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フォーマットに関係なく空間データをシームレス

に処理1 

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地理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。  

利点  
 • 豊富な空間フィーチャ データへの安定したアクセス: ユーザは基底のデータ ストアの相違を理解す

る必要がありません。FDO では、データ ストレージの物理的詳細を表示しない論理的なフィーチャベー

スのモデルを使用します。  

 • プラットフォームとテクノロジーの中立性: Microsoft
® 

Windows
® 
および Linux

® 
オペレーティング 

システムをサポートします。  

 
1 
サポートされているデータ ソースの表を参照してください。 
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 • OpenGIS 規格を採用し拡張可能: FDO は、可能な限り、発展を続ける Open Geospatial 
Consortium (OGC) 標準に準拠しており、特に、Simple Features および WMS/WFS 仕様に準拠し

ています。 

 • ビジネス上の問題解決に注力: リソースは、専有データ ストアへのアクセス機能の開発ではなく、特定の

ビジネス機能の開発に利用できます。  

 • 簡便性: インストール、使用、管理、展開を簡単に行えます。 

 • 拡張性: オートデスクのオープン ソースのイニシアティブによって、開発者は現在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できま

す。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

テクノロジー  
 • FDO データ アクセス テクノロジーは、空間情報の定義、クエリー、操作に使用し(次の頁の機能サービス

表を参照)、API (application programming interface)と FDO プロバイダがあり、複数のデータ ソー

スに対応しています。これにより、オートデスクおよびサードパーティの開発者は、データ ストアに関係なく、

情報交換を促進するアプリケーションを作成できます。  

 • FDO プロバイダは、特定のデータ ソース内の空間および属性データに接続し、それを処理するテクノロジ

ーです。たとえば、Oracle
® 

または Microsoft
® 

SQL Server 用の FDO プロバイダを使用して、アプリケ

ーションで、RDBMS (relational database management system)に保存されているジオメトリおよび属

性を直接操作することができます。これらの FDO プロバイダはすべて、標準データベースのコンセプトを使

用してデータ テーブルに保存されているデータにアクセスします。空間拡張機能が Microsoft SQL 
Server などネイティブのデータ ストアで利用できない場合は、FDO データ アクセス テクノロジーが空間

機能の完全な実装を提供します。  

 • FDO フィーチャ ソースは、単一のデータ ストレージに含まれている関連フィーチャ クラスの集合です。 
オートデスク製品の 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、SHP や SDF ファイルなどのファイル、Microsoft SQL Server、Oracle、MySQL などの

リレーショナル データベース、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 モデルの

場合もあります。  
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FDO 
機能

サー

ビス  

スキーマの作成と管理  持続的なロックと楽観的同時実行  

複雑なフィルタとベクトルおよびラスター デ
ータの数式を使用したクエリー機能 

ロング トランザクションのバージョン管理 

データ編集: 属性とジオメトリの作成、削

除、更新  
SQL パススルー  

マルチユーザによる同時実行制御  個々のプロバイダの特殊機能を案内する API  

 

FDO データ アクセス テクノロジーの入手  
オートデスク製品  
FDO データ アクセス テクノロジーによって、AutoCAD Map

® 
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

空間情報をシームレスに共有することができます。ドキュメントや製品詳細など、詳しくは、 
www.autodesk.co.jp/geospatial を参照してください。 

オープン ソース  
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、オートデスクでは、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。 

 • 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りリース  

 • 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.  

独立系ソフトウェア ベンダーおよびソリューション 
プロバイダ  
FDO データ アクセス テクノロジーを使用することにより、オートデスクとサードパーティの開発者は、クライアントのア

プリケーションを変更しなくても、さまざまな形式でデータを作成し、取得し、管理できるクライアント ソフトウェアを販売

して、既存の市場を拡大できます。さらに、より多くの FDO プロバイダが競争力のあるデータ形式で利用できるように

なると、オートデスクとそのパートナーは、切り替えコストのために市場導入できないという現在の障害を克服し、新し

い市場に対応することができます。  
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サポートされているデータ ソース  
下表に 2006 年 8 月現在サポートされているデータ ソースを一覧します。 

