
オートデスクと Oracle
GIS の完全ソリューション
オートデスクの統合マッピング ソリューションを Oracle ® 
Spatial と組み合わせることで、オープンなデータ環境に
おける多数の空間データ、ロケーション ベースのデータ、
設計データの作成、編集、保守、分析が簡単になります。  

電気、水道、ガス、また電気通信会社などの地理

空間データを使用しなければならない会社や地方

の官公庁は、オートデスクの地理空間ソリューショ

ンを空間情報に対応した Oracle のデータベース

と組み合わせることで、データフローの合理化、デ

ータ管理の簡易化、およびコスト削減を図ることが

できます。 

オートデスクと Oracle Spatial

合理化された完全なプラットフォーム

Autodesk Map® 3D のリッチなビジュアライゼーシ

ョン、分析、編集機能と Autodesk MapGuide® の 

Web ベースの GIS を使いこなすことで、組織はロ

ケーション ベースの情報を、迅速、効率的、コスト効

果的に管理、分析、表示、共有できます。オートデス

クの地理空間設計ツールに空間データと 3D デー

タの主要データベース管理システムである Oracle 

Spatial を組み合わせることにより、会社は分析・保

守機能、オープン アクセシビリティ、スケーラビリテ

ィ、セキュリティを手に入れることができます。

Oracle Spatial を単一のデータ ウェアハウスに使

用した Oracle® Database に依存する組織は、共

通のストレージ、インデックス、クエリー最適化、セキ

ュリティ、ユーザ管理機能を持つ空間および属性デ

ータを管理することができます。これによりデータと

プロセスの冗長性を軽減し、異なるデータ セットを

調整および同期する必要が省けます。その結果、シ

ステム管理が合理化されてコストが削減され、IT 担

当者の負担が軽減します。 

オープン アーキテクチャの利点を生かして

オートデスク ソリューションは Oracle Spatial とシ

ームレスかつ直接的に統合するため、ビジネス クリ

ティカルなデータへのアクセスに融通のきかない専

用インタフェースやミドルウェアを経由する必要があ

りません。オートデスクと Oracle がオープンな環境

で実装されているため、組織はベンダのロックイン

を防ぎ、GIS ミドルウェアではなく Oracle ツールで 

Oracle データベースを管理して、Oracle 10g の機

能を最大限に活用できます。

ベンダ-のロックインの防止

Oracle Spatial 10g は、地理データとロケーション 

データをバイナリ ラージ オブジェクト（BLOB）として

ではなくネイティブの地理空間データ タイプとして

管理します。BLOB として保管されたデータは専用

の GIS ミドルウェアを使用しなければアクセスでき

ないため、すべてのユーザが地理空間アプリケー
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「Autodesk と Oracle は、特に地方官公庁や

