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 空き家調査 (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 

空き家調査 (Survey123 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 

⚫ Survey123 Connect 

⚫ ArcGIS Survey123 

⚫ 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 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 (vacant_inventory_survey123.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> vacant_inventory_survey123.xlsx 空き家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 

  

https://www.esrij.com/products/arcgis-solutions/template/vacant-inventory-survey123/
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空き家調査テンプレートの調査項目 

XLSForm ファイル (vacant_inventory_survey123.xlsx) には空き家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。 

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。 

項目名 フォーム上のラベル 説明 

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。 

image 写真 現地で撮影した写真などを添付します。 
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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。rating (総合評価) 以外の項目を入力すると、rating (総合

評価)の値が自動的に集計されます。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。 

項目名 フォーム上のラベル 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。 

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。 

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。 

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 この項目はその他の評価項目を入力することで自動集計されます。

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。 

項目名 フォーム上のラベル 説明 

left_overs 放置物 該当する項目 (車、自転車、物置、立水栓、樹木、花壇、テー

ブル、ベンチ、自販機、看板、プロパンガスボンベ、その他放

置物) が放置されているかどうかを調査します。 

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。 

項目名 フォーム上のラベル 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 

空き家の位置情報に関する項目 

空き家の場所に関する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 

address 住所 建物の住所を入力します。 

location 場所 空き家の位置を調査フォームの地図上で入力します。 
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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

に空き家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。 

 

 

 

 

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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3. 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。 

 

4. 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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5. 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。また

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の集計方法を変更することも可

能です。変更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。 

 

6. XLSForm の確認/変更が完了したら、Survey123 Connect の画面に戻り、[サイン イン] ボ

タンをクリックします。 
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7. 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 (Portal for ArcGIS を使用す

る場合は、要件や接続方法について Portal for ArcGIS での Survey123 の使用を参照してく

ださい。) 

 

8. 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。 

 

  

https://doc.arcgis.com/ja/survey123/desktop/create-surveys/survey123withportal.htm
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9. 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。 

 

10. 公開完了のメッセージが表示されたら、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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11. 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、現地調査などで収集した空き家調査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 

ArcGIS Survey123 を使用したデータの収集 

空き家調査 (Survey123 版) テンプレートは、ArcGIS Survey123 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 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 

ArcGIS Survey123 を使用して収集した情報のサマリーを ArcGIS Survey123 Web サイト を使用して

確認することができます。 

※ Portal for ArcGIS バージョン 10.4、10.4.1、10.5 では、ポータルで survey123.arcgis.com Web サイトに

接続するために追加の構成が必要です。 Portal for ArcGIS 10.5.1 以降のバージョンではこうした構成は不要

です。 

 

ArcGIS 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 

 

また Portal for ArcGIS を利用している場合も、空き家調査のフィーチャ サービスから Web マップを作

成することで調査結果の傾向などを確認するこが可能です。 

  

http://survey123.arcgis.com/
https://doc.arcgis.com/ja/survey123/browser/analyze-results/analyzeresults.htm
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空き家の評価点の集計 (オプション) 

空き家の評価に関する項目カテゴリにある rating (総合評価) 以外の項目を入力すると、rating (総合評

価)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" 列の行 32 に定義されています。 

 

 

デフォルトでは、この計算式は以下に示す通り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)。 

 

int(${used_sign}) + int(${nameplate_condition}) + int(${mail_condition}) + 

int(${emeter_condition}) + int(${entry_status}) + int(${tree_condition}) + 

int(${planting_condition}) + int(${bldg_gradient}) + int(${wall_condition}) + 

int(${entry_condition}) + int(${roof_condition}) + int(${garbage_exists}) + 

int(${pest_sign}) + int(${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。 
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