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スタートアップ ガイドについて 

本スタートアップ ガイドは、業務データ／空間データを探索的に可視化・分析できる Web アプリ 

ArcGIS Insights (以下、本製品という) を初めて使用する方を対象とした利用手順書です。 

本製品をご利用いただくためのライセンスの割り当てやデータの追加、カードの作成・共有方法について

説明します。 

ArcGIS Insights の動作環境 

本製品は ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise で利用可能です。一部の機能については、ArcGIS 

Enterprise のみで利用可能です。動作環境についての詳細は ArcGIS Insights 製品ページ「動作環境」を

ご覧ください。 

消費クレジット 

本製品の ArcGIS Online 版の一部の機能では、実行時にクレジットが消費されます。詳細は Esri ヘルプ

ページ「Insights in ArcGIS Online におけるクレジットの概要」をご覧ください。 

なお、ArcGIS Enterprise 版をご利用の場合でも、ArcGIS Enterprise でジオコーディングやネットワーク分

析などの解析サービスについて、ArcGIS Online のサービスを利用するように構成した場合は、同様にク

レジットを消費します。 

 クレジットの利用制限を行いたい場合は下記の ArcGIS Online スタートアップガイドの「クレジット使用制限の割り当

て」および「デフォルトのクレジット使用制限の割り当て」の項をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.esrij.com/lp/arcgis-insights/#spec
https://doc.arcgis.com/ja/insights/latest/administer/credits.htm
https://enterprise.arcgis.com/ja/portal/latest/administer/windows/configure-arcgis-online-utility-services.htm
https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/AGOL_Pro_startupguide.pdf#page=29
https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/AGOL_Pro_startupguide.pdf#page=29
https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/AGOL_Pro_startupguide.pdf#page=30
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1. はじめに 

1-1. ライセンスの割り当て 

まず、本製品を使用するユーザーに、ArcGIS Insights のライセンスを割り当てます。なお、ユーザーは以

下のいずれかのユーザー タイプである必要があります。権限などの詳細は、こちらをご覧ください。 

⚫ Insights Analyst 

⚫ Creator 

⚫ GIS Professional  

 上記の内、「Insights Analyst」ユーザーのみは、ライセンスを割り当てなくても ArcGIS Insights を利用できます。 

 ArcGIS Enterprise のライセンスは、10.7 以降に上記のユーザー タイプに変更されました。なお、ArcGIS Entreprise 10.6.1 

以前をご利用の場合は、上記ユーザー タイプではなく「指定ユーザー レベル 2」のアカウントが必要です。 

⚫ ArcGIS Online、ArcGIS Enterprise 10.7 以降 をご利用の場合 

 

⚫ ArcGIS Enterprise 10.6.1 以前をご利用の場合 

 

 ArcGIS Online の開始手順について 

https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/AGOL_Pro_startupguide.pdf 
 

ArcGIS Enterprise のライセンスの読み込みについての FAQ 

https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7289 

 

 

https://doc.arcgis.com/ja/insights/latest/administer/administer-insights.htm
https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/AGOL_Pro_startupguide.pdf
https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7289
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ArcGIS Insights のライセンスの割り当て 

1. 管理者もしくはライセンス適用できる権限があるユーザーで、組織サイトにサイン インします。

ArcGIS Online 版 をご利用の方は、https://www.arcgis.com/ のページの [サイン イン] から、または 

https://www.arcgis.com/home/signin.html のサイン イン ページに直接アクセスし、お手持ちのアカ

ウントとパスワードを該当箇所に入力します。ArcGIS Enterprise 版をご利用の方は、ご利用の ArcGIS 

Enterprise ポータル サイトからサイン インします。 

 

https://www.arcgis.com/ のページ画面 

 

https://www.arcgis.com/home/signin.html のページ画面 

2. [組織] をクリックし、[ライセンス] ページを表示します。[アプリケーション] → [ArcGIS Insights] の 

[管理] をクリックします。 

https://www.arcgis.com/
https://www.arcgis.com/home/signin.html
https://www.arcgis.com/
https://www.arcgis.com/home/signin.html
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3. ライセンスを割り当てたいメンバーのラジオ ボタンをオンにすると、[メンバーに電子メールを送信し

ますか？] と表示されます。電子メールを送信しないか、送信するかを選択してください。 

 

 

複数メンバーに同時にライセンスを割り当てる場合は、[組織] → [メンバー] をクリックし、ライセンス

を割り当てたいメンバーを選択します。 [○人のメンバーが選択されています] の [▽] をクリックし、選

択したメンバーを確認後 [アドオン ライセンスの管理] をクリックします。 
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[アドオン ライセンスの管理] ページ で [アプリケーション] の [ArcGIS Insights] にチェックを入れ、[保

