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スタートアップ ガイドについて 

本ドキュメントは、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て現地調査データを

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

は、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。また、本ド

キュメントにある    をクリックすると、関連する操作ムービーを閲覧することができます。 

 

Collector for ArcGIS を利用した現地調査の流れ 

  

1.入力データの準備          2. Web マップの作成       3. データの収集 

                   4. 調査結果の確認 

 

 

 

 

 

ArcGIS Online/ArcGIS Pro        ArcGIS Online    Collector for ArcGIS 

 

本ドキュメントを始めるために必要なもの 

⚫ スマートフォン及びタブレット※1 

⚫ Collector for ArcGIS 

⚫ ArcGIS Online※2 

⚫ ArcGIS Pro※3 

※1 Collector for ArcGIS でサポートされてい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/faq/requirements.htm 

※1 Windows 端末での操作方法は、Collector for ArcGIS (Classic) スタートアップ ガイドをご利用

ください。 

※2 ArcGIS Online 個人向けプランではご使用いただけません。 

※3 ArcGIS Pro から Collector で利用するデータを作成する場合のみ必要です。 

https://www.esri.com/ja-jp/arcgis/products/collector-for-arcgis/overview
https://www.esri.com/ja-jp/arcgis/products/arcgis-online/overview
https://www.esrij.com/products/arcgis-online/tutorial/
https://doc.arcgis.com/ja/collector/faq/requirements.htm
https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/Collector_Classic_Start-up_Guide.pdf
https://www.esrij.com/products/arcgis-online/plan/individual/
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Collector for ArcGIS のインストール  

iOS 版 

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 for 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] ボタンをタップし、アプリケ

ーションをインストールします。 

 

Android 版 

1. Android デバイスで [Play ストア] アプリケーションを開きます。   

 

2. Play ストアの [アプリやゲームを検索する] に「Collector for ArcGIS」と入力し、Collector for 

ArcGIS を検索します。検索された「Collector for ArcGIS」の [インストール] 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。 

  Android 端末によって表記が異なる場合があります。 

 

インストール後の起動や設定については、2. Collector の起動と基本設定 をご参照ください。 
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1. 入力用データの準備 

 

はじめに、Collector で入力するデータ (フィーチャ レイヤー) を作成します。（A）ArcGIS Online また

は (B) ArcGIS Pro を利用して、入力用データの準備をする方法を以下のステップでご紹介します。 

 

 リストを作成することによって、都度文字を入力せずに、あらかじめ想定される調査結果を選択できるようになります。

リストを作成した場合の Collector for ArcGIS 上の表示イメージです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ArcGIS Pro のみのステップ 

空の フィーチャ 

レイヤーの作成 

フィールドの追加 

- リストの作成* 

フィールドとリストの

関連付け 

ArcGIS Online に 

アップロード 
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(A) ArcGIS Online を利用したフィーチャ レイヤーの準備 

空のフィーチャ レイヤーの作成 

1. www.arcgis.com にアクセスし、ArcGIS Online アカウントでサイン インします。 

2. [コンテンツ] ページの [マイ コンテンツ] タブへ移動します。 

3. [作成] → [フィーチャ レイヤー] をクリックします。 

 お持ちの テキストデータや GIS データを使用する場合は、データを ArcGIS Online に公開する必要があります。

ArcGIS Online 逆引きガイド「2-2. Excel やテキストファイルからフィーチャ レイヤーを作成したい」「2-3. シェープ

ファイルを ArcGIS Online にアップロードしたい」をご参照ください。 

4. [フィーチャ レイヤーの作成] ウィンドウで、[テンプレートから] タブ → [レイヤーの構築] をクリックします。 

http://www.arcgis.com/
https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/ArcGISOnline_user_guide.pdf
https://www.youtube.com/embed/INWuaVMYXiI
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5. 「Points」、「Lines」、「Polygons」、「Points, lines, and polygons」のいずれかのテンプレートを選択し、

[作成] をクリックします。ここでは、「Points, lines, and polygons」を選択します。 

  

