プロフェッショナルのニーズに応える SIS 9
SISの特長

製品ラインナップ

1995 年の販売開始以来、多くのお客様を支援し続けてきた SIS。
ユーザーニーズを反映し、
バージョンごとに操作性や機能を確実に向上させてきました。
その進化は、
これからも無限に続きます。

業務に応じて多様なニーズに応える柔軟性と拡張性

SIS デスクトップシリーズ

Desktop
SISSDK で開発したアプリケーションを展開するための
ランタイムライセンス

プロフェッショナルのためのデスクトップ GIS
旧 SIS Map Modeller

直感的な操作とカスタマイズを実現するオブジェクト構造

旧 GeognoSIS Deployment

Desktop Express

GISの標準規格に適合
OGC は米国のメンバーシップ制の非営利団体で、空間デー
タの処理に関するオープンシステムの開発促進を目的とし
ています。SIS は「OpenGIS Simple Features」、
「Coordinate
Transformation Service」、
「Grid Coverage」、
「Web Map
Service」、
「Web Feature Service」等
についての規格に適合しています。

動作環境

ソリューション
高い拡張性とカスタマイズ性を備えている SIS は、さまざま
な用途や規模の開発に柔軟に対応します。官公庁、警察、消
防、教育・研究機関など、
さまざまな分野のお客様の業務課
題の解決を支援するソリューションを提供しています。

デスクトップOS

Windows 10 32bit/64bit、Windows 8.1 32bit/64bit、Windows 7（SP1）
（Windows XP Modeを除く）32bit/64bit

サーバOS

Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、
Windows Server 2012

SIS デスクトップシリーズ機能早見表
分

類

データ構築

災害位置図
ハザードマップ
水土里GISソリューション

導入実績
官公庁、民間分野など国内で 34,000 ライセンスを超える
お客様にご愛用いただいています。業務の用途、規模や予
算に応じた柔軟な GIS 開発の基盤製品として、さまざまな
分野での業務効率化やサービス向上を支援します。

検索・解析

機

能

データ読み込み（プラグイン）
テーブル接続
トポロジー
2D作図
3D作図
図形編集
ライブラリ
属性操作
ラスタデータ
フォーミュラ検索・空間検索
グリッド解析
ネットワーク解析

機能比較
Desktop
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統合型GIS

消防業務情報分析

分

類

Express

検索・解析
表

示

出

力

カスタマイズ

機

能

地形解析
計測
2D地図表示
3D地図表示
テーブル表示
主題図
管理ツール
プリントテンプレート
ファイル出力
タイル出力・サーバ出力
印刷

機能比較
Desktop

Express

プログラム作成

Point

SIS 9 強化ポイント
Power Up

Power Up

より使いやすいインタフェース

解析機能の大幅向上

・Oﬃce 風のフラットデザイン ・高 DPI デバイス対応
・カスタムアイコン設定 P.5
・マウスポインタ設定

多彩な地図表現機能に対応

また、GeognoSIS 9 は総務省が推進する
「地域情報プラットフォーム
（APPLIC）」の
準拠登録製品です。

旧 SIS Map Express

詳細は弊社HPをご確認ください。https://www.informatix.co.jp/sis/category/environment/

New

最新情報：https://www.informatix.co.jp/applic/

デスクトップ用フリービューア

各種データの読み込み、主題図の表示、印刷、検索などの機能を備えたデスクトップ用フリービューア

高い拡張性とカスタマイズ性
デスクトップ製品の機能拡張から WebGIS の開発まで共通
の API を利用します。効率の良いアプリケーション開発が行
えます。

Web アプリケーション用開発キット

+

市販の地図データからWeb配信されているデータまで、
多数のフォーマットを直接読み込み可能

約 300 種類のデータを変換せずに直接読み込むことがで
きます。Oracle や Microsoft SQL Server など標準的な
データベースとスムーズに連携し、他のシステム・アプリケー
ションとの相互運用性に優れています。

Kit

SIS デスクトップシリーズ用アプリケーション開発キット

将来的なバージョンアップを想定し準備されたAPI設計

優れた相互運用性

1 CPU/4 CPU
GeognoSIS で開発したアプリケーションを
展開するためのランタイムライセンス

SIS ソフトウェア開発キット

地図構築や空間解析 ファイル交換など豊富な機能を装備

SISの製品コンセプト

Web GIS

・美しいグラデーションスタイル作成 P.6
・マークダウンや HTML でテキストの表現を指定
・５種類の主題図追加と表現の向上 P.7
・高速に点群データを表示可能 P.5

P.5

・約 130 個のプロセス操作の追加で、解析機能が飛躍的に向上 P.7
・グリッドの機能向上で、標高データの詳細かつ多彩な分析が可能 P.8
・属性テーブルデータセットの追加で、データベースの値の取り扱いが大幅に向上 P.6
・3 種類の凹包サポート
・ポリゴン分析機能追加
Power Up

P.6

出力機能の向上
・印刷時に属性データを表形式で配置 P.6
・PDF にページを追加 ・分割印刷ツールで複数ページの PDF に出力
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活用事例 SIS は幅広い業務の課題を解決
公共
統合型GIS
公開型GIS
都市計画
道路管理
地籍管理
電力・エネルギー
水道管理
ガ ス
通信インフラ
固定資産
河 川
公

園

森

林

災害時要援護

官公庁・地方自治体の各部署に散在する台帳や地図情報の維持管理には、多くの手間とコストがかかり
ます。
SIS は、
お客様のニーズに応じて個別 GIS から統合型 GIS への拡張まで柔軟に対応いたします。

