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SuperMap GIS 9Dは、「クロスプラットフォームGIS技術」 「クラウドGIS技術」 「新世代3次元GIS技術」 「ビッグデータGIS技

術」の4つのキーテクノロジーを統合した新しいGIS基本ソフトウェアです。多様化したGISニーズや規模を問わない位置情報・空間

情報ソリューションにお応えします。 

テクノロジーからみる 

クロスプラットフォームGIS技術 

SuperMap GISは、Windows・LINUX・UNIX、Android・iOSなど多様なOSで効率

的に動作し、x86・ARM・MIPS・Alpha・IBM Power・Itaniumなど、複数のCPUをサ

ポートするクロスプラットフォーム技術体系を形成しています。 

SuperMapでは、「UGC」(Universal GIS Core)の名称で、すべての製品で共通の

GISコアを採用しています。「コア」は、つまりGISの様々な機能を実行するためのプログラム

をパッケージングしたソフトウェアの核心部分で、基本クラスライブラリーに相当します。これが

実行環境のOSを選ばない「クロスプラットフォーム」を実現するための要となります。 

UGCは、GISを運用する環境（OS、ハードウェア・デバイス）とは切り離して完全に独立

しているため、運用環境の変化に応じて作り直したりすることは不要で、GIS機能に「専

念」して構築してあります。標準C++をベースに開発しているUGCは高効率なGIS処理

計算を実現するGISコアへと改良を重ね、成熟度を上げ続け、現在クロスプラットフォームと

いうキー・テクノロジーの一つを形成しています。 

クラウドGIS技術 

SuperMap GISは、処理分散・機能集約型クラウドと多様なアプリケーションを「一体化」

した強力なクラウドGIS技術体系を形成しています。 

処理分散・集約型クラウドとは、演算リソースの集約的な利用を実現し、ビッグデータの保

存管理・データマイニング・データ分析をサポートし、GISサーバーの安定性・信頼性を保障

するものです。一方で多様なGISアプリケーションを搭載した端末は、統一したAPIでクラウ

ドサービスに接続し、開発とリソースの有効利用を実現しています。デスクトップ、ブラウザ、

モバイルなどの様々な端末に各種SDKやAPPを提供し、豊富なビッグデータの空間可視

化、分析、洞察機能を提供します。 

このように、ネットワークを通じてあたかも、クラウドとクライアントにより構成された一つのシス

テムのように見立てることができることから、「一体化」と表現しています。 

GISリソースを一元管理するポータルのオンライン協働、アクセス速度を向上させる中継

サーバーによるGeo-CDN加速技術、２D/3Dベクタ・ラスタタイル、異構造サービス・クラス

タなどのキーとなる技術を通じて、各種端末の相互接続、協働・共有のGISアプリケーショ

ンモデルを実現しています。 



ビッグデータGIS技術 

ビッグデータ時代の到来に先駆けて、SuperMap GISは空間ビッ

グデータの各プロセスで技術イノベーションを進めています。空間

ビッグデータのデータマイニング、保存管理、データ分析、リアルタイ

ムデータ処理などの技術を既存のSuperMap GISに高度融合

させ、斬新な空間ビッグデータ技術体系を形成しています。分散

型ファイルシステム・分散式データベースの拡張によって、空間ビッ

グデータの効率的かつ安定したストレージ管理を実現しています。 

SuperMap iObjects for Spark 空間ビッグデータコンポーネン

トは、コアからSpark空間データモデルを拡張し、分散処理技術

で既存の空間解析アルゴリズムを再構築し、従来の大容量空間

データの処理能力を大幅に向上させました。 

SuperMap iServerは、斬新な空間ビッグデータの分散保管、

データ分析、リアルタイムデータ処理などのWebサービスを実現し、

Spark実行ライブラリを実装し、ビッグデータ環境構築の敷居を下

げています。表現豊かな各種2D/３Dクラスタグラフ、密度グラフ、

ODグラフ、ヒートマップなどのビッグデータ空間可視化技術を提供

し、大容量の「動く」目標物の2D/3D 可視化を実現し、同一

