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1. ArcGIS Field Maps の概要 

ArcGIS Field Maps は、ArcGIS Collector、ArcGIS Explorer、および ArcGIS Tracker の機能を 1 つのモバイル ソ

リューションにまとめたものです。Field Maps を使用すると、モバイル作業者はデータの収集、マップのマー

クアップ、および位置のトラッキングをすべて 1 つのアプリで行うことができます。Field Maps を使用すると、

モバイル作業者はオフラインや屋内など、どこにでもマップを持ち運ぶことができ、マップやコンテンツを 1 

つのアプリに展開することができます。Collector、Explorer、Tracker をお使いの方は、Field Maps へ移行する

ことができます。 

 

デバイスに直接ダウンロードまたはコピーされたものを除き、Collector および Explorer で利用可能なマップ

は、自動的に Field Maps に表示されます。位置のトラッキングを有効にしているモバイル作業者は、Tracker 

での操作と同様に、位置のトラッキングのオン/オフを切り替え、Field Maps で自分の軌跡を確認することが

できます。 

 

Collector、Explorer、Tracker からの移行はスムーズに行われるように設計されています。このガイドでは、フ

ィールド ワークフローを Field Maps に移行するために必要な知識を説明します。 

 

Field Maps への移行による主なメリット 
Field Maps は、Collector、Explorer、Tracker の機能を 1 つのアプリにまとめることで、より充実したフィールド

体験を提供します。 

 

⚫ 1 つのアプリ: Collector、Explorer、Tracker を使用するモバイル作業者は、1 つのアプリで

ワークフローを完了することができます。 

⚫ 一度のサイン イン: モバイル作業者は、1 つのアプリにサイン インするだけで、データの

収集、マップのマークアップ、位置のトラッキングを行うことができ、現場での作業時間を短

縮できます。 

⚫ 一度のマップ ダウンロード: モバイル作業者は、1 つのアプリで使用するためのマップを

一度ダウンロードするだけでよく、デバイス上のスペースを節約できます。 
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Field Maps の主な機能 

Field Maps には、Collector、Explorer、Tracker の以下の機能が含まれています。以下のいずれかをクリックして、

詳細をご参照ください。 

⚫ プラットフォーム 

⚫ サイン イン 

⚫ 対応マップ 

⚫ オフライン機能 

⚫ マップ表示 

⚫ マップ マークアップ 

⚫ データ収集 

⚫ 位置情報の取得 
        

プラットフォーム Field Maps Collector Explorer Tracker 

iOS ✓ ✓ ✓ ✓ 

Android ✓ ✓ ✓ ✓ 

Windows  ✓ ✓  

 
 

サイン イン Field Maps Collector Explorer Tracker 

ArcGIS Online ✓ ✓ ✓ ✓ 

ArcGIS Enterprise 10.6.1 以降 ✓* ✓ ✓ ✓ 

ソーシャル ログイン ✓ ✓ ✓ ✓ 

多要素認証 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Web 層 (PKI, IWA, LDAP) ✓ ✓ ✓ ✓ 

匿名でのアクセス ✓  ✓  

*ArcGIS Enterprise 10.8 以前を使用する場合は ArcGIS Field Maps のアプリ ID を登録 する必要があります。 

 

対応マップ Field Maps Collector Explorer Tracker 

Web マップ ✓ ✓ ✓  

モバイル マップ パッケージ ✓  ✓  

サイドロード型ベースマップ (tpk, vtpk) ✓ ✓ ✓  

 

 

オフライン機能 Field Maps Collector Explorer Tracker 

オフラインでの地図表示・検索 ✓ ✓ ✓  

ArcGIS Online および ArcGIS Enterprise でのマ

ップ エリアの定義 

✓ ✓ ✓  

アプリ内でのマップ エリアの定義 ✓ ✓ ✓  

同期 ✓ ✓ ✓ ✓ 

自動同期 ✓ ✓ ✓ ✓ 

マップ パッケージ対応 ✓  ✓  

https://support.esri.com/en/Technical-Article/000024488
https://support.esri.com/en/Technical-Article/000024488
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マップ表示 Field Maps Collector Explorer Tracker 

