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あなたの「GIS」を力強く応援します 走れ!! SuperMap 



■SuperMap2008ファミリーの生い立ち 

 SuperMapは、中国科学院地理情報産業発展センターの研究成果をベースに、1990年代末に製品化されました。 

 日本では2000年にリリースを開始し、新製品開発や機能の強化、対応環境の拡充を重ねてまいりました。 

 そしてこのたび、機能をさらに強化、対応環境をさらに拡充した新製品、「SuperMap2008ファミリー」をリリースしました。 

〒105-0014東京都港区芝2丁目13番4号 住友不動産芝ビル4号館9F 

E-Mail marketing@supermap-japan.com  
TEL 03-5419-7912 FAX 03-5419-7910 

日本スーパーマップ株式会社 
http://supermap.jp 

日本スーパーマップ株式会社 

ハイスペック・ハイコストパフォーマンスGIS製品群 

SuperMaSuperMaSuperMap2008p2008p2008   ファミリーファミリーファミリー   

■SuperMapとは？ 

 SuperMapは、GIS構築のための、ハイスペック・ハイコストパフォーマンスソフトウェア製品群です。 

 製品は、「GIS開発キット製品」（開発プラットフォーム）と「デスクトップGISソフトウェア製品」に大別できます。GIS開発キット

製品は、Web、クライアントサーバー／スタンドアロン、組込みなど、お客様のニーズに応じたGISアプリケーションを開発・導

入できます。また、デスクトップGISソフトウェア製品は、1本でGIS機能を網羅するプロフェッショナル版に加え、機能限定版、

フリーソフトを用意しており、目的やご予算に応じてリーズナブルに導入・活用できます。 

データベースエンジンSDX+ 

プラグインを使わない

WebGIS開発プラットフォー

ムSuperMapIS 

   （2003年リリース） 
SuperMap5シリーズ 

SuperMap2008ファミリー 

ハイパー機能、楽々操作、

納得価格のGIS開発キット 

   （2000年リリース） 

「より速く、より見やすく、より使

いやすく」 .NET技術、Ajax採

用のWebGIS開発プラット

フォームSuperMap IS.NET 
SDB+、SITでベクタ、ラスタ共

さらに高速化 

   （2005年リリース） 

コンポーネント型GIS開発

キットSuperMapⅢ 

デスクトップGISソフトウェア

Deskpro3.0、Editor3.0 

   （2002年リリース） 
SuperMap2003シリーズ 

SuperMap3.0シリーズ 

SuperMap2000 

■SuperMap2008ファミリーの主な新機能・新製品 

２．WMS、WFS、WCS、KML形式のネットワークデータをサポート 

   新しい「ネットワークデータソース」で、Webで配信される空間情報を取り込み、背景図として表示できます。 

１．Windows Vista対応を完了 

３．「マップキャッシュ機能」でデスクトップでの高速描画を実現  

   WebGIS（SuperMap IS.NET）で既に実現している「Ajaxマップ」と同様に、キャッシュの生成による高速描画を、デスク 

  トップアプリケーションでも実現できます。 

４．対応データフォーマットの拡充 

   AutoCAD DXF/DWG（2000以降）、Shape3Dデータ等に、新たに対応します。 

５．OSを選ばない新製品登場 （※2008年発売予定） 

   COMベース製品に加え、マルチOSに対応したスタンダードC++ベースの新しい技術コア「UGC（＝Universal GIS 
Core）」を使った、①OSを選ばないWebGIS開発プラットフォーム「SuperMap iServer」、②カーナビに特化したGISエン

ジン「SuperNavigation Engine」の2つの新製品を新たにリリースします。 
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 WebGISの構築に 

クライアントサーバー 

／スタンドアロンのGIS 
アプリケーション構築に 

組込みGIS 
アプリケーション構築に 

GISデータ処理／マップ構

築、手持ちデータの閲覧、

GIS教育などに 

COM 
ベース 

コア 
    

UGC 
(Universal 
GIS Core) 

    

Oracle、SQL Server、ファイル型など複数の異構造データソースを、ワークスペースで統合管理し

ます。共有サーバーにデータソースを置いてある場合、小容量のワークスペースを他の作業者に渡

せば作業状態を再現でき、同じ状態から作業できます。SuperMapならではのロングトランザクショ

ンも有し、同時作業、ロックが可能で、突発的な停電の心配も不要です。 

■SuperMap2008ファミリーの製品ラインナップ 

WebGIS開発キット 
SuperMap IS.NET 2008 

コンポーネントGIS開発キット 
SuperMap Objects 2008 

組込みGIS開発キット 
eSuperMap 2008 

WebGIS開発キット 
SuperMap iServer 2008 

カーナビ開発キット 
SuperNavigation 

Engine 2008 

GIS開発キットで使用するGISデータ／マップは、デスクトップGISソフトウェアで作成します。COMベース製品、UGC製品に

関わらず、製品・データの技術コアが同一なため、例えばWebGISの配信データを、サービスを停止させずに、デスクトップ

GISソフトウェアで更新することも可能です。  ※注）COMベース製品のファイル形式データは、UGC製品ではそのまま使用できません。 

※2008年発売予定 

デスクトップ 

GISソフトウェア 
SuperMap Deskpro/ 
Express/Viewer 2008 

■データベースエンジンSuperMap SDX+で広域・大容量データを一元管理 

 SDX+は、ベクタ・ラスタ・トポロジ・属性を一元管理し、ロングトランザクションをサポートする、RDBMSに基づくデータベース

エンジンです。特に広域・大容量データの管理に威力を発揮し、高い効率性、安定性、セキュリティを維持しています。 

 Oracle、SQL Server、Sybase、DB2などに標準対応しています。（SDX+：SuperMap Database eXtention） 

 UGC製品においてもSDX+（for Oracle）を継承しており、COMベース製品との間でもデータを相互に活用できます。 

SDX+の特長 
－ トポロジを持つオブジェクト指向のデータモデル 
   アプリケーション間でのデータ互換 

－ マルチソース空間データのシームレス統合（SIMS） 
   分散データベースのレイヤーを統合しマップ表示 

－ 空間インデックス（ベクタデータ） 
   グリッド・四分木・R木の混合多層空間インデックスで 

   ベクタ高速化 

－ 連続ピラミッド（ラスタデータ） 

－ データとマップを分離 
   1つのデータを複数マップで別々にスタイル設定して 

   利用可能 

ドラッグドラッグドラッグ

for Oracle

for SQL Server

for Sybase

for DB2

空間データ
ベースエンジン

SDX+

ファイル形式データエンジン SDB+
SIT、DXF、DWG、DGN、

BMP、TIF、JPG

SuperMap2008
ファミリー各製品

 ファイル形式データソース「local」にあるポイントデータ

「学校」を、データベース型データソース「testSqlsvrOnIS」

に格納するには、ドラッグするだけでOKです。 

 RDBMS間（例えば、OracleからSQL Serverへ）でも同

様です。ファイル型のデータをDBに入れたり、DBから必

要なデータを書き出す時に大変便利です。 

（SuperMap2008ファミリー各製品に搭載） 

※2008年発売予定 

＊内容は、2008年6月現在のものです。 ＊記載された内容は予告なく変更することがあります。 
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スマートスナップ 

■SuperMap2008ファミリーの性能 

 市区町村単位でレイヤー数の多くないGISを構築するような場合は、エンジン間の性能による差はそれほどありませんが、

SuperMapは特に「グローバル」「広域」「大容量」「画像とベクタデータの重ね合わせ」などの環境で高い性能を発揮していま

す。高速化は、ベクタデータの空間インデックス技術、ラスタデータの連続ピラミッド技術など、空間データ処理技術の強化と

改良によるところが大きく、2008ファミリーでもさらに改良を行っています。 

 また、WebGISのSuperMap IS.NET 2008は、AjaxとSuperMap独自の「IC&C（＝Intelligent Cache & Cluster）」機能によ

