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MapInfo Pro v17 Advancedがさらに進化

ラスター機能の追加でさらに進化 （Advanced版）
MapInfo ® Pro Advanced は、高解像度グリッドデータの超高速処理、ビジュアライゼーションと解析を行うための非常
に優れたデスクトップベースのラスターGISソリューションです。MapInfo Pro Advanced 向けに開発された革新的な
MRR形式と呼ばれるデータフォーマットにより、テラバイトレベルの巨大なラスタデータでもストレスなく処理を行う事が
できます。

MRR (Multi-Resolution Raster)形式とは？ - 革新的な新しいグリッドフォーマット(特許取得済)
•
•
•
•

非常に巨大なグリッドファイルにおいても、優れた表示パフォーマンスが得られます。
すべてのズームレベルで効率的にデータを表示します（「ピラミッド構造」）。
１つのファイル内に数値データ、分類データ（クラス）、画像データの全てを格納可能です。
可変サイズのグリッドセルを使用可能です。異なる解像度のソースのグリッドデータも１つのファイル内に混在させ
ることができます。
１つのグリッド内に複数の値を格納可能です（マルチバンド）。
ピツニーボウズのロケーション製品（Spectrum™ SpatialおよびMapXtreme®）でもサポートされています。

•
•

OS
• Windows® 10 (64bit)
• Windows® 8.1 (64bit)
• Windows® 7 (64bit SP1)
• Windows® Server 2016 (64bit)
• Windows® Server 2016
(64bit with XenApp)
• Windows® Server 2012 R2 (64bit SP1)
• Windows® Server 2012 R2
(64bit SP1 with XenApp 7.5)
• Windows® Server 2008 R2 (64bit SP1)
• Windows® Server 2008 R2
(64bit SP1 with XenApp 6.0)

データ互換性

ホットスポット

可視域解析

表層分析
(傾斜,角度, 曲率)

MapInfo Pro v17では、さらにビジュアライゼーション、分析、生産性が向上しています
•
•
•
•
•
•
•
•

ワープ（幾何補正）：
スキャン画像などに複数基準点を指定することで、
画像を歪め（幾何補正） 投影法に基づくラスタ地図画像を作成。
ポリゴン化：
ラスタデータから条件に基づきベクトル（ポリゴン）データを作成。
アライン：
複数のラスタ間において、
あるラスタの値を他のラスタのセル位置（解像度）に合わせて再構築。
平滑化の選択:
ラスタ画像を表示時に、ワンタッチでアンチエイリアスのON/OFF等を切り替える事が可能。
マップをラスタイメージとしてエクスポート:
マップをジオリファレンス付のイメージファイルとしてエクスポート可能。
ESRI ASCIIグリッドの出力:
ラスタのテキスト出力フォーマットに、新たにESRI ASCII形式をサポート。
32bitラスタ（アルファチャンネル）サポート:
32bitラスター画像のアルファチャンネルをサポートし、表示の透過率として反映。

カスタマーエクスペリエンス改善プログラム
MapInfo Pro v17 よりカスタマーエクスペリエンス改善プログラ
ムを開始いたします。このプログラムは、ピツニーボウズが、
MapInfoユーザーの利用状況に関する情報収集にご協力頂くた
めのものです。
ユーザーがMapInfo製品をどのように使用しているかの情報を
完全に匿名で収集することで、今後の製品改善のための貴重な
ヒントとさせて頂きます。

MapInfo Pro v17
Ⓡ

MapInfo Pro v17は、ユーザーの皆様の使いやすさを追求しました
空間解析を自由自在にコントロール。半年に及ぶユーザーの皆様とのコラボレーションを通して、これまで以上に
パワフル、シンプルかつ使いやすいMapInfo Pro v17に進化しました。ユーザーの皆様からのご意見や評価を
取り込んだ新しいインターフェイスにより、作成したマップの説得力と解析精度をさらに高め、ビジネスを成功に導き
ます。

空間データベース
• Oracle®
• Microsoft® SQL Server
• PostGIS
• SQLite
• ODBC互換データベース
• OGC GeoPackage

新たな「ようこそ画面」から、MapInfo Proの全機能へスピーディにアクセス可能

• Microsoft® Access 2010, 2013, 2016

空間データ
• AutoCAD® DXF/DWG
• SHP
• DGN
• GML
• KML
• その他

v17から誕生した「ようこそ画面」。使い方のヒントや各種ツールがスムーズな作業開始をサポートし、さらにチュート
リアルビデオ（英語）で新機能や既存機能の改善点をしっかり把握できます。
必要なテーブルやワークスペースが容易にオープンできるようになり、MapInfo Proでの作業をすばやく開始する
ための便利なランチャー機能を提供します。
さらに急激に拡大するLi360のユーザーコミュニティに参加して、最新情報やアイデアにアクセスするための情報
ポータルとしての活用もおすすめです。さあ、スタートした瞬間から最新鋭の体験が始まります。

