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はじめに 

このガイドは、アカデミックパック ユーザーで、ArcGIS Pro 指定ユーザーライセンスをご

利用される方向けに作成したものです。 

 

■ArcGIS Online 組織サイトをはじめてご利用される方は、 

p. 4 – 11 ArcGIS Online 組織サイトをはじめてご利用される場合の手順を進めてくださ

い。 

 

■アカデミックパックご購入以前から ArcGIS Online 組織サイトをご利用の方は、 

p. 12 – 14 アカデミックパックを更新した場合と同様の手順を進めてください 。 

 

■アカデミックパックを更新し、かつ、ArcGIS Online 組織サイトをすでにご利用されている

方は、 

p. 12 – 14 アカデミックパックを更新した場合の手順を進めてください。 

 

なお、このガイドでは ArcGIS Online にて ArcGIS Pro のライセンスを管理する方を 

「管理者」、この管理者にライセンスを割り当てられた方を、ArcGIS Online 組織サイトの表記

に合わせて「メンバー」と記載します。 
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ArcGIS Online 組織サイトをはじめてご利用される場合 

手順 1 : サブスクリプションID の有効化 

ESRIジャパンから『【Esriジャパン】ArcGIS アカデミックパック 出荷のご案内』という件名

の案内メールが届きます。案内メールに記載されている＜お客様のサブスクリプションID 有効

化ページ＞にアクセスし、ArcGIS Online サブスクリプションを有効化します。 

※件名は予告なく変更される場合がございます。 

 

1. 案内メール内 ＜お客様のサブスクリプション ID 有効化ページ＞ の URL をクリックし

ます。 

2. [アカウントを新規作成] を選択し、[次へ] をクリックします。 

 

既存の個人アカウントを組織アカウントに移行する場合 

既存の個人アカウントを組織アカウントに移行して、個人アカウントで作成したコン

テンツを組織アカウントに引き継ぐことができます。 

その場合は [既存の ArcGIS 個人向けアカウントを変換] を選択してください。 
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3. 管理者のアカウントを作成します。ユーザー名、パスワード、氏名、電子メール、セキュ

リティの質問および答えを設定してください。 

※ユーザー名は一度登録すると変更できません。 

※ユーザー名およびパスワードは、下側に表示される制限事項に記載の条件を満たす必要

があります。 

※セキュリティの質問はパスワード復旧時に必要になります。 

4. 利用規約およびプライバシーポリシーに同意の上、チェックを入れます。 

5. [マイ アカウントの作成] をクリックします。 

 

以上で、サブスクリプションID の有効化は完了です。 
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手順 2 : 組織サイトの初期設定 

続けて、組織サイトを設定します。 

 

1. 組織サイトの設定ページで各項目を設定し、[保存して続行] をクリックします。  

 

以上で、組織サイトの設定は完了です。 

組織サイトのショートネームとは、 

https://○○.maps.arcgis.com の○○の 部分です。 

大文字・小文字の区別はされません。 

 

 

 

 

   

 

  

esri-jpn 

 

  

esri-jpn 
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手順 3 : メンバーの招待・ライセンスの割り当て 

組織サイトにメンバーを招待し、ArcGIS Pro およびエクステンションのライセンスを割り当

てます。ここでのメンバーとは、組織サイトにサイン インできるアカウントを持つ方を指しま

す。 

1. メンバーの招待方法は、以下の 3 種類ございます。 

■[招待メールを送信せずにメンバーを自動的に追加] 

■[メンバーを追加し、電子メールでそのメンバーに通知] 

■[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] 

本項目では、[招待メールを送信せずにメンバーを自動的に追加] をご案内します。 

2. ライセンスの割り当て方法は、以下の 2 種類ございます。 

a. 手動で個別にメンバーを追加・ライセンスの割り当て 

b. CSV ファイルを用いて、複数のメンバーを一括で招待・ライセンスの割り当て 

2 つとも順にご案内いたします。 

 

a. 手動で個別にメンバーを追加・ライセンスの割り当て 

1. ArcGIS Online（https://www.arcgis.com/home/signin.html）組織サイトに 

サイン インしている状態にします。 

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

3. [招待メールを送信せずにメンバーを自動的に追加] を選択し、 [次へ] をクリック 

します。 

https://www.arcgis.com/home/signin.html
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4. [新規メンバー] をクリックします。 

5. 管理者は招待するメンバーの各項目を設定します。続けて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、メンバー情報を入力します。 