り、リクエスト処理数を大幅に増やし、マップ描画も高速化しています。 

■SuperMap2008ファミリーの機能 

 SuperMap Objects 2008は、簡単なものから高度なものまで、約3,300のAPIを用意しており、難しいと思われがちなGIS機

能を簡単なコードで実現できます。SuperMap IS.NET 2008やeSuperMap 2008でも、WebGISやモバイルGISでよく使われ

る機能を中心に、多数のAPIを用意しています。プロフェッショナル・デスクトップGISソフトウェアSuperMap Deskproでは、

データ処理、地図操作、検索、解析など、GISソフトウェアに求められる機能のほとんどが1本に網羅されています。  

 空間データ編集処理機能 

スマートスナップ 
ポイント、ライン、頂点などに近づくとマウスポインタの表示が変わり、

ちょうど重るようにスナップされます。 

トポロジ処理 

実際の空間データで見られる、わかりにくいトポロジエラー（境界線の

重複、閉じていないポリゴンなど）を1つのコマンドで修正し、ライン

データセットからポリゴンデータやネットワークデータを生成できます。 

トポロジ自動 

メンテナンス 

ネットワークデータのノードやエッジを編集すると、接続するノードや

エッジとの接続関係も自動的に再構築されます。 

 マップ表現機能 

バッファ生成 複数オブジェクトに対するバッファ、左右非対称バッファなど。 

オーバーレイ 
クリッピング、ユニオン、イレース、インターセクション、アイデン

ティティ、シンメトリック、更新の7種類。 

グリッド解析 
ラスタ⇔ベクタ変換、補間サーフェス、等値線の生成、見通し解

析、セル間での演算など。 

3Dモデリング 
TINの生成、TINからDEMの生成、3D表示と操作、表面積・体積

計算など。 

ネットワーク解析 
適・巡回ルート検索、サービスエリア解析、リソース配分、立地

解析など。 

 空間解析機能 

リソース管理 シンボル、ライン、フィルスタイルの編集や外部ファイル（ico、bmp、dxf等）の取り込みも可能です。 

主題図作成・表示機能 属性情報を視覚化する、7種類の主題図（12種類の統計グラフ主題図）を用意しています。 

レイヤーコントロール 大・ 小表示縮尺をレイヤー毎に設定でき、マップ表示パフォーマンスの向上にもつながります。 

ノード追加 頂点移動 ライン追加 

3Dビュー（鳥瞰図） 

建物ポリゴン3D化・テクスチャ貼付 

〒105-0014東京都港区芝2丁目13番4号 住友不動産芝ビル4号館9F 

E-Mail marketing@supermap-japan.com  
TEL 03-5419-7912 FAX 03-5419-7910 

日本スーパーマップ株式会社 
http://supermap.jp 
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簡単な地図操作の実現 

（「SuperMap Objects 
 開発入門ガイド」より抜粋） 

■SuperMap2008ファミリーの開発容易性 

 SuperMap2008ファミリーの開発キット各製品に含まれるAPIを使って、さまざまなGIS機能を短いコードで実現し、開発工

数を極小化します。 開発キット各製品はそれぞれ、汎用開発環境、汎用言語に対応しています。豊富なサンプルコードや

ユーザーフレンドリーな製品サポート・サービスも提供しております。 

■SuperMap2008ファミリーのコストパフォーマンス 

 性能、機能、開発容易性の面から、高いコストパフォーマンスを実現しており、開発キット・再頒布ライセンスとも、常にリー

ズナブルな価格で提供しています。また、SuperMap5シリーズのユーザーの皆様は、SuperMap2008ファミリーの同等製品

に無償でバージョンアップできます。 

SuperMap2008ファミリー 商品構成・標準価格表 （2008年6月1日現在） 

コアエンジン 商品名  価格（税込） 

COMベース 

WebGIS開発 
プラットフォーム 

SuperMap IS.NET 2008 
SuperMap IS.NET 2008 Enterprise 2,940,000円/サーバー 

SuperMap IS.NET 2008 Professional 1,890,000円/サーバー 

SuperMap IS.NET 2008 Development オープン（要お問合せ） 

コンポーネント 

GIS開発キット 
SuperMap Objects 2008 

コアコンポーネント 381,150円/ユーザー 

3Dコンポーネント 157,500円/ユーザー 

トポロジコンポーネント 157,500円/ユーザー 

レイアウトコンポーネント 157,500円/ユーザー 

アナリストコンポーネント 157,500円/ユーザー 

SDX+ 空間データベースエンジン 157,500円/ユーザー 

全コンポーネント 1,168,650円/ユーザー 

（再頒布ライセンス） SuperMap Objects 2008 ランタイム オープン（要お問合せ） 

組込みGIS開発キット eSuperMap 2008 525,000円/ユーザー 

（再頒布ライセンス） eSuperMap 2008 ランタイム オープン（再頒布台数に応じて個別協議） 

デスクトップGIS 
ソフトウェア 

SuperMap Deskpro 2008 165,900円/CPU 

SuperMap Express 2008 52,290円/CPU 

SuperMap Viewer 2008 0円 

UGC
（Universal 
GIS Core) 

WebGIS開発 
プラットフォーム 

SuperMap iServer 2008 SuperMap iServer Java 2008 （価格未定；近日発売） 

カーナビ開発キット SuperNavigation Engine 2008 （価格未定；近日発売） 

■UGC（Universal GIS Core） 

 SuperMap UGC（Universal GIS Core）は、技術変化の少ないGISコア機能、空間解析アルゴリズムなどを分離し、OSに

依存しないよう、スタンダードC++で再構築したものです。同じコアでWindows、LinuxなどマルチOSへの対応が可能となりま

す。SuperMap2008ファミリーでは、UGCを使った2製品、WebGIS開発プラットフォーム「SuperMap iServer」とカーナビ開発

キット「SuperNavigation Engine」を、新たに発売開始します。（※2008年発売予定） 

Universal GIS Core (UGC) 

.NETベースのコンポーネントGIS JavaベースのコンポーネントGIS 組込みGIS 

.NETベースの 
WebGIS 

Javaベースの 
WebGIS 

Javaベースの 

デスクトップGIS 

.NETベースの 

デスクトップGIS SuperNavigation 
Engine 2008 

SuperMap iServer 
Java 2008 

＊内容は、2008年6月現在のものです。 ＊記載された内容は予告なく変更することがあります。 
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 SuperMap IS.NETは、広域・大容量データの一元化管理、空間情報処理・解析など多様な機能の実現、確実なセキュリ

ティなどを特長に、WebGISプラットフォームとして、インフラ系分野から公共分野まで幅広く活用されています。 

 サーバー側100、スクリプト側150、合わせて約250のAPI（Application Program Interface）を備えています。 

■SuperMap IS.NETとは？ 

日本スーパーマップ株式会社 

〒105-0014東京都港区芝2丁目13番4号 住友不動産芝ビル4号館9F 

E-Mail marketing@supermap-japan.com  
TEL 03-5419-7912 FAX 03-5419-7910 

日本スーパーマップ株式会社 
http://supermap.jp/ 

SuperMap Internet Server SuperMap Internet Solution 

◆地図操作 
 拡大、縮小、移動、距離・面積計測、レイヤー切替、印刷 

◆乗換案内 
 バス・鉄道などの乗換案内。優先レベル設定 

◆経路探索 
 短ルートや優先ルート解析 

◆最寄施設検索 
 指定地点から 寄施設情報を検索。条件絞込み可 

◆地図検索・SQL検索 
 地物の属性を検索、SQL検索で地物を特定。属性には外部データの

リンクも可 

◆データ編集 
 点、線、面やそれらの属性をオンラインで編集 

SuperMap IS.NETの主な機能 

WebGISWebGISWebGISプラットフォープラットフォープラットフォームムム   

SuperMap IS.NET SuperMap IS.NET SuperMap IS.NET    
                            スーパーマップ  アイエス ドットネット 

