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ArcGIS Engine/ArcGIS Runtime SDK for WPF 比較表 

はじめに 

ArcGIS Engine および ArcGIS Runtime SDK for WPF は、どちらもカスタム デスクトップ GIS ゕプ

リケーションを構築するのに適した製品です。 

要件に応じて、より適した製品を選択していただくための参考資料の一つとして、本書は、各製品で利用

可能なデータ ソース、GIS 機能、ラセンス等についてまとめています。1 

 

比較表内の「●」、「▲」、「空欄」は下記を意味しています。 

● － その機能を実現するために標準で提供されているクラスを使用して実装可能 

▲ － その機能を実現するための標準のクラスは提供されていないが、複数のクラスを組み合わせるなど

の方法で実装可能であり、サンプル ゕプリケーションが提供されている 

空欄 － 標準で提供されているクラスでは実装不可 

 

また、ArcGIS Engine および ArcGIS Runtime SDK for WPF は、どちらも機能を拡張するためのエクス

テンション製品がオプションとして用意されています。比較表では、実現のためにエクステンション製品

を必要とする機能に「※」が付いています。 

 

1 本書では ArcGIS 10.2 Engine と ArcGIS Runtime SDK 10.2 for WPF を比較しています 
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データ ソース 

ローカル データとオンライン データ 

ArcGIS Engine では、デフォルトで提供されている Map コントロールにマップ ドキュメント（.mxd）、

シェープフゔル、ラスタ、ArcGIS for Server サービスなどを直接指定して読み込むことができます。 

 

ArcGIS Runtime SDK for WPF では、デフォルトで提供されている Map コントロールに、シェープフ

ゔルやラスタなどのローカル データを読み込むには、ローカル データが事前に ArcGIS for Desktop 

を使用してパッケージ フゔル化されている必要があります。ArcGIS for Server サービスなどのオンラ

ン データは URL を指定して読み込みます。 

 

 ArcGIS Engine  
ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

ローカル データ   

マップ ドキュメント（.mxd） ●  

グローブ ドキュメント（.3dd） ●※1  

シーン ドキュメント（.sxd） ●※1  

パブリッシュ マップ フゔル（.pmf） ●  

レヤ フゔル（.lyr） ●  

シェープフゔル ●   ▲※2 

ジオデータベース フゖーチャクラス ●   ▲※3 

ラスタ ●   ▲※2 

CAD（DWG/DXF/DGN） ●  

マップ パッケージ（.mpk） ● ● 

レヤ パッケージ（.lpk） ●  

タル パッケージ（.tpk）  ● 

ジオプロセシング パッケージ（.gpk）  ● 

ロケータ パッケージ（gcpk）  ● 

※1 3D Analyst エクステンションが必要です。 

※2 ArcGIS Runtime SDK for WPF では、カスタマズすることにより、フゔルを指定して直接読み込むことができ

ます（サンプル ゕプリケーション提供）。尚、マップ パッケージにデータを追加しておくことで、カスタマズなしで

読み込むことができます。 
※3 ArcGIS Runtime SDK for WPF では、マップ パッケージにデータを追加しておくことで、読み込むことができま

す。 

  

http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#/na/006600000253000000/
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#/na/00q8000000rs000000/
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#/na/00q8000000rs000000/
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#/na/000s00000013000000/
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#//00s500000013000000
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#//005600000002000000
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#/na/003n00000005000000/
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#/na/009t00000002000000/
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#//001000000001000000
http://resources.arcgis.com/en/help/runtime-wpf/concepts/index.html#/About_map_packages/017000000059000000/
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#//00s500000013000000
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#//006600000457000000
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#//00570000004p000000
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#//00250000004s000000


ArcGIS Engine/ArcGIS Runtime SDK for WPF 比較表 

 

3 

 ArcGIS Engine  
ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

オンライン データ   

ArcGIS for Server ダナミック マップ サービス ● ● 

ArcGIS for Server キャッシュ マップ サービス ● ● 

ArcGIS for Server フゖーチャ サービス ● ● 

ArcGIS for Server ジオメトリ サービス※1 ● ● 

ArcGIS for Server ジオコード サービス※2 ● ● 

ArcGIS Web マップ ● ● 

OGC Web Map Service (WMS) ● ● 

OGC Web Map Tile Service (WMTS) ● ● 

KML（Keyhole Markup Language） ● ● 

GeoRSS ● ● 

OpenStreetMap ● ● 

※1 ArcGIS for Server が提供するバッフゔ処理や面積と長さの計算などの幾何学計算の機能を提供する 

サービスです。データ ソースとしてデータを表示する目的では利用できません。 
※2 ArcGIS for Server が提供する住所ジオコーデゖングなどの機能を提供するサービスです。 

データ ソースとしてデータを表示する目的では利用できません。 

 

GPS 

 ArcGIS Engine  
ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

GPS   

GPS 記録フゔル（ログ フゔル）を用いた移動記録の表示 ● ● 

GPS の現在位置の表示 ● ● 

 

  

http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#/na/00sq00000080000000/
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#/na/01540000048q000000/
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#/na/0154000002w8000000/
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#/na/0154000004n5000000/
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#/na/01540000035t000000/
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#/na/00sp0000001z000000/
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#/na/00sp0000000n000000/
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#/na/00sp0000000n000000/
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/#/na/00sp0000001v000000/
http://resources.arcgis.com/en/help/runtime-wpf/concepts/index.html#/GeoRSS/017000000097000000/
http://resources.arcgis.com/en/help/runtime-wpf/concepts/index.html#/OpenStreetMap/017000000096000000/
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マップの操作と機能 

マップ/レイヤの表示 

マップの拡大/縮小表示、画面移動等のマップ ナビゲーションで利用できるコントロールや、レヤのシ

ンボル変更/順序の並び替え、レヤやフゖーチャの属性情報表示等を容易に行えるコントロールが提供さ

れています。 

 

 ArcGIS Engine  
ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

マップ/レイヤの表示   

拡大/縮小表示 ● ● 

画面移動 ● ● 

グループ レヤの表示 ● ● 

レヤの表示/非表示の動的な切り替え ● ● 

レヤ シンボルの動的な変更 ●    ●※1 

レヤ順序の並び替え ● ● 

レヤの重ね合わせ（マッシュゕップ） ● ● 

時間に対応したレヤの表示 ● ● 

グラフゖック エレメントの描画 ● ● 

ラベルの表示 ●      ● 

ラベル プロパテゖの変更 ● ● 

ゕノテーションの表示 ● ● 

ゕノテーション レヤのプロパテゖの変更 ●  

グラフ表示 ●  

マップ チップの表示 ● ● 

ポップゕップの表示 ● ● 

レヤの属性情報表示（属性テーブル） ● ● 

フゖーチャの個別属性表示 ● ● 

ブックマークの作成・利用 ● ● 

計測（距離・面積） ● ● 

マップの回転 ● ● 

ページ レゕウトの表示 ●  

3D 表示 ●※2  

※1 ラスタ データのレンダリングを変更することはできません。 
※2 3D Analyst エクステンションが必要です。 

 

http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#/na/005z0000000p000000/


