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 作付け調査テンプレート利用ガイド  

概要 

テンプレートについて 

作付け調査テンプレートは ArcGIS ポータル（ArcGIS Online もしくは Portal for ArcGIS）を利用する

テンプレートです。本テンプレートは、農業協同組合等の団体による、農業事業者から申請された作付け

が適正に行われているか判断するための現地確認調査の効率化を目的として構成されています。作付け調

査テンプレートを利用することで現地確認調査をサポートする Web アプリを作成することができます。 

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。 

⚫ 以下のいずれかの ArcGIS ポータル 

⚫ ArcGIS Online 組織向けプラン 

⚫ Portal for ArcGIS 

⚫ ArcGIS Pro (Basic ライセンス以上)  

⚫ ArcGIS Collector 

本テンプレートで提供されるもの 

本テンプレートは、① ArcGIS Pro で現地確認調査用データを作成するためのプロジェクト パッケージ

（.ppkx）、②現地確認調査用アプリ、③現地確認調査状況をリアルタイムに把握するためのダッシュボー

ドを提供します。 
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作付け調査テンプレートの利用イメージ 

本テンプレートの対象である作付け申請の主な業務フローを下図に示します。現地確認調査では、作業班

ごとに割当てられた農地の調査を実施します。 

 

 

 

作付け調査テンプレートは、農業協同組合等が整備し保有している農地ポリゴン データを ArcGIS ポー

タル（ArcGIS Online）に取り込み、現地確認調査用の Web マップと各アプリを作成し業務に利用する

ことを想定しています。調査の準備作業として、作業班ごとの調査範囲の設定と農地ポリゴンへの作業班

属性の付与を行います。現地ではモバイル端末を利用して現地確認結果を登録し、オフィスではダッシュ

ボード アプリケーションにより調査員の作業進捗状況をリアルタイムに確認することができます。 

※現地確認準備作業の詳細は現地確認調査用の農地データの作成を参照してください。 
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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 [テンプレートをダウンロード] 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 

ArcGIS ポータル上にテンプレートを構成するフィーチャ サービスおよび Web マップや Web アプリ

を作成するためのデータや設定ファイルが含まれています。セットアップ ファイルに含まれている 

[settings.json] ファイルはこのテンプレート全体の設定ファイルであり、次の手順で使用するためファ

イルの場所を開いたままにしておきます。 

 

 

 

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 作付け調査属性編集アプリを配置するための設定ファイル 

 OperationViews\*.json 作付け調査ダッシュボードを配置するための設定ファイル 

FGDB block_check.gdb 現地確認レイヤーを含むファイル ジオデータベース（※） 

 grp.gdb 作業班レイヤーを含むファイル ジオデータベース（※） 

https://www.esrij.com/products/arcgis-solutions/template/crop-survey/
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 *.json ファイル ジオデータベースからフィーチャ サービスを公開するた

めの設定ファイル 

Images *.png テンプレートで使用するアイコンや画像 

ppkx crop_survey.ppkx ArcGIS Pro で現地調査用データを作成するためのプロジェクト パ

ッケージ ファイル 

SampleData Farm.gdb 農地ポリゴンのサンプル データです。 

※本データは、農林水産省が提供する「筆ポリゴンデータ(*)」をも

とに ESRI ジャパン株式会社が作成した架空データです。 

(*) 出典：「筆ポリゴンデータ」（農林水産省）（2019 年 7 月時点） 

WebMap *.json Web マップを配置するための設定ファイル 

（※）block_check.gdb および grp.gdb は、本テンプレートのタスク機能を使用して作成し FGDB フォ

ルダーに配置するファイル ジオデータベースです。テンプレートの ZIP ファイルを解凍した時点では存在

しません。作成手順は現地確認調査用の農地データの作成を参照してください。 
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作付け調査テンプレートの属性項目 

