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はじめに

1.1.

本ガイドについて

本ガイドでは、Portal for ArcGIS のインストールや Portal for ArcGIS サイト (以下、ポータル サイト) の
構築作業に関する基本的な流れや方法について紹介します。Portal for ArcGIS のインストール手順や構成
例には複数の方法があります。本ガイドで前提としている内容はその構成の一例で、Portal for ArcGIS の
機能評価を目的とし、以下の構成において、Windows Server 2012 R2 以降の環境に Portal for ArcGIS を
インストール・構成を行う方法についてご紹介します。

その他、基本構成については、下記ヘルプをご参照ください。
http://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.8/administer/windows/base-arcgis-enterprise-deployment.htm
より詳細な情報については、製品に付属のインストール ガイドもしくは ArcGIS Enterprise ヘルプの「Portal for ArcGIS のイ
ンストール」を併せてご参照ください。
http://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.8/administer/windows/installing-portal-for-arcgis.htm
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なお、本ガイドでは ArcGIS Server、ArcGIS Web Adaptor および ArcGIS Data Store がそれぞれセットア
ップ済みであることを前提としています。その際、ArcGIS Server は、ArcGIS GIS Server ライセンスで認
証する必要があります。ArcGIS Server、ArcGIS Web Adaptor および ArcGIS Data Store のインストール
および構成の方法については、以下のインストール ガイドをご参照ください。但し、インストールする
各コンポーネントのバージョンは統一する必要があります。

◼

ArcGIS Server 10.8.x インストール ガイド

◼

ArcGIS Web Adaptor 10.8.x (IIS) インストール ガイド

◼

ArcGIS Data Store 10.8.x インストール ガイド
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1.2. 本ガイドで使用している環境
本ガイドで想定している環境は以下の通りです。
オペレーティング システム
（サーバー）

Portal for ArcGIS

Windows Server 2016 Standard (64-bit)
Portal for ArcGIS 10.8.x

Portal for ArcGIS のシステム要件は、ESRIジャパンの動作環境ページをご参照ください。
「ArcGIS Enterprise 動作環境」
https://www.esrij.com/products/arcgis-enterprise/environments/

1.3. 事前準備と環境設定
Portal for ArcGIS をインストールする前に、次の事前準備および環境設定を行う必要があります。

◼

ライセンス ファイルの取得

Portal for ArcGIS のインストールには指定ユーザーのライセンス ファイルが必要です。
インストールを行う前に、事前に下記にて申請してください。
問合せ先：portal@esrij.com

◼

ファイアウォールの設定

Portal for ArcGIS では、以下のポートを使用して通信を行います。このため、事前にファイアウォールで
それらのポートによる通信を許可するよう設定する必要があります。
5701 - 5703、7005、7080、7099、7120、7220、7443、7654
これらのポートが他のアプリケーションによって使用されている場合、そのアプリケーションが別のポー
トを使用するように変更する必要があります。
複数台で構成する場合に必要なポート、一時的なポートなど、Portal for ArcGIS で使用する各ポートについての詳細は、
以下のヘルプをご覧ください。
「Portal for ArcGIS で使用されるポート」
http://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.8/administer/windows/ports-used-by-portal-for-arcgis.htm
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◼

Web サーバーでの SSL の有効化

ポータルを構築する場合、上記の利用するポートは通常管理用として利用するポートであり、ユーザーか
らのリクエストを中継するために、Web サーバーを用意します。通常ユーザーからのリクエストでよく
用いられるのは、80/443 ポートですが、ユーザー認証のリクエストやセキュリティを考慮して HTTPS 通
信（443 ポート利用）を使用します。そのため、事前に Web サーバーに設定する SSL 証明書 (サーバ
ー証明書) が必要となります。なお、本ガイドでは、事前に自己署名証明書を使用するよう設定した環境
を利用しています。

Web サーバーをリバースプロキシとして動作させることになりますが、一方で、ArcGIS Web Adaptor (以下、Web Adaptor)
を利用することも可能です。（Web Adaptor を利用すれば、Web 層認証（IIS での Windows 統合認証を設定することが
できます。）

この場合、別途 ArcGIS Server を連携する場合でかつ、ArcGIS Server 用にインストールした Web
Adaptor が同じ Web サーバーに用意する場合、ArcGIS Server 用とは別に Portal for ArcGIS 用の Web
Adaptor のインストールが必要となります。