内臓 GPS ✓ ✓ ✓ ✓ 

外部 GPS ✓ ✓   

モーション/アクティビティ検出 ✓   ✓ 

GPS 表示 (精度リングと青いドット) ✓ ✓ ✓ ✓ 

GPS 表示 (精度の詳細) ✓ ✓   

座標/ジオコード検索 ✓ ✓ ✓  

フィーチャ検索 ✓ ✓ ✓  

マップの回転 ✓ ✓ ✓  

ベースマップの切り替え ✓ ✓ ✓  

ブックマーク ✓ ✓ ✓  

お気に入り ✓ ✓ ✓  

レイヤー (表示/非表示) ✓ ✓ ✓  

計測 (距離・面積) ✓ ✓ ✓  

米国規格とメートル法の切り替え ✓ ✓   

凡例 ✓ ✓ ✓  

ポップアップ表示 ✓ ✓ ✓  

ポップアップの属性式 ✓ ✓ ✓  

カスタム ポップアップ ✓ ✓ ✓  

コンパス方向 ✓ ✓ ✓  

ルート案内 ✓ ✓ ✓  

位置の履歴表示 ✓   ✓ 

座標単位 (DMS、USNG、UTM など) ✓ ✓ ✓ ✓ 

距離・面積単位 ✓ ✓ ✓  

 

 

マップ マークアップ Field Maps Collector Explorer Tracker 

マークアップ レイヤー ✓  ✓  

マーカー ポイントの配置 ✓  ✓  

矢印の配置 ✓  ✓  

線と面のスケッチ ✓  ✓  

マーカーやスケッチの移動 ✓  ✓  

スケッチの形状認識 ✓  ✓  

マークアップの共有 (AirDrop/テキスト/メー

ル) 

✓  ✓  

マークアップの共有 (ArcGIS 組織) ✓  ✓  

スクリーンショットの共有 (AirDrop/テキスト

/メール) 

✓  ✓  
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データ収集 Field Maps Collector  Explorer  Tracker 

ポイントの収集 ✓ ✓   

ライン/エリアの収集 ✓ ✓   

GPS 頂点の収集 ✓ ✓   

GPS 平均化 ✓ ✓   

GPS ストリーミング ✓ ✓   

外部 GPS 受信機のサポート ✓ ✓   

リアルタイム補正のサポート ✓ ✓   

GPS 精度の閾値/警告 ✓ ✓   

GPS メタデータの取得 ✓ ✓   

スナップ ✓ ✓   

複数フィーチャの編集 ✓ ✓   

ポップアップ編集 ✓ ✓   

写真/ビデオ/オーディオの取得 ✓ ✓   

フォーム編集 ✓    

必須フィールド ✓ ✓   

グループ ✓ ✓   

条件付き表示 ✓ ✓   

リレーションシップ クラスの編集 ✓ ✓   

オフセット収集 ✓ (サードパー

ティ製品) 
✓ (サードパー

ティ製品) 
  

 

 

位置情報の取得 Field Maps Collector Explorer Tracker 

オフラインでの位置のトラッキング ✓   ✓ 

トラッキングの開始 ✓   ✓ 

トラッキングの停止 ✓   ✓ 

現在の位置を表示 ✓   ✓ 

過去の位置を表示 ✓   ✓ 

位置の詳細表示 ✓   ✓ 

Apple Watch 対応 ✓   ✓ 

特定の期間でトラッキングを開始 ✓    

 

ArcGIS Field Maps Web アプリ 

ArcGIS Field Maps には、Web アプリが含まれています。この Web アプリは、ドラッグ＆ドロップ式のフォーム 

ビルダー、改善されたオフライン機能、フィーチャ テンプレートの管理機能などにより、現場でのマップの準備

方法を向上させます。Field Maps Web アプリでできることについては、マップの構成をご参照ください。 

https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/android/help/configure-the-map.htm
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2. アカウント要件 

Collector、Explorer、Tracker の使用に必要なユーザー タイプとライセンスは、Field Maps でも同じ機能を使用

することができます。 

アプリ 機能 要件 ユーザー タイプ 

Collector、Explorer パブリック マップの表

示 

不要 不要 

Collector、Explorer マップの表示 ArcGIS アカウント すべてのユーザー タイプ 

Collector、Explorer マップの作成 ArcGIS アカウント Creator、GIS Professional 

Collector データの収集 ArcGIS アカウント Field Worker、Creator、

GIS Professional 

Tracker 位置情報の把握 ArcGIS Tracker ライセン

ス 

すべてのユーザー タイプ 

 

