
製品サポート サービス
製品サポート サービスは、ユーザーが ArcGIS を効率的かつ
継続的に有効活用するための最新ソフトウェア、機能拡張
ツール、パッチ、Q&A サポートおよび FAQ 等を提供する
サービスです。導入初年度の製品サポートは製品価格に
含まれており、次年度以降からは製品サポート契約を更新
することで製品サポートを継続することができます。

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、
さらに内容や日程をユーザーの要望に沿った形で開催する
カスタム トレーニングの提供など、幅広いニーズに対応します。

トレーニング サービス

動作環境動作環境 「動作環境一覧」ページから対象製品の動作環境をご確認ください。
https://www.esrij.com/products/all-environments/

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 ユーザーを成功に導きます。

サービス

開発者サポート サービス
開発者サポート サービスは、GIS ソフトウェアをエンジンと
した業務アプリケーションの開発を支援するサービスです。
開発者サポートではヘルプに記載されている内容相当の解説、
サポート ページより提供されている FAQ / サンプル コードの
紹介、各 API/SDK に関する質問に対して専門スタッフがイン
シデント単位で回答します。

コンサルティング サービス
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。
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表現 作成

分析 共有

ArcGIS Pro は、地理情報および関連情報を統合し、利活用するための一連の機能（情報の可視化/分析、
データの作成/管理/出力 等）を豊富に提供する高機能 GIS ソフトウェアです。さらに作成した成果を組織内や
全世界に共有するためのオーサリング ツールとしての役割も果たします。

さまざまなデータを地図上に展開して
見える成果を生み出すソフトウェア

潜在的な情報を地図上に表現
さまざまなデータを地図に取り
込んで簡単に可視化することが
できます。事象の分布状況や
関係性など、今まで見えにく
かった情報を地図上にビジュアル
に表現することで直感的に把握
することができます。

優れた操作性と高い生産性
使いやすいインターフェイスで直感的に目的の操作
を行うことができます。ルーチン化されている業務で
あれば、処理を自動化したり、初心者でもわかりやすい
ようステップ毎に操作をガイドする機能も備えて
おり、効率的に作業を行うことができます。

幅広い用途に対応する豊富な機能
圧倒的な数を誇るデータ処理・分析・編集ツール群を
有していますので、幅広い用途で活用することができます。
さまざまな課題に対する最適解を導き出すことができる
高機能 GIS ソフトウェアとして、多くのユーザーに利用
されています。

多種多様なデータを利用可能
主要な地図・GIS データ、画像データ、表データ、
CAD データ、Web マップなどさまざまな種類の
データを地図上に展開して利用することができる
ので、導入してすぐにソフトウェアを利用し始める
ことができます。

ニーズに応じた柔軟な拡張性
標準機能に加えて、専門的な用途に特化したエクステンション
製品やカスタマイズによる更なる機能強化を図ることができます。
また、システム形態に応じて、サーバー製品やクラウドサービスと
連携した利用も可能です。

Pro

4 つの特長自由自在に地図コンテンツを作成
地図上に表現されたデータを
自由に組み合わせたり、調整
することで独自の地図を作成
できます。また、既存データの
加工や新規データの作成が
簡単にでき、データベースで
一括管理できます。

合理的な分析による意思決定
豊富な分析ツールにより、
空間的なパターン・傾向を
導き出すことや、最適な条件に
合う場所や領域を特定する
ことができ、合理的な意思
決定や課題解決に役立てる
ことができます。

成果の共有による業務の効率化
作成したマップは、各種ファ
イル形式に出力して第3者に
簡単に配布することができ
ます。また、クラウド上に
共有することもでき、さま
ざまな用途や業務に幅広く
活用することができます。

ArcGIS Pro
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主な機能

データが持つさまざまな側面を柔軟に視覚化する多彩な
地図表現機能を提供します。見た目に美しくかつ機能的
な高品質マップを容易な操作で作成できます。

ビジュアライゼーション

入手したデータを「使えるデータ」にするための加工や
調整を行うデータ処理ツール群や、対話的に正確なデータ
入力・更新ができる編集ツール群を提供しています。 

データ作成・編集

異なるデータを統合して、それらの関係性・傾向・パターンを
分析したり、データを分類化・統計化したりして新たな
価値ある情報を生み出す機能を提供します。

データ分析

ArcGIS では、さまざまな GIS データモデルをサポート
しており、それらをデータベースで一元的に管理できます。
基本的なモデルに加えて、ルールやロジックを実装した
高度な空間データモデルを利用できます。

データ管理
作成したマップを他者にわかりやすく伝達・共有する
ための各種アウトプットを簡単なステップで作成する
ことができます。また、マップをクラウド上に共有する
ことで、ウェブやモバイルなどさまざまな環境で幅広く
活用することができます。