公共機関が、専用システム内に閉じ込められ

たインフラストラクチャやロケーション データ

へのアクセスに必要な複雑なシステムをカス

タマイズするだけの経済的余裕がないことを

理解しています。たとえばテキサス州テレル

市などの市町村で、オートデスクの使いやすく

手頃な価格のソリューションは、オープンな環

境を作り、すべてのデータのタイプに対する既

存の投資を活用できるようにします。このよう

なソリューションにとって、Oracle は不可欠な

存在です。」

Chris Bradshaw

Vice President 

Infrastructure Solutions Division

Autodesk



ションに単一のベンダを使用しなければならず、「ロ

ックイン」された状態になります。これに対し、Oracle 

のネイティブ空間データ タイプで管理されている情

報は、標準ベースのクエリー言語、SQL と標準の

インタフェース（ODBC、JDBC、OLE DB）を使用す

るアプリケーションであれば、どれでもアクセスする

ことが可能です。このため、高価な GIS ミドルウェ

アやデータベース「エンジン」も必要ありません。ま

た、Autodesk Map 3D と Autodesk MapGuide を 

Oracle Spatial と一緒に実装している組織が、他の

ベンダが出している最高級の地理空間アプリケー

ションを追加することも可能にします。

Autodesk Map 3D は、既に ArcSDE に出資したも

のの高価な ArcGIS ソフトウェアの購入を希望し

ない組織を対象に、一般のデータ構造を使用して 

Oracle に保管されている ArcSDE データを編集で

きる追加機能を提供します。オートデスクと Oracle 

のオープン アーキテクチャを採用すれば、受賞実

績を持つオートデスクの ObjectARX.Net 開発環境

を使って、オートデスクの豊富なネットワークを通じ

て開発された追加のオープン デスクトップ アプリケ

ーションを導入することができます。

データベースの中央管理 
Oracle-オートデスク ソリューションは、そのオープ
ンなアーキテクチャによって GIS ミドルウェアでは
なく Oracle ツールを使った Oracle データベース
の管理を実現するため、GIS データを操作する際
の柔軟性が拡張されます。Oracle では、空間テー
ブルが他のデータ テーブルと同じように管理される
ため、データベース管理者は、既に使い慣れている
同じツールを使って Oracle Spatial を管理すること
ができます。その結果、管理オーバーヘッドが少な
くなり、IT スタッフも短時間で使用方法を習得でき
ます。Oracle-オートデスク ソリューションは、そのオ
ープンなアーキテクチャによって GIS ミドルウェア
ではなく Oracle ツールを使った Oracle データベ
ースの管理を実現するため、GIS データを操作す
る際の柔軟性が拡張されます。Oracle では、空間
テーブルが他のデータ テーブルと同じように管理さ
れるため、データベース管理者は、既に使い慣れて
いる同じツールを使って Oracle Spatial を管理す
ることができます。その結果、管理オーバーヘッドが
少なくなり、IT スタッフも短時間で使用方法を習得
できます。Oracle-オートデスク ソリューションは、そ
のオープンなアーキテクチャによって GIS ミドルウ
ェアではなく Oracle ツールを使った Oracle データ
ベースの管理を実現するため、GIS データを操作す
る際の柔軟性が拡張されます。Oracle では、空間
テーブルが他のデータ テーブルと同じように管理
されるため、データベース管理者は、既に使い慣れ

ている同じツールを使って Oracle Spatial を管理
することができます。その結果、管理オーバーヘッド
が少なくなり、IT スタッフも短時間で使用方法を習
得できます。

Oracle 10g の拡張機能にアクセス
Oracle Spatial を統合させたオートデスクの地理空
間ソリューションの導入により、Oracle 10g の拡張
機能の使用が可能になりました。このため、データ
の品質を維持しながら、すべての空間データ タイプ
の保管、アクセス、編集、照会を簡単に行うことがで
きます。Oracle 10g と Autodesk Map 3D では長い
トランザクションがサポートされているため、競合を
心配せずにデータのバージョン管理を行うことがで
きます。このため、ユーザはオフライン時に照会の
あったオブジェクトを編集し、オンライン接続した時
点で変更をデータ ソースに保存することができま
す。また、線形ネットワークや、完全ポリゴン トポロ
ジ、トポロジの保守、地理参照ラスタ、線形参照、ジ
オコーディング、ルーティングなどの Oracle Spatial 
10g の全機能にアクセスすることもできます。  

オートデスクと Oracle の関係
世界最大手の設計ソフトウェアおよびデジタル コン
テンツ会社であるオートデスクは、組織がデジタル
設計データとコンテンツを使いこなすことを可能に
します。オートデスクは Oracle とのパートナー提携
を通じて、お客様が GIS への投資を最大限に生か
すことができるようにします。オートデスクは Oracle 
開発チームと緊密な連携を図り、Oracle の最新テ
クノロジを取り入れた製品を作成して、オートデスク
と Oracle のソリューションの統合により実現した最
大のパフォーマンスをお届けします。 

オートデスクは長期にわたって Oracle と緊密な
提携を結んできました。オートデスクは Oracle ® 
PartnerNetwork の認定パートナーであり、Oracle 
Database および Oracle Spatial のリセラーです。
開発とビジネスの両面におけるこのような提携が
あるからこそ、ソリューションの共同開発と導入が
可能になりました。Oracle の認定パートナーおよ
びリセラーであるオートデスクは、Oracle と長年パ
ートナーシップを組んで、世界中の水道・ガス・電気
会社、電気通信会社、また官公庁にサービスを提
供してきました。オートデスク、Oracle およびその
他のベンダ数社は、2003 年に、複数のアプリケー
ションを使用した空間用 IT 環境向けに相互運用
が可能でオープンな空間管理プラットフォームを
発表しました。オートデスクと Oracle は、テクノロジ
提携を通じて、オープンな一般環境で空間データ
のアクセス、管理、分析、編集を行うことができるフ
レキシブルでコスト効果の高い統合ソリューション
を提供します。

「Autodesk Map と Autodesk 
MapGuide を Oracle Spatial に接続
するのはとても簡単です。Microsoft 
Word でファイル文書を開くのと同じぐ
らい簡単です。」

Mitch Webb（ミッチ ウェブ）
タコマ市システム アナリスト
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