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はじめに 

本スタートアップ ガイドは ArcGIS Online 組織向けプランの利用を開始する方のためのガイドです。 

ArcGIS Online をご利用いただくための組織専用の Web サイトの設定を行う手順と管理機能および便利な機

能を説明します。 

 

なお、ArcGIS Online では、ご購入いただいたユーザー タイプに応じて利用できる機能/アプリが異なりま

す。また、一部の機能ではクレジットが必要です。このクレジットを適切に利用、管理するために、「クレジ

ットの管理」を必ずご確認ください。 

 

 「ユーザー タイプ」に関しては「組織向けプラン」をご参照ください。 

 

 

動作環境 

ArcGIS Online でサポートされているブラウザーの最新版で、本ガイドの操作を行ってください。 

⚫ Google Chrome 

⚫ Microsoft Edge 

⚫ Mozilla Firefox 

⚫ Safari 

 

 Internet Explorer 11 および Edge レガシーはサポートしておりません。 

 ヘルプ；サポートされているブラウザー 

 

 

 

https://www.esri.com/ja-jp/arcgis/products/arcgis-online/pricing/arcgis-online-subscriptions#usertypes
https://www.esri.com/ja-jp/arcgis/products/arcgis-online/pricing/credits
https://www.esrij.com/products/arcgis-online/plan/organization/
https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/browsers.htm
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ステップ 1 : サブスクリプションの有効化 

「サブスクリプションの有効化」とは、ArcGIS Online のクラウドに参加するための手続きに相当します。

ArcGIS Online の有償プランをご契約された、あるいは ArcGIS Online の利用申請をしていただいたお客様に

は、あらかじめサブスクリプション ID が付与されており、受信されたメールに記載の独自の URL からサブ

スクリプションを有効化し、ArcGIS Online が利用できるようになります。 

 

1. 以下いずれかの件名の案内メールを開きます。 

⚫ 【ESRI ジャパン】ArcGIS Online サブスクリプション ID 発行のご案内（ArcGIS Desktop ユー

ザー向け） 

⚫ 【ESRI ジャパン】クラウド GIS 無償利用サービスのご案内 

⚫ 【ESRI ジャパン】ArcGIS アカデミックパック 出荷のご案内 

 件名は変更される場合がございます。 

 メールが見当たらない場合は、弊社の営業担当者か、online@esrij.com にお問い合わせください。 

 「サブスクリプションID」と「ESRI顧客ID」はお問い合わせの際に必要な情報です。この案内メールは大切に保管ください。 

2. メール文章内の、＜サブスクリプション ID 有効化ページ＞ の URL (下図参照) をクリックします。 

 動作環境 に記載のブラウザーでリンクを開いてください。 

  

サブスクリプション 

有効化ページの URL 

mailto:online@esrij.com
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3. [アカウントを新規作成] または [既存の ArcGIS 個人向けアカウントを移行] を選択し、[次へ] をクリ

ックします。 

 

 既存の個人向けアカウントを組織アカウントに移行する場合 

※ 個人アカウントにて所有したアイテムは組織のアイテムとなります。 

※ 以下の ２ つのサイトで作成したアカウントは個人アカウントです。 

 ・Esri アカウント (https://accounts.esri.com/) 

 ・ArcGIS Online 個人向けプランのアカウント(https://www.arcgis.com/home/createaccount.html) 

4. [アカウントを新規作成] を選択した場合は、組織サイトにサイン インするために使用するユーザー名、

パスワードなどを設定してください。有効化を最初に行うメンバーは自動的に管理者として登録されま

す。 

 ここで設定した [ユーザー名] と [パスワード] は、ArcGIS Pro や各種アプリで利用するために大切なアカウント情報で

す。忘れないようにして下さい。下記のメモ欄もご利用ください。 

 

【お客様情報メモ欄】 

ユーザー名 パスワード 

  

 

セキュリティの質問 セキュリティの質問の答え 

  

 

 

  

https://accounts.esri.com/
https://www.arcgis.com/home/createaccount.html


 

6 

 

