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 管路の緊急調査 (Survey123 版) テンプレート利用ガイド  

概要 

テンプレートについて 

管路の緊急調査 (Survey123 版) 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。災害時の一次調査の事前調査 (0 次調査) としてマンホールおよびその周辺道路の被害情報

を収集することができます。 

本テンプレートは、「下水道の地震対策マニュアル 出典：日本下水道協会」および「下水道管路施設 災害復旧支援マ

ニュアル 出典：日本下水道管路管理業協会」を参考とし、管路の緊急調査をデジタル処理で行う目的で構成されてい

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 Pro 2.0 以降（Basic ライセンス以上） 

⚫ Survey123 Connect  

⚫ ArcGIS Survey123 

 

  

http://www.gesui-saigai.jp/pdf/books/manual_for_emergency_110810.pdf
http://www.jascoma.com/doc/book/list/gijutu-dr-manual_h2804.html
http://www.jascoma.com/doc/book/list/gijutu-dr-manual_h2804.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 ページ右上の [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 Pro を使用して調査データをアップロード可能な ppkx 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 

Survey123 emmanhole_report.xlsx 管路の調査フォームを構成するための XLSForm ファイル 

emmanhole_map 管路の緊急調査マップ.ppkx 既存の調査対象データを格納するプロジェクト パッケージ 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://solutions-esrij.maps.arcgis.com/home/item.html?id=dc7bb0071add4f0db58b82108dd3bf62
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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。 

基本項目 

基本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_date 調査日時 調査日時を入力します（必須）。 

report_status 調査ステータス 一次調査へ移行できるか対応状況を入力します（必須）。 

name 記録者 調査を実施する担当者を入力します。 

area 処理区 調査対象エリアを入力します。 

division 処理分区 調査区分を入力します。 

mh_number マンホール番号 マンホール番号を入力します。 

road_type 道路種別 道路種別を選択します。 

road_other その他 道路種別で「その他」を選択した場合に入力します。 

owner_name 道路管理者 道路管理者を入力します。 

occupation_position 占有位置 占有位置を選択します。 

occupation_other その他 占有位置で「その他」を選択した場合に入力します。 

 

 

調査項目 

現地で収集する情報を入力するための調査項目です。 

項目名 フォーム上のラベル 説明 

roadbed_lift マンホールと路面の段差

状況 

マンホールと路面の段差状況を選択します。 

roadbed_up_down 浮上もしくは沈下量 

(cm) 

浮上の場合正の値、沈下の場合負の値を入力します。 

pic_lift 写真 マンホールと路面の段差状況を撮影した写真です。 

roadbed_situation 周辺路面状況 周辺路面の状況を選択します。 

roadbed_other その他 周辺路面の状況で「その他」を選択した場合に入力します。 

pic_roadbed 写真 周辺路面の状況を撮影した写真です。 

cap_situation マンホール蓋の状況 マンホール蓋の状況を選択します。 

cap_other その他 マンホール蓋の状況で「その他」を選択した場合に入力します。 
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pic_cap 写真 マンホール蓋の状況を撮影した写真です。 

inside_situation マンホール内の状況 マンホール内の状況を選択します。 

inside_other その他 マンホール内の状況で「その他」を選択した場合に入力します。 

pic_inside 写真 マンホール内の状況を撮影した写真です。 

vehicle_traffic 車両通行の可否 車両通行の可否を選択します。 

traffic_cause 通行困難理由 通行通行で「通行困難」を選択した場合に選択します。 

traffic_cause_other その他 通行困難の理由で「その他」を選択した場合に入力します。 

pic_traffic 写真 車両通行の状況を撮影した写真です。 

water 下水流出の有無 下水流出の有無を選択します。 

water_level 流出の程度 流出の程度を選択します。 

pic_water 写真 下水流出の状況を撮影した写真です。 

liquefaction 液状化の有無 液状化の有無を選択します。 

liquefaction_other その他 液状化被害の有無で「その他」を選択した場合に入力しま

す。 

tsunami 津波被害の有無 津波被害の有無を選択します。 

tsunami_other その他 津波被害の有無で「その他」を選択した場合に入力します。 

pic_liquefaction_tsu

nami 

写真 液状化・津波被害状況を撮影した写真です。 

dangerous_material 危険物の流入の有無 危険物の流入の有無を選択します。 

material 危険物 危険物の流入がある場合その物質を入力します。 

volume_level 流入の程度 危険物の流入の程度を選択します。 

pic_dengerous_mat

erial 

写真 危険物の流入の状況を撮影した写真です。 

 

緊急措置の必要性 

緊急措置の必要性を入力するための調査項目です。 

項目名 フォーム上のラベル 説明 

traffic_provision 交通対策 交通対策の必要性の有無を選択します。 

traffic_options 交通対策案 交通対策の必要性がある場合の対策案を選択します。 

traffic_options_oth

er 

その他 交通対策案で「その他」を選択した場合に入力します。 

pic_traffi2 写真 交通対策の状況を撮影した写真です。 
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overflow_provision 溢水対策 溢水対策の必要性の有無を選択します。 

overflow_options 溢水対策案 溢水対策の必要性がある場合の対策案を選択します。 

overflow_options_o

ther 

その他 溢水対策案で「その他」を選択した場合に入力します。 

pic_overflow 写真 溢水対策の状況を撮影した写真です。 

 

