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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 PostgreSQL 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 PostgreSQL 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 2012 Standard (64-bit) 

オペレーティング  システム 

(ArcGIS クライアント) 
Windows 7 Enterprise Service Pack 1 (32-bit) 

DBMS PostgreSQL 9.2.2 (64-bit) 

ArcSDE ArcSDE 10.2 for PostgreSQL 

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 PostgreSQL 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 

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。 

3. 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 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。 

4. エンタープライズ ジオデータベースの作成 

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。 

5. ArcSDE アプリケーション サーバのインストール 

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、この項目と次の項目の設定は不要です）。 

6. 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。 

7. ArcSDE サービスの作成 

ArcSDE コマンドを使用して ArcSDE サービスを作成します。 
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PostgreSQL のセットアップ 

以下では PostgreSQL のセットアップ手順を説明します。 

PostgreSQL ソフトウェアのインストール 

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

データベースが作成されている必要があります。PostgreSQL を別途インストールする場合、またはイン

ストール済みの PostgreSQL を使用する場合は「エンタープライズジオデータベースの作成」から実行し

て下さい。 

PostgreSQL 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 「PostgreSQL_DBMS_for_Windows_922_136133.exe」 をローカル ディスク上

の任意のフォルダにダウンロードし、右クリックして [管理者として実行] をクリックします。 

 

2. インストーラを配置するディレクトリを指定します。以下ではデフォルトのディレクトリにイ

ンストーラを配置します。 

 

  

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. PostgreSQL のセットアップが起動します。[Next >] をクリックし、インストールを開始しま

す。 
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5. [Installation Directory] 画面が表示されます。ここでは PostgreSQL データベースのソフトウ

ェアをインストールする場所を選択します。標準では Program Files ディレクトリ下にインス

トールされます。変更する場合は [Installation Directory] テキストボックスにパスを入力する

か、右のボタンをクリックしてパスを選択します。以下の例では C ドライブの直下にインスト

ールします。実際にインストールするディレクトリを確認し [Next >] をクリックします。 
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6. [Data Directory] 画面が表示されます。データディレクトリには PostgreSQL データベース 

クラスタの設定ファイルやデータベースが格納されます。デフォルトでは PostgreSQL ソフト

ウェアをインストールしたディレクトリ下に「data」ディレクトリとして作成されます。変更

する場合は [Data Directory] テキストボックスにパスを入力するか、右のボタンをクリック

してパスを選択します。ディレクトリを確認し [Next >] をクリックします。 

 

7.  [Password] 画面が表示されます。ここではデータベースのスーパーユーザおよびサービスア

カウントである postgres ユーザのパスワードを入力します。パスワードを入力し [Next >] 

をクリックします。 
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8. [Port] 画面が表示されます。データベース サーバが接続要求をリスニングするポート番号を指

定します。内容を確認し [Next >] をクリックします。 

 

9.  [Advanced Options] 画面が表示されます。ここではデータベース クラスタのロケールを選

択します。[Default locale] ではシステムに現在設定されているロケールが引き継がれます。 

PostgreSQL 上で ArcSDE ジオデータベースを作成する場合は、デフォルトで問題ありません

ので [Next >] をクリックします。 
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10. [Ready to Install] 画面が表示されます。手順 2 から手順 7 で設定した内容で PostgreSQL

のインストールを開始するため [Next >] をクリックします。 

 

11. インストールが正常に完了すると [Completing the PostgreSQL Setup Wizard] 画面が表示

されます。スタックビルダを起動するかどうか確認するチェックボックスがチェックされてい

ますが、PostgreSQL を ArcSDE ジオデータベースのみで使用する場合、データベース以外に

追加のツールは必要ありませんので、このチェックを外してから [Finish] をクリックしてセッ

トアップを終了します。 
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12. デフォルトで PostgreSQL はローカル接続のみ許可されていますので、クライアントの

ArcGIS for Desktop から接続するには PostgreSQL の データディレクトリにある

「pg_hba.conf」ファイルを編集し、リモート接続が行えるように設定を追加します。 

※このファイルは本項手順 6 で指定した [Data Directory] 下にあります。 

13. 設定を反映させるには、ファイルを保存した後で PostgreSQL のサービスを再起動します。 

なお Windows Firewall を有効にしている場合、手順 8 で指定したポート番号での接続を許

可するよう設定します。 
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PostgreSQL クライアントのセットアップ 

PostgreSQL クライアントのセットアップ 

ArcGIS for Desktop から PostgreSQL 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 PostgreSQL のクライアントがセットアップされている必要があります。 

以下では、PostgreSQL クライアントのセットアップ手順を説明します。  

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「PostgreSQL_Client_Libraries_for_Windows_922_136131.exe」をローカル デ

ィスク上の任意のフォルダにダウンロードし、実行します。 

2. ファイルを配置する任意の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。 

 

3. [Close] をクリックします。 
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4. 手順 2 で指定したディレクトリに移動します。「PostgreSQLClientLibs922」フォルダに以下

