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ArcGIS for SharePoint の新機能
ArcGIS for SharePointの機能に関するご意見をお待ちしています。 お客様のご意見を ArcGIS Ideasサイトにお寄
せください。

注意注意:
最新テクノロジに歩調を合わせるという Esri の取り組みに合わせて、ArcGIS for SharePointは 2013、2016、
2019、SharePoint Online を含む SharePointの最新リリースをサポートすべく成長と進化を続けていきます。
SharePoint 2010 は引き続きバージョン 5.0 でもサポートされます。

SharePoint 2010 上で最新の ArcGIS for SharePointバージョンにアップグレードするには、最初にサポート対象の
SharePointバージョンを使用していることを確認するか、古いファームをサポート対象の新しいバージョン
(SharePoint 2013、2016、または 2019) のいずれかにアップグレードします。

Esri では、Microsoft の SharePoint 2010 の正式な延長サポート終了日まで、SharePoint 2010 上で実行されている
ArcGIS for SharePointの既存の配置を引き続きサポートします。 延長サポート終了日までに、すべての組織が
SharePointファームを新しいバージョンにアップグレードすることを強くお勧めします。

ArcGIS for SharePoint 2021.1 はメジャー アップデートであり、最新の SharePointページ用にゼロから再設計され
た新しいアプリが含まれています。 ArcGIS Mapsという名前のこのアプリは以前のアプリ (旧名称 ArcGIS Maps
Classic) と平行して使用できます。ArcGIS Mapsには次の新機能が搭載されています。
• レイヤーをスタイル設定するための新しいスタイルを使用できます。

• バッファー/到達圏解析を使用して、走行、歩行、およびトラック輸送ルートを検索できます。

• データに時間フィールドがある場合は、マップ上でタイム アニメーションを有効化できるようになりました。

• マップにインフォグラフィックス カードを追加して人口統計情報を取得できます。

• 複数のバグ修正および機能改善が行われました。

新機能と更新されたユーザー エクスペリエンスだけでなく、ArcGIS Mapsでは複数の機能のサポートを廃止、お
よび一時的に停止できます。 ArcGIS Mapsと ArcGIS Maps Classicの完全な「機能比較」をご参照ください。
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サポート環境

ArcGIS for SharePointは、Microsoft SharePointのファーム ソリューション (WSP) として配置されます。

ArcGIS Map Searchは、SharePointのアドインとして配置されます。

注意注意:
最新テクノロジに歩調を合わせるという Esri の取り組みに合わせて、ArcGIS for SharePointは 2013、2016、
2019、SharePoint Online を含む SharePointの最新リリースをサポートすべく成長と進化を続けていきます。
SharePoint 2010 は引き続きバージョン 5.0 でもサポートされます。

SharePoint 2010 上で ArcGIS for SharePoint 5.1にアップグレードするには、最初にサポート対象の SharePointバ
ージョンを使用していることを確認するか、古いファームをサポート対象の新しいバージョン (SharePoint 2013、
2016、または 2019) のいずれかにアップグレードします。

Esri では、Microsoft の SharePoint 2010 の正式な延長サポート終了日まで、SharePoint 2010 上で実行されている
ArcGIS for SharePointの既存の配置を引き続きサポートします。 延長サポート終了日までに、すべての組織が
SharePointファームを新しいバージョンにアップグレードすることを強くお勧めします。

ArcGIS for SharePointアドインが適切に動作するために、Esri は Microsoft SharePointの運用構成を想定していま
す。

ArcGIS for SharePointは、以下のものとともに使用できるようにサポートされています。
• Microsoft SharePoint Foundation 2013

• Microsoft SharePoint Server 2013

• Microsoft SharePoint Server 2016

• Microsoft SharePoint Server 2019

注意注意:
• デフォルトでは、Microsoft SharePoint 2019 は Modern Web パーツ環境を使用して新しいサイト ページを作成
します。 このモードでは、ArcGIS for SharePointはサポートされていません。 SharePoint 2019 で ArcGIS for
SharePointアプリを有効化するには、新しいサイト ページを作成する際に Classic モードを使用します。 詳細に
ついては、「Classic および Modern Web パーツ環境」をご参照ください。

• SharePoint Foundation Server 2013 は Managed Metadata Service に対応していないため、この環境では ArcGIS
Map Searchはサポートされていません。

Esri は、Microsoft SharePointによって認定またはサポートされているソフトウェア環境でのみ ArcGIS for
SharePointをテストしていますが、SharePointでサポートされているすべての環境がテストまたは認定されている
わけではありません。 詳細については、「Esri がサポートする環境ポリシー」をご参照ください。

注意注意:
ArcGIS for SharePointは、SharePoint 2013 で SharePoint 2010 テンプレートをサポートしていません。

システム要件

詳細については、Microsoft SharePointのシステム要件をご参照ください。
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• ハードウェア要件およびソフトウェア要件 (SharePoint 2013)

• ハードウェア要件およびソフトウェア要件 (SharePoint Server 2016)

• ハードウェア要件およびソフトウェア要件 (SharePoint Server 2019)

ArcGIS アカウント
ArcGIS for SharePointと ArcGIS Map Searchのすべての機能を使用するには、ArcGIS Online組織サイト内または
オンプレミスの ArcGIS Enterpriseの配置内のコンテンツを作成、解析、および共有する権限を含んでいる ArcGIS
ユーザー タイプを持つ必要があります。 ArcGIS Onlineの無料トライアルサブスクリプションにサイン アップで
きます。 ArcGIS 管理者によって、プラットフォームへのアクセスに使用される認証方式が正しく構成されている
ことが前提です。 個人向けプランの ArcGIS Onlineアカウントは使用できません。

ArcGIS for SharePointは、次の ArcGIS バージョンをサポートしています。
• ArcGIS Online - 最新バージョン

• Portal for ArcGIS - 10.2 ～ 10.4.1

• ArcGIS Enterprise - 10.5 以降

オペレーティング システム
ArcGIS for SharePointは SharePoint 2013、SharePoint 2016、および SharePoint 2019 でサポートされています。
使用しているバージョンのシステム要件と前提条件を確認するには、「Microsoft SharePoint のドキュメント」を
ご参照ください。

必要なソフトウェア

ArcGIS for SharePointを配置するには、以下の前提条件を満たしている必要があります。 詳細については、「シス
テム チェック」をご参照ください。
• Microsoft SharePoint Server または Foundation 2013 または SharePoint Server 2016/2019 が正しくインストール
され、構成されている必要があります。

• ArcGIS for SharePointがインストールされている SharePointサーバー上に以下の MIME タイプのセットが存在
している必要があります。

▪ *.svg image/svg+sml

• Secure Store Service - インストール時に、ArcGIS for SharePointはデフォルトで ArcGIS の認証情報のセキュリ
ティ保護に Secure Store Service (SSS) を使用し、自動的にターゲット アプリケーションを生成します。これ
は、推奨設定です。 SSS を使用しない場合、またはインストール時に SSS が使用できない場合は、インストー
ル後に暗号化キーを手動で生成する必要があります。 詳細については、「ArcGIS for SharePoint のインストー
ル」をご参照ください。 インストール時に SSS を使用することを選択する場合は、Secure Store Service が開始
していて、サービス自体が正しく構成されていることを確認してください。

• Secure Store Service にアクセスして新しいキーを生成するには、以下の手順に従います。
• [サーバーの全体管理サーバーの全体管理]ホーム ページの [アプリケーション構成の管理アプリケーション構成の管理]セクションで、[サービスサービス アプリケーアプリケー

ションの管理ションの管理]をクリックします。

• [Secure Store Service]リンクをクリックします。

• [新しいキーの生成新しいキーの生成]をクリックします。
詳細については、「SharePoint Server で Secure Store Service を構成する」をご参照ください。

• [サーバーの全体管理サーバーの全体管理]を終了します。
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https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc262485(v=office.15).aspx
https://technet.microsoft.com/en-ca/library/cc262485(v=office.16).aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/SharePoint/install/hardware-and-software-requirements-2019
https://links.esri.com/arcgis-free-trial
https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/administer/get-started-with-administration.htm
https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/getting-started
https://technet.microsoft.com/en-us/library/ee806866(v=office.16).aspx


• ArcGIS Enterprise - ArcGIS Enterpriseで ArcGIS Maps Locateワークフローを正常に実行するには、ジオコーダー
サービスを構成します。

• Managed Metadata Service - ArcGIS Map Searchは、アドインで生成したジオタグの保存に使用する SharePoint
用語ストアを作成します。 この用語ストアは、ArcGIS Map Searchが作成していない他のタグからジオタグを分
離するために使用されます。 Managed Metadata Service は、この用語セットの管理に必要です。

• サーチ サービス - ArcGIS Map Searchは、検索クエリの処理に SharePointサーチ サービスを必要とします。

• アプリ管理および購読の設定サービス - ArcGIS Map Searchでは、以下に示すように、App Management Service
Application をインストールして起動しておくこと、関連する App Management Service Application Proxy をイ
ンストールしておく必要があります。

組織でこのような環境が構築されていない場合は、ArcGIS for SharePointをインストールする SharePointサーバ
ーで以下の PowerShell スクリプトを実行します。

Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell
$appManagementServiceApplication= (Get-SPServiceApplication) | Where-Object
{$_.TypeName -eq "App Management Service Application"}
New

-SPAppManagementServiceApplicationProxy
-Name AppManagementProxy
-UseDefaultProxyGroup
-ServiceApplication

$appManagementServiceApplication

サポートされている言語

ArcGIS for SharePointは、次の言語で使用できます。

アラビア語、中国語 (簡体字)、中国語 (繁体字: 香港)、中国語 (繁体字: 台湾)、チェコ語、デンマーク語、オランダ
語、英語、エストニア語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシア語、ヘブライ語、インドネシア語、

イタリア語、日本語、韓国語、ラトビア語、リトアニア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル (ブラジル)
語、ポルトガル (ポルトガル) 語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、タイ語、トルコ語、およびベトナム語
でサポートされています。

Windows 版アドインで使用される言語は、お使いのオペレーティング システムの言語設定によって決まります。
サポートされていない言語設定を使用している場合、アドインは英語を使用します。

Web ブラウザー
以下のブラウザーがサポートされています。

ブラウザー名ブラウザー名 SharePoint 2013 SharePoint 2016 SharePoint 2019

Microsoft Edge すべて すべて すべて

Google Chrome* すべて すべて すべて

Mozilla Firefox* すべて すべて すべて
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*最新バージョン
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ArcGIS for SharePoint のインストール
ArcGIS for SharePointのセットアップ プログラムを使用すると、SharePointに簡単に配置することができます。

ArcGIS for SharePointは、ArcGIS Maps Web パーツ、ArcGIS Maps Locateワークフロー、場所フィールド、および
ArcGIS Map Searchアドインを含む SharePointソリューションです。

• ArcGIS Maps - SharePointリスト、ArcGIS でホストされたフィーチャ サービス、および ArcGIS Web マップのデ
ータを対話型マップで表示および解析できるようにします。

• ArcGIS Maps Locateワークフロー - 指定された情報を SharePointリストから読み取り、マップ上でのフィーチ
ャのプロットに使用できる位置情報を含む新しいリスト列を生成します。

• ArcGIS Map Search - 位置ベースのメタデータでドキュメントおよびドキュメント セットにタグを付け、マップ
を使用してそれらのアイテムを検索できるようにします。

注意注意:
バージョン 4.1 以前では、ArcGIS for SharePointが Esri Maps と Esri Maps Locate ワークフローという 2 つのアプ
リとして配布されていました。 ArcGIS for SharePointが ArcGIS Mapsという名前の 1 つのアドインとして利用で
きるようになりました。このアドインは ArcGIS Maps Locateワークフローおよび ArcGIS Map Searchと連携しま
す。 既存の Esri Maps アプリの更新では、既存の Esri Locate ワークフロー アプリが削除されません。新しいアド
インに含まれる新しい ArcGIS Maps Locateワークフローを使用する前に、既存のワークフロー アプリをアンイン
ストールする必要があります。

アプリのインストール後、使用できるようにアプリを構成する必要があります。

注意注意:
• ArcGIS for SharePointをインストールするには、SharePointへの管理アクセスが必要です。

• 各サイト コレクションのサイト設定を使用してサイト コレクションを個別に構成したり、SharePointサーバー
の全体管理アプリケーションを使用して一度に複数のサイト コレクションを一括構成したりできます。

• 以前にベータ版の ArcGIS for SharePointがインストールされていたサイトへのインストールは推奨されません。
ArcGIS for SharePointをインストールする前に、ベータ ソフトウェアを含むすべてのコンポーネントを無効化し
て削除するか、新しいサイトを作成してください。

付属するファイル

オンプレミスの ArcGIS for SharePointインストールには、次のファイルが含まれています。

注意注意:
ArcGIS Map Searchは SharePoint 2013、2016、および 2019 のみでサポートされています。

• Setup.exe - インストール プログラム。ArcGIS for SharePointを SharePointファーム内の Web アプリケーショ
ンやサイト コレクションに配置することができます。

• ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.wsp - ArcGIS for SharePointのフィーチャ、リソース、および構成ファイルを含
む SharePointソリューション パッケージ。

• EnableAnonymousAccess.ps1 - ArcGIS Mapsアプリ内に表示される SharePointリストへの匿名アクセスを可能に
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する PowerShell スクリプト。

• ドキュメント - ArcGIS for SharePointには、アドインのインストール、構成、基本操作に役立つさまざまなドキ
ュメントが付属しています。 また、言語パックを配置するためのガイドと使用許諾契約書も含まれています。

• 言語リソースファイル - サポートされる言語の設定リソース。 英語以外の言語で ArcGIS for SharePointをイン
ストールするには、はじめに英語のソフトウェアをインストールしてから、適切な言語パックをダウンロードし

