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1 システム設計工程 
この文書の目的は、地理情報システム（GIS）テクノロジを適切に導入するため、システム設計

の手順に対する認識を組織内で共有することです。システムを導入、支援するにあたり、論理

的根拠に基づいた指針に従うことで、ほとんどの ESRI ユーザが求めている初期性能を満足させ

ることができます。システムの稼動後は、個々のユーザ要件に合わせて、さらにシステム環境

の調整を行います。 

1.1 システム アーキテクチャ設計とは何か 

システム アーキテクチャ設計とは、GIS の導入を成功させるため ESRI 社が考案した作業工程で

す。この工程の中で、既存のシステム環境の改善点を洗い出し、現時点の、および今後予測さ

れるユーザ ニーズに基づき、具体的なハードウェア、ネットワークの提案を行います。必要と

なるアプリケーション、および組織が保持しているデータ ソース、人材はすべて、 適なハー

ドウェアを決定するための重要な要素となります（図 1-1 参照）。ESRI 社のシステム アーキテ

クチャ設計工程に従えば、個々の具体的な導入戦略を立てることができ、その中で業務ワーク

フローの要件に基づいたハードウェア仕様を明確にすることができます。 

図 1-1 
システム アーキテクチャ設計工程 
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ネットワーク
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1.2 なぜシステム アーキテクチャ設計は重要か 

分散コンピュータ環境は、ユーザの性能要件を満たすよう適切に設計される必要がありますが、

システムの中で も性能の劣る「弱点」によって全体の性能が制約されてしまいます。そこで、

システム アーキテクチャ設計工程を実行することで、バランスのとれたハードウェア仕様を作

成することができます。つまり、バランスのとれたシステム負荷モデルに基づいてハードウェ

ア、ネットワークの各機器に投資することで、全体的に見れば 小のコストで 大のシステム 
パフォーマンスを得ることができるのです（図 1-2 参照）。 
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図 1-2 
なぜシステム アーキテクチャ設計は重要か 
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システムアーキテクチャ設計の枠組み
 

システム アーキテクチャ設計は、エンタープライズ GIS の導入を成功させるための枠組みを提

供します。まず、業務ワークフローの設計では、クライアント ワークステーションとのインタ

ラクティブな処理を 適化して生産性を上げ、負荷の重い空間処理を効率よく制御できるよう

考慮します。ジオデータベースの設計とデータベース形態の選択では、性能要件を満たす必要

があります。システム プラットフォームの各コンポーネント（サーバ、クライアント  ワークス

テーション、ストレージ）は適切に稼動し、業務ワークフローのピーク時に必要な処理能力を

持つものを選択する必要があります。また、システム アーキテクチャ設計戦略では、パフォー

マンスに対する要件、および分散通信ネットワーク全体を制約する回線容量について検討する

必要があります。さらに、共有インフラ リソースを格納するためのテクノロジと構成を選択す

る必要もあります。このように、システム アーキテクチャ設計は、生産性の高い稼働環境を構

築するための堅実な基盤であるといえます。 

1.3 GISの運用を成功させるには何が必要か 

GIS の導入を成功させるために、導入の各段階において重要なフェーズがあります。各フェーズ

の重要性とその主要な目的を理解することにより、エンタープライズ GIS をより効果的に導入

できます。図 1-3 は、GIS 導入の様々なフェーズを示しています。 
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図 1-3 
GIS 導入フェーズ 
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*出典:  Moody, Daniel (1996).  The Seven Habits of Highly Effective Data Modelers: Database Programming and Design; 57-64.
 

要件定義フェーズ：このフェーズでは、どのような GIS 技術が選択可能かを理解し、GIS ユー

ザの要件を数量化し、適切なシステム アーキテクチャ設計、および導入戦略の作成を行うこと

が重要です。このフェーズでキャパシティ プランニングを実行することにより、暫定的な性能

仕様を作成することができます。この計画段階を「正しく行う」ことで、導入全体における多

大な労力と費用を抑制することができます。 

設計フェーズ：システム開発とプロトタイプの機能テストを行い、各コンポーネントを構築し、

後続のシステム導入に備え信頼性を高めます。このフェーズでは、選択した環境を構築、テス

トするために、時間と費用を投入します。また、初期のプロトタイプ テストで機能を実証し、

導入時のリスクを減少させます。ソフトウェアの予備的なパフォーマンス テストを実行するこ

とにより、当初想定したキャパシティ プランニングを検証することができます。 

構築フェーズ： 初のシステム展開がうまくいけば、このフェーズを成功させることができま

す。このフェーズでは、様々なソリューションを組み合わせ、 終的な運用に必要な要件を検

証します。また、このフェーズは、導入されたシステムの性能と処理能力を実証し、選択した

ハードウェアとシステム環境が完全に本番導入に対応できることを検証する重要なフェーズで

す。 

運用フェーズ： 終的なシステムの調達と配備を行い、運用が成功することを実証します。キ

ャパシティ プランニングの測定基準を使用すれば、目標となるシステム パフォーマンスを監視

し、維持することができます。計画、開発、テストが正しく行われていれば、スムーズにシス

テムの導入、運用が行われ、ユーザを満足させることができます。 
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導入作業は 初の計画段階から正しい方法で実施する必要があり、そのためには時間をかけた

技術の理解、ユーザ要件の数量化、正しいソフトウェア テクノロジの選択、および適切なハー

ドウェアの導入が不可欠です。もし、 初の段階から正しい方法で実施できなければ、それを

立て直すために後のフェーズで費用がかかることになります。その変更のための費用は、プロ

ジェクトの導入が進むにつれて、幾何級数的に増加します。 

ワークフローのパフォーマンス目標となるマイルストーンを設定し、パフォーマンス目標を達

成するために導入作業全体を通じてソフトウェアのパフォーマンスを管理することが、成功の

ための積極的な処方箋となります。パフォーマンスと拡張性という観点を持たずにシステムを

構築すると、期待はずれの結果となり、それを取り戻すためにさらに費用がかかることになり

ます。 

1.4 システム設計工程 

これまでと同様にシステム設計工程では、GIS ニーズ評価とシステム アーキテクチャ設計を行

います。このシステム アーキテクチャ設計は、GIS ニーズ評価により決定した業務ワークフロ

ー要件に基づいて行います。システム設計を 大限に効率よく実行するには、設計工程全体に

渡って、ユーザ ニーズとシステム アーキテクチャの制約を考慮する必要があります。図 1-4 で

は、システム設計工程の概要を示しています。 
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GIS ニーズ評価：このニーズ評価では、業務ワークフロー要件の再検討を行い、GIS アプリケー

ションがユーザの生産性のどの部分を改善できるかを特定します。また、このニーズ評価の中

で、GIS アプリケーションと GIS データに対する要件、および GIS ユーザのニーズを満たすた

めの導入戦略を決定します。このユーザ ニーズ分析は、ユーザ自身の組織が行わなくてはなら

ない工程です。ただし、現在の GIS ソリューションとユーザ業務に精通した専門の GIS コンサ
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ルタントであれば、この設計作業を円滑に行う支援をすることができます。 

システム アーキテクチャ設計：システム アーキテクチャ設計は、GIS ニーズ評価によって決定

したユーザ要件に基づいて行います。ユーザは、システム設計仕様書を作成する前に、GIS アプ

リケーションと GIS データに対する要件を明確に理解しておく必要があります。また、システ

ム導入計画では、ユーザが必要な時期に「ぴったりと間にあう」ように、ハードウェア購入の

要件を決定しておく必要があります。 

システム設計では、 初に技術交流を行います。この技術交流により、設計工程期間にユーザ

の支援を得るための基礎ができます。設計工程にユーザが参加することは重要なことです。ま

た、設計工程では、既存のコンピュータ環境、GIS ユーザの要件、システム設計の代替案につい

て再検討を行います。システム設計において ESRI 社が提供するキャパシティ プランニング ツ
ールを使用することで、予想されるピーク時の業務ワークフロー要件を特定のプラットフォー

ムに対する仕様に変換できます。また、GIS 導入のマイルストーンを設定するために、包括的な

導入戦略の作成を行います。 

これまでは、ユーザ ニーズ評価とシステム アーキテクチャ設計は、2 つの独立した作業に分か

れていました。これらの作業を一緒に行うことには、いくつかの重要なメリットがあります。

GIS ソフトウェア ソリューションを決定するには、アーキテクチャの選択、およびテクノロジ

の選択とそのシステム導入戦略について検討する必要があります。業務ワークフローのピーク

時における既存のハードウェア環境とその他の情報、およびユーザの配置については、業務ワ

ークフローの聞き取り調査の中で確認することができます。テクノロジを選択するには、構成

の選択肢、必要なプラットフォーム、各テクノロジにおけるピーク時のシステム負荷、および

システム設計全体のコストについて検討する必要があります。そして 終的に、システム導入

スケジュールの中で納入に関するマイルストーンを検討する必要があります。本書で後述する

新しいキャパシティ プランニング ツールを開発した主な理由は、システム アーキテクチャ設計

分析を自動化することです。つまり、専門の GIS コンサルタントがこのキャパシティ プランニ

ング ツールを使用し、統合されたビジネス ニーズ評価を実行することが可能となります。 

1.5 支援技術 

分散 GIS ソリューションは、様々なベンダの製品が統合されています。各ベンダのテクノロジ

によりエンタープライズ環境全体が構築されており、これらは全体として統合されている必要

があります。このようなマルチベンダ環境の統合は、一般的に受け入れられている業界標準の

インタフェースに、自主的に準拠することで実現できます。 

エンタープライズ GIS ソリューションに関連する、基本的な支援技術の概要を理解することで、

システム アーキテクチャ設計工程を実施する基礎ができたことになります。図 1-5 は、分散

GIS 環境をサポートする主要な技術的要素を示しています。 

 
 
ESRI 技術参考書 1-5 



 
システム設計ガイド 1  システム設計工程 
  

 C11144-12 
 

図 1-5 
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GIS ソフトウェア テクノロジ：様々な GIS ソフトウェアがこの 38 年間、ESRI 社によって開発

されてきました。各プロダクトは、個別のユーザ要件をサポートするために開発されたもので

す。第 2 章では、GIS ユーザの間で増大するニーズに応えるため、どのようにこれらのプロダク

トを組み合わせたらよいかを説明しています。 

ネットワーク通信：ネットワーク通信を経由して、高性能なエンタープライズ GIS ソリューシ

ョンの接続を行います。ネットワーク通信の基礎を理解することで、開発者はよりよいアプリ

ケーションを構築し、共有データ ソースへの効率的なユーザ アクセスを実現できます。第 3 章

では、ネットワーク通信の概要を説明し、分散 GIS 環境を成功させるための GIS 設計標準を規

定しています。 

GIS プロダクトのアーキテクチャ：エンタープライズ GIS ソリューションには、ESRI 社、およ

びサード パーティの様々な製品が含まれています。これらの製品は、1 つの統合した GIS ソリ

ューションとして動作するために、互いにインタフェースを合わせる必要があります。第 4 章

では、分散 GIS 運用を行うために必要なシステム アーキテクチャ コンポーネントの概要につい

て、第 5 章ではエンタープライズ セキュリティについて、そして第 6 章ではジオデータベース

の管理について説明します。 

システム設計サイジング モデル：システム設計モデルにより、業務ワークフロー分析で作成し

たハードウェアのピーク時負荷を、運用要件を満たすために必要なプラットフォームの仕様に

変換できます。第 7 章では、ESRI 社のサイジング モデル（想定システム負荷に耐えうるハード

ウェアを選定するためのモデル）のベースとなる技術的想定について記述しています。また、

GIS が使用する各ハードウェア プラットフォーム間の基本的な性能の関係についても明らかに

しています。キャパシティ プランニング ツールは、目標となるパフォーマンスの測定基準、お

よびモデル システム間の性能の関係を記録するために導入されます。第 8 章では、ハードウェ
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アの技術が急速に変化する現実の中で、どのようにこれらのサイジング モデルを適用し、キャ

パシティ プランニング ツールを使用するかを明確にしています。キャパシティ プランニング 
ツールには、必要なハードウェア仕様を特定するために、第 7 章で説明するパフォーマンス サ
イジング モデルと共に、ベンダが公開した相対的なパフォーマンス ベンチマークが組み込まれ

ています。 

ユーザ ニーズと GIS 構成戦略：システム アーキテクチャ設計工程では、まずユーザ ニーズ評

価を行います。GIS ユーザのニーズ評価における結果が、システム アーキテクチャ設計分析の

基礎となります。設計工程では、ピーク時の業務ワークフロー要件から適切な GIS 構成を求め

る手法を使用します。設計分析では、ピーク時の性能要件からハードウェアとネットワークの

ピーク時負荷を求めます。第 6 章のデータ管理では、ユーザ ニーズ評価の概要を説明し、適切

な分散 GIS アーキテクチャの設計戦略を作成するため、必要な分析を行います。 

導入戦略：適切な導入戦略は、システム導入を成功へ導く枠組みとなります。適切な要員管理

と経営幹部の支援は、エンタープライズ GIS 運用の長期間に渡るサポート体制を構築する上で

重要です。プロジェクト管理と明確な導入戦略により、達成可能な計画を立て、成功を確実に

するための重要なマイルストーンを設定できます。また、効果的な導入戦略により、問題の早

期発見と導入リスクの減少が可能となります。テストの時期と対象を把握することは、費用の

節約と効率的な導入の成功につながります。システム展開スケジュールと導入計画を立てるこ

とで、展開を適時かつ円滑に行うことができます。システム チューニングと適切なパフォーマ

ンス検証テストにより、パフォーマンス負荷のピーク時において生産性の高い運用が可能とな

ります。 

テクノロジは急速に変化しています。ほとんどのエンタープライズ GIS 導入は、プロジェクト

への関与、計画立案、および困難な作業が数年に渡って続く中で進展していきます。そのため、

今日の世界では、テクノロジの変更に対応するための計画立案と計画の更新を毎年実施するこ

とが不可欠です。GIS プロジェクトは、1 年間のビジネス サイクルの中で完了するように計画す

る必要があります。エンタープライズ GIS は、ビジネスの目的を達成し、テクノロジの変化に

追いつくために、毎年更新されて進化するシステムです。 

1.6 システム設計支援に対する取り組み 

「ESRI システム インテグレーション チーム」は、GIS の導入を支援し成功させるため、1990
年 11 月に設立されました。その後、何年にも渡って、GIS 環境の設計を単純化し、導入時のリ

スクを減らすための取り組みが行われてきました。ESRI ユーザのニーズに応え、効果的にエン

タープライズ GIS ソリューションを導入できるように支援するため、図 1-6 に示すサービスが用

意されています。 
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図 1-6 
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(技術交流研修会)

2008年8月 出版

www.esri.com/esripress/buildingagis

2008年8月 出版

www.esri.com/esripress/buildingagis

 

システム設計ガイド（技術参考書）：この技術参考書では、エンタープライズGISソリューショ

ンを効率的に導入する際に発生する問題と、ハードウェア選択時に役立つサイジングのガイド

ラインについて記述しています。ESRIユーザ、ハードウェア コンサルタント、およびGIS技術

者は、分散GISソリューションの設計をする際、この文書をガイドラインとして使用することが

できます。このガイドラインは、既存のハードウェアに関わる性能問題を理解し、適切なソリ

ューションを選択する際にも利用できます。この文書は、年 2 回更新されており、次のURLか
らインターネット経由で入手できます。（http://www.esri.com/systemdesign） 

システム設計ガイド ワークブック：このワークブックは、ESRI システム インテグレーション

支援の様々な取り組みの中で使用される PowerPoint のプレゼンテーション用文書です。更新は、

ソフトウェアと技術の進歩に合わせて、定期的に行われています。このワークブックは、ESRI
社のシステム アーキテクチャ設計コンサルティング、およびトレーニングの実施時に、ソース 
ドキュメントとして使用されます。 

キャパシティ プランニング ツール：キャパシティ プランニング ツールは Microsoft Excel で開

発されたアプリケーションであり、ユーザ要件を整理し、システム設計を行うためのフレーム

ワークとして容易に利用することができます。キャパシティ プランニング ツールは ESRI Press
出版の『Building a GIS』に付属しており、システム アーキテクチャ設計戦略トレーニングおよ

び同コンサルティング サービスで使用されます。 

システム設計支援：「ESRI導入サービス部門」では、電子メール アドレスsihelp@esri.comを通

して、ハードウェアの購入支援をオンラインで行っています。簡単なハードウェア選択に関す

る質問やサイジングの要望については、この電子メール経由で対応しています（米国のみのサ

ービス）。 
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システム アーキテクチャ設計トレーニング：システム アーキテクチャ設計戦略のトレーニング 
クラス 3 日間コースは、「ESRI ラーニング センター」で受講できます。このクラスでは、『シ

ステム設計ガイド（技術参考書）』で提示している内容について、深いレベルまで検討を行い

ます。また、1 日間のシステム アーキテクチャ設計講習会が、毎年開催される「ESRI User 
Conference」に先立ち、週末に行われています。この講習会では、トレーニング クラスの講習

内容について、技術的概要を説明します。 

システム アーキテクチャ設計コンサルティング：ESRI ユーザは、専門のシステム設計コンサル

ティング サービスを受けることができます。これらのサービスを使うことで、既存環境の性能

に関する問題を解決したり、将来の GIS 導入を成功させるためにインフラ整備計画を立てるこ

とができます。GIS ユーザは、自分の組織にいながら、必要な情報を持った IT プロフェッショ

ナルの支援を受けることができます。 

エンタープライズ システム試験所：エンタープライズ システム試験所では、エンタープライズ

GIS 環境のシステム アーキテクチャ設計、およびパフォーマンスとキャパシティ プランニング

に重点をおいて、ESRI 社とサードパーティの製品をテスト、評価しています。この試験所では、

主要な ESRI ソフトウェアのリリースをサポートするために、一連のパフォーマンス検証テスト

を公式に実施しています。このテスト結果に基づいて ESRI ソフトウェア テクノロジのパフォ

ーマンスと拡張性を検証し、テスト結果から提供された相対的なパフォーマンス情報を使用し

て、ESRI キャパシティ プランニング ツールの開発とメンテナンスを行います。 

ESRI Press の『Building a GIS』：『Building a GIS』は ESRI Press が出版する書籍であり、15 年

間に渡るシステム設計コンサルティング サービスで得られた共有体験を文書化したものです。

『Building a GIS』には『システム設計ガイド（技術参考書）』に引用されているすべての資料

に加え、キャパシティ プランニング ツール（Excel で開発され、データを取り込んでシステム

設計分析工程を容易にするためのアプリケーション）の CD メディアが含まれています。 
（www.esri.com/esripress/buildingagis） 

毎年夏にカリフォルニア州サンディエゴで開催される「ESRI International User Conference」では、

システム アーキテクチャ設計に関する様々な活動が行われています。システム アーキテクチャ

設計のテクニカル ワークショップでは、システム設計戦略について講習が行われています。ユ

ーザ会の期間中、ESRI 展示エリアのプロフェッショナル サービス コーナーでは、ユーザの設

計作業をサポートするために、システム設計の担当者が対応します。また、システム導入のペ

ーパー セッションでは、ESRI ユーザが GIS 導入の経験を紹介しています。 

 

http://www.esri.com/esripress/buildingagis
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2 ESRIソフトウェアの進化 
ESRI 社は過去 38 年間に渡って、進化する GIS ソフトウェアの開発を続け、GIS ユーザの要望に

応え、機能を追加してきました。また、ソフトウェア開発の傾向とエンタープライズ アーキテ

クチャ戦略を詳細に検討し、開発投資に関するガイドラインを作成しました。ESRI ソフトウェ

アの開発者は、 新のコンピュータ ハードウェア、ソフトウェア技術を活用し、GIS 市場での

ESRI 社の主導的地位を保ってきました。ESRI 社は、GIS ユーザのニーズに基づいて、 高のソ

フトウェアとサービスを提供できるように、プロダクトのラインナップを整えています。 

この章では、ESRI ソフトウェアとその関連技術について、概要を説明しています。ESRI ソフト

ウェア ファミリーの中の、各プロダクトの主要な役割を理解することで、ユーザはテクノロジ

のニーズを特定し、エンタープライズ GIS 運用への移行を成功させるため、ロードマップを作

成することができます。図 2-1 では、ESRI ソフトウェアの歴史と、エンタープライズ GIS の運

用環境を支えているサード パーティの関連技術について、概要を示しています。 

図 2-1 
エンタープライズ GIS の進化 

 

初期の ARC/INFO ソフトウェアは、開発者と専門的な GIS ユーザに豊富な機能を持つツールキ

ットを提供し、地理空間的な検索と解析をサポートして GIS テクノロジの価値を実証しました。

ArcView は、GIS 運用ユーザがそのまま使用できる、使いやすいソフトウェアです。また、

MapObjects により、開発者は簡単な方式で、共通的な標準アプリケーション環境に GIS を統合

することが可能となりました。ターミナル サーバは、リモート ユーザが中央で管理された GIS
デスクトップ アプリケーションにアクセスすることを可能にしました。ArcIMS の Web サービ

スには、GIS 情報プロダクトを Web ブラウザ ベースのクライアントに公開する枠組みが採用さ

れました。ArcStormと ArcSDE により、GIS データ ソースをより効率的に管理、サポートでき

るようになりました。 

ハードウェア性能の向上により、1990 年代にはより効率的なプログラミング技術が導入されま

した。ArcGIS Desktop ソフトウェアは、標準的な運用をサポートするシンプルで強力な GIS ア
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プリケーション インタフェースです。ArcGIS Server と ArcGIS Engine は、GIS 開発者がカスタ

ム アプリケーションの開発、配布や公開を行うために、豊富な機能を持つツールと GIS の全機

能を提供します。分散ジオデータベースの管理ツールとレプリケーション サービスにより、リ

モート ユーザは中央で管理された空間リソースへのアクセスが可能となり、地理空間データの

保護と共有が実現できます。 

Web テクノロジによりデータとサービスを共有する方法がさらに広がり、相互運用性標準と共

に新しいサービス指向コンポーネント アーキテクチャを使用して、マルチベンダ コンポーネン

ト アーキテクチャにより開発されたオープンで適応力の高いソリューションを提供できるよう

になりました。 

ハードウェア性能とネットワーク伝送容量への需要が高まる中、ソフトウェア テクノロジがス

クリプトからオブジェクト指向へ、さらにサービス指向へと移行することにより、テクノロジ

の変更が加速されました。テクノロジの変更はビジネス プロセスの進化を促進し、GIS が企業

とコミュニティの運用をサポートする新たな機会をもたらしました。このことはユーザが自分

たちの世界をより深く理解し、十分な情報に基づいた意思決定を行う際に役立ちます。 

これまで多くの ESRI ユーザは、1990 年代に提供された GIS ソフトウェア ARC/INFO 
Workstation や ArcView を使用して、効率的にエンタープライズ ソリューションを開発してきま

した。現在の ArcGIS ソフトウェアには、過去の技術では使えなかった新機能が搭載されていま

す。従来の ESRI ユーザの大部分は、データとアプリケーションを現在のオブジェクトベースの

ArcGIS ジオデータベース テクノロジへと移行しました。新規のユーザは、 初から ArcGIS ソ

フトウェアを使用して、エンタープライズ GIS ソリューションをサポートしています。 

2.1 組織階層的なGISの進化 

1990 年代に始まった GIS の運用は、時を経ると共に、規模や複雑さを増してきました。GIS は、

デスクトップ上での稼動から始まり、部門レベルでファイル サーバ運用を行う GIS ワークグル

ープ運用の段階にまで発展しました。現在、GIS ユーザの大多数は、この部門レベルで GIS を

運用しています。  図 2-2 は、部門レベル GIS アーキテクチャの概要を示しています。 

図 2-2 
部門レベルの GIS 
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一般に、ある組織で GIS を導入すると、当初は部門単位のローカルな運用をしていますが、時

間を経るとともに、他の部門のデータが必要となってきます。その場合、組織全体でワイド エ
リア ネットワーク（WAN）を導入することで、各部門サーバ間でデータを共有することができ

ます。この時、部門ごとに異なったデータの作成、管理をしていると、データの標準化と整合

性の問題が浮上してきます。 

1990 年代半ばにリリースされた初期の Spatial Database Engine (ArcSDE)は、エンタープライズ レ
ベルの GIS データ ウェアハウス運用を初めてサポートし、多くの組織は中央の ArcSDE データ 
ウェアハウスを使用して、GIS データ ソースを共有しました。IT 部門には GIS の責任者が置か

れ、企業規模の GIS データを統合し、組織全体で共通のデータ標準を規定しました。エンター

プライズ データ ウェアハウスを持ったことで、組織の各部門は、信頼性のある GIS データ ソー

スを共有することができました。ほとんどの地方自治体は、まさにこの同じ経過を経て GIS 運

用を行ってきました。 

図 2-3 は、組織構造別の各種 GIS アーキテクチャを示しています。 

図 2-3 
組織構造別 GIS 構成 

 

電力、ガス会社では配電、配ガス施設を管理するため、1990 年代当初から GIS の使用を開始し

ていました。その運用のほとんどは、中央データベースによるものでした。遠隔地のユーザは

端末を使用し、GIS データベースを持つ電算センターに設置されているアプリケーション サー

バ（ターミナル サーバ）に接続しました。 

今日では多くの組織が地理空間データを、各部門にあるファイルベースの GIS データベース環

境から、中央に統一されたエンタープライズ ジオデータベースへと移行しています。また、タ

ーミナル クライアントも、中央で管理されたサーバへ接続する環境になっています。ただし、

データ ソースを管理する責任は各部門に残されており、これらデータの更新とメンテナンスは、
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端末を中央の ArcGIS Desktop アプリケーションへ接続して行います。中央の IT コンピュータ セ
ンターでは、データのバックアップ、OS（オペレーティング システム）の更新、プラットフォ

ームの管理など、一般的な管理業務を行います。また、組織の誰もがイントラネット経由で公

開されている Web サービスの情報に、ブラウザを使用して簡単にアクセスできます。ジオデー

タベースは複合的で洗練された機能を持っており、中央にサーバを設置することにより、中央

からの管理とサポートをもっとも効率的に行えるので、ほとんどの組織で採用することができ

ます。 

2.2 GISコミュニティの発展 

2000 年には、インターネットに対する認識が高まり、情報を組織間、国家間で共有することの

価値が実証されました。インターネットの使用は職場から家庭へと広がり、急速にユーザのコ

ミュニティが拡大しました。図 2-4 に示すように、コミュニティと企業はそれぞれ発展し、イン

ターネットを通じてサービスをユーザへ提供しました。インターネットにより、組織間のデー

タとサービスの共有が可能となりました。ユーザは数多くの組織を通じて、インターネット経

由でデータとサービスへのアクセスを行っています。 

図 2-4 
GIS のコミュニティ 

 

ESRI 社は、「Geography Network」と呼ばれるポータル サイトを運用しています。これは、メタ

データ検索エンジンであり、GIS データ サービスについての情報を公開し、ArcGIS Desktop ア

プリケーションと、データやサービスのプロバイダをインターネットで直接結び付けています。

ArcIMS により、世界中の組織が GIS データとサービスを共有できるようになりました。

「Geography Network」は、世界中の ArcIMS サーバが提供する、GIS データとサービスを統括す

る枠組みとなっています。我々が住んでいるこの世界の情報を共有している ArcIMS サーバ群は、

「Geography Network」のサポートにより、世界規模のコミュニティとなっており、急速に拡大
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しつつあります。データの標準化を推し進め、データ収集技術を改善することにより、地理空

間情報の共有がもたらす大きな可能性を開き、我々のこの世界をもっとよく理解し、改善する

のに役立てることができます。 

GIS データは、飛躍的に拡大しています。1990 年代には、25～50 ギガバイトを越えるサイズの

GIS データベースは、めったにありませんでした。今日では、数テラバイトからペタバイト規模

の GIS データをサポートするジオデータベース サーバを運用する組織も珍しくありません（1
ペタバイトは 8 千兆ビットに相当）。 

都道府県レベルの機関は、データを統合して、都道府県内の各地方自治体や企業の活動を支援

しています。国家機関は、データを統合して顧客の要望に応じ、都道府県や全国のコミュニテ

ィとデータを共有しています。また、コミュニティレベルのデータ市場が構築されつつあり、

市区町村や都道府県の各地域内の GIS データ ソースの統合、インターネット データの共有が行

われています。 

多くの組織では、自分たちの IT システムの運営を、民間のインターネット サービス プロバイ

ダ（ISP）へ委託しています。一方、アプリケーション サービス プロバイダ（ASP）は、小規模

な組織向けに IT システム管理の代行業務をしており、ハイエンドの GIS データベースとアプリ

ケーション ソリューションを活用して、ビジネス ニーズに応えています。都道府県庁は、都道

府県内の小規模な地方自治体向けにサーバを運営し、アプリケーションとデータを提供してい

ます。そのおかげで小さなコミュニティでも GIS テクノロジを利用して、自分たちのシステム

を運用することができます。 

各地の Geography Networks のサイトでは、該当の地域間、および大規模な都道府県や国の機関

内のデータ共有をサポートしています。ArcIMS ソフトウェアは、メタデータ検索エンジンを提

供しており、組織でこれを使用し、データの共有、システム運用のサポートを行うことができ

ます。各都市は、メタデータ サイトを設立し、地元の商業的、公的利益を促進することができ

ます。各都道府県は、メタデータ検索エンジンを統合し、都道府県内の地方自治体とデータや

サービスを共有できます。また、警察機関は、検索エンジンを設置し、国レベルのデータをサ

ポートすることができます。企業は、メタデータ検索エンジンを設置し、分散運用環境をサポ

ートすることができます。Web サービスを使用すれば、コミュニティ間のデータを共有し、ワ

ークフローを統合できます。 

ArcGIS 9 の ArcGIS Server を導入することで、Web サービス テクノロジを拡張してジオプロセシ

ングを可能とし、サービス指向の Web 運用を広範囲に渡って実施できます。GIS テクノロジは、

Web 標準およびオープン システム アーキテクチャと共に、より改善されたビジネス活動を実施

する新たな機会をもたらしました。GIS データとサービスを共有する組織はますます増加し、テ

クノロジの発達により地理情報プロダクトへのリアルタイム アクセスが可能となるにつれて、

GIS はコミュニティ活動において不可欠な要素となりました。GIS は、我々の世界とその地理空

間情報を理解し、それをビジネス機会とするための主要なテクノロジとして、急速に拡大しつ

つあります。ArcGIS 9.3 は GIS のインターネット技術革新を可能とし、ESRI、Google、
Microsoft の地理空間向け Web 2.0 プラットフォーム環境上で公開された GIS サービスを通じて、

ビジネスとコミュニティの両方で新たな機会となる GIS を提供します。 

2.3 ESRIプロダクト ファミリー 

図 2-5 に示す ESRI プロダクト ファミリーは、GIS ユーザの広範囲な要件を満たすために開発さ

れた様々なソフトウェアで構成されています。GIS ソフトウェアは、ユーザのデスクトップ方式、

サーバ方式、およびモバイル方式による運用をサポートします。また、データ管理ソリューシ
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ョンは、データ ファイル、ジオデータベース、および XML（Extensible Markup Language）ベー

スのフォーマットをサポートします。 

図 2-5 
ESRI プロダクト ファミリー 

 

ESRI 社が提供する GIS Web サービスは、GIS インターネット サービスの管理、ホスト、共有を

サポートします。ArcGIS Server は、ArcGIS Desktop、モバイル GIS、および標準の Web ブラウ

ザが使用する GIS サービスを公開するためのテクノロジを提供します。ESRI Developer Network
（EDN）は、バンドルされた低コストのソフトウェア開発ライセンスに基づいて、ESRI 開発者

コミュニティに様々な技術サービスを提供します。 

デスクトップ GIS：デスクトップ GIS は、ユーザの機能的ニーズに基づいて 4 つのライセンス 
ソリューションに分けられます。その 1 つである ArcGIS Engine は、カスタム デスクトップ ア
プリケーション開発向けの完全な ArcGIS ArcObjects セットを提供するデスクトップ開発環境で

す。 

図 2-6 は、ArcGIS Desktop ソフトウェアの概要を示しています。ArcGIS Desktop は、ユーザの機

能的ニーズに基づいた拡張性のあるソフトウェアの 1 つとして認められています。ArcReader は、

多様な地理データを直接表示、共有するための無償のデスクトップ ソフトウェアです。

ArcView には ArcReader の機能がすべて含まれており、さらに地理データの視覚化、検索、解析、

および統合機能を持っています。ArcEditor には ArcView の機能がすべて含まれており、さらに

強力なジオデータベース データの作成、編集機能を持っています。ArcInfo は、GIS データの作
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bペ

成、更新、検索、マッピング、解析などすべての機能を持ったシステムです。 

様々なデスクトップ エクステンションのライセンスが使用可能であり、これにより特定の機能

を強化したGIS運用が可能となります。デスクトップ エクステンションは、ArcGIS Desktopの基

本ライセンスに基づいて動作します。ArcGIS Desktopエクステンションについては、次のWe
ージで一覧表示しています（http://www.esrij.com/products/extension/）。 

 

図 2-6 
ArcGIS Desktop 

 

ArcView と ArcEditor のクライアント デスクトップ ワークステーションには、単一使用ライセン

スが提供され、ソフトウェア ライセンス キーにより管理されます。ArcView、ArcEditor、およ

び ArcInfo のユーザ セッションには、同時使用ライセンスが提供され、ネットワークに接続さ

れた FLEXlm（Flexible License Manager）ハードウェア キーにより管理されます。 

サーバ GIS：サーバ GIS は、様々な GIS サービスを中央からホストするために使用されます。

現在、サーバベースの GIS テクノロジが主流となりつつあります。GIS ソフトウェアを中央の

アプリケーション サーバで管理すれば、多数のユーザにネットワーク経由で GIS 機能を提供す

ることが可能となります。エンタープライズ GIS のユーザは、Web ブラウザ、モバイル コンピ

ュータ機器、各種デジタル機器のみならず、従来のデスクトップ GIS を使用して、中央の GIS
サーバに接続できます。 

 図 2-7 は、ArcGIS Serverソフトウェアの概要を示しています。ArcGIS Serverは、3 つのライセン

ス ソリューションに分けられており、使用可能な機能とシステム処理能力に基づいて価格が設

定されています。ArcGIS Server Basicには、ジオデータベース管理機能（ArcSDE）、ジオデータ

ベース チェックイン/チェックアウト機能、およびジオデータベース レプリケーション サービ

スが含まれています。ArcGIS Server StandardにはArcGIS Server Basicのすべての機能が含まれて

おり、さらに標準マップ公開機能、グローブ サービス（ArcGIS Explorer）、および標準ジオプ

ロセシング機能が追加されています。ArcGIS Explorerは、ArcGIS Serverの軽量なデスクトップ 
クライアントであり、無償で提供されます。ArcGIS Explorerを使用することにより、GISサービ
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ス、地理情報コンテンツ、その他のWebサービスにアクセスし、それを統合、活用することが

できます。ArcGIS Server AdvancedにはArcGIS Server Standardのすべての機能が含まれており、

さらにWeb編集機能、モバイル クライアント用アプリケーション開発フレームワーク（Mobile 
ADF）、高度なジオプロセシング機能、およびArcGIS Serverエクステンションのサポートが追

加されています。ArcGIS Serverエクステンションについては、次のWebページで一覧表示して

います（http://www.esrij.com/products/arcgisserver/ags_extention.html）。 

図 2-7 
ArcGIS Server 

 

ArcGIS Server は拡張性のあるアーキテクチャを採用しており、ライセンスの価格は設置された

サーバ構成をサポートするコア プロセッサの数に基づいて設定されます。ワークグループ シス

テムの価格は、エントリレベルの 4 コア サーバ構成に対して設定されます（すべてのソフトウ

ェアは、Microsoft SQL Server Express データベースを搭載したシングル サーバによりサポートさ

れる必要があります）。エンタープライズ システムの価格は、エントリレベルの 4 コア サーバ

構成に対して設定され、ピーク時のニーズに対応して処理能力を拡張するために、コア単位の

増設に対応したオプションがあります。必要となるソフトウェアのライセンスを処理能力ベー

スで決定するには、ArcGIS Server ソフトウェアのコンポーネント（SOM、SOC、ADF ランタイ

ム）をサポートするサーバ プラットフォームに含まれるすべてのコアを対象とする必要があり

ます。 

ArcGIS Desktop ソフトウェア ソリューション：図 2-8 は、ArcGIS Desktop クライアントを使用

した主な運用について、概要を示しています。ワークフローがサポートする構成としては、ス

タンドアロン型デスクトップ、ネットワーク接続型デスクトップ、および中央集中型デスクト

ップがあります。 
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図 2-8 
ArcGIS Desktop の運用 

 

 

スタンドアロン型 ArcGIS Desktop ワークステーション：ArcGIS Desktop ワークフローは、様々

なローカル データ ソースを使用する単一スタンドアロン型ワークステーションとして機能する

ことができます。パーソナル ジオデータベースは現在、Microsoft SQL Server Express データベー

スによりサポートされており、中央の ArcSDE ジオデータベースの複製バージョンとして機能で

きます。SQL Server Express データベースは、 大 4 GB の地理空間ベクトル データをサポート

します。また、ArcGIS Desktop ワークステーションは、データ ファイル当たり 大 1 TB のデー

タを提供するファイル ジオデータベースもサポート可能です。ファイル ジオデータベースは、

中央の ArcSDE ジオデータベースから増分更新が可能な参照データ レイヤの複製を提供できま

す。 

ネットワーク接続型 ArcGIS Desktop ワークステーション：ArcGIS Desktop 業務ワークフローは、

ローカル エリア ネットワーク（LAN）に接続した状態で機能します。 標準的なアーキテクチャ

では、ArcGIS Desktop ワークステーションは LAN を通じて、中央の ArcSDE ジオデータベース、

Web サービス、および Image Server データ ソースに接続します。 

中央集中型 ArcGIS Desktop サーバ：ArcGIS Desktop 業務ワークフローは、ターミナル クライア

ントを使用して中央で管理された ArcGIS Desktop アプリケーションにアクセスすることができ

ます。ArcGIS Desktop は Microsoft または Citrix のターミナル クライアントを使用し、Windows 
Terminal Server 上に配置できます。ほとんどの ESRI クライアントは Citrix XenApp ターミナル 
クライアントを使用し、 適な計算/表示パフォーマンスを実現しています。 
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ArcGIS Server による Web 運用：図 2-9 は、ArcGIS Server の Web クライアントを使用した主な

運用について、概要を示しています。ワークフローで使用されるソフトウェアには、ArcGIS 
Desktop、ArcGIS Engine、ArcGIS Explorer、および標準の Web ブラウザ アプリケーションなど

があります。 

図 2-9 
Web 運用 

 

ArcGIS Server は、Simple Object Access Protocol（SOAP）、XML ベースのデータ サービス（参

照画像の公開）、およびジオプロセシング サービスを ArcGIS Desktop と ArcGIS Engine のクラ

イアント アプリケーションに提供します。また、3D グローブのキャッシュ ファイル データ ソ
ースを ArcGIS 3D Analyst と ArcGIS Explorer のクライアントに提供します。さらに、オリジナル

の.NET と Java Web マップ、およびエディタ サーバ開発キット コンポーネントがサポートする

Web HTML ブラウザベースのクライアントに対し、マップの全領域表示、および編集アプリケ

ーションをホストします。ArcGIS 9.3 は REST と JavaScript API をサポートし、Google と
Microsoft の地理空間クライアント環境で使用される KML サービスなどの新しい様々な Web ク

ライアント オプションを提供します。 

ArcIMS は、動的なマップ、GIS データおよびサービスを Web 経由で配布する一般向けのソリュ

ーションです。また ArcIMS は、企業イントラネットのニーズ、および世界中とインターネット

でアクセスするという需要に応える、GIS Web 公開サービスの高い拡張性を持つフレームワー

クを提供します。新しい ArcGIS Server ソフトウェアのリリースに伴い、その豊富な機能を使用

するために、ArcIMS のユーザは急速に ArcGIS Server ソフトウェアへと移行しています。 

ArcGIS Image Serverにより、画像を管理、処理、配布する方法が変わりました。Image Server は、

大量のファイルベース画像にすばやくアクセスして表示し、要求時点で即時に処理します。ま

た、データの事前処理やデータベース管理システム（DBMS）へのロードを必要とせずに、同時

に作業している多数のユーザに画像を高速で表示します。ArcGIS Image Serverは、ArcGIS 
Desktop、ArcGIS Server、および ArcIMS を運用する際にデータ ソースとして使用することが可

能です。さらに、AutoCAD と MicroStation CAD のクライアントもサポート可能です。画像処理、
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オルソ補正、パンシャープン、および複合画像のモザイク処理をオンザフライで行うことも可

能です。 

モバイル GIS：モバイル GIS は、軽量デバイスから PDA、ノート パソコン、タブレット PC に

至るまでのモバイル システムをサポートします。ArcPad は、モバイル GIS およびフィールドマ

ッピング アプリケーション向けのソフトウェアです。すべての ArcGIS Desktop プロダクト

（ArcReader、ArcView、ArcEditor、ArcInfo）とカスタム アプリケーションは、ノート パソコン

やタブレット PC などのハイエンドなモバイル システムで使用できます。図 2-10 は、モバイル

機器を接続して使用する主なワークフローを示しています。 

図 2-10 
モバイル運用 

 

ArcGIS Server Basic ライセンスは、分散ジオデータベースのレプリケーションをサポートします。

ジオデータベースのレプリケーションでは、サポート対象のデータベース プラットフォームで

管理された分散ジオデータベースのバージョンに対して、疎結合による同期サービスを行いま

す。また、Web ベースの切断状態におけるチェックイン/チェックアウト サービスも提供されま

す。分散ジオデータベースのレプリケーションについては、第 6 章「データ管理」で説明しま

す。 

ArcGIS では、Microsoft SQL Server Express パーソナル データベースによるジオデータベースも

サポートします。Microsoft SQL Server Express は、各 ArcGIS Desktop ソフトウェアのライセンス

にバンドルされています。ArcGIS Desktop クライアント（ArcGIS Engine のランタイムが装備さ

れたカスタム クライアントも含む）は、分散ジオデータベースのクライアント複製をサポート

し、親となる中央のジオデータベースと変更内容の同期処理を行います。SQL Server Express デ
ータベースのデータ容量は、4 ギガバイト（GB）です。 

ArcGIS は、ファイルベースのジオデータベースもサポートします。ArcGIS Server 9.3 のデータ 

 
 
ESRI 技術参考書 2-11 



 
システム設計ガイド 2  ESRI ソフトウェアの進化 
  

 C11144-12 
 

チェックアウト/チェックイン、および一方向増分複製の Web インタフェースは、分散ファイル

型のジオデータベース クライアントをサポートします。ファイル型のジオデータベースは、

大 1TB のデータをサポートし、小規模なシェープファイルとしての優れたパフォーマンスを持

っています（マップ表示範囲に基づいたパフォーマンス）。 

ArcGIS Server Advanced ライセンスは、ArcGIS モバイル ソフトウェア開発キットをサポートし

ます。ArcGIS Mobile により、開発者はモバイル クライアント向けに、中央で管理される高性能

な GIS アプリケーションを作成することができます。モバイル アプリケーションは ArcGIS 
Server にサポートされており、現場の生産性向上、および各職員への情報提供に役立っています。 

開発者向け GIS：EDN は、GIS 開発における生産性の向上とコスト削減を実現する包括的なツ

ールを開発者に提供するために設計された、年間サブスクリプション ベースのプログラムです。

EDN は、開発者向けの包括的なソフトウェア ライブラリ、ドキュメント ライブラリ、および登

録者の協力により情報を手軽に共有できるオンライン Web サイトを提供します。 

GIS Web サービス：GIS Web サービスにより、要求した時点で 新の GIS コンテンツと機能に、

コスト効率よくアクセスできます。ArcGIS Web サービスを使用すれば、データの格納、メンテ

ナンス、更新は ESRI 社が行うので、ユーザはデータを購入しメンテナンスする必要がありませ

ん。ユーザは ArcGIS Desktop を使用してデータと GIS 機能に直接アクセスすることができ、あ

るいは ArcWeb を使用して独自の Web ベース アプリケーションを構築することができます。

ArcGIS Online サービスにより、数テラバイトのデータに即時に信頼性のあるアクセスができま

す。データには、道路地図、リアルタイムの天候、交通情報、広範囲に渡る人口統計データ、

地形地図、および世界各地に存在する一流のデータ プロバイダによる高解像度画像などが含ま

れます。 

2.4 GISテクノロジの発展傾向 

GIS ソフトウェアとコンピュータの基盤テクノロジは機能の拡大を続けており、新たなビジネス 
チャンスへとつながっています。組織はその活動を拡大し、エンタープライズ ワークフローの

不可欠な要素としてモバイル ユーザを取り込んでいます。ワイヤレス テクノロジの可用性と性

能が向上したことにより、増加する多数の GIS ユーザがモバイル通信で接続できるようになり

ました（図 2-11 を参照）。 
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図 2-11 
モバイルおよびワイヤレス GIS テクノロジ 

 

図 2-12 は、数種類の一般的な ArcGIS 導入構成を簡単に示しています。従来の部門レベルの GIS
クライアント/サーバ運用は、アクセスを向上して他の組織とデータを共有する方法を模索して

おり、新たに出現した連携 GIS アーキテクチャ戦略を取り入れようとしています。従来のエン

タープライズレベルによる運用では、他の中央で管理されたビジネス運用と GIS を統合する方

法を模索しており、サービス指向アーキテクチャ戦略に基づいて新たに出現した統合ビジネス 
ソリューションを取り入れようとしています。 
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図 2-12 
GIS の様々な導入構成 

 

2.4.1 GISの連携テクノロジ 

データベースと Web テクノロジを標準化することは、急速に増大する地理空間データ ソースに

対するユーザ アクセスの管理とサポートを改善する新たな機会となります。Web サービスと豊

富な機能を持つ XML 通信プロトコルを使用すれば、様々な場所に分散しているデータベース間

のデータ移動を効率的に実行できます。Web 検索エンジンと標準の Web マッピング サービスに

より、統合された地理空間情報プロダクトを、共通のポータル環境で公開することができます。

このポータルは、分散化された様々なサービス地点から提供されたデータを保持しています。

図 2-13 に示す連携アーキテクチャにより、データ管理の改善、コミュニティの統合、および国

レベルの GIS 運用が可能となります。ジオデータベース レプリケーション サービスと管理され

た抽出、変換、ロード（ETL）処理により、疎結合の分散ジオデータベース環境を実現できます。 
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図 2-13 
GIS の連携テクノロジ 

 

2.4.2  サービス指向アーキテクチャ 

テクノロジの変化は年々速くなり、組織はテクノロジの変化を管理するためのより効率的な方

法を模索しています。1990 年代、商用ソフトウェアがコンポーネント アーキテクチャを標準と

して受け入れたことで、プログラミング方法に変化が起こりました。ソフトウェア開発は、従

来のコンパイル言語やスクリプト言語から、オブジェクトベースのプログラミング環境へと移

行しました。ArcGIS テクノロジは、広範なデスクトップおよびサーバ ソフトウェアをサポート

する、共通の ArcObjects コンポーネントを基盤としています。新規のアプリケーションや機能

をオブジェクトベースのプログラミング環境で開発する方法は、従来のスクリプト言語による

開発よりはるかに強力な方法です。 

テクノロジは、標準の Web 通信プロトコルが一般的に受け入れられたこと、およびより安定し

た大容量のネットワーク接続が利用可能となったことに影響を受け、再び変化しています。ソ

フトウェアは、インターネット通信標準、および新たなサービス指向エンタープライズ アーキ

テクチャ戦略を持ったネットワーク接続機能を利用して開発されています。 

ビジネス環境は、テクノロジが変化する速さに影響を受けています。変化にはリスクが伴い、

それがビジネスの成功、不成功の原因となります。そのため、正しいテクノロジ投資戦略を選

択することが重要です。サービス指向アーキテクチャ導入戦略に基づいて投資対象を分散し、

ベンダへの依存度を減らすことにより、ビジネス リスクを減少させることができます。オープ

ン標準の採用により、統合ビジネス システムの開発に関わる時間と労力を減らすことができ、
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より豊富な情報に基づいたビジネス意思決定を実現する統合情報プロダクト（情報共有のため

のシステム運用図）を作成できます。図 2-14 は、サービス指向アーキテクチャのメリットを示

しています。 

図 2-14 
サービス指向アーキテクチャのメリット 

 
 

図 2-15 は、サービス指向アーキテクチャ（SOA）をサポートする中心的なコンポーネントを示

しています。これらのコンポーネントには、サービス プロバイダ、サービス コンシューマ、お

よびサービス ディレクトリの実装が含まれます。 

図 2-15 
サービス指向アーキテクチャ テクノロジ 

 

 

このタイプのアーキテクチャをサポートするには、共通の Web プロトコルとネットワーク接続

機能が不可欠です。業務機能は、Web クライアントおよびデスクトップ アプリケーションで使

用可能な Web サービスとしてカプセル化されます。 

図 2-16 は、SOA の基本用語を紹介しています。新規のビジネス機能は Web サービスとして提供

され、それらは実世界のビジネス活動、または識別可能なビジネス機能に対応する IT 資産とな
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ります。サービスへのアクセス方法は、エンタープライズ運用をサポートするために規定され

たサービス ポリシーに基づいています（業務アプリケーションに対して疎結合）。 

図 2-16 
SOA の基盤 

 

.技術的な観点からいえば、サービスは粒度の粗い、再利用可能な IT 資産であり、明確なインタ

フェース（サービス規約）を持っています。また、外部からアクセス可能なインタフェースか

らサービスを抽出し、それを提供するソフトウェア テクノロジも持っています。SOA のサポー

トは、SOAP および XML を使用して行うのが主流です。 

SOA の基盤は、サービス コンシューマとサービス プロバイダを結びつけます。また、サービス 
ディレクトリとの通信に使用され、様々なテクノロジを使用して実装されます。 

ESRI 社は 1990 年代にオープン標準を取り入れ、Open GIS Consortium をはじめとした様々な標

準化団体に積極的に参加して、オープンな GIS テクノロジの推進に努めてきました。初期の

ArcIMS Web サービス、メタデータ サーチ エンジン「Geography Network」、Geospatial One-Stop、
および ESRI Portal Toolkit テクノロジはすべて、現在のユーザによる ESRI プロダクトの導入を

支援するサービス指向ソリューションです。図 2-17 は、ESRI ソフトウェアによるエンタープラ

イズ SOA 基盤のサポート状況を示しています。 
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図 2-17 
SOA に適応した ESRI プロダクト 

 

SOA の枠組みには、生産者と消費者を結びつける複数のアクセス レイヤが含まれています。ま

た、この枠組みは、現在のクライアント ソフトウェア テクノロジに基づいており、Web アプリ

ケーション層、およびサービス通信層を組み込んでいます。消費者は、様々な通信パスを通じ

て生産者と接続します。この枠組みは、利用者が公開されたサービスにアクセスするためのプ

レゼンテーション層、サービスのサービング/パブリッシング層、および専門的な ArcGIS 
Desktop ユーザのためのオーサリング層をサポートします。この枠組みは、現在のクライアント/
サーバ接続（クライアント アプリケーション）、Web アプリケーション、および Web サービス

をサポートしています。これらはすべて、現在のテクノロジで利用可能です。将来、ベンダが

標準に準拠し、Web インタフェース標準が成熟することにより、業務アプリケーションが、圧

倒的に普及している密結合のクライアント/サーバ環境から疎結合のサービス指向アーキテクチ

ャへと、徐々に移行することが予想されます。ビジネス環境は、業務サービスとワークフロー

が、基盤となるソフトウェア テクノロジから分離していることが理想的です。ただし、急速な

テクノロジの変化を効率的に管理、活用することができる、適応力のある環境である必要があ

ります。 

GIS は本質的にサービス指向テクノロジであり、様々な情報システムを統合して現実世界の意志

決定を支援するという基本的な特徴が 初から備わっています。GIS テクノロジは、豊富なデー

タ環境でその真価を発揮します。ArcGIS テクノロジにより、既存の「孤立」している GIS 環境

から容易に移行することができます。ジオデータベース テクノロジは、統合されたビジネス運

用を確立、管理するために、空間データを処理する枠組みを提供します。組織が GIS テクノロ

ジを利用しようとする場合、数多くの空間データ ソースを入手できる状況にあります。 

サービス指向アーキテクチャへ移行することは、技術の変化というよりも考え方の変化である

といえます。ビジネスを、リスクの高い密結合状態の孤立した運用から、統合された応答性の
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高いサービス指向アーキテクチャへと移行するには、時間がかかります。図 2-18 は、既存のシ

ステムを、よりダイナミックでサポートしやすい SOA 環境へ移行するための、基本的なガイド

ラインをいくつか示しています。 

図 2-18 
サービス指向アーキテクチャへの移行 

 

重要なことは、SOA とこのテクノロジがビジネス プロセスを統合する方法、およびテクノロジ

の変化を制御、管理する方法を理解することです。組織は、新たなテクノロジを効果的に利用

し、今日の急速に変化する環境の中で、競争力と生産性を維持するための基盤を構築する必要

があります。 
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2.5 GISテクノロジの種類 

現在の GIS テクノロジは、急速に対象範囲を拡大している GIS ユーザのニーズに応えることが

できます（図 2-19 参照）。ESRI 製品は、様々なベンダ製品と組み合わせて、ソリューションを

提供しています。 

図 2-19 
ESRI 社のコア GIS テクノロジ 

 

多くの組織が大容量 GIS データの作成、メンテナンスを行っている中、データの格納、管理テ

クノロジの重要性が増しています。各サーバ ストレージ ソリューションは、適応力の高いス

トレージ エリア ネットワーク（SAN）に置き換えられ、データ ストレージに対するニーズの

変化に対応する能力を高めており、大規模なデータを効率的に管理する様々なオプションを提

供しています。 

GIS データ ソースには、ファイル サーバ、ジオデータベース サーバ、および様々なビジネス 

データベース ソリューションがあります。ArcGIS Desktop アプリケーションは、ローカルなワ

ークステーション クライアント、または中央で管理された Windows Terminal Server ファームで

サポートすることが可能です。 

Web サービスは、ArcGIS Server、および従来の ArcIMS マッピング サービスがサポートしてお

り、組織とコミュニティ全体に存在する Web ブラウザベースのクライアントに対応しています。

ArcGIS クライアントは、高度なブラウザ機能を持ったクライアントとして ArcGIS Server の Web

プロダクトに接続できます。この場合、様々な ESRI ユーザのポータルが提供する組織内のデー

タ ソースのみならず、ESRI 社の「Geography Network」を介して、無限に広がるデータ ソース
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へアクセスすることができます。また、ユーザは、インターネットから、またはイントラネッ

トの通信チャネルを通じて、アプリケーションのサービスを受けることができます。ArcGIS の

モバイル ユーザを中央のワークフロー環境に統合し、ワイヤレス通信、またはリモート接続通

信を介してシームレスな統合運用をサポートすることができます。ArcGIS Desktop アプリケー

ションは、ローカルなジオデータベース、またはファイル データ ソースと統合されたデータ 

ソースとして、Web サービスを利用することができます。これにより、デスクトップ上での操

作がインターネット上のデータ ソースを利用して行えるようになります。一般的に GIS エンタ

ープライズ アーキテクチャは、ArcGIS Desktop、ArcGIS Server、およびジオデータベース ソフ

トウェア テクノロジを組み合わせてサポートされています。テクノロジの正しい組み合わせを

選択できるかどうかにより、ユーザの運用ニーズとビジネスの生産性をサポートするレベルに

大きな違いが生じます。 

2.6 GIS構成の種類 

組織が GIS を初めて導入する場合、部門レベルの構成で、シングル ユーザ向けワークステーシ

ョンを使用するのが一般的です。組織の多くが GIS マネージャを 1 人設けることから始め、部

門レベルからエンタープライズ レベルへと発展させていきます。1990 年代初頭から、多くの組

織がこのような経過をたどり、空間データのデジタル化に取り組んできました。いったん GIS
データを利用できる状態になると、組織は GIS 運用の拡張を始め、エンタープライズ ビジネス 
ニーズをサポートするレベルにまで進んでいきます。 

