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1.  ArcGIS Pro の概要 

組織で ArcGIS Pro の使用を開始することを決定していただき、ありがとうございます
。 GIS の経験がほとんどなくても、まったくなくても大丈夫です。今が、Esri の次世代
のデスクトップ GIS を開始する絶好の機会です。 技術の急速な発展に伴い、かつては
解決が困難であった空間上の問題も簡単に解決できるようになり、ArcGIS Pro の直感的
な設計によって、これまでよりも多種多様な業界の人々が GIS を利用できるようになり
ました。   

組織のメンバーが ArcGIS Pro を使用して、説得力のあるマップとビジュアライゼーシ
ョンを作成したり、データ主導の問題を解決したり、同僚とコラボレーションしたりで
きるようにするには、事前に ArcGIS Pro の設定を行っておく必要があります。 このガ
イドを使用すると、実装プロセスが効率化され、混乱を回避することができます。 

 

現実世界の問題の解決  

芸術的なマッピング、データ主導の解析、3D モデルなど、ArcGIS Pro には、多種多様

な業界で使用されるさまざまな機能が用意されています。 これらのシナリオの一例を

次に示します。 各シナリオには実践演習が付属しており、自分または同僚はこのガイ

ドの他のタスクが終了した後で演習に戻ることができます。  

• カートグラフィ: ArcGIS Pro では、場所感覚を呼び起こす美しいマップとビジ
ュアライゼーションを作成し、説得力のある方法でデータを伝えることがで
きます。 たとえば、マラリア縮小率など、公衆衛生の動向を視覚化できます
が、可能性はほぼ無限にあります。 ArcGIS Pro を使用して、Esri が管理して
いる最高のカートグラフィのコレクションである Maps We Love ギャラリー
内の最新エントリーのほとんどを入手できます。  

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-pro/mapping/visualize-shrinking-malaria-rates-in-africa/
https://www.esri.com/en-us/maps-we-love/gallery
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• 空間解析: ArcGIS Pro を活用すると、小売、天然資源、国家安全保障など、さ
まざまな業界の専門職従事者は、データを使って複雑な空間上の問題に対処
することができます。 保存科学者がコンピューター ラーニングを使用して、
重要な海草生育地を予測する方法をご参照ください。   

• 3D GIS: 同じ ArcGIS Pro プロジェクト内で 2D データと 3D データの両方を解
析できます。 高度な 3D モデルでは、提案された都市開発のモデルと同様に
、重要な意思決定を下す際に必要なビジュアライゼーションが提供されます
。   

https://learn.arcgis.com/en/projects/predict-seagrass-habitats-with-machine-learning/
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-pro/3d-gis/edit-3d-features-to-update-the-redlands-packinghouse-district/
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2.  ArcGIS Pro 基本情報 

開始する前に、ArcGIS Pro のシステム要件を満たしていることを確認してください。   

GIS Professional ユーザー タイプ  

ArcGIS Pro の使用を開始する最良の方法は、ArcGIS Online から GIS Professional ユーザ

ー タイプを購入することです。 ArcGIS Online は Esri のクラウドベースの GIS であり、

次のセクションに記載されているように、ArcGIS 組織の管理とライセンス付与を行う

上で重要な役割を果たします。   

登録方法の詳細とサポートについては、Esri カスタマー サービスにお問い合わせくだ

さい。  

  

ArcGIS の無料トライアルにサイン アップできます  

ArcGIS Pro の購入をまだ迷っている場合は、ArcGIS 無料トライアルに登録できます。 
21 日間のトライアルでは、2 人のユーザーが ArcGIS Pro にアクセスできます。 最大で 
5 人のユーザーに ArcGIS Online へのアクセス権を付与することもできます。 このトラ

イアルには、支払情報が必要ありません。キャンセルし忘れた場合でも、トライアル期

間の終了時に請求されることはありません。つまり、このトライアルはまったくリスク

を伴いません。 トライアル期間の終了後に購入する場合は、Esri カスタマー サービス

に連絡する必要があります。  

トライアルの詳細を確認するか、ビデオを視聴してください。  

  

http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/arcgis-pro-system-requirements.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/arcgis-pro-system-requirements.htm
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-online/pricing/arcgis-online-subscriptions#gis-professional
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-online/pricing/arcgis-online-subscriptions#gis-professional
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-online/pricing/arcgis-online-subscriptions#gis-professional
https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=3
https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=3
https://www.esri.com/en-us/arcgis/trial
https://www.youtube.com/watch?v=HmLnhE3RY38
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エクステンションの追加  