てインストールする必要があります。

オンプレミスでの ArcGIS for SharePointのインストールと配置

注意注意:
複数サーバーで構成される SharePointファーム環境では、すべての Web Front End (WFE) SharePointサーバーに
ArcGIS for SharePointをインストールする必要があります。 すでに ArcGIS for SharePointが配置されている既存の
SharePointファームに新しい WFE サーバーを参加させる場合は、新しいサーバーをファームに参加させた後に同
じバージョンの ArcGIS for SharePointをインストールします。

ArcGIS for SharePointをインストールおよび配置するには、次の手順を実行します。

1. ArcGIS for SharePointのインストール用 ZIP ファイルをダウンロードし、システム上の SharePointがインスト
ールされている場所にコンテンツを抽出します。

2. Setup.exe ファイルをダブルクリックすると、インストーラーが起動します。 インストールが確実に成功する
ように、インストーラーによって一連のチェックが実行されます。 チェックに失敗すると、インストーラーが
エラーに関する情報を表示します。

3. チェックが正常に完了したら、[次へ次へ]をクリックします。

4. 使用許諾契約書 (EULA) を読みます。 EULA の条項に同意する場合は、チェックボックスをオンにして、[次へ次へ]
をクリックします。

5. 必要に応じて Secure Store Service を使用し、ArcGIS Online認証情報をセキュリティ保護して、[次へ次へ]をクリ
ックします。

Secure Store Service が開始されていないというメッセージが表示された場合は、SharePoint Server 上でこのサ
ービスを開始します (SharePoint Foundation には適用されません)。 詳細については、「サポート環境」をご参
照ください。

6. [次へ次へ]をクリックして続行します。

7. [ArcGIS Maps Refresh Token]自動更新タイマー ジョブをインストールおよび有効化するかどうかを選択しま
す。

リフレッシュ トークンの有効期限が切れるように構成した場合は、SharePointタイマー ジョブを定期的に実行
するように ArcGIS for SharePointを設定することで、有効期限が切れる前にリフレッシュ トークンを自動的に
更新できます。 リフレッシュ トークンの有効期限が切れないように設定している場合は、タイマー ジョブを
有効化する必要はありません。 トークンの有効期限が切れるように設定している場合のみ、タイマー ジョブを
有効化することをお勧めします。 詳細については、「ArcGIS 認証情報の更新」をご参照ください。

次のオプションの中から 1 つを選択します。

• [ArcGIS Maps Refresh Token による自動更新を有効化しないによる自動更新を有効化しない (デフォルトデフォルト)] - 自動更新機能のインストール
は行われますが、有効化されません。 機能は存在するものの、自動的には実行されません。

• [ArcGIS Maps Refresh Token による自動更新を有効化するによる自動更新を有効化する] - 自動更新機能のインストールおよび有効化を
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行います。 機能を有効にすると、SharePointはデフォルトの頻度でリフレッシュ トークンの更新機能を実行
するタイマー ジョブを作成します。 SharePointサーバーの全体管理アプリケーションを使用して、いつでも
タイマー ジョブの設定を変更できます。

8. [次へ次へ]をクリックして続行します。

9. Esri User Experience Improvementプログラムに参加するには、[ソフトウェアの改善のために、ソフトウェアの改善のために、Esri が情報を収が情報を収

集することを許可する集することを許可する]チェックボックスをオンにします。

10. [次へ次へ]をクリックして続行します。

11. ArcGIS接続 URL を指定します。 ArcGIS Online組織または ArcGIS Enterpriseポータル インスタンスの URL を
入力して、[テストテスト]をクリックします。
接続に失敗した場合は、URL フィールドの横に赤の [X] が表示されます。 URL を修正して、再度 [テストテスト]をク
リックします。 接続が有効になると、[X] は表示されなくなります。 [次へ次へ]をクリックします。

指定した URL は、この URL の下に作成されたすべての新しいサイト コレクションに継承されます。構成オプ
ションを使用して、特定のサイト コレクションの URL を変更できます。

12. ArcGIS for SharePointを有効にする Web アプリケーションまたはサイト コレクションを選択します。 [Web
アプリケーションアプリケーション / サイトサイト コレクションコレクション]ツリーでは、最上位ノードはそれぞれ SharePoint Web アプリケーシ
ョンを表し、子ノードはそれぞれサイト コレクションを表しています。 以下の例では、選択したサイト コレ
クションが ArcGIS for SharePointを配置するターゲットになっています。 ターゲットの Web アプリケーショ
ンとサイト コレクションを選択したら、[次へ次へ]をクリックします。
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注意注意:
Web アプリケーションをターゲットにすると、その Web アプリケーション内のすべてのサイト コレクション
で ArcGIS for SharePointの機能が使用可能になります。 したがって、このインストーラーのページでチェック
ボックスがオンになっている Web アプリケーション内のサイト コレクションでは、ArcGIS for SharePointの
機能が使用可能になりますが、そのサイト コレクションにチェックが入っていない場合は、機能はアクティブ
にはなりません。

ルート サイトまたはアプリ カタログ サイトに ArcGIS for SharePointを配置しないでください。

13. [次へ次へ]をクリックして続行します。
セットアップではインストール タスクが実行され、処理が完了するとメッセージが表示されます。

14. [次へ次へ]をクリックします。
サマリー ウィンドウが開き、インストール処理の詳細が表示されます。

15. [次へ次へ]をクリックして続行します。
インストール ウィザードの最後のウィンドウが表示されます。 このウィンドウでは、必要に応じて複数のサイ
ト コレクションを同時に一括構成するか、個々のサイト コレクションを構成できます。 詳細については、
「ArcGIS for SharePoint の構成」をご参照ください。

• [一括構成一括構成]をクリックすると、SharePointサーバーの全体管理アプリケーションの一括構成ページが開きま
す。

• [構成構成]をクリックすると、現在のサイト コレクションの構成ページが開きます。

16. [閉じる閉じる]をクリックして、セットアップを終了します。

インストールが完了したら、ArcGIS for SharePointを構成します。

PowerShell を使用したインストール
ArcGIS for SharePointと ArcGIS Map Searchを手動でインストールするには以下の PowerShell コマンドを使用し
ます。 山括弧 (<>) 内のプレースホルダーをシステムの情報と差し替えてください。

ArcGIS for SharePointのインストール

# Upload solution package to the farm
Add-SPSolution
-LiteralPath C:\<download location>\ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.wsp

# Install the solution to the desired web application
Install-SPSolution ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.wsp
-WebApplication http://<web application name>
-GACDeployment

# Wait for the solution to complete the install before enabling feature
Start-Sleep 15

# Enable the feature on the given site collection
Enable-SPFeature
-Identity "b432665a-07a6-4cc7-a687-3e1e03e92b9f"
-URL http://<web application name>/sites/<MySiteCollectionName>
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ArcGIS Map Searchのインストール

# Import the app to the desired site collection
$spapp = Import-SPAppPackage
-Path "C:\<download location>\ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.app"
-Site http://<web application name>/sites/<MySiteCollectionName>
-Source ObjectModel

# Install the app on the site collection
Install-SPApp
-Web http//<web application name>/sites/<MySiteCollectionName>
-Identity $spapp
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システム チェック
インストール中、ソリューションとアドインをインストールする前に、ArcGIS for SharePointインストール ウィザ
ードは一連のシステム チェックを実行して、必須または従属のサービスやソフトウェアがすべて正しくインスト
ールされ、実行されていることを確認します。 問題が見つかった場合、ウィザードはエラーまたは警告を表示し
ます。 一部の問題は、インストールを進める前にすぐに修正する必要があります。また、インストールには影響
しないが、ArcGIS for SharePointの適切な動作を可能にするために修正が必要となる問題もあります。

システム チェックの解決策はすべて、SharePointファーム管理者が実行する必要があります。

次の各セクションでは、発生する可能性があるエラーと警告、およびそれらの解決策を示します。 最初のシステ
ム チェックでは、システムで ArcGIS for SharePointのインストールに必要なコンポーネントが確認されます。 こ
れらのコンポーネント チェックのいずれかが失敗した場合は、インストールを中断して問題を解決し、インスト
ールを再開する前に [チェックの再実行チェックの再実行]をクリックして、問題が解決されたことを確認します。 追加のサービス
のチェックでは、追加のサービスおよびアプリケーションが実行されているかどうかが確認されます。 これらの
サービスまたはアプリケーションは、ArcGIS for SharePointの適切な動作を可能にするために必要ですが、現在の
インストールを妨げません。 これらのサービスのほとんどは、正常な SharePointファームの基礎となり、ほとん
どの場合はすでに適切に構成されています。 これらのサービス チェックのいずれかが失敗した場合は、インスト
ールを中断して問題を解決し、インストールを再開する前に [チェックの再実行チェックの再実行]をクリックします。

必須のサービス

• SharePoint Foundation Services 201x がインストールされていますか？
現在のコンピューターに SharePoint Foundation Services 201x がインストールされていない場合、このチェック
が失敗します。

解決策: SharePoint Foundation Services 201x がインストールされているシステムに ArcGIS for SharePointをイン
ストールします。

• SharePointソリューションをインストールおよび配置するための権限がありますか？
ArcGIS for SharePointインストーラーを実行しているユーザーが SharePoint管理者でない場合、このチェックが
失敗します。

解決策: ArcGIS for SharePointをインストールするには、SharePointファーム管理者でなければなりません。 管
理者としてセットアップを実行します。

• SharePoint 201x Administration サービスが開始されていますか？
SharePoint 201x Administration サービスが実行されていない場合、このチェックが失敗します。

解決策: Windows サービスで (services.msc を実行)、このサービスを開始します 。 サービスの名前は、
SharePoint 201x Administration です。

• SharePoint 201x Timer サービスが開始されていますか？
SharePoint 201x Timer サービスが実行されていない場合、このチェックが失敗します。

解決策: Windows サービスで (services.msc を実行)、このサービスを開始します 。 サービスの名前は、
SharePoint 201x Timer です。

• ソリューション ファイルが存在していますか？
ソリューション ファイルは、ESRI.ARCGIS.Mapping.SharePoint.wsp という名前で、インストーラー フォルダー
のルート ディレクトリにバンドルされています。 このファイルが手動で削除または名前変更された場合、この
システム チェックが失敗します。
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解決策: 元の ESRI.ARCGIS.Mapping.SharePoint.wsp ソリューション ファイルを ArcGIS for SharePointインストー
ラー フォルダーに復元します。

• ArcGIS for SharePointの検出
このチェックでは、現在の SharePointファームに以前のバージョンの ArcGIS for SharePointが含まれているか
どうかが確認されます。 チェックの結果に応じて、削除、変更、インストール、アップグレードなどの異なる
インストール オプションが表示されます。

SharePointサービス アプリケーション
ArcGIS for SharePointをホストするすべての SharePointオンプレミス サーバーでは、複数の SharePointサービス
アプリケーションを構成し、実行している必要があります。 以下の表に、必須サービスと推奨サービスを示しま
す。

SharePointサービスサービス アプリケーアプリケー

ションのタイプションのタイプ

必要必要

条件条件

Microsoft ヘルプヘルプ

SharePoint
2013

SharePoint
2016

SharePoint
2019

App Management Service
Application

開

始

し

ま

し

た

SharePoint Server 向けのアプ
リの環境を構成

必須 必須 必須

App Management Service
Application Proxy

開

始

し

ま

し

た

SharePoint Server 向けのアプ
リの環境を構成

必須 必須 必須

Business Data Connectivity
Service Application

開

始

し

ま

し

た

SharePoint Server で Business
Data Connectivity Service
Application を構成

推奨 推奨 推奨

Business Data Connectivity
Service Application Proxy

開

始

し

ま

し

た

SharePoint Server で Business
Data Connectivity Service
Application を構成

推奨 推奨 推奨

Managed Metadata Service

開

始

し

ま

し

た

Managed Metadata Service を
構成

必須 必須 必須
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SharePointサービスサービス アプリケーアプリケー

ションのタイプションのタイプ

必要必要

条件条件

Microsoft ヘルプヘルプ

SharePoint
2013

SharePoint
2016

SharePoint
2019

Managed Metadata Service
Connection

開

始

し

ま

し

た

Managed Metadata Service を
構成

必須 必須 必須

Search Service Application

開

始

し

ま

し

た

Search Service Application の
作成と構成

必須 必須 必須

Search Service Application Proxy

開

始

し

ま

し

た

Search Service Application の
作成と構成

必須 必須 必須

Secure Storage Service
Application

開

始

し

ま

し

た

Secure Store Service を構成 推奨 推奨 推奨

Secure Store Service Application
Proxy

開

始

し

ま

し

た

Secure Store Service を構成 推奨 推奨 推奨

Security Token Service
Application

開

始

し

ま

し

た

Secure Store Service を構成 必須 必須 必須

Microsoft SharePoint Foundation
Subscription Settings Service
Application

開

始

し

ま

し

た

Subscription Settings Service
Application Step by Step 必須 必須 必須

Microsoft SharePoint Foundation
Subscription Settings Service
Application Proxy

開

始

し

ま

し

た

Subscription Settings Service
Application Step by Step 必須 必須 必須
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SharePointサービスサービス アプリケーアプリケー

ションのタイプションのタイプ

必要必要

条件条件

Microsoft ヘルプヘルプ

SharePoint
2013

SharePoint
2016

SharePoint
2019

Usage and Health Data
Collection Service Application

開

始

し

ま

し

た

SharePoint Server に使用およ
び健全性データ コレクション
を構成

推奨 推奨 推奨

Usage and Health Data
Collection Service Application
Proxy

開

始

し

ま

し

た

SharePoint Server に使用およ
び健全性データ コレクション
を構成

推奨 推奨 推奨

注意注意:
• 必須 — ArcGIS for SharePointが動作するには、このサービスは必須です。

• 推奨 — ArcGIS for SharePointの 1 つ以上のサブ機能がこのサービスに依存しています。 このサービスがない場
合、一部の製品機能は利用できません。