ArcGIS Engine/ArcGIS Runtime SDK for WPF 比較表 

 

5 

編集 

ArcGIS Engine では、ArcGIS for Desktop の ArcMap ゕプリケーションの編集環境と似たような機能

（エデゖタ メニュー、スケッチ ツール、ターゲット レヤ コントロール、スナッピング ダゕログ ボ

ックスなど）を提供するコマンドが提供されています。さらに、バージョン編集やトポロジなどの高度な

編集機能が利用できます。 

 

ArcGIS Runtime SDK for WPF では、複数の編集用コントロールが提供され、シンプル フゖーチャの追

加、移動、削除、切り取り、ユニオン、形状変更、属性の編集などが可能です。編集可能なデータ ソース

は、ジオデータベース（フゔルおよびエンタープラズ）および ArcGIS for Server や ArcGIS Online 

で公開されているフゖーチャ サービスです。 

 

 ArcGIS Engine  
ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

編集   

シェープフゔルの編集 ●  

ジオデータベースの編集 ●   ●※1 

スタンドゕロン テーブルの編集 ● ● 

新規フゖーチャの作成 ● ● 

フゖーチャの編集（形状・属性） ● ● 

フゖーチャの移動 ● ● 

フゖーチャへの添付フゔル（ゕタッチメント）の追加・削除 ● ● 

所有権ベースのゕクセス制御 ● ● 

編集情報の記録 ● ● 

ドメンを使用した編集 ● ● 

サブタプを使用した編集 ● ● 

ジオメトリック ネットワーク ●※2  

トポロジ ●※2  

バージョン編集 ●※2  

レプリケーション ●※2  

※1 パーソナル ジオデータベースはサポートしていません。 

※2 Geodatabase Update エクステンションが必要です。 

 

 

 

 

http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#/na/01m90000000r000000/
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#//0154000004n9000000
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/#/na/01m600000069000000/
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/#/na/001s00000001000000/
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/#/na/005r00000001000000/
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/#/na/002r00000001000000/
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/#/na/006200000001000000/
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#/na/003n000000tq000000/
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#//003n000000t6000000
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検索/解析 

属性値からフゖーチャを選択したり、ジオメトリの重なりなどの空間的な条件でフゖーチャを選択したり、

住所からポント フゖーチャを作成したりするさまざまな検索や解析を実行できます。また、エクステン

ション製品を使用することによって、道路ネットワークに基づいた解析機能、ラスタ データの空間解析機

能、3D 解析機能など、より高度な機能を利用できます。 

 

 ArcGIS Engine 
ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

検索/解析   

属性検索 ● ● 

関連レコードの検索 ● ● 

空間検索 ● ● 

ジオコーデゖング（住所 → フゖーチャ） ● ● 

リバース ジオコーデゖング（フゖーチャ → 住所） ● ● 

ユーテゖリテゖ ネットワーク解析 ●  

道路ネットワークに基づいた解析機能 

（ルート検索/到達圏解析/最寄り施設の検出など） 
●※1 ●※1 

ラスタ データの空間モデリングや空間解析機能 ●※2 ●※2 

3D 解析機能（スカランなど） ●※3 ●※3 

時系列データの可視化と解析機能 ●※4  

模式図の生成 ●※5  

ジオメトリの操作（投影変換、ンターセクト、ユニオンなど） ● ● 

※1 Network Analyst エクステンションが必要です。 

※2 Spatial Analyst エクステンションが必要です。 

※3 3D Analyst エクステンションが必要です。 
※4 Tracking Analyst エクステンションが必要です。 
※5 Schematics エクステンションが必要です。 
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ジオプロセシング 

ArcGIS Engine では、ジオプロセシング フレームワークを実装するオブジェクトが含まれたラブラリ

が提供されているため、ジオプロセシング ツールを作成・使用・共有できます。 

 

ArcGIS Runtime SDK for WPF では、ArcGIS for Desktop で作成したジオプロセシング パッケージ

（.gpk）または ArcGIS for Server で公開されているジオプロセシング サービスを使用することができ

ます。 

 

 ArcGIS Engine  
ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

ジオプロセシング   

同期実行/非同期実行 ● ● 

ジオプロセシング ツールの作成 ●  

ジオプロセシング ツールの実行 ● ●※1 

ジオプロセシング サービスの実行 ● ● 

利用可能なジオプロセシング ツール数※2 425 118 

※1 ArcGIS for Desktop でジオプロセシング パッケージを作成する必要があります。 

※2 各ジオプロセシング ツールの利用可/不可については本書の「ジオプロセシング ツール一覧」をご参照ください。 

 

印刷/ファイルへのエクスポート 

ArcGIS Engine では、印刷およびエクスポート用のクラスが提供されており、出力フゔル タプやデ

ータ ドリブンのページを指定して印刷/エクスポートが可能です。 

 

ArcGIS Runtime SDK for WPF では、ArcGIS for Server の PrintingTools ジオプロセシング サービス

を利用してマップの印刷/エクスポートが可能です。 

 

 ArcGIS Engine  
ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

印刷/ファイルへのエクスポート   

ArcGIS for Server の PrintingTools ジオプロセシング サービス

を利用したマップの印刷/エクスポート 
● ● 

非接続環境でのマップの印刷/エクスポート ● ▲ 

  

http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#//00s90000003m000000
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/index.html#//00s90000003m000000
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ライセンスとアプリケーションの作成/配布 

開発ライセンスと配布ライセンス 

ArcGIS Engine を使用した開発には、EDN に含まれる開発ラセンスが必要ですが、ArcGIS Runtime 

SDK for WPF を使用した開発には、ArcGIS for Developers にサンゕップすれば、開発および評価を

無償で行うことができます（※）。 

配布ラセンスについては、ArcGIS Engine では、端末ごとに 1 ラセンス必要です。一方、ArcGIS 

Runtime SDK for WPF では、ゕプリケーションごとに 1 ラセンス、さらに端末が異なるごとに 1 ラ

センスが必要です。 

※ EDN をお持ちの場合は、Esri Customer Care ポータルから SDK のダウンロードおよび認証番号の

取得も可能です。 

 

各製品のラセンスについての詳細は、下記をご参照ください。 

 

ArcGIS Engine： 

http://www.esrij.com/products/arcgis/developer/arcgis-engine/details/license/ 

 

ArcGIS Runtime SDK for WPF： 

http://www.esrij.com/products/arcgis/developer/arcgis-runtime-sdks/arcgis-runtime-sdk-for-wpf/detail

s/license/ 

 

ArcGIS Engine で作成したゕプリケーションは、ArcGIS for Desktop がンストールされている端末で

実行することが可能です（ただし、ゕプリケーション開発者が ArcGIS for Desktop での実行を許可する

ようにゕプリケーション内で設定しておく必要があります）。その場合、ArcGIS Engine のラセンスは

不要です。 

また、両製品ともゕプリケーションにラセンスを記述する（ラセンスを初期化する）必要があり、ArcGIS 

Engine ではラセンス初期化用のコントロールが提供されています。 

 

