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はじめに 

本ガイドでは、エンタープライズ ジオデータベースの作成、ArcSDE 10.2 for SQL Server の新規インス

トールおよび動作確認の手順を解説します。 

[注意] 

本ガイドは、データベースサーバへの SQL Server 2012 および ArcSDE のセットアップ、クライアン

トの ArcGIS for Desktop からエンタープライズ ジオデータベースを使用するために必要な作業を分か

りやすく示すことを目的として最低限の手順・設定のみを記載しており、運用環境におけるセットアップ

を前提としておりません。運用環境を構築する際には ArcSDE のインストールガイドおよび ArcGIS ヘ

ルプの「ジオデータベースの管理」以下の使用する DBMS の章を参照して下さい。また、ESRI ジャパン

では使用する DBMS 自体のサポートは行っておりませんので、使用する DBMS の各種ドキュメントをご

参照頂き作業を行って下さい。 

 

本ガイドで解説されている環境は以下の通りです。 

オペレーティング  システム 

(DBMS サーバ) 
Windows Server 2008 R2 Enterprise Service Pack 1 (64-bit) 

オペレーティング  システム 

(ArcGIS クライアント) 
Windows 7 Professional Service Pack 1 (64-bit) 

DBMS Microsoft SQL Server 2012 Enterprise (64-bit) 

ArcSDE ArcSDE 10.2 for SQL Server 

ArcGIS クライアント ArcGIS 10.2 for Desktop Standard 

※ 最新の ArcSDE の動作環境については下記を参照してください。 

 ESRI ジャパン ArcGIS for Server 製品ページ：データベース（ArcSDE）動作環境 

http://www.esrij.com/products/arcgis/server/arcgis-for-server/environments/arcsde10_2/ 

 

 

http://www.esrij.com/products/arcgis/server/arcgis-for-server/environments/arcsde10_2/
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ArcSDE for SQL Server のインストールの概要 

エンタープライズ ジオデータベースをセットアップするには、まず DBMS のセットアップを行い、その

後 エンタープライズ ジオデータベースを作成します。本インストール ガイドでは、ArcGIS for Desktop 

を使用して エンタープライズ ジオデータベースを作成します。 
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1. DBMS のセットアップ 

2. DBMS クライアントの設定 

3. ArcGIS for Desktop から DBMS に接続するために、DBMS クライアントの設定を行います。 

4. ArcGIS クライアントへのサービス パック / パッチの適用 

5. ArcGIS for Desktop に最新のサービス パックまたはパッチを適用します。適用しない場合は、

この手順を省略できます。 

6. エンタープライズ ジオデータベースの作成 

7. ArcGIS for Desktop の [エンタープライズ ジオデータベースの作成] ジオプロセシング ツー

ルを使用して、エンタープライズ ジオデータベースを構築します。 

8. ArcSDE アプリケーション サーバのインストール 

9. ArcSDE サービスのセットアップに必要なファイルおよび ArcSDE コマンドをインストール

します（エンタープライズ ジオデータベースにアプリケーション サーバ接続を行わない場合

および ArcSDE コマンドを使用しない場合は、この項目と以降の項目の設定は不要です）。 

10. ArcSDE アプリケーション サーバへのサービス パック / パッチの適用 

11. ArcSDE アプリケーション サーバにサービスパックまたはパッチを適用します。適用しない場

合はこの手順を省略できます。 

12. ArcSDE サービスの作成 

13. ArcSDE コマンドを使用して ArcSDE サービスを作成します。 

 



ArcSDE for SQL Server 簡易インストール ガイド 

4 

 

SQL Server 2012 のセットアップ 

以下では SQL Server のセットアップ手順を説明します。 

SQL Server ソフトウェアのインストール 

ArcSDE 10.2 for SQL Server をインストールする前に SQL Server ソフトウェアがインストールされ 

SQL Server インスタンスが構成されている必要があります。以下の手順で SQL Server をインストール

し SQL Server インスタンスを構成します。 

 