SSL 証明書は、通常 Web サイトの所有者が作成してデジタル署名する必要があります。証明書には、CA
署名、ドメイン署名、自己署名の 3 種類があります。ポータルの構成における初期テストを実行するた
めに自己署名証明書を使用することもできますが、自己署名証明書は、Portal for ArcGIS を利用するすべ
てのユーザーに対して予期しない結果やパフォーマンスの低下を引き起こす可能性があるため、実際の運
用環境においては、CA 署名またはドメイン署名のいずれかのご使用を検討することをお勧めします。
IIS の自己証明書の作成手順については、以下のサイトをご参照ください。
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd939069.aspx
SSL 証明書についての詳細は、以下のヘルプをご参照ください。
「Web サーバーで HTTPS を有効化」
http://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.8/administer/windows/enable-https-on-your-web-server-portal-.htm

◼

完全修飾ドメイン名 (FQDN) の準備

Portal for ArcGIS のポータル サイトですべての操作を行えるようにするには、完全修飾ドメイン名 (以
下、FQDN) でアクセスする必要があります。使用する FQDN (例：portal.esrij.com) を事前に取得し、そ
の FQDN を使用して Web サーバーを経由して、ポータル サイトにアクセスできるように準備します。
構築する環境によって異なりますが、グローバル IP や DNS の設定なども必要となる場合があります。
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2. Portal for ArcGIS のインストール
本章では、Portal for ArcGIS 10.8.x をインストールし、ポータル サイトを作成するまでの手順を説明しま
す。

2.1.

Portal for ArcGIS 10.8.x のインストール
Portal for ArcGIS のインストールを行うアカウントは、コンピューターの管理者権限を持つ必要があります。

本ガイドは、弊社サポート ページから Portal for ArcGIS のインストーラーをダウンロードしてインストールする場合を
想定しております。ISO ファイルをダウンロードしてインストールする場合は、ArcGIS Enterprise の ISO ファイルに含
まれている Portal for ArcGIS のインストーラーを使用してください。製品メディアからインストールする場合は、製品メ
ディアに含まれている Portal for ArcGIS のインストーラーを使用してください。

1.

弊社サポート ページからダウンロードした Portal for ArcGIS 10.8.x のインストーラーをダブルクリ
ックして、インストーラーを展開します。以下のウィンドウが表示されますので、インストーラーを
展開するフォルダーを指定し、[Next] をクリックします。ここでは、デフォルトの設定のまま進みま
す。
⚫

2.

Portal_for_ArcGIS_Windows_<version>_<number>.exe

インストーラーの展開が終わると、以下のウィンドウが表示されます。[Launch the setup program.]
にチェックがついている状態で [Close] をクリックすると、インストーラーが起動します。

3.

ウィンドウが表示されます。[Next] をクリックします。
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4.

使用許諾契約書に同意いただいた場合は、[I accept the license agreement] を選択し、[Next] をクリ
ックします。

5.

インストール先を選択し、[Next] をクリックします。

インストール フォルダーの変更が必要な場合は、適宜変更してください。
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6.

Portal for ArcGIS のコンテンツ ディレクトリを指定します。本ガイドでは、デフォルトのディレク
トリを使用します。[Next] をクリックします。

コンテンツ ディレクトリの変更が必要な場合は、適宜変更してください。指定する場所は、ローカル ディレクトリであ
る必要があります。ここでは、共有ネットワーク ディレクトリを選択することはできません。これは、Portal for ArcGIS
サービスがデフォルトでは Windows 固有のローカル システム アカウントで実行されるように構成されているためで
す (ローカル システム アカウントは、ネットワーク ロケーションにアクセスできません)。インストール後、Portal for
ArcGIS を実行するために使用するアカウントを変更することもできます。適切な権限のあるアカウントを使用して
Portal for ArcGIS を実行することで、コンテンツ ディレクトリをローカル ディレクトリから共有ネットワーク ロケー
ションに変更することができます。
「ポータル コンテンツ ディレクトリの変更」
http://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.8/administer/windows/changing-the-portal-content-directory.htm
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7.

Portal for ArcGIS アカウントを指定します。アカウント名とパスワードを入力します。Active
Directory の管理サービス アカウントを使用する場合は、[Managed Service Account] にチェックを
入れます。[Next] をクリックします。

8.

サーバー構成ファイルを出力するかを指定します。本ガイドではデフォルトの [Do not export
configuration file.] を選択しますが、必要に応じて設定を変更してください。設定後、[Next] をクリ
ックします。

9.

[Install] をクリックしてインストールを開始します。

10. インストール完了ウィンドウが表示されます。[Finish] をクリックしてインストールを終了します。

2.2.

