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 通行規制情報公開テンプレート利用ガイド  

概要 

テンプレートについて 

通行規制情報公開テンプレートは ArcGIS ポータル (ArcGIS Online) を利用する現地調査および情報公開 

ソリューションのテンプレートです。本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 

デバイスを用いて通行規制情報の入力を行い、市民や事業者に向けて通行規制が実施されている道路や範囲に 

ついて地図を用いて公開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。 

⚫ ArcGIS Online 組織向けプラン 

⚫ Survey123 Connect 

⚫ ArcGIS Survey123 

⚫ Microsoft Excel (2013 以上) 
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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 [テンプレートのダウンロード] 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 Survey123 

Connect を使用して、ご使用の ArcGIS ポータル上に調査フォームを構成するための XLSForm  

ファイルと、ArcGIS ポータル上にダッシュボード アプリを構築する設定ファイルが含まれています。 

 

※ 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 *.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 disaster_area.gdb 災害規制レイヤーを格納するファイル ジオデータベース 

 road_construction.gdb 工事規制レイヤーを格納するファイル ジオデータベース 

 disaster_area.json 災害規制フィーチャ レイヤーを配置するための設定ファイル 

 road_construction.json 工事規制フィーチャ レイヤーを配置するための設定ファイル 

Survey123 disaster_area.xlsx 災害規制入力フォームを構成するための XLSForm ファイル 

 road_construction.xlsx 工事規制入力フォームを構成するための XLSForm 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/traffic-regulation/
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調査テンプレートの項目 

XLSForm ファイルには調査フォームを構成する以下の調査項目が設定されています。 

「disaster_area.xlsx」 XLSForm ファイル 

災害に起因する通行規制情報をポリゴン データ (面) で入力するための調査フォームを作成します。 

被害発生エリアの詳細 

通行規制情報を記録するための項目です。 

項目名 フォーム上のラベル 説明 

polygon 被害エリア 通行規制を実施しているエリアを登録します。 

yoin 要因 被害に至った要因を入力します。 

jokyo 被害状況 被害状況を入力します。 

kisei 規制 通行規制情報をリストから選択して入力します。* 

「road_construction.xlsx」 XLSFrom ファイル 

工事による通行規制情報をライン データ (線) で入力するための調査フォームを作成します。 

工事基礎情報 

工事の基礎的な情報を入力するための項目です。 

項目名 フォーム上のラベル 説明 

koji_id 工事管理 ID 工事を管理する ID を入力します。 

koji_meisho 
工事名称 工事の名称を入力します。 

koji_basho 工事場所 工事を実施個所の住所を入力します。 

line 工事箇所 工事実施個所をラインの形式で入力します。 

koji_gyosha 工事業者名 工事を実施する業者名を入力します。 

koji_hacchusha 工事発注者 工事の発注者名を入力します。 

 

工事予定 

工事期間等の工事予定に関する情報を入力するための項目です。 

項目名 フォーム上のラベル 説明 

koji_start 工事開始日時 工事開始日時を入力します。 

koji_end 工事終了日時 工事終了日時を入力します。 
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kisei_start 通行規制 開始日時 通行規制の開始日時を入力します。 

kisei_end 通行規制 終了日時 通行規制の終了日時を入力します。 

kisei_type 規制の種類 通行規制の種類をリストから選択して入力します。 

kisei_jikan 規制時間 通行規制が行われる時間帯をリストから選択して入力します。 

limited_time 時間指定 規制時間が変則的である場合に対応するための項目です。 

Mon 月曜日 月曜日に通行規制が実施されるかを入力します。 

Tue 火曜日 火曜日に通行規制が実施されるかを入力します。 

Wed 水曜日 水曜日に通行規制が実施されるかを入力します。 

Thu 木曜日 木曜日に通行規制が実施されるかを入力します。 

Fri 金曜日 金曜日に通行規制が実施されるかを入力します。 

Sat 土曜日 土曜日に通行規制が実施されるかを入力します。 

Sun 日曜日 日曜日に通行規制が実施されるかを入力します。 
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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>_disaster_area Feature Layer 災害による通行規制エリアの情報を格納するための 

フィーチャ サービスです。 

<フォルダー名>_road_construction Feature Layer 工事による通行規制箇所の情報を格納するための 

フィーチャ サービスです。 

<フォルダー名>_disaster_area File Geodatabase <フォルダー名>_ disaster_area 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_construction File Geodatabase <フォルダー名>_ road_construction 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。 