ステップ 2 : 組織サイトの設定 

ArcGIS Online では、組織専用のサイトを作成して、このサイト上で GIS データの編集、管理やユーザーの

設定を行うことができます。 

1. ステップ 1 の手順を完了すると、組織サイトの設定ページが表示されます。 

2. 組織サイト名、組織サイトのショートネーム（https://○○.maps.arcgis.com の○○の URL 名を決定）、

言語、地域、セキュリティを設定し、[保存して続行] をクリックします。 

※ ユーザー名とアカウントの入力を求められた場合は再度入力し、サイン インします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全世界で一意の文字列である必要があります。 

※ショート ネームの変更に関しては「ショート ネームの変更について」

をご参照ください。 
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ステップ 3 : ArcGIS Online 組織サイトへのメンバー招待 

組織サイトの構成を設定後、管理者はメンバーを組織サイトに招待することができます。メンバーとは、組

織サイトにサイン インできるアカウントを持ったユーザーを指します。メンバーの招待を行わない場合は、

ステップ 4 にお進みください。 

 組織サイトに招待できるメンバー数は、ご契約内容や契約期間に応じて異なります。 

1. [組織] → [メンバー] タブ → [メンバーの招待] をクリックします。 

 

2. 下記から選択し、[次へ] をクリックします。 

 メンバーを招待する方法は、下記 3 種類あります。 

・[招待メールを送信せずにメンバーを自動的に追加]  

各メンバーのユーザー名とパスワードを設定します。 そのメンバーにユーザー名とパスワードを通知する必要がありま

す。 一時パスワードは、最小強度の要件を満たしている必要があります。 メンバーは最初にサイン インするときに、パ

スワードの変更を求められます。 招待メールは送信されません。 特定のメンバーの電子メール アドレスがない場合は、

管理者の電子メール アドレスを使用できます。 

 

・[メンバーを追加し、電子メールでそのメンバーに通知]  

各メンバーのユーザー名を設定します。メンバーは、ArcGIS Online が送信する電子メールに応答する必要があります。

メンバーが組織に加入するには、独自のパスワードを作成します。 

 

・[メンバーが任意のアカウントを使用して加入するよう招待] 

各メンバーの電子メール アドレスを入力します。 メンバーは、ArcGIS Online が送信する招待メールに応答する必要が

あります。 メンバーが組織に加入するには、新しいアカウントを作成するか、既存の ArcGIS 個人向けアカウントを変換

します。 組織の構成に応じて、新しいアカウントには、SAML、OpenID Connect、ArcGIS、またはソーシャル ログイン

が使用できます。 

3. [新規メンバー] をクリックします。 

 複数人を一括で追加したい場合は、[ファイルの新規メンバー] をクリックします。詳細は「CSV ファイルによる複数メ

ンバーの一括招待」をご参照ください。 
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4. 管理者は招待するメンバーの [名]、[姓]、[電子メール アドレス]、サイン イン時に使用する [ユーザー

名]、[ユーザー タイプ]、[ロール]、[一時パスワード] を設定します。別のメンバーを追加する場合は 

[次に、別のメンバーを追加] をクリックして、ユーザー情報を入力します。 

 ロールとは、そのメンバーに付与される権限のことで、ここで選択できるロールは、権限レベルの高い順から [公開者]、

[ユーザー]、[データ編集者]、[閲覧者] の 4 つがあります。招待したメンバーのロールを、最も権限レベルの高い [管

理者] に変更したい場合、招待したメンバーが組織サイトへ加入後に [管理者] がロールを変更します。ロールの詳細は、

ArcGIS Online ヘルプの「組織のロール」をご参照ください。 

5. [次へ] をクリックします。 

6. 追加したメンバー リストを確認し、[次へ] をクリックします。 

7. ライセンスやグループ、クレジットの割り当て設定を行い、[次へ] をクリックします。 

[アドオン ライセンス]：割り当て可能なライセンスがある場合、選択できます。 

[グループ]：加入するグループのチェックボックスをオンにします。 

[クレジット割り当ての設定]：クレジット使用量を制限したい場合は、[割り当て量の設定] に数字を入力

します。 

https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/roles.htm
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[設定]：プロフィールの表示設定、言語、メンバーの開始ページなどを設定します。 