【注意】 

SQL Server 2012 をインストールする前に、必ず下記の Microsoft のページを参照し、要件を満たしていることを

ご確認ください。 

 SQL Server 2012 のインストールに必要なハードウェアおよびソフトウェア 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506.aspx 

 

1. SQL Server のインストール・ディスクを挿入し管理者権限でインストールを開始します。SQL 

Server インストール センターが起動したら [インストール] をクリックします。 

 

2. SQL Server インストール センターの右側のパネルにインストールのオプションが表示されま

す。[SQL Server の新規スタンドアロン インストールを実行するか、既存のインストールに機

能を追加します] をクリックします。 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms143506.aspx
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3. [セットアップ サポート ルール] 画面が表示されます。セットアップ サポート ルールのチェ

ックが実行されます。問題が無ければ [OK] をクリックします。失敗した場合には [詳細の表

示] をクリックし、内容を確認し問題を修正して下さい。 

 

4. [プロダクト キー] 画面が表示されます。SQL Server 2012 のプロダクト キーを入力し、[次

へ (N)] ボタンをクリックします。 
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5. [ライセンス条項] 画面が表示されます。内容を確認し、同意する場合には [ライセンス条項に

同意する。(A)] をチェックし [次へ (N) >] ボタンをクリックします。 

 

6. [製品の更新プログラム] 画面が表示されます。ここでは [SQL Server 製品の更新プログラム

を含める(I)] のチェックを入れたまま [次へ(N) >] ボタンをクリックします。 
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7. [セットアップ ファイルのインストール] 画面が表示されます。自動的にインストールが行われ、

完了後に次の画面へ遷移します。 

 

8. [セットアップ サポート ルール] 画面が表示されます。セットアップ サポート ルールのチェ

ックが実行され、完了後に次の画面へ遷移します。 
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9. 実行結果の中に「失敗」または「警告」が存在した場合は詳細が表示されます。デフォルトの

構成では、Windows ファイアウォールは SQL Server への接続を許可していないため、警告

が返されます。ファイアウォールの設定は後で変更することが可能なため、ここでは [次へ] ボ

タンをクリックします。 

 

10. [セットアップ ロール] 画面が表示されます。[SQL Server 機能のインストール (S)] を選択

して [次へ (N)] ボタンをクリックします。 
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11. [機能の選択] 画面が表示されます。インストールする SQL Server の機能のチェックボックス

にチェックをして [次へ (N)] ボタンをクリックします。 

 

以下は SQL Server データベースを ArcSDE ジオデータベースとしてのみ使用する場合の最小

の機能です。 

 データベース エンジン サービス 

 検索のためのフルテキスト抽出とセマンティック抽出 

 クライアント ツール接続 

 管理ツール - 基本※ 

 管理ツール - 完全※ 

※ 「管理ツール」のインストールは必須ではありませんが、データベースの管理を行う際に有

用なためインストールする事を推奨します。 

【重要】 

ArcSDE 10.2 for SQL Server を正しくセットアップするには、[検索のためのフルテキスト抽

出とセマンティック抽出機能] を必ず追加してください。 
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12. [インストール ルール] 画面が表示されます。チェック結果を確認し、問題がある場合は解決し

ます。[次へ (N)] ボタンをクリックします。 

 

13. [インスタンスの構成] 画面が表示されます。名前付きインスタンスを使用するなど、必要に応

じて、設定を変更してください。以下ではデフォルトの設定を使用しています。[次へ (N)] ボ

タンをクリックします。 
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14. [必要なディスク領域] 画面が表示されます。インストールに必要なディスク容量が表示されま

す。内容を確認し、[次へ (N)] ボタンをクリックします。 

 

15. [サーバーの構成] 画面が表示されます。ここではデフォルトのアカウント設定を使用します。

[次へ (N)] ボタンをクリックします。 
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16. [データベース エンジンの構成] 画面が表示されます。ここでは SQL Server の [認証モード] 

で「混合モード(M)(SQL Server 認証と Windows 認証)」を選択し、ビルトイン SQL Server 

システム管理者アカウント (sa) のパスワードを指定します（認証モードはセットアップ後に

変更することが可能です）。 

[現在のユーザーの追加] ボタンをクリックし、現在ログインしているユーザーを SQL Server 

インスタンスの管理者として追加します。 [次へ (N)] ボタンをクリックします。 

 