通行規制可視化マップ (管理用) Web Map 「通行規制 管理用アプリ」が参照する Web マップです。 

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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通行規制可視化マップ (公開用) Web Map 「通行規制 公開用アプリ」が参照する Web マップです。 

通行規制 管理用アプリ Web  

アプリケーション 

通行規制の情報を管理するためのアプリです。 

通行規制 公開用アプリ Web  

アプリケーション 

通行規制の情報を公開するためのアプリです。 

 

 

調査フォームの作成 

ダウンロードした XLSForm ファイルを Survey123 Connect で読み込み、ご使用の ArcGIS ポータルに調査 

フォームを構成します。以下に調査フォームの構成手順の概要を記載します (Survey123 Connect の詳細な使用 

方法については、ArcGIS Survey123 のヘルプを参照してください)。 

 

ArcGIS Survey123 ヘルプ: 調査の作成 

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/desktop/create-surveys/createsurveys.htm 

 本テンプレートでは、災害規制入力フォームと通行規制入力フォームの 2 種類の入力フォームを 

提供しています。本手順では、はじめに通行規制入力フォームを作成し、次に災害規制入力フォー

ムを作成する手順について解説します。 

 

1. Survey123 Connect を起動します。 

 

2. [新規調査] をクリックします。 

 

  

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/desktop/create-surveys/createsurveys.htm
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3. 左ペイン メニューより [ファイル] を選択し、[選択] をクリックします。 

 

 

4. ダウンロードしたテンプレートに含まれる [road_construction.xlsx] XLSForm ファイルを選択し 

[開く] をクリックします。 

 

5. 作成する調査フォームのタイトルを入力し、[調査の作成] をクリックします。 

重要: 

調査フォーム作成時にはタイトルに日本語は使用できません。必ず英数字で入力してください。 

またアンダースコア (_) 以外の特殊文字も使用することはできません (調査フォーム作成後に調査フ 

ォームの設定メニューからタイトルを日本語に修正することができます)。 
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6. 調査フォームのプレビュー画面が表示されるとともに、Excel が起動し XLSForm ファイルが 

開きます。 

 

7. Web GIS Template Uploader で作成したフィーチャ レイヤー（<フォルダー名>_road_construction）の

アイテム詳細を開きます。 

 

 

8. アイテム詳細ページの下部の URL の横のボタンをクリックして URL をコピーします。 

 

 

9. XLSForm ファイルの [setting] シートに移動し、[submission_url] の欄に URL を貼り付けます。 

 

 

10. XLSForm ファイルを上書き保存します。 
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 マップ表示の初期範囲、縮尺、ベースマップの設定は [設定] → [マップ] で行います。 

 

 

11. Survey123 Connect で [サイン イン] ボタンをクリックします。 

 

 

12. 調査フォームを構成する ArcGIS ポータルにサイン インします。 
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13. ArcGIS ポータルにサイン インしたら [公開] ボタン→ [オプション] をクリックし、 

[Web マップの作成] のチェックをオフにします。 

 

 

14. 既存のフィーチャ サービスを使用するメッセージが表示されたら、[調査の公開] をクリックします。 

公開完了のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。接続先の ArcGIS ポータルに 

調査フォームが構成されました。 
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15. アップロードが完了したら ArcGIS ポータルにサイン インして調査フォームを確認します。 

[Survey- <手順 5 で指定した調査フォームのタイトル>] のフォルダーに調査フォーム (タイプが 

"Form" となっているアイテム) が作成されています。 

 

 

16. テンプレートのアップロードで自動作成されたフォルダーにこのフォームを移動します。タイトル横の 

チェックボックスをオンにし、[移動] をクリックします。Web GIS Template Uploader が作成した 

ArcGIS ポータルのフォルダーを移動先として指定します。 

 

 

以上の作業を「disaster_area.xlsx」XLSForm ファイルとフィーチャ レイヤー（<フォルダー>_disaster_area） 

についても行います。 
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データの収集 

ArcGIS Survey123 を使用したデータの収集 

通行規制情報公開テンプレートは、ArcGIS Survey123 を使用して工事や災害で実施されている通行規制情報を収集

し、ArcGIS ポータル上に配置したフィーチャ 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 Survey123 の利用方法については ArcGIS Survey123 のヘルプを参照してください。 

ArcGIS Survey123 ヘルプ: 回答の取得 

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/desktop/get-answers/getanswers.htm 

  

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/desktop/get-answers/getanswers.htm
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調査結果の解析とデータの確認 

ArcGIS Survey123 を使用して収集した情報のサマリーや個々の情報を Survey123 Web サイトを使用して 

確認することができます。 

 

