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 応急危険度判定調査 (訓練版) テンプレート利用ガイド  

概要 

テンプレートについて 

応急危険度判定調査 (訓練版) 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。応急危険度判定調査は、地震災害等において、余震等による建築物

の倒壊や落下物等による二次災害を防ぐため、発災直後に迅速に行われる被災度の判定調査のことです

（参考：国立研究開発法人 建築研究所「応急危険度判定支援ツールの開発」）。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、判定基準に基づく危険度の判定調査お

よび結果の管理が行えます。 

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) 

本テンプレートで提供されるもの 

本テンプレートは、建築物の構造別に対応する３種類の応急危険度判定調査フォームを提供します。 

 

➢ 応急危険度判定調査 (木造）フォーム 

➢ 応急危険度判定調査 (鉄骨造 (S 造)) フォーム 

➢ 応急危険度判定調査 (鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造 (RC 及び SRC 造)) フォーム 

 

 

 

  

http://www.kenken.go.jp/japanese/research/hou/topics/oq/index.html
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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 (bld-survey_wood.xlsx, bld-survey_steel.xlsx, bld-survey_rc.xlsx) が含まれて

います。XLSForm ファイルは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> bld-survey_wood.xlsx 応急危険度判定調査 (木造）フォームを構成するための XLSForm 

ファイル 

<ルート> bld-survey_steel.xlsx 応急危険度判定調査 (鉄骨造 (S 造) ) フォームを構成するための 

XLSForm ファイル 

<ルート> bld-survey_rc.xlsx 応急危険度判定調査 (鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造 (RC 造及

び SRC 造)）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 

  

https://www.esrij.com/products/arcgis-solutions/template/bld-survey/
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応急危険度判定調査 (訓練版) テンプレートの調査項目 

XLSForm ファイルには応急危険度判定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。 

応急危険度判定調査（木造）フォーム 

木造の建築物の危険度判定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 

survey_id 整理番号 調査ごとのユニークな番号を入力します。 

※ survey_id は調査開始時点の日時を用い

て初期値を付与するよう設定されています。 

※ ArcGIS ポータルの指定ユーザー名を追記

して、調査員別のユニークな番号を採番する

カスタマイズ例を「調査フォームの初期設定

とカスタマイズ例」で解説しています。 

survey_datetime 調査日時 調査の実施日時を入力します。 

survey_count 調査回数 調査の実施回数を入力します。 

worker1_name 調査者名① 調査者①の名前を入力します。 

worker1_no 調査者情報①（No） 調査者①の番号を入力します。 

worker1_region 調査者情報①（地方） 調査者①の地方名を入力します。 

worker1_pref 調査者情報①（都道府県） 調査者①の都道府県名を入力します。 

worker2_name 調査者名② 調査者②の名前を入力します。 

worker2_no 調査者情報②（No） 調査者②の番号を入力します。 

worker2_region 調査者情報②（地方） 調査者②の地方名を入力します。 

worker2_pref 調査者情報②（都道府県） 調査者②の都道府県名を入力します。 

bldname 1. 建築物名称 建築物の名称を入力します。 

bldno 1.1. 建築物番号 建築物の番号を入力します。 

bldlocation 2. 建築物の位置 建築物の位置を調査フォームの地図上で入力

します。 

bldmapno 2.1. 住宅地図整理番号 建築物の住宅地図整理番号を入力します。 

bldaddress 2.2. 建築物所在地 建築物の所在地を入力します。 

※建築物の位置からリバース ジオコードを利

用して所在地を付与することが可能です。 

カスタマイズ例は「調査フォームの初期設定

とカスタマイズ例」をご参照ください。 
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bldpurpose 3. 建築物用途 建築物の用途を入力します。 

bldpurpose_detail その他 用途が「その他」である場合に、詳細を入力

します。 

bldstructure 4. 構造形式 構造形式を入力します。 

bldstructure_detail その他 構造形式が「その他」である場合に、詳細を

入力します。 

bldfloor 5. 階数 建築物の階数を入力します。 

bldfloor_detail その他 階数が「その他」である場合に、階数を入力

します。 

bldarea_narrowside 6. 建築物規模 ア（間口方向）

[m] 

建築物の間口方向の寸法を入力します。 

bldarea_longside 6. 建築物規模 イ（奥行方向）

[m] 

