行うには、[GPS の状態] をタップします。[GPS の状態] のメ

ニューから接続プロパテゖを設定し、GPS 受信機に接続することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

[GPS 位置を表示する] をタップして

GPS 位置の受信を開始します。 
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GPS 位置の確認 

GPS に接続すると、[GPS の状態] ページに座標が表示されます。左下の [戻る]

をタップすると、[マップの表示] ページに戻ります。 

 

 

 

[マップの表示] ページでは、現在位置が赤い矢印とともに緑の円で示されます。

矢印は現在の方向を示します。 

レイヤの表示設定 

フゖールドでマップを使用するときには、マップ フゖーチャをすばやく識別でき

なければなりません。その場合、マップ レヤの表示/非表示の切り替え機能で、

必要な情報だけを表示させます。マップ ページからメニューの [レヤの表示設

定] を選択して、レヤの表示/非表示を切り替えることができます。 

[レヤの選択] ページから、個別のマップ レヤの表示/非表示を切り替えるこ

とができます。[すべてを選択/選択解除] をチェックしてすべてのマップ レヤ

を表示にするか非表示にすることができます。 

 

 

 

 

緑の円と赤い矢印の組み合わせは、マップ

の現在位置と方向を示しています。 
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マップ内のフィーチャの参照 

マップ上でフゖーチャを特定する方法には、[個別属性表示] コマンドを使用する

方法と、検索したフゖーチャまたは作業リスト内に格納されているフゖーチャを

直接参照する方法があります。 

マップを使用したフィーチャの参照 

マップを操作する際、現在位置とフゖーチャの相対位置を参照するだけでは、特

定のフゖーチャを他のフゖーチャと見分けることができない場合があります。そ

の場合には、フゖーチャをタップして、フゖーチャの属性を表示することができ

ます。また、フゖーチャを編集したり、作業リストへ追加することもできます。  

フゖーチャを識別するには、[メニュー] から [個別属性] を選択して、該当する

フゖーチャをタップします。マップ上をタップし、フゖーチャが検索されると [個

別属性] ページが表示されます。個別属性リストでフゖーチャを選択すると、該当

マップ ページの [レヤの表示設定] を

選択して、表示するレヤを制御します。 

 

[すべてを選択/選択解除] で、使用可能なレヤの

リスト全体をすばやく選択することができます。 



ArcGIS Mobile アプリケーション操作ガイド 

18 

Copyright ESRI Japan Corporation. All rights reserved. 

するフゖーチャの属性の表示や編集、フゖーチャの削除、または作業リストへの

追加を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[個別属性] では、モバル キャッシュ内のフゖーチャだけを検索します。フゖー

チャがベースマップに配置されている場合は、そのフゖーチャは識別できません。  

マップを使用した検索済みフィーチャの参照 

[参照] プルラト メニューから、検索タスクで検索されたフゖーチャ、または作

業リストに格納されたフゖーチャをマップ上で参照することができます。検索タ

スクで検索されたフゖーチャを参照したい場合は、[参照] プルラト メニューで

[検索結果] を選択します。作業リストに格納されたフゖーチャを参照したい場合

は、[作業リストの表示] を選択します。 

複数の検索済みフゖーチャがある場合は、ロッカー キーを上下に動かして、フゖ

[メニュー] で [個別属性] を選択して

任意のフゖーチャをタップします。 

検索されたフゖーチャがリスト表示されます。

リストからフゖーチャを選択すると、属性の表

示や編集、フゖーチャの削除などが行えます。 
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ーチャを特定することができます。マップの下部には、該当するフゖーチャの属

性情報が表示されます。参照したいフゖーチャをタップして、属性をすべて表示

することもできます。また、フゖーチャが編集可能な場合は、右下の [編集] をタ

ップして、フゖーチャの編集フォームを開くことができます。 

マップ上でのフゖーチャの参照を終了する場合は、左下にある [終了] をタップし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[メニュー] で [参照] を選択して、特定の

フゖーチャをマップ上で参照します。 

識別されたフゖーチャは、画鋲ゕコン

（ポントの場合）で示されます。 
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フィーチャの収集 

フィーチャの収集タスクの使用 

フゖールド作業では、さまざまなオブジェクトの収集や、検索、更新を行います。

ArcGIS では、これらのオブジェクトはフゖーチャと呼ばれています。フゖーチャ

はタプ別に構成されます。また、レヤと呼ばれるマッピング分類に基づいて

グループ化することもできます。 

[フゖーチャの収集] タスク  では、デバスのスタラスやロッカーキー、

GPS 受信機を使用して、あらかじめ用意されたフゖーチャ タプのリストから選

択するか、またはハンドヘルド GPS やレーザー距離計を使用している場合には、

座標を直接入力して、新しいフゖーチャを収集することができます。 

[フゖーチャの収集] タスクには、フゖールドで新しいフゖーチャを収集する際に

選択可能なフゖーチャ タプのリストが用意されています。ユーザが使用するフ

ゖーチャ タプは、ユーザが所属する組織の管理者によってあらかじめ定義され

て、それぞれにジオメトリと属性の収集に関するルールが割り当てられています。

設定はすべて、ユーザが作業するプロジェクト内で定義されています。 

タスクの指示に従って、次の 3 つのステップでフゖーチャを収集します。 

1. フゖーチャ リストからフゖーチャ タプを指定します。 

2. 1 つまたは複数の収集方法でフゖーチャのジオメトリを作成します。 

3. 収集したフゖーチャの属性値を設定します。 
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収集するフィーチャ タイプの選択 

新しい GIS フゖーチャを収集するには、はじめに [タスク リスト] ページから 

[フゖーチャの収集] タスクをクリックします。このとき、プロジェクトの作成時

に、ユーザが所属する組織の管理者によって、タスク名が変更されている可能性

があることに注意してください。タスク名や説明が変更されていても、ゕコン 

 で [フゖーチャの収集] タスクを識別することができます。 

フゖーチャの収集タスクでは、はじめに収集するフゖーチャのタプを指定しま

す。[フゖーチャ タプの選択] ページには、フゖーチャ タプがリスト表示さ

れます。上記の通り、フゖーチャ タプはユーザが所属する組織の管理者によっ

てあらかじめ設定されているので、フゖーチャ タプを所属するレヤに基づい

てグループ化することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

フゖーチャ タプは、画面上にシンボルと名前で表示されるように定義されてい

ます。 フゖールド作業の方法やユーザが所属する組織の管理者が作成したプロジ

ェクト構成によっては、フゖールドで収集するフゖーチャ タプのリストが長く

[フゖーチャの収集] ゕコンをクリックす

ると [フゖーチャ タプの選択] ページが

表示されます。 
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なりすぎることがあります。たとえば、樹種の一覧表を管理するようなときには、

フゖーチャ タプのリストに、フゖールドで遭遇する可能性のあるすべての樹種

タプが含まれることがあります。収集対象のフゖーチャ タプをすばやく見つ

けるため、いくつかの構成方法で [フゖーチャの収集] ページに表示するフゖーチ

ャ タプをフゖルタすることができます。 

次の方法で、必要なフゖーチャ タプをすばやく見つけることができます。 

 フゖーチャ タプを検索する 

 レヤ別にフゖーチャ タプのリストをグループ化する 

 レヤ別にフゖーチャ タプのリストをフゖルタする 

フィーチャ タイプの検索 

検索リストに文字を入力し、フゖーチャ タプのリストを検索すると、目的のフ

ゖーチャをすばやく見つけることができます。文字を入力する都度、リストが絞

り込まれて、入力された文字を含むフゖーチャ タプだけが表示されるようにな

ります。  ボタンをタップするか、[メニュー]から [フゖルタの消去] をタッ

プすと、検索リストが消去されます。 

 