 [メンバーのデフォルト設定] を構成していると、[メンバーのプロパティ設定] の各項目が自動で設定されます。 

8. 追加するメンバーの概要を確認後、[メンバーの追加] をクリックします。画面右上に [追加されたメン

バー] と表示されます。 

 詳細については、ArcGIS Online ヘルプの「メンバーの招待と追加について」をご参照ください。 

9. 管理者は設定したユーザー名と初期パスワードを招待した各メンバーへ伝えます。なお、メンバーは最

初のログイン時にパスワードの変更を求められます。 

CSV ファイルによる複数メンバーの一括招待 

ある決まったフォーマットであらかじめ CSV ファイルを作成することで、複数のメンバーを組織に一括で

招待 (または追加) することができます。（CSV ファイルのサンプルのダウンロードはこちら） 

1. CSV ファイルを作成します。CSV ファイル内の先頭行が以下の名称と順序で入力されている必要があり

ます。 

 名, 姓, 電子メール, ユーザー名, パスワード, ユーザー タイプ, ロール 

 
 

2. Excel ファイルで作成した場合、「名前を付けて保存」で、ファイルの種類に [CSV UTF-8 (コンマ区切り) 

(*.csv)] を選択し、 CSV ファイル (文字コード：UTF-8) で保存します。 

作成時は、以下の点に注意してください。 
 

列 説明 

ユーザー名 
6 ～ 128 文字以内で、半角英数字で入力します。特殊文字は「.」 (ドット) 、「_」 (アンダースコ

ア) 、「@」 (アット マーク) を使用できます。 

パスワード 

デフォルトでは、パスワードは最低 8 文字の長さで、1 つ以上の文字と 1 つ以上の数字を含んでいる必

要があります。組織サイトで独自のパスワード ポリシーが設定されている場合、その要件に適合する必

要があります。大文字と小文字は区別されます。 

ユーザー タイプ 
Creator、Field Worker、Editor、Viewer、GIS Professional Basic、GIS Professional Standard、GIS 

Professional Advanced のいずれかを入力します。 

https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/administer/invite-users.htm
https://esrij-esri-support.custhelp.com/ci/fattach/get/67917/0/filename/invitation_template.csv
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ロール 

「公開者」「ユーザー」「データ編集者」「閲覧者」またはカスタムで作成したロール名を入力します。 

・Creator、GIS Professional の場合：「公開者」または「ユーザー」と入力します。 

・Editor、Field Worker ユーザー タイプの場合：「データ編集者」と入力します。 

・Viewer ユーザー タイプの場合：「閲覧者」と入力します。 

※ユーザー追加後も変更可能です。「メンバーのロールの変更」をご参照ください。 

 一括招待時に「管理者」を指定することはできません。管理者に変更したい場合は、組織メンバーに追加後、組織サイト

からロールを管理者に変更してください。 

 

3. [メンバーの追加] 画面の [メンバー リストの編集] で [ファイルの新規メンバー] を選択します。 

 

4. CSV ファイルをドラッグ＆ドロップするかファイルを参照します。 

5. 追加するメンバー数と [必須フィールド] のフィールド横に緑のアイコンが出ていることを確認し、[次

へ] をクリックします。 

6. メンバー リストを確認し、[次へ] をクリックします。 

7. ライセンスやグループ、クレジットの割り当て設定を行い、[次へ] をクリックします。 

8. 追加するメンバーの概要を確認後、[メンバーの追加] をクリックします。 

画面右上に [追加されたメンバー] と表示されます。 

9. 管理者は設定したユーザー名と初期パスワードを招待した各メンバーへ伝えます。なお、メンバーは最

初のログイン時にパスワードの変更を求められます。 
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メンバーのロールの変更 

ロールが [管理者] のメンバーは、組織サイトに参加しているメンバーのロールを変更できます。[組織] ペー

ジ → [メンバー] タブで下記のように設定します。 

 

 

 

 

 

 自身の権限の変更は、[管理者] ユーザーであってもできません。 

 ヘルプ：メンバーの招待と追加について 

 ヘルプ：組織のロール 

https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/administer/invite-users.htm
https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/roles.htm
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ステップ 4 : ArcGIS Pro やアプリのライセンスの割り当て 

