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 鳥獣被害対策テンプレート利用ガイド  

概要 

鳥獣被害対策テンプレートについて 

鳥獣被害対策テンプレート（以下、本テンプレート）は ArcGIS ポータル (ArcGIS Online の組織サイト) に 

鳥獣被害情報の投稿、および収集された情報を公開する環境を構築するソリューション テンプレートです。 

本テンプレートを利用することで、スマートフォンやタブレットなどのデバイスを用いて鳥獣被害情報を投稿する

「鳥獣被害情報投稿アプリ」、その結果を住民に向けて公開する「鳥獣被害情報公開アプリ」を構築することが 

できます。地図を用いて鳥獣被害情報を公開することで、住民や農家、林業事業者といった様々な方たちの鳥獣被害

対策をサポートします。 

テンプレートを利用するために必要な製品およびアプリケーション 

このテンプレートを利用するには以下の製品およびアプリケーションが必要です。 

⚫ ArcGIS Online 組織向けプラン 

⚫ Survey123 Connect 

⚫ ArcGIS Survey123 

⚫ Microsoft Excel (2013 以上) 
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テンプレートのダウンロード 

ブラウザーでダウンロード ページを開きテンプレートのセットアップ ファイルをダウンロードします。 

ダウンロード ページの [テンプレートのダウンロード] をクリックしてセットアップ ファイルの ZIP ファイルを 

任意の場所に保存してください。 

 

 

 

 

保存した ZIP ファイルを解凍してファイルを確認します。テンプレートのセットアップ ファイルには Survey123 

Connect を使用して、ご使用の ArcGIS ポータル上に鳥獣被害情報投稿アプリを構成するための XLSForm  

ファイルと、ArcGIS ポータル上に鳥獣被害情報公開アプリを構築する設定ファイルが含まれています。 

 

 

※ ダウンロード ファイルに含まれる内容は以下の通りです。 

フォルダー アイテム 説明 

<ルート> settings.json テンプレート セットアップ ファイル 

Apps WebAppBuilders\*.json 鳥獣被害情報公開アプリを配置するための設定ファイル 

FGDB wildlife_management.gdb 鳥獣被害レイヤーを格納するファイル ジオデータベース 

(タイムスライダーを設定する作業量を圧縮するため、緯度経度がともに 0 度の 

 地点にポイントを作成しています。鳥獣被害情報公開アプリにおいては 

 本ポイントが使用されないよう設定済みです。) 

 wildlife_management.json 鳥獣被害フィーチャ レイヤーを配置するための設定ファイル 

Survey123 wildlife_management.xlsx 鳥獣被害情報投稿アプリを構成するための XLSForm ファイル 

Images *.png テンプレートで使用するアイコンや画像 

WebMap *.json Web マップを配置するための設定ファイル 

https://www.esrij.com/products/arcgis-solutions/template/wildlife-management/
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投稿フォームの項目 

XLSForm ファイルには「鳥獣被害情報投稿アプリ」の投稿フォーム (以下投稿フォーム) を構成する以下の調査 

項目が設定されています。 

「wildlife_management.xlsx」 XLSForm ファイル 

鳥獣による被害情報を投稿するための投稿フォームを作成するためのファイルです。 

鳥獣被害情報の詳細 

鳥獣による被害情報を記録するための項目です (説明文に「※」がついている項目は必須回答項目です)。 

項目名 フォーム上のラベル 説明 

nichiji 日時 鳥獣被害を確認した日時を入力します※。 

higai_point 鳥獣被害を確認した地点 鳥獣被害を確認した地点を入力します※。 

kotai_shubetsu 動物の種別 被害を生じさせた動物をリストから選択します※。 

kotai_shubetsu_memo 動物の種別 (詳細) 被害を生じさせた動物がリストに存在しない場合に 

詳細情報を入力します。 

chojuhigai_shubetsu 被害の種別 被害の種別をリストから選択します※。 

chojuhigai_shubetsu_memo 被害の種別 (詳細) 生じた被害がリストに存在しない場合に詳細情報を入力 

します。 

konseki_shubetsu 痕跡の種別 動物の痕跡をリストから選択します。 

※「被害の種別」で「痕跡」を選択した場合のみ表示される

項目です。 

konseki_shubetsu_memo 痕跡の種別 (詳細) 動物の痕跡がリストに存在しない場合に詳細情報を 

入力します。 

※「痕跡の種別」で「その他」を選択した場合のみ表示 

される項目です。 

kotaisu 動物の頭数 確認した動物の頭数をリストから選択します。 

kotai_size 動物の大きさ 確認した動物の大きさをリストから選択します。 

kotai_shiyu 動物の性別 確認した動物の性別をリストから選択します。 

image1 写真 1 鳥獣被害を確認した地点の写真を添付します。 

image2 写真 2 鳥獣被害を確認した地点の写真を添付します。 

image3 写真 3 鳥獣被害を確認した地点の写真を添付します。 

jokyo 確認時の状況 (自由記述) 鳥獣被害を確認した際の状況を入力します。 
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テンプレートのアップロード 