• 不要 — ArcGIS for SharePointで SharePointのこのバージョンを使用する場合は、このサービスは必要ありませ
ん。

• 該当なし — SharePointのこのバージョンは、このサービスに対応していません。

追加機能

• SharePointアドインのインストールと実行
SharePoint 2013 以降、オンプレミス版の SharePoint Server は、以前のバージョンで使用されていたソリューシ
ョン モデルに加えて、アドイン モデルを使用します。

解決策: SharePoint 2013 以降を使用している場合は、サードパーティ製のアドインをサポートするように
SharePointファームを事前構成する必要があります。 詳細については、「SharePoint 2013 でアプリの環境を構
成する」をご参照ください。

• ドキュメントへのジオタグの付与
ジオタグ付けでは、SharePointサイト コレクション内のドキュメントに、位置を示す値でタグを付けることが
できます。 ArcGIS for SharePointによって生成されたジオタグは、SharePoint Managed Metadata Service で管
理される用語ストア内の新しい用語セットに格納されます。 ArcGIS for SharePointでのジオタグ付けを有効にす
るには、Managed Metadata Service が実行されている必要があります。

解決策: Managed Metadata Service を実行します。 詳細については、「SharePoint 2013 で Managed Metadata
Service を構成する」をご参照ください。

• ドキュメントをジオサーチします
ジオサーチでは、位置情報でジオタグが付けられたドキュメントを検索できます。ArcGIS for SharePointは、実
稼働 SharePointファームで一般的に使用される SharePointエンタープライズ検索機能を使用します。 ArcGIS
for SharePointでジオサーチを有効にするには、Search and Site Settings Service および Search Host Controller
Service が実行されている必要があります。
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解決策: ジオサーチを有効にするには、アドインに基本的な検索関連サービスが必要となります。 詳細について
は、「SharePoint 2013 で Search Service アプリケーションを作成および構成する」をご参照ください。

• ArcGIS Connectワークフローの使用
ArcGIS Connect ワークフローは、カスタムの BCS (Business Connectivity Service) 機能で、ArcGIS for SharePoint
が SQL Server データベースなどの外部データに接続できるようにします。 ArcGIS Connectワークフローを有効
にするには、BDC (Business Data Connectivity) Service が実行されている必要があります。

解決策: ArcGIS Connectワークフローには、BDC Service が必要です。 詳細については、「SharePoint 2013 で
Business Data Connectivity Service アプリケーションを構成する」をご参照ください。

• SSS を使用して ArcGIS認証情報を保存します
必要に応じて、SSS (Secure Store Service) を使用して、ArcGIS認証情報を保存できます。 そのようにする場合
は、SSS が実行されている必要があります。 このサービスが実行されていない場合にインストールを進める
と、インストール時の [Secure Store Service を使用するを使用する]オプションが使用できません。 インストール後、
Web パーツの構成時に SSS を構成できます。 詳細については、「ArcGIS for SharePoint の構成」をご参照くだ
さい。

解決策: SSS を実行します。 詳細については、「SharePoint 2013 で Secure Store Service を構成する」をご参照
ください。
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ArcGIS for SharePoint のアップグレード
ArcGIS for SharePointの Setup.exe プログラムを使用して、最新バージョンにアップグレードできます。 アップグ
レードするには、次の手順に従います。

注意注意:
新しいバージョンへアップグレードする際、前のバージョンの ArcGIS for SharePointをアンインストールする必要
はありません。

Setup.exe を使用したアップグレード
1. Setup.exeファイルをダブルクリックして開きます。 ArcGIS for SharePointセットアップ ウィザードで [次へ次へ]
をクリックします。

インストールが確実に成功するように、インストーラーによって一連のチェックが実行されます。 チェックに
失敗すると、インストーラーがエラーに関する情報を表示します。

2. チェックが正常に完了したら、[次へ次へ]をクリックします。

3. [アップグレードアップグレード]オプションを選択して、[次へ次へ]をクリックします。
インストーラーによって、選択したサイト コレクションに ArcGIS for SharePointが配置され、アクティブにな
ります。

4. 操作が完了したら、[次へ次へ]をクリックして、インストール ログを表示します。

5. [閉じる閉じる]をクリックして、セットアップ ウィザードを閉じます。

ArcGIS Map Searchアドインの更新
ArcGIS Map Searchアドインをサイト コレクションに追加した場合は、アップグレードの完了後、新しいバージョ
ンの ArcGIS Map Searchアドインが内部のアプリ カタログに配置されます。 サイト コレクションの [サイトサイト コンコン
テンツテンツ]ページにある ArcGIS Map Searchタイルに、アドインの更新が利用可能であることを示すメッセージが表
示されます。 詳細については、「SharePoint アドインの更新プロセス」をご参照ください。

1. サイト コレクションの [サイトサイト コンテンツコンテンツ]ページに移動します。

2. [ArcGIS Map Search] タイルで [更新更新]リンクをクリックします。
ArcGIS Map Searchのダウンロード ページが表示されます。

3. [取得取得]をクリックします。

4. [ArcGIS Maps を信頼しますか？を信頼しますか？]のメッセージの [信頼する信頼する]をクリックします。
[サイトサイト コンテンツコンテンツ]ページが表示されます。 ArcGIS Map Searchタイルの下のメッセージで、アプリが更新中
であることが通知されます。 更新が完了すると、メッセージが表示されなくなります。

PowerShell を使用したアップグレード
次の PowerShell コマンドを使用すると、前のバージョンの ArcGIS for SharePointと ArcGIS Map Searchを削除し
て、最新バージョンをインストールできます。 山括弧 (<>) 内のプレースホルダーをシステムの情報と差し替えて
ください。
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前のバージョンの ArcGIS for SharePointのアンインストール

# Disable the feature in preparation for uninstall
Disable-SPFeature
-Identity "b432665a-07a6-4cc7-a687-3e1e03e92b9f"
-URL http://<web application name>/sites/<MySiteCollectionName>

# Uninstall ArcGIS for SharePoint solution
Uninstall-SPSolution
–Identity ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.wsp
–WebApplication http://<web application name>

# Wait for uninstall to complete
Start-Sleep 15

# Remove solution from the farm
Remove-SPSolution
–Identity ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.wsp

前のバージョンの ArcGIS Map Searchのアンインストール

# Get all apps installed to the specified subsite
$instances = Get-SPAppInstance
-Web http://<web application name>/sites/<MySiteCollectionName>

# Set the $instance variable to the ArcGIS Map Search app
$instance = $instances | where {$_.Title -eq 'ArcGIS Map Search'}

# Uninstall the app from the subsite
Uninstall-SPAppInstance -Identity $instance

ArcGIS for SharePointのアップグレード

# Upload solution package to the farm
Add-SPSolution
-LiteralPath C:\Software\ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.wsp

# Stop the SharePoint Timer Service
Net stop SPTimerV4

# Start the SharePoint Timer Service
Net start SPTimerV4

# Install the solution to the desired web application
Install
-SPSolution ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.wsp
-WebApplication http://<web application name> -GACDeployment

# Wait for the solution to complete the install before enabling the feature
Start-Sleep 15

# Enable ArcGIS for SharePoint on the desired site collection
Enable-SPFeature
-Identity "b432665a-07a6-4cc7-a687-3e1e03e92b9f"
-URL http://<web application name>/sites/<MySiteCollectionName>
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ArcGIS Map Searchのアップグレード

# Import the app to the desired site collection
$spapp = Import-SPAppPackage
-Path "C:\<download location>\ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.app"
-Site http://<web application name>/sites/<MySiteCollectionName>
-Source ObjectModel

# Install the app on the site collection
Install-SPApp
-Web http//<web application name>/sites/<MySiteCollectionName>
-Identity $spapp
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変更または削除

ArcGIS for SharePoint機能を含むWeb パーツを変更または削除できます。

修正

ArcGIS for SharePointの Setup.exe プログラムを使用して、ArcGIS for SharePointの機能を格納するサイトや Web
アプリケーションを変更できます。 インストールを変更するには、次の手順に従います。

1. Setup.exeファイルを右クリックし、[管理者として実行管理者として実行]をクリックしてインストーラーを起動します。
インストーラーによるチェックが実行され、ArcGIS for SharePointがインストール済みかどうかと、インスト
ーラー機能が実行可能であることが確認されます。 チェックに失敗すると、インストーラーがエラーに関する
情報を表示します。

2. チェックが正常に完了したら、[次へ次へ]をクリックします。

3. [変更変更]オプションを選択して、[次へ次へ]をクリックします。

4. ArcGIS for SharePointを有効または無効にする Web アプリケーションまたはサイト コレクションを選択しま
す。 [Web アプリケーション / サイト コレクション] ツリーでは、最上位ノードはそれぞれ SharePoint Web ア
プリケーションを表し、子ノードはそれぞれサイト コレクションを表しています。 以下のスクリーン キャプ
チャでは、ArcGIS for SharePointが、http://7win/sites/demoにあるサイト コレクションに配置するターゲ
ットになっています。

Web アプリケーションをターゲットにすると、その Web アプリケーション内のすべてのサイト コレクション
で ArcGIS for SharePointが使用可能になります。

5. ターゲットの Web アプリケーションとサイト コレクションを選択したら、[次へ次へ]をクリックします。 インス
トーラーによって、選択したサイト コレクションに ArcGIS for SharePointが配置され、アクティブになりま
す。オンになっていないサイト コレクションでは ArcGIS for SharePointが非アクティブになります。
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6. 操作が完了したら、[次へ次へ]をクリックして操作ログを表示するか、[閉じる閉じる]をクリックしてセットアップ プロ
グラムを閉じます。

Setup.exe を使用した削除
ArcGIS for SharePointを SharePointファームから削除するには、この製品で提供される Setup.exeファイルを使

用します。 ArcGIS for SharePointをアンインストールするには、次の手順に従ってください。

1. Setup.exeファイルを右クリックし、[管理者として実行管理者として実行]をクリックしてインストーラーを起動します。
インストーラーによるチェックが実行され、ArcGIS for SharePointがインストール済みかどうかと、インスト
ーラー機能が実行可能であることが確認されます。 チェックに失敗すると、インストーラーがエラーに関する
情報を表示します。

2. チェックが正常に完了したら、[次へ次へ]をクリックします。
[変更または削除変更または削除]ダイアログ ボックスが表示されます。

3. [削除削除]オプションを選択して、[次へ次へ]をクリックします。
ArcGIS for SharePointがすべてのサイト コレクションから消去され、SharePointファームから削除されます。

4. 操作が完了したら、[次へ次へ]をクリックして操作ログを表示するか、[閉じる閉じる]をクリックしてセットアップ プロ
グラムを閉じます。

PowerShell を使用したアンインストール
ArcGIS for SharePointと ArcGIS Map Searchをアンインストールするには以下の PowerShell コマンドを使用しま
す。 必ず <プレースホルダー> をシステムの情報に置き換えてください。

ArcGIS for SharePointのアンインストール

# Disable the feature in preparation for uninstall
Disable-SPFeature
-Identity "b432665a-07a6-4cc7-a687-3e1e03e92b9f"
-URL http://<web application name>/sites/<MySiteCollectionName>

# Uninstall ArcGIS for SharePoint solution
Uninstall-SPSolution
–Identity ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.wsp
–WebApplication http://<web application name>

# Wait for uninstall to complete before proceeding
Start-Sleep 15

# Remove solution from the farm
Remove-SPSolution
–Identity ESRI.ArcGIS.Mapping.SharePoint.wsp

ArcGIS Map Searchのアンインストール

# Get all apps installed to the specified subsite
$instances = Get-SPAppInstance
-Web http://<web application name>/sites/<MySiteCollectionName>

# Set the $instance variable to the ArcGIS Map Search app
$instance = $instances | where {$_.Title -eq 'ArcGIS Map Search'}
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# Uninstall the app from the subsite
Uninstall-SPAppInstance -Identity $instance

古い Esri Maps Locate ワークフロー アプリの削除
バージョン 4.1 以前では、ArcGIS for SharePointが Esri Maps と Esri Maps Locate ワークフローという 2 つのアプ
リとして配布されていました。 ArcGIS for SharePointが ArcGIS Mapsという名前の 1 つのアドインとして利用で
きるようになりました。このアドインは ArcGIS Maps Locateワークフローおよび ArcGIS Map Searchと連携しま
す。 既存の Esri Maps アプリの更新では、既存の Esri Locate ワークフロー アプリが削除されません。新しいアド
インに含まれる新しい ArcGIS Maps Locateワークフローを使用する前に、既存のワークフロー アプリをアンイン
ストールする必要があります。

サイト コレクションからアプリを削除するには、SharePointサイト管理者の権限が必要です。

サイト コレクションから Esri Maps Locate ワークフロー アプリを削除するには、次の手順に従います。

1. [サイトサイト コンテンツコンテンツ]ページの [Esri Maps Locate ワークフローワークフロー]タイルをクリックします。

2. [ワークフロー構成ワークフロー構成]ページで [無効化無効化]をクリックします。

3. メッセージの [OK]をクリックして、アプリをサイトから完全に削除します。
[サイトサイト コンテンツコンテンツ]ページが表示されます。

4. サイト コレクションから Esri Maps Locate ワークフローワークフローアプリを削除するには、そのアプリのタイルの横に

あるオプション ボタン をクリックして、[削除削除]をクリックします。

5. 確認メッセージの [OK]をクリックします。
Esri Maps Locate ワークフロー アプリが [サイトサイト コンテンツコンテンツ]ページから削除されます。

6. アプリを完全に削除するには、[ゴミ箱ゴミ箱]を開き、リストのアプリの横にあるチェックボックスをオンにしてか
ら [選択セットの削除選択セットの削除]をクリックします。 次に、[ゴミ箱を空にするゴミ箱を空にする]をクリックします。
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ArcGIS 認証情報の更新
ArcGIS for SharePointバージョン 5.0 以降では、強力でセキュアなアクセス トークンの生成にアプリ ID とリフレ
ッシュ トークンを利用する、サーバー側のユーザー ログイン ソリューションを使用しています。 アクセス トー
クンは ArcGIS の認証情報を表し、ArcGIS for SharePointの使用時にセキュアなトランザクションを確保するため
に使用されます。 ほとんどの場合、リフレッシュ トークンの有効期限は切れませんが、必要に応じて有効期限が
切れるように構成することができます。

