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地方自治体、電気・水道・ガス会社、行政機関など GIS に依存する団体は、複雑な地理空間データに統合アクセ
スできる機能が必要です。統合アクセスができれば、現場スタッフや顧客サービス スタッフは、迅速かつ効率的
に業務の遂行と顧客の支援を達成できます。GIS スタッフは、正確さと精度を失わずに大量の地理空間データ
の作成および編集ができます。エンジニアリング スタッフは、そのデータを合理的に活用して、資産計画と管理に
ロケーション ベースの情報を考慮できます。ビジネスの側面から見れば、経営陣は地理空間分析を戦略的な意
思決定に役立てることができます。

統合された地理空間データがなければ、ワークフローはロケーション ベースの情報を使用するあらゆる箇所で
滞ってしまいます。社員はエンジニアリング アプリケーション、カスタマ リレーションシップ マネジメント（CRM）、
GIS などの技術の隔たりを手作業で補わなければならなくなり、その結果、もっと重要な仕事に時間を費やすこ
とができなくなります。加えて、関連するすべての空間情報をシステムに簡単に組み込めるツールを持っていない 
GIS スペシャリストも少なくありません。そしてほとんどの社員が、地理空間データと分析情報を、日常業務や意
思決定にタイミングよく生かせません。

具体的には、組織が遭遇する主な問題を 3 つ挙げることができます。第一に、GIS ツールの多くが専用のデー
タ形式を採用しているため、GIS スタッフとエンジニアリング スタッフはそれぞれのシステムを別々に更新しなけ
ればならず、そのためデータが重複し、空間データ フローに支障をきたします。第二に、地理空間情報に即座に
アクセスできないため、現場担当者や顧客サービス担当者はロケーション ベースのデータが必要になると、扱
いにくく古い紙の地図に頼らなければならず、業務効率が落ち、遅れが生じます。第三に、関連した機能をアーカ
イブされた紙の地図やラスター イメージからアクティブな GIS に変換する作業は時間がかかり、リッチなラスター 
データや分析の使用に法外なコストがかかってしまいます。

組織はこのような問題を克服するために、ばらばらなワークフローを、以下のような完全な統合マッピング ソリュ
ーションに置き換える必要があります。

�地理空間データの作成、維持、分析を行う際に、同じデータを複数のシステムに入力する手間を省く

�紙ベースの情報とその他のラスター情報を、簡単で正確なベクトル データに変換できる

�貴重なロケーション ベースの情報と分析結果を社員または関係者がただちに使用できるようにする

3 つの強力なツールを 1 つのソリューションに統合

オートデスクは、Autodesk Map 3D、Autodesk Raster Design、Autodesk MapGuide を統合させ、上記の条件を
満たす完全なマッピング ソリューションを実現しました。このオートデスク ソリューションには、組織が GIS プロ
セスを改良し、地理空間情報の投資回収率を高めるのに必要なすべての機能が揃っています。通常の GIS ワ
ークフローを詳しく見てみると、不完全で統合されていないマッピング ソリューションのコストの高さと効率の悪さ
がわかります。

はじめに



統合マッピングの課題の詳細

次のシナリオは、つぎはぎの技術、手作業のプロセス、紙のデータを使って GIS プロ
セスを完成させようとする際の課題を例示したものです。

新興住宅地域に住民が移り住む前に、その地域の管轄の電気会社は、新しい住宅
と顧客をそのネットワークに追加する必要があります。設計タスクが完了すると、電
気会社のエンジニアリング部門は、プロジェクト情報をその会社の GIS 部門に送っ
て、電気・水道・ガスのネットワーク マッピング システムに情報を入力してもらう必要
があります。

電気・水道・ガスの GIS スペシャリストと現場のスタッフは、会社のソリューションが揃
っていないため、次のような 6 段階の難関プロセスを経験しなければなりません。  

   ステップ 1：　当該地域の急激な拡大に伴い、GIS 部門のリソースは既に限度に
達しており、小さな変更事項を GIS に入力するのに数週間かかることがある。し
かし、この住宅区域の最終作業はまもなく開始されることになっており、直ちに 
GIS スペシャリストに割り当てられた。

  ステップ 2：　エンジニアリング部門が担当する部分の図面はオープン データ ス
タンダードを使ったエンジニアリング ツールを使用して作成したものだが、データ
が互換性のない専用データ形式で保存されているため、GIS スペシャリストはエ
ンジニアリング データを会社の GIS にアップロードすることができない。このため
スペシャリストは手作業でデータの作成と編集を行わなければならず、エンジニア
リング チームの作業の大半をやり直すことになった。