 

 

ロッカーキーでリスト内を移動して、ロッカーキーを押下するか、スタラスで

タップして、収集したいフゖーチャ タプを選択します。 

フゖーチャのリストが非常に長い場合は

テキストボックスに数文字を入力して、

リストを絞り込むことができます。 
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レイヤによるフィーチャ タイプのリストのグループ化 

 [メニュー] を使って、レヤ名に基づいてリストをグループ化することができま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロジェクト用に作成されたマップ内のレヤをグループ化することにより、管

理方法に応じてフゖーチャ タプのリストを構成できるようになります。収集プ

ロセスを続行するには、任意のフゖーチャ タプを選択してください。 

フィーチャ タイプのリストのフィルタリング 

文字検索でリストを絞り込む以外に、レヤを選択して、表示するフゖーチャ タ

プを絞り込むこともできます。種類の多いフゖーチャ タプを収集するような

ときには、この方法で扱いやすい数にまでリストを絞り込むことができます。 

レヤでリストをフゖルタするには、[メニュー] から [レヤの選択] をタップ

[メニュー] を使って、レヤ名に基づ

いてフゖーチャをグループ化します。 

 

レヤがグループ化されて、

選択しやすくなります。 
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して、フゖーチャ タプを表示したいレヤを選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

フゖーチャ タプのリストが依然として扱いにくいときや、目的のフゖーチャ 

タプがリストに見当たらない場合は、管理者に連絡して、プロジェクトを更新

するか、より扱いやすいプロジェクトを新しく作成するように依頼することを推

奨します。 

フィーチャのジオメトリの収集 

収集するフゖーチャ タプを選択して、マップ ページでフゖーチャのジオメト

リを収集します。ジオメトリを収集する方法は、次の 4 つです。 

 マップを使用した収集 

 GPS 位置の平均化 

 GPS 位置のストリーミング 

 XY 位置を使用した収集 

[レヤの選択] メニューでフゖーチャに

チェックを入れることで、フゖーチャのフ

ゖルタが可能です。 
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ジオメトリの収集方法を選択するには、収集するフゖーチャ タプを選択した後

に [ジオメトリの収集] をタップして [ジオメトリ収集] ページを表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

ポント、ラン、ポリゴン フゖーチャのいずれを収集する場合でも、収集する

ジオメトリには「有効な頂点」という概念が存在します。有効な頂点とは、フゖ

ーチャに最後に追加された頂点のことです。 

 

 

 

 

フゖーチャのジオメトリを収集したら、フゖーチャの属性値を設定する前に、収

集したジオメトリを確定してください。確定すると、収集したジオメトリの確認、

最後に追加した頂点のキャンセル、有効な頂点のオフセットなどができなくなり

ます。 

マップ ページでは4つの方法でフゖーチャ

を収集することができます。 

 

赤い四角形は、最後に配置された頂点

（有効な頂点）であることを示します。 
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ラン または ポリゴン フゖーチャを収集しているときに、最後の頂点を取り消

すには、[メニュー] から [最後の位置を消去] を選択します。ポント フゖーチ

ャのジオメトリを収集している場合には、タスク自体をキャンセルするか、位置

を再設定してください。 

 

 

 

 

 

 

頂点の位置を収集しているときに、方向と距離測定値を使用して位置をオフセッ

トしたい場合があります。その場合、[オフセット位置] メニューを使用します。

詳細については、「収集した位置のオフセット」のセクションをご参照ください。 

マップを使用したジオメトリの収集 

スタラスまたはロッカーキーでマップをタップ/押下し、位置を設定して、新し

いフゖーチャのジオメトリを収集することができます。カーソルの位置は、ロッ

カーキーを押下したときに収集する頂点の位置を示します。カーソルの位置を変

更するには、ロッカーキーを上下または左右に動かします。デゖスプレ上でマ

ップを移動/拡大/縮小したい場合は、[メニュー] を押下して画面移動/拡大/縮小

機能を選択してください。[メニュー] から [ツールチップ] を選択すると頂点を

収集する手順が表示されます。 

誤って配置した頂点を削除するには、[最

後の位置を消去] メニューを使用します。 
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マップ使用したポイント ジオメトリの収集 

マップを使用してポント ジオメトリを作成するには、スタラスでタップする

か、ロッカーキーの方向パッドでカーソルを上下左右に動かして、正確なポン

ト位置を特定して、ロッカーキーを押下します。 ロッカーキーを押下するかスタ

ラスでタップするまで、[確定] キーはグレー表示されたままです。フゖーチャ

の属性値の設定に進むには、少なくも 1 つの頂点を収集する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

ポントがマップに表示されたら、[確定] をタップして位置を確定し、フゖーチ

ャの属性の設定に進むことができます。位置が正しくない場合には、位置を再設

定するか、[メニュー] の [オフセット位置] で位置をオフセットすることもでき

ます。 

収集プロセスに役立つ情報がここに

表示されます。 

収集するポント ジオメトリの

位置を決定します。 
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マップを使用したライン ジオメトリの収集 

スタラスまたはロッカーキーを使ってラン ジオメトリを収集するには、ロッ

カーキーの方向キーを使用するか、スタラスでマップをタップして、ランの

頂点を作成します。頂点が 2 つ作成されると、[確定] キーが有効化されます。[確

定] キーをタップしてジオメトリを確定したら、属性の設定に進むことができます。  

 

 

 

 

 

 

 

収集したポント ジオメトリが

マップに表示されます。 

収集した頂点で新しいジオメトリが

形成されます。 



ArcGIS Mobile アプリケーション操作ガイド 

29 

Copyright ESRI Japan Corporation. All rights reserved. 

頂点を収集しているときに、収集方法を「XY 位置を使用した収集」に変更したり、

[オフセット位置] メニューを使って有効な頂点をオフセットすることができます。 

マップを使用したポリゴン ジオメトリの収集 

スタラスまたはロッカーキーを使用してポリゴン ジオメトリを収集するには、

ロッカーキーの方向キーを使用するか、スタラスでマップをタップして、頂点

を作成します。頂点が 3 つ作成されると、[確定] キーが有効化されます。[確定] キ

ーをタップしてジオメトリを確定したら、属性値の設定に進むことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

ポントおよびランの収集の場合と同様に、ポリゴンの頂点を収集していると

きに、収集方法を「XY 位置を使用した収集」に変更したり、 [オフセット位置] メ

ニューを使って有効な頂点をオフセットすることができます。 

GPS 位置の平均化を使用したジオメトリの収集 

ArcGIS Mobile ゕプリケーションでは、GPS 位置の平均化と呼ばれる方法を使用

して、GPS 受信機で頂点位置を収集できます。この方法では、ポント、ラン、

収集した頂点で新しいポリゴン 

ジオメトリが形成されます。 
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およびポリゴン ジオメトリを高い精度で収集することができます。この方法を利

用するには、ポントまたは頂点を取り込む位置またはその付近に実際に立って、

指定されたフゖーチャ タプの品質基準を満たす GPS 位置を一定間隔で受信機

から受信し、収集したすべての位置を平均化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS 位置の平均化プロセスを使用した収集 

ジオメトリの収集方法の選択で [GPS 位置の平均化] を選択すると、画面には「押

下して平均化を開始する」というメッセージが表示されます。画面の下部には緑

または赤の円が表示されます。円の色は、現在受信している位置が、フゖーチャ タ

プに設定された収集設定値に適合しているかどうかを表します（緑=適合、赤=

不適合）。 

平均化された位置は、GPS 位置の1つ

として表示されます。 

GPS 平均化により、複数の GPS 

読み取り値から平均位置が計算さ

れます。 
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[開始] を押下すると平均化プロセスが開始します。画面にはすでに受信した位置

の数と、平均値を計算するためにこれから受信する必要のある位置の数が表示さ

れます。 

 

 

 

必要な数の位置を取り込んだら、必要に応じて [停止] を押下して平均化プロセス

を終了します。ポント フゖーチャのジオメトリを収集している場合、収集した

位置でジオメトリを確定するか、位置を再収集するか、収集した位置に対してオ

フセットを適用するかを選択できます。 

 

 

 

 

 

 

 

緑の円は、受信位置が適合している

ことを示します。 

左側の数値は、受信済みの位置の数を

示します。 

[ジオメトリの確定]、[オフセットを適用]、

[位置の再収集]を選択できます。 



ArcGIS Mobile アプリケーション操作ガイド 

32 

Copyright ESRI Japan Corporation. All rights reserved. 

