
 

1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collector for ArcGIS (Classic)  

スタートアップ ガイド 

 

(Android・iOS・Windows) 

 



Collector for ArcGIS スタートアップ ガイド 

2 

 

目次 

スタートアップ ガイドについて ............................................................................................ 4 

Collector for ArcGIS を利用した現地調査の流れ ....................................................................... 4 

このスタートアップ ガイドを始めるために必要なもの ................................................................ 5 

Collector for ArcGIS とは ................................................................................................... 5 

ArcGIS Online とは ........................................................................................................... 5 

利用手順 ........................................................................................................................... 6 

A-1. ArcMap で調査用レイヤーを作成 .................................................................................... 7 

調査用ジオデータベース・ポイント データの作成 ..................................................................... 7 

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） .................................... 9 

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） .................................. 14 

ホスト フィーチャ サービスの公開 ...................................................................................... 16 

A-2. ArcGIS Pro で調査用レイヤーを作成 ............................................................................. 20 

調査用ポイント データの作成 ............................................................................................. 20 

各調査項目に対する選択リストの設定（フィールドのドメイン作成） ........................................... 22 

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） .................................. 24 

ホスト フィーチャ サービスの公開 ...................................................................................... 25 

B. ArcGIS Online で調査用 Web マップを作成 ...................................................................... 27 

添付ファイルの有効化 ....................................................................................................... 27 

レイヤーをマップに追加・シンボルの設定.............................................................................. 28 

Web マップの保存と共有 ................................................................................................... 29 

C-1. Collector for ArcGIS (Android) でのデータ入力 .............................................................. 31 

Collector for ArcGIS のインストール ................................................................................... 31 

GPS が示す現在地に Collector for ArcGIS でデータ入力 .......................................................... 33 

マップの上の任意の場所に Collector for ArcGIS でデータ入力 .................................................. 37 

追加した調査ポイントを編集・削除 ...................................................................................... 38 

C-2. Collector for ArcGIS (Classic) (iOS) でのデータ入力 ....................................................... 39 

Collector for ArcGIS (Classic) のインストール ...................................................................... 39 

GPS が示す現在地に Collector for ArcGIS でデータ入力 .......................................................... 41 

マップの上の任意の場所に Collector for ArcGIS でデータ入力 .................................................. 43 



Collector for ArcGIS スタートアップ ガイド 

3 

 

追加した調査ポイントを編集・削除 ...................................................................................... 45 

C-3. Collector for ArcGIS (Windows) でのデータ入力 ............................................................ 46 

Collector for ArcGIS のインストール ................................................................................... 46 

GPS が示す現在地にデータ入力 ........................................................................................... 50 

マップの上の任意の場所にデータ入力 ................................................................................... 52 

追加した調査ポイントを編集・削除 ...................................................................................... 54 

D. ArcGIS Online で調査結果の確認 .................................................................................... 55 

E. オフライン環境で現地調査をする（Android・iOS・Windows） ............................................. 56 

Collector for ArcGIS オフライン編集の一連の流れ .................................................................. 56 

同期の有効化 ................................................................................................................... 57 

オフライン モードの有効化 ................................................................................................ 58 

マップのダウンロード ....................................................................................................... 59 

オフラインでの編集 .......................................................................................................... 63 

データの同期 ................................................................................................................... 65 

ダウンロードしたデータの削除（Android と iOS） ................................................................. 66 

ダウンロードしたデータの削除（Windows） ......................................................................... 67 

ダウンロードしたデータの再利用 ......................................................................................... 67 

ベースマップの利用 .......................................................................................................... 68 

F. タイル パッケージをベースマップとして利用 ...................................................................... 70 

タイル パッケージのコピー ................................................................................................ 70 

ベースマップの切り替え..................................................................................................... 73 



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

4 

 

スタートアップ ガイドについて 

本スタートアップ ガイドは、現地調査や報告業務を効率化できる Collector for ArcGIS を

初めて使用する方を対象とした利用手順書です。Collector for ArcGIS は、スマートフォン

及びタブレットを利用し現地調査データを入力することができる GIS アプリケーション

です。併せて使用する ArcGIS Online（クラウド GIS）上で、Collector for ArcGIS で入

力した調査結果と調査の状況をオフィス作業員が PC 上でリアルタイムに確認することが

できます。本書をお読み頂くことで、この一連の手順を設定することができます。 

なお、2018 年 12 月時点で iOS 端末は Collector (Classic) と Collector (Aurora) の両

方をお使いいただけます。本スタートアップ ガイドは Collector (Classic) の操作方法を

記載しています。 

Collector for ArcGIS を利用した現地調査の流れ 

本スタートアップ ガイドで操作する全体の流れを以下に表しています。利用手順では、A～

E の順に操作する構成になっています。なお、F は独自のベースマップを表示したい場合に

ご参照ください。 

 

ArcGIS Desktop              Web ブラウザー     スマートフォン  

(ArcMap/ArcGIS Pro)         (ArcGIS Online)   （Collector for ArcGIS） 

 

 

 

 

 