ウィンドで50 万クラスの目標物のリアルタイム追跡や管理が可能

になりました。 

携帯電話移動情報クラスタ（ティーセン ポリゴン） リアルタイム道路交通状況分析 

クラウドコンピューティング&ビッグデータGISアーキテクチャ 

いまやBIM/CIMとGISの統合、屋外・屋内、地上・地下、マクロ・ミクロの一元管理を備えた “多機能・高性能・低コスト“ の、洗練された3次

元GIS製品とサービスを世に送ることができるようになりました。本バージョンでは新たに3Dソリッドモデルを追加し、オブジェクトのブール演算、空

間関係、空間解析を定義し、新世代3次元GISの理論体系を構築し、3次元GISの高度利用を促進しています。3D写真測量・BIM・点群

などの3次元技術を駆使し、データ取得の敷居やコストを下げ、データの更新頻度・鮮度を向上させ、3次元GISが屋外から屋内へ、マクロから

ミクロへと利用シーンの拡がりを見せています。 

新世代3次元GIS技術 

近年では、国土交通省が推進するi-Constructionが

急速に展開され、3Dモデリングのニーズが次第に高まっ

ています。3D写真測量やレーザー点群、精細モデル、

BIM、地下埋設物など、様々な分野で高効率・高精

度・高真実感・低コストの3Dモデリング技術開発が行わ

れ、3次元GISの利活用が拡がりつつあります。 

このような中でSuperMapは 2D/3D統合GISをいち

早く提唱し、既存の2DGISリソースと資産を活かしなが

ら、広域大容量・マルチソース・Anyデバイスをコンセプト

に3DGISの研究開発を推進してきました。 



製品とソリューション 

SuperMap GIS 9D製品シリーズは、“クラウドGISプラットフォーム”を構築するためのサーバー向け製品群と、“アプリケーション”を開

発するためのPC向け製品群・モバイル向け製品群・ブラウザ向け製品群から構成され、多様化したニーズに見合ったソリューションを

提供します。  

サーバー向け製品群…GISアプリケーションサーバーの開発キット［iServer］とポータルサイト構築製品［iPortal］、中継・加速サーバー製品

［iExpress］、総合運用・維持管理製品［iManager］があります。DockerやLinux、Windowsなどに対応しています。 

PC向け製品群…インストールしてすぐに利用できるデスクトップアプケーション［iDesktop/iDesktopCross］とGISアプリケーション開発キット

［iObjects］があります。WindowsやLinuxに対応しています。 単独利用やサーバー製品との連携は可能です。 

モバイル向け製品群…スマホ・タブレット端末向けのアプリ開発キット［iMobile］はAndoroid用、iOS用があります。単独利用やサーバー製品

との連携は可能です。 

ブラウザ向け製品群…WebAPP構築用製品［iClient］（無償提供、オープンソース）があります。PCやスマホ・タブレットのブラウザに対応し

ています。サーバー製品と連携して使用します。 

 
 

対応する主な外部データフォーマット 
 

■ベクタ・テーブルデータ 

DWG*/DXF*/DGN/E00*/SHP*/GDB/
MDB/TAB*/MIF*/WOR/WAT*/WAL*/
WAP*/WAN*/KML*/KMZ*/JSON*/GPX/
TXT/CSV*/XLSX*/DBF/GRIB2/000/ 

■ラスタデータ 

TIFF*/IMG*/BMP*/JPG*/JPEG*/JP2/JPK/
PNG*/GIF*/GRD*/TXT*/ASC/SIT*/ECW/
DEM/RAW/BIL/BIP/BSQ/SID/ 

■3Dモデルデータ形式 

3DS/DXF*/DWG*/X*/OSGB/OSG/OBJ/
DAE/IFC/FBX/LAS/TXT/XYZ/PLY/LAZ/
STL*/OFF*/TINZ*/SCT*/KML*/KMZ*/ 

■Webタイプデータソース 

地理院地図/Googleマップ/オープンストリートマップ 

 
(注)Windows専用のSuperMap SDBデータ(Ver.6.0
以 前)はSuperMap SDX+ for Oracleま た はSQL 
Serverに保存してご利用いただくか、SuperMap UDB
フォーマットにアップグレードしてご利用いただけます。  