ハイスペック・ハイコストパフォーマンスGIS製品群 SuperMap2008 ファミリー 

Internet 

eSuperMap 

DMZ 

ブラウザ 

シンクライアント 

Webサーバー 

SuperMap IS.NET 

業務アプリケーション 

SuperMap Objects 

SuperMap Deskpro 

クラスタ 

LAN 

S
D
X
+ 

RDBMS 

RDBMS 

クラスタ 
SuperMap IS.NET 

Weｂサーバー 

EnterpriseEnterpriseEnterprise   
ProfessionalProfessionalProfessional   
DevelopmentDevelopmentDevelopment 

SuperMap Internet Service 

高い信頼性 
パワフルなサーバークラスタ技術 

★アプリケーションサーバのクラスタ化（マルチユーザー同時アクセスに適正なリソース配分）のために設定ツールを提供 

  → クラスタ化のための特別な開発不要 

★サービスを止めずに動的にデータ更新可能 

高い安定性 
広域・大容量データを一元管理 

★データベースサーバーはSuperMap SDX+を標準搭載しており、各種RDBMSを活用可能 

★オブジェクト指向ながらトポロジを持ったデータモデルで空間データと属性データを一元管理 

★SuperMap Deskproなどで空間データ構築・管理可能 

高い拡張性 
機能拡張を容易に実現 

★クライアントインターフェース、Webサーバー、アプリケーションサーバー、データベースサーバーの4層構造での二次開発

に適し、それぞれ個別にバージョンアップ可能 

★アプリケーションサーバーでは、SuperMap ObjectsによるGIS機能追加や異構造システムとの連携可能 

★サンプルコードを標準搭載し、サンプルデータを差し替えるだけでサービス開始 

★開発画面と実行画面に同一インターフェースを使用し、ビジュアル的な開発可能 

★クライアントは、汎用ブラウザ（プラグイン不要）の他、モバイルデバイスやWMSへの対応をサポート 

高いセキュリティ 
万全なセキュリティ 

★OSやRDBMSのセキュリティを完全継承（RDBMSにミドルウェア等装着の必要なし） 

★WebサーバーのみDMZセグメントに置き、アプリケーションサーバー・データベースサーバーはLAN側に置くので、庁内・

庁外で同一データベースサーバーを利用可能 

★データとマップを分離 → 配信したい情報のみ「マップ」にすれば、クライアントからデータへの直接アクセスを回避可能 

 SuperMap IS.NETを使った公開アプリケーション 

「地図Info」（日本地図センター） http://info.jmc.or.jp/ 
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日本スーパーマップ株式会社 

SuperMap IS.NET SuperMap IS.NET SuperMap IS.NET Enterprise/Professional/DevelopmentEnterprise/Professional/DevelopmentEnterprise/Professional/Development 

Ajax で WebGIS が変わる 
 Ajax WebGISモデルは、従来のWebGISモデルと異なり、クライアントのリクエストはAjax
エンジンで処理し、サーバーから新しいデータを取得する時のみ、Ajaxエンジンがクライアン

トのかわりにサーバーにリクエストを送信します。 

WebGISプロジェクトでは、動的情報 (GPSで取得する位置情報など)以外をすべてAjax
エンジンで処理することにより、サイトのパフォーマンスが大幅に改善します。 

SuperMap IS.NETの推奨動作環境 
OS:Windows  Server  2003、Windows  2000  Server ／ CPU：

Pentium4 2.0GHz以上×2／メモリ：1GB以上／ハードディスク：

40GB 以上／グラフィックメモリ：64MB 以上／ネットワーク：各サー

バー間転送レート100Mbps 以上 

SuperMap IS.NET Enterprise     2,940,000円/サーバー 

SuperMap IS.NET Professional   1,890,000円/サーバー 

Professional→ Enterpriseアップグレード   1,050,000円/サーバー 

いずれもクライアントライセンスフリー。 

1年間E-Mailによる無償サポート付。 

SuperMap IS.NET Development （開発・保守専用） 要お問い合せ 

特約サポート、トレーニング、開発支援は有償で承っております。 

お気軽にお問い合せください。 

標準価格 (税込 ) 

クライアント側 

ユ ー ザ ー イ ン タ ー フ ェ ー ス 

HTML+CSSデータ 

HTTPリクエスト HTML+ 
CSSデータ 

HTTPリクエスト 

XMLデータ 

従来のWebGISモデル Ajax WebGISモデル 

クライアント側 

ユ ー ザ ー イ ン タ ー フ ェ ー ス 

Ajaxエンジン 

Webサーバー 

アプリケーションサーバー 

データベースサーバー 

サーバー側システム 

Webサーバー 

アプリケーションサーバー 

データベースサーバー 

サーバー側システム 

JavaScript 
リクエスト 

 SuperMap IS.NETは、機能、性能や用途に応じて、次の3つの製品を用意しています。 

■SuperMap IS.NET 2008の製品ラインナップ 

SuperMap IS.NET Enterprise （エンタープライズ版） 
Ajax WebGISモデルをサポートし、IC&C（Intelligent Cache & Cluster）によ

り性能を強化した 上位製品で、プロフェッショナル版、開発版の機能を包含

しています。 

SuperMap IS.NET  Professional （プロフェッショナル版） 
ほとんどの処理をサーバー側で行います。クライアント側からオブジェクトの

追加・編集を頻繁に行う場合などに適しています。 

SuperMap IS.NET  Development （開発版） 
開発・保守専用ライセンスです。実際のサービスには利用できませんが、エ

ンタープライズ版と同じ機能を持っています。 

IC&C （Intelligent Cache & Cluster） 
 IC&C は、SuperMap 独自の技術で、データ・アプリケーション・処理結果・クライアントの

多段階層キャッシュやサーバークラスタを内部で自動的に生成するものです。Ajax マップと

の併用により、データ処理・表示のさらなる効率化を図っています。 

 SuperMap IS.NET2008では、Ajaxマップを中心に新機能が追加されまし

た。Ajaxマップで、オーバービュー（索引図）、拡大鏡、レイヤーコントロー

ル、凡例コントロール、方位記号などが新たに利用可能となっています。 

 また、製品付属のサンプルコード、サンプルデモを、新機能の追加に合わ

せて大幅に拡充しました。 

■SuperMap IS.NET 2008の新機能 

IC&C未使用 IC&C使用 IC&C使用 (64ビット) 

R
eq

ue
st

s/
S

ec
 

Microsoft CTCで行ったIC&C技術の性能テスト結果です。 

横軸は時間経過 (秒)、縦軸は1秒当りのリクエスト処理数を示しています。 

SuperMap IS.NETの開発環境 
.NET Framework 2.0／Visual Studio 2005 

Ajaxマップでのレイヤーコントロール、凡例

コントロール、オーバービュー（索引図）など 

＊内容は、2008年6月現在のものです。 ＊記載された内容は予告なく変更することがあります。 
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日本スーパーマップ株式会社 

