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様々なフォーマットの空間データにシームレスアク

セス  

課題  
従来の GIS (geographic information system)アプリケーションと主要なオペレーショナル IT 

(information technology)システム間の開放性と相互運用性および、公共機関や民間の Web マッピング 

サービスとの統合のニーズが高まっており、ネイティブな形式およびプラットフォームでのシームレスなデータ アク

セスが必要となっています。これなしでは、データを統合するために、さまざまなデータ ソースを GIS アプリケー

ションでサポートされている形式に変換しなければならず、効率や精度が低下するという問題が生じます。  

近年、この問題はいっそう深刻になってきています。現在、GIS ユーザは、増加の一途を辿る Web ベースのマ

ップ サービスを使用して、さまざまなリレーショナル データベースおよびファイル形式で空間データにアクセスし

ています。 

FDO データ アクセス テクノロジーの導入  
オートデスクの Feature Data Objects (FDO)データ アクセス テクノロジーでこの問題を解決できます。FDO 

は Autodesk
® 

Geospatial 製品に組み込まれており、また、開発者向けのスタンドアロン型のオープン ソース 

テクノロジーとして入手できます。これによって、データ変換の必要性やデータ損失のリスクも伴わずに、さまざま

な空間および非空間データベースとネイティブのファイル形式でシームレスに作業することができ、生産性の向上

と時間の節約を実現できます。 

10 の利点一覧  
 1.  空間データへ簡単にアクセス  

 2.  直接編集  
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 3.  要件に応じて拡張可能  

 4.  豊富なデータへの安定したアクセス  

 5.  セキュリティ  

 6.  簡単に生産性の向上と投資回収を実現  

 7.  プラットフォームとテクノロジーの中立性  

 8.  オープン ソースにより拡張可能  

 9.  世界中のデータを利用可能  

 10. アプリケーション開発者、独立系ソフトウェア ベンダー、ソリューション プロバイダに理想的  

オートデスクの FDO データ アクセス テクノロ

ジーに対するユーザの評価  
「当社のエンジニアと設計者は、必要な情報すべてに簡単にアクセスでき、Oracle データベースには最新の情報

が保存されています」                                 J. R. Smith 氏 シニア GIS アナリスト タコマ市 

 

「オートデスクの GIS アプリケーションで、さまざまな GIS、CAD、データベース形式をうまく処理できることがわ

かりました」                                        Roger Johnston 氏 地図製作主任 国立公園局 

 

「ESRI データを CAD 設計データと共に使用できるようにすることは、私たちにとってきわめて重要です。

AutoCAD Map 3D を使用すれば、両方のデータ形式を効率よく簡単に使用することができます」  

                                          Doug Rulison 氏 データ管理専門家 オレンジ郡衛生地区 

 

「私たちは、空間データを 1 つに統合しています。そのため、基地とそれに影響する事象をより積極的に管理す

ることができます。データベースに保存されている地理空間データにリアルタイムに Web アクセスでき、軍事施

設の共通情報はいつも最新です」          

                         Michael Gilley 氏 地理情報統合責任者 米国空軍、第 45 スペース ウィング 

 

「ESRI は長い目で見るとコストがかかります。Autodesk MapGuide では、私たちの希望するオープン スタン

ダード ベースのデータ モデルを使用しており、それほどコストはかかりません。将来はインターネット ベースのモ

デルが主流になると予想しており、オートデスクのソリューションは実証済みです」  

                                        Charles Kalil 氏 情報システム管理者 ガーデン グローブ市 
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10 の利点  

1. 空間データへ簡単にアクセス  

FDO データ アクセス テクノロジーによって、AutoCAD Map
® 

3D、

AutoCAD® Civil 3D®、Autodesk MapGuide
® 

Enterprise、

Autodesk
® 

Topobase™ （日本未発売）などの Autodesk Geospatial 

アプリケーションで、簡単に空間および非空間情報にシームレスにアクセス

し、共有できます。たとえば、AutoCAD Map 3D (右側)の使いやすい[デ

ータ接続]ダイアログ ボックスで、地理空間データにアクセスできます。リス

トからデータ形式を選択し、接続パラメータと、必要に応じて認証情報を提

供し、[接続]をクリックします。  

 

2. 直接編集  
多くのベクトルベースの FDO フィーチャ ソースは、形式間で変換の必要

がなく、直接編集できます。つまり、ミスの可能性が少なくなるということで

す。FDO フィーチャ ソースは、FDO プロバイダを使用してアクセスされた

フィーチャ データのソースで、ESRI
® 

SHP や Autodesk
® 

SDF などのフ

ァイル、Microsoft
® 

SQL Server、Oracle
® 

Spatial、MySQL などのリレ

ーショナル データベース、ESRI
® 

ArcSDE
®
 などのミドルウェアがありま

す。これらのデータ ソースには、区画や道路の中央線など 1 種類のフィ

ーチャや、複数のフィーチャと属性テーブルを持つ複雑なデータ モデルが

含まれている場合もあります。  

 