GIS は、計算集約型でありながら豊富なデータを必要とするテクノロジです。一般的な GIS ワ

ークフローは、リモート ユーザのデスクトップに 6～10 秒ごとに画面表示を行うことができま

す。この場合、クライアント アプリケーションは、各デスクトップの表示を行うために、中央

の共有データ サーバに対し数百のシーケンシャル データを要求します。GIS ワークフローは、

中央サーバに対し高度な処理を要求するため、ネットワーク伝送量が比較的多くなります。正

しい構成戦略を選択することで、ユーザの生産性が飛躍的に向上します。 

ユーザ間でデータを共有するには、様々な方法があります。現在、ほとんどの企業では、ワー

クステーションをローカル エリア ネットワーク（LAN）に接続し、専用のサーバ上に共有空間

データを置いています。ユーザ アプリケーションは、これらの共有データ ソースに接続して、

GIS 処理を行います。 

中央データ構成の種類 

も単純なアーキテクチャは、中央に GIS データベースを 1 個持っているシステムです。この

中央データベース アーキテクチャは、GIS データベースを 1 個しか持たないため、管理工数が

少で済み、データの整合性も確実に保てます。 

GIS デスクトップ アプリケーションは、LAN に接続したユーザ ワークステーション上で稼動し、

中央の GIS データ ソースにアクセスします。データ ソースの種類としては、GIS ファイル サー

バ、ジオデータベース サーバ、関連する属性データ ソースがあります（図 2-20 参照）。 
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図 2-20 
中央コンピューティング環境 

 

中央に設置された Windows Terminal Server（WTS）により、遠隔地のユーザが中央のデータ ソ
ースにアクセスすることができます。この WTS は、少ない伝送量で端末への表示を行い、中央

のアプリケーション環境を制御しています。 

アプリケーションを中央のサーバで管理することにより、管理工数が 少となり、アプリケー

ションのインストールと組織全体のサポートが容易になります。また、データ ソースが中央の

サーバで保持されるため、安全性が高まり、バックアップも容易になります。 

様々な ArcIMS マップ サービスが、組織のどこからでも、標準ブラウザベースのクライアント

から参照できます。Web マッピング サービスを使用すれば、伝送容量の少ないネットワークで

も、公開されている GIS 情報プロダクトやサービスにアクセスできます。 

今日の分散コンピューティング テクノロジを使用することで、同様の規模の分散環境よりも低

いリスクとコストで、統合アーキテクチャ環境を構築することができます。このため、多くの

組織では、データとサーバ環境の統合を行っています。GIS にとって、統合化は多くのメリット

がありますが、これは他のエンタープライズ ビジネス ソリューションでも同様です。中央 GIS
アーキテクチャは、一般に分散アーキテクチャよりも容易に導入、管理、サポートができ、同

様の性能、機能を提供できます。 

分散データ構成の種類 

分散ソリューションは、複製したコピー データを遠隔地に配置することで実現されますが、こ

のローカル処理ノードに置かれたデータは、中央のデータベースと整合性を維持する必要があ

ります（図 2-21 参照）。この分散環境ではデータの整合性が決定的に重要であり、関連するデ

ータ サーバに変更データが反映されることを保証するため、適切にコミット処理を行う必要が

あります。 
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図 2-21 
分散コンピューティング環境 
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分散データベース環境は、一般的に初期コストが増加し（ハードウェアとデータベース ソフト

ウェアが多数必要となるため）、さらに継続的なシステム管理とシステム メンテナンスが必要

となります。分散ソリューションは、特別なユーザ ニーズを満たすために採用されますが、一

般的に、システムの複雑さとコストが増加し、システム導入の期間が長くなります。 

多くの場合、標準のデータベース ソリューションは、空間データのレプリケーション（複製）

をサポートしていません。そのため、分散データベースを必要とする GIS ユーザは、データ モ
デルを変更し、データ管理の一環としてレプリケーション処理を実行する必要があります。現

在のジオデータベース環境の複雑さが、空間データの効率的で採算性のあるレプリケーション

を困難にしている原因です。多くの GIS ユーザは、ジオデータベースの地域バージョン、また

は選択したバージョンのレプリケーションに関心を持っていますが、このニーズはまだ商用レ

プリケーション テクノロジに反映されていません。ArcGIS ソフトウェアは、ジオデータベース 
レプリケーションのカスタム ソリューションをサポートしています。ArcGIS 9.2 は、分散ジオ

データベースのレプリケーションをサポートし、分散運用の要件を満たすための様々なオプシ

ョンを提供しています。 

2.7 GISソフトウェアの選択 

GIS を導入する上で非常に重要なことは、ソフトウェアを適切に選択し、 も効果的なアーキテ

クチャを採用することです。ArcGIS テクノロジは、様々なアーキテクチャ ソリューションを提

供しており、豊富なソフトウェアで、個々の業務ワークフローのニーズに応えることができま

す。 
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図 2-22 は、GIS ソフトウェア テクノロジの種類を示しています。  適なデータ ソースとは何

でしょうか。GIS デスクトップ アプリケーションは、どのような業務ワークフローをサポート

すべきなのでしょうか。コスト効率のよい Web サービスでは、どのようなシステムをサポート

できるでしょうか。ネットワーク サービスは、どのようなビジネス機能をサポートするのにも

っとも適しているでしょうか。モバイル アプリケーションは、ビジネス運用のどの部分を改善

するでしょうか。利用可能なテクノロジの選択肢を把握し、それらがどのように機能し、実際

のユーザ環境の中でどのような規模になるかを理解することにより、正しいテクノロジの選択

をするための情報を得ることができます。 

図 2-22 
GIS ソフトウェア テクノロジの種類 

デスクトップ
アプリケーション
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データベース メンテナンス

高負荷の業務ワークフロー

GIS プロジェクト作業

データ変換

ネットワーク サービスの公開

バッチ処理の分散

ディスコネクト運用

疎結合ワークフロー

WANWAN

LAN

ワークステーション

WTS

ターミナル

ArcIMS

Web サーバ

ブラウザ

ブラウザ

ArcGIS
Server

PDAPDA
CellCell

PDAPDA
CellCell

ファイル サーバ DBMS サーバ

インターネット サービスインターネット サービス

GIS データ ソース

Web サービス

リモート データソース内部データソース

マップ プロダクトの公開

ジオプロセシング サービスの公開

業務ワークフローの統合

 

GIS データ ソース：GIS データは、ローカルなディスクや CD-ROM、共有ファイル サーバ、

ジオデータベース サーバ、インターネットなど、様々な場所に存在します。データ ソ
ースがローカルな場所にあれば、通信時間がかからないため、必要となる高いパフォー

マンスと生産性を実現することができます。これに対し、リモート Web サービスの場合

は、公開された様々なデータ ソースにアクセスできる利点はありますが、回線容量の不

足がネックとなり、処理能力が落ちる可能性があります。また、より結合度の低いアー

キテクチャ ソリューションでは、ネットワークにおける待ち時間を削減し、分散データ

の統合をサポートすることができます。 

デスクトップ アプリケーション：ArcGIS Desktop アプリケーションは、 高レベルの機能

と生産性を提供しています。プロフェッショナル ユーザやパワー ユーザが、ArcGIS 
Desktop ソフトウェアを使用すれば、さらに生産性を上げることができるでしょう。こ

れらのアプリケーションは、ユーザ ワークステーション上で使用するか、あるいは、中

央の Windows Terminal Server ファームで実行中のソフトウェアに端末からアクセスして
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使用します。ArcGIS Desktop ソフトウェア エクステンションの中には、ローカルなデー

タ ソースを持つユーザ ワークステーション上で実行した場合に、 も性能を発揮する

ものがあります。その一方で、ワークフローを使用するソフトウェアは、Windows 
Terminal Server ファーム上で実行するのが効果的です。このように、適切にアプリケー

ション配置の戦略を立てることは、処理能力、システム管理、インフラ導入の面で重要

な意味を持ちます。 

Web サービス：  ArcIMS、および ArcGIS Server テクノロジは、多様で、より焦点を絞った

GIS 業務ワークフローを、効果的にサポートしています。また、Web サービスにより、

リモート クライアントを使用した作業で、効率的にデータを共有できるようになります。

ArcIMS を使用すれば も効率的に、標準的な地図情報プロダクトをインターネット上

に公開することができます。ArcGIS Server は、 先端の業務ワークフローとサービスを

サポートする、強力な機能を提供しています。Web サービスを使用することで、低コス

トで GIS リソースを活用することが可能となり、組織と関連するコミュニティのユーザ

にその情報を提供することができます。 

ネットワーク サービス：イントラネット アプリケーションは、サーバ オブジェクト マネー

ジャを通じて直接 ArcGIS Server に接続し、そのサービスにアクセスできます。ネットワ

ーク サービスを使用すれば、様々な Web アプリケーション、およびネットワーク アプ

リケーションをサポートできます。 

モバイル アプリケーション：モバイル GIS ソリューションを使用し、自由なタイミングで

サーバに接続して、GIS を利用するユーザが増えています。ArcGIS テクノロジは、未接

続の状態やワイヤレス接続の状態でも、作業が継続的に行えるようにサポートしていま

す。未接続状態でも GIS を利用できるアーキテクチャを採用することで、大幅にインフ

ラのコストを削減でき、ワークフローの生産性を向上することができます。モバイル サ
ービスを活用することで、ソリューションの選択肢が広がり、多様な業務ワークフロー

をサポートすることができます。 

ソフトウェアの選択と、どのようなアーキテクチャでソフトウェアを配置するかという戦略は、

業務ワークフローの生産性、システム管理、ユーザ サポート、およびインフラの要件に大きな

影響を与えます。 
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3 ネットワーク通信 
分散コンピュータ処理では、ネットワーク通信による接続機能が必要となります。ネットワー

ク プロダクトを使用すれば、安定性、信頼性のある通信プロトコルで分散データ転送を行うこ

とができます。組織の各サイトに分散配置されているアプリケーションとデータをサポートす

るため、様々な通信プロトコルを使用することができます。 

この数年間、コンピュータの処理能力は、加速度的に向上しましたが、それに比べるとネット

ワーク テクノロジの進歩は比較的穏やかでした。しかし、近年のネットワーク テクノロジの進

歩のおかげで、ネットワーク ソリューションは劇的な変化を遂げ、インターネットを通じて世

界中と通信できるようになり、何百万という情報をリアルタイムでデスクトップから直接参照

できるようになりました。 

3.1 デスクトップ ワークステーション環境 

GIS アプリケーションは、文書管理やテレビ会議と同様に、ネットワーク上の通信負荷が大きい

と考えられています（図 3-1 参照）。GIS テクノロジは、膨大な量の地理データをすばやく解析

し、画像として表示しています。分散データ ソースにアクセスし、リアルタイムで画像の表示

や解析を行うには、大容量のネットワーク通信が必要となります。それは、情報を表示するた

めのプログラムが動いているワークステーションへ、ネットワークを通じてデータを伝送する

必要があるからです。 

図 3-1 
GIS アプリケーションのネットワークへの影響 

Dagwood サンドイッチDagwood サンドイッチ

GISの特徴

• グラフィック データ（地図）の表示

• 大量のデータ解析

• 大量のネットワーク トラフィック

分散クライアント 中央データベース

ネットワーク通信

分散クライアント 中央データベース

ネットワーク通信ネットワーク通信

 

データとは、コンピュータ処理可能なデジタル情報であり、データ構造を保ったまま記録でき

る媒体に格納されています。これらのデータは、ビットと呼ばれる情報の 小単位で表されて

います。それぞれのビットは、格納媒体上でも伝送媒体上でも配置は変わらず、同じままです。

扱いやすいように、各ビットは 8 ビットずつバイトという単位にまとめられています。データ

が別の場所へ伝送される場合は、データの整合性を保てるようにパケットという形態にして送

ります。 
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一般的にデータが、ある保管場所から別の場所へ伝送される場合は、物理的には銅線、あるい

はグラスファイバー製の回線を介して送られます。それ以外の伝送媒体としては、マイクロ波、

電波、衛星デジタル伝送などがあります。それぞれのネットワーク プロトコルには、使用して

いる伝送技術によって伝送速度に限界があります。 

ネットワーク伝送ソリューションは、技術的には大きく 2 つに分類されます。それは、LAN
（ローカル エリア ネットワーク）と WAN（ワイド エリア ネットワーク）です。ネットワーク

の特定の区間（セグメント）の伝送速度（伝送容量）を表すためには、1 秒間に伝送できるデー

タ量（ビット単位）を使用します。この伝送容量はネットワーク帯域幅ともいい、一般的に何

百万ビット/秒（メガビット[Mb]/秒）、あるいは何十億ビット/秒（ギガビット[Gb]/秒）という

単位で表します。 

図 3-2 は、ネットワーク形態の違いを示しており、それぞれの説明がその後に続きます。 

図 3-2 
ネットワークの形態 

データとは？

プロトコルはなぜ多数あるの？

• ローカル エリア ネットワーク (LAN)
– 短距離／高伝送容量／低コスト

• ワイド エリア ネットワーク (WAN)

– 長距離／ 低伝送容量／高コスト

イーサネット
• 10 Mbps
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• 1 Gbpsイーサネット フレーム

IP パケット

イーサネット フレーム
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WAN フレーム

IP パケット • モデム 56 Kbps
• ISDN 64–128 Kbps
• T-1 1.54 Mbps
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• DSL .056–10 Mbps

• モデム 56 Kbps
• ISDN 64–128 Kbps
• T-1 1.54 Mbps
• T-3 45 Mbps

• ATM 155 Mbps
• CATV 6–8 Mbps
• 衛星伝送
• ワイヤレス.009–10 Mbps
• DSL .056–10 Mbps

1 メガバイト (MB)
＝ 8 メガビット (Mb)
(つまり 8 ビット＝1 バイト)

伝達方法

画像

図面

コンピュータ

地理
想像

思考
アイディア

 

ローカル エリア ネットワーク：LAN は、短い距離を高速で伝送するネットワークです。1
つの建物内、あるいは 1 つのキャンパス内といったローカルな運用環境をサポートしま

す。データは、1 つのセグメントでは常に 1 つのデータしか送らない方式（シングル ス
レッド）で伝送されます。LAN 環境は、システム環境をサポートする他のハードウェア

より、比較的低コストです。 

ワイド エリア ネットワーク：WAN は、遠隔地同士の通信をサポートします。通信速度は

LAN 環境よりはるかに低いですが、かなりの長距離通信が可能です。データはパケット

という単位にまとめられ、伝送媒体を通じて次から次へと連続的に送信されます。WAN
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接続を行うためのコストは、LAN 環境と比較すると高価です。 

データ単位：コンピュータのディスクにデータを格納する時、データ容量はメガバイト、あ

るいはギガバイトという単位で測ります。メガバイト（MB）は大文字の B を使用して

短縮されますが、一方メガビット（Mb）は、小文字の b を使って短縮します。ディスク

のデータ容量から通信容量に変換する時は、1 MB = 8 Mb と覚えてください。ただし、

ネットワーク伝送量にはある程度のプロトコル オーバーヘッドが含まれるため、単純な

大体の目安としては 1 MB のデータは 10 Mb の伝送量となります。 

3.2 クライアント/サーバ通信概念 

アプリケーションは、クライアント/サーバ通信という圧倒的に普及しているプロトコルで、ネ

ットワーク上にデータを送信します。クライアントとサーバ上に存在する通信プロセスが、通

信フォーマットとアドレス情報を決定します。データは通信パケットという形式に編集されま

すが、その中には送信元のクライアントから送信先のサーバまで、データを伝送するために必

要な通信制御情報が含まれています。 

通信パケットの構造：基本的なインターネット パケットの構造は、送信先と送信元のアド

レスと一連の制御情報を送信データに付加した構造になっています（図 3-3 参照）。こ

の情報を基に、ネットワークの中でデータが交換され、パケットが届けられます。この

IP パケットのサイズは、データの大きさにより変化します。 大の IP パケットは、約

65 キロバイト（KB）です。 イーサネットのフレームは、上限が 1.5 KB です。また、1
回のデータ伝送をいくつかのパケットに分割して行うこともあります。 

図 3-3 
通信パケットの構造 

• 通信パケットの概念
– データのパッケージ化

– 通信プロトコールによるオーバーヘッド

送信先
アドレス

送信元
アドレス

制御情報
フレーム
チェック

シーケンス

データ データ

通信パケットの構造

送信先
アドレス

送信元
アドレス

制御情報
フレーム
チェック

シーケンス

データ データ

通信パケットの構造

 

ネットワーク伝送プロトコル：通信パケットは伝送時、通信プロトコル中の様々なレイヤを

通過する過程で形成されます。図 3-4 で示すように、ホスト A のアプリケーションから

送られた一連のデータは、複数のプロトコル レイヤによってネットワーク伝送用のデー

タ フレームとして組み立てられ、送信されます。トランスポート レイヤでは、伝送制

御プロトコル（TCP）ヘッダがデータに付加され、インターネット レイヤでは、インタ

ーネット プロトコル（IP）ヘッダが付加されます。また、物理ネットワーク レイヤでは、

メディア アクセス制御（MAC）アドレス情報が付加されます。その後、このデータ フ
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レームはネットワークを通じてホスト B へ送られ、そこでは逆の処理が各レイヤで行わ

れて、データがアプリケーションに届きます。また、1 回のデータ伝送において、各ホ

ストのアプリケーション間で複数の通信が行われる場合もあります。 

図 3-4 
ネットワーク伝送プロトコル 

ネットワーク アクセス層ネットワーク アクセス層

インターネット層

（ホスト対ホスト）
トランスポート層

アプリケーション層

ホスト A ホスト B

ネットワーク アクセス層
TCP データIPMAC

フレーム
ネットワーク アクセス層

TCP データIPMAC

フレーム

インターネット層
TCP データIP

パケット
インターネット層

TCP データIP

パケット

プロトコル ヘッダプロトコル ヘッダプロトコル ヘッダ

（ホスト対ホスト）

トランスポート層
TCP データ

セグメント

（ホスト対ホスト）

トランスポート層
TCP データ

セグメント

アプリケーション層
データ

ストリーム
アプリケーション層

データ

ストリーム

ネットワークネットワーク

クライアント サーバ通信

 

3.3 クライアント/サーバ通信 

ネットワーク データ伝送を行うには、クライアント/サーバ通信プロトコルを使用します（図 3-
5 参照）。各プロトコルは、クライアント用、サーバ用のコンポーネントにより実装されます。

クライアント上のプロセスはデータ伝送の準備を行い、サーバ上のプロセスはアプリケーショ

ン環境へデータを送ります。GIS ソリューションで主に使用されるプロトコルは、次のとおりで

す。 
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図 3-5 
クライアント/サーバ通信プロトコル 
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NFS（Network File Services、UNIX 用）と CIFS（Common Internet File System、Windows
用）プロトコル：分散サーバから、リモート接続ディスクのマウントをサポートし、ク

ライアント アプリケーションのデータ アクセスを可能とします。検索処理はすべてク

ライアント アプリケーションが行い、直接、サーバ上のデータにアクセスします。伝送

されたデータを使用して、クライアント アプリケーションが解析と表示を行います。 

データベース アクセス プロトコル：ArcSDE には、クライアントとサーバの通信コンポー

ネントが含まれています。サーバ コンポーネントは、検索処理をサポートする機能を持

っています。伝送のためにデータが圧縮され、クライアント アプリケーションがそれを

復元します。伝送されたデータを使用して、クライアント アプリケーションが解析と表

示を行います。 

ArcSDE クライアントのダイレクト コネクションというオプションを利用した場合、ArcSDE ク

ライアントは、クライアント デスクトップ上で実行される DBMS クライアント アプリケーショ

ン プログラム インタフェース（API）と接続を行います。そして、ArcSDE ミドルウェアがクラ

イアント プラットフォーム上で機能し、DBMS ネットワーク クライアントを通して、サーバへ

のデータ伝送を行います。検索処理は、DBMS サーバ上のプロセスが行います。 

ICA と RDP プロトコル：これらのプロトコルは、リモート端末への表示と、ホストの

Windows Terminal Server 上で実行されているアプリケーションの制御をサポートしてお

り、表示データと制御情報をターミナル クライアントへ伝送します。また、Independent 
Computing Architecture（ICA）プロトコルと Remote Desktop Protocol（RDP）は両方とも、

伝送時のデータ圧縮を行います。 

HTTP プロトコル：Hypertext Transfer Protocol（HTTP）は、標準の Web 送信プロトコルです。
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このトランザクション処理を基本とする環境において、ブラウザベースのクライアント

により、プロダクトの選択と表示の制御が行われます。伝送時にデータ圧縮が行われま

す。また、ArcGIS Desktop アプリケーションも、データ ソースとして ArcIMS にアクセ

スすることができます。この場合、大きなイメージ データの伝送を行うため、ArcGIS 
Desktop への伝送量は大きくなります。イメージ データのサイズは、物理的なディスプ

レイ表示サイズに直接比例するので、表示サイズが大きいほど伝送量は大きくなります。 

3.4 クライアント/サーバのネットワーク伝送能力 

データの伝送量とネットワークの伝送容量は、1 つのマップ表示伝送にかかる 小のネットワー

ク伝送時間を予測するために使用することができます。一般的な GIS アプリケーションは、新

たに地図を表示するために 1 MB のデータを必要とします。これに対し一般の端末環境では、表

示を行うために 100 KB のデータを必要としています。 

図 3-6 は、一般的に必要となる伝送データをメガバイトで示し、それを伝送量メガビットに変換

しています。通信プロトコルによるデータ圧縮も考慮して、 終的に伝送に必要なデータ量を

特定しています（実際のプロトコル オーバヘッドはこの例で使用しているものより大きい可能

性があります）。 小のデータ伝送時間は、標準的な 5 種類の伝送容量を使用して計算してあ

ります（標準ダイヤルアップ通信用の 56 キロビット毎秒[Kbps]、一般の WAN 通信用の 1.54 メ

ガビット毎秒[Mbps]、LAN 通信用の 10 Mbps、100 Mbps、1 ギガビット毎秒[Gbps]）。共有ネッ

トワーク セグメント上に他の伝送データが少しでも存在すれば、これらネットワークの伝送遅

延は増加します。 

図 3-6 
クライアント/サーバの伝送能力 

 

作業時間帯のピーク時においては、業務ワークフローのパフォーマンスは低下し、のろのろ運

転状態になります。これは、大都市の幹線高速道路をラッシュアワー時に運転したときの状況

に似ています。この簡単な図を見ると、多くのリモート端末が抱えているパフォーマンス問題

の主な原因がわかります。生産性の高い業務ワークフローのパフォーマンス要件を満たすには、

十分な伝送容量が必要不可欠です。 
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ファイル サーバは、クライアント アプリケーションからの検索をサポートしています。必要な

データをファイル（カバレッジ、またはシェープ ファイル）から選択した場合、クライアント

で処理するためにはファイル全体を送信する必要があります。その後で、アプリケーションが

必要としないデータは、クライアント側で破棄されています。このような無駄な通信によって、

かなりの量のネットワーク オーバーヘッドが発生しています。 

ArcSDE クライアント/サーバ構成は、サーバ上で検索処理をサポートしています。検索処理は、

要求されたデータの検索とフィルタリングを行っているので、特定範囲のデータのみがクライ

アントに送信されます。クライアント側が、小さな容量のデータ（ポイント データや、区画レ

イヤの中の一区画など）に要求を制限すれば、伝送データ量は小さくなり、それに応じてネッ

トワーク伝送時間は少なくなります。 

ネットワーク構成が異なれば、それに対するベスト プラクティスも異なります。分散クライア

ント/サーバ アプリケーション環境は、一般的に LAN 環境の方がパフォーマンスが向上します。

また、持続性の高い Windows Terminal Server に接続し、トランザクション ベースのサービスを

使用することで、安定性の低い WAN 接続を行っていても、安定した環境で処理を行うことがで

きます。 

3.5 伝送能力と応答時間に関する検討事項 

1 人のユーザが使用できる 大の伝送容量は、システムによるトランザクション全体の処理時間

によって制限されます。標準クライアント/サーバ型のデータベース表示トランザクションの場

合、数百のデータ要求がサーバへ送信され、この表示トランザクションの処理時間のほとんど

がそのために使用されます（ArcGIS Desktop は、表示処理を行う各レイヤに対してシーケンシ

ャルに要求をだすので、各レイヤのトランザクションが終了してから、次の表示レイヤに対す

る要求を送信します）。一般的なマップ表示では、表示や解析を行うために 10～20 のデータ レ
イヤを必要としますが、これは数百のシーケンシャルなデータベース トランザクションに相当

します。図 3-7 は、デスクトップ クライアントの処理時間、ネットワーク伝送時間、通常のマ

ップ表示に必要なデータベース処理時間など、一般的なマップ表示処理の特性を示しています。 
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図 3-7 
システム パフォーマンスと応答時間 
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一般的に、伝送容量はメガビット毎秒で測定します。一般的なローカル環境のマップ表示トラ

ンザクションでは、全体の処理時間は約 1.32 秒です。一般的にマップ表示を行うには、全体で

5 Mb のデータをサーバからクライアントのアプリケーションへ伝送する必要があります（図 3-
6 参照）。単一のユーザが使用できる平均的な LAN の伝送容量は、3.78 Mbps です。ArcSDE デ

ータ ソースへアクセスする場合、デスクトップのネットワーク インタフェースの伝送容量を 1 
GB まで増やしても、ユーザ パフォーマンスへ与える影響は限定的です。 
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通常、データベース アクセス プロトコルは「饒舌」です。つまり、一般的なデータ検索トラン

ザクションでは、クライアントへの表示を完了するまでに、サーバと非常に多くのメッセージ

交換を行う必要があります。マップ表示では各レイヤにおいて、サーバとのメッセージ交換

（検索トランザクション）が多数行われます。図 3-8 の例では、1 回のマップ表示で 200 の検索

トランザクションを必要としています。 

図 3-8 
伝送能力と応答時間に関する検討事項 
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ネットワーク応答時間は、長距離 WAN の回線使用率に影響を与えます。応答時間は、単純に

Windows のコマンド プロンプトで「tracert “サーバ ホスト名”」と入力すれば、簡単に測定で

きます。測定結果として、ネットワークのホップ数と関連するネットワークの 1 回のメッセー

ジ交換にかかる応答時間が表示されます。 

LAN 環境の場合、ネットワーク応答時間は非常に短いです（一般的にサーバとのメッセージ交

換 1 回につき 0.001 ミリ秒以下です）。そのため、サーバとクライアント間では多数のメッセー

ジ交換が行われますが、それがパフォーマンスに与える影響は限定的です。つまり、システム

の応答時間の大部分は、クライアントとサーバのサービス処理時間で占められます。 

いくつかのルータをホップする長距離 WAN の場合、無視できないほどのネットワーク応答遅延

が発生します。さらに、饒舌なデータベース プロトコルを使用している場合は、ネットワーク

応答時間はパフォーマンスに重大な影響を与えます。上図の例では、WAN のトランザクション

全体の処理時間は（すべてのネットワーク応答時間を含めて）7.12 秒です。この WAN に接続す

る 1 人のユーザが使用できる 大の伝送容量は、0.71 Mbps です。WAN の伝送容量を増やして

も、単一のユーザがパフォーマンスの改善を実感することはありません。今日のグローバルな
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WAN 接続の多くに、衛星通信リンクが使用されています。そのため、 速の通信速度でも光速

が限界です。非常に長距離の場合、 短のネットワーク応答時間が要求されますが、それを実

現するのは技術的に困難です。WAN 環境においてパフォーマンスを改善するには、クライアン

トとサーバ間のメッセージ交換（通信の饒舌さ）を 小化するプロトコルが必要です。 

3.6 共有ネットワークの伝送容量 

1 つのネットワーク セグメントに接続できるクライアントの数は、ネットワークの伝送時間

（データの伝送量とネットワーク伝送容量による）と、同時に使用するクライアント数との相

関関係で決まります。1 つのネットワーク セグメントを共有している場合、複数のクライアン

トが同時にデータ フレームを送信することはできません。 

古いスイッチング テクノロジを使用した場合、イーサネットの同じセグメントで同時に複数の

伝送が発生するとコリジョン（衝突）が発生するので、この場合データ フレームの再送が必要

となります。イーサネットのセグメントは、急速に伝送数が増えて飽和状態になると、突然、

伝送不能状態になります。今日のイーサネット スイッチには衝突防止用のキャッシュが組み込

まれているので、適切に構成されていれば、ネットワーク上の衝突を回避して伝送効率を高め

ることができます。 

図 3-9 は、複数のクライアント セッションが同じネットワーク セグメントを共有している状態

を示しています。小さな箱は、送信データを表しています。同じネットワーク セグメントでは、

同時に 1 つのデータ交換のみが実行されます。 

図 3-9 
共有ネットワークの伝送容量 
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トークンパッシング環境は、衝突防止キャッシュを持つイーサネット スイッチと同様の機能を

持ちます。これから伝送を始めるトランザクションは、データ伝送を許可するトークンを受取

るまで待たなくてはならないので、伝送の遅れが発生します。この遅れは、ネットワークが飽

和状態に近づくにつれて増加します。  大きな伝送容量を持つトークンパッシング テクノロジの

コストは、イーサネットと比べると非常に高くなるので、この技術を使い続けるには大きな限
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界があります。 

GIS アプリケーションは、1 枚の地図を表示するために 1 MB の空間データ、つまり 大 10 Mb
のネットワーク伝送が必要になる場合があります（図 3-10 参照）。アプリケーションでは、地

図サイズの 大値を指定し、それを越える場合はそのレイヤを表示できないように設定するこ

とができます。こうすれば、地図の各表示範囲に対して適切なデータのみが表示されます（例

えば、カリフォルニア州サンディエゴ全域を表示している地図の各区画レイヤを表示するのは、

適切でないかもしれません）。アプリケーションを適切にチューニングすることで、ネットワ

ークの伝送量を減らし、パフォーマンスを向上させることができます。 

図 3-10 
標準的な 1 MB サイズ地図の表示 

（1:3,000 スケール[フィート]平均フィーチャ数 = 250） 

 

3.7 ネットワーク構成のガイドライン 

ネットワーク通信環境を構成するために、公開された標準ガイドラインが使用されています

（図 3-11 参照）。これらの標準は、個々のアプリケーションに特化しており、それぞれ代表的

なユーザ環境のニーズに基づいています。ネットワーク伝送時間は、ユーザ処理時間のわずか

1％にしかすぎないため、本質的に通信環境の違いは統計上の数字にしか表れません。ネットワ

ークが適切に構成されていれば、GIS ユーザの応答時間のうちでネットワーク伝送が占める部分

はわずかなものです。伝送容量が少なすぎたり、1 つのネットワーク セグメントに接続してい

るクライアントが多すぎる場合は、応答時間の多くの部分を伝送時間が占めることになります。 
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図 3-11 
ネットワーク構成のガイドライン 

• ネットワーク設計標準
• 一般的なGISユーザの作業負荷を提示

• 統計的なアプリケーションの利用状況に対処

• 初期のシステム設計に基準を提供

• ネットワーク管理
• 継続的なトラフィック管理作業

• ハードウェア、アプリケーション、およびユーザへの
依存度が高い

• 作業環境、コンピュータ テクノロジの変化による影響

が大きい

 

ネットワークは、必要な伝送量のピークに合わせて設計する必要があります。  その伝送量は、

アプリケーションの種類とユーザの作業パターンにより変わります。標準ガイドラインは、ネ

ットワーク環境の稼動当初の構成を示しています。ネットワークが稼動した後は、必要な伝送

量を監視し、ピーク時のユーザ要件に合わせて必要な調整を行います。 

3.8 共有ネットワーク構成の標準 

図 3-12 は、推奨するネットワーク環境のガイドラインを示しています。  これらのガイドライン

は、分散 LAN 環境を構築する上で基準となります。それぞれの伝送容量のネットワークに、4
つの独立したクライアント/サーバ環境が接続しています。推奨できるクライアント数は、実際

にシステム運用を行った経験に基づいており、 悪のケースを示しているわけではありません。

GIS のパワー ユーザが必要とする伝送量は一般のユーザより多いため、その場合は柔軟性のあ

る構成にすることをお勧めします。 
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図 3-12 
ネットワーク設計のガイドライン 

ローカル エリア ネットワー
ク 回線容量 ファイル サーバSDEサーバ Windowsターミナル Webサービス

10 Mbps 1-2 10-20 50-200 50-100
100 Mbps 10-20 100-200 500-2,000 500-1,000
1 Gbps 60-120 600-1200 5,000-20,000 5,000-10,000
10 Gbps 600-1200 6,000-12,000 50,000-200,000 50,000-100,000

ワイド エリア ネットワーク

回線容量 ファイル サーバSDEサーバ Windowsターミナル Webサービス

56 Kbps モデム NR NR 1-2 1-2
256 Kbps DSL NR NR 2-5 2-4
768 Kbps DSL NR NR 5-15 5-10
1.54 Mbps T-1 NR 1-2 10-30 10-15
2 Mbps E-1 NR 1-2 12-40 12-20
6.16 Mbps T-2 NR 4-6 30-120 30-60
45 Mbps T-3 5-10 25-50 200-900 200-500

同時接続クライアントの負荷

同時接続クライアントの負荷

ローカル エリア ネットワー
ク 回線容量 ファイル サーバSDEサーバ Windowsターミナル Webサービス

10 Mbps 1-2 10-20 50-200 50-100
100 Mbps 10-20 100-200 500-2,000 500-1,000
1 Gbps 60-120 600-1200 5,000-20,000 5,000-10,000
10 Gbps 600-1200 6,000-12,000 50,000-200,000 50,000-100,000

ワイド エリア ネットワーク

回線容量 ファイル サーバSDEサーバ Windowsターミナル Webサービス

56 Kbps モデム NR NR 1-2 1-2
256 Kbps DSL NR NR 2-5 2-4
768 Kbps DSL NR NR 5-15 5-10
1.54 Mbps T-1 NR 1-2 10-30 10-15
2 Mbps E-1 NR 1-2 12-40 12-20
6.16 Mbps T-2 NR 4-6 30-120 30-60
45 Mbps T-3 5-10 25-50 200-900 200-500

同時接続クライアントの負荷

同時接続クライアントの負荷

 

3.9 Webサービス構成のガイドライン 

Web マッピング サービスの導入により、ネットワーク インフラに新たな需要が発生しました。

システムへの影響の大きさは、公開されるマッピング サービスの複雑さに関係します。提供す

る地図を 10 KB 以下にしたり、複雑な画像の数を制限することで、ネットワーク通信量への影

響を小さくすることができます。100 KB 以上の大きな画像は、通信能力に重大な影響を与えま

す。 

図 3-13 は、Web マッピング ソリューションを導入した場合、ネットワークの考慮すべきパフォ

ーマンス特性を説明しています。図の上段は、それぞれの伝送容量の WAN を経由して平均サイ

ズの地図イメージを提供する場合、サポートできる 大リクエスト数を示しています。図の下

段は、様々な地図イメージに対し、 適な伝送時間を示しています。利用可能な伝送容量によ

って制限を受ける場合もありますが、Web 情報プロダクトはユーザのパフォーマンス ニーズを

満たすように設計する必要があります。シンプルで高いパフォーマンスを持つマップ サービス

では、 少の伝送時間で送信するために、50 KB～100 KB の画像を提供します（28 Kbps のモデ

ムを使用している端末へ送る場合、100 KB の画像は 36 秒以上の伝送時間を必要とします。その

ため、T-1 回線 1 本でサポートしているインターネット サービス プロバイダを経由する場合、1
時間の 大リクエスト数は 5,544 回に制限されます）。複雑性の高い ArcGIS Server マップ サー

ビスでは、100 KB～200 KB の画像を作成することができます。ArcGIS Desktop のユーザは、

200 KB～400 KB の画像を要求する場合があります（画像サイズはユーザの表示サイズと解像度

で変わります）。一般的にユーザは、正当なパフォーマンスを要求し、それが満たされなけれ

ば満足しません。高性能な Web ソリューションをサポートするには、適切な回線容量を持つイ

ンフラを整え、注意深く地図情報プロダクトの設計をする必要があります。 
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図 3-13 
Web サービスのネットワーク パフォーマンス 

 

ArcGIS Server は、事前処理対応のデータ キャッシュを使用し、高いパフォーマンスを持つ複雑

なサービスをサポートすることができます。より機能の高いクライアント（ArcGIS Desktop、
ArcGIS Explorer、Adobe Flash を搭載した Web アプリケーション クライアントなど）は、高パフ

ォーマンスのローカル キャッシュ レイヤ上で、Web ベースのベクトル画像サービスをオーバー

レイすることができます。一度サーバからローカル キャッシュ データが送信されると、ローカ

ル クライアントに画像が格納されるので、クライアントはそのデータを何度でも使用すること

ができます。データ キャッシュを適切に構成して使用すれば、ネットワーク伝送の必要性を減

らし、表示能力を高めることができます。 

ArcIMS サービスには Extract サービスが含まれており、これはインターネット経由で Web クラ

イアントへデータをダウンロードすることができる機能です。Extract サービスは、指定された

範囲に基づいて ArcSDE からデータ レイヤを抽出し、ZIP 形式で圧縮したファイルをクライアン

トへダウンロードします。同様の Web サービスが、ArcGIS Server、および標準 Web サーバのフ

ァイル転送アプリケーションでサポートされています。図 3-14 を見れば、利用可能な伝送容量

に基づいた 低限のダウンロード時間と圧縮したデータ サイズがわかります。データのダウン

ロードは、Web サービスの伝送容量を確保するためには、制限が必要です。データのダウンロ

ードは、簡単に伝送容量の大部分を使ってしまい、他の Web マッピング クライアントのパフォ

ーマンスに影響を与えます。 
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図 3-14 
データ ダウンロードのパフォーマンス 

 

多くのネットワーク管理者が、ネットワーク使用率の測定基準を確立し、修正を加えています。

これは、クライアントを追加配備する計画を立てるとき、ネットワーク需要の増加予測に役立

ちます。図 3-15 は、使用するデータ ソース別に GIS クライアントを分類し、ネットワーク設計

で使用する標準的な基礎数値を示したものです。これらの数字は後続の章で、GIS 導入時のネッ

トワーク伝送容量を見積もるために使用します。 

図 3-15 
ネットワーク設計の基礎数値 

  

 
 



 
システム設計ガイド  
  

 C11144-12 
 

4 GISプロダクトのアーキテクチャ 
この章は、ソフトウェア コンポーネント、および分散 GIS 運用をサポートする様々なプラット

フォーム構成を理解するための基礎となります。また、アプリケーション アーキテクチャの種

類とそれを構成する戦略を理解することは、適切な分散 GIS 設計を選択するための基盤です。 

エンタープライズ レベルの GIS アプリケーションは、共有空間データ ソース、属性データ ソー

スへのアクセスを必要とする組織内の様々なユーザをサポートします。これら分散 GIS アプリ

ケーションのハードウェア、ソフトウェア環境は、多重構成クライアント/サーバ アーキテクチ

ャ、または Web サービス アーキテクチャを採用しています。図 4-1 は、様々なアーキテクチャ 
コンポーネントの概要を示しています。 

図 4-1 
GIS 多重構成アーキテクチャ 

中央データ サーバ

空間データ
ファイル サーバ

エンタープライズ ビジネス システム
RDBMS ジオデータベース サーバ

RDBMS

デスクトップ
ワークステーション

Webサーバ (マップ サーバ)

ブラウザベース
クライアント

Windows Terminal Servers

ターミナル クライアント

中央データ サーバ

空間データ
ファイル サーバ

エンタープライズ ビジネス システム
RDBMS ジオデータベース サーバ

RDBMS

デスクトップ
ワークステーション

Webサーバ (マップ サーバ)

ブラウザベース
クライアント

Windows Terminal Servers

ターミナル クライアント

 

中央データ サーバ：空間データ、表形式データの共有データベース管理システムは、ジオ

グラフィック データを共有するための中央データ リポジトリです。各データベース管

理システムは、それぞれ独立したデータ サーバに実装するか、あるいは同じ中央サーバ 
プラットフォームに実装することができます。 

アプリケーション サーバ：分散構成では、GIS アプリケーションは、GIS 機能を実行するプ

ラットフォーム上で稼動します。一方、中央集中構成では、Windows Terminal Server と
Web アプリケーション サーバが、同時に多数の GIS クライアントに、ホスト サービス

を提供することが可能です。Windows Terminal Server は、中央で管理されたサーバ ファ

ーム上で GIS デスクトップ アプリケーションをホストし、リモート ターミナル クライ

アントへの表示処理、およびターミナル サーバ上で実行されるアプリケーションの制御

を行います。Web アプリケーション サーバは、標準ブラウザベースのクライアント、お
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よび他のデスクトップ アプリケーションがアクセスする、様々な Web アプリケーショ

ンとサービスをサポートします。 

デスクトップ ワークステーション：データの表示とアプリケーション プロセスの実行は、

デスクトップ ワークステーションが行います。多くの場合、これらのワークステーショ

ンは、Windows ターミナル クライアントとして機能する PC、あるいは Web ブラウザベ

ースのクライアントです。多くの GIS ソリューションでは、アプリケーション サーバと

デスクトップ ワークステーションは同じプラットフォームを使用しています。 
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4.1 ArcGISシステムのソフトウェア アーキテクチャ 

ArcGIS は、完全な地理情報システムを構築するための統合されたソフトウェア プロダクト シリ

ーズです。ArcGIS ファミリーの各ソフトウェア プロダクトを使用すれば、GIS 機能とビジネス 
ロジックを、デスクトップ、サーバ、カスタム アプリケーション、Web サービス、およびモバ

イル機器に装備することができます。ArcGIS アプリケーションは、Microsoft Component Object 
Model（COM）プログラミング テクノロジにより開発された共通の ArcObjects コンポーネント

群で構成されています。図 4-2 では、ArcGIS システム環境の概要を示しています。 

図 4-2 
ESRI ArcGIS システム環境 

中央データ サーバ

空間データ
ファイル サーバ

エンタープライズ ビジネス システム
RDBMS ジオデータベース サーバ

RDBMS

デスクトップ
ワークステーション

Webサーバ (マップ サーバ)

ブラウザベース
クライアント

Windows Terminal Servers

ターミナル クライアント

中央データ サーバ

空間データ
ファイル サーバ

エンタープライズ ビジネス システム
RDBMS ジオデータベース サーバ

RDBMS

デスクトップ
ワークステーション

Webサーバ (マップ サーバ)

ブラウザベース
クライアント

Windows Terminal Servers

ターミナル クライアント

 

GIS テクノロジは、空間データの作成、管理、構築、解析、表示、および配布を行います。空間

データには、地球表面上の位置に関わるあらゆる情報、または位置情報を持つ人や場所に関わ

るデータが含まれます。ベクトル データ タイプは、地理上のポイント、ライン、およびエリア

（ポリゴン）を表すために使用されます。他のタイプの空間データには、スキャン図、GPS
（Global Positioning System）座標、衛星写真、実測調査データ、写真測量データ、および航空写

真があります。これらはすべて、表示された地図上に適切な位置を表すためにジオリファレン

スすることが可能です。現在、GIS テクノロジは空間的な位置関係を管理、把握するために、ビ

ジネス、行政、治安、国防および諜報活動、保険および福祉、公共設備および運輸、教育、天

然資源などの分野で使用されています。 

組織内で空間データをどのように管理して公開するかにより、システム設計のパフォーマンス

と拡張性に影響を与えます。GIS をサポートする空間データのボリュームは、この 10 年で幾何

級数的に拡大しています。多くの GIS 運用環境では、数テラバイトのアクティブな GIS データ 
ソースを管理、サポートしており、一般的なユーザ表示セッションでは、数メガバイトのデー
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タが閲覧、処理されています。これらのデータは、効率的で効果的な GIS 運用のために、体系

化して管理する必要があります。 

ArcGIS テクノロジには、GIS データの管理と公開を行う空間データベース エンジン（ArcSDE）
が含まれています。図 4-3 では、現在サポートされている ArcSDE コンポーネントの概要を示し

ています。 

図 4-3 
ArcSDE のコンポーネント 

注意: ArcSDE実行形式プログラムはダイレクト コネクションAPIに含まれます。

DBMS

ArcGISアプリケーション

ArcSDE API ArcSDE実行形式プログラム

ユーザ スキーマ

ArcSDEスキーマ

ArcSDEスキーマ

ライセンス コード

ArcGISアプリケーションArcGISアプリケーション

ArcSDE API ArcSDE実行形式プログラム

注意: ArcSDE実行形式プログラムはダイレクト コネクションAPIに含まれます。

DBMSDBMS

ユーザ スキーマユーザ スキーマArcSDEスキーマ

ArcSDEスキーマ

ライセンス コード

 

あらゆる ESRI ソフトウェア プロダクトには、ArcSDE 通信クライアントが含まれています。

ESRI 社は、様々な GIS ユーザ環境向けのスキーマを組み込んだ標準データ モデルを公開してい

ます。ジオデータベースとは、ArcSDE ユーザ スキーマに格納された空間データ ソースを表す

用語です。ESRI 社は、ArcSDE スキーマ向けのオープン開発インタフェースをサポートする、

公開された API を提供しています。 

図 4-4 は、現在の GIS エンタープライズ運用をサポートするシステム アーキテクチャ設計の構

成戦略について、概要を示しています。 
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Arc

Arc キテクチャ 

のアーキテクチャ 
プラットフォーム構成戦略 

、

プリケーションと GIS デー

両方の Web ソリューションに対して、推奨するプラッ

 ソリューションを選

択することの重要性は、いくら強調してもしすぎることはありません。 

ー

す。Visual 

す

ースと共に中央に配置された

ケーション ワークフローをサポートする主なソフトウェア 

図 4-4 
ESRI ソフトウェア環境 

GIS Desktop クライアント/サーバ構成 
分散ワークステーション アーキテクチャ 
Windows Terminal Server の中央配置アーキテクチャ 
IMS/ArcGIS Server による Web サービス アー

ArcIMS コンポーネントのアーキテクチャ 
ArcGIS Server コンポーネント

 

ArcGIS Desktop は、クライアント ワークステーション上に配置するか、または Windows 
Terminal Server でホストすることができます。ArcGIS Engine のカスタム アプリケーションには

製品版の ArcGIS Desktop ソフトウェアをサポートするものと同じ ArcObjects コンポーネントが

含まれており、共通の構成戦略を共有しています。クライアント ア
タ ソース間の通信をサポートする、様々な構成を選択できます。 

ArcGIS Server と ArcIMS は、拡張性のある Web アプリケーション サーバ アーキテクチャの中に

位置づけられています。Web サーバ ソリューションには、アプリケーション開発とシステムの

パフォーマンス、拡張性をサポートするソフトウェア コンポーネント アーキテクチャが採用さ

れています。標準構成と高可用性構成の

トフォーム構成戦略が適用できます。 

GIS アプリケーションは、オープン システム アーキテクチャを採用しています。GIS エンター

プライズ アーキテクチャを採用すれば、様々な製品を組み合わせて統合し、必要な機能がすべ

て整ったシステム ソリューションを構築することができます。すべての製品版ソフトウェア プ
ロダクトは、進化する通信インタフェース標準をサポートできるようにメンテナンスされる必

要があります。通信インタフェースを適切にメンテナンス、サポートするには、分散構成にお

けるすべてのコンポーネントが重要であり、互いに協調して機能する必要があるので、標準的

な設計工程に基づいて 適な（評判の高い）ソフトウェア アーキテクチャ

4.2 ArcGIS Desktopクライアント/サーバ構成 

ArcGIS Desktop ソフトウェアは、Microsoft Windows デスクトップ環境、およびターミナル サー

バ プラットフォーム環境で稼動します。ArcGIS Engine は、カスタム デスクトップ アプリケ

ション開発用の ArcObjects コンポーネントを提供するソフトウェア開発キットで

Basic は、ArcGIS Desktop アプリケーション用の主なプログラミング言語です。 

ArcGIS Desktop は、クライアント/サーバ アーキテクチャの中に位置づけられます。クライアン

ト アプリケーションは GIS データ ソースと密接に連携し、数百のシーケンシャル データ要求を

送受信し、各ユーザのマップ表示トランザクションを実行します。一般的なマップ表示は、1 秒

以内に 新の状態に更新され、非常に饒舌なプロトコルを使用したデータ ソースとのデータ交

換が必要となります。ArcGIS Desktop アプリケーションと GIS データ ソース間の通信は、伝送

容量が大きく安定し、通信遅延が 小限に抑えられたローカル ネットワーク環境でサポート

る必要があります。リモート クライアントは、GIS データ ソ
Windows Terminal Server にアクセスして処理を実行します。 

.図 4-5 は、ArcGIS Desktop のアプリ
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コンポーネントを示しています。 

クライアント/サーバ ソフトウェア アーキテクチャ 
図 4-5 

密結合状態による実行
(マップ表示あたり数百の連続した

データベース トランザクション)

DBMSクライアント

デスクトップ クライアント

ディスク

マウント

ファイル

Visual Studio

サービス

ターミナル

クライアント

疎結合状態
(表示データ ストリーミング)

*注意： ArcSDE実行形式プログラムはダイレクト コネクションAPIに含まれます。

ダイレクト コネクション*
SDE

SDE

サポート対象DBMS

SDE接続

ArcGIS Desktop

Image Server
サービス プロバイダ

イメージ

密結合状態による実行
(マップ表示あたり数百の連続した

データベース トランザクション)

DBMSクライアント

デスクトップ クライアントデスクトップ クライアント

ディスク

マウント

ファイル

Visual Studio

サービスサービス

ターミナル

クライアント

ターミナル

クライアント

疎結合状態
(表示データ ストリーミング)

*注意： ArcSDE実行形式プログラムはダイレクト コネクションAPIに含まれます。

ダイレクト コネクション*
SDE

SDE

サポート対象DBMS

SDE接続

ArcGIS Desktop

Image Server
サービス プロバイダ

イメージ

 

ArcGIS Desktop は、ローカルなファイル データ ソース、ArcSDE インタフェースを介した

DBMS データ ソース、および公開された Web データ サービスに接続することができます。Web
データ サービスは、ローカル データと一体化して、標準的な GIS マップ表示を実行することが

できます。 
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4.2.1 分散ワークステーション アーキテクチャ 

図 4-6 では、4 種類の分散型 ArcGIS Desktop クライアント構成を示しています。各構成では、ネ

ットワーク ファイル データ ソースへのアクセス、ArcSDE データ ソースへのダイレクト コネク

ション アクセス、および 2 種類の方法による ArcSDE データ ソースへのアクセスを行っていま

す（1 つ目は ArcGIS Server を中間層として使用した接続、もう 1 つはデータベース サーバにイ

ンストールされた ArcSDE への接続）。 

図 4-6 
分散型 ArcGIS Desktop クライアント 

 

ArcGIS Desktop ソフトウェアは、従来のファイル アクセス機能により、ローカル ディスクに配

置された GIS データにアクセスします。GIS アプリケーションは、Microsoft の CIFS、または

UNIX の NFS を使用して、リモート ファイルに存在するデータ ソースにアクセスできます。リ

モート ファイルをマウントすると、デスクトップ アプリケーションからローカル ファイル共有

として認識できます。ファイル データ ソースの検索処理は、ArcGIS Desktop アプリケーション

が行います。 

ArcGIS Desktop ソフトウェアには、ジオデータベースにアクセスするための 2 つのオプションが

あります。ダイレクト コネクション オプションには、ダイレクト コネクション API の一部とし

て ArcSDE の実行可能ファイルが含まれており、同一コンピュータにインストールされたデータ

ベース クライアントと通信を行います。そのデータベース クライアントが、データベース サー

バとネットワーク通信を行います。ArcSDE 接続オプションでは、リモートのジオデータベース 
サーバとネットワーク通信を行います（ArcSDE は、ArcGIS Server のジオデータベース サービ

スとしてサポートされるか、または DBMS サーバ上にインストールされます）。検索要求はデ

ータ サーバに送信され、DBMS ソフトウェアにより処理されます。すべてのデータは、DBMS
リポジトリに格納されて管理されます。 
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4.2.2 Windows Terminal Serverの中央配置アーキテクチャ 

Microsoft Windows Terminal Server は、Windows サーバを使用したマルチホスト環境を実現して

います。Windows ターミナル クライアントは、Windows Terminal Server 上で実行されるアプリ

ケーションのデータ表示と制御を行います。Microsoft は、ターミナル サーバと Windows クライ

アント間の通信を行うために、標準のリモート デスクトップ プロトコル（RDP）を使用してい

ます。 

Citrix Presentation Serverのエクステンションを使用すれば、より効率的な ICA（Independent 
Computing Architecture）通信プロトコルを介して、ターミナル サーバと Windows クライアント

間の通信を行うことができます。ICA プロトコルは、Windows ディスプレイをフル表示し、

Windows Terminal Server 上で実行している GIS アプリケーションを制御するために、28 Kbps 以
下の伝送容量しか必要としません（ベクトル データを使用したプロダクトのレンダリングの場

合）。ラスタ データ ソースにアクセスする場合は、100 Kbps の伝送容量が必要となります。

Presentation Server には、Windows、UNIX、Macintosh 向けクライアント ソフトウェアが含まれ

ており、埋め込み型 Web クライアント アプリケーションにも対応しています。 

図 4-7 では、4 種類の分散型 ArcGIS Desktop 構成を示しています。すべての構成で、中央の

Windows Terminal Server 上でサポートされる ArcGIS Desktop アプリケーションに対して、リモ

ート ターミナル クライアントがアクセスを行っています。ArcGIS Desktop 構成のオプションに

は、ネットワーク ファイル データ ソースへのアクセス、ジオデータベースへのダイレクト コ
ネクション アクセス、およびジオデータベースへの 2 種類の ArcSDE 接続オプションがありま

す（1 つ目は ArcGIS Server を中間層として使用した接続、もう 1 つはデータベース サーバにイ

ンストールされた ArcSDE への接続）。 

図 4-7 
中央配置型 ArcGIS Desktop クライアント 
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Windows ターミナル クライアントは、圧縮機能を持つメッセージ指向の通信プロトコルを使用

し、Windows Terminal Server と通信を行います。ターミナルクライアントは、Windows Terminal 
Server の ArcGIS Desktop セッションと持続性の高い接続をしており、切断した場合でもセッシ

ョンを失うことなく回復できます。アプリケーションによる表示は、ネットワークを介してタ

ーミナル クライアントに対して行われ、この場合、アプリケーションとデータ ソース間の空間

データ検索でやり取りされるデータよりも、大幅に少ないデータが伝送されます。ターミナル 
クライアントへの表示で使用する伝送量は非常に少なく、28 Kbps のダイヤルアップ回線で、ア

プリケーションの性能を十分にサポートできます（背景イメージを使用した表示はより多くの

伝送容量を必要とする場合があります）。 

Windows Terminal Server にホストされた ArcGIS Desktop の各ユーザ セッションは、4.2.1 節で説

明したクライアント ワークステーション上でサポートされた場合と同じ方法で、各データ ソー

スと接続します。現在、Windows Terminal Server を使用している ESRI ユーザのほとんどは、

Citrix Presentation Serverソフトウェアも使用しています。Windows Terminal Server ファームは、

一般的な Windows サーバ プラットフォーム（Intel または AMD）によりサポートされています。

Windows Terminal Server ファームをまたがったクライアント セッション間の負荷分散は、Citrix
ソフトウェアにより管理されます。GIS ユーザによる表示処理を 適化するために、様々な特性

を持つクライアントが選択可能であり、各種セキュリティ オプションが提供されます。 
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4.3 ArcIMS/ArcGIS ServerによるWebサービス アーキテクチャ 

Web マッピング サービスは、インターネットを使用した効率的、効果的な方式で、マップ プロ

ダクトとサービスを提供します。すでにこの章で説明した ArcGIS Desktop アーキテクチャは、

クライアント/サーバ処理と一体化しており、比較的短い距離の大容量ネットワークが必要とな

ります。一方、Web クライアント通信は、長距離の不安定な通信環境に対応した、トランザク

ションベースの HTTP プロトコルを使用して行います。図 4-8 は、Web サービス通信アーキテク

チャに関連する主要なコンポーネントを示しています。 

図 4-8 
Web サービス ソフトウェア アーキテクチャ 

 