コンポーネントコンポーネントコンポーネントGISGISGIS開発キット開発キット開発キット 

SuperMap ObjectsSuperMap ObjectsSuperMap Objects 

スーパーマップ  オブジェクツ                 

ハイスペック・ハイコストパフォーマンスGIS製品群 SuperMap2008 ファミリー 

 GIS機能を持つアプリケーション構築のための開発キット

（SDK）です。多数のAPI（Application Program Interface）で構

成されており、GISアプリケーション製品開発やGIS受託開発に

応用できます。 

 ア プ リ ケ ー シ ョ ン の 構 築 は、Visual  Basic、Visual  C++、

Delphi、Visual Basic.NET、Visual C#.NETなどの汎用開発ツー

ルで行います。開発ツール上でSuperMap Objectsのコントロー

ルを追加した後、APIを使ってコーディングします。 

■SuperMap Objectsとは？ 

〒105-0014東京都港区芝2丁目13番4号 住友不動産芝ビル4号館9F 

E-Mail marketing@supermap-japan.com  
TEL 03-5419-7912 FAX 03-5419-7910 

日本スーパーマップ株式会社 
http://supermap.jp/ 

１．3,000以上のAPIで開発工数を低減  

 SuperMap Objects 2008は、約3,300のAPIで構成されます。実行できる機能は、データ管理、地図操作、属性操作、トポロ

ジ、解析、レイアウト印刷、3Dなど多岐に渡ります。開発にAPIを使うことにより、空間情報アプリケーション構築の工数を低

減し、空間情報事業への展開を容易にします。（※SuperMap Objects 2008で、新たに360のAPIが追加されました。） 

２．必要なコンポーネントだけを使用可能 

 SuperMap Objectsは、6つのコンポーネント、12のコントロールに分かれています。必要なコンポーネントだけを購入し、必

要なコントロールだけで開発可能です。適切なサイズ、適切な価格で開発を実行できます。 

３．同一コアのファミリー製品で地図データを構築 

 アプリケーションに必要な地図データは、SuperMap 2008ファミリーの製品「SuperMap Deskpro 2008」などを用いて構築

することも可能です。製品の技術コア、データ形式は同一で、アプリケーション開発のイメージを理解できます。 

■SuperMap Objectsの特長 

■お客様の声 

『ＧＩＳエンジンには、「基本的な機能が理路整然としており、開発生産性が高く、

こちらの要望にも柔軟に対応してもらえる」（同）点を評価し、日本スーパーマッ

プの「スーパーマップオブジェクツ」を採用した。』 
 

※2008年3月12日付 日刊建設通信新聞 『シリーズ建設IT』 

 「インフラ管理ＧＩＳが好調 基礎地盤コンサルタンツ」より 

伸縮性、拡張性、親和性、

汎用性、セキュリティ。 

SuperMapはIT社会、

RDBMS時代の 

一員でありつづけます。 

 

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

規

模 

 

 

 

GIS基本機能なら 

コアコンポーネントのみでOK 

3D,トポロジなども必要なら

それだけを追加すればOK 

プロフェッショナルGISを構

築する場合はフルコンポー

ネントを使用 

 

 

 

既存システム SuperMapの 
コンポーネント 

GIS連携業務システム 

基礎地盤コンサルタンツ株式会社 「Kiso-GIS」 
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日本スーパーマップ株式会社 

SuperMap ObjectsSuperMap ObjectsSuperMap Objects 

コアコンポーネント                                                381,150円/ユーザー 

3Dコンポーネント                                157,500円/ユーザー 

トポロジコンポーネント                                     157,500円/ユーザー 

レイアウトコンポーネント                                  157,500円/ユーザー 

アナリストコンポーネント                                 157,500円/ユーザー  
空間データベースエンジン                                     157,500円/ユーザー  
全コンポーネント                                            1,168,650円/ユーザー  

1年間E-Mailによる無償サポート付 

 

再頒布の際、対応ランタイムSuperMap Objects Runtimeを組み込む必

要があります。 

ランタイムライセンス（SuperMap Objects Runtime）               要問合せ 
 

特約サポート、トレーニング、開発支援は有償で承っております。 

お気軽にお問い合せください。 

標準価格 (税込 ) 

■SuperMap Objects 2008のコンポーネント／コントロールと主な機能 

コンポーネント コントロール 主な機能 

コア 

コンポーネント 

SuperMap Control 
マップの表示、マップレイヤーの管理、マップの拡大・縮小、マップ編集や、マッ

プに関連するその他の操作に使用します。 

SuperWorkspace 
Control 

データの管理、処理等を行います。ワークスペースファイル（*.smw）に対する、

開く、閉じる、新規作成、保存等の操作、データソースファイル（*.sdb）に対す

る、新規作成、開く、修復、圧縮等の操作を行います。 

SuperWkspManager 
Control 

データソース、データセット、マップ、レイアウトなど、空間情報アプリケーションで

使用する全てのリソースの一元管理を手助けするコントロールです。 

SuperGridView 
Control 

属性データの表示に使用します。属性データはレコードセット形式（テーブル

フォーム）で表示されます。 

SmxLockInfo Control ライセンスキー情報を管理するコントロールです。  

SuperLegend Control 
マップのレイヤーの凡例を、ツリー構造を用いて表示します。レイヤーの表示／

非表示と表示順、主題図とその階層などを表示できます。 

SuperLegendList 
Control 

マップのレイヤーの凡例を、リスト形式を用いて表示します。レイヤー名称、レイ

ヤータイプのアイコン、表示可能、編集可能などの管理項目を表示できます。 

SuperLegendComboBox 
Control 

マップのレイヤーの凡例を、プルダウンボックスを用いて表示します。レイヤー

名称、レイヤータイプのアイコン、編集可能などの管理項目を表示できます。 

3D 
コンポーネント 

Super3D Control 
等値線、ポイント、3DポイントデータからTINの生成、TINから等値線の生成な

ど、3Dのモデリング、3Dモデルの可視化と操作、また、3Dモデルの解析(浸水・

飛行シミュレーション)などに使用します。 

トポロジ 

コンポーネント 
SuperTopo Control 

各種トポロジ処理操作を実行するコントロールです。ネットワークデータセットや

トポロジポリゴンを作成することも可能です。 

レイアウト 

コンポーネント 
SuperLayout Control 

マップのレイアウトのコントロールです。方位記号、スケール、凡例などさまざま

なマップレイアウトのオブジェクトを、用紙サイズも含めてレイアウトできます。 

アナリスト 

コンポーネント 
SuperAnalyst Control 

オーバーレイ解析、補間とサーフェス解析、水文解析、統計解析、ネットワーク

解析、グリッド解析とグリッド演算、ベクタ／ラスタの相互変換などの解析機能を

持つコントロールです。 

ベクタ・ラスタ・トポロジ・属性を一元管理し、ロングトランザクションをサポートす

る、RDBMSに基づくデータベースエンジンです。 

Oracle、SQL Server、Sybase、DB2などに標準対応しています。 

SDX+空間データベース 

エンジン 

・アンチエイリアス、交差点処理など、マップ表示の 適化機能を新た

に追加しました。 

・指定縮尺、指定形式のキャッシュファイル生成機能を新たに追加しま

した。表示速度の向上に寄与します。 

・マップの任意の位置、縮尺の状態を保存するマップブックマーク機能

を新たに追加しました。 

・主題図について、関連外部テーブルの使用、フィルタ条件の設定な

ど、強化しました。 

・レイアウトを画像出力の際、任意の解像度が設定可能となりました。 

・サンプルコードの説明追加等、ドキュメント類をさらに充実しました。 

■SuperMap Objects 2008の新機能 

SuperMap Objects 2008の推奨動作環境 
OS:Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows NT／CPU：

550MHz以上／メモリ：512MB以上／ハードディスク：350MB 以上／グラフィッ

クメモリ：32MB 以上 

＊内容は、2008年6月現在のものです。 ＊記載された内容は予告なく変更することがあります。 
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スマートスナップ機能 