リフレッシュ トークンの有効期限が切れるように構成した場合は、SharePointタイマー ジョブを定期的に実行す
るように ArcGIS for SharePointを設定することで、有効期限が切れる前にリフレッシュ トークンを自動的に更新
できます。

ArcGIS Maps Refresh Token の自動更新機能は、ArcGIS Onlineおよび ArcGIS Enterprise 10.6 以降の新機能を利用し
ています。 このプロセスは、有効期限が切れていない既存のリフレッシュ トークンを使用して、新しいリフレッ
シュ トークンを返します。 新しいリフレッシュ トークンが発行されるとすぐに、古いリフレッシュ トークンが無
効になります (古いリフレッシュ トークンによって発行されたすべてのアクセス トークンもすぐに無効になりま
す)。 ごくまれに、リフレッシュ トークンが SharePointに正しく書き戻されない場合があります。この場合、
ArcGIS for SharePointの構成設定を使用してリフレッシュ トークンを手動で更新する必要があります。

注意注意:
• このソリューションは、ArcGIS Onlineまたは ArcGIS Enterprise 10.6 以降を使用しているオンプレミスの ArcGIS

for SharePointのみで使用できます。 旧バージョンの ArcGIS Enterpriseを使用している場合は、リフレッシュ
トークンを手動で更新する必要があります。

• リフレッシュ トークンの有効期限が切れないように設定している場合は、ArcGIS Maps Refresh Token の自動更
新機能を有効化する必要はありません。 トークンの有効期限が切れるように設定している場合のみ、この機能
を有効化することをお勧めします。

• トークンの有効期限が切れる前に、実行する Renew ArcGIS Refresh Token タイマー ジョブの頻度を設定しま
す。 タイマー ジョブは標準の SharePointタイマー サービスによって管理されるため、タイマー ジョブは他の
プロセスによって遅れが出たり、停止されたりする可能性があります。 この場合、リフレッシュ トークンを手
動で更新する必要があります。

インストール時の ArcGIS Maps Refresh Token の自動更新機能の設定
前提条件:
ArcGIS for SharePointの管理メニューにアクセスしてアプリを構成するには、SharePointファーム管理者である必
要があります。

注意注意:
リフレッシュ トークンの有効期限が切れないように設定している場合は、ArcGIS Maps Refresh Token の自動更新
機能を有効化する必要はありません。

インストール時に ArcGIS Maps Refresh Token の自動更新機能を設定するには、次の手順を実行します。

1. インストール ウィザードの [SharePoint でで ArcGIS の認証情報を更新の認証情報を更新]ウィンドウで、[ArcGIS Maps Refresh
Token による自動更新を有効化するによる自動更新を有効化する]オプションを選択します。
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注意注意:
最初のオプションでは、ファームを対象とした ArcGIS Maps Refresh Token の自動更新機能がインストールさ
れますが、この機能は無効化されたままであるため、タイマー ジョブは配置されません。 SharePointサーバ
ーの全体管理アプリケーションを使用して、いつでもフィーチャを手動で有効化できます。

2. 間隔フィールドに、トークンの有効期限よりも短い値を入力します。
たとえば、トークンの有効期限が 60 分後に切れるように設定されている場合、タイマー間隔を 40 分ごとに実
行できるように設定します。 ここで指定できる値は 1 ～ 59 分の間であり、これらの設定を変更してさまざま
なタイムラインを後で指定できます。

3. [次へ次へ]をクリックして、インストールを続行します。

インストールが完了すると、Renew ArcGIS Refresh Token タイマー ジョブが作成され、自動的に実行されます。
タイマー ジョブの間隔設定を変更し、履歴を表示してエラーをトラブルシューティングすることもできます。

インストール後に ArcGIS Maps Refresh Token の自動更新機能を有効化
前提条件:
ArcGIS for SharePointの管理メニューにアクセスしてアプリを構成するには、SharePointファーム管理者である必
要があります。

インストール時に ArcGIS Maps Refresh Token の自動更新機能をインストールおよび設定しなかった場合、タイマ
ー ジョブを配置するにはこの機能を手動で有効化する必要があります。

ArcGIS Maps Refresh Token の自動更新機能を有効にするには、次の手順を実行します。

1. [SharePointサーバーの全体管理] ホーム ページに移動します。

2. [システム設定システム設定]セクションの [ファームの管理ファームの管理]で、[ファーム機能の管理ファーム機能の管理]をクリックします。
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このページには、SharePointファームで利用可能なすべての機能が表示されます。

3. [ArcGIS Maps Refresh Token の自動更新の自動更新]までスクロールして、[アクティブ化アクティブ化]をクリックします。

Renew ArcGIS Refresh Token タイマー ジョブがインストールされ、デフォルトの間隔に従って自動的に実行さ
れます。

4. Renew ArcGIS Refresh Token タイマー ジョブと、そのタイマー ジョブを含む SharePointサービスを削除する
には、[非アクティブ化非アクティブ化]をクリックします。

Renew ArcGIS Refresh Token タイマー ジョブ設定の変更
前提条件:
ArcGIS for SharePointの管理メニューにアクセスしてアプリを構成するには、SharePointファーム管理者である必
要があります。

SharePointサーバーの全体管理アプリケーションを使用して、タイマー ジョブの間隔を変更します。

1. [サーバーの全体管理] ホーム ページの [監視監視]セクションにある [タイマータイマー ジョブジョブ]で、[ジョブ定義の確認ジョブ定義の確認]を
クリックします。

デフォルトでは、SharePointには利用可能なすべてのジョブ定義が表示されます。

2. ビューをフィルタリングするには、ドロップダウン メニューで [ビュービュー] > [サービスサービス]の順にクリックします。

3. [サービスサービス]ドロップダウン メニューから、[サービスの変更サービスの変更]を選択します。
ポップアップ ウィンドウが開き、利用可能なサービスが表示されます。

4. [ArcGIS Refresh Token Renewal サービスサービス]をクリックします。
[ジョブ定義ジョブ定義]ページにサービスが表示されます。

5. タイマー ジョブの詳細を表示するには、[Renew ArcGIS Refresh Token]をクリックします。
[タイマータイマー ジョブの編集ジョブの編集]ページが開き、デフォルトのタイマー値 (30 秒ごと) またはインストール時に設定し
たタイマー間隔が表示されます。
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6. タイマー間隔を設定します。
タイマー スケジュールは、分、時、日、週、または月単位で設定できます。

タイマー間隔を選択する際は、ArcGIS Mapsリフレッシュ トークンの有効期間より短い間隔を選択します。 た
とえば、トークンの有効期限が 60 分後に切れるように設定されている場合、タイマー ジョブの間隔を 40 分に
設定します。

タイマー ジョブは SharePointタイマー サービスによって実行されるため、Renew ArcGIS Refresh Token タイ
マー ジョブは他のプロセスによって遅れが出たり、停止されたりする可能性があります。 この場合、リフレッ
シュ トークンを手動で更新する必要があります。

7. [今すぐ実行今すぐ実行]をクリックして Renew ArcGIS Refresh Token タイマー ジョブをすぐに実行し、現在の SharePoint
ファーム内の ArcGIS 認証情報が設定されているすべてのサイト コレクションのリフレッシュ トークンを更新
します。

または、次のいずれかのボタンをクリックします。

• [OK]をクリックして変更を保存し、タイマー ジョブ ページを閉じます。 Renew ArcGIS Refresh Token タイ
マー ジョブは、指定した間隔で実行されます。

• タイマー ジョブを無効にするには、[無効にする無効にする]をクリックします。 サービスが再び有効化されるまで、
Renew ArcGIS Refresh Token タイマー ジョブは実行されません。

• 何も変更せずに [ジョブ定義ジョブ定義]ページに戻るには、[キャンセルキャンセル]をクリックします。

Renew ArcGIS Refresh Token タイマー ジョブ失敗時のトラブルシューティング
SharePointサーバーの全体管理アプリケーションには、ジョブが正常に実行されたか失敗したかをすばやく確認で
きるタイマー ジョブ履歴ページが存在します。 ジョブが失敗した場合は、失敗したリンクをクリックしてタイマ
ー ジョブの詳細ログを表示し、失敗した原因を特定します。
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たとえば、Renew ArcGIS Refresh Token タイマー ジョブには、ArcGIS Onlineおよび ArcGIS Enterprise 10.6 以降で
利用できる新機能が必要です。 ジョブ履歴ログに grant_type invalidなどのメッセージが含まれている場合、サ
ポートされていない旧バージョンの ArcGIS Enterpriseが使用されていることを示しています。

ArcGIS リフレッシュ トークンの手動更新
リフレッシュ トークンの更新には、ArcGIS for SharePointを使用する際のセキュアなトランザクションの確保に使
用される ArcGIS ID の更新が含まれています。 一度に複数のサイト コレクションに対して構成オプションを設定
するか、個々のサイト コレクションに対してアドインを構成することができます。

サーバーの全体管理アプリケーションを使用して、SharePointファーム内で選択したすべての SharePointサイト
コレクションのリフレッシュ トークンを手動で更新します。 単一のサイト コレクションのリフレッシュ トークン
を更新するには、対象のサイト コレクションのローカルの ArcGIS for SharePoint構成ページを使用します。

構成ページには、リフレッシュ トークンの有効期限が切れるまでの残り時間が表示されます。

複数のサイト コレクションのリフレッシュ トークンの更新
前提条件:
ArcGIS for SharePointの管理メニューにアクセスしてアプリを構成するには、SharePointファーム管理者である必
要があります。

複数のサイト コレクションで同じ ArcGIS for SharePoint設定を使用している場合は、すべての (または一部の) サ
イト コレクションのリフレッシュ トークンを同時に更新できます。

複数のサイト コレクションのリフレッシュ トークンを更新するには、次の手順を実行します。

1. [サーバーの全体管理] ホーム ページの [セキュリティセキュリティ]セクションで、[ArcGIS for SharePoint の管理の管理]の下に
ある [アプリの構成アプリの構成]をクリックします。
[ArcGIS for SharePoint の構成の構成]ページが開き、構成できるすべてのサイト コレクションが表示されます。

2. [構成のターゲット構成のターゲット]セクションで、矢印を使用して構成するサイト コレクションを選択します。

3. [ArcGIS 認証情報認証情報]セクションで、リフレッシュ トークンの生成に使用する ArcGIS 認証情報を入力して [設定設定]
をクリックします。

メッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。

4. 有効な ArcGIS アカウントを使用して、ArcGIS にサイン インします。
選択したサイト コレクションに関連付けられているリフレッシュ トークンが更新されます。 トークンの有効
期限が切れるまでの残り時間を示すメッセージが表示されます。 これらの設定はいつでも更新できます。
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単一のサイト コレクションのリフレッシュ トークンの更新
単一のサイト コレクションのリフレッシュ トークンを更新するには、次の手順を実行します。

1. 変更するサイト コレクションの [サイト設定サイト設定]ページに移動します。

2. [ArcGIS for SharePoint の管理の管理]セクションにある [アプリの構成アプリの構成]をクリックします。
対象のサイト コレクションの [ArcGIS for SharePoint の構成の構成]ページが表示されます。

3. [ArcGIS 認証情報認証情報]セクションで、リフレッシュ トークンの生成に使用する ArcGIS 認証情報を入力して [設定設定]
をクリックします。

メッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。

4. 有効な ArcGIS アカウントを使用して、ArcGIS にサイン インします。
サイト コレクションに関連付けられているリフレッシュ トークンが更新されます。 トークンの有効期限が切
れるまでの残り時間を示すメッセージが表示されます。 これらの設定はいつでも更新できます。
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ArcGIS の認証
ArcGIS for SharePointでは、ArcGIS Online組織サイトまたは ArcGIS Enterpriseインスタンスと連携することがで
きます。ユーザーはサイン インせずにマップを表示できますが、操作はマップの表示と基本ナビゲーション、お
よびポップアップに表示されるデータセットの属性の編集に限られます。 ArcGIS にサイン インすると、ArcGIS
for SharePointで ArcGIS 組織に接続し、マップの機能すべてを使用できます。

ArcGIS Online組織サイトまたは ArcGIS Enterpriseインスタンスでセキュリティ機能をどのように設定したかによ
って、サイン インに使用される認証方法が決定されます。 ArcGIS for SharePointでは、ArcGIS Onlineまたは
ArcGIS Enterpriseでサポートされている認証方法を実装するために特定の手順を実行する必要はありません。 ア
プリの構成の詳細については、「ArcGIS for SharePoint の構成」をご参照ください。

ArcGIS 認証の詳細とセキュリティ設定を正しく実装する方法については、「ArcGIS Onlineまたは ArcGIS
Enterprise」 に関するドキュメントをご参照ください。

ArcGIS Online
ArcGIS for SharePointは、ArcGIS Onlineに接続するために以下の認証方法をサポートしています。
• 組み込みアカウント組み込みアカウント - ユーザーは ArcGIS Onlineの認証情報を入力します。 これによって、OAuth 2.0 を介した
トークン ベース認証が使用されます。

• エンタープライズエンタープライズ ログインログイン - エンタープライズ ログインは、SAML (Security Assertion Markup Language) 2.0 を
介してサポートされます。詳細については、「エンタープライズ ログインの構成」をご参照ください。

ArcGIS Enterprise
ArcGIS Enterpriseの認証の詳細については、ArcGIS Enterpriseのインストールに付属する管理者ガイドをご参照く
ださい。

• 組み込みアカウント組み込みアカウント - ユーザーは ArcGIS Enterpriseの認証情報を入力します。 これによって、OAuth 2.0 を介し
たトークン ベース認証が使用されます。 ArcGIS Enterprise 10.3 以降では、これがデフォルトの認証方法です。
詳細については、「ArcGIS for SharePoint の構成」をご参照ください。

