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概要

テンプレートについて
道路啓開緊急調査テンプレートは ArcGIS ポータル（ArcGIS Online）を利用する現地調査ソリューショ
ンのテンプレートです。道路啓開緊急調査テンプレートを利用することで、スマートフォンやタブレット
などのデバイスを用いて現地調査を行い、道路啓開作業を要する地点の情報を収集および管理することが
できます。

道路啓開について
道路啓開は、大規模災害発生時に被災地で緊急車両等が通行可能となるように道路上の瓦礫（がれき）等
の除去処理を行い、救援ルートを確保する作業のことです。将来の大規模災害に備え、政府・自治体等の
機関が防災計画の一部として道路啓開計画を定める取組みが進められています。
参考：国土交通省 - 道路啓開計画
http://www.mlit.go.jp/road/bosai/measures/index4.html

道路啓開緊急調査では、災害時の初動対応として平時に計画された啓開ルートを走行し、道路啓開作業が
必要な地点を緊急的に調査します。

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。


ArcGIS Online 組織向けプラン



Collector for ArcGIS



Operations Dashboard for ArcGIS
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本テンプレートで提供されるもの
本テンプレートは、①道路啓開を要する地点を収集する現地調査アプリケーション、②現地情報をリアル
タイムに地図上に集約および可視化し状態監視を行うためのダッシュボード の ２ つのアプリケーショ
ンを提供します。

Operations Dashboard for ArcGIS

Collector for ArcGIS を使用した現地調査

を使用した状態監視

※本テンプレートには、啓開ルートのサンプルデータとして、九州地方の高速道路・有料道路等のライン
データが含まれます。
※本テンプレートにおける啓開ルート レイヤーは、アプリケーション上で調査地点の道路名を把握するた
めの参照データとして追加しており、アプリケーションが提供する機能では使用していません。したがっ
て、啓開ルート レイヤーは、後述する手順例を参考にして編集してください。
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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

OperationViews\*.json

道路啓開緊急調査ダッシュボードを配置するための設定ファイル

FGDB

road_inspection.gdb

道路啓開緊急調査レイヤーを含むファイル ジオデータベース

road_inspection.json

道路啓開緊急調査フィーチャ レイヤーを配置するための設定ファイル

road_bg.gdb

啓開ルート レイヤーを含むファイル ジオデータベース※1

road_bg.json

啓開ルート フィーチャ レイヤーを配置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

WebMap

*.json

Web マップを配置するための設定ファイル

※1 サンプルデータ
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道路啓開緊急調査テンプレートの調査項目
road_inspection.gdb ファイル ジオデータベースに含まれる道路啓開緊急調査（road_inspection）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。また現地調査の際に調査結果を選択リストから効
率的に入力できるように一部の項目にはドメインが設定されています。
道路啓開緊急調査の基本情報に関する項目
道路啓開緊急調査の基本情報に関する内容を記録するための調査項目です。
フィールド名

フィールド名

説明

INSPECTDATE

調査日時

調査日時を入力します。

ROADNAME

道路名

道路の名称を入力します。

ROADMANAGER

道路管理者

道路管理者を入力します。

ROADPASSABLE

道路通行可否

調査地点の道路通行可否を入力します。

URGENCY

緊急度

道路啓開作業の緊急度を入力します。

INJURED

要救護者の有無

要救護者の有無を入力します。

INJUREDNUM

要救護者数

要救護者数を入力します。

UNEVEN

段差

段差の有無を入力します。

CAVING

陥没

陥没の有無を入力します。

DEBRIS

がれきの有無

がれき（他の項目に該当しない）の有無を入力します。

VEHICLEONROAD

路上車両の有無

通行を妨げる路上車両の有無を入力します。

VEHICLEONROADNUM

路上車両の台数

路上車両の台数を入力します。

POWERPOLE

電柱倒壊の有無

倒壊している電柱の有無を入力します。

CENTERMEDIAN

中央分離帯の有無

中央分離帯の有無を入力します。

NOTE

伝達事項

現地の補足情報などの伝達事項を入力します。

road_bg.gdb ファイル ジオデータベースに含まれる啓開ルート（ROADS）フィーチャクラスには、事前
に計画された啓開ルートのラインデータを格納します。本テンプレートには、サンプルとして九州地方の
高速道路・有料道路等のラインデータが含まれます。
啓開ルート
啓開ルート フィーチャクラスの属性項目です。
フィールド名

