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 空き家調査 (Collector 版) テンプレート利用ガイド  

概要 

テンプレートについて 

空き家調査 (Collector 版) テンプレートは ArcGIS ポータル (ArcGIS Online もしくは Portal for 

ArcGIS) を利用する現地調査ソリューションのテンプレートです。空き家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空き家の情報を収集およ

び管理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 Collector 
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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 

FGDB vacant_inventory.gdb 空き家レイヤーを含むファイル ジオデータベース 

 vacant_inventory.json 空き家フィーチャ 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/vacant-inventory/
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空き家調査テンプレートの調査項目 

vacant_inventory.gdb ファイル ジオデータベースに含まれる空き家 (vacant_inventory) 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

入力できるようにほとんどの項目にはドメインが設定されています。 

空き家の基本情報に関する項目 

空き家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 

ADDRESS 所在地 建物の住所を入力します。 

SURVEY_STATUS 調査の実施 調査ステータスを入力します。 

APPLICATION_TYPE 用途種別 建物の用途を入力します。 

CONSTRUCTION_TYPE 構造 建物の構造を入力します。 

ROOF_TYPE 屋根 建物の屋根の種類を入力します。 

NUM_FLOOR 階数 建物の階数を入力します。 

ADV_EXISTS 募集広告の有無 販売・賃貸広告の有無を入力します。 

ELEVATOR_EXISTS エレベーターの有無 エレベーターの有無を入力します。 

FRONTAGE_LENGTH 道路に接する間口 道路に接している間口の幅を入力します。 

ROAD_WIDTH 間口に接している道路の

幅員 

間口が接している道路の幅員を入力します。 

DIST_NEIGHBOR 周辺住宅との距離 建物の周辺の住宅環境を入力します。 

BUILDING_ACCESS 建物へのアクセス 玄関までに急な階段が存在するかなど、空き家へのアクセスを入力し

ます (空き家を再利用した場合に、高齢者の方などが利用しやすい物

件であるかどうかといった観点から入力を行います)。 

APARTMENT_STATUS 共同住宅内の状況 建物が共同住宅の場合の空き家状況を入力します。 

  

https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/help/data/geodatabases/overview/an-overview-of-attribute-domains.htm
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空き家の評価に関する項目 

空き家の状態を評価するための調査項目です。このカテゴリに存在する項目は RATING (総合評価) フィ

ールドを除きすべてコード値ドメインが設定されています。項目の調査結果をドメインから選択して入力

すると、選択したコード値ドメインの値が各項目の評価点として設定されます。 

例えば EMETER_CONDITION (電気メーター) の項目には "動いている= 0", "動いていない = 1", "設置

されていない = 2" というコード値ドメインが設定されており、調査結果として "動いていない" を選択

すると電気メーターの項目の評価点は 1 点となります。 

調査が完了したら各項目の評価点をフィールド演算で集計し RATING (総合評価) フィールドに入力する

ことができます。評価点の集計方法については空き家の評価点の集計を参照してください。 

フィールド名 フィールド名 説明 

USED_SIGN 使用形跡 空き家が最近使用された形跡があるかどうかを調査します。 

NAMEPLATE_CONDITION 表札 表札の有無を調査します。 

MAIL_CONDITION 郵便物 郵便物の有無を調査します。 

EMETER_CONDITION 電気メーター 電気メーターの状態を調査します。 

ENTRY_STATUS 扉・窓 扉や窓などが締め切られているかどうかを調査します。 

TREE_CONDITION 樹木の状況 敷地内の樹木が敷地外に張り出しているかどうかを調査します。 

PLANTING_CONDITION 植栽の状況 植栽が手入れされているかどうかを調査します。 

BLDG_GRADIENT 建物の傾斜 建物の傾きを調査します。 

WALL_CONDITION 外壁の状態 外壁の破損の有無を調査します。 

ENTRY_CONDITION 扉・窓の状態 扉や窓の破損の有無を調査します。 

ROOF_CONDITION 屋根の状態 屋根の破損の有無を調査します。 

GARBAGE_EXISTS ゴミの有無 ゴミの有無を調査します。 

PEST_SIGN 動物の住みつき・害虫 動物や害虫が住みついているかどうかを調査します。 

FOUL_SMELLING 汚臭の有無 汚臭の有無を調査します。 

RATING 総合評価 この項目は現地調査では入力しません。調査完了後に各項目の評価

点を、フィールド演算を使用して集計して入力します。集計方法に

ついては空き家の評価点の集計を参照してください。 
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放置物の有無に関する項目 

