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はじめに 

ArcGIS 現地調査ソリューションとは 

ArcGIS 製品を活用することにより、以下のような現地調査業務に必要な要件を実現することが可能です。 

 調査用データの作成、管理 

 スマートフォン、タブレット端末での調査結果の入力 

 リアルタイムな調査結果の確認、共有 

 調査結果のレポート 

本ドキュメントは、ArcGIS による現地調査ソリューションを、 

短時間で導入体験することを目的としたテンプレート データを利用したチュートリアルとなります。 

使用する ArcGIS 製品 

 ArcGIS 10.2 for Desktop Basic（以下、ArcGIS for Desktop） 

 ArcGIS Online 組織向けプラン 

 Collector for ArcGIS 

 Operations Dashboard for ArcGIS 
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インストール ガイド 

各製品のインストール方法については、以下をご参照ください。 

 『ArcGIS 10.2 for Desktop インストール ガイド』 

https://www.esrij.com/support/esri/ 

※ ArcGIS for Desktop プロダクト ダウンロード ページを参照ください。 

 『Collector for ArcGIS スタートアップ ガイド』 

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

 『Operations Dashboard for ArcGIS インストール ガイド』 

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

ArcGIS Online 組織向けプランのアカウント作成 

ArcGIS Online 組織向けプランのアカウント作成方法については、以下をご参照ください。 

 ArcGIS for Desktop の保守が有効なユーザ様 

下記の Web ページより、ArcGIS Online の無償利用をお申し込みください。 

http://www.esrij.com/programs/arcgis-online-for-arcgis-for-desktop-users/ 

 ArcGIS Desktop の保守期間が満了しているユーザ様 

下記の Web ページより、保守再開についてお問合せください。 

http://www.esrij.com/contact/ 

 ArcGIS for Desktop、ArcGIS Online 組織向けプランの購入を検討中の方 

下記の Web ページより、製品購入についてお問合せください。 

トライアル版による評価も可能です。 

http://www.esrij.com/contact/ 

使用するテンプレートデータ 

 調査用ポイントフィーチャクラス（SAMPLE） 

 調査結果レポート用マップドキュメント（調査報告テンプレート.mxd） 

 日時表記調整用ラベル条件式（Expression.lxp） 

 

  

ArcCatalog での表示 Windows エクスプローラーでの表示 

https://www.esrij.com/support/esri/
http://www.esrij.com/products/arcgis/online/collector-for-arcgis/downloads/
http://www.esrij.com/products/arcgis/online/operations-dashboard-for-arcgis/downloads/
http://www.esrij.com/programs/arcgis-online-for-arcgis-for-desktop-users/
http://www.esrij.com/contact/
http://www.esrij.com/contact/
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システム構成 

ArcGIS 現地調査ソリューションのシステム構成図を以下に示します。 

 

現地調査業務担当者の役割 

 GIS 管理者 

ArcMap、ArcGIS Online の Web アプリケーションを使用して、調査用 Web マップの作成、管理及

び調査結果のレポート作成を行います。 

 調査員 

調査現場にて Collector for ArcGIS を使用して、GIS 管理者が作成した調査用 Web マップを参照し、

調査結果を入力します。 

 業務管理者 

Operations Dashboard for ArcGIS を使用して、調査員が入力した調査結果をリアルタイムに確認で

きます。 

利用手順 

 手順１．調査用 Web マップの作成（GIS 管理者） 

 手順２．調査結果の入力（調査員） 

 手順３．調査結果の確認（業務管理者） 

 手順４．調査結果のレポート作成（GIS 管理者） 

次ページから、これらの手順について説明します。  
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利用手順 

手順１．調査用 Web マップの作成（GIS 管理者） 

ここでは、ArcMap と ArcGIS Online の Web アプリケーションを用いて、調査用 Web マップの作成方法

を説明します。 

調査用マップドキュメントの作成 

1. ArcMap を起動します。 

2. ArcMap の [ファイル] メニューで、[データの追加] → [データの追加] をクリックし、テン

プレートデータのポイントフィーチャクラス「SAMPLE」を追加します。 

3. ArcMap の [ファイル] 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）ファイルを保存します。 

ホスト フィーチャ サービスの公開 

1. ArcMap の [ファイル] メニューから、[サイン イン] を選択します。 

2. ArcGIS Online のアカウントでサイン インします。 

※ ArcGIS Online のアカウント作成方法については、「ArcGIS Online 組織向けプランのアカ

ウント作成」をご参照ください。 

3. ArcMap の [ファイル] メニューから、[共有] → [サービス] を選択します。 

4. [サービスとして共有] ダイアログで、[サービスを公開] のチェックボックスをオンにして 

[次へ] ボタンをクリックします。 

5. [サービスを公開] ダイアログの、[接続の選択] で [マイ 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。 

