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 ArcGIS Pro を使った方がいい理由
 ArcMap と ArcGIS Pro の違い
 既存のマップをインポート
 ArcGIS Pro を使う際のポイント
 使ってみよう！

 事前確認
 よくある質問
 参考情報



ArcGIS Pro を使った方がいい理由
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ArcGIS Pro とは
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次世代 GIS アプリケーション

ArcMap ArcCatalog ArcGlobe ArcSceneArcGIS Pro 

ArcGIS Desktop



• 64 ビット / マルチ スレッド対応
• 使いやすいインタフェース
• 複数マップ / レイアウト の管理

• 3D 表現
• 3D データ編集
• 2D & 3D 連動地図表示

• コンテンツを Web で共有
• 各種アプリでのコンテンツ活用
• ワークフローの共有

ArcGIS Pro の特徴
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成果の簡単共有
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高い生産性

3D GIS



進化を続ける ArcGIS Pro
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 半年に 1 度のバージョンアップ
 バージョンアップごとに最新機能が追加

継続的な機能拡張

ツール数の変遷
(Advanced ライセンス)
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ArcMap と ArcGIS Pro の違い
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ライセンス形態
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ArcGIS Online
ArcGIS Enterprise

指定ユーザー ライセンス
ユーザー認証によって利用するライセンス。

ArcGIS Pro がインストールされている
PC であれば、どのマシンからでも利用可能。

ライセンス移行
ArcGIS Desktop 購入時のライセンス

単独使用 (SU) ライセンス、
同時使用 (CU) ライセンス
に移行することも可能

サーバー上でライセンスを
管理、サーバを参照して
ライセンスを利用

アプリケーションを利用する
マシンでライセンスを認証

単独使用(SU)ライセンス 同時使用(CU)ライセンス



プロジェクトの構成
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プロジェクト

マップ ＆ シーン

レイアウト



インターフェイス
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タブ

[コンテンツ]
ウィンドウ [カタログ]

ウィンドウ

ビュー

リボン

コンテキスト タブ セット直感的に操作可能
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ArcMap ArcGIS Pro

データ ビュー、データ フレーム マップ ビュー

アクティブなデータ フレーム アクティブなビュー

レイアウト ビュー、mxd のレイアウト レイアウト ビュー

ツール バー リボン上のタブ

データドリブンページ マップシリーズ

ArcGIS Pro の用語
ArcMap と ArcGIS Pro の用語比較



既存のマップをインポート
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マップのインポート
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 1 ファイルのインポート  複数ファイルのインポート

複数選択して

ドラッグ＆ドロップ



マップのインポート
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 インポートされるもの
 .mxd, .sxd, .3dd
 マップ、レイアウト、シンボル

ArcMap ArcGIS Pro



インポートする際に意識しよう
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 意識するポイント
 関連するマップ
 同じマップを複数のレイアウトで使用している
 同じデータコネクションを利用してるマップ
 案件・業務・地域 ・・・

mxd 毎にプロジェクト作成必要に応じてプロジェクトを分ける 1つのプロジェクトに全mxd



ドキュメント
• マップ ドキュメント (MXD)
• シンボル スタイル (STYLE)
• レイヤー ファイル (LYR)

移行不可

利用/移行可

インポート可

そのまま利用可
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データ
• シェープファイル
• ファイル ジオデータベース

モデル/スクリプト
• ModelBuilder モデル
• Python スクリプト

ツール（ArcObjects）
• アドイン ×

従来のアプリケーションとの互換性



デモンストレーション

インターフェイス
mxd の インポート



ArcGIS Pro を使う際のポイント



設定
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 [プロジェクト] → [オプション]



編集
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 編集セッションの開始 / 終了がない
 編集対象レイヤーの設定
 編集の自動保存が可能

 [プロジェクト] → [オプション] → [編集]

編集の保存

編集対象外
編集不可



解析
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 [解析] タブ
解析ツール ギャラリー

ArcGIS Online
解析ツール



レイアウトの作成
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 [挿入] タブ → [新しいレイアウト]
 [挿入] タブ

