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 街灯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 

街灯調査テンプレートは ArcGIS Online と Collector for ArcGIS 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。街灯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おこない街灯の状態点検や LED の設置状態などを収集および管理することがで

きます。また、街灯調査テンプレートは街路灯と防犯灯の同時調査に対応できます。調査業務を委託する

場合、進捗状況を発注者と受注者が双方で確認可能なオンライン ダッシュボードも付属します。 

 

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 

 ArcGIS Desktop（Standard ライセンス以上） 

 Collector for ArcGIS 
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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 Web アプリケーションを配置するための設定ファイル 

FGDB streetlight_inventory.gdb 街灯レイヤーを含むファイル ジオデータベース 

 streetlight_inventory.json 街灯フィーチャ 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 

  

https://www.esrij.com/products/arcgis-solutions/template/streetlight-inventory/
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テンプレートの項目 

streetlight_inventory.gdb ファイル ジオデータベースに含まれるフィーチャクラスには以下の項目が設

定されています。また属性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。 

 

街灯の項目 

街灯（streetlights）フィーチャクラスの属性項目です。 

フィールド名 エイリアス名 フィールド タイプ 説明 

FACILITYID 街灯番号 Text 街灯の管理番号です。 

JOINTPOLE 共架名 Text 共架する電柱等の種別です。 

独立柱の場合は空にします。 

JOINTPOLEID 共架番号 Text 共架する電柱等の管理番号です。 

ROADTYPE 道路種別 Short 街灯が隣接する道路の種別です。 

（市区町村道、都道府県道など） 

CONDITION 設置状態 Short 街灯の設置状態です。 

デフォルト値は 3 (不変) です。 

INSPECTID 点検記号 Short 街灯の点検状況です。 

デフォルト値は 5 (既設) です。 

INSPECTRESULT 結果詳細 Short 街灯の点検結果詳細です。 

INSPECTDATE 点検日時 Date 街灯の点検日時です。 

LIGHTSOURCE 光源種別 Short 街灯の光源種別です。 

ENTRUSTID 委託記号 Text 現地調査を委託する際に使用します。 

ENTRUSTSCOPE 委託区分 Text 現地調査を委託する際に使用します。 

LIGHTTYPE 街灯種別 Short 街路灯か防犯灯かの種別です。 

created_user created_user Text システム使用領域です。 

created_date created_date Date システム使用領域です。 

last_edited_user last_edited_user Text システム使用領域です。 

last_edited_date last_edited_date Date システム使用領域です。 

 

  

https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/help/data/geodatabases/overview/an-overview-of-attribute-domains.htm
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テンプレートに含まれるデータを編集する 

現地調査の前に自治体が管理している街灯データを取り込むことが最初のステップになります。必須とな

る属性項目は「街灯番号」のみです。 

 

自治体が管理している街灯の位置情報の媒体が紙地図の場合は、デジタル化したのちにテンプレートに取

り込みます。ArcGIS Desktop では紙地図をスキャンしたラスター データを、他の背景地図などの上に

位置合わせして重ねることが可能です。ラスター データの位置合わせにはジオリファレンスというツー

ルを使用します。また、紙地図をスキャンしなくても、住所検索機能を使って背景地図を見ながら街灯の

おおよその位置を特定しながらデータを入力することも可能です。 

ラスター データを背景に入力する場合も、背景地図を見ながら入力する場合も、フィーチャクラスへの

手動による入力方法はポイント フィーチャの作成をご参照ください。 

 

すでにデジタル化された街灯データが手元にある場合は、簡単に ArcGIS Desktop に取り込むことがで

きます。 

緯度経度または平面直角座標系の XY 座標と街灯管理番号の一覧を Excel ファイル等で管理している場

合は、XY イベント レイヤーとして ArcGIS Desktop に取り込んだのち、テンプレートのフィーチャク

ラスにデータをコピーすることが可能です。 

シェープファイル形式で管理している場合も同様です。 

 

一旦、ArcGIS Desktop に取り込んだデータは、ArcGIS Desktop のアペンド ツール（ArcMap、

ArcGIS Pro どちらも使用可）を使用して、テンプレートに含まれるフィーチャクラスにデータをコピー

することができます。以下、簡易的な使用方法を示しますが、ツールの詳細な使用方法についてはヘルプ

をご参照ください。 

アペンド ツールを使用するとデフォルト値がフィーチャクラスのフィールドにセットされません。デフ

ォルト値は手動で反映させてください。編集モードにしてからフィールド演算を使用して一括更新するこ

とができます。 

  

https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/help/data/imagery/overview-of-georeferencing.htm
https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/help/data/geocoding/about-finding-an-address.htm
https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/help/editing/create-point-and-multipoint-features.htm
https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/help/mapping/layer-properties/add-x-y-coordinate-data-as-a-layer.htm
https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/help/data/tables/fundamentals-of-field-calculations.htm
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・アペンド（ArcMap ヘルプ、ArcGIS Pro ヘルプ） 

 

 

 

 

 

 

 

  

ArcMap 

ArcGIS Pro 

既存のデータ 

右クリックして [入力の追加] を選択 

突合フィールドを指定 

既存のデータ 

リコンサイルを選択 

突合フィールドを指定 

https://desktop.arcgis.com/ja/arcmap/latest/tools/data-management-toolbox/append.htm
https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/tool-reference/data-management/append.htm
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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>_streetlight_inventory Feature Layer 街灯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>_streetlight_inventory File Geodatabase <フォルダー名>_streetlight_inventory 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。 