  ステップ 3：　データの精度をチェックした後、GIS スペシャリストは、該当地域には
会社の GIS に載っていない道路や地勢が含まれていることに気づいた。その地
域に関する詳細情報は、紙の地図と最近の航空写真測量図でしか提供されて
いない。この情報を GIS に含めるためには、スペシャリストはラスター情報をベク
トル データに変換しなければならない。 

  ステップ 4：　大切な道路情報を収集するため、スペシャリストはマップをデジタル
化し、関連する詳細情報を手作業でトレースした。ところがこのプロセスは極めて
面倒で時間がかかるため、決められた時間枠で作業をしているスペシャリストは
詳細情報をデジタル化できなかった。そのため、電気会社のシステムに土地の傾
斜や植生密度などの貴重な情報が反映されないことになってしまった。 

  ステップ 5：　GIS スペシャリストは GIS に最新情報を入力し、更新した。 

  ステップ 6： 新興住宅地域をネットワークに追加するために、現場のクルーが隣
接区域の地図を手にその住宅開発地域を訪れた。作業を進めるうち、クルーは
植物が密生している場所に出る。このような地域は地図に出ていなかった。適し
た機具が現場に届くまで、クルーは仕事を中断せざるを得ず、遅れが生じる。

上記のワークフローは、単に面倒である以外にも、単純なシステム更新であるはず
の作業が GIS スペシャリストにとって時間のかかる手作業になってしまっているた
め、会社にとっても費用のかさむプロセスになってしまっています。加えて、面倒な作
業は、運営上の理由からも顧客サービス上の理由からも高くつきます。現場のクル
ーが機器の到着を待っている間、貴重な時間が無駄になります。そして同じように不
正確で不完全な地図のために、電気会社が停電をすぐに修復できなければ、顧客
は暗闇に取り残され、顧客満足度と安全性に悪影響を与えることになります。

これに対し、効果的な統合ソリューションがあれば、上記の例のような電気・水道・ガ
ス会社などの組織は、ロケーション ベースの情報を簡単に作成、編集、アクセス、共
有できます。そのような統合ソリューションが整っていれば、滞っている地理空間デ
ータのフローを実現することができるため、GIS 部門内外でのロケーション ベースの
ワークフローを合理化することができます。そのようなワークフローが実現すれば、
時間の節約、コストの削減、ひいては顧客サービスの向上につながります。 

オートデスク インフラストラクチャ ソリューション 

FirstEnergy 社、オートデスク 
ソリューションでプロセス合理
化を実現

「技術上の制限で思いどおり
の仕事ができず、裏方でのデ
ータ変換に多数の人員が必
要になると、仕事量が増して
時間がかかります。そこで弊
社のビジネス プロセスをサ
ポートできる技術を探しまし
た。オートデスクの電気会社
向け企業ソリューションは、ス
ケーラブルでオープンなアー
キテクチャを採用しているた
め、弊社のプロセスとニーズ
に適応します。逆に弊社がソ
リューションに合わせる努力
をしなくてよいのです。」

Kevin Miller, 
Business Systems Manager, 
FirstEnergy Corporation 



地理空間データの価値向上を図るオートデスク 

オートデスクは、地理空間情報の作成、編集、アクセス、共有を一手に行えるソリ
ューション スイートを提供して、GIS に依存する組織の問題解決を支援します。
完全に統合化されたアプリケーションを備えたオートデスク ソリューションは、完
全な GIS 環境を形成するため、GIS プロセスとワークフローの迅速化と効率化
を実現し、コスト効果も向上させます。他の企業システムとの統合もサポートする
設計になっているので、組織全体を通じてロケーション ベースのデータ フロー
を瞬時に実現でき、地理空間データの価値を高めます。

オートデスク ソリューションは、組織が必要とするすべての機能を 3 つの統合ア
プリケーションにまとめてお届けします。

�Autodesk Map 3D― CAD、GIS、エンジニアリングのプロフェッショナルが、空
間データを作成、編集、保持、分析するためのソリューションです。

�Autodesk Raster Design―スキャンした文書や写真、衛星画像、またその他
のラスター データをベクトル ベースの設計図および地図に融合します。