Web サービスは、Web サーバ上で公開されます。Web サイトにアクセスすると、Web サーバの

クライアントには、公開されているサービスのカタログが提示されます。Web アプリケーショ

ンはマップ サービスを使用し、クライアントをプレゼンテーション層と見なして、公開された

アプリケーション ワークフローを実行します。  クライアントは自由なタイミングで Web サー

バに接続し、クライアントの 1 回の通信ごとにトランザクションは完結します。トランザクシ

ョンは Web ベースの GIS サーバにより適切に処理され、結果がクライアントへ返されます。 

ESRI Web GIS サービスは、ArcIMS および ArcGIS Server ソフトウェアがサポートします。

ArcIMS には、マップ サービスを Web 上に効率的に配備するためのサービス エンジンがいくつ

か用意されています。一方 ArcGIS Server は、GIS サーバベースの ArcGIS アプリケーションおよ
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びサービスを配備するために、ArcObjects ベースのサーバ開発環境を提供します。ArcGIS Server
は、Web アーキテクチャ、あるいはデスクトップ クライアントの LAN/WAN ネットワーク サー

ビスのいずれの環境にも配備できます。また、ArcGIS Server 9.2 以降のバージョンを使用すれば、

「スマート クライアント」テクノロジを導入できます。スマート クライアントは、自由なタイ

ミングで接続できる、軽量のモバイルまたはデスクトップ コンピュータであり、持続性のある

キャッシュ、および非接続型の GIS クライアント操作をサポートしています。クライアント ア
プリケーションの配備とデータの同期化は、ArcGIS Server の親サービスが管理します。 

ArcIMS と ArcGIS Server では、ソフトウェア アーキテクチャ コンポーネントの名前と機能が異

なっています。ただし論理的には、それらは同様の機能的役割を実行し、共通のプラットフォ

ーム構成戦略を使用できます。両方のソフトウェア ソリューションは共に、Web アプリケーシ

ョン（WA）、サービス マネージャ（SM）、空間サーバ（SS）、およびデータ サーバ（DS）
の各機能コンポーネントで構成されており、処理能力の拡張性とシステムの可用性の要件を満

たすために、様々なプラットフォームを組み合わせて配備することができます。様々なソフト

ウェア コンポーネントの配置と構成の選択は、システムの処理能力、サービスの信頼性、およ

び全体的なスループットに直接影響します。 

4.3.1 ArcIMSコンポーネントのアーキテクチャ 

ArcIMS には、Web 上でマップ公開サービスを行う Java Web サーブレットが含まれています。

標準機能としては、ArcIMS Manager と、特別なプログラミングなしでほとんどの標準的なマッ

プ プロダクトの設計とオーサリングを行うことができるマップ開発ウィザードがあります。ま

た、ArcIMS には、標準的な Web プロダクト、データ ストリーミング、データのダウンロード

をサポートする Java クライアントも含まれています。Java クライアントは、ローカルのベクト

ル データとインターネットで入手した地図イメージを統合することもできます。ArcGIS 
Desktop クライアントは、ArcIMS Web サービスをデータ ソースとして使用することも可能です。 

主要な ArcIMS Web サービスは、マップ サーバ上で稼動します。マップ サービスは、ArcIMS 
Manager の設計、オーサリング ツールを使用して開発し、アプリケーション サーバ上にテンプ

レートを作成します。このアプリケーション サーバは、サービス キューの制御により、マップ 
サービスやサーバの性能を管理します。また、カスタム業務ワークフローを作成するためのオ

プションとして、Web サーバで使用可能なプログラミング ツール（Cold Fusion［CF］ と Active 
Server Pages[ASP]）が提供されています。また、ArcIMS には、ArcGIS Server と共通の.NET アプ

リケーション開発フレームワークがすべて含まれています。 

図 4-9 は、ArcIMS コンポーネント アーキテクチャと関連するソフトウェア構成グループの概要

を示しています。このアーキテクチャには、4 つの機能コンポーネント（WA、SM、SS、DS）
が含まれています。4-7 ページの定義を参照してください。 
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図 4-9 
ArcIMS コンポーネント アーキテクチャ 

 

ArcIMS を構成するコンポーネントは、次のとおりです。 

ArcIMS Web アプリケーション：Web アプリケーションのコンポーネントには、Web HTTP サ

ーバと Web アプリケーションがあります。HTTP サーバは、ArcIMS マップ サービスと Web ク

ライアント間の通信をサポートします。Web アプリケーションは、業務ワークフローとクライ

アントの表示を管理し、それを強化します。Web サーバ上のコネクタは、HTTP の通信データと

Web アプリケーションのプログラム コールを ArcIMS Web サービスが理解できる形に変換しま

す。 

ArcIMS サービス マネージャ：ArcIMS アプリケーション サーバ コンポーネントは、内部マッ

プ サービス リクエスト キュー（バーチャル サーバ）の割り当て、および ArcIMS マップ サー

ビス エンジン（Image、Feature、Extract、Query、ArcMap Image、Geocode、Route、Metadata）
への接続を行います。内部リクエストは、利用可能なサービス インスタンスへと振り分けられ

ます。アプリケーション サーバ機能の実行は、比較的少ない処理量で可能です。 

ArcIMS 空間サービス：ArcIMS 空間サーバは、マップ サーバのプラットフォームでサポートし

ます。空間サーバは、ArcIMS サービス エンジン（Image、ArcMap Image、Feature など）を使用

して、マップ リクエストを処理します。また、ArcIMS Monitor は空間サーバを表す別の用語で

あり、ArcIMS に関する文書の中で使用されています。 

データ ソース：データ サーバ（GIS データ ソース）には GIS データが格納されています。

ArcSDE データ ソースは、検索処理機能を実行します。標準の GIS イメージ データを持つファ

イル データ ソースも、このデータ サーバがサポートします。 
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4.3.2 ArcGIS Serverコンポーネントのアーキテクチャ 

ArcGIS Server は、ArcObjects コンポーネントをサーバ プラットフォーム環境で実行可能とする

オブジェクト、アプリケーション、およびサービスの集合体です。サーバ オブジェクトは、

GIS サーバで管理、実行されます。サーバ アプリケーションは、サーバ オブジェクトを使用し

ますが、GIS サーバ上にインストールされている他の ArcObjects を使用する場合もあります。 

Web サーバは、ArcGIS Server アプリケーション プログラミング インタフェースを使用して開発

されたサーバ アプリケーション、および Web サービスをサポートします。Web サービスと Web
アプリケーションは、ArcGIS Server の ADF を使用して作成することができます。ADF
は、.NET と Java の両方の開発に使用でき、それに関わる Web アプリケーション サーバ開発環

境の中で機能します。 

図 4-10 は、ArcGIS Server コンポーネント アーキテクチャと関連するソフトウェアの機能配置を

示しています。ArcGIS Server アーキテクチャは、Web アプリケーション、サービス マネージャ、

空間サービス、およびデータ ソースの 4 つのソフトウェア グループで構成されます。 

図 4-10 
ArcGIS Server コンポーネント アーキテクチャ 

 

ArcGIS Server の構成グループは、次のとおりです。 

ArcGIS Server Web アプリケーション：ArcGIS Server の WA コンポーネントには、Web ク

ライアントとの通信、および.NET/Java の Web アプリケーションや Web サービス カタロ

グ用の Web アプリケーション サーバ開発環境をサポートする Web HTTP サーバ製品が

含まれています。ArcGIS Server は、.NET と Java 用のアプリケーション開発フレームワ
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ークを持つ Web 層を装備しています。 

ArcGIS Server サービス マネージャ：サーバ オブジェクト マネージャ（SOM）は、サービ

ス オブジェクトの配置、および配置済みのサーバ オブジェクト コンテナへの 初のア

プリケーション割り当てを制御します。SOM は親プロセスとして動作し、アクティブな

サービス要求に基づいて、サービスの負荷分散制御、および公開されたサービス設定の

管理を行います。 

ArcGIS Server 空間サービス：コンテナ マシン（ピーク時のトランザクション要件により 1
つまたは複数）は、SOM が管理するサーバ オブジェクト コンテナ（SOC）をサポート

します。各サービス設定は、専用の SOC がサポートします。各 SOC で実行されるサー

バ オブジェクトは、コンテナ マシンにインストールされた ArcObjects コンポーネント

によりサポートされます。 

データ ソース：データ サーバ（GIS データ ソース）には GIS データが格納されています。

ArcSDE データ ソースは、検索処理機能を実行します。標準の GIS イメージ データを持

つファイル データ ソースも、このデータ サーバがサポートします。 

ArcGIS Server で利用可能なサービスは、イントラネット LAN または WAN 経由で公開され、ア

プリケーションにより使用されます。アプリケーション サービスは、Web サーバ インタフェー

スを使用せずに、SOM へのダイレクト アクセスにより割り当てられます。 

4.3.3 Webプラットフォーム構成戦略 

Web サイトは、1 台のプラットフォームを使用した 小構成から、サイトで必要な処理能力と可

用性に応じて、6 台以上のプラットフォーム構成までが可能です。ArcIMS と ArcGIS Server のプ

ラットフォーム構成形態は類似しており、適切な構成戦略を確立する基準もこの 2 つのテクノ

ロジは共通しています。ここでは、ソフトウェア コンポーネントの構成戦略について説明しま

す。ArcGIS Server と ArcIMS のパフォーマンス測定基準については、第 7 章と第 8 章で記載して

おり、システムのパフォーマンスとキャパシティ プランニングについて説明しています。 

Web システム アーキテクチャ設計は、単層構成、二層構成、三層構成の 3 つに分類できます。

単純な構成は、メンテナンスとサポートが容易です。構成が複雑なほど、システムのパフォー

マンスと可用性に対する要件は高くなります。通常、本番運用では可用性の高い構成を採用し

ます（1 台のプラットフォームが障害となってもサービスの継続が可能な構成）。 

ArcGIS Server と ArcIMS は、拡張性のある Web アーキテクチャに基づいて設計されています。

適なプラットフォーム環境は、一般的なシングル ソケット、またはデュアル ソケットのサー

バ プラットフォーム テクノロジで構成されています。ArcGIS Server は、ArcIMS または ArcGIS 
Server のソフトウェア コンポーネントをサポートするプラットフォームのコア数に基づいて、

ライセンスが供与されます。主な GIS サービスをサポートする推奨するプラットフォーム構成

は、次のとおりです。 
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4.3.3.1 単層プラットフォーム構成 

図 4-11 は、単層プラットフォーム構成の概要を示しています。単層構成は、1 台、または 2 台

のプラットフォームで Web サービス コンポーネントのすべてをサポートできます。データベー

スの規模が小さい初期導入時のユーザは、ほとんど単層アーキテクチャを採用します。 

図 4-11 
単層プラットフォーム構成 

 

 

標準構成：1 台のプラットフォームでも、完全な形での Web サイトを構成できます。この構

成は、Web サービスの開発とテスト、サービス リクエストの数が限定されているサイト、

あるいは初期のプロトタイプ導入に適しています。単一プラットフォーム構成を採用す

るユーザ サイトでは、Microsoft SQL Server Express Edition がバンドルされた、特別なシ

ングル ソケット ワークグループ サーバ用ライセンスを使用できます。 

高可用性構成：GIS サーバを運用する場合、冗長性のある構成にするのが一般的です。そう

することで、1 台のプラットフォームが障害となっても運用を続けることができます。

また、この構成では、1 台のプラットフォームのメンテナンス中、あるいはアップグレ

ード中、および新規サービスを構成し公開しながら、サイトの本番運用を続けることが

できます。この構成の特徴は次のとおりです。(1) 通常運用時は、通信データ量のバラン

スを取るため、各サーバに処理を振り分けることができ、1 台のサーバが障害となった

場合は、使用可能なサーバのみで処理を行うことができます。(2) 一方のサーバの処理能

力に余裕がある時に、もう一方のサーバにリクエストが集中することを避け、空間サー

ビス処理の負荷を 2 つのプラットフォームに振り分けることで、サービス マネージャの

負荷分散ができます（この構成では、各プラットフォームに独立した SS コンテナが必

要です）。(3) 2 台目のデータ サーバには、完全に複製されたデータが必要です。 
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4.3.3.2 二層プラットフォーム構成 

二層アーキテクチャは、独立したデータベース サーバを持つサイトにとって 適なソリューシ

ョンです。二層の高可用性構成は、ほとんどの ArcGIS Server 導入をサポートできる、もっとも

一般的で実用的な構成といえます。 

図 4-12 の二層アーキテクチャでは、GIS サーバとデータ サーバにプラットフォームが分かれて

います。Web サーバと GIS サーバのコンポーネントは、GIS サーバのプラットフォーム上に配

置されており、データ サーバは独立したプラットフォームに配置されています。大量のデータ 
ソースを持つサイト、あるいは既存のデータ サーバがあるサイトでは、一般的にこのような構

成をとります。シングル コピーのデータでも、複数のサーバ コンポーネント、およびその他の

エンタープライズ GIS データ クライアントに対してデータの提供が可能です。 

図 4-12 
二層プラットフォーム構成 
（データサーバが独立） 

 

 

標準構成：標準構成は、1 つの GIS Web サーバ プラットフォームと 1 つの独立したデータ 
サーバ プラットフォームで構成されます。Web サーバは、GIS Web サーバ プラットフ

ォームにインストールされます。 

高可用性構成：可用性の高い運用をするには、冗長性のあるサーバ構成にする必要がありま

す。そうすることで、1 台のプラットフォームが障害となっても運用を続けることがで

きます。この構成の特徴は次のとおりです。(1) 通常運用時は、各 GIS Web サーバへデ

ータを振り分けることでネットワークの負荷を分散し、1 台のサーバの障害時には稼動

中のサーバのみで運用することが可能です。(2) 一方のサーバの処理能力に余裕がある時
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に、もう一方のサーバにリクエストが集中することを避け、SS の負荷を 2 つの GIS Web
サーバに振り分けることで SM の負荷分散が可能です（この場合、各 GIS Web サーバの

プラットフォームに 2 つの SS コンテナ グループが必要です）。(3) 2 つのデータ サーバ

でクラスタを構成し、共通のストレージ アレイ上のデータ ソースに接続します。通常

運用時は、プライマリ データ サーバが検索サービスを実行し、プライマリ サーバの障

害時には、セカンダリ サーバが処理を引き継ぎます。可用性の要件が 1 台のデータ サ
ーバで満たされる場合は、データ サーバをクラスタ構成にする必要はありません。 

4.3.3.3 三層プラットフォーム構成 

三層構成は、Web サーバ、マップ サーバ/コンテナ マシン、およびデータ サーバの各層で構成

されます。サービス マネージャの配置により、2 種類の構成オプションがあります（ArcIMS ア

プリケーション サーバ/ArcGIS Server SOM）。 

図 4-13 の三層構成では、サービス マネージャが Web サーバ層に配置されています。この構成

はもっとも単純な三層アーキテクチャであり、もっとも一般的なソリューションであるといえ

ます（ネットワーク負荷分散により Web 層のフェイルオーバに対応）。三層構成は拡張性のあ

るアーキテクチャであり、処理能力の要件に応じて、中間層に 2 つ以上のプラットフォームを

割り当てることができます。 

 

図 4-13 
三層プラットフォーム構成：SM を Web 層に配置 

（マップ サーバが独立） 

 

 

標準構成：標準構成は、1 つの Web サーバ、1 つの独立したマップ サーバ/コンテナ マシン

層、および 1 つの独立したデータ サーバで構成されます。マップ サーバ/コンテナ マシ

ンは、1 台のプラットフォームでも可能ですが、サイトで必要な処理能力に応じて、数
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台のプラットフォームに拡張することも可能です。SM の負荷分散は、GIS Web サーバ

のサービス マネージャが行います。 

高可用性構成：可用性の高い運用をするには、冗長性のあるサーバ構成にする必要がありま

す。そうすることで、1 台のプラットフォームが障害となっても運用を続けることがで

きます。この構成の特徴は次のとおりです。(1) 通常運用時は、各 GIS Web サーバへデ

ータを振り分けることでネットワークの負荷を分散し、1 台のサーバの障害時には稼動

中の Web サーバのみで運用することが可能です。(2) 一方のサーバの処理能力に余裕が

ある時に、もう一方のサーバにリクエストが集中することを避け、SS の負荷をマップ 
サーバ/コンテナ マシンの 2 つのプラットフォームに振り分けることで SM の負荷分散が

可能です（この場合、各マップ サーバ/コンテナ マシンのプラットフォームに独立した

SS コンテナが必要です）。(3) データ サーバの構成は、エンタープライズ システムの要

件を満たす必要があります。 

図 4-14 の三層構成では、サービス マネージャがマップ サーバ/コンテナ マシン層に配置されて

います。Web サーバと空間サーバのコネクタは Web サーバのプラットフォームに配置され、

SM、SS の各コンポーネントはマップ サーバ/コンテナ マシンのプラットフォームに配置されま

す。この構成は、Java アプリケーションを Linux ベースの Web サーバ上でサポートする場合に

適した構成です。この構成では、COM ベースのソフトウェアはすべてコンテナ マシン層に配置

されます。ArcIMS と ArcGIS Server のいずれを使用した場合でも、フェイルオーバの方式は複

雑になります。ArcIMS の場合、SM1 サーバが障害になると、WA1 はリクエストを SM2 へ送信

します。SM2 は、結果を親である WA2 の出力ファイルへ返します。  クライアントは WA1 を

通じて結果を取得しますが、Output2 ディレクトリから結果を受け取るためには仮想ディスクを

マウントする必要があります。ArcGIS Server の場合、SM2 は WA1 を SOM に接続してトランザ

クションを実行し、結果を WA1 に返すので、フェイルオーバは正常に機能します。この方式は、

負荷のピーク時に処理能力を 適化するため、SM の負荷分散を行う場合にも必要となります。 
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図 4-14 
三層プラットフォーム構成：SM をマップ サーバ/SOC 層に配置 

（Web サーバが独立） 

 

 

標準構成：標準構成は、1 つの Web サーバと 1 つの独立したマップ サーバ/コンテナ マシン

層で構成されます。マップ サーバ/コンテナ マシンは、1 台のプラットフォームでも可

能ですが、サイトで必要な処理能力に応じて、数台のプラットフォームに拡張すること

も可能です。ArcIMS を導入した場合、Web アプリケーションのトラフィック分散は、

GIS Web サーバのコネクタが行います。ArcGIS Server を導入する場合、フェイルオーバ 
モードで構成することができます（SM2 は SM1 が障害の場合のみアクティブになりま

す）。SM の負荷分散は、サーバ マネージャ コンポーネントが実行します（マップ サー

バ/コンテナ マシン層の SM コンポーネントは 2 つを超えないことを推奨）。複数のプラ

ットフォームで負荷分散を行うには、複数のマップ サーバ上にそれぞれ独立した SS コ

ンテナを配置する必要があります。  共通のデータ ソースとして、独立したデータ サー

バを設置します。マップ サーバ/コンテナ マシンの数が増えるにつれて、この構成の管

理はますます複雑になります。 

高可用性構成：可用性の高い運用をするには、冗長性のあるサーバ構成にする必要がありま

す。そうすることで、1 台のプラットフォームが障害となっても運用を続けることがで

きます。この構成の特徴は次のとおりです。(1) 通常運用時は、各 GIS Web サーバへデ

ータを振り分けることでネットワークの負荷を分散し、1 台のサーバの障害時には稼動

中の GIS Web サーバのみで運用することが可能です。(2) マップ サーバ/コンテナ マシン

層に配置された 2 つの SM に内部負荷を分散することにより、Web アプリケーション処

理の負荷分散が可能です。(3) 一方のサーバの処理能力に余裕がある時に、もう一方のサ

ーバにリクエストが集中することを避け、SS の負荷をマップ サーバ/コンテナ マシンの
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2 つのプラットフォームに振り分けることで SM の負荷分散が可能です（この場合、各

マップ サーバ/コンテナ マシンのプラットフォームに 2 つの SS コンテナが必要であり、

各 SS は親の SM に割り当てられます）。(4) データ サーバの構成は、エンタープライズ 
システムの要件を満たす必要があります。マップ サーバ/コンテナ マシンの数が増える

につれて、この構成の管理はますます複雑になります。 

4.3.3.4 三層サービス指向プラットフォーム構成 

ArcGIS Server の Web アプリケーションは、リモート Web データ サービスの完全なサポートの

下で、開発、配備されます。これら HTTP SOAP ベースのサービスを、独立したローカルの

ArcGIS Server Web サイトから提供することも可能です。図 4-15 は、ファイアウォールをまたが

って構成されたエンタープライズ サービス アーキテクチャをサポートする、ArcGIS Server Web
構成の例を示しています。 

図 4-15 
三層プラットフォーム構成：Web サービス アーキテクチャ 

（エンタープライズ Web サーバ） 
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内部的な GIS Web サーバは、先に図 4-14 で示した構成になります。Web データ サービスは、独

立した Web アプリケーション層に配置されたエンタープライズ アプリケーションをサポートす

る、内部的な GIS Web サーバにより公開することができます。Web サービスは、標準の HTTP 
SOAP と XML サービス プロトコルを使用し、ファイアウォールを介して提供することが可能で

す。 

より結合力の強い DCOM 通信を使用すれば、処理能力の高い ArcGIS Server アプリケーション

の多くがメリットを受けることができます。各アプリケーションは、トランザクションを処理

するために、割り当てられた SOC と直接結合します。このアプリケーションによる結果は、よ

り緩やかに結合されたエンタープライズ アプリケーションに対するサービスとして提供されま

す。これらのアプリケーションは、標準の HTTP SOAP プロトコルを使用しており、独立したセ

キュリティ ゾーンの中で稼動しています。 

ArcGIS Server で事前処理キャッシュ対応のデータ層を使用することにより、ArcIMS テクノロジ

を使用した場合よりもユーザ パフォーマンスを改善することができ、必要となるネットワーク

伝送量を削減することができます。ユーザの要件に注意深く耳を傾け、テクノロジを適切に導

入することが、システムを成功させる鍵となります。 

4.3.4 ArcGIS Image Serverのプラットフォーム構成 

ArcGIS Image Server を使用すれば、効率的かつ効果的に画像を格納し提供することができます。

ArcGIS のすべてのクライアント ソフトウェアには、ArcGIS Image Server が展開するイメージ サ
ービスにアクセスするための Image Server API が備わっています。ArcGIS Server 9.2 は、長距離

で安定性の低い通信環境でも 適な通信をサポートします。図 4-16 は、Web サービス通信アー

キテクチャに関連する主要なコンポーネントを示しています。 

 

 
 
ESRI 技術参考書 4-21 



 
システム設計ガイド 4  GIS プロダクトのアーキテクチャ 
  

 C11144-12 
 

図 4-16 
ArcGIS Image Server ソフトウェア 
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図 4-17 は、ArcGIS Image Serverプラットフォーム構成の概要を示しています。ArcGIS Image 
Server は、ローカル ドライブ、DAS（ダイレクトアタッチド ストレージ）または SAN（ストレ

ージ エリア ネットワーク）がサポートする、画像ファイルを保有するスタンドアロン型サーバ

として構成できます。NAS（ネットワーク アタッチド ストレージ）は、高可用性または大容量

の構成を必要とする複数の ArcGIS Imager Server の共通データ ソースとして使用できます。 

図 4-17 
ArcGIS Image Server プラットフォーム構成 

 

 

上記の構成は、ArcGIS Server のイメージ サービスを使用しない構成の ArcGIS Image Serverを示

しています。Image Server は、ArcGIS Server の画像ソースとして使用できます。また、Image 
Server はジオデータベース型のラスタ データ ソースとしても使用できます。
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5 エンタープライズ セキュリティ 
この章では、エンタープライズ運用を行う上で考慮すべき様々なセキュリティ対策を紹介しま

す。導入する場合は、運用のタイプ、および関連する脅威環境に合わせて変更する必要があり

ます。 

エンタープライズ セキュリティは、IT 技術者とセキュリティ スペシャリストにとっての課題で

す。数年前まで、多くの IT システムは、1 つの業務目的を持った 1 つの「利益コミュニティ」

のために設計されました。そのシステムは通常、物理的に独立しており、それぞれ独自のデー

タとアプリケーションを使用していました。新たに登場した標準は、成熟した通信環境、高性

能なオペレーティング システム、および様々な標準統合プロトコルにより支えられ、IT 技術者

は、組織全体に渡る包括的でインタラクティブなエンタープライズ ソリューションの設計、メ

ンテナンスが可能となりました。 

近年の IT 産業、特に Web サービス標準とサービス指向アーキテクチャの分野の発達により、技

術者はより効果的にエンタープライズ セキュリティという目標を達成できるようになりました。

ESRI 社はこれらの標準に大いに注目し、標準性の高いソフトウェアを提供するという全社的な

方針に従って、セキュリティ技術者に高レベルの柔軟性を提供しています。そのため、エンタ

ープライズ ソリューションに含まれている ESRI コンポーネントは、高い信頼を得ています。 

エンタープライズ運用のセキュリティについて詳細に説明することは、本文書の目的ではあり

ません。ESRI社のホワイト ペーパー『ArcGIS Enterprise Security: Delivering Secure Solutions』
（2005 年 7 月）では、エンタープライズ運用をサポートするためのArcGIS構成戦略について説

明しています。このホワイト ペーパーは次のURLで入手できます

（http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/arcgis-security.pdf）。 

5.1 セキュリティ制御 

情報セキュリティ制御、防御対策、脅威、脆弱性、およびセキュリティ対応は、これらすべて

に対して、機密性、整合性、および可用性（CIA）に対する影響という観点から評価することが

できます。図 5-1 では、3 つの CIA 原則について概要を示しています。情報セキュリティの主な

ポイントは、未承認の情報漏洩の防止、未承認のデータ変更の防止、およびデータに対する信

頼性のあるタイムリーなアクセスの確保です。 
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図 5-1 
InfoSec の CIA 原則 

 

企業を保護するには、複数のレベルにおけるセキュリティ制御が必要です。完全無欠なセキュ

リティ ソリューションは存在せず、階層的な防御によってのみセキュリティを確保できます。

防御のレベルには、物理的な制御、管理的な制御、技術的な制御の 3 つがあり、これらを組み

合わせてセキュアな環境を構築します。  図 5-2 は、セキュリティ制御の種類について概要を示

しています。 

図 5-2 
セキュリティ制御の種類 
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情報セキュリティには、技術的な制御を行う複数のレイヤが装備されており、その中のいくつ

かのレイヤには、認証と妥当性チェックによる防御対策が実装されています。構成レイヤには、

アプリケーション制御、ホスト/デバイス制御、ネットワーク制御、およびデータ制御をまとめ

て実装することができます。図 5-3 は、各システムの技術レイヤで使用できる制御の種類につい

て、例を示しています。 

図 5-3 
技術レイヤにおける制御の例 
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アプリケーション セキュリティには、アプリケーションのセキュリティ方針からの逸脱を防ぐ

ための対策、またはアプリケーションの設計、開発、配備における不具合のためにシステムに

内在する脆弱性に対する対策が含まれています。カスタム アプリケーション向けにセキュリテ

ィ制御手順を作成する場合は、Windows OS、ArcGIS、RDBMS、および HTTP プロトコルが提

供する各製品の機能に基づいて行います。 

 Windows Access Control List（ACL）は、ロール ベースのアクセス制御により、システム全

体のアクセスを強制的に制御します。この場合、アクセス権限はロールに割り当てられ、そ

のロールがユーザに割り当てられます。 
 ファイル システム用の ACL を使用して、アプリケーション、プロセス、ファイルなど特定

のシステム オブジェクトに対するグループ権限を、Access Control Entries（ACE）として定

義することができます。これらの権限やアクセス許可により特定のアクセス権が決定され、

ユーザはあるオブジェクトに対して、読み込み、書き込み、実行、または削除が可能となり

ます。 
 ArcGIS によるクライアント、または Web アプリケーションの制御は、ArcGIS のクラスタ構

成、カスタム アプリケーションの強化（ArcObjects を使用）、または ArcGIS Web クライア

ントが実現するメカニズムにより実行されます。以下に説明するアプリケーション制御は、

ArcGIS エンタープライズ環境の下で実行できます。 
 カスタム制御エクステンションを使用すれば、Identity Management（IM）やアクセス制御な

どのテクノロジを実行できます。ArcGIS カスタム制御エクステンションは、ArcObjects 開発

インタフェースを使用して開発されました。ArcGIS は、ユーザによる ArcGIS クライアント

の操作（編集、コピー、保存、印刷）を制限し、ユーザのロールに基づいて様々なデータ資

産に対するアクセスを制御します。 
 GML は、地理情報のモデリング、移植、格納に使用する XML スキーマです。ArcObjects は

GML と RDBMS ストレージ機能を使用し、ArcGIS マルチユーザ ジオデータベース環境で監

査制御を行うための、枠組みと手段を提供します。GIS ワークフロー作業の詳細な履歴は、

GML の構造で記録され、RDBMS に格納されます。編集の実施者が記録されることに加え、

作業にはコメントと注釈が補足され、追跡可能な文書化された作業ログが作成されます。ロ

グには、編集前後の内容とその編集が正しいことを証明する履歴が含まれます。 
 統合されたオペレーティング システムの認証とシングル サインオン（SSO）は、セキュリ

ティを確保するための 2 つの基盤であり、ArcObjects アプリケーションにより強化すること

ができます。この場合、中央で管理されたユーザ名とパスワードを使用して、ArcGIS プロ

ダクトに対する認証と接続を行います。ユーザ名の管理場所としては、暗号化されたファイ

ル、RDBMS テーブル、Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）サーバが使用され、あ

るいは RDBMS テーブルと LDAP サーバを組み合わせて使用することも可能です。これらの

機能の主な目的は、ユーザが何度も繰り返して認証を受けることを避けることにあります。

この技術は、ユーザの認証をデスクトップ ワークステーション（統合されたオペレーティ

ング システムによる認証）、または組織に導入された SSO 基盤に依存しています。 
 ArcSDE と RDBMS が本来保持している認証機能。本来の認証機能を使用することで ArcGIS

とシステム コンポーネント間で強力な認証制御が可能となり、ダウンストリーム システム

によるユーザ認証ができます。ダイレクト コネクション アーキテクチャを使用する

ArcSDE は、ArcGIS クライアントから RDBMS へ接続する際に、本来の Windows 認証をサ

ポートします。ダイレクト コネクション構成を採用することで、ArcGIS クライアントは

RDBMS 接続機能を利用することができます。RDBMS SSL トランスポート層で構成された

二層 ArcSDE アーキテクチャを使用した場合は、信頼されたオペレーティング システムと

RDBMS との間に暗号化された通信チャネルが設定されます。 
 SSL は、公開鍵暗号を使用してネットワーク通信を行うプロトコルです。SSL により、クラ
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イアントとサーバ間でセキュアな通信チャネルを確立できます。RDBMS の暗号化機能によ

り、平文が暗号文に変換され、それがネットワーク上で伝送されます。RDBMS とクライア

ント間で新しいセッションが確立されると、そのたびに新たな公開鍵が作成されるので、防

御能力を高めることができます。ダイレクト コネクション構成で ArcSDE を使用すると、

ArcSDE 機能がサーバから ArcGIS クライアントへ移動するので、ArcSDE アプリケーション

層は使用されません。ArcSDE 機能がサーバからクライアント（ダイナミック リンク ライブ

ラリ）へ移動することにより、クライアント アプリケーションは RDBMS クライアント ソ
フトウェアを介して、RDBMS と直接通信できるようになります。RDBMS との通信の前に、

クライアント上で ArcSDE 向けのデータ変換が実行されます。これにより、クライアント ア
プリケーションは、RDBMS クライアントが提供するネットワーク データ暗号化機能を使用

できます。 
 IPSec は、ArcGIS クライアントと RDBMS サーバ間で、パケット交換を IP レベルで安全に行

うためのプロトコル セットです。IPSec は、IP 通信を安全に制御するために、2 種類のプロ

トコルを使用します（Authentication Header [AH]、および Encapsulation Security Payload 
[ESP]）。AH プロトコルは、データの整合性を確保し、データの発生元の認証を行います。

ESP プロトコルは、データの機密性を確保します。 
 ArcGIS ユーザは、侵入検知機能を使用できます。ネットワーク ベースの侵入検知機能は、

ネットワーク上を流れるパケットを分析し、ホスト ベースの侵入検知機能は、特定ホスト

の操作を監視します。 
 ArcSDE に実装されたフィーチャ レベルのセキュリティにより、土地管理部門はフィーチャ 

レベルで権限を割り当てることが可能となり、ジオデータベース オブジェクト内のデータ 
アクセスを制限できます。RDBMS のフィーチャレベル セキュリティは、機密レベルを特定

の行に割り当てる場合、そのテーブルにカラムを追加するという考え方に基づいています。

RDBMS は、そのカラムの値に基づき、あらかじめ決められた方針に従って、要求したユー

ザがその情報にアクセスできるかどうかを決定します。機密レベルが条件を満たした場合、

RDBMS はデータへのアクセスを許可しますが、そうでない場合はアクセスが拒否されます。 
 データ ファイルの暗号化は、ArcSDE ダイレクト コネクション アーキテクチャが RDBMS

のデータ暗号化「アドイン」を使用して実行します。このアドインは、RDBMS にアクセス

してデータを格納する ArcGIS プロダクト、カスタム ArcObjects アプリケーション、および

ArcSDE の C/Java API を使用して非バージョニング データにアクセスする ESRI 以外のテク

ノロジを使用したカスタム アプリケーションと連携して機能します。 
 RDBMS の権限割り当て機能。RDBMS は、SELECT、UPDATE、INSERT、および DELETE

を実行する権限をユーザまたはロールに割り当てます。ArcSDE コマンド ラインと

ArcCatalog は、RDBMS の権限割り当て機能を使用し、管理者が権限を割り当てるためのイ

ンタフェースを提供します。 
 HTTP 認証は、HTTP 認証方式を使用して、ある人物が自分で主張している人物かどうかを

検証します。ArcGIS Web アプリケーションと統合して使用される標準的な HTTP 認証方式

には、基本方式、ダイジェスト方式、フォーム方式、およびクライアント証明書方式があり

ます。基本方式の認証では、HTTP リソースの保護を行い、リソースを閲覧するクライアン

トに対してユーザ名とパスワードを要求します。ダイジェスト方式の認証でも、クライアン

トに対してユーザ名とパスワードによる証明を求め、HTTP リソースを保護します。ただし、

ダイジェスト方式では、クライアントからサーバに提供されたパスワードを暗号化します。

フォーム方式の認証は、アプリケーション プログラマが標準 HTML フォームを使用して認

証インタフェースを提供することを除けば、基本方式と同じです。クライアント証明書方式

はもっとも安全な認証方式であり、体系化された PKI 環境を使用して、クライアントとサー

バの両方にデジタル証明書を提供し、その認証を行います。 
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5.2 エンタープライズ セキュリティ戦略 

今日のビジネス活動は、様々な情報セキュリティの脅威にさらされています。これらの脅威は、

相手が友好的か非友好的かにかかわらず発生し、内部および外部ユーザのどちらも脅威となり

得ます。脅威には、意図的なものと偶発的なものがありますが、どちらの場合も、資源の損失、

重要な情報の侵害、サービスの拒否が発生します。図 5-4 は、クライアント/サーバ、Web アプ

リケーション、Web サービスの各アーキテクチャに適用できるセキュリティ対策の概要を示し

ています。 

図 5-4 
徹底したセキュリティ（ArcGIS アーキテクチャ） 

 

 

5.2.1 クライアント/サーバ アーキテクチャ 

デスクトップとネットワークのオペレーティング システムは、システム アクセス権限の定義に

基づいてユーザ ID とパスワードを要求します。通信の内容を制限、監視するファイアウォール

をネットワークに組み込み、通信メッセージに対する様々なレベルのアクセス基準を設定する

ことができます。通信パケットを暗号化し（Secure Sockets Layer [SSL]）、伝送中にデータが漏

洩または消失した場合でも、その情報に対する未承認のアクセスを防ぐことができます。特定

のコンテンツ交換のための基準をサーバ間で設定し（IPSec）、通信フローの制限、およびトラ

フィック ソースの検証を行うことができます。通信状態を監視し（侵入検知）、セキュリティ
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保護を突破しようとする企てを発見できます。ディスク上のデータを保護し（暗号化）、侵害

や盗用を防ぐことができます。データベース環境は、（権限による）アクセス制御、および行

レベルのセキュリティを提供します。これらのセキュリティ技術を組み合わせて情報経路全体

に適用することで、 高レベルのデータ保護を実現できます。 

5.2.2 Webアプリケーション アーキテクチャ 

標準的なファイアウォール、SSL、IPSec、侵入検知、データ ファイルの暗号化、および

RDBMS セキュリティ ソリューションは、継続的に Web 運用をサポートします。さらに別のセ

キュリティ対策を実施すれば、HTTP 通信の保護と制御が可能です。基本認証とダイジェスト認

証、およびデジタル証明書（PKI）による認証手続きを導入することにより、通信の安全性が高

まり、公開されている Web アプリケーションへのアクセスを制限できます。セキュリティ機能

付きの HTTP プロトコル（HTTPS）は、伝送データを暗号化し、高レベルな通信保護を実現し

ます。Web アプリケーションは、ユーザのデータ アクセス権を受け取ること（偽装）が可能で

あり、データベース アクセスのユーザ認証をパスするオプション（シングル サインオン

[SSO]）により、データ ソースに対するアクセスのセキュリティと制御を強化できます。 

5.2.3 Webサービス アーキテクチャ 

エンタープライズ サービス指向アーキテクチャを採用すれば、高度なセキュリティ制御が可能

となります。Web アプリケーションは、SOA を保護し、アクセス制御を強化する追加オプショ

ンを提供します。クライアント アプリケーションには、適切に使用し制御できるセキュリティ

機能が付加されています。Web サービス セキュリティ（WS-Security）をさらに追加すれば、ユ

ーザ認証、および Web サービスのアクセス制限が可能です。Web サービス エクステンション

（WSE）は、Web サーバ テクノロジによる Web サービスに特化したセキュリティ機能です。セ

キュリティ機能付きの HTTP 通信により、伝送データを暗号化し、通信のセキュリティを向上

できます。 

5.3 正しいセキュリティ ソリューションの選択 

各クライアントの状況に応じて、それぞれ独自のセキュリティ ソリューションが必要となりま

す。正しいセキュリティ ソリューションは、企業のリスクとそれをどのように制御するかによ

って決まります。セキュリティ制御を合理的かつ適切に実行することが、課題となります。現

在のセキュリティ リスク評価を管理、サポートし、セキュリティのガイドラインと制御を確立

し、継続的にセキュリティ監査を実行して目標が維持されていることを確認することが重要で

す。 
図 5-5 では、セキュリティ リスク管理計画を作成、サポートするための標準的なリスク管理の

枠組みを一覧しています。これらは信頼できる業界の専門家により提供されたものであり、

Gartner 社の Simple Enterprise Risk Management Framework（エンタープライズ リスク管理の簡易

的な枠組み）、Microsoft 主要ユーザ向けの Microsoft Risk Assessment Guide（Microsoft リスク評

価ガイド）、および連邦政府の Web サイトに対する機密保護証明と認定のベースラインを提供

する National Institute for Standards and Technology（米国標準技術研究所）が含まれています。 
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図 5-5 
リスク管理のフレームワーク 
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図 5-6 は、もっとも一般的なセキュリティ リスクを示しています。2006 年のリスクの 30％以上

がウイルスによる汚染であり、次に情報への未承認のアクセスが 20％以上で続いています。未

承認のアクセスは、2005 年に劇的に増加し、2006 年も増加が続いています。 

図 5-6 
脅威による損失額（ドル） 
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図 5-7 は、もっとも一般的なセキュリティ制御を示しています。ファイアウォール テクノロジ

は、わずかにウイルス対策ソフトウェアを上回っているます。スパイウェア対策テクノロジは、

昨年、劇的に増加しました。  セキュリティ問題に対応するために、多様な制御手段が利用可能

です。 

図 5-7 
セキュリティ テクノロジの活用 

 

セキュリティ対策には、費用がかかります。具体的なセキュリティ リスクを把握し、適切なセ

キュリティ制御を適用することで、全体的なコストを下げ、 適な運用ソリューションを実現

できます。 

5.4 Webファイアウォール構成の種類 

ファイアウォール構成を採用することで、様々なレベル間における通信のセキュリティ対策が

可能となります。ここでは、ArcIMSまたはArcGIS Serverコンポーネントの配置に基づいて、

様々なファイアウォール構成について説明します。ESRI社のホワイトペーパー『Security and 
ArcIMS』では、セキュアなArcIMS環境を構築するための様々な構成について説明しています。

このホワイト ペーパーは次のURLで入手できます（http://www.esrij.com/support/document/ 

Arcims/ArcIMS_Security.pdf）。 
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図 5-8 は、ArcIMS と ArcGIS Server のファイアウォール構成で使用するデフォルトの TCP ポー

トを示しています。ArcIMS ファイアウォール構成のポートは、それぞれのソフトウェア構成レ

イヤの間で使用されます。Web アプリケーション サーバとサーバ オブジェクト コンテナ間の

ArcGIS Server 通信では、Distributed Component Object Model（DCOM）プロトコルを使用します。

DCOM の使用により、コンポーネント間通信用の TCP/IP ポートを動的に取得するので、これら

のコンポーネントをファイアウォールをまたいで分離することは推奨できません。 

図 5-8 
ファイアウォール通信 

 

ここからは、Web サービス ファイアウォールの利用可能な構成戦略について説明します。また、

各構成の長所と短所についても説明します。利用可能な構成の種類とそれぞれの関係について

理解すれば、セキュリティ技術者は、エンタープライズ セキュリティのニーズを満たすために

高のソリューションを選択できます。 

 
 
ESRI 技術参考書 5-11 



 
システム設計ガイド 5  エンタープライズ セキュリティ 
  

 C11144-12 
 

5.4.1 すべてのWebサービス コンポーネントをDMZに配置 

もセキュアな構成は、セキュアなネットワークをすべての ArcIMS コンポーネントから物理的

に独立させることです。図 5-9 では、Web アプリケーション、サービス マネージャ、空間サー

ビス、およびデータ ソースをすべてセキュアなネットワーク ファイアウォールの外側、つまり

DMZ（非武装地帯）内に配置しています。この構成では、GIS データの複製作業が必要となり

ます。つまり、内部の GIS データ サーバから、外部の ArcIMS サービスを行っているデータ サ
ーバへ、データを複製する必要があります。 

図 5-9 
すべての Web サービス コンポーネントを DMZ に配置 

 

5.4.2 データ サーバ以外のすべてのWebサービス コンポーネントをDMZに配置 

図 5-10 では、DMZ 内に配置された Web アプリケーション、サービス マネージャ、および空間

サービスが、内部のセキュアなネットワーク上に配置された ArcSDE データ サーバにアクセス

している状態を示しています。セキュアなファイアウォールを通してポート 5151 のアクセスを

行うことで、ArcSDE DBMS データ サーバに限定的にアクセスすることが可能となります。こ

の場合、空間サービスとデータ ソース間の大容量通信をサポートする必要があります。データ 
サーバとのネットワークが切断した場合は遅延が発生しますが、公開されたサービスの接続は

すべて再確立されます。 
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図 5-10 
データ ソース以外のすべての Web サービス コンポーネントを DMZ に配置 
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5.4.3 WebアプリケーションをDMZに配置し、その他のWebサービス コンポーネ

ントをセキュアなネットワーク上に配置 

図 5-11 では、Web アプリケーション サーバが DMZ に配置され、マップ サーバ/コンテナ マシ

ンとデータ サーバがセキュアなネットワーク上に配置されています。この構成を実現するため

には、サービス マネージャと空間サービスを内部ネットワーク上に配置する必要があります。

Web サーバ上に配置されている出力ファイルは、マップ サーバと共有される必要があります。

このディスクのマウントは、ファイアウォール経由で、マップ サーバから Web サーバへの一方

向アクセスにより実行されます。この構成は、ArcGIS Server には推奨できません。 

図 5-11 
Web アプリケーションを DMZ に配置し、その他の Web 

サービス コンポーネントをセキュアなネットワーク上に配置 

 

 

5.4.4 プロキシ サーバを使用したWebサービス 

図 5-12 は、プロキシ サーバを使用してイントラネットの Web アプリケーションと通信してい

る状態を示しています。この構成では、リバース プロキシ サーバによりプライベート ネットワ

ークのセキュリティを確保すると同時に、プライベート ネットワーク上で完全な形の Web サー

ビス構成をサポートしています。また、この構成では、Web サイト全体をプライベート ネット

ワーク上で管理できます。この構成は、ArcGIS Server の導入に推奨できます。 
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図 5-12 
プロキシ サーバを使用した Web サービス 

  

5.4.5 すべてのWebサービス コンポーネントをセキュアなネットワーク上に配置 

図 5-13 では、Web アプリケーション、マップ サーバ/コンテナ マシン、およびデータ サーバの

すべてのコンポーネントが、ファイアウォールの内側のセキュアなネットワーク上に配置され

ています。HTTP 通信がファイアウォールを通過するために、ポート 80 はオープンにしておく

必要があります。多くの組織では、このレベルのセキュリティ対策で十分であるとは考えてい

ません。 
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図 5-13 
すべての Web サービス コンポーネントをセキュアなネットワーク上に配置 

 

セキュリティ対策はすべてのユーザにとって必要な作業であり、例外はありません。この世界

は安全な環境ではないので、我々は周りの脅威に対して常に注目し、注意を払う必要がありま

す。セキュリティ対策は、単一のソリューションでは実現できません。 適なソリューション

をサポートするにはコストがかかり、代償を払う必要があります。過剰なセキュリティ制御は、

生産性を下げ、コストを増加します。  逆に、セキュリティに対する注意と制御が過少な場合は、

資産を失い、システムの運用が困難になります。正しいバランスを見つけることが重要であり、

正しいソリューションというものは時と場合により変化していきます。 
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6 データ管理 
エンタープライズ GIS アーキテクチャを実現するにあたり、データ管理は主要な検討対象とな

ります。一般的にエンタープライズ GIS は、組織の GIS データ ソースを統合することでメリッ

トが発生します。データを統合する目的は、ユーザのデータ ソースへのアクセスを改善する、

データの保護を強化する、データの質を高める、などがあります。また、データ ソースをサポ

ートする IT 環境を統合することで、ハードウェア コスト、システム全体の管理コストを低下さ

せます。 

データ ソースを管理する上で も単純でコスト効率のよい方法は、中央のデータ リポジトリに

1 つのデータを保持することです。そしてユーザはこのデータに対して、データのメンテナンス、

および GIS の検索、解析を行います。しかし、この方法は必ずしも実用的ではなく、多くのシ

ステムでは複製したデータを分散管理しています。この分散データ アーキテクチャを採用する

には、いくつか重要な点で妥協する必要があります。 

この章では、データ管理テクノロジの概要を説明しています。まず、データ管理を行うための

基本的な作業と、これらの作業をサポートするテクノロジの現状について説明します。データ

管理作業を支えるテクノロジには次のものがあります。 

空間データの格納方式 

空間データの保護方式 

空間データのバックアップ方式 

空間データの移送方式 

空間データを管理しアクセスする新方式 

6.1 空間データの格納方式 

ストレージ テクノロジは過去 20 年間に渡って進化し、データ アクセスと使用可能なストレー

ジ リソースの管理が改善されました。各ソリューションの技術的な利点を理解することにより、

ニーズを 適にサポートできるストレージ アーキテクチャを選択することができます。図 6-1
は、ワークステーションの内部ディスクからストレージ エリア ネットワーク（SAN）アーキテ

クチャまでのテクノロジの進化について、概要を示しています。 
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図 6-1 
ストレージ エリア ネットワークの登場 

 

内部ディスク ストレージ：ローカル マシンにストレージ ディスクを配置した、もっとも基本的

なストレージ アーキテクチャです。今日のほとんどのコンピュータ ハードウェアは、ストレー

ジ メディアとして使用する内部ディスクを備えています。ワークステーションとサーバは、共

に内部ディスク ストレージを使用した構成が可能です。この内部ディスクにアクセスするには

ローカルのワークステーションやサーバを経由しますが、このことは共有サーバ環境では重大

な制約となります。サーバのオペレーティングシステムが停止した場合、他のシステムがその

内部データ リソースにアクセスする方法はありません。 

ファイル サーバ ストレージはネットワーク共有が可能なので、ローカル ネットワーク内の多く

のクライアント アプリケーションがアクセスできます。ディスク マウント プロトコル（NFS と

CIFS）を使用すれば、ローカル アプリケーションはネットワークを通じてファイル サーバ プ
ラットフォーム上のデータにアクセスできます。検索処理はアプリケーション クライアントが

実行するので、クライアントとサーバ間のネットワーク接続で頻繁に通信が行われます。 

サーバ プラットフォームではデータベース サーバ ストレージが検索処理を実行するので、必要

となるネットワーク通信トラフィックが大幅に削減されます。データベース ソフトウェアはデ

ータ管理を向上させ、データの一貫性を適切に管理、制御します。 

内部ストレージとして RAID ミラー ディスク ボリュームを装備することも可能であり、これに

より 1 つのディスクが障害となってもデータを保護することができます。多くのサーバは RAID 
5 構成の複数のディスク ドライブをサポートするベイを備えており、大容量ストレージのニー

ズに応えています。内部ストレージへのアクセスはホスト サーバに限定されるので、1990 年代

には多くのデータ センタ環境が大規模化し、ユーザはデータ センタ内に使いきれないほど多く

のディスクを持つサーバを多数抱えていました。一方、ディスクの少ないサーバはディスク ボ
リューム管理が課題となりました（サーバの内部ストレージ ボリューム間でデータ ボリューム
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を共有することができませんでした）。外部ストレージ アーキテクチャ（ダイレクト アッタッ

チド ストレージ、ストレージ エリア ネットワーク、ネットワーク アッタッチド ストレージ）

はこれらの「孤立した」ストレージ ソリューションから「抜け出す」手段を組織に提供し、よ

り管理しやすい適合性のあるストレージ アーキテクチャを構築しました。 

ダイレクト アタッチド ストレージ：ダイレクト アタッチド ストレージ（DAS）アーキテクチ

ャでは、外部ストレージ アレイ プラットフォーム上のストレージ ディスクを使用します。ホス

ト バス アダプタ（HBA）は、サーバのオペレーティング システムと外部ストレージ コントロ

ーラを、内部ディスク ストレージで使用されたものと同じブロックレベル プロトコルを使用し

て接続します。そのためアプリケーションとサーバから見れば、DAS は内部ストレージとして

認識され、同じように機能します。外部ストレージ アレイは完全な冗長性を持つコンポーネン

トにより設計されているので（いずれか 1 つのコンポーネントが障害となってもシステム運用

は継続可能）、単一のストレージ アレイでストレージに対する高い可用性の要件を満たすこと

ができます。 

DAS テクノロジでは、ストレージ コントローラとサーバ HBA 間で複数のファイバ チャネル接

続を行うことができます。可用性を高めるために、各サーバ環境を 2 つの HBA ファイバ チャネ

ルで接続する構成が標準となっています。DAS ソリューションは 4～8 個のファイバ チャネル

接続を提供するので、1 つのダイレクト アタッチド アレイ コントローラに 2 つの冗長ファイバ 
チャネルを持つサーバを 大 4 台接続できることになります。ディスク ストレージ ボリューム

は特定のホスト サーバに割り当てられ、そのホスト サーバが割り当てられたストレージ ボリュ

ームへのアクセスを制御します。サーバ フェイルオーバのシナリオでは、プライマリ サーバの

ディスク ボリュームをフェイルオーバ サーバに再割り当てすることができます。 

ストレージ エリア ネットワーク：DAS とストレージ エリア ネットワーク（SAN）の違いは、

サーバと外部ストレージ アレイのネットワーク接続にファイバ チャネル スイッチを採用してい

ることです。SAN により、サーバ環境を拡張するときに、ストレージ リソースの割り当てと管

理をより柔軟に行うことができます。サーバ HBA と外部ストレージ アレイ コントローラはフ

ァイバ チャネル スイッチに接続されるので、（同じストレージ ネットワークを通じて接続され

た）ストレージ ファーム内のどのストレージ アレイからでも、ストレージを任意のサーバに割

り当てることができます。この場合でも、ストレージ プロトコルは DAS や内部ストレージと同

じです。したがって、ソフトウェアの観点からはストレージ アーキテクチャは同じであると認

識され、アプリケーションとデータ インタフェースからはその違いを認識できません。 

ネットワーク アタッチド ストレージ：1990 年代後半までには、多くのデータ センターはサー

バを使用して、クライアント アプリケーションに共有ファイル データ ソースへのアクセスを提

供していました。可用性の高い環境ではクラスタ化されたファイル サーバ ストレージが必要と

なるので、1 台のサーバが障害となってもユーザはファイル共有にアクセスすることができます。

現在、ハードウェア ベンダは、ネットワーク ファイル共有をサポートする高性能な機器構成

（ネットワーク アタッチド ストレージ[NAS]）を提供しています。NAS は、1 台の高可用性ス

トレージ プラットフォームにファイル サーバとストレージが装備されています。ファイル サー

バは NFS と CIFS の両方のディスク マウント プロトコルを備えるように変更されたオペレーテ

ィング システムにより構成されており、この変更されたファイル サーバのネットワーク インタ

フェースを持つストレージ アレイは、単なるネットワーク接続ハードウェア機器として配備す

ることができます。ストレージ アレイはローカル エリア ネットワーク用の標準のネットワーク 
インタフェース カード（NIC）を装備しているので、クライアント アプリケーションは標準の

ディスク マウント プロトコルを通じてストレージに接続することができます。ネットワーク接

続ストレージを使用すれば、多数の UNIX および Windows ネットワーク クライアントがアクセ
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スする共有ストレージを簡単に配備できます。図 6-2 は、NAS アーキテクチャの進化を示して

います。 

図 6-2 
ネットワーク アタッチドストレージの登場 

 

NAS はネットワーク ファイル共有をサポートする非常に効率的なアーキテクチャの一種であり、

多くの GIS ユーザの間で普及しています。GIS データが初期のファイル ベースのデータ格納

（カバレッジ、LIBRARIAN、ArcStorm、シェープファイル）からデータベース中心のデータ管

理環境（ジオデータベース サーバ）に移行するにつれて、NAS のベンダはネットワーク ファイ

ル共有を使用してデータベース サーバ ストレージをサポートするように提案しています。ただ

し、次のような制限があります。データの破損を防ぐために、ホスト データベース サーバによ

り制御される専用のデータ ストレージ ボリュームを割り当てることが重要です。他の制限とし

て、頻繁に通信が行われる IP ディスク マウント プロトコルを使用するのでデータベース検索パ

フォーマンスが従来のファイバ チャネル SCSI プロトコルを使用するよりも低い、および IP ネ

ットワークの伝送容量がファイバ チャネル スイッチ環境よりも小さい（IP ネットワークの 1 
Gbps に対してファイバ チャネル ネットワークは 2 Gbps）などがあります。SAN の代用として

NAS を導入することは、ジオデータベース サーバ環境用のストレージ アーキテクチャとしては

適切ではありません。ただし同時にいえることは、ファイルベース データ ソースに対しては適

切なアーキテクチャであり、NAS テクノロジの利用は増え続けています。 

NAS ソリューションは本質的にシンプルなので、標準のローカル エリア ネットワーク（LAN）

スイッチを使用してサーバとストレージ ソリューションをネットワークで接続することが可能

です。これは、NAS を提案するための大きなセールス ポイントとなります。SAN と NAS の各

テクノロジ間には、特により多くの共通データベース環境をサポートする場合、多数の競合点

が存在します。大きな伝送容量による接続が可能な SAN コミュニティは、標準のストレージ ブ
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ロック プロトコルが使用できます。一方、NAS コミュニティは標準の LAN 通信プロトコルを

