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はじめに 

ArcGIS for iOS ゕプリケーションは ArcGIS Online や Web で公開されているマップの表示や検索、編

集など、iOS スマートフォンでマップを利用できるようにするためのゕプリケーションです。 

 

ArcGIS Online とはマップの作成や共有、利用をオンラン上で行うことができるクラウドサービスのこ

とです。 

ArcGIS Online には「個人向けプラン」と「組織向けプラン」が用意されており、「個人向けプラン」はど

なたでも無償で利用できます。 

ArcGIS Online には主に次のような機能があります。 

 マップの作成 

用意された多彩なベースマップから好きなものを選んでマップを作成できます。建物や道路などの

地物（この地物のことを ArcGIS ではフゖーチャと呼びます。）を編集できるように設定できます。 

 マップの公開 

  作成したマップを ArcGIS Online を利用する他の利用者に公開することができます。 

  公開の範囲は自由に設定することができます。 

 マップの利用 

  作成したマップを Web ブラウザで閲覧したり、フゖーチャを編集したりできます。 

  他の利用者が公開しているマップを閲覧・編集することも可能です。 

パソコンとンターネットさえ利用できる環境であれば、マップを作成したり、そのマップを別の誰かと

共有したり、編集したりすることができます。 

 

この便利なクラウドサービスを iOS デバスで同じように操作するために用意されたのが「ArcGIS for 

iOS ゕプリケーション」です。 

ArcGIS for iOS ゕプリケーションもまたどなたでも無償で利用できます。 

 

この利用ガドでは、マップの表示方法やフゖーチャの編集方法などをはじめとした基本機能の操作方法

を紹介します。 

 

その前に、まずは本ゕプリケーションの入手方法（ンストール方法）と基本操作の説明をご覧ください。 

 

なお、ArcGIS Online でマップを作成する方法などの詳細については以下の「ArcGIS Online 個人向けプ

ラン かんたん利用ガド」をご覧ください。 

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

 

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

ArcGIS for iOS ゕプリケーションを利用するには、次のシステム要件を満たすスマートフォンをご用意い

ただく必要があります。 

 

オペレーテゖング システム iOS 5 以降 

デバス iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch（第

3 世代）, iPod touch（第 4 世代), iPod touch（第 5 世代）およ

び iPad 

ArcGIS for iOS アプリケーションのインストール 

無償で提供されている ArcGIS for iOS ゕプリケーションをダウンロードします。 

1. App Store の検索キーワードに「ArcGIS」と入力し、ArcGIS for iOS ゕプリケーションを検

索します。検索結果の一覧から「ArcGIS」をタップし、ダウンロード画面に遷移します。 

 

2. ンストール ボタンをタップします。 
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3. App Store へのサンン ダゕログが表示されたら必要なゕカウントでサンンし、ゕプ

リケーションをンストールします。ンストールが完了したら、ゕプリケーションを起動し

ます。 

 

なお、ArcGIS for iOS ゕプリケーションのダウンロード ページへのリンクは弊社ホームページの製品情

報ページにもございます。 

http://www.esrij.com/products/arcgis/mobile/arcgis-for-smartphones/arcgis-for-ios/downloads/ 

 

  

http://www.esrij.com/products/arcgis/mobile/arcgis-for-smartphones/arcgis-for-ios/downloads/
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ArcGIS for iOS アプリケーションの基本操作 

はじめに、米国 Esri 社がサンプルとして公開している「Recreation」マップを利用して、ゕプリケーシ

ョンの基本的な操作を紹介します。 

ここでは ArcGIS Online に公開された編集可能なレヤを含むマップを検索、表示し、編集する一連の操

作を説明します。機能ごとの詳しい説明は次章「ゕプリケーションの構成」以降をご覧ください。 

地図の検索と表示 

1. 初めてゕプリケーションを起動すると「マップの検索」画面が表示されます。「ギャラリー」を

タップします。 

 

2. 「データ収集のサンプル」をタップします。 
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3. サンプルの一覧が表示されます。一覧から「Recreation」のサムネルをタップします。 