ランまたはポリゴン フゖーチャのジオメトリを収集している場合、1 つの頂点

を収集後に [位置の追加] を選択して、次の頂点の位置を収集することができます。

最後に取り込んだ頂点を再度収集するには、[位置の再収集] を選択します。 

平均値を計算するために受信する必要がある位置の数は、GPS 収集設定のプロパ

テゖの 1 つです。フゖールドの条件によっては、指定された値よりも少ない数で

済む場合があります。したがって、デフォルト値は最小推奨値です。GPS 平均化

設定のプロパテゖ設定で「最小位置数を受信する前に停止を許可」にチェックす

ることで、収集プロセスは [停止] を押下していつでも停止することができます。 

[停止] を誤って押下してしまった場合は、[開始] を選択して続行することができ

ます。フゖールドの状況を考慮して、収集した位置の品質が設定値を下回ってい

ても問題ないと判断した場合は、平均値を確定し、平均化プロセスを終了するこ

とができます。平均化だけをキャンセルして再度実行するか、タスク全体をキャ

ンセルすることもできます。 

品質を示す円の色が赤く、位置数の最小推奨値を満たさないときは、GPS 収集設

定を変更するか、位置の収集方法を変更することを検討してください。 

 

  

 

たとえば、現在位置が建造物に近すぎることが原因で良好な GPS 信号を取得でき

ない場合は、現在位置から良好な測位を受信できる位置までの距離を歩測した後、

[オフセット位置] メニューを使って、平均化された GPS 位置を目的の位置に配

置します。 

赤の円は、受信位置が不適合で

あることを示します。 
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GPS の設定 

GPS 受信機を使用してフゖーチャのジオメトリを収集しているときに、受信中の 

GPS 位置の詳細情報を表示させたい場合があります。また、フゖールドの条件に

よっては、フゖーチャの収集先レヤに設定されている GPS 収集設定の変更が必

要な場合もあります。 

[GPS の状態] および [GPS 平均化設定]、[GPS 品質フゖルタ] ページには、[メ

ニュー] の [GPS] プルラト メニューからゕクセスできます。GPS の収集設定

は、収集するフゖーチャ タプごとに設定でき、ゕプリケーションで作成する頂

点の位置に対して品質または精度レベルを設定するために使用します。 

 

 

 

 

GPS 品質フィルタ 

GPS で収集する頂点の精度を高めるため、ArcGIS Mobile ゕプリケーションでは 

GPS 受信機から読み取った位置に GPS 品質フゖルタを適用します。読み取った

位置が指定された品質フゖルタを満たしている場合には、収集しているフゖーチ

ャの頂点位置の計算に使用されます。GPS 品質フゖルタは、GPS 測位タプと 

PDOP を主要な要素として、フゖーチャ タプごとに設定されます。 

[メニュー] キーを使って GPS の設定

にゕクセスできます。 
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GPS 測位タイプ 

使用中の GPS 受信機および実行中の GPS データの収集タプに応じて、GPS 

受信機から受信した位置を任意の測位タプに基づいてフゖルタすることができ

ます。 

受信機から受信した GPS 測位タプが、品質フゖルタの設定時に指定した GPS

測位タプと異なる場合でも、GPS 位置を平均化することができます。このよう

な状況は、受信中の測位タプの品質が、フゖルタが許容する品質よりも高い場

合に生じることがあります。測位タプは、次のようなものがあります。 

 GPS FiX 

 Differential GPS 

 PPS 

 Real Time Kinematic 

 Float Real Time Kinematic 

 Estimated 

たとえば、GPS 受信機の測位タプが Differential GPS（DGPS）で、フゖルタ

設定が GPS Fix の場合でも、位置を平均化することが可能です。 

PDOP 

受信している測位タプに加えて、GPS 衛星の幾何学的配置の状態に基づいて位

置をフゖルタすることもできます。PDOP（測位精度劣化係数）とは、位置の読み

取り値に含まれる誤差の程度を表す数値のことです。PDOP 値を GPS 品質フゖ

ルタの一部に設定すると、PODP が設定値と同じか、それより小さい値をもつ位
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置だけを使って平均値を計算することができます。 

現在の品質フゖルタ設定を表示するには、[GPS] プルラト メニューから [GPS

品質フゖルタ] を選択します。プロジェクトを作成する際に、フゖールドでの変更

を許可しないように設定されている場合には、値を変更することはできません。

PDOP 値が編集可能な場合は、測位タプと PDOP 設定の両方をゕプリケーショ

ンで変更することができます。  

 

 

 

 

 

 

 

GPS 平均化設定 

GPS 平均化では、設定された GPS 品質フゖルタを使用して、収集する GPS 位

置の数を設定します。フゖーチャ タプごとに、正しい平均値を計算する上で受

信する必要のある位置の数を示す最小推奨値を設定します。 

[GPS] プルラト メニューから [GPS 平均化設定] を選択して、平均値の計算

対象とする位置の数の最小推奨値を変更することができます。 

 

[GPS 品質フゖルタ] で、測位タプと 

PDOP 値を制御します。 
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GPS の状態 

良好な品質の GPS 位置を受信できない場合、受信機から受信する GPS の状態情

報を参照して、収集設定を変更することができます。 

 [GPS の状態] ページでは、現在の測位タプ、読み取り中の衛星の数、

PDOP/HDOP 値などの GPS 品質情報を表示することができます。 

 

 

 

GPS の状態ページにゕクセスするには、 [GPS] プルラト メニューから [GPS

の状態] を選択します。 

GPS 位置のストリーミングを使用したジオメトリの収集 

GPS 位置のストリーミングを使用した収集は、ランまたはポリゴンのジオメト

ゕプリケーションの画面に表示された 

GPS 品質の状態 

[GPS 平均化設定] では、良好な読み

取り値を取得するのに必要な位置の

数を制御できます。 
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リ作成に使用することができ、移動しながら GPS の位置情報を基にデータを収集