 マップ フレーム
 方位記号、縮尺記号 など

 [コンテンツ] ウィンドウ
 エレメントの 表示切替、固定



使い始めよう！
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事前確認
よくある質問

参考情報



CPU の速度
最小: 2 コア
推奨: 4 コア
最適: 10 コア

プラットフォーム 64 ビット

メモリ / RAM
最少: 4 GB
推奨: 8 GB
最適: 16 GB

ディスク容量 最小: 32 GB の空き容量
推奨: 32 GB 以上の空き容量 (SSD上)

事前確認
システム要件 (ハードウェア)
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https://www.esrij.com/products/arcgis-desktop/environments/arcgis-pro/

 チェックツール

 ArcGIS Pro 動作環境

事前確認
システム要件

ArcGIS Pro 動作環境

https://www.esrij.com/products/arcgis-desktop/environments/arcgis-pro/
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 そのままご利用いただけます
 利用開始までのステップ

1. ArcGIS Online の有効化
2. ライセンスの割り当て
3. ダウンロードとインストール

ArcGIS Pro トライアルArcGIS Online 有効化

 ArcGIS Desktop ライセンスの 保守契約状態

保守有効

参考ページ： https://www.esrij.com/products/arcgis-online-for-
arcgis-desktop-users/

保守が切れてる
 保守再開
 ArcGIS Pro が付属する製品を購入

 ArcGIS Desktop
 GIS Professional

 トライアル版

参考ページ：https://www.esrij.com/products/trials/

事前確認
ライセンスの確認

https://www.esrij.com/products/arcgis-online-for-arcgis-desktop-users/
https://www.esrij.com/products/trials/


使い始めよう！

よくある質問
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よくある質問
Q: ArcGIS Pro を使用すると ArcMap は使えなくなる？

１つのマシンに
ArcGIS Pro と ArcMap を

インストール

別々のマシンに
ArcGIS Pro と ArcMap を

インストール

A: ArcGIS Pro と ArcMap は併用、同時利用可能
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よくある質問
Q: ArcMap はいつまでつかえるの？
A: ライセンスが有効である限り、利用可能。

サポートについては製品ライフサイクルに従います。

ver10.8.1
サポート: 2026年2月28日

ブログ:「ArcMap のサポートについて」
https://blog.esrij.com/2020/11/12/post-37972/

https://blog.esrij.com/2020/11/12/post-37972/


使い始めよう！
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参考情報



ArcGIS Pro 製品ページ
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移行ガイド や 逆引きガイド がだれでも！ダウンロードできる
https://www.esrij.com/products/arcgis-desktop/documents/

『ArcGIS Pro
移行ガイド』

ArcGIS Pro

『ArcGIS Pro
逆引きガイド』

• 知りたい操作がすぐわ
かる！

• 目的から必要な操作が
調べられる！

『ArcGIS Pro
FAQ集』

https://www.esrij.com/products/arcgis-desktop/documents/


トレーニング サービス (有償)

32 トレーニングについて詳しくは https://www.esrij.com/training/courses/をご覧ください。

• ArcGIS Pro: 基本操作
• ArcGIS Pro: 空間解析
• ArcGIS Pro: データ作成管理
• ArcGIS Pro: Pythonスクリプト入門
• ArcMap ユーザーのための ArcGIS Pro 入門 (オンサイト専用)

https://www.esrij.com/training/courses/


その他リソース
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Esriジャパン
Esri 製品サポート
 ArcGIS Pro ワークブック
 問い合わせ

ArcGIS Pro を学べる

https://www.esrij.com/support/esri/

ArcGIS Pro ヘルプ
 ヘルプ
 チュートリアル

http://pro.arcgis.com/ja/pro-app/

ArcGIS ブログ
 Tips
 最新情報

https://blog.esrij.com/

https://www.esrij.com/support/esri/
http://pro.arcgis.com/ja/pro-app/
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まとめ
 作業効率の向上

 ArcMap ドキュメント等、既存の GIS 資産も有効活用！

 ArcGIS Desktop の保守有効ライセンスで誰でも利用可能！

使ってみよう
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