のフォルダが格納されていることを確認します。 

・Windows32 

・Windows64 

ご使用のアプリケーションに合わせて上記のいずれかのフォルダの PostgreSQL のクライア

ントを使用します。ArcGIS for Desktop から ArcSDE ジオデータベースへの接続には、

[Windows32] フォルダ下の DLL を使用します。 

 

5. 解凍して得られた 5 つの DLL を ArcGIS for Desktop をインストールしたフォルダ下の

「bin」（<インストールフォルダ> \ArcGIS\Desktop10.2\bin）フォルダにコピーまたは移動

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、PostgreSQL へのエンタープライズ ジオデータベースを作成する手順

を説明します。 

エンタープライズジオデータベースの作成 

1. ArcGIS をインストールしたフォルダ下の

「DatabaseSupport\PostgreSQL\9.2\Windows64」フォルダにある「st_geometry.dll」を 

PostgreSQL をインストールしたサーバの PostgreSQL の lib フォルダ（ここでは 

[C:\PostgreSQL\9.2\lib]）にコピーします。 
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2. 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。 

3. [ArcToolbox] を表示し、[データ管理 ツール] → [ジオデータベース管理] → [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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4. [エンタープライズ ジオデータベースの作成(Create Enterprise Geodatabase)] ジオプロセ

シング ツールが起動します。 

[データベース プラットフォーム] で [PostgreSQL] を選択し、[サービス] に PostgreSQL 

がインストールされているデータベースサーバのサーバ名または IP アドレスを入力します。

[データベース（オプション）] で作成するジオデータベースの名前（英数字で半角 8 文字以

内）を入力し、前章の手順 5 で指定した postgres ユーザのユーザ名とパスワードをそれぞれ 

[データベース管理者（オプション）] と [データベース管理者パスワード（オプション）] に

入力します。[ジオデータベース管理者のパスワード（オプション）] にジオデータベース管理

者ユーザとして新規に作成される sde ログインロールのパスワードを入力します。 

既にジオデータベース用に表領域を用意している場合は [表領域名（オプション）] に表領域の

名前を入力します。[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] 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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5. 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ます。ここでは 

PostgreSQL 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下さい。 

 

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 「ArcSDEPG」 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 PostgreSQL] 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 PostgreSQL セットアップ プログラムへようこそ] 画面が表示されます。

[次へ(N) >] 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。使用許諾契約書の内容を確認し、同意する場合には 

[使用許諾契約書に同意する] を選択して [次へ(N) >] 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。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。 

 

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(I)] 

をクリックするとインストールが開始されます。 
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6. [ArcSDE 10.2 for PostgreSQL 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/


ArcSDE for PostgreSQL 簡易インストールガイド 

23 

 

ArcSDE サービスの作成 

1. コマンド プロンプトを管理者として起動し、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（PostgreSQL の

場合は POSTGRESQL）と PostgreSQL のサービス名（デフォルトでは postgresql-x64-9.2）

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 POSTGRESQL,postgresql-x64-9.2 

 

なお、デフォルトのサービス名（esri_sde）およびポート番号（5151）以外を使用する場合は、

-i オプションにサービス名を指定します。 

2. 上記で作成したサービスに接続先のデータベースを登録するため、sdeservice コマンドを 

register 操作で実行します。 

-r オプションには [ADMIN_DATABASE] を、-v には接続するジオデータベース名（ここで

は「エンタープライズ ジオデータベースの作成」で作成した「geodb」）を指定しています。 

sdeserivce –o register –r ADMIN_DATABASE –v geodb –d POSTGRESQL 
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3. %SDEHOME%\etc（<ArcSDE インストールフォルダ>\pgexe\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 フォルダの system32\drivers\etc\services ファイルをテキストエディタで開き、

同様に ArcSDE サービス（esri_sde）と使用するポート（5151）を追記します。 

 

6. Windows のサービス パネルを開き、ArcSDE サービス（[ArcSde Service(esri_sde)]）が作

成されていることを確認し、サービスを起動します。 
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動作確認（ユーザの作成およびデータ格納） 

PostgreSQL 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（ログイン ロール）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ー（ログインロール）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 PostgreSQL および 

ArcGIS のドキュメントを参照して、適切な権限やロールの付与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] をクリックして 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「PostgreSQL」を選択して [インスタンス] にデータ

ベースサーバの名前を入力します。[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] に管理者権限を持つ 

postgres ユーザを指定し、パスワードを入力します。 

正しい接続情報が設定されている場合 [データベース] リストボックスに使用可能なデータベ

ースがリスト表示されます。ここでは、これまでの手順で作成した「geodb」を選択し [OK] を

クリックします。 

 

3. カタログ ツリーの [Database Connections] 下に接続が作成されます。 

 

4. 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） 

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。 

2. [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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3. [ArcSDE 接続ファイルの作成（Create ArcSDE Connection File）] ジオプロセシング 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。 

 

[データベース（オプション）]、[ユーザ名（オプション）] および [パスワード（オプション）] 

には 16 頁記載の 「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（デフォルトは 5151）またはサービス名を入力します。 

 

このとき「データベース認証（オプション）」と「ユーザ名とパスワードを保存する（オプショ

ン）」にはともにチェックが付いた状態にします。 

 

