
ArcGIS Online 利用形態比較
ユーザーの利用目的に応じた利用形態を用意しております。

ESRIジャパンでは、ユーザーの GIS に対する費用対効果を最大化するため、プロフェッショナルによるさまざまな GIS 導入・活用支援
サービスを提供しています。これらのサービスは、世界最大の GIS ユーザー コミュニティにより実証された成功ノウハウに基づいて設計
されており、GIS ユーザーを成功へと導きます。

利用種別

契約形態

登録可能ユーザー数

有償サービスの利用

サービス クレジット数

商用利用

組織向け

年間契約

1 ユーザー～

○

年間 500～

可能

開発者向け

月間契約
（無償利用あり）

1 ユーザー

○

月間 50（無償）
月間 200～（有償）
開発・テスト目的のみ
運用フェーズで使用するには（　　　有償契約が必要　　　）

個人向け

無償

1 ユーザー

×

なし

不可

ArcGIS Desktop 
ユーザー向け

ArcGIS Desktop の
保守有効期間内利用可能

保守有効な ArcGIS Desktop の
ライセンスと同数

○

保守有効な ArcGIS Desktop
ライセンスあたり100

可能

利用形態 無償提供プログラム

トレーニング  サービスでは、
ArcGIS の使い方を短期間で
習得するためのさまざまなコース 
メニューを取り揃えています。
また、トレーニング会場に来場
することが困難なユーザー向けに、
リモート ライブ トレーニングや
オンサイト トレーニングなど、
幅広いニーズに対応します。

トレーニング サービス

Web GIS 実装支援キット
Web GIS 実装支援キットは、ArcGIS Online を含む ArcGIS 
プラットフォームの組織利用を最短 6 週間で実現する新しい定額
サービスです。世界最大の GIS 導入
実績により培われた Esri の成功
ノウハウをサービス パッケージと
して利用することで、ユーザーの 
ROI（費用対効果）を短期間で
最大化します。

コンサルティング サービスは、GIS を
導入するユーザーやパートナーなど
の業務をプロフェッショナルが支援
するサービスです。戦略立案、計画、
設計、開発、導入、運用などの
各フェーズにおいて、ソフトウェアに
関する専門知識と豊富な経験に
基づくコンサルテーションを提供し、
GIS の導入を成功に導きます。

コンサルティング サービス

サービス

お問合わせ

BJ1070-02-01-1905

製品サポート サービス
ArcGIS Online を契約したユーザーに ArcGIS Online および
関連する製品に関する技術的なサポート サービスを提供しております。
この製品サポート  サービスにより、
利便性が向上した最新バージョンを
常に利用することができます。また、
Q&A サポートによってソフトウェアの
操作に関する疑問点を速やかに解決
することで、さらなるソフトウェアの
活用につなげることができます。
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ArcGIS Online は、誰もがマップを作成したり、利用したりできる位置情報ポータル環境を提供するクラウド 
サービスです。ArcGIS Online から配信される背景地図などのデータ コンテンツや、ArcGIS Online にユーザー
が登録したマップや Web アプリは、いつでもどこでも利用できます。

Online
マップの作成・共有・利用を、いつでもどこでも行える環境を

提供するクラウド GIS

4 つの特長
手軽なマップ作成とデータ解析
GIS を全く知らない人でも、簡単な操作ですぐに Web ブラウザー上で 
2D・3D マップを作成できる機能を提供します。さらに、2 つのエリアから
重複部分を抽出するなどの一般的な GIS 処理や、ビジネス分野で利用
できる車両の配送ルート検索や商圏の作成、可視解析や密度解析などを
手軽に実行できます。

業務にすぐ使えるアプリ
屋外でのデータ収集用のスマートフォン アプリ、状況確認用のダッシュボード 
アプリ、ドローンで撮影した画像を処理するアプリなど、特定の業務や用途に
特化した様々なアプリが用意されています。また、自分だけの Web アプリも、
プログラミングの知識がなくてもすぐに構築できます。

豊富な地図データ
数々の背景地図、防災情報、衛星画像、統計情報などのデータをすぐに
マップに追加して利用できます。また、世界の ArcGIS Online ユーザーが
一般公開しているデータも利用できます。目的のデータが見つかれば、データ
整備コストを低減することができます。

柔軟な運用と管理
ArcGIS Online では、クラウド内に組織専用のポータル サイト（組織サイト）を
持つことができ、組織に限定した情報共有、サイトのカスタマイズ、ユーザーや
コンテンツの管理機能などが利用できます。組織サイトの管理者は、ユー
ザーの役割に応じて権限を細かく設定して割り当てることができます。