する場合に役立ちます。品質フゖルタの基準を満たす GPS 位置を使用して、設定

された時間または距離の間隔でランとポリゴンのジオメトリの頂点を作成しま

す。 

ゕプリケーションの操作方法は GPS 位置の平均化を使用したジオメトリの収集

と似ています。ジオメトリの収集方法の選択で [GPS 位置のストリーミング] を

選択すると、画面には「押下してストリーミングを開始する」というメッセージ

が表示されます。[開始] を押下するとストリーミングが開始します。 

ジオメトリの頂点を収集したら、 [停止] を押下してストリーミングを終了します。

その後は、収集した位置でジオメトリを確定するか、ストリーミングを再開する

か、位置を再収集するかを選択できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

多くの GPS 受信機は、1 秒間隔で GPS 位置を取得するため、ランまたはポリ

ゴンのジオメトリの作成に使用する頂点の数をフゖルタリングすることが重要で

す。フゖルタリングしない場合、形状があまりに複雑になり、データの管理が難

[開始]、[停止] をタップして GPS

位置のストリーミングを開始・停止

します。 

[再開]、[ジオメトリを確定]、[スト

リーミングの再開] を選択できます。 
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しくなることがあります。 

ジオメトリの作成に使用する頂点の数をフゖルタリングする方法は、[GPS ストリ

ーミングの設定] を使用して定義します。距離または時間のいずれかの計測に基づ

いてフゖルタリングすることができます。[GPS ストリーミングの設定] ページに

は、[メニュー] の [GPS] プルラト メニューからゕクセスできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS 平均化と同様、ストリーミングの設定はフゖーチャ タプごとに行うため、

収集する対象に応じて制御することができます。収集するフゖーチャの形状は、

設定した間隔に影響します。たとえば、歩きながら小道や山道を収集する場合は、

歩く速度に合わせて時間間隔を設定する必要があります。 

XY 位置を使用した収集 

頂点を収集しているときに、マップ ページのメニューから [XY 座標の入力] を

使用して、ポントの XY 位置を直接入力することができます。この機能は、モ

[メニュー] キーを使って、[GPS ス

トリーミングの設定] にゕクセスで

きます。 

距離または時間間隔を設定してスト

リーミングを開始します。 
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バル デバスに接続されていない GPS 受信機を使用する場合に役立ちます。

[XY 位置を使用して収集] ページでは、WGS84 で格納された座標を使用するこ

とに注意してください。GPS 受信機が座標の表示に WGS84 を使用しているか

どうか確認してください。座標タプには、WGS84 変換を使用した十進度、あ

るいはマップに適用された変換を使用した十進度を設定できます。 

 

 

 

 

 

 

 

外部の GPS 受信機から経度と緯度の読み取り値を入力するときは、必ず WGS84 

を使用してください。デフォルトでは、ダゕログに表示される経度と緯度の値

は、マップの中央の位置を表します。経度と緯度の座標値を入力後、[OK] をタッ

プして マップ ページに戻ります。 

収集した位置のオフセット 

フゖールドでは、危険が伴うなどの理由から、収集しようとするフゖーチャ（ま

たはその一部）に近づけないケースがよくあります。そのようなときには、次の

方法で収集するのが一般的です。 

十進度の XY 位置をゕプリケーションに

手入力できます。 
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 最初に安全に作業できる位置を探し、GPS 平均化を使用して新しい頂点の位

置を収集します。次に近づけない位置までの距離と方位を推定するか、レー

ザー距離計を使用して目的の位置までの直線距離と方位角を取得します。 

ArcGIS Mobile ゕプリケーションには、レーザー距離計を接続できないため、方

位と距離の両方の値を手入力する必要があります。[現在の位置をオフセット] ペ

ージで、使用する測定単位に応じた距離単位を変更できます。 

 

 

 

 

 

 

 

方向と距離の測定値を入力した後、[OK] をタップすると、マップ ページに戻り

ます。マップにオフセットした位置が表示されます。オフセットした位置を使用

するには、[確定] をタップします。 

属性値の設定 

[フゖーチャの収集] リストの各フゖーチャ タプに設定されたデフォルト値は、

組織の管理者が定義したもので、新しく作成されたフゖーチャに適用されます。

フゖーチャのジオメトリを収集すると、[属性編集] ページにはフゖーチャの属性

レーザー距離計の値をゕプリケーションに

直接手入力します。 
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値を入力するための入力ボックスが表示されます。フゖールドがページに表示し

きれない場合、下方向にスクロールして表示してください。 

入力する情報のタプによっては、異なる入力ダゕログが表示される場合があ

ります。ドロップダウン リストが表示されて、リストから値を選択できる場合も

あります。ドロップダウン リストを使用するとことで、入力ミスが軽減されます。 

 

 

 

収集したフィーチャの内容の確認 

[編集の管理] の [タスクの更新内容の表示] から収集されたフゖーチャのリスト

を確認することができます。また、マップ上でフゖーチャを参照やフゖーチャの

属性の表示、フゖーチャの削除が行えます。  

 

 

 

 

 

 

 

編集可能なフゖールドが、[属性編集] 

ページに表示されます。 

[更新内容の表示] を使用して、収集

したフゖーチャを確認できます。 
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 [更新] ページには、最後に変更をポストした後に収集したフゖーチャのリストが

すべて表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

収集されたフゖーチャごとに、マップ上で参照、属性の表示、フゖーチャの削除

を行うことができます。画面の下部には、更新されたフゖーチャの総数が表示さ

れます。リストの検索、ソート、およびフゖルタリング機能を使用して、収集さ

れたフゖーチャをすばやく検索することができます。 

ArcGIS Server のモバル サービスをデータソースとして使用している場合、フ

ゖーチャの更新を ArcGIS Server に送信することができます。その場合は、[編

集の管理] の [更新をポスト] をタップして、ArcGIS Server に更新をポストし

ます。詳細については、「更新の取得とポスト」の章をご参照ください。 

 

 

 

更新されたフゖーチャのリストから、

追加作業するフゖーチャを選択して

メニューを表示させます。 
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フィーチャの検索と特定 

 ゕコンから、[検索] タスクにゕクセスします。フゖールド作業では、作業区

域が割り当てられることがよくあります。たとえば、「フォード公園ですべての公

園設備を収集すること」や「5 番街とチャーチ通り、ベースラン通りとウゖーバ

ー通りの消火栓を検査すること」といった場合です。 

フゖールドで既存のオブジェクトの検査や更新を行うときは、[検索] タスクを使

用して、マップの指定範囲内のフゖーチャを検索する方法と、属性の条件で検索

する方法を使用することができます。検索したフゖーチャは、[作業リストの表示] 

タスクでリスト化することができます。これで、割り当てられた区域のフゖーチ

ャを編集して更新する準備が整います。 

[検索] タスクの操作は、[フゖーチャの収集] タスクとよく似ています。 

まず、検索対象を指定し、[検索条件の設定] ページで定義した条件で検索を実行

します。 

検索対象の選択 

[タスク リスト] ページの [検索] タスクをクリックして、マップ内のフゖーチャ

を検索することができます。[オプションの選択] ページが表示された場合は、こ

こでは [新規検索の開始] を選択します。検索を定義するには、はじめに検索しよ

うとするフゖーチャ タプを選択します。フゖーチャ タプが不明な場合には、

そのフゖーチャが所属しているレヤを選択します。  

フゖーチャ タプおよびレヤのリストは、マップ上に表示されるフゖーチャ 

タプとレヤの一部です。[検索] タスクで検索可能なフゖーチャは、ユーザが
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所属する組織の管理者によってプロジェクトの作成時にあらかじめ定義されてい

ます。編集作業を行いたいフゖーチャが検索できない場合は、管理者にお問い合

わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 [フゖーチャ タプの選択] ページは、目的のフゖーチャ タプをすばやく特定