日本スーパーマップ株式会社 

〒105-0014東京都港区芝2丁目13番4号 住友不動産芝ビル4号館9F 

E-Mail marketing@supermap-japan.com  
TEL 03-5419-7912 FAX 03-5419-7910 

日本スーパーマップ株式会社 
http://supermap.jp/ 

プロフェッショナル・デスクトッププロフェッショナル・デスクトッププロフェッショナル・デスクトップGIGIGISSSソフトウェソフトウェソフトウェアアア 

SuperMap DeskproSuperMap DeskproSuperMap Deskpro   
スーパーマップ  デスクプロ                 

ハイスペック・ハイコストパフォーマンスGIS製品群 SuperMap2008 ファミリー 

 『この1本でGISを網羅する』 － GISに必要なひと通りの機能を備え、1本で幅広い用途に利用できるデスクトップ・ソフト

ウェアです。GISデータ、マップ作りに始まり、グリッドデータの解析、TINやDEMなどを用いた3Dモデリング、ネットワーク解

析など、多くの機能を追加モジュールなしで実現でき、広域・大容量データでも高い性能を発揮します。 

■SuperMap Deskproとは？ 

■SuperMap Deskproの幅広い用途 

 SuperMap Objects、SuperMap IS.NETなどの開発キットで空間情報アプリケー

ションを構築する際、SuperMap Deskproで作成したデータ・マップをそのまま利用

できます。SuperMap2008ファミリーの製品間で、技術コア、データ形式は同一で

す。 また、構築する空間情報アプリケーションのイメージを視覚的に理解する際

も、SuperMap Deskproを活用できます。 

１．GISアプリケーション開発時のデータ・マップ作成ツールに 

 CADデータとの親和性が高く、インポートせずに直接開くことも可能

です。インポートの際は、用途に応じて、GISタイプ／CADタイプのど

ちらかを選択できます。他社GISデータやJPGIS準拠データにも対応

しています。また、点上、線上などにオブジェクトを追加する「スマート

スナップ機能」、オブジェクト関係の接続関係を構築する「自動トポロ

ジ処理機能」などにより、CADを介さないGISデータの生産ツールとし

て活用できます。 

２．GISデータの生産ツールとして 

 GISの機能をひと通り網羅し、体系的なデータ構造を持つことから、GIS教育のツールとして 適です。教育機関で講義・実

習用として、SuperMap Deskproを一度に20ライセンス以上導入の場合、「スクールパック」価格を適用できます。スクール

パックは複数の大学で活用されています。 

３．GIS教育に トポロジ処理 

GISデータ・マップの作成 

グリッドデータから等値線の生成、3Dモデリングと操作、ネットワーク解析など、GISの機能を幅広く学習できます。 

■SuperMap Deskproの対応データフォーマット 

 DXF(AutoCAD)、DWG(AutoCAD)、DGN(MicroStation)、MIF(MapInfo)、TAB(Mapinfo)、圧 縮・非 圧 縮 E00(ARC/
INFO)、SHP(ArcView)、ARC/INFO  Coverage、VEC(IDRISI)、VCT、BMP、TIFF、Geo-TIFF、IMG(Erdas)、JPEG、

MrSID、ECW(ER-Mapper)、XML、G-XML、GML、国土地理院発行各種数値地図、国土数値情報（JPGIS準拠）、WMS、

WFS、WCS、KML、SDB(SuperMap)、SIT(SuperMap Image Tower)など 

（赤文字はエクスポートも可能） 
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日本スーパーマップ株式会社 

SuperMap DeskproSuperMap DeskproSuperMap Deskpro 

＊内容は、2008年6月現在のものです。 ＊記載された内容は予告なく変更することがあります。 

■SuperMap Deskproの主な機能 

機能 機能説明 

データ編集  

スマートスナップ 指定した領域でマウスポインタの表示が変わり、ポイントまたはラインに重なるように、ポイントやラインを追加できます。 

トポロジ処理 
実際のGISデータに存在する、境界線の重複、閉じていないポリｺﾞﾝ、意に反してラインから離れた点などを修正します。隣接ノードの

マージ、重複ラインの消去、ロングダングルラインの延伸など、7種類の処理を実行できます。 

トポロジの自動 

メンテナンス 

トポロジ処理でネットワークデータセットを生成した後、ノードやエッジを追加・修正した場合でも、ネットワークのトポロジは自動的に維

持され、トポロジを再構築する必要はありません。 

ラスタのベクタ化 
画像データとして読み込んだ線分をラインオブジェクトに変換します。半自動ベクタ化に加えて、新たに全自動ベクタ化が実行できるよう

になりました。 

元に戻す/やり直す 編集時の全ての操作情報を記録し、「元に戻す/やり直す」を、回数の制限なく実行できます。 

ロングトランザクション 
ロングトランザクション処理を行うとデータはロックされ、特殊な操作をせずに長時間のデータ処理を継続できます。大量のGISデータを

RDBMSで管理し、編集処理を行う場合に必須の機能です。 

レジスタ処理 
画像データとして読み込んだ地図に座標を与えたり、座標を修正したりします。コントロールポイントを指定して座標を入力する方法と、

参照レイヤーを利用する方法の2つをサポートしています。 

属性テーブル ソート、フィールドの更新（表計算）、レコードの追加・削除、フィールドの追加・削除などを実行できます。 

マップ作成・表示  

リソース管理 
シンボルは、デフォルトのシンボルライブラリ以外に、外部ファイル（*.ico等）の取込み、ユーザー作成・編集も可能です。ライン、フィル

パターンも作成・編集できます。 

スタイル設定 模様（線種、フィルパターン等）、色（透過、グラデーションあり）、サイズ等をレイヤー毎に設定できます。 

主題図 属性情報を視覚化します。個別値主題図、段階区分の主題図、ラベル主題図等、7種類の主題図を利用できます。 

ハイパーリンク機能 空間オブジェクトの属性フィールドにURLやファイルパスを入力し、クリックするとリンクします。 

レイアウト レイアウト マップ、凡例、スケール、方位記号、テキストなどの要素を適切な位置に配置し、印刷できます。 

空間解析  

バッファ生成 
空間オブジェクトに対し、バッファ（指定した距離の内側の領域）を生成できます。複数のオブジェクトに対して一つのバッファを生成した

り、左右非対称のバッファを生成することもできます。 

オーバーレイ解析 2つのデータセットの重なりを元に幾何演算を行います。7種類の演算方法をサポートしています。 

グリッド解析 
補間サーフェスによるグリッドの生成、グリッドやDEMなどを元にしたサーフェス解析（等値線抽出、見通し領域や断面図の生成、陰影

起伏図の作成など）、グリッドの演算、ラスタ/ベクタ変換などを実行できます。 

水文解析 窪地の処理、流向解析、累積集水量の計算、流路長解析などをサポートしています。 

3Dモデリング 
TINの生成、TINからDEMや等値線の生成などのデータ処理に加え、3Dモデルの表示、操作を実行できます。表示した3Dモデルに、

画像やベクタデータを重ね合わせることも可能です。 

3D解析 浸水シミュレーション、飛行シミュレーションを実行できます。 

ネットワーク解析 適・巡回ルート検索、 寄施設の検索、サービスエリアの解析、バリアノード・バリアエッジの設定などを実行できます。 

SuperMap Deskpro 2008                 165,900円/CPU 
SuperMap Express 2008                    52,290円/CPU 

1年間E-Mailによる無償サポート付 

特約サポート、トレーニング、データ構築は有償で承っております。 

お気軽にお問い合せください。 

■SuperMap Deskpro 2008の主な新機能 

SuperMap Deskpro 2008の推奨動作環境 
OS:Windows  Vista、Windows  XP、Windows  2000、Windows  NT ／

CPU：550MHz以上／メモリ：512MB以上／ハードディスク：300MB 以上

／グラフィックメモリ：32MB 以上 

標準価格 (税込 ) 