成果の共有
複数のデータ処理やバッチ処理を行う場合は、処理
フロー モデルやスクリプト（Python）で実行することで
処理を自動化することができ、作業の生産性が大幅に
向上します。

処理の自動化

時空間ホットスポット分析

豊富なデータ編集ツール 対話的な座標補正

座標誤差の自動修正 同種類データの集約 複数データの結合

データの設計および定義

豊富なデータモデルをサポート

大容量の画像データ（衛星画像、航空写真など）を背景図
として使用したり、画像に対して各種解析処理を実行して
新たな特徴を見出すことができます。

画像処理
標高データから地形を 3 次元で表現したり、建物の面
データから 3 次元の都市景観を作成することができます。
また、3D データの編集や計測も可能です。

3D 対応

NDVI（植生指数）の算出 土地被覆図の作成

陰影起伏図の作成

画像の幾何補正

印刷用地図レイアウトの作成

クラウド上に共有したマップの利用

地表面温度の算出

属性値による 3D 表現 都市景観の表現

ドラッグ&ドロップで簡単に
処理フローを作成

作成したモデルをスクリプトに
エクスポート

地形の表現

2D / 3D 地図の連動表示

点群データの表示

豊富な主題表現

多彩な表示スタイル 柔軟なテキスト表示設定

グラフと連動した分析 適地選定

地理的な分布傾向の算出 類似データのグルーピング
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ArcGIS Online 

ArcGIS Pro

利用 

付属プログラム

製品構成

ArcGIS Pro は、3 つのエディション（Basic、Standard、Advanced）をもつ基本製品と、
エクステンション製品群から構成されます。

基本製品では、各エディションで同一のアプリケーションを提供しますが、エディションに
応じて利用可能な機能の数が異なります（機能数:Advanced > Standard > Basic）。
必要に応じて専門的な用途に特化した各種エクステンション製品を追加することが可能で、
更なる機能強化を図ることができます。

エクステンション製品

ArcGIS Pro の保守が有効なライセンス数分のユーザーが、GIS クラウド
サービス「ArcGIS Online」の各種サービスを一定量無料で利用できる
プログラムが付属します。
プログラムに登録すると、以下のようなことが行えます。
　● ArcGIS Pro で作成したマップの共有
　● ジオコーディング
　● ルート解析
　● 各種アプリ（ArcGIS Apps）の利用

ArcGIS Online

エディション別機能比較
ビジュアライ
ゼーション

データ
分析 画像処理 ３D 対応 地図の

出力・共有
データ
作成・編集

データ
管理

処理の
自動化

データ処理
ツール数

○ … 標準機能、 ◎ … 高度な機能、 ⦿ … より高度な機能

ArcGIS Spatial Analyst

Basic

Standard

Advanced エ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン

Basic

Standard

Advanced

○

○

○

○

○

◎

○

◎

◎

○

○

○

○

○

○

○

◎

⦿

○

◎

◎

○

○

○

約340

約450

約510

パッケージ製品

ArcGIS Pro Basic データバンドル版
ArcGIS Pro Basic にデータ製品「ESRIジャパン データコンテンツ 
スターターパック」が付属したパッケージです。スターターパックは、
広域地図、公共地図、街区レベル住所、基本統計を収録した、
ArcGIS ですぐにご利用いただける加工・調製済み GIS データ集です。
これから GIS を始める方にとって最適なパッケージです。

ArcGIS Business Analyst
エリアマーケティングに特化した機能とすぐに
使えるデータがパッケージになったソリューショ
ン製品です。ビジネスに必要なさまざまな地
理空間分析に対応します。

ラスター ベースの空間モデリングおよび解析のための、多岐にわたる強力なツールを提供します。

地球統計学に基づいた
高度な統計的手法・補間
機能で、空間データ解析
を支援する機能を提供
します。

ArcGIS Geostatistical Analyst
リモートセンシング画像
処理・写真測量のための
高度な機能を提供します。

ArcGIS Image Analyst

自動/目視チェックによる
データのエラー検出、デー
タ精度のレポート作成な
ど、GIS データの品質管
理に特化した機能を提供
します。

ArcGIS Data Reviewer
作成したマップを、フリー
ビューアーで参照可能なマップ 
ファイルに変換する機能を
提供します。
マップ  ファイルを配布する
ことで他のユーザーがマップを
参照することができます。

ArcGIS Publisher

地形解析 日射量解析 水文解析 加重コストによる適地選定

ArcGIS 3D Analyst
GIS で扱う多様なデータを 3 次元空間で解析することに特化した機能を提供します。

断面図の作成 日影解析 3D 空間演算 地下の空間解析

ArcGIS Network Analyst
道路網などの交通ネットワーク データをもとに、最短経路検索や商圏解析などの機能を提供します。

配車ルート解析 到達圏解析 施設の配置計画 最寄り施設の検索

※ ArcGIS Pro 版の国内サポートについては未定です。
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