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はじめに 

スタートアップ ガイドについて 

ArcGIS Online（クラウド GIS）と Collector for ArcGIS（フゖールド調査員が使用するモ

バル端末用 GIS ゕプリケーション）を利用することで、各フゖールド調査員がモバル

端末を利用し効率的にマップ上に調査データを入力し、入力した調査結果と調査の状況をオ

フゖス作業員が PC 上でリゕルタムに確認することができます。 

本スタートゕップ ガドは、初めて Collector for ArcGIS を使用して現地調査を行う方に、

最も基本的な利用手順の流れを紹介するものです。本書をお読み頂くことで、Collector for 

ArcGIS を利用した現地調査を簡単な操作ですぐに始めることができます。 

このスタートアップ ガイドを始めるために必要なもの 

 Android デバス※1 

 Collector for ArcGIS（Android） 

 ArcGIS for Desktop Basic 

 ArcGIS Online※2 

 PC（Web ブラウザ） 

※1 Collector for ArcGIS（Android）がサポートする動作環境は下記の ESRI ジャパ

ン製品ページをご参照ください 

http://www.esrij.com/products/arcgis/online/collector-for-arcgis/environ

ments/ 

※2 ArcGIS Online 個人向けプランではご使用いただけません。 

 

Collector for ArcGIS とは 

Collector for ArcGIS は、現地調査に必要な GIS 機能を備えたスマートフォン及びタブレ

ット向けゕプリケーションです。ゕプリケーションは、iOS と Android 版があり、それぞ

れ App Store、Google play ダウンロード サトにて無料で公開されています。デバス

毎にゕプリケーションの UI は異なりますが、基本的な手順は同様です。 

Collector for ArcGIS の詳細な操作方法は、下記の米国 Esri 社の Web ヘルプをご参照く

http://www.esrij.com/products/arcgis/online/collector-for-arcgis/environments/
http://www.esrij.com/products/arcgis/online/collector-for-arcgis/environments/
http://www.esrij.com/products/arcgis/online/arcgis-online/details/individual/
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ださい。 

http://doc.arcgis.com/ja/collector/android/collect-data/collect-tutorial.htm 

ArcGIS Online とは 

ンターネットにゕクセスするだけで、PC の Web ブラウザやスマートフォンやタブレッ

トといった各種クラゕントで利用可能なクラウド GIS です。Web ブラウザ上で簡単に 

Web マップを作成し、ンターネットを介して他のユーザと共有することができます。現地

調査において、Collector for ArcGIS 上で調査レヤの編集を行うには、ArcGIS Online で

公開された Web マップが必要です。ArcGIS Online で Web マップを作成する方法などの

詳細は、下記 Web ページにある「ArcGIS Online 組織向けプラン利用ガド」をご覧くだ

さい。 

http://www.esrij.com/products/arcgis/online/arcgis-online/downloads/ 

Collector for ArcGIS を利用した現地調査の流れ 

本スタートゕップ ガドでは ArcGIS Online を使用して、Android 用のスマートフォン 

ゕプリケーションで現地調査を行う流れについてご紹介します。 

 

ArcMap              Web ブラウザ     スマートフォン 

(ArcGIS Online)   （Collector for ArcGIS） 

 

 

 

 

 

①現地調査マップの準備    ②現地調査マップの共有  ③現地調査データの入力 

・調査レヤの作成     ・Web マップの作成と共有 

 

④調査結果の確認 

・スマートフォン上で入力された 

調査結果を Web マップで確認 

  

http://doc.arcgis.com/ja/collector/android/collect-data/collect-tutorial.htm
http://www.esrij.com/products/arcgis/online/arcgis-online/downloads/
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利用手順 

本スタートゕップ ガドでは、スマートフォンを使用して現地調査を行うまでの流れを、

「ArcMap で調査用レヤを作成」、「調査用レヤを ArcGIS Online に公開」、「ArcGIS 

Online で調査用 Web マップを作成」、「Collector for ArcGIS で調査用 Web マップを利

用」の 4 つのステップで説明します。 

最後にオフラン環境での利用手順について説明します。 
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ArcMap で調査用レイヤを作成 