ArcGIS Pro やそのほかのアプリで、使用するライセンスを ArcGIS Online 組織サイトで割り当てる必要があ

るものがあります。下記の手順に従い、管理者が各メンバーにライセンスの割り当てを行ってください。こ

の操作を行わない方は、ステップ 5 にお進みください。 

 ステップ 3 で組織サイトへのメンバーの追加が確実に行われている必要があります。 

1. [組織] をクリックして [組織] ページに移動し、[ライセンス] タブをクリックします。 

2. [アドオン ライセンス] ページに利用可能なライセンスの種類が表示されます。 

3. 割り当てたいライセンスの [管理] をクリックします。 

 
 

4. [メンバーの検索] ボックスに対象のメンバーの名前を入力して検索し、ライセンスを割り当てたいメン

バーの右の切り替えボタンをオンにします。 

 
 

5. [メンバーに電子メールを送信しますか？] という画面が表示されます。必要に応じて、[メンバーに電子

メールを送信しない] または [メンバーに電子メールを送信する] をクリックします。 

6. 右上の [×] をクリックして、[アドオン ライセンス] ページに戻ります。 

 

7. 割り当てを解除する場合は、[アドオン ライセンス] ページで解除したいライセンスの [管理] をクリッ

クし、割り当て時と同様の手順で対象のメンバーを検索してメンバー右の切り替えボタンをオフにしま

す。 
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 複数のメンバーに一括でライセンスを割り当てる場合は、[メンバー] タブからライセンスを割り当てたいユーザーのチェ

ックボックスをオンにし、[アドオン ライセンスの管理] をクリックして割り当てることが可能です。 
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ステップ 5：招待されたメンバーが ArcGIS Online 組織サイトに

加入 

ArcGIS Online の組織サイトの管理者から招待を受けたメンバーのステップです。この手順を完了したメンバ

ーは、今後組織サイトを利用することができます。 

 

1. ArcGIS Online の組織サイトの管理者から、アカウントの「ユーザー名」と「初期パスワード」の情報を

入手します。※ 

2. 以下のページにアクセスし、ArcGIS Online にサイン インします。 

https://www.arcgis.com/home/signin.html 

 

 

3. パスワードの変更が求められます。任意のパスワードに変更します。これで、組織サイトのメンバーとし

て加入しました。 

 詳細については、「組織サイトへの加入」をご参照ください。 

 ArcGIS Pro を利用したい方は、ArcGIS Pro 簡単インストール ガイドの「ArcGIS Pro 利用者の設定」をご覧いただき、引き続き設

定を行ってください。 

※組織サイトの管理者から、「ユーザー名」と「初期パスワード」ではなく、招待メールがメンバーへ送信される場合が

あります。招待メールを受信したメンバーは、以下の手順に従い、組織サイトへの加入を行ってください。 

1. 「ArcGIS Online 組織、○○に加入するための招待です。」という受信メールの 「このリンクをクリックしてアカウ

ントの設定を終了し、パスワードを登録してください。」あるいは「加入するには、このリンクをクリックしてくだ

さい。」の URL リンクをクリックします。 

 

 

下記のいずれかの画面がブラウザーで表示されます。 

https://www.arcgis.com/home/signin.html
https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/get-started/join-org.htm
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●「○○様、○○へようこそ」の画面 

管理者があらかじめユーザー名を指定しています。画面に従い、パスワード、パスワード復旧のための質問および

答えを入力してください。次回サイン インする際は、赤枠内のユーザー名と、今回設定したパスワードを入力して

ください。 

 

●「○○への加入」の画面 

[アカウントを新規作成] を選択して [次へ] をクリックし、招待を受けたメンバーご自身でユーザー名やパスワード

を作成します。 

        

既に個人向けアカウントをお使いで、そのアカウントを組織向けアカウントとして利用する場合は、 

[既存の ArcGIS 個人向けアカウントを移行] を選択して [次へ] をクリックし、 

お持ちのユーザー名とパスワードを入力します。  
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管理機能 