シンボル、ライン、フィル

スタイルライブラリ（リソー

ス管理）の編集画面 

マップのアンチエイリアス ライン表示が滑らかに、美しくなりました。 

マップのブックマーク機能 マップの特定箇所をいつでも再現できます。 

マップキャッシュ機能 スケールと範囲を設定してキャッシュ画像を生成し、それを読み込むことで、表示が高速になります。 

属性フィールドの編集 属性フィールドの型、データ長などが編集可能となりました。 

ラスタの自動ベクタ化 ラスタデータをコマンド1つでベクタデータに変換できます。 

ネットワークデータソース WMS、WFS、WCS、KML形式のネットワークデータ配信サービス（一部）に直接アクセスできるようになりました。 

断面図出力（グリッド解析） グリッド解析で生成した断面図が出力可能となりました。 

段階区分の主題図 

7種類の主題図 

GISデータ作りに特化した機能限定版 SuperMap Express 
マップ作成・閲覧フリーソフトウェア SuperMap Viewer 

関連製品 
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日本スーパーマップ株式会社 

〒105-0014東京都港区芝2丁目13番4号 住友不動産芝ビル4号館9F 

E-Mail marketing@supermap-japan.com  
TEL 03-5419-7912 FAX 03-5419-7910 

日本スーパーマップ株式会社 
http://supermap.jp/ 

組込み組込み組込みGISGISGIS開発キット開発キット開発キット 

eSuperMapeSuperMapeSuperMap 

イー スーパーマップ                 

中央アジアのカザフスタンでは、eSuperMapを使ったカーナビゲー

ションシステムを開発、実用化しています。データは、SuperMap 
Deskproで作成し管理しています。 

ハイスペック・ハイコストパフォーマンスGIS製品群 SuperMap2008 ファミリー 

 『限られたリソースで 大限に威力を発揮する』 － モバイルデバイスや組込みデバイスなど、低ハード

ウェアリソースの環境で、地図閲覧、検索、解析、編集などを行うGISアプリケーションの開発キットです。 

 地図表示・操作、検索、解析など、約1,800のAPI（Application Program Interface）を備えています。 

■eSuperMap 2008とは？ 

機能 機能説明 

マップの表示と閲覧 
マップ操作の基本機能に加え、表示を「元に戻す」や、注記の重なり 

の自動回避機能をサポート。 

主題図 
属性データを視覚化。 

個別値の主題図、段階区分の主題図、ラベル主題図をサポート。 

検索機能 属性検索、SQL検索、空間検索、結合検索をサポート。 

解析機能 適ルート解析、距離計測、面積計測、バッファ生成等。 

オブジェクト編集機能 

ポイント、ライン、ポリゴンの編集（新規追加、削除、移動、また、頂点 

の新規追加、削除、移動） 

テキストオブジェクトの編集（新規追加、削除、移動） 

ナビゲーションルート解析 
Uターンルート解析、進行方向が異なる場合の表示、走行中ルートと 

次のルートの取得機能をサポート。 

GPSとの連携 GPSプロトコル解析をサポート。リアルタイムでGPS情報取得可能。 

■eSuperMapの主な機能 

■eSuperMap 2008の特長 

低リソース環境でも高速実行 低ハードウェアリソースのモバイルデバイスなどでも高速で安定した実行。 

拡張可能なネットワーク解析 ネットワーク解析、 適ルート検索に加え、ユーザー定義でのルート解析機能を提供。 

GPSプロトコル解析 
NMEA0183、KODEN、モトローラのバイナリプロトコル解析機能を内蔵。 

その他のタイプやユーザー定義のGPSプロトコル解析機能を提供。 

モバイルデバイスでの使用に 

適したデータフォーマット 

モバイルデバイスでの使用に適した2種類のデータを使い分けます。 

いずれもSuperMap Deskproなどでデータを構築し、変換します。 

PM2形式：マップ表示、編集機能、検索機能などを提供。読み込み・書き出し速度を大

幅に向上するとともに、安定性も向上。 

PMR形式：読み込み専用で、ハードウェアリソースの占有量が少なく、高効率。 

屋外でのデータ収集 

走行速度、交通量、騒音等道路交通データの収集 

産業廃棄物不法投棄データの収集 

各種施設メンテナンスデータの収集 

被災状況など災害データの収集   等 

防災・避難システム 
緊急時現場急行システム（発生現場へのルート表示） 

災害情報通知・避難誘導システム   等 

観光ガイドシステム 観光スポット、観光ルートの検索システム   等 

カーナビ／マンナビ／コン

トロールシステム 

特殊車両のナビゲーション／コントロールシステム 

一般車両のナビゲーション／コントロールシステム 

マンナビゲーションシステム   等 

■eSuperMap 2008の適用分野 

eSuperMap 2008                 525,000円/ユーザー 

1年間E-Mailによる無償サポート付 

特約サポート、トレーニング、開発支援は有償で承っております。 

お気軽にお問い合せください。 

 

再頒布時にeSuperMapのランタイムを組み込む必要があります。 

ランタイムライセンス（再頒布ライセンス）   要問合せ 

eSuperMap 2008の推奨動作環境 
OS: Windows CE3.0 以上（Windows CE.NETを含む）、Windows Vista、

Windows XP、 Windows 2000、 Windows NT／CPU：Arm シリーズ、

MIPS シリーズ、X86 シリーズ、SH4/SH3／メモリ：16MB 以上／デバイス

タイプ：Palm-sizePC、PocketPC、HandheldPC/Pro、CarPC など 

標準価格 (税込 ) 

＊内容は、2008年6月現在のものです。 ＊記載された内容は予告なく変更することがあります。 
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日本スーパーマップ株式会社 

事例にみるこれだけ使える SuperMapGISSuperMapGISSuperMapGIS 

 財団法人日本地図センター

の公開サイト「地図インフォ」

に、WebGISプラットフォーム

SuperMap IS.NETが採用さ

れています。 

 地域情報（人口・地価など）、

周辺地域情報（役所・郵便

局・学校・大型小売店など）、

寄り駅情報、気象情報な

ど、各種データベースを統合し

て地図と連携したサイトで、電

子国土とも連携しています。 

 人口などの属性データを視

覚的に表現する主題図（段階

区分の主題図、統計グラフ主

題図など）の表示や、経路検

索などを、ブラウザから実行で

きます。 

 
http://info.jmc.or.jp/ 

 株式会社ターニングポイントが

開発した「Visual Conference 
Board」に、コンポーネントGIS開

発キットSuperMap Objectsが

採用されています。 
 Visual  Conference  Board
は、大型プラズマディスプレイと

GISを連携した災害情報システ

ムです。 

 紙地図に記入する感覚での容

易な地図入力、直感的な地図

操作、高速スクロールによる一

元的な情報集約など多くの機能

を備えており、通信ネットワーク

障害時にも業務継続が可能な

システムとなっています。 

あなたの「GIS」を力強く応援します 走れ!! SuperMap 

電子黒板にＧＩＳが連携！　手書き入力で直感的な入力操作！　

少操作による災害情報入力と直感的な手書き地図情報が連携！

情報の把握と的確な指示

迅速な情報入力と共有

被害・要請情報、措置情報を地図上の
位置を関連させ

被害状況の視認性を向上！

ホワイトボードで
対策会議に活用

ペン感覚の図形
での被害入力

あいまいな位置表現

地図上に
手書き感覚で情報伝達

災害情報を表示しなが
ら、対策会議に活用

計画時のレイヤ管理
履歴管理を実現

GISなので
地図の拡大縮小が

思いのまま

被害状況登録

選択方式による入力ミス軽減を実現！

分析時の集計作業が容易に！

必須入力項目を設け、繁忙時の

入力は必要 小限で入力可能に！

被害・要請情報一覧

操作パネルにて
各機能を集約

入力ミスを防ぐ
プルダウンメニュー

電子黒板にＧＩＳが連携！　手書き入力で直感的な入力操作！　

少操作による災害情報入力と直感的な手書き地図情報が連携！

情報の把握と的確な指示

迅速な情報入力と共有

被害・要請情報、措置情報を地図上の
位置を関連させ

被害状況の視認性を向上！

ホワイトボードで
対策会議に活用

ペン感覚の図形
での被害入力

あいまいな位置表現

地図上に
手書き感覚で情報伝達

災害情報を表示しなが
ら、対策会議に活用

計画時のレイヤ管理
履歴管理を実現

GISなので
地図の拡大縮小が

思いのまま

被害状況登録

選択方式による入力ミス軽減を実現！

分析時の集計作業が容易に！

必須入力項目を設け、繁忙時の

入力は必要 小限で入力可能に！

被害・要請情報一覧

操作パネルにて
各機能を集約

入力ミスを防ぐ
プルダウンメニュー
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日本スーパーマップ株式会社 

