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SuperMap GIS 10i 製品シリーズ 
SuperMap GIS 10iは、最新のIT技術を融合したSuperMap GISのキーテクノロジーである、「クロスプ
ラットフォームGIS技術」、「クラウドネイティブ GIS技術」、「新世代 3次元 GIS技術」、「ビッグデータ GIS技
術」、そして「人工知能 GIS技術」を結集させた製品シリーズです。  

SuperMap GIS 10i 製品シリーズは、クラウドGISサーバー製品群・エッジGISサーバー、エンドユーザ―
向けのPC・ブラウザ・モバイルアプリケーション・開発キット製品群から構成され、多様化したニーズに対
応した「多機能・高性能・なっとく価格」の製品群を提供します。すべての製品に同じコア、同じデータ形式
を提供し、個々の製品の単独利用はもちろん、製品間や他社製品・サービスとのシームレスな連携を通じ
て、お客様が直面する様々な課題解決と業務効率・労働生産性の向上に寄与するソリューションを提供
します。 

サーバー製品群…GISアプリケーションサーバーの開発キット［iServer］とポータルサーバー製品［iPortal］、エッジサー
バー製品［iEdge］、総合運用・維持管理製品［iManager］があります。DockerやLinux、Windowsなどに対応しています。 

エンドポイント製品群（PC向け）…インストールしてすぐに利用できるデスクトップアプケーション［iDesktop］とGISアプリ
ケーション開発キット［iObjects］があります。WindowsやLinuxに対応しています。単独利用やサーバー製品との連携も可
能です。 

エンドポイント製品群(ブラウザ向け)…WebAPP構築用製品［iClient］（無償提供、オープンソース）があります。PCやスマ
ホ・タブレットのブラウザに対応しています。サーバー製品と連携して使用します。 

エンドポイント製品群(モバイル向け)…スマホ・タブレット端末向けのアプリケーション[iTablet]とアプリケーション開発
キット［iMobile］があります。 Andoroid用、iOS用があります。単独利用やサーバー製品との連携も可能です。 

SuperMap GIS 10i 製品シリーズ 



SuperMap GISは、20年にわたり ICTならびに社会経済の
発展とともにそのテクノロジーをたゆまず継続的に発展させ
続けています。テクノロジーの淘汰と進化を経て、クロスプ
ラットフォームGISおよびクラウドネイティブ GISを基盤技術
として、新世代 3次元 GIS、ビッグデータ GIS、そして人工知
能 GISといった 5つ のキーテクノロジーを最新製品の
SuperMap GIS 10iに結集させました。 
 
 
 
 

クロスプラットフォームGIS 
SuperMap GISは、Windows・LINUX・UNIX、Android・iOSなど
多 様 なOSで 効 率 的 に 動 作 し、x86・ARM・MIPS・Alpha・IBM 
Power・Itaniumなど、複数のCPUをサポートする、スタンダー
ドC++ベースの高性能クロスプラットフォーム技術体系を形成
しています。 

共通のGISコアに基づき各種プラットフォームに対応する製品
をプロデュースしており、異なるデバイス、プラットフォームにお
いてもデータと機能は共通です。 

PC向けGISアプリケーションから、スマホ・タブレット端末向けア
プリ、サーバー配信によるクラウドGISの構築まで、GIS運用状況
に応じて柔軟に拡張し、新たなニーズにお応えします。 

 
クラウドネイティブGIS 

クラウドネイティブGISは、クラウド環境向けに設計および最適化したGIS関連のテクノロジーです。効率性、柔軟性、安定
性を備えたクラウドGISの構築を強力にサポートします。 

SuperMapクラウドネイティブGISは、従来のGIS単一アプリケーションを独立させデプロイ可能な複数のマイクロサービス
に分割し、より粒度の細かな弾性スケーリングとGISの柔軟なデプロイを可能にしています。仮想マシンの代わりにコンテナ
にマイクロサービスをデプロイし、リソースの占有を削減し迅速な拡張性を発揮します。 

GISコンテナの自動オーケストレーション技術により、動的なリソーススケジューリングが実現されるため、マルチクラウド
環境の違いを影響させずに、維持管理とリプレイスのコストの削減を可能にします。 