防災・防犯

下水道情報管理

農用地区域の管理と解析

下水道施設 ( 管渠・人
孔等 ) の各種情報を管
理するシステムです。
庁舎内の複数端末によ
りデータの一元管理を
実現しています。また、
窓口業務やモバイル端
末を用いての庁舎外利
用など、幅広く利用され
ています。

農業振興地域整備計画
等において、農用地区域
の指定状況の管理と保
全すべき優良農地の解
析に使用しています。ほ
場整備の実施状況や耕
作放棄など、各種情報を
追加し農地の土地利用
計画策定に役立ててい
ます。
データ提供：一般財団法人九州環境管理協会

データ提供：呉市上下水道局

※架空のデータを使用しています。

森林管理

上下水道・道路・都市
計画業務等の個別機能
を利用できるのはもち
ろん、すべてを同一シ
ステム内で使用するこ
とでシステム操作の集
約化を図ることができ
ま す。カ ス タ マ イ ズ も
容易で、官公庁・地方
自治体業務の効率化を
支援します。

森林に関する約 90 万
件の台帳や図面・航空
写真といった森林情報
を一元管理し、SIS の高
度な編集機能を用いて
情報を更新するととも
に、検索・集計・解析機
能を用いて森林計画を
はじめとする各種森林
業務を支援します。

総合行政情報システムReams 災害時要援護者台帳システム連携
災害時に支援が必要と
なる要援護者情報を地
図と紐づけることによ
り、支援を必要として
いる住民の所在や支援
をする住民の位置関
係、障害の程度、支援の
要否等の情報管理に使
用できます。

データ提供：株式会社電算

危機管理対策
BCP・BCM
被害想定
被害情報集約
指揮所支援
災害情報共有
災害シミュレーション

上下水道・道路・都市計画業務

データ提供：株式会社ウエスコ

安心・安全

帰宅支援
要員参集
通信指令

データ提供：パシフィックコンサルタンツ株式会社/島根県

JAXA が研究開発を進
める
「D-NET」は、大規模
災害発生時に、被災地周
辺に集結した消防防災
ヘリやドクターヘリと、
災害対策本部の間で
データ通信による情報
共有を行い、最適な運航
管理を行うためのシス
テムです。

エリアマーケティング

顧客管理
ナビゲーション
配送・物流支援
施設・物件管理
アセットマネジメント
評価路線価
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氾濫解析用地形モデル・浸水深分布図

家畜感染症が発生した
際、緊急性を要する家
畜の殺処分や埋却・消
毒、移動制限区域の把
握などの業務を支援し
ます。
農地筆データ・航空写
真を SIS 上に表示、家
畜情報・埋却地情報な
どを効率良く作成でき
ます。

近年増加中のゲリラ
豪雨や台風災害等に
は、被害を事前に解
析し、備えることが
重要です。正確な空
間情報から対象エリ
アをモデル化するこ
とで、実現象に近い
災害シミュレーショ
ンと、対策の検討が
可能です。

運用：宮崎県

犯罪発生マップ

消防業務情報分析

ひったくり、空き巣、
車 上 狙 い、声 か け と
いった犯罪の発生件
数や発生場所などを
地図上にビジュアル
表示。発生密度分布図
や発生地点を記号で
表示したポイント図
などで表示します。区
市町村名、犯罪名から
の検索が可能です。

消防水利の設置場所
とメッシュ図を重ね
合わせ、各メッシュが
包含する水利の数を
計算、対象地域の水利
充足率を自動計算し
ます。消防水利不足地
域を地図上で抽出し、
効果的な消防活動に
向けた水利設置計画
を検討できます。

犯罪発生マップ

データ提供：ハイドロ総合技術研究所

消防水利分析

、

教育・研究
環境アセスメント
データ提供：宇宙航空研究開発機構

動植物研究

気象データ解析

測量・設計

防疫情報管理

災害救援航空機情報共有ネットワーク
「D-NET」

生態系研究

ビジネス・マネジメント

自然災害や事故、感染症など、私達の周りには様々な危険が潜んでいます。SIS は、官公庁・地方自治体や
民間企業における防災・防犯、
危機管理対策を支援するソリューションを提供します。

位置に関するビッグデータを活用したニーズの発見､正確な状況把握､各種課題解決
に GIS が注目されています。SIS の高い分析力がお客様の業務を強力に支援します。

衛星画像解析
フィールドワーク

小中高校、
大学、
研究所において、
GIS を活用した学習や調査研究への取り組みが増えています。
SIS は、
各種の調査研究の用途に役立つ GIS ツールやソリューションを提供します。

地域防災マップの作成

温暖化対策

SISを利用し、地図と
人口統計データを重ね
合せるなどして、地域
の防災マップを作成、
地域社会の現状と実際
に抱えている課題を検
証する実習を行ってい
ます。

都市のエネルギー消
費削減に向けた調査
研究に SIS を利用。
地
域単位でエネルギー
消費状況を評価する
際、調査結果を街区単
位・メ ッ シ ュ 単 位 で
表示できる機能が威
力を発揮しています。

データ提供：京都市京都工学院高等学校

遺跡調査

設備管理/占用管理

エリアマーケティング

電線類の地中化事業に
おいて、複雑化する設
備管理や占用管理に
GeognoSIS を活用。
Web 化に伴うデータ
ベースの再構築によ
り、
業務処理の標準化
及び円滑な運用が実現
しました。

