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ArcGIS 10.2 for Server 機能比較表

はじめに
ArcGIS for Server は 2 次元のマップや 3 次元のマップ、住所ロケータ、ジオデータベー
ス、ジオプロセシングのツールなどの地理情報システム（GIS）のリソースを、組織内や Web
上で共有するための製品です。ArcGIS for Server システム上に GIS のリソースをホスト
することで、Web マッピング アプリケーションやモバイル端末などのクライアントから利
用することを可能とします。

GIS サーバ上で GIS のリソースを共有することで、データの公開や広範囲の閲覧者に情報
を伝達するだけではなく サービスやアプリケーションを介して GIS の機能を組織内外のユ
ーザに配信することができます。

ArcGIS for Server の一般的な利用として、ArcGIS Online 組織向けプランが提供する以下
の機能によって補完します。


ArcGIS for Server で作成された GIS サービスを整理し、共有する仕組み



アプリケーションおよびマップを中心としたコンテンツ管理の仕組み

ArcGIS for Server は要求に応じた機能（エディション）と規模（レベル）に対応したライ
センスを提供しております。

本ドキュメントは、どのライセンスが利用用途に適しているかを示すガイドとてご利用いた
だけます。

機能比較表（簡易版）

ArcGIS for Server の最適なエディションとレベルの選択
組織に最適な ArcGIS for Server の機能と規模を選択するためには、以下の 2 つの質問を
ご検討ください。



GIS システムにはどのような機能が必要ですか？



GIS システムはどのくらいの規模（ストレージと同時接続数）をサポートしますか？

機能
ArcGIS for Server は機能に応じて 3 つのエディション（Basic, Standard, Advanced）
を提供しています。以下の表は、エディションごとに利用可能な機能を表します。各機能の
詳細は、
「機能比較表（詳細版）」セクションをご参照ください。

機能

エディション
Basic

Standard

Advanced

○

○

○

ジオデータベース管理

○

○

○

GIS Web サービス

○

○

○

○

○

○

○

○

○

イメージ サービス

○

○

Web 編集

○

○

ジオプロセシング

○

○

○**

○

空間タイプをサポートする
データベースの使用*

Web マッピング アプリケーシ
ョン
スマートフォン / タブレット
アプリケーション

高度なジオプロセシング
*：

データベース固有の空間データ型をサポートします。

**：

高度なジオプロセシング機能を利用するにはエクステンションが必要です。

ArcGIS for Server はエクステンションを利用することで、高度な機能を追加することが可
能です。

エクステンション

エディション
Basic

Standard

ArcGIS Spatial Analyst for

○

Server
ArcGIS 3D Analyst for Server
ArcGIS Network Analyst for
Server
ArcGIS Image Extension for
Server
*：

オプション

Advanced

○
○*

○

○*

○*

ArcGIS はさまざまな環境で利用可能なクライアント アプリケーションを提供しています。

エディション

ArcGIS
クライアント アプリケーション
ArcGIS for iOS, Android,
Windows Phone

Basic

Standard

Advanced

○

○

○

Esri Maps for Office

○*

ArcGIS for Windows Mobile

○

Operations Dashboard for
ArcGIS
Collector for ArcGIS
*：

指定ユーザ アカウントが必要。
指定ユーザは ArcGIS Online 組織向けプランにログインが必要

○*
○*

規模
ArcGIS for Server は前セクションでご紹介した 3 つのエディションに加え、利用規模（レ
ベル）に応じて Workgroup と Enterprise の 2 つのライセンスが存在します。

レベル
Workgroup

Enterprise

10

無制限

Web サービスへの最大同時接続数

無制限

無制限

ArcSDE ジオデータベースの格納容量

10 GB*

無制限

利用できる最大コア数

4 コア

無制限**

ArcGIS for Server コンポーネントの分散配置

不可***

可

ArcSDE ジオデータベースへの最大同時接続数

*：

ArcGIS 10.2 for Server Workgroup には
Microsoft SQL Server Express 2008 R2 が同梱されており、データベースの
最大容量が合計で 10 GB に制限されています。