クラウドネイティブを適用することで、よりスケーラブルで柔軟なクラウドGISの構築を可能にするとともに、GISシステム開
発者は顧客からのニーズの実現に注力することができます。 

SuperMap GIS 10i キーテクノロジー 

SuperMap GIS 10i キーテクノロジー 

SuperMap GIS 10i 各製品の対応OS 
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新世代3次元GIS 
SuperMapGISは、2D/3D一体化技術の枠組みのもと、3D写真測量・BIM・点群などの3次元技術を融合し、WebGL・VR/
AR・3Dプリンタなどの新しいIT技術を統合して、新世代３次元GIS技術体系を形成しています。広域大容量、マルチデータ
（各種3Dモデルの取り込みに対応）、Anyデバイス(PC/Web/モバイル端末に対応)の特長をもち、3次元GISの高度利用を
推し進めています。2D/3D一体化技術はモデリング、シーン構築、空間解析とソフトウェア形態の一体化を実現し快適な表
示パフォーマンスを実現します。SuperMapは３次元GISデータ規格の一つとして、OSGBと3D-Tiles(Cesium)の長所を取
り入れたSpatial 3D Model(S3M)を提唱し、B/S構造下の大容量３次元データの表示と解析の二大課題を解決してい
ます。2D/3D・地上/地下・屋内/屋外・マクロ/ミクロの一体化を実現するGISの未来を見据えた技術の一つです。 

 

ビッグデータGIS技術 
SuperMap GISは空間ビッグデータの各プロセスで技術イノベーションを進めています。  

クラウドGIS製品のSuperMap iServerではリアルタイムデータ処理のWebサービスを実現します。Spark Streaming技術
に基づくフローデータ処理サービスを実装することで、収集したビッグデータをストリーム処理して刻々と変化する地理空
間上の状況をマップに可視化します。2D/3Dグラフ、密度グラフ、ODグラフ、ヒートマップなどの可視化手法により、ビッグ
データから得られる情報を有効に共有することができます。同一ウィンドウで50万クラスの目標物をレンダリングしたリア
ルタイム追跡など、大容量データの表示パフォーマンスも確保しています。  

 

人工知能GIS技術 
人工知能(AI)技術をGISに適用して、空間データ生成・
マッピング、空間解析の一層の効率化、及び新たな知
見の獲得につながる空間情報の可視化に対応すべく、
SuperMapは、AIとGISと 融 合 さ せ た 技 術 体 系
「SuperMap AI GIS」を打ち立てました。  

SuperMap GIS 10i の最新のキー・テクノロジーである
SuperMapAI GIS は、「GeoAI」、「AI for GIS」、「GIS for 
AI」の3つの概念に分けて機能を提供しています。 

 

Geo-Intelligence Solution  
GISは空間可視化から、ジオデシジョン(意思決定に科
学 的 な 根 拠 を 提 供 す る2D/3D空 間 解 析・デ ー タ 分
析)、ジオデザイン(都市設計など)、ジオコントロール
(スマートシティ、スマート交通、インフラライフサイク
ル管理など)といった複雑さを増す高度利用へと進ん
でいます。 

日本スーパーマップは、SuperMapの５つのキーテクノ
ロジーをベースに、人・自然・社会経済との調和がとれ
た新GIS(Geo-Intelligence Solution)を目指して皆様
とともにイノベーションを進めていきます。  

SuperMap GIS 10i キーテクノロジー 

Geo-Intelligenceピラミッド 

各製品の人工知能GIS対応モジュール 



■SuperMap iEdge 

クラウドGISサーバー(SuperMap iServer)とクライアント端末の間に設置するエッジ
GISサーバーを構築するための開発キットです。  

エッジGISテクノロジーの利点を最大限に取り入れ、フロントプロキシ、サービスアグ
リゲーション、コンテンツ配信、解析などの各種エッジGIS機能を提供し、より強力で
高い信頼性のクラウドGISアプリケーションの構築を支援します。  

エッジGISサーバーはクライアント端末またはソースデータの近くに設置することで、
クライアントへのレスポンス遅延と帯域幅消費を削減。 

クラウドGISサーバーへの負荷を軽減します。プロキシサービス・アグリゲーションと
キャッシュアクセラレーション技術により、クライアント端末でのアクセス性能を効果
的に改善し、ユーザー・エクスペリエンスを高めます。  