�Autodesk MapGuide―ダイナミックマップに反映させたリアルタイムの空間デ
ータを、インターネットや企業内イントラネットを介して提供します。

オートデスク ソリューション内のアプリケーションを使うと、データ入力の重複を
減らし、必要なアプリケーションに、直接地理空間データを届けることができるた
め、GIS ワークフローを合理化させることができます。また、オートデスク ソリュー
ションを使用した組織は、使用可能な地理情報をフルに活用できるため、これま
で以上に詳しい分析を行い、意思決定に役立てることができます。

次項では、オートデスク ソリューションの各アプリケーションと、ソリューション全
体に寄与する機能について説明します。 

Autodesk Map 3D：地理空間データの作成と編集

オートデスク ソリューションのデータ作成、編集、保守の基幹をなす Autodesk 
Map 3D は、精度の高いマッピング機能と強力なデータ分析機能を備えていま
す。AutoCAD プラットフォームをベースに構築されている Autodesk Map 3D 
は、GIS データと CAD データの統合および編集に広範に使用されています。さ
らに Autodesk Map 3D には、精度の高い CAD データを GIS 環境で実現する
機能だけでなく、組織が洗練された GIS アプリケーションに求める高度な機能
も搭載されています。 

オートデスク インフラストラクチャ ソリューション 

オートデスク GIS、ガーデン 
グローブ市の時間とコスト節
約に貢献 

カリフォルニア州ガーデン グ
ローブ市は、オートデスク ソ
リューションをベースにしたシ
ステムを使って地理空間デ
ータの作成、編集、共有を行
っています。インフラストラク
チャと地理空間データは相
互依存の関係にあるため、
同市は異なるタイプのデータ
に別々のデータベースを維
持しなければならないことは
避けたいと思っていました。
そのため、路面設計から電
気・ガス・水道のプロジェクト、
また信号機設置図にいたる
まで、図面作成、地図作成、
データ分析をAutodesk Map 
3D に頼ることにしました。

オートデスク ソリューション
のデータフロー機能を駆使
したガーデン グローブ市は、
地方政府が共通に掲げる
「費用をかけずに多くを達
成する」と言う目標を達成し
ました。デヨ（Deyo）氏のコメ
ント：「うちのエンジニアは、
Autodesk Map 3D を使用す
ることにより、通常の業務で 
GIS を最新の状態に保つこ
とができています。他のソリュ
ーションを使っていたら、少な
くとも 1 人の GIS スペシャリ
ストと、多数のデータベース
管理者を雇わなければなら
なかったでしょう。これらの人
材を雇わなくていいため、一
人当たり 60,000 ドルの人件
費を節約できています」

 洗練された GIS の機能性と精度を兼ね備えたAutodesk Map 3D： 



�データ作成と編集を、マルチユーザファイルを使う環境で行えるため、時間の節
約と生産性の向上が実現

�複数のデータ形式とソースを同時管理することで、データの整合性を高め、デー
タ変換の手間を排除

�最大規模のライブラリを持つ座標システム、図面の自動クリーンアップ、複数の
レイヤーのオーバーレイ機能などによる地図作成で、精度と読みやすさを確保

�複数のソースや形式の実データをインタラクティブに表示および操作できるの
で、すべての地理空間データの使いやすさが向上

�マップブックの自動作成機能により、情報を最新に保つためのコストを削減
�主題の表示やサーフェス分析、集水域の輪郭図など、さまざまな機能を使用し

て情報を分析できるため、ロケーションに関する意思決定、計画、資産管理に
役立てることが可能

Autodesk Map 3D はオープン データ スタンダードをベースに構築されているた
め、組織は事実上どのようなデータを使っても作業できる柔軟性を確保できます。
DWG、SHP、またその他の標準の地理空間形式など、データ保存形式を問わず、
Autodesk Map 3D ではデータにアクセスして編集することが可能なので、組織は
既存の情報への投資を保護することができます。また、オートデスクのマッピング 
ソリューションは、空間データの主要データベース技術である Oracle Spatial とも
シームレスに連携するため、地理空間データの作成、編集、保守だけでなく、地理
空間データの管理と保存も簡単です。

Autodesk Raster Design： リッチなラスター情報を活用

オートデスク ソリューションの中でラスター データの編集機能を中心とする 
Autodesk Raster Design は、Autodesk Map 3D とシームレスに統合して、ラスター 
データの表示、操作、分析機能を提供します。従来のデジタル化手法より高速で柔
軟な Autodesk Raster Design を使う GIS スペシャリストやエンジニアは、ラスター 
データの一部または全体をベクトル データに変換することができます。