事例にみるこれだけ使える SuperMapGISSuperMapGISSuperMapGIS 

 基礎地盤コンサルタンツ株式会社が開

発した「Kiso-GIS」に、コンポーネントGIS
開発キットSuperMap Objectsが採用さ

れています。また、「Kiso-GIS.net」には

WebGIS開発キットSuperMap IS.NET
が採用されています。 

 管理型GISとして、空間情報（地物）管

理に対する十分な機能と拡張性（データ

入力、保存、管理、編集、属性検索、空間

検索、主題図作成、レイアウト、印刷など）

を持ち、動作も軽く、かつリーズナブルな

価格を実現しています。さらに空間情報

（地物）管理だけでなく、簡易的な文書情

報（ファイル）管理機能、外部ファイルリン

ク機能を有しています。 

 「Kiso-GIS」は、「地盤情報」「下水道施

設」「 液状化マップ 」「河川堤防」「道路防

災」「道路パトロール点検」「土砂災害危

険箇所 」「土砂災害警戒区域」「土砂新

法」「砂防設備」「地すべり」「橋梁」「港湾/
漁港/河川施設」「地籍」「洪水・土砂災害

ハザードマップ」など、多様なアプリケー

ション群を有しています。 

 
http://www.kiso.co.jp/tec/GIS/gis.htm 

 国土防災技術株式会社が、京都

府丹後広域振興局向けに開発した

「木製治山施設台帳システム」に、コ

ン ポ ー ネ ン ト GIS 開 発 キ ッ ト

SuperMap Objectsが採用されてい

ます。 

 施設台帳とGISを組み合わせたシ

ステムで、治山施設の登録、調査記

録の整理、施設の検索などを実行で

き、業務に活用されています。 

 平成19年度治山研究発表会で、

このシステムについての研究発表が

なされ、優秀賞を受賞しています。 

あなたの「GIS」を力強く応援します 走れ!! SuperMap 
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 住電通信エンジニアリング

株式会社が開発した光配線

管理システム [FACTS](Fiber 
And Cable Totall  Support 
System) に、コンポーネント

GIS 開発キット SuperMap 
Objects が採用されていま

す。 
 光 配 線 管 理 シ ス テ ム

[FACTS]は、光線路の管理に

GIS を用いることで、設計、管

理を地図上で分かりやすく実

現しています。 

日本スーパーマップ株式会社 

事例にみるこれだけ使える SuperMapGISSuperMapGISSuperMapGIS 

あなたの「GIS」を力強く応援します 走れ!! SuperMap 

株式会社マーケティングセン

ターのエリアマーケティング支援

情報システム「MC-MAP」に、コ

ンポーネントGIS開発キット

SuperMap Objectsが採用され

ています。 

統計データと自社データを

GIS上に展開し、エリアマーケ

ティングに必要な情報を即座に

提示できるシステムで、実勢商

圏、フリーハンド商圏、全既存店

商圏などさまざまな商圏描画機

能など、高度な機能を備えてい

ます。 

出店計画・立地評価などの

経営戦略支援、本社営業所な

どを含めた全社的な対応が可能

な営業戦略支援、販売網や顧

客への適切な対応をする顧客サ

ポート支援など、幅広い課題に

対するソリューションに活用され

ています。 
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日本スーパーマップ株式会社 

事例にみるこれだけ使える SuperMapGISSuperMapGISSuperMapGIS 

 日立建機株式会社が開発

した基幹Web情報システム

「Global  e-Service」に、

WebGIS 開 発 キ ッ ト

SuperMap IS.NETが採用さ

れています。 
 Global e-Serviceは、お客

様、ディーラ様向けのサポー

トサービスで、世界中に広が

る50万台を越える各種建設

機械の、稼動情報など多種

多様なデータを提供してい

ます。WebGISを通じて機械

の稼動位置と連動した機械

情報検索、軌跡管理、地域集

計などを実現しています。全

世界のデータをRDBMSで

一元管理しています。 

 国土交通省国土技術政策

総合研究所の「東京湾流域

流入負荷データ閲覧システム」

に、WebGIS 開 発 キ ッ ト

SuperMap IS.NETが採用さ

れています。 

 情報公開の一環として構築

されたもので、1920年代から

2000年代にかけてのデータに

ついて、年代別、地域別、環境

要因別に閲覧したい情報を、

インターネットを介してブラウザ

から選ぶと、主題図をリアルタ

イムに生成します。主題図の

区分方式、区分数、取得精

度、色分けまで指定できるの

が特徴的です。 

あなたの「GIS」を力強く応援します 走れ!! SuperMap 
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日本スーパーマップ株式会社 

事例にみるこれだけ使える SuperMapGISSuperMapGISSuperMapGIS 

 東京海上日動メディカル

サービス株式会社の「患者移

送システム」に、WebGIS開発

キットSuperMap IS 2.0が採

用されています。 

 旅行傷害保険加入者向け

のサポートデスクにおいて、患

者を移送可能な病院、民間

救急会社、救援者に代わって

手配するホテル等の情報を検

索・表示するためにブラウザの

みで操作できるものです。 

 SuperMap初期製品のもの

でありながら、全国データを管

理し快適操作を実現していま

す。 

あなたの「GIS」を力強く応援します 走れ!! SuperMap 

株式会社綜合技術コンサル

タントの研究成果『GISを用い

た洪水氾濫時避難行動解析

システムの開発』に、コンポーネ

ントGIS開発キットSuperMap 
Objectsが採用されています。 

1) 行政による避難計画の策

定、2) 住民の防災意識の啓発

での利用を目的として開発され

た避難シミュレーションシステム

で、ネットワーク解析と、ネット

ワークとメッシュ間のオーバー

レイ解析が多用されています。 

ネットワーク解析およびジオ

メトリ間の演算機能が充実した

GISエンジンとして、SuperMap
が活用されています。 

明田修・天野貴文・内田裕丈 

『GISを用いた洪水氾濫時避難行動

解析システムの開発』 

地理情報システム学会「GIS-理論と応

用」Vol.15, No.1, pp23-28 
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日本スーパーマップ株式会社 

事例にみるこれだけ使える SuperMapGISSuperMapGISSuperMapGIS 

 ジェイアール東日本コンサルタ

ンツ株式会社がＪＲ東日本向け

に開発した「電子線路平面図表

示装置」に、コンポーネントGIS開

発キットSuperMap Objectsが

採用されています。また、「鉄道

GIS」にはWebGIS開発キット

SuperMap IS 2003が採用され

ています。 

 ブラウザのみで、地図や航空写

真の回転、旗揚げ、地図編集な

どを実現し、ベクタデータからの

PDF直接生成などの特殊機能

も備えています。 

 データはいずれもRDBMSで管

理しており、他のシステムとの連

携も実現しています。 

 財団法人鉄道総合技術研究

所の「LRT 新設路線図描画プ

ログラム」に、コンポーネントGIS
開発キット SuperMap Objects
を採用しています。 

 地図上に新設路線を入力し

ながら高架橋や一般道路共

有、地下等の属性区分を登録

すると、概算の建設費が算出

されます。また、電停を登録す

ることにより電停間の所要時

間や距離を自動で求める事が

でき、路線単位のランカーブ描

画も 可能とし て います。さ ら

に、既設のバス路線を入力す

る事により新設路線との接続

シミュレーションを行うこともで

きます。これらの機能はプロ

ジェクトごとに管理できますの

で、複数路線の比較検討を効

果的に行うことができます。 

 