サーバー向け製品 
■SuperMap iServer 

マップ配信・GIS処理Webサービスを提供するクラウドGISを構築するための開発キットです。 

高性能クロスプラットフォームGISコアをベースとして、サービス指向アーキテクチャ(SOA)に基づいたGISアプリケーション・システムをパブリック、プライ
ベート、オンプレミスなどの各種環境に構築することができます。クラウドネイティブ・アーキテクチャに基づき、マイクロサービス・フレームワーク、コンテ
ナ化技術の採用により、小粒度でリソース占有を抑えた高効率で細かなGISサービスをデプロイします。 

SuperMapで作成したマップの配信はもちろん、最新技術を取り入れた3DGIS、空間ビッグデータ解析、AI機械学習のサービス配信を含む、各種サービ
スを統合して柔軟でスケーラビリティあるクラウドGISアプリケーションサーバーを構築することができます。製品パッケージはシステム規模と要求に応じ
たエディションを用意しており、必要な機能は拡張モジュールとして追加することができます。 

iServerの関連製品として、Webクライアント開発キット「iClient」、ポータルサイト構築の「iPortal」、エッジサーバー構築の「iEdge」、維持管理センター
構築の「iManager」があります。 

【主な特長】 

●3DGIS  

BIM/CIMモデル、点群、写真測量モデル等、地理座標系をもつマルチな3Dデータを統合して一つのシーンとして配信します。 

SuperMapが提唱したオープンな「S3M」データ形式により、広域または精細な大容量データの配信を可能とします。WebGLによりクライアントはノンプ
ラグインのWebブラウザのみでインタラクティブな閲覧操作が可能です。  

●空間ビッグデータの分散型解析  

Apache Spark、Hadoop YARN等の分散型コンピューティング・フレームワークに接続してGISを分散処理できます。 

HDFSの分散ファイルシステム中のデータを含む大容量データの分散処理、空間解析を実現します。  

●ストリーミング処理  

Spark Streaming 分散リアルタイム・コンピューティングフレームワークに基づき、リアルタイムでデータをフィルタリング、処理を行い逐次変化する地
物情報をマップ上に可視化、Web配信を実現します。 

●機械学習/深層学習 

Pythonライブラリを使用して機械学習等の長周期データの処理解析サービスを提供します。デスクトップアプリケーションでトレーニングを実行して生
成した短周期モデルを使用して、Webサービスで推論・予測結果をレスポンスします。機械学習のクラスタ分析、分類分析、回帰分析、深層学習の二項
分類、多項分類、物体検出、シーン分類等のサービスを提供します。 

 

データ統合＆管理 

ビッグデータ解析 

ストリームデータインポート・ 
分析・エクスポート 



■SuperMap iManager 

クラウドGISの維持管理センターとして、ネットワーク上の複数のノードで構成される大規模クラウドGISに対して、アプリケーションサービス管理、基礎デバイ
ス管理、大容量データの運用状況を一元的に監視して維持管理する機能を備えた製品です。GUI構成による簡単な操作で、大規模なクラウドGISを効率的
に維持管理し、運用の最適化をサポートします。 

コンテナ技術をベースとしたDockerソリューションを提供し、「ワンクリック」による大規模なGISサイト構築をサポートします。複数のGISデータノード、GIS
サービスノード、任意のWebサイトの監視、ハードウェアリソースの占有状況、マップアクセスのホットスポット、ノード状況の確認等、GISシステムを一体化し
た維持運用を可能にします。 

Dockerコンテナ群を統合管理するオープンソースソフトウェアKubernetesを適用したfor Kubernetes製品パッケージも提供しています。 

サポート機能に応じて製品エディションを用意しています。 

【主な特長】 

●モニタリング 

CPU・メモリのハードウェア占有状況、サービスの接続状況、アクセス状況（現在と履
歴）、アクティブセッション数、ホットスポット地域・データ状況を 

モニタリング。 

●ログ取得 

UI操作により各GISノードで生成したログを収集、確認。 

●アラート 

スマートアラートにより即時把握。多様な規則設定、ポップアップアラート、トポロジ図ア
ラート、メールアラート等の方法で管理者に障害情報を通知。 

●ロードバランシング 

インタラクティブな操作で簡単にロードバランシング設定が可能。物理的なロードバラ
ンサ―を持たないため単一障害点失効の問題も回避。 

■SuperMap iPortal 

GISリソースの統合、検索、共有、管理の機能を統合したクラウドGISポータ
ルプラットフォーム製品です。 

コーディングが不要な「ゼロコード」によるビジュアルインターフェースのカ
スタマイズ、マルチソースの異種サービス登録、システム監視ダッシュ
ボード機能を備えています。 主題図作成、3D可視化、分散型空間解析、
大画面作成・表示などを実行する豊富なWebサイドアプリケーションを提
供します。 