オートデスク インフラストラクチャ ソリューション 

WMATA、紙のデータをすば
やくベクトル データに変換

ワシントン D.C. は、ワシントン首
都圏交通事業体（WMATA）に、
アナコスティア地区の小型鉄道
のデモンストレーション プロジェ
クトの設計と構築を依頼しまし
た。プロジェクト着手時、WMATA 
は莫大な時間がかかることを懸
念していました。地元の公共会
社から提供された地上および地
下の鉄道路線図が、ハードコピ
ーだったからです。

しかし、Autodesk Raster 
Design のおかげで、WMATA プ
ロジェクト チームは必要な情報
を迅速かつ簡単にキャプチャ
することができました。WMATA 
は、紙の地図をスキャンした後、
同ソフトウェアのラバーシート機
能を使って、プロジェクトの座標
システムに従って特徴を配置し、
ラスター データをベクトル形式
に変換しました。次にチームは
そのデータを残りの Autodesk 
Map プロジェクトデータに統合さ
せました。

WMATA 測量マネージャで公
認測量士、ドン・ファルケン（Don 
Falken）氏のコメント：「いったん
プロセスに慣れてしまえば、紙の
地図をスキャンし、ラバーシート
化してデジタル データに変換す
る作業はそれほど時間がかか
りません。スキャンした地図のテ
キストがかなりぼやけていたた
め、Autodesk Raster Design の
テキスト認識機能をこのプロジ
ェクトに使うことは難しいだろうと
思いましたが、実際には使うこと
ができました。本当に見事な機
能です。」

Autodesk Raster Design はラスター イメージの分析機能を実現



加えて、Autodesk Raster Design では、DEM（Digital Evaluation Model）や衛星画
像などのラスター データを分析して、関連する地理情報を抽出し、ハイライト表示
することができます。
Autodesk Raster Design を使うと、GIS スペシャリストやエンジニアは次のことが
できます。

�ラスター情報をスキャンし、ラバーシート化して、ベクトル データに簡単に統合で
きるため、ラスター データの価値を最大限に活用することが可能

�強力なテキスト認識機能により、紙の地図や図面に書き込まれた情報をキャプ
チャ。手作業によるデータ入力の手間を排除

�ラスター画像に、色彩、コントラスト、レリーフ、明度などを加え、使用価値とわかり
やすさを追加

�写真、衛星画像、DEM、マルチスペクトル画像などのラスター データの分析機能
により、ラスター情報を意思決定に役立てることが可能

�リッチなラスター データとインテリジェントなベクトル データを組み合わせて洗
練されたマップを作成することで、見た目にも立派で情報豊富なプレゼンテーショ
ン、企画、社内連絡などを実現

Autodesk Map 3D の拡張機能として提供されている Autodesk Raster Design 
は、AutoCAD の強力な機能を活用することで、編集とデータのクリーンアップの
加速化を図ります。たとえば Autodesk Raster Design を使用すると、コントロール 
ポイントにぴったり合ったラバーシートを作成できます。その後 Autodesk Raster 
Design はポイント間の自動調整を行うため、画像を正確なベクトル データに変換
する時間を節約できます。

Autodesk Raster Design は、オートデスク完全マッピング ソリューションの他のす
べてのコンポーネント同様、DOQ、DEM、JPG2000、16 ビット GeoTiff など広範な
データ形式に対応するよう設計されています。このため、大手ベンダから画像を購
入するときも、マッピング ソリューションとの互換性を心配する必要がありません。 

Autodesk MapGuide：地理空間情報の共有 

統合されたオートデスク ソリューションの最後を飾る Autodesk MapGuide は、
Web 上でダイナミックに地図の構築と表示を行います。認可を受けたユーザは、
Autodesk MapGuide と Web ブラウザを使用して、いつでもどこでも必要なときに
ホストの GIS に必要な情報を要求し、表示することができます。そのため、多忙な
スペシャリストに情報を請求したり、紙のマップブックを併用したりする時間とコスト
を省くことができます。 

オートデスク インフラストラクチャ ソリューション 

Autodesk MapGuide、年間
数千ドルを節約

Autodesk Map を使用し
て GIS データを作成する
市の職員はほんの数人で
すが、ガーデン グローブ市
の職員 625 名は、それぞれ
Autodesk MapGuide を使う
ことで市のイントラネットを通
じてロケーション ベースのデ
ータにアクセスできます。地
図部門の事務員や警察指令
係など多くの職員がこのデ
ータを常に使っています。