使用するストレージ ネットワークをサポートし、同じストレージ ソリューションでデータベー

ス サーバとネットワーク ファイルにアクセスするクライアントの両方をサポートできます。 

また、NAS コミュニティでは、ストレージ ネットワークでより効率的な iSCSI 通信プロトコル

を使用することができます（基本的に IP ネットワークを通じた SCSI ストレージ プロトコルを

使用）。今日の GIS アーキテクチャでは、ファイル データ ソースの数が増大しています（たと

えば、ArcGIS Image Server の画像、ArcGIS Server の事前処理された 2D および 3D ファイル キャ

ッシュ、ファイル ジオデータベースなど）。これらのストレージ テクノロジを組み合わせるこ

とにより、多くの GIS 運用に対して 適なストレージ ソリューションを提供することができま

す。 

6.2 空間データの保護方式 

エンタープライズ GIS 環境では、重要な業務処理をサポートするために GIS データが大きな役

割を果たしています。GIS リソースの中で も価値があるのがデータであり、データの保護が重

要な業務処理をサポートする上での基本といえます。 

ストレージ ソリューションは、データを保護する上で主要な防衛線であるといえます。ほとん

どのストレージ ベンダはデータを保護するため、標準化された RAID（redundant array of 
independent disks）ストレージ ソリューションを提供しています。次に、基本的なストレージの

保護方式を簡単に説明します。 

JBOD（Just a Bunch of Disks）：RAID 機能を持っていないディスクを JBOD 構成（単なる

ディスクの集まり）と呼びます。これは、保護、およびパフォーマンスの 適化がされ

ていないディスクを意味します。 

RAID-0：RAID-0 構成のディスクは、ストライピング方式でストレージ アレイ中の複数のデ

ィスクにデータを記録します。ストライピング方式により、ディスク コントローラに対

し並列的なアクセスが可能となり、複数のディスクに同時アクセスすることにより、デ

ータの検索、転送時間を短縮できます。一度それぞれのディスクでアクセスしたデータ

は、アレイ キャッシュへ転送されます。RAID-0 のストライピング方式は、データの保

護はしませんが、 適なデータ アクセス能力を提供しています。また、データ格納のた

めに、ディスク容量を 100％使用することができます。 

RAID-1：RAID-1 構成のディスクは、ミラーリング方式により、ストレージ アレイ内に同じ

ディスクのコピーを作成します。ペアの一方のディスクが障害となった場合、残ったコ

ピー ディスクからデータにアクセスすることができます。ストレージ アレイ全体をメ

ンテナンスのために停止させることなく、障害となったディスクは交換が可能であり、

データは自動的にコピー ディスクから復旧できます。RAID-1 は 適なデータ保護が可

能ですが、パフォーマンスの改善はほとんどありません。ストレージ アレイ内のすべて

のディスクに対しミラー ディスクが作成されるので、データの格納にディスク容量の

50％しか使用できません。 

RAID-3 と RAID-4：RAID-3、または RAID-4 構成のディスクは、ストレージ アレイ内の 1
つのパリティ ディスクを除いたすべてのディスクに対し、ストライピング方式でデータ

を記録します。各データ ストライプに対してパリティ ビットが計算され、それがパリ

ティ ディスクへ記録されます。1 つのディスクが障害となった場合、パリティ ビットを

使用して再計算を行い、失ったデータを復旧します。RAID-3 は、データの保護と利用

可能なディスク容量の両面でメリットがあります。パリティ用ディスク以外はすべての
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ディスクがデータの格納に使用できるため、ディスク容量を有効に活用できます。 

RAID-3 と RAID-4 では、いくつかの技術的な違いがありますが、これは今回のテーマからはは

ずれています。どちらのストレージ構成も、パフォーマンス的には劣る可能性があります。そ

れは、すべての書き込みに対し、共通のパリティ ディスクへアクセスが必要となるからです。

そのため、ユーザ負荷のピーク時に、ディスクの競合が発生する恐れがあります。また、デー

タを書き込むたびに、パリティ ビットの計算と書き込みが必要となるため、パフォーマンスに

影響が出る恐れもあります。書き込み性能の問題は、一般的に高性能なディスク ストレージ ソ
リューションでは、アレイ キャッシュ アルゴリズムを使用することで解決しています。 

次に、ArcSDE ストレージ ソリューションに使用される、 も一般的な RAID 構成を説明しま

す。これらのソリューションは、データ保護とパフォーマンスの 適化の両方を満たす組合せ

です。図 6-3 は、 も一般的な RAID の組合せについて概要を示しています。 

図 6-3 
空間データの保護方式 
（標準 RAID 構成） 

  

RAID-1/0：RAID-1/0 は、RAID-0 のストライピング方式と RAID-1 のミラーリング方式を組

み合わせたソリューションです。この方式は、パフォーマンスとデータ保護の両方を満

足させるという面では 適な方式です。しかし、コスト的には も高価なソリューショ

ンです。ストレージ アレイ内のすべてのディスクに対しミラー ディスクが作成される

ので、データの格納にディスク容量の 50％しか使用できません。 

RAID-5：RAID-5 は、RAID-3 のストライピング方式とパリティー方式を採用し、さらにパ

リティ ディスクの競合によるパフォーマンス低下を避けるため、ストレージ アレイ内

の各ストライプに対応してパリティ データを分散しています。この方式では、ディスク

1 台分のパリティ データ以外はすべてデータの格納に使用できるため、ディスクの利用

効率は 適であり、パフォーマンス面でも 適に近いといえます。 

ハイブリッド ソリューション：ベンダの中には、ストレージ ソリューションを強化するた

め、独自の RAID 方式を提供しているものがあります。この新たなデータ格納方式は、
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パフォーマンスとデータ保護を改善し、さらにデータ管理を容易にしているものもあり

ます。それぞれのハイブリッド ソリューションに対しては、具体的なデータ格納に対す

るニーズに対応しているかどうか、あるいはどのように対応しているのかを評価する必

要があります。 

ArcSDE のデータ格納方法は、選択したデータベース環境で決まります。 

SQL Server：ログ ファイルは RAID-1（ミラー方式）に配置し、インデックスとデータ テー

ブルは RAID-5 ディスクへ配置します。 

Oracle、および DB2：インデックス テーブルとログ ファイルは RAID-1/0（ミラーおよびス

トライピング方式）に配置し、データ テーブルは RAID-5 に配置します。 

6.3 空間データのバックアップ方式 

ディスク レベルでデータの保護をすることで、ディスクの単体障害時にシステム リカバリを行

う必要性は 小化しますが、その他の様々なデータ障害まで保護できるわけではありません。

重要なデータ ソースの 新状態のバックアップ コピーを常に作成し、主要サイトから離れた安

全な場所に保管することが重要です。 
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一般的にデータのバックアップは、データ ソースを守る 終防衛線といえます。データのバッ

クアップ手順を慎重に注意深く計画することが、バックアップ戦略を成功させる重要な要素で

す。データを失う可能性は、様々な状況において考えられますが、 も可能性の高い状況は、

管理上のエラー、あるいはユーザ エラーの発生時です。  図 6-4 は、空間データのバックアップ

方法について概要を示しています。 

図 6-4 
空間データのバックアップ方式 

 

サーバの磁気テープ バックアップ：サーバをバックアップするために、従来から低コスト

の磁気テープが使用されてきました。データは、磁気テープ用のフォーマットに変換さ

れてから、磁気テープ媒体に記録されます。バックアップ作業は、時間がかかり、サー

バのリソースをかなり必要とします（一般的にバックアップ中は CPU 使用率が高くなり

ます）。また、運用中にバックアップを行うためには、特別なデータ管理が必要となり

ます。 

データベースのバックアップを行うには、データベースの継続性を維持するため、ある一定時

点を基準としてバックアップを実行する必要があります。データベース ベンダは、スナップシ

ョットを使用したデータベースのバックアップ手順を確立し、オンライン バックアップの必要

性に応えています。データベースが変更される時、変更前のデータがスナップショット テーブ

ル内に保持されるため、ある一定時点のデータベースのバックアップが可能であり、必要な場

合はスナップショット作成時点のデータベースを復旧することができます。 
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バックアップ処理は、サーバのプロセッサに余裕がある時間帯に行います。処理のピーク時に

バックアップ処理を行った場合、サーバの処理性能に影響を与える可能性があります。 

ネットワーク クライアントの磁気テープ バックアップ：これまで一般的に、オンライン バ
ックアップは、LAN を使用して、独立したクライアント上のバックアップ用バッチ プ
ロセスにより実行されました。ただし、オンライン データベース環境のある一定時点の

バックアップを行うために、DBMS のスナップショット機能を使用している場合もあり

ます。クライアントによるバックアップ処理では大量のデータが伝送されるため、サー

バとクライアント間の通信能力がボトルネックとなる可能性があります。 

ストレージ エリア ネットワーク（SAN）クライアントの磁気テープ バックアップ：バック

アップ ソリューションの中には、DBMS サーバ環境に影響を与えず、ディスク ストレ

ージへのダイレクト アクセスをサポートしているものがあります。ストレージのバック

アップは、独立したクライアント上で稼動するバッチ プロセスが、SAN、つまり独立し

たファイバ チャネルを経由し、ディスク アレイにアクセスして実行します。オンライ

ン データベース環境のバックアップを行うため、ディスク レベルのストレージ アレイ 
スナップショットが使用されます。このようなディスク レベルのバックアップ ソリュ

ーションを使用することで、サーバ処理への負荷や LAN 性能のボトルネックを避ける

ことができます。 

ディスク コピーによるバックアップ：この数年で、データベース サイズは数十ギガバイトから

数百ギガバイトへと劇的に増加し、テラバイト規模のデータベースも少なくありません。磁気

テープから大規模な空間データベースを復旧するには非常に時間がかかり、数日かかる場合も

あります。また同時に、ディスク ストレージのコストは劇的に低下し、磁気テープと同等の価

格でディスク コピーによるバックアップが可能となりました。データベースをローカル ディス

クへコピーする、あるいはリモート接続したリカバリ サイトへコピーすることにより、ストレ

ージ障害時に、これらのバックアップ ディスクを使用して単純に DBMS を再起動するだけで、

即座にシステムの再開が可能となります。 

6.4 空間データの移送方式 

多くのエンタープライズ GIS ソリューションでは、分散化された GIS データのコピーを継続的

に管理する必要があります。一般的にこれらのコピーは、中央の GIS データ リポジトリ、ある

いはエンタープライズ データベース環境から複製されています。1 つのエンタープライズ デー

タベースしかもたない組織は、火災、洪水などの自然災害や不慮の事故に備えて、データを保

護する必要があります。多くの組織では近年、ビジネス活動を再検討し、主要なデータを失っ

た場合、どのようにビジネスを継続するかという計画を見直しています。2001 年 9 月 11 日のア

メリカ同時多発テロ事件は、このような計画の重要性を実証しており、データ保護に対する関

心と認識が高まりました。 

この節では、組織が空間データを移送する方式について検討しています。従来の方式は、デー

タを磁気テープ、あるいはディスクへコピーし、それを一般の運送手段でリモート サイトへ物

理的に運ぶというものでした。データはリモート サイトへ運ばれた後、リモート サーバ環境へ

再インストールされます。現在はテクノロジが発展し、もっと効率的な方式で分散データ ソー

スのメンテナンスができるようになっています。データの移送に利用できる手法とそのリスク

について理解することは、 適なエンタープライズ GIS アーキテクチャを確定する上で重要な

ことです。 
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従来のデータ移送方式：図 6-5 は、データのコピーをリモート サイトへ移送する従来の方式

を示しています。 

図 6-5 
空間データの移送方式 

（従来のテープ バックアップとディスク コピー） 

 

従来の手法として、標準的な磁気テープやディスクなどのデータ移送媒体を使用したバックア

ップやリカバリがあります。これらの手法を使用してデータを移送することを、「スニーカー 

ネット」と呼びます。これらの手法により、物理的なネットワークを使用せずにデータを移送

することができます。 

磁気テープによるバックアップ：磁気テープによるバックアップは、物理的に異なるサ

ーバ環境へデータを移送する際に使用できます。磁気テープを使用した移送は、通

常、非常に時間がかかります。ディスク ストレージの低価格化により、ディスクへ

のデータ コピーが実用的な手法となりました。 

ディスク コピー：ディスク ストレージ上へデータベースの複製をコピーすることで、

異なるサイトでの復旧が高速化できます。新たなデータ コピーを使用してデータベ
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ースをリスタートすれば、短期間でオンラインのリカバリが可能です。 

ArcGIS ジオデータベースの移行：単一のデータベースの一部の領域を単純に移送すること

は、標準的なバックアップ戦略としては行いません。データの移送を行うには、データ

をプライマリ データベースから抽出し、リモート データベースへインポートする必要

があります。このようなデータベースの移行を行うには、ArcGIS の標準機能であるエク

スポート/インポートを使用します。これらのツールは、独立したサイトにコピー デー

タベースを作成し、メンテナンスするために使用します。図 6-6 は、ArcGIS のデータ移

行機能を使用した空間データの移送方法を示しています。 

図 6-6 
空間データの移送方法 

（ジオデータベースの移行） 

 

ArcSDE 管理コマンド：ArcSDE データベースのエクスポートとインポートを行うために、

ArcSDE の管理コマンドを使ったバッチ プロセスを利用できます。データ レイヤを

完全に置き換える場合には、これらのコマンドを使用したデータ移送が も実用的

です。しかし、複雑な ArcSDE ジオデータベース環境へデータを移送する場合には、

これらのコマンドは適していません。 

ArcCatalog/ArcToolbox コマンド：ArcCatalog は、ArcSDE ジオデータベース環境間でデ

ータを移行するために使用します。また、パーソナル ジオデータベースからの抽出、

およびパーソナル ジオデータベースから ArcSDE 環境へのインポートもサポートし

ています。 

データベース レプリケーション：DBMS の空間データ レプリケーションを実現する場合、

ユーザは様々な技術的課題を経験してきました。DBMS レプリケーション ソリューショ

ンを使用するために、ArcSDE データ モデルの変更が必要となる場合があります。また、

この場合、両方のサーバに対し、編集セッションでのロードが実行されますが、これは

サーバのパフォーマンス、あるいはサイジングに影響を与える可能性があります。デー

タの変更は、2 つのサーバ間でネットワーク経由で伝送される必要がありますが、これ

は通信のボトルネックを引き起こす可能性があります。DBMS レプリケーション ソリュ

ーションを成功させるには、これらの課題を克服する必要があります。 
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ユーザは、DBMS レプリケーション ソリューションは正しく機能するが、多大の忍耐を必要と

し、その実行にはリスクを伴うと指摘しています。読み込み専用のバックアップ データベース 
サーバをレプリケーションするソリューションは、数社の DBMS ベンダが提供しており、利用

可能なレベルに達しています。しかし、マスタ サーバの二重化構成は、すでに複雑になってい

るレプリケーション ソリューションを、ますます複雑にしました。図 6-7 は、データベース レ
プリケーションを使用した空間データの様々な移送方法を示しています。 

図 6-7 
空間データの移送方法 

（データベース レプリケーション） 

  

 

同期式レプリケーション：リアルタイムでレプリケーションを行うには、プライマリ サ
ーバでクライアント アプリケーションの処理を完了する前に、レプリケーション サ
ーバへデータを伝送する必要があります。一般的にこの構成で編集作業を行うと、

大量の空間データ伝送が発生し、クライアントとのやり取りに時間がかかるため、

処理能力が低下します。パフォーマンスの低下を 小限に抑えるためには、プライ

マリ サーバとバックアップ サーバ間を大容量のファイバ回線（1000 Mbps）で接続

することを推奨します。 

非同期式レプリケーション：準リアルタイム データベース レプリケーション戦略では、

データをセカンダリ サーバ環境へ伝送する処理からプライマリ サーバを切り離して

います。非同期式レプリケーションでは、伝送速度の遅さがプライマリ サーバのパ

フォーマンスに影響を与えないため、サーバ間の WAN 接続が可能です。通常は、

運用上必要となる頻度でセカンダリ サーバの更新を定期的に行いますが、WAN の

伝送容量制限の影響が大きい場合は、更新データの伝送をオフピークの時間帯にず

らすことも可能です。 

ディスクレベルのレプリケーション：ディスクレベルのレプリケーションは、確立したテク

ノロジであり、様々な業界のソリューションで使用する重要なデータを、ディスク全体

で複製します。空間データは、他のデータと全く同様にディスク上の各セクタに格納さ

れるので、空間データとして特に注意を払う必要はありません。ディスクのボリューム
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構成（ディスク上のデータ位置と、どのボリュームがリモート サイトへ伝送されるか）

は、データベースの整合性を確保するために重要です。ミラー コピー ディスクは、ス

トレージ ベンダが提供する、一定時点におけるスナップショット機能に基づいて更新さ

れます。 

ディスクレベルのレプリケーションは、ブロックレベルのデータ変更をリモート サイトにある

ミラー ディスクへ伝送することで実現します。伝送は稼動中のオンライン トランザクションが

行い、DBMS サーバのパフォーマンスへは 小限の影響しか与えません。DBMS キャッシュと

処理環境をディスクが複製された時点にリフレッシュするためには、セカンダリ DBMS のアプ

リケーションを再起動する必要があります。 

図 6-8 は、ディスクレベルのレプリケーションを使用した 2 通りの空間データ移送方式を示して

います。 

図 6-8 
空間データの移送方法 

（ディスクレベルのレプリケーション） 

 

 

同期式レプリケーション：リアルタイムでレプリケーションを行うには、プライマリ サ
ーバでクライアント アプリケーションの処理を完了する前に、複製されたストレー
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ジ アレイへデータを伝送する必要があります。パフォーマンスの低下を 小限に抑

えるためには、プライマリ サーバとバックアップ サーバ間を大容量のファイバ回線

（1000 Mbps）で接続することを推奨します。 

非同期式レプリケーション：準リアルタイム ディスクレベル レプリケーション戦略で

は、データをセカンダリ サーバ環境へ伝送する処理からプライマリ ディスク アレ

イを切り離しています。非同期式レプリケーションでは、伝送速度の遅さがプライ

マリ DBMS サーバのパフォーマンスに影響を与えないため、WAN 接続が可能です。

変更されたブロックが更新の対象となり、通常は、運用上必要となる頻度でセカン

ダリ サーバの更新を定期的に行いますが、WAN の伝送容量制限の影響が大きい場

合は、更新データの伝送をオフピークの時間帯にずらすことも可能です。 

6.5 空間データを管理しアクセスする新方式 

ArcGIS テクノロジのリリースにより、ArcSDE ジオデータベースが導入されました。ArcSDE は、

単一データベース インスタンスによるロング トランザクション編集セッションの管理機能を提

供しています。また、ArcSDE は、データベースのバージョン（異なったビュー）を使用したロ

ング トランザクションをサポートしています。ジオデータベースは、単一のデータベース イン

スタンスで、数千のデータ バージョンを同時にサポートできます。デフォルト バージョンが実

世界、つまり実際のデータ内容を表し、それ以外の名前付けされたバージョンは変更の提案や

作業途中のデータベース更新を表します。 

図 6-9 は、一般的なロング トランザクション ワークフローのライフサイクルを示しています。

このワークフローは、一般的な住宅建築における区画分割の設計と建築を表しています。当初

は複数の設計案が別々の名前のバージョンとしてデータベースに登録され、それにより新たな

区画分割が計画されます。これらの設計（バージョン）の 1 つが承認され、それを基に建築フ

ェーズが実施されます。建築フェーズの完了後、選択された設計（バージョン）が建築の現状

に合わせて変更されます。開発の完了後、 終的な設計バージョンがジオデータベースとリコ

ンサイルされ、新たな区画分割の変更を反映するためにデフォルト バージョンに登録されます。 

図 6-9 
ロング トランザクション ワークフローのライフサイクル 

  

--

 

これからバージョニングの概念を簡単に紹介するために、論理フロー図をいくつか使用します。

図 6-10 は、ジオデータベースの内部を明示的な状態モデルとして表しています。図の中央はデ

フォルト バージョンの系統を示しており、編集が行われるたびにデフォルトバージョンに新し

いステートが追加され、ビューに反映されます。それぞれの編集をポストすることにより、デ

フォルト ビューのステートが変更されます（つまり、実世界のビューが更新されます）。また、

数千のデータベースの状態（バージョン）を同時に持つことができます。変更が完了すれば、

これらのバージョンはデフォルト バージョンの系統にポストされます。 
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図の上部にある「新バージョン」は、ロング トランザクションのライフサイクルを示していま

す。このトランザクションは、デフォルト バージョンの系統における「ステート 1」を変更す

るためものです。この新バージョンに反映された更新は、編集セッションの新しいステート

（1a、1b、1c）で示されています。この編集セッション期間中にも、デフォルト バージョンは、

他の完成したバージョンから新たな変更を受け入れています。進行中の編集セッション（新バ

ージョン）は、デフォルト バージョンの系統におけるステート 1 を参照しているので、新たに

ポストされた変更（ステート 2、3、4、5）には気付きません。新バージョンが完成すれば、そ

れをデフォルト バージョンの系統とリコンサイルする必要があります。このリコンサイル処理

では、新バージョンの変更（ステート 1a、1b、1c）とデフォルト バージョンの系統における変

更（ステート 2、3、4、5）を比較し、編集の競合がないことを確認します。リコンサイル処理

が競合を検知した場合は、新バージョンをデフォルト バージョンの系統にポストする前に、こ

れらの競合を解決する必要があります。すべての競合が解決されれば、新バージョンはデフォ

ルト バージョンの系統にポストされ、ステート 6 となります。 

図 6-10 
明示的な状態モデル 

 

図 6-11 は、デフォルト バージョンの系統における一般的なワークフローの履歴を表しています。

名前付けされたバージョン（t1、t4、t7）は、デフォルト バージョンの系統にまだポストされて

いない作業中の編集トランザクションを表しています。この系統の中で、これらのバージョン

の親のステート（1、4、7）は、まだポストされていない長い編集セッションをサポートするた

めに、ロックされます。また、この系統の中でステート 2、3、5、6 は、変更が完了し、ポスト

が済んでいます。 
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図 6-11 
デフォルト バージョンの履歴 

  

図 6-12 は、ジオデータベースの圧縮を表しています。デフォルト バージョンの系統が非常に長

い場合（数千のステートが存在する場合）、データベースのパフォーマンスに影響を与えます。

ジオデータベースの圧縮機能は、デフォルト バージョンのすべての変更を名前付けされたバー

ジョンの親の状態に統合します。そのため、デフォルト バージョンの系統の長さが短くなり、

データベースのパフォーマンスが改善します。 

図 6-12 
ジオデータベースの圧縮 
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これまでの説明でジオデータベースのバージョニングの概念が理解できれば、データベース テ
ーブル構造の物理的な実装方法を理解するのに役立ちます。ジオデータベースのフィーチャ テ
ーブルをバージョニングする場合、ベースとなるフィーチャ テーブルに対する変更を追跡する

ために、2 つのテーブルが新たに作成されます。ベースのフィーチャ テーブルに追加される行

を記録するために追加（Adds）テーブルが作成され、ベース（Base）テーブルから削除される

行を記録するために削除（Deletes）テーブルが作成されます。追加テーブルと削除テーブルの

各行は、ジオデータベースの変更状態を表します。変更がデフォルト バージョンに登録される

場合、これらの変更は追加テーブルと削除テーブル内のポインタで示されます。バージョニン

グされたジオデータベースでは、実世界のビュー（デフォルト バージョン）は、ベース テーブ

ルと、デフォルト バージョンの系統に含まれる追加テーブルと削除テーブルとを合わせて表示

されます（ベース テーブルがデフォルト バージョンを表すわけではありません）。未登録のバ

ージョンはすべてリコンサイル後にポストし、デフォルト バージョンの変更をすべて圧縮して

ベース テーブル（ステート 0）に統合する必要があります。しかし、実世界の環境にあるメン

テナンス中のデータベースに対して、これを実行するのは困難です。 

図 6-13 は、バージョニングされたジオデータベース内のベース テーブル、追加テーブル、およ

び削除テーブルを表しています。 

図 6-13 
ジオデータベースのテーブル 

 

ArcSDE は、バージョニングされたジオデータベースのスキーマを管理し、クライアント アプリ

ケーションがジオデータベースの適切なビューにアクセスできるようにします。また、ArcSDE
は、適切なデータベース テーブルとのエクスポート/インポートをサポートし、様々なテーブル

間の従属関係等を定義するジオデータベース スキーマを管理します。 

ジオデータベースの単一世代レプリケーション：ArcGIS 8.3 のリリースでは、ディスコネク

ト編集をサポートしています。このソリューションでは、登録されているジオデータベ

ースのバージョンをパーソナル ジオデータベース、あるいは独立したデータベースへ抽

出し、ディスコネクト編集を行うことができます。そのバージョンに対する追加、削除

の編集内容は、ディスコネクト状態でエディタが保持し、サーバに再接続した時に、親

の ArcSDE データベースへのバージョン更新としてアップロードできます。 
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図 6-14 は、パーソナル ジオデータベース（PGD）へチェックアウト（抽出）したデータに対す

る、ArcGIS 8.3 のディスコネクト編集について、概要を示しています。ArcGIS 8.3 のリリースで

は、各クライアント編集セッションに対し、チェックアウト/チェックイン トランザクションは

１つに制限しています。 

図 6-14 
ArcGIS 8.3 ディスコネクト編集：パーソナル ジオデータベース 
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図 6-15 は、独立した ArcSDE ジオデータベースへチェックアウト（抽出）したデータに対する、

ArcGIS 8.3 のディスコネクト編集についての概要を示しています。ArcGIS 8.3 のリリースでは、

子の ArcSDE データベースが親に対して同時に実行できるチェックイン/チェックアウトのトラ

ンザクションを、１つに制限しています。子の ArcSDE データベースは、チェックアウト期間中

は、複数のディスコネクト編集セッション、あるいは複数のローカル バージョン編集セッショ

ンをサポートできます。すべての子バージョンは、親の ArcSDE データベースへチェックインす

る前に、リコンサイルする必要があります（そうしないとせっかく作成した子バージョンが、

チェックイン処理中に失われてしまいます）。 

図 6-15 
ArcGIS 8.3 のディスコネクト編集：データベースへチェックアウト 

 

ディスコネクト編集と共に提供された ArcGIS 8.3 データベースのチェックアウト機能は、ピア

ツーピアによるデータベース リフレッシュのために使用できます。図 6-16 は、ピアツーピアに

よるデータベースのチェックアウトを示しています。この場合、ArcSDE のディスコネクト編集

機能を使用してジオデータベースの特定のフィーチャ テーブルを定期的にリフレッシュし、ジ

オデータベース環境の独立したインスタンスをサポートできます。この機能を使用し、バージ

ョニングされていないデフォルト バージョンのコピーで構成された、参照専用の独立した分散

ジオデータベースをサポートできます。 

図 6-16 
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ArcGIS 8.3 のピアツーピアによるデータベース チェックアウト 

 

ArcGIS 9.2 では、ArcSDE ジオデータベース環境間のインクリメンタル更新をサポートします。 
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ジオデータベースの複数世代レプリケーション：ArcGIS のディスコネクト編集機能は、今

後の ArcGIS 9 のリリースで拡張され、ArcSDE 分散データベース環境との疎結合をサポ

ートする予定です。図 6-17 は、予定されている ArcSDE 分散データベースとの疎結合の

概念を示しています。 

図 6-17 

分散ジオデータベース アーキテクチャ 

 

複数世代レプリケーションは、複数のプラットフォーム上に分散した単一の ArcSDE ジオデータ

ベースをサポートします。また、親のデータベースからチェックアウトした子バージョンが、

更新トランザクションを無制限に実行できるようになり、その場合でも、ローカル バージョン

の編集を失ったり、新たなチェックアウトが必要になることはありません。更新内容は、標準

的な WAN 経由でシンプルなデータグラムを使用し、親子間のデータベースで受け渡されます。

新たなジオデータベース アーキテクチャは、限定的な伝送容量のネットワークで接続され、複

数のサイト上に分散配置されたデータベース環境をサポートします（データベースを同期させ

るために、リコンサイルされた変更内容のみがサイト間で伝送されます）。 

6.6 データ管理概要 

分散データベース ソリューションをサポートするために、これまでの GIS 運用では、不正なデ

ータや古いデータを使用するおそれのある、危険性の高い運用を行ってきました。そのような

状況の中で、分散ソリューションを成功させてきた組織もあります。これらの成功は、分散デ

ータを使用するサイトの管理を、慎重に計画し、注意深く行ったことに基づいています。これ

以上に成功している GIS の導入形態は、中央の統合されたデータベース環境により、リモート 
ユーザを優れたパフォーマンスでサポートしている構成です。将来の分散データベース管理で

は、分散環境をサポートするリスクが大幅に減るかもしれません。中央集中型か分散型かにか
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クセスのニーズに応えるアーキテクチャ ソリューションを提供している管理チームによるとこ

ろが大きいといえます。 
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7 パフォーマンスの基本 
コンピュータのプラットフォームは、システム性能の要件を満たすよう適切に構成される必要

があります。また、多数の要因がユーザのパフォーマンスと生産性に影響を与えます。エンタ

ープライズ GIS ソリューションの分散処理環境は、何台かのハードウェア プラットフォームそ

れぞれの性能が、全体としてのユーザ パフォーマンスを決定します。また、これらのプラット

フォームの多くは、他のユーザと共有して使用されています。分散処理テクノロジを理解する

ことが、エンタープライズ GIS の導入を成功させる基本的枠組みであるといえます。図 7-1 は、

テクノロジを理解するために共に協力することの重要性を示しています。 

図 7-1 
テクノロジの理解 

昔、インドにたいそう学問好きな6人の
盲人がおりました。
彼らは盲目にも関わらず象を観察しよ
うという話になり好奇心に胸を躍らせて
出かけました。
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彼らは盲目にも関わらず象を観察しよ
うという話になり好奇心に胸を躍らせて
出かけました。

最初の男が象に近づくとたまたま、幅
広い頑丈なわき腹にぶつかりました。

すると男はすぐに叫びました。

「何てことだ！象とはまるで壁のような
ものだ。」
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「この丸くて、すべすべした鋭いものは
何だ？この驚くべき象とは明らかに槍
のようなものだ！」
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見たことすらないものについて延々と、
しゃべりまくるものなのです！

教訓
神学論争でよく見られるように、議論を
している者は、相手の意味する事がわ
からないにもかかわらず、自分の意見
は強硬に主張し、象のようにお互いに
見たことすらないものについて延々と、
しゃべりまくるものなのです！

たまたま耳に触った5番目の男は言い
ました。

「まったく目が見えなくても象が何に似
ているかは言えるぞ。誰がこの事実を
否定できよう。この驚くべき象は、まさ
に扇のようなものだ。」

たまたま耳に触った5番目の男は言い
ました。

「まったく目が見えなくても象が何に似
ているかは言えるぞ。誰がこの事実を
否定できよう。この驚くべき象は、まさ
に扇のようなものだ。」

3番目の男が象に近づき、偶然に、くね
くねしている鼻を両手でつかみました。
そこで男は自信ありげに話しました。

「わかったぞ。象とはまさに蛇のようなも
のだ！」

3番目の男が象に近づき、偶然に、くね
くねしている鼻を両手でつかみました。
そこで男は自信ありげに話しました。

「わかったぞ。象とはまさに蛇のようなも
のだ！」

4番目の男は、懸命に手を伸ばしひざ
のあたりを触りました。

「この不思議な生き物が何であるかは、
明白だ」と男は語りました。

「明らかに象とは、木のようなものだ！」

4番目の男は、懸命に手を伸ばしひざ
のあたりを触りました。

「この不思議な生き物が何であるかは、
明白だ」と男は語りました。

「明らかに象とは、木のようなものだ！」

その後、６人の盲人たちは言い争いは
長い間続きました。それぞれが自分の
意見に頑固にこだわってしまい、その
意見は部分的に正しいものの、結局全
員が間違っていたのでした。

その後、６人の盲人たちは言い争いは
長い間続きました。それぞれが自分の
意見に頑固にこだわってしまい、その
意見は部分的に正しいものの、結局全
員が間違っていたのでした。

6番目の男は、手探りで象を触ろうとし
たとたんに近くでぶらぶらしていたしっ
ぽをつかみました。

「わかった。象とはまさにロープのような
ものだ。」

6番目の男は、手探りで象を触ろうとし
たとたんに近くでぶらぶらしていたしっ
ぽをつかみました。
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ものだ。」
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昔、インドにたいそう学問好きな6人の
盲人がおりました。
彼らは盲目にも関わらず象を観察しよ
うという話になり好奇心に胸を躍らせて
出かけました。

昔、インドにたいそう学問好きな6人の
盲人がおりました。
彼らは盲目にも関わらず象を観察しよ
うという話になり好奇心に胸を躍らせて
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意見に頑固にこだわってしまい、その
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員が間違っていたのでした。

6番目の男は、手探りで象を触ろうとし
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ぽをつかみました。
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6番目の男は、手探りで象を触ろうとし
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テクノロジは急速に変化しており、我々は皆、自分たちの経験を通じてこれらの変化の意味を

理解しようと努力しています。テクノロジを推進するには、他人の経験に耳を傾け、それらを

自分自身の経験として取り入れることが重要です。我々は皆、貢献できる情報を持っており、

我々が持っている疑問は他の人々がテクノロジをより深く完全に理解するために役立ちます。

自分たちの経験をモデル化し、そのモデルを他の人々の経験と組み合わせることにより、学習

プロセスを促進することができます。 
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7.1 テクノロジの理解 

ESRI 社は 1980 年代後半から、分散 GIS ソリューションを運用してきました。長年にわたり分

散処理環境はあまりよく理解されずにきており、ニーズを満たすハードウェアの要件を特定す

るために、ユーザは技術専門家の経験に頼ってきました。GIS の運用を成功させるハードウェア

は何かについて、それぞれの専門家は異なった観点を持っており、何を推奨するかについて一

貫性がありませんでした。多くの場合、プロジェクトの予算規模に基づいてハードウェアが決

定され、ユーザの要件や関連するハードウェアのテクノロジは、明確に理解されてはいません

でした。 

1990 年代初頭にシステム パフォーマンス モデルが開発され、分散処理システムについて理解さ

れたことが明確に示されました。このモデルは 1992 年以降、分散システムのハードウェアを選

定するために、ESRI 社のコンサルタントによって使用されています。また、同じモデルが、既

存のコンピュータ環境に潜在しているパフォーマンス問題を明らかにするために、使用されて

います。 

初のパフォーマンス モデルは、ファイルと GIS データベースによるデータ ソースを使用する

デスクトップ GIS アプリケーションをサポートするために作成されました。UNIX と Windows
によるアプリケーション サーバを使用して、中央のデータ センターにサポートされる GIS アプ

リケーションに対して、リモート ターミナル アクセスが行われました。単純な同時ユーザ モデ

ルを使用して、キャパシティ プランニングが実行されました。 

1990 年代後半に、Web マッピング サービスが導入され、トランザクションベースのサイジング 
モデルが作成されて、それによりキャパシティ プランニングと適切なハードウェア選択が行わ

れました。一定時間におけるトランザクション件数は、1 時間当たりのマップ表示数で特定され

ました。トランザクションベースのキャパシティ プランニング モデルは、以前の同時ユーザ モ
デルよりも非常に正確で測定可能であることが証明されました。しかし、多くの場合ユーザは、

1 時間当たりのピーク時マップ要求数を使用するよりも、ピーク時の同時ユーザ数によりサイジ

ングの要件を特定することで満足していました。 

ArcGIS Server 9.2 のリリースにより、従来のサイジング モデルに対して新たな課題が生まれま

した。そして、学んだ教訓を見直し、目の前の課題を冷静に見つめようと努力されるようにな

りました。その結果、従来のクライアント/サーバ モデルと Web サービス サイジング モデルの

いい点を取り入れた、キャパシティ プランニングに対する新しいアプローチが生まれました。

このアプローチにより、将来のエンタープライズ GIS 運用をサポートする、適応力のあるサイ

ジングのための方法論が提供されました。新しいキャパシティ プランニングの方法論は、非常

に使いやすく、システムの開発、初期導入、納入においてパフォーマンスの整合性を管理する

測定基準を提供します。 

この新しいキャパシティ プランニング モデルは、ソフトウェア開発者、ビジネス パートナー、

テクニカル マーケティング スペシャリスト、および ESRI 製品の販売業者が、ESRI テクノロジ

のパフォーマンスと拡張性についてよく理解し、ユーザにエンタープライズ GIS 運用をサポー

トする 適な GIS ソリューションを提供するのを支援する目的で開発されました。 

この章では、システム パフォーマンスの基本に関する基礎的な概要について述べています。こ

の章で使用する用語とその関係は、パフォーマンスをより深く理解するために我々すべてが使

用できる基本的な関係性を説明しています。ソフトウェアとプラットフォームのパフォーマン

スに関する以降の章では、GIS ソフトウェアが使用するシステム環境に対する処理要件について

補足的な情報を提示し、各ベンダの現在のハードウェア テクノロジにおける処理能力を特定し
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ます。これらパフォーマンスの基本を理解することが、実世界の GIS 運用をより効率的に構築

し維持するための枠組みとなります。 

7.1.1 キャパシティ プランニングとは何か 

図 7-2 は、システム全体のパフォーマンスに影響を与える主要な要因を示しています。適切なハ

ードウェアとアーキテクチャの選択が、システム全体のパフォーマンスを決める第一の要因で

す。それ以外にも、ユーザの生産性全体に影響を与える多数のパフォーマンス要因があります。 

図 7-2 
システム パフォーマンスの要因 

 

キャパシティ プランニングでは、パフォーマンスのニーズを満たす正しいソフトウェアとハー

ドウェアを選択します。システムのパフォーマンス要因のいずれを強化しても、ユーザの生産

性を向上させ、システムの能力全体に影響を与えます。パフォーマンスは、ハードウェアを適

切に選択するだけで保証されるわけではありませんが、この章で説明するパフォーマンスの基

本により、ユーザのビジネス要件に基づいた適切なハードウェアを選択することができます。

我々は 20 年以上に渡ってユーザによる ESRI GIS テクノロジの導入を支援してきた経験に基づ

いて、ベンダのプラットフォーム テクノロジが GIS 処理の要件と処理負荷をどのようにサポー

トしているかを理解しています。業務ワークフローの予想されるピーク時負荷に基づいてバラ

ンスの取れたハードウェア投資をすることで、パフォーマンス要件を満たすことができ、適切

に選択したハードウェアを購入することで、費用と時間を節約することができます。 

7.1.2 システムのパフォーマンスとは何か 

コンピュータのプラットフォームは、複数のコンポーネントのテクノロジによって支えられて

います。各コンポーネントのテクノロジは重要であり、もっとも性能の低いコンポーネントが
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プラットフォーム全体の性能を制限します。ソフトウェアの中には大量のデータ転送と動的な

グラフィック表示を必要とするものもあれば、重い計算処理を必要とするものもあります。ハ

ードウェアのベンダは、幅広いユーザにとってパフォーマンスが 適化するように、コンポー

ネント リソースをバランスよく組み合わせてコンピュータを構築しています。GIS など計算集

約型のソフトウェアを使用すれば、ハードウェア プラットフォームのプロセッサ コアがサーバ

のパフォーマンスを制限するコンピュータ テクノロジであることがわかります。 

これと同じように、分散コンピューティング ソリューション（エンタープライズ コンピューテ

ィング環境）も、複数のハードウェア プラットフォームがサポートしており、それらのプラッ

トフォームがシステム全体のパフォーマンスに関わっています。つまり、各ハードウェア コン

ポーネントがパフォーマンスに寄与し、もっとも性能の低いコンポーネントがシステム全体の

パフォーマンスを制限します。コンピューティング環境をサポートしているハードウェア プラ

ットフォームは、ピーク時の処理ニーズを満たすように、慎重に選択しなくてはなりません。 

システム アーキテクチャ設計工程の主要な目的は、ハードウェアに対する投資の可能な範囲内

で、 高レベルのユーザ処理パフォーマンスを提供することです。各ハードウェア コンポーネ

ントは、処理のニーズを満たす十分なパフォーマンスを持ったものを選択する必要があります。

また、現在の技術水準によって、システム設計の選択肢に制限を受ける可能性もあります。分

散処理を行った場合、各ハードウェア コンポーネントにどの程度の負荷がかかるのかを理解し

ておくことは、 適なシステム ソリューションを実現するための基本といえます。 

図 7-3 は、スタンドアロン型ワークステーションと、分散処理構成で使用されているコンポーネ

ントについて、簡単に示しています。各コンポーネントは、プログラムの実行過程で次々と使

用されていきます。 処理はプラットフォームのメモリで実行されるので、ソフトウェアを実行

するには十分なメモリが必要です。 

図 7-3 
プラットフォームの性能に関わるコンポーネント 
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あるアプリケーションによる表示全体の応答時間は、各コンポーネントの処理時間と待ち時間

の総計になります。コンピュータのベンダは、検索処理に対する応答時間が も速くなるよう

に、ハードウェアのコンポーネント構成を 適化しています。ユーザの IT システム部門は、デ

 
ESRI 技術参考書 7-4 
 



 
システム設計ガイド 7  パフォーマンスの基本 
  

 C11144-12 
 

 

スクトップへの応答時間が 高レベルになるように、ハードウェアとネットワークに投資をす

る責任があります。それは、システムのパフォーマンスは、ユーザの生産性に直接影響を与え

るからです。 

図 7-4 は、GIS ユーザが過去 7 年間に経験したパフォーマンスの変化について、概要を示してい

ます。コンピュータが動的なマップ表示を行う時間は、2001 年のテクノロジで可能だった時間

より 2008 年のハードウェアでは 7 倍以上速くなりました。この変化はユーザの生産性と GIS テ

クノロジを使用する機会に重大な影響を与えました。 

図 7-4 
性能基準の変遷 

 
ソフトウェア テクノロジの選択も、表示パフォーマンスに影響を与えます。1990 年代当時のス

クリプト プログラム テクノロジ（ArcIMS）は、今日使用されるオブジェクトベースのソフトウ

ェア テクノロジを使用したコンポーネント（ArcGIS Server）よりも高速で実行されます。パフ

ォーマンスは、ソフトウェアが必要とする作業量（処理量）とハードウェア テクノロジの性能

との相関関係にあります（作業負荷をどれくらい速く処理できるかで決まります）。 

7.2 システム パフォーマンスの基本 

作業パフォーマンスの研究は新しいものではなく、このテーマに関してはかなりの数の理論や

アイデアが公開されています。作業パフォーマンスを定義する基本的な用語とその関係を理解

し、これらの基本をコンピュータ処理に適用することにより、テクノロジをより深く理解し、

より適切な設計を選択できるようになります。 
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図 7-5 は、ESRI システム設計モデルで使用される基本的なパフォーマンス用語とその関係をま

とめたものです。 

図 7-5 
パフォーマンスとは何か 

用語

• 作業トランザクション (Wt)
• 作業スループット (T)
• 処理能力 (Tpeak)
• システム使用率 (U)
• プロセッサコア (Cp)
• サービス時間 (St)
• 待機時間 (Qt)
• 応答時間 (Rt)

関係性
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もっとも重要な用語としては、平均的な作業トランザクション（表示）、作業スループット、

システムの処理能力、システム使用率などの定義があります。プロセッサ コアはプログラムの

命令を実行するハードウェアなので、選択したハードウェア プラットフォーム構成で使用可能

なプロセッサ コア数を知ることが重要です。サービス時間は平均的な作業トランザクション処

理時間の測定値であり、待機時間は処理待ち時間（サービスを並んで待つ時間）の測定値です。

応答時間はシステム パフォーマンス全体の測定値であり、すべてのコンポーネントのサービス

時間に、追加された待ち時間、またはクライアント表示を更新するために必要となる伝送時間

を加えたものです（作業トランザクションが完了するまでの時間）。 

これらパフォーマンス用語間の関係は非常に単純なものであり、多くの場合誤解されています。

スループット、処理能力、使用率の各関係は、実際にこれらの用語がどのように定義されてい

るかに基づいています。スループットは単位時間当たりで処理された作業トランザクションの

数、処理能力は特定のハードウェア構成がサポート可能な 大スループット、使用率はシステ

ムの処理能力に対する現在のスループットの比率（処理能力に対する割合[パーセント]で表示）

です。現在のスループット（システムで作業中のユーザ数）がわかっている場合、システムの

使用率（コンピュータ CPU の平均使用率）を測定すれば、そのサーバの処理能力がわかります。 

作業トランザクションのサービス時間は、ソフトウェア パフォーマンスの測定で使用する主要

な用語です。ソフトウェア プログラムは作業トランザクションを完了させるために、コンピュ

ータが実行する一連の命令を提供します。プロセッサ コアは作業トランザクションを完了させ

るために、コンピュータ プログラムに定義された命令を実行します。トランザクションの命令

数が多いほどコンピュータの作業量は多くなり、命令数が少ないほどコンピュータの作業量は

少なくなります。コンピュータ プログラム ワークフローの複雑さは、平均的な作業トランザク

ションを完了するために必要となる作業量（処理時間）により定義できます。サービス時間は、

プラットフォームの性能基準と比較する形で測定されます。プラットフォームのプロセッサ コ
アが速いほど、遅いプロセッサ コアよりも短い時間でプログラムの命令を実行します。 

待機時間とは、ソフトウェア プログラムの命令が処理されるのを並んで待つ時間です。シング

ル コア プロセッサは同時に 1 つの命令しか実行できないので、2 つの要求が同時にシングル コ
アに届いたときは、他方が処理される間、もう一方が待つ必要があります。この待ち時間を、

待機時間と呼びます。 
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7.2.1 プラットフォームのスループット 

図 7-6 は、プラットフォームの使用率とスループットの関係を示しています。チャートは、一連

のテスト用バッチ プログラムを実行したテスト用 4 コア プラットフォームのパフォーマンスを

示しています。プラットフォームの使用率は縦のバーと左側の縦軸で示し、スループットは赤

のラインと右側の縦軸で示しています。 

図 7-6 
プラットフォームのスループットとは何か 

（4 コア 2 チップのテスト用プラットフォーム） 
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使用率はスループットまたは処理能力と関連して定義されているので、使用率とスループット

には直接的な関係があります。 
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7.2.2 プラットフォームの使用率 

図 7-7 は、プラットフォームの使用率とパフォーマンスの関係を示しています。処理負荷の 初

の段階では、作業トランザクションの応答時間とサービス時間は同じです。処理負荷が増加し

てプラットフォームの使用率が 50％を越えると、作業トランザクションが同時に到達するよう

になります。各プロセッサ コアは同時に 1 つのプログラム命令しか処理できないので、異なっ

た作業トランザクション要求が同時に到達した場合は、一方が待つ必要があります。この待ち

時間（待機時間）は使用率が増大するにつれて増加し、スループットが処理能力に近づくと総

トランザクション処理時間よりも大きくなる可能性があります。この時点では、応答時間はサ

ービス時間の 2 倍になります。 

図 7-7 
プラットフォームの使用率とは何か 

（4 コア 2 チップのテスト用プラットフォーム） 
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このグラフは、サービス時間と応答時間の関係を示しています。 初は応答時間とサービス時

間は同じですが、システム負荷が高くなると、待機時間が増えるにつれて応答時間が増加しま

す。 
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7.2.3 プラットフォームのサービス時間 

スループットと使用率を具体的に特定できれば、サービス時間の特定も可能です。図 7-8 は、使

用率、スループット、サービス時間の直接的な関係を示しています。 

図 7-8 
プラットフォームのサービス時間の計算 

（4 コア 2 チップのテスト用プラットフォーム） 
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プラットフォームの処理能力は一定の値であり、どのスループット レベルからでも計算できま

す（プラットフォームの処理能力を特定するために、ピーク時負荷テストを実施する必要はあ

りません）。あらかじめわかっているスループット レベルにおけるプラットフォームの使用率

（CPU 使用率）を特定すれば、そのプラットフォームで稼動するソフトウェア コンポーネント

の作業トランザクションのサービス時間を計算できます。作業トランザクションのサービス時

間（コア当たりの処理時間）は、コア数をプラットフォームの処理能力（秒当たりの作業トラ

ンザクション数）で割ったものです。 

チャート左上のスプレッドシートは、バッチ プロセス負荷が 1～5 の場合にそれぞれのサービス

時間を計算したものです。各スループットに対して計算した処理能力とサービス時間は、すべ

て非常に近似しています。あるプラットフォームのスループットが定義されたときに、そのサ

ービス時間の計算方法を知っていることは重要なことです。これにより、ワークフロー パフォ

ーマンスの適切な目標を確立し、実際のシステム ワークフローの負荷を監視したときにキャパ

シティ プランニングの目標を達成しているかどうかを検証できます。 
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7.2.4 パフォーマンスにおける処理遅延 

図 7-9 は、コンポーネントの待機時間を推測するためにキャパシティ プランニング ツールで使

用するモデルについて、概要を示しています。待機時間モデルでは、計算されたプラットフォ

ームの使用率に基づいて処理待ち時間を特定します。 

図 7-9 
待機時間とパフォーマンス要因 
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処理が処理能力を超えたときに適用

Qr = (2 × 使用率 – 1) × サービス時間
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• サービス時間はハードウェアの性能に基づいて一定。

• 応答時間 = 平均到達遅延率 + サービス時間

処理能力 – 生産性のトレードオフ (Qc)
• スループット = 処理 × 応答時間

• スループットは処理能力の100%にピークを迎える

• 応答時間 = スループット/処理

• 作業単位はコアのサービスが有効になる間待機する
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待機時間モデルは、2 つの計算に分けられます。 初の計算では、トランザクションのランダム

な到達分布に基づいた待ち時間を扱います。2 番目の計算では、使用率がプラットフォームの処

理能力を超えた場合に追加される待ち時間を扱います。 

様々なタイプのトランザクション到達分布に対して、キューに存在するリクエスト数と待ち時

間を予測するために、用語とその関係を定義する数学の分野（待ち行列理論）が存在します。

もっとも単純で予測可能な関係が、ランダムな到達分布を持つ大きな集団に適用されます。標

準的な GIS アプリケーションは 1 つのマップ表示で数百の検索要求を生成し、各ユーザは 6～10
秒ごとに 1 つのマップを表示します。また、多くのユーザは共有されたシステム ハードウェア

（ネットワーク、アプリケーション サーバ、データベース サーバなど）を通じてマップ表示を

要求します。一般的な GIS 運用では多数の分散型 GIS ユーザ デスクトップを通じて、10 秒間に

数千のランダムに分散された検索要求が生成されます。GIS 処理の待機時間は予測可能で比較的

一貫性があり、標準的な待ち行列理論モデルを使用してかなり正確に推測できます。 

 

7.2.5 ネットワーク通信のパフォーマンス要因 

ネットワーク通信用のパフォーマンス モデルでは、前述のサーバ プラットフォームと同じ種類

の用語とその関係を使用しますが、同じ用語でもその名前は違っています。図 7-10 は、ネット

ワークのキャパシティ プランニングで使用する用語とその関係を示しています。 

図 7-10 
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ネットワークのサイジング方法 

（ネットワーク伝送容量 = 10 Mbps） 
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もっとも重要な用語としては、平均的な作業トランザクション（表示）、作業スループット

（トラフィック）、システム処理能力（伝送容量）、システム使用率（ネットワーク使用率）

などの定義があります。ネットワーク接続ハードウェア（スイッチ ポート、ルータ ポート、ネ

ットワーク インタフェース カード[NIC]、ハードウェア バス アダプタなど）によりネットワー

ク トラフィックが処理されるので、選択したハードウェア プラットフォーム構成で使用可能な

NIC カード数、WAN またはインターネット接続の数、総伝送容量を知ることが重要です。サー

ビス時間（ネットワーク伝送時間）は平均的な作業トランザクション処理時間の測定値であり、

キュー時間は処理待ち時間（サービスを並んで待つ時間）の測定値です。 
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7.3 作業トランザクション（表示）の応答時間 

応答時間は、作業トランザクションを完了するために必要な合計時間です。ソフトウェア プロ

グラムの命令（作業手順）はシーケンシャルに実行されるので、プログラムの各命令は次のス

テップを実行する前に完了する必要があります（多くの場合、 初のステップの処理結果を次

のステップを実行する前に知る必要があるため）。応答時間には、平均的な作業トランザクシ

ョンを完了するまでのすべての処理時間と待機時間が含まれます。図 7-11 はシステム パフォー

マンス サマリを示しており、サービス時間、ネットワーク伝送時間、および関連するコンポー

ネントのサービス時間をスタック バー チャートとして各ワークフローごとに表示しています。

表示の応答時間は各ワークフローの棒グラフの先端位置で表しており、各表示ワークフローの

すべてのサービス時間と待機時間を示しています。 

図 7-11 
システム パフォーマンスとは何か 

（4 コア 2 チップのプラットフォーム） 
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このチャートはキャパシティ プランニング ツールに含まれており、要件モジュールで特定され

たワークフローに基づいています。上記のチャートは、4 コア サーバプラット フォームで実行

された一連のバッチ負荷テストの結果を示しています。 初の 2 つのバッチ プロセスは、プラ

ットフォームの処理能力の 50％未満しか使用していません。4 コア サーバで 3 つのバッチ プロ

セスをサポートしたとき（処理能力の 50％を超えたとき）、待機時間の増加が始まり、テスト

にバッチ プロセスが追加されるたびに待機時間は増加を続けます。 
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7.4 ユーザの生産性 

何年もの間、我々はシステム処理のスループットにおける負荷の特性を数量化する標準的な単

位として、同時ユーザを使用してきました。やがて時がたつと、業務ワークフローをピーク時

の同時ユーザ数とユーザ生産性を組み合わせて表すことがより効果的であることがわかりまし

た。この場合、平均的な表示の処理負荷を作業の標準単位として定義します。  図 7-12 は、同時

ユーザとユーザ表示との関係を示しています。 

図 7-12 
ユーザの生産性 

（分当たりのクライアント表示数） 

GISユーザのトランザクション処理
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GIS 業務ワークフローのトランザクションには、コンピュータの作業時間帯（表示の応答時間）

とユーザの作業時間帯（ユーザの思考時間）が含まれています。業務ワークフローの目的は、

実世界の人々から必要な情報プロダクトを作成するための入力を収集し、システム データ リポ

ジトリを更新したり、あるいはシステム データ リソースを変更、保守することです。ソフトウ

ェア プログラムは、ユーザの入力時間（ユーザの思考時間）を 適化し、ユーザの待ち時間

（表示の応答時間）を 小化するように開発する必要があります。 

GIS ユーザの作業特性は長年に渡って変化してきており、この変化は初期のクライアント/サー

バ サイジング モデルの正確性に直接影響を与えています。図 7-13 は同時ユーザ モデルを維持

してきた経過を表しており、テクノロジの変化に追いつくためにモデルをどのように変更して

きたかを示しています。 
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図 7-13 
実際のユーザ操作状況 
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ESRI 社に入社した 1990 年当時は、一般的な ARC/INFO ワークステーションのマップ表示サー

ビス時間は、60 秒もかかっていました。コンピュータのマップ表示が完了すると、ユーザは次

のマップ要求を入力する前に慎重に考えるので、この思考時間に約 60 秒かかっていました。当

時は 1 つの CPU が 2 人の同時ユーザをサポートしており、各ユーザは交代で CPU を使用し、待

っているユーザにとってその間は考える時間でした。1 つのバッチ プロセスで CPU をフルに消

費していたので、サイジング モデルでは 1 つのバッチ プロセスは 2 同時ユーザを表していまし

た。コンピュータは、紙のマイラー オーバーレイ シートを使用して手作業で数時間かけて作成

していた地図を 60 秒で生成できたので、ユーザは目覚しい生産性の向上だとかなりの印象を受

けていました。 

コンピュータの性能は向上し、同時にユーザの生産性も改善されました。1998 年にはモデルは

バッチ プロセス当たり 3 ユーザをサポートし、2002 年には 4 ユーザ、2006 年にはバッチ プロセ

ス当たり 6 ユーザに増加しました。2006 年に導入された新しい表示トランザクション モデルで

は、表示トランザクション件数（dpm）はピーク時同時ユーザ数に 10 表示毎分（ユーザの生産

性）を掛けることにより計算されました。ワークフローにおける分当たりの表示数は変更され、

ユーザは特定のワークフロー要件を満たす適切な思考時間を確保できるようになりました。 

7.5 キャパシティ プランニング 

現在の ESRI キャパシティ プランニングをサポートするモデルは、この章で説明するパフォー

マンスの基本に基づいています。図 7-14 は、パフォーマンスの関係を説明する簡単なエンジニ

アリング チャートを使用して、これらのモデルの概要を示しています。 
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図 7-14 
プラットフォームのキャパシティ プランニング 
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プラットフォームの処理能力は、ソフトウェアの処理時間（プラットフォームのサービス時