ポータル サイトの作成

セットアップが終了すると、Portal for ArcGIS の組織サイト (以下、ポータル サイトと呼びます) が起動
します。インストール直後は以下のようなページが表示されますので、既存のポータル サイトに参加す
るか、新しくポータル サイトを作成するかを選択します。本ガイドでは、新しくポータル サイトを作成
するため、[CREATE NEW PORTAL] をクリックします。

ポータル サイトを表示するためには、Web ブラウザーで JavaScript が有効になっている必要があります。

Web ブラウザーにて、Web サイトのセキュリティ証明書に関する警告が表示された場合は、内容を確認後、閲覧を続行
するように操作します。

ポータル サイトは、英語表記で表示されます。サイト作成後に、言語設定を行うことで、サイト上の表記を日本語に変更
することができます。言語設定の手順については、「Portal for ArcGIS サイトの言語設定」をご参照ください。
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1.

ポータルのライセンス ファイルを選択する画面が表示されます。[参照] をクリックしてライセ
ンスファイルを選択します。選択後に [Next] をクリックします。

ArcGIS Enterprise 10.7 以降、ユーザー タイプ、アプリ バンドル、およびアドオン アプリを含むポータル ライセンスが
1 つの json ファイルを使用して管理されます。ユーザー タイプやロールについては、[3.2. ユーザー追加と管理] をご参
照ください。

2.

ポータル サイトにサイン インするための初期管理者アカウントを作成します。ユーザー名、パスワ
ード、ユーザー タイプを設定して、[Next] をクリックします。

Portal for ArcGIS を構成するためには、ライセンス ファイルに、管理者ロールに対応しているユーザー タイプ ライセン
スを 1 つ以上含める必要があります。

9

Portal for ArcGIS 10.8.x セットアップ ガイド

初期管理者アカウントのユーザー名とパスワードに含めることのできる ASCII 文字は、以下に制限
されます。
●

0 ～ 9 の数字

●

A ～ Z の ASCII 文字 (大文字および小文字)

●

ドット (.)

初期管理者アカウント作成後、パスワードポリシーの変更を行うことができます。
初期管理者アカウントについての詳細な情報は、以下のヘルプをご参照ください。
「初期管理者アカウントについて」
http://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.8/administer/windows/about-the-initial-administrator-account.htm

3.

初期管理者の名前、E-mail アドレス、本人に関する質問と答え (パスワードを忘れた場合に使用) を
半角英数字 (名前のみ全角文字を使用可) で設定して、[Next] をクリックします。
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4.

Portal for ArcGIS のコンテンツ ディレクトリを指定します。本ガイドでは、デフォルトのディレク
トリを使用します。[Next] をクリックします。

コンテンツ ディレクトリの変更が必要な場合は、適宜変更してください。指定する場所は、ローカル ディレクトリであ
る必要があります。ここでは、共有ネットワーク ディレクトリを選択することはできません。これは、Portal for ArcGIS
サービスがデフォルトでは Windows 固有のローカル システム アカウントで実行されるように構成されているためで
す (ローカル システム アカウントは、ネットワーク ロケーションにアクセスできません)。インストール後、Portal for
ArcGIS を実行するために使用するアカウントを変更することもできます。適切な権限のあるアカウントを使用して
Portal for ArcGIS を実行することで、コンテンツ ディレクトリをローカル ディレクトリから共有ネットワーク ロケー
ションに変更することができます。
「ポータル コンテンツ ディレクトリの変更」
http://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.8/administer/windows/changing-the-portal-content-directory.htm

5. 確認ページが表示されます。問題なければ [Create] を押します。Portal for ArcGIS の再起動には数
分を要する場合があります。
6.

Portal for ArcGIS の再起動が完了すると、ポータル サイトにアクセスするには ArcGIS Web Adaptor
のインストールと構成が必要であることを示すページが起動します。ブラウザーを閉じます。

以上で、ポータル サイトの作成は完了です。
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2.3.

ArcGIS Web Adaptor の構成

Web Adaptor を構成する場合は、こちらのステップを実施します。ここで構成する Web Adaptor は、
ArcGIS Server 用にインストールしたものとは別のものである必要があります。

1.

Web ブラウザーから以下の URL にアクセスし、Web Adaptor の構成ページを開きます。
https://<ホスト名>:<ポート番号 (443 ではない場合)>/<Web Adaptor 名>/webadaptor
例：https://portal.domain.com/arcgisweb/webadaptor

2.

Portal for ArcGIS を選択して、[次へ] を選択します。

3.