街灯調査マップ Web Map 街灯データを表示・編集するための Web マップです。 

街灯調査結果検査ダッシュボード Dashboard 街灯調査の進捗状況を検査するダッシュボードです。補修

を要する街灯の状況も把握可能です。 

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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テンプレートの利用 

Collector for ArcGIS を使用したデータの収集 

街灯調査テンプレートは、Collector for ArcGIS を使用して現地調査により街灯の情報を収集し、

ArcGIS ポータル上に配置した街灯フィーチャ 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 [街灯調査 Web マップ] を Collector for ArcGIS で開くことで、屋外

で街灯情報を収集することができます。Collector for ArcGIS の具体的な使用方法については Collector 

for ArcGIS ヘルプをご参照ください。 

  

http://doc.arcgis.com/ja/collector/
http://doc.arcgis.com/ja/collector/
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現地調査（街灯点検）の手順 

1. Collector for ArcGIS で「街灯調査マップ」を開きます。 

     

2. 黒いシンボルが未点検の街灯（点検記録＝既設）です。現地では、まず、黒い未点検街灯の位

置を特定します。現地の状況とマップの状況に応じて [設置状態] を変更します。 

    

設置状態 選択基準 

移動 地図と現地でおおよそ ５ｍ 以上の差

異 

追加 地図上になく現地に存在する 

※ この場合は現地の街灯設置箇所にフィ

ーチャを新規入力します。間違えて入力し

た場合は [点検記号] を不明に変更し、削

除はしません。 

不変 地図と現地でおおよそ一致する 

不明 地図上にあるが現地に存在しない 

または街灯番号が地図と現地で異なる 
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3. 街灯番号を確認します。地図と現地で街灯番号が異なる場合は必ず修正します。修正した場合 

[設置状態] を「不明」に変更します。 

4. 街灯の目視検査を行います。街灯状況によって [点検記号] を「既設」以外に変更します。変

更すると、[フィーチャ タイプの変更] メッセージが表示されますが、「保持」や「現在の値を

保持」を選択してください（iOS 版、Android 版と Windows 版で若干表現が異なります）。 

     

5. [点検記号] の選択状態に応じて [結果詳細] の選択肢も変化します。 

   

点検記号 結果詳細 

A 良好 

B 軽度の老朽化、軽度の錆 

C 老朽化、腐食、破損、錆、傾き、基礎

の割れ、傾きと老朽化 

D 穴、大傾き、著しい老朽化 

不明 （空にしてください。不明は誤入力用

選択肢です。） 
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6. [点検日時] を入力します。時刻を選択するだけで現在時刻が選択可能です。入力しなおすとき

は [現在] や [今日] などを選択します。 

 

7. 写真を撮影し、添付します。撮影の基準例は下表のとおりです。 

共架／独立柱 撮影指針 点検記号 C, D の場合 

共架 1 枚目：街灯番号必須 

共架番号も同時に写るように 

2 枚目：著しい老朽箇所等 

3 枚目：著しい老朽箇所等 

独立柱 1 枚目：全景 

2 枚目：街灯番号必須のアップ 

3 枚目：著しい老朽箇所等 
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8. 点検作業を終えたら [送信] ボタンをタップして ArcGIS Online 上にデータを送信します。 

 

9. 次の街灯まで移動し、手順 1 から繰り返します。 
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進捗点検について 

本テンプレートには検査用のアプリケーションが付属します。 

 街灯調査結果検査ダッシュボード 

街灯調査の進捗状況を検査するダッシュボードです。1 分ごとにレイヤーを更新し、最新の進捗状

況を表示します。また、補修を要する街灯本数も確認できます。 

 

  

クリックで移動します 

街灯クリックで画像参照可能 
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ダッシュボードの編集方法 

街灯調査結果検査ダッシュボードを編集したい場合の手順を簡単に解説します。 

1. 街灯調査結果検査ダッシュボードのアイテム詳細ページを開き [ダッシュボードの編集] ボタ

ンから編集を開始します。 

 

2. 編集画面の右上にメニューが集約されています。保存ボタンをクリックしない限り変更は反映

されません。 

 

3. たとえば、タイトル ヘッダーを追加する場合、[エレメントの追加] ボタンから [ヘッダー] 

を選択します。 

 

上書き保存 

エレメントの追加 

暗いテーマに切替 
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ヘッダー エレメントが追加されました。追加されると同時に、[上書き保存] ボタンも有

効になりました。 

 

4. エレメントを削除したい場合は、エレメントの左上にカーソルをあわせます。ドロップ ダウ

ン リストから [削除] ボタンを選択します。 

   

5. エレメントに関する操作はすべて左上のメニューから実施可能です。たとえば、ヘッダーは移

動できませんが、他の既存のエレメントは移動することが可能です。 

   

6. 保存せずに終了したい場合は、ブラウザーを再読み込みするか、左上のメニューからページ遷

移してください。 

    

ダッシュボードの詳しい設定方法については、Operations Dashboard for ArcGIS のヘルプをご参照く

ださい。 

ドラッグ 

ドロップ 

https://doc.arcgis.com/ja/operations-dashboard/
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