
 

 

デ ス ク ト ッ プGISの 

コンセプトを一新した 

日本スーパーマップ株式会社
SuperMap Japan Co., Ltd.  

Deskpro .NET 6R(2012) 
プラグインするだけで業務アプリができます 

P/N : SMJ-611-R06-01 



 

 

日本スーパーマップ株式会社 

デスクトップGISプラットフォーム 

SuperMap Deskpro .NET 6R (2012) 

コンセプト一新！プラグインによりGIS開発コスト大幅カット！ 

 

業務プラグイン 

 

 カスタマイズ 

基本機能の充実 
レイアウト 

 
データ管理 

 
マップ操作 

 
３Ｄ 

主題図の作成 地形データの重ね合わせ 

2Dポリゴンデータの 

重ね合わせ 

カスタマー 

・SuperMap Deskpro .NET 6R（2012）は、当 社 新 製 品 コ アUGC（Universal GIS 

Core）を採用した製品の一つです。 

・「GIS構築にはGIS開発が不要」という発想のもと、汎用プログラミング言語C#などで

業務機能をプラグインすることもさらに容易になり、一段と先進的なアーキテクチャを取

り入れた製品となりました。 

SuperMap Deskpro .NET 6R(2012) 



 

 

 

 大容量空間データベースエンジンSDX＋の採用により、異

構造RDBMS間のデータを相互に扱えるようになりました。 

 異構造データ間のコピー、移動やデータセットの重ね合わ

せを可能にした画期的なデータベースエンジンです。 

 
SDX＋ 

 
SDB 

UDB 

Oracle SQL 
Server 

DB2 

Postgre 
SQL 

 キャッシュを使用することでマップの表示速度を高速化し、大

容量データ（特に3D）に快適にアクセスすることができます。 

 画像キャッシュ、地形キャッシュ、ベクタキャッシュ、ベクタモ

デルキャッシュ、2D/3Dマップキャッシュを作成することができ

ます。 

 レイアウトおよび出力などの機能を提供し、平面地図と

同一オブジェクトモデルを使用し、CMYKカラーモデルや

大容量データ出力に対応します。 

 レイアウト上でマップ要素（スケール、凡例、方位記号な

ど）を追加する機能を揃えています。 

 地下3D機能・部分透過機能を搭載！ 

 透過機能を活用することで地下を可視化でき、高機能の

解析管理ツールとして、土地管理、電力、道路、交通、都

市のパイプラインネットワーク、資源管理、環境解析、観

光、治水、農業水利、防災などの各分野で活用できます。  

地下3D表示 

 豊富な主題図テンプレートやデフォルトテンプレート機能を 

提供し、ワンクリックで主題図を作成することができます。 

マトリックス形式のラベル主題図 

     行と列を指定し、ラベル、画像、シンボルなどを 

     配置できる新しいタイプの主題図です。 

 充実した基本機能 

対応RDBMS 

 Oracle、SQL Server、DB2、Postgre SQL 

 

対応ファイル 

 UDB、SDB 

 

インポート/エクスポート対応フォーマット 

ArcView Shapeファイル（*.shp）、ArcInfo GRIDファイル（*.grd）、

AutoCAD DXFファイル（*.dxf）、AutoCAD Drawingフファイル（*.dwg）、

MapGISフォーマット（*.wat;*.wal;*.wap;*.wan）、MapInfo Exchangeフォー

マット（*.mif）、MapInfo TABファイル（*.tab）、Google KMLファイル

（*.kml）、Google KML圧縮ファイル（*.kmz）、SuperMapモデルキャッシュ

ファイル（*.scv）、TIFF画像データ（*.tif ;*.tiff）、Erdas Imageファイル

（*.img）、RAWファイル（*.raw）、JPGファイル（*.jpg ;*.jpeg）、PNGファイル

（*.png）、ビットマップファイル（*.bmp）、GIFファイル（*.gif）、SIT画像データ

（*.sit）、S-57海図データファイル（*.000） (赤文字はインポートのみ) 

 

■レイアウト 

■地下3D表示 

■マップ高速表示 

■ワンクリックで主題図作成 

■データ管理 



 

 

 柔軟性に富んだカスタマイズ&機能拡張プラグイン 

■電子海図     海図データの表示や変換が行えます。 

 海図作成、要素表示制御、基本マップ操作等の機能を基礎に、海図

データと陸地データを整合することで「海陸一体化」を実現できます。 

バッファ解析、オーバーレイ解析、グリッド補間、等値線/ポリゴンの生成、見通し

領域解析/見通し解析機能など、複雑で高度な空間解析機能を実現できます。 

オーバーレイ解析 

 

バッファ解析 マルチ見通しポイント解析 

グリッド補間解析 

等値線の生成 

■カスタマイズ機能 

 真ん中の書棚には基本フレームワーク（辞書など必需品）と各種基本機能（よく読む本）といった常用『書籍』を備えており、GISプ

ラットフォームが形成されています。このまま使うこともできますが、ユーザーは、必要に応じて必要な『書籍』（機能プラグイン)を購

入または作成して書棚に入れたり、またしばらく不要になった書籍を取り外したりすることができます。書棚は基本フレームワーク以

外はユーザーが自らの使いやすさで整理することができます。このように既往のデスクトップGISのコンセプトを一新して、一つのプ

ラットフォーム(一つのGISエンジンライセンス)の上で複数のGIS業務アプリケーションを構築することができます。 

・メニューは視認性の良いリボン表示としており、作業環境設定画面でリボンの追加・削除が簡単にできます。 

・C#などの汎用プログラミング言語で作ったプラグインも簡単にメニューに組み込むことが可能です。 

 以下は本製品を書棚に例えたイメージ図です。 

SuperMap 

Deskpro .NET 6R(2012) 