本セクションでは、ArcMap で調査用データを作成する手順を説明します。スマートフォン

で調査結果を入力する際に表示される画面は、ArcGIS for Desktop で作成したデータ（シ

ェープフゔルもしくはジオデータベース）の属性データのフゖールド タプによって異な

ります。例えば、データのフゖールドタプが Text 型の場合はテキスト入力画面が、Date 

型の場合はカレンダーが自動的に表示されます。また、属性ドメンを使用することで、候

補値のリストを表示して、そのリストから値を選択することもできます（属性ドメンを使

用するにはジオデータベースを利用する必要があります）。 

 

調査用ジオデータベースの作成 

1. ArcMap を起動し、「カタログ ウゖンドウ」を開きます。 

2. 「カタログ ウゖンドウ」で、任意のフォルダ上にフゔル ジオデータベースを

作成します（フォルダ上で右クリックし、[新規作成] → [フゔル ジオデータベ

ース]）。 

 

http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/#/na/001s00000001000000/
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調査結果入力用ポイントデータの作成 

3. 作成したフゔル ジオデータベース内に [ポント] フゖーチャクラスを作成

し、任意の属性フゖールド（調査項目）を設定します（フゔル ジオデータベー

ス上で右クリックし、[新規作成] → [フゖーチャクラス] を選択しウゖザードに

従って入力）。 

 フゖーチャクラス名およびフゖールド名は半角英数字で設定してください。※

フゖールド名のエリゕスは日本語で設定可能です。スマートフォンなどで

表示されるフゖールド名にはエリゕスが使用されるので、各フゖールドに

日本語のエリゕスを設定することをおすすめします。 

各調査項目に対する選択リストの設定（ジオデータベースのドメイン作成） 

現地調査における調査結果の入力の効率化を図るため、必要に応じて各調査項目に対する選

択リストを設定することができます。以下は、「調査対象種別」という調査項目に対して、あ

らかじめ想定される調査結果を選択リストとして設定した場合の Collector for ArcGIS で

の表示メージです。 

  

右クリック 
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調査項目に対する選択項目を設定するには、ジオデータベースのドメン設定機能を使用し

ます。 

1. 上記で作成したフゔル ジオデータベース上で右クリックして、[プロパテゖ] 

を選択します 

2.  [ドメン] タブを選択し、[ドメン名] の下にある最初の空白フゖールドをク

リックし、新しいドメンの名前、および新しいドメンの [説明] フゖールド

をクリックして、ドメンの説明を入力します。 
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3. [ドメン プロパテゖ:] の [フゖールド タプ] の横にあるフゖールドをクリ

ックし、ドロップダウン矢印をクリックして、このドメンを適用する属性フゖ

ールドの種類を選択します。 

 この手順で選択する [フゖールド タプ] は、前の手順で作成した調査レ※

ヤ（フゖーチャクラス）内の調査項目（属性フゖールド）と同様の種類であ

る必要があります（例：「type」（フゖールドタプが Short Integer 型）の

選択リストとしてドメンを作成する場合、フゖールドタプは [Short 

Integer] を選択）。 

4. [ドメン タプ] の横にあるフゖールドをクリックし、ドロップダウン矢印を

クリックして、ドメン タプのリストから [コード値] を選択します。 

 

5. [コード値:] の最初の空白フゖールドをクリックし、最初のコードを入力後、コ

ード値の [説明] フゖールドをクリックし、このコード値についての説明を入力

します。 

 [説明] フゖールドで入力した内容が、フゖールド調査時にモバル端末上に※

表示されるので、利用者が識別できる内容を入力します。 

6. 手順 5 を繰り返し実行して、すべてのコード値とその説明を入力します。 

 

7. 手順 2～6 に従い、その他のドメンの作成を行います。また、それぞれのドメ

ンの作成後、[適用] ボタンをクリックすると、作成したドメンがジオデータ

ベースに適用されます。[OK] をクリックしダゕログを閉じます。 
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調査項目と選択リストの関連づけ（各属性フィールドへのドメインの適用） 

1. [カタログ ウゖンドウ] で、フゖーチャクラスを右クリックし、[プロパテゖ] を

選択し、[フゖールド] タブを開きます。 

2. [フゖールド名] のリストの中から、前の手順で作成したドメンを適用したいフ

ゖールドを選択します。 

3. 下部に表示される [フゖールド プロパテゖ] の [ドメン] をクリックすると、

コード値ドメンのリスト（同じ [フゖールド タプ] のドメンのみ）が表示

されるので、その属性フゖールドの選択リストとして表示したいドメンの名前

を選択します。 

 