[フィーチャ レイヤーの作成] ウィンドウで、以下のように設定します。 

6. レイヤー名をクリックして、適当な名前に変更します❻。 

7. 不要なレイヤーがある場合は、チェックボックスをオフにします❼。 

8. 現地調査で GPS の受信機情報を自動記録したい場合は、[GPS 受信機情報の取得] のチェックボックス

をオンにします❽。 



 

8 

 

 [GPS 受信機情報の取得] チェックボックスをオンにすると、作成されるフィーチャ レイヤーに GPS の受信機名、精

度、補正タイプなどの GPS 情報を格納するためのフィールドが追加されます。現地調査で外付けの GPS 機器を使用し

た際に、この GPS メタデータ フィールドに GPS 情報を自動記録できるようになります。GPS メタデータ フィール

ドを追加できるのは、ポイント レイヤーのみです。 

9. [次へ] をクリックします。 

10. マップを移動、拡大、縮小して、レイヤーの範囲を指定します。全世界のデータを入力したい場合は、

全世界が表示されるように、特定の地域内のデータを作成したい場合はその地域の範囲を指定します。 

11. [次へ] をクリックします。 

12. フィーチャ レイヤーの [タイトル] (ここでは、「research park」とする)、[タグ] (ArcGIS Online で検

索時に使用するキーワード) を入力し、[完了] をクリックします。 

半角英数字および「 _ 」 (アンダースコア) のみで入力 
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 [タイトル] がサービス名 (URL) として利用されるため、半角英数字および「 _ 」(アンダースコア) のみで入力します。 

空のフィーチャ レイヤーが作成され、レイヤーのアイテム詳細ページが表示されます。先程、英数字で

入力したタイトルは、鉛筆のアイコン   をクリックして、わかりやすい日本語に変更できます。ここで

は、「公園調査」と変更します。 

 アイテム詳細ページでは、フィーチャ レイヤーの編集権限の変更や編集情報の記録の設定が可能です。詳しい手順は  

ArcGIS Online 逆引きガイド「2-10. データのアクセス権を変更したい」をご参照ください。 

13. 現地調査で写真を添付したい場合は、添付ファイルの有効化が必要です。アイテム詳細ページで [添付フ

ァイルの有効化] と表示されている場合は、クリックして添付ファイルを有効化します ([添付ファイル

の無効化] と表示されていることを確認します)。 

  

https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/ArcGISOnline_user_guide.pdf
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フィールドの追加 – リストの作成  

1. [データ] タブに移動します。 

2. フィールドを追加したいレイヤーを選択し、[オプション]  →[フィールドの追加] をクリックしま

す。 

3. 現地調査で入力したい項目に応じてフィールドを設定します。設定が終わったら、[新規フィールド

の追加] をクリックします。 

 [フィールド名] にアンダースコア ( _ ) 以外の特殊文字を利用できません。また、頭の文字列にアンダースコア ( _ ) や数

字を利用することはできません。 

4. 必要な数のフィールドを、上記の手順で追加します。 

入力候補の値をあらかじめ設定したい場合は、下記の手順に進みます。いくつかの決まった回答がある場

合、選択リストを作成することで現地調査の入力を効率化することができます。 

  

https://www.youtube.com/embed/NwLxnEQ-0m8
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5. [フィールド] をクリックします。 

 
 

6. 入力候補の値 (リスト) を作成したいフィールドをクリックします。 

 
 

7. [リストを作成] をクリックします。 
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8. 入力候補の値を [ラベル] と [コード] に入力し、[追加] をクリックします。リストの入力が終わった

ら、[保存] をクリックします。 

 ここでは、[ラベル] と [コード] に同じ文字列を入力していますが、[コード] に数値を入力することでデータ容量を削減

することができます。 

必要に応じて、他のフィールドやレイヤーにもリストを作成します。 
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 (B) ArcGIS Pro を利用したフィーチャ レイヤーの準備 