ポータルの URL には、Portal for ArcGIS をホストするサーバーの URL の完全修飾ドメイン名
(FQDN) で入力します。管理者のユーザー名とパスワードは、Portal for ArcGIS インストール後に定
義した初期管理者ユーザー名とパスワードを入力します。
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4.

[構成] をクリックして、Web Adaptor に設定を適用します。これによって、Web Adaptor で認識さ
れている Portal for ArcGIS のリストが表示されます。
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2.4.

ポータル サイトへのサイン インの確認

Portal for ArcGIS のインストール、および ArcGIS Web Adaptor のインストールと構成が完了したら、以
下の手順に従い、
「2.2. ポータル サイトの作成」で作成した初期管理者アカウントを使用しポータル サ
イトへサイン インできることを確認します。

1.

ArcGIS Web Adaptor の構成後に表示される URL を使用し、ブラウザーでポータル サイトを開
き、右上の [Sign In] をクリックします。
URL の例：https://portal.domain.com/arcgis/home

2.

初期管理者アカウントのユーザー名とパスワードを入力し、[SIGN IN] をクリックします。
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3.

サイン インすると、ポータル サイト内の [Organization] ページが開きます。

以上で、ポータル サイトへのサイン インの確認は完了です。
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2.5.

ポータル サイトのデフォルトの言語設定

続いて、ポータル サイトのデフォルトの表示言語を日本語に変更します。

1.

ポータル サイトにサイン インし、[Organization] を開きます (「2.5. ポータル サイトへのサイン
インの確認」から引き続いて作業している場合は、既に [Organization] ページが開いています)。
[SETTINGS] をクリックします。

2.

ページ左のタブ メニューから [General] をクリックし、[Language] のプルダウン メニューにて、
[日本語 - Japanese] を選択します。
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設定が自動的に保存され、ポータル サイトのデフォルトの表示言語が日本語に変更されます。
バージョン 10.8 では、保存ボタンをクリックすると設定が保存されます。

指定ユーザーは、それぞれユーザープロファイルで、[言語] の設定を行うことができ、この言語によって、そのユーザー
でログインしている際のポータル サイトの表示言語を切り替えることができます。

3. Portal for ArcGIS の初期構成

3.1.

ホスティング サーバーの登録

各製品のインストール後、Portal for ArcGIS (以下、ポータル) で利用する機能に応じて、ArcGIS Server と
連携するための設定を行います。ArcGIS Server とポータルの連携には、以下の三つの種類があります。

◼

ArcGIS Server サービスの登録

ArcGIS Server で公開されているサービスをポータル サイトのアイテムとして手動で登録して利用するケ
ースです。
この場合、サービスを配信している ArcGIS Server のバージョンは、Portal for ArcGIS と同じバージョンである必要はあ
りません。

◼

ArcGIS Server をフェデレーション サーバーとして登録 (サーバーのフェデレート)
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ArcGIS Server で公開したサービスは、[System] フォルダーにあるサービス (Publishing など) を除いて
ポータル サイトに自動的にアイテムとして登録されます。また、ポータルのユーザーを使用して ArcGIS
Server にアクセスすることが可能となります (この場合、ArcGIS Server サイトのアイデンティティ スト
アがポータルのアイデンティティ ストアに変更され、ArcGIS Server のアイデンティティ ストアに登録
されているユーザーとロールは使用されなくなります)。
この場合、フェデレーションする ArcGIS Server は、Portal for ArcGIS と同じバージョンである必要はありません。

◼

ArcGIS Server をホスティング サーバーとして登録 (ホスティング サーバーの指定)

ArcGIS Server をポータルのフェデレーション サーバーとして設定した後、さらにホスティング サーバ
ーとして設定することにより、ArcGIS Data Store を使用したホスティング サーバーでホストするサービ
スを公開することができるようになります。このサービスは、通常の ArcGIS Server のフィーチャ サー
ビスと比べて、フットプリントの小さい軽量のサービスです。このホスト サービスを使用することで、
より多くのサービスを ArcGIS Server 上で公開できます。
ホスティング サーバーを使用すると、主に以下の機能が利用可能となります。

⚫

ArcGIS Desktop からポータル サイトへキャッシュ マップ サービスとフィーチャ サービスの公開

⚫

ポータル サイト上で CSV ファイルやシェープファイルからフィーチャ レイヤーを公開

⚫

ArcGIS Maps for Office でのマップやレイヤーの共有

ホスティング サーバーとして利用する ArcGIS Server のバージョンは、Portal for ArcGIS と同じバージョンである必要が
あります。

各連携の種類についての詳細、および利用できる機能の比較については、以下のヘルプをご参照ください。
「ArcGIS Server でのポータルの使用について」
http://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.8/administer/windows/about-using-your-server-with-portal-for-arcgis.htm

以下では、
「ArcGIS Server をホスティング サーバーとして登録」するための手順について説明します。

3.1.1. ArcGIS Server をフェデレーション サーバーとして登録
まず、ArcGIS Server をポータルのフェデレーション サーバーとして登録します。

1.