エリアマーケティング
システム「amSIS」は
統計情報を地図上で可
視化し市場分析や店舗
開発を支援するシステ
ムです。商圏分析、顧
客データのプロット、
帳票作成機能等により
企画に必要な分析材料
を迅速に提供します。
データ提供：一般財団法人道路管理センター
神奈川地区支部

シミュレーション

社会科学習
教育教材
地誌情報
情報コミュニティ

エリアマーケティングシステム「amSIS」

データ提供：東北文化学園大学

交通シミュレーションや講義用教材
交通シミュレーション
「VISITOK」用の精緻な
入力データ作成や出力
データ可視化のための
支援システム「VSS」の
基盤として SIS が利
用されています。流通
科学大学 経済学部・
地域まちづくりコース
専門科目「地域情報処
理」の教材として SIS
が利用されています。

データ提供：流通科学大学
（VISITOK：流通科学大学・森津秀夫氏の著作物
VSS：流通科学大学・三谷哲雄氏の著作物）

SNSデータの可視化
徳島駅周辺部でジオタ
グ付きのツイートを収
集し、SISによりツイー
ト分布を可視化。来訪
者の興味と都市空間の
特徴との関係を分析し
たり、来訪者が中心市
街地のどこで、どんな
内容に関心があるのか
を分析することで中心
市街地活性化への知見
を得ることを目指して
います。

大規模イベント以外

徳島駅

ツイート数
1-4
1-4
4-101
4-101
101101-

大規模イベント開催時

徳島駅

1cell: 50x50m

12:00-17:59 のツイート分布

データ提供：徳島大学
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直感的な操作と多様な作図機能で地図作成を支援
使いやすさを追求

より強化された作図・編集機能
Power Up

ドラッグ＆ドロップ

オンライン地図の読み込み

ドラッグ&ドロップで正しい位置へ
の読み込みが可能

オンライン配信の地図データを背景
として利用可能
・地理院タイル
・OpenStreetMapなど

マップチップ

テキスト配置機能

幾何補正機能

文字が重ならない自動調整機能を実装

位置情報を持たない画像を、正しい位置に補
正する幾何補正機能も実装

直感的な作図・編集機能
リボンインタフェースでカテゴライズされたコ
マンドが直感的な操作を実現

カーソル上に指定した属性を表示
Up

New

Power Up

テンプレートの充実

目的に応じた
ベースマップを
追加

マウスカーソル

マウスポインタのデザイン変更が
可能に。強調表示でより見やすく

New

New

Power Up

ペン・ブラシのグラデーション

多様な印刷図面の編集機能

ペン、
ブラシで美しいグラデーション表現が可能に

参照地図の移動・表示切り替えや属性を利
用した表の追加機能も充実

記号の簡単取り込み
SVG形式の図形情報をSISに取り込み、図形
（シンボル）
として表現可能

New

容易な属性設定
Power Up

Power Up

アイテム選択の操作性向上

作図ガイド
Power Up

カスタムアイコン

オーバーレイやマップドキュメント
のアイコンをカスタマイズ可能

ライン、
ポリゴン作図の際に円形ガ
イド、十字カーソルが使用可能にな
り操作性が更に向上

重複アイテムの選択候補を、
オー
バーレイ毎にわかりやすく表示

SVG

選択アイテムの属性をコピーして、
スナップしたアイテムに貼り付けて
置換。連続指定も可能

New

容易なスタイル設定

選択アイテムからスタイルをコピー
して、
スナップしたアイテムに設定。
連続設定も可能

快適なパフォーマンス

線形

HTML記述や表を追加可能

放射状

New

Power Up

Power Up

テキスト表現の向上

あらゆるシーンに合わせた文字の作図

充実したバンドルデータ

マークダウンやHTMLの書式で指定した多彩
なテキストを表示可能

背景や枠、丸囲みの表現に対応。文字、行間、
枠との間隔など細部の調整も自在に可能

バンドルデータにGoogleマテリアル、
EmojiOne、Mapboxを利用したSVGシン
ボルを多数追加

地図・外部データベースとの連携、属性情報利用

New

New

データ読み込み時も地図操作が可能

点群データ

非同期化による処理時間の短縮

インポート / エクスポートでダイレクトなデータ利用

多様なデータベースとの接続

属性を利用した様々な処理機能

バックグラウンドでデータ読み込み処理を行う
ことで、読込中も地図の操作が可能

約10種類の点群データをサポート。点群の
粒子サイズと形状、ペン、密度の設定が可能。
表示速度も向上！

データの読み込み中も、他の処理を並行して
実行することで、処理時間が短縮

約300種類の地図、ファイル形式の読み込
※詳細はP.10を参照
み、書き出しをサポート

Oracle、Microsoft SQL Serverなどの
データベースやCSVファイルを参照し、空
間的な分析が可能

同一属性を持つ値の結合や、属性値を利用した
フィルタリング機能も充実

Power Up

描画速度の向上
メモリ消費を抑えた地図表示
タイル状のファイル群から必要なファイルのみ
を自動開閉することによる、メモリ消費量を抑
えた高速表示

指定住所への移動機能
街区レベル位置参照情報（国土交通省）等の
データベースに定義されている位置情報を
利用することで、指定住所への移動も可能
北品川2丁目を検索

ファイル群から必要なファイルのみを開閉
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新描画エンジンの採用と描画処理のマルチス
レッド化により処理速度が向上

Power Up

ラスタデータの高速・高品質表示
BDB（Basemap Database）
フォーマットに
より大量のデータを表示した画面のスクロー
ルやパンニングなどを高速に行うことが可能。
ECWを利用して膨大なラスタイメージを高速
表示