管理者は、組織サイトのあらゆる管理を行うことができます。 

組織サイトの情報の確認 

管理者は組織サイトの情報を [組織] ページ→ [概要] タブで確認することができます。 

 

 
 

⚫ [サブスクリプション ID] 

この組織サイトのサブスクリプション ID を確認できます。 

 

⚫ [アクティビティ ログのダウンロード] 

各ユーザーが行ったおおまかな操作ログをダウンロードできます。 

 

⚫ [システムの状態] 

[詳細の表示] をクリックすると、サービスの状態を確認できます。 

 

⚫ [更新日] 

このサブスクリプションの有効期限を表示します。 
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メンバーの管理 

管理者は、組織のメンバーの無効化、削除、メンバーが所有するアイテムの所有権の変更やアイテムの削除

を行うことができます。 

 

1.  [組織] をクリックして [組織] ページに移動し、[メンバー] タブをクリックします。 

2. メンバーの右に表示される   をクリックして、そのメンバーに対して下記の操作を行うことができ

ます。 

 

 

⚫ [アドオン ライセンスの管理] 

有償アプリや ArcGIS Pro のライセンスをお持ちの場合は、ライセンスを割り当てることができます。 

 

⚫ [ユーザー タイプの管理] 

ユーザー タイプとロールを変更できます。 

 Creator と GIS Professional のメンバーを Viewer、Editor、Field Worker に変更する際、そのメンバーがアイテムやグル

ープを所有していると、レベルの変更をすることができません。そのメンバーが所有するアイテムやグループの所有者を

すべて他のメンバーに変更していただくか、あらかじめ削除してください。 
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⚫ [アイテムの管理] 

メンバーの [マイ コンテンツ] ページへ移動します。そのメンバーの所有しているアイテムを確認し、所

有者の変更や削除をすることができます。 

 

[所有者の変更]：メンバーが所有するアイテムの所有権を変更することができます。 

変更したいアイテムのチェックボックスをオン → [所有者の変更] → [所有者の変更] ウィンドウで、新

しい所有者となるメンバーを選択し、[所有者の変更] をクリックします。 

 

 アイテム所有者の変更を行っても ArcGIS Online のアイテムの URL、サービス URL は変わりません。そのため、組織

サイトに追加している Web マップのリンク修正作業などは必要ありません。 

 

[削除]：メンバーが所有するアイテムを削除することができます。 

アイテムのチェックボックスをオン → [削除] をクリックします。 

 

⚫ [コンテンツの転送] 

メンバーが所有するアイテムを一括で他のメンバーに移動します。 

 

⚫ [クレジットの管理] 

そのメンバーが使用できるクレジットを制限します。 

クレジット使用制限の割り当て 

 

⚫ [グループの表示] 

メンバーが参加している [グループ] の一覧が表示されます。アイテムの場合と同様に、グループの所有

者の変更と削除が行えます。 

 

⚫ [プロフィールの表示] 

メンバーの各プロフィールと割り当てられているライセンスを確認することができます。管理者であれ
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ば、パスワード、ユーザー名、多要素認証、地域以外のプロフィールの変更を行うことができます。 

 

⚫ [パスワードのリセット] 

メンバーのパスワードをリセットすることができます。リセットすると、新しくパスワードを設定するよ

う、そのメンバーが登録しているメールアドレスにメールが届きます。 

 

⚫ [Esri アクセスの有効化/無効化] 

Esri の特定のサイトに、ArcGIS Online で使用しているユーザー名とパスワードでアクセスできるように

なります。 

 

⚫ [メンバーの無効化/有効化] 

メンバーのアカウントを無効化すると、そのメンバーはサイン インすることができなくなります。 

 

⚫ [メンバーの削除]  