A. 現地調査レイヤーの          B. 現地調査マップ    C. 現地調査データの入力 

作成と公開                     の作成と共有              

 

D. 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 

 

E. オフライン環境での現地調査 

F. タイル パッケージをベースマップとして利用 
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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、iOS、または Windows のスマートフォン及びタブレット※1 

 Collector for ArcGIS (Classic)（Android・iOS・Windows） 

 ArcGIS Desktop Basic 

 ArcGIS Online※2 

※1 Collector for ArcGIS がサポートする動作環境は下記のページをご参照ください 

https://doc.arcgis.com/ja/collector/overview/requirements.htm 

 

※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、現地調査の利用に特化したスマートフォン及びタブレット向けア

プリケーションです。アプリケーションは iOS 、Android、または Windows 版があり、

それぞれ App Store、Google play または Windows ストアのダウンロード サイトにて無

料で公開されています。OS により、アプリケーションの画面表示様式は異なりますが、基

本的な手順は同じです。 

Collector for ArcGIS の詳細な操作方法は、下記の Web ヘルプをご参照ください。 

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

ArcGIS Online とは 

インターネットにアクセスするだけで、PC の Web ブラウザーおよびスマートフォンやタ

ブレットといった各種クライアントで利用可能なクラウド GIS です。Web ブラウザー上で

簡単に Web マップを作成し、インターネットを介して他のユーザーと共有することができ

ます。Collector for ArcGIS 上で調査レイヤーの編集を行うには、ArcGIS Online で Web 

マップを作成する必要があります。ArcGIS Online で Web マップを作成する方法などの詳

細は、下記の Web ヘルプをご参照ください。 

https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/ 

 

https://doc.arcgis.com/ja/collector/overview/requirements.htm
https://www.esrij.com/products/arcgis-online/plan/individual/
https://doc.arcgis.com/ja/collector/android/collect-data/collect-tutorial.htm
https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/
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利用手順 

本スタートアップ ガイドでは、スマートフォンやタブレットを使用して現地調査を行うまで

の流れを、「A-1. ArcMap で調査用レイヤーを作成」、「A-2. ArcGIS Pro で調査用レイヤー

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

(Android・iOS・Windows) でのデータ入力」、「D. ArcGIS Online で調査結果の確認」、「E. 

オフライン環境で現地調査をする」、「F. タイル パッケージをベースマップとして利用」の 7 

つのステップで説明します。 
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A-1. ArcMap で調査用レイヤーを作成 

本セクションでは、現地調査で必要なデータを ArcMap を使って作成する手順を説明します。 

調査用ジオデータベース・ポイント データの作成 

現地調査でデータ入力するために必要なデータベースとファイルを ArcMap で作成します。 

1. ArcMap を起動し、[カタログ ウィンドウ] を開きます。 

2. [カタログ ウィンドウ] で、任意のフォルダー上で右クリックし、[新規作成] → [ファ

イル ジオデータベース] でジオデータベースを作成し、適切な名前に変更します。 

 

3. 作成したファイル ジオデータベース（ここでは Sample.gdb と名前を変更）上で右

クリックし、[新規作成] → [フィーチャクラス] をクリックします。 
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4. 任意の名前とエイリアスを入力し、フィーチャ タイプを選択して [次へ] をクリック

します。 

※  名前には、アンダースコア (_) 以外の特殊文字は使用できません。 

5. 適切な座標系を選択して [次へ] をクリックします。 
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6. XY 許容値（ここではデフォルトで入力されている値のまま変更なし）を設定して [次

へ] をクリックします。 

7. コンフィグレーション キーワード (ここではデフォルト値のまま変更なし) を設定し

て [次へ] をクリックします。 

8. 任意のフィールドを設定します。フィールド名を入力し、データ タイプを選択します。

全てのフィールドを作成したら、[完了] をクリックします。 

※  フィールド名には、アンダースコア (_) 以外の特殊文字は使用できません。 

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。選択項目を設定するには、ジオデータベースのドメイン

設定機能を使用します。 

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（ドメイン設定）した場合の Collector for ArcGIS 上の表示イメージです。 
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1. 前のステップで作成したファイル ジオデータベース上で右クリックして、[プロパティ] 

をクリックします。 
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2.  [ドメイン] タブを選択し、新しい [ドメイン名]、[説明] を入力します。 

3. [ドメイン プロパティ] の [フィールド タイプ] 右横のフィールドをクリックし、ドロ

ップダウンから、このドメインを適用する属性フィールドの種類を選択します。また同

様に [ドメイン タイプ] の右横にあるフィールドから、ドロップダウンで [コード値] 

を選択します。 

※この手順で選択する [フィールドタイプ] は、前の手順で作成した調査レイヤ

ー（フィーチャクラス）内の調査項目（属性フィールド）と同様のタイプである

必要があります（例：「調査対象別」（フィールドタイプが Text 型）の選択リスト

としてドメインを作成する場合、フィールドタイプは [Text] を選択します。 

※数字（整数) を指定した範囲で現地入力したい場合は、[フィールド タイプ] で、

[Long Integer]、[Short Integer]、[Double] のいずれかを選択し、[ドメ

イン タイプ] を [範囲] にすることで、直接数字を入力することができます。 

 