 

 

 

 

http://www.esrij.com/programs/edn/details/license/
http://www.esrij.com/products/arcgis/developer/arcgis-engine/details/license/
http://www.esrij.com/products/arcgis/developer/arcgis-runtime-sdks/arcgis-runtime-sdk-for-wpf/details/license/
http://www.esrij.com/products/arcgis/developer/arcgis-runtime-sdks/arcgis-runtime-sdk-for-wpf/details/license/
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 ArcGIS Engine  
ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

開発ライセンスと配布ライセンス   

開発ラセンス 

EDN 

ArcGIS for 

Developers または

EDN 

配布ラセンス 端末単位 

端末と 

ゕプリケーション 

単位 

同時使用ラセンス ●※1  

ラセンスの初期化コントロール ● ●※2 

※1 ArcGIS Engine Developer Kit は単独使用ラセンスのみですが、ArcGIS Engine は同時使用ラセンスを選択 

することも可能です。同時使用ラセンスの場合、ラセンス マネージャでラセンスを管理し、LAN 経由で 

ラセンス マネージャを参照することによって、実際に起動しているゕプリケーション数分のラセンスのみが消費さ

れるようにすることができます。 
※2 ArcGIS Runtime SDK for WPF では、コントロールは提供されていませんが、ラセンス初期化のクラスが提供さ

れています。 

 

アプリケーションの作成と配布 

作成したゕプリケーションの配布方法も各製品で異なります。 

ArcGIS Engine (Developer Kit) で作成したゕプリケーションを配布して実行するには、ゕプリケーショ

ンを実行するコンピュータに ArcGIS Engine または ArcGIS for Desktop がンストールされている必

要があります。さらに、作成したゕプリケーション プログラムだけでなく、そのゕプリケーションで必要

となるフゔルなども一緒にンストールする必要があります。 

 

ArcGIS Runtime SDK for WPF では、作成したゕプリケーションを実行するのに必要なフゔルを構成す

るためのツールが提供されています。構成フゔルとゕプリケーションを配布先の環境にコピーすること

でゕプリケーションを実行できます。このため、ArcGIS Engine（Developer Kit）で作成したゕプリケー

ションのようにゕプリケーションを実行するために ArcGIS Engine のような実行環境をンストールす

る必要はありません。 

 

 ArcGIS Engine  
ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

アプリケーションの作成と配布   

ネテゖブ 64 ビット ゕプリケーションの作成  ● 

ゕプリケーション配布ツール  ● 

http://resources.arcgis.com/en/help/runtime-wpf/concepts/index.html#/Deploy_your_application/0170000000p0000000/
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開発環境 

ArcGIS Engine（Developer Kit）では、複数バージョンを 1 台のコンピュータにンストールすること

はできません。ArcGIS Runtime SDK for WPF では、複数バージョンを 1 台のコンピュータに共存させ

ることが可能です。 

 

ArcGIS Engine の動作環境については、こちらをご参照ください。 

ArcGIS Runtime SDK for WPF の動作環境については、こちらをご参照ください。 

 

 ArcGIS Engine  
ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

開発環境   

複数バージョンの共存  ● 

Visual Studio 2010 での開発 ● ● 

Visual Studio 2012 での開発 ● ● 

Visual Studio 2013 での開発  ● 

 

  

http://www.esrij.com/products/arcgis/developer/arcgis-engine/environments/
http://www.esrij.com/products/arcgis/developer/arcgis-runtime-sdks/arcgis-runtime-sdk-for-wpf/environments/
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ジオプロセシング ツール一覧 

3D Analyst ツール ArcGIS Engine 
ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

可視性   

見通し（Line Of Sight）  ● 

可視領域（Viewshed）  ● 

利用可能ツール数 0 2 

 

 
  

解析ツール ArcGIS Engine 
ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

オーバーレイ   

ゕデンテゖテゖ（Identity）   

ゕップデート（Update）   

レース（Erase）   

ンターセクト（Intersect） ● ● 

シンメトリカル デゖフゔレンス（Symmetrical Difference）   

ユニオン（Union） ● ● 

空間結合（Spatial Join） ● ● 

抽出   

クリップ（Clip） ● ● 

スプリット（Split）   

テーブルから選択（Table Select） ● ● 

選択（Select） ● ● 

統計   

交差部分のクロス集計（Tabulate Intersection）   

要約統計量（Summary Statistics） ● ● 

頻度（Frequency）   

近接   

テゖーセン ポリゴンの作成（Create Thiessen Polygons）   

バッフゔ（Buffer） ● ● 

ポント間距離（Point Distance）   

ポリゴン近接（Polygon Neighbors）   

多重リング バッフゔ（Multiple Ring Buffer） ● ● 

最近接（Near）   
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近接情報テーブルの作成 （Generate Near Table）   

利用可能ツール数 9 9 

   

   

カートグラフィ ツール ArcGIS Engine  
ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

アノテーション    

コンター ゕノテーション（Contour Annotation） ●  

マップ サービス キャッシュ タル スキーマ → ポリゴン  

（Map Server Cache Tiling Scheme To Polygons） 
●  

ラベル → タル分割されたゕノテーション 

（Tiled Labels To Annotation） 
●  

カートグラフィックの調整   

ゕンダーパスの作成（Create Underpass）   

オーバーパスの作成（Create Overpass）   

ストロークまたは塗りつぶしにマーカーを配置 

（Align Marker To Stroke Or Fill） 
  

ポリゴンの主角度の計算（Calculate Polygon Main Angle） ●※1  

マーカー シンボルの分散（Disperse Markers）   

ラン キャップの計算（Calculate Line Caps） ●※1  

交点にリプレゼンテーション コントロール ポントを設定 

（Set Representation Control Point At Intersect） 
  

角度でリプレゼンテーション コントロール ポントを設定 

（Set Representation Control Point By Angle） 
  

シンボル表現の競合   

シンボル表現の競合を検出（Detect Graphic Conflict）   

建物の競合を解決（Resolve Building Conflicts）   

移動の反映（Propagate Displacement）   

道路の競合を解決（Resolve Road Conflicts）   

ジェネラライズ   

カートグラフゖック パーテゖションの作成 

（Create Cartographic Partitions） 
  

ポントの集約（Aggregate Points）   

ポリゴンのスムージング（Smooth Polygon） ●※1  

ポリゴンの単純化（Simplify Polygon） ●※1  

ポリゴンの集約（Aggregate Polygons）   

ランのスムージング（Smooth Line） ●※1  

ランの単純化（Simplify Line） ●※1  

二条線から中心線を作成（Collapse Dual Lines To Centerline）   

建物ポリゴンの単純化（Simplify Building）   
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建物ポリゴンの集約（Delineate Built-Up Areas）   