**： Enterprise の基本ライセンスでは、4 コアまでの利用が許可されています。
コア数が増える場合は、別途追加ライセンスが必要となります。
***：Workgroup ライセンスは、すべてのコンポーネントを同一マシンに
インストールする必要があります。

システムに要求される機能と規模を選定することで、ArcGIS for Server のエディションと
レベルを特定することが可能です。たとえば、ArcGIS for Server Enterprise Standard は
ArcSDE ジオデータベースへの無制限アクセスや大規模な ArcSDE ジオデータベースの構
築、標準的な ArcGIS for Server の機能をサポートします。

インストール
すべてのエディションとレベルの ArcGIS for Server は 64-bit OS 上のマシンにインスト
ールする必要があります。ソフトウェアは物理または仮想サーバ、もしくはクラウド基盤上
にインストールすることが可能です。

機能比較表（詳細版）

空間タイプをサポートするデータベースの利用
ArcGIS for Server は空間タイプをサポートする商用データベースに格納された空間データ
を直接利用、管理することが可能です。 ArcGIS for Server Basic では、空間タイプのデー
タを参照専用のフィーチャ サービスとして利用可能です。フィーチャ サービスを利用する
ことで、データベースの情報を Web ブラウザやモバイル端末のアプリケーションのマップ
に表示したり、検索したりすることが可能です。以下のデータベースがサポートされます。



IBM DB2



Microsoft SQL Server



Microsoft SQL Server Express



Oracle



PostgreSQL

ジオデータベース管理
ジオデータベースは ArcGIS がより高度な GIS データ管理ワークフローや地理空間情報デ
ータ モデルをサポートするために、データベースの空間機能を拡張します。

ArcGIS for Server Basic 以上のエディションで提供されるジオデータベース管理機能は、
ArcGIS for Desktop からユーザの同時編集を可能にし、ジオデータベースの分散管理を実
現します。

ジオデータベースの利点
商用データベースはシンプルな空間データをサポートします。ジオデータベースはこのフレ
ームワーク上に構築され、データベースの機能を拡張することで以下のような高度な GIS
データ モデルや最も要求の厳しい GIS ワークフローをサポートします。



ロング トランザクションと競合解決（バージョニング）



施設、河川、交通ネットワーク モデル



トポロジ、属性、接続ルールに準じたデータ検証



トランザクションの履歴管理



アノテーション（テキスト）
、ディメンション、土地台帳などの複雑なデータ



高度なシンボル（カートグラフィック リプレゼンテーション）



接続/非接続環境でのデータベース分散管理（ジオデータ サービス）

Enterprise レベルは、以下のデータベース環境において ArcSDE ジオデータベースをサポ
ートします。



IBM DB2



Microsoft SQL Server



Oracle



PostgreSQL

Workgroup レベルは、Microsoft SQL Server Express のみサポートします。



Microsoft SQL Server Express

Web サービス
Web サービスは、ArcGIS for Desktop や Web アプリケーション、モバイル端末、3rd パ
ーティ アプリケーションなどのクライアント アプリケーションで GIS のリソース共有を
簡単に実現することができます。

GIS Web サービスとは
GIS Web サービスはローカル ネットワークまたはインターネットを介して GIS のリソー
スを共有するために利用されます。 ArcGIS for Server で公開する Web サービスは、Web
の標準である REST（Representational State Transfer）、業界標準である SOAP（Simple
Object Access Protocol）、Open Geospatial Consortium（OGC）標準に準じています。