クラウド側の統合GISプラットフォームのユーザーセンター、リソースセン
ター、アプリケーションセンターとして、GISクラウドポータルサイトを簡便
に構築することができます。 

ポータルの規模に応じた製品エディションとデータ洞察の拡張モジュール
のオプションを用意しています。 

Data Insight WebAPP システム監視ダッシュボード 

サーバー向け製品 



■SuperMap iClient for Javascript 

SuperMapで構築するクラウドGISのクライアントサイドのWebGISアプリ開発キットです。Leaflet、OpenLayers、Mapbox等の各種マップライブラリ、D3、
Deckgl、ECharts等のビジュアライゼーションライブラリを集成し、JavaScriptによるWebGISアプリの構築をサポートし、マップ表示、GIS解析、主題図作
成、ビッグデータ可視化、Widget追加などリッチなクライアントが実現できます。オープンソースとして、SuperMapサーバー製品(iServer)に同梱するほ
か、GitHUBでも公開しています。 

ブラウザ向け製品 

■SuperMap iClient3D for WebGL 

クラウドGISの3Dコンテンツ向けクライアントサイドのWeb-3DGIS
アプリ開発キットです。 

ノンプラグインのWebブラウザ（WebGL対応）での3DGISアプリを
実装できます。BIM/CIMモデル、3D写真測量モデル、点群モデル、
DEMデータによる地形起伏等の3Dデータを快適なレスポンスで閲
覧、3Dモデルの属性確認・検索、主題図作成、3D解析等のインタラ
クティブな操作をサポートします。オープンソースとして、SuperMap
サーバー製品(iServer)に同梱するほか、GitHUBでも公開していま
す。 

 

【主な特長】 

●3D写真測量モデル(SfM)、BIM、レーザー点群など、 

広域・大容量・マルチソースなデータをサポート。 

●空間計測、見通し解析、可視域解析、日照解析、スカイライン解析、断面
解析などの3D空間解析機能を提供。 

●オンライン配信の3Dシンボルを3Dシーンに追加可能。 

●リアルタイムデータの効率的な描画と動的表示をサポート。 

●動的マーキングをサポートし、レイヤ上でのアニメーション作成をサポー
ト。 

●便利で使いやすいAPIを提供。 

 

【主な特長】 

●SuperMapiServerを介してプロフェッショナルなGIS機能を提供します。
マップ、データ、分析、リアルタイムデータなどのサービスにアクセス可能。 

●Elasticsearchをサポートし、Elasticsearchに格納されている空間ビッグ
データを取得、分析可能。 

●主題図やダイアグラムなどの多様な空間可視化をサポートし、EChartsや
MapVなどの優れたビジュアライゼーション・ライブラリーも組み込まれてい
ます。 

●SuperMapベクタタイル以外に、MapboxVectorTile（MVT）のオープン仕
様をサポート。 



PC向け製品 

■SuperMap iObjects 

PC向けGISアプリケーション開発のための開発キット(SDK)です。 

開発したアプリケーションは再頒布してランタイムライセンスで動作します。標準機能を提供するコア（必須）以外に、必要な機能に応じて、データベー
ス、空間解析、ネットワーク解析、レイアウト、シーン(3D)、3D空間解析、ジオデザイン等の各種コンポーネントを採用して、クラスライブラリが提供する
API（GIS機能）を使ってコーディングすることで、地図やGISに不慣れな開発者も容易にGISシステム構築が実現できます。小規模な地理空間データ処
理ツール、スタンドアロンシステム、C／Sシステム等の構築などスケールを問わないGISシステム構築をサポートします。 