道路のマージ（Merge Divided Roads）   

道路形状の単純化（Collapse Road Detail）   

道路網の間引き（Thin Road Network）   

データドリブンページ    

UTM ゾーンの計算 （Calculate UTM Zone） ●  

ンデックス フゖーチャ（帯状）の作成 

（Strip Map Index Features） 
●  

ンデックス フゖーチャ（格子状）の作成 

（Grid Index Features） 
●  

グリッド偏角の計算（Calculate Grid Convergence Angle） ●  

中央子午線と緯線の計算 

（Calculate Central Meridian and Parallels） 
●  

隣接図郭情報の追加（Calculate Adjacent Fields） ●  

マスク ツール   

ンターセクト レヤ マスク（Intersecting Layers Masks）   

クルドサック マスク（Cul-To-Sac Masks）   

フゖーチャ ゕウトラン マスク（Feature Outline Masks）   

リプレゼンテーション管理   

オーバーラドでフゖーチャを選択 

（Select Feature By Override） 
●※1  

オーバーラドの更新（Update Override） ●※1  

オーバーラドの解除（Remove Override） ●※1  

リプレゼンテーション ルールの計算 

（Calculate Representation Rule） 
●※1  

リプレゼンテーションの削除（Drop Representation） ●※1  

リプレゼンテーションの追加（Add Representation） ●※1  

レヤのリプレゼンテーションを設定 

（Set Layer Representation） 
●※1  

格子線と経緯線    

格子線と経緯線レヤの作成 

（Make Grids and Graticules Layer） 
●※1  

格子線と経緯線レヤの削除（Delete Grids and Graticules） ●※1  

利用可能ツール数 24 0 

   

   

変換ツール ArcGIS Engine 
ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

CAD へ変換   

CAD ヘエクスポート（Export To CAD） ●  

CAD フゖールドの追加（Add CAD Fields） ●  
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COLLADA へ変換    

マルチパッチ → COLLADA（Multipatch To Collada） ●  

dBASE へ変換   

テーブル → dBASE（マルチプル）（Table To dBASE（Multiple） ● ● 

GPS から変換   

GPX → フゖーチャ（GPX To Features） ●  

KML から変換    

KML → レヤ（KML To Layer） ●  

KML へ変換   

マップ → KML （Map To KML） ●  

レヤ → KML （Layer To KML） ●  

WFS から変換    

WFS → フゖーチャクラス（WFS To Feature Class） ●  

カバレッジへ変換   

E00 からンポート（Import From E00） ●  

フゖーチャクラス → カバレッジ 

（Feature Class To Coverage） 
  

シェープファイルへ変換   

フゖーチャクラス → シェープフゔル（マルチプル） 

（Feature Class To Shapefile（Multiple）） 
● ● 

ジオデータベースへ変換   

CAD → ジオデータベース（CAD To Geodatabase） ●  

CAD ゕノテーションからンポート（Import CAD Annotation） ●  

カバレッジ ゕノテーションからンポート 

（Import Coverage Annotation） 
●  

テーブル → ジオデータベース（マルチプル） 

（Table To Geodatabase（Multiple）） 
● ● 

テーブル → テーブル（Table To Table） ● ● 

フゖーチャクラス → ジオデータベース（マルチプル） 

（Feature Class To Geodatabase（Multiple）） 
● ● 

フゖーチャクラス → フゖーチャクラス 

（Feature Class To Feature Class） 
● ● 

ラスタ → ジオデータベース（マルチプル） 

（Raster toGeodatabase（Multiple）） 
● ● 

メタデータ   

ESRI メタデータ トランスレータ（ESRI Metadata Translator） ●  

USGS MP メタデータ トランスレータ 

（USGS MP Metadata Translator） 
●  

XML スキーマの整合チェック（XML Schema Validation） ●  

XSLT 変換（XSLT Transformation） ●  

メタデータ ンポータ（Metadata Importer） ●  
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メタデータのゕップグレード（Upgrade Metadata） ●  

メタデータのンポート（Import Metadata） ●  

メタデータのエクスポート（Export Metadata） ●  

メタデータのエクスポート（マルチプル） 

（Export Metadata Multiple） 
●  

メタデータの公開（Metadata Publisher） ●  

メタデータの同期（Synchronize Metadata） ●  

メタデータの整合チェック（Validate Metadata） ●  

メタデータの整合チェック（マルチプル） 

（Validate Metadata Multiple） 
●  

ラスタから変換   

ラスタ → ASCII（Raster To ASCII） ● ● 

ラスタ → ビデオ（Raster To Video） ●  

ラスタ → ポント（Raster To Point） ● ● 

ラスタ → ポリゴン（Raster To Polygon） ● ● 

ラスタ → ポリラン（Raster To Polyline） ● ● 

ラスタ → 浮動小数点フゔル（.flt）（Raster To Float） ● ● 

ラスタへ変換   

ASCII → ラスタ（ASCII To Raster） ● ● 

DEM → ラスタ（DEM To Raster） ● ● 

LAS データセット → ラスタ (LAS Dataset to Raster) ●※6  

フゖーチャ → ラスタ（Feature To Raster） ● ● 

ポント → ラスタ（Point To Raster） ●※6 ● 

ポリゴン → ラスタ（Polygon To Raster） ●※6 ● 

ポリラン → ラスタ（Polyline To Raster） ●※6 ● 

ラスタ → 他のフォーマット（マルチプル） 

（Raster To Other Format（multiple）） 
●  

浮動小数点フゔル（.flt） → ラスタ（Float To Raster） ● ● 

利用可能ツール数 47 19 

   

   

データ管理ツール ArcGIS Engine  
ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

LAS データセット     

LAS データセットからフゔルを削除 

（Remove Files from LAS Dataset） 
●※5 

 

LAS データセットにフゔルを追加 

（Add Files to LAS Dataset） 
●※5 

 

LAS データセットの作成（Create LAS Dataset） ●※5  
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LAS データセットの統計情報（LAS Dataset Statistics） ●※5  

LAS ポント統計をラスタに出力 

（LAS Point Statistics as Raster） 
●※5 

 

タイル キャッシュ     

タル キャッシュのエクスポート（Export Tile Cache） ●  

タル  キャッシュのタル スキーマの生成（Generate Tile 

Cache Tiling Scheme） 
●  

タル キャッシュのンポート（Import Tile Cache） ●  

タル キャッシュの管理（Manage Tile Cache） ●  

アタッチメント     

ゕタッチメントの削除（Remove Attachments） ●※1  

ゕタッチメントの有効化（Enable Attachments） ●※1  

ゕタッチメントの無効化（Disable Attachments） ●※1  

ゕタッチメントの追加（Add Attachments） ●※1  

ゕタッチメント照合テーブルの作成 

（Generate Attachment Match Table） 
●※1 

 

インデックス   

属性ンデックスの削除（Remove Attribute Index） ● ● 

属性ンデックスの追加（Add Attribute Index） ● ● 

空間ンデックスの削除（Remove Spatial Index） ● ● 

空間ンデックスの追加（Add Spatial Index） ● ● 

グラフ    

グラフの作成（Make Graph） ●  

グラフの保存（Save Graph） ●  

サブタイプ   

サブタプ フゖールドの設定（Set Subtype Field） ● ● 

サブタプの削除（Remove Subtype） ● ● 

サブタプの追加（Add Subtype） ● ● 

デフォルトのサブタプを設定（Set Default Subtype） ● ● 

ジェネラライズ   

エリミネート（Eliminate）   

デゖゾルブ（Dissolve） ● ● 

ポリゴン パートの削除（Eliminate Polygon Part）   

ジオデータベース管理    

ンデックスの再構築（Rebuild Indexes） ●※1  

エンタープラズ ジオデータベースの作成 

（Create Enterprise Geodatabase） 
●※1  
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エンタープラズ ジオデータベースの有効化 