17. [エラーレポート] 画面が表示されます。ここではデフォルトのまま [次へ (N)] ボタンをクリ

ックします。 
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18. [インストール構成ルール] 画面が表示されます。状態を確認し問題がある場合は解決します。

問題が無ければ [次へ (N)] ボタンをクリックします。 

 

19. [インストールの準備完了] 画面が表示されます。インストール設定のサマリが表示されます。

内容を確認し問題がなければ [インストール (I)] ボタンをクリックします。 
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20. SQL Server ソフトウェアのインストールが開始されます。 

 

※ [コンピュータの再起動が必要です] ポップアップ画面が表示された場合、内容を確認し

て [OK] ボタンを押します。ボタンを押してもコンピュータは再起動しませんので、運用

上可能でかつ適切なタイミングで、再起動を必ず実施します。 
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21. [完了] 画面が表示されます。セットアップが正常に完了したことを確認し、[閉じる] ボタンを

クリックしてインストールを終了します。 
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SQL Server への サービス パック / パッチの適用 

必要であれば次の手順を実行する前に SQL Server に対して必要な サービス パックもしくはパッチの

適用を行います。ArcSDE がサポートする SQL Server のバージョンについては ArcSDE の動作環境を

確認してください。 

 

 ESRI ジャパン ArcGIS for Server 製品ページ：データベース（ArcSDE）動作環境 

http://www.esrij.com/products/arcgis/server/arcgis-for-server/environments/arcsde10_2/ 

 

SQL Server のサービスパックおよびパッチの入手方法および適用方法については、Microsoft SQL 

Server のサポート情報をご確認ください。 

 

http://www.esrij.com/products/arcgis/server/arcgis-for-server/environments/arcsde10_2/
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SQL Server Native Client のセットアップ 

SQL Server Native Client のインストール 

ArcGIS for Desktop から SQL Server に接続するには、ArcGIS for Desktop がインストールされてい

るマシンに SQL Server Native Client がセットアップされている必要があります。以下では、SQL Server 

2012 用の SQL Server Native Client のセットアップ手順を説明します。 

SQL Server Native Client は ESRI ジャパンのサポート サイトより取得することが可能です。 

 ESRI ジャパン：サポート サイト 

https://www.esrij.com/support/esri/ 

【注意】 

接続先の SQL Server よりも上位バージョンかつ適切なアーキテクチャの SQL Server Native Client を

インストールしてください。 

 

1. 弊社サポート サイトの「ArcSDE 10.2 Enterprise / DBMS Support Files」のダウンロードペ

ージから、ご使用の環境に合わせて

「Microsoft_SQL_Server_2012_SP1_Native_Client_32bit_135447.exe」または

「Microsoft_SQL_Server_2012_SP1_Native_Client_64bit_135448.exe」をクライアント 

マシンの任意のディレクトリにダウンロードし、実行します。 

2. SQL Server Native Client のインストーラを配置するディレクトリを指定し、[OK] をクリッ

クします。以下の例ではデフォルトのディレクトリに配置します。 

 

https://www.esrij.com/support/esri/
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3. [Launch the setup program] にチェックが入っていることを確認して、[Close] をクリック

します。 

 

4. SQL Server Native Client のセットアップを開始します。[Next >] ボタンをクリックします。 
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5. ライセンス条項に同意する場合は、[I accept the terms in the license agreement] を選択し、

[Next >] ボタンをクリックします。 

 

6. [Feature Selection] 画面が表示されます。ここではデフォルトの設定のまま [Next >] ボタ

ンをクリックします。 
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7. [Ready to Install the program] 画面が表示されます。[Install] ボタンをクリックします。 

 

8. インストールが実行されます。 
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9. [Completing the SQL Server 2012 Native Client installation] 画面が表示されます。インス

トールが正常に実行されたことを確認して、[Finish] ボタンをクリックし、インストールを終

了します。 
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ArcGIS クライアントへのサービスパック / パッチの適用 