Online

すぐに利用を開始できるクラウド GIS
・運用開始までの期間を短縮
サブスクリプションを購入後に簡単なポータル サイト設定をするだけで、
すぐに運用を開始できます。

・初期投資を抑制
サーバーなどのハードウェアの購入が不要なため、初期投資にかかる
費用を抑えることができます。

・メンテナンスの時間を低減
クラウド サービスとして提供されるため、システムのメンテナンスに
要する時間が不要です。また、ポータル サイトの管理機能が充実
しているため、サイトの運用を効率的に行えます。

幅広い業務の効率性を向上
・あらゆる位置情報をマップで可視化
お手持ちのデータや既存の情報システム（BI、CRM、ERP 等）
と連携し、マップ上でデータを可視化できます。

・短期間で操作を習得
簡単な操作で誰でもすぐに業務で使えるマップを作成できます。

・いつでもどこでもマップにアクセスして情報共有
社外にいる調査員や営業スタッフなどが業務用マップにアクセスしたり、
社外から入力した情報をオフィスでリアルタイムで把握でき、業務
効率化を促進します。

安全性と信頼性
・アクセス集中による負荷の増大にも対応
公開しているマップに急なアクセスの増大があっても、安定した使用が
可能です。

・高度なセキュリティ要件を満たしたシステム
ISO 27001 及び米国連邦情報セキュリティ マネジメント法（FISMA）
におけるセキュリティ要件との適合認定を米国農務省から付与されて
います。また、ArcGIS Online は、様々なセキュリティ規格に適合した
クラウドインフラストラクチャ プロバイダーである AmazonWeb 
Services と Microsoft Azure を利用しています。

2 3



組織で管理するテーブル 
データに含まれる世界中
の住所情報をポイント 
データに変換することが
できます。

データを基に適切なシンボル表現を提示

背景地図に合わせてデータの色を変更

データを自動で適切に分類して表現

スマート マッピングとは、マップに追加したデータの属性に基づ
いて適切なシンボルを表現する ArcGIS Online の機能です。
専門的な知識なしで簡単に見栄えの良いマップを作成すること
ができます。また、3D マップも作成することができます。

紙地図の代わりに、スマートフォンやタブレット上の
マップにデータを入力できます。オフラインでの利用や
高精度 GPS に対応しています。

手軽にきれいなマップを作成

スマート マッピング

手持ちの位置情報を地図データ化 

ジオコーディング サービス

特定の場所やエリアの人口、収入、
消費額などの情報を取得する
ことができます。
ArcGIS Online には世界中の
統計情報が用意されています。

世界各地の統計情報の取得

ジオエンリッチメント

利用方法

バッチ ジオコーディング
複数の住所情報を一度に位置情報に変換

ジオサーチ
住所や場所の名前、目標物で位置を検索

123 Houndsditch, London

複数車両で最適な配送ルートを
計画します。

ある場所から指定した施設の中から
一番近い場所を検索します。

ある地点から指定した時間内で
到達できるエリアを出力します。

出店場所や閉店場所の検討が
できます。

道路網データを用いた解析

ネットワーク解析サービス
あらかじめ用意されている道路網データを基に、
移動距離や時間に関連した解析を実行できます。

ルートの計画

最寄りの検索

到達圏レイヤー
の作成

最適な施設
の検索

位置情報に基づいて、データを様々な方法で解析

空間解析
複数のデータに空間的
な処理を実行できます。
ArcGIS Online にも
デスクトップ GIS でおな
じみのツールが用意され
ています。

高い値が集中している箇所を特定するホットスポット分析や、
ポイント データを基にデータがないエリアを予測して平面
データを作成するポイントの内挿も実行可能です。

バッファー ホットスポット分析

オーバーレイ

ディゾルブ

密度解析 ポイント
の内挿

手軽なマップ作成とデータ解析 業務にすぐ使えるアプリ – ArcGIS Apps – 
特定の業務や用途に特化したアプリ群です。誰でも簡単な操作で、屋外でもオフィスでもご利用いただけます。