4. 手順 2～3 を、ドメンを適用したいそれぞれの属性フゖールドに対して行いま

す。 

5. 作業が完了したら、[適用] をクリック後、[OK] をクリックすることでドメン

の設定が完了します。 

6. ArcMap のフゔル メニューで、[データの追加] → [データの追加] をクリッ

クし、上記の手順で作成したフゖーチャクラスを選択し、ArcMap に追加します。 
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 新規にフゖーチャクラスを作成した時に自動的に ArcMap にフゖーチャク※

ラスが追加されます。既に追加されている場合は、この作業は不要です。 

7. ArcMap のフゔル メニューで、[名前を付けて保存] をクリックして、ArcMap 

ドキュメント（.mxd）フゔルを保存します。 
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調査用レイヤを ArcGIS Online に公開 

本セクションでは、Collector for ArcGIS で調査データを入力するために、ArcMap で作成

したデータを ArcGIS Online に公開する方法を説明します。 

ホスト フィーチャ サービスの公開 

ArcMap にはローカルのマップを ArcGIS Online 上に Web サービスとして公開する機能

が用意されています。 

1. ArcMap の「フゔル」メニューから、「サン ン」を選択します。 

  

2. ArcGIS Online のゕカウントでサン ンします。 
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3. 「フゔル」メニューから、[共有] → [サービス] を選択します。 

 

4.  [サービスを公開] ダゕログの接続の選択で「マ ホスト サービス（ArcGIS 

Online の組織名）」を選択し、サービス名に任意の名前を入力して [続行] ボタ

ンをクリックします。 

 サービス名は半角英数字である必要があります。 ※
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5. [サービス エデゖタ] ダゕログの左側のリストで [ケーパビリテゖ] を選択し、

「Feature Access」にチェックを入れ、「タル マッピング」のチェックを外し

ます。 

  

6. [サービス エデゖタ] ダゕログの左側のリストで [Feature Access] を選択し、

[許可するオペレーション:] で「更新」、「作成」、「削除」にチェックが入ってい

ることを確認します。入っていない場合はチェックを入れます。 

 

 ※ 「同期」はオフラン環境で編集する場合に使用します。 
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7. 左側のリストから [ゕテム説明] を選択し、[サマリ]（概要説明）及び [タグ]

（ArcGIS Online で検索時に使用するキーワード）を入力します。必要に応じて 

[説明]、[ゕクセスと使用の制限]、[著作権] も入力します。 

 

8. 左上の [公開] ボタンをクリックします。 
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9. サービス公開の処理が完了し、下図の画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリ

ックします。 

  

10. サービスの公開時に、画面下部に「エラー」、「警告」、「メッセージ」が表示され

る場合があります。「警告」と「メッセージ」は、Web サービス使用時の表示パ

フォーマンスなどに関連する事項を伝えます。「警告」に示されている事項を修正

することで、Web サービスのパフォーマンスなどを向上することができます。「エ

ラー」が表示された場合は、Web サービスを公開できないため、エラー内容を確

認しエラーを修正後、再度 Web サービスを公開します。 

 

添付ファイルの有効化 

Collector for ArcGIS で調査結果を入力する際に、スマートフォン内臓のカメラで調査対象

の写真を撮影し、調査結果として保存することができます。上記手順で公開したホスト フゖ

ーチャ サービスに対して、この添付フゔル機能を有効にする設定を行います。 

1. PC の Web ブラウザを起動し、ArcGIS Online のサトにゕクセスして、サ

ン ンします。 

2. サン ンした画面の上部にある [マ コンテンツ] をクリックします。 

 

http://www.arcgis.com/home/
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3. マ コンテンツから、「ホスト フゖーチャ サービスの公開」の手順 4 で設定し

たサービス名のゕテム（タプが「Features」と表示されているゕテム）の

タトル名をクリックします。 

 

4. 表示された画面のレヤ メニューで、レヤ名の右側に表示される矢印ボタンを

クリックして、[添付フゔルの有効化] を選択します。 

 

ここまでの作業で、現地調査に使用する Web サービスを公開することができました。 
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ArcGIS Online で調査用 Web マップを作成 