ArcGIS for Desktop へのサービス パック / パッチの適用 

エンタープライズ ジオデータベースを作成する前に ArcGIS for Desktop に最新のサービス パックまた

はパッチを適用します。 

最新のサービス パックおよびパッチは ESRI ジャパンのサポート サイトより取得することが可能です。 

 ESRI ジャパン：サポート サイト 

https://www.esrij.com/support/esri/ 

 

サービス パックおよびパッチの適用方法は、各ダウンロードページをご参照ください。 

https://www.esrij.com/support/esri/
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エンタープライズ ジオデータベースの作成 

ArcGIS for Desktop を使用して、SQL Server データベースにエンタープライズ ジオデータベースを作

成する手順を説明します。 

なお、データベース サーバと ArcGIS for Desktop がインストールされているクライアントマシンが異な

る場合、データベース サーバ上の SQL Server インスタンスに TCP/IP 接続が行えるよう設定されてい

る必要があります。 

エンタープライズ ジオデータベースの作成 

1. クライアントマシンで、[スタート] → [すべてのプログラム] → [ArcGIS] → [ArcMap 10.2] をク

リックし、ArcMap を起動します。 

2. [ArcToolbox] を表示し、[データ管理 ツール] → [ジオデータベース管理] を展開し、[エンタ

ープライズ ジオデータベースの作成 (Create Enterprise Geodatabase)] をダブルクリック

します。 
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3. [エンタープライズ ジオデータベースの作成 (Create Enterprise Geodatabase)] ツールが起

動します。 

[データベース プラットフォーム] で [SQL Server] を選択します。[サービス] に「SQL 

Server のインストール」で SQL Server をインストールしたサーバ名を入力します。[データ

ベース (オプション)] にジオデータベースとして作成するデータベース名を入力します（ここ

では「geodb01」というデータベース上にジオデータベースを作成します）。[オペレーティン

グ システム認証（オプション）] のチェックを外し、[データベース管理者（オプション）] に 

「sa」 を指定し、sa ユーザのパスワードを入力します。 

また、[SDE 所有スキーマ（オプション）] のチェックを外します。[認証ファイル] の右のボ

タンをクリックし、ArcGIS for Server の認証ファイルを選択します。[OK] ボタンをクリック

します。 

 

※認証ファイルは ArcGIS for Server が既にセットアップ済みの場合

は %ProgramFiles%\ESRI\License10.2\sysgen フォルダの keycode ファイルを指定

します。セットアップを行っていない場合には ArcGIS for Server の認証方法に関するドキ

ュメントを参照して ECP ファイルを取得して下さい。 
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4. エンタープライズ ジオデータベースが正常に作成された場合は [完了] 画面が表示されます。

完了後 [閉じる] ボタンをクリックします。 
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ArcSDE アプリケーション サーバのインストール 

ArcSDE アプリケーション サーバを使用する場合は ArcSDE のインストールを行い、サービスを作成す

る必要があります。ここでは SQL Server がインストールされているデータベース サーバに ArcSDE を

インストールし、ArcSDE アプリケーション サーバ（サービス）をセットアップする手順を示します。 

 

なお、ファイアウォールを使用している場合には、サービスを作成する前に ArcSDE サービスがリスニン

グするポート（デフォルト：5151）の許可設定を行ってください。 

 

ArcSDE のインストーラは ESRI ジャパンのサポート サイトよりダウンロードして下さい。 

 ESRI ジャパン：サポート サイト 

https://www.esrij.com/support/esri/ 

 

1. 弊社サポートサイトの「ArcSDE 10.2 Enterprise / DBMS Support Files」のダウンロードペ

ージからダウンロードした 「ArcSDESqlServer」 フォルダを展開し、「setup.exe」をダブル

クリックします。 

※DVD メディアを使用してインストールを行う場合は、「ESRI.exe」をダブルクリックし

ます。セットアップ画面が表示されますので [ArcSDE for Microsoft SQL Server] の 

[セットアップ] をクリックします。 

 

https://www.esrij.com/support/esri/
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2. [ArcSDE 10.2 for Microsoft SQL Server セットアップ プログラムへようこそ] の画面が表示