4. [コード値] の最初の空白フィ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] フィ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。この作業

を繰り返し、すべてのコード値（選択肢）とその説明を以下のように設定します。 

※[説明] フィールドで入力した内容が、フィールド調査時にモバイル端末上に

選択肢として表示されるので、利用者が識別できる内容を入力します。 
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5. [適用] をクリックします。 

6. 手順２～5 を繰り返し実行して、以下のようにその他のドメインの作成を行います。 

 

ドメイン名：危険度 
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ドメイン名：修繕状況 

ドメイン名：報告者 
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7. [OK] をクリックしダイアログを閉じます。 

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 ウィンドウ] で、フィーチャクラスを右クリックして [プロパティ] を選択

し、[フィーチャクラス プロパティ] を開きます。 

2. [フィールド] タブをクリックし、[フィールド名] リストの中から前の手順で作成した

ドメインを適用したいフィールドを選択します。 

3. 下部に表示される [フィールド プロパティ] の [ドメイン] をクリックすると、コー

ド値ドメインのリスト（同じ [フィールド タイプ] のドメインのみ）が表示されるの

で、その属性フィールドの選択リストとして表示したいドメインの名前を選択します。 
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4. 手順 2～3 を、ドメインを適用したい以下の表のようにそれぞれの属性フィールドに対

して行います。 

フィールド名 適用するドメイン 

危険度 危険度 

修繕状況 修繕状況 

報告者 報告者 

※現地でメモ等の文字を自由に入力したい場合は、ドメインを指定せずに、デフォル

トのままにしておきます。 

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インの適

用が完了します。 

6. 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、

上記の手順で作成したフィーチャクラスを選択し、ArcMap に追加します。 

※新規にフィーチャクラスを作成した時に自動的に ArcMap にフィーチャクラスが

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。 
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ホスト フィーチャ サービスの公開 

ArcMap 上のデータを ArcGIS Online 上に公開し、Collector for ArcGIS で調査データを

入力するレイヤーとして使用できるようにします。 

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。 

 

3. [ファイル] メニューから、[共有] → [サービス] を選択します。 
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4. [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] には半角英数字とアンダースコア (_) のみ使用できます。 
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5. [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、[タイル マッピング] のチェックボッ

クスをオフにします。 

 

6. 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] にチェックを入れます。 

※ オフライン環境でデータ入力を行う場合は、[同期] にもチェックを入れます。 

 

7. 左側のリストから [アイテム説明] を選択し、[サマリー]（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]、[アクセスと使用の制限]、[著作権] も入力します。  
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8. 右上の [公開] ボタンをクリックします。 

 

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修正後、再度 Web サービス

を公開します。 
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ここまでの作業で、現地調査に使用するレイヤーを ArcGIS Online で公開することができ

ました。 

A-2. ArcGIS Pro で調査用レイヤーを作成 

本セクションでは、現地調査で必要なマップを ArcGIS Pro を使って作成する手順を説明し

ます。 

調査用ポイント データの作成 

現地調査でデータ入力するために必要なデータベースとファイルを ArcGIS Pro で作成し

ます。 

1. ArcGIS Pro を起動し、[新しいプロジェクトの作成] で任意の名前（ここでは、「調査用

レイヤー」とする）を設定し、[OK] をクリックします。 

2. [プロジェクト] ウィンドウの [フォルダー] → 「調査用レイヤー」 フォルダー → 「調

査用レイヤー.gdb」 上で右クリックし、[新規] → [フィーチャクラス] をクリックし

ます。 

3.  [フィーチャクラスの作成] ウィンドウで任意のフィーチャクラス名（ここでは「報告」

とする）を入力し、ジオメトリ タイプ、座標系を設定して [実行] をクリックします。 
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※  フィーチャクラス名には、アンダースコア (_) 以外の特殊文字は使用できません。 

 

4.  [プロジェクト] ウィンドウで 「調査票レイヤー.gdb」 を展開し、作成したフィーチ

ャクラスを右クリックし、[設計] → [フィールド] をクリックします。 

 

5. [フィールド] タブの [新しいフィールド] または、[ここをクリックして、新しいフィー

ルドを追加します。] をクリックして、新しいフィールドを追加します。フィールド名

を入力し、データ タイプを選択します。全てのフィールドを作成したら、[保存] をク

リックします。 
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※  フィールド名には、アンダースコア (_) 以外の特殊文字は使用できません。 

各調査項目に対する選択リストの設定（フィールドのドメイン作成） 

現地調査における調査結果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。選択項目を設定するには、フィールドへのドメインの割

り当て機能を使用します。 

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（ドメイン設定）した場合の Collector for ArcGIS 上の表示イメージです。 

1. [フィールド] タブ → [設計] セクション → [ドメイン] をクリックし、新しい [ドメ

イン名]、[説明] を入力します。[フィールド タイプ] 下のフィールドをクリックし、ド

ロップダウンから、このドメインを適用する属性フィールドの種類を選択します。また
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同様に [ドメイン タイプ] の下にあるフィールドから、ドロップダウンで [コード値ド