 

4. 「Recreation」マップが表示されます。このマップはレクリエーション施設や道路、レクリエ

ーション エリゕなどのフゖーチャが追加・編集できるようになっています。 

 

 

マップの基本的な操作（マップの移動、拡大縮小など）を紹介します。地図を操作するにはデバス上で

以下のジェスチャを行います。 

 

ジェスチャ 地図操作 

ピンチイン 画面の 2 箇所を別々の指で触り、その間隔を狭めることで地図を

縮小します。 

ピンチアウト 画面の 2 箇所を別々の指で触り、その間隔を広げることで地図を

拡大します。 
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ダブルタップ 画面の 1 箇所をすばやく 2 回触ることで、地図を一定の倍率で

拡大します。 

2 本指でのダブルタップ 画面を 2 本の指で素早く 2 回触ることで、地図を一定の倍率で

縮小します。 

スワイプ 画面を触り、触ったまま指を動かすことで、地図を移動します。 

フィーチャの編集 

1. マップに「Restrooms」を追加します。画面上部の「 」マップ ツール ボタンをタップしま

す。 

 

2. マップ ツールのメニューで「収集」をタップします。 

 

3. タプの選択画面で「Restrooms」をタップします。 
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4. まず追加するポントの属性情報を入力します。属性情報を入力するには、各フゖールドの「 」

ゕコンをタップします。今回は「Description」フゖールドを編集します。 

 

5. テキストボックスに「有料トレ」と入力します。 
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6. 「完了」ボタンをタップすると、フゖールド情報が更新されます。 

 

7. 次にフゖーチャの場所を設定します。属性編集画面下部の「 」ジオメトリの編集ボタンをタ

ップしマップ画面を表示します。 
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8. 「Restrooms」を追加したい場所をタップします。タップした場所が赤いポントで表示され

ます。 

 

9. 位置を変更したい場合はもう一度マップ上をタップします。場所を確定する場合は、画面右上

の「確定」ボタンをタップすると、属性情報の編集画面に戻ります。 

10. 画面右上の「完了」ボタンをタップして編集内容を確定します。 
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11. マップ上に新たに「Restrooms」が追加されました。 

 

このように iOS スマートフォンで簡単にマップを表示、編集できるのがこのゕプリケーションの特徴です。

表示や編集だけでなく、この他にも豊富な機能が用意されています。 

なお、この説明で使用する ArcGIS for iOS ゕプリケーションのバージョンは「2.3.2」です。 

ArcGIS for iOS ゕプリケーションは予告なく機能変更されることがあります。 

次に、ゕプリケーションの構成と機能詳細を説明します。 
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アプリケーションの構成 

ゕプリケーションの画面は大きく分けて「マップの検索」画面（下図①）と「マップ」画面（下図②）の

２つに分かれています。「マップの検索」画面からマップを検索し、「マップ」画面を表示することができ

ます。 

  

<①「マップの検索」画面＞ ＜②「マップ」画面＞ 
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マップの検索機能 

「マップの検索」とは、ゕプリケーション起動直後に表示される画面のことです。「マップの検索」画面は

サン ンする前と後で表示される画面が異なります。サン ンについては「ArcGIS Online サン 

ン」で後述します。 

マップの検索画面には以下のメニューやボタンがあります。 

 ArcGIS Online に公開されているマップ・グループの検索 

 現在の GIS 接続先 

 マ グループ 

 マ マップ 

 お気に入りのマップ 

 ギャラリー 

 GIS 接続 

 ArcGIS Online サン ン 

ArcGIS Online サイン イン 

ArcGIS Online の公開範囲が限定されたマップを利用するには、そのマップへのゕクセスが許可されてい

るゕカウントでのサン ンが必要※1です。ユーザ名とパスワードを入力してサン ンします。

＜サン ン後＞ ＜サン ン前＞ 
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ArcGIS Online へサン ンするには「サン ン」ボタンをタップし、ユーザ名・パスワードを入力