※ユーザー名は後から変更できません。 

※アカデミックパックの場合、ユーザー タイプは [GIS Professional Advanced] のみ 

選択できます。また、ロールはデフォルトで、 [閲覧者]、[データ編集者]、[ユーザー]、

[公開者]、[管理者] の 5 つがあります。詳細は、こちらをご参照ください。 

6. [次へ] をクリックします。 

  

https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/roles.htm#ESRI_SECTION1_911D5C251A304BA08B70ABE88D5E4E94
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7. メンバーの情報を確認します。 

8. [次へ] をクリックします。 

9. [アドオン ライセンス] タブ上の [ライセンスの割り当て] にて、必要なエクステンショ

ンにチェックを入れます。 

10. メンバーの追加内容を確認した上で、[次へ] をクリックします。 

11. [メンバーの追加] をクリックします。 

12. 管理者は設定したユーザー名と初期パスワードを、招待したメンバーへ伝えます。 

なお、メンバーは、ArcGIS Online 組織サイトの初回ログイン時に、パスワードの変更を

求められます。 

 

以上で、ArcGIS Online 組織サイトへメンバーの招待、および、メンバーへの ArcGIS Pro 

のライセンスの割り当てが完了しました。 
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b. CSV ファイルを用いて、複数のメンバーを一括で招待・ライセンスの割り当

て 

特定の形式の 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し、ライ

センスを割り当てます。 

1. CSV ファイルを作成します。こちらの FAQ をご覧いただき、FAQ より「メンバー招待

用テキストファイル テンプレート」をダウンロードしてテキストファイルを作成しま

す。 

※アカデミックパック ユーザーのユーザー タイプは [GIS Professional Advanced] 

のみとなります。 

2. ArcGIS Online（https://www.arcgis.com/home/signin.html）組織サイトにサイン イ

ンしている状態にします。 

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

4. [招待メールを送信せずにメンバーを自動的に追加] を選択し、[次へ] をクリックしま

す。 

5. [ファイルの新規メンバー] を選択します。 

6. 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。 

https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6658/kw/csv%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB
https://www.arcgis.com/home/signin.html
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7. 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。 

8. メンバー リストを確認し、 [次へ] をクリックします。 

9. [アドオン ライセンス] タブ上の [ライセンスの割り当て] にて、必要なエクステンショ

ンにチェックを入れます。 

10. [メンバーの追加] をクリックします。 

11. 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 ArcGIS Online 組織サイトの最初のログイン時にパスワードの変更を

求められます。 

 

以上で、ArcGIS Online 組織サイトへメンバーの招待、および、メンバーへの ArcGIS Pro 

のライセンスの割り当てが完了しました。 
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アカデミックパックを更新した場合 

すでに ArcGIS Online をご利用されている方は、ArcGIS Online 上で、メンバーのユーザー 

タイプを「GIS Professional Advanced」へ変更します。 

 

※2019 年 5 月以降、アカデミックパック ユーザーにはユーザー タイプ「Creator」および

「ArcGIS Pro Advanced」のライセンスが提供されなくなりました。代わって、ArcGIS Pro 

Advanced の使用権が含まれる「GIS Professional Advanced」のユーザー タイプが提供され

ています。 

手順 1 : メンバーのユーザー タイプの変更 

1. ArcGIS Online（https://www.arcgis.com/home/signin.html）組織サイトに 

サイン インします。 

2. [組織] → [メンバー] タブをクリックします。 

3. 変更を加えたいメンバーにチェックを入れ、[ユーザー タイプの管理] をクリック 

します。 

4.  をクリックします。 

5. 表示された [GIS Professional Advanced] にチェックを入れます。 

 

以上で、メンバーのユーザータイプの変更が完了しました。 

https://www.arcgis.com/home/signin.html
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手順 2 : ライセンスの割り当て 

ArcGIS Online 組織サイトにおいて、メンバーの追加が完了している場合に、メンバーへ 

指定ユーザーライセンスを割り当てます。 

 

1. ArcGIS Online（https://www.arcgis.com/home/signin.html）組織サイトにサイン イ

ンします。 

2. [組織] → [メンバー] タブをクリックします。 

3. [メンバー] タブからライセンスを割り当てるユーザーにチェックを入れ、 

[アドオン ライセンスの管理] をクリックします。 

4. 割り当てる任意のエクステンションを選択します。 

5. [保存] をクリックします。 

 

以上で、ライセンスをユーザーに割り当てることができました。 

  

https://www.arcgis.com/home/signin.html
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（補足）アカデミックパック更新時の留意点 

指定ユーザーライセンスの使用期限は、契約更新に伴い自動的に延長されます。 

お客様側では ArcGIS Online 組織サイトの [概要] ページにて、クレジットと更新日が更

新されていることをご確認ください。 

 

■ArcGIS Online 組織サイト サイン イン ページ 

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

 

※前回の使用期限日を迎えると、[更新日] の日付が更新されます。 

  

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