1. ArcGIS Pro を起動し、[新規] パネルの [マップ] をクリックします。 

2. [新しいプロジェクトの作成] ダイアログで、プロジェクトの名前と保存場所を指定して [OK] をク

リックします。(ここでは、「公園調査」とする)  

 ArcGIS Pro の詳細については、ArcGIS Pro 逆引きガイド「第 1 章 はじめに」をご覧ください。 

空のフィーチャ レイヤーの作成 

1. [カタログ] ウィンドウの [フォルダー] → 「公園調査」 フォルダー → 「公園調査.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。 

2.  [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の [名前] と [エイリアス] (ここ

では「公園調査」とする) を入力し、[フィーチャクラス タイプ]  (ここでは、[ポイント] を選択) 

を設定して [完了] をクリックします。 

  フィーチャクラスの名前には、数字から始まる名前は入力できません。また、”_”  (アンダーバー) 以外の特殊文字を含

めることができません。特殊文字を使用したい場合は、[エイリアス] に入力します。 

https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/2020/03/arcgis_pro_25_user_guide.pdf
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 [フィーチャクラスの作成] ウィンドウの [次へ] をクリックして、フィールドの追加や座標系を設定することもできま

す。この手順やシェープファイルの作成方法については、ArcGIS Pro 逆引きガイド「8-1. 新しくデータを作成したい」

をご覧ください。 

  

https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/2020/03/arcgis_pro_25_user_guide.pdf
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フィールドの追加 – リストの作成 

1.  [プロジェクト] ウィンドウで 「公園調査.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。 

 

2. [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] をクリックします 。 
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3. [フィールド名] と [データ タイプ] を以下のように設定します 。 

 

 フィールド名の命名規則 

・スペースおよび特殊文字  ( -、 () 、[]、＄、%、# ) はフィールド名で使用できません。基本的に、英数字やアンダー

スコア ( _ ) 以外の文字は使用できません。 

・フィールド名は、数字またはアンダースコア ( _ ) で開始しないでください。 

・スペースや特殊文字を使用したい場合は、フィールド名に別名であるエイリアスを設定できます。エイリアスはデータ

ベースの制限に従う必要がないため、フィールドに実際の名前よりもわかりやすい名前を付けられます  (シェープファ

イルにエイリアスは適用できません) 。 

・一意な識別番号が格納されている [ObjectID] や、[Shape] フィールドなどの一部のフィールドは、ArcGIS によって

自動的に追加、設定、管理されているため変更できません。 

・シェープファイルの文字コードが UTF-8 の場合、フィールド名は最大で 10 文字  (日本語で 3 文字) です。 

4. 必要な数のフィールドを、上記の手順で追加し、[保存] をクリックします 。 

 

 詳細は ArcGIS Pro 逆引きガイド「第 9 章 属性情報の操作」をご覧ください。 

 

入力候補の値をあらかじめ設定したい場合は、下記の手順に進みます。いくつかの決まった回答がある場

合、選択リストを作成することで現地調査の入力を効率化することができます。 

5.  [フィールド] タブ → [設計] セクション → [ドメイン] をクリックします。 

 

https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/2020/03/arcgis_pro_25_user_guide.pdf
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6. [ドメイン名]、[説明] を以下のように入力します。[フィールド タイプ]の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 (ここでは [Text]) を選択します。また同様に [ドメイン 

タイプ] のドロップダウンで [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公園調査レイヤー (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：「種別」 (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。 

 

7. [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。ここでは、[コード] と [説明] に同じ文字列を入力していますが、[コード] に数値を入力する

ことでデータ容量を削減することができます。 

8. 必要な数のドメインを作成し、 [保存] をクリックします。 
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フィールドとリストの関連付け 

作成した調査項目と選択リストの関連付けを行います。 

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「公園調査」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 (ここでは「種別」) 

を選択します。 

3. 作業が完了したら、[保存] をクリックします。 

 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。 
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4.  [マップ] タブの [データの追加] → [データ] をクリックします。 

5. [フォルダー] をクリックし、「公園調査」フォルダーの中にある上記の手順で作成したフィーチャク

ラス「公園調査」を選択します。 

 