メイン] を選択します。 

※ この手順で選択する [フィールドタイプ] は、前の手順で作成した調査レイヤー

（フィーチャクラス）内の調査項目（属性フィールド）と同様のタイプである必要が

あります（例：「調査対象別」（フィールドタイプが Text 型）の選択リストとしてドメ

インを作成する場合、フィールドタイプは [Text] を選択します。 

※ 数字（整数) を指定した範囲で現地入力したい場合は、[フィールド タイプ] で、

[Long Integer]、[Short Integer]、[Double] のいずれかを選択し、[ドメイン タイ

プ] を [範囲] にすることで、直接数字を入力することができます。 

2. [コード] の最初の空白フィールドをクリックし、最初のコードを入力後、 [説明] フィ

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。この作業を繰り返し、

すべてのコード（選択肢）とその説明を以下のように設定します。 

※ [説明] フィールドで入力した内容が、フィールド調査時にモバイル端末上に選択

肢として表示されるので、利用者が識別できる内容を入力します。 

3.  [保存] をクリックします。 

4. 手順 1 ~ 3 を繰り返し実行して、以下のようにその他のドメインの作成を行います。 

ドメイン名：危険度 
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ドメイン名：修繕状況 

 

ドメイン名：報告者 

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] ウィンドウの [プロジェクト] タブで、フィーチャクラスを右クリックして 

[設計] → [フィールド] をクリックします。 

2. [フィールド名] リストの中から前の手順で作成したドメインを適用したいフィールド

の [ドメイン] をクリックすると、コード値ドメインのリスト（同じ [フィールド タイ

プ] のドメインのみ）が表示されるので、その属性フィールドの選択リストとして表示

したいドメインの名前を選択します。 

3. 作業が完了したら、[保存] をクリックすることでドメインの適用が完了します。 

4. 手順 2～3 を、ドメインを適用したい以下の表のようにそれぞれの属性フィールドに対し

て行います。 

フィールド名 適用するドメイン 

危険度 危険度 

修繕状況 修繕状況 

報告者 報告者 
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※ 現地でメモ等の文字を自由に入力したい場合は、ドメインを指定せずに、デフォルト

のままにしておきます。 

5.  [マップ] タブの [データの追加] → [データ] をクリックし、上記の手順で作成したフ

ィーチャクラスを選択し、ArcGIS Pro に追加します。 

6. プロジェクト メニューで、[保存] をクリックして、ArcGIS Pro プロジェクト（.aprx）

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 

ArcGIS Pro 上のデータを ArcGIS Online 上に公開し、Collector for ArcGIS で調査データを

入力するレイヤーとして使用できるようにします。 

1. [共有] タブの [Web レイヤー] の ▼ から [Web レイヤーの公開] をクリックします。 

2.  [Web レイヤーとして共有] ツールボックスの [一般] タブで [名前]（ここでは、

「Report_Sample」とする）、[レイヤー タイプ] で [フィーチャ]、[アイテムの説明] で 

[サマリー] （概要説明）及び [タグ] （ArcGIS Online で検索時に使用するキーワード）

を下記のように設定します。 

※ 名前には、アンダースコア (_) 以外の特殊文字は使用できません。 

3. [構成] タブをクリックし、[編集を有効化して、次の操作を編集者に許可:] のチェックボッ
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クスをオン、[フィーチャの追加、更新、削除] を選択します。 

※ オフライン環境でデータ入力を行う場合は、[同期の有効化] にもチェックを入れます。 

4. [分析] ボタンをクリックし、問題が無ければ [共有] ボタンをクリックします。 

5. サービスの公開の処理が完了し、下図の画面が表示されたら、ツールウィンドウを閉じます。 

6. 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修正後、再度 Web サービスを公開します。 
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ここまでの作業で、現地調査に使用するレイヤーを ArcGIS Online で公開することができ

ました。 

B. ArcGIS Online で調査用 Web マップを作成 

本セクションでは、A-1 および A-2 のセクションで公開した調査用レイヤーを使用して、

調査用 Web マップを作成します。Collector for ArcGIS で 調査レイヤーにデータ入力や

編集を行うには、ArcGIS Online 上で Web マップを作成する必要があります。Web マッ

プではレイヤーの表示設定やシンボル設定、属性を表示するポップアップの構成などが行え

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、スマートフォン内蔵のカメラで調査対象

の写真を撮影したり、端末に保存されている写真を選んで添付することができます。上記手

順で公開したホスト フィーチャ サービスに対して、この添付ファイル機能を有効にする設

定を行います。 

1. PC の Web ブラウザーを起動し、ArcGIS Online のサイト www.arcgis.com にアク

セスして、サイン インします。 

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

 

http://www.arcgis.com/
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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」で公開したサービス名の

アイテムのタイトル名をクリックします。 

 

  