• エンタープライズエンタープライズ ログインログイン - エンタープライズ ログインは、SAML 2.0 を介してサポートされます。 次のエン
タープライズ アイデンティティ プロバイダーがサポートされています。統合 Windows 認証 (IWA)、PKI (Public
Key Infrastructure)、LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)、およびトークンベース認証。 詳細について
は、「エンタープライズ ログインの構成」をご参照ください。

注意注意:
SAML で構成されている ArcGIS Enterpriseを使用している場合、組み込みユーザーを使用して [アプリの構成]
にサイン インしてから、SAML のユーザー名とパスワードを使用してサイン インするように認証情報を変更す
る必要があります。
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構成権限

ArcGIS for SharePointはサイト コレクション レベルで配置され、すべてのカスタム エクステンション パックが所
定のサイト コレクションのルート Web に配置されます。 そのため、サイト コレクション管理者 (サイト管理者で
もサイト所有者でもない) だけが、ArcGIS for SharePointを構成する、またはエクステンションを管理する権限を
持ちます。

次の表は、さまざまなユーザー タイプに対して許可されている構成タスクと管理タスクを示しています。

タスクタスク

サイトサイト コレクションコレクション

管理者管理者

サイト所有者グサイト所有者グ

ループループ

サイトサイト メンバーメンバー ググ
ループループ

サイト訪問者グサイト訪問者グ

ループループ

アプリの構成 Yes No No No

エクステンションの管理 Yes No No No

ページでの Map Webパーツの
構成

Yes Yes Yes No

ArcGIS Maps Locateワークフ
ローの構成

Yes Yes Yes No
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ArcGIS for SharePoint の構成
SharePointサイト コレクション管理者は、ArcGIS for SharePointの構成を担当します。

アドインの構成ページを使用して、個々のサイト コレクション上で ArcGIS for SharePointを構成できます。 また
は、SharePointサーバーの全体管理アプリケーションを使用して、一度に複数のサイト コレクションを構成する
こともできます。 いずれの場合も、すべての構成を設定できます。サーバーの全体管理の構成は、選択したすべ
てのサイト コレクションに適用されます。

まず、ArcGIS Maps Locateワークフローの実行に使用する ArcGIS 認証情報をセキュリティで保護された状態で保
存するための暗号化キーを生成します。 インストール時に SSS (Secure Store Service) を使用するように設定した
場合、この生成は自動的に実行されます。それ以外は、手動でキーを生成する必要があります。 次に、ArcGIS
Onlineの組織アカウントまたは ArcGIS Enterpriseインスタンスの URL を指定します。 最後に、ArcGIS for
SharePointワークフローで消費されたクレジットの課金に使用される ArcGIS の指定ユーザー アカウントを指定し
ます。 ここで、Esri User Experience Improvementプログラムのオプションを必要に応じて設定することもできま
す。

構成時に指定された ArcGIS の指定ユーザー アカウントは、ArcGIS Onlineまたは ArcGIS Enterpriseでアプリ アイ
テムの生成に使用されます。 このアプリ アイテムは次の目的に使用します。
• アプリ アイテムは、ArcGIS Maps Locateワークフローで使用されるアクセス トークンを生成します。

• アプリ アイテムの ID は、指定ユーザーの OAuth 2.0 認証に使用されます。

注意注意:
4.2 以前の古いバージョンでは、ArcGIS Maps Locateワークフローの実行時に ArcGIS for SharePointがアプリ トー
クンを使用して ArcGISへのアクセスを認証していました。 バージョン 5.0 では、Webパーツの構成時に指定する
ArcGIS の認証情報は ArcGIS の指定ユーザー アカウントに基づくもので、認証にユーザー トークンを使用しま
す。 これによりセキュリティが強化され、ユーザーはプライベート ジオコーダーにアクセスできます。 以前のバ
ージョンからアップグレードした場合は、バージョン 5.0 でも既存のアプリ トークンが引き続きサポートされます
が、この機能は今後のリリースで廃止されます。 最新バージョンにアップグレードして、ArcGIS指定ユーザーの
認証情報を使用してアプリを構成し、ユーザー トークンを有効にすることを強くお勧めします。

ArcGIS の認証情報が設定されると、ユーザーは ArcGIS にサイン インせずにゲストとしてマップを表示できます。
ゲスト ユーザーは、マップへのアクセスに制限があります。すべての機能を活用してマップを操作するには、
ArcGIS にサイン インする必要があります。

アプリの構成の完了後、ユーザーは各自のユーザー認証情報を使用して、指定ユーザーとして ArcGIS Maps Web
パーツにサイン インできます。 アプリ (走行ルート、インフォグラフィックスなど) が消費したクレジットはすべ
て、ユーザーのアカウントに課金されます。

注意注意:
ArcGIS for SharePointは、ArcGIS Enterpriseの複数の異なる認証方法をサポートしています。以下の手順では、デ
フォルトの OAuth 2.0 認証を使用してアプリの構成方法を説明します。 その他の認証方法については、「エンタ
ープライズ ログインの構成」をご参照ください。

ArcGIS for SharePointアプリの構成へのアクセス
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単一のサイト コレクションの構成
前提条件:
ArcGIS for SharePointの管理メニューにアクセスしてアプリを構成するには、SharePointサイト コレクションの管
理者である必要があります。

1. 設定ボタンをクリックし、[サイトの設定サイトの設定]をクリックしてサイト コレクションの [サイトの設定サイトの設定]ページに移動
します。

2. [ArcGIS for SharePoint の管理の管理]の見出しの下にある [アプリの構成アプリの構成]をクリックします。

注意注意:
[アプリの構成アプリの構成]ページを開くときに「アクセスが拒否されました。アクセスが拒否されました。」メッセージが表示された場合、サイト コ
レクション管理者の権限がありません。 サイト コレクション管理者のみが、アプリの構成を実行できます。

ArcGIS for SharePointの [構成構成]ページが表示されます。

3. 以下のセクションの説明に従って、サイト コレクションの構成オプションの設定を続行します。
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複数のサイト コレクションの一括構成
複数のサイト コレクション上で ArcGIS for SharePointを構成するには、次の手順に従います。

1. [サーバーの全体管理] ホーム ページの [セキュリティセキュリティ]セクションで、[ArcGIS for SharePoint の管理の管理]の下に
ある [アプリの構成アプリの構成]をクリックします。
[ArcGIS for SharePoint の構成の構成]ページが開き、構成できるすべてのサイト コレクションが表示されます。

2. [構成のターゲット構成のターゲット]セクションで、矢印を使用して構成するサイト コレクションを選択します。

3. 以下のセクションの説明に従って、サイト コレクションの構成オプションの設定を続行します。

暗号化キーの生成

ArcGIS for SharePointを構成するには、暗号化キーを生成する必要があります。 このキーにより、アプリの構成に
使用される ArcGISの認証情報が安全確実に保存されます。

デフォルトでは、ArcGIS for SharePointは SSS (Secure Store Service) を使用して ArcGIS認証情報を保護します。
暗号化キーはターゲット アプリケーション内で生成され、SSS 内に保存されます。そして、すべてのサイト コレ
クションではこの暗号化キーを使用して ArcGISの認証情報をセキュリティ保護します。 SSS を使用しない場合、
インストール後に暗号化キーを手動で生成することができます。 セキュリティを強化する上で、SSS を使用する
ことが推奨の設定です。

インストール時に、ID (arcgismapsforsharepoint) を持つターゲット アプリケーションが自動的に作成されます。
SharePointファーム管理者は必要に応じて他のターゲット アプリケーションも手動で作成できます。

SSS ターゲット アプリケーションの作成 (オプション)
インストール時に、ArcGISの認証情報のセキュリティ保護に Secure Store Service を使用することを選択した場
合、ArcGIS for SharePointによって Secure Store Service 内に ID (arcgismapsforsharepoint) を持つターゲット アプ
リケーションが自動的に作成されます。 すべてのサイト コレクションはデフォルトでこのターゲット アプリケー
ションを使用するように構成されます。

場合によっては、SharePointファーム管理者が異なるターゲット アプリケーションを手動で作成することもでき
ます。 ターゲット アプリケーションを手動で作成する理由として、以下が挙げられます。
• サイト コレクション管理者がセキュリティ向上の目的で専用ターゲット アプリケーションの使用を考えていま
す。

• ArcGIS for SharePointインストーラーがデフォルトのターゲット アプリケーションを適切に作成できませんでし
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た。

SSS のターゲット アプリケーションを手動で作成するには、以下の手順を実行します。

1. [サーバーの全体管理] ホーム ページの [アプリケーション構成の管理アプリケーション構成の管理]セクションで、[サービスサービス アプリケーシアプリケーシ

ョンの管理ョンの管理]をクリックします。

2. [Secure Store Service アプリケーション] をクリックします。

3. [新規新規]をクリックしてターゲット アプリケーションを作成します。

4. [ターゲットターゲット アプリケーションアプリケーション ID]フィールドに文字列を入力します。
この値は、ArcGIS for SharePointの構成時に必須です。

5. 有効な連絡先の電子メール アドレスを入力し、[ターゲットターゲット アプリケーションの種類アプリケーションの種類]を [グループグループ]に設定し
ます。

6. [次へ次へ]をクリックします。

7. デフォルトのユーザー名とパスワードのフィールドを削除して、[フィールドの追加フィールドの追加]をクリックします。 フィ
ールド名を入力し、フィールド タイプを [キーキー]に設定します。 [マスクするマスクする]チェックボックスをオンにし、
[次へ次へ]をクリックして続行します。

8. Web アプリケーション プール アカウントを、管理者とメンバーの両方に設定します。
アプリケーション プールでは、ArcGIS for SharePointの機能がサイト レベルでアクティブにされた SharePoint
Web アプリケーションを所有する Web アプリケーションが実行されます。

ヒントヒント:
SharePointサイト コレクション管理者ではなく、Web アプリケーション プールの ID ユーザーをメンバー グ
ループに追加する必要があります。
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注意注意:
SharePointサイト コレクション管理者ではなく、Web アプリケーション プールの ID ユーザーをメンバー グ
ループに追加してください。追加しなければ、[アクセス拒否アクセス拒否]エラーを受信する場合があります。

9. [OK]をクリックして、ターゲット アプリケーションの作成を完了します。

10. 作成したターゲット アプリケーションを選択し、アプリケーションの [サーバーの全体管理] リボンの [設定設定]
をクリックして、ArcGIS for SharePointの暗号化キーを設定します。

11. [認証情報の設定認証情報の設定]ウィンドウの [暗号化キー暗号化キー]フィールドに値を入力し、確認のために再入力します。
このキーを記憶する必要はありません。

12. [OK]をクリックして終了します。

Secure Store Service の使用
インストール時に [Secure Store Service を使用するを使用する]を選択した場合、ArcGIS for SharePointの構成ページに、イ
ンストール時に自動作成されたターゲット アプリケーション ID (arcgismapsforsharepoint) が表示されます。 暗号
化キーはこのターゲット アプリケーションに保存されるため、手動で作成する必要はありません。 関連するサイ
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ト コレクションはすべてこのキーを使用して、ArcGIS Onlineまたは ArcGIS Enterpriseでホストされるコンテンツ
のアクセスに使用される ArcGISの認証情報をセキュリティ保護します。

1. デフォルトでは、ID (arcgismapsforsharepoint) を持つターゲット アプリケーションが ArcGIS for SharePointに
よって自動的に作成されます。 SharePointファーム管理者が異なるターゲット アプリケーション ID を手動で
生成している場合は、その ID を [ターゲットターゲット アプリケーションアプリケーション]フィールドに入力して [設定設定]をクリックしま
す。

ターゲット アプリケーションが見つからない場合、エラー メッセージが表示されます。 SharePointファーム
管理者にターゲット アプリケーション ID を確認してから、もう一度やり直してください。

注意注意:
セキュリティ侵害が発生した場合、SharePointファーム管理者はサーバーの全体管理アプリケーションを使用
して、ターゲット アプリケーションに保存された暗号化キーをリセットできます。 これにより、ターゲット
アプリケーションでセキュリティ保護されていた既存の ArcGISの認証情報がすべて無効になり、すべてのサ
イト管理者は各自のサイト コレクションについて ArcGISの認証情報を再構成する必要があります。

暗号化キーの手動生成

インストール時に [Secure Store Service を使用しないを使用しない]を選択した場合、このサイト コレクションの暗号化キー
を手動で生成する必要があります。 この暗号化キーはサイト コレクションに保存されるため、SSS を使用する場
合ほどセキュアではありません。 SSS が使用できない場合にのみ、このオプションを使用する必要があります。

1. [設定] ページの [暗号化キー暗号化キー]セクションにある [独自の暗号化キーの生成独自の暗号化キーの生成]ボタンをクリックします。
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2. [パスフレーズパスフレーズ]フィールドにパスフレーズを入力します。
パスフレーズは、数字 1 文字、および大文字 1 文字を含む少なくとも 6 文字を使用する必要があります (例:
passWord1)。

注意注意:
暗号化キーの生成に使用されるパスフレーズ、および ArcGISアカウントのユーザー名とパスワードではとも
に、大文字と小文字が区別されます。

3. 確認のためにパスフレーズを再入力します。

4. [キーの作成キーの作成]をクリックします。
暗号化キーが正常に作成されたことを示すメッセージが表示されます。

5. 新しいキーを生成するには、[キーの更新キーの更新]をクリックします。

6. 前回入力したパスフレーズを入力して、[更新更新]をクリックします。
新しいキーを使用して、暗号化認証情報が再び暗号化され、古いキーが破棄されます。

7. 異なるパスフレーズを使用して新しいキーを生成するには、[新しいキー新しいキー]をクリックして、このワークフロー
の冒頭で概説したステップに従います。

暗号化キーの生成後、残りのアプリ構成設定を安全に設定できます。

ArcGIS 接続 URL の設定
1. [ArcGIS またはまたは Portal for ArcGIS のの URL]フィールドに、ArcGIS Online組織サイトまたは ArcGIS Enterprise
インスタンスの URL を入力します。