開発したアプリケーションを実行するOSと異なる開発環境に対応したパッケージ「.NET」、「Java」、「C++」を用意しています。 

さらに、空間ビッグデータに対して、Apache SparkフレームワークやHadoop HDFS分散ファイルシステムと連携して分散処理、解析を実現する
「SuperMap iObjects for Spark」、AI（機械学習、深層学習）ライブラリにより各種処理、分析をPythonコーディングで実現する「SuperMap iObjects 
for Python」のコンポーネント製品を追加して、高度なGISアプリケーション開発をサポートします。 

 

■SuperMap iDesktopX  (iDesktop) 

クロスプラットフォームとしてWindows版とLinux版を提供する、フル機能搭載デスクトップGISアプリケーションです。Java言語開発のプラグインで構
成しており、Windowsに限定されていたデスクトップアプリケーションの実行環境をLinuxでも可能としています。 

基本的なマッピング機能から各種空間解析機能、3DGIS機能に加え、AI(人工知能)、分散処理技術Sparkのテクノロジーと結合して、機械学習、ARマッ
プ、AIマッピング、ダッシュボード、フローデータ、ビッグデータ分散管理、可視化モデリング、Pythonコーディング等の新機能をサポートします。 

JavaまたはPython言語で拡張開発することで、SuperMap iDesktopXをベースとしたGISアプリケーションの機能拡張、カスタマイズが可能です。 

サポートする機能範囲により4つのエディション(ベーシック、スタンダード、プロフェッショナル、アドバンス）から選択し、必要な機能の拡張プラグインラ
イセンスをオプション追加していただけます。 

Windows版のみを提供する、iDesktop 10iもリリースしています。（iDesktopXとiDesktopではサポートする機能が一部異なります。詳細は日本スーパー
マップのホームページをご参照ください。） 

 

●リアルタイムで更新される複数の情報を適切に可視化 

●Pythonスクリプトをコーディングすることでユーザー定義のPythonツールの作成が可能 

●都市レベルの広範囲な3Dモデル構築によるスマートシティのプラットフォーム、大規模・複数プロジェクト3Dデータの一元的な維持管理をサポートし
ます。 

ベクタポリゴンの主題図とダイアグラム作成  ユーザー定義Pythonツール作成画面  

ダッシュボード 3Dモデルの表示（ゼンリン・3D都市モデル）  



■SuperMap iTablet 

新たにリリースしたSuperMap iTabletは、開発キットのSuperMap iMobileに基づき開発したフル機能搭載のモバイルGISアプリで、Android版、iOS版
を提供しています。 

タッチパネル上での指によるマップ操作、主題図作成、AIマッピング（自動配色）、フィールドデータの収集、空間データ解析（ルート解析/バッファ/オー
バーレイ/補間/ボロノイ図/密度等）、3Dデータの可視化（地形/3D写真測量モデル/BIM・CIM）と計測、アニメシンボル等のデスクトップGISアプリケー
ションと比べて遜色ない機能を利用することができます。さらに、モバイルならではの機能として、屋内と屋外のシームレスなナビゲーション、ARマップ機
能（各種情報の画面への投影、物体検出/分類、計測）をサポートしています。 

モバイル向け製品 

直感的でカテゴリー別に分けられたUIマップの基本
的な動作が可視化 

マップツールは現在17種あり、距離や面積、角度の計測
が可能。ポイント・ライン・ポリゴンデータの作成、編集や
表示方法の変更もサポート 

基本的なマッピング機能だけでな
く、物 体 検 出 機 能 を 備 え たARマ ッ
プ。ポイントした箇所に動画や写真
を追加可能 

レイヤーや属性の編集管理が1画
面上で見やすく、オンラインベース
マップの表示の切り替えも可能 



■SuperMap iMobile for Android/iOS 

スマホ・タブレット（Android／iOS）のモバイル向けのネイティブGISアプリ開発キットです。 

マップデータの閲覧・収集・編集操作、主題図作成、集計図、ヒートマップ等のインタラクティブな可視化。各種3Dモデルデータの閲覧操作。ARマップ機
能を提供し、モバイルデバイスのカメラによる映像・画像からフィールド上の地物の分類・検測・統計、カメラ画面へのテキストやPOIの合成表示、スマー
トデータ採集・計測、屋内ポジショニング・ナビ等の機能等を実装できます。現場やフィールドで、リアルなGISをモバイルデバイス上で運用できます。 