されます。[次へ(N)] ボタンをクリックします。 

 

3. [使用許諾契約書] 画面が表示されます。ライセンス規約に同意する場合は、[使用許諾契約書に

同意する (A)] を選択し、[次へ (N)] ボタンをクリックします。 

※ 同意しない場合には、インストーラは終了します。 
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4. [機能の選択] 画面が表示されます。インストールする機能と ArcSDE のインストールディレ

クトリを設定します。ここではデフォルトの設定を使用します。[次へ (N)] ボタンをクリック

します。 

 

5. [プログラムをインストールする準備ができました] 画面が表示されます。[インストール] をク

リックするとインストールが開始されます。 

 

 

6. [ArcSDE 10.2 for Microsoft SQL Server が正常にインストールされました。] 画面が表示さ

れます。[完了] ボタンをクリックします。 
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ArcSDE アプリケーション サーバへのサービス パック / パッチの適用 

ArcSDE アプリケーション サーバに最新のサービス パックまたはパッチを適用します。 

最新のサービス パックおよびパッチは ESRI ジャパンのサポート サイトより取得することが可能です。 

 

 ESRI ジャパン：サポート サイト 

https://www.esrij.com/support/esri/ 

 

サービス パックおよびパッチの適用方法は、各ダウンロードページをご参照ください。 

 

https://www.esrij.com/support/esri/
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ArcSDE サービスの作成 

1. コマンド プロンプトを起動し、sdeservice コマンドを create 操作で実行し ArcSDE サービ

スを作成します。-d オプションには接続する DBMS の名前（SQL Server の場合は 

SQLSERVER）とインスタンス名を指定します（以下では、デフォルトのサービス名 esri_sde お

よびポート番号：5151 を使用してサービスが作成されます）。 

※ sdeservice コマンドの詳細は、「ArcSDE コマンド リファレンス」をご参照ください。 

sdeservice -o create -d SQLSERVER,<SQL Server インスタンス> 

 

2. 接続先のデータベースと管理者ユーザを登録します。以下では、接続先のデータベースを

「geodb01」、ジオデータベース管理者を「sa」として設定を行います。 

 データベースの登録 

sdeservice -o register -d SQLSERVER -r ADMIN_DATABASE -v <データベース名> 

 管理者ユーザの登録 

sdeservice -o register -d SQLSERVER -r SDE_DBA_USER -v <管理者ユーザ名> 
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3. %SDEHOME%\etc フォルダを開き、services.sde ファイルをテキスト エディタで開きます。 

 

4. ArcSDE サービスで使用するサービス名およびポート番号を記入します。ここではデフォルト

のサービス名 (esri_sde） およびポート番号 (5151) を使用するため、以下の行のコメントア

ウトを解除します。 

 

5. Windows の %systemroot%\system32\drivers\etc\services ファイルをテキストエディ

タで開き、先の手順でコメントアウトを解除したものと同じ ArcSDE サービスのエントリを追

加します。 

 

6. Windows のサービス パネルを開き、ArcSDE サービスが作成されていることを確認し、サー

ビスを開始します。 
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動作確認（ユーザの作成およびデータ格納） 

SQL Server に作成されたエンタープライズ ジオデータベースの動作確認を行うため、データベースにユ

ーザを作成し、データをインポートする手順を示します。 

【注意】 

この手順は必ずしも行う必要はありません。またこの手順で作成されるユーザの用途は動作確認のみを意

図しています。実運用のためのユーザを作成する際には必ず SQL Server および ArcSDE のドキュメン

トを参照して、適切なデータの配置や権限設定等を行う必要があります。 

 

ジオデータベースへの接続（ダイレクト コネクション） 

1. [スタート] → [すべてのプログラム] → [ArcGIS] → [ArcMap 10.2] をクリックし、ArcMap を起

動します。カタログ ウィンドウの [Database Connections] を展開して、[データベース コ

ネクション の追加] をダブルクリックします。 
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2. [データベース コネクション] ダイアログボックスが表示されます。 