6. [サービス エディタ] ダイアログの左側のリストで、[ケーパビリティ] を選択し、[Feature 

Access] のチェックボックスをオンにし、[タイル マッピング] のチェックボックスをオフに

します。 

7. [サービス エディタ] ダイア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 [同期（Sync）]、[クエリ]、[更新]、[作成]、[削除] のチェックボック

スをオンにします。 
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8. [サービス エディタ] ダイアログの左側のリストで、[アイテム説明] を選択し、[サマリ] と 

[タグ] を入力します。必要に応じて [説明]、[アクセスと使用の制限]、[著作権] も入力しま

す。 

9. [サービス エディタ] ダイアログの左上にある、[公開] ボタンをクリックします。 

添付ファイルの有効化 

1. PC の Web ブラウザを起動後、ArcGIS Online のサイトにアクセスし、サイン インします。 

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

3. マイ コンテンツから、「ホスト フィーチャ サービスの公開」で作成したサービス名のアイテ

ム（タイプが「Features」）をクリックします。 

4. 表示された画面のレイヤ メニューで、レイヤ名の右側に表示される矢印ボタンをクリックして、

[添付ファイルの有効化] を選択します。 

 

調査用Webマップの作成 

1. [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、[保存] → [名前を付けて保存] をクリックします。 

3. [タイトル]、[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。 

  

http://www.arcgis.com/home/
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調査用Webマップの共有 

1. 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。 

2. [共有の更新] 画面が表示された場合は、 

[共有の更新] をクリックし、[閉じる] をクリックします。 

3. 画面左上の、[ホーム] ドロップダウン メニューから [マイ コンテンツ] をクリックし、作成

した Web マップが保存されていることを確認します。 
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手順２．調査結果の入力（調査員） 

ここでは、Collector for ArcGIS を用いて調査用 Web マップに現地調査の結果を入力する方法を説明し

ます。 

※ オフライン環境で調査を実施する方法については、「付録 オフライン環境で現地調査をする」をご参照

ください。 

Collector for ArcGIS で調査用Web マップを開く 

1. スマートフォン（タブレット）で、Collector for ArcGIS をタップして起動します。 

2. [続行] ボタンをタップします。 

3. ArcGIS Online のアカウントでサイン インします。 

※ ArcGIS Online のアカウント作成方法については、「ArcGIS Online 組織向けプランのアカ

ウント作成」をご参照ください。 

4. 調査用 Web マップをタップして開きます。 

  

Collector for ArcGIS（Android）の基本的な画面構成と機能 
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Collector for ArcGIS でデータ入力 

1. [データの収集] ボタンをタップします。 

 

※ 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、下図のアラート画面が表示されます。 

[設定] ボタンをタップし、GPS の水平精度の許容値を設定することができます。 
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※ GPS が示す現在地ではなく、マップ上から任意の地点を直接指定することもできます。 

(1)  ボタンをタップします。 

 

(2) マップ上で調査地点として入力したい場所をタップします。 

 

(3)  ボタンをタップし、属性入力フォームに戻ります。 
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2. 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。 

 

3. 調査ポイ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。 

 

4. 最後に、  ボタンをタップします。 

「更新が送信されました。」というメッセージが表示されたら入力は完了です。 

 

5. 次に進む前に、調査地点を複数（5～10 個ほど）追加します。 
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手順３．調査結果の確認（業務管理者） 

ここでは、Operations Dashboard for ArcGIS を用いて現地調査の結果を確認する方法を説明します。 

Operations Dashboard for ArcGIS で調査用 Web マップを開く 

1. Operations Dashboard for ArcGIS を起動します。 

2. [続行] ボタンをクリックします。 

3. ArcGIS Online のアカウントでサイン インします。 

4. [オペレーション ビューの新規作成] をクリックします。 

5. [マルチディスプレイ オペレーション ビュー] を選択し、[作成] ボタンをクリックします。 

※ オペレーション ビューを PC、タブレットの Web ブラウザでも表示したい場合は、 

[シングル ディスプレイ オペレーション ビュー]を選択してください。 

6. [ウィジェットの追加] ダイアログで、[マップ] を選択し、[OK] ボタンをクリックします。 

7. [マップの選択] ダイアログで、調査用 Web マップを選択し、[開く] ボタンをクリックします。 

8. [マップの構成] ダイアログで、[データソース] のチェックボックスをオンにします。 

9. [機能] タブを選択し、[その他] で [フィーチャのポップアップ] のチェックボックスをオンに

します。 

10. [OK] ボタンをクリックします。 

11. Web マップが、オペレーション ビューで表示されます。 

12. 調査地点をクリックすることでポップアップが表示され、調査内容を確認することができます。 

13. [ツール] メニューの、[保存] をクリックします。 
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Operations Dashboard for ArcGIS のビューをカスタマイズする 