間）とプラットフォームのコア数により決定され、分当たりのピーク時表示数という用語で表

現されます。プラットフォームの処理能力（dpm）をユーザの生産性（dpm/クライアント）で割

ることにより、サポート可能な同時ユーザ数を求めることができます。 

この章で説明したパフォーマンスの基本はテクノロジの変化により変わるものではなく、これ

らの基本を理解することはシステムのパフォーマンスと拡張性を理解するための強固な基盤と

なります。ソフトウェアとハードウェアのテクノロジは変化を続け、この章で確認した用語と

その関係はその変化を一定の基準に適合させ、システム パフォーマンスのニーズをサポートす

るために何が必要かを理解するために役立ちます。次の章ではソフトウェア パフォーマンスに

ついて説明し、システム パフォーマンスのニーズを満たす GIS アプリケーションを構築する方

法について、的確な情報を提供します。その次の章ではプラットフォームの性能について説明

し、利用可能なプラットフォーム テクノロジの相対的な性能を数値化し、処理ニーズを満たす

正しいテクノロジを選択する方法を示します。 
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8 ソフトウェアのパフォーマンス 

この章の目的は、運用上のパフォーマンスと拡張性のニーズを満たす効率的な GIS ソリューシ

ョンを構築するための教訓を共有することです。ソフトウェア テクノロジを使用すれば、作業

の手順を記述し、その手順をコンピュータに入力してワークフローのパフォーマンスを 適化

することができます。これらの手順の複雑さ、業務ワークフローをサポートするための各アプ

リケーションの編成方法、および GIS 表示のニーズを満たすために選択する機能は、システム

のパフォーマンスと拡張性に重大な影響を与えます。 

長年に渡り、ESRI 社は ESRI ソフトウェア テクノロジの標準的な実装をサポートするハードウ

ェア インフラストラクチャを特定し、確立するためのシステム設計コンサルティング業務を重

視してきました。そして、導入に成功したユーザからのハードウェア パフォーマンスに関する

フィードバックに基づいて、プラットフォームのサイジング モデルを開発しました。このサイ

ジング モデルに対しては、相対的パフォーマンス テストに基づいて変更が加えられました。こ

のテストは、それぞれの新ソフトウェアのリリースに伴って増加した処理負荷を数値化するこ

とに焦点を当てています。 

多くのユーザは、パフォーマンスと拡張性にはあまり注意を払わず、機能的な要件に注目して

GIS を導入していました。システムは既存のパフォーマンス問題を伴ったまま導入され、拡張性

についてはあまりよく理解されていませんでした。あるケースでは、システムの負荷がピーク

に達するまでパフォーマンスの問題として識別できず、このシステムは必要な処理能力を満た

すことができませんでした。そこでコンサルタントが採用され、 終的なシステム設計をテス

トおよびチューニングし、パフォーマンスの目標が達成されるまで本番アプリケーションとデ

ータベースの変更が行われました。 

長年に渡るテストおよびチューニングに関するコンサルティング業務により、同じパフォーマ

ンス問題が何度も発生し、調整されていることがわかりました。その経験に基づき、パフォー

マンスと拡張性の高いシステムを構築するためのベスト プラクティスを文書化することができ

ました。今日の ArcGIS Server 9 テクノロジでは、高いパフォーマンスと拡張性をサポートする

シンプルなキャッシュ対応マップ サービスから、1 つの要求で数時間かけて使用可能なサーバ 
リソースのすべてを消費する重いジオプロセシング サービスまで、幅広い機能にアクセスする

ことができます。開発者はどの機能が適切かを理解し、ユーザのパフォーマンスへの期待を満

たしながらこれらの機能をどのように公開するかを検討する必要があります。 

この章ではこれまで学んだ教訓を共有し、ユーザのパフォーマンス ニーズを満たすために重要

なソフトウェアの機能領域を特定します。新しいキャパシティ プランニング ツールにより、コ

ンサルタントと開発者は選択したソフトウェア テクノロジに基づいて適切なワークフロー パフ

ォーマンスの目標を設定し、初期のシステム導入においてパフォーマンスの目標を満たすため

に開発工程で使用可能なパフォーマンス測定基準を確立することができます。これらの同じツ

ールを使用して、導入された運用システムのパフォーマンス ニーズの保守とサポートを行い、

ピーク時のパフォーマンス ニーズを満たすように適切にシステムが配備されていることを検証

するためのプラットフォーム性能のしきい値を、毎日確認することができます。 

8.1 マップ表示パフォーマンス 

GIS はユーザのビジネス環境をグラフィカルに表示し、多くの GIS ワークフローではこのマッ
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プ表示を共通のユーザ情報ソースとして使用します。多くの場合、ユーザ マップ表示を生成す

るにはソフトウェアによる処理と機能が必要であり、このことは業務ワークフローの中で重い

処理負荷が発生することを意味します。通常、マップ データ リソースは共通のジオデータベー

ス データ ソースを通じてネットワーク全体で共有されるので、表示のたびに比較的高いネット

ワーク トラフィックとサーバ処理負荷が発生します。マップ表示は理解しやすいので、積極的

なパワー ユーザをサポートする場合、平均的なユーザ生産性は 1 分当たり 大 10 マップ表示と

なります。機能の種類、データ ソース、およびユーザ表示の設計によって、GIS 業務ワークフ

ローのサポートに必要となる処理負荷とネットワーク負荷のレベルは大きく異なります。 

図 8-1 は、同じプラットフォーム環境に配備された ArcGIS Server による、3 つの異なった動的

マップ表示の処理パフォーマンスを示しています。このパフォーマンスの違いは、Web アプリ

ケーションのマップ表示に関する文書までさかのぼってその複雑さを調べれば、理解すること

ができます。 

図 8-1 
表示の最適化によるパフォーマンスの違い 

 

単純なマップを表示する軽い Web 表示は、0.5 秒未満で実行されます。中程度の Web 表示には

2 倍の表示処理（約 1 秒）が必要となり、複雑なマップを表示する重い Web 表示では 3 倍以上

の表示処理（1.4 秒以上）が必要となります。マップ表示の設計と複雑さにより、システムのパ

フォーマンスと拡張性に非常に大きな違いが生じます。 

以下のベスト プラクティスは、高パフォーマンスの Web サービスを設計しチューニングするこ

とで学んだ教訓に基づいています。表示の 適化は、パフォーマンスと拡張性に大きな違いを

もたらします。 

 必要なデータのみを表示する 
 情報プロダクト設計は、シンプルに定義する 
 フィールド表示設定を使用し、ユーザの情報ニーズに見合ったフィーチャのみを表示する 
 縮尺依存性を使用する 
 指定された縮尺に適合するデータを使用する 
 すべての縮尺で、同様な数のフィーチャが表示されるようにする 
 

ポイント： 
 シンプル マーカーまたは絵文字マーカーによる単一レイヤシンボルを使用する 
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 ビットマップではなく、EMF ファイルを使用する 
 シンボル値として整数フィールドを使用する 
 すべての縮尺で、同様な数のフィーチャが表示される様にする 
 

ラインとポリゴン： 
 ESRI Optimized スタイルを使用する 
 カートグラフィック ラインとポリゴン アウトラインの使用を避ける 
 

テキストとラベル： 
 ラベルではなく、アノテーションを使用する 
 インデックス フィールドを使用する 
 ウェイトが一致しないラベルとフィーチャは慎重に使用する 
 特殊効果（塗りつぶしパターン、ハロー、吹出し、背景）の使用を避ける 
 非常に大きなテキスト サイズ（60 ポイント以上）の使用を避ける 
 動的 Maplex ラベルの使用を避ける（過剰な使用を避ける） 
  

8.1.1 品質と処理速度 

.図 8-2 は、よく知られた品質とパフォーマンスのトレードオフ（二律背反）を示しています。 

図 8-2 
品質と処理速度のトレードオフ 

 

上記の高品質マップは、透過レイヤと動的 Maplex ラベルを使用した陰影起伏図です。これらは、

ユーザ表示のたびにより多くのコンピュータ処理を必要とする高級な機能です。これとは対照

的に、右側の同じ起伏図では、低い解像度、単色による塗りつぶし、シンプルなアノテーショ

ンを使用して、適切な表示パフォーマンスで同様の情報を提供しています。 

アンチエイリアシングはテキスト表示を滑らかにするための機能であり、表示を見やすくし、

地図としての満足度を高めます。動的マップ表示でこの機能を使用した場合は、各テキスト フ
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ィーチャを変更する必要があるので、処理時間が大幅に増加し、表示パフォーマンスが低下す

る可能性があります。業務ワークフローのニーズを満足させるために、この機能はどれほど重

要なのでしょうか。パフォーマンスを犠牲にする価値があるでしょうか。 

図 8-3 
アンチエイリアシング（最大 50％負荷が増加） 

 

8.1.2 GISの動的マップ表示プロセス 

一般的に GIS の表示は、地理学者が机上でマイラー シートを使用して地図の表示をレイアウト

する手順と同様に、一度に 1 つのレイヤを作成します。テクノロジは変化しましたが、地図を

作成する手順はまったく変わりません。少数のレイヤを持つマップは、多数のレイヤを持つマ

ップよりも処理が少なくて済みます。それは、コンピュータ プログラムは、1 つのレイヤにお

けるフィーチャ数（フィーチャ テーブルの行数）よりも、1 つの表示におけるレイヤ数（フィ

ーチャ テーブル数）に影響を受けるためです。 

図 8-4 は、コンピュータが 1 つのマップ表示を構築する手順を示しており、一度に 1 つのレイヤ

を処理し、 終的な表示が完成するまで、各レイヤのフィーチャ（ポイント、ポリゴン、ライ

ン）を順番に前のレイヤの上に重ねていきます。 

図 8-4 
シーケンシャル処理 
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図 8-5 は、並列処理手順を使用した場合の、ソフトウェアによるマップ表示レイヤの構築プロセ

スを示しています。この手順では 3 つの独立した表示要求を行い、それぞれが表示レイヤの 3
分の 1 を構築します。次のサーバ プロセスで 3 つのプライマリ レイヤを結合し、 終的な表示

を構築します。 

図 8-5 
並列処理 

 

 

理論的には、2 番目の手法のほうが表示の生成が速くなります。両方の手法とも同じ量の処理が

必要となりますが、実際には並列的手法では、並列的な表示要求を設定し、 終的なマップ表

示を生成するためにその結果を再結合するための追加手順が必要となります。 

ハードウェア ベンダはチップ当たりのプロセッサ コア数を増やしたコンピュータを提供し、プ

ロセッサ コア当たりのパフォーマンス向上が期待できない中で、サーバ プラットフォームの処

理能力を拡大させています。ベンダはソフトウェア開発者に対し、各ユーザ表示を生成する同

時プロセス数を増加することにより、サーバの増大した処理能力を活用するように促していま

す。しかし、今日の重い処理負荷のほとんどはシーケンシャル処理を必要としており、1 つの表

示を生成するために複数のプロセッサ コアを使用することはありません。並列処理を利用する

ためにソフトウェアを再プログラミングし、それにより得られるユーザ表示のパフォーマンス

向上は、余分なプログラミングの労力と追加される処理負荷に見合うものではありません。 

図 8-6 は従来の製品版ソフトウェアによるマップ表示と、並列クエリによるマップ表示のパフォ

ーマンスを比較したものです。並列クエリ方式では、各表示レイヤはクライアント ブラウザ上

で結合されます。このタイプの表示を現在の ArcGIS Server 9.3 テクノロジで公開することも可

能ですが、それによるパフォーマンスの向上は余分な共有インフラストラクチャ リソースを利

用することで相殺されてしまいます。 
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図 8-6 
並列処理によるパフォーマンス向上 

（現実的か非現実的か） 

 

並列処理は、クライアント ブラウザ アプリケーションの JavaScript API に組み込まれた、

ArcGIS Server の 3 つの REST API マップ サービスによりサポートされます。クライアントのア

クセスは 1.5 Mbps の DSL インターネット接続を通じて行われ、200 KB のマップ イメージをネ

ットワーク接続を通じてクライアント ブラウザのディスプレイへ配信するのにそれぞれ 1 秒以

上かかりました。並列処理による表示パフォーマンスの向上は、並列方式による表示の構築を

サポートするために追加されたネットワーク伝送時間と待ち時間でほとんど使用されてしまい

ました。並列処理は常にシステム パフォーマンスを向上させるわけではなく、場合によっては

システム全体のパフォーマンスと拡張性を低下させる可能性もあります。 

8.1.3 標準的なマップ表示サービス時間 

標準的な ESRI ワークフローのソフトウェア サービス時間が公開されているので、 初にキャ

パシティ プランニングを行う場合の共通情報として参照することができ、ユーザが ESRI テク

ノロジを導入するとき適切なパフォーマンス目標を立てるために役立ちます。これらのソフト

ウェア サービス時間は、ほとんどのユーザが製品版のテクノロジを使用して実現可能なもので

す。 

図 8-7 は、キャパシティ プランニング ツールによる標準的な ESRI ワークフローのソフトウェ

ア サービス時間について、概要を示しています。標準的なワークフローは、一般的なほとんど

の導入シナリオに対して提供されます。 
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図 8-7 
ArcGIS 標準 ESRI ワークフロー 

 

ユーザ マップ表示の構成と設計を単純化することが、ワークフローの処理負荷を削減する 1 つ

の方法です。図 8-8 は表示レイヤ数を減らすことにより、ArcGIS Desktop ワークフローの負荷が

どのように調整されるかを概念的な例として示しています。 

図 8-8 
ArcGIS Desktop の表示パフォーマンス 

 

標準的な表示のソフトウェア サービス時間（クライアント= 0.4 秒、SDE = 0.048 秒、DBMS = 
0.048 秒）は、表示を単純化することにより削減できます。シンプルな表示によりマップのレイ
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ヤ数は 20 から 10 に削減され、必要な処理は調整されたサービス時間が示す値まで削減されま

す（クライアント= 0.28 秒、SDE = 0.034 秒、DBMS = 0.034 秒）。これは単なる概念的な例であ

り、実際の環境ではすべての表示レイヤが同じように作成されているわけではありません。実

際には、レイヤのフィーチャ数と表示設定の複雑さにより、各レイヤの処理時間が異なります。

各 MXD レイヤの処理パフォーマンスを測定するためのパフォーマンス ツールは、パフォーマ

ンス問題を特定し、表示を も効率よく変更するために非常に役立ちます。 

重要なことは、キャパシティ プランニングで使用する平均的なワークフローのサービス時間は、

特定のワークフローのマップ表示における値とは異なる場合があることです。表示ワークフロ

ーには、重いものもあれば軽いものもあります。ユーザの生産性（分当たりの表示数）も、ワ

ークフローの処理負荷を定義する 1 つの要素です。ワークフローのサービス時間とユーザ生産

性は共に、ある時間帯にシステムにかかる平均的なユーザ負荷を表します。稼働中のワークフ

ローのサービス時間と負荷を特定するには、ユーザによる実際の運用中にプラットフォームの

スループットと CPU 使用率を測定するのが 適な方法です。それは、1 つのマップ表示処理時

間の測定値から、これらの負荷をシミュレートしたり推測するのは非常に難しいからです。だ

からといって、キャパシティ プランニングのために、ワークフロー パフォーマンスの適切な目

標を設定できないというわけではありません。これらのパフォーマンス目標はマップ表示レイ

ヤの数、レイヤ当たりのフィーチャ数、および表示の構築で使用する機能の複雑さに直接影響

を受けます。 

図 8-9 は、Web アプリケーション ワークフローに対して、図 8-8 と同様の例を示しています。

Web サービスを設計し公開するときは、同様の概念が適用されます。システムの処理能力は、

マップ表示を生成するための処理時間に関連しています。シンプルなマップは、表示パフォー

マンスとシステムの拡張性を向上させます。一方、複雑なマップは、同じピーク時のサービス

負荷をサポートするためにより多くのハードウェアを必要とします。 
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図 8-9 
ArcGIS Server 標準 AJAX による表示パフォーマンス 

 

 

Web サービスを設計するときは、もっとも一般的に要求される表示をできるだけ単純化するこ

とにより、システムの処理能力とユーザの生産性が向上します。重い表示は特定のユーザ要求

の場合のみに限定するべきであり、Web サイトは重い処理サービスに対する大量の要求を 小

化するように設計する必要があります。 

8.1.4 ラインとポリゴンの最適化 

これまで、表示機能を単純化することの重要性について説明してきました。ArcGIS ソフトウェ

アには、ユーザの表示シンボルをより単純化する ESRI Optimized というシンボル選択機能が備

わっています。すべての塗りつぶしシンボルのアウトラインには、カートグラフィック ライン

ではなくシンプル ラインを使用しています。また、ピクチャ塗りつぶしシンボルには、ビット

マップではなく EMF ファイルを使用します。図 8-10 は、ESRI Optimized シンボルの選択方法の

配置を示しています。 
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図 8-10 
ArcGIS Desktop の表示パフォーマンス 

 

 

ESRI Optimized シンボルを使用することにより、表示の描画パフォーマンスを 大 50％改善で

きます。 

8.2 正しいイメージ フォーマットの選択 

Web マッピング サービスは、クライアント ブラウザに表示するために送信するマップ イメージ

を作成します。各ユーザ要求により、クライアント ブラウザに配信される新しいマップ イメー

ジが生成されます。選択されたイメージ タイプは、ネットワーク トラフィックの大きさに直接

影響を与えます。軽い画像は表示トラフィックが少なく、重い画像ではより多くの表示トラフ

ィックが必要となります。表示当たりで必要となるトラフィック量は、伝送容量の少ない回線

ではユーザ パフォーマンスに重大な影響を与えます。 
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図 8-11 は、3 つの一般的なイメージ タイプ（JPEG、PNG24、BMP）をサポートするのに必要な

データ量を示しています。同じマップ表示サポートするのに必要なデータ量（KB）は、各イメ

ージ タイプにより異なります。この伝送時間は、伝送容量の小さな回線（56 Kbps のクライアン

ト接続）を使用した場合の表示パフォーマンスへの影響を示しています。イメージ タイプの比

較では、一般的な解像度（600×400 ピクセル）を使用しました。ベクタのみの画像は、デジタ

ル オルソのラスタ レイヤを含んだ画像よりも高い比率で圧縮されます。 

図 8-11 
正しい Web マップ イメージ タイプの選択 

 

JPEG イメージ タイプはもっとも安定した圧縮を行い、ラスタ画像とベクトル画像間の差異はわ

ずかしかありません。PNG24 イメージ タイプはラスタ データよりもベクトル データに適して

いますが、透過性をサポートし、ArcGIS Server のデフォルトのフォーマットです。BMP は非常

に重いイメージ フォーマットなので、Web サービスでは使用すべきではありません。 

画像の解像度も、重要な検討事項です。図 8-12 では、表示解像度を 600×400 から 1200×800 に

変更した場合の JPEG データの容量（KB）を比較しています。表示解像度を 2 倍にすると、デ

ータ量は 2 倍以上になります。 
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図 8-12 
正しい Web マップ イメージ解像度の設定 

• WMS リクエスト

– 600 x 400 ピクセル

– 1200 x 800 ピクセル (同じ範囲)

JPEG = 70 KBJPEG = 70 KBJPEG = 70 KBJPEG = 70 KB

JPEG = B= B 161 KJPEG  161 KJPEG  161 KJPEG  161 K

小さなマップは

より速く送受信できる

= B= B

0.7 Mbpd (+13 秒)

1.6 Mbpd (+29 秒)

マップ イメージの表示解像度は、多くの GIS 業務ワークフローにおいて重要な検討事項です。

高解像度による表示は、1 日中マップ表示を使用して作業するユーザにとっては重要です。標準

の GIS パワー ユーザ、またはメンテナンス ワークフローでは、一般的に 1280×1024 の解像度

を使用します。これらの重い GIS ワークフローに対してシンプルな Web ブラウザの表示インタ

フェースを使用することは、あまり実用的とはいえません。 

 

8.3 正しいデータ ソースの提供 

GIS ユーザは、数種類のデータ ソースを使用することができます。もっとも一般的なエンター

プライズ データ ソースは、ArcSDE ジオデータベースです。ジオデータベースを使用すれば、

もっとも効率的で効果的な方法で、エンタープライズ GIS 運用におけるデータ ソースを統合、

管理することができます。 

パフォーマンスの高いジオデータベースを構築、保守することは、非常に重要です。エンター

プライズ ジオデータベースは、すべてのエンタープライズ ワークフローに共有される中央リポ

ジトリです。適切にチューニングされたデータベースは、多くのユーザを 小の処理負荷でサ

ポートすることができます（ほとんどのワークフローでは、データベース サーバで処理される

のはその処理の 10％未満です）。しかし、システム パフォーマンスの問題に対応する場合、テ

ストとチューニングの対象となる主なシステム コンポーネントはデータベースです。 
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図 8-13 
ジオデータベースのパフォーマンス 

 

ジオデータベースを構築、保守するときは、以下の単純な点に留意する必要があります。シン

プルなデータベース モデルのほうが、複雑なデータ モデルよりもパフォーマンスが優れていま

す。データベース ワークフローの 適化、パフォーマンス統計の収集と監視、リコンサイル/ポ
スト/圧縮機能の定期的な使用、ワークフローの編集における編集キャッシュの使用、および

適な検索を維持するためのインデックスの再構築が必要となります。また、エンタープライズ 
ジオデータベースには、高パフォーマンスなデータベースをサポートし維持するための訓練を

受けた管理者が必要です。保守対象のデータベースが複雑なデータ モデルを採用している場合

は、ジオデータベースのレプリケーション機能を使用し、主な保守環境よりも効率的に動作で

きる独立した分散データベースを採用した方が賢明といえます。正しいデータ ソースを選択し

保守することにより、システムのパフォーマンスと拡張性に違いをもたらすことができます。 

8.4 高パフォーマンスなWebアプリケーションの構築 

Web サービス アーキテクチャの中には、パフォーマンス改善のために測定、変更できる様々な

要素があります。図 8-14 は、ArcGIS Server 構成の中でチューニング可能な性能測定値や構成変

更要素を示しています。 
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図 8-14 
Web サービスのパフォーマンス 

Web サーバ

Web アプリケーション サーバ

Application Developer Framework (ADF) ランタイム

アプリケーション (.Net) Web サービス (SOAP)

サーバ オブジェクト マネージャ

(負荷コントローラ)

データソース （DBMSサーバ）
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図 8-15 は、測定可能なパフォーマンス変数を特定し、サイトのパフォーマンスを 適化するた

めに、マップ サービスやコンポーネントのパフォーマンス変数を変更する方法を示しています。 

図 8-15 
Web マッピング サービスのパフォーマンス チューニング ガイドライン 

パフォーマンス 
測定値 

チューニング オプション 

トランザクション件数 トランザクション件数は、そのサイト構成で処理可能なリクエスト数を示していま

す。ピーク時のトランザクション件数は、そのサイトが処理できる最大処理能力で

す。ピーク時処理能力は、マップ サービスの処理時間を減らす（情報を単純化す

る）、あるいは CPU 数を増やす（処理能力を上げる）ことで向上させることができ

ます。使用できる CPU をフル活用するには、十分なサービス エージェント スレッ

ドを割り当てる必要があります（通常、CPU 当り 2～3 スレッドが一般的）。CPU
が完全に利用されている状態では、スレッドを増やしてもパフォーマンスは向上し

ません。 

キューに保留可能な 
リクエスト数 

サーバ オブジェクト マネージャ（SOM）は、内部リクエストの処理キューとしての

役割をはたします。リクエストは、サービス スレッドが処理可能となるまでキュー

の中に保留されます。リクエストが届いてもサービス キューが一杯の場合は、ブ

ラウザには「サーバ ビジー状態エラー」が返されます。ブラウザのリクエストが拒

否されないために、キューの大きさを増やすことができます。 
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チューニング オプション パフォーマンス 
測定値 

トランザクション 
サービス処理時間 

公開されたサービスがサービス インスタンスに割り当てられた場合、それを処理

するために必要となる CPU 処理時間です。サービス処理時間が長い場合、サイ

トのパフォーマンスが大幅に低下するので、可能であればそれを避ける必要があ

ります。シンプルなマップ サービス（最小のレイヤ数とシンプルな表示機能）で

は、大幅にサイトの処理能力は向上します。 

CPU 使用率 CPU 使用率を最大化するために、十分なサービス インスタンスを構成する必要

があります。サイトの処理能力は、CPU 使用率がピークレベル（100%近く）にな

った時に最大化します。この点を越えて、プロセッサ コア数を増やさずにサービ

ス インスタンス数を増やした場合は、システム負荷のピーク時にクライアントの平

均応答時間が増加します。 

ネットワーク  
トラフィック 

表示内容をクライアントのブラウザへ送信するには、十分なネットワーク伝送容

量が必要です。ネットワークがボトルネックとなると、深刻な応答遅延につながり

ます。シンプルなマップ サービスを公開し、画像サイズを 100～200 KB に保ち、

ピーク時のトランザクション負荷をサポートできる十分な伝送容量を確保すること

で、ネットワークの使用率を改善することができます。 

データ サーバの 
メモリ容量 

すべての処理をサポートし、最適なパフォーマンスを得るための適切なキャッシン

グを行うためには、十分な物理メモリを搭載することが必要です。いったんシステ

ムが構成された時点でメモリの使用率をチェックし、製品が使用する最大メモリ容

量より多くの物理メモリが搭載されていることを確認する必要があります。 

データ検索時間 ArcSDE サーバの CPU 処理時間です。検索処理時間は、適切なインデックスを

構築し、ArcSDE ジオデータベースのチューニングを行うことで、最適化すること

ができます。 

8.4.1 サービス インスタンスの構成 

Web サービスは使用可能なハードウェアをフル活用するために、 適な数のサービス インスタ

ンスで構成される必要があります。各マップ サービスはマップ ドキュメント（MXD）を使用し

て表示されされ、サービス コンフィグレーションにより識別されます。サーバ オブジェクト マ
ネージャ（SOM）は、各サービス設定ごとにサービス コンフィグレーションごとにインスタン

スを配置します。 
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図 8-16 
サービス インスタンス、プロセス、およびスレッド 

• サービス インスタンス － アプリケ
ーション （MXD) を表現するサービ

スの実体

• スレッド － OSレベルで見たときの
サービス インスタンス

• インスタンスはArcSOCプロセスで

ホスト

サーバ オブジェクト マネージャサーバ オブジェクト マネージャ

サービス コンフィグレーション

サービス

インスタンス

サービス

インスタンス

サービス

インスタンス

 

ユーザから見れば、サービス インスタンスとスレッドは同じものです。SOM が管理するサービ

ス インスタンスは、コンテナ マシン層で ArcSOC プロセス（SOC）によりホストされます。 

 
ESRI 技術参考書 8-16 
 



 
システム設計ガイド 8  ソフトウェアのパフォーマンス 
  

 C11144-12 
 

 

8.4.2 高分離性または低分離性の選択 

ArcSOC プロセスでサービス インスタンスをホストするには、高分離性と低分離性の 2 つの方法

があります。高分離性 SOC は、1 つのサービス スレッド（インスタンス）のみをサポートしま

す。一方、低分離性 SOC は複数のスレッドをサポートします（ArcGIS Server 9.2 は 大 4 スレ

ッドをサポートし、ArcGIS Server 9.3 は 大 256 スレッドをサポートします）。 

図 8-17 
サーバ オブジェクト コンテナ（SOC）の分離性 

• 高分離性の例： ArcSOC.exeプロセス当た

り１インスタンス（スレッド）を実行できる。

１２サービス インスタンスは１２個の

ArcSOC.exeプロセスで実行される。

• 低分離性の例： ArcSOC.exeプロセス当た

り４インスタンス（スレッド）を実行できる。
１２サービス インスタンスは３個の

ArcSOC.exeプロセスで実行される。

ArcSOC.exe

ArcSOC.exeArcSOC.exe

ス
レ
ッ
ド

ス
レ
ッ
ド

ス
レ
ッ
ド

ス
レ
ッ
ド

ス
レ
ッ
ド

• 推奨：高分離性の使用

– あるインスタンスに障害が発生しても他のインスタンスに影響を与えない

– メモリの必要条件は共有されるオブジェクト プールで削減する

 

低分離性 SOC は、マルチスレッドの ArcSOC プロセスによりサポートされます。マルチスレッ

ド プロセスでは、1 セットの実行可能ファイルを複数のサービス インスタンスが共有しており、

各サービス インスタンスは ArcSOC プロセス内の独立したポインタによりサポートされていま

す。ArcSOC プロセスは、使用可能なサービス インスタンスを並列的に（処理の競合がなく）

実行できるように設計されています。使用可能な各 SOC スレッドは、同じプラットフォームの

独立したプロセッサ コアを使用して、割り当てられたサービス要求を並列的に実行できます。

低分離性 SOC を使用する主な利点は、サーバ プラットフォームの使用メモリを減らせることで

す（1 セットの ArcSOC 実行可能ファイルが複数のサービス インスタンスをサポートするため）。

この場合、1 つの SOC スレッドの障害により SOC プロセスが完全に停止してしまうので、分離

型構成をサポートできる十分な物理メモリが存在する場合は、高分離性 SOC 構成を推奨します。

ArcGIS Server ユーザのほとんどの構成では、高分離性 SOC 構成をサポートするための標準的な

メモリは、プラットフォームのコア当たり 2 GB です。 

8.4.3 プールする、またはプールしないサービス モデルの選択 

ArcGIS Server のサービス モデルには、プールするモデルとプールしないモデルの 2 つのオプシ

ョンがあります。プールするサービス モデルでは、多数のユーザに 適なサービスを提供する

ために、共有可能なサービス インスタンスを公開します。プールしないサービス モデルでは、

各同時ユーザ セッションは独立した専用の ArcSOC プロセスに割り当てられます。 
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図 8-18 は、プールするサービス モデルの例を示しています。配置された共有サービス インスタ

ンスのプールに、多くの Web アプリケーション ユーザがアクセスしています。多数のユーザに

よる標準 Web マッピング サービスへのアクセスをサポートするには、これがもっとも効率のよ

い方法です。 

図 8-18 
プールするサービス モデル 

 

図 8-19 は、プールしないサービス モデルの例を示しています。各 Web アプリケーション ユー

ザには、ワークフローをサポートするために専用の ArcSOC プロセスが割り当てられています。

通常プールしないサービス モデルは、ワークフロー アプリケーションが状態の変更を ArcSOC
プロセスのレベルで保持する必要がある場合のみ使用されます。 
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図 8-19 
プールしないサービス モデル 

 

プールするサービス モデルは、プールしないセッションを必要とする場合を除く、すべてのサ

ービス コンフィグレーションで使用するべきです。プールしないセッションとしては、MXD の

内容の変更が ArcSOC プロセス内で保持されるマップ 編集ワークフローがあります。 
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8.4.4 SOMサービス インスタンスの構成 

SOM サービス コンフィグレーション インスタンスの設定は、システム処理能力のパラメータ

として非常に重要です。SOM がどのようにこれらのパラメータを使用し、Web サイトのサービ

ス処理能力を管理するのかを理解することは、導入されたハードウェア プラットフォーム構成

の使用率を 適化するのに役立ちます。図 8-20 は、サービス インスタンス を定義する、

ArcGIS Server のマップ サービス プロパティ テンプレートの[プール]タブを示しています。 

図 8-20 
プールするサービスの設定 

 

マップ サービス プロパティは、公開された各サービス コンフィグレーション（マップ サービ

ス）ごとに定義する必要があります。[サービスのインスタンスの 小数]プロパティは、SOM
によりスタートアップ時に配置され、負荷の軽い運用中にホスト プラットフォームで保持され

るサービス インスタンスの数を指定します。[サービスのインスタンスの 大数]プロパティは、

負荷のピーク時に SOM が配置する 大インスタンス数を指定します。SOM は割り当てられた

インスタンスを使用可能な SOC プラットフォームに分散配置し、このサービスの需要に基づい

て、プロパティで指定されたインスタンスの 小数と 大数の間で配置するインスタンス数を

増減します。 
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8.4.5 ホスト容量（インスタンス数）の設定 

各ホスト コンテナ マシンが、サービス要求を処理するために使用できるプロセッサ コア数は限

定されています（4 コア、8 コアなど）。各プロセッサ コアは、同時に 1 つのサービス要求を処

理します。  使用可能なプロセッサ コアをフル活用するには、十分な数のサービス インスタン

スを配置する必要があります。限定された数のプロセッサ コアに対して多すぎる数の同時イン

スタンスを設定した場合は、処理負荷が重くなるとパフォーマンスが低下します。ピーク時の

サービス負荷をサポートする適切な数のサービス インスタンスを配置することにより、ピーク

時のサイト処理能力とユーザ表示パフォーマンスを 適化することができます。 

.図 8-21 は、システム処理能力とユーザ表示パフォーマンスを 適化し、 適なマップ サービス

設定を実証するための一連のテスト結果を示しています。 

図 8-21 
パフォーマンス テストの結果 

（スレッド数による違い） 

 

 

この結果は、 適な処理能力とユーザ表示パフォーマンス間のトレードオフを示しています。

使用可能なサービス インスタンス数（スレッド数）が増えるにつれて、ピーク時のシステム ス
ループットと使用率も増加します。使用率がプラットフォーム処理能力の 50％を超えて増加す

るにつれて、ユーザ表示の応答時間が増加し、設定されたサービス インスタンス数が多くなる

ほど、ますます処理が遅くなります。一般的に 適な設定は、サーバのコア（CPU）当たり 4
サービス インスタンス（スレッド）となります。 
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図 8-22 は、マップ サービス プロパティの[ホスト]タブと、ホストの[容量]プロパティの定義方

法を示しています。デフォルトのホスト容量値（インスタンス数）は[無制限]であり、この場合、

SOM はすべてのサービス コンフィグレーションで定義された 大インスタンス数を同時に配置

することができます。ホスト容量値は、システム負荷のピーク時にシステム パフォーマンスを

適化するように設定する必要があります。推奨する設定は、ホスト プラットフォームのコア

当たり 4 インスタンスです（4 コア サーバでは 16 インスタンス、8 コア サーバでは 32 インスタ

ンスなど）。 

図 8-22 
ホスト容量の設定 

 

 

複数の SOM を持つ可用性の高い Web 構成を実現するには、各 SOM 環境に対して個別にホスト

容量を設定する必要があります（各 SOM は割り当てられたホスト マシンに独立したサービス 
インスタンスを配置し、SOM は互いに意識することなく独立した環境として機能します）。シ

ステムの負荷分散は各 SOM により管理され、システムのパフォーマンスと拡張性が 適化され

ます。システムは、第 4 章「GIS プロダクトのアーキテクチャ」の説明に従って構成します。 
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8.5 正しい物理メモリの選択 

プラットフォーム構成には、アクティブなすべてのプロセスを実行可能な、十分な物理メモリ

を搭載する必要があります。十分なメモリを備えていないシステムでは、負荷のピーク時にパ

フォーマンスが低下します。サーバの同時処理要件を満たす十分なメモリが存在しない場合は、

システムのランダム プロセスに障害が発生します。 

.図 8-23 は、ArcGIS Server ホスト マシンの導入におけるメモリとパフォーマンスの検討事項を

示しています。 

図 8-23 
メモリに関する提言 

 

プロセッサ コアの処理能力を活用するには、十分な数のインスタンスを配置する必要がありま

す。ArcSOC プロセスで必要なメモリが使用可能な物理メモリを超えた場合は、パフォーマンス

の低下が始まり、ある時点で障害が発生します。ホスト容量の設定により、配置される SOC イ

ンスタンス数を制限することが可能であり、これによりメモリがピーク時に配置されるインス

タンスが必要とするメモリを十分にサポートできるようになります。 

8.6 ディスクによるパフォーマンス ボトルネックの回避 

ストレージ テクノロジの進化により低コストで大容量ディスクを利用できるようになりました

が、その一方でディスク アクセス性能（シーク時間）については、ディスク容量の向上に見合
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った改善はなされていません。ディスク ドライブは、データ出力トランザクションを完了する

ためにディスク ボリューム全体を検索する必要がある機械的な装置です。各ディスクは一度に

1 つのトランザクションしか処理できないので、同じディスクに存在するデータに対して複数の

要求が発生した場合は、処理を待つ必要があります。ディスクの待ち時間はディスク競合と呼

ばれ、ディスク競合によりデータ アクセス遅延が発生します。ディスク競合の発生率はデータ

がストレージ ボリュームの複数の異なったディスク上に配置されたときは低くなるので、複数

のディスク ストレージ ボリュームに渡ってデータをストライピングすることにより、ディスク

競合を解決することができます。図 8-24 は、第 6 章「データ管理」ですでに説明した、推奨す

る RAID ストレージ構成を示しています。 

図 8-24 
ディスク競合の回避 

 

GIS テクノロジも進化しており、増加するサービス要求に対応した高い処理能力を持つシステム

を提供しています。Web 出力ファイル、イメージ キャッシュ、ジオプロセシング サービス、お

よび増加するファイル データ ソース（シェープファイル、パーソナル ジオデータベース、ファ

イル ジオデータベース、イメージ）により、ディスクに格納されるデータ量とユーザの同じデ

ータ ソースに対する共用アクセスが増え、ディスク競合の発生率が増加します。 

ディスク競合のリスクは、(1) RAID テクノロジを使用して、各ストレージ ボリューム内の複数

のディスクに渡ってデータをストライピングする、(2) 重要なデータ ファイルに対しては RAID-
1/0 ミラーリングの使用を増やして複数のデータ ソースを提供する、(3) メモリ キャッシュの使

用率を高める、(4) 分散キャッシュ ソリューションの使用を拡大する、などにより低下させるこ

とができます（データ ファイルがストレージ コントローラまたはコンピュータのメモリ キャッ

シュに存在する場合は、ディスクにアクセスする必要がなくなります）。 

8.7 ArcGIS Serverのマップ キャッシュおよびグローブ キャッシュによるパフォ

ーマンスの強化 

ArcGIS Server は強化された様々なソリューションを提供し、本番システムのパフォーマンスと

拡張性を改善しています。あらかじめ作成されたマップ出力をユーザに提供するという概念は

新しいものではなく、コンピュータの出現前に紙の地図帳で使用されていました。ArcGIS 
Server 9.3 のリリースでは、事前に作成されたマップの管理とサポートを行い、マップの公開に

適したマップ キャッシュ構造にマップ ファイルを編成するための様々な手法が導入されていま

す。 
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図 8-25 は、複雑性が低いものと中程度の動的マップの表示時間と、完全にキャッシュされたマ

ップの表示時間を比較したものです。完全にキャッシュされたマップの品質は中程度の複雑さ

を持つ動的マップ表示より大幅に高く、そのマップ作成処理は Web サイトに登録する前に完了

しているので、 終的な処理時間を 小化できます。事前にキャッシュされたマップのパフォ

ーマンスと拡張性は、従来の要求時に処理される Web マップ サービスより大幅に高くなります。 

図 8-25 
キャッシュの活用 

 

8.7.1 正しいテクノロジの選択：ケース スタディ 

正しいソフトウェア テクノロジを選択することにより、本番システムのパフォーマンス、拡張

性、およびコストに大きな違いをもたらすことができます。以下のケース スタディにより、ユ

ーザによる実際の導入体験を共有し、正しいソフトウェア テクノロジを選択する価値を明確に

示すことができます。 

あるユーザは、国民の財産の所在と国勢調査に関する情報を 3 ヶ月の全米市民申告期間内に収

集するための、Web アプリケーション ソリューションを設計する必要がありました。市民は地

方政府センターへ報告するために、ローカル デスクトップ コンピュータを使用して、国土画像

と地理空間フィーチャ リポジトリから生成されたマップ表示上で自分の自宅住所の位置を特定

します。マップ上の 1 点を指定して住所を特定した後、参照テーブルに国勢調査情報を入力し

ます。市民の入力は中央の全米データ センターで統合され、申告処理中はすべての地方政府セ

ンターにより共有されます。 

当初のシステム設計は ArcGIS Server 9.1 テクノロジを使用して開発され、50 の地方政府サイト

に配置されたブラウザ クライアントをサポートするために、ArcGIS Server の中央配置型動的
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Web アプリケーション テクノロジが採用されました。締結した契約に従い、ユーザはシステム

設計を仕上げるために使用可能なテクノロジのオプションを見直しました。 

図 8-26 は、この見直しで検討された 3 つのソフトウェア テクノロジ オプションを示しています。

テクノロジは当初の提案以降、進歩しており、ユーザの運用要件を満たすために使用可能な 3
つのソリューションが存在します。 

図 8-26 
キャッシュによるパフォーマンスのメリット 

（システム設計における使用事例） 

 

 

ArcGIS Server の動的 Web アプリケーションは 2 年前の 初の設計提案で示されたソリューショ

ンであり、ArcGIS Server 9.2 では Web アプリケーションのパフォーマンスが向上し、AJAX ブラ

ウザ クライアントに画像を展開するための Map Viewer アプリケーション開発フレームワークを

組み込むことにより、ユーザの使用感が改善されています。 

また、ArcGIS Server 9.2 には、参照するマップ レイヤを事前に作成し、マップ キャッシュのピ

ラミッド データ ソースを格納できるキャッシュ オプションが備わっています。参照レイヤのキ

ャッシュを事前に作成することにより、マップ配信時のサーバの処理負荷を大幅に削減するこ

とができます。 

ArcGIS Server 9.2 は、中央配置型 Web サーバから展開可能なモバイル ADF クライアントもサポ

ートしています。モバイル クライアントは、必要な編集機能をサポートし、分散型クライアン

ト ワークステーションで使用する参照レイヤを事前にキャッシュすることができます。申告用

ポイント レイヤのポイント フィーチャは、バックグラウンドのネットワーク処理を使用し、ロ
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ーカルのクライアント キャッシュに保持された現在のポイント表示と、中央データ センターの

データベースとで、データ交換を行うことができます。 

ESRI キャパシティ プランニング ツールを使用して、上記の 3 つの異なったワークフロー テク

ノロジ アーキテクチャを評価しました。ピーク時のシステム負荷は、標準の Web 生産性（1 分

当たり 6 マップ表示）で 2000 同時ユーザと想定します。  システム設計の結果は、次の節で示

します。 

8.7.1.1 動的Webアプリケーション 

ArcGIS Server AJAXLight Dynamic の ESRI 標準ワークフローを使用し、動的 Web アプリケーシ

ョン ソリューションをサポートするために必要なハードウェア要件とトラフィック負荷を見積

もりました。図 8-27 は、キャパシティ プランニング分析の結果を示しています。 

 

図 8-27 
ArcGIS Server AJAXLight Dynamic 

（システム設計分析サマリ） 

 

ピーク時における中央データ センターのトラフィック負荷は 350 Mbps に達すると予測され、現

データ センターのワイド エリア ネットワーク（WAN）によるサービス接続で使用可能な伝送

容量を大きく超えています。小規模の地方オフィス サイト（10 同時ユーザ）による WAN 接続

では、1.5 Mbps 以上の伝送容量が必要となります。一方、大規模な地方オフィス サイト（50 同
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時ユーザ）では、ピーク時の市民申告トラフィックをサポートするために 9 Mbps の伝送容量を

持つ WAN が必要となります。予想されるトラフィック フロー要件を満たすには、主なインフ

ラストラクチャの伝送容量を増やす必要があります。 

選択した中央配置型ハードウェア ソリューションは、Intel Xeon 5160 4 コア（2 チップ）3000 
MHz の Windows 64 ビット サーバで構成され、それぞれ 16 GB のメモリを搭載しています。

Web アプリケーション サーバ層として 8 サーバ、コンテナ マシン層として 27 サーバ、ジオデ

ータベース用に 3 サーバが必要となりました（処理能力の高いデータ サーバであれば、1 台の

マシンでジオデータベースをサポートすることも可能です）。 

8.7.1.2 キャッシュ対応Webアプリケーション 

ArcGIS Server AJAXLight Dynamic（単一レイヤ、キャッシュされた参照レイヤを使用）による

カスタム ワークフローを使用し、キャッシュ対応 Web アプリケーションのワークフローを分析

しました。このカスタム ワークフローに対し、ソフトウェア サービス時間とネットワーク トラ

フィック パフォーマンスの目標を設定しました。図 8-28 は、システム設計分析の結果を示して

います。 
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図 8-28 
ArcGIS Server AJAXLight Dynamic 

（単一レイヤ、キャッシュされた参照レイヤを使用） 

（システム設計分析サマリ） 

 

 

中央データ センターのピーク時トラフィック負荷は 350 Mbps のままであると予測されるので、

サーバで発生する AJAX アプリケーションの表示トラフィックは変わりません。 

選択した中央ハードウェア ソリューションは、Web アプリケーション サーバ層として 5 サーバ、

コンテナ マシン層として 7 サーバに削減され、ジオデータベースの負荷も 1 サーバに 小化さ

れました。これは当初の提案と比べて、大幅なコスト削減となります。 

サンプル データ セットを使用してマップ キャッシュ処理のスケジュールが評価され、完全な全

国参照マップは 1 週間の処理時間で作成可能となりました。このデータ キャッシュはピーク時

の市民申告期間に更新や変更の必要がないので（データが固定的なので）、これは労力を投入

する価値の高い作業です。 

8.7.1.3 キャッシュ対応クライアント アプリケーション 

3 番目の設計オプションは、ArcGIS Server Mobile ADF アプリケーションを使用してローカル キ
ャッシュ データ ソースを処理するというものです。Mobile ADF クライアントのデモが

Windows デスクトップ プラットフォームで実施され、このクライアント テクノロジを使用して

必要な編集機能をサポートできることが実証されました。Mobile ADF クライアント テクノロジ
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は標準の Windows 表示環境で非常に優秀なパフォーマンスを示し、市民申告で必要となるすべ

ての機能を実現しました。 

ArcGIS Server Mobile ADF の標準 ESRI ワークフローを使用して、設計分析を行いました。  キャ

ッシュされた参照レイヤはあらかじめ各地方サイトに提供され、ローカル ワークステーション

で稼動する Mobile ADF からのアクセスはファイル共有を通じて実行されます。Mobile ADF ク

ライアントは政府の LAN を通じて、動的な市民申告レイヤへの変更を送受信します。ユーザ表

示は、ローカル参照マップ キャッシュと Mobile ADF キャッシュ内のポイント レイヤにサポー

トされるので、非常に高速に実行されます。ポイント レイヤのキャッシュは中央データ センタ

ーのジオデータベースにより表示が変わるたびに更新され、編集されたポイント レイヤはバッ

クグラウンドのデータ交換として中央サーバに送信されます。 

図 8-29 
ArcGIS Server の Mobile ADF 

（単一動的レイヤ、キャッシュされた参照レイヤを使用） 

（システム設計分析サマリ） 

v 

ピーク時における中央データ センターのトラフィック負荷は 1.7 Mbps に減少し、現データ セン

ターのワイド エリア ネットワーク（WAN）によるサービス接続で使用可能な伝送容量内に納

まりました。地方オフィス サイトは使用可能な 1.5 Mbps WAN 接続で十分に機能し、実際のト

ラフィックは大きなサイト負荷に対しても 0.1 Mbps 未満です。既存のインフラストラクチャで

ピーク時の WAN トラフィック負荷をサポートし、各リモート デスクトップへのサービスを保
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証することができます（Mobile ADF クライアントは、WAN 接続が切れたときはスタンドアロ

ン システムとして機能を継続し、通信が回復したときに編集結果を中央サーバに送信すること

ができます）。 

必要となる中央のハードウェアは、2 台の Web/コンテナ複合マシンに削減され、データ サーバ

の負荷は 小となりました。 

キャッシュ対応クライアント アプリケーションが、当初に提案された中央配置型 Web アプリケ

ーションによる動的ソリューションと比べて、大幅なコストとパフォーマンスのメリットをも

たらしたことは明白です。 適化されたマップ キャッシュ ピラミッドとしてマップ参照レイヤ

を事前に作成することにより、大幅に表示パフォーマンスを改善することができます。ローカ

ル マップ キャッシュを通じて参照レイヤにアクセスできる高機能なデスクトップ クライアント

を使用することにより、さらにネットワーク トラフィックを削減し、表示パフォーマンスをよ

り改善することができます。正しいテクノロジの選択により、システムの総コストとユーザ生

産性に大きな違いをもたらすことができます。 

8.7.2 データ キャッシュの構築 

ArcGIS Server 9.2 には、マップ サービスとして事前に作成された画像を提供するために、 適

化されたマップ キャッシュ ピラミッドを構築し管理する自動処理機能が導入されています。

ArcGIS Server のグローブ サービスは、事前に作成された 3D グローブ キャッシュ画像を ArcGIS 
Explorer、または 3D 表示用 3D Analyst を搭載した ArcGIS Desktop にストリーミングします。キ

ャッシュされた画像は、高パフォーマンス表示のためにクライアントに格納されます。また、

ArcGIS Server は 2D マップ キャッシュ サービスも提供し、これは 2D Web アプリケーション、

および ArcGIS Desktop や ArcGIS Engine ソフトウェアを使用して開発されたカスタム デスクト

ップ クライアント向けのデータ ソースとして使用できます。図 8-30 は、キャッシュされたマッ

プ サービス画像の構造について、概要を示しています。 

図 8-30 
キャッシュ対応マップサービス 

 

キャッシュ対応マップ サービスは事前に作成されたデータ画像のピラミッドで構成され、 上

位の縮尺レベルは１倍のマップ解像度を持ち、ピラミッドに倍の縮尺レベルが追加されるたび

に、各画像は倍の解像度を持つ 4 つの画像に分割されます。クライアントがキャッシュされた

データにアクセスすると、マップ表示で要求した解像度のタイルのみが配信されます。各タイ

ルは、クライアント アプリケーションにより 1 つの参照レイヤとして互いに結合されます。事
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前作成のための総時間は、マップ キャッシュ内の総画像数、および平均的なマップ表示を生成

するためのマップ サービス時間により決定されます。 

図 8-31 を使用すれば、おおまかなマップ キャッシュ作成時間を見積もることができます。 

図 8-31 
マップ キャッシュの作成 

 

上記のチャートは、 上位縮尺レベルの 1 つのタイルから構築を開始し、ある縮尺レベルに達

するまでの処理時間の見積もりを示しています。3 種類のマップ作成時間がグラフに描かれてい

ます（シンプルなマップ表示の場合は 0.5 秒、中程度のマップ表示は 1 秒、重いマップ表示は 5
秒）。チャートは、平均的なマップ作成時間が 5 秒の場合、9 レベルの作成で 100 時間かかるこ

とを示しています。さらに 2 レベルを作成するには、2000 時間以上かかります（1 マップ タイ

ル当たり 5 秒で 11 レベルを作成する場合）。このチャートは、1 つのマップ タイルを作成する

時間に、マップ キャッシュ ピラミッドを完成するのに必要な総タイル数を単純に掛けて作成し

たものです。 

マップ キャッシュの作成時間を見積もるには、全体のキャッシュ エリアから同じエリアのごく

一部のデータセットを選択することを推奨します。そのサンプル エリアのマップ キャッシュを

構築し、シンボルとラベルの出力、および主なマップ クライアントを使用したパフォーマンス

をテストします。小さなサンプル エリアのキャッシュ作成時間を使用し、残りのマップ キャッ

シュの作成時間を見積もります。 

ArcGIS 9.3 では、マップ キャッシュの構築と管理に関して、これらのテクノロジを広範な運用

シナリオに適用させるための追加オプションが提供されています。 
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パーシャル キャッシュ：パーシャル キャッシュは、データの範囲内の優先度の高い範囲に対し

てキャッシュを構築できます。パーシャル キャッシュは範囲と縮尺レベルの両方で指定可能で

あり、事前に作成するマップ キャッシュの範囲と縮尺レベルに適度な柔軟性を持たせることが

できます。 

オンデマンド キャッシュ： 初のリクエストでは、マップは動的なデータ ソースから生成され、

その結果のタイルがマップ キャッシュに追加されます。これらのタイルに対して次回の要求が

行われると、マップ キャッシュから提供されるので、よく利用されるマップ範囲では表示パフ

ォーマンスが大幅に向上します。 

図 8-32 は、ArcGIS Server のマップ サービス プロパティの[キャッシュ]タブを示しています。マ

ップ キャッシュは計算集約型の処理であり、定義されたマップ キャッシュ プロパティに基づい

て、自動的に次々とタイルを生成します。マップ キャッシングは複数の並列的なサービス イン

スタンスにより実行され、ArcGIS Server はこれらサービスの動作を調整し、規定されたマップ 
キャッシュを構築、格納します。 

図 8-32 
マップ キャッシュ構築のための SOC インスタンス数の適正化 

 

ローカルなイメージ ファイル データ ソースを使用するとき、各マップ キャッシュ インスタン
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スはプラットフォームのコアを消費します。 適なサービス設定では、サーバが 100％の処理能

力で稼動できるように 5 個のインスタンスを指定します。Windows のパフォーマンス タスク モ
ニタを使用すれば、マシンが 100％の使用率で稼動していることを確認できます。マップ キャ

ッシュに DBMS データ ソースが含まれている場合は、100％の使用率に達するために、サービ

ス インスタンスをさらに 1 つか 2 つ追加することができます。ハードウェア プラットフォーム

の処理リソースをフル活用するには、十分なインスタンスを設定することが重要です。 

長いキャッシュ ジョブは、いくつかのセクションに分けて実行するのが 適な方法です。1 つ

のキャッシュ エリアあたり、8～10 時間で完了するように計画するのが適切であり、これによ

りジョブを安定したプラットフォーム環境で実行することができます。また、これによりシス

テムを定期的に再起動し、各ジョブ セクションの間にプラットフォーム環境を保守して信頼性

を高めることができます。 

図 8-33 は、上記の説明に従ってハードウェアを活用する例を示しています。この例では、キャ

ッシュ ジョブは 500 時間の処理を必要としています。1 つのインスタンスの場合は、完了する

まで 500 時間かかります。4 コア マシンで 5 つのインスタンスを実行すると、同じジョブが 125
時間で完了します。2 台の 4 コア マシンで 10 インスタンスを実行すると（各 5 インスタンス）、

同じジョブが 65 時間で完了します。 

図 8-33 
マップ キャッシュ処理プロファイルのサンプル 

（500 時間の処理） 

 

 

様々なキャッシング シナリオを評価することにより、事前に作成されたデータ キャッシュをよ

り柔軟に使用できるようになり、今後の GIS 運用のパフォーマンスと拡張性を向上させること

ができます。これまでの経験から、事前に作成されたマップ データは、ユーザにプラスの効果

をもたらすことがわかります。ArcGIS Server を使用すれば、より生産性の高い高品質なエンタ

ープライズ GIS 運用を実現できます。 

8.8 ソフトウェア パフォーマンスのまとめ 

これまでの経験を活用すれば、より優れたソフトウェア ソリューションを選択し構築すること

ができます。ソフトウェアのパフォーマンスについて理解することにより、導入リスクを減ら

し、ユーザの時間と費用を節約することができます。この章では、以下のベスト プラクティス
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について説明しました。 

 適なマップ表示を公開する 
 パフォーマンスを改善するためにレイヤを削減する 
 適な画像表示により、ネットワーク トラフィックが削減される 
 高パフォーマンスなデータ ソースを保持する 
 高パフォーマンスな Web サービスを構成し、保守する 
 ディスクの競合を避ける 
 キャッシングを活用する 
 正しいテクノロジ ソリューションを選択する 
 事前処理では、使用可能な処理リソースを活用できる設定を行う 