マルチメディアとの連携 
集計や帳票出力 

あなたの「GIS」を力強く応援します 走れ!! SuperMap 
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日本スーパーマップ株式会社 

事例にみるこれだけ使える SuperMapGISSuperMapGISSuperMapGIS 

 株式会社サンテックイン

ターナショナルが、京成電鉄

株式会社向けに開発した「鉄

道用地管理システム」に、コ

ンポーネントGIS開発キット 
SuperMap Objectsが採用さ

れています。  
 膨 大 な 鉄 道 用 地 情 報 を

RDBMSで一元管理し、C/S
型システムとして複数のユー

ザから地図情報と関連して

参照できるよう管理していま

す。ユーザ機能として境界位

置の入力から、境界情報の

登録、住所検索、駅名検索、

レイアウト印刷、回転印刷な

ど豊富な機能をひとつのソフ

トウェアで実現しています。 
  

 ジオテクノ株式会社が開発

した「鉄道図面ファイリング」

システムに、コンポーネント

GIS開発キット  SuperMap 
Objectsが採用されていま

す。  
 保管する紙図面が劣化す

る前にコンピュータに取込

み、半永久的にデータを保

存し管理することを目的とす

るシステムで、鉄道営業線

の略図から停車場平面図・

縦断図・線路平面図等の各

種図面を瞬時に表示するこ

とが出来ます。 線路平面

図や縦断図・用地図の様な

長狭物でもキロ程のみ登録

しておけば、位置検索して適

当な範囲を任意の縮尺で出

力できます。また、出力する

図面にコメントや簡単な図形

を入力する機能も備えてい

ます。 

あなたの「GIS」を力強く応援します 走れ!! SuperMap 
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 東電広告株式会社が開発

した「電柱広告掲出マップシ

ス テ ム」に、コ ン ポ ー ネ ン ト

GIS 開 発 キ ッ ト SuperMap 
Objects が 採 用 さ れ て い ま

す。 

 「電柱広告掲出マップシス

テム」は、電柱を媒体とする

広告の自社内営業支援ツー

ルです。TEPCO Digital Mapと

電柱位置座標をGISへ展開

し、お客様情報とリンクするこ

とにより、契約しているお客

様の利用状況、新たなお客

様に向けた空き媒体の提案

など、より効率的な営業展開

を図れるよう、活用されてい

ます。 

 株式会社オリスが、意識せ

ずに使えるGISへの試みとし

て開発した「地図ＤＥホイッ」

に、コンポーネントGIS 開発

キットSuperMap Objectsが

採用されています。 

 日本語メニュー、Excelとの

親和性など、使いやすく設計

されており、公共機関を中心

に導入が進んでいます。 
 導入された方々から、「マニュ

アルがなくても使えそうですよ。」

「画像表示いらいら待たないで

すね。」「EXCELみたいな情報

も 管 理 で き る ん で す か。」

「EXCELファイルもリンクでき

て便利そうです。」などの評価

をいただいています。 

日本スーパーマップ株式会社 

事例にみるこれだけ使える SuperMapGISSuperMapGISSuperMapGIS 

あなたの「GIS」を力強く応援します 走れ!! SuperMap 
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日本スーパーマップ株式会社 

事例にみるこれだけ使える SuperMapGISSuperMapGISSuperMapGIS 

 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーが

株式会社 JA-LP ガス情報センターに

提供した「顧客管理システム」に、コン

ポ ー ネ ン ト GIS 開 発 キ ッ ト

SuperMap Objects が採用されてい

ます。 

 顧客情報と住所データを、NTT-
ME GEOSPACEマップ上でマッチン

グさせることにより、顧客情報や機

器情報の検索、集計を行うほか、設

計、機器配置のシュミレーション、各

種図面や個別顧客管理表の作成・

印刷など、さまざまな顧客管理業務

に活用されています。 

あなたの「GIS」を力強く応援します 走れ!! SuperMap 

 

 

 

 株式会社総合計画機構の

「公園管理情報入力アプリケー

ション」に、コンポーネントGIS開

発キットSuperMap Objectsが

採用されています。 

SuperMapの本格的な作図

機能と、GUIによる作業などの記

録入力機能を融合したアプリ

ケーションで、公園などの施設・

運営業務の、基本的な情報入

力から出力までの一連の操作を

支援します。 

操作がわかりやすく初心者に

も簡単に入力できます。 

入力したデータは、位置情報

を含めてデータベース化されま

す。日報文書・地図等の印刷に

よる出力に加えてデータのエク

スポートも可能で、実務の分析

にも活用できます。 
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日本スーパーマップ株式会社 

事例にみるこれだけ使える SuperMapGISSuperMapGISSuperMapGIS 

 財団法人農林統計協会の

「2005年農林業センサス活用

支援システム」に、デスクトップ

GIS「SuperMap Express」の

OEM版が採用されています。 

1995年、2000年、2005年

のセンサスの結果を、2005年

2月1日現在の市町村単位、

所在県内の地域区分単位、

都道府県単位で組み込んでお

り、時系列で比較を行うことが

できます。また、2006年3月31
日現在の市町村単位、県内の

地域区分単位のデータも組み

込まれていますので、市町村合

併にも対応したものとなってい

ます。 

あなたの「GIS」を力強く応援します 走れ!! SuperMap 

 千葉県が開発した「三番瀬

自然環境データベース」に付

随 す る「三 番 瀬 自 然 環 境

デ ー タ ベ ー ス 用 地 図 形 式

ビューア」には、コンポーネン

トGIS 開発キットSuperMap 
Objects が採用されていま

す。 

 Microsoft Access で構築さ

れた三番瀬自然環境データ

ベースが出力する既往調査

結果データを地理情報として

取り込み主題図を作成しま

す。そして、それを地形図・海

岸線・行政界等の基盤データ

や、その他の調査結果・深浅

測量結果と重ね合わせて表

示できます。また、地図上に

描画した図形の面積や距離

を計測することもできます。 
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MEMO 
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http://supermap.jp/ 
marketing@supermap-japan.com 

東京 
東京都港区芝2-13-4 
住友不動産芝ビル4号館9F 
TEL 03-5419-7912 
FAX 03-5419-7910 

北京 
中国北京市海淀区学清路8号 
科技財富中心B座7層 
TEL +86-10-8273-6655 
FAX +86-10-8273-4630 

香港 
香港新界沙田 香港科学園 

科技大道西8号西翼2楼201室 
TEL +852-2891-9868 
FAX +852-2891-9863 

杭州 
中国杭州市文三路369号 
文三数碼大厦8楼808室 
TEL +86-571-8502-2578 
FAX +86-571-8502-2528 

 
Corporate Profile (2008年6月1日現在) 
(商 号)日本スーパーマップ株式会社        

       SuperMap Japan Co.,Ltd 
(代表者)代表取締役社長 林 秋 博 

(本 店)東京都港区芝二丁目13番4号 

(設立日)2000年7月25日 

(資本金)151,500,000円  

(主要取引銀行)三菱東京UFJ銀行恵比寿支社、三井住

友銀行三田通支店、みずほ銀行浜松町支店、商工中金

東京支店 

（主要加盟団体)東京商工会議所、社団法人コンピュータ

ソフトウェア協会、地理情報システム学会、財団法人日

本測量調査技術協会、次世代安心・安全ICTフォーラ

ム、G-XML実用化連絡会 
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あなたの「GIS」を力強く応援します 走れ!! SuperMap 