本セクションでは、前のセクションで公開した調査用レヤを使用して、調査用 Web マッ

プを作成します。Collector for ArcGIS で ArcGIS Online 上の Web サービス（ホスト フ

ゖーチャ サービス）を利用するには Web マップを作成する必要があります。Web マップ

ではレヤの表示設定やシンボル設定、属性を表示するポップゕップの構成などが行えます。 

1. 前のセクションの「添付フゔルの有効化」の手順 4 の画面で、[開く] ドロップ

ダウン ボタンをクリックして、[新規マップに追加] を選択します。 

 

2. マップが開いたら、[ベースマップ] をクリックし、道路地図などの任意のベース

マップを選択します。ここで設定したベースマップが Collector for ArcGIS で使

用する際のデフォルトのベースマップになります。 

 

シンボルの設定 

必要に応じて、各種設定（例：シンボルの変更やポップゕップの構成）を行います。詳細な

設定方法は、「ArcGIS.com ヘルプ」をご覧ください。ここではシンボルの設定例をご紹介

http://resources.arcgis.com/ja/help/arcgisonline/index.html#/na/010q0000009p000000/
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します。 

1. 左側の [コンテンツ ウゖンドウ] で、[マップのコンテンツを表示] をクリック

します。 

 

2. レヤ名の右側に表示される矢印をクリックし、プルダウン メニューから [シン

ボルの変更] を選択し、現地調査で調査ポントを入力した際にモバル端末で

見やすいシンボルに変更します。 

 

 

3. [種類:] の右側のドロップダウン メニューで、レヤを表示するシンボルの種類

を選択します。 
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各シンボルの種類の説明: 

 [単一シンボル]：入力する属性の値に関係なくすべてのポントを同一シンボルで

表示 

 [個別値シンボル]：選択された属性フゖールドにおける異なる個別属性値ごとに各

シンボルを異なる色で表示 

 [色]：選択された属性フゖールドにおける属性値の数値に基づき各シンボルを等級

色で表示 

 [サズ]：選択された属性フゖールドにおける属性値の数値に基づき各シンボルを

等級サズで表示 

 シンボルの形を変更する場合は、[シンボル] をクリックし、[すべてのシン※

ボルを変更] をクリックします。 
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Web マップの保存と共有 

1. 次に、設定内容を保存するために、[保存] → [保存] をクリックします。 

 

2. [タトル]、[タグ]、[サマリ] の入力を行い、[マップの保存] をクリックしま

す。 

 

3. 次に、保存した Web マップを調査員が利用できるようにするために、[共有] を

クリックし、共有する範囲を選択し、[閉じる] をクリックします。 

 複数のユーザが共通の Web マップを Collector for ArcGIS で利用する場※

合、ArcGIS Online でグループを作成し、そのグループで Web マップを共

有する必要があります。グループの詳細な設定方法は、「ArcGIS.com ヘル

プ」をご覧ください。 

 

http://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/share-maps/groups.htm
http://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/share-maps/groups.htm


Collector for ArcGIS（Android）スタートアップ ガイド 

20 

 

 Web マップを共有する範囲が Web サービス（ホスト フゖーチャ サービ※

ス）の共有範囲と異なる場合、下図の画面が表示されます。各モバル端末

で調査用レヤを正しく表示できるようにするために、[共有の更新] をクリ

ックします。 

 

4. 画面左上の [ホーム] ドロップダウン メニューから [マ コンテンツ] をクリ

ックし、マ コンテンツで上記手順にて作成した Web マップが保存されている

ことを確認します。 

 

ここまでの作業で、Collector for ArcGIS を使用して現地調査のデータを入力するための準

備が完了しました。 
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Collector for ArcGIS で調査用 Web マップを利用 

ここからは前のセクションで作成した Web マップを用いて Collector for ArcGIS で現地

調査を行う方法を説明します。 

Collector for ArcGIS のインストール 

1. Android デバスで「Play ストゕ（Google Play）」ゕプリケーションを開きま

す。 

 

2. Play ストゕの [検索] タブを開き、キーワードに「arcgis collector」と入力し、

Collector for ArcGIS を検索します。検索された「Collector for ArcGIS」をタ

ップして次画面を表示し、 [ンストール] ボタンをタップしてゕプリケーショ

ンをンストールします。 

 

3. ンストールした Collector for ArcGIS をタップして起動します。 
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4. [続行] ボタンをタップします。 

 

5. ArcGIS Online のゕカウントでサン ンします。 

 

6. 前のセクションで作成した Web マップをタップして、Web マップを開きます。 
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 Collector for ArcGIS（Android）の基本的な画面構成と機能 ※