ArcGIS Pro の機能を拡張するために、オプションのエクステンションを購入することが

できます。 エクステンションごとに、特定の業種またはワークフロー タイプに合わせ

て調整された一連の関連ツールが含まれています。 エクステンションの詳細を確認し

てください。 

エクステンション ライセンスは、ArcGIS Pro ライセンスと同時に購入できます。また

、後から必要なときに追加することもできます。 

  

http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/overview-of-extensions-in-arcgis-pro.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/overview-of-extensions-in-arcgis-pro.htm
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3. ArcGIS Online の設定 

ArcGIS Pro を導入した後で最初に行う作業は、ArcGIS Online サイトの設定です。 
ArcGIS Online では、自分と自分のチームのメンバーをつなぐポータルが提供されます

。 ポータルを使用すると、共有が可能になり、データにアクセスできるようになり、

チームのメンバーは複数のコンピューター間で ArcGIS Pro ライセンスを利用できるよ

うになります。 次のセクションで学習しますが、ポータルは、ライセンスを管理する

場所でもあります。 このポータル接続を確立すると、職場の標準になるクラウドベー

スのコラボレーションを ArcGIS Pro で使用できるようになります。   

注意: ArcGIS Enterprise では、ArcGIS Online で実行できる作業の大部分を実行で
きますが、組織独自の IT インフラストラクチャ内に限ります。 組織にこれらの
要件が存在する場合は、ArcGIS Enterprise の詳細をこちらで確認できます。  

ArcGIS Online の設定方法の詳細については、『ArcGIS Online 実装ガイド』をご参照く

ださい。 このガイド全体に目を通す必要はありません。サブスクリプションのアクテ

ィブ化に関するセクション (4 ページ) とメンバーの追加に関するセクション (8 ページ) 
に記載された手順だけを実行してください。  ArcGIS Online の主な用途は ArcGIS Pro ラ
イセンスの管理です。   

  

ヒント  

• Esri アクセスの有効化: メンバーが Esri トレーニング、Esri サポート、Esri コ
ミュニティ、My Esri などのサイトにアクセスできるようにする場合は、この
設定を有効にする必要があります。 その方法をご覧ください。   

• ArcGIS Online から詳細を取得: ArcGIS Pro ライセンスを構成できるだけでな
く、ArcGIS Online には、有用なマッピング機能、解析機能、共有機能が多数
用意されています。 詳細については、リソースを参照して、学習コース、ビ
デオ、ドキュメントなどを検索してください。  

https://enterprise.arcgis.com/en/get-started/latest/windows/what-is-arcgis-enterprise-.htm
https://enterprise.arcgis.com/en/get-started/latest/windows/what-is-arcgis-enterprise-.htm
https://assets.esri.com/content/dam/esrisites/media/pdf/implementation-guides/implement-arcgis-online.pdf
https://assets.esri.com/content/dam/esrisites/media/pdf/implementation-guides/implement-arcgis-online.pdf
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/assign-named-user-licenses-in-arcgis-online.htm#ESRI_SECTION1_7CA3347D3D344937B42E3CBAAC00A148
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/assign-named-user-licenses-in-arcgis-online.htm#ESRI_SECTION1_7CA3347D3D344937B42E3CBAAC00A148
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-online/resources
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4. ArcGIS Pro の割り当て 

GIS Professional ユーザー タイプでは、ArcGIS Pro (および ArcGIS Pro に含まれるその他
のアプリケーション) の指定ユーザー ライセンス モデルが使用されます。 これは、コ
ンピューターではなく、ユーザーにライセンスが関連付けられていることを意味します
。 このモデルでは、購入したユーザー タイプとそれに関連付けられているライセンス
を ArcGIS Online 組織のメンバーに割り当てることができます。また、組織の構造が変
わった場合は、再割り当てができます。 これで、メンバーは、ArcGIS Pro にログイン
し、ArcGIS Pro がインストールされているコンピューター上で ArcGIS Pro を使用できる
ようになります。  

ユーザー タイプを ArcGIS Online でメンバーに割り当てると、ArcGIS Pro のライセンス
が付与されます。 この後、アドオン ライセンスとして購入したエクステンションを割
り当てることができます。  

ArcGIS Pro のライセンス付与に関する包括的なガイドとして、ライセンス ヘルプ ペー
ジをご参照ください。  

https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/named-user-licenses.htm
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/assign-named-user-licenses-in-arcgis-online.htm#ESRI_SECTION1_6235D71AFFC1422EA4D9B91E1CF7638E
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/assign-named-user-licenses-in-arcgis-online.htm#ESRI_SECTION1_3AEAC3DEA1D64CB2A5DB5E1CE90E017E
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/assign-named-user-licenses-in-arcgis-online.htm#ESRI_SECTION1_3AEAC3DEA1D64CB2A5DB5E1CE90E017E
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/about-licensing.htm
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/get-started/about-licensing.htm
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5. ダウンロードとインストール 