作付け調査テンプレートに含まれるファイル ジオデータベースおよびフィーチャクラスには以下の調査

項目が設定されています。 

表中のフィールド名の末尾に (*) が記載されている属性は、属性値を選択リストから効率的に入力でき

るようにドメインが設定されています。 

 

現地確認レイヤー（ファイル ジオデータベース名：block_check.gdb） 

フィールド名 エイリアス名 フィールド タイプ 説明 

farmername 農家名 Text 農家名です。 

Plantedarea 作付面積 Double 作付面積です。 

Crop 作物名 Text 申請された作物名です。 

Fieldno 耕地番号 Long Integer 農地を識別する番号です。 

applicationnum 申請番号 Text 申請書の申請番号です。 

status * 作業ステータス Long Integer 現地確認調査時の作業ステータス（未完了、完了、要

確認）です。 

confirmation * 要確認 Long Integer 作付け状況の確認結果です。 

crop_after 作付変更後作物 Text 変更後の作物名です。 

※作付けが変更された場合にその内容を記述します。 

croptype 作物種別 Text 作物の種別を記述します。 

Comment コメント Text 備考欄です。 

grp 作業班 Text 現地確認調査時の作業班の名称です。（※） 

※grp フィールドは、本テンプレートのタスク機能を実施することで追加される属性です。 

 

作業分担レイヤー（ファイル ジオデータベース名：grp.gdb） 

フィールド名 エイリアス名 フィールド タイプ 説明 

grp 作業班 Text 現地確認調査時の作業班の名称です。 

 

 

 

https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/help/data/geodatabases/overview/an-overview-of-attribute-domains.htm
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現地確認調査用の農地データの作成 

ArcGIS Pro のタスクを利用して、現地確認調査の準備作業を実施します。 

 

タスクの起動 

1. 「crop_survey.ppkx」をダブルクリックして起動します（ArcGIS Pro 2.1 以上が必要です）。 

2. 作業対象のレイヤーが追加された状態のプロジェクトが開かれます。タスク ウィンドウにタスクが

表示されていることを確認してください。タスク ウィンドウが表示されない場合は、カタログ ウィ

ンドウにある [タスク] を展開し、[現地確認事前準備] をダブルクリックします。 

 

 

 

3. タスクの上にマウスを移動し、[タスクを開く] をクリックします。 

タスク機能は作業の手順を示したものです。フローに従って作業を進めてください。必要のない手順

は [スキップ] を選択して次の手順に移動します。タスクの詳細はヘルプを参照してください。 

 

 

 

次ページ以降にタスクの使用例を説明します。  

https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/help/tasks/whatistask.htm
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タスクの使用例 

タスクのステップごとの使用例を説明します。 

※テンプレートの動作を確認する場合は、SampleData フォルダー内の Farm.gdb ファイル ジオデー

タベースをサンプル データとして利用することができます。 

 

1. 農地ポリゴン データのインポート 

[入力データセット] に農地ポリゴン データ（シェープファイルやファイル ジオデータベース等）を、

[フィールド マップ] で現地確認レイヤーに追加する属性を選択します。「farmername」、

「plantedarea」、「crop」は必ず該当するフィールドを割り当ててください。[実行] をクリックして処理

が完了したら、[次のステップ] をクリックします。 

 

 

 

※手順 1 を実行後、インポートした農地ポリゴンと入力元のポリゴンとの間で位置ずれが発生した場合

は、【参考】農地ポリゴンの位置ずれが発生した場合の対応をご確認ください。 
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2. 作業班ポリゴンの作成・編集 

作業班ごとのエリアを表すポリゴンを作成します。 

 

 

 

[編集] タブをクリックし、[属性] ウィンドウを表示します。作業班ポリゴンを作図したら、[作業班] フ

ィールドに作業班を識別できる名称を入力してください。以降は作業班ポリゴンの作図と属性の入力を繰

り返し、すべての作業班の作成が完了したら、[次のステップ] をクリックします。 
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3. 編集の保存 