以下の GIS Web サービスの機能が利用可能です。

機能

エディション
Basic

Standard

Advanced

ジオデータベース レプリケーション

○

○

○

フィーチャ サービス（参照のみ）

○

○

○

ジオメトリ サービス

○

○

○

ダイナミック マップ サービス

○

○

キャッシュ マップ サービス

○

○

イメージ サービス

○

○

フィーチャ サービス（編集）

○

○

ジオプロセシング サービス

○

○

ジオコード サービス

○

○

グローブ サービス

○*

○*

印刷用サービス

○

○

サーチ サービス

○

○

○**

○**

○

○

ネットワーク解析サービス
モバイル データ サービス
（Windows Mobile）
*：

ArcGIS 3D Analyst for Server が必要

**： ArcGIS Network Analyst for Server が必要

Web マッピング アプリケーション / API
すべてのエディションの ArcGIS for Server は、Web マッピング アプリケーションを利
用可能です。



ArcGIS.com マップ ビューア



ArcGIS Viewer for Flex



ArcGIS Viewer for Silverlight

開発者は、以下の ArcGIS アプリケーション プログラミング インタフェース（API）を利
用して、カスタム Web マッピング アプリケーションを開発できます。



ArcGIS API for JavaScript



ArcGIS API for Flex



ArcGIS API for Silverlight



ArcGIS Runtime SDK for WPF

3rd パーティのアプリケーションと開発環境は、SOAP や REST、OGC 準拠のインタフェ
ースを介して ArcGIS for Server が公開する GIS Web サービスを利用できます。

スマートフォン・タブレットアプリケーション / SDK
すべてのエディションの ArcGIS for Server はさまざまなプラットフォームのモバイル ア
プリケーションをサポートします。



ArcGIS for iOS



ArcGIS for Android



ArcGIS for Windows Phone



ArcGIS for Windows Mobile

開発者は以下のソフトウェア開発キット（SDK）を利用して、カスタム モバイル アプリケ
ーションを開発できます。



ArcGIS Runtime SDK for iOS



ArcGIS Runtime SDK for Android



ArcGIS Runtime SDK for Windows Phone



ArcGIS Runtime SDK for Windows Mobile

エディション

機能

Basic

Standard

Advanced

ArcGIS for Windows Mobile

Workgroup

―

―

○*

– アプリケーション / SDK

Enterprise

―

○*

○

*：

オプション

機能
ArcGIS for iOS, Android, Windows Phone
– アプリケーション / SDK

エディション
Basic

Standard

Advanced

○*

○

○

Web 編集
ArcGIS for Server のサービスを利用して、データベースに格納される空間情報および属性
情報を編集することができます。



フィーチャ サービス



ジオメトリ サービス（補助的に編集ワークフローに利用される場合があります。
）

フィーチャ サービス
フィーチャ サービスは イントラネットおよびインターネットを介した ArcSDE ジオデー
タベースの編集をサポートします。Web ブラウザ、モバイル アプリケーション、REST や
OGC WFS-T に対応したクライアントは、このサービスを介して地理空間データの追加、削
除、更新を行うことができます。

フィーチャ サービスはステートレスな REST Web サービスとして実装されており、最高の
パフォーマンスとスケーラビリティを提供します。ArcGIS for Desktop で作成した フィー
チャ テンプレートをサービスとして公開することで、Web を介して構造化された GIS デ
ータの編集を実現します。これにより、クライアントはユーザに直観的な Web 編集環境を
提供します。

フィーチャ サービスはデータベースに格納される空間タイプの直接アクセスをサポートし
ます。ArcSDE ジオデータベースは「ジオデータベースの利点」で紹介されているような機
能を提供しますが、ArcGIS for Server はジオデータベースにテーブルを登録することなく、
直接空間タイプのデータを参照 / 編集可能なフィーチャ サービスをサポートします。

ジオメトリ サービス
ジオメトリ サービスは、以下のようなジオメトリ演算の機能をアプリケーションに提供しま
す。ジオメトリ サービスはフィーチャ サービスと組み合わせて利用することで、Web 上で
の複雑な GIS 編集をサポートします。


バッファ



単純化



面積と距離の計算



投影変換

イメージ サービス
ArcGIS for Server は効果的に画像を処理し、配信する機能を提供し、様々な用途のアプリ
ケーションから利用することができます。イメージ サービスは単一の画像（ラスタ データ
セット）やモザイク データセットに追加された複数の画像を配信することができます。