4.  [アイテム詳細] ページの [概要] タブで、[レイヤー] セクションの [添付ファイルの

有効化] をクリックします。 

レイヤーをマップに追加・シンボルの設定 

1. [アイテム詳細] ページの [概要] タブで、[マップ ビューアーで開く] のドロップダ

ウン ボタンをクリックして、[新しいマップに追加] 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。 
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必要に応じて各種設定（例：シンボルの変更やポップアップの構成）を行います。 

 詳細な設定方法は、Web ヘルプをご覧ください。ここではシンボルの設定例を簡単に

ご紹介します。 

 

3. レイヤー名の下に表示される [スタイルの変更]  をクリックし、 [スタイルの変

更] パネルを開きます。現地調査でポイントを入力する際にモバイル端末で見やすい

大きめで濃い色のシンボルに変更することをお勧めします。 

各シンボルの種類の説明: 

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

ンボルで表示します。 

 [個別値シンボル]：樹木の種類、道路クラス、都道府県名など、フィーチャのカテ

ゴリごとに異なる色で表示します。文字列のフィールドに適しています。 

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] → [名前を付けて保存] をクリックします。 
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2. [タイトル]、[タグ]、[サマリー] を入力し、[マップの保存] をクリックします。 

 

3. 次に、保存した Web マップを現地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、共有する組織やグループを選択し、[閉じる] をクリックします。 

 複数のユーザーが共通の 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、そのグループに 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、Web ヘルプをご

覧ください。 

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

 

 Web マップを共有する範囲が Web サービス（ホスト フィーチャ 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。各モバイル端末

で調査用レイヤー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。 

https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/share-maps/groups.htm
https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/share-maps/groups.htm
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4. 画面左上の [ホーム] から [コンテンツ] をクリックし、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。 

C-1. Collector for ArcGIS (Android) でのデータ入力 

ここからは、ArcGIS Online で保存した Web マップを用いて Collector for ArcGIS でデ

ータを収集する方法を説明します。 

iOS 端末で Web マップをご利用になる場合は、「Collector for ArcGIS (iOS)でのデータ入

力」37 ページを、Windows 端末で Web マップをご利用になる場合は「Collector for 

ArcGIS (Windows) でのデータ入力」45 ページをご覧ください。 

Collector for ArcGIS のインストール 

1. Android デバイスで [Play ストア（Google Play）] アプリケーションを開きます。 
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2. Play ストアの [検索] タブに「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、 [イ

ンストール] ボタンをタップしてアプリケーションをインストールします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. インストールした Collector for ArcGIS をタップして起動します。 

 

 

 

4.  [続行] ボタンをタップします。 

 

5. ArcGIS Online のアカウントでサイン インします。 
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6. 前のセクションで作成した Web マップのサムネイルをタップして、Web マップを開

きます。 

 

 Collector for ArcGIS（Android）の基本的な画面構成と機能 

 

GPS が示す現在地に Collector for ArcGIS でデータ入力 



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

34 

 

GPS を利用する場合は、[現在地]  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。 

表示されている地点に新規ポイントを作成し、データ入力を行います。 

 

1. [新規の収集] をタップします。 

 

 

2. 収集を行うフィーチャを選択します。 

 ArcMap または Web マップで調査用レイヤーに個別値分類を設定して

いる場合、分類した複数のタイプが表示されるので、任意のタイプを選択

します。 
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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、下図のアラート画面が表示されるの

で、[設定] 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インと

ポリゴンを編集する際に使用します）を設定することができます。 

  

 GPS の水平精度の許容値の設定画面は [収集設定]  をタップして表

示することもできます。 

GPS の水平精度は左下隅の [位置の精度] バッジで確認できます。GPS 

の水平精度が許容値を満たしていない場合、[位置の精度] バッジが赤色で

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、[位置の

精度] バッジが緑色で表示され、属性情報入力画面の上部に表示されてい

る緯度・経度に調査ポイントが自動で入力されます。[位置の精度] バッジ

を選択すると、位置を受信した時刻、垂直精度、補正タイプなどの情報を

表示できます。 
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4. [属性] リストでフィールド名の <No value> をタップすると、ドメインを適用した

フィールドには、選択項目が表示されます。 

 

5. 適切なドメインを選択し、同じように他のフィールドにも属性情報を入力します。 

 

6. 調査ポイントに写真を添付する場合は、[添付ファイルの追加]  をタップ後、写真

を撮影または既存の写真を選択します。 

7. 最後に [終了]  をタップします。変更内容が正常に送信されたことを示すメッ

セージが表示されたら入力は完了です。 



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

37 

 

マップの上の任意の場所に Collector for ArcGIS でデータ入力 

1. マップ上で、収集したい場所を長押しします。 

 

2. ポップアップ内の [オーバーフロー]  をタップして、[ここで収集] をタップしま

す。 

 

8. [属性] リストでフィールド名の <No value> をタップすると、ドメインを適用した

フィールドには、選択項目が表示されます。 
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3. 調査ポイントに写真を添付する場合は、[添付ファイルの追加]  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. [終了]  をタップします。変更内容が正常に送信されたことを示すメッセージ

が表示されたら入力は完了です。 

追加した調査ポイントを編集・削除 

1. マップ上で調査ポイントをタップし、選択します。選択した調査ポイントはハイライ

ト表示されます。 

 

