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ジオプロセシング ツールの 64 ビット対応バックグラウンド処理とは？  

ArcToolbox のジオプロセシング ツールを実行するモードとしてフォアグラウンド処理とバッ

クグラウンド処理があります（詳細についてはこちらのヘルプを参照）。「ArcGIS Engine 

Background Geoprocessing 10.x (64-bit)」をインストールすることにより、ジオプロセシング  

ツールのバックグラウンド処理を 64 ビットで実行することができます。処理が 64 ビット空

間でネイティブに実行されることで、より多くのシステム リソースを使用できます（フォアグ

ラウンド処理は従来通り、32 ビット環境で実行されます）。 

「ArcGIS Engine Background Geoprocessing 10.x (64-bit)」をインストールするには、事前に 

ArcGIS Engine 10.x がインストールされていて、コンピューターの OS が Windows の 64 ビ

ット版である必要があります。 

32 ビット対応のバックグラウンド処理ができる環境に戻したい場合は、「ArcGIS Engine 

Background Geoprocessing 10.x (64-bit)」をアンインストールしてください。 

2021年 6 月 1日 
ESRI ジャパン株式会社 

https://www.esrij.com 

http://desktop.arcgis.com/ja/arcmap/latest/analyze/executing-tools/foreground-and-background-processing.htm
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ワークグループ / エンタープライズ ジオデータベースを利用する際の注意点 

ArcGIS Engine アプリケーションは 32 ビット アプリケーションであり、データベースが 32 

ビットであるか 64 ビットであるかに関係なく、32 ビット クライアント ライブラリを介し

てデータベース管理システム（DBMS）とやり取りを行います。64 ビット対応バックグラウン

ド処理は接続時に 64 ビット ライブラリを必要とします。たとえば、エンタープライズ ジオ

データベースのデータに対して 64 ビット対応バックグラウンド処理のツールを実行する場合、

コンピューターに 32 ビット クライアント ライブラリと 64 ビット クライアント ライブ

ラリの両方がインストールされていることを確認する必要があります。ArcGIS Engine は 32 

ビット ライブラリを使用し、バックグラウンド処理のツールは 64 ビット ライブラリを使用

します。 

 

 

 

サポート対象外のデータ タイプ 

64 ビット対応バックグラウンド処理では、以下のデータ タイプの入出力はサポートされてい

ません。 

• パーソナル ジオデータベース（*.mdb） 

• Excel テーブル（*.xls、*.xlsx） 

上記のデータを処理する場合は、バックグラウンド処理を無効化してツールをフォアグラウン

ドで実行するか、サポートされているタイプにデータを変換してからツールをバックグラウン

ドで実行してください。 

※ ArcInfo カバレッジの入力はサポートされていますが、出力はサポートされていません。 
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サポート対象外のツール 

以下のツールボックスおよびツールセットにあるツールはバックグラウンド処理に対応してい

ません。バックグラウンド処理の設定が有効になっていてもフォアグラウンドで実行されます。 

• [変換 ツール] → [メタデータ] ツールセット 

• [データ管理 ツール] → [ジオデータベース管理] ツールセット 

• [データ管理 ツール] → [パッケージ] ツールセット 

• [データ管理 ツール] → [グラフ] ツールセット 

• [カバレッジ ツール] ツールボックス 

• 作成者がバックグラウンド処理を無効にしているカスタム スクリプト、モデル、関数ツール 

 

ArcGIS Desktop アプリケーションから [ツール] プロパティの [一般] タブにある [常にフォ

アグラウンドで実行] チェックボックスで、ツールがバックグラウンドで実行可能かどうかを

確認できます。バックグラウンド処理が有効になっていても、ツール自体が 64 ビット対応で

はない場合もありますのでご注意ください。（64 ビット対応ではないツールを実行すると、

「ERROR:00816」というエラーが発生します。） 

 

 

 