サーバー向け製品群 

■SuperMap iServer 9D 

GISプリケーションサーバー開発キットで、SuperMapサーバー向け製品群のベース製品です。独自の高性能GISコア技術とクラウドコンピューティ

ング技術に基づき、2D・3D統合サービス配信、管理及びアグリゲーション機能を含めたサーバ製品です。パブリック、プライベート、オンプレミスなど、

各種環境下のGISクラウド構築を支援します。また、モバイル端

末、Web端末、PC端末などの各種SDKを提供し、サービス指

向アーキテクチャー(SOA)に基づいたアプリケーション・システムを

構築することができます。空間ビッグデータの保管、データ分析、リ

アルタイムデータ処理などを実現するためのSpark実行ライブラリ

を実装し、Webサービスで提供します。関連するサーバー製品と

連携することでエンタープライズ・クラウドGISが構築できます。 

 

【主な特長】 

●クロスプラットフォームにより、DockerやネイティブLinux、Windows環境での高性能なパフォーマンスとセキュアな運用を実現するクラウドGIS。 

●強力な空間ビッグデータ保存管理能力を有し、"NoSQL"に即して分散ファイルシステム等多様な分散保存方式に対応。 

●Spark実行ライブラリを実装し、空間ビッグデータアプリケーションシステムを効率的に構築。 

●高度に自動化したスマートクラスタを提供し、分散した異なるシステム、レベル間におけるクラスタ構築をサポート。 

●実用的な3Dサービスとして3Dネットワーク解析、3D空間解析等を提供。 

●ノンプラグインの3Dクライアントを提供し、Webブラウザのみで3Dデータ閲覧と3D解析の実行が可能。 

●iServer DataStoreにより空間ビッグデータの分散保存管理を実現。 

●Spark Streming実行ライブラリを採用したリアルタイムデータサービスを提供。複数タイプの通信プロトコルに対応。 

●データを受信、分散フィルタリング処理により目標データを抽出。 

●REST（マップ、データ、解析）などの様々なサービスと接続可能。 

■SuperMap iExpress 9D 

独自のGeo-CDN (Content Delivery Network)  を取

り入れたクラウドGISと端末の中継・加速サーバー構築用の

開発キットです。 

ローカルやイントラネットで様々なタイルを直接配信したり、マ

ルチノードの更新・伝送機能を提供し、柔軟な構築に対応

し、クロスプラットフォームや低コストのライト版WebGISを迅

速に構築することができます。 

 

【主な特長】 

●地図の表示方向を登録でき、2D及び3Dタイルの配信をより高速化。 

●3D解析の高速化を実現。 

●REST（マップ、データ、解析）などの様々なサービスと接続可能。 



■SuperMap iManager 9D 

クラウドGIS＆ビッグデータの運用・維持管理向けの開発キットです。  

クラウドコンピューティングのプラットフォーム環境設定、GIS業務の運用、GIS環境の構築に必要な機能を提供し、特にパブリッククラウドGISや業界

団体または企業内共有プラットフォーム構築の管理を行え、クラウドや共有管理などの効率化に寄与します。 

 

【主な特長】 

●vSphereやOpenStackなどの様々なプラットフォームに対応。 

●ボタン1つで管理が行えるほど容易なプラットフォームを構築することができます。 

●クラウドGISをフレキシブルにカスタマイズでき、ロードバランシングメカニズムが利用可能（GISサービスを含む）。 

  