ダウンロードしたテンプレート セットアップ ファイルを使用して、ご使用の ArcGIS ポータルにテンプレートを 

アップロードします。テンプレートのアップロードには専用のツール（Web GIS Template Uploader）を使用 

します。Web GIS Template Uploader は以下のリンクからダウンロードできます。 

Web GIS Template Uploader 

https://solutions-esrij.maps.arcgis.com/home/item.html?id=0221123a0c0d498c98b62d11d6ff6f43 

 

ダウンロードした Web GIS Template Uploader にテンプレートの設定ファイルである [settings.json] ファイル

を指定してアップロードを実行します。アップロード方法は Web GIS Template Uploader 利用ガイドをご参照 

ください。 

Web GIS Template Uploader 利用ガイド 

https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/Web-GIS-Template-Uploader-

users-guide.pdf 

 

テンプレートの確認 

テンプレートのアップロードが完了すると Web GIS Template Uploader が作成した ArcGIS ポータルの 

「コンテンツ」のフォルダー内に以下のアイテムが作成されます。 

 

アイテム名 タイプ 説明 

<フォルダー名>_wildlife_management Feature Layer 鳥獣被害の情報を格納するためのフィーチャ サービス 

です。 

<フォルダー名>_wildlife_management File Geodatabase <フォルダー名>_wildlife_management フィーチャ 

サービスを作成するためにアップロードしたファイル ジ

オデータベースです。 

鳥獣被害 Web マップ Web Map 「鳥獣被害情報公開アプリ」が参照する Web マップ 

です。 

鳥獣被害情報公開アプリ Web Mapping 

Application 

鳥獣被害の情報を管理するためのアプリです。 

 

 

https://solutions-esrij.maps.arcgis.com/home/item.html?id=0221123a0c0d498c98b62d11d6ff6f43
https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/Web-GIS-Template-Uploader-users-guide.pdf
https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/Web-GIS-Template-Uploader-users-guide.pdf
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鳥獣被害情報投稿アプリの作成 

ダウンロードした XLSForm ファイルを Survey123 Connect で読み込み、ご使用の ArcGIS ポータルに投稿 

フォームを構成します。以下に投稿フォームの構成手順の概要を記載します (Survey123 Connect の詳細な使用 

方法については、ArcGIS Survey123 のヘルプを参照してください)。 

 

ArcGIS Survey123 ヘルプ: 調査の作成 

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/desktop/create-surveys/createsurveys.htm 

 

1. Survey123 Connect を起動します。 

 

2. [新規調査] をクリックします。 

 

  

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/desktop/create-surveys/createsurveys.htm
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3. 左側に表示されるメニューから [ファイル] を選択し、[XLSForm の参照] をクリックします。 

 

 

4. ダウンロードしたテンプレートに含まれる XLSForm ファイルを選択し [開く] をクリックします。 

 

5. 作成する調査フォームのタイトルを入力し、[調査の作成] をクリックします。 

重要: 

投稿フォーム作成時にはタイトルに日本語は使用できません。必ず英数字で入力してください。また 

アンダースコア (_) 以外の特殊文字も使用することはできません (投稿フォーム作成後に投稿フォームの

設定メニューからタイトルを日本語に修正することができます)。 
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6. 投稿フォームのプレビュー画面が表示されるとともに、Excel が起動し XLSForm ファイルが 

開きます。 

 

7. Web GIS Template Uploader で作成したフィーチャ レイヤー（<フォルダー名>_wildlife_management） 

のアイテム詳細ページを開きます。 

 

8. アイテム詳細ページの下部の URL の横の    をクリックして URL をコピーします。 

 

 

9. XLSForm ファイルの [setting] シートに移動し、[submission_url] の欄に手順 8 でコピーした 

URL をペーストします。 

 

 

10. XLSForm ファイルを上書き保存します。 
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オプション：「動物の種別」項目の各動物を表す画像の設定方法 

「鳥獣被害情報投稿アプリ」の「動物の種別」項目において、動物の種別を表す画像を表示させる 

方法について解説します。本手順はオプションであるため、本手順を行わなかった場合でも「鳥獣被害情報投稿 

アプリ」は正常に作成することができます。 

 

※ 「動物の種別」項目において各動物を表す画像を表示した例 

 

1. 「wildlife_management」フォルダー →「Images」フォルダーに格納されている 

「Symbol_*.png」ファイルをコピーします。 

 

2. Survey123 Connect で [wildlife_management_Survey123] → [ファイル] をクリックします。 
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3. [wildlife_management] フォルダーが開くので、当該フォルダー内の [media] フォルダーに 