敷地内の放置物の有無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 

CAR_EXISTS 車 

該当する項目が放置されているかどうかを調査します。 

BICYCLE_EXISTS 自転車 

STORAGE_SHED_EXISTS 物置 

WATER_TAP_EXISTS 立水栓 

TREE_EXISTS 樹木 

FLOWERBED_EXISTS 花壇 

TABLE_EXISTS テーブル 

BENCH_EXISTS ベンチ 

VEND_MACHINE_EXISTS 自販機 

SIGN_EXISTS 看板 

GAS_CYLINDER_EXISTS プロパンガスボンベ 

OTHER_LEFT_ITEMS その他放置物 

その他の項目 

空き家について追加情報を記録するための項目です。 

フィールド名 フィールド名 説明 

NOTE 特記事項 調査結果について特記事項やメモなどを入力します。 

FOREIGN_KEY_1 外部キー1 

外部システムのレコード識別 ID などを入力し、調査結果と外

部システムを紐づけるために使用するオプションの項目です。 
FOREIGN_KEY_2 外部キー2 

FOREIGN_KEY_3 外部キー3 
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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 

http://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/Web-GIS-Template-Uploader-use

rs-guide.pdf 

 

※ Portal for ArcGIS を使用している場合、アップロードしたテンプレートのフィーチャ レイヤーのアタッチメン

トを一度無効化してから再度有効化していただく必要があります。詳細は製品サポート ページの FAQ をご覧く

ださい（要サポートログイン） 

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>_vacant_inventory Feature Layer 空き家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>_vacant_inventory File Geodatabase <フォルダー名>_vacant_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。 

空き家調査 Web マップ Web Map 空き家データを表示・編集するための Web マップです。 

https://solutions-esrij.maps.arcgis.com/home/item.html?id=0221123a0c0d498c98b62d11d6ff6f43
http://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/Web-GIS-Template-Uploader-users-guide.pdf
http://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/Web-GIS-Template-Uploader-users-guide.pdf
https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7233
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テンプレートの利用 

ArcGIS Collector を使用したデータの収集 

空き家調査 (Collector 版) テンプレートは、ArcGIS Collector を使用して現地調査により空き家の情報

を収集し、ArcGIS ポータル上に配置した空き家フィーチャ 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 [空き家調査 Web マップ] を ArcGIS Collector で開くことで、屋外で空

き家情報を収集することができます。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。 

  

https://www.esri.com/ja-jp/arcgis/products/collector-for-arcgis/resources
https://www.esri.com/ja-jp/arcgis/products/collector-for-arcgis/resources
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空き家の評価点の集計 (オプション) 

空き家調査が完了したら空き家の評価に関する項目カテゴリにある各調査項目の評価点をフィールド演算

で集計し RATING (総合評価) フィールドに入力することができます。以下に ArcGIS Online を使用して

いる場合の評価点の集計方法を説明します。 

1. ArcGIS ポータル上の [空き家調査 Web マップ] を開きます。 

2. コンテンツの空き家レイヤーの属性テーブルを表示します。 

 

3. テーブルの総合評価列のヘッダーをクリックして [計算] を選択します。 

 

4.  [フィールド演算] ダイアログに総合評価を算出する計算式を入力して計算を実行します。 
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以下は空き家の評価に関する項目カテゴリにあるすべての調査項目の評価点を合計する計

算式です (総合評価点が高いほど空き家の状態が悪いという指標になります)。評価指標と

してすべての調査項目の評価点の合計を使用する場合は、以下の計算式をコピーして [フィ

ールド演算] ダイアログに入力してください。 

USED_SIGN + NAMEPLATE_CONDITION + MAIL_CONDITION + EMETER_CONDITION + 

ENTRY_STATUS + TREE_CONDITION + PLANTING_CONDITION + BLDG_GRADIENT + 

WALL_CONDITION + ENTRY_CONDITION + ROOF_CONDITION + GARBAGE_EXISTS + PEST_SIGN 

+ FOUL_SMELLING 

必要に応じて、計算式を変更し調査項目の重みづけを調整することができます。 

5. 総合評価点を計算すると、空き家の状態で地図のシンボルを変更し状態の悪い空き家の分布傾

向などを把握することができます。 

 

※ 上記は ArcGIS ポータルとして ArcGIS Online を使用している場合の手順となります。ArcGIS ポータルとし

て Portal for ArcGIS を使用している場合、ご使用の Portal for ArcGIS のバージョンによっては手順が若干異

なる場合があります。その場合はフィールド演算の実行方法についてご使用の Portal for ArcGIS のヘルプ ドキ

ュメントを参照してください。 
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