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このガイドについて 

ArcGIS Pro または ArcMap を単独使用ライセンスで使用するアカデミックパック ユーザ

ー様向けに、ソフトウェアの利用開始に必要な操作を紹介します。My Esri（ご契約様向け 

Web サイト）の登録完了後に行う、下図の赤枠で囲まれた操作の手順が中心となります。 

 

 

 

注意事項 

※必ずお読みください 

My Esri (http://my.esri.com/) は製品のダウンロード、技術的なお問い合わせ、ライセンス

認証番号の確認など様々なサービスを提供する Web サイトです。 

 

・お客様の組織（ESRI顧客ID単位）において、ライセンスやお問い合わせ担当者の「管理者」

がいます。組織内の My Esri の利用状況がご不明な場合はご契約のご担当者様にご確認くだ

さい。 

 

・My Esri の利用開始には、登録申請が必要です。ライセンスやお問い合わせ担当者の「管理

者」が「My Esri に接続」の手順に沿ってご利用を開始してください。 

 

・My Esri は、組織内の管理者によってアカウントに付与された権限毎に、利用可能な機能が

異なります。権限の詳細はこちらをご覧ください。 

 

・My Esri のより詳細な機能については、こちらの Web ドキュメントをご参照ください。  

http://my.esri.com/
https://www.esrij.com/myesri/connect/
https://www.esrij.com/myesri/admin/
https://www.esrij.com/myesri/faq/
https://www.esrij.com/myesri/connect/
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ArcGIS Pro 用のライセンス ファイルを作成 

ArcGIS Pro を利用するには、My Esri 上でライセンス ファイルを作成した後、端末にてラ

イセンス認証を行います。ここでは、My Esri で ArcGIS Pro 用のライセンス ファイルを作

成する方法について説明します。 

※ ArcMap 用のライセンス ファイルを作成する場合には、こちら 

 

1. My Esri に接続が完了し、[ライセンス アクションの実行] 権限を持つユーザー アカウ

ントで My Esri (my.esri.com) にサイン インします。 

2. [組織] → [ライセンス] タブをクリックします。 

 

 

3. [Esri 製品のライセンス使用] の [開始] をクリックします。 

 

 

4. 下図のように設定を行い [次へ] をクリックします。 

https://www.esrij.com/myesri/connect/
https://my.esri.com/
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5. [選択] 列にチェックを入れ、[次へ] をクリックします。 

※ 複数表示されている場合には、[有効期限日] が新しい方にチェックを入れます。 

 

 

6. [選択] の左側に表示されているチェックボックスにチェックを入れ、すべてのエクステ

ンションにチェックが入ったことを確認し、[次へ] をクリックします。 

※ 同一のエクステンションが複数表示されている場合には、[有効期限日] が新しい方

のみチェックを入れます。 
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7. 名前や住所などのユーザー情報を入力し、[次へ] をクリックします。 

※[[マイ プロフィール] からユーザーのフィールドに入力]、[[マイ プロフィール] か

ら組織のフィールドに入力] をクリックしますと、[マイ プロフィール] で設定されて

いる情報が自動的に入力されます。 

※ ユーザー情報は日本語 (全角文字、半角カタカナ) 入力でも構いません。 

 

 

8. [ライセンス ファイルの配布方法] として [ダウンロード] にチェックを入れ、[メモを追

加しますか？] に「ArcGIS Pro 用」と入力し、[ファイル作成] をクリックします。 
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9. 下図のようなポップアップが表示されますので、[保存] の下向き矢印 → [名前を付け

て保存] をクリックし、端末の任意の場所にファイルを保存します。 

 

※ [ライセンス ファイルのダウンロード] からダウンロードすることも可能です。 

 

続けて、作成したライセンス ファイルを使用して、ArcGIS Pro のライセンス認証を行ってく

ださい。 
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ArcMap 用のライセンス ファイルを作成 

ArcMap を利用するには、My Esri 上でライセンス ファイルを作成した後、端末にてラ

イセンス認証を行います。ここでは、My Esri にて ArcMap 用のライセンス ファイルを作

成する方法について説明します。 

 

1. My Esri に接続が完了し、[ライセンス アクションの実行] 権限を持つユーザー アカウ

ントで My Esri (my.esri.com) にサイン インします。 

2.  