■SuperMap iPortal 9D 

様々なGISリソースの統合、共有、検索、管理を一元化にしたクラウ

ドGISポータルサイト構築用の開発キットです。 

オンライン作図、WebAPP構築などの機能や充実したREST APIを

提供します。フロンティアサイトとして、GISリソースの検索、利用、管

理を行い、構築コストを削減することができます。 

SuperMap iDataInsights拡張機能により、エンドユーザーのオン

ラインによる空間ビッグデータのマイニングと洞察ツールを提供します。 



■SuperMap iClient 9D for Javascript  

SuperMapサーバー向け製品群共通のWebブラウザ閲

覧ページを作成するためのJavascript開発キットです。 

主要なオープンソースライブラリーを採 用 し、コ ア コ ー ド は

Apache2プロトコルでオープンソース化。用 途 に 応 じ て

SuperMap iClient for Leaflet、for OpenLayers、

for MapboxGL、Classic及び3D WebGLの中から選

択できます。 

ブラウザ向け製品群 

■SuperMap iClient 9D for WebGL 

WebGL技術をベースとした3Dクライアント開発キッ

ト。 

ノンプラグイン、クロスプラットフォーム、クロスブラウザで

3DGISのWebAPPを構築できます。 

構 造 化 さ れ た3Dモ デ リ ン グ デ ー タ(OSGB)と

Cesium 3D-Tilesのそれぞれの長所を取り入れて

Spatial 3D Model (S3M)フォーマットを定義し、

広域大容量・マルチソースの3D データの可視化と

解析を実現しています。各フォーマット間の相互変換

も可能です。 

 

【主な特長】 

●3D 写真モデル(SfM)、BIM、レーザー点群などのデータをサポート。 

●空間計測、見通し解析、可視域解析、日照解析、スカイライン解析、

断面解析などの3D空間解析機能を提供。 

●オンライン配信の3Dシンボルを3Dシーンに追加可能。 

●リアルタイムデータの効率的な描画と動的表示をサポート。 

【主な特長】 

●SuperMap iServerを介してプロフェッショナルなGIS機能を提供します。

マップ、データ、分析、リアルタイムデータなどのサービスにアクセス可能。 

●Elasticsearchをサポートし、Elasticsearchに格納されている空間ビッグ

データを取得、分析可能。 

●主題図やダイアグラムなどの空間可視化をサポートし、EChartsやMapVな

どの優れたビジュアライゼーション・ライブラリーも組み込まれています。 

●SuperMapベクタタイル以外に、Mapbox Vector Tile（MVT）のオー

プン仕様をサポート。 



■SuperMap iObjects 9D 

PC向けのGISアプリケーション開発のための開発キット(SDK)です。 

開発したアプリケーションは再頒布してランタイムライセンスで動作します。標準機能を提供するコア（必須）以外に、必要な機能に応じて、デー

タベース、空間解析、ネットワーク解析、レイアウト、シーン、3D空間解析、地理デザイン等の各種コンポーネントを採用して、クラスライブラリが提

供するAPI（GIS機能）を使ってコーディングすることで、地図やGISに不慣れな開発者も容易にGISシステムを構築できます。 小規模な地理

空間データ処理ツール、スタンドアロンシステム、C／Sシステム等の構築などスケールを問わないGISシステム構築をサポートします。空間ビッグデー

タに対して、Apache SparkのフレームワークやHadoopのHDFS分散ファイルシステムと連携して分散処理、解析を可能とするiObjects for 

Sparkコンポーネントを打ち出しています。.NET、Java、C++の３種類の開発環境に対応したパッケージを用意しています。  

 