存] をクリックします。必要に応じて [新たに割り当てられたライセンスに関する電子メールをメンバー

に送信します。] ボタンをオンにしてください。 
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1-2. サインイン 

1. Insights のライセンスが割り当てられているアカウントで組織サイトにサイン インします。 

2. 右上の [アプリ]  をクリックして、アプリ一覧から [Insights] をクリックします。 

 

3. ArcGIS Insights のアイテムは、ワークブックで管理されます。[初めてのワークブック作成] をクリッ

クし、分析を行うためのページを起動します。 
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1-3. ArcGIS Insights のページ説明 

ワークブック内のページ構成を説明します。 

 

 

➊ [マイ ワークブック]：トップページへのリンクです。 

➋ [ワークブック タイトル]：現在表示しているワークブックのタイトルを示します。タイトルの編集も

可能です。 

➌ [+ (追加)]：データを追加します。 

➍ [マップ]：位置情報のフィールドを選択して、新しいマップを作成します。 

➎ [チャート]：フィールドを選択して、新しいチャートを作成します。 

➏ [テーブル]：フィールドを選択して、新しいテーブルを作成します。 

➐ [リレーションシップの作成]：複数のテーブルに対し、リレーションシップを作成します。 

➑ [ページ折りたたみ]：[データウィンドウ] を閉じます。 

➒ [元に戻す] / [やり直し]：手順を元に戻します。/ 手順をやり直します。 

❿ [保存]：ワークブックを保存します。データは ArcGIS Online / ArcGIS Enterprise 上に保存されます。 

⓫ [ウィジェット]：テキストとメディア ウィジェット、定義済みフィルター ウィジェットを追加しま

す。 

⓬ [ベースマップ]：マップに使用する背景地図を選択します。 

⓭ [ページ ビュー]/[解析ビュー] の切り替え： 
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⚫ ページ ビュー：分析結果をカードとして保存しているページを開きます。 

⚫ 解析ビュー：分析結果をモデルとして自動保存しているページを開きます。 

⓮ [設定]：[カード表示エリア] の背景色や、カードの文字色・フォントなどを設定します。 

⓯ [ページ オプション]：ページの複製・削除・印刷・共有・更新や、モデルの共有を行います。 

⓰ [新規ページ]：新しいページを作成します。 

⓱ [拡大] / [縮小]：カード表示エリアを拡大・縮小します。 
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1-4. カード メニューの説明 

ArcGIS Insights のカード メニューの構成を説明します。 

 

➊ [凡例] ：マップ上に表示されている凡例の表示/非表示を切り替えます。 

➋ [カード フィルター] ：カードに追加されたデータを、属性値で絞り込みます。 

➌ [選択ツール] ：特定のフィーチャを選択状態にします。あるカードに適用すると、同じデータを使

用する他のカードにも選択内容が反映されます。 

➍ [ズーム ツール] ：マップの拡大/縮小ができます。Shift キーを押しながらマップ上に四角を描く

と、指定したエリアを拡大します。 

➎ [可視化タイプ] ：選択したフィールドの形式に応じた可視化タイプに変更することができます。 

➏ [範囲の同期] ：[カード表示エリア] に追加されたすべてのマップを、同じ範囲とズーム レベルで表

示します。 

➐ [最大化] ：カードを拡大できます。[縮小] ボタン  をクリックして、元に戻します。 

➑ [クロス フィルターの有効化] ：他のカードの選択セットを使用するカードに対して、フィルター

を作成します。[クロス フィルターの無効化] ボタン  を使用して削除できます。 

➒ [情報] ：表示されているマップの情報を確認することができます。 

❿ [その他] ：カードの色の変更や並べ替え、削除を行うことができます。 

⓫ [デフォルトの表示範囲]：カードに追加した全レイヤーが表示される範囲がマップに表示されます。 

⓬ [表示/非表示]：カードのヘッダーの表示/非表示を行います。 

⓭ [レイヤーの表示/非表示] : レイヤーの表示/非表示を行います。 

⓮ [レイヤー オプション]  : [凡例]、[オプション]、[スタイル]、[属性] メニューにアクセスします。レ

イヤーのシンボル変更や、フィーチャの個別属性の閲覧などができます。 

⓯ [アクション ボタン] : マップ カードがアクティブ状態の時に、空間分析機能や対話的な分析メニュー

にアクセスします。 
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2. カードの作成と解析 

 

2-1. データの追加 

トップページから [新しいワークブック] をクリック、またはワークブック内の [追加] ボタン  をクリ

ックすると、データを追加するための [ページに追加] ウィンドウが開きます。 

 