3. [組織] → [ライセンス] タブをクリックします。 

 

 

4. [Esri 製品のライセンス使用] をクリックします。 

 

 

5. 下図のように設定を行い [次へ] をクリックします。 

https://www.esrij.com/myesri/connect/
https://my.esri.com/
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6. [選択] 列にチェックを入れ、[次へ] をクリックします。 

※ 複数表示されている場合には、[有効期限日] が新しい方にチェックを入れます。 

 

 

7. [選択] の左側に表示されているチェックボックスにチェックを入れ、すべてのエクステ

ンションにチェックが入ったことを確認し、[次へ] をクリックします。 

※ 同一のエクステンションが複数表示されている場合には、[有効期限日] が新しい方

のみチェックを入れます。 
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8. 名前や住所などのユーザー情報を入力し、[次へ] をクリックします。 

※[[マイ プロフィール] からユーザーのフィールドに入力]、[[マイ プロフィール] か

ら組織のフィールドに入力] をクリックしていただくと、[マイ プロフィール] で設定

されている情報が自動的に入力されます。 

※ユーザー情報は日本語 (全角文字、半角カタカナ) 入力でも構いません。 
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9. [ライセンス ファイルの配布方法] として [ダウンロード] にチェックを入れ、[ファイ

ル メモ] に「ArcMap 用」と入力し、[ファイル作成] ボタンをクリックします。 

 

 

10. 下図のようなポップアップが表示されますので、[保存] の下向き矢印 → [名前を付け

て保存] をクリックし、任意の場所にファイルを保存します。 

 

※[ライセンス ファイルのダウンロード] からダウンロードすることも可能です。 

 

続けて、作成したライセンス ファイルを使用して、ArcGIS Pro のライセンス認証を行

ってください。 
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製品のダウンロード 

My Esri に接続が完了し、[ソフトウェアのダウンロード] 権限を持つユーザーは、製品ダウン

ロード一覧から製品をダウンロードすることができます。 

 

1. My Esri に接続が完了し、[ソフトウェアのダウンロード] 権限を持つユーザー アカウント

で、My Esri (my.esri.com)にサイン インします。 

2. [組織] タブ → [ダウンロード] をクリックします。  

3. [主要プロダクト] から ArcGIS Pro 、ArcGIS Desktop（ArcMap) を選ぶことができま

す。

 

 最新バージョン以外のバージョンをダウンロードする場合、[すべてのバージョン] タブをクリック 

→ プロダクトの一覧を表示し、ダウンロードしたいバージョンを選択してください。 

4. プロダクト名の右側の [ダウンロードの表示] をクリックします。 

5. [利用条件への同意] 上に記載されているリンク先のマスター契約書の内容を確認し、[マス

ター契約書の契約条件を読み、その内容を承諾しました] にチェックを入れ、[同意する] を

クリックします。 

https://www.esrij.com/myesri/connect/
https://www.esrij.com/myesri/connect/
https://my.esri.com/
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6. ダウンロードするプロダクトのバージョンおよび言語を確認し、[プロダクト コンポーネ

ント] から、必要なファイル名の横の [ダウンロード] をクリックし、 PC の任意の場所に

ダウンロードします。 

例）ArcGIS Pro 2.7 の場合 

 

※プロダクト本体および最新バージョンの Patch ファイルをダウンロードください。 

7. ダウンロードが完了しましたら、インストールを実行します。 
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【任意】アドイン ツール等のダウンロード 

ArcGIS Pro または ArcMap にて、日本の各種団体で規定・提供されている仕様のデータを使

用していただくための変換ツール等を提供しています。必要に応じて、ご利用の製品に対応する

インストーラーをダウンロードし、インストールしてご利用ください。 

 

【ArcGIS Pro】 

アドイン ツール (オプション)：こちらからダウンロード 

EJPyConv ツール (オプション)：こちらからダウンロード 

 

【ArcMap】 

国内対応パックおよびアドイン ツール (オプション)：こちらからダウンロード 

  

https://doc.esrij.com/pro/get-started/setup/user/addin_tool/
https://github.com/EsriJapan/ejpyconv-py/wiki/EJPyConv_setup_wiki
https://www.esrij.com/landing-page/arcmap-tools/
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ArcGIS Pro のライセンス認証 

作成したライセンス ファイルを使用して、各クライアント PC にて以下の手順でライセン

ス認証を行います。 

事前に ArcGIS Pro がインストールされている必要があります。インストールがまだお済

みでない場合には、My Esri に接続が完了し、[ソフトウェアのダウンロード] 権限を持つアカ

ウントにてMy Esri (my.esri.com)にサイン インし、製品のダウンロードおよびインストール

を行ってください。 

 