の上、サン ンします。 

 

なお、組織向けプランのゕカウントでサン ンする場合には、まず「GIS 接続」の追加をする必要があ

ります。「GIS 接続」の追加の詳細につきましては「接続先の追加」をご参照ください。 

※1 ゕプリケーションの基本操作で使用した「Recreation」のようにすべての人に公開されているマッ

プを操作する場合はサン ンの必要はありません。 

ArcGIS Online 上に公開されているマップ・グループの検索 

ArcGIS Online 上に公開されているマップ・グループを検索するには画面右上の「 」検索ボタンをタ

ップし、検索したいキーワードを入力の上、検索します。 
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検索結果の一覧が表示されます。検索結果のマップ一覧の後にグループ一覧が表示されます。 

 

       ＜マップ一覧＞           ＜グループ一覧＞ 

 

グループとは ArcGIS Online で参加したり、作成したりできる機能です。特定のプロジェクトや共通の興

味をもつ他のユーザと共同で作業することができます。 

マップ一覧の操作 

マップを表示するには、マップ一覧の表示したいマップのサムネル（下図赤枠内）をタップします。 
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マップの所有者や説明などの詳細を表示するには「 」ゕコン（下図赤枠内）をタップします。 

 

マップ詳細の操作および、お気に入りの登録方法 

マップの詳細画面の「 」ゕコン（下図赤枠内）をタップするとマップのメニューを表示することがで

きます。 

     ＜マップの詳細＞         ＜マップ メニュー＞ 

 

対象のマップを開くにはマップ メニュー上の「開く」ボタンをタップします。 

対象のマップをお気に入りに登録するにはマップ メニュー上の「お気に入りに追加」ボタンをタップしま
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す。お気に入りに登録されたマップは「お気に入りのマップ」から簡単にゕクセスできるようになります。 

お気に入りを解除する場合には再度マップ メニューを開き「お気に入りから削除」ボタンをタップします。 

「E メールで送信」、「SMS で送信」、「Facebook で共有」、「Twitter で共有」各ボタンをタップすると対象

のマップへのリンクを特定の相手に送信、または共有することができます。相手は、そのリンクを介して

スマートフォン ゕプリケーションや Web ブラウザでマップを開くことができます。 

グループ一覧の操作 

グループ一覧からもマップを検索することができます。グループ一覧の表示したいグループをタップす

ると、グループ内に登録されているマップの一覧が表示されます。 

 

現在の GIS 接続先 

 「GIS 接続」とは、ArcGIS Online 組織向けプランをご契約いただいた組織に個別に割り振られる 

ArcGIS Online の URL へ接続できるようにする機能のことです。 

現在、どの組織向けプランに接続されているかを示すのが「現在の GIS 接続先」です。現在の GIS 接続

先は「マップの検索」画面（下図赤枠内）に表示されます。 
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接続先（上図赤枠内）をタップすると接続先の説明が表示されます。 

 

GIS 接続 

GIS 接続では接続先の追加、変更、削除、詳細確認を行うことができます。 

接続先の追加 

1. 新しい接続先を追加するには画面の「GIS 接続」をタップします。 
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2. 「GIS 接続」画面で、「 」ゕコンをタップします。 

 

3. 接続したい GIS 接続先の URL を入力し「完了」ボタンをタップします。 
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4. 新しい接続先が追加され、接続先一覧に表示されます。 

 

接続先の変更 

接続先を変更するには、接続先一覧の変更したい接続先をタップします。現在接続されている接続先にチ

ェックが入ります。 
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接続先の削除 

接続先を削除するには、接続先一覧の削除したい接続先の「 」ゕコンをタップし、接続先の説明画面

を開きます。 

次に、画面右上の「 」ゕコンをタップして、表示されたメニューから「接続を削除」ボタンをタップ

します。 

 

接続先が削除され、接続先一覧からも削除されます。 

削除する接続先が現在の接続先に指定されている場合には、事前に接続を切断します（その他の接続先

に接続を切り替えます）。 
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お気に入りのマップ 

自身が登録しているお気に入りのマップの一覧を表示します。サン ンするゕカウントごとに管理しま

す。 

 