ArcGIS Pro をチームのメンバーに割り当てると、組織の主な保守担当者は ArcGIS Pro の
ダウンロードとインストールができるようになります。 この担当者は、Esri カスタマ
ー サービスとやり取りして、サブスクリプションの有効性を保持します。 このガイド
のすべてのセクションに従っており、代わりの担当者を指名していない場合、主な保守
担当者は自分です。 主な保守担当者が不明な場合や新しい担当者を指名したい場合は
、カスタマー サービスにお問い合わせください。 自分がこの役割を担っていない場合
は、このセクションを該当する担当者に渡してください。  

My Esri から ArcGIS Pro をダウンロードしてインストールする手順を入手してください
。  

メンバーに独自のソフトウェアのダウンロードを許可  

セキュリティ上の理由と管理上の理由で、ArcGIS Online 組織のメンバーはデフォルト
で ArcGIS Pro をダウンロードできません。 管理者は、ダウンロード プロセスを管理で
きます。 また、各メンバーが独自のソフトウェアをダウンロードするのを許可するこ
ともできます。   

Esri アクセスがすでに有効になっているので、メンバーは新しい ArcGIS Online 認証情
報を使用して My Esri にアクセスできます。 ただし、まだ [組織] タブで権限をリクエ
ストする必要があります。 これらのリクエストを承認すると、メンバーは ArcGIS Pro 

をダウンロードできるようになります。  

https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=3
https://my.esri.com/
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/install-and-sign-in-to-arcgis-pro.htm
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6. 実践学習での探索 

設定が終了したら、次はソフトウェアを使いこなせるようにします。 これは、管理者
だけの仕事ではなく、組織のメンバー全員の仕事でもあるので、このガイドのこのセク
ションを、有用であると思われる他のメンバーに渡すことをお勧めします。  

  

ArcGIS Pro の使用を開始  

ArcGIS Pro を正しく理解するためのオプションがいくつかあります。 関心のあるリソ
ースのタイプを次のリストから選択します。   

• クイック ツアー: ここでは、例を用いて、ArcGIS Pro の主要なコンポーネン
トとその操作方法を簡単に紹介しています。 ニュージーランドのウェリント
ンのマップ、3D シーン、レイアウトを探索しながら、ウィンドウ、ビュー、
およびリボンについて理解します。 自分で試してみるか、概要ビデオを視聴
してください。 

• レッスン: このレッスンでは、ArcGIS Pro でプロジェクトを作成し、データを
編集し、アマゾンの熱帯雨林の一部を表すマップを設計します。 ジオプロセ
シング ツールと編集ツールを使用して、森林破壊の状況を分析し、今後の影
響を予測します。 このリソースでは、ArcGIS Pro の基本だけでなく、詳細な
ワークフローもいくつか紹介しています。 レッスンを開始してください。 

• Web コース: もっと詳しい紹介をお探しの場合、このコースでは、ArcGIS Pro 

の基礎を一連の単位で説明しています。 プロジェクトの作成、編集、解析、
共有などを詳しく取り上げています。 コースの最後に簡単な試験を受けて、
修了証明書を取得します。 Esri ログインを使用して、こちらから無料のコー
スを開始してください。  

http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/introducing-arcgis-pro.htm
https://www.youtube.com/embed/vshq2KV2GjI?autoplay=1&rel=0&showinfo=0
https://www.youtube.com/embed/vshq2KV2GjI?autoplay=1&rel=0&showinfo=0
https://learn.arcgis.com/en/projects/get-started-with-arcgis-pro/
https://www.esri.com/training/catalog/57630435851d31e02a43f007/getting-started-with-arcgis-pro/
https://www.esri.com/training/catalog/57630435851d31e02a43f007/getting-started-with-arcgis-pro/
https://www.esri.com/training/catalog/57630435851d31e02a43f007/getting-started-with-arcgis-pro/
https://www.esri.com/training/catalog/57630435851d31e02a43f007/getting-started-with-arcgis-pro/
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このガイドの最初のセクションにあるシナリオベースの演習は、いつでも行うことがで

きます。 
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7. 詳細 

ArcGIS Pro の操作は、自分と自分のチームのための継続的な学習過程です。 このセク
ションに示されているリソースは、トラブルシューティング、質問への回答、今後の
トレーニング コースの検索に役立ちます。  