2. 画面右下に表示される矢印  をタップします。 

 

3. メニュー画面で [フィーチャの編集] または [削除] を選択します。 
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以上で、Collector for ArcGIS (Android) による調査結果の入力は完了です。 

次の操作手順「ArcGIS Online で調査結果の確認」54 ページへお進みください。 

C-2. Collector for ArcGIS (Classic) (iOS) でのデータ入力 

ArcGIS Online で保存した Web マップを用いて Collector for ArcGIS (iOS) でデータを

収集する方法を説明します。 

Collector for ArcGIS (Classic) のインストール 

1. iOS デバイスで [App Store] アプリケーションを開きます。 

 

2. App Store の [検索] タブを開き、キーワードに「collector classic」と入力し、

Collector Classic を検索します。検索された 「Collector Classic」 の [ダウン

ロード] ボタンをタップし、アプリケーションをインストールします。 

3. インストールした Collector for ArcGIS (Classic) をタップして起動します。 

 

4. [ArcGIS Online] をタップします。 
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5. ArcGIS Online のアカウントでサイン インします。 

6. 前のセクションで作成した Web マップのサムネイルをタップして、Web マッ

プを開きます。 

 Collector for ArcGIS（iOS）の基本的な画面構成と機能 
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GPS が示す現在地に Collector for ArcGIS でデータ入力 

GPS を利用する場合は、[現在地]  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。 

1. [新規の収集]  をタップします。 

2. 収集を行うフィーチャを選択します。 

※ArcGIS Desktop または Web マップで調査用レイヤーに個別値分類を設定

している場合は、分類した複数のタイプが表示されるので、任意のタイプを

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、下図のアラート画面が表示されるので、[設

定] 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インとポリゴン

を編集する際に使用します）を設定することができます。 
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※ GPS の水平精度の許容値の設定画面は [収集設定]  をタップして表示

すこともできます。 

※ GPS の水平精度が許容値を満たしていない場合、GPS の現在の水平精度（m）

が赤色またはオレンジ色の丸で表示されます。GPS の水平精度が許容値を満

たしている場合は、水平精度が緑色の丸で表示され、画面上部に表示されて

いる緯度・経度に調査ポイントが自動で入力されます。 

 

4. [属性] リストでフィールドをタップします。 

5. ドメインを適用したフィールドには、選択項目が表示されます。選択後、[完了] をタッ

プします。 
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6. 同様に、他のフィールドにも属性情報を入力します。 

7. 調査ポイントに写真を添付する場合は、[添付ファイル]  をタップ後、[写真または

ビデオの撮影] または [ライブラリから選択] をタップし、写真を追加します。 

8. 最後に [送信]  をタップします。変更内容が正常に送信されたことを示すメッ

セージが表示されたら入力は完了です。 

マップの上の任意の場所に Collector for ArcGIS でデータ入力 

1. マップ上で、収集したい場所を長押しします。 

 

2. ポップアップ内の [アクション]  → [ここで収集] をタップします。 
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3. [属性] リストでフィールドをタップします。 

 

4. ドメインを適用したフィールドには、選択項目が表示されます。選択後、[完了] をタッ

プします。 
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5. 同様に、他のフィールドにも属性情報を入力します。 

 

6. 調査ポイントに写真を添付する場合は、[添付ファイル]  をタップ後、[写真また

はビデオの撮影] または [ライブラリから選択] をタップし、写真を追加します。 

7. [送信]  をタップします。変更内容が正常に送信されたことを示すメッセージ

が表示されたら入力は完了です。 

追加した調査ポイントを編集・削除 

1. マップ上で調査ポイントをタップし、選択状態にします。選択した調査ポイントはハイ

ライト表示されます。 

 

2. 画面下部に表示される [アクション]  をタップします。 
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3. 次の画面で [編集] または [削除] を選択します。 

 

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

次の操作手順「ArcGIS Online で調査結果の確認」54 ページへお進みください。 

 

C-3. Collector for ArcGIS (Windows) でのデータ入力 

ArcGIS Online で保存した Web マップを用いて Collector for ArcGIS (Windows) でデ

ータを収集する方法を説明します。 

Collector for ArcGIS のインストール 

1. Windows 10 のデバイスで [Windows ストア] アプリケーションを開きます。 
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2. Windows ストア ウィンドウ右上の検索ボックスに「arcgis」と入力し、Collector 

for ArcGIS を検索します。検索された 「Collector for ArcGIS」 の [無料] ボ

タンをクリックし、Microsoft アカウント を選択すると、ダウンロード、イント

ールが開始されます。 

 

3.  [スタート] メニュー → [すべてのアプリ] → [Collector for ArcGIS] をタッ

プします。 
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4. [サイン イン] → [ArcGIS Online] をタップします。 
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5. ArcGIS Online のアカウントでサイン インします。 

 

6. 前のセクションで作成した Web マップのサムネイルをタップして、Web マッ

プを開きます。 

 

 Collector for ArcGIS（Windows）の基本的な画面構成と機能 
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GPS が示す現在地にデータ入力 