次の章では、ハードウェア プラットフォームの性能について詳細に検討し、どのサーバ プラッ

トフォームがソフトウェアの処理要件を満たすかを説明します。処理のニーズを理解すること

が、正しいソフトウェアを選択するための第一歩です。その後で、プラットフォームの性能に

ついて理解します。 
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9 プラットフォームの性能 
第 7 章「パフォーマンスの基本」では、すべてのハードウェア プラットフォームは同じ性能で

あるという仮定で、システム構成のパフォーマンス モデルを提示しました。第 8 章「ソフトウ

ェアのパフォーマンス」では、パフォーマンスと拡張性の高いソフトウェア ソリューションを

構築するためのベスト プラクティスと、パフォーマンスのニーズを満たす正しいソフトウェア 
テクノロジを選択することの重要性について説明しました。この章ではハードウェア プラット

フォームの性能に焦点を当て、システム パフォーマンスのニーズを満たす正しいコンピュータ 
テクノロジを選択することの重要性を共有します。 

9.1 プラットフォームの性能基準 

今日我々が生きている世界は、急速なテクノロジの変化による恩恵を受けています。様々な情

報を処理し、それを社会に活かす活動を続ける中で、テクノロジの進歩は直接 GIS ユーザの生

産性に影響を与えます。この変化に対処し、テクノロジのメリットを 大限に活かすことこそ、

ビジネスや人生に成功するカギといえます。 

システム設計を行うには、ユーザのパフォーマンス ニーズを確定することが必要です。ユーザ

の生産性に対する要件は、システムのニーズに応えるためにユーザが選択したワークステーシ

ョン プラットフォームを見ればわかります。GIS ユーザは、これまでプラットフォームの性能

に満足したことはなく、毎年、パワー ユーザは、処理ニーズを満たす 高のコンピュータ テク

ノロジを探し求めています。増え続けるユーザ デスクトップの処理要件を満たすためには、ア

プリケーション サーバとデータ サーバをアップグレードする必要があります。 

GIS ユーザのパフォーマンスに対する期待は、過去 10 年間で劇的に変ってきました。このユー

ザの生産性の変化は、増大するプラットフォーム性能と低下するハードウェア コストによって

可能となりました。 
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図 9-1 は、1997 年 2 月の ARC/INFO 7.1.1 のリリース以来、性能基準に従って GIS ユーザが選択

してきたデスクトップ プラットフォームを示しています。 

図 9-1 
期待されるユーザ パフォーマンス 

 

1997 年 2 月、ESRI 社は ARC/INFO 7.1.1 をリリースしました。この 初の Windows 版
ARC/INFO ソフトウェアは、Intel Pentium Pro 200 MHz プラットフォームに対応しています。こ

の新しい Windows ワークステーション環境により、GIS ユーザは、UNIX プラットフォームで前

年に利用できた性能のおよそ 2 倍の性能を、数分の 1 のコストで利用できるようになりました。 

1998 年 4 月、ESRI 社は ARC/INFO 7.2.1 をリリースしました。Intel は、Pentium II 300 MHz のプ

ラットフォームを販売し、それは Pentium Pro 200 より 50％速い処理速度を持っていました。

GIS ユーザは、すぐに新しいプラットフォーム環境へ移行し、生産性を向上しました。 

この同じ期間にプログラムを 適化した新しい ARC/INFO 7 シリーズが次々とリリースされ、

ARC/INFO アプリケーションのパフォーマンスが向上していきました。同じプラットフォーム

を使用した場合、ARC/INFO 7.1.1 を使用して作られたスクリプトは、ARC/INFO 7.2.1 を使用す

ることで処理速度は速くなります。ARC/INFO の性能基準の変化は、ソフトウェアの要件によ

るものではなく、より速く安くなったワークステーションとサーバ テクノロジがもたらしたパ

フォーマンスへの期待によるものです。 

1999 年 7 月、ESRI 社は ArcInfo 8（ArcGIS Desktop ソフトウェア）を初めてリリースしました。

またこの年、Intel Pentium III 500 MHz プラットフォームが ArcInfo のワークステーションとして

普及しました。Pentium III 500 MHz プラットフォームは、Pentium Pro 200 の 2.5 倍の処理速度が

ありました。 
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2000 年 5 月、ESRI 社は ArcInfo 8.0.2 をリリースしました。この年の夏に ArcInfo 8.0.2 が導入さ

れるにあたり、Pentium III 733 MHz プラットフォームが性能の基準となりました。Pentium III 
733 MHz プラットフォームは、Pentium Pro 200 の 4.7 倍の処理速度があります。 

その後 2001 年までは、それほど性能の向上はありませんでした。性能向上のスピードが遅くな

ったのは、ベンダが次世代プロセッサ テクノロジを開発していたためです。そして、Pentium III 
900 MHz プラットフォームが、ArcInfo 8.1 のリリースをサポートする性能基準となりました。 

2002 年 6 月、Intel Xeon MP 1500 MHz サーバが著しい性能の向上を見せました。Intel の 1500 
MHz チップにはいくつか性能の問題があり、導入は秋まで遅れましたが、Intel Xeon MP 1500 
MHz プラットフォームは ArcInfo 8.2 のリリースに対する性能基準として採用されました。 

2003 年 6 月では、Intel Xeon MP 2000 MHz プラットフォームが、当時 新の Windows サーバ テ
クノロジでした。Intel Xeon MP のパフォーマンス問題は解決され、2000 MHz プロセッサが 新

のサーバ プラットフォームをサポートしていました。このサーバは前年、驚くほど性能が向上

し、Intel Xeon 2400 MHz ワークステーションと匹敵する性能になりました（Pentium Pro 200 の

約 11 倍の処理速度）。また、Intel はこの年の前半に Intel Xeon 3060 MHz ワークステーションを

リリースし、秋には 2800 MHz サーバのリリースを計画していました。Intel Xeon 2400 MHz プラ

ットフォームは、2003 年の性能基準に選ばれています。 

2004 年 6 月は、Intel Xeon MP 3000 MHz プラットフォームが、当時 新の Windows サーバ テク

ノロジでした。このサーバは前年、驚くほど性能が向上し、Intel Xeon 3200 MHz ワークステー

ションと匹敵する性能になりました。また、Intel はこの年の前半に Intel Xeon 3600 MHz ワーク

ステーションをリリースし、Intel Xeon 3200 MHz プラットフォームは、2004 年の性能基準に選

ばれています（Pentium Pro 200 の 19 倍以上の処理速度）。 

2005 年は、CPU 温度に関するテクノロジの限界のため、性能の向上はわずかなものでした。そ

のため 2005 年夏までは、Intel Xeon MP 3000 MHz プラットフォームがサーバとして使用されま

した。GIS ユーザのプラットフォーム性能基準が変更されなかったのは、この 10 年以上の中で

これが初めてでした。 

2006 年、ハードウェア ベンダは優れた性能強化を行いました。デュアルコア プロセッサ テク

ノロジが導入され、一般的なサーバ プラットフォームの処理能力が 2 倍になり、ハードウェア 
コストが削減されました。Intel Xeon 4 CPU（2 デュアル コア）3773 MHz のサーバは、以前の

Intel Xeon 2 CPU 3800 MHz のサーバに相当しますが、その 2 倍の計算能力を持っています。

3800 MHz のサーバ（デュアル コア 3773 MHz のサーバ）は、2006 年の GIS ユーザ性能基準に選

択されました。 

Advanced Micro Devices（AMD）社は、Intel 社と競合するチップ開発メーカーですが、Intel の
MHz 値の高いサーバの消費電力と発熱量が大きいことに対する懸念が広がるにつれて、AMD プ

ラットフォームの評判が高まってきました。AMD 社は、低い MHz 値のプラットフォーム ソリ

ューションを提供しましたが、その性能は Intel 製の高い MHz 値のプロセッサを搭載したプラッ

トフォームに匹敵しました。Hewlett-Packard 社は、発熱量と電力消費が小さい新しい AMD プラ

ットフォームを支持し、新しい HP ブレード サーバの導入においてサーバ テクノロジを選択す

る際に、AMD プラットフォームの採用を推進しました。Dell 社は、Intel の代わりに AMD サー

バ テクノロジの販売を開始することに決定しました。その年の中ごろに、Intel は、新しい Intel 
Xeon 3000 MHz の普及版サーバをリリースしました。この機種は、デュアル コア ソケット、

1333 MHz フロント サイド バス、4 MB L2 キャッシュを搭載し、Intel Xeon 3800 シリーズより処

理速度が 40％速くなっています。 

新しいデュアル コア テクノロジは、セントラル プロセシング ユニットの省略形である CPU と
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いう用語を使い続けることに異議を唱えました。ベンダは、計算集約型のプラットフォーム性

能と処理能力を実現するコア プロセシング ユニットを特定するための新しい名前を導入しまし

た。新しい命名規則は 2007 年に本書にも適用され、CPU はコアに置き換えられました。また、

ソケットという用語も採用され、ESRI ソフトウェアの変更された価格設定モデルを参照する際

に使用されます（ベンダによってはソケットに搭載されたチップを参照します）。したがって、

デュアル コア プロセッサを搭載した新しい Intel Xeon 3000 MHz プラットフォームは、Intel 
Xeon 4 コア（2 ソケット）3000 MHz プラットフォームとして参照されます。 

4MB L2 キャッシュを搭載した新しい Intel Xeon 4 コア（2 ソケット）3000 MHz プラットフォー

ムは、2007 年の性能基準に選択されました。このプラットフォームは、2006 年の中旬にハード

ウェア ベンダにより初めて導入されました。それ以降、ベンダは、同じチップ テクノロジを採

用した様々な構成をリリースしました（1600 MHz～3000 MHz のデュアル コア ソケット構成、

および 1600 MHz～2666 MHz のクアッド コア ソケット構成）。 

2007 年には様々な組み合わせのハードウェア構成が提供され、低価格、低スループット向けの

設計もあれば、パフォーマンス重視の設計もありました。そのため、ユーザのパフォーマンス 
ニーズを満たすハードウェア構成を明確に特定するのが難しくなりました。そこでベンダは、

各プラットフォームにプロセッサのモデル番号を記載し、具体的な設計構成をより明確に特定

できるようにしました。2007 年性能基準は、Xeon 5160 4 コア（2 ソケット）3000 MHz プラット

フォームとして、より具体的に特定されました。 

2008 年もプラットフォーム性能は向上を続け、クアッド コア プラットフォームが普及しました。

ESRI ソフトウェアの価格設定は、プロセッサ コア数に基づいています。2008 年性能基準には、

Xeon 5260 4 コア（2 ソケット）3333 MHz プラットフォームが選択されました。 
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図 9-2 は、過去 8 年間の Intel ワークステーションの性能をグラフで示しています。このチャー

トは、2000 年以降の相対的なプラットフォーム性能の急激な変化を示しています。プラットフ

ォーム メーカーがもたらしたテクノロジの変化により、過去 10 年間に渡って性能と処理能力が

大幅に強化されました。 

図 9-2 
プラットフォームの性能基準 

 

チャートの下部に示されたボックスは、ESRI サイジング モデルのために選択された性能基準を

表しています。これらの性能基準は、毎年見直しと更新が行われ、急速に変化するハードウェ

ア テクノロジに歩調を合わせています。 

長年に渡るハードウェア性能の変化は、ユーザのキャパシティ プランニング、およびユーザの

パフォーマンスと拡張性への期待を満足させようと努めているソフトウェア ベンダに、独自の

課題をもたらしました。キャパシティ プランニング、性能、および拡張性の問題に対処する場

合、ハードウェア性能の違いに対応する方法を理解することが重要です。 
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図 9-3 は、過去 8 年間に渡ってユーザの期待が変化してきた様子を示しています。ArcGIS 
Desktop のシンプルな動的マップ表示処理に、2000 年には約 6 秒かかっていました。今日では同

じマップ表示が 0.6 秒未満で表示可能であり、ほんの 8 年前より 10 倍も速くなりました。この

パフォーマンス向上はすべて、プラットフォーム テクノロジの変化によるものです。 

図 9-3 
マップの作成時間 
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プラットフォーム テクノロジの変化がどれほど貢献しているかを認識することが、システムの

キャパシティ プランニングを理解する基本となります。図 9-4 は、1992 年以来使用してきた、

プラットフォーム性能とシステムのキャパシティ プランニングを関連付ける簡単な関係式を示

しています。 

図 9-4 
プラットフォーム性能の違いへの対応方法 

 

この関係式は、単純に次のことを述べています。サーバ A（サーバ A がサポートするクライア

ント）が処理できる作業量が確定し、サーバ A とサーバ B の相対的な性能がわかっている場合、

サーバ B が処理できる作業量を特定できます。この関係は、シングル コア サーバ間（1 つのコ

ンピュータ プロセシング ユニットを持つサーバ）の場合、および同じ数のコアを持つマルチ コ
ア サーバ間の場合に成立します。また、サーバ A とサーバ B の相対的な処理能力を比較できる

場合、この関係は成立します。 

プラットフォームの相対的な性能と処理能力の公正な測定値を特定することは、非常に重要な

ことです。適切な性能ベンチマークの選択、およびテストの実行方法と公開に関する合意は、

すべて慎重に取り扱うべきマーケティング上の問題です。 

図 9-5 は、SPEC（Standard Performance Evaluation Corporation）により公開されたミッション ス
テートメントを示しています。SPEC は、ハードウェア ベンダによる非営利団体であり、1980
年代に、プラットフォームの相対的な性能を測定して結果を共有するためのガイドラインを策

定する目的で設立されました。 
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図 9-5 
相対的なプラットフォーム性能の測定方法 

 

 

SPEC は、計算集約型のベンチマークであり、プラットフォームの相対的な処理能力の測定基準

として、1992 年以降 ESRI 社が使用してきました。それ以降、これらの相対的性能測定基準は、

システム アーキテクチャ設計のためのプラットフォーム サイジング モデルと共に、ESRI ユー

ザのキャパシティ プランニングをサポートするために使用されました。SPEC ベンチマークは、

テクノロジの変化に対応し、測定基準を改善するために、1996 年と 2000 年に更新されました。  
新しい SPEC2006 が 2006 年に公開され、これに伴って ESRI システム アーキテクチャ設計サイ

ジング モデル用のプラットフォーム性能測定基準（2007 年版基準 Arc07）が提供されました

（SPEC が新しいベンチマークを導入すると、テストと結果の公開にために通常 6～12 ヶ月の重

複期間が存在します）。 

SPEC2000 と SPEC2006 のベンチマーク サイトでは、各ベンダによる 45 を超えるプラットフォ

ームが公開されました。これらのテスト結果は、キャパシティ プランニングのために 2 つのベ

ンチマーク セット間の変換関数を計算するために使用されました。公開されたベンチマーク結

果の比率（SPECrate_2000/SPECrate_2006）は、変換関数の平均値を特定するために、グラフ上

にプロットされています。図 9-6 は、この分析の結果を示しています。 
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図 9-6 
SPECrate2000 から SPECrate2006 への変換 

 

 

SPECrate_int2000 ベンチマークの公開値を 2.1 で割った値は、SPECrate_int2006 ベンチマークの

推定値に変換されます。一方、SPECrate_int2006 ベンチマークの公開値に 2.1 を掛けた値は、

SPECrate_int2000 ベンチマークの推定値に変換されます。古いプラットフォーム テクノロジの

方が、新しいテクノロジよりも SPEC2006 ベンチマークの値がよいことは興味深いことです（新

しい Intel Xeon 51xx シリーズのプラットフォームは変換比率が 2.2 を超えていますが、古い Intel 
Pentium D プラットフォームの変換比率は 2.0 を下回っています）。 

SPEC は、整数計算用と浮動小数点計算用にそれぞれ別のベンチマークを提供しています。CPU
は、整数計算、または浮動小数点計算向けに 適化されており、これらの環境により性能は大

きく異なります。ArcGIS テクノロジのリリース以降、ESRI ソフトウェアのテストは整数用ベン

チマークの結果に基づいて行われてきました。これは、ESRI ArcObjects ソフトウェアが主に整

数計算を使用していることを意味しています。ArcGIS ソフトウェア テクノロジを使用する場合、

相対的なプラットフォーム性能の計算にも整数用ベンチマークを使用する必要があります。 

SPEC は、ベンチマークの実施と結果の公開のために、2 つの方式を提供しています。

SPECint2006 ベンチマークでは、1 つのベンチマーク インスタンスの実行時間を測定し、この測

定結果を相対的なプラットフォーム性能の計算に使用します。SPECint_rate2006 ベンチマークで

は、複数のベンチマーク インスタンスを同時に実行し（ 大プラットフォーム処理能力）、24
時間に渡って実行可能ファイルのインスタンス サイクルを測定します。SPECint_rate2006 ベン

チマーク結果は、プラットフォーム キャパシティ プランニングの相対的な測定基準として、

ESRI システム アーキテクチャ設計サイジング モデルの中で使用されます。 

各ベンチマークに対して、SPEC サイトでは、 適化前と 適化後の 2 種類の値を公開します。  
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通常、 適化前の基準値がベンダにより 初に公開され、 適化後の値はチューニング作業が

加えられた後で公開されます。公開されたベンチマークはいずれも、相対的なサーバ性能を推

定するために使用できます。ただし、 適化前のベンチマークを使用した場合は、もっとも低

めに見積もった相対的な性能が提供されます（チューニングによる影響を除去）。 

図 9-7 は、公開された SPEC2006 ベンチマーク スイートの概要を示しています。 適化前の

SPECint_rate2006 ベンチマーク結果は、プラットフォームの性能と処理能力を計画するために、

ESRI システム アーキテクチャ設計ドキュメントの中でベンダが公開した参考情報として使用さ

れます。 

図 9-7 
相対的なプラットフォーム性能 
（SPEC2006 ベンチマーク スイート） 

 

SPEC性能ベンチマークは、Webサイトwww.spec.orgで公開されています。ESRIキャパシティ プ
ランニング ツールには、公開されたSPECrate_integerベンチマークを一覧する 2 つの参照タブが

含まれています（キャパシティ プランニング ツールについては第 10 章で説明します）。

[SRint2000]タブには、SPECサイトで参照可能なすべてのベンダの公開されたSPECrate_int2000
ベンチマークが記載されています。SPECのSRint2000 ベンチマークの公開は、2007 年 1 月で停

止されました。  現在、新しいプラットフォーム ベンチマークは、SPECrate_integer2006 サイト

（[SRint2006]タブ）で公開されています。ベンチマーク タブの 終更新日は、リンク名と共に

表示されています。SPECサイトへのホット リンクは、キャパシティ プランニング ツール

（CPT）の[ハードウェア]タブの一番上に存在します。 

www.spec.org


 
システム設計ガイド 9  プラットフォームの性能 
  

 C11144-12 

 

 
 

ESRI 技術参考書 9-11 

図 9-8 は CPT の[ハードウェア]タブの配置を示し、SPEC サイトの一部を表示したものです。 

図 9-8 
SPEC の Web サイト 

 

SPEC の Web サイトでは、数種類のベンチマークが公開されています。[SPECrate2006 Rates]を
選択してそのページへ移動し、必要な選択を行う箇所までスクロール ダウンします。そこで、

検索で表示する具体的な項目を選択します。プロセッサの MHｚはデフォルトでは選択されて

いないので、指定することを推奨します。 

CPT の[SRint2006 結果]タブには、新たにテーブルに追加したカラム（ベースライン/コア）が含

まれています。これにより、個々のコアの処理性能が特定されますが、この値は 1 つのシーケ

ンシャル表示を行うための、相対的なプラットフォーム処理性能を確定するために使用できま

す。コア当たりの相対的な処理性能値により、各プラットフォームの性能を比較することがで

きます。 

9.2 プラットフォームの性能 

ハードウェア ベンダのテクノロジは、過去 10 年間に渡って急速に変化してきました。ハードウ

ェア性能の向上により、広範で強力なソフトウェアの導入が可能となり、ユーザの生産性が改

善されました。この 10 年間で経験したビジネス生産性向上のほとんどは、コンピュータ処理の

高速化によりもたらされたものです。 今日のテクノロジは、ほとんどの業務ワークフローに対

して十分な処理速度を持っており、これ以上の計算処理の高速化はあまり意味を持たなくなっ

ています。ほとんどのマップ表示は、1 秒以下で実行されます。長距離間の Web サービスへの

アクセスも、高速で行なわれます。業務ワークフローのほとんどは思考時間、つまりユーザが

次の情報を要求する前に表示内容について考える時間です。 

将来のユーザ生産性向上のほとんどは、疎結合状態の運用、切断状態の処理、モバイル運用、

事前作成されたキャッシュ マップ、および分散情報ソースの統合とそれに対する高速アクセス
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によりもたらされると考えられます。システムの処理能力は非常に重要ですが、システムの可

用性と拡張性がもっとも重要です。テクノロジが提供する情報の質により、ユーザの思考時間

をもっと生産的にすることができます。 

2004 年と 2005 年にハードウェアの処理能力は技術的な障壁に突き当たり、プラットフォームの

リリースにより得られた性能の向上はゆるやかなものでした。次にリリースされるプラットフ

ォームへのアップグレードにより得られるユーザ生産性の向上が少なかったため（処理速度の

大幅な向上がなかったため）、前年ほどコンピュータの売り上げが伸びませんでした。ハード

ウェア ベンダは、市場の状況を変化させる方法を模索し、低価格と処理能力の高さに焦点を絞

った新しいテクノロジを導入しました。また、ベンダは、モバイル テクノロジ、ワイヤレス操

作、および情報へのよりシームレスなアクセスを推進することも重視しました。マーケットの

シェア争いは過酷になり、コンピュータ メーカーはトップの座を維持するために、支出を抑え

て人件費を切り詰めました。2006 年には、AMD テクノロジの評判が高まり、低コストで処理能

力を高めることに関心が集まる中で、いくつかのサプライズがありました。大きなサプライズ

の 1 つは、Intel が新しいデュアル コア プロセッサ シリーズ（シングル コア ソケットの 2 倍の

処理能力）によりこれまでの水準を上げ、新たな性能の向上をもたらしたことです。この大幅

な性能向上は、コストの削減と同時に実現されました。ハードウェア ベンダのパッケージ技術

（ブレード サーバ テクノロジ）、および仮想サーバ（処理環境をハードウェアから切り離して

抽象化する）への関心の高まりにより、所有コストはさらに削減され、より小さなスペースで

高い処理能力を提供できるようになりました。 

図 9-9 は、Windowsオペレーティング システムをサポートするプラットフォームの、ベンダが

公開したシングル コア ベンチマーク1について、概要を示しています。 

 
 
1 SPECrate_int2006 スループット ベンチマークは、様々なサーバ構成に対して公開されます。1
つの GIS マップ表示はシーケンシャルに実行され、表示パフォーマンスはプロセッサのスピー

ドで決まります。これは、コア当たりのプラットフォーム スループットで表すことができます。

コア当たりのプラットフォーム スループットは、公開されたスループットをプラットフォーム

に搭載された総コア数で割ることで計算できます。 
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図 9-9 
各機種のプラットフォーム性能：Windows 

Windows プラットフォーム 

 

2MB L2 キャッシュを搭載した Intel Xeon 3200 MHz プラットフォーム（シングル コア

SPECrate_int2000 = 18 / SPECrate_int2006 = 8.8）は、2004 年にリリースされましたが、2005 年ま

ではもっとも性能の高いワークステーション プラットフォームの 1 つでした。SPECint_rate2000
ベンチマーク結果（18）は、Arc04 と Arc05 の性能基準として使用されました。2005 年は、1992
年以降プラットフォーム性能の顕著な変化が見られなかった 初の年でした（ほとんどの GIS
運用は、処理速度の比較的遅いプラットフォーム テクノロジでサポートされていました）。 

2006 年初頭には、Intel Xeon 3800 MHz と AMD 2800 MHz シングル コア ソケット プロセッサの

リリースにより、顕著な性能の向上が見られました。2006 年 5 月には、Arc06 性能基準として

22（SPECrate_2006 = 10.5）が選択されました。5 月以降、Intel は、新しい Intel Xeon 5160 4 コア

（2 ソケット）3000 MHz プロセッサ、およびシングル コア SPECrate_int2000 ベンチマークが 30
（SPECrate_int2006 = 13.4）のデュアル コア チップ プロセッサをリリースしました。これらの

プロセッサは、以前の 3.8 MHz のリリースより、発熱量と電力消費が少なくなっていました。

Arc07 性能基準である 14（SPECrate_int2006 = 14）は、Intel 3000 MHz テクノロジに基づいて選

択されました。 

テクノロジは 2008 年も進歩を続け、サーバの価格競争力はさらに高くなりました。ハードウェ

ア ベンダはプラットフォームのデュアル コア チップ化を推進し、低パフォーマンス、低電力構

成のハードウェア価格を低下させています。2008 年性能基準には、Xeon 5260 4 コア（2 ソケッ
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ト）プラットフォームが選択されました。ハードウェアの価格が下がり、シングル コアの性能

が向上を続けている状況では、将来の展望は明るいといえます。 

図 9-10 は、ベンダが公開した UNIX オペレーティング システムをサポートするプラットフォー

ムのシングル コア ベンチマークについて、概要を示しています。 

図 9-10 
各機種のプラットフォーム性能：UNIX 

UNIX プラットフォーム 

 

UNIX 市場は、大規模な「高拡張性」テクノロジ（高価な高性能サーバ環境）に焦点を当ててき

ました。これらのサーバ プラットフォームは、大規模データベース環境、および重要なエンタ

ープライズ ビジネス運用をサポートするために設計されました。UNIX プラットフォームは従

来から、Intel および AMD の「普及版」サーバよりも高価であり、一般的にこのオペレーティン

グ システムは、より安全で安定性のあるコンピュータ プラットフォームを提供しています。 

IBM（PowerPC テクノロジ）は、UNIX 環境では優れた性能を提供するリーダー的存在です。

Sun も強力な競争相手であり、ハードウェア市場のシェアは大きく、特に GIS 市場では多くの固

定ユーザを抱えています。GIS ユーザの多くは、重要なエンタープライズ ジオデータベース運

用を UNIX プラットフォーム環境でサポートしています。 

ハードウェア ベンダは、コストの削減に努め、購入時のオプションを増やしています。そのた

め、ユーザは、パフォーマンスのニーズと処理能力に対する要件を理解することが重要になり

ます。これまでは、新しいハードウェアには 新のプロセッサが搭載されており、ユーザは、
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新たに購入したプラットフォームにより生産性が向上し、運用が改善されることを期待しまし

た。 

図 9-11 は、DELL のサイトで選択可能なプラットフォーム コンポーネントについて、概要を示

しています。選択したプラットフォームは、2008 年版の ArcGIS Server コンテナ マシンとして

推奨する構成です。 

図 9-11 
正しいプラットフォームの特定 
必要なプラットフォームの選択方法 

 

一般的に、アプリケーション サーバの選択は、以下の点に考慮して行います。 

理想的な構成は、適切なプロセッサ、メモリ、およびハードディスク ドライブによる構成です。

2 つの Xeon X5260 デュアル コア 3333 MHz プロセッサ、8 GB 667 MHz メモリ、標準の 64 ビッ

ト Windows オペレーティング システム、およびデュアル RAID-1 146 GB ディスク ドライブを

搭載した Dell PowerEdge サーバは、8,000 ドル足らずで購入できます。 

プロセッサ：X5260 3333 MHz プロセッサは、コア当たり 高の性能を提供します。Xeon X5460 
3166 MHz プロセッサを選択すると、全体のコストは 1000 ドル増加しますが、システム スルー

プット（処理能力）は 60％増加します。さらに次の事実が隠れています。Xeon X5450 プロセッ

サの性能は、Intel Xeon X5260 構成の 81％です。「エネルギー効率」のよい X5430 クワッド コ
ア モデルの価格は印象的ですが、そのコア当たりの性能は X5260 プラットフォームの 63％しか

ありません。 

パフォーマンスと処理能力のニーズを満たす正しいプラットフォームを選択することは、これ
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までよりも難しくなっています。まず、本当のパフォーマンス ニーズを知る必要があり、購入

するときになってからプラットフォームの相対的な性能を特定することはできません。購入前

に調査を行って必要とするモデル番号を知る必要があり、そうしなければパフォーマンスの期

待を満たさないプラットフォームに失望することになります。 

図 9-12 は、現在の市場に存在するプラットフォームについて、それぞれのコア当たりの相対的

な性能を示しています。このチャートでは、参考のために SPEC のパフォーマンス基準値も示し

ています。 

図 9-12 
ベンダが公開したプラットフォーム性能 
（入手可能なデュアル コア チップの性能） 

 

クアッド コア プラットフォームは、デュアル コア プラットフォームよりも処理速度が低下し

ます。省電力で稼動するプラットフォームは、フル電力構成よりも処理速度が低下します（省

電力はユーザ生産性の低下を意味します）。実際に購入する前に何を購入すべきかを理解する

ことにより、選択した新しいプラットフォームの性能に大いに満足することができます。 
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9.3 ArcGIS Desktop プラットフォームのサイジング 

図 9-13 は、ArcGIS ワークステーション プラットフォーム テクノロジの概要を示しています。

このチャートは、過去 8 年間に経験した Intel プラットフォームの性能の変化を示しています。

新しい Xeon X3333 MHz デュアル コア プロセッサは、1997 年に ARC/INFO ワークステーション 
ユーザをサポートした Pentium Pro 200 プラットフォームと比べて、処理速度は 14 倍以上あり、

処理能力は約 28 倍あります。GIS テクノロジは、ESRI ハードウェア パートナーの目覚しい貢

献により進歩しました。 

図 9-13 
推奨するワークステーション プラットフォーム 

 

近の Windows 64 ビット オペレーティング システムのリリースとサポートは、ArcGIS Desktop
ワークステーション環境のパフォーマンスを強化する機会となりました。オペレーティング シ
ステムの実行可能ファイルのサイズと、GIS 運用をサポートする同時処理数が増えたことにより、

メモリが増加してメモリ アクセスが改善されました。これは、ArcGIS Desktop ユーザにとって

メリットといえます。ArcSDE データ ソースを使用する ArcGIS Desktop ワークステーションの

推奨する物理メモリは 1 GB であり、大きな画像やファイルベース データ ソースをサポートす

る場合は、2～4 GB 必要となります。 

ほとんどの GIS ユーザは、現在の Windows デスクトップ テクノロジが提供するパフォーマンス

にかなり満足しています。パワー ユーザと重い GIS 業務ワークフローを実行するユーザは、新

しい Xeon X5260 デュアル コア テクノロジ（6 MB L2 キャッシュ）による大幅な性能向上を期

待しています。デュアル コア テクノロジは、デスクトップ プラットフォームでは標準となりま

した。デュアル CPU 環境では、1 つのプロセスのパフォーマンス向上はわずかしか期待できま

せんが、複数の実行可能ファイルの同時処理により、大幅にユーザ生産性が向上します。ベン
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ダは、クアッド コア プロセッサを搭載したワークステーションも推進しています。ArcGIS 
Explorer 9.3 を使用した 3D イメージ ストリーミングなどの並列処理環境や、将来の 3D シミュレ

ーションの強化により、マルチコア ワークステーション環境が普及するでしょう。 

9.4 サーバ プラットフォームのサイジング モデル 

図 9-14 は、キャパシティ プランニング ツール（第 10 章で説明）で使用するプラットフォーム

構成モジュールの概要を示しています。この構成フレームワークは、システム アーキテクチャ

設計方法論を共有し、特定の運用パフォーマンスと拡張性に対するニーズを満たす適切なハー

ドウェア ソリューションを選択するために、第 11 章で使用されます。 

図 9-14 
サーバ プラットフォームのサイジング モデル 

 

プラットフォーム サイジング モデルは、ESRI ユーザのシステム アーキテクチャ設計計画と、

ベンダが提供するハードウェアの適切な選択をサポートするために、長年にわたって開発され

維持されてきました。これらのモデルについては、第 7 章の「パフォーマンスの基本」で基本

的な説明をしています。本章では、これらのキャパシティ プランニング モデルを現在のハード

ウェア テクノロジに適用し、適切なハードウェア選択に使用できる簡単なエンジニアリング チ
ャートを提示します。本章で提示するチャートは、第 7 章で説明したモデルと整合性があり、

このサイジング チャートを使用して、Excel によるキャパシティ プランニング ツールが特定し

た、標準の ArcGIS Desktop と Web マッピング サービスをサポートする推奨プラットフォームを

検証できます。 

9.5 Windows Terminal Serverプラットフォームのサイジング 

Windows Terminal Server は、リモート ターミナル クライアントが使用する中央に配置された

ArcGIS Desktop アプリケーションをサポートします。図 9-15 は、Windows Terminal Server によ

る標準的な 3 種類のソフトウェア構成を示しています。各サーバ構成に対して、それぞれプラ

ットフォーム サイジング チャートを提示します。 
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図 9-15 
Windows Terminal Server のアーキテクチャ 

 

図 9-15 は、標準的なプラットフォーム サイジング チャートを示しています。このチャートは、

本章の全体にわたって、選択したプラットフォーム構成をサポートするピーク時の同時ユーザ

数を特定するツールとして使用されます。これらのサイジング チャートでは、ハードウェア プ
ラットフォームを水平なラインで表しています。チャート上のプラットフォームの位置は、該

当のプラットフォーム構成に対するベンダが公開した SPECrate_int2006 ベンチマーク結果によ

り決定されます。 

第 7 章で説明したキャパシティ プランニング モデルは、これらのチャート上に表現されていま

す。このサイジング チャートにはプラットフォーム構成図が含まれており、インストールされ

たソフトウェア コンポーネントを示しています。第 7 章で説明した 1 分間当たりのピーク時マ

ップ表示数は、Arc08 コンポーネント サービス時間と一緒に使用され、特定の GIS ワークフロ

ーのサポートに必要なプラットフォーム仕様を特定します。プラットフォーム性能仕様は、サ

イジング チャートの縦軸にベンダが公開した SPECrate_int2006 ベンチマークとして表示されま

す。 

サイジング チャート上には斜めに伸びた 2 つの扇形が描かれています（10DPM、6DPM）。こ

れらの斜め線は、それぞれユーザの生産性を示しています（1 分間当たり 10 マップ表示、6 マッ

プ表示）。各扇形は、3 つの異なったデータ ソースに基づいたパフォーマンスを示す斜め線で

構成されています（小さなシェープファイル、ArcSDE ダイレクト コネクション、ArcSDE アプ

リケーション サーバ接続）。ピーク時のユーザ処理能力は、選択したプラットフォーム構成

（水平の線）と、対応するユーザ生産性のデータ ソース構成（生産性を示す扇形上の斜め線）

との交点を下に移動させて得られる X 軸の値により特定できます。 
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標準的な ArcGIS Desktop パワー ユーザ（以前の同時ユーザ サイジング モデルの業務ワークフ

ローと一致）は、1 分間当たり 10 マップ表示として表現できます。また、軽量な Web ユーザは、

1 分間当たり 6 マップ表示として表現できます。ユーザ生産性の概念は、Arc06 サイジング モデ

ルに導入されたパラメータです。業務ワークフローがより複雑な処理やマップ表示を行う中、

ユーザ生産性は徐々に低下する可能性があります（たとえば、1 回のマップ表示を 1 秒間で実行

できる場合は、1 分間に 10 回のマップ表示を行うワークフローをサポートできますが、複雑な

マップ表示に 2 秒間かかる場合は、ユーザ生産性が低下して 1 分間当たり 5 回のマップ表示にな

ります）。重要なことは、ユーザの情報表示に対する要件を理解し、利用可能なシステム リソ

ースを適切に使用してマップ表示の要件を満足させるアプリケーションを提供することです。 

9.6 ArcSDEジオデータベース サーバのサイジング 

 図 9-16 は、ジオデータベース サーバ プラットフォーム向けの推奨するソフトウェア構成オプ

ションを示しています。ジオデータベース トランザクション モデルは、ArcGIS Desktop と Web
マッピング サービスの両方のトランザクションに適用されます。通常、ジオデータベースは 1
つのデータベース サーバ ノードに配置されます。また、高い拡張性という要件を満たすには処

理能力の高いサーバが必要になります。ArcGIS Server 9.2 では、分散ジオデータベース レプリ

ケーション サービスが導入され、これを使用して 1 つのジオデータベースに対して複数のイン

スタンスをサポートすることが可能です。 

図 9-16 
ArcSDE ジオデータベース サーバ アーキテクチャの種類 
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処理能力のサイジングで使用する ArcSDE と DBMS の表示処理時間（サービス時間）はほとん

ど同じなので、ArcSDE を DBMS サーバにインストールした構成と、ArcSDE を DBMS サーバと

異なるサーバにインストールしたリモート サーバ構成のプラットフォーム サイジング モデルは

同一のものを使用します。以下に示す 2 つのプラットフォーム サイジング チャートは、1 つは

より一般的な処理能力を持つシステム構成向けであり（1,000 ユーザ以下）、もう 1 つは高い処

理能力を持つシステム構成向けです（1,000 ユーザ以上）。 

図 9-17 は ArcSDE ジオデータベース サーバ向けのプラットフォーム サイジング チャートであ

り、より一般的なサーバ プラットフォームの処理能力を示しています。 

図 9-17 
ArcSDE ジオデータベース サーバのサイジング（最大 8 コアのプラットフォーム） 
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上記のジオデータベース サイジング チャートには、斜めに伸びた 2 つの扇形が描かれています。

1 つは DBMS サーバに ArcSDE をインストールした構成の処理能力を示し、もう 1 つはダイレク

ト コネクション構成を使用してクライアント アプリケーションが DBMS サーバに接続する構成

（ArcSDE は DBMS サーバにインストールされない）の処理能力を示しています。クライアン

ト アプリケーションがジオデータベース ダイレクト コネクション構成を使用する場合は、デー

タベース サーバの処理能力が約 2 倍になります。 

過去数年にわたって、ジオデータベース プラットフォームの処理能力は劇的に向上しました。

2004 年に導入された Xeon 2 コア（2 ソケット）3200 MHz プラットフォームでは、アプリケーシ

ョン サーバ接続（ASC）構成で 100 未満の同時ユーザしかサポートできませんでしたが、ハー

ドウェア テクノロジの性能向上とともにマルチプロセッサの導入によって、Intel Xeon 2 チップ

による商用サーバ プラットフォームのピーク時処理能力は、800 同時ユーザを超えるまでに向

上しました（Xeon X5460 8 コア[2 ソケット]3166[12]MHz プラットフォームは、推奨するジオデ
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ータベース ダイレクトコネクション構成を使用して、 大 810 同時ユーザをサポートできま

す）。多くの GIS ユーザは、Windows64 ビット オペレーティング システムの利点を重要視し、

エンタープライズ GIS の DBMS プラットフォーム要件を満たすために、UNIX プラットフォー

ムからより低価格の Windows プラットフォームへと移行しています。 

図 9-18 は ArcSDE ジオデータベース サーバ向けのプラットフォーム サイジング チャートであ

り、大規模 DBMS プラットフォーム構成の処理能力を示しています（ 大 5000 同時ユーザ）。 

図 9-18 
ArcSDE ジオデータベース サーバのサイジング（高性能プラットフォーム） 
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大規模な UNIX プラットフォームには、5000 同時ユーザをサポートできる十分な処理能力があ

ります。IBM AIX POWER6 16 コア（8 ソケット）4700 MHz プラットフォームは、 大 3400 の

同時ユーザをサポートできます。また、このプラットフォームは 大 64 コア構成が可能であり、

12,000 を超える同時ユーザをサポートする十分な処理能力を提供します。 

9.7 ArcSDEアプリケーション サーバ接続とダイレクト コネクション接続 

図 9-16 で示したように、ArcGIS アプリケーションが ArcSDE ジオデータベースに接続するには

3 つの構成オプションがあります。ESRI 社は ArcSDE 構成オプションとして、ダイレクト コネ

クション構成を推奨しています。2004 年の ArcGIS 9.0 リリースに伴ってソフトウェア パフォー

マンスが向上したことにより、ArcSDE 構成の選択におけるクライアント パフォーマンスの懸念

は取り除かれました。この節では、なぜ ESRI が ArcSDE ダイレクト コネクション構成を推奨す

るのかについて、概要を説明します。 
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図 9-19 は、ArcSDE アプリケーション サーバ接続（ASC）と ArcSDE ダイレクト コネクション

接続（DC）の各構成オプションを比較したものです。各構成において、データベースのバージ

ョニング構成と非バージョニング構成を比較したときのパフォーマンスは、ほぼ同じです。 

図 9-19 
ジオデータベース ダイレクト コネクションのパフォーマンス検証テスト 

（ArcGIS 9.0 ArcMap/ArcSDE ジオデータベースのパフォーマンス）
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※ このモデルはOracle Spatial のデータ型（SDO Geometry）には適用不可（DC構成のみ適用可能）
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※ このモデルはOracle Spatial のデータ型（SDO Geometry）には適用不可（DC構成のみ適用可能）

 

データベース サーバの処理負荷を詳細に調べると、ダイレクト コネクション構成による利点が

明確になります。DBMS に対して ArcSDE ダイレクト コネクション接続を行った場合、ArcSDE
の処理負荷は DBMS サーバの負荷ではなく、クライアント アプリケーションの負荷となります。

ArcSDE の処理負荷は DBMS の負荷とほぼ同等の負荷となるため、DBMS サーバから ArcSDE の

処理を取り除くことにより、データ サーバ プラットフォームの処理能力は約 2 倍になります。 
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図 9-20 では、ASC 構成と DC 構成のデータ サーバ負荷を詳細に比較しています。ダイレクト コ
ネクション構成により、データ サーバの処理負荷は約 50％低下します。 

図 9-20 
ArcSDE 9.0 ジオデータベース サーバの負荷 
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DBMS サーバの負荷を軽くすることには、いくつかの潜在的なメリットがあります。その一つ

は、ピーク時の処理負荷をサポートするために必要な DMBS サーバのコア数を、約半分に削減

できる点です（つまり、DBMS のライセンスを 大 50％削減できます）。高い処理能力を必要

とするエンタープライズ GIS システムを、低コストのサーバ プラットフォーム テクノロジでサ

ポートできます。ESRI 社は ArcGIS 9.2 のリリースに伴って ArcSDE のライセンス方法を変更し、

ArcSDE ダイレクト コネクション構成を使用した場合は、DBMS サーバのコア数をライセンス

にカウントしないようになりました（ArcSDE が DBMS サーバにインストールされていない場

合のみ）。 

初期の ArcGIS 9 リリースでは、いくつかの制約により、多数のユーザがこれまでどおりアプリ

ケーション サーバ構成を選択していました。1 つの制約として、クライアント アプリケーショ

ンは以前にリリースされたジオデータベースに接続できませんでした（ダイレクト コネクショ

ン構成では、クライアントは同じバージョンのジオデータベース構成のみに接続できます）。

ArcGIS 9.3 リリースでは、クライアントがダイレクト コネクション構成において、以前のバー

ジョンのジオデータベース スキーマに接続できるようになりました。 
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図 9-21 は、ダイレクト コネクション構成を使用したときの処理能力の変化を示しています。

ArcSDE ダイレクト コネクション構成を使用した場合、DBMS サーバの処理能力は 大 50％向

上します。 

 

図 9-21 
ArcSDE 9.0 ジオデータベースの相対的処理能力のサイジング 
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9.8 ファイル データ サーバのサイジング 

図 9-22 では、ArcSDE ジオデータベース データ ソースと利用可能なファイル データ ソースを

使用した場合の表示パフォーマンスを比較しています。ファイル データ ソースとしては、大小

のシェープ ファイルとファイル ジオデータベース（ファイル GDB）があります。チャートで

示した値は、キャパシティ プランニング ツールでデータ ソース パフォーマンス目標として現

在示されている値です。ファイル ジオデータベースは、ArcGIS 9.2 のリリースで導入されまし

た。 

図 9-22 
データ サーバの相対的パフォーマンス テスト結果 
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小さなシェープ ファイルのパフォーマンスは、ArcSDE ジオデータベースとほとんど同じです。  
大きなシェープ ファイル形式では、ArcSDE の 4 倍の処理時間が必要となります。小さなファイ

ル ジオデータベースの負荷は ArcSDE ジオデータベースによるパフォーマンス値の約 2 倍であ

り、大きなファイル ジオデータベースでは ArcSDE の 3 倍の処理時間が必要となります。 
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図 9-23 は、パフォーマンス検証テストで使用したサンディエゴのジオデータベースのデータ範

囲を示しています。シェープ ファイルを使用したパフォーマンスの初期評価は、このデータ セ
ットを使用して行われました。 

図 9-23 
サンディエゴのデータ セット 

検証に

使用した範囲

検証に

使用した範囲

 

.一連のパフォーマンス検証テストでは、上記地図で示す範囲内でランダムに標準的な 100 個の

マップ表示を生成しました。ArcSDE ジオデータベースの表示パフォーマンスは、サンディエゴ

全域をデータ ソースとして使用した場合と小さな周辺地区を使用した場合とで、大体同じでし

た。 

小さなシェープ ファイルのテストでは、上図で示した地区から抽出したベクトル レイヤを使用

しました。大きなシェープ ファイル データ セットには、サンディエゴ全域が含まれていました

（キャパシティ プランニング ツールの大きなシェープ ファイルの負荷は、サンディエゴ全域の

データ範囲の 2 倍を示しています）。 

ファイル ジオデータベースの表示パフォーマンスは、シェープ ファイル形式より大きく改善さ

れています（テスト結果には表示されていません）。テストでは 大 1 TB のデータを持つファ

イル ジオデータベースにアクセスしましたが、パフォーマンスは非常に優れていました。図 9-
22 で示された小規模ファイル ジオデータベースのパフォーマンス目標で、サンディエゴ全域に

相当するデータ ソースをサポートできると考えられます。図 9-22 の大規模ファイル ジオデータ

ベースのパフォーマンス目標では、かなり大きなデータ ソースをサポートできます。 
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これらのパフォーマンス目標を正確に評価するのは困難です。データベース設計には、レイヤ

当たりのフィーチャ数や表示当たりのレイヤ数など、これらパフォーマンス値を計算する上で

考慮すべき多くの要素が存在します。ファイル データ サーバ プラットフォーム上の処理負荷は、

非常に軽いものです（ファイル データ ソースに対する検索処理は、すべてクライアント アプリ

ケーションにより実行されます）。 

図 9-24 は、 初のパフォーマンス検証テストで使用したサンディエゴ データ ソースの表示レイ

ヤ数、総フィーチャ数、サイズなど、いくつかの追加情報を示しています。両方のテストでは、

同じラスタ レイヤが使用されました。 

図 9-24 
ファイル サーバのネットワーク トラフィック 

（シェープ ファイル データ ソース） 

20.51

44.77

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

UNC ファイルサーバ

（少量データ、100 MB キャッシュ）

UNC ファイルサーバ

（大量データ、100 MB キャッシュ）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
転
送
デ
ー
タ
量
（Mb

p
s

）

平均応答時間（秒）

9 ベクトル レイヤ

• 145,812 フィーチャ

• 139 MB
1 ラスタ レイヤ

• B/W TIFF ピラミッド含む

• 241 MB

9 ベクトル レイヤ

• 145,812 フィーチャ

• 139 MB
1 ラスタ レイヤ

• B/W TIFF ピラミッド含む

• 241 MB

基準のデータセット
(大量のトラッフィック)

大きなデータセット

9 ベクトル レイヤ

• 959,573 フィーチャ

• 1.17 GB
1 ラスタレイヤ

• B/W TIFF ピラミッド含む

• 241 MB

(さらにトラッフィックが多い)

9 ベクトル レイヤ

• 959,573 フィーチャ

• 1.17 GB
1 ラスタレイヤ

• B/W TIFF ピラミッド含む

• 241 MB

20.51

44.77

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

UNC ファイルサーバ

（少量データ、100 MB キャッシュ）

UNC ファイルサーバ

（大量データ、100 MB キャッシュ）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
転
送
デ
ー
タ
量
（Mb

p
s

）

平均応答時間（秒）

9 ベクトル レイヤ

• 145,812 フィーチャ

• 139 MB
1 ラスタ レイヤ

• B/W TIFF ピラミッド含む

• 241 MB

9 ベクトル レイヤ

• 145,812 フィーチャ

• 139 MB
1 ラスタ レイヤ

• B/W TIFF ピラミッド含む

• 241 MB

基準のデータセット
(大量のトラッフィック)

大きなデータセット

9 ベクトル レイヤ

• 959,573 フィーチャ

• 1.17 GB
1 ラスタレイヤ

• B/W TIFF ピラミッド含む

• 241 MB

(さらにトラッフィックが多い)

9 ベクトル レイヤ

• 959,573 フィーチャ

• 1.17 GB
1 ラスタレイヤ

• B/W TIFF ピラミッド含む

• 241 MB

 

小さなシェープ ファイル データ ソースのネットワーク スループットは、大きなシェープ ファ

イルの約半分のトラフィックでした。 
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図 9-25 は、2 つのシェープ ファイル データ ソースにおける表示パフォーマンスの違いを示して

います。大きなシェープ ファイルでは、小さなシェープ ファイルの約 2 倍の処理時間が必要と

なります。 

図 9-25 
ファイル サーバの検索パフォーマンス（シェープ ファイル データ ソース） 
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キャパシティ プランニング ツールでの大きなシェープ ファイルのパフォーマンス目標（図 9-22
で提示）は、小さなシェープ ファイルに対する処理の 4 倍です。したがって、これらのパフォ

ーマンス目標は、上記テストで示した範囲の 2 倍を十分にサポートできるはずです（ 大 2 百

万フィーチャを含む 9 ベクトル レイヤ、または同じ範囲の 2 倍のベクトル レイヤ数もおそらく

サポート可能です）。 
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図 9-26 は、ファイル サーバ プラットフォームのサイジングに関する一般的なガイドラインを示

しています。検索処理はファイル サーバ プラットフォームではサポートされないので、プラッ

トフォームの処理負荷は非常に軽くなります。ファイル サーバの処理能力を決定する主なパフ

ォーマンス要因は、ネットワーク容量（使用可能な伝送容量）です。第 3 章「ネットワーク通

信」で示したネットワーク通信のガイドラインでは、ファイル サーバの処理能力を決定する要

因を示しています。第 6 章「データ管理」で説明したように、ディスクの競合を避け、標準

RAID 構成を使用した複数のディスクに渡ってデータを格納することが重要です。ファイル サ
ーバは、ピーク時のトラフィック フロー要件を満たすネットワーク カードを使用して構成する

必要があります（ネットワーク インタフェース コントローラ[NIC]カードは、少なくともピー

ク時トラフィック フローの 2 倍の処理能力を持つ必要があります）。 

図 9-26 
GIS ファイル サーバ プラットフォームのサイジング 

ファイルデータソース

ファイル サーバ

GIS ファイル サーバ

ワークステーション

メモリ

4 GB / コア

メモリ

4 GB / コア

マップ表示あたり平均 50MB のトラフィック
(6秒ごとに1マップ表示と仮定)

パフォーマンス計画の測定基準

(20 クライアント/100 Mbps NIC)

ArcGIS Desktop のサービス時間は
ＧＩＳ データ サイズにより変動する

ArcGIS Desktop のサービス時間は
ＧＩＳ データ サイズにより変動する

ファイルデータソース

ファイル サーバ

GIS ファイル サーバ

ワークステーション

メモリ

4 GB / コア

メモリ

4 GB / コア

マップ表示あたり平均 50MB のトラフィック
(6秒ごとに1マップ表示と仮定)

パフォーマンス計画の測定基準

(20 クライアント/100 Mbps NIC)

ArcGIS Desktop のサービス時間は
ＧＩＳ データ サイズにより変動する

ArcGIS Desktop のサービス時間は
ＧＩＳ データ サイズにより変動する

 
ファイル サーバに増設したメモリは、データ キャッシュとしてサーバのオペレーティング シス

テムに使用されます。メモリが多いほど、データのアクセス パフォーマンスが向上します。推

奨するファイル サーバ構成はコア当たり 4 GB であり、2 コア サーバでは 8 GB、4 コア サーバ

では 16 GB となります。 

ネットワーク カードが必要とする伝送容量は、表示トラフィックの負荷で決まります。キャパ

シティ プランニング ツールでは、シェープ ファイル データ ソースからのトラフィックを 50 
Mbpd と想定しています。想定するユーザ生産は分当たり 10 表示なので、100 Mbps NIC で 大

12 同時 GIS ユーザをサポートできます。 

9.9 ArcGIS Image Serverのサイジング 

ArcGIS Image Serverは、画像ファイル用の補助的なデータ ソースとして機能します。Image 
Server は標準の画像ファイル データ ソースを使用し（ローカル ファイルまたはネットワーク フ
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ァイル共有に格納されたネイティブ画像）、特定のイメージ サービス要求に対して、必要なイ

メージ処理を行います。このイメージ サービス プロバイダ（サービス実行可能ファイル）は

様々なイメージ処理サービスをサポートし、これらのサービスは Image Server クライアントから

利用できます。 

ArcGIS Server 製品ラインでは、Image Server に関してかなりの開発と統合が行われました。

ArcGIS Server 9.3 では、ArcGIS Image Server を画像データ ソースとして使用する新しいイメージ 
サービスを提供しています。ArcGIS Server / ArcGIS Image Server の組み合わせにより、様々な通

信形式で幅広いクライアント アプリケーションに配信可能な、広範なイメージ処理機能をユー

ザに提供できます。 

図 9-27 は、標準的な ArcGIS Image Server プラットフォームのサイジングに使用できる主なガイ

ドラインを示しています。チャートでは、Image Server Standard と Image Server Light の 2 種類の

サービス プロファイルを示しています。 

図 9-27 
ArcGIS Image Server のサイジング 

 

Image Server Standard のパフォーマンス目標は、初期のユーザ処理能力テストで確立したもので

す。キャパシティ プランニング用のパフォーマンス目標は、シンプルなサービスの処理時間を

2 倍にして控えめに設定しました。 

Image Server Light の結果は同じ一連のテストから導かれたものであり、シンプルなイメージ サ
ービスを公開する場合のみ使用可能です。これらのサービス時間は、現在のキャパシティ プラ

ンニング ツールに ESRI 標準として組み込まれています。このサービス時間には、複合構成を

サポートする場合の ArcGIS Server による処理は含まれていません。 
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9.10 ArcGIS Desktop標準ワークフローのパフォーマンス 

図 9-28 は、キャパシティ プランニング ツールで使用する ESRI 標準ワークフローで示される現

在の表示パフォーマンス目標について、概要を示しています。 

図 9-28 
ArcGIS Desktop パフォーマンス サマリ 

（ESRI 標準ワークフロー） 

 

上に示す 14 個のワークフローの組み合わせは、キャパシティ プランニング ツールの[Workflow]
タブに含まれるほんの 3 つの ESRI 標準ワークフローから生成することができます。 初のチャ

ートは ArcGIS Desktop ワークステーションで使用するワークフローを示しており、2 番目のチャ

ートは Windows Terminal Server 構成によりサポートされた ArcGIS Desktop アプリケーションが

使用する同じワークフローを示しています。 

 

9.11 Webマッピング サーバ 

Web マッピング サービスのプラットフォーム サイジング ガイドラインは、ArcIMS および

ArcGIS Server ソフトウェア テクノロジに対して適用されます。ArcIMS イメージ サービスは

ArcIMS ソフトウェアを使用して公開され、ArcGIS Server マップ サービスは ArcGIS Server ソフ

トウェアを使用して公開されます。Web マッピング テクノロジはすべて、混在したソフトウェ

ア環境に展開することができます（同じサーバ プラットフォーム上に一緒に配置できます）。

マッピング サービスはすべて、ファイル データ ソース、または独立した ArcSDE データベース

にアクセスするように構成できます。ジオデータベースへのアクセスは、ダイレクト コネクシ

ョン接続、または ArcSDE サーバ接続を通じて行います。 
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9.11.1 Web二層構成アーキテクチャ 

図 9-29 は、標準的な Web 二層マッピング構成向けの推奨するソフトウェア構成オプションを示

しています。この構成オプションでは、同じプラットフォーム層に存在する Web サーバと空間

サーバ（コンテナマシン）をサポートしています。この構成は、単層、または二層プラットフ

ォームによる運用に推奨できます。 

図 9-29 
サーバのパフォーマンスと拡張性：二層アーキテクチャ 

小規模な二層構成 

 