建築物の奥行方向の寸法を入力します。 

bldarea_area 建築物規模 [m2] 「ア（間口方向）」および「イ（奥行方向））

の入力結果を用いて、自動計算された建築物

規模(㎡) が表示されます。 

surveytype 調査方法 調査方法を入力します。 

dangertype 1. 一見して危険と判定される 危険度を入力します。 

dangertype_detail その他 危険度が「その他」である場合に、その判定

理由を入力します。 

neighbor ①隣接建築物・周辺地盤の破壊に

よる危険 

隣接建築物・周辺地盤の破壊による危険の判

定を入力します。 

depression ②構造躯体の不同沈下 構造躯体の不同沈下の判定を入力します。 

base ③基礎の被害 基礎の被害の判定を入力します。 

floor1slope ④建築物の１階の傾斜 建築物の１階の傾斜を入力します。 

wall ⑤壁の被害 壁の被害を入力します。 

corrosion ⑥腐食・蟻害の有無 腐食・蟻害の有無を入力します。 

result1 危険度の判定 ２．①～⑥の入力内容を用いて、自動計算さ

れた判定が表示されます。 

rooftile ①瓦 瓦の判定を入力します。 

windowframe ②窓枠・窓ガラス 窓枠・窓ガラスの判定を入力します。 

facingwet ③外装材 湿式の場合 外装材 湿式の場合の判定を入力します。 

facingdry ④外装材 乾式の場合 外装材 乾式の場合の判定を入力します。 
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signboard ⑤看板・機器類 看板・機器類の判定を入力します。 

stairs ⑥屋外階段 屋外階段の判定を入力します。 

bldcondition ⑦その他 状態 その他記録すべき危険物を記入します。 

bldcondition_result その他(判定) ⑦その他の判定を入力します。 

result2 危険度の判定 ３．①～⑦の入力内容を用いて、自動計算さ

れた判定が表示されます。 

picture 写真 現場写真を添付します。 

resultall 総合判定 質問１～３の入力内容に対応して、自動計算

された判定が表示されます。 

memo コメント 特記事項を入力します。 

 

応急危険度判定調査 (鉄骨造 (S 造)) フォーム 

鉄骨造の建築物の危険度判定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 

survey_id 整理番号 調査ごとのユニークな番号を入力します。 

※ survey_id は調査開始時点の日時を用いて

初期値を付与するよう設定されています。 

※ ArcGIS ポータルの指定ユーザー名を追記

して、調査員別のユニークな番号を採番する

カスタマイズ例を「調査フォームの初期設定

とカスタマイズ例」で解説しています。 

survey_datetime 調査日時 調査の実施日時を入力します。 

survey_count 調査回数 調査の実施回数を入力します。 

worker1_name 調査者名① 調査者①の名前を入力します。 

worker1_no 調査者情報①（No） 調査者①の番号を入力します。 

worker1_region 調査者情報①（地方） 調査者①の地方名を入力します。 

worker1_pref 調査者情報①（都道府県） 調査者①の都道府県名を入力します。 

worker2_name 調査者名② 調査者②の名前を入力します。 

worker2_no 調査者情報②（No） 調査者②の番号を入力します。 

worker2_region 調査者情報②（地方） 調査者②の地方名を入力します。 

worker2_pref 調査者情報②（都道府県） 調査者②の都道府県名を入力します。 

bldname 1. 建築物名称 建築物の名称を入力します。 
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bldno 1.1. 建築物番号 建築物の番号を入力します。 

bldlocation 2. 建築物の位置 建築物の位置を調査フォームの地図上で入力

します。 

bldmapno 2.1. 住宅地図整理番号 建築物の住宅地図整理番号を入力します。 

bldaddress 2.2. 建築物所在地 建築物の所在地を入力します。 

※建築物の位置からリバース ジオコードを利

用して所在地を付与することが可能です。 

カスタマイズ例は「調査フォームの初期設定

とカスタマイズ例」をご参照ください。 

bldpurpose 3. 建築物用途 建築物の用途を入力します。 

bldpurpose_detail その他 用途が「その他」である場合に、詳細を入力

します。 

bldstructure 4. 構造形式 構造形式を入力します。 

bldstructure_detail その他 構造形式が「その他」である場合に、詳細を

入力します。 

bldfloor_ground 5. 階数 地上階 建築物の地上階数を入力します。 

bldfloor_under 5. 階数 地下階 建築物の地下階数を入力します。 

bldarea_narrowside 6. 建築物規模 ア（間口方向）

[m] 