2. ArcGIS Onlineに直接接続している (つまり、インスタンスにサブドメインがない) 場合、デフォルト設定である
https://www.arcgis.comのままにします。

注意注意:
SSL でセキュリティ保護されたサイトで動作するように ArcGIS for SharePointを構成するには、
ArcGISConnectionの URL を HTTP から HTTPS に変更します。

社内ネットワークがファイアウォールの内側にある場合など、オフライン環境で作業している場合は、使用す

る ArcGIS Enterpriseインスタンスを指すようにこの値を設定します (例:
https://<portalname>/<instance>)。

3. [設定設定]をクリックします。
URL が見つからない場合、エラー メッセージが表示されます。 URL を確認してから、もう一度やり直してくだ
さい。

ArcGIS の認証情報の設定
ArcGIS for SharePointでは、ArcGIS の単一の指定ユーザー アカウントを使用して ArcGIS Onlineまたは ArcGIS
Enterpriseのアプリ アイテムが作成されます。 このアプリ アイテムは、ArcGIS Maps Locateワークフローの実
行、および ArcGIS for SharePointワークフローで消費されたクレジットの課金に使用されるアクセス トークンの
生成に使用されます。
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アプリ アイテムは ArcGIS Onlineまたは ArcGIS Enterpriseで保護されます。

1. [ArcGIS 認証情報認証情報]セクションで、ArcGIS Enterpriseポータルが使用する認証方法を [認証認証]ドロップダウン メ
ニューから選択します。

ArcGIS for SharePointではこの認証方法を使って、表示する適切なサインイン ダイアログを決定します。

2. 入力して [設定設定]をクリックします。
メッセージ ウィンドウが表示され、ログイン認証情報を提供して、ArcGIS Maps Locateワークフローの実行に
使用する認証情報を設定する必要があることが示されます。

3. [OK]をクリックしてメッセージを閉じます。

4. ArcGIS のサイン イン ウィンドウで、ArcGIS for SharePointでの ArcGIS Maps Locateワークフローの実行に使
用する指定ユーザー アカウントのユーザー名とパスワードを入力します。
パスワードでは、小文字と大文字が区別されます。 アプリ構成ページの [ArcGIS 認証情報] セクションにある
[アイデンティティアイデンティティ]タイトルの下に、アカウントの ID が表示されます。

5. ArcGIS の認証情報を変更して異なるアカウントを使用するか、ArcGIS の認証情報を更新するには、[設定設定]をク
リックします。

ArcGIS のサイン イン ウィンドウが表示されます。

6. 当初のアカウントの設定時に使用した認証情報でサイン インするか、別のアカウントの認証情報を入力して
[サインサイン インイン]をクリックします。

7. 以前に設定された認証情報を削除するには、[削除削除]をクリックします。

ヒントヒント:
場合によっては、ArcGIS の認証情報にトークン有効期限があり、管理者に認証情報の有効期限が間もなく切れ
ることを知らせる警告メッセージが [ArcGIS 認証情報] ウィンドウに表示されることがあります。 いつでも [設設
定定]をクリックして、認証情報を更新してください。

用語セットの初期化

ArcGIS Map Searchアドインで生成されたジオタグは、SharePointの [用語ストア管理用語ストア管理]に保存されます。

注意注意:
ArcGIS Map Searchによって使用される用語セット グループおよび用語セットを手動で作成するには、用語ストア
管理者でなければなりません。

ジオタグ用語セットは、通常、ArcGIS for SharePointインストーラーによって作成および構成されます。 用語セッ
トが削除された場合は、サイト コレクションのジオタグ用語セットを初期化する必要があります。

[初期化初期化]をクリックして、ジオタグ用語セットを設定します。

Esri User Experience Improvementオプションの設定
必要に応じて、Esri User Experience Improvement (EUEI) プログラムに参加します。 このチェックボックスをオン
にすると、システムの匿名情報と ArcGIS for SharePointの使用状況が提供されます。 プログラムに参加しない場
合は、チェックボックスをオフにします。 詳細については、「Esri User Experience Improvement」をご参照くだ
さい。
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アプリの構成のトラブルシューティング

ArcGIS for SharePointの構成時に発生する可能性がある問題の一部を以下に示します。
• 「マスターマスター キーを取得できませんキーを取得できません」というメッセージが表示された場合、次の手順に従って、SharePoint

Secure Store Service 内でキーを生成します。
• [サーバーの全体管理] ホーム ページの [アプリケーション構成の管理アプリケーション構成の管理]セクションで、[サービスサービス アプリケーアプリケー

ションの管理ションの管理]をクリックします。

• [Secure Store Service]リンクをクリックします。

• [新しいキーの生成新しいキーの生成]をクリックします。
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エンタープライズ ログインの構成
ArcGIS 組織サイトのサブドメインを指定することで、SharePointサイト コレクションでエンタープライズ ログイ
ンを有効化することができます。 エンタープライズ ログインを構成すると、組織サイトのメンバーはエンタープ
ライズ情報システムにアクセスするときと同じ認証情報を使用して ArcGIS for SharePointにサイン インすること
が可能になります。 エンタープライズ ログインを設定するメリットは、メンバーが ArcGIS 内で追加のログイン
アカウントを作成しなくても済むことです。その代わりとして、エンタープライズ システム内で設定済みのログ
イン アカウントを使用できます。

前提条件:
SharePointの管理メニューにアクセスしてアプリを構成するには、SharePointサイト コレクションの管理者であ
る必要があります。

エンタープライズ ログインを構成するには、次の手順に従います。

1. サイトの [サイトの設定サイトの設定]ページに移動します。

2. [ArcGIS for SharePoint の管理の管理]の見出しの下にある [アプリの構成アプリの構成]をクリックします。
ArcGIS for SharePointの構成ページが開きます。

3. ArcGIS Enterpriseポータル インスタンスまたは ArcGIS Online組織サイトのサブドメインをポイントするよう
に [ArcGIS またはまたは Portal for ArcGIS のの URL]フィールドの値を編集します。
例: https://<mysubdomain>.maps.arcgis.com

これで、エンタープライズ ログインの構成は完了です。

4. エンタープライズ ログインを無効化して、デフォルトの ArcGIS サイン イン方法に戻すには、[ArcGIS またはまたは

Portal for ArcGIS のの URL]を https://www.arcgis.com にリセットします。
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SharePoint ULS ロギング
管理者による診断データと監査データの管理に役立てられるよう、ArcGIS for SharePointは SharePoint統合ログ
サービス (ULS) と統合しています。 ArcGIS for SharePoint 5.0 以降をインストールすると、この ULS 機能は自動的
に有効になり、すべてのイベントを記録するよう構成されます。 これは、ArcGIS Maps Locateワークフローなど
のサーバー側の処理の問題を理解したり、デバッグしたりするときに特に便利です。

ArcGIS for SharePointのロギングと監査の構成は、SharePointの全体管理の診断ログツールで管理されます。

ULS ロギングの構成
ArcGIS for SharePointを使用して ULS ロギングを構成するには、次の手順に従います。

1. SharePointのサーバーの全体管理で [診断ログ診断ログ]ツールを開きます。

2. すべての ArcGIS for SharePointロギングを有効化するには、次の手順を実行します。
• [ArcGIS for SharePoint] チェックボックスをオンにします。
デフォルトでは、これはインストール時にオンになっています。

• [トレーストレース ログの記録対象となる重要度の最も低いイベントログの記録対象となる重要度の最も低いイベント]ドロップダウン メニューで [中中]を選択しま
す。

• [OK]をクリックします。

3. 実用的なイベントのみを記録するには、次の手順を実行します。
• [ArcGIS for SharePoint] チェックボックスをオンにします。

• [トレーストレース ログの記録対象となる重要度の最も低いイベントログの記録対象となる重要度の最も低いイベント]ドロップダウン メニューで [原因不明原因不明]を選択
します。

• [OK]をクリックします。

4. すべての ArcGIS for SharePointロギングを無効化するには、次の手順を実行します。
• [ArcGIS for SharePoint] チェックボックスをオンにします。

• [トレーストレース ログの記録対象となる重要度の最も低いイベントログの記録対象となる重要度の最も低いイベント]ドロップダウン メニューで [なしなし]を選択しま
す。
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• [OK]をクリックします。

イベント、重大度、アクション

以下のテーブルは、ArcGIS for SharePointでロギングされるイベントのログを示します。

Details Log レベレベ

ルル

エリアエリア

Locateワークフローがサービスにアドレス データ (ジオコーディング、フィーチ
ャ、ジオエンリッチメント) を渡し、有効な応答を受け取りました。

ト

レ

ー

ス

中

央

値

ArcGIS for
SharePoint

Locateワークフローがリモート サーバーを認証できませんでした。

ト

レ

ー

ス

原

因

不

明

ArcGIS for
SharePoint

Locateワークフローがリモート サーバーと通信できませんでした。

ト

レ

ー

ス

原

因

不

明

ArcGIS for
SharePoint

Locateワークフローがサービスにアドレス データ (ジオコーディング、フィーチ
ャ、ジオエンリッチメント) を渡したが、受け取った応答が無効です。

ト

レ

ー

ス

原

因

不

明

ArcGIS for
SharePoint

サービスから、ArcGIS トークンを生成しようとして失敗しました。

ト

レ

ー

ス

原

因

不

明

ArcGIS for
SharePoint

ユーザー データの監査
一部の組織では、監査の目的上、ArcGIS Maps Locateワークフローの実行中に SharePoint環境から構成済みのジ
オコーディング サービス、フィーチャ サービス、またはジオエンリッチメント サービスへのデータの移動を監視
することがあります。 デフォルトでは、ArcGIS for SharePointはこのデータを [トレーストレース]ログに [中中]イベントと
して書き込みます。

顧客データを SharePoint ULS ログに書き込みたくない場合は、ArcGIS for SharePointロギングを無効にしてくださ
い。
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ゲスト モードでのマップの表示
ユーザーがマップ対応の SharePointページを開くと、ArcGISの指定ユーザー アカウントにサイン インするまで
は、ゲストとしてマップが自動的に表示されます。

ゲスト ユーザーは、ArcGIS Maps Classic Web パーツへのアクセスに制限があります。ゲスト ユーザーは、パブリ
ックに共有された SharePointコンテンツ、およびマップに追加されたパブリックに共有された ArcGISコンテンツ
を参照できる他に、マップの移動とズーム、レイヤーのオンとオフ、ポップアップの表示が可能です。ただし、ほ

とんどの機能は表示のみに制限されます。ゲスト モードではプライベート レイヤーが表示されず、クレジットを
消費するツールを使用できません。すべての機能を活用してマップを操作するには、指定ユーザー アカウントを
使用して ArcGISにサイン インする必要があります。
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参考情報
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よくあるご質問 (FAQ)
• ArcGIS for SharePoint のライセンス要件は何ですか？

• ArcGIS for SharePoint をアップグレードした後、SSS の構成および暗号化キーの生成時に問題が発生する可能性
があります。

• ArcGIS Maps Locate ワークフローを実行しているときに、[位置情報を含む列の選択] ページにフィールドが表示
されません。

• カスタム ジオコーダーと ArcGIS Enterprise を使用しているときに、ArcGIS Maps Locate ワークフローが正常に
完了しません。

• ArcGIS GeoEnrichment Service はどのようにすれば利用できますか？

• ファイアウォールで保護された環境のサービスに接続するにはどうすればよいですか？

• ArcGIS for SharePoint がプロパティを構成リストに格納するのはなぜですか？

• ArcGIS for SharePoint を含む Web アプリケーション内に新しいサイト コレクションを作成しましたが、コンポ
ーネントと構成リストを使用できません。

• 緯度/経度データを含む既存のリストを使用できますか？

• ArcGIS for SharePoint で使用するために Excel スプレッドシートをインポートするにはどうしたらよいですか？

• エラー メッセージ: 使用されていた接続が閉じられました。セキュリティで保護された SSL/TLS チャンネルで信
頼関係を構築できませんでした。

• SharePoint サイトにサイン インしていないユーザーが ArcGIS Maps Web パーツを含むページを表示しようとす
ると、403 (禁止) エラーが表示されます。

• エラー メッセージ: ファイルまたはアセンブリ Microsoft.SqlServer.Types, Version=11.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=89845dcd8080cc91、またはその依存関係の 1 つが読み込めませんでした。

• エラー メッセージ: エクステンション パックのマニフェスト ファイルを読み込むことができませんでした。
JSON コンテンツが有効であることを確認してください。

• 利用可能なベースマップが [ベースマップ] ギャラリーにありません。

ArcGIS for SharePointのライセンス要件は何ですか？のライセンス要件は何ですか？

ArcGIS for SharePointで ArcGIS とマップを操作するには、ArcGIS Online組織プラン内または ArcGIS Enterprise配
置内のコンテンツを作成、解析、および共有する権限を含んでいる ArcGISユーザー タイプが必要です。 ArcGIS
Online の無料トライアルにサイン アップできます。 個人向けプランの ArcGIS Onlineアカウントは使用できませ
ん。

一方、ユーザーはサイン インせずにゲストとしてマップを表示できます。ゲスト ユーザーには、マップへの制限
付きアクセスが付与されます。ゲスト ユーザーは、パブリックに共有された ArcGIS for SharePointコンテンツお
よびパブリックに共有された ArcGISコンテンツを参照できるほかに、マップの移動とズーム、レイヤーのオンと
オフ、ポップアップの表示が可能ですが、ほとんどの機能は参照のみに制限されます。
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ArcGIS for SharePointをアップグレードした後、をアップグレードした後、SSS の構成および暗号化キーの生成時に問題が発生する可能性の構成および暗号化キーの生成時に問題が発生する可能性

があります。があります。

ArcGIS for SharePointをアップグレードすると、アップグレード後に機能が自動的に再有効化されます。 アップグ
レード後にフィーチャが再有効化されない一部のケースでは、機能有効化コードの実行に失敗するため、ArcGIS
for SharePoint機能を手動で無効にして再有効化する必要があります。