ArcGIS Server のサービス構成には、AJAXLightDynamic と AJAXStandardDynamic ワークフロー

向けのパフォーマンス目標が含まれています。AJAXLight のパフォーマンス目標は、シンプル

なイメージ マップ サービスの生成における ArcIMS イメージ サービスと ArcGIS Server AJAX と

の初期のパフォーマンス比較に基づいています。AJAXlight のパフォーマンス目標は、シンプル

な ArcIMS イメージの 2 倍の処理負荷を必要とする、重い ArcGIS Server マップ サービスを導入

しているユーザからのフィードバックを反映しています。現在のテクノロジによる ArcGIS 
Server の導入では、多くの場合、より重い AJAXStandard のパフォーマンス目標を使用していま

す。 

ArcGIS 9.3 のリリースには、シンプルな REST API を使用して生成されたマップ サービスが含ま

れています。REST API サービスは ArcGIS Server マップ エディタやビューア用 ADF コンポーネ

ントを使用しないので、Web 処理の負荷が大幅に削減されます。AGS9.3（REST API）ワークフ

ローは、パフォーマンス サイジング チャートに含まれています。 
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ArcIMS Image Serverは従来の Web マッピング ソフトウェアを表しており、参考のためにプラッ

トフォーム サイジング チャートに含まれています。 

図 9-30 は、ArcIMS と ArcGIS Server プラットフォームを選択するための、二層構成用のキャパ

シティ プランニング チャートを示しています。このサイジング チャートは、選択した Web サ

ーバ プラットフォームでサポート可能なピーク時の表示トランザクション処理数を示していま

す（時間当たりの表示数と分当たりの表示数を提示）。また、ピーク時のユーザ数も、分当た

り 6 表示の生産性に基づいて示しています。 

図 9-30 
ArcIMS と ArcGIS Server のサイジング：二層構成のサイジング 

二層構成のマップ サーバ/コンテナ マシン 

 

Xeon 4 コア（2 ソケット）3333(6) MHz サーバ プラットフォームでは、ArcGIS Server AJAXLight
で時間当たり 大 34,000 件のマップ表示、ArcGIS Server AJAXStandard で時間当たり 17,000 件

のマップ表示、ArcIMS イメージ サービスで時間当たり 66,000 件以上のマップ表示をサポート

できます。Xeon 4 コア（2 チップ）3333(6) MHz プラットフォームを使用したエントリレベルの

ArcGIS Server AJAXStandard では、ほんの 3 年前の Intel Xeon 2 コア（2 チップ）3.2 GHz サーバ

による ArcIMS イメージ サービスとほとんど同じ時間あたりのピーク時マップ トランザクショ

ン数をサポートします。また、ArcGIS Server AJAXLight は、同じ品質で ArcIMS による表示件

数の 2 倍をサポートできます。新しい REST API は、ArcGIS Server のエントリ レベルの処理能

力を時間当たり 40,000 マップ表示以上に拡張しています。 
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9.11.2 Web三層構成アーキテクチャ 

マップ サーバ（コンテナ マシン）のサイジング：図 9-31 は、大規模な Web 三層マッピング構

成向けの推奨するソフトウェア構成オプションを示しています。この構成オプションでは、独

立したプラットフォーム層に存在する Web サーバと空間サーバ（コンテナ マシン）をサポート

しています。この構成は、多数の Web マッピング クライアントを同時に必要とする運用に対し

て推奨できます。システム処理能力のピーク時のニーズを満たすために、この構成に空間サー

バ（コンテナ マシン）を追加することも可能です。 

図 9-31 
サーバのパフォーマンスと拡張性：三層アーキテクチャ 

大規模な三層構成 
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図 9-32 は、ArcIMS と ArcGIS Server を三層構成で導入する場合のキャパシティ プランニング チ
ャートを示しています。ArcGIS Server AJAXLight と AJAXStandard のパフォーマンス目標が、こ

のプランニング チャートに含まれています。ArcGIS Server 9.3 REST API の処理目標は、コンテ

ナ マシンの AJAXLight と同じです。このサイジング チャートは、マップ サーバ/コンテナ マシ

ンのプラットフォームにおけるピーク時マップ表示件数を示しています。また、ピーク時のユ

ーザ数も、1 分間当たり 6 マップ表示の生産性に基づいて特定できます。 

図 9-32 
ArcIMS と ArcGIS Server のサイジング：三層構成のサイジング 

三層構成のマップ サーバ/コンテナ マシン 

 

Intel Xeon 4 コア（2 ソケット）3333(6) MHz サーバ プラットフォームでは、ArcGIS Server 
AJAXLight で時間当たり 大 43,000 件のマップ表示、ArcGIS Server AJAXStandard で時間当たり

20,000 件のマップ表示、ArcIMS イメージ サービスで時間当たり 72,000 件以上のマップ表示を

サポートできます。Intel Xeon 4 コア（2 ソケット）3333(4) MHz プラットフォームによるエント

リレベルの ArcGIS Server AJAXStandard では、時間当たり 1,000 件以上のピーク時マップ トラン

ザクションをサポートします。この件数は、ほんの 3 年前に Intel Xeon 2 コア（2 ソケット）3.2 
GHz サーバにより ArcIMS イメージ サービスがサポートした件数を上回っています。ArcGIS 
Server REST API は、エントリレベル基準のサーバ プラットフォームを使用して、時間当たり

42,000 マップ表示以上をサポートします。 

図 9-33 は、ArcGIS Server Web アプリケーション（非 AJAX、ArcGIS 9.3 AJAX、REST API）と、

標準の ArcIMS Web サーバを三層構成で運用した場合のキャパシティ プランニング チャートを

示しています。ArcGIS Server Web サービスは、ArcIMS Web サーバとほとんど同じリソースを
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必要とします。このサイジング チャートは、Web サーバ プラットフォームでサポートできるピ

ーク時のマップ表示トランザクション件数を示しています。また、ピーク時のユーザ数も、1 分

当たり 6 マップ表示の生産性に基づいて特定できます。 

図 9-33 
ArcIMS と ArcGIS Server のサイジング：Web サーバのサイジング 

三層構成のダイレクト コネクション 

 

Intel Xeon 4 コア（2 ソケット）3333(6) MHz サーバ プラットフォームでは、ArcGIS Server の
AJAX 対応マップ表示が時間当たり 大 150,000 件サポートできます。また、時間当たり

400,000 件以上のマップ サービスが可能です。ほとんどのエンタープライズ ソリューションで

は、2 台の Web サーバを持つ高可用性構成を導入しているので、上記の 2 倍の件数をサポート

可能です。大規模な 8 コア（2 ソケット）プラットフォームを使用すれば、はるかに高い処理能

力を実現できます。かなりの規模を持つエンタープライズ運用をサポートするには、2 台の Web
サーバを使用するのが妥当です。 
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9.12 ArcGIS Server標準ワークフローのパフォーマンス 

図 9-34 は、キャパシティ プランニング ツールで使用する標準 ESRI ワークフローで示される現

在の表示パフォーマンス目標について、概要を示しています。 

図 9-34 
ArcGIS Server パフォーマンス サマリ 

（ESRI 標準ワークフロー） 

 

上記 16 個のワークフローの組み合わせは、キャパシティ プランニング ツールの[ワークフロー]
タブに含まれる、Web マッピング サービス用 ESRI 標準ワークフローの代表的なサブセットで

す。 初のチャートは ArcGIS Server AJAXLight と AJAXStandard ソフトウェアを使用するワー

クフローを示し、2 番目のチャートはキャパシティ プランニング ツールで使用可能な ArcGIS 
Server と ArcIMS ワークフローの様々なサンプルを示しています。ESRI 標準ワークフローのパ

フォーマンス目標には、様々なデータ ソースを配備した場合の 9 セットのパフォーマンス目標

が含まれています。ワークフローの組み合わせには、ArcGIS Server ソフトウェア テクノロジを

使用した、さらに多くの種類が存在します。キャパシティ プランニング ツールには、処理能力

を計画するためのリソースとしてもっとも一般的な構成が含まれています。 
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9.13 プラットフォーム選択の基準 

適切なハードウェアを選択するには、考慮すべき要素がいくつかあります。それらの要素は次

のとおりです。 

プラットフォームの性能：プラットフォームは、ユーザのパフォーマンス要件を満たすよう

適切に構成される必要があります。ユーザのパフォーマンス ニーズ、および ESRI 社の

設計モデルに基づき、適切なプラットフォーム構成を特定することが、適切なハードウ

ェアを選択するための堅実な基盤となります。 

.購入価格：ハードウェアのコストは、ベンダの選択とプラットフォーム構成に大きく依存

します。価格設定は、ハードウェア プラットフォームの公正な性能評価に基づいて行い

ます。 

システムのサポート能力：ベンダの要求するコストとサポート技術に対するこれまでの経験

に基づいて、システムのサポート能力を評価する必要があります。 

ベンダとの関係：複雑なシステムを導入する場合、ハードウェア ベンダとの関係が重要な

検討要素となります。 

全体のライフサイクル コスト：全体のシステム コストは、ユーザが類似のハードウェア環

境を管理しているかどうか、ハードウェアの信頼性、メンテナンス能力など、多くの要

素に依存します。ユーザは、ベンダのテクノロジに対するこれまでの経験や、ベンダの

要求する総コストの査定に基づいて、これらの要素を評価する必要があります。 

ハードウェア選定中に特定の性能目標を決定することは、選定作業の質を大きく向上させます。

適切なシステム アーキテクチャ設計とハードウェア選択が、システム導入を成功させる基本で

す。 
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10 キャパシティ プランニング ツールの紹介 
第 7 章「パフォーマンスの基本」ではキャパシティ プランニングを紹介し、システムのパフォ

ーマンスと拡張性を決定する用語とその関係について説明しました。第 8 章「ソフトウェアの

パフォーマンス」では、選択したハードウェア インフラストラクチャがサポートする処理負荷

に対し、その処理負荷を生成するソフトウェア機能を示しました。第 9 章「プラットフォーム

の性能」では、必要なソフトウェア処理負荷に対応できるハートウェア テクノロジを特定し、

正しいプラットフォームの選択に役立つ複数コア プラットフォームのサイジング チャートにつ

いて説明しました。この章では、キャパシティ プランニング ツール（CPT）について紹介しま

す。このツールを使用すれば、パフォーマンスの基本要素、ソフトウェア処理要件、プラット

フォームの処理能力を併せて Excel ワークブックに入力し、システムのパフォーマンス ニーズ

をモデル化することができます。 

この章ではCPTの主な概要について説明します。このツールにより、システム設計のニーズを容

易に特定することができますが、そのための詳細な設定や使用方法はここでは説明しません。

システム アーキテクチャ設計戦略のトレーニング クラスでは 3 日間の講習会を実施し、パフォ

ーマンスの基本について学習し、受講者に対してキャパシティ プランニング ツールの使用法を

トレーニングします。トレーニング講習を終了した受講生には、引き続きシステム アーキテク

チャ設計とパフォーマンスのチューニングをサポートできるように、キャパシティ プランニン

グ ツールが提供されます。パフォーマンス プランニング ツールは、ESRI Press出版の『

a GIS, System Architecture Design Strategies for GIS Managers』にも付属しています。この書籍は、

次のWebサイトで入手できます：

Building 

www.esri.com/esripress/buildingagis。 

10.1 業務ワークフロー要件の定義 

ユーザのニーズは、システム アーキテクチャ設計を完了するまでに特定する必要があります。

シンプルなユーザ要件テンプレートを使用して、ピーク時の業務ワークフロー要件の検討と整

理を行うことができます。GIS 業務ワークフローは正式なユーザ ニーズ評価において定義する

のが 適であり、ここではビジネス運用を改善するテクノロジ強化のために、既存の業務ワー

クフローの見直しを行います。Roger Tomlinson は ESRI Press 出版の『Thinking about GIS Third 
Edition, GIS Planning for Managers』の中で、GIS 計画に関する優れたガイダンスを提示していま

す。 

図 10-1 は、ArcGIS Desktop と ArcGIS Server ワークフローを計画するための、ユーザの配置とピ

ーク時のユーザ負荷を含んだ業務ワークフロー サマリのサンプルを示しています。これらの業

務ワークフロー要件は、この章でキャパシティ プランニング ツールを紹介するために使用しま

す。 

www.esri.com/esripress/buildingagis


 
システム設計ガイド 10  キャパシティ プランニング ツールの紹介 
  

 C11144-12 

 

 
 

ESRI 技術参考書 10-2 
 

図 10-1 
業務ワークフロー ニーズのサンプル 

 

上記の業務ワークフローは、ローカル エリア ネットワーク（LAN）に対するピーク時のユーザ

負荷として、19 のデスクトップ エディタ（ArcEditor）と 44 の ArcGIS Desktop ビューア

（ArcView）を示しています。3 つのリモート サイトがワイド エリア ネットワーク（WAN）上

に配置され、その他に 3 つのリモート サイトがインターネット接続（ISP）を通じて中央データ 
センターに接続しています。ArcGIS Desktop ビューア（ArcView）がリモート サイト ワークフ

ローをサポートしており、このワークフローには 102 の WAN ユーザ（オペレーション部門に

32、Freeberg に 30、Willsberg に 40）と 62 のインターネット ユーザ（Perth に 2、Wawash に 40、
Jackson に 20）が含まれています。ArcGIS Server は公開 Web サービスをサポートし、ピーク時

の負荷は時間当たり 12,000 マップ要求と予測されます。データ センターには、運用のピーク時

にデータのメンテナンス処理を行うパッチ プロセスが用意されています。 

 

10.2 業務ワークフローの配置とネットワーク通信の特定 

図 10-2 は、ユーザ配置とネットワーク通信の概要を示す一般的なシステム構成図を示していま

す。中央データ センターは市庁舎でサポートされており、データ センターの WAN とインター

ネット接続用に T1（1.54 Mbps）の伝送容量を備えています。LAN は 100 Mbps の基幹回線でサ

ポートされています。 
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図 10-2 
ネットワーク接続のサンプル図 

 

システム アーキテクチャ設計を完成し、適切なプラットフォーム ソリューションを選択するに

は、ピーク時の業務ワークフロー要件、ユーザの配置、関連するネットワーク接続などの情報

を定義し、理解する必要があります。 

10.3 業務ワークフローのパフォーマンス目標の確立 

ユーザ要件の定義と理解が完了すれば、このユーザ要件を使用してキャパシティ プランニング 
ツールを設定することができます。システム設計工程の 初のステップは、業務ワークフロー

を定義し、ワークフローの適切なパフォーマンス目標（ソフトウェアのサービス時間）を特定

することです。CPT の[Workflow]タブには ESRI 標準ワークフローのソフトウェア サービス時間

が一覧されており、ワークフローの適切なパフォーマンス目標を確立するための参考になりま

す。 

図 10-3 は、図 10-1 で特定されたユーザ ニーズに基づいた 5 つのワークフローを示しています。

プロジェクト ワークフローには、次のものがあります。 

R_ArcGIS Desktop エディタ：市庁舎の LAN にはユーザ ワークステーションが配置されており、

そのワークステーションにインストールされた ArcEditor ワークフローをサポートします。ESRI
標準の ArcGIS Desktop ソフトウェア サービス時間を使用します。 

R_ArcGIS Desktop ビューア：市庁舎の LAN にはユーザ ワークステーションが配置されており、

そのワークステーションにインストールされた ArcView ワークフローをサポートします。ESRI
標準の ArcGIS Desktop ソフトウェア サービス時間を使用します。 

バッチ：ワークフロー負荷のピーク時に使用するためのデータ センター用バッチ プロセスです。

バッチ プロセスは ArcGIS Server によりホストされ、SOC マシンでは 0.4 秒、SDE と DBMS の

検索処理では 0.2 秒の目標パフォーマンス サービス時間が設定されています。 
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R_AGS9.3 AJAXLight Dynamic：公開 Web サービスをサポートします。ESRI 標準の ArcGIS 
Server AJAXLight Dynamic ソフトウェア サービス時間を使用します。 

R_ArcGIS WTS/Citrix（ベクタ）ビューア：データ センター内の Windows Terminal Server ファー

ムがホストする ArcGIS Desktop（ArcView）リモート クライアント アプリケーションをサポー

トします。ESRI 標準の ArcGIS WTS/Citrix（ベクタ）ソフトウェア サービス時間を使用します。 

図 10-3 
ワークフロー パフォーマンス目標の確立 

 

ワークフローは CPT の[Workflow]タブで定義され、ユニークな名前が割り当てられます。これ

らプロジェクト レベル ワークフローはパフォーマンス目標（ソフトウェア サービス時間）と共

に、Excel によるユーザ要件分析で使用されます。 

カスタム ワークフローを定義するには、まずキャパシティ プランニング ツールの[Workflow]タ
ブで ESRI 標準ワークフローのある行をコピーし、次にコピーしたセルを各プロジェクト ワー

クフローの新しい行として挿入します。プロジェクト ワークフローを作成した後は、独自のパ

フォーマンス目標としてソフトウェア サービス時間を調整します。作成したカスタム ワークフ

ローを使用し、要件分析モジュールを設定することができます。 

10.4 データ センターのユーザ要件分析 

キャパシティ プランニングを行うには、複数の方法があります。ある組織では、各部門やサポ

ート機関が自分たちのネットワーク接続に対して責任を持ちます。ホストするデータ センター

は、プラットフォームの選択をサポートし、データ センターの適切な伝送容量を確保するため

に、設計のみを担当します。また、別のケースではシステム アーキテクチャ設計で、データ セ
ンターとリモート サイトを接続するネットワーク伝送容量の要件を検討します。 

説明のために、キャパシティ プランニング ツールでは、 初にデータ センターのプラットフォ

ームとネットワーク伝送容量の要件にのみ対応する設定を行います。これらの要件に対応した

後で、リモート オフィス接続を含めた CPU 要件分析の設定を行います。 
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図 10-4 は、データ センターの要件に対応するように設定された[CPT2006]タブの要件分析モジ

ュールを示しています。LAN ネットワーク接続には 3 つの業務ワークフロー（行番号 8～10）、

WAN ネットワーク接続には 1 つのワークフロー（行番号 12）、インターネット接続には 2 つの

ワークフロー（行番号 14～15）が含まれています。データ センターのネットワーク接続は灰色

の行で表しています（LAN は行番号 7、WAN は行番号 11、ISP インターネットは行番号 13）。

バッチ プロセスは、LAN の箇所でカラム F のセルとカラム AT の[Blink]カラムをリンクして設

定しています。このリンクが実行されると（例：セル F10 = セル AT10）、Excel は計算を繰り

返して 100 回の統合を行います。バッチ プロセス負荷は、セル F10 = セル AS10 のときに確定し

ます（セル E10 は緑色に変わり、セル F10 は赤色になります）。計算が完了すると、循環計算

リンクを通じて、セル AS10 の値がセル F10 に入力されます。 

図 10-4 
データ センターの要件分析 

 

標準の Excel コマンドを使用して行のコピーとセルの挿入を行い、要件分析モジュールを設定し

ます。また、行の追加と削除を行い、各ネットワーク セグメントに対して適切なワークフロー

を設定することもできます。ワークフローの選択（カラム B）では、ドロップダウン メニュー

を使用して、CPT の[Workflow]タブに定義されたプロジェクト ワークフローから適切なパフォ

ーマンス目標値を選択します。  データ ソース（カラム D）も選択する必要があります。SDE 
DC/DBMS は、推奨するダイレクト コネクション アーキテクチャを使用して中央ジオデータベ

ース サーバのデータにアクセスします。ユーザ生産性（カラム F）は、デスクトップ ワークフ

ローでは 10 DPM/クライアント、Web サーバ ワークフローでは 6 DPM/クライアントに自動的に

設定されます。この値は、表示が更新される間にユーザが十分な思考時間を持てるように調整

することができます（思考時間は各ワークフローのカラム AQ で計算されます）。 

ピーク時の業務ワークフロー要件は、カラム E に入力します。データ センターのネットワーク

接続伝送容量は、各ネットワーク行のカラム I で指定します（LAN は 100 Mbps、WAN は 1.5 
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Mbps、インターネットは 1.5 Mbps）。ユーザ要件を入力すると、Excel はネットワーク適合性評

価やワークフロー応答時間の見積もりなどの要件分析を行います。WAN とインターネット トラ

フィックのセルが赤色に変わり、予測されるネットワーク トラフィックが既存のネットワーク

伝送容量を超えていることを示しています。LAN トラフィックのセルは黄色に変わっており、

予測されるトラフィックが既存の伝送容量の 50％を超えたことを示しています。ワークフロー 
パフォーマンス サマリは、各ワークフローに対する（既存のプラットフォーム選択に基づい

た）表示応答時間を示しており、WAN と LAN 接続によるパフォーマンスは非常に低い結果と

なっています。 

CPT 画面はその他に、インターネット ワークフローの生産性にパフォーマンス問題があること

を示しています（カラム E と F のセルが赤色になっており、現在の表示応答時間では、Web マ

ッピング サービスの分当たり 6 表示、またはリモート ArcGIS Desktop ビューア ワークフローの

1 分当たり 10 表示の生産性を実現できないことを示しています）。パフォーマンスの問題を解

決するには、ネットワーク パフォーマンスのボトルネックを改善する必要があります。 

10.5 データ センターのネットワーク パフォーマンスのチューニング 

ネットワーク伝送容量は、少なくとも予測されるトラフィック フローの 2 倍の伝送容量を持つ

ことを推奨します。CPT のネットワーク伝送容量を変更すれば、推奨する処理能力を提供でき

るようになります（LAN は 1000 Mbps、WAN は 12 Mbps、インターネットは 24 Mbps）。図 10-
5 は、伝送容量のアップグレードに基づいた要件分析の表示内容を示しています。 
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図 10-5 
アップグレードされたデータ センターの伝送容量 

 

Excel は変更に応じてネットワーク適合性分析を更新し、その結果、指摘されたパフォーマンス

問題は解決されます。ワークフロー パフォーマンス サマリは、すべてのワークフローの応答時

間が 1 秒未満になったことを示し、ネットワークのアップグレードによりパフォーマンス問題

が解決されたことを立証しています。 

10.6 データ センターのプラットフォーム選択 

ユーザ要件が CPT の要件モジュールに登録されると、CPT はそれを、プラットフォーム選択モ

ジュールで特定されたプラットフォームに対する業務ワークフローの負荷に変換します。この

選択モジュールは、[CPT2006]タブの要件モジュールの下に配置されています（このタブを別の

バージョンとして、Excel シートの移動やコピー コマンドを使用し、新しい名前のタブにコピー

することができます）。 
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図 10-6 は、CPT プラットフォーム選択モジュールの概要を示しています。プラットフォーム選

択モジュールには、複数の標準プラットフォーム層が含まれています（Windows Terminal Server、
Web アプリケーション サーバ、コンテナ マシン、データベース サーバ）。データベース サー

バの下にはワークグループ サーバ層が追加されており、単一サーバ構成の場合のプラットフォ

ーム要件を計算します（Web およびデータベース ソフトウェアをすべて 1 台のプラットフォー

ムでサポートします）。 

図 10-6 
データ センターのプラットフォーム選択 

 

プラットフォームの選択は、各層のカラム E～G に配置された白色のボックスで行います。プラ

ットフォームは、CPT の[Hardware]タブに定義されたプラットフォームをドロップダウン リス

トから選択します。プラットフォームを選択すると、パフォーマンス値が[Hardware]タブから収

集され、CPT がパフォーマンスと処理能力を計算します。これらのパフォーマンス値は、参考

のためハードウェア層に表示されます。 

CPT は標準の Excel 機能を使用してキャパシティ プランニング分析を行い、結果を各プラット

フォーム層に表示します。また、カラム AQ 以降には結果をグラフィック表示します（プラッ

トフォームの数と使用率を表示）。 

要件分析を実施する前に希望するプラットフォームを選択した場合は、 終的なプラットフォ

ーム構成の要件が計算されて表示されるので、それ以上の入力は必要はありません。様々なプ

ラットフォームを選択し、異なった構成の代替案を検討することができます。Excel は各選択に

対して、処理能力要件をサポートするために必要なプラットフォーム数を計算します。各プラ

ットフォーム戦略は、今後の参考のために新たな CPT タブにコピーすることができます。 



 
システム設計ガイド 10  キャパシティ プランニング ツールの紹介 
  

 C11144-12 

 

 
 

ESRI 技術参考書 10-9 
 

10.7  データ センターのプラットフォーム性能プロファイル 

図 10-7 は、プラットフォーム選択モジュールに参考のために追加された、プラットフォーム使

用率プロファイル チャートを示しています。プラットフォーム使用率プロファイルには、各プ

ラットフォーム層に対して目標となる CPU 使用率がグラフィック表示されます。プラットフォ

ームの CPU 使用率はデータ センターで調査する一般的な測定基準であり、実際の運用中に収集

されたピーク時の使用率は、導入されたシステムがパフォーマンスと拡張性のマイルストーン

を達成していることを検証する優れた測定基準となります。 

図 10-7 
サーバのプラットフォーム使用率プロファイル 

 
測定されたデータ センターのプラットフォーム使用率が、ワークフローのパフォーマンス目標

で生成された使用率を下回っている場合は、余裕のある設計が行われたことを示しています。

使用率が、CPT が生成した使用率を超えている場合は、ピーク時のパフォーマンス問題が潜在

していることを前もって示しています。第 7 章では、システム スループット、処理能力、およ

び使用率の関係について説明しました。初期のシステム負荷が軽い時期に収集した結果を使用

して、運用ピーク時の使用率を予測することができます。スループット（システム上のユーザ

数）とプラットフォーム使用率（コンピュータ室で IT 担当者が収集）を特定すれば、CPT は分

析を行い、導入されたパフォーマンス マイルストーンを満たしているかどうかを判定すること

ができます。 

10.8 リモート サイトの配置を含めたユーザ要件分析 

ほとんどの場合、リモート サイトの配置もシステム設計分析に含まれます。リモート サイト接

続の伝送容量はパフォーマンスのボトルネックと成り得るので、この情報は常に考慮する必要

があります。 
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図 10-8 は、リモート サイトの配置を含めた、同じユーザ要件モジュールを示しています。  設
計分析にはリモート サイトの配置が含まれており、CPT 要件モジュール セクションの下にある

緑色の行が使用されます。 

図 10-8 
リモート サイトの配置を含んだ要件分析 

 

ネットワーク適合性分析にリモート サイトの配置を含めるには、まず Excel を使用して行番号

27 の緑色の行をコピーし、次にコピーしたセルをデータ センターの各ネットワークに挿入して

リモート サイトの配置を示します。それぞれのネットワーク環境に挿入された行は、リモート

WAN サイト（オペレーション部門、Freeberg、Willberg）とリモート インターネット サイト

（Perth、Wawash、Jackson）を示しています。パブリック サイトは、インターネットの公開利

用のために公開された Web サービスを示しています。サイトの配置を要求モジュールに挿入す

ると、カラム B でサイト名を特定できます。既存のワークフロー行をコピーして各サイト配置

に挿入することが可能であり、そのコピーしたセルの関数を使用して、挿入したワークフロー

行に各サイトに配置されたクライアント数を表示することができます。ワークフローの位置は

クライアントの配置により決定され、適切なネットワーク セグメントに配置する必要がありま

す。 

ワークフロー行を適切に挿入すると、カラム B で適切なワークフローを選択し、各ワークフロ

ーのピーク時ユーザ数をカラム E に入力することができます。各リモート サイトのネットワー

ク伝送容量は、カラム I の白色のセルで指定します。 

各新規サイトを更新するために、2 つの集計機能が追加されています。それは、サイトのクライ

アント数（緑色の各行にあるカラム D の計算式）と、サイトのトラフィック（緑色の各行にあ
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るカラム G の計算式）です。それぞれの集計式の範囲は、各リモート サイトのすべてのワーク

フローを含むように指定する必要があります（たとえばサイト 1 のトラフィックの場合、G12
のオペレーション部門の範囲には H12～H14 が含まれています）。各ネットワーク トラフィッ

クの範囲を、各リモート サイトのワークフローを含むように指定すると、Excel はネットワーク

適合性分析を実行します。 

10.9 ワークフロー パフォーマンス サマリ 

図 10-9 は、要件分析モジュールに各リモート サイトを含めた後の、ワークフロー パフォーマン

ス サマリを示しています。ワークフロー パフォーマンス サマリは、ユーザ生産性の懸念に対応

するための優れたツールです。チャート上の各ワークフローは、ワークフローの左側（カラム

A）のラベルで特定されます。このラベルは、ネットワークの配置、リモート サイトの配置、

およびワークフロー番号に基づいて自動的に生成されます。 

図 10-9 
ワークフロー パフォーマンス サマリ 

 

ワークフロー パフォーマンス サマリは、プラットフォームのサービス時間とネットワーク伝送

時間の集積値を示します。各プラットフォームとネットワーク コンポーネントの待機時間は、

各コンポーネントの使用率に基づいて計算されています。第 7 章で説明したように、待機時間

はランダムな到着時間分布に基づいています。コンポーネントの使用率が 50％を超えると待機

時間は遅延の要因となり始め、使用率が 100％になると待機時間はサービス時間と等しくなりま

す。処理能力の限界を超えるにつれて、待機時間は増加を続けます。ユーザ表示の応答時間は、

各ワークフローに含まれるすべてのコンポーネントのサービス時間と待機時間の合計です。表

示応答時間が遅い場合は、ユーザの生産性に影響を与えます。 

ネットワーク トラフィックの中で待機時間によるパフォーマンスの懸念がある箇所は、要件分

析モジュールにより黄色と赤色のトラフィック パフォーマンス フラグで特定された箇所と一致
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します。処理のキュー時間は、プラットフォームの使用率が 50％を越えることが原因です。し

たがってパフォーマンスは、ネットワーク伝送容量を増やすか、または Windows Terminal 
Server ファームをサポートするプラットフォーム数を増やすことにより調整できます。 
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10.10 キャパシティ プランニング画面の概要 

図 10-10 は、CPT のキャパシティ プランニング タブに含まれる要件分析モジュールとプラット

フォーム選択モジュールの画面全体を示しています。このように画面全体を参照することによ

り、主要な CPT モジュール コンポーネントのセル範囲を特定することができます。 

図 10-10 
キャパシティ プランニング ツールのサマリ 

 

要件分析モジュールは、A3～BG28 の範囲に含まれます。B7～D27 の範囲は、業務ワークフロ

ーと関連するデータ ソースを示しています。E7～F27 の範囲では、ピーク時ユーザ数とユーザ

生産性（DPM/ユーザ）を示しています。G7～I27 の範囲は、ネットワーク トラフィックを処理

します。AG7～AS27 の範囲では、ユーザ思考時間、表示の応答時間、およびバッチ生産性

（DPM の設定）を示しています。ワークフロー パフォーマンスは、ワークフロー パフォーマ

ンス サマリ チャート（AT3～BG27）に表示されます。 

プラットフォーム選択モジュールは、A29～BG53 の範囲に含まれます。プラットフォーム選択

層は、B30～I57 の範囲に配置されています。プラットフォームの選択は、各プラットフォーム

層のドロップダウン リストから行います（Windows Terminal Server のセルは E31～G31、Web ア

プリケーション サーバのセルは E39～G39、コンテナ マシンのセルは E46～G46、データベース 
サーバのセルは E52～G52）。ドロップダウン選択のスイッチはセル B46 に存在し、そこから 2
つか 3 つの Web アーキテクチャ層を選択します。プラットフォーム構成は AQ31～BG58 の範囲

にグラフィック表示され、各層のプラットフォーム数と使用率が示されます。 
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10.11 キャパシティ プランニング ツールへのアクセス方法 

キャパシティ プランニング ツールは、システム アーキテクチャ設計戦略のトレーニング クラ

スを終了した受講生、または ESRI システム アーキテクチャ設計のコンサルティング サービス

を受けたユーザに提供されます。また、キャパシティ プランニング ツールは、ESRI Press 出版

の『Building a GIS』の付属 CD にも含まれています。トレーニングを受けてツールを使用した

ユーザは、 初のツールの提供元からアップデート サービスとサポートを受けることができま

す。 

この章では、キャパシティ プランニング ツールの全体像を示しました。この説明は完全なもの

ではなく、キャパシティ プランニング ツールだけではシステム パフォーマンスの問題に対応す

ることはできません。テクノロジを理解し、ワークフローのニーズをサポートするために、そ

のテクノロジの活用法を知ることが成功への道です。 

第 1～6 章で GIS テクノロジの概要を共有し、第 7～9 章でパフォーマンスの基本を学びました。

次の章ではローマ市のケース スタディを使用し、これまで学んだものを適用してどのようにシ

ステム アーキテクチャ設計のニーズに対応するかについて、具体的に説明します。 
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11 システム設計の実施 

GIS アプリケーションのユーザが求めるパフォーマンス、通信に関するニーズを満たすため、ど

のようなハードウェア、ネットワークが必要になるか、それを確定する手法がシステム アーキ

テクチャ設計です。まず、ビジネス ニーズを明確にし、それに基づいて必要なハードウェアを

決定します。エンタープライズ GIS の運用を効率的に行うためには、適切なハードウェア、ネ

ットワークを決める必要がありますが、その前にまず、業務ワークフローに関する要件、およ

び GIS を支えるテクノロジについて十分に理解していることが必要です。 

Roger Tomlinson の著書『Thinking about GIS』では、ローマ市のケース スタディを使用して設計

工程を具体的に説明しています。この書籍の第 10 章および本章では、ほとんどの企業の設計分

析で使用できる標準テンプレートを示しています。本書では、キャパシティ プランニング ツー

ル（CPT）を使用して、増設と拡張に関する 3 年計画のユーザ要件をモデル化します。 

アプリケーション ニーズ評価は、GIS 情報プロダクトからメリットを受ける事業部門が行いま

す。また、ニーズ評価は、社内の GIS 担当スタッフが中心となり、幹部役員の支援を得て行い

ます。 計画工程を円滑に進めるため専門の GIS コンサルタントを利用することもありますが、

すべての意思決定はユーザ側の組織の管理者および意思決定機関により行われます。計画は

GIS に必要な投資の根拠を示すために不可欠であり、これにより企業に GIS を導入するための

枠組みが提示され、上級管理者による工程全体を通じたサポートが保証されます。 

ほとんどの GIS 開発では、数年間に渡ってテクノロジを徐々に発展させていきます。そのため、

導入計画では通常 2～3 年間のスケジュールを立て、予想される導入のニーズに合わせて適切に

予算を確保します。今回のケース スタディでは CPT を使用し、導入の 1 年目、2 年目、3 年目

それぞれに対して準備を行います。 

11.1 GISユーザ ニーズの評価 

システム設計工程を開始する前に、基本的なユーザ要件を理解する必要があります。効率的な

GIS システムを設計するには、システム アーキテクチャ ニーズ評価の核となる 3 つの基本要素

を把握しなくてはなりません。これらの要件は、次のシステム アーキテクチャ ニーズ評価によ

り構成されます。それは、(1) 関連するデータ ソース（サイトの設置場所）に対するユーザの配

置を特定すること、(2) どのようなネットワークでユーザ サイトと GIS データ ソースを接続す

るかを特定すること、(3) 各ユーザ配置に対してピーク時の業務ワークフロー要件を特定するこ

と、の 3 つです。図 11-1 は、システム アーキテクチャのニーズ評価について概要を示していま

す。 
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図 11-1 
システム アーキテクチャのニーズ評価 

  

GIS ユーザの配置：GIS アプリケーションとデータ ソースにアクセスするすべてのユーザ配置

を特定する必要があります。その中には、システムのピーク時にアクセスする必要があるすべ

てのユーザが含まれます。「ユーザ配置」という用語には、ローカル ユーザ、ワイド エリア ネ
ットワーク（WAN）上のリモート ユーザ、およびインターネット ユーザ（内部と一般）が包

含されています。 

エンタープライズ インフラストラクチャは、ピーク時の業務ワークフローをサポートできる必

要があります。ユーザをどこに配置するのか、ユーザの仕事をサポートするために必要なアプ

リケーションは何か、必要なデータ ソースはどこにあるのか、これらを把握していることがシ

ステム設計分析を行う上での基本となります。 

ネットワーク通信：システム設計分析では、各ユーザ配置とデータ センター間のネットワーク

通信伝送容量を特定する必要があります。ネットワーク伝送容量は、ソフトウェア テクノロジ 
ソリューションを開発する際、検討すべき制約事項となる可能性があります。 終的なテクノ

ロジ ソリューションによっては、ネットワーク通信インフラストラクチャをアップグレードし

なければならない場合もあります。 

業務ワークフロー：第 10 章で説明したように、ピーク時のシステム ワークフロー負荷は、ピー

ク時のユーザ数と、ワークフローのプラットフォームによるサービス時間から成り立っていま

す。これらにより、コンピュータ処理とネットワーク伝送容量の要件が決定されます。従来の

キャパシティ プランニングは、GIS デスクトップ ワークフロー、Web サービス、バッチ処理に

対してそれぞれ独立したモデルを使用した、単純なワークフロー モデルにより実施されました。

プラットフォーム サイジング モデルは、正しいサーバ プラットフォーム テクノロジを選択す

るために確立されたものです。 通信の適合性を確保するために、一般的なネットワーク設計ガ

イドラインが使用されていました。これらシンプルなプラットフォーム サイジング モデルとネ

ットワーク設計ガイドラインは、エンタープライズ GIS の導入を成功させるには、適切な設計

が重要であることを実証してきました。 

2006 年にはキャパシティ プランニング ツールが導入され、よりきめ細かなワークフロー モデ
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ルを利用できるようになりました（第 10 章を参照）。CPT には過去 16 年間に開発されたすべ

てのプラットフォーム サイジング モデルが組み込まれており、今回新しく追加されたものもあ

ります。このツールは設計の様々な選択肢を動的にモデル化することが可能であり、適応力の

ある技術的ソリューション全体を、統合され管理された形で表示することができます。 

システム パフォーマンス モデルの構築では、単純性と複雑性との間でトレードオフ（二律背

反）が生じます。単純なモデルは理解しやすく、数量化が簡単で、広範な検証が可能です。ま

た、ビジネス リスクの数量化に役立ち、ビジネスにおける意思決定の基礎となる有用な情報を

提供します。複雑なモデルは正確性が高く、 終的な実装内容をより詳細に表示し、より詳し

い結果を得ることができます。ただし、複雑なモデルは理解が難しく、数量化と検証が困難で、

隠れたリスクが存在する場合があります。計画フェーズでは、単純なモデルを提示して技術的

ソリューションを示し、正しいビジネス意思決定を導き出すのが 適な方法です。単純なモデ

ルの 大の利点は、組織が GIS を使用してやりたいこと（そのシステムから得たい内容）と、

それを実現するために必要なテクノロジ（ソフトウェアとハードウェアを調達するための決

定）との関係を明確化できることです。 

計画では、運用フェーズで管理可能なパフォーマンス目標を確立する必要があります。 計画フ

ェーズで使用するキャパシティ プランニング ツールのモデルは、誰がそのテクノロジを使用し

ても実現可能な内容に基づいています。その CPT モデルを使用して、個別のインフラストラク

チャの制約、および運用ニーズに基づけば、独自のシステム パフォーマンス目標を確立するこ

とができます。本章では第 8 章のガイドラインに従い、個々のパフォーマンス目標を達成でき

る独自のソリューションを構築する方法を示します。計画終了後は、GIS 導入全体を通じてその

目標が達成されていることを監視、検証する必要があります（第 12 章を参照）。 

11.2 ローマ市のユーザ要件分析 

ローマ市という架空の組織は、キャパシティ プランニング ツールをどのようにシステム設計工

程で使用するかを説明するために想定した標準的な組織です。この市の GIS を計画するに当た

っては、1 年目の導入を計画すると共に、2 年目、3 年目のことも検討します。 

まず 初に、市庁の現在の状況と、組織とその職員の GIS に対する期待を正確に評価します。 
ローマ市は、580 名以上の職員を有しており、彼らは情報プロダクトに関する日常業務を支援す

るために GIS 情報を必要としています。職員は、市内の計画部門、エンジニアリング部門、警

察部門、オペレーション部門に配置されています。市民は標準的な GIS 情報プロダクトの配備

により、公開された Web アプリケーション（サービス）を通じて情報にアクセスすることが可

能です。各部門はこれら一連の Web サービスを提供し、それを市民と共に市の Web サイトで共

有します。 
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図 11-2 は、運用環境全体の中でユーザ配置を特定するための、サンプル構成図を示しています。

この図は、システム設計の対象となる機能の配置、およびネットワーク通信について概要を示

しています。ポイントは、配置された各ユーザがデータ センターに接続している方式（LAN、

WAN、インターネット）と、使用可能なネットワーク伝送容量（T1 は 1.54 Mbps）を示してい

ることです。 

図 11-2 
ユーザ配置とネットワーク通信 

 
 

11.2.1 GISユーザのタイプ 

GIS ユーザのタイプは、基本的に 3 つに分けることができます。ArcGIS Desktop ユーザ タイプ

は、GIS 処理を行うためデスクトップ アプリケーションを必要とします。Web ユーザ タイプは、

ArcGIS Server の Web アプリケーションがサポートします。3 番目のバッチ プロセスは、レプリ

ケーション サービスと標準的な管理バッチ処理（リコンサイルとポスト、オンライン バックア

ップなど）をサポートするユーザ タイプです。 

ArcGIS Desktop：この分類には、一般的な空間検索、空間解析の研究、簡単な地図作成、およ

び汎用目的の検索、解析操作を行う ArcGIS Desktop のスペシャリストが含まれています。また、

ArcEditor、ArcView のユーザもすべて含まれます。カスタム ビジネス ソリューション向け GIS
アプリケーション、および特定のビジネス ニーズをサポートする ArcGIS Engine クライアント

も、この分類に含まれます。 

このケース スタディでは、ArcGIS Desktop のエディタおよびビューア用として独立したワーク

フローが設定されています。また、ArcGIS Desktop の Business Analyst 用としても独立したワー

クフローが用意されています。 初に ArcGIS Desktop ワークフローは、公開された ESRI 標準ワ
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ークフロー モデルを使用します。これらのワークフローは、システム設計および運用時にキャ

パシティ プランニングのパフォーマンス目標を検証した結果に基づいて、変更することができ

ます。 

Web サービス：ESRI ArcGIS Server ソフトウェアは、トランザクションベースのマップ プロダ

クトをインターネット ブラウザに提供し、リモート モバイル クライアントとの同期をサポート

します。Web ダイナミック マッピング サービスは ArcGIS Server 9.2 AJAXLight ワークフローが

サポートし、モバイル クライアントは ArcGIS Server Mobile ADF ワークフローがサポートしま

す。ESRI 標準ワークフローの負荷は、初期設計用として使用されます。これらのワークフロー

は、システム設計および運用時にキャパシティ プランニングのパフォーマンス目標を検証した

結果に基づいて、変更することができます。 

バッチ処理：バッチ処理の負荷特性は、処理のピーク時に管理バッチ処理を計画する場合の設

計で検討されます。これらのバッチ処理には、オンライン バックアップ、レプリケーション サ
ービス、リコンサイルおよびポスト サービスなどがあります。プラットフォーム使用率プロフ

ァイルを特定すれば、バッチ処理モデルの負荷を示すことができます（このプロファイルは、

バッチ処理の潜在的なニーズにより決定します）。処理負荷のピーク時における制約の中で、

同時バッチ プロセス数を確実に管理することが、システム管理の責務となります。 

終章で説明するキャパシティ プランニングのフレームワークにより、1 つのシステム設計評

価の中に、異なったデスクトップおよびサーバのワークフロー モデルを含める柔軟性を持つこ

とができるようになりました。ワークフロー モデルは、ソフトウェア コンポーネントのサービ

ス時間という観点から定義されます。目標となるコンポーネントのサービス時間（パフォーマ

ンス負荷）は、ESRI 標準の製品版ソフトウェアに対して、内部のパフォーマンス検証テストお

よびユーザのフィードバックに基づいて提供されます。これらの ESRI 標準ワークフロー モデ

ルは、システム アーキテクチャ設計コンサルティングのための ESRI 基準として使用されてお

り、ユーザによる適切な設計ソリューションの特定に役立つことが実証されています。ArcGIS 
9.3 ソフトウェアのリリースにより導入された新しいテクノロジ オプションに対しては、異なっ

たワークフロー モデルが必要となります。今後、この新しいモデルはキャパシティ プランニン

グ ツールの中で、これらワークフロー用に特定された適切なコンポーネント サービス時間に基

づいて表示されます。サービス時間の適切な目標を注意深く選択することが、システム アーキ

テクチャ設計における重要な検討事項の 1 つとなります。 

11.2.2 業務ワークフローの要件 

図 11-3 のユーザ ニーズ テンプレートを使用し、ローマ市の 1 年目のユーザ アプリケーション

要件を文書化しました。このテンプレートは、Tomlinson の『Thinking about GIS』の中で提示さ

れている要件分析に必要なデータを追加し、システム アーキテクチャ設計を完成させるように

設計されています。このスプレッドシートでは、各ユーザ配置の部門レベルで、業務ワークフ

ロー要件（ピーク時のワークフロー負荷）を示しています。 
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図 11-3 
ローマ市のユーザ ニーズ：1 年目 

 

 

ピーク時のワークフロー負荷（要件定義またはユーザ ニーズ評価フェーズで特定）により処理

要件およびトラフィック要件が確定し、それをキャパシティ プランニング ツールが使用してハ

ードウェア仕様を生成します。設計工程では各部門管理者に依頼し、これらピーク時のユーザ

負荷が正確に予測されていることを検証します。ハードウェア選択の 終検討は、これらピー

ク時の業務ワークフロー要件に焦点を当てて実施します。 キャパシティ プランニング ツールは、

ピーク時のユーザ要件を使用してシステム負荷（上記の処理要件およびトラフィック要件）を

生成し、 終的なハードウェアおよびネットワーク ソリューションを決定します。 

Web サービスは、IT データ センターから一般のインターネット サイトに向けて公開されます

（このケース スタディでは、各部門内部から Web サービスにアクセスすることはありません）。 

繰り返しますが、各部門の管理者は、 終的なワークフロー要件を検証する責任があります。

ワークフロー要件は、各導入フェーズごとに特定されます。図 11-4 はローマ市の 2 年目のワー

クフロー要件を示し、図 11-5 は 3 年目のワークフロー要件を示しています。 
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図 11-4 
ローマ市のユーザ ニーズ：2 年目 

 
 

2 年目には、警察部門をサポートする独立したセキュアなネットワークが導入されます。警察ネ

ットワークは独立した設計となり、ジオデータベース レプリケーション サービスを実行するの

で、ローマ市ネットワークと警察ネットワーク間で通信が発生します。新しい Mobile ADF アプ

リケーションが警察パトロールをサポートし、ダイヤルアップ接続を通じたバックグラウンド

通信を使用して、ArcGIS Server モバイル アプリケーションとの同期処理を行います。 

2 年目のローマ市ネットワークには、オペレーション部門内に 911 サービスと新しい派遣業務が

追加され、さらに 3 つの出先機関（Perth、Wawash、Jackson）が新たに配備されます。 
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図 11-5 
ローマ市のユーザ ニーズ：3 年目 

 

3 年目には、Business Analyst と Job Tracking（JTX）ワーク オーダー管理アプリケーションが新

たに導入されます。Tracking Server は、除雪機のスケジューリングを容易にするために導入され

ます。 また、2 つのリモート出先機関も新しくシステムに追加されます。警察部門には警察派

遣業務が追加され、20 人の警察パトロール要員が使用する Tracking Server ソリューションが導

入されます。 

これですべてのデータがテンプレートに入力されたので、後はこれらの新しいワークフローを

サポートするのに必要なインフラストラクチャを計算するだけです。別な言い方をすれば、シ

ステムを設計するには GIS ユーザ要件分析を行う必要があります。これらの作業を適切に行う

ことは、大変な仕事です。 組織の要員は、協力してワークフロー手順を特定し、ビジネス ニー

ズについて意見をまとめる必要があります。各業務ワークフローのピーク時ユーザ数を予測す

ることは、ビジネスを行うための基盤となります。一度これを特定すれば、この数値が要員配

置とライセンス供与の決定に影響し、さらにこれらのワークフローをサポートするハードウェ

アとインフラストラクチャのコストにも反映されます。この作業を理解し、正しく実行するか

どうかにより、ユーザの生産性とシステムの成功に大きな違いが生じます。 
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11.3 ローマ市のシステム アーキテクチャ設計 

システム設計を行うにあたって、スタッフが、分散コンピュータ システムをメンテナンスする

ためのスキルと経験を持っていることは重要なことです。分散コンピュータ環境のメンテナン

スは、適切なベンダのソリューションを選択するための重要な要素です。個別のコンピュータ

環境をメンテナンスするために、組織はこれまでどのような経験とトレーニングを積んできた

のでしょうか。この答え自体が、その組織にもっとも適した設計ソリューションを特定する要

因に成り得ます。適切な設計ソリューションを開発する前に、この点と図 11-6 に一覧した検討

事項について、分析し理解する必要があります。 

図 11-6 
システム設計における一般的な検討事項 

 
 

プラットフォームとネットワークの環境：独自で、または設計コンサルタントと協力して、現

在組織が管理・運用しているベンダ プラットフォームとネットワーク環境を見直します。ハー

ドウェアの運用経験、保守契約、要員訓練は、どの組織にとってもかなりの投資を意味します。

GIS を設計するにあたっては、既存のプラットフォームとネットワーク環境から得られた、企業

の経験を活かすような提案を行います。 

ハードウェアに対する方針と基準：組織は、ハードウェアに対する投資を決定するために、方

針と基準を作成します。経営者の選択傾向と、関連するベンダとの関係を理解することで、組

織に も支持される設計を行うための識見が得られます。 

運用上の制約と優先度：GIS ソリューションがどのように運用されるのかを理解することで、フ
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ォールト トレランス、セキュリティ、アプリケーションのパフォーマンス、および運用を適切

にサポートできるクライアント/サーバ アーキテクチャの形態に対する要件を、特定することが

できます。 

システム管理の経験：システム サポート要員のスキルと経験は、 終的なシステム設計を行う

ための基盤となります。ネットワーク管理の理解、ハードウェア サポートの経験、およびサポ

ート要員による将来の管理戦略への理解があれば、コンサルタントは、現在のシステムと互換

性のあるハードウェア ベンダのソリューションを提案しやすくなります。 

財政的な考慮： 終的なソリューションは、入手可能な価格でなくてはなりません。組織は自

らの財政能力を越えるソリューションを実現することはできません。コストは、システム設計

と共に、パフォーマンスと信頼性に影響を与えます。コストの問題があるのであれば、システ

ム設計において、ユーザ アプリケーションのパフォーマンスとシステムの信頼性、それとコス

トの間で妥協を図る必要があります。システム設計のコンサルタントは、指定された予算の制

限内で、 適なパフォーマンスと信頼性を提供するハードウェア ソリューションを決定する必

要があります。 

現在のテクノロジでも、分散構成のエンタープライズ GIS ソリューションを実現することはで

きますが、分散設計されたコンピュータ システムには必ず制約があります。 もコスト効率の

良いソリューションを決定するためには、真の GIS ユーザ ニーズを明確に理解し、そのニーズ

に応える様々な代替案について、システム サポート要員と話し合うことが重要です。 適な導

入戦略を特定し確立するには、複数のソフトウェア ワークフローとシステム導入の様々な代替

案を検討することが必要かもしれません。 

11.4 キャパシティ プランニング（1 年目） 

図 11-7 は、ローマ市の 1 年目の導入戦略について、概要を示しています。1 年目の導入では、

中央の IT データ センターによるサーバベースのアーキテクチャが採用されます。サーバ プラ

ットフォームは、リモートで ArcGIS Desktop ユーザをサポートする Windows Terminal Server フ
ァーム、公開された Web サービスをホストする ArcGIS Server、およびエンタープライズ ジオデ

ータベース機能を提供する中央の GIS データ サーバで構成されます。 
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図 11-7 
ユーザの配置とネットワーク通信：1 年目 
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11.4.1 ワークフロー要件分析（1 年目） 

システム アーキテクチャ設計工程は、キャパシティ プランニング ツールによりサポートされま

す。ワークフロー分析では、先に図 11-5 の計画で特定したワークフロー要件を使用します。組

織によっては、このような個別のワークフロー要件テンプレートを使用せずに、キャパシティ 
プランニング ツールを使用してワークフローの要件を整理し、分析を行う場合もあります。各

組織は、自分の設計ニーズに適した方法を使用すべきです。前述のテンプレートでは、計画し

たワークフロー要件がスプレッドシートに挿入され、ユーザ ニーズを漏れなく表しています。

このように適切に文書化された要件は CPT でシンプルなワークフローとして表示され、次のよ

うに検証されます。 

システム設計工程の第 1 ステップでは、CPT の[Workflow]タブにローマ市のカスタム GIS ワーク

フローを作成します。ワークフローを統合すれば要件分析の表示を単純化できますが、ワーク

フローを統合できるのは、それらが同じソフトウェア テクノロジによりサポートされ、ソフト

ウェア サービス時間が同じ場合だけです。キャパシティ プランニング ツールでは個別のワーク

フローを多数使用できますが、ワークフローを適切な数に抑えることにより、プレゼンテーシ

ョンを明確化することができます。すべての ArcGIS Desktop ワークフローが類似しており、共

通の生産性で示すことができると仮定することで、ローマ市の分析例を単純化して表示できま

す。より詳細な分析が必要な場合は、プレゼンテーション用のサマリを使用した、より細分化

したタブで実行します。図 11-8 は、ローマ市のシステム設計のために作成したカスタム ワーク

フローを示しています。 

図 11-8 
ローマ市ワークフローのパフォーマンス目標 

 
各組織のソリューションは、それぞれ異なります。キャパシティ プランニング ツールで 終的

なデータを整理する前に、設計工程ではいくつかの意思決定が行われます。これらの 終的な

設計へと至るまでの過程と検討は、設計工程で行われた意思決定の記録として文書化する必要

があります。設計ドキュメントでは、 終的なワークフローを提示するための根拠を明確に定

義します。 

カスタム ワークフローを定義すれば、ワークフロー要件分析の第 1 フェーズが完了したことに

なります。図 11-9 は、CPT によるローマ市のワークフロー要件分析（1 年目）を示しています。 

図 11-9 
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ワークフロー要件分析：1 年目 

 

CPT のワークフロー要件分析には、計画フェーズで特定されたすべてのワークフローが含まれ

ます。共通的なワークフローを各サイト配置ごとに統合すれば、表示を単純化することができ

ます。CPT のワークフローをトラック バックすると、計画した個々のワークフロー要件を表示

することができます。ユーザ要件とサイト配置を CPT で設定し、サイト トラフィックの集計範

囲をネットワーク接続を通じたすべてのサイトのワークフロー トラフィックを含めるように変

更すると、CPT はパフォーマンス分析を完了します（これらの CPT 設定手順は第 10 章で説明し

ています）。ワークフローのネットワーク トラフィックは、ワークフロー全体の要件から計算

されます（DPM×Mbpd / 60 秒）。 
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11.4.2 ワークフロー コンポーネント サービス時間の検証（1 年目） 

CPT では、ESRI 標準ワークフローのサービス時間が、構成計画で使用する開始ポイントとして

提供されます。これらのワークフロー テンプレートでは、アプリケーション ソフトウェアの目

標となるパフォーマンス マイルストーンが表示されます。CPT のカラム J～P にはワークフロー

のプラットフォーム コンポーネント サービス時間が表示されており、これを使用して構成ツー

ルがキャパシティ プランニング分析を行います。CPT に表示されたこのワークフロー サービス

時間が正しいことを検証し、ワークフロー分析のために作成されたカスタム ワークフローを確

認することを推奨します。図 11-10 は、ローマ市の分析で使用するワークフローのコンポーネン

ト サービス時間について、概要を示しています。 

図 11-10 
ワークフローのパフォーマンス目標の検証：1 年目 

 

 