機能
イメージ サービス
－ 単一の画像（ラスタ データセット）
イメージ サービス
－ モザイク データセット
*：

エディション
Basic

Standard

Advanced

―

○

○

―

○*

○*

ArcGIS Image Extension for Server が必要

イメージ サービス
イメージ サービスは Web サービスとして画像やラスタを配信することを可能にし、表示や
分析に使用することができます。イメージ サービスはオルソ幾何補正やパンシャープン処理、
陰影起伏処理、バンド コンビネーションの変更といったオンザフライ処理機能を定義するこ
とができます。

イメージ サービスはあらゆる画像ソースを直接配信することができます。さまざまな画像に
対して、前処理を必要とせずに、元の画像から変換処理を実行した画像を作成することがで
きます。つまり、1 つの画像ソースから複数の表示方法を提供することが可能です。イメー
ジ サービスにはイメージ サービス用の API を使用してアクセスします。

ArcGIS for Server の画像処理は ArcGIS for Desktop の画像処理や分析機能とほぼ同等で
す。イメージ サービスは TIFF ファイルなどのラスタ データセット、ラスタ レイヤを直
接配信することができ、参照用のラスタ データセットに対して、追加の処理をオンザフライ
で適用することができます。

ArcGIS Image Extension for Server
ArcGIS Image Extension for Server は ArcGIS for Server でモザイク データセットを配
信するために必要なエクステンションです。

モザイク データセットは、複数の画像を参照し、モザイク ルールやオンザフライ処理が関
連付けられたジオデータベースのデータ モデルです。モザイク データセットは ArcGIS for
Desktop（Standard または Advanced）のツールを使用して作成し、複数の画像を取扱う
ための豊富な機能を提供します。モザイク データセットは ArcGIS for Desktop で直接利
用したり、ArcGIS for Server を使用してイメージ サービスとして配信したりすることがで
きます。イメージ サービス用の API は、アプリケーションからモザイク データセットの
カタログ機能や画像表示のプロパティを制御したり、分析のために画像のピクセル値にアク
セスしたりすることを可能にします。

画像を配信する他の方法
ArcGIS for Server を使用して画像を直接もしくはキャッシュ画像として配信することがで
きます。

モザイク データセットは、キャッシュ（ArcGIS for Desktop / Server を利用）することが
でき、マップ ドキュメント（.mxd）を介して取り扱うこともできます。キャッシュとして
配信された画像は、画像をスケーラブルに提供することを目的として利用します。

ジオプロセシング
ArcGIS for Server は数多くのジオプロセシング機能を提供します。

機能

エディション
Basic

Standard

Advanced

ジオプロセシング

―

○

○

高度なジオプロセシング

―

○*

○*

*：

要エクステンション

ジオプロセシングとは
ジオプロセシングは入力データセットを受け取り、そのデータセットの処理を実行し、処理
の結果として出力データセットを作成します。

ArcGIS for Server では、サーバへのジョブの入力と結果の受け取りを可能とするジオプロ
セシング サービスを公開できます。ジオプロセシング サービスの公開には、ArcGIS for
Desktop の ModelBuilder の機能を利用してモデルを作成する必要があります。モデルは
GIS の処理を自動化するための論理的に連結されたジオプロセシング ツールまたはスクリ
プトです。ArcGIS for Server はモデルを利用してサービスを実行することにより、クライ
アントのコンピュータ リソースを解放し、クライアント コンピュータ間で複数のコピーを
作成する問題を解決します。

ジオプロセシングは ArcGIS for Desktop Standard レベルのジオプロセシング ツールボ
ックスと同様のツールをサポートします。

高度なジオプロセシングとは
高度なジオプロセシングは ArcGIS for Desktop Advance レベルのジオプロセシング ツー
ルボックスと同様のツールをサポートします。高度なジオプロセシングの例は、高度なルー
ト解析や適合性分析です。
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