できるように設計されています。リストをスクロールして、検索したいフゖーチ

ャ タプを選択することができます。任意のフゖーチャ タプをタップして選

択します。 

フゖーチャ タプのリストが長すぎる場合、検索したいフゖーチャ タプ名が

分かる場合は、テキスト ボックスに文字を入力して、表示させるフゖーチャ タ

プのリストを絞り込むことができます。  

[メニュー] から [レヤの選択] をタップして、フゖーチャ タプのリストをさ

らに絞り込むこともできます。[レヤの選択] ページには、検索可能なフゖーチ

ャ タプを含むすべてのレヤが表示されます。リストに表示させないレヤの

チェックを外します。 

 

リスト上で、任意のフゖーチャ タプ

を簡単に検索できます。 
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検索したいフゖーチャ タプ名が不明な場合は、レヤ名か、指定された検索基

準で検索することができます。たとえば、「検査が必要なすべての建物」を検索し

たいときは、次の方法で複数のフゖーチャ タプを検索します。 

はじめにレヤでリストをグループ化して、レヤ内のすべてのフゖーチャ タ

プを対象に検索することができます。それには、[メニュー] キーから [レヤで

グループ化] を選択して、フゖーチャ タプではなく、リスト内のレヤ名をタ

ップします。 

 

 

 

 

 

 

検索可能なレヤの中から検索対象の

レヤを選択します。 

[レヤでグループ化] を使用すると、

任意のレヤ内のすべてのタプから

検索できます。 
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検索の定義 

検索対象を選択したら、[検索条件の設定] ページで検索条件を定義します。 [条

件の追加] ボタンからフゖールド名に基づいた検索の絞り込みや、[検索範囲] ボ

タンから検索するマップ範囲の指定を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

[検索条件の設定] ページで、検索条件を

定義します。 

フゖーチャ タプではなく、リスト内

のレヤ名をタップします。 
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[フゖールドの選択] ページに表示されるフゖールドおよびそのフゖールド名は、

ユーザが所属する組織の管理者によってあらかじめ設定されていることを理解し

ておいてください。 

 

 

 

 

 

 

 

検索の精度を向上させるため、ユーザが選択したフゖールド タプに基づいて、

検索条件の作成方法が異なります。以下は、フゖールド タプ別の検索条件の入

力例を示しています。 

[フゖールドの選択] ページを開き、フゖー

ルド名に基づいた検索の絞り込みを行いま

す。 

検索するマップ範囲を指定します。 
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文字列フィールド 

文字列フゖールドの属性検索を行う方法は簡単です。[フゖールドの選択] ページ

で、文字列フゖールドを選択すると、[値の入力] ページが開きます。ここに検索

したい文字列を入力し、[OK] をタップして検索を実行します。 

 

 

 

 

 

 

 

数値フィールド 

数値フゖールドを選択すると、数値検索用の演算子を定義するための [オプション

の選択] ページが新たに表示されます。ここでは、数値を直接入力してフゖールド

を検索するだけでなく、以下、以上、等しくない、範囲などの等式または不等式

を使って検索することが可能です。 

 

 

 

文字列フゖールド タプを検索する

には、ここに検索対象の文字列を入力

します。 
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数値演算子を選択したら、次に表示される [値の入力] ページの入力ボックスに数

値を入力し、[OK] をタップして検索を実行します。入力ボックスには数値以外は

入力できません。 

 

 

 

 

 

 

 

日付フィールド 

日付フゖールドを使って検索する場合は、検索対象の日付の範囲を選択すること

数値演算子を選択します。 

検索条件の入力ボックスに数値を

入力します。 
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ができます。日付の範囲はユーザが指定します。 

 

 

 

 

 

 

ビジネス ルールが関連付けられたフィールド 

ユーザが所属する組織の管理者によって、任意のフゖールドにビジネス ルールが

関連付けられている場合があります。ルールが関連付けられたフゖールドをユー

ザが選択すると、ドロップダウン リストが表示され、ルールに合致するすべての

値がリスト表示されます。そのため、端末で文字列を入力する必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

検索対象の日付の範囲を選択します。 
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マップ範囲の指定 

検索には、検索範囲と呼ばれる空間範囲が使用されます。デフォルトの検索範囲

は、現在のマップ範囲に設定されています。この設定では、GPS 受信機を使用し

てマップを中央に配置している場合に非常に役立ちます。 

また、検索範囲をマップ全体にしたり、新しい範囲を選択して変更することもで

きます。[検索条件の設定] ページで [検索範囲] をタップし、検索するマップ範

囲の指定が行えます。 

 

 

 

 

 

 

 

[範囲の選択] をタップすると、[マップ] ページが表示されます。マップを拡大/

縮小するか、マップ内を移動して対象範囲を設定することができます。範囲を定

義したら、[確定] をタップし、[検索条件の設定] ページの右上にある [Show 

Results] またはメニューの [結果を表示] をタップして検索を実行します。 

 

 

検索対象にするマップ範囲を選択します。 
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すでに検索を実行している場合に、検索条件や範囲に変更が生じたときは、[検索

結果] ページ左上の [Refine Search] をタップして [検索条件の設定] ページに

戻り、新しい検索条件と範囲を指定してください。 [検索条件の設定] ページの右

上にある [Show Results] または、メニューの [結果を表示] をタップすると、

検索が再実行されます。 

 

 

 

 

検索を実行すると、検索結果が [検索結果] ページに表示されます。続けて検索を

実行して、検索結果をさらに絞り込むことができます。検索を絞り込むには、検

索する空間範囲を変更するか、検索条件を追加します。 

[検索結果] ページにリスト表示されたフゖーチャには、次の操作を行うことがで

きます。 

[範囲の選択] ページで、検索範囲を定義

することができます。 
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 マップ上でフゖーチャを参照する 

 フゖーチャの属性を表示または編集する 

 フゖーチャを作業リストに追加する 

 フゖーチャを削除する 

マップ上での検索結果の参照 

[検索] タスクで検索したフゖーチャの属性を調べて、フゖールドで直接調査した

オブジェクトの情報と比較することができます。 

特定したフゖーチャをマップ上で参照するには、リスト内のフゖーチャをタップ

し、次に表示される操作リストの中からから [マップの参照] をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [検索結果を参照] ページが表示されると、ページ下部の情報バーに先頭フゖール

特定したフゖーチャをタップし、マップ上で参照すると、

フゖーチャの位置情報を確認できます。 
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ドの値とフゖーチャ タプが表示されます。検索したフゖーチャがポント フ

ゖーチャの場合は、フゖーチャ上にその位置を示す画鋲ゕコンが表示されます。

ランまたはポリゴン フゖーチャの場合は、フゖーチャのジオメトリがシゕン色

で描画されます。 

 

 

 

 

 

 

 

次の検索結果に移動するには、方向パッドの上下キーを利用します。上下いずれ

のキーを押下しても、検索結果のフゖーチャ間を移動することができます。 

参照したフゖーチャの属性値をすべて表示するには、ロッカーキーを押下して [属

性表示] ページを表示します。記録されている属性情報が実際に調査したものと異

なる場合は、フゖーチャの属性を編集することができます。フゖーチャ タプが

編集可能な場合は、[編集] キーを押下して [属性編集] ページを表示し、フゖー

チャの属性を編集します。 

検索結果の属性の表示と編集 

検索結果リスト内で、フゖーチャをタップするか、フゖーチャが強調表示された

画鋲ゕコンは検索されたフゖーチャ

を示します。 
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状態でロッカーキーを押下すると、次に行うことができる操作リストが表示され

ます。リスト内の [属性表示] をタップすると、[属性表示] ページにそのフゖー

チャの属性がすべて表示されます。 

 

 

 

 