パブリック マップの表示 — パブリックに公開されている Web マップやモバイル マップ パッケージ (MMPK) は、

サイン インしなくても Field Maps で閲覧できます。 

 

組織内マップの表示 — 自組織のマップを Field Maps で表示するには、ArcGIS アカウントが必要です。 

 

マップの作成 — ArcGIS Online、ArcGIS Enterprise、または ArcGIS Pro を使用して、Field Maps で使用するマップ

を作成するには、Creator または GIS Professional ユーザー タイプの ArcGIS アカウントが必要です。 

 

データの収集 — Field Maps でデータを収集するには、モバイル作業者が Field Worker、Creator、または GIS 

Professional のユーザー タイプである必要があります。 

 

位置情報の把握 — Field Maps で位置をトラッキングするには、ArcGIS Tracker のライセンスが必要です。このラ

イセンスは、ArcGIS Online の Field Worker ユーザー タイプに含まれており、他のすべてのユーザー タイプではア

ドオンとして利用できます。 

詳細は ArcGIS アカウント要件をご参照ください。 

https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/faq/requirements.htm#ESRI_SECTION1_9FF9489173C741DD95472F21B5AD8374
https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/faq/requirements.htm#ESRI_SECTION1_9FF9489173C741DD95472F21B5AD8374
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3. Collector からの移行 
Field Maps では、Collector で行っているすべての操作を行うことができ、さらにマークアップを使用してマップ

上にメモを取ることもできます。アプリで利用できる機能は、お持ちのライセンスによって異なります。詳細はア

カウント要件をご参照ください。 

 

マップの移行 
デバイスに直接ダウンロードまたはコピーされたものを除き、Collector で使用できるマップは自動的に Field 

Maps に表示されます。Collector で使用するベースマップがデバイスに保存されている場合は、以下の手順で 

Field Maps からベースマップを利用できるようにします。 

 

ベースマップの移行 

注: basemaps フォルダーがない場合は、Field Maps のルート フォルダーに置くことで、次回のアプリ起動時にフ

ォルダーが作成されます。 

 

Android デバイス  

1. Field Maps で使用したいベースマップを探します。 

端末のファイル参照アプリを使用して内部ストレージまたは SD カード内の

\Android\data\com.esri.collector\files\basemaps フォルダーを参照します。 

2. ベースマップを \Android\data\com.esri.fieldmaps\files\basemaps  フォルダーにコピーまたは移動しま

す。 

iOS デバイス  

1. Field Maps で使用したいベースマップを探します。 

ファイル アプリを使用して Collector\basemaps フォルダーを参照します。 

2. マップを Maps\basemaps フォルダーにコピーまたは移動します。 

詳細は以下をご参照ください: 

• ファイル アプリの使用方法については Apple サポートにお問い合わせください。 

• マップのダウンロードについては、ダウンロードするマップの準備およびマップのダウンロードをご参

照ください。 

https://support.apple.com/ja-jp/HT206481
https://support.apple.com/ja-jp/HT206481
https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/android/help/prepare-maps-for-download.htm
https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/android/help/download-maps.htm


 

マップを使った作業 

Field Maps でのデータ収集は、Collector でのデータ収集と同様です。マップ リストでマップを参照または検索

し、マップ カードをタップしてマップを開いたりダウンロードしたり、マップとパネルを使用してデータを収

集することができます。また、マークアップ ツールを使用してマップに注釈を付けることもできます。 

 

注: モバイル作業者のマップ リストに表示するマップを制御するにはアプリのマップ オプションの設定ま

たは使用可能なマップの非表示を設定します。 

 

詳細は以下をご参照ください: 

 

• クイック リファレンス 

• データの収集 

 

 

• マークアップ 

• 要件 
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https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/create-maps/set-options-for-apps.htm
https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/android/help/configure-the-map.htm#ESRI_SECTION1_C30D73392D964D51A8B606128A8A6E8F
https://doc.arcgis.com/en/field-maps/android/help/quick-reference.htm
https://doc.arcgis.com/en/field-maps/android/help/capture.htm
https://doc.arcgis.com/en/field-maps/android/help/markup.htm
https://doc.arcgis.com/en/field-maps/faq/requirements.htm
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4. Explorer からの移行 