手順 1 でコピーした画像ファイルをペーストします。 

 

 

4. Survey123 Connect で [アップデート]     をクリックします。フォームのアップデートが行われ、 

プレビューにおいて「動物の種別」項目に各動物を表す画像が表示されているのを確認します。 

 

 

以上で「動物の種別」項目の各動物を表す画像の設定は完了です。 
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11. Survey123 Connect で [サイン イン] をクリックします。 

 

 

12. 投稿フォームを構成する ArcGIS ポータルにサイン インします。 
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13. ArcGIS ポータルにサイン インしたら [公開]     をクリックします。 

 

14. 既存のフィーチャ サービスを使用するメッセージが表示されたら、[オプション] をクリックします。 

[公開オプション] ダイアログが開くので、[Web マップの作成] のチェックをオフに設定し [OK] を 

クリックします。 

 

 

15. [調査の公開] をクリックします。公開完了のメッセージが表示されたら、[OK] をクリック 

します。以上の操作で接続先の ArcGIS ポータルに投稿フォームが構成されました。 

 
 

16. アップロードが完了したら ArcGIS ポータルにサイン インして投稿フォームを確認します。 

Survey- <手順 5 で指定した調査フォームのタイトル> のフォルダーに質問フォーム (タイプが 

[Form] となっているアイテム) が作成されています。 
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17. テンプレートのアップロードで自動作成されたフォルダーにこの投稿フォームを移動します。 

タイトル横のチェックボックスをオンにし、[移動] をクリックします。Web GIS Template Uploader 

が作成した ArcGIS ポータルのフォルダーを移動先として指定します。 
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Web マップの編集 

各動物のシンボルを設定する方法 

本テンプレートでは、各動物のシンボルとして利用する画像ファイル (Symbol_*.png) も併せて提供しています。 

本セクションでは、「鳥獣被害情報公開アプリ」で表示される各動物のシンボルを設定する作業を解説します。作業は 

①各動物のシンボルとして使用する画像ファイルを ArcGIS ポータル へアップロードする作業、②アップロードし

た画像を Web マップのシンボルとして設定する作業の 2 つで構成されています。 

以下では、「クマ」のシンボルを例として一連の作業手順を解説します。 

 

1. ArcGIS ポータル にサイン インしていない場合、サイン インします。 

 

2. [アイテムの追加] → [コンピューターから] をクリックすると [コンピューターからアイテムを追加] 

ダイアログが開くので、[ファイルを選択] をクリックし [wildlife_management] → [Images] フォ

ルダーに格納されている [Symbol_kuma.png] 画像ファイルを選択します。また、[タグの追加]  

から任意のタグを設定したら [アイテムの追加] をクリックします。 

以上で「①各動物のシンボルとして使用する画像ファイルを ArcGIS ポータルへアップロードする 

作業」は完了です。 
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3. アップロードが完了すると、アップロードした画像のアイテム詳細ページに自動で遷移します。 

[共有] をクリックすると [共有] ダイアログが開くので、[すべての人に公開 (パブリック)] を 

選択し [保存] をクリックします。 

 

 

4. アイテム詳細ページ右下に画像の URL を表示する [URL] が表示されるので、[コピー]  

をクリックして画像の URL をコピーします。 

 

 

5. [コンテンツ] タブをクリックし、テンプレートをアップロードしたフォルダーを開きます。 

[鳥獣被害 Web マップ] の     → [Map Viewer で開く] をクリックします。 
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6. [コンテンツ ウィンドウ] の [動物の種別] → [スタイルの変更    ] をクリックします。 

7. [スタイルの変更] ウィンドウが開きます。[描画スタイルの選択] から [種別 (個別値シンボル)] の  

[オプション] をクリックします。[動物の種別] のシンボルを設定する画面が開きます。 

 

 

8. [クマ] を表すシンボルである    をクリックすると、シンボルを選択するダイアログが開くので、 

[画像の使用] をクリックします。 

 

9. シンボルとして設定する画像の URL を入力する項目が表示されるので、手順 4 でコピーした URL を 

ペーストし、   をクリックします。 
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10. クマの画像がシンボルとして設定されました。 

シンボル サイズを 30 に設定し [OK] をクリックします。 

11. クマのシンボルが    から    に変更されていることを確認したら、[OK] をクリックし、続けて  

[完了] をクリックします。 

 

 

以上でクマのシンボルを変更する手順は終了です。この手順を他の動物に関しても行います。 

 

12. すべての動物のシンボルの設定が完了したら [保存] をクリックし、Web マップを上書き保存します。 
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タイム スライダーの時間の区切りを変更する方法 