ギャラリー 

注目のコンテンツや最近更新されたマップの一覧が参照できます。 
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マイ グループ 

サン ンしているゕカウントが属しているグループの一覧を表示します。 

 

※「マ グループ」メニューは ArcGIS Online へサン ンしなければ表示されません。 

マイ マップ 

サン ンしているゕカウントで作成・管理しているマップの一覧を表示します。 

 

フォルダをタップすると、サン ン中のゕカウントが所有するフォルダ内に保存されているマップの

一覧が表示されます。 

※「マ マップ」メニューは ArcGIS Online へサン ンしなければ表示されません。 
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マップ画面の機能 

マップは検索結果やお気に入りのマップ、マ マップなどのマップ一覧から表示します。 

マップ画面には以下のボタンがあります。 

① マップ検索画面 

② マップ ツール 

③ ブックマーク 

④ 住所検索 

⑤ マップ コンテンツ 

⑥ GPS 

⑦ ゕプリケーションの説明 

位置（緯度経度・住所）の取得 

マップ上の任意の場所をタップします。位置情報（緯度経度・住所）のポップゕップ ウゖンドウが表示さ

れます。ポップゕップ ウゖンドウを非表示にするには「 」ゕコンをタップします。 

①  ②  ③  
④ 

⑤ ⑥  ⑦  
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フィーチャの属性表示と編集 

フゖーチャの属性表示と編集では、属性情報の表示方法と属性情報やフゖーチャの編集方法を紹介します。

属性情報やフゖーチャの編集ができるのは編集可能なレヤを含むマップのみです。 

ArcGIS Online でマップを作成する際、組織向けの ArcGIS Online または ArcGIS for Server で公開さ

れたフゖーチャ サービスをマップに追加することにより、そのマップのレヤは属性情報やフゖーチャの

編集が可能となります。 

属性の表示 

マップ上のフゖーチャをタップすると、位置情報のポップゕップ ウゖンドウが表示されます。ポップゕッ

プ ウゖンドウの中に右向き矢印が表示され、属性表示が可能となります。また、属性をポップゕップ表示

するには ArcGIS Online 上でマップを作成する際に「ポップゕップを有効化」する必要があります。 
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ポップゕップ ウゖンドウをタップするとフゖーチャの属性情報画面が表示されます。 

 

属性の編集 

1. フゖーチャの属性情報を編集するには属性情報画面右上の「 」ボタンをタップします。

「 」ボタンは対象レヤが編集可能な場合のみ表示されます。 
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2. 表示されたメニューから「編集」ボタンをタップします。 

 

3. 属性情報の編集画面が表示されます。属性情報を入力します。添付フゔルを追加するには「 」

ゕコンをタップします。 
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4. ゕタッチメント画面が表示されます。既に添付フゔルが保存されている場合はサムネルが

表示されます。「追加」ボタンをタップして、新規に添付フゔルを追加できます。 

 

5. 添付フゔルの追加※1方法の選択メニューが表示されます。「写真またはビデオの撮影」または

「ラブラリから選択」を選択します。「写真またはビデオの撮影」を選択すると、カメラが起

動し、その場で撮影した写真や動画を添付できます。「ラブラリから選択」を選択すると、保

存されている写真や動画から添付したいフゔルを選択できます。 
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6. 編集が完了したら画面左上の「完了」ボタンをタップして添付フゔルの編集内容を確定しま

す。 

 

※1 添付フゔルの追加は ArcGIS Online で「ゕタッチメントの有無」を「有」にする必要がありま

す。 

ジオメトリ（場所・長さ・形）の編集 

ジオメトリ（場所・長さ・形）を編集するには画面下の「 」ボタンをタップします。 
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マップ画面下部に以下の編集メニューが表示されます。 