[実行] をクリックして表示される編集の保存ダイアログで [はい] を選択し、作業班ポリゴンの編集を保

存します。次のステップに進みます。 

 

 

 

4. 現地確認レイヤーと作業分担レイヤーを空間結合 

作業分担レイヤーの作業班属性を現地確認レイヤーに付与するための準備として、空間結合を行います。

デフォルトの設定で実行し、次のステップに進みます。 
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5. 作業班属性を付与 

現地確認レイヤーに作業班属性を付与します。実行したら、次のステップに進みます。 

 

 

 

【参考】結合テーブルの参照エラーが発生した場合の対応 

ステップ 5 および 6 において、block_check_SpatialJoin レイヤーへの参照エラー（×マークが表示）

が発生する場合があります。その際は、下図のように手動で block_check_SpatialJoin レイヤーを指定

し直してください。 

 

 

6. 中間データの削除（オプション） 

空間結合で作成した不要なデータを削除します。実行後、[完了] をクリックしてタスクを終了します。最

後に、プロジェクトを上書き保存し、ArcGIS Pro を終了します。 
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【参考】農地ポリゴンの位置ずれが発生した場合の対応 

タスクの使用例の手順 1 にて、インポートした農地ポリゴンと入力元の農地ポリゴンとの間で位置ずれ

が発生した場合は、以下の確認および作業を行ってください。 

※インポート先の「現地確認レイヤー」の投影座標系は「WGS 1984 Web Mercator Auxiliary 

Sphere」です。 

 

① 投影座標系の確認 

入力元の農地ポリゴンを現在のマップに追加し、[レイヤー プロパティ] を開きます。[ソース] ＞ [空間

参照] をクリックし、「投影座標系」の内容を確認します。「WGS 1984 Web Mercator Auxiliary 

Sphere」以外の投影座標系が設定されている場合は、②以降の手順に進みます。 
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② 入力元の農地ポリゴン データの投影変換 

ArcGIS Pro の投影変換ツールを使用して、入力元の農地ポリゴン データの投影変換を行ってください。

下図は、投影座標系を「WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere」に変換する場合の設定例です。 

 

 

③ 現地確認レイヤーのフィーチャを削除 

タスクの使用例の手順 1 で農地ポリゴン データをインポートした現地確認レイヤーのポリゴンを削除し

ます。ArcGIS Pro のフィーチャの削除ツールを使用して、現地確認レイヤーのポリゴンを削除してくだ

さい。下図は、フィーチャの削除ツールの設定例です。 

※ この手順の目的は、現地確認レイヤー (block_check) のフィーチャを削除することです。カタログ 

ウィンドウ等で誤って現地確認レイヤー (block_check) を削除しないよう注意してください。 

 

 

 

以上の作業を終えたら、タスクの使用例の手順 1 を再度実行してください。 

 

  

https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/tool-reference/data-management/project.htm
https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/tool-reference/data-management/delete-features.htm
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ファイル ジオデータベースをテンプレートに配置 

プロジェクト パッケージの展開先フォルダー(※)にある block_check.gdb と grp.gdb を、テンプレー

トセットアップファイルの FDGB フォルダーにコピーします。 

 

※プロジェクト パッケージは、以下の場所にある “crop_survey” から始まるフォルダー内に展開され

ます。 

 <ユーザーのドキュメント フォルダー>\ArcGIS\Packages 

 例：C:\Users\<ユーザー名>\Documents\ArcGIS\Packages 
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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>_block_check Feature Layer 現地確認調査結果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>_grp Feature Layer 各作業班のエリア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>_<＊> File Geodatabase <フォルダー名>_<*> 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。 

(※) このアイテムは削除することができます。 

作付け調査 Web マップ Web Map 作付け調査の各種情報を表示および編集するための Web マッ

プです。 

作付け調査 属性編集アプリ Web Mapping 

Application 

現地確認調査時に複数の農地の属性を一括編集するためのアプ

リケーションです。 

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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作付け調査ダッシュボード Dashboard 作業班ごとの現地確認の進捗状況をリアルタイムに把握するた