元データ

テキスト形式データをウィザードで読み込み

データベースから図形を生成

カーソルデータセットでスタイルサポート

外部データベースに記述された座標値を利用し
た図形生成機能も実装

RDBMSカーソルデータセット（Microsoft SQL Server
Spatial、PostGIS、Oracle Spatial、OGC Geopackage）
で、ペンやブラシのスタイルを設定可能

市名で結合

市名で抽出

New

属性テーブルデータセット
複数キーを利用した
テーブル接続や、
１つ
のオーバーレイへの
複数テーブル接続が
可能

複数キーを利用した接続
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充実した地図表現 高度な空間解析
高度な空間解析

多彩な地図表現機能
New

豊富な主題図表現
New

粒子主題図
点データに設定した値に
応じたサイズの粒子を描画

グリッドカラー

円グラフ＋レンジ

New

New

3D立ち上げ+屋根設定

サイズ可変＋ドット密度

Power Up

ルート検索

空間関数による解析

日付型属性が設定されているデータを利用し
て、
時間の情報を元に解析。
アニメーション表
示、
動画の出力なども可能

目的までの最短ルート検索機能。道路種別や
速度などの条件の検索も可能。OSRMをバッ
クグラウンドで使用して、高速に検索

エリアごとの合計、
平均、
最大など統計値を算出する
関数を利用して、
様々な分析が可能。
ウィザード形式
で統計値を簡単に算出する方法を追加

傾斜シンボル＋等高線

Power Up

分類
（個別値）
＋ラベル

Power Up

時系列データの解析

目的に応じた21種類の主題図をウィザード形式で追加。
凡例の表示・非表示、
色の変更などの編集も簡単に設定可能

棒グラフ＋レンジ

時系列データやネットワークデータの解析、各種データ集計など、
高度な空間解析に利用できます。

トポロジー主題図
ノードのタイプやリンクの
方向などに応じてシンボル
で表現
プロセス主題図
複数のコマンドを組み合わせ
て一連の流れとして登録し、
実行結果を主題図として表現

オフセット

New

OSRMルート検索

Power Up

バッファ機能

道路などのネットワークデータを利用した最短
距離分析

指定サイズ、
重み付けなど多様なバッファ作成。
検索範囲に利用して幾何学的検索も可能

１km圏

New

フォーミュラ主題図

２項目をクロス集計。
エリアマーケティングなど
に活用

属性情報を直接スタイルに適用。
運行本数に
応じた線の太さの表現などが可能

50０m圏
250m圏

１つのデータ上に設定された個別値・レンジ・
分類主題図の色の重ね合わせが可能

New

片側バッファ

バス運行本数
多い

等距離ルート＋凹包塗りつぶし

少ない

Power Up

ラベル主題図

ジオメトリ主題図

ライブラリ機能

表示範囲外のラベルが画面内に表示されるよ
う、
自動的に微調整

自己交差や０度頂点などにシンボルを表示して、
データ確認に利用

付属のライブラリや独自に編集したライブラリ
を利用してオリジナルの表現が可能

始点
終点

自己交差

０度頂点

さまざまな業務を効率化

・空間検索
距離や図形の形状を
利用した分析
・ボロノイ分割
点群からボロノイ図
を作成。勢力圏、
エリ
ア分析に最適

750m圏

複数のスタイル設定

二変量主題図

その他便利な機能

ネットワーク解析

重み付けバッファ＋グラデーション

・等時線
指定位置から指定し
た距離に応じた等時
線の作成

グリッド解析機能
Power Up

Power Up

Power Up

グリッド精度向上

グリッド生成

グリッド演算

グリッドセルのデータ型が、従来の「短整数
型(16ビット)」以外に6種類追加

グリッドを構成するセルの形状を選択可能

マップ代数演算でより高度な演算が可能

「プロセス操作」
を組み合わせて、標準コマンドにはない機能を一括
して実行。
作成したプロセスはライブラリに保存し、再利用できます。

Power Up

プロセス機能
プロセス操作

「プロセス操作」
とはプロセス処理で使用
する個々の機能のことで、
標準コマンドに
はない機能も実装。
SIS 9ではさらに130
個以上を追加

自動処理機能の充実

図形の一括分散や重複図形一括削除など
が可能

①

①②③をプロセスで一括実行
②
③

傾斜グリッド

カーネル密度推定

標高解析

可視領域

角度、方位、勾配の値をもとに傾
斜グリッドを作成して色分け。地
形の解析に利用

データの分布からホットスポット
を分析

標高データを利用し、標高の低い
地域を抽出

広範囲の標高データを作成し、可
視領域を抽出

プロセス操作による一括操作例

「標準コマンドでは3回に分けて実行する
処理を、
プロセスでは1回で実行可能。
手順のミスが少なく、
確実な処理を実現
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各ポイントから
バッファを発生

ブール演算で
バッファ交差部分の
ポリゴンを作成

ポリゴンの
スタイルを変更

点を一括分散

８

幅広い領域のアプリ開発に対応

ダイレクトに対応する地図フォーマット
赤文字は SIS 9 より追加された対応フォーマットです。

デスクトップからWebまで柔軟にカスタマイズ
SISのプログラミング手法は、GisLink、ActiveX、SISPy、GeognoSISの4種類があります。独自のユーザインタフェースや拡張機能まで、
自由
度の高いアプリケーション構築が可能です。
プロジェクトの内容や規模の大小に関わらず、
ニーズに応じたシステム開発を効率的に行うことがで
きます。
また、最新のWebテクノロジーに対応し、
インターネットで稼働するGIS構築が可能です。