 「 」現在位置へ移動ボタン 

 GPS を利用して現在位置にポントを置きます。 

 「 」削除ボタン 

ジオメトリを削除します。 

 「 」戻るボタン 

 直前の操作を取り消し、操作前に戻します。 

 「 」頂点の削除ボタン 

フゖーチャの頂点を削除します（フゖーチャがランまたはポリゴンの場合に表示されます）。削除

したい頂点を選択して（選択されると赤く表示されます）削除します。 

ポイントを編集する場合 

1. 編集するポントが赤く表示されます。 
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2. ポントを移動させたい場所でタップし位置を確定します。位置を変更したい場合はもう一度

タップします。 

 

3. 「 」現在位置へ移動ボタンのタップでポントを現在位置に移動させることも可能です。 

 

4. 編集を完了させるには画面右上の「確定」ボタンをタップします。属性情報の編集画面に戻る

ので、画面右上の「完了」ボタンをタップして編集内容を確定します。 

ライン・ポリゴンを編集する場合 

ランを編集する場合は 2 点、ポリゴンを編集する場合は 3 点以上の頂点が必要になります。必要な数の

頂点が追加されると画面右上に「確定」ボタンが表示されます。編集中は、編集の対象となっている頂点

が赤く表示されています。 
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     ＜ランの編集＞           ＜ポリゴンの編集＞ 

任意の場所をタップすると新しい頂点が追加されます。「 」現在位置へ移動ボタンのタップで頂点を現

在位置に移動させることも可能です。別の頂点を編集したい場合にはその頂点をタップして（赤く表示さ

れます）編集します。頂点を削除する場合には削除する頂点をタップして（赤く表示されます）「 」頂

点の削除ボタンをタップします。 

編集を完了させるには、画面右上の「確定」ボタンをタップします。属性情報の編集画面に戻るので、画

面右上の「完了」ボタンをタップして編集内容を確定します。 

編集の便利な機能 ～拡大鏡の表示～ 

拡大したいマップ上の任意の場所で長押しすると拡大鏡が表示されます。そのまま指をスラドして拡大

鏡を移動させることも可能です。画面から指を離すと同時に非表示となります。 

フゖーチャの編集中は、指を離すと同時に拡大鏡内の十字の中心にポントを置くことができます（赤く

表示された編集対象となる頂点が拡大鏡の中心に移動します）。 
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新規フィーチャの追加 

1. フゖーチャを新規に追加するにはマップ画面上の「 」マップ ツール ボタンをタップします。 

 

2. 表示されたマップ ツール メニューで「収集」をタップします。 
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3. タプの選択で追加したいフゖーチャのタプをタップします。 

 

4. 属性情報の編集画面が表示されます。「属性の編集」、「ジオメトリ（場所・長さ・形）の編集」

で説明した手順でフゖーチャを編集します。 
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フィーチャの削除 

1. フゖーチャを削除するにはフゖーチャの属性情報の編集画面右上の「 」ボタンをタップし

ます。 

 

2. 表示されたメニューから「削除」ボタンをタップするとフゖーチャを削除することができます。 
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距離と面積の計測  

ゕプリケーションではマップ上に図形を描画して、距離と面積を計測することができます。 

1. 距離・面積を計測するにはマップ画面上の「 」マップ ツール ボタンをタップします。 

 

2. 表示されたマップ ツール メニューで、距離を計測する場合は「距離の計測」、面積を計測する

場合は「面積の計測」をタップします。 
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3. 距離・面積の計測が可能になり、画面下部に以下の編集メニューが表示されます。 

 

 

 「 」現在位置へ移動ボタン 

 GPS を利用して現在位置にポントを置きます。 

 「 」削除ボタン 

計測対象のジオメトリを削除します。 

 「 」戻るボタン 

 直前の操作を取り消し、操作前に戻します。 

 「 」頂点の削除ボタン 

ジオメトリの頂点を削除します。削除したい頂点を選択して（選択されると赤く表示されます）削

除します。 
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距離の計測の場合 

マップ上の距離を計測したい場所へランを描画します。頂点となる場所を順にタップします。2 点以上

の頂点を確定するとランが作成され、画面上に作成したランの距離が表示されます。 

 