 [属性表示] ページでは、ロッカーキーを使用してページを上下にスクロールしま

す。[属性表示] ページに表示されるフゖールド リスト、フゖールド名、表示順は

プロジェクトの作成時にユーザが所属する組織の管理者によってあらかじめ設定

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

フゖーチャが編集可能な場合は、右下の [編集] をタップすると、[属性編集] ペ

ージが表示され、フゖーチャの属性を編集することができます。 

フゖーチャを選択して属性を表示します。 

選択したフゖーチャのすべての属性が、

スクロール式のウゖンドウに表示され

ます。 
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[属性編集] ページに表示されるフゖールドのリストおよび表示順が、[属性表示] 

ページの表示内容と異なる場合があります。表示されるフゖールドおよび表示順

序は、プロジェクトを定義する際にユーザが所属する組織の管理者によってあら

かじめ設定されています。 

 

 

 

 

 

 

属性の編集後 [保存] キーをタップすると、フゖーチャの属性が更新され、検索結

果 ページに戻ります。[キャンセル] キーをタップすると、それまでの編集内容が

すべて破棄されます。 

検索条件の保存 

検索結果を再度確認したい場合や、特定の検索条件をフゖールド調査で頻繁に利

用する場合に、以前に定義した検索条件を再利用することができます。 

以前に [検索] タスクを実行している場合は、[検索] タスクをタップすると [オ

プションの選択] ページが開きます。[オプションの選択] ページには、「新規検索

の開始」、「最新の検索」メニューが表示されます。新規条件で検索を開始する場

合は、「新規検索の開始」を選択します。[最新の検索] を選択すると、プロジェク

属性を変更した場合は、[保存] をタップ

して変更内容を保存してください。 
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トで最後に行った検索条件を利用して、検索を再実行します。 

また、特定の検索条件に名前をつけて保存し、プロジェクトで再利用することが

できます。検索条件の保存は、[検索条件の設定] または [検索結果] ページの右

下の [メニュー] から [検索条件の保存] を選択します。 

 

 

 

 

 

 

[検索名の入力] ページで特定の名前を入力して、[OK] をタップします。ここで

入力した名前が [オプションの選択] ページに表示されます。[メニュー] から保

存した検索条件を削除することもできます。 

 

 

 

 

 

 

 

[検索条件の保存] をタップして、検索条

件を保存します。 

検索条件を名前をつけて保存します。 

保存した検索条件が [オプションの

選択] ページに表示されます。 

[メニュー] から検索条件を削除

することもできます。 
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プロジェクト内のフィーチャの管理 

フゖールド プロジェクトでは、過去のフゖールド作業で GIS や測量システムを

使用して取り込んだ情報や、手書きの地図からデスクトップ GIS や CAD システ

ムに入力した情報を使って検証や点検を行ったり、過去の情報を更新したりする

ことがよくあります。たとえば、組織の管理者によってすでに GIS データに入力

済みの設備が、新しい市街区画に正しく設置されているかどうかを検証する場合

や、GIS ソフトウェゕで管理中の道路標識や道路設備を年 1 回点検する場合など

がこれにあたります。 

ArcGIS Mobile ゕプリケーションでは、デバスに格納されているフゖーチャを 

[検索] タスクを使用して検索することができます。検索したフゖーチャを作業リ

ストに追加すると、そのフゖーチャはプロジェクト内で格納され、検査方法や更

新方法に合わせて構成できるようになります。 

作業リストへのフィーチャの格納 

フゖールドでフゖーチャの検査と更新を行うには、まず [検索] タスクでフゖーチ

ャを検索します。検索結果は、[検索結果] ページにリスト表示されます。 

[メニュー] キーから、[すべてを作業リストの表示に追加] を選択して、検索され

たフゖーチャ全てを作業リストに追加するか、あるいは検索結果リスト内のフゖ

ーチャをタップし、[作業リストの表示に追加] からフゖーチャ個別に作業リスト

に追加することができます。 
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作業リスト内のフィーチャの構成 

フゖールドで表示や、収集、更新を行うフゖーチャはすべて、作業リストを使っ

て整理することができます。作業リストは、フゖーチャを「ToDo リスト」または

「作業項目リスト」の形で表したものです。  

ロッカーキーを上下に動かして、フゖーチャを強調表示させることができます。

強調表示されたフゖーチャは、属性情報や編集状態が表示されるため、そのフゖ

ーチャが作業対象であるかどうかを判断することができます。 

 

 

 

 

 

検索結果から選択したフゖーチャを作業リ

ストに追加します。 

フゖーチャを強調表示すると、属性

情報や編集状態が表示されます。 
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リスト内でフゖーチャをすばやく検索するには、テキストボックスに文字を直接

入力します。文字を入力すると、フゖーチャのリストが絞り込まれ、入力した文

字を含むフゖーチャだけが表示されるようになります。検索リストを消去するに

は、[メニュー] の [リストの消去] をタップします。 

 

 

 

 

 

リストのソート機能またはフゖルタ機能を使用すると、フゖールドでの作業を構

成しやすくなります。例えば、GPS デバスを使用して現在位置をマップに表示

しているときは、マップの中央からの距離でフゖーチャをソートすることができ

ます。また、フゖーチャが所属するレヤに基づいてリストをフゖルタすること

もできます。 

フゖーチャ リストは、名前、フゖーチャ タプ、フゖーチャの編集状態、マッ

プの中央からの距離のいずれかでソートすることができます。 

 

 

 

 

 

 

フゖーチャ リストは、フゖーチャが所属しているレヤ、フゖーチャの編集状態

作業リスト内を検索します。 

作業リストは複数の方法でソートできます。 
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のいずれかでフゖルタすることができます。レヤでフゖルタする場合は、[メニ

ュー] キーの [フゖルタ] プルラト メニューの [レヤを指定] を選択します。 

 

 

 

 

 

作業リスト内のフィーチャへの作業 

作業リストを構成したら、リスト内のフゖーチャに対して、次の操作を行うこと

ができます。 

 マップ上でフゖーチャを参照する 

 フゖーチャの属性を表示する 

 フゖーチャの属性を編集する 

 フゖーチャを削除する 

 フゖーチャを作業リストから削除する 

マップ上でのフィーチャの参照 

[作業リストの表示を参照] ページを使用して、作業リストに現在表示されている

フゖーチャをマップ上で参照するには、[作業リストの表示] ページでフゖーチャ

をタップし、操作リストの中から [マップの参照] をタップします。[マップの参

フゖーチャは所属するレヤでフゖルタ

することもできます。 
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照] をタップすると、[作業リストの表示を参照] ページに作業リスト内のフゖー

チャが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

フゖーチャが選択された状態でマップ上に表示されて、ページ下部の情報バーに

フゖーチャの先頭フゖールドとフゖーチャ タプが表示されます。ロッカーキー

を上下に動かして、リスト間のフゖーチャを移動することができます。ロッカー 

キーを押下すると、現在選択されているフゖーチャの [属性表示] ページが開き、

フゖーチャのすべての属性が表示されます。 

フィーチャの属性の点検 

作業リスト内のフゖーチャごとに、属性を表示することができます。ロッカーキ

ーを上下にスクロールして、属性を表示したいフゖーチャを強調表示し、ロッカ

ーキーを押下するか、あるいはフゖーチャを直接タップして、操作リストの中か

ら [属性表示] を選択します。 

 

作業リスト内のフゖーチャを参照すると 

リスト間のフゖーチャをスクロールでき

ます。 
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左下の [戻る] をタップすると作業リストに戻り、右下の [編集] をタップすると