建築物の間口方向の寸法を入力します。 

bldarea_longside 6. 建築物規模 イ（奥行方向）

[m] 

建築物の奥行方向の寸法を入力します。 

bldarea_area 建築物規模 [m2] 「ア（間口方向）」および「イ（奥行方向））

の入力結果を用いて、自動計算された建築物

規模(㎡) が表示されます 

surveytype 調査方法 調査方法を入力します。 

dangertype 1. 一見して危険と判定される 危険度を入力します。 

dangertype_detail その他 危険度が「その他」である場合に、その判定

理由を入力します。 

neighbor ①隣接建築物・周辺地盤の破壊に

よる危険 

隣接建築物・周辺地盤の破壊による危険の判

定を入力します。 

depression ②不同沈下による建築物全体の傾

斜 

不同沈下による建築物全体の傾斜の判定を入

力します。 

slopedfloor 傾斜を生じた階 建築物の傾斜が発生した階を入力します。 
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floor1slope ③建築物全体又は一部の傾斜 

傾斜を生じた階の上の階数が１階

以下の場合 

傾斜を生じた階の上の階数が１階以下の場合

の傾斜を入力します。 

floor2uslope ③建築物全体又は一部の傾斜 

傾斜を生じた階の上の階数が２階

以上の場合 

傾斜を生じた階の上の階数が 2 階以上の場合

の傾斜を入力します。 

mostdamagedfloor 被害最大の階 被害最大の階数を入力します。 

buckling ④部材の座屈の有無 部材の座屈の有無を入力します。 

fracturing ⑤筋違の破断率 筋違の破断率を入力します。 

pillar ⑥柱梁接合部及び継手の破壊 柱梁接合部及び継手の破壊を入力します。 

pillarbase ⑦柱脚の破損 柱脚の破損を入力します。 

corrosion ⑧腐食の有無 腐食の有無を入力します。 

result1 危険度の判定 ２．①～⑧の入力内容を用いて、自動計算さ

れた判定が表示されます。 

rooftile ①屋根材 屋根材の判定を入力します。 

windowframe ②窓枠・窓ガラス 窓枠・窓ガラスの判定を入力します。 

facingwet ③外装材 湿式の場合 外装材 湿式の場合の判定を入力します。 

facingdry ④外装材 乾式の場合 外装材 乾式の場合の判定を入力します。 

signboard ⑤看板・機器類 看板・機器類の判定を入力します。 

stairs ⑥屋外階段 屋外階段の判定を入力します。 

bldcondition ⑦その他 状態 その他記録すべき危険物を記入します。 

bldcondition_result その他(判定) ⑦その他の判定を入力します。 

result2 危険度の判定 ３．①～⑦の入力内容を用いて、自動計算さ

れた判定が表示されます。 

picture 写真 現場写真を添付します。 

resultall 総合判定 質問１～３の入力内容に対応して、自動計算

された判定が表示されます。 

memo コメント 特記事項を入力します。 
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応急危険度判定調査 (鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造 (RC 造及び SRC 造)）フォーム 

鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の危険度判定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 