メンバーを削除できます。 

 事前に下記の操作を行ってから、メンバーを削除してください。なお、複数のメンバーを一括に削除することはできませ

ん。 

・アイテムやグループを所有していない状態にする 

・ライセンスの割り当てを解除する 

・[Esri アクセスの無効化] を行う 

詳細は、FAQ「ArcGIS Online の組織のメンバーの削除を行うには？」(要 Esri 製品サポート ログイン)、または ArcGIS 

Online ヘルプの「メンバーの削除」をご参照ください。 

クレジットの管理 

ArcGIS Online では、「クラウドへのデータ ストレージ」や「ジオコーディングの実行」、「各種解析機能の実

行」といった GIS 処理に応じて、決められた数の「サービス クレジット」が消費されます。サービス クレ

ジットとはサービス内の仮想通貨のことで、お持ちのライセンスによって一定の初期クレジットが付属して

います。管理者は、組織サイトのクレジットの利用状況や残数をいつでも確認・管理できます。 

 ArcGIS Online の各種処理で消費するクレジットの詳細については、下記をご参照ください。 

https://www.esrij.com/products/arcgis-online/credits/ 

1. [組織] をクリックします。[クレジット] パネルで、消費クレジットの概要を確認できます。 

https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7575
https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7575
https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/administer/manage-members.htm#ESRI_SECTION1_E8C0A281E5EB4873A459ABFF1EE3BDDE
https://www.esrij.com/products/arcgis-online/credits/
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2. [ステータス] タブ、または [クレジット] パネルの [ステータスの表示] をクリックすると、クレジット

利用状況の詳細を確認できる、[ステータス] ページへ移動します。 

 

3. [日付のクイック選択] で期間を指定すると、その期間のクレジットの消費量を表示できます。凡例の項

目をクリックすると、その項目のクレジット消費の詳細を確認することができます。 
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ページ下の円グラフ チャートで、凡例の項目で [分析] をクリックすると、各分析のサービスで消費したク

レジットの詳細が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[メンバー] タブをクリックすると、各メンバーのクレジット消費量やアイテムの所有状況を確認できます。 

 

 組織で使用できるクレジット量が 0 になると、メンバーはジオコーディング、ルート案内、解析ツールの利用、プレミア

ム コンテンツの利用、タイル生成といった、ストレージ分以外でクレジットを消費する機能を使用できなくなります。ま

た、保有数を超えるクレジットを利用された場合、次回更新時、またはクレジット追加購入時に、超過分のクレジットが

差し引かれますので、ご注意ください。 
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 組織のレポート 

[レポート] → [レポートの作成] をクリックして、アクティビティ、クレジット、メンバー、アイテムの詳細レポートを

作成することができます。レポートは、マイ コンテンツに保存されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

クレジット使用制限の割り当て 

各メンバーが使用できるクレジット量の上限値を設定できます。 

1. [組織] → [設定] タブ→ [クレジット] で、[クレジット使用制限ツールの有効化] チェックボックスをオ

ンにします。 

2. [メンバー] ページへ移動します。 

3. クレジットを割り当てたいメンバー名の横のチェックボックスをオンにします。 

4. [クレジットの管理]                    をクリックします。 

5. [割り当て量の設定] をクリックし、割り当てるクレジット量を入力し、[保存] をクリックします。 

デフォルトのクレジット使用制限の割り当て 

新規メンバー招待時に使用クレジットの使用量の上限値を設定できます。 

1. [組織] → [設定] タブ→ [クレジット] で、[クレジット使用制限ツールの有効化] チェックボックスをオ

ンにします。 

2. [新しいメンバーのデフォルト設定] をクリックします。 

3. [制限なし] をクリックし、[割り当て量の設定] に変更します。 

4. [割り当て量の設定] の横のボックスに、クレジット数を入力して [保存] をクリックします。 
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 割り当てられたクレジット量が 0 になると、メンバーはジオコーディング、ルート案内、解析ツール、プレミアム コン

テンツの利用、タイル生成といった、ストレージ分以外でクレジットを消費する機能を一時的に使用できなくなります。 

 大量のジオコーディングやタイル生成などを実行した場合、処理途中で割り当てられたクレジットがすべて消費されても、

処理は中断されません。メンバーに、クレジットを全く使用させたくない場合は、[割り当て量の設定] で「0」を割り当て

ることを推奨します。また、各自に割り当てられたクレジット量の制限内でクレジット消費を行う機能を利用するよう、

事前に通知をすることをお勧めします。 

 ヘルプ：クレジットの構成 

 ヘルプ：ArcGIS Online のクレジットについて 

https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/administer/configure-credits.htm
https://www.esrij.com/products/arcgis-online/credits/
https://www.esrij.com/products/arcgis-online/credits/
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組織サイトの詳細な設定を行うには 