1. ArcGIS Pro を起動します。 

2. [ArcGIS サイン イン] ダイアログが起動しますので、画面下の [ライセンス オプション

の構成] をクリックします。 

 

 

3. [ライセンス タイプ] にて「単独使用ライセンス」を選択します。 

 

 

4. [ライセンス レベル] として「Advanced」が選択されていることを確認し、[認証] ボタ

ンをクリックします。 

https://www.esrij.com/myesri/connect/
https://my.esri.com/
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5. [ソフトウェア認証ウィザード] が表示されますので、[認証ファイルを取得済みで...] に

チェックを入れ、[参照] ボタンをクリックします。 

 

 

6. [認証ファイルを開く] ダイアログで、ライセンス ファイルを選択し [開く] をクリック

します。 

7. ライセンス ファイルのパスが格納されたことを確認し、[次へ] をクリックします。 
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8. [インターネットを使用して...] にチェックが入っていることを確認し、[次へ] をクリッ

クします。 

 

 

9. ライセンス ファイル作成時に設定した情報がデフォルトで入力されていますので、その

まま [次へ] をクリックします。 

※ユーザー情報は日本語 (全角文字、半角カタカナ) で入力されていても構いません。 

 

 

10. [認証情報 (続き)] で業種などのユーザー情報を選択し、[次へ] をクリックします。 
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11. ライセンス ファイル作成時に割り当てたコア ライセンスの認証番号が表示されますの

で、そのまま [次へ] をクリックします。 

 

 

12. ライセンス ファイル作成時に割り当てたエクステンションの認証番号が表示されますの

で、そのまま [次へ] をクリックします。 
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13. 自動的にライセンス認証が始まります。[完了] ボタンをクリックして認証プロセスを完了

します。 
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ArcGIS Pro の動作確認 

1. Windows の [スタート] メニュー→ [ArcGIS Pro] → [ArcGIS Pro x.x]    をクリ

ックします (Windows 10 の場合)。 

2. ArcGIS Pro が動作するか確認します。 

 ArcGIS Pro の画面が英語で表示される場合はこちらのページを参照し、言語設定を日本語に変更

してください。 

ArcGIS Pro : 言語オプション 

https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/latest/get-started/set-the-display-language.htm 

3. 使用可能なエクステンションがあり、これらのツールや機能を使用する場合は、[設定] 

→ [ライセンス] → [ライセンス オプションの構成] をクリックし、[ライセンス] 列

に「はい」と表示されているか確認し、[OK] を選択します。 

 

 ライセンスを認証していないエクステンションの使用はできません。 

https://pro.arcgis.com/ja/pro-app/latest/get-started/set-the-display-language.htm
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ArcMap のライセンス認証 

作成したライセンス ファイルを使用して、各クライアント PC にて以下の手順でライセン

ス認証を行います。 

事前に ArcMap がインストールされている必要があります。インストールがまだお済みで

ない場合には、My Esri に接続が完了し、[ソフトウェアのダウンロード] 権限を持つアカウン

トにてMy Esri (my.esri.com)にサイン インし、製品のダウンロードおよびインストールを行

ってください。 

 

1. Windows の [スタート] → [すべてのプログラム] → [ArcGIS] → [ArcGIS 

Administrator] を起動します。 

2. [Desktop] フォルダーをクリックし、使用するソフトウェア製品として [Advanced 

(ArcInfo)(単独使用)] にチェックを入れ、[今すぐ認証...] をクリックします。 

 

 

3. [ソフトウェア認証ウィザード] が表示されますので、[認証ファイルを取得済みで...] に

チェックを入れ、[参照] ボタンをクリックします。 

 

 

4. [認証ファイルを開く] ダイアログで、ライセンス ファイルを選択し [開く] をクリック

します。 

https://www.esrij.com/myesri/connect/
https://my.esri.com/
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5. ライセンス ファイルのパスが格納されたことを確認し、[次へ] をクリックします。 

 

 

6. [インターネットを使用して...] にチェックが入っていることを確認し、[次へ] をクリッ

クします。 

 

 

7. ライセンス ファイル作成時に設定した情報がデフォルトで入力されていますので、その

まま [次へ] をクリックします。 

※ユーザー情報は日本語 (全角文字、半角カタカナ) で入力されていても構いません。 
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8. [認証情報 (続き)] で業種などのユーザー情報を選択し、[次へ] をクリックします。 

 

 

9. ライセンス ファイル作成時に割り当てたコア ライセンスの認証番号が表示されますの

で、そのまま [次へ] をクリックします。 
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10. ライセンス ファイル作成時に割り当てたエクステンションの認証番号が表示されますの