業務ワークフローの要件をキャパシティ プランニング ツールに設定すると、CPT はネットワー

ク伝送容量の要件をすばやく評価します。図 11-7 のネットワーク構成図で示されたネットワー

ク接続の伝送容量が、CPT に入力されています（図 11-9）。 

データ センターのネットワーク接続（灰色の行で表示） 

 LAN：セル I7 

 WAN：セル I11 

 インターネット：セル I18 

リモート サイトのネットワーク接続 

 サイト 2 – オペレーション部門：セル I12 

 サイト 3 – Freeberg：セル I14 

 サイト 4 – Willsberg：セル I16 

一般のインターネット クライアント：セル I19（これは複数のサイトを表しており、総インター

ネット トラフィックの 2 倍以上の高い伝送容量を設定します。そのため、この分析には影響を
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与えません）。 

ワイド エリア ネットワークの場合は、サービス プロバイダ（電話会社など）が WAN 網に対す

る各接続のピーク時伝送容量要件に基づいてサービスを提供します。中央データ センターの接

続は、通常、各リモート オフィスの接続よりも伝送容量が大きくなります。インターネット サ
ービス プロバイダは、同じくピーク時の伝送容量要件に基づいて、インターネット アクセス用

の伝送容量を提供します。 

ネットワークの総トラフィックをチェックし、SUM 関数の範囲が正しいことを確認します。デ

ータ センター サイトの範囲には上下にある灰色の行を含め、各ネットワーク ワークフロー

（LAN、WAN、インターネット）を結合します。リモート サイトの範囲にはサイト内のすべて

のワークフローを含め、さらに上下にある緑色の行を含めることも可能です。CPT が正確に計

算できるように、これらの範囲が正しいことを確認します。 

11.4.3 ネットワーク伝送容量の適合性（1 年目） 

ネットワーク接続を定義して集計範囲を確認すると、キャパシティ プランニング ツールは潜在

的なトラフィックのボトルネックを特定します。ボトルネックが存在すると、ネットワーク ト
ラフィックの集計セルが色付きで表示され、さらにワークフロー パフォーマンス サマリにネッ

トワーク キュー時間が表示されます。図 11-11 は後者のワークフロー パフォーマンス サマリで

あり、図 11-9 のワークフロー要件分析で CPT が特定したパフォーマンス問題を示しています。 

図 11-11 
ネットワーク伝送容量の適合性：1 年目 

 

図 11-10 では、トラフィックが既存のネットワーク伝送容量の 50％を超えると、ネットワーク 
トラフィックの集計セルが黄色に変わり、既存のネットワーク伝送容量を超えると赤色に変わ

ります。ネットワーク待機時間（NWQ）は、ワークフロー パフォーマンス サマリで各ワーク
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フローのネットワーク サービス時間の上に示されます。 

1 年目の場合、WAN とインターネットのトラフィックが現在の伝送容量を大きく超えています。

ワークフロー パフォーマンス サマリが示す表示応答時間の予測には、ネットワーク競合による

影響が含まれています。インターネットの表示アプリケーション応答時間（ワークフロー

3.0.1）は、負荷のピーク時で約 8 秒です。  ワークフロー パフォーマンス サマリはキャパシテ

ィ プランニング ツールが生成する強力な情報プロダクトであり、第 10 章で詳細に説明してい

ます（図 10-9）。各プラットフォームとネットワーク コンポーネントのサービス時間が中心的

に表示され、それに関連するキュー時間はそれぞれの上に白色のバーで表示されています。各

ワークフローが表示され、これらは CPT の識別キー（ユーザ要件モジュールの各ワークフロー

の左側にあるカラム A の内容）で特定されます。各ワークフローごとに、サービス時間と全体

の応答時間（全サービス時間とキュー時間の合計）が表示されています。ワークフロー パフォ

ーマンス サマリは、ユーザ要件の設定が完了すると、（ハードウェア選択モジュールで選択し

たハードウェアに基づいて）動的に更新されます。 
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11.4.4 ネットワーク パフォーマンスのチューニング（1 年目） 

ネットワーク パフォーマンスのボトルネックを特定した場合は、キャパシティ プランニング ツ
ールを調整し、特定したパフォーマンス問題を解決することができます。標準的に、ネットワ

ーク伝送容量は、予測されるピーク時のトラフィック要件の少なくとも 2 倍に設定することを

推奨します。 

この分析では、GIS のトラフィックのみを示していることに注意してください。WAN とインタ

ーネット接続は組織内の他のユーザと共有するので、分析にはそれらの要件も含める必要があ

ります。他の予測されるネットワーク トラフィックを表すワークフローを追加することは可能

なので、パフォーマンスが重要である場合（通常はそうですが）、追加することを推奨します。 

ローマ市は、データ センターの WAN とインターネット接続を 6 Mbps に、サイト 3 の Freeberg
とサイト 4 の Willsberg の接続を 3 Mbps にアップグレードすることを決定しました。図 11-12 は、

推奨するネットワーク伝送容量のアップグレードを行った結果のワークフロー パフォーマンス 
サマリを示しています。パブリック ワークフロー3.0.7 の表示応答時間は、1 秒未満になりまし

た。 

図 11-12 
ネットワーク パフォーマンスのチューニング：1 年目 

 

適切なネットワーク伝送容量のアップグレードを CPT に設定すると、この調整の結果がネット

ワーク トラフィック セルの色とワークフロー パフォーマンス サマリに反映されます。伝送容

量についてはネットワーク管理者と検討する必要があります。ネットワーク管理者であれば分

析に容易に含めることができる他のトラフィック要件を特定し、ネットワークのアップグレー

ドがどの程度可能かを確認できます。 

 一度キャパシティ プランニング ツールを適切に設定すれば、（ワークフロー分析ツールが提供
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する）ピーク時のネットワーク伝送容量と、（以前のネットワーク構成図に示された）既存の

伝送容量を比較することができます。そこで必要があれば、望ましいアップグレードを特定し、

それらをシステム設計に反映させます。 

ローマ市の 1 年目の運用構成では、ユーザは 4 箇所に渡っています。市庁舎ではイントラネッ

ト接続を使用して、リモート オフィスと WAN 通信を行い、Web マッピング サービスを公開し

ています。各リモート オフィスでは、ローマ市の WAN に接続するためにルータを装備してい

ます。各ネットワーク接続のトラフィック要件は、図 11-10 に示すように、ワークフロー分析の

ネットワーク トラフィック（カラム H）で示しています。 

11.4.5 ハードウェア プラットフォームの構成（1 年目） 

1 年目の業務ワークフロー要件を CPT のユーザ要件モジュールに入力すると、CPT のプラット

フォーム構成モジュールを使用して 終的なプラットフォーム選択が実行され、推奨するシス

テム構成が完成します。CPT には、すでに説明したパフォーマンス モデル（第 7 章）と、ベン

ダ プラットフォームの性能ベンチマーク（第 9 章）が組み込まれています。CPT は、ベンダの

相対的な性能ベンチマークと共に作成したピーク時の業務ワークフロー要件を使用し、ピーク

時のワークフロー負荷に対応するのに必要なプラットフォームのノード数を計算します（シス

テム設計者は、様々なベンダのプラットフォームの中から 終的な構成を選択することができ

ます）。 

図 11-13 のハードウェア プラットフォーム構成は、Xeon X5260 4 コア（2 ソケット）3333(6) 
MHz ハードウェア プラットフォームを採用しています（2008 年中期の推奨するアプリケーショ

ン サーバ プラットフォーム）。 

図 11-13 
ハードウェア プラットフォームの選択：1 年目 

 

1 年目の導入に向けて計画されたピーク時ワークフローの処理能力は、2 台の Windows Terminal 
Server、1 台の ArcGIS Server コンテナ マシン（ADF、SOC、および ArcSDE ダイレクト コネク

ションによるソフトウェア コンポーネントをサポート）、1 台の Windows データベース プラッ

トフォームでサポート可能です。ハードウェア プラットフォームはすべて、Xeon X5260 4 コア
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（2 ソケット）3333(6) MHz プラットフォームがサポートしています（Windows Terminal Server
とデータベース層は 20 GB の物理メモリ[RAM]を装備、コンテナ マシンは 8 GB RAM を装備）。  
推奨するプラットフォーム ソリューションの各層ごとに、予測される CPU 使用率を示していま

す。 

 

11.5 キャパシティ プランニング（2 年目） 

ローマ市の 2 年目の導入でも、同様の分析を実行できます。 ほとんどの GIS 開発では、数年間

に渡ってテクノロジを徐々に発展させていきます。そのため、導入計画では通常 2～3 年間のス

ケジュールを立て、予測される導入のニーズに合わせて適切に予算を確保します。図 11-14 は、

2 年目の導入におけるユーザの配置場所を示しています。 

図 11-14 
ユーザの配置とネットワーク通信：2 年目 

 

 

2 年目においては、911 緊急派遣と初期の警察ネットワークの配備に加えて、インターネット リ
モート サイトがいくつか追加されます。警察ネットワークは、独立したサーバ環境でサポート

されます（ジオデータベース用の ArcSDE DBMS サーバ、および Mobile ADF 警察パトロール ア
プリケーション用 ArcGIS Server を装備。 警察ジオデータベースへのデータ更新にはジオデータ

ベース レプリケーションを使用）。ローマ市のネットワーク運用は、引き続き IT データ セン

ターにより管理されます。 
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11.5.1 ワークフロー分析（2 年目） 

図 11-15 は、CPT に表示された 2 年目のローマ市ネットワーク ワークフロー分析結果を示して

います。ユーザニーズ評価（図 11-4）で特定したワークフロー要件を、構成ツールのワークフ

ロー分析モジュールに移送する必要があります。2 つの CPT タブを新しく作成する必要があり、

1 つはローマ市ネットワーク用で、もう 1 つは警察ネットワーク用です。新規タブに 1 年目のワ

ークシートをコピーし、それに追加する配置と業務ワークフローを挿入してローマ市ネットワ

ークの 2 年目用ワークシートを新たに作成し、ユーザ要件を完成します。1 年目のネットワーク

伝送容量のアップグレードは、2 年目の分析の開始ポイントとして取り込まれています。 

図 11-15 
ワークフロー要件分析：2 年目 

 

 

2 年目の導入には、データ センターのインターネット ネットワークを通じてアクセスする 3 つ

のリモート サイトが追加されています。ネットワーク構成図（図 11-14）に表示された新しいリ

モート サイト接続の伝送容量は、CPT のワークフロー要件分析に示されています。図 11-14 に

示された新しいリモート サイト接続の伝送容量は、次のとおりです。 

新規リモート サイトのネットワーク接続 

 サイト 5 – Perth：1.5 Mbps（セル I21） 

 サイト 6 – Wawash：1.5 Mbps（セル I23） 

 サイト 7 – Jackson：1.5 Mbps（セル I25） 

 

ESRI 技術参考書 11-20 
 
 



 
システム設計ガイド 11 システム設計の実施 
  

  

 

 

インターネット Web ブラウザ PSAP と緊急車両は、公開された Web サービスに含まれています。 

ネットワークの総トラフィックをチェックし、SUM 関数の範囲が更新されていることを確認し

ます。リモート サイトの範囲には上下にある緑色の行を含め、サイトのワークフローを結合し

ます。また、中央データ センターの範囲には、灰色の各ネットワーク行（LAN、WAN、インタ

ーネット）の集計範囲を含めます。キャパシティ プランニング ツールが正確に計算できるよう

に、これらの範囲が正しいことを確認します。 

図 11-16 は、2 年目の警察ネットワーク ワークフロー要件の分析結果を示しています。ユーザ 
ニーズ評価で特定されたワークフロー要件（図 11-4）が、構成ツールのワークフロー分析モジ

ュールに移送されています。新しい CPT ワークシートに 2 年目の警察ネットワーク ユーザ要件

を作成し、警察ネットワーク ワークフローの要件分析の入力として設定する必要があります。 

図 11-16 
警察ワークフロー要件分析：2 年目 

 

2 年目の警察ネットワークの導入には、ローカル ネットワーク クライアントとリモート モバイ

ル装置を持つ警察パトロール カーが含まれます。警察パトロールの各通信装置は、専用のダイ

ヤルアップ電話接続を通じてサポートされます（伝送容量は 1.5 Mbps に設定されており、接続

の総伝送容量の 2 倍をはるかに超えているので、ネットワーク適合性を評価する必要はありま

せん）。 
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11.5.2 ネットワーク適合性（2 年目） 

ネットワーク接続を定義して集計範囲を確認すると、キャパシティ プランニング ツールは潜在

的なトラフィックのボトルネックを特定します。ボトルネックが存在すると、ネットワーク ト
ラフィックの集計セルが色付きで表示され、さらにワークフロー パフォーマンス サマリにネッ

トワーク キュー時間が表示されます。ローマ市のネットワーク ワークフロー要件分析（図 11-
15）では、4 つのサイト接続が伝送容量の 50％を超えており（ローマ市の WAN、オペレーショ

ン部門、Willsberg、Jackson）、2 つのサイト接続が伝送容量を超えています（ローマ市のインタ

ーネット、Wawash）。 

図 11-17 は、ローマ市ネットワークのワークフロー パフォーマンス サマリ（2 年目）を示して

います。 

図 11-17 
ネットワーク伝送容量の適合性：2 年目 

 

ネットワーク待機時間（NWQ）は、ワークフロー パフォーマンス サマリ（図 11-17）で各ワー

クフローのネットワーク サービス時間の上に示されます。インターネットのトラフィックは、

現在の伝送容量をはるかに超えています。ワークフロー パフォーマンス サマリが示す表示応答

時間の予測には、ネットワーク競合による影響が含まれています。Wawash のブラウザによる表

示応答時間（ワークフロー3.6.9）は、2.5 秒を超えています。 
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11.5.3 ネットワーク パフォーマンスのチューニング（2 年目） 

ネットワーク パフォーマンスのボトルネックを特定すると、キャパシティ プランニング ツール

を調整し、特定したパフォーマンス問題を解決することができます。標準的なガイドラインで

は、ネットワーク伝送容量は、予測されるピーク時のトラフィック要件の少なくとも 2 倍に設

定します。ネットワーク管理者は他のネットワーク トラフィック負荷を考慮する必要があり、

終的には企業全体のトラフィック要件に対応する必要があります。 

ローマ市はネットワーク接続を、WAN は 12 Mbps に、オペレーション部門、Freeberg、Wawash
は 3 Mbps に、Willsberg は 6 Mbps に、インターネット接続は 45 Mbps にアップグレードするこ

とを決定しました。図 11-18 は、ネットワーク伝送容量に推奨する調整を行った結果を示してい

ます。 

図 11-18 
ネットワーク パフォーマンスのチューニング：2 年目 

 

適切なネットワーク伝送容量のアップグレードをキャパシティ プランニング ツールに入力する

と、この調整の結果がネットワーク トラフィック セルの色とワークフロー パフォーマンス サ
マリに反映されます。その他のトラフィック要件を分析に含めることは容易にできるので、ネ

ットワーク管理者と検討を行い、他のトラフィック要件の内容を確認し、推奨するネットワー

クのアップグレードがサポート可能であることを確認します。 

11.5.4 ハードウェアの選択と性能評価（2 年目） 

キャパシティ プランニング ツールを使用し、2 年目のプラットフォーム構成を選択することが

できます。 図 11-19 の CPT 画面では、推奨するローマ市ネットワーク ワークフロー（2 年目）
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の 小プラットフォーム ソリューションを示しています（Xeon X5260 4 コア[2 ソケッ

ト]3333(6) MHz プラットフォームを使用）。ユーザ要件の作成とプラットフォームの選択が完

了すれば、キャパシティ プランニング ツールによりプラットフォーム構成の要件が提示されま

す。 図 11-19 は、CPT によるプラットフォーム構成の概要を示しています。 

図 11-19 
ハードウェア プラットフォームの選択：2 年目 

 

フェーズ 2 のローマ市ネットワーク ワークフロー要件は、選択したプラットフォーム構成によ

る 4 台の Windows Terminal Server、1 台の Web サーバ/コンテナ マシン、1 台のデータベース サ
ーバでサポートされます。 

ワークフロー パフォーマンス サマリを使用して、選択した構成に対するユーザ応答時間を評価

することができます。各ハードウェア コンポーネントの上に表示された処理のキュー時間は、

プラットフォームの処理待ち時間を示しています（待機時間モデルについては第 7 章で説明し

ています）。プラットフォームの使用率が 50％を超えると、ユーザ パフォーマンスが低下しま

す。 

図 11-19 は、現在の高性能構成によるワークフロー応答時間を示しています。Windows Terminal 
Server のピーク時 CPU 使用率は 76％であり、このためワークフローの待機時間が長くなり、ユ

ーザ表示パフォーマンスが低下します。リモート ターミナル クライアントの表示応答時間は、

負荷のピーク時で 0.9 秒を超えています。 
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11.5.5 ローマ市ネットワークのハードウェア プラットフォーム ソリューション 
（2 年目） 

パフォーマンスの受け入れ可能なレベルは、ユーザのニーズによって決まります。この例の場

合、Windows Terminal Server 構成のパフォーマンスの低さは受け入れられないと判定されました。

そのため、ユーザの生産性を向上させるために、Windows Terminal Server ファームの増設を行い

ます。 

2 年目では、Windows Terminal Server 層にサーバ ノードを追加し、ピーク時のユーザ パフォー

マンス レベルを向上させます。図 11-20 は、この増設により予測されるワークフロー パフォー

マンスの向上を示しています（表示応答時間は 0.9 秒から 0.8 秒未満となり、平均的な表示で約

0.1 秒改善されました）。組織によっては、この小さなパフォーマンス向上では十分ではない場

合がありますが、それ以外の組織にとっては、サーバの追加は賢い投資であるといえます。 

図 11-20 
ハードウェア パフォーマンスのチューニング：2 年目 
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11.5.6 警察ネットワークのプラットフォーム ソリューション（2 年目） 

図 11-21 は、警察ネットワークのプラットフォーム構成要件を示しています。この図では、上段

に CPT のツール インタフェース、下段にワークフロー パフォーマンス サマリを示しています

（CPT のグラフはドラッグして、見やすい場所に移動できます）。2 年目のローマ市では、ピー

ク時のワークフロー負荷をサポートするのに必要な ArcGIS Desktop ユーザ数は 11 です。ESRI
ワークグループ サーバ ライセンスは 大 10 の ArcGIS Desktop 接続を同時にサポートできるの

で、ピーク時のワークフロー要件からデスクトップ ユーザを 1 つ削減できれば、警察ネットワ

ークのニーズを満たすことができます。この件については、設計評価の中でコスト削減の 1 つ

の可能性として検討する必要があります。この場合、これらのピーク時負荷を過剰に見積もら

ないことが重要です。 ESRI ワークグループ サーバは、CPT タブのデータベース層の下に独立

したプラットフォーム層として提示されます。このプラットフォーム層は小さなワークグルー

プ環境（警察ネットワークなど）をサポートするために提供されており、ESRI ソフトウェア ラ
イセンスを持つ SQL Express Edtition のサイジングをサポートすることもできます。また、ここ

で示すように、このサーバ層を、エンタープライズ ライセンスを持つ複合プラットフォーム環

境向けに使用することも可能です。警察ネットワークの Web および DBMS のピーク時処理能力

要件は、1 台の Xeon X5260 2 コア（1 チップ）3333(6) MHz サーバで満たすことが可能であり、

これによりピーク時のワークフロー ニーズに対応することができます。 

図 11-21 
警察部門のハードウェア プラットフォーム要件：2 年目 
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キャパシティ プランニング ツールでワークグループ サーバを使用すれば、Web とデータベース

のすべてを 1 台のプラットフォームでサポートするエンタープライズ サーバ構成を設定するこ

とができます。ワークフロー パフォーマンス サマリの評価では、パフォーマンスのボトルネッ

クは特定されませんでした。 
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11.6 キャパシティ プランニング（3 年目） 

3 年目においては、2 つの新しい地域にオフィス サイトが配備され、市庁舎の部門数と GIS テク

ノロジの使用するワークフローが増加しています。また、冬の大雪で使用する 大 100 台の除

雪車を含む移動車両を監視するための経路分析も導入されています。 図 11-22 は、3 年目のユー

ザ配置を示しています。 

図 11-22 
ユーザの配置とネットワーク通信：3 年目 
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11.6.1 ワークフロー分析（3 年目） 

図 11-23 は、3 年目のワークフロー分析結果を示しています。ユーザ ニーズ評価で特定されたワ

ークフロー要件（図 11-4）が、構成ツールのワークフロー要件モジュールに移送されています。

ローマ市ネットワークと警察ネットワークのワークフロー テンプレートは、Excel のキャパシテ

ィ プランニング ワークブックから生成されます。各サイト構成を作成するには、2 年目のワー

クシートを新しいタブにコピーし、追加するリモート サイトの配置とワークフローのアップグ

レードを挿入します。 

図 11-23 
ワークフロー要件分析：3 年目 

 
 

3 年目では、新しく Business Analyst ワークフローをローマ市の LAN に追加し、さらに 2 つの新

しいリモート サイト（Petersville と Rogerton）をデータ センターのインターネット接続に追加

します。リモート サイトのネットワーク接続伝送容量は、CPT 画面の一番右側（カラム I）で

示しています。 

新規リモート サイトのネットワーク接続 

 サイト 8 – Petersville：1.5 Mbps（セル I28） 
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 サイト 9 – Rogerton：1.5 Mbps（セル I30） 

ネットワークの総トラフィックをチェックし、SUM 関数の範囲が正しいことを確認します。リ

モート サイトの範囲には上下にある緑色の行を含め、サイトのワークフローを結合します。ま

た、中央データ センターの範囲には、各ネットワーク行（LAN、WAN、インターネット）の集

計範囲を含めます。キャパシティ プランニング ツールが正確に計算できるように、これらの範

囲が正しいことを確認します。 

11.6.2 ネットワーク適合性（3 年目） 

ネットワーク接続を定義して集計範囲を確認すると、CPT は潜在的なトラフィックのボトルネ

ックを特定します。ボトルネックが存在すると、ネットワーク トラフィックの集計セルが色付

きで表示され、さらにワークフロー パフォーマンス サマリにネットワーク待機時間が表示され

ます。図 11-23 の CPT 画面では、Wawash、Jackson、およびローマ市 WAN のネットワーク トラ

フィックが伝送容量の 50％を超えていることを示しています。また、オペレーション部門、

Wawash、Petersville、Rogerton では、トラフィックが伝送容量の 100％を超えていることを示し

ています。図 11-24 は、ローマ市ネットワークの 3 年目のワークフロー パフォーマンス サマリ

を示しています。 

図 11-24 
ネットワーク伝送容量の適合性：3 年目 

 

ネットワーク キュー時間（NWQ）は、ワークフロー パフォーマンス サマリで各ワークフロー

のネットワーク伝送時間の上に示されます。ArcGIS ユーザのターミナル クライアントに対する

表示応答時間は、Rogerton（ワークフロー3.9.13）では 3 秒を超えています。この場合、分当た

り 10 表示の生産性では、ユーザの思考時間は 3 秒未満となります。 
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11.6.3 ネットワーク パフォーマンスのチューニング（3 年目） 

ネットワーク パフォーマンスのボトルネックを特定した場合は、キャパシティ プランニング ツ
ールを調整し、特定したパフォーマンス問題を解決することができます。標準的に、ネットワ

ーク伝送容量は、予測されるピーク時のトラフィック要件の少なくとも 2 倍に設定することを

推奨します。ローマ市のネットワーク管理者は、ネットワークの以下の 3 年目向けアップグレ

ードに同意しています。 

 ローマ市の WAN（セル I12）– 45 Mbps 

 オペレーション部門（セル I13）、Wawash（セル I24）、Petersville（セル I28）、Rogerton
（セル I30）– 6 Mbps 

図 11-25 は、ネットワーク伝送容量を調整し、拡張した結果を示しています。 

図 11-25 
ネットワーク パフォーマンスのチューニング：3 年目 

 

適切なネットワーク伝送容量のアップグレードをキャパシティ プランニング ツールに設定する

と、この調整の結果がワークフロー パフォーマンス サマリに反映されます。繰り返しますが、

この分析では GIS トラフィックのみを考慮しているので、他のトラフィック要件を含めること

についてネットワーク管理者と検討することになります。既存のトラフィック負荷を示すカス

タム ワークフローを使用すれば、トラフィックの予測は可能なので、それを分析に含めるのは

容易です。 
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11.6.4 ハードウェアの選択と性能評価（3 年目） 

キャパシティ プランニング ツールを使用し、3 年目のプラットフォーム構成を選択することが

できます。以下に示す図 11-26 の CPT インタフェースでは、推奨するローマ市ネットワーク ワ
ークフロー（3 年目）の 小プラットフォーム ソリューションを示しています（Xeon X5260 4
コア[2 ソケット]3333(6) MHz プラットフォームを使用）。ユーザ要件の作成とプラットフォー

ムの選択が完了すれば、キャパシティ プランニング ツールを使用してプラットフォーム構成の

要件を提示できます。 

図 11-25 で参照したワークフロー パフォーマンス サマリを使用すれば、選択した構成に対する

ユーザ応答時間を評価することができます。各ハードウェア コンポーネントの上に表示された

処理の待機時間は、プラットフォームの処理待ち時間を示しています（待機時間モデルについ

ては第 7 章で説明しています）。プラットフォームの使用率が 50％を超えると、応答時間が増

加します。このソリューションでは、Windows Terminal Server プラットフォームの使用率が

93％（セル B39）、ArcGIS Server コンテナ マシンの使用率が 73％（セル B54）であり、どちら

も使用率が 50％をはるかに超えています。また、データベース サーバの使用率は 94％です（セ

ル B61）。 

図 11-26 
ハードウェア プラットフォームの選択：3 年目 

 

繰り返しますが、受け入れ可能なパフォーマンスのレベルは、その組織のニーズにより決まり

ます。しかし、この例の Windows Terminal Server と ArcGIS Server 構成のパフォーマンスの低さ

は、受け入れられないと判断されました。したがって、Windows Terminal Server ファームを 12
サーバに増設してユーザ生産性を改善し、さらに Web クライアントのパフォーマンスを向上さ

せるために、サーバを追加して高可用性構成を実現します。また、データベース サーバもアッ

プグレードして処理能力の高い構成にします。 
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11.6.5 ローマ市ネットワークのハードウェア プラットフォーム ソリューション 
（3 年目） 

図 11-27 は、アップグレードしたプラットフォーム選択モジュールを示しています。Windows 
Terminal Server 層に 3 台のサーバ ノードを追加し、ピーク時のユーザ パフォーマンス レベルを

改善しています（セル I40 の確定ノード数が 10 に設定されています）。コンテナ マシン層には

1 台のサーバが追加されています（セル I55 の確定ノード数が 2 に設定されています）。データ

ベース サーバは、Xeon X5460 8 コア（2 ソケット）3166(12) MHz プラットフォームにアップグ

レードされています。 

図 11-27 
ローマ市ネットワークのハードウェア パフォーマンスのチューニング：3 年目 

 

 

ESRI 技術参考書 11-33 
 
 



 
システム設計ガイド 11 システム設計の実施 
  

  

 

 

.図 11-28 は、ワークフロー パフォーマンスの改善を示しています（表示応答時間が 1.1 秒から

約 0.85 秒に改善しています）。ユーザによっては、この小さなパフォーマンス向上では、追加

されたハードウェアとソフトウェア ライセンスのコストに対して十分ではないと判断する場合

があります。しかし、それ以外のユーザにとっては、ハードウェアの追加などによるユーザ生

産性の向上は、結局は賢い投資だったことがわかります。 

図 11-28 
ローマ市ネットワークのハードウェア パフォーマンスのチューニング：3 年目 
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11.6.6 警察ネットワークのプラットフォーム ソリューション（3 年目） 

図 11-29 は、3 年目の警察ネットワークで必要となる構成を示しています。処理能力の要件は、

引き続きシングル ソケットのサーバ構成で満たすことができます。ピーク時のデスクトップ ユ
ーザ接続数は、合計 24 ArcGIS Desktop ユーザに増加しました。この場合、エンタープライズ

ArcGIS Server ライセンスが必要となりますが、ピーク時の負荷は引き続き SQL Server Expres 
Edition でサポートすることが可能です。 

図 11-29 
警察部門のハードウェア プラットフォーム要件：3 年目 

 

ワークフロー パフォーマンス サマリは、提案されたシステム設計ソリューションのパフォー

マンスが優れていることを示しています。 
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11.7 システム構成の選択 

ある組織にとっての 高のソリューションは、そのユーザ コミュニティの分散状況と、使用し

ているデータのタイプによって異なります。このようなユーザの要件が、運用環境をサポート

するマシンの数、アプリケーションをサポートするメモリの容量、システム ソリューションを

サポートするディスク容量を決定します。システム設計モデルは、キャパシティ プランニング

を支援するために、目標となるパフォーマンス測定基準を提供します。キャパシティ プランニ

ング ツールには、サイジング モデルに対応した標準テンプレートが組み込まれており、エンタ

ープライズ レベルのキャパシティ プランニング作業をサポートする操作しやすいインタフェー

スを提供しています。CPT は、ユーザ ニーズ評価の結果を適用する上で、非常に役立ちます。 

組織の変化に応じてユーザ ニーズも変化するので、この評価はシステム設計工程だけでは完了

せず、以降の工程でも評価は継続されます。アップグレード、新規ソリューションの導入、チ

ューニング、およびパフォーマンスの 適化など、あらゆる実装や変更は、そのための計画が

必要であるという点では、新たに開始する場合と同様です。計画を立てることにより、GIS 導入

を管理し成功させるためのパフォーマンス マイルストーンを設定することができます。キャパ

シティプ ランニングで使用するパフォーマンス目標は、 終システムのパフォーマンスと拡張

性を検証するためのターゲット マイルストーンとなります。次の 終章では、システム設計の

終了後、それに基づいて何を実行するかについて述べています。その中で、システム インテグ

レーションの基本と、導入を成功に導くためのベスト プラクティスについて説明します。 
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12 システム導入 
システム導入を成功させるには、優れたリーダーシップと入念な計画が必要です。  すべてのコ

ンポーネントを詳細に理解することは、運用戦略を立てる上で不可欠です。エンタープライズ

IT 環境には、様々なベンダのテクノロジが統合されています。IT 環境における相互運用性に関

する標準は、強制的なものではないので、非常に単純なテクノロジの統合でも、各ステップご

とに検証する必要があります。 

エンタープライズ GIS 環境には、幅広いテクノロジが統合されています。今日、ほとんどの環

境には、データベース サーバ、ストレージ エリア ネットワーク（SAN）、Windows Terminal 
Server、Web サーバ、マップ サーバ、および高速の LAN、WAN、インターネットで接続された

デスクトップ クライアントなど、様々なハードウェア ベンダのテクノロジが組み込まれていま

す。これらすべてのテクノロジが、バランスのとれたコンピューティング環境を運用するため

に、互いに正しく連携して機能する必要があります。また、ソフトウェア ベンダのテクノロジ

としては、データベース管理システム、ArcGIS Desktop/Server ソフトウェア、Web サービス、

オペレーティング システムなどがあり、すべてが既存のアプリケーションと統合されています。

この統合された環境に、データとユーザ アプリケーションが加わり、 終的な運用をサポート

します。このように、数多くのテクノロジが渾然一体となって 1 つの巨大システムとなり、業

務ワークフローの要件を満たすために、適切、かつ効果的に協力して機能する必要があります。 

分散コンピューティング テクノロジの構築と運用は、インタフェース標準が成熟するにつれて、

この数年の間により容易になっています。この同じ時期に、エンタープライズ環境はますます

大規模、かつ複雑になりました。エンタープライズ システムの導入に関わる複雑さとリスクの

原因は、様々なベンダのコンポーネントがあり、それを 終的には統合したシステムとしてサ

ポートしなければならないことにあります。単一のデータベース環境を持つ、中央集中化した

コンピューティング ソリューションは、運用とサポートが もやりやすい環境です。同じデー

タベースのコピーを複数保持する分散コンピュータ システムは、導入とサポートが大変複雑で

難しい環境です。エンタープライズ ビジネス環境の運用リスクを減らし、管理作業を改善する

ために、多くの組織ではデータ ソースとアプリケーション処理環境の統合を進めています。 

12.1 GISにおける要員配置 

優れたリーダーシップの 初の一歩は、適切な要員管理です。一般的に、エンタープライズ

GIS の導入を成功させるには、エグゼクティブ ビジネス スポンサーの支援を受けるとともに、

GIS マネージャは幹部役員へ報告を行う必要があります。 

図 12-1 は、従来の一般的な GIS 組織構造を示しています。エンタープライズ GIS の運用は、

GIS ユーザ グループに対して財政面、方針面の決定権を持つ運営委員会の支持により成り立っ

ています。技術調整委員会は、技術面での方向性と指導力を示す責任を持っています。各ワー

ク グループは、通常、技術研修を伴って、それぞれの組織の課題に対処し、システムの現状を

報告するために作られます。  ユーザ グループは、評価工程に参加します。 
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図 12-1 
従来の一般的な GIS 組織構造 

 
 

公式な組織構造を作ることで、エンタープライズ GIS の運用を成功させるために必要な、長期

間に渡るサポート体制ができたことになります。この基本的な組織構造が、組織の大小を問わ

ずに管理に役立ち、この同じ組織構造が、GIS の運用管理にも有効です。 

GIS 運用を成功させるには、様々な技術研修が必要となります。図 12-2 は、エンタープライズ

GIS 運用をサポートするための技術的職務分担を示しています。 
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図 12-2 
GIS の技術的職務分担 

 

これらの職務分担の複雑さは、それぞれの GIS 導入の規模と期間で変わりますが、ここで紹介

した各分野において、何らかのレベルでサポートを行い専門能力を持つことは、いずれの組織

にとっても必要となります。 



 
システム設計ガイド 12  システム導入 
  

 C11144-12 

 

 
 

ESRI 技術参考書 12-4 

12.2 有能なスタッフの育成 

研修は、有能なスタッフを育て、GIS ユーザの生産性を高めます。それぞれの組織は、自分たち

のチームが必要な研修を受けているかどうか確認する必要があります。図 12-3 は、GIS スタッ

フをサポートするための ESRI トレーニング コースの概要を示しています。 

図 12-3 
職種別研修一覧 

 
 

12.3 システム アーキテクチャ導入戦略 

一般的に、システム導入を成功させる第一歩が計画であるといえます。システム設計チームは、
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現在の GIS システム、ハードウェア システムのテクノロジを評価し、ユーザの要件を見直し、

業務ワークフローのニーズに基づいてシステム アーキテクチャ設計を行う必要があります。ま

た、図 12-4 のような導入スケジュールを作成し、すべての作業項目を明確にする必要がありま

す。 

図 12-4 
GIS システムの導入戦略 

 

フェーズごとに導入戦略を立てることで、導入時のリスクを大幅に減らすことができます。  コ
ンピュータ テクノロジは、驚くべきペースで進化し続けています。システム構築の標準は、テ

クノロジと共に絶えず変化しており、時には当面のシステム導入のニーズを満たしていない場

合もあります。市場には毎日のように新しいアイデアが登場しますが、その中で長期にわたっ

て信頼できるプロダクトに成長していくのは、比較的少数です。エンタープライズ GIS の導入

を成功させるため、推奨するベスト プラクティスを次に示します。 

 パイロット フェーズ 
 終的なシステムに必要となるハードウェア コンポーネントをすべて洗い出す 
 不完全な運用を避けるために、技術的リスクの少ないソリューションを使用する 
 不確実性や導入リスクを減らすためにテストを十分に行う 
 初期導入フェーズに向けてハードウェアの性能を確認する 

 初期導入フェーズ 
 パイロット フェーズが 終的に承認されるまで、このフェーズは開始しない 
 初期段階の本番環境を配置する 
 パイロット フェーズで技術的な確認が済んだソリューションを使用する 
 GIS ソリューションが初期段階で成功し、成果を挙げていることを実証する 
 組織の準備状況とサポート能力を検証する 
 初期の研修プログラムとユーザの運用状況を検証する 
 終運用フェーズに向けて、高度なソリューションの機能を確認する 

 終運用フェーズ 
 初期導入フェーズが 終的に承認されるまでこのフェーズは開始しない 
 問題解決のための適度な余裕を持って、段階的に本稼動を開始する計画を立てる 
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 前フェーズで技術的な確認の取れたソリューションを使用する 
 本稼動開始のスケジュールに優先度を付け、当初から成果が上がるように計画する 

図 12-5 は、新しいアイデアの初期導入（プロダクトの改良）から耐用年数の終了までのテクノ

ロジ ライフ サイクルについて、概要を示しています。テクノロジの変化は年を経るごとに速く

なり、本番環境でテクノロジの変化を管理することは、GIS 管理者と IT 管理者にとっての課題

です。市場には、ユーザの生産性を向上させ、システム管理を単純化する新しいアイデアが導

入され、その数はますます増加しています。これらの新しいアイデアは絶えず変化する既存シ

ステムと統合する必要があるので、 初の導入には苦労が伴います。これらのアイデアの中に

は約束通りに、期限内に大幅に生産性を向上させ、管理コスト全体を低下させるものもありま

す。やがて新しいアイデアが登場し、組織は 新のテクノロジに移行し、従来のシステムは後

に取り残されることになります。 

図 12-5 
テクノロジのライフ サイクル 

 

正しいテクノロジを正しいタイミングで選択することにより、ビジネス パフォーマンスを 適

化することができます。新しいテクノロジをその 盛期となる前に導入すると、生産性が低下

し、導入コストが増加します。また、導入が遅すぎると、機会を逃す結果となります。  正しい

タイミングをつかむことが、成功を促進する要因となります。 

12.4 システム テスト 

システムの導入を成功させるには、適切なテストを正しい時期に実施する必要があります。新

しいテクノロジに対する機能別コンポーネント テストと、システム統合テストは、プロトタイ

プの開発中、および本番システムへの導入前に実施します。このフェーズにおける主な関心事

は、すべてが機能することを確認することです。初期のシステム設計で確立したパフォーマン

ス目標は、早期のテストで評価可能であり、このテストではマップ表示のパフォーマンスとレ

イヤの複雑さに細心の注意を払います（第 8 章「ソフトウェアのパフォーマンス」を参照）。

このタイミングがワークフローの機能を評価し、処理のオーバーヘッドを削減する機会となり

ます。 

エンタープライズ システムの環境は、ますます複雑になっています。テストは、本番のソフト

ウェア環境で実施すべきです。ファイアウォール アクセス、セキュリティ、高可用性などの構

成上の課題は、展開する前に構成とテストを行います。図 12-6 は、新たに出現したエンタープ
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ライズ GIS 運用向けの一般的なデータ センター アーキテクチャを示しています。開発およびテ

スト環境は、本番リリースの各サイクルに対して、そのつど完全なソフトウェア構成となるよ

うに構築します。 

図 12-6 
データ センターのアーキテクチャ 

 

 

図 12-7 は、システム機能テストの計画と実施に関するベスト プラクティス示しています。 
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図 12-7 
システム機能テストのベスト プラクティス 

 

テスト計画を作成して必要なテストを明確にし、構成管理を行い（ソフトウェアのバージョン、

運用システム環境の管理など）、テスト手順を作成します。テストはプロダクトを展開する前

に完了し、実際の環境で使用されるソフトウェアのバージョンと運用システムを使って実施す

る必要があります。 
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.図 12-8 は、システム パフォーマンス テストに関する注意事項を示しています。 

図 12-8 
パフォーマンス テストの落とし穴 

 

パフォーマンス テストは費用がかかり、その結果は誤解を招く場合があります。  当初のシステ

ム導入では、チューニングが必要になるのが普通であり、 終的なパフォーマンス目標に達す

るために 適化する必要があります。この 初の導入期間に、パフォーマンスのボトルネック

を特定し解決するのが一般的です。当初のアプリケーション開発では、主に機能要件に注目し

ており、パフォーマンスのチューニングは 終リリース段階にならないと完了しません。また、

実際の業務ワークフローと同じ環境を作るのは難しく、テスト環境で通常のエンタープライズ

運用を再現することはほとんどできません。 

小学校の科学博覧会プロジェクトに導入されている科学的手法は、そのままシステムのパフォ

ーマンス テストに適用できる基本的なベスト プラクティスを提示しています。パフォーマンス 
テストは、仮説（推測した結果）を検証するためだけに実施すべきです。パフォーマンス テス

トの主たる目的は、この仮説の検証（予測した結果の確認）なのです。つまり、この仮説が証

明された場合だけが、テストの成功といえるのです（テストは予測できないことを教えてはく

れません）。 

多くの場合、当初のパフォーマンス テストでは仮説の証明に失敗します。さらなる分析と費用

をかけることで、テスト結果に影響を与えていたボトルネックや、不適切な仮定が特定される

のです。テストの仮説が検証されて初めて、パフォーマンス テストが成功したことになります。 

適なシステム パフォーマンス テストを実施できるのは、本番導入の初期です。このフェーズ

では、実際のワークフローを実行している実際のユーザが、本番に近いテスト環境を作ること

ができるからです。この初期の導入期間に、主要なシステム コンポーネントを監視し、処理の
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ボトルネックを特定して、システム上の不具合を解決します。設計時のパフォーマンス目標に

準拠しているかどうかは、ユーザ運用の初期に検証できます。初期導入の承認には、業務ワー

クフローのパフォーマンス目標を達成しているかどうかの検証を含める必要があります。 

12.5 プロジェクト管理 

基本的なプロジェクト管理を実施することで、システム導入を成功へと導くことができます。

各プロジェクト チームを作り、各員にそれぞれの職務分担を割り当て、導入計画を実施するた

めの詳細な作業計画を作成し、構成管理計画と変更管理手続きを作成し、導入スケジュールを

作成してプロダクトの展開に関するマイルストーンを設定します。 

システム アーキテクチャ設計は、導入計画を作成する上での枠組みとなります。導入計画の作

成は、 終的にハードウェア ベンダのソリューションを選択した後で行います。図 12-9 は、一

般的なシステム導入スケジュールを示しています。特定の意思決定に関するマイルストーンは

スケジュールに含め、主要な作業内容を明確にします。また、導入プロジェクトの管理者を任

命し、すべての作業が明確になっており、すべての要員が自分の責任をはっきりと理解してい

ることを確認します。さらに、導入に関する各作業の承認基準を明確にし、システム構築に関

する問題を特定して早期に解決するために、正式な承認手続きをとる必要があります。 

図 12-9 
システム インテグレーションの管理 

 

プロジェクト マネージャはキャパシティ プランニング ツールを使用し、導入全体を通じてパフ

ォーマンス目標を達成していることを検証できます。ピーク時ユーザ数は、様々なプロジェク

ト マイルストーンに対して特定可能であり、サーバ プラットフォームの使用率を各マイルスト

ーンで報告し、パフォーマンス目標を達成していることを実証できます。 
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図 12-10 は、プロジェクト マネージャがキャパシティ プランニング ツールを使用して、具体的

なプロジェクト パフォーマンス マイルストーンを設定する方法を示しています。ワークフロー 
パフォーマンス サマリとプラットフォーム使用率グラフは、そのマイルストーンのプラットフ

ォーム測定値に変換されたユーザ負荷を示しています。プラットフォーム使用率プロファイル

が予測された使用率を下回っていることにより、パフォーマンス マイルストーンを達成してい

ることが確認できます。使用率プロファイルが予測よりも高い場合は、パフォーマンスに問題

があることを示しています。ネットワーク トラフィックの測定値が予測よりも高い場合は、パ

フォーマンス目標が達成されていないことを示します。 

図 12-10 
パフォーマンス検証テスト 

 

パフォーマンス問題が導入の初期に特定された場合は、ユーザ パフォーマンスに影響を与える

前に適切な調整を行うことができます（マップ表示の単純化、レイヤ数の削減や多数のフィー

チャを持つレイヤの汎用化、現在のバッチ ジョブ数の削減、事前処理方式の評価など）。パフ

ォーマンスの課題をパフォーマンス問題に発展する前に特定し解決することにより、導入を成

功に導くことができます。 

12.6 システム チューニング 

システム チューニングは、システム構築、導入の 終段階における重要な作業です。パフォー

マンス チューニングは、当初のユーザ要件が満たされるように計画を立てることから始めます。

重いバッチ処理は、インタラクティブな業務ワークフローからは切り離し、独立したバッチ プ
ロセス キューを割り当てます。システム バックアップや重い処理は、ワークフローのピークを

はずした時間帯に計画します。システム コンポーネントのパフォーマンスを、測定基準に従い、

ワークフローのピーク時を中心に定期的に監視し、パフォーマンスのボトルネックを特定し、

システムの不具合に対処します。図 12-11 は、エンタープライズ GIS 環境を支えているコンポー

ネントの概要を示しています。いずれのコンポーネントも、システム全体のパフォーマンス均
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衡を壊す弱点となる可能性があります。 

図 12-11 
システム パフォーマンスの要因 
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12.7 ビジネス継続計画 

あらゆる組織は、自分たちのシステム環境で起こりうる障害について検討し、そのような障害

から重要なビジネス資源を守る必要があります。エンタープライズ GIS 環境では、GIS データ 
ソースに対し膨大な投資が必要です。これらのデータ ソースを物理的な災害、またはシステム

障害から守る必要があります。そのために、起こりうる障害のすべてのシナリオに対して、ビ

ジネス復旧計画を作成します。図 12-12 は、様々なシステム バックアップ戦略の概要を示して

います。  また、システム障害や災害からの復旧時に、具体的な組織のニーズに対処するため、

ビジネス継続計画を作成する必要があります。 

図 12-12 
ビジネス継続計画 
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12.8 テクノロジの変更管理 

エンタープライズ GIS 運用においては、テクノロジに対して、戦略的な計画と継続的な投資の

両方が必要となります。テクノロジは急速に変化しており、この管理に失敗した組織は、生産

性と運用コストの管理に遅れをとることになります。テクノロジの変更を管理することは、IT
に関わる者にとって大きな課題です。 

エンタープライズ運用においては、定期的なサイクルでシステム展開を計画します。この計画

立案とテクノロジの評価は、実際のテクノロジ展開の 1 サイクル前に行い、展開に伴う運用上

のニーズとの調整を行う必要があります。図 12-13 は、テクノロジの変更を管理するために必要

な、システム アーキテクチャ計画と展開戦略の一例を示しています。 

図 12-13 
システム アーキテクチャ設計の戦略的計画 

 
 

計画と評価：計画は定期的なサイクルで行い、組織の運用計画、予算計画と調整します。こ

の戦略的計画は、複数年にわたる展開戦略に対応するため、定期的に更新し、公表しま

す（普通は 1 年ごとです）。 

計画と評価工程には、要件評価（戦略的計画の更新）、新テクノロジの導入（研修と研

究）、要件分析（工程と要件の再検討）、テストおよび評価（新テクノロジの候補の評

価）、プロトタイプの検証（パイロット版のテスト プログラム）が含まれます。これら

は、毎年行うシステム アップグレード展開のスケジュールに合わせて計画します。 

システム展開：稼働中のシステムのアップグレードを定期的サイクルで計画し、その計画の

中で、計画と評価工程で検証された運用強化策を実施するためのスケジュールを立てま

す。システム展開フェーズでは、展開の承認を得るため、まず初期展開（運用テスト環

境で変更を実施する）を行います。また、このフェーズでは、定期的に新テクノロジの

プロダクトを調達し、配備するスケジュールを計画します（通常は 1 年サイクルです）。

本番システムをアップグレードする場合は、常に運用中のシステムを全面的にサポート

するように計画し、スケジュールを立てます。 
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12.9 結論 

システム導入の成功は、堅実で優れた設計、適切なハードウェア、ソフトウェア プロダクトの

選択、完成度の高いシステム構築、およびインストール期間中の注意深く段階的な評価ができ

るかどうかにかかっています。システム導入において、フェーズごとの段階的なアプローチを

とることで、プロジェクトのリスクを減らして成功へと導き、早い段階で成果をだすことがで

きます。同時に、 終的なシステム展開の前に、リスクの少ない新テクノロジを採用できる柔

軟性を持つこともできます。  ガイドラインを遵守することで、大規模で複雑なシステムであっ

ても、優れたシステム設計を行うことができます。 終的なプロダクト購入の決定は、運用上

の要件と予算的制約の両方の影響を受けるので、システム設計ではそれに対処するための課題

が発生します。優れたリーダーシップ、有能なスタッフを持ち、実績があり標準規則に従った

やり方で仕事を進めることが、システム導入を成功へと導くのです。 
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付録 A—System Architecture Design Strategies 
 

Overview 

This three-day course introduces a proven system 
architecture design methodology for developing 
successful GIS design and implementation 
techniques. This methodology was developed and 
tested during years of successful ESRI system 
design consulting efforts. The objective of this 
course is to help users improve performance of 
existing and future GIS environments by using this 
methodology . The system design models, 
configuration guidelines, and capacity planning 
tools provide class participants with a proven path 
to successful GIS solutions. Lectures and hands-on 
exercises help those responsible for GIS system 
architecture decisions select a system design that 
will support GIS user performance requirements. 

Audience 

System Architecture Design Strategies will appeal 
to those in charge of developing and maintaining 
hardware or software systems designs and to those 
in the business of supporting software or 
application development and technical marketing 
for system design, testing, and configuration of 
client solutions. It also provides an excellent 
conceptual framework for anyone in the position of 
supporting and securing GIS hardware or software 
solutions. Senior architecture consultants will 
benefit from the GIS design methodology 
presented, while GIS managers will come away 
with a better understanding of system architecture 
and hardware selection criteria. 

Goals 
Understand the relationships that support successful GIS 
solutions. 
Learn where ESRI software solutions fit in an evolving 
GIS environment. 
Learn how to integrate ESRI software in a distributed 
enterprise environment. 
Learn how to provide high-performance remote user 
performance. 
Understand the prerequisites and recommendations 
before selecting hardware solutions. 
Learn how to summarize user requirements to support 
system architecture design. 
Identify system components that contribute to 
application performance. 
Learn how to select an optimum enterprise design 
solution. 
Learn how to identify relative performance of Windows 
and UNIX platforms. 
Learn how to use capacity planning tools for selecting 
appropriate hardware technology. 

Learn practical design guidelines for network 
communications. 
Understand the process for conducting a system design 
review and selecting a distributed GIS hardware solution. 
Learn how to use the Capacity Planning Tool 

Topics covered 

System design process 
GIS software solutions 
Network communications 
GIS product architecture 
Enterprise security 
Data administration 
Performance Fundamentals 
Software Performance 
Platform Performance 
Capacity Planning Tool 
Completing the System Design 
System implementation 

Prerequisites and recommendations 

Registrants should have an interest in 
understanding GIS product architecture and how 
today's computer technologies can support 
successful GIS solutions.  

Class available at ESRI training centers. 

Fixed price for on-site training available upon 
request. 
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Course Outline  System Architecture Design Strategies 

DAY ONE 

System design process 

What is system architecture design? 
Why is system design important?  
Integrated Business Needs Assessment 
System design support efforts 

GIS software solutions 

GIS software / architecture evolution 
ESRI product family 
Central/Distributed Architecture 
Federated / Service-oriented architecture 
Software Technology Selection 

Network communications 

GIS network protocols 
Network performance guidelines 
System performance latency 
Network configuration guidelines 
Network design planning factors 

GIS product architecture 

ArcGIS system architecture overview 
ArcSDE technology overview 
ArcGIS Desktop workstation configurations 
ArcGIS Desktop terminal server configurations 
ArcGIS Web services configurations 

DAY TWO 

Enterprise Security 

Levels of Security 
Security in-depth strategy 
Risk Management Frameworks 
Current Security Trends 
Firewall Configuration Strategies 

Data Administration 

Ways to store spatial data 
Ways to protect spatial data 
Ways to backup spatial data 
Ways to move spatial data 
Geodatabase transition (ETL migration) 
Database / Storage replication services 
Geodatabase replication alternatives 
Distributed geodatabase architecture 

Performance fundamentals 

Understanding the technology 
Performance baseline history 
Performance terms and relationships 
Computing platform service times 

What is system performance / response time? 
Platform capacity planning 

Software Performance 

Optimum Map Display makes a difference 
Number of display layers makes a difference 
Use ESRI Optimized lines and polygons 
Select the right map image type 
Geodatabase / Web services performance tips 
ArcGIS Server service configuration guidelines 
Select the right software technology 
Take advantage of caching 

DAY THREE 

Platform Performance 

User performance expectations 
Platform performance history 
How to address platform performance differences 
2008 supported platform performance 
Workstation platform recommendations 
Windows terminal server platform sizing 
ArcSDE Geodatabase platform sizing 
ArcGIS Image Server platform sizing 
ArcGIS Server platform sizing (includes ArcIMS) 

Configuration Planning Tool 

Capacity planning tool overview 
Requirements analysis module 
Platform configuration Module 
Workflow tab overview 
Hardware tab overview 
Vendor published hardware benchmarks 

Completing the System Design 

GIS Business Planning 
GIS User Needs Assessment 
User needs templates 
City of Rome case study 

- City of Portland Class Exercise 

System Implementation 

GIS Staffing 
Phase system deployment 
System Testing Overview 
Performance targets / milestone validation 
System performance tuning 
Managing technology change 

Students received a copy of the Excel workbook 
version of the capacity planning tools used during 
the class. 
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付録 C — 略語一覧 

ADF 
Application Development Framework（アプリケーション ディベロッパ 

フレームワーク） 

AML ARC Macro Language（ARC マクロ言語） 

API 
application program interface（アプリケーション プログラム インタフ

ェース） 

ASC 
application server connect 
（アプリケーション サーバ コネクション） 

ASP application service provider（アプリケーション サービス プロバイダ） 

CF ColdFusion 

CIFS Common Internet File Services 

COTS commercial off-the-shelf（製品版） 

DC direct connect（ダイレクト コネクション） 

DCOM Distributed Component Object Model（分散 COM） 

DMZ demilitarized zone（非武装地帯） 

DS data source（データ ソース） 

EDN ESRI Developer Network 

ETL Extract-Translate-Load（抽出、変換、ロード） 

GB gigabyte（ギガバイト） 

Gbps gigabits per second（ギガビット毎秒） 

g.net (regional) geography network 

GIS geographic information system（地理情報システム） 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

I/O input/output（入出力） 

ICA  independent computing architecture 

IP Internet Protocol（インターネット プロトコル） 

IPD Information Product（情報プロダクト） 

ISP Internet service provider（インターネット サービス プロバイダ） 

JBOD just a bunch of disks（単なるディスクの集まり） 

Kb kilobit（キロビット） 

KB kilobyte（キロバイト） 

Kbps kilobits per second（キロビット毎秒） 

LAN local area network（ローカル エリア ネットワーク） 

MAC Media Access Control（メディア アクセス制御） 

Mb megabit（メガビット） 

MB megabyte（メガバイト） 

Mbps megabits per second（メガビット毎秒） 

NFS network file server（ネットワーク ファイル サーバ） 

NIC Network Interface Card（ネットワーク インタフェース カード） 

ODBC Open Database Connectivity 

RAID redundant array of independent disks 

RDP remote desktop protocol（リモート デスクトップ プロトコル） 

SAN storage area network（ストレージ エリア ネットワーク） 
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SDE Spatial Database Engine（空間データ ベース エンジン） 

SM service manager（サービス マネージャ） 

SMP Symmetrical Multiple Processor（対称型マルチ プロセッサ） 

SOA service-oriented architecture（サービス指向アーキテクチャ） 

SOAP Simple Object Access Protocol 

SOC Server Object Containers（サーバ オブジェクト コンテナ） 

SOM Service Object Manager（サービス オブジェクト マネージャ） 

SPEC Standard Performance Evaluation Corporation（標準性能評価法人） 

SS spatial services（空間サービス） 

SSL Secure Socket Layer（セキュア ソケット レイヤー） 

SSO single sign on（シングル サイン オン） 

TCP Transmission Control Protocol（伝送制御プロトコル） 

WA Web applications（Web アプリケーション） 

WAN wide area network（ワイド エリア  ネットワーク） 

WSE Web services extensions（Web サービス エクステンション） 

WTS Windows Terminal Server 

XML Extensible Markup Language（拡張可能なマーク付け言語） 
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