SuperMap iObjects .NET 9D 

.NET Frameworkをベースとした高性能コンポーネントGIS開発プラットフォームです。広域大容量の2D及び3Dデータ、ベクター/ラスターデータ

を扱え、容易に開発が行えます。 

SuperMap iObjects Java 9D 

Java開発環境においてエンタープライズGISアプリケーション・システムを迅速に構築することができます。X86/ARM/IBMアーキテクチャや

Windows/Linux/AIX などのOSでの運用に対応します。広域大容量の2D及び3Dデータ、ベクター/ラスターデータを扱えます。 

SuperMap iObjects C++ 9D 

C++開発環境においてエンタープライズGISアプリケーション・システムを迅速に構築することができます。X86/ARM/IBMアーキテクチャや

Windows/Linux/AIX などのOSでの運用に対応します。広域大容量の2D及び3Dデータ、ベクター/ラスターデータを扱えます。 

PC向け製品群 

【主な特長】 

●Windowsの32/64bit、Linux64bitのパッケージを提供。 

●オープンソースによる柔軟なカスタマイズが可能。 

●SuperMap iServerと連携したビッグデータのリアルタイム処理、可視化に対応。 

●ユーザーデータを持つ包括的データ管理機能および複数の互換性に対応。 

可視化モデリング 

Windows・Linuxで実行可能 

iDesktop Crossのオンライン解析処理の環境 

■SuperMap iDesktop  Cross 9D 

WindowsとLinuxに対応したクロスプラットフォームのデスクトップGISアプリケーションで

す。 

データ管理、データ処理、マップ・主題図作成などの標準機能を提供します。アプリケーショ

ン部分をオープンソースで構 築することが可能で、SuperMap iObjects Java 

Runtime＋アプリ（OSS）で動作するオープンソース製品です。SuperMap GISの強

みとオープンソースの強みを併せ持ったGISアプリケーションを構築できます。サーバー製品

SuperMap iServerのサービスと連携してHadoop分散ファイルシステムやSpark分散

処理を利用したリアルタイムなビッグデータ処理と可視化にも対応します。 



■SuperMap iDesktop 9D 

データ入力、編集・変換、インポート/エクスポート、主題図作成、レイアウト印刷などの基本マッピング機能から、バッファ解析、オーバーレイ解析、

グリッド解析、ネットワーク解析等の空間解析機能を提供するプロフェッショナル・デスクトップGISアプリケーションです。 

ヒートマップ、メッシュ集計図（グリッドタイプ/蜂の巣タイプ）も新規搭載し、グラフィカルに可視化したマップから新たな知見発掘をサポートします。

3Dデータを展開する「シーン」には2Dと3Dデータの表示、主題図作成、誇張立体化、3D上での各種空間解析、パイプラインネットワーク解析、

点群データのキャッシュ化、BIM/CIMモデルのサーフェスモデル/ソリッドモデルデータの表示・編集・変換等機能を有し、精細モデルの広域管理に

も適した3DGIS環境を提供します。プラグインの拡張開発および地理院地図やGoogleマップなどのオンラインマップサービスへの接続にも対応し、

ベースマップとしても使えます。 

標準機能のライセンスに、必要な機能のライセンスをオプション追加していただけます。プラグイン拡張開発を行うことで、業務利用に特化したシス

テムへの機能拡張も可能です。  

 