 

Collector for ArcGIS でデータ入力 

1. GPS を利用する場合は、GPS ボタンをタップすることで、現在地を中心として

マップが表示されます。GPS を利用しない場合は、調査地点周辺に手動で移動し

ます。 

 



Collector for ArcGIS（Android）スタートアップ ガイド 

24 

 

2. 調査結果を入力します。調査結果の入力には、GPS の示す現在地を調査地点とし

て入力する方法と、マップ上で任意の場所を指定して入力する方法があります。 

 

2-1 GPS が示す現在地に調査地点を入力する方法 

① データの収集ボタンをタップします。 

 

② 収集を行うタプを選択します。 

 ArcMap または Web マップで調査用レヤに個別値分類を設定してい※

る場合、分類した複数のタプが表示されるので、任意のタプを選択し

ます。 

 

③ GPS の水平精度が設定した許容値を満たしていない場合は、GPS が示す現

在地に調査地点を入力することができません。この場合、下図のゕラート画

面が表示されるので、[設定] ボタンをタップして、GPS の水平精度の許容

値（ストリーミング間隔はランとポリゴンを編集する際に使用します）を

設定することもできます。 
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 GPS の水平精度の許容値の設定画面は [ ] ボタンをタップして表示す※

ることもできます。 

 GPS の水平精度は通知バーおよび通知領域で確認できます。通知バーとは※

画面最上部にあるメール受信などを知らせる帯部分です。通知領域とは通

知バーを下方向にスワプした際に表示される領域です。（端末により最下

部にある場合もあります。） 

GPS の水平精度が許容値を満たしていない場合、通知バーおよび通知領域

のコレクターのゕコンが赤色で表示されます。GPS の水平精度が許容値

を満たしている場合は、通知バーおよび通知領域のコレクターのゕコン

が白色で表示され、属性情報入力画面の上部に表示されている緯度・経度

に調査ポントが自動で入力されます。なお通知領域には GPS の現在の

水平精度（m）も表示されます。 
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④ 属性入力フォームで各項目をタップして、必要事項を入力します。 

 

⑤ 調査ポントに写真を添付する場合は、[ ] ボタンをタップ後、写真を撮

影（または既存の写真を選択）します。 

 

⑥ 最後に [ ] ボタンをタップします。「更新が送信されました。」というメ
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ッセージが表示されたら入力は完了です。 

 

 

2-2 マップの上の任意の場所に調査地点を入力する方法 

① データ収集ボタンをタップします。 

 

② 収集を行うタプを選択します。 

 ArcMap または Web マップで調査用レヤに個別値分類を設定してい※

る場合、分類した複数のタプが表示されるので、任意のタプを選択し

ます。 

 

③ 属性入力フォームで各項目をタップして、必要事項を入力します。 
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④ 調査ポントに写真を添付する場合は、[ ] ボタンをタップ後、写真を撮

影（または既存の写真を選択）します。 

 

⑤ マップに移動ボタンをタップします。 

 

⑥ マップ上で調査地点として入力したい場所をタップし、[ ] ボタンをタ

ップします。「更新が送信されました。」というメッセージが表示されたら入

力は完了です。 
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3. 追加した調査ポントを編集、または削除することができます。 

① マップ上で調査ポントをタップし、調査ポントを選択します。選択した

調査ポントはハラト表示されます。 

 

② 画面下部に表示される三角印をタップします。 

 



Collector for ArcGIS（Android）スタートアップ ガイド 

30 

 

③ メニュー画面でフゖーチャの編集または削除を選択します。 

 

以上で、Collector for ArcGIS による調査結果の入力は完了です。 

ArcGIS Online で調査結果の確認 

次に、Collector for ArcGIS で入力した調査結果を PC の Web ブラウザで確認してみます。 

1. Web ブラウザを開き ArcGIS Online にサン ンします。「マ コンテンツ」

ページで該当する Web マップのタトル名をクリックします。 

 

2. [開く] ドロップダウン ボタンをクリックして、[ArcGIS.com マップ ビューゕ

で開く] を選択します。 
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3. Collector for ArcGIS で入力した調査結果を確認します。入力したシンボルをク

リックすると属性が表示されます。[添付フゔル:] の下にあるリンクをクリッ

クすると、スマートフォンで撮影した写真を確認することもできます。 

 