管理者 (ポータル インストール時に作成した初期管理者アカウントなどを使用) として、ポータル
サイトにサイン インし、[組織] → [設定] → [サーバー] の順に選択し、[サーバーの追加] ボタンを
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クリックします。

2.

ArcGIS Server の情報を入力して、[追加] をクリックします。
⚫

[サービス URL]：

ユーザーが ArcGIS Server サイトにアクセスするときに使用する URL。
(例：https://server.domain.com/arcgis)
ArcGIS Web Adaptor を構成している場合は、Web Adaptor 経由でアクセスする URL を指定しま
す。
（例：https://<webadaptor ホスト>.domain.com/<webadaptor 名>）
リバース プロキシを構成している場合は、リバースプロキシ経由でアクセスする場合の URL を指
定します。
（例：https://<リバースプロキシ ホスト>.domain.com/<ディレクトリ 名>）
⚫

[管理 URL]：

管理者操作を実行する ArcGIS Server サイトへのアクセスに使用する URL。
(例：https://server.domain.com:6443/arcgis or http://server.domain.com:6080/arcgis)
⚫

[ユーザー名]：

ArcGIS Server Manager にログインする際に使用する ArcGIS Server のプライマリ サイト管理者
名。
⚫

[パスワード]：

ArcGIS Server のプライマリ サイト管理者アカウントのパスワード。
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サービス URL や管理 URL には、必ずサーバーの完全修飾ドメイン名 (FQDN) を使用します。また、すべての通信に
HTTPS を使用する場合は、Portal for ArcGIS および ArcGIS Server で https のみでアクセスできるように構成します。
https://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.8/administer/windows/federate-an-arcgis-server-site-with-your-portal.htm

ArcGIS Server の追加に関するエラーが表示される場合は、以下のヘルプをご参照ください。
「よくある質問と解決策」
http://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.8/administer/windows/common-problems-and-solutions.htm

3.

ArcGIS Server が [フェデレーション サーバー] として追加されたことを確認します。

20

Portal for ArcGIS 10.8.x セットアップ ガイド

以上で、ArcGIS Server をフェデレーション サーバーとして登録するための作業は完了です。引き続き、
ArcGIS Server をホストティング サーバーとして登録する場合は、次のステップに進みます。ホスティン
グ サーバーの登録を行わない場合は、「3.2. ユーザーの追加と管理」に進んでください。
フェデレーション サーバーとして登録した ArcGIS Server を解除する場合は、以下のヘルプをご参照ください。
「ArcGIS Server のポータルからの削除」
http://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.8/administer/windows/removing-an-arcgis-server-site-from-your-portal.htm

3.1.2. ArcGIS Data Store と構成済みの ArcGIS Server をホスティング サーバーとして登録
ホスティング サーバーとして登録する場合は、以下の手順で登録します。
ただし、事前に ArcGIS Server に ArcGIS Data Store が構成済みであることをご確認ください。

1.

ポータル サイトにサイン インしていない場合は、管理者としてポータル サイトにサイン インし、
[組織] → [設定] → [サーバー] の順に選択します。

2.

[ホスティング サーバー] のプルダウン メニューから、[フェデレーション サーバー] として追加済
みの [ArcGIS Server] を選択します。

3.

設定が保存されたことを確認し、終了します。
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以上で、ArcGIS Server をホスティング サーバーとして登録するための作業は完了です。
ポータルからホスティング サーバーを削除する場合は、以下のヘルプをご参照ください。
「ポータルからのホスト サーバーの削除」
http://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.8/administer/windows/removing-a-hosting-server-from-your-portal.htm

3.2.