タイム スライダーのデフォルトの設定では、2020 年 1 月 1 日午前 0 時から 2020 年 12 月 31 日 午後 11 

時 59 分の 1 年間を対象に、1 週間単位で鳥獣被害情報を集約しています。この設定は任意に変更することが 

でき、「鳥獣被害情報公開アプリ」において [タイム スライダー] ウィジェットの設定を変更することで行います。 

1. 「鳥獣被害情報公開アプリ」の編集画面を開きます。アイテム詳細ページの右上に表示される  

[アプリケーションの編集] をクリックします。 

 

 

2. [ウィジェット] タブ → [このコントローラーにウィジェットを設定] をクリックします。 

3. [タイムスライダー] ウィジェットのアイコン     にカーソルを合わせると、設定編集画面を開くための

アイコン     が表示されるので、クリックして設定編集画面を開きます。 
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4. [構成 タイム スライダー] ウィンドウが開きます。 

[時間設定の構成] の右横に表示されている    アイコンをクリックします。 

5. [期間] において任意の期間の設定を行います。[開始時間] で期間の開始時間を、[終了時間] で期間の

終了時間を指定します。また、タイム スライダーにおける時間間隔は [時間表示] から設定します。 

例えば、2021 年 1 月 1 日 0 時から 2021 年 12 月 31 日 23 時 59 分までの 1 年間における 

鳥獣被害の発生状況を 1 か月ごとにタイム スライダーで表示したい場合、[開始時間] に [2021 年 

1 月 1 日]、[0 : 00]、[終了時間] に [2021 年 12 月 31 日]、[23 :59]、[時間表示] の [間隔] に 

[1]、[単位] に [月] を指定します。 

 

6. 設定が完了したら [OK] をクリックします。続けて [構成 タイム スライダー] ウィンドウでも [OK] 

をクリックします。 

7. マップ上のタイムスライダーの動作を確認後、鳥獣被害情報公開アプリを上書き保存します。 

 

 

以上でタイム スライダーの時間の区切りの設定は完了です。 
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鳥獣被害情報投稿アプリと鳥獣被害情報公開アプリの一般公開設定 

これまでの手順で作成した鳥獣被害情報投稿アプリと鳥獣被害情報公開アプリは、現時点では本手順を行ったユーザー 

しか利用できません。 

住民や農家、林業事業者といった様々な方たちに公開するためには、共有設定を変更する必要があります。 

1. [マイ コンテンツ] のアップロードしたフォルダーに移動し、「<フォルダー名>_wildlife_management 

(タイプが [File Geodatabase] となっているアイテム)」と既に一般公開されている画像ファイル 

「Symbol_* (タイプが [Image] となっているアイテム)」を除くすべてにチェックを入れたのち、 

[共有] をクリックします。 

 

 

2. 共有ダイアログで [すべての人に公開 (パブリック)] を選択し [保存] をクリックします。 

 

各アプリケーションの URL を公開することで、住民や農家、林業事業者といった様々な方たちが鳥獣被害情報投稿 

アプリと鳥獣被害情報公開アプリを利用できるようになります。 
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データの収集 

鳥獣被害情報投稿アプリ を使用したデータの収集 

鳥獣被害情報投稿アプリは、ArcGIS Survey123 を使用して鳥獣被害に関する情報を収集し、

ArcGIS ポータル上に配置したフィーチャ サービスに情報を蓄積できるように設計されていま

す。  

鳥獣被害情報投稿アプリは ArcGIS Survey123 をベースとして使用しています。 

ArcGIS Survey123 の利用方法については以下のヘルプを参照してください。 

 

ArcGIS Survey123 ヘルプ: 回答の取得 

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/desktop/get-answers/getanswers.htm 

  

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/desktop/get-answers/getanswers.htm
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調査結果の解析とデータの確認 

鳥獣被害情報投稿アプリを使用して収集した情報のサマリーや個々の情報は Survey123 Web サイト※ 

を使用して確認することができます。 

 

⚫ 解析 

 

⚫ データ 

 

 

※ Survey123 Web サイトの利用方法については以下のヘルプを参照してください。 

 

ArcGIS Survey123 ヘルプ: 結果の分析 

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/browser/analyze-results/analyzeresults.htm 

  

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/browser/analyze-results/analyzeresults.htm
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 Web アプリケーションの利用 

鳥獣被害情報投稿アプリを通じて収集した鳥獣被害の情報を一般に公開する Web アプリである「鳥獣被害情報公開 

アプリ」の利用方法を以下に示します。 

鳥獣被害情報公開アプリ 

「鳥獣被害情報公開アプリ」では鳥獣被害の防止や低減に向けた取組みを支援するための様々な機能が利用できます。 

例えば、動物の種別に応じた表示のフィルタリングや時間による鳥獣被害のトレンドの確認、地図の印刷を行うことが 

できます。 
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