Android OSとiOS向けのパッケージを用意しています。開発したGISアプリはモバイルデバイス毎に発行するランタイムライセンスで実行します。 

【主な機能】 

●データ取得・編集：図形描画・編集操作、移動軌跡による自動トレース、音声・画像・映像等からの取得。 

●データ管理:ローカルにベクタ／ラスタデータを保持。Mapboxベクタタイル(MVT)のロードでオンライン、オフラインマップをサポート。 

BIM、写真測量モデル、地形等の3Dデータを管理。 

●マップ可視化と操作:面積図・ローズグラフ等の20数種の統計グラフ、凡例自動作成、画像からのスタイル設定、ヒートマップ・集計図等による 

可視化効果を提供。 

●アニメシンボルにより状況把握と作戦計画を動的に可視化。 

●フィンガー・ジェスチャー認識による操作機能をサポート。 

●ARマップ：モバイルデバイスのカメラで捉えた設備を自動で分類、検測、統計。映像中の目標物をトラッキング、軌跡取得、数量統計。カメラ画面中へ
のテキスト、画像、動画、マップ、シーン、POI、屋内ナビ実行時のガイダンスの合成表示。 

●空間解析：バッファ解析、オーバーレイ解析、ルート解析、地形データに対する傾斜解析、サーフェ
ス面積・体積計測等。 

●クラウドサイドとの連携:ベースマップとしてWMS、WFS、WMTS、SuperMap REST等オンライン
マップサービスに接続。SuperMap iServerの分散型解析サービス、リアルタイムフローサービスに
よる可視化。 

●モバイル3D：HTC Vive Focus VRデバイスをサポート。 

3D屋内ナビゲーション 2D屋内ナビゲーショ

株式会社ゼンリン3D都市モデル 

オンライン3D写真測量モデル 

サーバー連携分散型分析 

ARでモデルデータの合成表示／屋内ナビのガイド 

モバイル向け製品 



SuperMapGIS開発事例 



記載の内容は2020年４月現在のものです。予告なく変更になることがあります。 

https://supermap.jp 
E-Mail:sales@supermap.jp 
〒105-0014東京都港区芝2-27-8VORT芝公園3F TEL:03-5419-7912 

 
日本スーパーマップ株式会社 

20年の歳月とともに、日々顕著な進歩を遂げてきた ICTならびに社会経済。それらの原動力をもってSuperMap GISテクノロジーも
たえずに進化してきました。淘汰と進化を繰り返して今日の最新製品SuperMapGIS 10i製品シリーズをリリースしました。 

SuperMap GIS 10i、ここが進化した！！ 

ここが進化した!! 

■ホットスポット、クラスタ分析 
■アドレス要素のインテリジェントな識別 
■ビルの底面抽出、動画・画像ターゲットの検出 
■マップスタイルの移行を伴うAI地図作成 

■HBase分散型空間データエンジンの追加 
■PostGIS空間データエンジンの追加 
■高性能分散型動的レンダリング技術（タイル不
要な可視化技術）の追加 
■全製品でベクタ型タイルをサポート 
■類似位置のスクリーニング、近似要素の集約、異
常検出など分散型空間解析機能の追加 
■ラスタデータ分散型格納と解析 
■HadoopYARNクラスターに基づくリソース管理 

新世代3D 

■全ての3D機能においてLinuxをサポート 
■不規則四面体メッシュ(TIM)およびボクセルグ
リッド(VoxelGrid)のサポート 
■3Dジオデザインによる都市デザインルール構築
のサポート 
■Civil3D、IFCなどBIMデータフォーマットのサポー
トの追加 
■全ての3D機能をWebGLを利用したノンプラグイ
ンで実現 

ビッグデータ 人工知能 

■クラウドネイティブアーキテクチャのサポート 
■Kubernetesコンテナ配置のサポート 
■統合ユーザセンターの追加 
■エッジ計算のサポート 

クラウド 

■マップダッシュボード（MapDashboard）のウェ
ブアプリケーションの追加 
■SuperMapiTabletモバイルAppの追加 
■Pythonのサポート 
■デ スク トッ プGIS環 境 を す べ て ク ロ ス プ ラ ッ ト
フォームにグレードアップ 

クライアント 