• より実践的な学習を体験していただくために、Learn ArcGIS に多数の無料レ
ッスンが用意されています。 Esri トレーニングで、さまざまな教育用リソー
スを利用することもできます。 

• Esri コミュティの ArcGIS Pro コミュニティに参加してみてください。 ここで
は、ディスカッションに参加したり、ArcGIS Pro ユーザーと Esri スタッフか
らなるさまざまなグループのブログ記事を読んだりすることができます。 

Esri チームが直接発信するさらに多くのニュースを確認するには、ArcGIS ブ
ログをフォローしてください。   

• ArcGIS Pro リソース ページをご覧してください。 このページは、ニュース、
学習教材、ビデオ、ドキュメントなど、ArcGIS Pro に関するすべてのものを
集約するハブです。  

  

トラブルシューティングとサポート  

ArcGIS Pro のサポートをお探しですか？ 次のリストをご確認ください。  

• ArcGIS Pro ヘルプは、キーワードで検索可能であり、プログラム設定から個
別のツールまで、すべてのドキュメントが格納されています。   

• Esri コミュニティに問い合わせて、同僚や Esri の ArcGIS Pro チームのメンバ
ーから具体的な回答を受け取ってください。 

https://learn.arcgis.com/en/gallery/?p=arcgispro
http://www.esri.com/training/Bookmark/P33Z9JEQW
http://www.esri.com/training/Bookmark/P33Z9JEQW
https://community.esri.com/community/gis/applications/arcgis-pro
https://community.esri.com/community/gis/applications/arcgis-pro
https://www.esri.com/arcgis-blog/arcgis-pro/
https://www.esri.com/arcgis-blog/arcgis-pro/
https://www.esri.com/arcgis-blog/arcgis-pro/
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-pro/resources
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-pro/resources
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/
https://community.esri.com/community/gis/applications/arcgis-pro
https://community.esri.com/community/gis/applications/arcgis-pro
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• これらのオプションをすべて使用しても、まだ支援が必要であれば、技術的

な問題については Esri テクニカル サポート、ライセンスの問題については 

Esri カスタマー サービスにお問い合わせください。 

 

FAQ  

ArcMap について教えてください。 このガイドが ArcMap を取り上げてい
ないのは、なぜですか？  

ArcMap は、ArcGIS Pro が登場するまでは Esri の主要なデスクトップ GIS でした。 

ArcMap は、使い慣れている多くの専門機関や学術機関で今でも使用されていますが、
新しい GIS ユーザーには、ArcGIS Pro から始めることをお勧めしています。 ArcGIS Pro 

は、より直感的な最新の設計になっており、より性能に優れているため、今後さらに発
展していくアプリケーションです。 ArcGIS Desktop は、ArcGIS Pro と ArcMap の両方が
含まれているので、両方のアプリケーションを必要としている組織に適した代替ライセ
ンス オプションとなります。   

『ArcGIS Pro 移行ガイド』で、組織を ArcMap から ArcGIS Pro に移行するための基本的
なタスクを確認してください。  

ArcGIS Online がなくても、ArcGIS Pro を使用できますか？  

はい。ただし、設定が終了した後でのみ可能です。 ArcGIS Online は、ArcGIS Pro のラ
イセンス付与に関して重要な役割を担っています。 このガイドに記載された手順をす
べて終了すると、ArcGIS Online はメンバーをつなげるためにバックグラウンドで動作
します。 ArcGIS Online にデータを保存して共有する操作は、必要に応じて行います。 

共有している作業をローカルに保存し、マップとレイアウトを PDF またはイメージ フ
ァイルとして ArcGIS Pro から直接エクスポートして結果を伝えるだけでも十分な場合
があります。   

https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=5
https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=5
https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=3
https://www.esri.com/en-us/contact#c=us&t=3
https://www.esri.com/en-us/store/arcgis-desktop
http://links.esri.com/pro-migration-guide
http://links.esri.com/pro-migration-guide
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ArcGIS Pro は Mac 上で使用できますか？  

はい。ただし、ディスク上に Windows パーティションを作成しておく必要があります
。 その方法をこちらで確認してください。  

プログラマーは ArcGIS Pro をカスタマイズできますか？  

はい。 Python を使用して、ワークフローをカスタマイズし、独自のツールを作成する
だけでなく、ArcGIS Pro SDK for .NET を使用して、ユーザー インターフェイスのカスタ
マイズや独自のアドインの開発などを行うこともできます。  

 

http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/run-pro-on-a-mac.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/arcpy/main/arcgis-pro-arcpy-reference.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/sdk/
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