GPS を利用する場合は、[現在地]  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。 

1. [新規の収集]  をタップします。 

2. 収集を行うフィーチャを選択します。 

※ArcGIS Desktop または Web マップで調査用レイヤーに個別値分類を設定

している場合は、分類した複数のタイプが表示されるので、任意のタイプを選択

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、下図のアラート画面が表示されるので、[設

定] 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インとポリゴン

を編集する際に使用します）を設定することができます。 

  



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

51 

 

※ GPS の水平精度の許容値の設定画面は [収集設定]  をタップして表示

すこともできます。 

※ GPS の水平精度が許容値を満たしていない場合、GPS の現在の水平精度（m）

が画面右下にオレンジ色で表示されます。GPS の水平精度が許容値を満たし

ている場合は、水平精度が緑色で表示され、画面上部に表示されている調査

ポイントの [位置] に緯度・経度が自動で入力されます。 

 

4. フィールドをタップします。 

 

5. ドメインを適用したフィールドには、選択項目が表示されます。任意の項目をタップし

ます。 
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6. 同様に、他のフィールドにも属性情報を入力します。 

 

7. 調査ポイントに写真を添付する場合は、属性リスト下部の [添付ファイル] をタップし

ます。 写真を撮影する場合は [カメラ]  をタップします。デバイスに保存されて

いるファイルを添付する場合は [参照] をタップし、任意のファイルを選択します。 

8. 最後に [送信]  をタップします。これで、入力は完了です。 

 

マップの上の任意の場所にデータ入力 

1. マップ上で、データを入力したい場所で長押しします。 

 

2. ポップアップ内の [収集] をタップします。 

3. [属性] リストでフィールドをタップします。 
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4. ドメインを適用したフィールドには、選択項目が表示されます。任意の項目を選択後、[完

了] をタップします。 

 

 

5. 同様に、他のフィールドにも属性情報を入力します。 
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6. 調査ポイントに写真を添付する場合は、属性リスト下部の [添付ファイル] をタップし

ます。 写真を撮影する場合は [カメラ]  をタップします。デバイスに保存されて

いるファイルを添付する場合は [参照] をタップし、任意のファイルを選択します。 

7. 最後に [送信]  をタップします。これで、入力は完了です。 

追加した調査ポイントを編集・削除 

1. マップ上で調査ポイントをタップし、選択状態にします。選択した調査ポイントはハイ

ライト表示されます。 

 

 

2. 画面左に表示される パネル下の [編集] または [削除]  をタップします。 

 

以上で、Collector for ArcGIS (Windows) による調査結果の入力は完了です。 
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D. ArcGIS Online で調査結果の確認 

Collector for ArcGIS で入力した調査結果を Web ブラウザーで確認します。 

1. Web ブラウザーを開き ArcGIS Online にサイン インします。 

2. [マイ コンテンツ] ページで該当する Web マップのタイトル名をクリックします。 

 

3. [概要] タブの [マップ ビューアーで開く] をクリックします。 

4. 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。[添付ファイル:] 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、オ

フィスで PC を使用しているユーザーも、他の場所で現地調査を行っている調査員も、現地

調査結果をリアルタイムに確認することができます。 
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E. オフライン環境で現地調査をする（Android・iOS・Windows） 

Collector for ArcGIS にはオフライン環境でもデータ収集が可能です。ここからはオフライ

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 
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同期の有効化 

ArcMap から公開したフィーチャ 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. ArcGIS Online の [コンテンツ] から、マップ（タイプが [Feature Layer] と表示さ

れているアイテム）のタイトル名をクリックします。 

 

2. [設定] タブをクリックします。 

3. [Feature Layer (ホスト中) 設定] セクションで、 [編集の有効化] と [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がオフの場合は、オンにしま

す。 

 

 

 

 

 

4. 同じ [Feature Layer (ホスト中) 設定] セクションで、 [どのような種類の編集が許可

されていますか？] の [フィーチャの追加、更新、および削除] が選択されていること

を確認します。 
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5. 設定を変更した場合は、[保存] 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 

ArcGIS Online で保存した Web マップのオフライン モードを有効化します。 

1. [コンテンツ] から、サービス名のアイテム（タイプが [Web Map] と表示されているアイ

テム）のタイトル名をクリックします。 

2. [アイテム詳細] ページで [設定] タブをクリックします。 

 

3. [Web Map 設定] セクションで、[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] をクリックします。 

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。必要に応じて arcgis.com マップ ビューアーで Web 

マップを開き、ベースマップを変更して保存します。 
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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. [すべてのマップ] ページでオフライン モードを有効化した Web マップの [ダウンロ

ード] をタップします。 

 

 

 

 

 

2. ダウンロードするベースマップを選択します。新しいベースマップをダウンロードする

か、過去にダウンロードしたベースマップやデバイスからコピーしたベースマップを選

択することができます。 

3. マップを移動してデータ収集するエリアを選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iOS Android 

Windows 

Android iOS 
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4. [マップ詳細レベルの選択] （iOS と Windows では [マップ詳細レベル]）をタップし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Android iOS 