データ プロバイダ  機能  アクセス  Autodesk  OSGeo  

ESRI
® 

ArcSDE
® 

 ArcSDE を介して基底の Oracle または SQL 
Server データベースにアクセスします。スキーマの

記述、および、既存スキーマ内のフィーチャ データの

挿入、選択、更新、削除をサポートします。スキーマ

の作成や削除はサポートしません。 

読み込み/
書き出し  

あり  あり  

MySQL  空間データ タイプおよび空間クエリー演算をサポート

します。API で情報の収集、例外の転送、データ ス
トアの一覧、接続オブジェクトの作成を実行できます。

MySQL アーキテクチャはさまざまなストレージ エン

ジン、特性、機能をサポートします。 

読み込み/
書き出し 

あり  あり  

Autodesk
® 

SDF  オートデスクの地理空間ファイル形式である SDF 
は、複数のフィーチャと属性をサポートし、大規模デ

ータ セットに高性能な機能を提供し、他のオートデス

ク製品と相互運用性があります。空間インデックスの

作成をサポートし、データベース ストレージの有効な

代替機能です。  

読み込み/
書き出し  

あり  あり  

ESRI
® 

SHP  ESRI SHP ベースのデータ ストアはジオメトリ、イン

デックス、属性の個別のシェイプ ファイルからなりま

す。各 SHP ファイルとその関連 DBF ファイルは、

単一のジオメトリ プロパティを持つフィーチャ クラス

として扱われます。ロックはサポートしません。 

読み込み/
書き出し  

あり  あり  

ODBC  XYZ フィーチャ オブジェクトをサポートし、X、Y、お
よび Z (任意)列のあるリレーショナル データベース 
テーブルのフィーチャ クラスを定義できます。スキー

マの作成や削除はサポートしません。オブジェクト位

置はオブジェクト定義の個別のプロパティに保存され

ます。  

読み込み/
書き出し  

あり  あり  

Web Feature Service 
(OGC WFS)  

クライアント/サーバ環境をサポートし、単一または複

数の Web Feature Service サイトから GML で
エンコードされた地理空間データを取得します。クライ

アント/サーバ通信は、フィーチャ ジオメトリ以外は 
XML でエンコードされます。フィーチャ ジオメトリは 
GML でエンコードされます。このプロバイダには一

般の API ドキュメントはありません。すべての WFS 
機能には、ベース ProductName API を介してア

クセスできます。  

読み込み専

用  
あり  あり  

Web Mapping 
Service (OGC WMS)  

Web Map Service (WMS) は、地理情報から動的

に参照された空間データの地図を作成します。この地

理情報は通常、PNG、GIF、JPEG 形式、またはベク

トルベースの Scalable Vector Graphics (SVG)
または Web Computer Graphics Metafile 
(WebCGM)形式でレンダリングされます。 

読み込み専

用  
あり  あり  
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データ プロバイダ  機能  アクセス  Autodesk  OSGeo  

Oracle
® 

Spatial  空間インデックスの作成、ロング トランザクショ

ン、持続的なロックをサポートします。API でプロ

バイダ情報の収集、クライアント サービス例外の

転送、データ ストアの一覧、および接続オブジェ

クトの作成を実行できます。 

読み込み/

書き出し 

あり  なし  

Microsoft
® 

SQL 

Server  

API はスキーマの読み込み/書き出しアクセスを

サポートし、地理空間および非地理空間データの

読み込み/書き出しアクセスをサポートします。 

読み込み/

書き出し  

あり  なし  

ラスター ファイル さまざまなイメージおよび GIS データ形式(例： 

JPEG、PNG、MrSID
® 
など)をサポートします。地

理参照ファイルベースのラスター イメージおよび

ファイルベースのグリッド カバレッジをサポートし

ます。  

読み込み専

用  

あり  GDAL の

み  

OGR  多くの GIS データ ソースをサポートする汎用ベ

クトル データ プロバイダです。 

読み込み専

用  

なし  あり  
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