[データベース プラットフォーム] から「SQL Server」を選択し、[インスタンス] に「SQL 

Server のセットアップ」で SQL Server のインストールを行ったサーバのホスト名（または IP 

アドレス）を入力します。[認証タイプ] に「データベース認証」を選択します。ここでは動作

確認でデータベース ユーザを作成するため、[ユーザ名] に sa を入力し、[パスワード] に sa 

ユーザのパスワードを入力します。[OK] をクリックします。 

 

3. [Database Connections] 下に作成されたデータベース コネクションをダブルクリックして、

ArcSDE ジオデータベースに接続できることを確認します。 
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ジオデータベースへの接続（アプリケーション サーバ接続） 

4. [スタート] → [すべてのプログラム] → [ArcGIS] → [ArcMap 10.2] をクリックし、ArcMap を起

動します。 

5. [ArcToolbox] を開き、[データ管理 ツール] → [ワークスペース] を展開し、[ArcSDE 接続フ

ァイルの作成（Create ArcSDE Connection File）] をダブルクリックします。 
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6. [ArcSDE 接続ファイルの作成（Create ArcSDE Connection File）] ツールが起動します。

[ArcSDE 接続ファイルの作成場所] に接続ファイルを作成するフォルダを選択し、[ArcSDE 

接続ファイル名] に作成する接続ファイルの名前を入力します。[ユーザ名（オプション）] お

よび [パスワード（オプション）] には、「ジオデータベースへの接続（ダイレクト コネクシ

ョン）」と同じ設定を行い、[サーバ] にはデータベース サーバのホスト名（または IP アドレ

ス）を、[サービス] には ArcSDE サービスのポート番号（またはサービス名）を入力します。

正しい接続情報が設定されている場合、[次のトランザクション バージョンが利用されます（オ

プション）] リストボックスに使用可能なバージョンがリスト表示されます。ここではデフォ

ルトで作成される「dbo.DEFAULT」を選択し [OK] をクリックします。 
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7. バックグラウンドで ArcSDE 接続ファイルが作成されます。処理が完了すると、画面右下に下

記のように処理が正常終了したことを通知するメッセージが表示され、指定したフォルダに

ArcSDE 接続ファイルが作成されます。 

 

8. 作成された ArcSDE 接続ファイルをダブルクリックして接続できることを確認します。 
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ユーザの作成 

[エンタープライズ ジオデータベースの作成] ジオプロセシング ツールの実行により ジオデータベース

の管理ユーザが設定されますが、エンタープライズ ジオデータベースの管理ユーザ以外に 1 人以上の 

GIS データを扱う SQL Server ユーザを作成することが推奨されます。 

 

9. [スタート] → [すべてのプログラム] → [ArcGIS] → [ArcMap 10.2] をクリックし、ArcMap を起

動します。カタログ ウィンドウの [Database Connections] を展開します。 

 

10. 「ジオデータベースへの接続（ダイレクト コネクション）」で作成したデータベース コネクシ

ョンを右クリックして、[管理] → [ユーザの追加] をクリックします。 
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11. [データベース ユーザの作成 (Create Database User)] ツールが起動します。[データベース 

ユーザ] に作成するユーザ名、[データベース ユーザ パスワード（オプション）] に作成する

ユーザのパスワードを入力します。以下では、user1 ユーザを作成するよう設定しています。

また、[ロール] はここでは設定しません。[OK] をクリックします。 

 

12. ツールが実行され、インスタンスにログインが、データベースにユーザが作成されます。[閉じ

る] をクリックします。 
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データの格納 

以下では上記で作成した SQL Server ユーザを使用して エンタープライズ ジオデータベースに接続し、

シェープファイルをインポートする手順を説明します。 

この手順では ESRI ジャパンが無償で配布している全国市区町村界データをインポートします。以下のリ

ンクよりデータをダウンロードできます。 

 

 ESRI ジャパン：全国市区町村界データ 

http://www.esrij.com/products/data/japan-shp/ 

 