ユーザーの追加と管理

本節では、ポータル サイトのユーザーやコンテンツの管理の方法について説明します。
詳細については、以下のヘルプの各項目をご参照ください。
「ポータルへのアクセスの管理」
http://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.8/administer/windows/managing-access-to-your-portal.htm

3.2.1. ユーザーおよびコンテンツの管理
Portal for ArcGIS では、以下の 3 つの要素によりポータル サイトのユーザー権限やコンテンツの共有方
法を管理することができます。
⚫

ユーザー タイプ

⚫

ロール

⚫

グループ
詳細については、以下のヘルプの各項目をご参照ください。
「ユーザー タイプ、ロール、権限」
https://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.8/administer/windows/roles.htm

◼

ユーザー タイプ

Portal for ArcGIS のユーザーの種類には、以下のユーザー タイプがあります。
⚫

Advanced

⚫

Basic

⚫

Creator

⚫

Editor

⚫

Field Worker

⚫

GIS Professional Advanced

⚫

GIS Professional Basic

⚫

GIS Professional Standard

⚫

Insights Analyst
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⚫

Storyteller

⚫

Viewer

◼

ロール

指定ユーザーには、それぞれ異なるユーザー権限を持つ 5 種類のロールのうちのいずれかを割り当てる
ことができます。
⚫

管理者

⚫

公開者

⚫

ユーザー

⚫

データ編集者

⚫

閲覧者

また、付与する権限を独自に組み合わせたカスタム ロールを作成することもできます。

◼

グループ

ポータル サイトにおける各アイテムの公開 (共有) 範囲は、以下の 3 種類です。
⚫

一般公開 (すべての人に公開)

⚫

組織内での公開 (組織の全指定ユーザーに公開)

⚫

1 つまたは複数のグループへの公開

グループを作成し特定のユーザーをグループに追加することで、アイテムを組織内の特定の部署に所属す
るユーザー間でのみ共有することができます。グループには、ユーザーの他にアイテムを登録することが
できます。特定のプロジェクトに関連するマップやアプリケーションなどのアイテムをグループに登録す
ることで、コンテンツを分野および対象地域別に整理することができます。

3.2.2. ユーザーの追加
Portal for ArcGIS 組み込みのアイデンティティ ストアにユーザー アカウントを作成するか、既存のエン
タープライズ アカウントを登録することでユーザーを追加することができます。以下、各ユーザーの管
理について説明します。
ポータルへのアクセスの管理についての詳細は、以下のヘルプをご参照ください。
「ポータルへのアクセス管理」
http://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.8/administer/windows/managing-access-to-your-portal.htm

◆

Portal for ArcGIS のユーザー アカウントを作成する場合

作成したユーザー情報やグループは、ポータルの組み込みアイデンティティ ストアで管理されます。
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ユーザー アカウントの各種作成方法については、以下のヘルプ ページの各セクション内にある「組み込みアカウント」
の箇所をご参照ください。
http://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.8/administer/windows/add-members-to-your-portal.htm

◆

エンタープライズ アカウントを登録する場合

ユーザー情報やグループは、既存のエンタープライズ アイデンティティ ストアで管理されます。
エンタープライズ アカウントを登録する前に以下のヘルプを参照し、設定を行います。
「エンタープライズ ログインの設定」
http://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.8/administer/windows/about-configuring-portalauthentication.htm#ESRI_SECTION1_66C3475137F544719F1CA3129B62D939

エンタープライズ アカウントの各種登録方法については、以下のヘルプ ページの各セクション内にある「エンタープラ
イズ アカウント」の箇所をご参照ください。
http://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.8/administer/windows/add-members-to-your-portal.htm

3.2.3. Portal for ArcGIS のアクセス状況の管理 (Activity Dashboard for ArcGIS の使用)
ポータル サイトには、アイテム、ユーザー、グループ別の使用状況に関する統計情報をレポートする
Activity Dashboard for ArcGIS という組み込みのアプリケーションが含まれています。管理者はこの情報
を使用して、ポータル サイトの使用状況を監視することができます。
Activity Dashboard for ArcGIS を使用するには、管理者としてサイン インし、[組織] ページにて、
[ステータスの表示] をクリックします。
[Activity Dashboard for ArcGIS] についての詳細は、以下のヘルプをご参照ください。
「使用状況レポートについて」
http://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.8/administer/windows/about-usage-reports.htm
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4. 追加の管理設定

4.1.

ヘルプの日本語化

Portal for ArcGIS をインストールすると、英語のヘルプが同時にインストールされます。Portal for ArcGIS
のヘルプを日本語化する場合は、以下の作業を行ってください。

本ガイドは、弊社サポート ページから Portal for ArcGIS のヘルプの言語パックのインストーラーをダウンロードしてイ
ンストールする場合を想定しております。ISO ファイルをダウンロードしてインストールする場合は、ArcGIS Enterprise
の ISO ファイルに含まれているインストーラーを使用してください。製品メディアからインストールする場合は、製品
メディアに含まれているインストーラーを使用してください。

1.

弊社サポート ページからダウンロードした Portal for ArcGIS ヘルプの言語パックのインストーラー
をダブルクリックし、インストーラーを展開します。
Portal_for_ArcGIS_Help_LP_<version>_<number>.exe

展開先のフォルダーを指定して、[Next] をクリックします。

2.