その他の項目 

調査地点を表示するための項目です。 

項目名 フォーム上のラベル 説明 

position 調査地点 調査を行った地点を登録します。 
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既存データのアップロード 

マンホールのデータベースを所有している場合は、調査対象データとして既存のデータを ArcGIS ポータルにアップ

ロードします。 

新規に管路のデータを収集する場合は、「テンプレートのアップロード」から始めてください。 

 

1. 「管路の緊急調査マップ.ppkx」をダブルクリックして起動します（ArcGIS Pro 2.0 以上が必要です）。 

2. 右側のタスク ウィンドウにタスクが表示されます。表示されない場合は、カタログ ウィンドウにある [タ

スク] を展開し、[調査対象のデータを作成] をダブルクリックします。 

 

3. タスクの上にマウスを移動し、[タスクを開く] をクリックします。 

タスク機能は作業の手順を示したものになります。フローに従って作業を進めてください。必要のない手順は [ス

キップ] を選択して次の手順に移動します。タスクの詳細はヘルプを参照してください。 

 

4. タスクの手順に従いフィーチャ サービスとして ArcGIS ポータルにアップロードします。 

重要:サービス名は英数字のみ使用してください。 

5. [完了] をクリックして、タスクを終了します。 

6. [Web レイヤーとして共有] ウィンドウ下部の [Web レイヤーの管理] をクリックし、ArcGIS ポータル 

サイトを起動します。 

 

 

 

https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/help/tasks/whatistask.htm
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7. サイン インし、アイテムの詳細ページを開きます。 

8. [設定] タブをクリックして、[Feature Layer (ホスト) 設定] を以下にように設定して編集を有効化してく

ださい。 

9. [保存] ボタンをクリックして保存してください。 

 

 

 

 

10. [概要]ページ右下にある URL の [コピー] をクリックします。のちほど、Survey123 Connect  の調査フ

ォームに入力するので、ブラウザーを起動しておくかメモとして保存しておいてください。 
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11. 次の「テンプレートのアップロード」の項目の手順に従ってください。 
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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。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。 

 

「基本項目」にある記録者や処理区などはあらかじめ既定値を設定しておくと調査票に自動入力されるので便利で

す。XLSForm ファイルの [Survey] タブにある [default] 列に値を入れます（緑色に塗られたセル）。 

 

例：[記録者] → 田中 、道路種別 → 0 、占有位置 → 1 

道路種別と占有位置はドメイン設定がされているので、ドメイン値を入力します。 

ドメイン値 0 1 2 3 other 

道路種別 国道 県道 市町村道 私道 その他 

占有位置 緊急路等の重要道路 車道 歩道 ― その他 
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既存データをアップロードした場合 

① XLSForm ファイルの [settings] タブを開き、[submission_url] に「既存データのアップロード」の手順 

10 でコピーした URL を貼り付けます。 

 

 

② Survey123 Connect で [設定] → [オプション] をクリックし、[受信トレイ] にある [[受信トレイ] フォ

ルダーの有効化] 、[受信トレイの調査の表示を許可]、[受信トレイの調査の編集を許可] をオンにします。 

 

7. Survey123 Connect で [設定] をクリックし、様々なスタイル等の設定ができます。 

⚫ 説明：調査フォームの名前を変更することができます（日本語使用可） 

⚫ スタイル：フォームの背景は文字色などを変更することができます 

⚫ オプション：写真のサイズを設定できます 
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8. Survey123 Connect  で [サイン イン] ボタン をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 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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10. 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。 

 

11. 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。 

 

 

 

12. 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。 

 

 

13. 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

新規調査レイヤーを作成する場合   既存調査レイヤーを使用する場合 
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ているアイテム) と、現地調査で収集したデータを確認するためのフィーチャ サービスが作成されてい

ます (タイプが "Feature Layer (ホスト)" となっているアイテム)。 

 

既存調査レイヤーを使用する場合には、マイコンテンツの直下にある [emmanhole_report] フィーチ

ャ サービスのチェックボックスをオンにして、[移動] をクリックし、調査フォームと同じフォルダーに

移動してください（移動しなくても問題ありませんが、あやまって削除などしないよう同じフォルダー内

で管理することをおすすめします）。 
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テンプレートの利用 

ArcGIS Survey123 を使用したデータの収集 

管路の緊急調査（Survey123 版） テンプレートは、ArcGIS Survey123 を使用し管路の情報を収集し、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。 

 

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 

 

既存フィーチャを更新する方法 

1. ダウンロードした調査フォームをタップして開きます。 

2. [受信トレイ] をタップします。 

3. [更新] をタップすると、既存の調査データがリストとして表示されます。各フィーチャをタップするか、[マッ

プ] をタップして地図上から選択することもできます。 

 

 

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/desktop/get-answers/getanswers.htm
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4. 選択したフィーチャの調査項目を入力していきます。 
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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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