Field Maps では、現在 Explorer で行っていることすべてを行うことができますが、いくつかの新機能が追加されて

います。Explorer で使用している機能に加えて、Field Maps では、外部 GPS 受信機の使用、GPS 精度の詳細表示、

データの収集、トラッキング機能へのアクセスが可能です。アプリで利用できる機能は、お持ちのライセンスによ

って異なります。詳細はアカウント要件をご参照ください。 

 

マップの移行 

デバイスに直接ダウンロードまたはコピーされたマップ以外に、Explorer で利用可能なマップは、自動的に 

Field Maps に表示されます。Explorer で使用するモバイル マップ パッケージ (MMPK) やベースマップがすでに

デバイスに保存されている場合は、以下の手順で Field Maps で使用できるようにします。 

 

Android デバイス 

マップの移行  

1. Field Maps で使用したいマップを探します。 

端末のファイル参照アプリを使用して内部ストレージまたは SD カード内の

\Android\data\com.esri.Explorer\files\mappackages フォルダーを参照します。 

2. マップを \Android\data\com.esri.fieldmaps\files\mappackages フォルダーにコピーまたは移動します。 

 

ベースマップの移行  

1. Field Maps で使用したいベースマップを探します。 

端末のファイル参照アプリを使用して内部ストレージまたは SD カード内の

\Android\data\com.esri.Explorer\files\basemaps  フォルダーを参照します。 

2. ベースマップを \Android\data\com.esri.fieldmaps\files\basemaps フォルダーにコピーまたは移動しま

す。 

 

iOS デバイス 

マップの移行  

1. Field Maps で使用したいマップを探します。 

Filesアプリを使って Explorer\<username@unique identifier>\MMPKS フォルダーを参照します。 
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2. マップを Field Maps\<username@unique identifier>\mappackages  フォルダ

にコピーまたは移動します。 

ベースマップの移行  

1. Field Maps で使用したいベースマップを探します。 

ファイル アプリを使用して Explorer\<username@unique identifier>\basemaps フォルダーを参照

します。 

2. マップを Field Maps\<username@unique identifier>\basemaps フォルダーにコピーまたは移動しま

す。 

詳細は以下をご参照ください: 

• ファイル アプリの使用方法については Apple サポートにお問い合わせください。 

• マップのダウンロードについては、ダウンロードするマップの準備およびマップのダウンロードをご

参照ください。 

 

マップを使った作業 
Field Maps では、Explorer と同じようにマップを扱うことができます。マップ リストでマップを参照または検

索したり、マップ カードをタップしてマップを開いたりダウンロードしたり、マップとパネルを使用してマ

ップを操作したりできます。適切なライセンスがあれば、マークアップ ツールを使用してマップに注釈を付

けたり、GPS バナーで GPS 精度情報を表示したり、データを収集してマップ上の位置をトラッキングしたり

することができます。 

 

注: モバイル作業者のマップ リストに表示するマップを制御するにはアプリのマップ オプションの設定ま

たは使用可能なマップの非表示を設定します。 

 

詳細は以下をご参照ください: 

• クイック リファレンス 

• データの収集 

• モバイル作業者の追跡 

 

• マークアップ 

• 高精度なデータ収集 

• 要件 

 

制限: ArcGIS Field Maps は、Windows 端末では利用できません。 

 

https://support.apple.com/ja-jp/HT206481
https://support.apple.com/ja-jp/HT206481
https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/android/help/prepare-maps-for-download.htm
https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/android/help/download-maps.htm
https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/create-maps/set-options-for-apps.htm
https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/android/help/configure-the-map.htm#ESRI_SECTION1_C30D73392D964D51A8B606128A8A6E8F
https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/android/help/quick-reference.htm
https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/android/help/capture.htm
https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/android/help/track.htm
https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/android/help/markup.htm
https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/android/help/high-accuracy-data-collection.htm
https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/faq/requirements.htm


12 
 

5. Tracker からの移行 

Field Maps は、Tracker と同様に、モバイル作業者がどこにいるのか、どこに行ったのかを記録することができ

ます。Field Maps との主な違いは、モバイル作業者がモバイル アプリのトラッキング機能をどのように利用す

るかです。トラック ビューの作成やトラックの閲覧には、これまで通り Track Viewer Web アプリを使用します。 

 