Python スクリプトの実行について 

「ArcGIS Engine Background Geoprocessing 10.x (64-bit)」をインストールすると、64 ビット

版の Python 2.7.x、NumPy、Matplotlib が「C:¥Python27¥ArcGISx6410.x」フォルダー（デフォ

ルト）にインストールされます。ArcGIS 10.x のインストール時に 32 ビット版の Python（デ

フォルトのフォルダーは、C:¥Python27¥ArcGIS10.x）もインストールされていますので、1 つ

のコンピューターに 32 ビット版および 64 ビット版双方の Python がインストールされて

いる状態になります。 

Windows エクスプローラーから Python スクリプトをダブルクリックして実行する場合、通

常は最後にインストールしたバージョンの Python 環境でスクリプトが実行されます。「ArcGIS 

Engine Background Geoprocessing 10.x (64-bit)」をインストールした後では、通常 64 ビット

版の Python 環境でスクリプトが実行されます。 

64 ビット処理をサポートしていないツールやデータ タイプの処理を含む Python スクリプ

トは、64 ビット版の Python 環境で実行できませんので、コマンド ラインで以下のように 32 

ビット版 Python のパスを指定して、スクリプトを実行してください。 

 

C:¥Python27¥ArcGIS10.x¥python.exe <スクリプト名> 
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カスタム ジオプロセシング ツールを 64 ビット対応バックグラウンド処理への

対応方法 

ArcObjects SDK でカスタマイズして作成したジオプロセシング ツール（DLL）を、フォアグラ

ウンド処理（32 ビット）およびバックグラウンド処理（64 ビット）双方に対応させる場合は、

以下のステップで登録を行います。 

 

1. C# などのマネージド コードの場合、「Any CPU」としてコンパイルします。Visual Studio の 

[ビルド] → [構成マネージャー] にある「プラットフォーム」を「Any CPU」に設定した後に DLL 

をコンパイルします。 

（C++ などのアンマネージド コードの場合は、32 ビット版と 64 ビット版の DLL を作成し、

それぞれに対して登録を行い、32 ビット版については、ステップ 2～4、64 ビット版につい

ては、ステップ 5～7 を実施します。） 

 

2. 以下のコマンドを実行して、32 ビットのコマンド プロンプト ウィンドウを起動します。 

C:¥Windows¥SysWOW64¥cmd.exe 

   

cd コマンドで以下の場所に移動します。 

cd C:¥Program Files (x86)¥Common Files¥ArcGIS¥bin 

 

 

3. ESRIRegAsm.exe を実行して DLL を登録します。 

ESRIRegAsm.exe <DLL ファイル名> 

 

4. ポップアップ ウィンドウから「Engine」オプションを選択し、[Register] をクリックします。 
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これにより、ArcGIS Engine のフォアグラウンド環境でカスタム ツールを実行できるようにな

ります。 

 

5. コマンド プロンプト ウィンドウで、 以下のコマンドを実行してレジストリ ファイル（.reg）

を作成します。 

ESRIRegAsm.exe <DLL ファイル名> /regfile:<ファイル名>.reg 

.reg ファイルが DLL ファイルと同じ場所に作成されます。 

 

6. 以下のコマンドを実行して、64 ビットのコマンド プロンプト ウィンドウを起動します。 

C:¥Windows¥system32¥cmd.exe 

 

7. regedit コマンドを使用して、.reg ファイルを 64 ビット レジストリ ハイブに登録します。 

regedit <.reg ファイル名> 

 

以下のようなダイアログが表示されますので、[はい] をクリックします。 

 
 

以下のようなメッセージが表示されます。これにより、カスタム ジオプロセシング ツールを 

64 ビット対応のバックグラウンド処理で実行できるようになります。 

 

 

※注意 

カスタム ジオプロセシング ツールのプログラムで、32 ビットのライブラリを参照している場

合は、上記の登録を行ってもツールの 64 ビット対応バックグラウンド処理を正常に実行でき

ませんので、事前にプログラムを修正する必要があります。 
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ダウンロード ページ 

1. My Esri サイトへアクセスします。 アクセスの方法は「My Esri に接続」ページをご参

照ください。 

2. My Esri のダウンロード ページへアクセスし、対象バージョンの「ArcGIS Engine 

Background Geoprocessing 10.x (64-bit)」をダウンロードします。ダウンロード ページへ

のアクセスおよびダウンロード方法は「製品ダウンロード」ページをご参照ください。 

https://www.esrij.com/myesri/connect/
https://www.esrij.com/myesri/connect/
https://www.esrij.com/myesri/download/