で、そのまま [次へ] をクリックします。 

 

 

11. [ソフトウェア エクステンションの評価] 画面では、特に設定を変更せず [次へ] をクリ

ックします。 

12. 自動的にライセンス認証が始まります。[完了] ボタンをクリックして認証プロセスを完了

します。 
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ArcMap の動作確認 

1. Windows の [スタート] メニュー→ [ArcGIS] → [ArcMap 10.x.x]    をクリック

します (Windows 10 の場合)。 

2. ArcMap が動作するか確認します。 

3. 使用可能なエクステンションがあり、これらのツールや機能を使用する場合は、[カス

タマイズ] メニュー → [エクステンション] をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

4. 使用するエクステンションのチェックボックスをオンにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ライセンスを認証していないエクステンションの使用はできません。 
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ライセンス認証履歴の確認 

各ライセンスの認証状況を確認したい場合には、My Esri で以下の手順を行ってください。 

 

1. My Esri に接続が完了し、[ライセンス情報の表示] 権限を持つユーザー アカウントで 

My Esri (my.esri.com) にサイン インします。 

2. [組織] → [ライセンス] タブをクリックします。 

 

 

3. [認証] ボタンが選択されていることを確認します。 

 

 

4. ご購入いただいたライセンスの一覧が表示されますので、認証履歴を確認したい製品名を

クリックします。 

※[利用可能数] は認証できる (認証済みでない) ライセンス数を表しています。 

 

 

https://www.esrij.com/myesri/connect/
https://my.esri.com/
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5. ライセンスの認証番号をクリックします。 

※この画面でライセンス認証番号を確認することもできます。 

 

 

6. ライセンス認証・解除を行った場合 [履歴] にその情報が表示されます。 

※ライセンス認証・解除実施後、履歴の表示が更新されるまでに少し時間が掛かります。 

※稀に履歴に反映されないこともありますので、あくまで参考情報としてご覧ください。 

 

 

 ライセンス認証を行わなくても、ライセンス ファイル（拡張子：*.prvc）作成時点で、[利用可能

数] の数量は減ります。ライセンスが確保されている状態をキャンセルする場合は、[組織] タブ → 

[ライセンス] → 画面左側の [ライセンス ファイル] をクリックし、当該製品を選択の上で、作成

したライセンス ファイル ID を選択し、[ライセンス ファイルのキャンセル] を選択してくださ

い。 
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アカデミックパックを更新した場合 

 アカデミックパックを更新していただきますと、新しいライセンス認証番号が発行されます。

そのため、現在利用中のライセンスを以下の手順で認証解除を行った後に、新しく発行された

ライセンス用のライセンス ファイルを作成し、ライセンス認証を行ってください。 

 

【ライセンスを認証解除する方法】 

 ArcMap のみ、または ArcMap・ArcGIS Pro の両方がインストールされている場合： 

※ArcGIS Pro のみがインストールされている場合はこちら 

 

1. Windows の [スタート] → [すべてのプログラム] → [ArcGIS] → [ArcGIS 

Administrator] を起動します。 

2. [サポート操作] フォルダーをクリックし、[認証解除] ボタンをクリックします。 

 

 

3. [インターネットを使用して...] にチェックが入っていることを確認し、[次へ] をクリッ

クします。 

 

 



 

29 

 

4. 認証されているライセンスの一覧が表示されますので、すべてにチェックが入っているこ

とを確認し、[次へ] をクリックします。 

※ArcGIS Pro のライセンスも表示され、認証解除することが可能です。 

 

 

5. 自動的にライセンス認証解除が始まります。[完了] ボタンをクリックして認証解除プロセ

スを完了します。 

6. My Esri (my.esri.com) にサイン インし、本資料の ArcMap 用のライセンス ファイル

を作成（8-11 ページ）または ArcGIS Pro 用のライセンス ファイルを作成（4-7 ペー

ジ）を参考に、今年度分のライセンス ファイルを作成し、ライセンス認証を行います。 

  

https://my.esri.com/
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 ArcGIS Pro のみがインストールされている場合： 

1. ArcGIS Pro を起動します。 

2. 画面左下の [設定] をクリックします。 

 

 

3. [ライセンス] タブをクリックし、[ライセンス オプションの構成] をクリックします。 

 

 

4. [認証解除] をクリックします。 
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5. [OK] をクリックします。 

 

 

6. [インターネットを使用して...] にチェックが入っていることを確認し、[次へ] をクリッ

クします。 

 

