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 ブロック塀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 

ブロック塀調査テンプレートは ArcGIS ポータル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。ブロック

塀の安全性確保のための最低基準は、建築基準法施行令に定められています。あらかじめ設定された調査項目を検査

すると基準法を満たすか判断することができ、現地でブロック塀の状態を収集することができます。また、実施した

調査結果をダッシュボードで確認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 for ArcGIS 

 Survey123 for ArcGIS 

 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 for ArcGIS 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 OperationViews\*.json ブロック塀調査のダッシュボード アプリを配置するための設定ファイル 

FGDB blockwall_survey.gdb ブロック塀調査レイヤーを格納するファイル ジオデータベース 

 blockwall_survey.json ブロック塀調査フィーチャ レイヤーを配置するための設定ファイル 

Survey123 blockwall_survey.xlsx ブロック塀調査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/blockwall-survey-report/
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調査テンプレートの項目 

XLSForm ファイル (blockwall_survey.xlsx) 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。 

ブロック塀の詳細 

ブロック塀の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 

geometry ブロック塀の場所 調査を行った地点を登録します。 

buildcheck_number 建築確認番号 建築確認番号を入力します。 

owner_name 建築主 建築主を入力します。 

lot_number 地番 地番を入力します。 

address 住所 住所を入力します。* 

build_date 建造日 ブロック塀の建造日を入力します（年月）。 

＊ モバイル デバイスにダウンロードして使用する Survey123 フィールド アプリでは自動で入力されます（この機能は 1 件の

住所につき、0.04 クレジット消費します。詳細はこちら）。 

基本性能の診断 

項目名 フォーム上のラベル 説明 

check_date 調査日時 調査日時を入力します。 

elapsed_years 
建築後年数 建築後からの経過年数を選択します。 

vertical_stuck 高さの増積み 高さの増積みの有無を選択します。 

using_situation 使用状況 使用状況を選択します。 

wall_position 塀の位置 塀の位置を入力します。 

wall_height 塀の高さ 塀の高さを選択します。 

wall_thickness 塀の厚さ 塀の厚さを選択します。 

watermark_block 透かしブロック 透かしブロックの有無を選択します。 

rebor 鉄筋 鉄筋の有無を選択します。 

buttress_raker 控え壁・控え柱 控え壁・控え柱の有無を選択します。 

kasagi かさ木 かさ木の有無を選択します。 

rating_basic 基本性能値(a) 基本性能の評価値を自動集計します。 

 

壁体の外観診断 

項目名 フォーム上のラベル 説明 

slope 全体の傾き 全体の傾きの有無を選択します。 

https://www.esrij.com/products/arcgis-online/credits/geocoding/
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chap ひび割れ ひび割れの有無を選択します。 

depredation 損傷 損傷の有無を選択します。 

splodge 著しい汚れ 著しい汚れの有無を選択します。 

rating_appearance 外観係数(b) 外観診断の評価係数を自動集計します。 

 

壁体の耐力診断 

項目名 フォーム上のラベル 説明 

stagger ぐらつき ぐらつきの程度を選択します。 

rating_endurance 忍耐係数(c) 忍耐係数を自動集計します。 

 

保全状況の診断 

項目名 フォーム上のラベル 説明 

provision 補強・転倒防止対策等の有

無 

補強・転倒防止対策等の有無を選択します。 

rating_maintenance 保全係数(d) 保全係数を自動集計します。 

rating 総合評価 基本性能値、外観係数、忍耐係数、保全係数をかけ合わせて総合評

価点を自動集計します。 

judge 判定 総合評価点に基づく判定結果を表示します。 

appendix 備考 備考を入力します。 

appearance_photo1 ブロック塀外観 ブロック塀外観の写真を撮影します。 

appearance_photo2 ブロック塀（厚さ・高さ）

の詳細写真 

ブロック塀（厚さ・高さ）の写真を撮影します。 

appearance_photo3 その他留意する箇所の写真 その他留意する箇所の写真を撮影します。 
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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>_blockwall_survey Feature Layer ブロック塀調査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>_blockwall_survey File Geodatabase <フォルダー名>_ blockwall_survey 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。 

ブロック塀調査マップ Web Map 「ブロック塀調査ダッシュボード」が参照する Web マップ

です。 

ブロック塀調査ダッシュボード Dashboard ブロック塀調査の情報を管理・調査するためのダッシュボー

ド アプリです。 

 

 

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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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 for ArcGIS 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 for 

ArcGIS の詳細な使用方法については、Survey123 for ArcGIS のヘルプを参照してください)。 

 

Survey123 for ArcGIS ヘルプ: 調査の作成 

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

 

1. Survey123 Connect for ArcGIS を起動します。 

2. [新規調査] をクリックします。 

 

3. 左ペイン メニューより [ファイル] を選択し、[XLSForm の参照] をクリックします。 

 

  

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/desktop/create-surveys/createsurveys.htm
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4. ダウンロードしたテンプレートに含まれる 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>_blockwall_survey）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. 「住所」の項目には、Survey123 フィールド アプリを使用する際、自動で住所が入力される設定にな

っています。この機能は 1 件の住所につき、0.04 クレジット消費します。もし機能を無効にしたい場合

は、[Survey] シートに移動し、[住所] 行横の [calculation] の値を削除してください。 
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11. XLSForm ファイルを上書き保存します。 

12. Survey123 Connect for ArcGIS で [サイン イン] ボタンをクリックします。 
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13. 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ArcGIS ポータルにサイン インしたら [公開] ボタン をクリックします。 

 

15. 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。 

 

 

16. 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。 
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17. 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。 
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データの収集 

Survey123 for ArcGIS を使用したデータの収集 

ブロック塀調査テンプレートは、Survey123 for ArcGIS を使用しブロック塀の情報を収集し、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。 

 

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

 

Survey123 for ArcGIS 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 

Survey123 for ArcGIS 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 Survey123 for ArcGIS のヘルプを参照してください。 

 

Survey123 for ArcGIS 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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Operations Dashboard の利用 

 ブロック塀調査で収集した情報をリアルタイムで確認することができます。 

日付けや点検項目でフィルタリングしたり、安全な場所と危険な場所を判断したりすることができます。 
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