GisLink(SIS Desktop)
アドインプログラム
（DLL）
を作成できます。
GisLinkプログラムは、
SIS Desktop本体に組み
込まれて動作し、
リボン、
ローカルメニューなどの
インタフェースに作成した機能を追加できます。

ActiveX(SIS ActiveX シリーズ)

SISPy
（SIS in Python）

SISのコントロールをボタンを配置するような感
覚でアプリケーションの部品として組み込み自由
なユーザインタフェースのアプリケーションを構
築できます。

Python環境に外部モジュールとして組み込み、
SISを起動することなくその機能をスクリプトで
使用できます。

GeognoSIS
（WebGIS）
SISの機能を利用したインターネット/イントラネット用のWebGISを開発できます。RESTやSOAPインターフェースを介して、JavaScript、
.NET開発環境を使用した開発が可能です。
主な機能
・SISと同様に、多種類の地図フォーマットをサポートし、見たい内容を見たい範囲を高速に描画、配信します。
・簡単な設定でOGCサーバを構築して、SISで作成したデータや地図データをWMS、WFS、WMTSで配信できます。
・サービスの管理や設定をブラウザや専用の管理コンソールから簡単に行うことができます。
リモート管理も可能です。
システム構成例
Webブラウザ
HTTP

Web

Webサーバ
Webアプリケーション

Webブラウザ
HTTP

SOAP

Webサーバ
Webアプリケーション

GeognoSIS

HTTP

Web

GeognoSIS

GeognoSIS

Webブラウザ

SOAP

Web
Windows
Linux

Windows

Windows

SIS
アイテムデータベース
(*.idb)
オーバーレイファイル
(*.ovl)
ベースデータセット
(*.bds)
ベースマップデータベース
(*.bdb)
フィーチャデータベース
(*.fdb)
Simple Export Dataset
(*.sed)
SISグラフィックスファイル
(*.sgf)
Tile Database
(*.tdb)
XY/Z
(*.xy,*.xyz)
汎用グリッド
(*.grd)
国土交通省
国土数値情報(統一フォーマット形式(テキスト))
（*.txt)
国土数値情報 JPGIS形式(GML(JPGIS2.1))
（*.xml)
河川基盤地図/流域地盤環境/河川環境情報地図
（*.txt)
河川水辺の国勢調査
（*.txt)
河川GISデジタル写真画像
（*.ctl, *.tif, *.mem)
DMフォーマット
（*.dm)
地籍フォーマット2000
（*.hed)
街区レベル位置参照情報
(*.csv)
国土地理院
2mメッシュ標高データ（中越）
(*.lem)
数値地図2500(空間データ基盤)
(*.txt,*.xml)
数値地図25000(空間データ基盤)
(*.xml)
数値地図25000/50000/200000(地図画像)
(*.tif)
数値地図5mメッシュ（標高）
(*.lem)
数値地図50mメッシュ(標高)
(*.mem)
数値地図250mメッシュ
(*.sem)
数値地図25000(行政界・海岸線)
(*.mby)
数値地図5000(土地利用)
(*.xml)
細密数値情報(10mメッシュ土地利用)
(*.tdu)
基盤地図情報(JPGIS(GML))
(*.xml,*.zip)
地理院タイル※タイルデータセットで読み込み可能
日本測量機器工業会
測量データ共通フォーマット（SIMA）
（*.sim)
OGC
OGC CityGML
(*.gml, *.gz, *.xml)
OGC GeoPackage
(*.gpkg)
OGC GML
(*.gml, *.gz, *.xml)
OGC KML
(*.kml,*.kmz)
OGC OWS Context Document
(*.cml, *.ccml, *.xml)
OGC WMS Context Document
OGC WCS/ WFS / WMS / WMTS
インクリメントP
MDRM
（*.txt)
道路ネットワークデータ
（*.shp)
1/25,000 デジタル地図データ
（*.shp)
1/2,500 デジタル都市地図データ
（*.shp)
NTTインフラネット
GEOSPACE CDS(WMTS版)
国際航業
PAREA-Japanフォーマット
（*.pj)
PAREA-Townフォーマット
（*.pt)
マップル デジタル地図データ
MAPPLE10000/25000/50000
(*.mdx)
MAPPLE200000/1000000
(*.mdx)
マップル ルーティングデータ
ルーティングデータ10000/50000
(*.mrx)
歩行者ネットワークデータ
(*.mrx)
道路ネットワークデータ
(*.mrd)
住友電気工業
全国デジタル道路地図データベース標準
（*.11)
※国際航業およびインフォマティクスが提供しているデータに対応
拡張版全国デジタル道路地図データベース(ADF)
(*.txt)
ゼンリン
Zmap-TOWNⅡ 住宅地図
（media.m1, *.baf)
Zmap-TOWNⅡ 区割り図
（media.m1, *.bcf)
Zmap-TOWNⅡ 部品図
（media.m1, *.bbf)
Zmap-AREAⅡ 抽出版 広域図 ※「通常版」には対応していません(*.dat,*.csv)
(*.dat)
Zmap-AREAⅡ 抽出版 詳細図 ※「通常版」には対応していません
北海道地図
GISMAP2500V/25000V/200000V
(*.htf)
GISMAP25000R/50000R/200000R
(*.tif)
GISMAP Terrain
(*.grd)

