
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

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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ソフトウェアを拡張して
高機能アプリを開発

既存の GIS ソフトウェアを拡張して、高機能な GIS アプリ を
開発できます。処理を自動化したり業務固有のロジックを
アプリに組み込むことで、GIS 業務を効率化します。

for Developersfor Developers
ArcGIS を使ったアプリ、システム開発に必要なリソース（開発キット、コンテンツ&サービス、ソフトウェア）や
開発者向けクラウドサービスを利用可能なサブスクリプション プログラムです。

GIS アプリ開発に必要な要素が
これひとつに

開発キット
Web やネイティブ アプリ開発、ソフトウェアの

拡張用に用意された豊富な API/SDK

サブスクリプション
開発パターンに応じて選択可能な５つのサブスクリプション
クラウド環境のほか、各種 GIS ソフトウェアも利用可能

コンテンツ&サービス
背景地図や交通、住所などすぐに利用可能なコンテンツや

 解析サービス、独自データのホスティング機能

クラウド サービスを使用した
アプリ開発で運用もすぐにスタート

すぐに利用可能な地図コンテンツ&サービスを使用して 
アプリを開発できます。ソフトウェアのインストールも不要
で、開発から運用環境への移行もスムーズに行えます。

環境に応じて柔軟に構築可能な
エンタープライズ GIS

ソフトウェアをインストールして、組織内の IT 基盤と統合
した GIS システムを構築できます。業務データはオンプレ
ミス環境に配置し、背景地図などのコンテンツはクラウド 
サービスを利用するようなハイブリッド利用も可能です。

サードパーティと連携した
アプリ開発

ArcGIS は OGC などの GIS データの標準規格や REST 
などの Web 標準技術をサポートしているため、ArcGIS 
で作成/配信されるコンテンツをサードパーティのプラット
フォームから利用することも可能です。
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ネイティブ アプリ開発
デバイス機能を最大限に活用できる
ネイティブ アプリ開発キット

ArcGIS Runtime SDK
デスクトップ、タブレット、スマートフォンなどあらゆる
デバイスに対応した GIS アプリを開発することができる 
ネイティブ アプリ開発キット

処理の自動化
スクリプトを使用して空間解析や

ポータル管理を自動化
ArcGIS API for Python
Web GIS を活用してマップと地理空間データを扱う
ための Python ベースの API

ArcGIS for Developers は Web とネイティブの様々なプラットフォームに対応した GIS アプリ 
開発キットを提供しています。各種 API/SDK では豊富な基本機能を備え、多様な環境に対応した 
GIS アプリを開発することができます。
また、GIS ソフトウェアへ独自の機能の組み込みや処理を自動化するための開発キットを提供して
おり、既存のソフトウェアをユーザーのニーズに合わせてカスタマイズすることが可能です。

開発キット

Web アプリ開発
高機能かつ操作性の良い 
Web アプリ開発を実現

ArcGIS API for JavaScript
GIS の基本機能から高度な機能まで、最新の Web 技術を
採用した 2D / 3D Web アプリ開発のための API

Web AppBuilder for ArcGIS（Developer Edition）
GUI ベースの直感的な操作で Web アプリを作成する 
フレームワーク

GIS ソフトウェア 拡張
ArcGIS 製品に独自機能を追加して

アプリを拡張
ArcGIS Pro SDK for .NET
豊富な GIS 機能を提供するデスクトップ GIS ソフトウェア
である ArcGIS Pro を拡張するための開発キット

ArcGIS for Developers は GIS アプリ開発を支援する多様なコンテンツを提供しています。
すぐに利用可能な各種地図データ（背景地図や主題図）、データ管理およびホスティング機能、 
解析機能などが含まれます。