展開が終わると下図が表示されます。[Launch the setup program.] にチェックがついている状態で
[Close] をクリックします。[Close] をクリックすると、インストールが開始します。
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3.

内部ヘルプの日本語化用インストーラーが起動します。[Next] をクリックします。

4.

使用許諾契約書に同意いただいた場合は、[I accept the license agreement] を選択し、[Next] をクリ
ックします。

5.

[Language] の横のドロップダウン リストからインストールする言語を選択します。ここでは日本語
のヘルプをインストールするため [Japanese] を選択し、[Next] をクリックします。

6.

[Install] をクリックしてインストールを開始します。

7.

[Finish] をクリックしてインストールを終了します。

8.

インストール後、スタート メニュー内にある「Portal for ArcGIS ヘルプ」または、以下の URL より
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日本語化された Portal for ArcGIS ヘルプにアクセスしてください。
http://<FQDN>:7080/help/ja/website/help/

4.2.

ポータル Web サイトのカスタマイズ

組織でのポータル サイトの利用環境などに合わせ、ポータル サイトをカスタマイズすることができま
す。カスタマイズを行う場合は、ポータル サイトに管理者としてサイン インし、[組織] ページに移動し
ます。

本節では、[組織] ページで設定可能な項目の概要について説明します。
各項目の詳細や設定方法については、以下のヘルプの該当項目をご参照ください。
「ポータル Web サイトの構成」
http://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.8/administer/windows/about-configuring-the-portal-website.htm

◼

[全般]

ポータル サイトでの使用言語やトップページに表示するロゴ、説明文、リンク先などを設定することが
できます。

◼

[ホーム ページ]

トップ ページの外観や表示するコンテンツの一覧についての設定を行うことができます。

◼

[ギャラリー]

[ギャラリー] ページに表示するコンテンツをグループ単位で選択することができます。

◼

[マップ]

マップ ビューアーで使用するデフォルトのベースマップ、表示範囲、単位などについて設定することが
できます。デフォルトでは、
「ベースマップ ギャラリー」および「デフォルト ベースマップ」に Esri が
提供する ArcGIS Online のベースマップおよびベースマップ ギャラリーを使用するように設定されてい
ます (インターネットに接続できない場合は、ArcGIS Server のサービスを設定してください)。

◼

[アイテム]

アイテムに対するコメントやメタデータの有効化・無効化、組織のカテゴリの設定をすることができま
す。
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◼

[グループ]

ユーザーに特に見てほしいコンテンツを含むグループを「注目のグループ」として設定したり、テンプレ
ートを含むグループをテンプレート ギャラリーで使用するように設定したりすることができます。

◼

[ArcGIS Online]

ArcGIS Online アカウントを所有している場合は、ポータル サイトで ArcGIS Online のユーティリティ
サービスを使用するようにポータルを構成することができます。ArcGIS Online ユーティリティ サービス
に対応するアイテムが [コンテンツ] ページに作成され、組織内のすべてのユーザーに共有されます。ポ
ータルでこれらのサービスを使用すると、指定した ArcGIS Online アカウントからクレジットが消費され
ますのでご注意ください。

◼

[ユーティリティ サービス]

マップ上で使用する各種サービス (印刷、ジオコーディング、ジオメトリ演算、ルート検索) を設定する
ことができます。デフォルトでは、Esri が提供する ArcGIS Online の各種サービスを使用するように設定
されています (インターネットに接続できない場合は、ArcGIS Server のサービスを設定してください)。

◼

[サーバー]

Portal for ArcGIS と ArcGIS Server を連携するための設定を行うことができます。詳細は、本ガイドの
「3.1. ホスティング サーバーの登録」をご参照ください。

◼

[メンバー ロール]

ユーザーに付与するロール (デフォルトでは「データ編集者」
、「ユーザー」
、「公開者」、
「管理者」、
「閲覧
者」の 5 種類) をカスタマイズして独自のロールを作成することができます。ロールについては、本ガ
イドの「3.2. ユーザーの追加と管理」をご参照ください。

◼

[新しいメンバーのデフォルト設定]

新しいメンバーにデフォルトで割り当てるユーザー タイプ、メンバー ロール、アドオン ライセンス、
およびグループ メンバーシップを指定できます。

◼

[コラボレーション]

マップ、アプリ、レイヤーといった多くのアイテムを他の組織とシームレスに共有して、自身の GIS コ
ンテンツの範囲を拡大することができるコラボレーションを作成することができます。
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[セキュリティ]

◼

ポータル サイトへのアクセスなどに関するセキュリティを高めるための設定をすることができます。

[組織エクステンション]

◼

Tracker モバイル アプリでトラッキング レイヤーに現在位置情報をアップロードできる、位置のトラッ
キングを有効化することができます。

4.3.