ダウンロードページより、japan_ver71.zip をダウンロードして任意のディレクトリに解凍してください。 

 

1. [スタート] → [すべてのプログラム] → [ArcGIS] → [ArcMap 10.2] をクリックし、ArcMap を起

動します。ウィンドウ右の [カタログ] をクリックしてカタログ ウィンドウを表示し、

[Database Connections] を展開して、[データベース コネクション の追加] をダブルクリッ

クします。 

2. データベース コネクションにて、[ユーザ名] に user1 ユーザ、[パスワード] に user1 ユ

ーザのパスワードを指定し、[OK] をクリックします。 

 

 

http://www.esrij.com/products/data/japan-shp/
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3. 作成された接続を右クリックし、[インポート] → [フィーチャクラス（シングル）...(C)] をク

リックします。 

 

4. [フィーチャクラス→フィーチャクラス (Feature Class To Feature Class)] ツールが起動しま

す。[入力フィーチャ] にインポートするシェープファイルのパス名を、[出力フィーチャクラ

ス] にジオデータベースにインポートされるフィーチャクラス名（ここでは「japan」）を入力

して [OK] をクリックします。 
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5. バックグラウンドでインポート処理が実行されます。処理が完了すると、デスクトップ画面の

右下に下記のように処理が正常終了したことを通知するメッセージが表示され、ArcMap にデ

ータが追加されます。 

 

6. 作成した SDE フィーチャクラスを表示し、データが正しく参照できることを確認します。以

上で動作確認は終了です。 
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インストール済みの環境へのサービス パック / パッチの適用 

インストール済みの ArcSDE for SQL Server へサービス パックまたはパッチを適用する方法を説明しま

す。必要となるサービス パックおよびパッチの種類や手順は、ArcSDE for SQL Server のセットアップ

の内容により異なります。 

 

 

 

ダイレクト コネクションの場合（上記 4 でセットアップを完了した場合） 

 ArcGIS クライアントのサービス パック / パッチをインストール 

 エンタープライズ ジオデータベースのアップグレード 

アプリケーション サーバの場合（上記 7 までセットアップを行った場合） 

 ArcGIS クライアントのサービス パック / パッチをインストール 

 エンタープライズ ジオデータベースのアップグレード 

 ArcSDE のサービスパック / パッチをインストール 

 

※すべての ArcGIS 製品に同一バージョンのサービス パックを適用してください。 
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ArcGIS クライアントのサービス パックの適用 

エンタープライズ ジオデータベースにサービス パックおよびパッチの内容を適用するには、まず、エン

タープライズ ジオデータベースに接続する ArcGIS クライアントにサービス パックを適用し、その後エ

ンタープライズ ジオデータベースをアップグレードします。 

最新の ArcGIS クライアントのサービス パックは ESRIジャパンのサポート サイトより取得することが

可能です。 

 ESRI ジャパン：サポート サイト 

https://www.esrij.com/support/esri/ 

 

サービス パックの適用方法は、各ダウンロードページをご参照ください。 

エンタープライズ ジオデータベースのアップグレード 

ArcGIS ソフトウェアと同様にジオデータベースにもバージョンやパッチレベルが存在します。ジオデータ

ベースは ArcGIS ソフトウェアへパッチを適用しただけでは、サービス パックやパッチに含まれるジオデ

ータベースに関する不具合の修正などが反映されず、最新の状態にはならないため、パッチ適用後、（必要

に応じて）エンタープライズ ジオデータベースのアップグレードを行ってジオデータベースを最新の状態

にします。 

以下では、ArcGIS for Desktop を使用してエンタープライズ ジオデータベースをアップグレードする手

順を説明します。なお、エンタープライズ ジオデータベースのアップグレードを行う前にデータベースの

バックアップを取得してください。 

 

1. PatchFinder を実行し、ArcGIS クライアントにサービス パックが適用されていることを確認

します。 

PatchFinder は、ArcGIS クライアントのサービス パックダウンロードページで取得できます。 

https://www.esrij.com/support/esri/
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2. エンタープライズ ジオデータベースのアップグレードが必要であるかどうか確認します。[ス