survey_id 整理番号 調査ごとのユニークな番号を入力します。 

※ survey_id は調査開始時点の日時を用い

て初期値を付与するよう設定されています。 

※ ArcGIS ポータルの指定ユーザー名を追記

して、調査員別のユニークな番号を採番する

カスタマイズ例を「調査フォームの初期設定

とカスタマイズ例」で解説しています。 

survey_datetime 調査日時 調査の実施日時を入力します。 

survey_count 調査回数 調査の実施回数を入力します。 

worker1_name 調査者名① 調査者①の名前を入力します。 

worker1_no 調査者情報①（No） 調査者①の番号を入力します。 

worker1_region 調査者情報①（地方） 調査者①の地方名を入力します。 

worker1_pref 調査者情報①（都道府県） 調査者①の都道府県名を入力します。 

worker2_name 調査者名② 調査者②の名前を入力します。 

worker2_no 調査者情報②（No） 調査者②の番号を入力します。 

worker2_region 調査者情報②（地方） 調査者②の地方名を入力します。 

worker2_pref 調査者情報②（都道府県） 調査者②の都道府県名を入力します。 

bldname 1. 建築物名称 建築物の名称を入力します。 

bldno 1.1. 建築物番号 建築物の番号を入力します。 

bldlocation 2. 建築物の位置 建築物の位置を調査フォームの地図上で入力

します。 

bldmapno 2.1. 住宅地図整理番号 建築物の住宅地図整理番号を入力します。 

bldaddress 2.2. 建築物所在地 建築物の所在地を入力します。 

※建築物の位置からリバース ジオコードを利

用して所在地を付与することが可能です。 

カスタマイズ例は「調査フォームの初期設定

とカスタマイズ例」をご参照ください。 

bldpurpose 3. 建築物用途 建築物の用途を入力します。 

bldpurpose_detail その他 用途が「その他」である場合に、詳細を入力

します。 
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bldstructure 4. 構造形式 構造形式を入力します。 

bldstructure_detail1 構造 A 構造形式が「その他」である場合に、1 つ目

の構造形式を入力します。 

bldstructure_detail2 構造 B 構造形式が「その他」である場合に、2 つ目

の構造形式を入力します。 

bldfloor_ground 5. 階数 地上階 建築物の地上階数を入力します。 

bldfloor_under 5. 階数 地下階 建築物の地下階数を入力します。 

bldarea_narrowside 6. 建築物規模 ア（間口方向）

[m] 

建築物の間口方向の寸法を入力します。 

bldarea_longside 6. 建築物規模 イ（奥行方向）

[m] 

建築物の奥行方向の寸法を入力します。 

bldarea_area 建築物規模 [m2] 「ア（間口方向）」および「イ（奥行方向））

の入力結果を用いて、自動計算された建築物

規模(㎡) が表示されます 

surveytype 調査方法 調査方法を入力します。 

dangertype 1. 一見して危険と判定される 危険度を入力します。 

dangertype_detail その他 危険度が「その他」である場合に、その判定

理由を入力します。 

dmglv3exists ①損傷度Ⅲ以上の損傷部材の有

無 

損傷度Ⅲ以上の損傷部材の有無を入力しま

す。 

neighbor ②隣接建築物・周辺地盤の破壊

による危険 

隣接建築物・周辺地盤の破壊による危険の判

定を入力します。 

depression ③地盤破壊による建築物全体の

沈下 

地盤破壊による建築物全体の沈下の判定を入

力します。 

depression2 ④不同沈下による建築物全体の

傾斜 

不同沈下による建築物全体の傾斜の判定を入

力します。 

mostdamagedfloor 柱の被害の調査階（階） 質問⑤⑥の調査階（被害最大の階）を入力し

ます。 

num_pillar_target 調査階で調査した柱の本数 (本) 調査階で調査した柱の総数を入力します。 

num_pillar_total 調査階に存在すると予想される

柱の総本数（本） 

調査階に存在すると予想される柱の総本数を

入力します。 

rate_mostdamagedfloor 調査率(%) 柱の総本数と調査数を用いて、自動計算され

た調査率(%)が表示されます。 
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num_pillarlv5 損傷度Ⅴの柱総数(本) 損傷度Ⅴの柱数を入力します。 

rate_pillarlv5 損傷度 V の割合(%) 損傷度Ⅴの柱数と調査柱の総数を用いて、自

動計算された割合が表示されます。 

num_pillarlv4 損傷度Ⅳの柱総数(本) 損傷度Ⅳの柱数を入力します。 

rate_pillarlv4 損傷度Ⅳの割合(%) 損傷度Ⅳの柱数と調査柱の総数を用いて、自

動計算された割合が表示されます。 

q2result 判定（２） ②～⑥の入力内容を用いて、自動計算された

判定が表示されます。 

result1 危険度の判定 ２．①～⑥の入力内容を用いて、自動計算さ

れた判定が表示されます。 

windowframe ①窓枠・窓ガラス 窓枠・窓ガラスの判定を入力します。 

facing1 ②外装材（モルタル・タイル・

石貼り等） 

外装材（モルタル・タイル・石貼り等）の判

定を入力します。 

facing2 ③外装材（ALC 板・PC 板・金

属・ブロック等） 

外装材（ALC 板・PC 板・金属・ブロック

等）の判定を入力します。 

signboard ④看板・機器類 看板・機器類の判定を入力します。 

stairs ⑤屋外階段 屋外階段の判定を入力します。 

bldcondition ⑥その他 状態 その他記録すべき危険物を記入します。 

bldcondition_result その他(判定) ⑥その他の判定を入力します。 

result2 危険度の判定 ３．①～⑥の入力内容を用いて、自動計算さ

れた判定が表示されます。 

picture 写真 現場写真を添付します。 

resultall 総合判定 質問１～３の入力内容に対応して、自動計算

された判定が表示されます。 

memo コメント 特記事項を入力します。 
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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 XLSForm ファイルを Survey123 Connect で読み込み、ご使用の ArcGIS ポータル