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）] リストボックスにカーソルを合わせ、マウス左クリックをすると、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「sde.DEFAULT」を選択し

て 「接続ファイルにトランザクション バージョン名を保存（オプション）」にチェックが付い

た状態にします。 

 

上記の設定後 [OK ]をクリックします。 
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4. 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。 

 

5. カタログ ツリーで指定した作成場所に ArcSDE 接続ファイルが作成されており、ダブルクリ

ックをして、データベースに接続できることを確認します。 
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PostgreSQL ログインロール（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 PostgreSQL ユーザを作成することが推奨されます。 

ArcSDE ジオデータベースにデータを格納するため PostgreSQL データベース クラスタにログイン ロ

ールを作成する手順を示します。 

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] を展開します。 
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2. 「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。 

 

3. [データベース ユーザの作成 (Create Database User)] ジオプロセシング ツールが起動しま

す。[入力データベース接続] には、ダイレクト コネクションで作成した接続を指定します。

以下では、test 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。 
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4. ツールが実行され、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 test ユーザ、[パスワード] に test 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て、接続を右クリックして [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。 
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4. [フィーチャクラス → フィーチャクラス (Feature Class To Feature Class)] ジオプロセシン

グ 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」）を指定して [OK] をクリックします。 
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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。 

 

※インポート実行開始時に、データベース ユーザ名が接続先データベースのユーザ スキーマと

一致しない旨のエラーが表示される場合があります。この場合は PostgreSQL の pgAdmin 

Ⅲ を開いて、当該ジオデータベースのもつスキーマに、データベース ユーザ名に一致するも

のがあるか確認し、適切なデータベース ユーザ名を使用して対処します。 

 

5. 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

上でセットアップおよび確認作業は終了です。 
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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 PostgreSQL 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 PostgreSQL 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 

 ST_Geometry のアップグレード（任意） 

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 

 ST_Geometry のアップグレード（任意） 

 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 / パッチの適用 

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.exe を実行し、ArcGIS クライアントに必要なサービス パックまたはパッチが適

用されていることを確認します。 

PatchFinder.exe 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。 

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にて [データベース プラットフォーム] か

ら「PostgreSQL」を選択し、[インスタンス] にデータベースサーバ名を入力します。[認証タ

https://www.esrij.com/support/esri/
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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 sde を入力し、[パスワード] に sde 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。 

 

4. 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。 

PostgreSQL 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/002p000000nn000000/ 

 

※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/002p000000nn000000/
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5. [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。 
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6. 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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ST_Geometry のアップグレード 

SQL を使用してジオメトリにアクセスを行う場合は、サービスパックまたはパッチの適用後に 

ST_Geometry のアップグレードが必要となる場合があります。 

1. PostgreSQL が存在するサーバ上にある既存の st_geometry ライブラリをバックアップする

か、名前を変更します。 

2. 最新のサービス パックまたはパッチを適用した ArcGIS for Desktop がインストールされて

いるクライアントマシンで、ArcGIS for Desktop のインストールフォルダ下の以下のフォルダ

をクリックして、ご使用の PostgreSQL のバージョンに合った [st_geometry.dll] をコピー

します。 

バージョン フォルダの場所 

PostgreSQL 9.0.5 DatabaseSupport\PostgreSQL\Windows64\ 

PostgreSQL 9.1.3 DatabaseSupport\PostgreSQL\9.1\Windows64 

PostgreSQL 9.2.2 DatabaseSupport\PostgreSQL\9.2\Windows64 

3. 新しい st_ geometry.dll をサーバの PostgreSQL のライブラリ フォルダにコピーします。 

4. ArcToolBox を開いて [データ管理ツール] → [ワークスペース] →  

[空間タイプの作成（Create Spatial Type）] ジオプロセシング ツールを開きます。 

5. [入力データベース接続] にジオデータベースのアップグレードで使用した sde ユーザのデー

タベース コネクションを指定します。また [SDE ユーザ パスワード] に SDE ユーザのパス

ワードを指定します。[OK] をクリックします。 
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6. 空間タイプの作成が完了したことを確認し [閉じる] をクリックします。[空間タイプの作成] 

ジオプロセシング ツールは、ジオデータベースを含まないデータベースに ST_Geometry SQL 

タイプ、サブタイプ、関数を追加する際にも使用されます。既存のジオデータベースの 

ST_Geometry をアップグレードするためにジオプロセシング ツールを実行した場合、以下の

ようにジオデータベース インスタンスが存在しているという警告が表示されますが、問題があ

るわけではありませんので、そのまま [閉じる] をクリックしていただいて構いません。 
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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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参照資料 

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 PostgreSQL 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。PostgreSQL のユ

ーザガイドと合わせてご参照ください。 

 PostgreSQL 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-postgresql/10.2/index.html 

 ArcGIS ヘルプ 

[ジオデータ] → [ジオデータベースの管理] → [PostgreSQL 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_PostgreSQL/002p000000pt000000/ 

 

 

http://resources.arcgis.com/ja/help/install-guides/arcsde-application-server-postgresql/10.2/index.html
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.2/#/A_quick_tour_of_geodatabases_in_PostgreSQL/002p000000pt000000/
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