めのダッシュボードです。 

添付ファイルの有効化（オプション） 

作付け調査テンプレートのフィーチャ サービスは既定では添付ファイルが有効化されていません。現地

で撮影した写真などを添付したい場合は以下の手順により添付ファイルを有効化してください。 

 

1. テンプレートをアップロードした ArcGIS ポータルのフォルダーに移動します。 

2. フォルダー内のフィーチャ サービス（<フォルダー名>_<*>）をクリックします。※タイプ

が "Feature Layer (ホスト)" となっていることを確認してください。 

 
※フォルダー名、フィーチャ サービスおよび File Geodatabase の名前の先頭には、テンプ

レートのアップロードの際に指定した新規作成フォルダー名が付与されています。 

 

3. アイテム詳細ページの [レイヤー] セクションにあるレイヤーの [添付ファイルの有効化] を

クリックして添付ファイルを有効化します。 
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最終編集時間の記録の有効化（オプション） 

農地ごとに作業ステータスの入力日を記録したい場合、現地確認レイヤーの最終編集時間の記録を有効化

する必要があります。以下の手順により有効化を行ってください。 

 

1. テンプレートをアップロードした ArcGIS ポータルのフォルダーに移動します。 

2. フォルダー内のフィーチャ サービス（<フォルダー名>_block_check）をクリックします。

※タイプが "Feature Layer (ホスト)" となっていることを確認してください。 

 

 

3. アイテム詳細ページの [設定] メニューの [Feature Layer (ホスト)] セクションにある [フ

ィーチャの作成者および最終更新者を記録] チェックボックスをオンにして有効化します。 
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オフライン編集の有効化（オプション） 

農地ごとに作業ステータスの入力日を記録したい場合、現地確認レイヤーおよび作業班レイヤーのオフラ

イン編集を有効化する必要があります。以下の手順により有効化を行ってください。 

※オフライン編集を有効化する際は、Web マップに追加されているすべてのフィーチャ サービスのオフ

ライン モードを有効化する必要があります。 

 

1. テンプレートをアップロードした ArcGIS ポータルのフォルダーに移動します。 

2. フォルダー内のフィーチャ サービス（<フォルダー名>_block_check または <フォルダー

名>_grp）をクリックします。※タイプが "Feature Layer (ホスト)" となっていることを確

認してください。 

 

 

3. アイテム詳細ページの [設定] メニューの [Feature Layer (ホスト)] セクションにある [同

期を有効化 (同期によるディスコネクト編集) ] チェックボックスをオンにして有効化しま

す。 
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テンプレートの利用 

現地調査アプリ（ArcGIS Collector、作付け調査 属性編集アプリ） 

現地確認調査をサポートするアプリです。 

 

・ArcGIS Collector 

ArcGIS Collector を使用して現地確認調査の現場で作付け状況を収集し、ArcGIS ポータル上に配置した

現地確認フィーチャ サービスに情報を蓄積できるように設計されています。 

ArcGIS ポータルに追加された [作付け調査 Web マップ] を ArcGIS Collector で開くことで、現地で

作付け情報の登録を行うことができます。ArcGIS Collector の利用方法については ArcGIS Collector  

ヘルプをご参照ください。 

 

・作付け調査 属性編集アプリ 

多数の農地の現地確認調査を想定した、複数の農地の属性（主に作業ステータス）を一括編集するための 

Web アプリです。 

 

 

 

 

 

https://doc.arcgis.com/ja/collector/
https://doc.arcgis.com/ja/collector/
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作付け調査ダッシュボード（ArcGIS Dashboards） 

作付け調査ダッシュボードは、現地調査アプリを使用して収集したデータをリアルタイムに確認すること

ができます。またダッシュボード上に配置されたグラフを通じて、作業班ごとの作付け調査の作業ステー

タスや全体の進捗状況等を確認することができます。 
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