Autodesk
AutoCAD DWF
(*.dwf)
AutoCAD DXF/DWG
(*.dxf,*.dwg)
Esri
ArcInfo Export
(*.e00)
ArcInfo ASCII Grid
(*.asc)
ArcInfo Binary Grid
(*.adf)
ArcSDE
Band Interleaved by Line(BIL)
(*.bil)
Band Interleaved by Pixel(BIP)
(*.bip)
Band Sequential(BSQ)
(*.bsq)
ESRIHDR *.hdr labelled dataset
（*.hdr)
File Geodatabase
Personal Geodatabase
(*.mdb)
Shapeﬁle
(*.shp)
ArcIMS Service
MapInfo
MapInfo Table（TAB）
(*.tab)
MapInfo Interchange Format（MIF）
(*.mif)
点群データ
ASCII テキストフォーマット ※XYZ形式
(*.txt)
ASPRS LAS
(*.las,*.laz)
ATM QFIT
(*.qi)
Binary Point Format (BPF)
(*.bpf)
ILVIS2
(*.txt)
Optech Corrected Sensor Data
(*.csd)
PDAL Pipeline
(*.json)
Leica Cyclone PTS
(*.pts)
SBET
(*.sbet)
TerraSolid .bin ﬁle
(*.bin)
ラスタデータ
ACE2 Global Digital Elevation Model
(*.ace2, *.gz)
Arc Standard Raster Product (ASRP)
(*.img,*.thf)
ARC Digitized Raster Graphics
(*.gen, *.thf)
B&W TIFF with anti-aliasing
(*.tif)
Bathymetric Attributed Grid
(*.bag)
Compressed ARC Digitized Raster Graphics
(*.toc)
Computer Aided Acquisition and Logistics
Digital Terrain Elevation Data(DTED) (*.dt0, *.dt1, *.dt2, *.dt3)
Enhanced Compressed Raster Graphic
(*.xml)
ENVI .hdr Labelled
(*.evi, *.gz)
EOSAT FAST-L7A(Landsat TM)
(*.fst)
ERDAS APOLLO Essentials - Image Web Server
ERDAS ECW Image
(*.ecw)
Erdas Imagine
(*.img)
Erdas Imagine Raw Raster
(*.raw)
Erdas .LAN/.GIS Raster File
(*.lan, *.gis)
ER Mapper .ers Labelled
(*.ers)
EXIF
FARSITE v.4 Landscape File
(*.lcp)
GDAL Virtual Raster Dataset
(*.vrt)
GDAL Web Map Service XML Dataset
(*.wmsxml)
GRASS ASCII Grid
(*.asc)
Generic Binary (.hdr Labelled)
(*.bil, *.bip, *.bsq)
Hierarchical Data Format (HDF) Release 4/5
(*.hdf)
IDRISI Raster Format
(*.rst)
ILWIS Raster Maps and Map Lists
(*.mpr, *.mpl)
Image Display and Analysis
(*.ida, *.img)
Intergraph Raster Format
(*.cit, *.cot, *.rle)
Japanese Aerospace eXploration Agency
PALSAR Processed Products
（*.5̲UD)
JPEG2000
(*.jp2, *.j2k, *.jpc, *.jpx, *.j2c)
MBTiles
(*.mbtiles)
MrSID
(*.sid)
National Imagery Transmission Format(NITF) (*.ntf, *.i12)
NOAA/MAPTECH/NDI/SoftChart BSB
(*.kap, *.nos)
NOAA Polar Orbiter Level 1b Data Set (AVHRR instrument)
（*.l1b, *.1b)
Northwood/VerticalMapper Classiﬁed Grid Format (*.grc)
Northwood/VerticalMapper Numeric Grid Format （*.grd)
PCRaster Raster Format
(*.map)
Raw raster data
(*.raw)
RasterLite
(*.sqlite)
RLE
(*.rle)
Snow Data Assimilation System
(*.hdr)

SPOT Digital Image Map (DIMAP)
Support (CALS) Raster Format
Swedish Grid RIK
TARGA image ﬁle

(*.DIM)
(*.cal, *.cals, *.ras)
(*.rik)
(*.tga)
Vaisala Sigmet Interactive Radar Information System (IRIS) data (*.dat)
Vexcel MFF Raster
(*.hdr)
ZMap Plus Grids
(*.dat)
Zsoft Paintbrush (PCX)
(*.pcx)
各種ラスタデータ (*.bmp, *.gif, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.rlc, *.tif, *.tiﬀ)
Web
Azure Maps(Basic、Hybrid、Labels、Satellite)
Bing Maps Tiles (Aerial, Aerial with labels, Roads)
Google Maps（Hybrid、Road Map、Satellite、Terrain）
NASA World Wind
OpenStreetMap
OSGeo Tile Map Service
タイルデータセット
その他
Adobe PDF
(*.pdf)
Digital Chart of The World
NGA Digital Nautical Chart(DNC)
EuroNav Geographic eXchange Format
(*.gxf)
General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) (*.asc)
Geographic Objects for JSON (GeoJSON)
(*.geojson,*.json)
GeoMedia Access Warehouse
(*.mdb)
Global 1-Minute Gridded Elevation Data (ETOPO1) (*.ﬂt)
Global 2-Minute Gridded Elevation Data (ETOPO2) (*.dos)
Global 5-Minute Gridded Elevation Data (ETOPO5) (*.bin, *.dos, *.dat)
Global Land One-kilometer Base Elevation (GLOBE) database (*.glb)
Golden Software 7 Binary Grid
(*.grd)
Golden Software ASCII Grid
(*.grd)
Golden Software Binary Grid
(*.grd)
Google Transit Feed Speciﬁcation (GTFS)
(*.zip)
GPS Exchange Format(GPX)
(*.gpx)
Italian Cadastral Exchanged Format (CXF)
(*.cxf)
JMCマップ (日本)
(*.dat)
JMC 50mメッシュ (標高)
(*.mem)
KF-85 (Sweden)
(*.k85)
Land & Property Services Northern Ireland
(*.ntf)
Microsoft SQL Server Spatial
MicroStation DGN
(*.dgn)
MIDAS XML
(*.xml)
NGA Vector Map Level 0/1
NGA VMAP0 Feature Table
(*.aft, *.lft, *.pft, *.tft)
Nigmas Interchange Format2
(*.dat)
OGR Simple Features Library
OpenStreetMap XML
(*.osm,*.xml*.bz2)
Oracle GeoRaster/Network Model
Oracle Spatial/Locator
Northern Ireland Ordnance Survey
(*.ntf)
OSRM
(*.osm)
PostGIS
PostGIS Raster
Post Oﬃce Address File (10m resolution)
(*.paf)
RRASTER
(*.grd)
Safe Software Feature Manipulation Engine (FME)
Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon (SOSI) (*.sos)
Scadec data eXchange Format (SXF)
(*.p21,*.sfc)
SIA dataMAP Export
(*.adp)
SICAD
(*.sqd)
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) (*.hgt, *.hgtz)
Spatial Data Transfer Standard (SDTS)
(*.ddf)
TileJSON
(*.json)
Topological Objects for GeoJSON (TopoJSON) (*.json, *.topojson)
US Census Bureau TIGER/Lin
(*.bw1, *.rt1)
Windows MetaFile
(*.wmf)
固定資産標準フォーマット(HSF2.0)
(*.hsf)
電子海図 (S-57 Electronic Navigational)※
(*.000)
電子海図 (S-57 Electronic Navigational Charts Catalog)※ (*.030,*.031)