（Enable Enterprise Geodatabase） 
●※1  

ジオデータベースに登録（Register with Geodatabase） ●※1  

ジオデータベースのゕップグレード（Upgrade Geodatabase） ●  

データセットのゕップグレード（Upgrade Dataset） ●  

データセットの分析（Analyze Datasets） ●※1  

データベース ユーザの作成（Create Database User） ●※1  

データベースの圧縮（Compress） ●※1  

データ格納タプの移行（Migrate Storage） ●※1  

ロールの作成（Create Role） ●※1  

権限の変更（Change Privileges） ●※1  

空間参照の更新（Upgrade Spatial Reference） ●  

ジオメトリック ネットワーク     

ジオメトリック ネットワークから接続性ルールを削除  

（Remove Connectivity Rule from Geometric Network） 
●※1  

ジオメトリック ネットワークから空のフゖーチャクラスを削除

（Remove Empty Feature Class from Geometric Network） 
●※1  

ジオメトリック ネットワークにエッジ‐エッジ接続性ルールを追

加（Add Edge-Edge Connectivity Rule to Geometric Network） 
●※1  

ジオメトリック ネットワークにエッジ‐ジャンクション接続性ル

ールを追加 

（ Add Edge-Junction Connectivity Rule to Geometric 

Network） 

●※1  

ジオメトリック ネットワークのトレース 

（Trace Geometric Network） 
●※1 ● 

ジ オ メ ト リ ッ ク  ネ ッ ト ワ ー ク の 作 成 （ Create Geometric 

Network） 
●※1  

フロー方向の設定（Set Flow Direction） ●※1 ● 

テーブル   

テーブルの作成（Create Table） ● ● 

テーブルの切詰め（Truncate Table） ●  

ピボット テーブル（Pivot Table）   

未登録テーブルの作成（Create Unregistered Table） ●  

統計情報の更新（Analyze） ●※1  

行のカウント（Get Count） ● ● 

行のコピー（Copy Rows） ● ● 

行の削除（Delete Rows） ● ● 
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テーブル結合   

テーブル結合（Add Join） ● ● 

テーブル結合の解除 （Remove Join） ● ● 

フゖールド結合（Join Field）  ● ● 

データ比較   

TIN 比較（TIN Compare） ●  

テーブル比較（Table Compare） ●  

フゔル比較（File Compare） ●  

フゖーチャ比較（Feature Compare） ●  

ラスタ比較（Raster Compare） ●  

トポロジ   

クラスタ許容値の設定（Set Cluster Tolerance） ●※1  

トポロジ エラーのエクスポート（Export Topology Errors） ●※1  

トポロジからフゖーチャクラスを削除 

（Remove Feature Class From Topology） 
●※1  

トポロジからルールを削除（Remove Rule From Topology） ●※1  

トポロジにフゖーチャクラスを追加 

（Add Feature Class To Topology） 
●※1  

トポロジにルールを追加（Add Rule To Topology） ●※1  

トポロジの作成（Create Topology） ●※1  

トポロジ整合チェック（Validate Topology） ●※1  

ドメイン   

コード値ドメンの並べ替え（Sort Coded Value Domain） ●  

テーブル → ドメン（Table To Domain）  ● ● 

ドメン → テーブル（Domain To Table） ●  

ドメンからコード値を削除 

（Delete Coded Value From Domain） 
● ● 

ドメンにコード値を追加 

（Add Coded Value To Domain） 
● ● 

ドメンの作成（Create Domain） ● ● 

ドメンの削除（Delete Domain） ● ● 

フゖールドからドメンを削除（Remove Domain From Field） ● ● 

フゖールドへのドメンの割り当て（Assign Domain To Field） ● ● 

範囲ドメンの値を設定（Set Value for Range Domain） ● ● 

バージョン   

バージョン プロパテゖの変更（Alter Version） ●※1  

バージョンのリコンサル（Reconcile Version） ●※1  

バージョンの作成（Create Version） ●※1  

バージョンの削除（Delete Version） ●※1  
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バージョンの対応ビューの作成（Create Versioned View） ●※1  

バージョン対応登録の解除（Unregister As Versioned） ●※1  

バージョン対応登録（Register As Versioned） ●※1  

接続バージョンの変更（Change Version） ●※1  

パッケージ    

パッケージの共有（Share Package） ●  

パッケージの抽出（Extract Package） ●  

マップ コンテンツの統合（Consolidate Map） ●  

マップ タル パッケージの作成（Create Map Tile Package） ●  

マップのパッケージ化（Package Map） ●  

レヤ コンテンツの統合（Consolidate Layer） ●  

レヤのパッケージ化（Package Layer） ●  

ロケータのパッケージ化（Package Locator） ●  

ロケータの統合（Consolidate Locator） ●  

結果のパッケージ化（Package Result） ●  

結果の統合（Consolidate Result） ●  

ファイル ジオデータベース   

データベースの最適化（Compact） ●  

フゔル ジオデータベースの回復 

（Recover File Geodatabase） 
●  

フゔル ジオデータベースの圧縮解除 

（Uncompress File GeodatabaseData） 
●  

フゔル ジオデータベースの圧縮 

（Compress File Geodatabase Data） 
●  

フィーチャ   

XY 座標 → ラン （XY To Line） ●  

XY 座標の追加（Add XY Coordinates） ● ● 

Z 値の調整（Adjust 3D Z） ● ● 

ジオメトリのチェック（Check Geometry） ● ● 

ジオメトリの修正（Repair Geometry） ● ● 

ジオメトリの最小範囲 → ポリゴン 

（Minimum Bounding Geometry） 
● ● 

テーブル → 楕円 （Table To Ellipse） ●  

フゖーチャ → ポント（Feature To Point）   

フゖーチャ → ポリゴン（Feature To Polygon）   

フゖーチャ → ラン（Feature To Line）   

フゖーチャのエンベロープ → ポリゴン 

（Feature Envelope To Polygon） 
  

フゖーチャのコピー（Copy Features） ● ● 
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フゖーチャの分割（Dice）   