3. 要件に応じて拡張可能  
FDO データ アクセス テクノロジーは、すべてのデータ アクセス要件をサ

ポートします。FDO データ プロバイダを使用すれば、以下のデータにアク

セスできます。 

 • フラット ファイル(例: ESRI SHP、Autodesk SDF)  

 • ラスター形式(多数)  

 • Web サービス 

 (Web Mapping Server や Web Feature Server)  

 • GIS ミドルウェア(例: ESRI ArcSDE)  

 • 空間リレーショナル データベース 

 (例: Oracle Spatial、MySQL、Microsoft SQL Server)  
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4.豊富なデータへの安定したアクセス  
FDO データ アクセス テクノロジーは、GIS データの保存、取得、更新

に、複数のバックエンドのデータ ソースへの汎用インタフェースを提供しま

す。このテクノロジーによって、ユーザは基底のデータ ストアの相違を理解

しなくても、基底のデータ ストアに関係なく、同じコマンドを使用できます。さ

らに、FDO データ アクセス テクノロジーは、以下の優れた組み込み機能

を提供します。 

 • スキーマの作成と管理  

 • 複雑なフィルタとベクトル データの数式を使用したクエリー  

 • データ編集: 属性とジオメトリの両方を作成、削除、更新  

 • マルチユーザによる同時実行制御  

 • 持続的なロックと楽観的同時実行  

 • ロング トランザクションのバージョン管理  

 • SQL パススルー  

 • APIにより、個々のプロバイダの特殊機能を案内  

 

5. セキュリティ  
多くの組織にとって、データは重要な資産です。FDO データ アクセス テク

ノロジーは、既存のデータ ストア セキュリティ パラメータに準拠し、必要な

許可を得たユーザのみがデータへのアクセス、表示、編集ができるようにし

ます。この機能は、空間リレーショナル データベース上やWeb サービス

からの同一データ ソースに複数のユーザがアクセスし、共有する場合に特

に有効です。 

 

6. 簡単に生産性の向上と投資回収を実現  
FDO データ アクセス テクノロジーは、AutoCAD Map 3D、Autodesk 

MapGuide Enterprise、AutoCAD Civil 3D、Autodesk Topobase（日

本未発売） などの Autodesk Geospatial 製品に組み込まれているた

め、特別にインストールしたり購入したりする必要はありません。アプリケー

ションを開き、接続すれば、簡単に空間および非空間データへのアクセスと

共有を開始できます。 
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7. プラットフォームとテクノロジーの中立性  

FDO データ アクセス テクノロジーは、Microsoft
® 

Windows
® 
と 

Linux
® 
の両方のオペレーティング システムで動作するよう開発されてい

ます。FDO プロバイダによりさまざまなオペレーティング システムやプラッ

トフォームをサポートする異機種環境のデータ ソースにアクセスできます。 

8. オープン ソースによる拡張可能性  
開発者が FDO データ アクセス テクノロジーの機能を簡単に拡張できる

ように、オートデスクは、FDO データ アクセス テクノロジーを 

OSGeo™(Open Source Geospatial Foundation™)のもとに、オープ

ン ソースのプロジェクトとしてリリースしています。このイニシアティブによっ

て、世界中の開発者は、強力な Web マッピングおよび地理空間データ 

アクセス テクノロジーを利用して、以下の利点を提供することができます。 

• サポートされていないデータ ストアに対し、新しい FDO プロバイ

ダを使用してFDO データ アクセス テクノロジーを拡張する機能  

• Web マッピング ソリューションの技術革新の促進  

• より頻繁なソフトウェアのリリース 

• 市場参入コストおよび所有コストの削減  

 
 

 

FDO データ アクセス テクノロジーのオープ

ン ソース版のダウンロードはこちら 

https://fdo.osgeo.org.  

9. 世界中のデータを利用可能  
FDO データ アクセス テクノロジーは、発展し続ける Open Geospatial 

Consortium (OGC) 標準に可能な限り準拠しており、特に、Simple 

Features および Web Map Service (WMS)/Web Feature Service 

(WFS) 仕様に準拠しているので、規格準拠の他の GIS システムと相互

運用性があります。このテクノロジーを使用すれば、インターネットを介して

多数の公的機関および民間のデータ サービスに接続することができ、さま

ざまな組織の最新データを入手できます。  
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10. アプリケーション開発者、ISV (Independent 
Software Vendors: 独立系ソフトウェア ベン

ダー)、ソリューション プロバイダに理想的  

FDO データ アクセス テクノロジーを使用すれば、アプリケーション開発

者、ISV、ソリューション プロバイダは、開発リソースを専有データ ストアへ

のアクセス機能の作成ではなく、特別なビジネス機能の開発に利用すること

ができます。また、フォーマットに関係なくデータを作成、取得、管理できる、

業界に特化したソリューションを開発できます。  
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