ガーデン グローブ市の情
報システム管理者、チャール
ズ・カリル（Charles Kalil）氏
のコメント：「特定地域の郵
送先名簿を作るのに、以前
は 20 分かかっていました
が、今では 1 分もあればで
きてしまいます。地図係の事
務員も必要な情報に即座に
アクセスして住民に対応して
います。この 2 つのプロセス
だけを考えても、Autodesk 
MapGuide で年間約 20,000 
ドルの労働時間を節約でき
ています。」 

シボイガン市は Autodesk MapGuide を使用してロケーション ベースの情
報をスタッフや市民と共有



オートデスク インフラストラクチャ ソリューション 

地理空間情報のシームレスな提供を可能にする Autodesk MapGuide は、

次のような機能があります。

�すべての職員が必要な地理空間情報にすぐにアクセスできるため、職員

の生産性向上に貢献

�地理空間情報を手作業や紙で配布する手間が省けるため、時間と費用

を節約

�ダイナミック マップで他のデータベースからの表データを地理空間情報

に融合させられるため、両方の情報の明確さと利便性が向上

�Open GIS Consortium（OGC） Web Map Service（WMS）搭載の互換性

により、組織全体でリアルタイムにデータが共有でき、コラボレーションに

よるコスト効果を倍増

共通の Web 開発標準をサポートし、Autodesk Dynamic Authoring ToolKit 

を備えた Autodesk MapGuide は、すぐに使えるアプリケーション開発環境

を提供します。このため、物件価格などの表形式情報を同じ地図上に組み

込みながら、任意の数のオンライン アプリケーションやカスタム ユーザ イ

ンタフェースを即座に作成することができます。

Autodesk MapGuide は、多数のデータ ソースと連携できるように設計され

ているため、複数のファイル形式、および複数のサーバのデータ レイヤー

を混在させることもできます。つまり、州政府のデータベースにある路面デー

タをローカル サーバの排水路情報と融合させなければならない場合も、

Autodesk MapGuide はこのデータを組み合わせて 1 つの地図上にその情

報を表示することができます。

オートデスク ソリューションを構成する各アプリケーションを協調させること

で、CAD と GIS 間のデータ移動を合理化し、リッチなラスター画像の使い勝

手を向上させ、地理空間情報をタイミングよく組織全体に配布することがで

きます。地理空間データに依存する組織が抱える共通の問題を取り除いた

オートデスク マッピング ソリューションは、上記の例のような電気・ガス・水道

会社の GIS プロセス変換を支援します。 

オートデスクの登場で、スムーズなGIS ワークフローを実現

はじめに統合ソリューションのない電気・水道・ガス会社の典型的なワー

クフローを紹介しましたが、今度は同じ例で Autodesk Map 3D、Autodesk 

Raster Design、Autodesk MapGuide を協調させて、地理空間データの作

成と提供をどのように合理化できるか見てみましょう。前回同様、エンジニア

リング部門が完成した図面を GIS 部門に送って、会社のネットワーク マッピ

ング システムにデータ入力を求めるところからプロセスを見て行きましょう。

  ステップ 1：　GIS スペシャリストは図面の入ったプロジェクト ファイルをエ
ンジニアリング部門から受け取る。Autodesk Map 3D では、電気・水道・
ガス会社がエンジニアリング業務に使用しているオープンなデータ形式
と連動するため、スペシャリストはエンジニアリング部門のデータをその
ままアップロードすることができる。

  ステップ 2：　スペシャリストは Autodesk Map 3D を使ってデータを編集

GIS、CAD、ラスター データ、シ
アトルでシームレスに連動

シアトル市の水道、下水、排水、

リソース管理を担当する公共機

関、シアトル公共水道事業体（

SPU）は、Autodesk Map 3D と 

Autodesk Raster Design を使用

して地理空間データの作成、編

集、保守を行っています。そのデ

ータの価値を高めるため、ロケー

ション ベースの情報は Autodesk 

MapGuide を通じて組織全体に

配布されています。

オートデスク ソリューションのデ

ータフロー機能があれば、複数の

ソースのデータを使用して、エン

ジニアと GIS スペシャリストとの

間でスムーズにデータをやり取り

できます。さらにアクセス性を高め

るため、SPU は 300,000 枚に及

ぶ公共図面を Autodesk Raster 

Design でラスター データからベ

クトル データに変換しました。この

中には 100 年以上も昔の図面も

含まれています。

SPU のエンジニアリング サポー

ト ディレクター、ブライアン・パット

ン（Brian Patton）氏のコメント：「

CAD と GIS の間でスムーズにデ

ータをやり取りできる統合システ

ムは、データの不一致をなくすた

めの大切な一歩だと思います。こ

のソフトウェアを使うとチームが同

時に作業できるので、データを失

うこともなく、全員が常に現状を把

握していられます。」



し、必要なその他の特性を追加する。Autodesk Map 3D では多数のポイ
ントがサポートされているため、スペシャリストは既存のデータベース ファイ
ルとテキストからポイントを生成することができる。このため正確な土地使
用状況や資産情報をすぐに組み込むことができ、エラーのリスクを低減す
ると同時に生産性を高めることができる。