フィールド名

説明

NAME

名称

道路の名称を入力します。

※サンプルデータの出典：ESRI ジャパン データコンテンツ スターターパック 2017 公共地図
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【参考】啓開ルートの編集（オプション）
ユーザーが啓開ルートを編集する場合、啓開ルートのファイル ジオデータベース名（road_bd.gdb）と啓
開ルート フィーチャクラス名（roads）が本テンプレートの仕様と一致している必要があります。
ユーザー自身が所有する道路データ等を用いて独自の啓開ルートを設定するには、以下の手順例を参考に
して啓開ルート フィーチャクラスを編集してください。

テンプレートに含まれる啓開ルートデータを編集する
ArcGIS Desktop のシンプルデータローダー ツール（ArcMap のみ）またはアペンド ツール（ArcMap、
ArcGIS Pro どちらも使用可）を使用して、啓開ルート フィーチャクラスに独自の道路データを読み込む
ことができます。読み込み元のフィーチャクラスが道路名を表す属性を持つ場合、下図のように、啓開ル
ート フィーチャクラスの属性に対応させる読み込み元の属性を選択して、道路名の属性を継承させること
が可能です。ツールの詳細な使用方法はヘルプをご参照ください。

・シンプルデータローダー（ヘルプ）

・アペンド（ArcMap ヘルプ、ArcGIS Pro ヘルプ）
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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-us
ers-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>_road_inspetion

Feature Layer

道路啓開緊急調査データ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>_road_inspection

File Geodatabase

<フォルダー名>_road_inspection 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。

<フォルダー名>_road_bg

Feature Layer

啓開ルート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>_road_bg

File Geodatabase

<フォルダー名>_road_bg 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。
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道路啓開緊急調査 Web マップ

Web Map

道路啓開緊急調査データおよび啓開ルートを表示・編集するた
めの Web マップです。

道路啓開緊急調査ダッシュボード

Operation View

現地で収集された道路啓開調査結果を地図やグラフで確認す
るためのオペレーション ビューです。

添付ファイルの有効化（オプション）
道路啓開緊急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。
調査結果とともに現地で撮影した写真などを記録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.

道路啓開緊急調査のフィーチャ サービス（<フォルダー名>_road_inspection）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 road_inspection 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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テンプレートの利用

Collector for ArcGIS を使用したデータの収集
道路啓開緊急調査テンプレートは、Collector for ArcGIS を使用して現地調査により道路の通行可否情報
を収集し、ArcGIS ポータル上に配置した道路啓開緊急調査フィーチャ 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 [道路啓開緊急調査 Web マップ] を Collector for ArcGIS で開くことで、
現地で道路の通行可否情報を収集することができます。Collector for ArcGIS の利用方法については
Collector for ArcGIS ヘルプをご参照ください。

Operations Dashboard for ArcGIS を使用した状態監視
Collector for ArcGIS を使用して収集したデータは、ArcGIS ポータルに追加された [道路啓開緊急被害
調査ダッシュボード] オペレーション ビューを Operations Dashboard for ArcGIS で開くことでリア
ルタイムに状態監視することができます。またダッシュボード アプリ上に配置されたグラフやリストを通
じて、調査地点の通行可否状況の確認や緊急に対応すべき地点を特定し、効率的に作業指示を送ることが
できます。Operations Dashboard for ArcGIS の利用方法については Operations Dashboard for
ArcGIS ヘルプをご参照ください。
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