フゖーチャの削除（Delete Features） ● ● 

フゖーチャの頂点 → ポント（Feature Vertices To Points）   

フゖーチャの頂点でランを分割（Split Line At Vertices）   

ポント → ラン（Points to Line） ●  

ポントでランを分割 （Split Line at Point）   

ポリゴン → ラン（Polygon To Line）   

マルチパート → シングルパート（Multipart To Singlepart） ● ● 

ランの接合 （Unsplit Line）   

方位距離 → ラン（Bearing Distance To Line） ●  

フィーチャクラス   

ゕノテーション フゖーチャクラスのゕペンド 

（Append Annotation Feature Classes） 
●  

ゕノテーション フゖーチャクラスの更新 

（Update Annotation Feature Classes） 
●  

ンテグレート（Integrate） ● ● 

デフォルト XY 許容値の計算 

（Calculate Default XY Tolerance） 
●  

デフォルトの空間グリッド ンデックスを計算 

（Calculate Default Spatial Grid Index） 
●  

フゖッシュネットの作成（Create Fishnet） ● ● 

フゖーチャクラスの作成（Create Feature Classes） ● ● 

ランダム ポントの作成（Create Random Points） ●※6 ● 

未登録フゖーチャクラスの作成 

（Create Unregistered Feature Class） 
●  

フィールド   

タム ゾーンの変換（Convert Time Zone） ● ● 

フゖールドの削除（Delete Field） ● ● 

フゖールドの転置（Transpose Fields） ●  

フゖールドの追加（Add Field） ● ● 

フゖールドへのデフォルト値の割り当て 

（Assign Default To Field） 
● ● 

フゖールド演算（Calculate Field） ● ● 

増加 ID フゖールドの追加（Add Incrementing ID Field） ●※1  

時間フゖールドの変換（Convert Time Field） ● ● 

終了時間の計算（Calculate end time） ● ● 

編集情報の記録を有効化（Enable Editor Tracking） ●  

編集情報の記録を無効化（Disable Editor Tracking） ●  

ラスタ – モザイク データセット    



ArcGIS Engine/ArcGIS Runtime SDK for WPF 比較表 

 

21 

オーバービューの定義（Define Overviews） ●※1  

オーバービューの構築（Build Overviews） ●※1  

シームランの構築（Build Seamlines） ●※1  

セル サズの範囲を計算（Calculate Cell Size Ranges） ●※1  

ダーテゖ エリゕの計算（Compute Dirty Area） ●※1  

フットプリントの構築（Build Footprints） ●※1  

モザク データセット ゕテム キャッシュの構築 

（Build Mosaic Dataset Item Cache） 
●※1  

モザク データセット ジオメトリのンポート 

（Import Mosaic Dataset Geometry） 
●※1  

モザク データセット スキーマの変更 

（Alter Mosaic Dataset Schema） 
●※1  

モザク データセット パスのエクスポート 

（Export Mosaic Dataset Paths） 
●※1  

モザク データセット パスの修正 

（Repair Mosaic Dataset Paths） 
●※1  

モザク データセット プロパテゖの設定 

（Set Mosaic Dataset Properties） 
●  

モザク データセットからラスタを削除 

（Remove Rasters From Mosaic Dataset） 
●※1  

モザク データセットにラスタを追加 

（Add Rasters To Mosaic Dataset） 
●※1  

モザク データセットの NoData の定義 

（Define Mosaic Dataset NoData） 
●※1  

モザク データセットのカラー調整 

（Color Balance Mosaic Dataset） 
●※1  

モザク データセットの作成（Create Mosaic Dataset） ●※1  

モザク データセットの分析（Analyze Mosaic Dataset） ●※1  

モザク データセットの削除（Delete Mosaic Dataset） ●※1  

モザク データセットの同期（Synchronize Mosaic Dataset） ●※1  

ラスタ関数の編集（Edit Raster Function） ●  

参照モザク データセットの作成 

(Create Referenced Mosaic Dataset） 
●※1  

境界線の構築（Build Boundary） ●※1  

除外エリゕの生成（Generate Exclude Area） ●※1  

ラスタ – ラスタ カタログ   

ラスタ カタログ パスのエクスポート 

（Export Raster Catalog Paths） 
●  

ラスタ カタログ パスの修正（Repair Raster Catalog Paths） ●  

ラスタ カタログのゕテムのコピー 

（Copy Raster Catalog Items） 
●  

ラスタ カタログのゕテムの削除 

（Delete Raster Catalog Items） 
●  

ラスタ カタログの作成（Create Raster Catalog） ●  
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ワークスペース → ラスタ カタログ 

（Workspace To Raster Catalog） 
●  

ラスタ – ラスタ データセット   

モザク（Mosaic） ●  

ラスタ カタログ → ラスタ データセット 

（Raster Catalog To Raster Dataset） 
●  

ラスタ データセットの作成（Create Raster Dataset） ●  

ラスタのコピー（Copy Raster） ● ● 

ラスタのダウンロード（Download Rasters） ●  

ランダム ラスタの作成（Create Random Raster） ●※6  

ワークスペース → ラスタ データセット 

（Workspace To Raster Dataset） 
●  

新規ラスタにモザク（Mosaic To New Raster） ● ● 

ラスタ – ラスタ プロセシング    

オルソ幾何補正ラスタ データセットの作成 

（Create Ortho Corrected Raster Dataset） 
●  

クリップ（Clip） ● ● 

コンポジット バンド（Composite Bands） ●  

パンシャープン ラスタ データセットの作成 

（Create Pan-sharpened Raster Dataset） 
●  

ラスタ → DTED（Raster To DTED） ●  

ラスタ サブデータセットの抽出（Extract Subdataset） ●  

ラスタの分割（Split Raster） ●  

リサンプル（Resample） ●  

ラスタ – ラスタ プロパティ   

カラーマップの削除（Delete Colormap） ●  

カラーマップの追加（Add Colormap） ●  

セル値の取得（Get Cell Value）  ● ● 

ピラミッドと統計情報の構築（Build Pyramids And Statistics） ●  

ピラミッド構築のバッチ処理（Batch Build Pylamids） ●  

ピラミッド構築（Build Pyramids） ●  

ラスタ プロパテゖの取得（Get Raster Properties） ● ● 

ラスタ プロパテゖの設定（Set Raster Properties） ●  

ラスタ ワールドフゔルのエクスポート 

（Export Raster World File）  
●  

ラスタ属性テーブルの構築（Build Raster Attribute Table） ●  

ラスタ属性テーブルの削除（Delete Raster Attribute Table） ●  

統計情報の計算（Calculate Statistics） ● ● 

統計情報の計算のバッチ処理（Batch Calculate Statistics） ●  

リレーションシップ クラス   

テーブルからリレーションシップ クラスを作成 ●※1  
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（Table To Relationship Class） 