Apps for the Field
─ 現地調査で使うアプリ ─

Apps for the Office
─ オフィスで使うアプリ ─

Apps Builders
─ Web アプリ構築 ─

Collector
for

ArcGIS

調査票の作成と入力が可能です。調査票は Excel や 
Web デザイナーで作成でき、調査結果は自動で簡易集計
されます。

Survey123
for

ArcGIS

マップの閲覧に特化したアプリです。業務用のマップ上で
場所を検索したり、スケッチして重要な場所をハイライト
表示したりすることが可能です。

Explorer
for

ArcGIS

マップ、グラフ、ゲージなどを組み合わせて情報を表示する
ダッシュボード アプリです。離れた場所から複数人に
よって入力された情報もリアルタイムに把握できます。

Operations
Dashboard
for ArcGIS

マップの作成、分析、共有、プレゼン
テーション機能を提供する Microsoft 
Office Excel/PowerPoint のアドイン
製品です。

ArcGIS
Maps

for Office

ウィジェットやデザインをビルダー上
で選ぶだけで、HTML / JavaScript 
ベースの多機能 Web アプリを作成
できます。

地図や画像などを用いて、観光案内、
施設案内、研究成果、文化、歴史、環境
問題などを伝えられる、ストーリー
仕立ての Web アプリを作成できます。

外観や機能の異なる多数のテンプ
レートの中から作成したい  Web 
アプリを選んで構成できます。

空間/非空間データを直感的な操作
でグラフや表・マップに可視化・空間
分析できる探索型分析 Web アプリ
ケーションです。

 Insights
for ArcGIS

ドローンで取得した画像からオルソ 
モザイク画像や 3D 点群データなど
の GIS データを生成します。

Drone2Map
for ArcGIS

Web 
AppBuilder
for ArcGIS

ストーリー
マップ

Web アプリ
テンプレート

利用できる統計情報 (例：米国)

※ 利用できる統計情報の項目は国により異なります。

職業

年齢

結婚歴

教育

収入

健康保険

家

人口

消費

Icon by icons8
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道路地図、地形図、衛星画像といった数々の美しくデザインされた
背景図を提供します。

サイトのバナーやデザインなどを
変更して、組織メンバーが使い
やすいホームページを構成でき
ます。

マップやデータを組織内に限定共有でき
ます。市民サービスや広報などの目的で
パブリックへ共有することも可能です。

バッファーの作成、密度の計算、フィー
チャの結合などの解析が行えます。

HTTPS の有効化や二段階
認証などのセキュリティ
設定を提供します。

スマートフォンやブラウザーで
利用できる Web アプリを作成
できます。

背景地図

豊富な地図データ 柔軟な運用と管理
ArcGIS Online 上には、Esri 社や
多くの信頼された機関、さまざまな
データ ベンダーから提供された豊富な
地図データが揃っています。お手持ちの
データと組み合わせれば「オリジナル 
マップ」や「オリジナル アプリ」がすぐに
できあがります。

ArcGIS Online では、クラウド内に組織専用のポータル サイトを持つことができます。
このサイト上でセキュリティ設定などのサイト構成、ユーザーとコンテンツの運用と管理が行えます。

南海トラフ巨大地震や首都直下地震の被害想定情報など、日本国内や
海外の各種機関から公開されている防災情報をご利用いただけます。

防災情報
全世界の標高データと一部の都市の建物
モデルを提供します。標高データは可視解析
などの解析にもご利用いただけます。

３D

傾斜角、傾斜方向、陰影起伏といった地形データを提供します。産業技術
総合研究所地質調査総合センターが配信するシームレス地質図や重力図
などもご利用いただけます。

地形・地質
都道府県界と全国市区町村界データを
提供します。海外の境界データもご利用
いただけます。

境界

気象庁による 1 時間先までの 5 分
ごとの降水強度予測と土砂災害
発生危険度の判定結果を提供し
ます。

気象
人口統計や購買力など数多くの
指標の日本国内と海外の統計情報
を提供します。

統計情報
ArcGIS Online 上に自治体などが
オープンデータとして公開している
データをご利用いただけます。

オープンデータ

組織専用のポータル サイト

マップを作成できます。

3D シーンを作成できます。

権限をカスタマイズして、調査員用、経営戦略部用、情報
システム部用など業務や部門別の権限の作成が可能です。

組織の管理者はメンバーの役割に応じて、権限を割り当て
ることができます。

柔軟なメンバー権限の割り当て

組織サイトの円滑な運用を維持するために、
使用量に関するステータス レポートを確認
できます。

メンバーのアクセスや利用状況、コンテンツ
の容量や共有状況などを一目で把握でき
ます。

特定のプロジェクト用のマップやデータを共有するグループを作成し、
プロジェクトに関わるメンバーをグループへ登録できます。

ほかの組織サイトのメンバーをグループに招待することができるの
で官民学の共同プロジェクトなどにも利用できます。

共同作業の円滑化 運用状況の監視

・閲覧者 （共有されたマップ・アプリの閲覧）
・ユーザー （上記に加え、マップ作成・データ編集・
 　解析が可能）
・公開者 （上記に加え、Web サービスの公開が可能）
・管理者 （上記に加え、サイト設定、すべての
 　アカウントとコンテンツの管理が可能）

デフォルトで用意されている権限の一例です。
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