Windows 
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5. 現場の作業で必要な詳細レベルまでマップを拡大し、[ダウンロード] をタップしてダウ

ンロードします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iOS Android 

Windows 



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

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ダウンロードが完了すると [ダウンロード] が [同期] に変更されます。iOS では、マ

ップ一覧の [デバイス] をタップすると、デバイスに保存されたマップを確認できます。

Windows では、[メニュー]  を開き、[デバイス]  を選択すると、デバイスに保存

されたマップを確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iOS Android 

Windows 

Windows 
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オフラインでの編集 

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

範囲内で、選択したマップ詳細レベルまでの縮尺を表示することができます。データの

収集やフィーチャの編集方法はオンラインでの方法と同じです。編集した内容はデバイ

スに保存されます。 

 

ダウンロードした範囲のマップを表示することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 

Android iOS 



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

64 

 

指定した範囲の縮尺まで拡大して表示することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 

Android iOS 
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データの同期 

ArcGIS Online とデータを同期します。ArcGIS Online にア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。 

 オンラインであることを確認して、[同期]（iOS の場合は [同期]  、 Windows 

の場合は [同期] ）をタップします。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、マップ一覧の [同期] にオフライン時の編集件数が表示

されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

iOS Android 

Windows 



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

66 

 

ダウンロードしたデータの削除（Android と iOS） 

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インでマップを開くことが可能になります。 

1. [オーバーフロー] （iOS の場合は [アクション]  ）をタップします。 

2. メニューから [管理] をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 削除したいマップの [削除] をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
Android iOS 

Android iOS 
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ダウンロードしたデータの削除（Windows） 

1. [メニュー]  を選択し、 [デバイス]  を選択します。 

2. 削除したいマップの [その他]  をクリックし、[削除] を選択します。 

 

 

ダウンロードしたデータの再利用 

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 [フィーチャのみ削除] を、すべて削除したい場合は [フィーチ

ャおよびベースマップの削除] を選択します。 

 

 

 

 

Android iOS 

Windows 
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ベースマップの利用 

ベースマップを再利用する場合、マップの [ダウンロード] 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 

Android iOS 
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Windows 
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F. タイル パッケージをベースマップとして利用 

ArcGIS Online のベースマップを利用する以外に、ArcGIS Desktop で作成したタイル パ

ッケージ (*.tpk) を端末に直接コピーしてベースマップとして利用することも可能です。 

 

※ タイル パッケージの作成方法は、ArcGIS Online 逆引きガイドの「4-2. タイルマップ

サービスを ArcGIS Desktop から公開したい」をご参照ください。 

タイル パッケージのコピー 

デバイスへのコピー方法は、デバイスの種類に応じて異なります。 

 

Android デバイスの場合 

1. デバイスをコンピューターに接続します。 

2. Windows Explorer を開き、デバイス上の「ArcGIS_Collector」フォルダーを参照し

て、タイル パッケージ (*.tpk) をコピーします。 

 コンピューターに接続したときにデバイス上に「ArcGIS_Collector」フォル

ダーが表示されない場合は、タイル パッケージを 「Downloads」フォルダ

ーにコピーします。デバイス上でファイル エクスプローラー アプリを使用

して、「Downloads」フォルダーを参照し、タイル パッケージを 

「ArcGIS_Collector」フォルダーに移動します。 

3. Collector for ArcGIS を再起動します。 

 

  

http://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/ArcGISOnline_user_guide.pdf
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iOS デバイスの場合 

1. デバイスをコンピューターに接続します。 

2. iTunes を開き、デバイスを選択して、[App] タブをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ウィンドウの下までスクロールし、[ファイル共有] セクションで [Collector for 

ArcGIS] を選択します。 

4. タイル パッケージ (*.tpk) を [Collector の書類] セクションにドラッグして追加

します。 

 

 

 

 

 

 

 

5. [同期] をクリックして、タイル パッケージをデバイスにコピーします。 

6. Collector for ArcGIS を再起動します。 
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Windows デバイスの場合 

1. デバイスをコンピューターに接続します。 

2. Collector for ArcGIS を起動し、[メニュー] を開き、[デバイス]  を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. [  ベースマップ] を選択し、[開く] ダイアログ ボックスで、タイル パッケージ 

ファイルがある場所に移動し、ファイルを選択して [開く] をクリックします。 
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4. 「コピーが完了しました」というメッセージが表示され、タイル パッケージがベース

マップとしてコピーされます。 

ベースマップの切り替え 

デバイスにコピーしたタイル パッケージは、マップの [ダウンロード] をタップした際に表示

されるベースマップ一覧に表示されます。ダウンロードするマップのベースマップとしてタイル 

パッケージを選択し、利用することが可能です。 

 

また、ダウンロードの有無に関わらず、すべてのマップ内の [ベースマップ] で [デバイス] を

選択すると、以前にダウンロードしたベースマップとタイル パッケージが表示されます。タイ

ル パッケージをタップすると、マップのベースマップをタイル パッケージに切り替えることが

できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iOS の例 
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