リレーションシップ クラスの作成 

（Create Relationship Class） 
●※1  

レイヤとテーブル ビュー   

Image Server レヤの作成（Make Image Server Layer） ●  

LAS データセット レヤの作成（Make LAS Dataset Layer） ●  

WCS レヤの作成（Make WCS Layer） ●  

XY ベント レヤの作成（Make X,Y Event Layer） ● ● 

クエリ テーブルの作成（Make Query Table） ●  

クエリ レヤの作成（Make Query Layer） ●  

テーブル ビューの作成（Make Table View） ● ● 

フゖーチャ レヤの作成（Make Feature Layer） ● ● 

モザク レヤの作成 （Make Mosaic Layer） ●  

ラスタ カタログ レヤの作成（Make Raster Catalog Layer） ●  

ラスタ レヤの作成（Make Raster Layer） ● ● 

レヤ フゔルの保存（Save To Layer File） ● ● 

レヤのシンボル情報を適用（Apply Symbology From Layer） ●  

属性検索（Select Layer by Attribute） ● ● 

空間検索（Select Layer by Location） ●  

ワークスペース   

ArcInfo ワークスペースの作成（Create ArcInfo Workspace）   

ArcSDE 接続フゔルの作成 

（Create ArcSDE Connection File） 
●※1  

データベース接続の作成（Create Database Connection） ●※1  

パーソナル ジオデータベースの作成 

（Create Personal Geodatabase） 
●  

フゔル ジオデータベースの作成（Create File GDB） ● ● 

フゖーチャ データセットの作成（Create Feature Dataset） ● ● 

フォルダの作成（Create Folder） ● ● 

ワークスペース キャッシュの削除（Clear Workspace Cache） ● ● 

空間タプの作成（Create Spatial Type） ●※1  

一般   

ゕペンド（Append） ● ● 

コピー（Copy） ● ● 

データの選択（Select Data） ● ● 

データベース ビューの作成（Create Database View） ●※1  

ブランチのマージ（Merge Branch） ●  

マージ（Merge） ● ● 

レコードの並べ替え（Sort） ●  
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値の計算（Calculate Value） ● ● 

削除（Delete） ● ● 

同一値を持つレコードの削除（Delete Identical）   

同一値を持つレコードの検出（Find Identical）   

名前の変更（Rename） ● ● 

写真    

ジオタグ付き写真 → ポント（Geotagged Photos To Points） ●  

時間による写真と行のマッチング 

（Match Photos To Rows By Time） 
●  

分散ジオデータベース   

Global ID の追加（Add Global IDs） ●  

XML ワークスペース ドキュメントのンポート 

（Import XML Workspace Document） 
●※1  

XML ワークスペース ドキュメントのエクスポート 

（Export XML Workspace Document） 
●※1  

サーバからレプリカを作成（Create Replica From Server） ●※1  

データ変更メッセージのエクスポート 

（Export Data Change Message） 
●※1  

メッセージのンポート（Import Message） ●※1  

レプリカ スキーマのンポート（Import Replica Schema） ●※1  

レプリカ スキーマのエクスポート（Export Replica Schema） ●※1  

レプリカ スキーマの比較（Compare Replica Schema） ●※1  

レプリカ フットプリントの作成（Create Replica Footprints） ●※1  

レプリカの作成（Create Replica） ●※1  

変更の同期（Synchronize Changes） ●※1  

承認メッセージのエクスポート 

（Export Acknowledgement Message） 
●※1  

非承認メッセージの再エクスポート 

（Re-Export Unacknowledged Messages） 
●※1  

投影変換と座標変換   

カスタム座標系変換の作成 

（Create Custom Geographic Transformation） 
●  

座標表記の変換（Convert Coordinate Notation） ●  

投影法の定義（Define Projection） ● ● 

空間参照の作成（Create Spatial Reference） ●  

投影変換と座標変換 – フィーチャ   

投影変換（Project） ●  

投影変換のバッチ処理（Batch Project） ●  

投影変換と座標変換 – ラスタ   
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シフト（Shift） ●  

セル サズ変更（Rescale） ●  

ミラー（Mirror） ●  

ラスタの位置合わせ（Register Raster） ●  

ラスタの投影変換（Project Raster） ●  

リンクフゔルによる幾何補正（Warp From File） ●  

反転（Flip） ●  

回転（Rotate） ●  

幾何補正（Warp） ●  

利用可能ツール数 258 69 

   

   

リニア リファレンス ツール 
ArcGIS Engine  

ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

ルート ベント レヤの作成（Make Route Event Layer） ●  

ルート ベントのオーバーレ（Overlay Route Events） ●  

ルート ベントのデゖゾルブ（Dissolve Route Events） ●  

ルート ベントの変換（Transform Route Events） ●  

ルートに沿ってフゖーチャを配置 

（Locate Features Along Routes） 
●  

ルート キャリブレーション（Calibrate Routes） ●  

ルートの作成（Create Routes） ●  

利用可能ツール数 7 0 

   

   

マルチディメンション ツール 
ArcGIS Engine  

ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

NetCDF テーブル ビューの作成（Make NetCDF Table View） ●  

NetCDF フゖーチャ レヤの作成 

（Make NetCDF Feature Layer） 
●  

NetCDF ラスタ レヤの作成 （Make NetCDF Raster Layer） ●  

テーブル → NetCDF （Table To NetCDF） ●  

デゖメンションで選択 （Select by Dimension） ●  

フゖーチャ → NetCDF（Feature To NetCDF） ●  

ラスタ → NetCDF（Raster To NetCDF） ●  

利用可能ツール数 7 0 
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サーバ ツール 
ArcGIS Engine  

ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

キャッシュ   

グローブ サービス キャッシュのタルを管理 

（Manage Globe Server Cache Tiles） 
●※2  

グローブ サービス キャッシュの削除 

（Delete Globe Server Cache） 
●※2  

マップ サービス キャッシュ ステータスの管理 

（Manage Map Server Cache Status） 
●  

マップ サービス キャッシュ タル スキーマの作成  

（Generate Map Server Cache Tiling Scheme） 
●  

マップ サービス キャッシュのンポート 

（Import Map Server Cache） 
●  

マップ サービス キャッシュのエクスポート 

（Export Map Server Cache） 
●  

マップ サービス キャッシュのタルを管理  

（Manage Map Server Cache Tiles） 
●  

マップ サービス キャッシュの作成 

（Create Map Server Cache） 
●  

マップ サービス キャッシュの削除  

（Delete Map Server Cache） 
●  

マップ サービス キャッシュの格納形式を変換 

（Convert Map Server Cache Storage Format） 
●  

マップ サーバ キャッシュの縮尺を管理 

（Manage Map Server Cache Scales） 
●  

データの抽出   

Zip フゔルを添付して電子メールを配信 

（Send Email With Zip File Attachment） 
●  

データの抽出（Extract Data） ●  

データの抽出と電子メール送信タスク 

（Extract Data and Email Task） 
●  

データの抽出タスク（Extract Data Task） ●  

公開    

サービスのステージング（Stage Service） ●  

サービス定義のゕップロード（Upload Service Definition） ●  

ポータルからサン ゕウト（Sign Out From Portal） ●  

ポータルにサン ン（Sign In To Portal） ●  

印刷    

Web マップのエクスポート（Export Web Map） ●  

利用可能ツール数 20 0 

 

 
  

Network Analyst ツール 
ArcGIS Engine  

ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 
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解析   

ロケーションの追加 (Add Locations) ● ● 

通過したソース フゖーチャのコピー (Copy Traversed Source 

Features) 
  ●※3 ● 

ルート案内 (Directions)   ●※3 ● 

ルート レヤの作成 (Make Route Layer) ● ● 

解析の実行 (Solve)   ●※3 ● 

ネットワーク データセット   

ネットワークの構築 (Build Network) ●※3 ● 

利用可能ツール数 6 6 

 