⚫ 解析 

 

⚫ データ 

 

 

Survey123 Web サイトの利用方法については ArcGIS Survey123 のヘルプを参照してください。 

 

ArcGIS Survey123 ヘルプ: 結果の分析 

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/browser/analyze-results/analyzeresults.htm 

  

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/browser/analyze-results/analyzeresults.htm
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Web アプリケーションの公開 

Web GIS Template Uploader で作成されたアプリケーションは、そのままではアップロードした本人にしか利用 

できません。ArcGIS Online ユーザーではない、一般住民に公開するには、アプリケーションの共有設定を変更する

必要があります。 

※ 一般に公開するコンテンツは、[通行規制 公開用アプリ] と本 Web アプリケーションに関連するコンテンツ 

のみです。 

1. [マイ コンテンツ] のアップロードしたフォルダーに移動し、[<フォルダー名>_disaster_area] および 

[<フォルダー名>_road_construction] フィーチャ レイヤー、[通行規制可視化マップ (公開用)]、 

[通行規制 公開用アプリ] にチェックを入れ、[共有] をクリックします。 

 

 

2. 共有ダイアログで [すべてに人に公開 (パブリック)] を選択し [保存] をクリックします。 

 

 

3. 各アプリケーションを表示して、その URL を告知することで、一般公開が可能になります。 
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Web アプリケーションの利用 

通行規制情報を一般に公開する Web アプリケーション「通行規制 公開用アプリ」および通行規制情報を管理する 

Web アプリケーション「通行規制 管理用アプリ」を利用することができます。 

通行規制 公開用アプリ 

「通行規制 公開用アプリ」では、通行規制情報を日付や点検項目でフィルタリングしたり、工事箇所を避けたルートを

検索したりすることができます。 

※ ルート検索では、1 回の解析につき 0.005 クレジット消費します。 

ArcGIS Online のサービス クレジットについてはこちらをご参照ください。 

 

 

通行規制 管理用アプリ 

「通行規制 管理用アプリ」では、「通行規制 公開用アプリ」の機能に加え、工事期間や業者、発注者で通行規制情報

をフィルタリングしたり、災害規制エリアを作成したりすることができます。 

 

https://www.esrij.com/products/arcgis-online/credits/
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匿名アクセスをサポートするアプリでルート案内を使用したい場合 

通行規制 管理用および公開用アプリは World Route サービスと呼ばれる Esri プレミアム コンテンツを利用して 

ルート案内を行っています。World Route サービスはルート生成時に ArcGIS Online のサービスクレジットを消費

します。 

匿名アクセスをサポートするために通行規制 公開用アプリをすべての人に公開しても、ルート案内の機能を実行する

際にサイン インを要求されることがあります。 

 

この場合、ArcGIS Online 組織アカウントを保有していないユーザーはルート案内を実行することはできません。 

この問題を解決するためには、ArcGIS Online の認証情報 (ユーザー名およびパスワード) を含んだ World Route 

サービスを組織のアイテムとして登録し、パブリックなサービスとして公開します (参考：ArcGIS Online ヘルプ

「セキュアなサービスの共有」) 

  

https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/arcgis-server-services.htm
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World Route サービスのアイテム登録 

1. [マイコンテンツ] から [新しいアイテム] → [URL] をクリックします。 

2. [新しいアイテム] ダイアログで以下のように設定し、[次へ] をクリックします。 

⚫ URL：https://route.arcgis.com/arcgis/rest/services/World/Route/NAServer 

⚫ アイテム タイプ：ArcGIS Server Web サービス 

⚫ サービスのアイテムと一緒に認証情報を保存します。: 有効 

 

3. [新しいアイテム] ダイアログで以下尿に設定し、[保存] をクリックします。 

⚫ タイトル：ルート検索サービス (パブリック) 

⚫ フォルダー: 任意のフォルダー 

⚫ タグ：ルート検索, プレミアム コンテンツ 

 

4. サービスが作成されたらパブリックなサービス (すべての人に公開) として共有します。 

https://route.arcgis.com/arcgis/rest/services/World/Route/NAServer
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以上で認証情報を含んだ Word Route サービスの作成および共有が完了しました。このサービスをルート検索 

ウィジェットの [ルート検索の設定] タブにある [ルート URL] に設定します。設定方法はルート検索ウィジェット

のヘルプをご参照ください。 

  

https://doc.arcgis.com/ja/web-appbuilder/create-apps/widget-directions.htm
https://doc.arcgis.com/ja/web-appbuilder/create-apps/widget-directions.htm
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