 

7. 認証されているライセンスの一覧が表示されますので、すべてにチェックが入っているこ

とを確認し、[次へ] をクリックします。 
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8. 自動的にライセンス認証解除が始まります。[完了] ボタンをクリックして認証解除プロセ

スを完了します。 

9. My Esri (my.esri.com) にサイン インし、本資料の ArcGIS Pro 用のライセンス ファ

イルを作成（4-7 ページ）を参考に、今年度分の ArcGIS Pro 用のライセンス ファイル

を作成し、ライセンス認証を行います。 

  

https://my.esri.com/
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MyEsri トラブルシューティング 

① Esri アカウントのユーザー名を忘れました 

1. My Esri を表示し、[ユーザー名を忘れた場合] をクリックします。 

2. [電子メール] に、Esri アカウント登録時に設定したメールアドレスを入力し、[次へ] 

をクリックします。 

3. ArcGIS Notifications <notifications@arcgis.com> から届いたメール「ArcGIS 

Online のユーザー名」に記載されているユーザー名を確認します。 

記載例 組織アカウント:xxx123  ※「xxx123」がユーザー名です。 

 

② Esri アカウントのパスワードを忘れました 

1. My Esri を表示し、[パスワードを忘れた場合] をクリックします。 

2. [ユーザー名] に登録したユーザー名を入力し、[次へ] をクリックします。  

3. ArcGIS Notifications <notifications@arcgis.com> から届いたメール「Your Esri 

account password（ArcGIS アカウントのパスワード）」に記載されている URLにア

クセスします。 

記載例 https://www.arcgis.com/sharing/rest/oauth2/reset?id=xxxxxxxxx 

4. 秘密の質問が表示されますので、秘密の質問の回答を入力します。 

また、[New password]（新しいパスワード）、[Confirm new password]（新しいパ

スワード の再入力) を入力し、[Change Password]（パスワードの変更） をクリッ

クします。 

 

③ My Esri が日本語表記になりません 

・My Esri の言語設定のみ変更する場合 

1. My Esri を表示し、[My Profile] タブをクリックし、[Edit Language Setting] を

選択します。 

2. [Language] のドロップダウンリストにて、「Japanese – 日本語」を選択し、

[Update] をクリックします。 

 

・ArcGIS Online 組織サイトの設定から変更する場合 

1. ArcGIS Online 組織サイトにサイン インし、右上のユーザー名をクリックし、[My 

Settings] を選択します。 

2. [Language, number, and date format] 下の [Update] をクリックし、

[Language] を「日本語 - Japanese」を選択し、[Save] をクリックします。  

https://my.esri.com/
https://my.esri.com/
https://my.esri.com/
https://www.arcgis.com/
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④ My Esri にサイン インすると、「アクティブな ArcGIS 組織アカウントXXXが 

esri.com Web サイト用に有効化されていません。…」と表示されます 

1. ArcGIS Online 組織サイトに管理者ロールのユーザーでサイン インし、[組織] メニュー 

→ [メンバー] タブをクリックします。 

2. メンバーの一覧から、My Esri を利用したいユーザー名の右側にある […] をクリック→ 

[Esri アカウントの有効化] をクリックします。 

3. 再度 My Esri にサイン インします。 

 

⑤ My Esri にサイン インしても、[ライセンス] タブが表示されません 

1. no-reply@esri.com から送られてくるメールに記載のトークンをコピーします。 

2. My Esri 上の [組織] タブ → [概要] サブタブ → [トークン] 入力欄に貼り付けます。 

3. [接続に成功しました]と表示されたら、一度 My Esri からサイン アウトし、再度サイン 

インを行います。 

※トークンは 6 週間のみ有効です。メール (送信元: no-reply@esri.com) を受信後 

6 週間経過している場合、お問い合わせください。 

 

⑥ My Esri に接続済み（トークンを有効化済み）ですが [組織] や [ライセンス] タブが表

示されず、白い状態です 

Web ブラウザーにて以下の操作を行い、表示されるようになるか確認します。 

 Web ブラウザーの [更新] ボタンをクリックし、ページを再読み込みします。 

 Web ブラウザーの [設定] にて、ブラウザーのキャッシュを削除します。 

 Web ブラウザーの [設定] にて、Web ページの翻訳機能を無効にします。 

 

 My Esri に関するその他のご質問につきましては、こちらの Web ページをご参照ください。

https://www.arcgis.com/
https://my.esri.com/
https://my.esri.com/
https://www.esrij.com/myesri/faq/
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