 
  

空間統計ツール 
ArcGIS Engine  

ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

クラスタ分析のマッピング   

クラスタ/外れ値分析 

（Cluster and Outlier Analysis（Anselin Local Morans I）） 
● ● 

グループ分析（Grouping Analysis） ● ● 

ホット スポット分析（Hot Spot Analysis（Getis-Ord Gi*）） ● ● 

パターン分析   

Ripley の K 関数法（Multi-DistanceSpatial Cluster Analysis） ● ● 

ンクリメンタル空間的自己相関 

（Incremental Spatial Autocorrelation） 
●  

平均最近隣距離分析（Average Nearest Neighbor） ● ● 

空間的自己相関分析（SpatialAutocorrelation（Morans I）） ● ● 

高/低クラスタ分析 

（High/Low Clustering（Getis-Ord General G）） 
●  

ユーティリティ   

ベントの集計（Collect Events） ● ● 

フゖーチャ属性を ASCII にエクスポート 

（Export Feature Attribute To ASCII） 
● ● 

空間ウェトマトリックス → テーブル  

（Convert Spatial Matrix To Table）  
●  

近接フゖーチャへの距離を計算 

（Calculate Distance Band From Neighbor Count） 
● ● 

面積の計算（Calculate Areas） ● ● 

レンダリング   

Z スコゕ レンダリング処理（Z Score Rendering） ● ● 

Z ス コ ゕ  レ ン ダ リ ン グ 処 理 を 含 む ク ラ ス タ / 外 れ 値 分 析

（Cluster/Outlier Analysis with Rendering） 
● ● 

Z スコゕ レンダリング処理を含むホット スポット分析 ● ● 
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（Hot Spot Analysis with Rendering） 

カウントのレンダリング処理（Count Rendering） ● ● 

レンダリング処理を含むベントの集計 

（Collect Events with Rendering） 
● ● 

地理的分散特性の算出   

リニゕ平均方向の算出（Linear Directional Mean） ● ● 

中心フゖーチャの算出（Central Feature） ● ● 

分布指向性分析 

（Directional Distribution（Standard Deviational Ellipse）） 
● ● 

地理的中心の算出（Mean Center） ● ● 

地理的中間地点の算出（Median Center） ● ● 

標準距離の算出（Standard Distance） ● ● 

空間関係のモデリング   

ネットワーク空間ウェトの生成 

（Generate Network Spatial Weights） 
●※3  

予備回帰分析（Exploratory Regression） ● ● 

地理空間加重回帰分析 （Geographically weighted regression） ●※4 ● 

最小二乗法 （Ordinary least Squares Regression） ● ● 

空間ウェト マトリックスの作成  

（Generate Spatial Weight Matrix） 
● ● 

利用可能ツール数 29 25 

   

   

モバイル ツール ArcGIS Engine  
ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

モバル キャッシュの同期（Synchronize Mobile Cache） ●  

モバル マップの作成（Create Mobile Map） ●  

利用可能ツール数 2 0 

   

   

ジオコーディング ツール 
ArcGIS Engine  

ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

コンポジット住所ロケータの作成 

（Create Composite Address Locator） 
●  

リバース ジオコード（Reverse Geocode） ●  

ロケータのパッケージ化（Package Locator） ●  

ロケータの統合（Consolidate Locator） ●  

住所のジオコーデゖング（Geocode Addresses） ●  

住所の再照合（Rematch Addresses） ●  

住所の標準化（Standardize Addresses） ●  
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  住所ロケータの作成（Create Address Locator） ●  

住所ロケータの再構築（Rebuild Address Locator） ●  

利用可能ツール数 9 0 

   

   

編集ツール  
ArcGIS Engine  

ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

スナップ（Snap） ●※1 ● 

ポントの削除（Erase Point） ●※1  

ランの切詰め（Trim Line） ●※1  

ランの延長（Extend Line） ●※1  

ラン方向の反転（Flip Line） ●※1  

頂点の挿入（Densify） ●※1 ● 

頂点の間引き（Generalize） ●※1  

利用可能ツール数 7 2 

   

   

パーセル ファブリック ツール 
ArcGIS Engine  

ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

データ移行   

トポロジをパーセル フゔブリックへ読み込み 

（Load a Topology to a Parcel Fabric） 
●※1  

パーセル フィーチャ   

パーセル フゔブリックのゕペンド（Append Parcel Fabric） ●※1  

パーセル フゔブリックのコピー（Copy Parcel Fabric） ●※1  

レイヤとテーブル ビュー   

パーセル フゔブリック テーブル ビューの作成 

（Make Parcel Fabric Table View） 
●  

パーセル フゔブリック レヤの作成 

（Make Parcel Fabric Layer） 
●  

利用可能ツール数 5 0 
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※1 Geodatabase Update エクステンションが必要です。 

※2 3D Analyst エクステンションが必要です。 

※3 Network Analyst エクステンションが必要です。 

※4 Spatial Analyst エクステンションが必要です。 

※5 Geodatabase Update/3D Analyst/Spatial Analyst エクステンションのいずれかが必要です。 

※6 Spatial Analyst または 3D Analyst エクステンションのいずれかが必要です。 

 

サマリ 
ArcGIS Engine  

ArcGIS Runtime 

SDK for WPF 

3D ツール 0 2 

解析ツール 9 9 

カートグラフゖ ツール 24 0 

変換ツール 47 19 

データ管理ツール 258 69 

リニゕ リフゔレンス ツール 7 0 

マルチデゖメンション ツール 7 0 

サーバ ツール 20 0 

Network Analyst ツール 6 6 

空間統計ツール 29 25 

モバル ツール 2 0 

ジオコーデゖング ツール 9 0 

編集ツール 7 2 

パーセル フゔブリック ツール 5 0 

ライセンス別 利用可能ツール数合計 430 132 



ArcGIS Engine/ArcGIS Runtime SDK for WPF 比較表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArcGIS Engine/ArcGIS Runtime SDK 
for WPF 比較表（v10.2） 

2013 年 12 月 13 日 更新 

ESRI ジャパン株式会社 

http://www.esrij.com/ 

Copyright(C) Esri Japan. 無断転載を禁ず 

本書に記載されている社名、商品名は､各社の商標および登録商標です。 

本書に記載されている内容は改良のため、予告なく変更される場合があります。 

本書の内容は参考情報の提供を目的としており、本書に含まれる情報はその使用
先の自己の責任において利用して頂く必要があります。 

 


	ArcGIS Engine/ArcGIS Runtime SDK for WPF 比較表
	はじめに
	データ ソース
	ローカル データとオンライン データ
	GPS

	マップの操作と機能
	マップ/レイヤの表示
	編集
	検索/解析
	ジオプロセシング
	印刷/ファイルへのエクスポート

	ライセンスとアプリケーションの作成/配布
	開発ライセンスと配布ライセンス
	アプリケーションの作成と配布
	開発環境

	ジオプロセシング ツール一覧