よりパワフルに
複雑で時間のかかる巨大なデータ処理
や大容量地図表示などのパフォーマン
スが大きく強化され、よりパワフルな使
い心地を体感できます
シンプルに
新しいインターフェイスやカスタマイズ
可能なクイックツールバーなど、より
シンプルな操作で必要な機能にスピー
ディにアクセスでき、作業効率を飛躍的
に高めます
使いやすく
ワンステップで目的の機能に素早くアク
セスできるクイック検索ウィンドウなど、
多数の新しいユーザビリティ機能は、
より洞察に満ちた解析結果をもたらしま
す

画像・イメージ地図
• WMTS
• WMS
• WFS
• CSW
• 航空写真画像
• 衛星写真画像
• Microsoft® Bing maps

情報

※ 設定により、起動時の「ようこそ画面」のON/OFFを指定できます。

 個人情報や企業を特定できる情報は決して収集・使用され
ません。
 プログラム参加は完全に任意です。MapInfo Proの環境設
定から、参加・不参加をいつでも変更できます。

• MapInfoの最新ニュース
• LI360コミュニティー
• サンプルワークスペース
• 各種ドキュメント
• チュートリアルビデオ
• プログラム

ユーザーコミュニティ Li360 （英語のみ）
全ステップで操作を簡素化
「クイック検索ウインドウ」 「カスタマイズ・インターフェイス」
「ミニツールバー」など、新機能を盛り込みました

ピツニーボウズは常にお客様にとってより良い製品開発を目指しております。

■発売元

ロケーション インテリジェンス
地理情報システム

よりパワフルに、シンプルに、使いやすく

一般PCファイル
• Microsoft® Excel (.xls .xlsx)
• Microsoft® Access (.mdb .accdb)
• dBase DBF (.dbf)
• CSV、区切り付textファイル

統計解析

Data sheet

詳細は、ピツニーボウズジャパン または、製品販売パートナーまでお問合せください

ピツニーボウズジャパン株式会社
ソフトウェア事業部

スタートから完了まで、すべてのステップの作業効率をさらに改善。初期画面でスピーディな作業開始
をサポートし、レイアウト、レイヤ管理をはじめユーザビリティを随所で向上させ、少ないクリック数で、
より高水準の解析結果を得られるようになりました。
さらにカスタマイズ可能なツールバーとデザインを一新したクイック検索ウィンドウが、検索結果を
スピーディに表示します。 (詳しくは次ページ以降をご覧ください）

~MapInfoとGISのグローバルコミュニティ~
• MapInfo最新ニュースやイベント情報
• 役立つドキュメントの参照
• ユーザー同士の活発な交流
• 質問・回答・アイデア
• MapBasicの相談グループあり
• GIS全般の話題グループあり
• ユーザー独自ツールの公開も盛ん

〒140-0001
東京都品川区北品川4-7-35
御殿山トラストタワー12階
TEL: 03-5657-1230/ FAX: 03-3280-8903
E-mail: jpsales@pb.com
Web: http://www.pitneybowes.com/jp
Pitney Bowes, the Corporate Logo and MapInfo Pro are trademarks of Pitney Bowes Inc. or a subsidiary. All
other trademarks are the property of their respective owners.
© 2014-2018 Pitney Bowes Inc. All rights reserved.
この内容は予告なしに変更する場合があります。ここに記載されている製品およびサービス名は、各社の商標です。
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MapInfo Pro v17は徹底的にユーザーの使いやすさにこだわりました！
クイック検索ウインドウで、目的の機能に素早くアクセス。作業効率がアップします

レイアウトデザイナーの改良

リボン形式のインターフェイスは直感的で大変便利ですが、使いたい機能がリボンの
どこにあるか迷うことがあります。このような時、画面上部のクイック検索ウィンドウに
機能のキーワードを入力すると、関連する機能の一覧リストを表示します。リストから
目的の機能を選ぶだけで、ユーザに変わって必要な機能を立ち上げます。
一度使えば、その使い勝手のとりこになるはずです。
v17のクイック検索なら、作業スピードを落とすことなく機能を探すことが可能です。

① 検索キーワードを入力

レイアウトテンプレート
新規の印刷レイアウトを作成する際、レイアウトギャラリーからテンプレートデザ
インを選択できるようになりました。テンプレートを選び企業ロゴなどを挿入する
ことで、簡単に自社の印刷レイアウトの基本が完成します。
また、オリジナルのレイアウトもテンプレートとして保存することができます。保存
したファイルを他のMapInfo Pro v17ユーザーとシェアしてお使いいだけます。
レイアウト用ミニツールバー
レイアウト画面にもカスタマイズ可能なミニツールバーが新設されました。
スマートテキスト
スマートテキストはテキストフレームの拡張版です。ページ番号や日時、会社名、
著作権などの動的テキストをサポートします。MapBasic式をテキストに埋め込
むことも可能です。レイアウトデザインの汎用性が飛躍的に高まります。