このように、Collector for ArcGIS で入力した調査結果はクラウド上に格納されるため、事

務所でデスクトップやノート PC を使用しているユーザも、他の場所で現地調査を行ってい

る調査員も、現地調査結果をリゕルタムに確認することができます。 

  



Collector for ArcGIS（Android）スタートアップ ガイド 

32 

 

オフライン環境で現地調査をする 

Collector for ArcGIS にはオフラン環境でもデータ収集できる仕組みが用意されています。 

ここからはオフラン環境で Collector for ArcGIS を用いて現地調査を行う方法を説明しま

す。 

Collector for ArcGIS オフライン編集の一連の流れ 
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地図をダウンロードするための準備 

同期の有効化 

ホスト フゖーチャ サービスの公開で公開したフゖーチャ サービスの同期を有効化します。

またオフラン編集に必要な編集設定を確認します。 

1. マ コンテンツ から、サービス名のゕテム（タプが「Features」と表示さ

れているゕテム）のタトル名をクリックします。 

 

2. メニューから「編集」をクリックします。 

 

 

 

 

 

3. 「同期を有効化（同期によるデゖスコネクト編集）」にチェックが入っていない場

合はチェックを入れます。 
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4. レヤの編集設定で「フゖーチャの追加、更新、および削除」すべてを許可して

いることを確認します。 

 

5. [保存] ボタンをクリックして変更を保存します。 

 

オフライン モードの有効化 

Web マップの保存と共有で保存した Web マップのオフラン モードを有効化します。 

1. マ コンテンツ から、サービス名のゕテム（タプが「Web Map」と表示さ

れているゕテム）のタトル名をクリックします。 

 

2. メニューから「編集」をクリックします。 
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3. 「オフラン モードを有効化します」にチェックを入れ、[保存] ボタンをクリッ

クして保存します。 

 

4. Web マップで使用しているベースマップがオフランに対応しているサービス

であることを確認します。 

ArcGIS Online のベースマップは、OpenStreetMap、Bing Maps を除くす

べてのサービスがオフランに対応しています。必要に応じて ArcGIS.com 

マップ ビューゕで Web マップを開き、ベースマップを変更して保存します。 

※ArcGIS for Server のサービスについてはバージョン 10.2.2 以降のサポ

ートを予定しています。 
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マップのダウンロード 

Collector for ArcGIS で収集する範囲のマップをダウンロードします。 

1. マップ一覧でマップをダウンロードするための準備を終えたマップを検索します。

一覧の [ダウンロード] ボタンをタップします。 

2. マップを移動してデータ収集するエリゕを選択します。 
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3. マップを拡大して詳細表示する縮尺レベルを選択し、右下の [ダウンロード] をタ

ップしてダウンロードします。 

4. ダウンロードが完了すると [ダウンロード] ボタンが [同期] ボタンに変更され

ます。 
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オフラインでの編集 

ダウンロードしたマップをマップ一覧から選択し、マップを開きます。マップはダウンロー

ドした範囲、縮尺レベルを表示することができます。編集方法はオンランでの編集方法と

同じです。編集した内容はデバスに保存されます。 
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データの同期 

ArcGIS Online とデータを同期します。ArcGIS Online にゕップロードされると同時に端末

のデータも ArcGIS Online の最新の状態に更新されます。 

1. オンランであることを確認して、[同期] ボタンをタップしてマップを同期しま

す。オフランでデータ収集した内容がデバスに保存されている場合、マップ

一覧の [同期] ボタン上にオフラン時の編集件数が表示されます。 

 

ダウンロードしたデータの削除 

ダウンロードしたマップを端末から削除することができます。ダウンロードしたマップを削

除すると再びオンランでマップを開くことが可能になります。 
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1. マップ一覧のメニュー表示ボタン「 」をタップします。 

 

2. メニューから「管理」をタップします。 
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3. 削除したいマップの「削除」をタップします。 

 

4. ダウンロードしたマップのベースマップは再利用することが可能です。ベースマ

ップを再利用したい場合は「フゖーチャのみ削除」を、すべて削除したい場合は

「フゖーチャおよびベースマップの削除」を選択します。 
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ベースマップを再利用する場合、マップのダウンロード ボタンを押した際に以下のようなベ

ースマップの選択画面が表示されます。既にダウンロード済みのベースマップの中から使用

したいベースマップを選択するか新たにベースマップをダウンロードします。 
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