コンテンツ & サービス

ロケーション サービス マッピング

店舗情報や顧客情報などに含まれる住所
情報を XY 座標に変換し地図上にマッピング
することができます。

ジオコーディング（住所検索）

提供される豊富な統計データセットの中
から、人口や家族構成、収入、住居、消費者
行動、自然環境などの情報をマップに追加
することで新たな傾向を発見できます。

ジオエンリッチメント

目的地までの単純なルート検索から商圏分析
などで利用する到達圏解析まで、さまざまな
交通ネットワーク解析を実行することができ
ます。

交通ネットワーク解析

各種背景データや天候、交通量、植生など
を表した多数の地図がすぐに利用可能な状
態で提供されています。

すぐに利用可能なコンテンツ

地形や建物などの 3D 表示の他、台風の速度
を高さで表現し経路と併せて可視化するなど、
さまざまな 3D 表現が可能です。

3D

データを地図と結びつけて可視化することで、
より深くデータを理解できます。データの
特徴に合わせて異なる色やサイズでシンボル
表現します。

データ可視化

データ管理 分 析

アプリケーション固有のデータをクラウド
サービスとしてホスティングすることができます。
表示以外に編集や検索なども可能です。

データ ホスティング

オープンデータや標準フォーマットなどの
データにも柔軟に対応しているので、ソフト
ウェア間のデータ連携が可能です。 

インポート /エクスポート

オフライン環境でも地図表示やルート検索、
編集が可能です。オフライン環境で編集した
データはオンライン環境でサーバーと同期を
することも可能です。

オフライン

重複するエリアの抽出や空間的な分布傾向の
把握など、多様な空間解析機能を利用する
ことができます。

空間解析

指定した観測ポイントから可視領域の識別や
下流への経路など、多様な標高解析機能を
利用することができます。

標高解析

提供される世界中の画像を使用して、たとえば
時系列の変化を可視化するなど、さまざまな
分析に活用することが可能です。

画像サービス
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ArcGIS for Developers では開発者向けに、さまざまな開発パターンに応じて選択可能な、
5 つのサブスクリプション（ArcGIS Developer Subscription）プランを提供しています。
各プランには、サインアップのみで利用可能な ArcGIS Online（開発者向け）Subscription が
付属しており、すぐに開発・評価を行うことが可能であるとともに、有償プランでは、開発時に
利用いただける各種 GIS ソフトウェアが付属するとともに、ArcGIS Online 組織向けプラン
（開発およびテスト用途限定）を利用することが可能です。

サブスクリプション

ArcGIS Online
組織で GIS データを扱うための情報共有の基盤をクラウド 
サービスとして提供します。

ArcGIS Desktop
プロフェッショナル向けの高機能 GIS ソフトウェアです。

Esri CityEngine
GIS に限らず一般的な 3D コンテンツ作成を行う広い分野の
プロフェッショナル向けのソフトウェアです。

ArcGIS Enterprise
組織内の IT 基盤に独自の GIS 情報基盤を構築できる エンター
プライズ向けソフトウェアを提供します。

※1 各プランには、ArcGIS Online （開発者向け） Subscription（50 クレジット/月）が付属します
※2 ArcGIS API for JavaScript、ArcGIS Runtime SDK、ArcGIS API for Python、Web AppBuilder for ArcGIS（Developer Edition）
※3 Creater：2指定ユーザー、Viewer：3指定ユーザー、2500クレジットが付属します
※4 ArcMap も付属します
※5 3D Analyst, Spatial Analyst, Network Analyst が付属します
※6 すべてのエクステンションを含みます
※7 Image Server, GeoEvent Server, GeoAnalytics Server が付属します（GeoAnalytics Server は現在、国内未サポートです）
※8 製品のインストールやソフトウェアの操作に関する Q&A サービスを提供します。別途有償で開発者向けの Q&A サービスもご提供しています

4つの特長

開発パターンに応じたサブスクリプション
モバイル/ Web アプリ作成から大規模システム、既存の 
ArcGIS 製品の拡張など、GIS アプリを作成するための
要望に幅広く対応するサブスクリプションプランを提供
しています。

様々な環境に対応した API/SDK
様々な動作環境や提供方法、開発者のスキルに合わせたアプリの
開発が可能です。

すぐにアクセスできる豊富な GIS コンテンツ
各種地図データや専門的な解析機能、データのホスティングが
可能な環境をクラウドで提供します。開発用のクラウド プラット
フォームを使えば、すぐにアプリケーションの開発に着手することが
可能です。

開発に必要な ArcGIS ソフトウェアを提供
有償のサブスクリプションプランでは、開発プロセスで必要となる各種 
ArcGIS ソフトウェアを提供しています。適切なプランを選択して
いただければ、追加コストなしで、デスクトップ、サーバー、クラウドに
対応した ArcGIS ソフトウェア の開発・評価が可能です。

各 API/SDK ※2

Essentials
（無償） Builder Professional Premium Enterprise

商用目的アプリの配布および 
配信や運用

ArcGIS Online (開発者向け) 
Subscription ※1

ArcGIS Developer Subscription プラン

ArcGIS Desktop (ArcGIS Pro) 

ArcGIS Desktop エクステンション ※5

ArcGIS Pro SDK / ArcObjects SDK

ArcGIS Engine ※6

ArcGIS Enterprise (Advanced)  ※5

Esri CityEngine (Advanced)

ArcGIS Enterprise 
オプショナル サーバー ※7

Q&A サポート ※8

ArcGIS Online 組織向けプラン
(開発およびテスト用途限定) ※3

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Basic Basic ※4 Standard ※4 Advanced ※4

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓

✓
✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

6 7


	 19_Developer_H1_08.pdf
	 19_Developer_P02_03.pdf
	 19_Developer_P04_05.pdf
	 19_Developer_P06_07.pdf