  ステップ 3：　現在の路面や植物の密生地域などの地理特性情報が会社
の GIS に完全に網羅されていないことに気づいたスペシャリストは、紙の
地図、エンジニアリング図面、航空写真から必要な詳細を見つける。

  ステップ 4： スペシャリストは Autodesk Raster Design で紙の地図やエ
ンジニリング図面から必要な情報を選択し、ラバーシート化して会社の座
標システムにマッチしたインテリジェントなベクトル データに変換する。この
全プロセスは、手作業でデジタル化するよりはるかに高速に処理できたの
で、スペシャリストは植物密生地域や土地の傾斜などの追加情報を加える
時間ができた。 

  ステップ 5： スペシャリストは会社の Oracle Spatial データベースに新しい
情報を入力して更新する。 

  ステップ 6： 住宅地域をネットワークに追加するために派遣された現場
クルーは、トラックに積み込んだノート型コンピュータから、 Autodesk 
MapGuide を使って、必要なすべてのロケーション関連情報が含まれたダ
イナミック マップにアクセスできる。作業命令の実行中に、近くの変圧器な
ど追加の情報が必要になった場合も、MapGuide を使用してその情報を
ハイライト表示した地図を作成することができる。さらに、植物密生地域に
対する計画を事前に立てることができたので、適切な機器を携えて現場に
赴くことができた。

オートデスク インフラストラクチャ ソリューション 

オートデスク ソリューションは、プロセス全体を通じ、電気・水道・ガス会社の社員が少ない時間で多くの
業務を達成できるよう支援 



いったん GIS データが作成されてシステムに入力されると、そのデータは情報を必要

とする現場クルーにシームレスに届けられるため、エラーや遅れのリスクを減らしなが

ら作業の生産性を高めることができます。完成した住宅地域の顧客が簡単な質問が

あって電話してきたときや、停電の状態を確認しなければならないときも、会社の顧客

サービス スタッフは Autodesk MapGuide を使って必要なロケーション ベースの情報

にすばやくアクセスできます。オートデスクの完全マッピング ソリューションがあれば、

電気・水道・ガス会社は、これまでの GIS データ投資を有効に生かすことで、時間の節

約、コストとエラーの減少、顧客サービスの向上を達成することができます。

3 つの強力なツールで 1 つの統合ソリューションを完成

オートデスクの完全マッピング ソリューションがあれば、専用形式にデータを閉じ込め、

コスト効果的なラスター情報の使用を阻み、企業全体を通じてリアルタイムで地図にア

クセスできないようなソリューションに悩まされることはありません。電気・水道・ガス会

社が、地理空間情報の作成、編集、アクセス、共有に必要とするすべてのツールがオー

トデスクには揃っています。

オープン スタンダードを使用したオートデスク完全ソリューションは、すべての GIS プロ

セスのデータ統合とフロー アクセスをサポートするため、地理空間情報の有効活用に

役立てることができます。オートデスクの完全マッピング ソリューションを採用した組織

は、次の利点を生かして時間と費用を節約することができます。

�地理空間データを効率的に作成、保守、分析して、複数のシステムに同じデータを何

度も入力する手間を削減

�紙の地図、設計図、その他のラスター情報を自動的にベクトル データに統合

�貴重なロケーション ベースの情報と分析結果を組織内外でただちに入手・使用す

ることが可能

 

Autodesk Map 3D、Autodesk Raster Design、Autodesk MapGuide を備えた完全オ

ートデスク マッピング ソリューションは、地理空間データの処理機能を向上させること

で、組織のコスト削減、作業効率アップ、顧客や市民へのサービス向上をお手伝いしま

す。Autodesk Map 3D、Autodesk Raster Design、Autodesk MapGuide を使った特定

地域の地理空間データの有効活用方法は、オートデスク担当者までお問い合わせく

ださい。

オートデスク インフラストラクチャ ソリューション 
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