位置のトラッキングの有効化 

位置のトラッキングは組織全体の機能であり、Field Maps では Tracker の場合と同様に管理されます。ArcGIS 

Tracker のライセンスを持っている組織のメンバーは、位置をトラッキングしたり、Field Maps でそのトラック

を表示したりすることができます。 

 

詳細は位置のトラッキングの有効化をご参照ください。 

 

位置のトラッキングのオン/オフ 

モバイル作業者は、マイ トラック マップ カードの切り替えボタンを使用して、Field Maps で位置のトラッキン

グをオン/オフします。このカードは、モバイル作業者が位置のトラッキング ライセンスを持っている場合に表

示されます。モバイル作業者は、トラッキングを開始するときに、特定のトラッキング期間を選択します。モバ

イル作業者は、マップ上の GPS バナーを使用して位置のトラッキングをオン/オフすることもできます。これは 

Field Maps に含まれる新機能です。 

 

さらに、モバイル作業者は、リンク、Field Maps Apple Watch アプリ、および Google Assistant を介してトラッ

キングを開始および停止することができます。 

 

詳細はトラッキングの開始をご参照ください。 

 

Field Maps モバイル アプリでトラックを表示 

モバイル作業者は、Field Maps モバイル アプリで自分のトラックを表示することができます。マイ トラック マ

ップに加えて、Field Maps のどのマップでも自分のトラックを表示することができます。自分のトラックをマッ

プ上に表示するには、レイヤーのマイ トラックをオンにします。 

 

詳細はモバイル アプリでのトラック表示をご参照ください。 

https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/ios/help/track.htm#ESRI_SECTION1_C30D73392D964D51A8B606128A8A6E8F
https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/ios/help/track.htm#ESRI_SECTION1_FAFBEE8EFB4246A99FA1307B1B040960
https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/ios/help/track.htm#ESRI_SECTION2_49B0472E535C4C48A3CD19AD68110DC5


 

Track Viewer Web アプリでのトラックの表示 

Track Viewer Web アプリを使用して、Field Maps のトラックを表示したり、トラック ビューを作成することが

できます。新しいトラック ビューを作成することも、すでに存在するトラック ビューを継続して使用すること

もできます。Field Maps モバイル アプリで取得したトラックは、組織内の既存のトラック ビューに表示されま

す。 

 

詳細はTrack Viewer Web アプリでのトラックの表示をご参照ください。  

 

トラックの使用 

Field Maps は、Tracker と同じ位置のトラッキング サービスを使用しています。これは同じスキーマを持っており、

独自のマップやアプリにトラック レイヤーや最新位置レイヤーを追加するのに使用できます。 

 

詳細はトラックの使用をご参照ください。 

 

参考情報 

Field Maps での位置のトラッキングの詳細については、モバイル作業者の追跡をご参照ください。 
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https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/ios/help/track.htm#ESRI_SECTION2_16A7D4520EBA4BFAB34FFDC7B4D6BD10
https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/ios/help/track.htm#ESRI_SECTION2_16A7D4520EBA4BFAB34FFDC7B4D6BD10
https://doc.arcgis.com/ja/tracker/help/use-tracks.htm
https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/ios/help/track.htm


 

6. さらに詳しく 

ArcGIS Collector、ArcGIS Explorer、および ArcGIS Tracker から ArcGIS Field Maps に移行する際に疑問が生じる場

合があります。このセクションのリソースは、トラブル シューティングや質問への回答に役立ちます。 

 

• より実践的な学習をしたい場合は、Field Maps Discovery Path をご参照ください。 

• ArcGIS Field Maps Community コミュニティに参加しませんか。ArcGIS Field Maps  ユーザーと 

Esri スタッフの多様なグループのディスカッションに参加できます。 

• ArcGIS Field Maps チームの記事 は、ArcGIS Blog でご覧いただけます。 

• ArcGIS Field Maps のリソース ページをご参照ください。ドキュメント、ブログ、学習教材な

ど、ArcGIS Field Maps に関するあらゆる情報が掲載されています。 

 

トラブル シューティングとサポート 

ArcGIS Field Maps のサポートをお探しですか？以下をご参照ください。 

 