タート] → [すべてのプログラム] → [ArcGIS] → [ArcMap 10.2] をクリックし、ArcMap 

を起動します。カタログ ウィンドウの [Database Connections] を展開して、ArcSDE の管

理者として接続します。ArcSDE 管理者のデータベース コネクションがない場合は、[データ

ベース コネクション の追加] をダブルクリックします。 

[データベース コネクション] ダイアログボックスが表示されます。 

[データベース プラットフォーム] から「SQL Server」を選択し、[インスタンス] に「SQL 

Server のセットアップ」で SQL Server のインストールを行ったサーバのホスト名（または IP 

アドレス）を入力します。[認証タイプ] に「データベース認証」を選択します。ここではジオ

データベースのアップグレードを行うため、[ユーザ名] に sa を入力し、[パスワード] に sa 

ユーザのパスワードを入力します。[OK] をクリックします。 

 

[Database Connections] 下に作成されたデータベース コネクションをダブルクリックして、

ArcSDE ジオデータベースに接続できることを確認します。 
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3. 作成されたデータベース コネクションを右クリックして、[プロパティ] を選択します。 

[データベースプロパティ] の [アップグレード ステータス] で [ジオデータベースのアップ

グレード] ボタンが有効になっていることを確認します。有効な場合は、下記の ArcGIS ヘル

プに記載されている内容に従って準備を完了し、[ジオデータベースのアップグレード] ボタン

をクリックします。 

SQL Server のジオデータベースをアップグレードする準備 

http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/#/na/002q000000m6000000/ 

 

※サービス パックおよびパッチの種類によっては [ジオデータベースのアップグレード] ボタ

ンがグレーアウトして無効な場合があります。[ジオデータベースのアップグレード] ボタンが

無効となっている場合は、ジオデータベースのアップグレードは必要ありません。 

 

 

http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/#/na/002q000000m6000000/
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4. [ジオデータベースのアップグレード (Upgrade Geodatabase)] ダイアログボックスが表示

されます。[前提条件のチェックの実行] および [ジオデータベースのアップグレード 

(Upgrade Geodatabase)] の両方のチェックが有効なことを確認して [OK] をクリックしま

す。 

 

5. ジオデータベースのアップグレードが完了したことを確認し、[閉じる] をクリックします。 
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ArcSDE アプリケーション サーバのサービス パック / パッチの適用 

ArcSDE アプリケーション サーバまたは ArcSDE 管理コマンドのセットアップを行った場合、サーバ側

に ArcSDE のサービス パックまたはパッチを適用します。 

最新のサービス パックは ESRI ジャパンのサポート サイトより取得することが可能です。 

 ESRI ジャパン：サポート サイト 

https://www.esrij.com/support/esri/ 

 

サービス パックおよびパッチの適用方法は、各ダウンロードページをご参照ください。 

https://www.esrij.com/support/esri/
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参考資料 

エンタープライズ ジオデータベースの環境構築および運用・管理には、使用する DBMS および ArcGIS 

に関する様々な情報を理解する必要があります。以下には SQL Server にエンタープライズ ジオデータ

ベースを構築し、運用するにあたって必要となる ArcGIS ヘルプの情報を記載します。SQL Server のユ

ーザガイドと合わせてご参照ください。 

 

 SQL Server 用 ArcSDE アプリケーションサーバ インストールガイド（Web） 

http://resources.arcgis.com/ja/help/install-guides/arcsde-application-server-microsoft-sql-server/10.2/index.html 

 ArcGIS ヘルプ 

[ジオデータ] → [ジオデータベースの管理] → [SQL Server のジオデータベース]（Web） 

http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/#/A_quick_tour_of_geodatabases_in_Microsoft_SQL_Server/002q000000n6000000/ 

 

http://resources.arcgis.com/ja/help/install-guides/arcsde-application-server-microsoft-sql-server/10.2/index.html
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/#/A_quick_tour_of_geodatabases_in_Microsoft_SQL_Server/002q000000n6000000/
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