3D シンボルのインストール

ArcGIS Enterprise 10.7.1 以降、3D のシンボル ギャラリーに植生などの追加の 3D シンボル セット
（Web スタイル）を利用できるようにするインストーラーを提供しています。
1.

弊社サポート ページからダウンロードした Web スタイルのインストーラーを実行し、起動したセッ
トアップ ウィザードに従ってインストールを実行すると追加されます。
⚫

Portal_for_ArcGIS_Web_Styles_Windows_<version>_<number>.exe

インストールが完了すると、Scene Viewer で利用できるようになります。

4.4.
4.4.1.

アプリのインストール
ArcGIS Maps for Office

Excel や PowerPoint で利用できる ArcGIS Maps for Office をポータルと連携して利用することができま
す。ArcGIS Maps for Office はいくつかの JavaScript ファイルで動作します。オンプレミスの環境下で利
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用するためには、別途 ArcGIS Maps for Office の JavaScript リソースをポータルに配置する必要があり
ます。下記ヘルプに従って、ポータルに ArcGIS Maps for Office のリソースを配置し、以下の手順にてポ
ータルへの接続設定を行ってください。
http://doc.arcgis.com/ja/maps-for-office/install-and-configure/work-with-portal-for-arcgis.htm

Office のクライアントがインターネットに接続できる場合は、Microsoft Office Backstage ビューの [ArcGIS Maps] タブ
で、[クラウド リソースを使用] にチェックを入れます。これにより、クラウドで配信している ArcGIS Maps for Office の
リソースを利用することができます。

◼

ArcGIS Maps for Office をこれからインストールする場合

ArcGIS Maps for Office のインストーラーの [ArcGIS Connection Settings] ダイアログにて [My ArcGIS
Portal] を選択し、Portal for ArcGIS の URL を入力します。

◼

ArcGIS Maps for Office を既にインストールしている場合

Microsoft Office Backstage ビュー (Excel または PowerPoint のリボン上にある [ファイル] メニュー)
で、 [ArcGIS Maps] タブを選択し、ポータル サイトの URL を入力します。
自己署名証明書が ArcGIS Maps for Office を実行しているコンピューター上にある [信頼されたルート証明機関] 証明書
ストアにインストールされていない場合は、ArcGIS Maps for Office で Portal for ArcGISにサイン インすることができま
せん。

ArcGIS Maps for Office のインストールやポータルへの接続については、以下のヘルプをご覧ください。
「ArcGIS Maps for Office の構成」
http://doc.arcgis.com/ja/maps-for-office/install-and-configure/configure-esri-maps-for-office.htm
「Portal for ArcGIS の操作」
http://doc.arcgis.com/ja/maps-for-office/install-and-configure/work-with-portal-for-arcgis.htm
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4.5.

ArcGIS Pro オフライン認証

Portal for ArcGIS で ArcGIS Pro のライセンスを構成し、ポータル組織のメンバーがオフライン環境で
ArcGIS Pro を使用できます。ライセンスの取得方法などについては portal@esrij.com までお問い合わせ
ください。

5. アンインストール
Portal for ArcGIS のアンインストールは、以下の手順により行います。ArcGIS Web Adaptor を Portal for
ArcGIS で構成している場合は、アンインストールを実行する前に ArcGIS Web Adaptor の登録解除 (別紙
「ArcGIS Web Adaptor 10.8.x (IIS) インストール ガイド」を参照) を行ってください。

1.

[コントロール パネル] → [プログラムと機能] を選択して、[プログラムと機能] ダイアログを開き
ます。

2.

Portal for ArcGIS 10.8.x をアンインストールします。
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6. 参考情報
Esri 社の ArcGIS Enterprise ヘルプ ページには、Portal for ArcGIS の管理者向け、ユーザー向けのヘルプ
がそれぞれ用意されています。こちらも併せてご参照ください。

◼

Portal for ArcGIS の使用 (ユーザー向けのヘルプ)

http://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.8/use/what-is-portal-for-arcgis-.htm

◼

Portal for ArcGIS のインストール、管理およびセキュリティ保護 (管理者向けのヘルプ)

http://enterprise.arcgis.com/ja/portal/10.8/administer/windows/what-is-arcgis-enterprise-.htm
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