バーチャート ウィジェットの追加 

1. [ツール] メニューの、[オペレーション ビューの編集] をクリックします。 

2. [ウィジェット] メニューの、[ウィジェットの追加] をクリックします。 

3. [ウィジェットの追加] ダイアログが表示されるので、[バーチャート] を選択し、[OK] ボタン

をクリックします。 

4. [バーチャートの構成] ダイアログで、以下のように設定します。 

 タイトル：調査員 

 表示タイプ：フィーチャ数をバーとして表示 

 値フィールド：調査員 

5. [表示設定] タブを選択します。 

6. [ラベルを表示]、[カラーランプを使用] のチェックボックスをオンにします。 

7. [OK] ボタンをクリックします。 

8. オペレーション ビューに、バーチャート ウィジェットが追加されます。 

9. ウィジェットをドラッグして、任意の場所に配置します。 

10. [ツール] メニューの、[保存] をクリックします。 
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フィーチャの詳細 ウィジェットの追加 

1. [ツール] メニューの、[オペレーション ビューの編集] をクリックします。 

2. [ウィジェット] メニューの、[ウィジェットの追加] をクリックします。 

3. [ウィジェットの追加] ダイアログが表示されるので、[フィーチャの詳細] を選択し、[OK] ボ

タンをクリックします。 

4. [フィーチャ詳細の構成] ダイアログで、以下のように設定します。 

 タイトル：調査内容 

5. [機能] タブを選択します。 

6. [ハイライト] のチェックボックスをオンにします。 

7. [OK] ボタンをクリックします。 

8. オペレーション ビューに、フィーチャの詳細 ウィジェットが追加されます。 

9. ウィジェットをドラッグして、任意の場所に配置します。 

10. [ツール] メニューの、[保存] をクリックします。 

 

  

[機能] ハイライトは、 

こちらをクリックすると利用できます。 
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サマリ ウィジェットの追加 

1. [ツール] メニューの、[オペレーション ビューの編集] をクリックします。 

2. [ウィジェット] メニューの、[ウィジェットの追加] をクリックします。 

3. [ウィジェットの追加] ダイアログが表示されるので、[サマリ] を選択し、[OK] ボタンをクリ

ックします。 

4. [サマリの構成] ダイアログで、以下のように設定します。 

 タイトル：調査総数 

 表示タイプ：データの個数 

5. [OK] ボタンをクリックします。 

6. オペレーション ビューに、サマリ ウィジェットが追加されます。 

7. ウィジェットをドラッグして、任意の場所に配置します。 

8. [ツール] メニューの、[保存] をクリックします。 
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手順４．調査結果のレポート作成（GIS 管理者） 

ここでは、ArcMap を用いて現地調査の結果をレポートとして出力する方法を説明します。 

調査結果レポート用マップドキュメントで調査用ホスト フィーチャ サービスを開く 

1. 調査報告テンプレート.mxd を開きます。 

2. ファイル メニューで、[データの追加] → [ArcGIS Online からデータを追加] をクリックしま

す。 

3. [サイン イン] をクリックし、ArcGIS Online のアカウントでサイン インします。 

※ ArcGIS Online のアカウント作成方法については、「ArcGIS Online 組織向けプランのアカ

ウント作成」をご参照ください。 

4. 「ホスト フィーチャ サービスの公開」で作成したホスト フィーチャ サービスを検索し追加

します。 

日時表記の調整 

1. 追加された [SAMPLE] レイヤを右クリックして、[プロパティ] を選択します。 

2. [レイヤ プロパティ] ダイアログで、[表示] タブを選択します。 

3. [条件式] ボタンをクリックします。 

4. [表示式] ダイアログで、[読み込み] ボタンをクリックします。 

5. Expression.lxp を選択し、[開く] ボタンをクリックします。 

※ ArcGIS Online は UTC（協定世界時）で日時を扱っています。この操作は、ArcMap で日

本時刻を表示するために行います。 

6. [表示式] ダイアログで、[OK] ボタンをクリックします。 

7. [レイヤ プロパティ] ダイアログで、[OK] ボタンをクリックします。 
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データ ドリブン ページの設定 