➊ Living Atlas：米国 Esri 社や他のユーザーが提供する高品質マップ レイヤーをマップに追加します。

レイヤーの詳細は、[詳細の表示] から確認できます。 

➋ ファイルのアップロード：Excel ファイル、CSV ファイルまたは Zip 圧縮したシェープファイル、

json ファイルを追加できます。 

➌ 接続：追加したいデータの格納先に接続します。デフォルトでは、現在サインインしている ArcGIS 

Online / ArcGIS Enterprise の組織サイトに接続されます。 

⚫ データベース：データベースに接続し、データベースのデータを追加できます。ArcGIS Enterprise 

版のみで有効となります。 

⚫ SharePoint：Microsoft SharePoint に接続し、データを追加できます。 

⚫ OneDrive：Microsoft OneDrive に接続し、データを追加できます。 

https://doc.arcgis.com/ja/insights/latest/get-started/create-a-database-connection.htm
https://doc.arcgis.com/ja/insights/latest/get-started/create-sharepoint-connection.htm
https://doc.arcgis.com/ja/insights/latest/get-started/create-onedrive-connection.htm
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❹ コンテンツの検索先 

⚫ マイ コンテンツ：自身が所有するコンテンツを表示します。 

⚫ マイ グループ：ArcGIS Online / ArcGIS Enterprise で所属しているグループで共有されているコン

テンツを表示します。 

⚫ 組織：ArcGIS Online / ArcGIS Enterprise の組織サイトで共有されているコンテンツを表示します。 

⚫ 境界：米国 Esri 社が提供している境界データを追加します。米国 Esri 社以外が提供している境界

データは、Living Atlas から追加できます。 

 日本語を含む CSV ファイルを使用するためには、Windows の「メモ帳」でファイルを開き、[ファイル] メニュー → [名

前を付けて保存] をクリックし、[名前を付けて保存] ダイアログの下部に表示される [文字コード] ドロップダウン リス

トから [UTF-8] を指定して [保存] ボタンをクリックします。 

 

 データを追加すると、フィールドの形式に応じたアイコンがフィールド名の前に表示されます。 

    ：位置情報、    ：文字列、    ：数値、    ：割合/比例、  ：日付/時間 

 

 
グラフや表を作成する際に、フィールドの形式に応じた可視化タイプが自動的に表示されます。アイコンをクリックし、

[数値] フィールドを [文字列] または [割合/比率] フィールドに変更、[文字列] フィールドを [日付/時間] に変更する

ことが可能です。 

https://doc.arcgis.com/ja/insights/create/field-roles.htm#GUID-2D93BA27-B2D5-4C44-BBA9-DC1FF9A99CA7
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2-2. マップの作成 

GIS データを追加すると、自動的にマップ カードが作成されます。ここでは、緯度経度や住所の情報を

持った Excel や CSV ファイルを追加した場合のマップの作成方法を説明します。 

位置の有効化 

追加したデータの [データセット オプション] → [位置の有効化] をクリックします。 

 

A. 緯度・経度を利用した位置の有効化 

Excel や CSV ファイルに緯度・経度 (ここでは、X, Y フィールド) の情報が含まれている場合、以下のよ

うにパラメーターを設定します。 

 

⚫ 位置情報の種類：座標 

⚫ X (経度)：X 

⚫ Y (緯度)：Y 

 Excel や CSV ファイルで緯度・経度が入力されているフィールド名を選択してください。 

⚫ 空間参照：4326 – GCS WGS 1984 



 

17 

 

 空間参照は必要に応じて変更してください。 

位置の有効化が完了すると、テーブルデータに [座標] フィールドが作成されます。このフィールドをカ

ード表示エリアにドラッグし、[マップ] 領域にドロップすることで、マップにデータを可視化します。 

 

B. 住所を利用した位置の有効化 

Excel や CSV ファイルの住所を利用して位置の有効化を行うと、ジオコーディング機能が実行され、位

置を特定します。以下の例は、ArcGIS Online のジオコーディング サービスを使用する場合の設定画面で

す。 

 

⚫ 位置情報の種類：住所 

⚫ ジオコーディング サービス：ArcGIS World Geocoding Service 

⚫ 国：日本 

⚫ 住所フィールド：１つ 

⚫ 住所：Excel や CSV ファイルの住所列を選択 
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  ArcGIS Online World Geocode Service を使用すると 1 件あたり 0.04 クレジットを消費します。 

住所を利用した位置の有効化をする場合、住所を単一のフィールドに入力する必要があります。 

なお、複数フィールドを利用した位置の有効化に、日本の住所は対応しておりません。 

 

 

位置の有効化が完了すると、テーブル データに [住所] フィールドが作成されます。このフィールドをカ

ード表示エリアにドラッグし、[マップ] 領域にドロップすることで、マップにデータを可視化します。 

 