6. [プロジェクト] タブの上部にある [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。 
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ArcGIS Online にレイヤーを公開 

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、「research_park」とす

る) 、[レイヤー タイプ] で [フィーチャ]、[アイテムの詳細] で [概要] および [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。 
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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 [公開] 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。 
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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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2. マップの作成 

1. ArcGIS Online にサイン インし、[コンテンツ] タブをクリックします。 

2. [マイ コンテンツ] にある「公園調査」をクリックします。 

3. [Map Viewer で開く] → [新しいマップに追加] をクリックします。 

 

4. 必要に応じて、[スタイルの変更]    でアイコンの色や大きさなどを変更したり、[ポップアップの

構成] で表示する属性の設定を行ったり、[ブックマーク]    を設定します。 

 
 

 スタイルの変更、ポップアップの構成、ラベルについては ArcGIS Online 逆引きガイド 第 3 章「マップの作成」をご参

照ください。 

5. [保存]   をクリックします。 

  

https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/ArcGISOnline_user_guide.pdf
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6. [マップの保存] ダイアログで、[タイトル] と [タグ] を入力し、[マップの保存] をクリックしま

す。 

 

7. [共有] をクリックします。 

8. [以下のグループのメンバー] のチェックボックスをオンにし、共有するグループのチェックボック

スをオンにします。[共有の更新] ウィンドウが表示されたら、[共有の更新] をクリックします。 

 

 マップの作成者以外のメンバーが Collector からマップを参照するには、あらかじめ Collector で調査を行うメンバーを招待し

たグループを作成しておき、マップと、マップに含まれているレイヤーがグループに共有されている必要があります。 

 

9. [完了] をクリックします。 

 

 

 

 

https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/share-maps/groups.htm
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3. Collector でデータ収集 

起動とプロファイルの設定 

画面キャプチャは一例です。端末やバージョンにより、表記が異なる場合があります。 

プロファイル設定の説明 

精度 データ取得に必須の位置精度の半径の数値を設定します。ここで設定した値よ

り小さい場合にのみ精度が高いとみなされ、データ入力が可能になります。 

GPS 平均化 GPS 測位の誤差を平均化します。1 つの位置に対して指定した数の測位ポイ

ントを収集し、その情報を平均化して最終的な位置と精度を取得します。 

ストリーミング ラインやエリアを移動時に自動入力する際に、頂点を挿入する時間または距離

間隔を設定します。 

写真サイズ データに添付する写真のサイズを設定します。 

関連するタイプ フィーチャ間のリレーションシップを設定します。 

スナップ ターゲットのフィーチャの頂点や線に沿ったフィーチャの作成が可能になりま

す。 

プロバイダー 外付け GPS を設定します。 

プロファイル 外付け GPS の座標系を設定します。 

単位 マップ上で計測する距離、面積、座標の単位を指定します。 

ルート案内 使用するルート案内アプリを指定します。 

ダウンロードと同期 ダウンロードと同期時の通信環境  (Wi-Fi) や時間間隔を設定します。 

Collector を起動 ユーザー名とパスワ

ードでサイン イン 

プロファイルをタップ 各種設定を変更し、

[完了] をタップ 
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新規データの入力 

マップ一覧ページで

マップをタップして

開く 

 をタップ 入力するレイヤーを

タップ 

マップを動かし、入力

する位置を指定し、

[ポイントの追加] をタ

ップ 

パネルを上にスライ

ドし、属性フィール

ドをタップし、情報

を入力 

必要に応じて [写真

の撮影] をタップ 

カメラ ビューで撮

影し、[写真を使用] 

をタップ 

[送信] をタップ 
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ストリーム入力 

移動中に、GPS で取得した位置でラインまたはエリア フィーチャを自動描画します。 

 

既存データの編集 

をタップ 
ラインまたはエリアレ

イヤーをタップ 

 をタップし、[ス

トリーミングの開始] 