ベクタデータ
SIS アイテムデータベース
SIS グラフィックスファイル
SIS ベースマップデータベース
SIS ベースデータセット
SIS フィーチャデータベース
SIS Tile Database
Simple Export Dataset
河川基盤地図/流域地盤環境/河川環境情報地図
河川水辺の国勢調査
固定資産標準フォーマット（HSF2.0）
測量データ共通フォーマット（SIMA）
OGC GeoPackage
OGC GML
OGC KMZ (compressed KML)
OGC Web Map Context
OGC Web Map Context Collection
Adobe PDF
AutoCAD DWF

AutoCAD DXF/DWG
(*.dxf,*.dwg)
Encapsulated PostScript (EPS)
(*.eps)
Esri Shapeﬁle
(*.shp)
EuroNav
(*.gxf)
Geographic Objects for JSON (GeoJSON)
(*.json)
GeoRSS
(*.xml)
Italian Cadastral Exchanged Format (CXF)
(*.cxf)
MapInfo Table (TAB)
(*.tab)
MapInfo Interchange Format
(*.mif)
Microsoft XPS Document
(*.xps)
MicroStation DGN
(*.dgn)
Nigmas Interchange Format2
(*.dat)
Scalable Vector Graphics(SVG)
(*.svg,*.svgz)
Windows MetaFile
(*.wmf)
ラスタデータ
ENVI .hdr Labelled
(*.evi,*.raw,*.hdr)
ERDAS Imagine
(*.img)
ERDAS ECW Image
(*.ecw)
(*.bil)
Esri BIL GrayScale/Palette/RGB

Esri Band Interleaved by Line(BIL)
(*.bil)
National Imagery Transmission Format(NITF)
(*.ntf,*.i12)
Tiﬀ (LZW/Packbits/圧縮なし/Group4 Fax)
(*.tif)
ビットマップ
(*.bmp)
その他
(*.jpg, *.jp2, *.gif, *.png *.webp)
サーバ
Microsoft SQL Server Spatial
Oracle GeoRaster
Oracle Network Model
Oracle Spatial
PostGIS
PostGIS Raster
テーブルデータ
CSV（カンマ区切り形式）
（*.csv)
HTML
(*.htm)
TXT（タブ区切り形式）
（*.txt)

※S-63暗号化形式には対応していません。

各種Ordnance Survey地図データ
法務省地図XML

(*.xml)

Windows

Webサーバと
GeognoSISサーバの分離

単一のWeb/GeognoSISサーバ

RESTアプリケーションと
GeognoSISサーバ

開発者を支援する特長
汎用言語で開発可能
GisLink、
ActiveXでは、VB、
C＃など.NET
Frameworkの開発言語を標準サポート。
GisLinkではPythonも使用できます。

９

豊富なAPI・充実した開発環境

充実したドキュメント類

500以上のAPI、800余りのプロパティを利用
したカスタマイズ機能によりデータベースや他
のアプリケーションと連携したシステム構築を
実現。柔軟にシステム構築できます。

ヘルプの他、
初心者向けチュートリアル、
ユーザーズマニュアル、
プログラミングマニュ
アル、旧バージョンからの移行ガイドなど、各
種ドキュメントをご用意しています。

(*.idb)
(*.sgf)
(*.bdb)
(*.bds)
(*.fdb)
(*.tdb)
(*.sed)
(*.txt)
(*.txt)
(*.hsf)
(*.sim)
(*.gpkg)
(*.gml,*.gz)
(*.kmz)
(*.cml)
(*.ccml)
(*.pdf)
(*.dwf)

2020年11月現在 読み込み/出力可能なデータは変更される可能性があります。最新情報は、SISホームページでご確認ください。https://www.informatix.co.jp/sis/
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SIS関連サービス
SIS を導入されたお客様に、
SIS の活用を効率よくご継続いただくために、
さまざまなサービスをご提供します。