に応急危険度判定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 

 

1. Survey123 Connect 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、[選択] 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 ファイルのいずれかを選択し [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。詳細は

「調査フォームの諸設定」をご参照ください)。 

 

  



応急危険度判定調査 (訓練版) テンプレート利用ガイド 

13 

 

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。必要であれば XLSForm の内容を修正し調査項目を変更することができます。詳細

は「調査フォームの初期設定とカスタマイズ例」をご参照ください。 

 

 

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

※調査フォームで調査地点を指定する際のマップ表示の初期範囲を設定することができます。

詳細は「調査フォームの諸設定」をご参照ください。 
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8. 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 

  

 

9. 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。 

  

 

10. 確認ダイアログの内容を確認して [調査の公開] をクリックします。 
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11. 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。 

  

 

12. 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。

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次のアイテムが作成されます。 

・調査フォーム (Form)  

・現地調査結果が格納されるフィーチャ サービス (Feature Layer (ホスト) ) 

・Web マップ (Web Map) 

 

 

13. 必要に応じて、木造、鉄骨造 (S 造))、鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造 (RC 及び SRC 造) 

の各フォームについて手順 2 から 12 を繰り返し、構造別の調査フォームを公開します。 
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データの収集 

ArcGIS Survey123 を使用したデータの収集 

本テンプレートは、ArcGIS Survey123 を使用して建築物の危険度の判定情報を収集し、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 タブ 

 

⚫ データ タブ 

 

 

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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調査フォームの初期設定とカスタマイズ例 

（1）整理番号の設定について 

「整理番号」（survey_id）は、調査を識別するユニークな番号を採番するため、調査フォームを起動した

時点の日時を用いて YYYYMMDDhhmmss の形式で値を付与するよう、Calculation 列に次の式が設定

されています。 

concat(format-date(now(), '%Y%m%d%H%M%S'))  

 

調査フォームの公開範囲が組織内あるいは任意のグループに制限されている場合、サイン インしている

指定ユーザー名を整理番号に付与することにより、調査の実施者別にユニークな番号を付与することが可

能です。指定ユーザー名を取得するには property() 関数を使用します。Calculation 列の記述例を下記

に示します。 

※ property() 関数を含む式は、Survey123 フィールド アプリのみ対応しています。 

concat(property('username'),format-date(now(), '%Y%m%d%H%M%S'))  

 

（2）地図上で指定した位置による所在地の自動取得 

Survey123 では、geopoint タイプの調査において地図上で指定した位置からリバース ジオコーディン

グを実行することにより、その位置の所在地を取得することができます。下記は、「2. 建築物の位置」 

（bldlocation）の値を用いて、「2.2. 建築物所在地」（bldaddress）に所在地を付与する例です。 

※リバース ジオコーディングの実行にはクレジットを消費します。 

 

pulldata("@geopoint",${bldlocation},"reversegeocode.address.Match_ad

dr")  

 

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/desktop/create-surveys/geopoints.htm#ESRI_SECTION1_E89036D9C34D4262BBC2B62E31631A03
https://doc.arcgis.com/ja/survey123/desktop/create-surveys/geopoints.htm#ESRI_SECTION1_E89036D9C34D4262BBC2B62E31631A03
https://www.esrij.com/products/arcgis-online/credits/
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XLSForm ファイルの記述例 

 

調査フォームの諸設定 

調査フォームの名称、テキストやツールバーの書式、マップ表示の初期範囲などを設定することができま

す。Survey123 Connect で調査フォームを開き、[設定] をクリックし、[スタイル] メニューで各部の

設定が行えます。詳細については ArcGIS Survey123 ヘルプ をご参照ください。 

 

・調査フォームの名称変更 

 

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/desktop/create-surveys/styleyourform.htm
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・スタイルの変更 

   

 

・マップ表示の初期範囲 
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