をタップ 

再度タップすると、ス

トリーミングの間隔の

設定が可能 

パネルを上にスライ

ドし、属性フィール

ドをタップし、情報

を入力 

編集したいフィーチャ

をマップ上でタップし

て選択し、[編集] をタ

ップ 

属性や位置などを編集 

頂点の編集や削除をす

る場合は  をタッ

プ 

[送信] をタップ 
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既存データの属性をコピーして、データ入力 

データの削除 

属性をコピーしたいフ

ィーチャをマップ上で

タップし、  をタッ

プ 

入力する位置をマップ

上で指定し、[ポイント

の追加] をタップ 

[送信] をタップ 

削除したいフィーチ

ャをマップ上でタッ

プ 

パネル下の  をタ

ップし、[削除] をタッ

プ 

削除の確認ダイアログ

で [削除] をタップ 



 

29 

 

オプション 1. ルート案内とコンパス 

ルート案内 

コンパス 

検索ボックスに目的

地の場所名または住

所を入力するか、マ

ップを長押ししてピ

ンをドロップ 

 をタップ インストールされて

いるルート検索アプ

リ (Apple Maps な

ど) をタップ 

タップしたアプリが

起動し、目的地まで

のルートが表示され

る 

  

  

検索ボックスに目的

地の場所名や住所を

入力するか、マップ

を長押ししてピンを

ドロップ 

パネル下の [コンパス] 

をタップ 

目的地までの直線距離

と方向が表示される 
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オプション 2. オフラインでの利用 

オフライン調査に必要なデータとマップの設定と背景地図の準備を行うと、調査員はインターネットに接続

されていない環境でも、データの収集を行うことができます。ここでは、オフラインで利用するためのデー

タとマップの設定方法と、ベースマップの準備について紹介します 

1. データとマップの設定 

レイヤーの同期を有効化 

1. ArcGIS Online でフィーチャ レイヤーのアイテム詳細ページを開きます。 

2. [設定] タブの [Feature Layer (ホスト)] セクションにある [同期の有効化  (オフラインでの使用お

よび共同作業のために必要)。] チェックボックスをオンにします。 

3. [保存] をクリックします。 

 

Web マップの同期を有効化 

1. Web マップのアイテム詳細ページを開きます。 

2. [設定] タブの [オフライン] セクションにある [オフライン モードの有効化] をオンにします。 

3. [保存] をクリックします。 

 

これでオフライン用マップ作成の準備が完了しました。 
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2. ベースマップの準備 

調査したいエリアの背景地図を次の (A) ~ (C) のいずれかの方法で準備します。 

 (A) ArcGIS Online でオフライン用のマップを切り出し 

1. Web マップのアイテム詳細ページの [設定] タブにある [オフライン] セクションにある [エリアの

管理] をクリックします。 

2. [エリアの作成] をクリックし、マップ上で切り出す範囲を描画します。 

3. [詳細レベル] で、切り出す縮尺レベルをスライダー バーで設定します。 

4. [名前] などを設定し、[保存] をクリックします。[パッケージ中] の表示が消えたら、オフライン用

のマップの切り出しは完了です。 

5. Collector for ArcGIS を起動し、以下のステップでデータを収集します。 

マップ一覧ページで、

オフライン利用したい

マップの横にある 

 をタップ 

マップエリア横の 

 をタップ 

ダウンロードしたマッ

プをタップして開き、

オフラインでデータ入

力を行う 

ネットに接続できる環

境に戻ったら、マップ

一覧ページでオフライ

ン マップの横にある 

 → [同期] をタ

ップ 
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 (B) Collector for ArcGIS でオフライン用のマップを切り出し 

  

マップ一覧ページで、

オフライン利用したい

マップの横にある  

をタップし、[オフラ

イン エリアの追加] 

をタップ 

マップをズーム、移動

してオフラインで利用

したいエリアを表示 

[詳細レベル] をタッ

プ 

どこまでズームして

オフライン マップ

を表示できるように

するのかを設定 

[ダウンロード エリ

ア] をタップ 

ダウンロードしたマ

ップをタップして開

き、オフラインでデ

ータ入力を行う 

ネットに接続できる

環境に戻ったら、マ

ップ一覧ページで、

オフライン マップ

の横にある  → 

[同期] をタップ 
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 (C) ArcGIS Pro で作成したタイル 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 Pro で作成したタイル パッケージ  ( *.tpk, 