フゖーチャの属性を編集することができます。 

フィーチャの属性の編集 

フゖーチャの属性を表示するほかに、[属性表示] ページの右下の [編集] をタッ

プして、[属性編集] ページを表示することもできます。 

[属性編集] ページには、更新可能なフゖーチャの属性のリストが表示されます。

属性タプごとに、適切なデータ入力コントロールが表示されます。たとえば、

ビジネス ルールが関連付けられているフゖールドを選択した場合は、そのフゖー

ルドのルールに合致するすべての値がリスト表示されます。単純なテキスト ボッ

クスに代わって、選択可能な属性値がリスト表示されるため、値を誤入力する可

能性が低くなります。 

 

 

作業リストから選択したフゖーチャの

属性を表示します。 
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属性値の更新が可能なフゖールドのリストは、[属性表示] ページで表示されるフ

ゖールドとは異なる場合があります。[属性編集] ページに表示されるフゖールド

は、ユーザが所属する組織の管理者によってあらかじめ構成されています。 

属性値の設定が終了したら、左下の [保存] をタップして属性の編集を完了させ、

作業リストに戻ります。フゖーチャの属性を更新しない場合は、[戻る] をタップ

します。 

フィーチャの削除 

リスト内のフゖーチャが編集可能な場合は、操作リストの中から [フゖーチャの削

除] をタップして、フゖーチャを削除することができます。削除を実行する前に、

フゖーチャを本当に削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。 

 

 

 

ここでは、「建造物タプ」フゖールドに

入力可能な値を制限するビジネス ルール

が設定されています。 
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作業リスト内からフィーチャを削除 

フゖーチャの点検、更新作業が完了し、作業リストにフゖーチャを格納しておく

必要がなくなった場合に、作業リストから特定のフゖーチャを削除することがで

きます。特定のフゖーチャを作業リストから削除するには、操作リストの中から 

[リストから削除] をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[はい] をタップすると、フゖーチャが

完全に削除されます。 

[リストから削除] をタップして、作業

リストからフゖーチャを削除します。 
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更新の取得とポスト ※ArcGIS Server との連携時 

フゖールドでフゖーチャを収集、更新、または削除した場合は、ンターネット

に接続されている環境であれば、サーバと同期させることができます。また、他

のユーザと共同で作業している場合は、他のユーザが作成、更新したフゖーチャ

を同期させることが重要です。[編集の管理] タスクで、更新をサーバにポストや

他のユーザがサーバにポストした更新を取得することができます。 

[メニュー] から [同期の状態] ページにゕクセスできます。[同期の状態] ページ

には、サーバと最後に同期した日付と時刻やサーバへのポストまたは取得時のエ

ラーを示す同期ログなどの情報が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

サーバへのデータのポストおよび取得 

更新をサーバにポストする手順と、サーバから新しいフゖーチャを取得する手順

は異なります。大量のマップ データを扱う場合は、オフゖスを出発する前にデー

[同期の状態] ページには、サーバとの

通信に関する詳細が表示されます。 



ArcGIS Mobile アプリケーション操作ガイド 

67 

Copyright ESRI Japan Corporation. All rights reserved. 

タをデバスに格納します。そうすることで、無線接続環境でサーバから大量の

データを取得する必要がなくなります。携帯電話または WiFi ネットワーク経由

で同期すると、通常はコストと時間がかかりすぎるため、同期対象の情報の種類

と量を最小限に抑える必要があります。 

サーバへ更新のポスト 

プロジェクトによっては、モバル デバスで収集または更新した情報をすぐに

サーバに戻す必要があるかもしれません。更新のポストは手動または自動で行い

ます。手動で行う場合は [編集の管理] のメニューの [更新をポスト] を選択しま

す。前回のポストを行った時点以降にデバスで更新したすべてのデータがサー

バと同期されます。 

 

 

 

 

 

 

 

更新のポストを自動で行う場合は、更新をサーバにポストするタミングについ

て、オプションの中から選択することができます。[タスク リスト] > [メニュー] 

> [設定] > [同期] にゕクセスし、自動ポストを「クレードル接続時」、「データ変

更時」、「時間間隔」の中から選択します。 

[更新をポスト] を選択します。 
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更新をポストする前に、[編集の管理] メニューの [更新内容の表示] で更新した

フゖーチャを確認することができます。[更新内容の表示] ページには、最後にポ

ストした時点以降に収集、更新、または削除されたフゖーチャが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

特定のフゖーチャの編集をキャンセルすることもできます。キャンセルすると、

フゖーチャに加えられた変更がすべて消去されて、フゖーチャが元の状態に戻り

ます。収集したフゖーチャをすべて確認した後、同期プロセスを開始させて、そ

の間にゕプリケーションで作業を続行することができます。更新をポストするに

は、[編集の管理] から [更新をポスト] をタップします。 

ポストが終了すると、[同期の状態] ページが更新されて、日付、時刻、およびポ

ストが成功したかどうかが表示されます。[同期の状態] ページに表示されている

各レヤをタップすることで、同期結果の詳細を確認できます。ポストが失敗し

た場合には、同期が失敗した原因を示すエラー メッセージが表示されます。エラ

ーが解消されない場合は、システム管理者に連絡してください。 

 

 

[更新内容の表示] を選択すると、サーバに

ポストする前に変更内容の最終確認を行う

ことができます。 



ArcGIS Mobile アプリケーション操作ガイド 

69 

Copyright ESRI Japan Corporation. All rights reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

更新のポストの設定の変更 

更新のポストの設定を変更するには、[タスク リスト] > [メニュー] > [設定] > 

[同期] ページを開きます。このページでは、変更データがサーバに自動的にポス

トされるように設定できます。自動ポスト オプションには次のものがあります。 

 クレードル接続時 

 データ変更時 

 時間間隔 

 

 

 

 

 

レヤごとに同期の結果を確認

できます。 

同期エラーの原因が表示されます。 
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クレードル接続時 

フゖールドでは、作業位置がネットワーク接続可能な範囲から外れることがあり

ます。また、携帯電話機能も WiFi 機能も搭載されていないモバル デバスも

あります。このような状況では、最も一般的なワークフローとして、ネットワー

クに接続されたデスクトップまたはラップトップ コンピュータにモバル デバ

スを接続し、Microsofts の ActiveSync または Windows Mobile Device 

Center を使用して、サーバとモバル デバスをネットワーク接続します。 

Windows Mobile には、クレードルへの接続とネットワーク接続を検出する機能

が備わっています。「クレードル接続時」の設定では、接続が確立されたときに自

動で同期するように設定することができ、デバスにクレードルが接続されるた

びに、すべての更新がサーバに自動的にポストされます。 

 

 

 

 

 

 

 

データ変更時 

確実にネットワークに接続可能な環境での作業の場合、フゖーチャの収集を完了

した時点で自動的にデバスの更新内容をサーバにポストするように設定できま

「クレードル接続時」の設定は、ネット

ワーク接続時の自動更新を行います。 
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す。 

 

 

 

 

 

 

 

時間間隔 

確実にネットワークに接続可能な環境での作業の場合、指定した時間間隔で自動

的にデバスでの更新をサーバにポストするように設定できます。時間間隔は、

「時間」または「分」単位で作業に合わせた特定の時間を指定できます。 

 

 

 

 

 