組織サイトの詳細な設定は、[組織] → [設定] タブから行います。 

 

 

 

左のタブに表示されている各項目をクリックし、設定します。 

 
 

主な設定を説明します。 

ホーム ページ 

[ホーム] をクリックしたときに表示されるページを編集します。[エディターの起動] をクリックして、ペー

ジを構成することができます。 
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マップ 

マップ ビューアーの設定を行います。[ベースマップ] ギャラリーに表示するマップのグループを指定した

り、使用する距離の単位を「メートル法」か「米国標準」に変更したりすることができます。 

メンバー ロール 

デフォルトで設定されていない権限を持つカスタム ロールを作成することができます。作成したロールは、

各メンバーに設定できます。 

メンバーのロールの変更 

新しいメンバーのデフォルト設定 

組織サイトに新しくメンバーを招待する際の、ユーザー タイプ、ロール、アドオン ライセンス、グルー

プ、クレジット、Esri アクセスの各種割り当ての設定をプリセットしておくことができます。 

ArcGIS Online 組織サイトへのメンバーの招待 

デフォルトのクレジット使用制限の割り当て 

クレジット 

メンバーが利用できるクレジットの割り当てを行います。 

クレジット使用制限の割り当て 

セキュリティ 

パスワード ポリシー、ログインの方法、多要素認証など、組織サイトのセキュリティを高めるための

設定を行います。注意すべき主な設定を下記に記載します。 

 

⚫ [組織の Web サイト (組織サイト URL) への匿名アクセスを許可します。] 

このチェックボックスをオンにすると、組織サイトは一般公開された状態で組織以外のユーザーも組

織サイトのトップページにアクセスできます。 

⚫ [メンバーはコンテンツをパブリックに共有できます] 

このチェックボックスをオフにすると、コンテンツの共有を組織内のみに制限でき、組織メンバーが

誤って一般に共有することを防ぎます。管理者は (ほかのメンバーが所有するものも含めて)、アイテ

ムをパブリックに公開することができます。 
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⚫ [組織サイト外のコンテンツ検索を許可します。] 

このチェックボックスをオンにすると、全世界の ArcGIS Online ユーザーがパブリックに公開してい

るコンテンツや、Living Atlas のコンテンツを利用できるようになります。 

 

 

 ヘルプ：Web サイトの構成 

 ヘルプ：グループの作成 

 ヘルプ：ロールの構成 

 ヘルプ：クレジットの構成 

 ヘルプ：アイテムの共有 

 ヘルプ：オープンデータの有効化 

ショート ネームの変更について 

組織サイトのショート ネーム (https://○○.maps.arcgis.com の○○の部分) を変更することができます。 

 ショート ネームの頻繁な変更は、すべてのアイテムの URL に影響があることから、推奨しません。 

 ショート ネームは全世界で一意の文字列である必要があるため、既にほかの組織で使用されている場合は指定した文字

列に変更できません。 

https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/administer/configure-site.htm
https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/administer/configure-site.htm
https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/share-maps/create-groups.htm
https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/administer/configure-roles.htm
https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/administer/configure-credits.htm
https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/share-maps/share-items.htm
https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/administer/configure-open-data.htm
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 Web AppBuilder、構成可能なアプリなどで作成した Web アプリに関しては、ショート ネームの変更を行っても、その

アプリの URL は自動で変更されない場合があります。その場合、アプリの再作成が必要となりますことをご了承くださ

い。 

 

1. [組織] → [設定] タブ→ [全般] タブ → [組織のデフォルト] → [ショート ネーム] で、変更したいショ

ート ネームを半角英数字で入力します。 

2. [保存] をクリックします。 

3. [組織のショート ネームの更新] ダイアログで、[ショート ネームの更新] をクリックします。 

ページ上部の [ホーム] をクリックして組織サイトのホームページに移動したり、コンテンツの URL を確認

したりします。 
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