*.tpkx) またはベクター タイル パッケージ  ( *.vtpk) を端末に直接コピーしてベースマップとして利用

することが可能です。 

 ベースマップ タイル パッケージの作成方法は、Collector for ArcGIS ヘルプ「ベースマップ タイル パッケージの作成」

をご参照ください。 

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。 

 

タイルパッケージのコピー 

Android デバイス 

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、¥Android¥data¥com.esri.collector¥files¥basemaps フォルダー

を参照します (フォルダーが存在しない場合は作成します)。デバイスで必要なベースマップ ファ

イル  ( *.tpk、*.tpkx、または *.vtpk) を、basemaps フォルダーにコピーします。 

 

3. Collector を再起動します。 

4. デバイスにコピーしたタイル パッケージは、[ベースマップ] の一覧に表示されます。 

  

https://doc.arcgis.com/ja/collector/iphone/help/configure-collector.htm#ESRI_SECTION2_9DC8BD3DEEC1411D9D4027DED6678358
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iOS デバイス 

iOS デバイスの場合、iTunes を利用する方法とファイル アプリで使用できる Web サイト ( iCloud 

Drive、Box など) にコピーする方法があります。 

iTunes  

1. デバイスをコンピューターに接続します。 

2. iTunes を開き、デバイスを選択します。 

3.  [ファイル共有] をクリックし、 [Collector for ArcGIS] を選択します。 

4. ベースマップ ファイル  ( *.tpk、*.tpkx、または *.vtpk ) 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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ファイル アプリ 

1. ベースマップ ファイル (*.tpk、*.tpkx、または *.vtpk) をファイル アプリで使用できる Web サイト 

(iCloud Drive、Box または Dropbox など) にコピーします。 

 現在、Google Drive はサポートされていません。 

2. iOS 端末で、ファイル アプリを起動します。 

3. ベースマップ ファイルのアップロード先を参照します。 

 

4. 右上の [選択] をタップし、コピーしたいベースマップファイルを選択して、下部のフォルダーのアイコ

ンをタップします。 
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5. [この iPhone 内] → [Collector] →[Basemaps] フォルダーを選択し、右上の [コピー] をタップしま

す。 

 

6. Collector を再起動します。 
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オプション 3. 外付け GPS/GNSS 機器との接続 

ホーム画面の [設定] 

をタップ 

[Bluetooth] をタップ

して、Bluetooth をオ

ンにする 

[デバイス] にリストさ

れた受信機をタップ 

[ペアリング] をタ

ップ 

※ GPS 受信機側で

もペアリングの許可

をする 

Collector を起動し

て、左上の [プロファ

イル] をタップ 

[プロバイダー] をタ

ップ 

[追加] をタップ 受信機名の横の [追

加] をタップ 



 

38 

 

 

 Collector で利用できる GPS/GNSS 機器は、Bluetooth 接続ができ、NMEA センテンスの出力をサポートしている必要が

あります。詳細は、Collectorヘルプ ページの「GPS 受信機のサポート」をご参照ください。 

  

[アンテナの高さ] 

をタップし、GPS 

受信機を置く高さを

入力し、[完了] を

タップ 

受信機名をタップし、

チェックをオンにする 

[戻る] をタップして前

画面に戻る 

[完了] をタップ 

https://doc.arcgis.com/ja/collector/ios/create-maps/gps-receiver-support.htm
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４．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. [コンテンツ] → [マイ コンテンツ] タブで該当する Web マップのタイトル名をクリックしま

す。 

 

3. [概要] タブの [Map Viewer 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。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。 
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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。 

 「マップ ビューアーの利用」や「共有」、「Web アプリの作成」などの詳細な手順は ArcGIS Online 逆引きガイドをご参

照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/ArcGISOnline_user_guide.pdf
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