• ArcGIS Field Maps のヘルプは、キーワードで検索でき、レイヤーやマップの設計からフォー

ムの設定、アプリの使用方法までのドキュメントが含まれています。 

• ArcGIS Field Maps コミュニティに相談し、仲間や ArcGIS Field Maps チームのメンバーか

ら具体的な回答を得ることができます。 

• 上記のオプションを試しても問題が解決しない場合は、技術的な問題については Esri 製品サ

ポートにお問い合わせください。 
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https://learn.arcgis.com/en/paths/try-arcgis-field-maps/
https://links.esri.com/field-maps-geonet-community
https://www.esri.com/arcgis-blog/?s=%23&products=field-maps
https://www.esri.com/arcgis-blog/?s=%23&products=field-maps
https://www.esri.com/arcgis-blog/overview
https://www.esri.com/ja-jp/arcgis/products/arcgis-field-maps/resources
https://www.esri.com/ja-jp/arcgis/products/arcgis-field-maps/resources
https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/android/help/high-accuracy-data-collection.htm
https://links.esri.com/field-maps-geonet-community
https://links.esri.com/field-maps-geonet-community
https://www.esrij.com/support/esri/
https://www.esrij.com/support/esri/
https://www.esrij.com/support/esri/


 

7. FAQ 

アプリを入手するにはどうすればいいですか？ 

 

ArcGIS Field Maps は、Android端末では Google Play、iPad/iPhone では App Store からダウンロードできます。 

注: Google Play にアクセスできない場合は、Esri から Field Maps をダウンロードする技術記事をご参照ください 

 

Field Maps と連携できる Esri のフィールド アプリは？ 

 

ArcGIS Navigator をお持ちの方は、Field Maps のフィーチャへのルート案内に使用することができます。ArcGIS 

Workforce との統合が近々予定されており、Workforce プロジェクトの一部であるアサインメントでデータを収集

できるようになります。 

 

Field Maps はアプリ リンクに対応していますか？ 

 

はい。アプリ リンクを Field Maps で使用する方法と使用可能なパラメーターの一覧については、リンクからマッ

プを開くをご参照ください。 

 

Field Maps でモバイル デバイス管理 (MDM) を利用することはできますか？ 

 

はい。Field Maps 用に MDM を設定する方法と利用可能なパラメーターの一覧については、モバイル デバイス管理

をご参照ください。 

 

Field Maps の今後の予定は？ 

 

Field Maps は、ArcGIS Workforce と ArcGIS Navigator  の機能を統合し、アサインメント管理とナビゲーションを導

入します。今後の予定の詳細については Introducing ArcGIS Field Maps をご参照ください。 

 

Collector、Explorer、Tracker の代わりに Field Maps が使われるようになるのでしょうか？ 

はい。Field Maps は、フィールドでマップを使うために必要な唯一のアプリになります。Collector、Explorer、

Tracker には新しい機能は予定されていません。詳細は Deprecation Notice for Explorer, Collector, and Tracker をご

参照ください。ArcGIS Blog や  ArcGIS Field Maps Community での会話に参加して、Field Maps アプリのタイムラ

インについて最新の情報を入手できます。 
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https://links.esri.com/arcgis-field-maps-google-play-store
https://links.esri.com/arcgis-field-maps-google-play-store
https://links.esri.com/arcgis-field-maps-app-store
https://links.esri.com/download-field-maps-android
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-navigator/resources
https://www.esri.com/ja-jp/arcgis/products/arcgis-workforce/resources
https://www.esri.com/ja-jp/arcgis/products/arcgis-workforce/resources
https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/android/help/deploy-your-map.htm#ESRI_SECTION1_F7DE2402BA8743E5BFC4A1241072960E
https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/android/help/deploy-your-map.htm#ESRI_SECTION1_F7DE2402BA8743E5BFC4A1241072960E
https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/android/help/deploy-your-map.htm#ESRI_SECTION1_CC53DED5869D43EA8357CDFE7CAE8959
https://doc.arcgis.com/ja/field-maps/android/help/deploy-your-map.htm#ESRI_SECTION1_CC53DED5869D43EA8357CDFE7CAE8959
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/apps/field-mobility/introducing-arcgis-field-maps/
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/collector/field-mobility/deprecation-notice-for-selected-field-apps/
https://www.esri.com/arcgis-blog/overview
https://links.esri.com/field-maps-geonet-community
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