次の構成エラーが発生する場合があります。

• 構成ウィンドウの [Secure Store Service (SSS) を利用して認証情報を暗号化します。を利用して認証情報を暗号化します。]オプションが使用できな
い。

• [独自の暗号化キーの生成独自の暗号化キーの生成]オプションで暗号化キーが生成されない。

これらの問題を解決するには、アプリを無効にして再度有効にします。以下を実行します。

前提条件前提条件: ArcGIS for SharePointの管理メニューにアクセスしてアプリを構成するには、SharePointサイト コレク
ションの管理者である必要があります。

1. サイトの [サイトの設定サイトの設定]ページに移動します。

2. [サイト コレクションの管理] の見出しの下で、[サイトサイト コレクションの機能コレクションの機能]をクリックします。
[サイト コレクションの機能] ページでは、サイト コレクションで利用できるすべての機能とその有効化ステー
タスが表示されます。

3. ArcGIS for SharePointの機能で、[非アクティブ化非アクティブ化]をクリックします。
確認ページが表示されます。

4. [この機能を非アクティブ化この機能を非アクティブ化]をクリックして確認します。

5. [サイトサイト コレクションの機能コレクションの機能]ページで、[アクティブ化アクティブ化]をクリックして機能を再度アクティブにします。

6. [サイトの設定サイトの設定]ページに戻り、[ArcGIS for SharePoint の管理の管理] → [アプリの構成アプリの構成]の順にクリックします。

7. アプリを構成します。

ArcGIS Maps Locateワークフローを実行しているときに、ワークフローを実行しているときに、[位置情報を含む列の選択位置情報を含む列の選択]ページにフィールドが表示ページにフィールドが表示

されません。されません。

この問題は、Linux サーバー上で Portal for ArcGIS 10.2.1 から 10.4.1 を使用している場合に発生することがありま
す。 この問題が発生した場合は、使用しているジオコーディング サービスがすべてのユーザーと共有されている
ことを確認します。

カスタムカスタム ジオコーダーとジオコーダーと ArcGIS Enterpriseを使用しているときに、を使用しているときに、ArcGIS Maps Locateワークフローが正常にワークフローが正常に

完了しません。完了しません。

ArcGIS Maps Locateワークフローを Portal for ArcGIS 10.3 ～ 10.4.1、または ArcGIS Enterprise 10.5 以降で正常に
実行するには、ArcGIS Enterpriseドキュメント内の「ユーティリティ サービスの構成」トピックの「フェデレー
ション サーバーからのサービスではなく、認証情報が必要な場合」のセクションに従って、ジオコーダー サービ
スを構成します。
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ArcGIS GeoEnrichment Serviceはどのようにすれば利用できますか？はどのようにすれば利用できますか？

Esriジオエンリッチメント サービスは、マップ内のフィーチャの人口統計データとコンテキスト データを提供し
ます。 ジオエンリッチメントを利用するためには、ArcGIS Onlineのサブスクリプションを契約するか、ArcGIS
Enterprise環境でジオエンリッチメントが構成されている必要があります。

ファイアウォールで保護された環境のサービスに接続するにはどうすればよいですか？ファイアウォールで保護された環境のサービスに接続するにはどうすればよいですか？

「エンタープライズ ログインの構成」をご参照ください。

ArcGIS for SharePointがプロパティを構成リストに格納するのはなぜですか？がプロパティを構成リストに格納するのはなぜですか？

柔軟性を高め、構成時に容易に使用できるようにするため、ArcGIS for SharePointの複数のコンポーネントで共有
される一部のプロパティは、サイト コレクションおよびサイト レベルのリストに格納されます。 プロパティをリ
ストに保存することで、管理者以外のユーザーにプロパティの構成を許可する場合にも、管理者のみに編集許可を

与える場合にも対応できるようになります。 ArcGIS for SharePointコンポーネントのユーザーは構成リストの編集
権限を必要としません。 また、プロパティがリストに保存されていれば、ほとんどの SharePoint ユーザーが使い
慣れている直感的なユーザー インターフェイス (UI) を使用できます。

ArcGIS for SharePointを含むを含む Web アプリケーション内に新しいサイトアプリケーション内に新しいサイト コレクションを作成しましたが、コンポコレクションを作成しましたが、コンポ

ーネントと構成リストを使用できません。ーネントと構成リストを使用できません。

新しいサイト コレクションを作成したとき、ArcGIS for SharePointは自動的に有効になりません。 サイト コレク
ションを新規作成した場合、[サイトの設定サイトの設定]ページを参照し、[サイトサイト コレクションの機能コレクションの機能]をクリックして
ArcGIS for SharePointの機能をアクティブにします。 これにより、ArcGIS for SharePointに備わっているすべての
機能を新しいサイト コレクションで使用できます。

緯度緯度/経度データを含む既存のリストを使用できますか？経度データを含む既存のリストを使用できますか？

SharePointのリストは、各アイテムの位置を経度と緯度として格納する列を含むことができます。 それらのリス
トを ArcGIS Maps Web パーツで表示するためにジオコーディングするには、リストに ArcGIS Locationフィールド
をリストに追加し、位置フィールドのプロパティの設定時に緯度/経度フィールドを指定します。

ArcGIS for SharePointで使用するためにで使用するために Excel スプレッドシートをインポートするにはどうしたらよいですか？スプレッドシートをインポートするにはどうしたらよいですか？

Excel スプレッドシートを SharePointにインポートする方法については、「SharePoint データの準備」をご参照く
ださい。

ArcGIS for SharePoint のインストールおよび構成ガイド

Copyright © 1995-2021 Esri. All rights reserved. 51

https://doc.arcgis.com/ja/arcgis-online/reference/geoenrichment-coverage.htm
https://doc.arcgis.com/ja/maps-for-sharepoint/foundation-server/prepare-data/prepare-sharepoint-data.htm#ESRI_SECTION1_39891E98ACD9488C9F59A05600A46A4D


エラーエラー メッセージメッセージ: 使用されていた接続が閉じられました。セキュリティで保護された使用されていた接続が閉じられました。セキュリティで保護された SSL/TLS チャンネルで信頼チャンネルで信頼

関係を構築できませんでした。関係を構築できませんでした。

ArcGIS for SharePointは、ジオコーディングやジオエンリッチメントのためにサーバー側で HTTPS の呼び出しを
行って ArcGIS Enterpriseと通信します。 ArcGIS Enterpriseサーバーが通信のセキュリティ保護に SSL 証明書を使
用し (これは一般的です)、この証明書が SharePointにとって不明な (つまり、信頼済みリストにない) 証明機関で
発行されている場合、証明書をダウンロードして SharePoint に追加し、サーバー上で HTTPS リクエストを有効に
する必要があります。

このエラー メッセージを解決するには、以下の手順に従って証明書をダウンロードし、SharePointサーバーに追
加します。

証明書のダウンロード

注意注意:
証明書をコピーするには、権限の昇格 (管理者として実行) が必要になることがあります。

1. https://www.arcgis.com (またはご使用の ArcGIS Enterpriseポータル) に移動します。 必ず HTTPS を使用し
ます。

2. URL アドレス バーで、[セキュリティ報告セキュリティ報告]アイコン (南京錠) をクリックします。

3. 表示された [Web サイトの認証サイトの認証]ダイアログ ボックスの [証明書の表示証明書の表示]をクリックします。

4. [証明書証明書]ウィンドウの [証明のパス証明のパス]タブをクリックします。

5. [DigiCert]を選択し、[証明書の表示証明書の表示]をクリックします。
重要重要:サブエントリのいずれかではなく、必ずルート証明書 (DigiCert) を選択してください。パッケージのコン
テンツ全体が必要です。

6. [証明書証明書]ウィンドウの [詳細詳細]タブをクリックします。

7. [ファイルにコピーファイルにコピー]をクリックして [証明書のエクスポート証明書のエクスポート ウィザードウィザード]を開始します。

8. [証明書のエクスポート証明書のエクスポート ウィザードウィザード]の最初のページで、[次へ次へ]をクリックします。

9. [Base-64 encoded X.509 (*.CER)]オプションを選択し、[次へ次へ]をクリックします。

10. ディスク上の既知の場所にファイルを保存して、[証明書のエクスポート証明書のエクスポート ウィザードウィザード]の [次へ次へ]をクリックしま
す。

11. [完了完了]をクリックします。 エクスポートが成功したことを示すメッセージが表示されます。

12. これらの手順を繰り返して、中間証明書中間証明書をダウンロードします。

SharePointへの証明書のインポート

1. 昇格された権限 (管理者として実行) を使用して、ブラウザーで SharePointの全体管理を開きます。

2. [セキュリティセキュリティ]をクリックし、[一般的なセキュリティ一般的なセキュリティ]という見出しの [信頼関係の管理信頼関係の管理]をクリックします。

3. [新規作成新規作成]をクリックして名前を指定し、前の手順で保存したルート証明書を参照します。

注意注意:
既存のローカルの証明書は削除しないでください。
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4. [OK]をクリックします。 これで、SharePointサーバー インスタンスに証明書が追加されました。

5. これらの手順を繰り返して、中間証明書中間証明書をインポートします。
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SharePointサイトにサインサイトにサイン インしていないユーザーがインしていないユーザーが ArcGIS Maps Web パーツを含むページを表示しようとすパーツを含むページを表示しようとす

ると、ると、403 (禁止禁止) エラーが表示されます。エラーが表示されます。

サイン インが不要なパブリックのサイト コレクションを所有し、そのサイト コレクション内のページに ArcGIS
Maps Web パーツが含まれている場合、ユーザーからのマップ表示を可能にするには、SharePointサイトへの匿名
アクセスを有効にし、ArcGIS Mapsのゲスト アクセスを有効にする必要があります。

ヒントヒント:
ベスト プラクティスとして、パブリックのサイト コレクションに専用の SharePoint Web アプリケーションを使
用することをお勧めします。

SharePointサイト コレクションへの匿名アクセスを有効にするには、次の手順に従います。
• Web アプリケーション レベルでの SharePointの匿名アクセスの有効化

• サイト コレクション レベルでの SharePointの匿名アクセスの有効化

Web アプリケーション レベルで SharePoint の匿名アクセスの有効化

以下のタスクを実行するには、SharePointファーム管理者の権限が必要です。

1. [SharePointの全体管理] の [アプリケーション構成の管理アプリケーション構成の管理]で、[Web アプリケーションの管理アプリケーションの管理]をクリックし
ます。

[Web アプリケーションアプリケーション]ページが開き、使用可能なアプリケーションがリスト表示されます。

2. リスト内にある、匿名アクセスを有効にする Web アプリケーションをクリックし、リボンの [認証プロバイダ認証プロバイダ

ーー]をクリックします。
ウィンドウが開き、ゾーンごとに使用可能な認証プロバイダーが表示されます。 基本シナリオでは、デフォル
トのゾーンのみがリスト表示されます。

3. [デフォルトデフォルト]をクリックします。
[認証の編集認証の編集]ウィンドウが開きます。

4. [匿名アクセスを有効にする匿名アクセスを有効にする]チェックボックスをオンにし、[リモートリモート インターフェイスの使用権限を要求すインターフェイスの使用権限を要求す

るる]チェックボックスがオンの場合はオフにします。

5. ウィンドウの下部にスクロールして、[保存保存]をクリックします。 [認証の編集] ウィンドウを閉じて、
[SharePointの全体管理] を終了します。

6. 昇格された権限 (管理者として実行) を使用して、ブラウザーで SharePointの管理シェルを開きます。

7. ArcGIS Maps Web パーツへの SharePointの追加をユーザーに許可するには、以下のスクリプトの山括弧で囲ま
れた値を Web アプリケーションの URL に置き換えてから、スクリプトを実行します。
$webapp = Get-SPWebApplication <"http://myWebApplication">
$webapp.ClientCallableSettings.AnonymousRestrictedTypes.Remove([microsoft.sharepoint.
spweb], "GetSubwebsForCurrentUser")
$webapp.ClientCallableSettings.AnonymousRestrictedTypes.Remove([microsoft.sharepoint.
splist], "GetItems")
$webapp.ClientCallableSettings.AnonymousRestrictedTypes.Remove([microsoft.sharepoint.
splist], "GetChanges")
$webapp.Update()

サイト コレクション レベルでの SharePointの匿名アクセスの有効化
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以下のタスクを実行するには、SharePointサイト コレクション管理者の権限が必要です。

1. 構成した Web アプリケーションの下に作成したサイト コレクションのいずれかに移動し、[サイト設定サイト設定]ペー
ジを開きます。

2. [ユーザーと権限] セクションの [サイトの権限サイトの権限]をクリックします。

3. リボンの [匿名アクセス匿名アクセス]をクリックします。
[匿名アクセス] 構成ウィンドウが表示されます。

4. [匿名ユーザーがアクセス可能匿名ユーザーがアクセス可能]オプションの [Web サイト全体サイト全体]を選択します。

5. [リモートリモート インターフェイスの使用権限を必須にするインターフェイスの使用権限を必須にする]チェックボックスをオンにして、[OK]をクリックしま
す。

サイトの権限リストに [匿名ユーザー匿名ユーザー]という名前の新しいグループが表示されます。 これらの構成の完了後、
SharePointおよび ArcGISの両方で不明の匿名ユーザーは ArcGIS Mapsを表示できるようになります。

エラーエラー メッセージメッセージ: ファイルまたはアセンブリファイルまたはアセンブリ Microsoft.SqlServer.Types, Version=11.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=89845dcd8080cc91、またはその依存関係の、またはその依存関係の 1 つが読み込めませんでした。つが読み込めませんでした。

ワークフローを実行して外部データに接続するとき、「Could not load file or assembly Microsoft.SqlServer.Types,
Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91, or one of its dependencies. (ファイルまた
はアセンブリ Microsoft.SqlServer.Types, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91、
またはその依存関係の 1 つが読み込めませんでした。)」というエラー メッセージが表示される場合があります。
このエラー メッセージは、Microsoft.SqlServer.Types アセンブリのバージョン 11 を提供しないことがある SQL
Server を備えたシステムで発生することがあります。 次の手順に従い、Microsoft.SqlServer.Types アセンブリのバ
ージョン 11 を SharePointサーバー コンピューターの GAC (Global Assembly Cache) にインストールしてくださ
い。