C. ジオグラフィを利用した位置の有効化 

国、県、市区町村、町丁・字等、郵便番号などの境界データ (ジオグラフィ) の属性を利用して、テーブ

ル データと結合を行うことができます。この方法の場合は、テーブル データに対応した位置情報を持つ

境界データ (ポリゴン) が必要です。以下の例は、市区町村のフィールドを持ったテーブル データの位置

の有効化を行う場合の設定画面です。 

 

⚫ 位置情報の種類：ジオグラフィ 
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⚫ 場所フィールド：境界ポリゴンと結合を行う際に使用する場所フィールドを指定 

⚫ 一致する区画レベル：テーブル データに対応した位置情報を持つ境界データ (ポリゴン) 

 ArcGIS Online 版の場合、Living Atlasで「japan」と検索すると、ESRIジャパンが公開している境界データを利用可能です。

ここでは、「全国市区町村界データ」を選択しています。 

 
なお、ArcGIS Enterprise 版では、予め「全国市区町村境界データ」をアイテムとして追加しておく必要があります。 

位置を有効化したテーブル データに、ジオグラフィのフィールドが追加されます。このフィールドをカ

ード表示エリアにドラッグし、[マップ] 領域にドロップすることで、マップにデータを可視化します。 
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2-3. 表やグラフの作成 

可視化したいフィールドを選択 (単一/複数) し、カード表示エリアにドラッグします。グラフを作成した

い場合は、[チャート] 領域、表を作成したい場合は [テーブル] 領域上でドロップします。[チャート] 領

域にドラッグすると、選択したフィールドの形式に応じた可視化タイプが表示されます。 

 

⚫ 単一の数値フィールドを選択し、[チャート] をクリック or ドラッグ & ドロップして可視化 

 

 

⚫ 複数の文字列フィールドを選択し、[チャート] をクリック or ドラッグ & ドロップして可視化 

 

 作成可能なチャートタイプは下記ページをご覧ください。 

https://doc.arcgis.com/ja/insights/latest/create/create-charts.htm  

 

 

 

 

 

 

https://doc.arcgis.com/ja/insights/latest/create/create-charts.htm
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⚫ 文字列・数値フィールドを選択し、[テーブル] をクリック or ドラッグ & ドロップして可視化 

 

2-4. アクション ボタンの利用 

カードがアクティブの時に、アクション ボタン  が表示されます。アクション ボタンから、[対話的に

分析] ツールを実行することができ、どのような分析を実行していいか分からない時のヒントになりま

す。さらに、マップ カードのアクション ボタンからは、空間解析機能にアクセスが可能です。 

 

 利用可能な解析機能は、下記ページをご覧ください。 

https://doc.arcgis.com/ja/insights/latest/analyze/analysis-capabilities.htm 

 

 

 

 

 

 

https://doc.arcgis.com/ja/insights/latest/analyze/analysis-capabilities.htm
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3. 共有 

3-1. ワークブックとページの共有 

1. [ページ オプション] → [共有] をクリックします。 

 

2. [タイトル] 、[説明] 、[タグ]、 [共有範囲] を設定します。 

 

3. [タイプ] のプルダウンから、[ページ] を選択して、[共有] をクリックします。 
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4. ページが共有され、共有ページの URL が表示されます。 

 

 組織内に共有されている場合、本製品のライセンスを持っている組織内のユーザーは、ワークブック内のページビュー・

解析ビュー (モデル) の閲覧およびワークブックの複製が可能です。ワークブックを複製する場合、元データも共有され

ます。 

3-2. モデルの共有と再利用 

モデルの共有 

1. 右上の [解析ビュー]  をクリックし、分析の手順が保存されていることを確認します。 
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2. [ページ オプション] → [モデルの共有] からモデルを共有します。 

 

3. [タイトル]、[説明]、[タグ] を入力し、共有範囲を選択し、[タイプ] のプルダウンから、[ページ] を選

択します。[共有] をクリックします。 

 

共有されているモデルの利用 

新規のページに、モデルを追加する方法を説明します。 

1. [新規ページ]  をクリックすると、[ページに追加] ウィンドウが開きます。 

2. [モデル]  をクリックし、検索先を指定します。 

 

3. 追加したいモデルを選択し、[追加] をクリックします。 

4. [+ (追加)] から、分析に利用するデータを追加します。 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

5. [解析ビュー]  をクリックし、表示されているモデルのデータセットの円の中の [+ 更新] をクリッ

クして、分析を行うデータを選択します。 

 

6. すべてのデータセットの更新が完了すると、自動的に分析が実行されます。 

 クレジットを使用する分析が含まれるモデルを利用した場合、再度クレジットが消費されます。 

7.  [ページ ビュー]  をクリックし、分析結果を確認します。 
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