SuperMap 

Deskpro .NET 6R(2012)で構築した 

業務アプリケーション 

取り出しも可能 

SuperMapが提供する拡張プラグイン 

GIS機能を中心に 

SIベンダーが作成したプラグイン 

業務機能を中心に 

●日本スーパーマップでは、有料・無料のプラグインを購入できるSuperMap APP Centerを準備しています。 

SuperMapが提供する 

GIS拡張プラグイン ■空間解析 

SuperMapが提供するGIS拡張プラグイン 



 

 
日本スーパーマップ株式会社 

 らくらくできる業務機能プラグイン作成 

 「SuperMap Deskpro .NET 6R」をベースにしたことで、これまで多くの時間を費やしていたGIS

機能の開発とテストを省け、業務固有の機能開発に専念でき、アプリケーション構築工数が従来の

1/3まで大幅に減らすことができました。 

 自治体向け森林GIS構築の場合、従来「SuperMap Objects .NET 6R(SDK)」で半年かかった開

発はなんと2ヶ月で完成しています。  

 ちなみに拡張プラグインはDeskpro .NET 6Rだけでも作成できます。Objects .NET 6R(SDK)で

はランタイムで動く単独アプリケーションとDeskpro .NET 6Rで動くプラグインのいずれも開発でき、 

柔軟性に富んだ製品体系だと思います。 

 両者による開発体験を概略的にまとめてみますと、下表の通りとなります。 

 ■業務プラグイン開発事例 

でGISの真髄にせまる。   オープン・連携・共同発展  

開発に従事されたSEの声 

株式会社 興和 

地理空間情報部                

片石 裕司 氏 

作業内容 SuperMap Objects .NET 6R SuperMap Deskpro .NET 6R 

画面表示・データ管理 

データセットは、Deskpro .NET 6Rを使用してデー

タを整備（マップも併せて整備）画面表示は、PG記

述で表示するSMWUもしくはSMWを指定し、また

同じく表示するマップを記述して表示。                  

データセットは、Deskpro.NET 6Rを使用してデータ

を整備（マップも併せて整備）画面表示は、データ

セットと同時に完了するため、表示としての作業は

不要。 

メニューの設定 

自由にメニューを配置及び設定することが可能。

但し、すべてPG記述で行う必要があるために時間

がかかる。 

自由に配置はできないが、パッケージで用意してあ

るリボンで追加設定することで短時間でメニューが

できる。 

PG作成・二次開発に

ついて（全般）          

VB・C＃・C++等さまざまな開発言語でPG作成が

可能。 

VB・C＃・C++等さまざまな開発言語でPG作成が

可能（DLL作成）。但し、パッケージで用意している

インターフェースはC#であるため、C#での作成が

望ましい。C#以外だとインターフェースの知識が必

要と思われる。 

各種機能作成（距離

計 算・面 積 計 算・検

索・線画など） 

距離・面積計算、検索、線画等の基本機能も含め

すべての処理をPG作成をしなければならない。そ

のため時間は多大な時間とコストがかかる。 

パッケージには基本的な機能が既に用意されてい

るため、追加する処理だけPG作成すれば良い。コ

ストの軽減が図れる。 

画面構成（起動時のメ

イン画面） 

メイン画面等を含め画面構成はさまざまな形で表

示することが可能。ただし、すべて各機能作成と同

様に時間がかかる。 

メイン画面の表示は既に決められているがそれ以

外は自由に設定し、作成できると思うのでメイン画

面さえ気にしなければ問題ない。 

自治体向け森林GIS 
青 森 県 八 戸 市 

株式会社興和様 



 

 

■標準価格 
基本フレームワーク・基本機能：346,500円(本体330,000円)  

 

各種プラグインはSuperMap APP Centerにて告知。または弊社

営業、代理店にお問い合わせください。 

 

■「5年プラン」 
 ソフトウェア本体を無料化し、当該ソフトウェアの年間サ

ポート料（標準価格の15％に相当する金額）を年間利用料

（通常サポートを含む）とし、5年間継続利用を契約条件とし

ます。 

■サポート 
 SuperMap GIS製品は、無償提供ソフトウェア、トライアル版、 

期間ライセンスを除き、ライセンス購入日から1年間のE-mail＆

FAXによる無償サポートが付属しています。 

■トライアル版 
 当社では、皆様にご自身のニーズに見合ったSuperMap GIS

製品をお選び頂くために、SuperMap GIS 6Rファミリー各製品

（製品版と同等機能）を3ヶ月間の期間限定で無償提供します。

当社のホームページにてお申し込みいただけます。 

■SuperMap Deskpro .NET 6R(2012)の推奨動作環境 

CPU：2GHz以上（3D表示実行の場合シングルコア3GHz/

デュアルコア2GHz以上）推奨 

メモリ：1GB以上（3D表示実行の場合2GB以上）推奨 

ハードディスク：40GB以上推奨 

ビデオメモリ：3D表示実行の場合、独立したビデオカード 

256MB以上 

OS：Microsoft Windows XP、Windows Server 2003、 

Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2008 

■お問い合わせ 

日本スーパーマップ株式会社 営業本部 

〒105-0014 東京都港区芝2-13-4 住友不動産芝ビル4号館9階 
   TEL 03-5419-7912    E-Mail sales@supermap.jp   
   FAX 03-5419-7910     URL http://supermap.jp 

※記載の内容は2012年6月現在のものです。予告なく変更することがあります。 

■代理店 

Deskpro .NET 6R(2012) 