1. レイアウト ビューに切り替えます。 

2. [データ ドリブン ページ] ツールバーで、[データ ドリブン ページの設定] ボタンをクリック

します。 

データ ドリブン ページを使用することにより、調査地点ごとのレポートを自動で出力するこ

とができます。 

 

3. [データ ドリブン ページの設定] ダイアログの、[レイヤ] を「ホスト フィーチャ サービスの

公開」で作成したホスト フィーチャ サービスの [SAMPLE] レイヤに変更します。 

※ 初期状態では、サンプルとして追加されているサービスの [SAMPLE] レイヤが設定されて

います。レイヤ名が同じ（SAMPLE）なので注意してください。 

 

4. [OK] ボタンをクリックします。 
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データ ドリブン ページでのレポート出力 

1. [ファイル] メニューで、[マップのエクスポート] をクリックします。 

2. [マップのエクスポート] ダイアログの、[ファイルの種類] で [PDF] を指定します。 

3. [ページ指定] タブを選択します。 

4. [すべて（*ページ）] のラジオボタンをオンにします。 

5. [ページのエクスポート方法] を任意で選択します。 

6. [保存] ボタンをクリックします。 

7. PDF の出力が開始されます。 

 

  



ArcGIS 現地調査ソリューション スタートアップガイド 

18 

 

付録 

オフライン環境で現地調査をする 

ArcGIS Online、Collector for ArcGIS にはオフライン環境で現地調査を実施するための仕組みが用意さ

れています。 

ここでは、オフライン環境で 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 

  

手順 3.オフラインでの編集 

手順 1.マップをダウンロードするための準備 

手順 2.マップのダウンロード 

手順 4.データの同期 
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手順 1. マップをダウンロードするための準備 

同期の有効化 

フィーチャ サービスの同期を有効化します。また、オフライン編集に必要な編集設定を確認します。 

1. PC の Web ブラウザを起動後、ArcGIS Online のサイトにアクセスし、サイン インします。 

※ ArcGIS Online のアカウント作成方法については、「ArcGIS Online 組織向けプランのアカ

ウント作成」をご参照ください。 

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

3. マイ コンテンツから、オフライン編集を行いたいフィーチャ サービス（タイプが「Features」

と表示されているアイテム）をクリックします。 

4. メニューから、[編集] をクリックします。 

 

 

 

 

 

5. [同期を有効化（同期によるディスコネクト編集）] のチェックボックスをオンにします。 

 

 

 

 

  

http://www.arcgis.com/home/
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6. レイヤの編集設定で [フィーチャの追加、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。 

 

7. [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 マップのオフライン モードを有効化します。 

1. マイ コンテンツから、Web マップ（タイプが「Web Map」と表示されているアイテム）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。 

  



ArcGIS 現地調査ソリューション スタートアップガイド 

21 

 

3. [オフライン モードを有効化します] のチェックボックスをオンにし、[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イ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

スがオフラインに対応しています。 
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手順 2. マップのダウンロード 

スマートフォン（タブレット）で Collector for ArcGIS を起動し、現地調査で使用する範囲のマップをダ

ウンロードします。 

1. 地図をダウンロードするための準備を終えた Web マップの、[ダウンロード] ボタンをタップ

します。 

 

2. マップを操作し、現地調査の対象エリアが、作業エリア（青枠）に含まれるようにします。操作

が完了したら、[マップ詳細レベルの選択] をタップします。 

作業エリア 

 

作業エリアの決定後、 

タップします。 
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3. マップを操作し、現地調査で表示したい縮尺まで拡大します。操作が完了したら、右下の [ダウ

ンロード] をタップします。 

 

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。 

  

表示したい縮尺レベルまで拡大後、

タップします。 
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手順 3. オフラインでの編集 

ダウンロードした Web マップを開きます。マップは「指定した作業エリアの範囲」、「指定した縮尺レベ

ル」まで表示することができます。 

編集方法はオンラインでの編集方法と同様です。入力した現地調査の結果は、スマートフォン（タブレッ

ト）に保存されます。 

手順 4. データの同期 

オフラインで現地調査した結果を、オンライン環境で同期することにより、ArcGIS Online のデータに調

査結果を反映させます。 

1. オンラインであることを確認して、[同期] ボタンをタップして Web マップを同期します。オ

フラインでデータ収集した内容がデバイスに保存されている場合、Web マップの [同期] ボタ

ン上に、オフライン時の編集件数が表示されます。 
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ダウンロードしたデータの削除 

ダウンロードした Web マップをスマートフォン（タブレット）から削除することで、再びオンラインで

マップを開くことが可能になります。 

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] ボタンをタップします。 
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