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 ボーリング調査 (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 

ボーリング調査 (Survey123 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。ボーリング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ボーリング調査をおこない地質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。 

 ArcGIS Online 組織向けプラン 

 Survey123 Connect for ArcGIS 

 Survey123 for ArcGIS 

 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、ボーリング調査の基本的な情報を収集するための調査フォームを提供します。また、繰

返し記録する項目については、自動的にサマリー情報（打撃回数合計、貫入量、総掘進長）が計算されるよ

う設定されています。 
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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 

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 (soilboring_report.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> soilboring_report.xlsx ボーリング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 

media *.png ボーリング調査フォームが参照するメディア ファイルのサンプル

データ 

※メディア ファイルは、Survey123 Connect for ArcGIS で調査

フォームを作成する際、調査フォームのコンテンツ フォルダー以

下の media フォルダーに格納することにより利用できます。 

  

https://www.esrij.com/products/arcgis-solutions/template/soilboring-report-survey123/
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ボーリング調査テンプレートの調査項目 

XLSForm ファイル (soilboring_report.xlsx) にはボーリング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。 

業務の基本情報 

ボーリング調査の基本情報を記録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 

PROJECTNAME 工事名 工事名称を入力します。 

COMPANY 業者名 調査を実施する事業者名を入力します。 

BORING_ID 孔番 ボーリング調査業務を識別する ID を入力します。 

WORKER 担当者名 担当者名を入力します。 

WEATHER 天候 天候を入力します。 

WEATHER_DETAIL 天候（自由記述） 天候で「その他」を選択した場合に、自由記述で天候を

入力します。 

DATE 作業実施日 作業の実施日を入力します。 

LOCATION 作業地点 作業の実施地点を調査フォームの地図上で入力します。 

HEIGHT 標高(m) 標高を入力します。 

PHOTO 写真 現地で撮影した写真などを添付します。 

START_TIME 開始時刻 作業の開始時刻を入力します。 

DEGREE 角度 ボーリングの角度を入力します。 

※値の入力範囲は 0～360 度です 

ANGLE 方位 ボーリングの方位を入力します。 

※値の入力範囲は 0～360 度です 

SLOPE 地盤勾配 地盤勾配を入力します。 

※値の入力範囲は 0～90 度です 

MACHINE_DRILLING 試錐機 試錐機の名称を入力します。 

MACHINE_PUMP ポンプ ポンプの名称を入力します。 

MACHINE_ENGINE エンジン エンジンの名称を入力します。 

MACHINE_HAMMER ハンマー落下装置 ハンマー落下装置の名称を入力します。 
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土質調査に関する項目 

土質調査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 

DEPTH_END 深度(m) 掘削の深度を入力します。 

CASING ケーシング孔径(mm) ケーシング孔径を入力します。 

TYPE_SOIL 土質区分 土質区分を入力します。 

TYPE_SOIL_DETAIL 土質区分（自由記述） 土質区分で「その他」を選択した場合、自由記述で土質区

分を入力します。 

TYPE_COLOR 色調 色調を入力します。 

TYPE_COLOR_DETAIL 色調（自由記述） 色調で「その他」を選択した場合、自由記述で色調を入力

します。 

 

貫入試験に関する項目 

貫入試験の結果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 

DEPTH_PENETRATION_START 貫入開始深度(m) 貫入試験の開始深度を入力します。 

DEPTH_PENETRATION_END 貫入終端深度(m) 貫入試験の終端深度を入力します。 

INT_HITCNT10 0～10cm 打撃回数(回) 貫入深度が 0～10 cm での打撃回数を入力します。 

INT_HITCNT20 10～20cm 打撃回数

(回) 

貫入深度が 10～20cm での打撃回数を入力します。 

INT_HITCNT30 20～30cm 打撃回数

(回) 

貫入深度が 20～30 cm での打撃回数を入力します。 

INT_HITCNT_SUM 打撃回数合計(回) 10cm ごとの打撃回数の入力結果を用いて、自動計算さ

れた打撃回数の合計値が表示されます。 

DEPTH_PER_PENETRATION 貫入量(cm) 貫入開始深度および貫入終端深度から自動計算された貫

入量が表示されます。 

MEMO_DRILLING 記事 貫入試験時の特記事項を入力します。 
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業務の補足情報に関する項目 

ボーリング調査について追加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 

END_TIME 終了時刻 調査の終了時刻を入力します。 

DEPTH_TOTAL 総掘進長(m) 土質記録の結果に基づき自動計算された総掘進長が表示さ

れます。 

MEMO 備考欄 調査に関する特記事項やメモなどを入力します。 
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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 for ArcGIS で読み込み、ご使用の 

ArcGIS ポータルにボーリング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。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。 

 

 

7. 色調の選択肢にカラー参照用の画像を含めるため、サンプル画像を登録します。Survey123 

Connect for ArcGIS で [調査コンテンツ フォルダーを開く] ボタンをクリックします。手順 

5 で指定した調査フォーム名のフォルダーが開いたら、media フォルダーが存在することを

確認します。本テンプレートの media フォルダー内の *.png ファイルを、調査コンテンツ 

フォルダー 直下の media フォルダー内にコピーします。 
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8. Survey123 Connect for ArcGIS 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。 
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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。 
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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。

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) 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)。 
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テンプレートの利用 

Survey123 for ArcGIS を使用したデータの収集 

ボーリング調査 (Survey123 版) テンプレートは、Survey123 for ArcGIS を使用してボーリング調査

の情報を収集し、ArcGIS ポータル上に配置したボーリング調査結果フィーチャ 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 タブ 

 

 データ タブ 

 

 

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


ボーリング調査 (Survey123 版) テンプレート利用ガイド 

15 

 

自動的に集計値が表示される項目について (オプション) 

貫入試験に関する項目カテゴリの項目の入力値に基づき、打撃回数合計、貫入量、総掘進長（4.補足情

報）の値が自動的に集計されます。この自動計算の計算式は、XLSForm の "Survey" シートの 

"Calculation" 列にて、それぞれ 45 行、46 行、53 行で定義されています。 

 

本テンプレートのデフォルトでは、次の計算式が設定されています。 

 

 打撃回数合計(回) 

${INT_HITCNT10}+${INT_HITCNT20}+${INT_HITCNT30}  

 

 貫入量(cm) 

round(number(${DEPTH_PENETRATION_END}-${DEPTH_PENETRATION_START}) 

* 100,2) 

 

 総掘進長(m) 

max(${DEPTH_END}) 

 

必要に応じて、計算式を変更し調査項目の計算内容を調整することができます。 
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