ソフトウエア保守

SIS に関するご質問に専門のスタッフが対応いたします。

また、専用サポートサイトで SIS の最新情報、製品サポート情報、ノウハウ等を

ソフトウェアサポートサービス契約（有償）
基本 サポート
（無償）

ご提供するほか、サービスリリース等の製品更新や外部ファイルを読み込むた

インストール サポート
（電話・E-mail）

をご提供します。

サポートページによる
各種情報提供

には、専用電話と E-mail によるお問い合わせに迅速丁寧に対応いたします。

更新プログラムの提供

めのプラグイン、ツールプログラムなど、追加・更新プログラムのダウンロード

さらに、ソフトウェアサポートサービス契約（有償）を結んでいただいたお客様

電話サポート

E-mail サポート
最新バージョン
無償提供

破損ドングル交換

また、契約期間中にバージョンアップが行われた場合、SIS の最新バージョンを
無償でご提供します。

トレーニング

少人数制のハンズオントレーニングを、ご質問しやすいアットホームな雰囲気で受講して

いただけます。GIS の初心者向けのコースから開発者向けのコースまで、各種トレーニン

グコースをご用意しています。
（有償）

特別トレーニング

定期トレーニング
データ作成コース
（１日）
プログラミングコース
（２日）

基本操作コース
（1 日）
解析コース
（１日）

開発者支援

お客様のご要望に応じた日程と
内容にて個別に実施

SIer 企業様や研究機関等での独自システム開発を支援するツールやサンプルプログラムを提供します。更に、ソフトウェアサ
ポートサービス契約者様には、開発者を対象とした専門サポートチームより、開発 API やサーバ製品に対する技術的な支援を
提供します。

サンプルプログラム

GisLink、ActiveX、GeognoSIS それぞれに対応した豊富

なサンプルプログラムをご用意しています
（右記参照）
。

プログラム作成の参考資料やセルフラーニング教材として

ご利用いただけます。

詳細図参照図forタッチパネル

データ変換・
調整サービス

メッシュ出力

紙データ変換サービス

データ調整サービス

台帳、図面、帳票といった紙データをポイント、ライン、ポリ

既存のデジタルデータを GIS で快適に扱えるようにするた
めのサービスです。
ベクター、ラスターといった地図データ
や表計算のシート、データベースといった既存システムの
データを GIS で快適に扱えるように、地図表現（見栄え）
や
パフォーマンス面を調整します。

ゴン、ラスターといった GIS で扱えるデジタルデータに変換

します。既存に保有している紙データを GIS で活用するため
のサービスです。

お客様

インフォマティクス

お客様

インフォマティクス

地図データ、表計算
データベース

台帳、図面、帳票
紙データ
変換サービス

GIS

ポイント、ライン
ポリゴン、ラスター

データ調整
サービス

GIS

GIS で快適に
扱えるデータ

開発元：
Tel:044-520-0850

Fax:044-520-0845

大 阪 営 業 所 大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー17F 〒556-0011

Tel:06-6633-0803

Fax:06-6633-0804

名古屋営業所 愛知県名古屋市中区錦1-5-13 オリックス名古屋錦ビル 11F 〒460-0003

Tel:052-265-8608

Fax:052-265-8677

本

社 川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー 27F 〒212-0014

<地図データ出典>国土交通省国土政策局「国土数値情報（行政区域データ、標高・傾斜度5次メッシュデータ、500mメッシュ別将来推計人口（H30国政局推計）
）
」
をもとに弊社が加工して作成／国土地理院：この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50mメッシュ
（標高）及
び基盤地図情報を使用した。
（承認番号 平21 業使 第116 号）
この空中写真は、国土地理院長の承認を得て、同院撮影の空中写真を複製したものである。
（承認番号 平23 情複、 第160 号）基盤地図情報2500（神奈川県、川崎市、品川区、杉並区、八王子市、北海道）基盤地図情報 数値標高モデル（品川区、
横浜市）地理院タイル／環境省生物多様性センター：第６回・７回自然環境保全基礎調査植生調査報告書／気象庁：
「気象観測データ」
をもとに弊社が作成／静岡県：静岡県ポイントクラウドデータベース、CCライセンス 表示 4.0 国際（https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja）／政府統計
の総合窓口(e-Stat)（https://www.e-stat.go.jp/）／総務省：
「国勢調査 平成27年 国勢調査町丁・字等別境界データ」
「国勢調査 2015年 小地域（町丁・字等別）
」
「平成27年国勢調査結果」
（統計局）
を加工して作成／総務省・経済産業省：
「平成26年経済センサス-活動調査結果」
を加工して作成／株式会社マップル
：MAPPLE25000（Rel.13̲1806）2018年7月1日発行 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分1地形図及び基盤地図情報を使用した。
（承認番号 平30情使、 第17号-Q500138号）／住友電工株式会社、住友電工システムソリューション株式会社：全国デジタル道路地
図データベース
（渋谷区）／株式会社ゼンリン：©2018 ZENRIN CO.,LTD.（Z18LD第2034号）／©OpenStreetMap Contributors／SIS のアイコンの画像についてのすべての著作権は英国Cadcorp 社に帰属しています。地図データに関する内容は2019年11月現在のものです。予告なく変更される場合がありま
すのでご了承ください。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。Cadcorp, Cadcorp SIS and Spatial Information System are trademarks, registered trademarks, or service marks of Computer Aided Development Corporation Limited (Cadcorp) and are used with permission.
Please note that not all Cadcorp trademarks may be indicated here. Unauthorized use is prohibited.
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