② リストから機能を選ぶ

あれ？
あの機能は
どこにあったか
な？

テンプレートレイアウト
をギャラリーから選択

スマートガイド（スナップ・アライン）
アイテムのアライン操作性が格段に向上しました。同じラインのアイテムに対し
ガイドラインが表示され、自動的にスナップされます。デザイン調整のシンプルな
操作性を実現しました。

ジオコーディングに加え、オンラインドライブ圏サービスが新登場
③ 利用したい機能がワンタッチで起動

全世界のユーザーが世界対応のジオコーディングをオンラインで
MapInfo Pro では世界対応の住所のジオコーディングをオンラインアク
セスを通じて実現しています。 従来型のデスクトップのジオコーダーの
ように参照用の住所データを購入する必要なく、世界中の住所をジオ
コードしてマップ上に表示可能です。
日本の住所は漢字表記はもちろん、ローマ字表記の処理も可能です。
【ジオコード活用シーン】
顧客や店舗などの住所情報をジオコード処理することで、顧客を地図
上に表示し分布状況を視覚的にとらえることが出来るようになります。
さらに、ジオコーディングされた情報を、様々な指標の統計データと組
み合せて分析すると、その地域の持つポテンシャルを明らかにすること
も可能です。

カスタマイズ・インターフェイスの進化で、ユーザーが自分の使いやすいMapInfoにカスタマイズ可能
リボンカスタマイズでは、独自のリボン構成を設定し切り替えることができます。
良く使う機能を一か所所にまとめ、作業効率を大幅にアップさせましょう。
不要な機能は非表示にし、必要な機能だけのシンプルなリボンは操作の混乱
を未然に防ぎます。
図面管理作業用のカスタマイズリボン例
複数のオリジナルリボンメニューを、その日の作業に最適なリボン配置にて使
い分けるのはいかがでしょうか？

新たに全世界対応のドライブ圏サービスをオンラインで
MapInfo Pro v17 では世界対応の自動車または徒歩によるドライブ圏
をオンラインアクセスを通じて表現します。ジオコーティング同様に参照
用の道路網データを購入する必要なく、世界中の道路をベースとしたド
ライブ圏ポリゴンを作成しマップ上に表示可能です。
【ドライブ圏サービス活用シーン】
マーケティング分野おいて、ターゲットとなる店舗から自動車で5分、10
分で到着できるエリアといった、ドライブ圏（到達圏）を設定することで、
来店可能な範囲を具体的に知ることができます。ドライブ圏内の顧客を
ピックアップし、対象店舗の特別プロモーションを行うリストとしたり、
各種統計データと組み合せて、その商圏内のポテンシャル予測を行っ
たり、より戦略的なビジネスの意思決定に役立ちます。

商圏分析作業用のカスタマイズリボン例

※新規購入後の一定期間は、サービスを使用する為の無料クレジットが毎月一
定量割当られます。期間終了後は、メンテナンス契約ユーザーは無償クレジット
の割り当てが継続されます。無償分を超えてさらに利用する場合は、追加のク
レジット購入が必要となります。

ミニツールバーで、カスタマイズ設定を保存、切り替えが可能
カスタマイズ可能なミニツールバーを新たに搭載。ユーザーがもっとも頻繁に
使うコマンドをマップ上のワンクリックで実行できるようになりました。
またレイアウトデザイナー用のミニツールバーも新たにサポートされました。

パフォーマンスの向上で、よりパワフルにスピーディに

レイアウトデザイナに
も専用のミニツール
バーを新設

ミニツールバーはカスタマイズ可能
MapInfo Pro v17
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複雑な空間処理

大好評！ 64bit版の圧倒的な高パフォーマンス
64bit版MapInfo Proは、64bit環境の大きなメモリー空間を効率的に利用し
従来の32bitソフトウェアに比べ、非常に複雑で時間のかかる処理をはるかに高
速に行えます。
• 大容量地図の表示パフォーマンス
• SQLクエリの処理パフォーマンス
• 複雑な図形演算・処理のパフォーマンス
• ラスター表示と解析パフォーマンス (MapInfo Pro Advanced)

マップをクリックする
と、良く使うツールを
表示

Pitney Bowes

より速く、より快適に。MapInfo v17は特に以下のパフォーマンスが大きく強化されました。
• MapInfo Pro起動
• ブラウザウィンドウのオープン
• レイヤ管理の操作

Pitney Bowes

MapInfo Pro v17

大容量データ表示
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高度なラスタ分析
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