【主な特長】 

●1本でGIS機能を網羅した高性能なデスクトップGISアプリケーション。 

●わかりやすいリボン形式のインターフェースはカスタマイズ可能。 

●拡張プラグイン開発に対応し、一連のデータ処理の自動化やバッチ処理化、業務機能を組み込むなどのカスタマイズができます。 

●豊富な図形入力・編集モード、パラメータ入力、スナップ編集、CADライクな精緻な図形入力編集環境を提供。 

●主題図、ダイアグラム作成やレイヤー属性設定はパラメータを即時適用してインタラクティブに効率的なマッピング操作が可能。 

●ベクタ、ラスタ、3Dモデルデータは汎用的なフォーマットに対応。SuperMap独自データベース形式や汎用データベースを柔軟に使い分け可能。 

●地理院地図やGoogleマップなどのWeb地図サービスを取り込みベースマップとして利用可。Google検索やローカル検索機能も搭載。 

●地球体の「シーン」に2D/3Dデータを追加して3D可視化、3D解析。 

●BIM/CIMの3Dモデルデータに対応し、地形・地下空間・建物・土木モデルをプロジェクト単位から広域データ管理までの3DGISを構築。 

●ドローン（UAV）による空中写真測量で生成したOSGB、OBJなどの3Dタイルキャッシュデータの取り込み、軽快な操作体感の提供と3D解

析利用に対応。 

●性能診断機能を提供しマップ作成後に速度改善のチューニングを支援。 

●クラウド製品SuperMap iServerと接続してデータ共有、配信をサポート。 

ヒートマップを容易に作成可能 地理院地図をベースにベクタポリゴンの主題図とダイアグラム作成  

大容量点群データ(las,txt,xyz等)も軽快な動作で活用が可 シーンに表示したOSGBデータで見通し領域解析を実行  



■SuperMap iMobile for Android/iOS 

スマートフォン・タブレット等のモバイル端末向けアプリ開発キットです。 

高度機能を持ったプロフェッショナル版モバイルGIS開発プラットフォームで、2D・3D統合のデータインポート、編集、解析、ナビゲーションなどの機

能を提供し、iOS、Androidプラットフォームに対応します。開発したアプリはデバイス向けに発行したランタイムライセンスで実行します。  

【主な特長】 

●作成時間が短くデータサイズも小さいGLマップタイルを新たに採用し、ベクタデータと柔軟に組み合わせて表示効果が向上。 

●豊富な可視化効果とデータマイニング機能を提供。クラウド連携でリアルタイムデータの動的可視化も可能。 

●iMobile for ReactNativeモジュールは、JavaScript言語を使ってAndroid/iOS双方に対応したモバイルGISアプリを開発可能。 

●地理院地図やOpenStreetMap、GoogleマップなどのWeb地図サービス、オフラインデータ、ラスタデータ、CADデータ、DEMデータ、シーン

(3D)をサポートし、用途に応じて選択可能。 

●「スポット」、「ハンドペイント」、「スクリーブル」、「トポロジカル」、「GPS」、「トレース」、「マルチメディア」の7つのデータ取得モードを提供。 

●通常、業務、クロスフロア屋内ナビ機能を提供。 

●オフラインまたはオンラインでバッファ、オーバーレイ、道路ネットワーク、管路解析機能を提供。 

●美しく、実用的かつ効率的の3Dタイルキャッシュデータのブラウジングをサポート。 

●GeoJson形式でサーバーとの相互接続や双方向データ伝送を実現。 

モバイル向け製品群 

■SuperMap iClient 3D for Android/iOS 

オンラインGIS開発プラットフォームで、軽量モバイル地図アプリケーションプログラムの構築に使用できます。 

Android およびiOS(iPhone・iPad)用のオンラインマップインターフェイスを提供します。 

2D屋内ナビゲーション 3D屋内ナビゲーション 

BIM 

3D写真測量モデル 

3D写真測量モデル 



SuperMap活用事例 

土木分野 道路GIS 

公益財団法人山梨県建設技術センター 

土木分野 鉄道GIS 

ジェイアール東日本コンサルタンツ株式会社 

IoT/M2M分野 Global e-Service GIS 

日立建機株式会社 

通信分野 

光配線管理システム FACTS 

住電通信エンジニアリング株式会社 

建築分野 地盤サポートマップ 

ジャパンホームシールド株式会社（LIXILグループ）  
BIM分野 上海タワーBIM運用センター 

土地分野 マレーシア・サバ州土地管理クラウド ビッグデータ分野 韓国ソウル特別市流動人口分析クラウド 



記載の内容は2018年3月20日現在のものです。予告なく変更になることがあります。 

Lean&Agile 

R&D  

日本スーパーマップ株式会社  https://supermap.jp   

〒105-0014 東京都港区芝2-13-4 住友不動産芝ビル4号館9F  

TEL 03-5419-7912   E-Mail sales@supermap.jp 