1. https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35575 から Microsoft SQL Server 2012 SP1 Feature
Pack をダウンロードします。

2. ダウンロードを選択するように求められたら、サーバーが 32 ビット (x86) または 64 ビット (x64) のどちらで
あるかに応じて、ENU\x86\SQLSysClrTypes.msi または ENU\x64\SQLSysClrTypes.msi を選択します。

3. サーバー コンピューターにファイルを保存してから、ファイルを実行します。

4. IIS を再起動します。
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エラーエラー メッセージメッセージ: エクステンションエクステンション パックのマニフェストパックのマニフェスト ファイルを読み込むことができませんでした。ファイルを読み込むことができませんでした。

JSON コンテンツが有効であることを確認してください。コンテンツが有効であることを確認してください。

マニフェスト ファイルは UTF-8 エンコーディングで保存される必要があります。 エクステンション パックを追加
するときにこのメッセージが表示される場合は、ファイルが BOM (バイト オーダー マーカー) とともに保存され
たかどうかを確認してください。 BOM とともに保存された場合は、Notepad++ などの高度なテキスト エディタ
ーを使用して BOM を削除し、ファイルを保存します。

利用可能なベースマップが利用可能なベースマップが [ベースマップベースマップ]ギャラリーにありません。ギャラリーにありません。

ArcGIS for SharePointの ArcGIS にサイン インしていて利用できるベースマップがない場合は、組織のベースマッ
プ グループを表示するのに必要な権限がない可能性があります。 あるいは、ArcGIS 組織のベースマップ グループ
のベースマップが ArcGIS for SharePointと互換性がない可能性があります。
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Esri User Experience Improvement プログラム
Esri では、継続的に製品の改善に取り組んでいます。改善点を見つけるのに最適な方法の 1 つは、お客様からフィ
ードバックを頂くことです。 Esri User Experience Improvement (EUEI) プログラムに参加すると、ArcGIS for
SharePointの設計と開発に対するフィードバックを提供できます。 このプログラムは、お客様の作業を妨げず
に、コンピューターのハードウェアと ArcGIS for SharePointの使用状況に関する情報を収集します。 プログラム
への参加は完全に任意かつ匿名です。お客様の特定や連絡に使用できる情報は収集されません。

次の質問と答えによって、プログラムの詳細情報を説明します。

• EUEI プログラムに参加すると、何が起こりますか？

• 収集されるデータの種類

• Esri はシステム上にあるその他のソフトウェアに関する情報を収集しますか？

• プログラムから脱退することはできますか？

• プログラムに関して Esri から連絡がありますか？

• 生成されるレポートのサイズ

• プログラムに参加する場合、プライバシーはどのように保護されますか？

EUEIプログラムに参加すると、何が起こりますか？プログラムに参加すると、何が起こりますか？

Esri がお客様のコンピューターと ArcGIS for SharePointの使用状況に関する情報を収集します。 この情報はエンコ
ードされたファイルに保存され、お客様の作業中に Esri に適宜送信されます。 収集と送信は操作の妨げにならな
いように行われ、ソフトウェアの使用に影響はありません。

収集されるデータの種類収集されるデータの種類

データとしては、オペレーティング システムのバージョンなどのハードウェア情報、グラフィックス カードの情
報、使用しているコマンドとツール、アプリケーションの使用時間、エラー レポート情報などが挙げられます。
EUEIプログラムは、IP アドレスやログイン情報など、お客様や組織に関連する個人情報や、お客様が使用してい
るデータの詳細は収集しません。

Esri はシステム上にあるその他のソフトウェアに関する情報を収集しますか？はシステム上にあるその他のソフトウェアに関する情報を収集しますか？

いいえ。このプログラムは、ArcGIS for SharePointの外部の情報は基本的に収集しません。 ただし、ArcGISを拡
張するサードパーティのソフトウェアから一般情報を収集する可能性はあります。

プログラムから脱退することはできますか？プログラムから脱退することはできますか？

はい。[設定設定]ウィンドウのオプションを変更することで、いつでも参加または脱退できます。 詳細については、
「設定の変更」をご参照ください。

プログラムに関してプログラムに関して Esri から連絡がありますか？から連絡がありますか？

いいえ。 EUEIプログラムは、個人ユーザーを特定できる個人情報や連絡情報を収集しません。 このプログラムは
完全に匿名です。
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生成されるレポートのサイズ生成されるレポートのサイズ

EUEIプログラムのレポートは一般に小さく、平均で数メガバイト以下です。

プログラムに参加する場合、プライバシーはどのように保護されますか？プログラムに参加する場合、プライバシーはどのように保護されますか？

Esri はお客様のプライバシーを尊重し、お客様やシステムに関する個人情報は収集しません。 データを適切に集約
および優先順位付けするために、プログラムは GUID (グローバル一意識別子) を作成し、コンピューターに保存し
ます。 この ID を使用することで、フィードバックを提供する 100 人のユーザーやフィードバックを 100 回提供す
る 1 人のユーザーをプログラムで区別できます。 GUID はランダムに生成される番号で、お客様の特定には使用さ
れません。

詳細については、Esri プライバシー ステートメントをご参照ください。
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サポートされている表記形式

ArcGIS for SharePointは、位置座標を定義するためにさまざまな度ベースの表記形式をサポートしています。

度ベースの形式では、緯度は Y 座標、経度は X 座標を表します。 半球は、+、-、N、S、E、W を使用して指定し
ます。 これらは、1 組の緯度と経度の中で混在して使用できます。 省略した場合、値は正 (緯度は N、経度は E)
になります。

World Geodetic System 1984 (WGS84) 座標系では、緯度 <DD> の値は -90 ～ 90、経度 <DDD> の値は -180 ～
180 になります。

注意注意:
現在、ArcGIS for SharePointは一行の座標値はサポートしていません。 緯度と経度の値は、別々のフィールドまた
は列に格納してください。

以下の表では、次の構文が使用されます。

• <DD.dddd> は緯度 (Y) の座標を表します。度 (DD) の値は -90 ～ 90 で、度の小数部 (dddd) の値は 0 ～ 99 で
す。

• <DDD.dddd> は経度 (X) の座標を表します。度 (DDD) の値は -180 ～ 180 で、度の小数部 (dddd) の値は 0 ～ 99
です。

• | は「または」を意味します。 たとえば、+ | - は、+ または - の文字を使用できることを意味します。

• [ ] は、選択リストを表します。 たとえば、[ + | - | N | S] は、+、-、N、S のいずれかの文字を使用できることを
意味します。

以下の表に、サポートされている表記形式とその例を示します。

表記タイプ表記タイプ

サポートされている緯度サポートされている緯度 (Y)
の形式の形式

サポートされている経度サポートされている経度 (X)
の形式の形式

例例

[ + | - ] DD.dddd [ + | - ] DDD.dddd 34.056687222,-117.195731667

DD.dddd [ + | - ] DDD.dddd [ + | - ] 34.056687222, 117.195731667-

[ N | S ] DD.dddd [ E | W ] DDD.dddd N 34.056687222, W
117.195731667

度 (10 進)
(DD)

DD.dddd [ N | S ] DDD.dddd [ E | W ] 34.056687222 N,
117.195731667 W

[ + | - ] DD° MM' SS.sss" [ + | - ] DDD° MM' SS.sss" 34° 3' 24.0726", -117° 11'
44.631"

DD° MM' SS.sss" [ + | - ] DDD° MM' SS.sss" [ + | - ] 34° 3' 24.0726", 117° 11'
44.631" -

[ N | S ] DD° MM' SS.sss" [ E | W ] DDD° MM' SS.sss" N 34° 3' 24.0726", W 117° 11'
44.631"

DD° MM' SS.sss" [ N | S ] DDD° MM' SS.sss" [ E | W ] 34° 3' 24.0726" N, 117° 11'
44.631" W

[ + | - ] DD° MM' [ + | - ] DDD° MM' 34° 3', -117° 11'

DD° MM'
SS.sss"

DD° MM' [ + | - ] DDD° MM' [ + | - ] 34° 3', 117° 11' -
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表記タイプ表記タイプ

サポートされている緯度サポートされている緯度 (Y)
の形式の形式

サポートされている経度サポートされている経度 (X)
の形式の形式

例例

[ N | S ] DD° MM' [ E | W ] DDD° MM' N 34° 3', W 117° 11'

DD° MM' [ N | S ] DDD° MM' [ E | W ] 34° 3' N, 117° 11' W

[ + | - ] DDMMSS.sss [ + | - ] DDDMMSS.sss 340324.0726,-1171144.631

DDMMSS.sss [ + | - ] DDDMMSS.sss [ + | - ] 340324.0726, 1171144.631-

[ N | S ] DDMMSS.sss [ E | W ] DDDMMSS.sss N340324.0726, W1171144.631
DDMMSS.sss

DDMMSS.sss [ N | S ] DDDMMSS.sss [ E | W ] 340324.0726N, 1171144.631W

ArcGIS for SharePointは、次の度、分、秒の記号をサポートしています。

記号のタイプ記号のタイプ サポートされている記号サポートされている記号 Unicode

度の記号 ° U+00B0

上リング ° U+02DA

男性序数指示子 U+00BA

曲アクセント (キャレット) ^ U+005E

チルド ~ U+007E

度の記号

アスタリスク * U+002A

分の記号 ' U+2032
分の記号

アポストロフィ ' U+0027

二重引用符 " U+0022

分音記号 ¨ U+00A8秒の記号

二重アクセント記号 ˝ U+02DD

ほとんどの場合、上記の形式と記号は間隔に関係なく有効です。 たとえば、N 34° 3' 24.0726" と N34°3'24.0726"
はどちらも使用できます。
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セキュリティとコンプライアンス

ArcGIS for SharePointは、Esri のすべてのプライバシーおよびセキュリティ標準に準拠しています。 ArcGIS for
SharePointビジュアライゼーションで実行されるすべての操作 (ジオコーディング、ベースマップの選択、対象ポ
イント、隣接場所、参照レイヤーの検索、およびマップへのスタイルの適用など) は、ArcGIS Onlineによって提供
され、ArcGIS Onlineのコンプライアンス ステートメントの対象です。

詳細については、次のトピックをご参照ください。

• ArcGIS のセキュリティ

• ArcGIS のコンプライアンス
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Copyright information
Copyright © 1995-2021 Esri. All rights reserved. Published in the United States of America.

The information contained in this document is subject to change without notice.

You may have received Products or Services that include Graph Editor Toolkit, Copyright © 1992-1999 Tom Sawyer
Software, Berkeley, California, All Rights Reserved, and Tom Sawyer Visualization, Ver. 8.0 Copyright © 1992-2009
Tom Sawyer Software, Berkeley, California, All Rights Reserved.

Portions of this computer program are Copyright © 1995-2016 Celartem, Inc., dba Extensis. All rights reserved.

This application supports the ECW data format and ECWP compression protocols. Portions of this computer
program are Copyright © 2007-2015 Intergraph Corporation. All rights reserved. Creating compressed files using
ECW technology is protected by one or more of U.S. Patent No. 6,201,897, No. 6,442,298, and No. 6,633,688.

PANTONE® Colors displayed in the software application or in the user documentation may not match PANTONE-
identified standards. Consult current PANTONE Color Publications for accurate color. PANTONE® and other
Pantone trademarks are the property of Pantone LLC. © Pantone LLC, 2020. Pantone is the copyright owner of color
data and/or software which are licensed to Esri to distribute for use only in combination with the ArcGIS family of
Products. PANTONE Color Data and/or Software shall not be copied onto another disk or into memory unless as
part of the execution of the ArcGIS family of Products.

Third Party OSS-FOSS Acknowledgement Documents
Esri's use of open source software libraries is disclosed in the Third-Party OSS-FOSS Acknowledgement Documents
found at the link below.

Open Source Acknowledgements (https://links.esri.com/open-source-acknowledgments)

ArcGIS Notebooks make use of The FreeType Project, following The FreeType Project License
(https://git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT).

EXPORT NOTICE
Use of these Materials is subject to U.S. export control laws and regulations, including the U.S. Department of
Commerce Export Administration Regulations (EAR). Diversion of these Materials contrary to U.S. law is prohibited.

US GOVERNMENT CUSTOMER
The Products are commercial items, developed at private expense, provided to Customer under this Master
Agreement. If Customer is a US government entity or US government contractor, Esri licenses or provides
subscriptions to Customer in accordance with this Master Agreement under FAR Subparts 12.211/12.212 or DFARS
Subpart 227.7202. Esri Data and Online Services are licensed or subscribed under the same DFARS Subpart
227.7202 policy as commercial computer software for acquisitions made under DFARS. Products are subject to
restrictions, and this Master Agreement strictly governs Customer's use, modification, performance, reproduction,
release, display, or disclosure of Products. Agreement provisions that are inconsistent with federal law regulation
will not apply. A US government Customer may transfer Software to any of its facilities to which it transfers the
computer(s) on which it has installed such Software. If any court, arbitrator, or board holds that a US government
Customer has greater rights to any portion of the Products under applicable public procurement law, such rights
will extend only to the portions affected. Online Services are FedRAMP Tailored-Low authorized but do not meet
higher security requirements, including those found in DFARS 252.239-7010.
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Esri Trademarks
Esri trademarks and product names mentioned herein are subject to the terms of use found at the following
website: Copyrights and Trademarks (https://links.esri.com/copyright-trademarks).

Licensed Trademarks
Other companies and products or services mentioned herein may be trademarks, service marks, or registered marks
of their respective mark owners.

The Kubernetes ship's wheel logo is a registered trademark of the Linux Foundation.

Trademark Images

Logos of licensed trademarks include the following:

Making  location  count.

®OGC
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