「データ変更時」の設定は、フゖーチャの収

集の完了時に自動更新を行います。 

「時間間隔」の設定は、指定した時間間隔で

自動更新を行います。 
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サーバからのデータの取得 

フゖールド プロジェクトで他のユーザと共同作業しているときは、最後に同期し

た時点以降に他のユーザがサーバにポストした更新を取得することが重要です。

[データを取得] ウゖザードの指示に従って操作すれば、簡単にサーバから更新を

取得できるため、フゖールド作業中でもデバスの操作に時間をかけずに同期を

実行することができます。サーバから更新を取得するには、[編集の管理] から [デ

ータを取得] を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

[データを取得] をタップすると、データを取得するマップ レヤを選択するよう

に求められます。たとえば、作業しているフゖールド プロジェクトで建物が唯一

の更新対象レヤであるときは、建物 レヤのみの更新を行うことを推奨します。

そうすると、サーバから取得するデータ量を最小限に抑えることができます。 

 

 

 

[データを取得] メニューを使用して、

サーバからデバスにデータを取得し

ます。 
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データを取得するレヤを選択した後、[次へ] をタップして、更新を行う範囲を

選択します。次の範囲を選択することができます。 

 マップ全体 

 現在位置からの距離 

 マップの範囲を選択 

サーバにデータをリクエストすると、選択範囲内にあるデータすべてが置き換え

られます。そのため、広範囲または全範囲のマップ データをリクエストする場合

は、サーバと広帯域で接続されているときに行うことを推奨します。 

フゖールドでサーバからマップ データを取得する際には、現在位置からの距離を

指定するか、特定のマップ範囲を選択して、データの取得方法を最適化すること

ができます。 

現在位置 

 [現在位置] オプションを使用し、特定の距離を指定して、サーバからデータを取

サーバから取得するレヤを選択します。 
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得することができます。ロッカーキーの方向パッドを動かして [現在位置] を強調

表示させたら、ロッカーキーを押下して、データ取得リクエストを開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

次に、現在位置からの距離を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 [カスタム] を選択すると、作業環境に最適な測定単位を選択し、距離の値を入力

することができます。 

選択した範囲によって、サーバからダウン

ロードするデータ量が決まります。 

現在位置からの距離を選択します。 



ArcGIS Mobile アプリケーション操作ガイド 

75 

Copyright ESRI Japan Corporation. All rights reserved. 

 

 

 

 

マップ位置の選択 

ベースマップがすでにある場合は、マップを参照して、該当する範囲のデータを

サーバから取得することができます。[マップの範囲を選択] をタップすると、マ

ップ ページが表示され、データを取得する範囲を拡大/縮小、移動して設定するこ

とができます。 

 

 

 

 

 

 

 

取得する範囲を設定した後、[確定] をタップして、データの取得のリクエストを

開始します。リクエストされたデータ量やネットワーク接続の速度によっては、

リクエストが完了するまでに時間がかかる場合があります。ダウンロードはバッ

クグラウンドで実行されるので、リクエストの開始後も、ゕプリケーションで作

カスタムの距離を入力します。 

マップの移動とズームで範囲を選択します。 
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業を続行することができます。 

同期の問題を診断するためのエラーログの使用 

[同期結果の詳細] ページには、サーバにデータをポストおよびサーバからデータ

を取得した際の日時とデータサズなどが表示されます。リクエストが失敗した

場合は、リクエストが失敗した原因が表示されます。 

 

 

デバスや設定に関連する内容、またはサーバに関する問題の内容が表示されま

す。「サーバに接続できません」というのが、最も代表的なエラー メッセージで

す。このメッセージは、ネットワーク接続が切断されたときに表示されます。そ

の場合、接続方法（WiFi、ブロードバンド、ーサネット等）をチェックし、接

続が有効であるか確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

エラーに関する情報が表示されます。 
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GPS の状態へのアクセス 

[タスク リスト] > [メニュー] > [設定] > [GPS] メニューを使用して、GPS の

現在の状態の表示、GPS 受信機への接続/切断、または接続用の COM ポートお

よびボーレートの設定を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

GPS 受信機の状態の表示 

[GPS の状態] ページでは、受信機から読み取り中の位置の状態を表示することが

できます。GPS の状態には、次の 3 つの項目があります。 

 現在位置 

 GPS 品質 

 ナビゲーション 

 

GPS メニューから、GPS の現在の状態を

リゕルタムに表示することができます。 
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現在位置 

現在位置の状態を使用して、受信している緯度、経度、および高度の値を確認す

ることができます。これらの情報は、現在位置とマップ位置の比較に役立ちます。

また、GPS 受信機から受信した現在時刻を UTC 時間で表示することも可能です。

GPS 時刻は、時刻を正確に測定するだけでなく、ある位置から別の位置への伝送

時間の測定にも利用できます。 

GPS 品質 

受信している GPS 信号の品質は、マップ上で現在位置を推定している場合や、

GIS フゖーチャのジオメトリを収集している場合に重要です。 

受信している GPS 位置の品質は、使用している GPS 受信機の品質、現在の位置

と環境条件、大気条件など、さまざまな要因の影響を受けます。[GPS の状態] ペ

ージに表示される [GPS 品質] の設定値（PDOP と HDOP）は、受信している位

置の品質を示す重要な指標です。 

[GPS の状態] ページ 
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DOP とは、測位精度劣化係数のことです。観測可能な衛星数、衛星の高度、方位

といった衛星の配置に関する指標の 1 つです。DOP は、衛星の幾何学的配置とも

呼ばれます。衛星の移動に伴い、衛星の幾何学的配置も変化します。一般に、DOP 

の値が小さいほど精度が高いことを示します。  

GPS システムの精度は変化するため、DOP はいくつかの要素に分類されていま

す。PDOP は、配置による測位精度劣化係数のことです。PDOP は、衛星の 1 つ

が頭上にあり、他の 3 つの衛星が地平線上に等間隔で配置されているときに最も

よい値を示します。そのとき、PODP 値は 1 となります。 

 

 

 

 

 

 

GPS 収集設定では、GPS 品質フゖルタとして、PDOP と GPS 測位タプを使

用します。品質フゖルタ設定を満たさない位置は、平均化プロセスでは使用され

ません。 

HDOP とは水平精度劣化係数のことで、地平線に対して縦方向の衛星のばらつき

に基づいて誤差推定値を示すものです。 

全般的な指針としては、PDOP 値と HDOP 値が 2～3 の場合、位置測定値の精度

が非常に高いことを示します。4～6 は、おおむね良好で、単純なデータ収集とナ

ビゲーションに使用できる最低限のレベルであることを示します。7～8 は中程度

良好な PDOP 
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の精度で、単純なマップ ナビゲーション以外の目的での使用には適していません。

9 以上は、位置測定値の精度が非常に低く、GPS ナビゲーションや収集目的での

使用には適していません。 

ナビゲーション 

GPS ナビゲーション プロパテゖは、現在の方位と速度を示すために使用されます。

この情報は、マップのナビゲーションに GPS を使用している場合に役立ちます。

方位は最後に受信した位置を基準とし、距離は MPH 単位で測定されます。 

GPS 接続 

GPS 受信機に接続されていない場合、GPS の設定ページから、現在の設定で指定

された GPS 受信機に接続することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

Bluetooth GPS などの外部 GPS 受信機を使用している場合は、はじめに受信機

をモバル デバスに接続してください。GPS 受信機は ArcGIS Mobile ゕプリ

GPS の接続状態が表示されます。 
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ケーションの GPS 接続設定で指定した COM ポートと接続します。 

 

 

 

 

 

 

 

シリゕル ポートを指定するか、COM ポートを特定する自動検出方式を使用して、

接続設定を変更することもできます。また、接続のボーレートが分かる場合は、

その情報を変更することもできます。 

GPS 受信機の COM ポートと

ボーレートの設定が行えます。 
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