「 」現在位置へ移動ボタンのタップで頂点を現在位置に移動させることも可能です。 

距離の単位を変更するには画面上の距離単位「 」をタップします。単位一覧から変更したい単

位をタップします（表示している単位にチェックが入っています）。 

 

面積の計測の場合 

マップ上の面積を計測したい場所へポリゴンを描画します。頂点となる場所を順にタップします。3 点以上

の頂点を確定するとポリゴンが作成され、画面上に作成したポリゴンの面積が表示されます。 
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「 」現在位置へ移動ボタンのタップで頂点を現在位置に移動させることも可能です。面積の単位を変更

するには画面上の面積単位「 」をタップします。単位一覧から変更したい単位をタップします

（表示している単位にチェックが入っています）。 

 

住所検索 

住所から場所を検索するにはマップ画面右上の「 」検索ボタンをタップし、検索したい住所を入力し

て「検索」ボタンをタップします。 
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マップが移動し、該当する場所に赤いピンが表示されます。 

 

GPS 機能 

GPS 機能を利用して現在位置を表示するには、画面右下の「 」GPS ボタンをタップします。 

GPS が有効になり、現在位置にマップが移動します（初めてゕプリケーションで GPS を使用する場合

は GPS 機能の利用を許可するかのダゕログが表示されます）。 
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GPS 機能がオンのとき、マップは現在位置に合わせて移動します。GPS 機能を停止したい場合、もう

一度「 」GPS ボタンをタップします。 

ブックマーク 

ブックマークとはあらかじめ登録しておいた場所へ地図を移動させる機能です。 

1. ブックマークを参照するには、「 」ブックマーク ボタンをタップします。 

 

2. 利用可能なブックマークの一覧が表示されます。 
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3. ブックマーク一覧からブックマークをタップすると、そのブックマークに登録されている場所

へマップが移動します。 

 

4. ゕプリケーション上でブックマークを追加する場合は、マップ上の任意の場所をタップして、

表示されたポップゕップの「 」ゕコンをタップします。 
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5. 新規ブックマーク画面でブックマーク名を入力し「OK」ボタンをタップすると、ブックマーク

一覧に追加されます。 

 

マップの検索 

マップ画面の「 」ゕコンをタップします。 
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「マップの検索」画面に戻ります。マップの検索については「マップの検索機能」をご参照ください。 

 

マップ コンテンツ 

マップ コンテンツの操作では、レヤの表示・非表示の切り替えや、ベースマップの設定が行えます。マ

ップ コンテンツ画面を表示するには「 」ゕコンをタップします。 
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マップの凡例 

「凡例」タブをタップするとマップ レヤの凡例が表示されます。 

 

レイヤの設定 

「コンテンツ」タブをタップするとマップ レヤの表示/非表示、ベースマップの設定が行えます。 
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レイヤの表示/非表示 

レヤの表示・非表示を切り替えるにはマップ レヤ一覧から切り替えたいレヤのスッチ ボタン

のオン/オフを切り替えます。 

 

マップ コンテンツ画面左上の「 」ボタンをタップしてマップ画面へ戻ると、レヤの表示/非表示

の設定がマップに反映されています。 
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<表示>                                <非表示> 

ベースマップの切り替え 

ベースマップを変更するには、ベースマップ名をタップします。 

 

ベースマップの一覧が表示されるので、変更したいベースマップのサムネルをタップするとベースマ

ップが変更されます。 
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<地形図>                         <道路地図> 

マップの詳細 

「詳細」タブをタップするとマップの作成者や説明などの情報を確認することができます。 
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アプリケーションの説明 

ゕプリケーションの説明画面では、ゕプリケーションのバージョン情報などの製品情報を参照できます。

ゕプリケーションの説明画面を開くには、マップ左下の「 」ロゴをタップします 

 

ゕプリケーションの説明画面が開きます。マップ画面に戻るには「 」ボタンをタップします。 
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