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はじめに 
本ガイドでは ArcGIS Runtime SDK for .NET を使用して開発した Windows デスクトッ

プ（WPF）アプリケーションおよび Windows ストア アプリを配布する場合に必要なライ

センス認証、アプリケーションへの帰属の追加手順を説明します。 

※ 本ガイドでは、プログラミング言語として「C#」を使用した手順を紹介します。 

対象の製品バージョン 

本ガイドの手順は以下の ArcGIS Runtime SDK for .NET のバージョンを対象としています。 

 ArcGIS Runtime SDK 10.2.7 for .NET 

 ArcGIS Runtime SDK 10.2.6 for .NET 

 ArcGIS Runtime SDK 10.2.5 for .NET 

 ArcGIS Runtime SDK 10.2.4 for .NET 
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ライセンス認証のステップ 

開発したアプリケーションのライセンス認証のステップは以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Standard ライセンスの認証（オプション） 
（指定ユーザー アカウント もしくは ライセンス コード） 

※ Standard ライセンスを使用する場合のみ 

Basic ライセンスの認証 

使用するライセンスの選択 
（Basic もしくは Standard） 

クライアント ID の取得 

アプリケーションへの帰属の追加 
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使用するライセンスの選択 

ArcGIS Runtime SDK for .NET には Basic と Standard の 2 つのライセンス レベルが

あります。また Standard ライセンスにはオプションとしてエクステンション ライセンス

を追加することができます。開発したアプリケーションが使用する機能に応じて、適切な 

ライセンス レベルを選択してください。 

 

ライセンス レベル 利用できる機能 

Basic 下記を除く機能が利用できます。 

 ローカル ロケーター（ジオコーディング） 

 ローカル ルーティング （ルート検索） 

 ローカル編集 

 ローカル編集の同期 

 ローカルサーバー 

 エクステンションが提供する機能 

 

Standard エクステンションを除く機能が利用できます。 

 

エクステンション Standard ライセンスにエクステンション ライセンスを追加すると、 

高度なジオプロセシング ツールを実行できます（※）。 

エクステンション ライセンスは以下の 3 種類から必要に応じて １つ 

あるいは 複数のエクステンション ライセンスを追加できます。 

 Spatial Analyst（ラスタ ベースの空間モデリングおよび解析） 

 3D Analyst（3 次元データの解析） 

 Network Analyst（道路交通網などのネットワークの解析） 

 

※ エクステンション ライセンスの機能は、ArcGIS Runtime SDK for .NET を使用して Windows 

デスクトップ（WPF）のアプリケーションを開発する場合のみ使用することができます。Windows 

ストア アプリを開発する場合は、エクステンション ライセンスを使用することはできません。 

※ ライセンス レベルごとに利用条件が異なります。詳細はこちらをご参照ください。 

  

http://www.esrij.com/products/arcgis-runtime-sdk-for-dotnet/details/license/
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クライアント ID の取得 

ArcGIS Runtime SDK を使用して開発したアプリケーションを配布するには、以下の手順

でアプリケーションを ArcGIS for Developers に登録し、アプリケーション固有のクライ

アント ID を取得する必要があります。 

1. ArcGIS for Developers サイトにログインします。 

2. [REGISTER NEW APPLICATION] をクリックします 

 

3. 各項目を入力して、[REGISTER NEW APPLICATION] をクリックし、アプリケ

ーションを登録します。 

 

アプリケーション名 

アプリケーションのタグ 
登録したアプリケーションの検索などに使用します。 

アプリケーションの説明 

https://developers.arcgis.com/en/sign-in/
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4. Overview セクションのクライアント ID を確認します。 

 
以上で ArcGIS for Developers へのアプリケーションの登録およびクライアント ID の取

得は完了です。取得したクライアント ID はこの後の手順で使用するので、ブラウザを開い

たままにするか、クライアント ID を記録してください。 

  

クライアント ID 
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Basic レベルのライセンス認証 

Basic レベルでアプリケーションを認証するには、アプリケーションのコードにおいて 

ArcGIS Runtime SDK の機能が呼び出される前（※）に、以下のコードを使用してアプリ

ケーションにクライアント ID の取得の手順で取得したクライアント ID を設定します。 

※ アプリケーションの Startup イベントのハンドラ内といったアプリケーションの起動時など 

 

//クライアント ID の登録 

Esri.ArcGISRuntime.ArcGISRuntimeEnvironment.ClientId = "クライアント ID"; 

 

クライアント ID を登録した直後に以下のコードを使用して ArcGIS Runtime の初期化を

実行します。 

 

//クライアント ID の登録 

Esri.ArcGISRuntime.ArcGISRuntimeEnvironment.ClientId = "クライアント ID"; 

 

try 

{ 

    //ArcGIS Runtime の初期化 

    Esri.ArcGISRuntime.ArcGISRuntimeEnvironment.Initialize(); 

} 

catch (Exception ex) 

{ 

    //初期化に失敗した場合はエラーを出力 

    Console.WriteLine("初期化に失敗しました: " + ex.Message); 

} 
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Basic レベルの認証に成功すると、アプリケーションの Map コントロール上から、アプリ

ケーションが開発もしくは評価に限定した目的でのみ使用できることを示すウォーターマー

クが消えます。 

【Basic レベル認証前】 

 

【Basic レベル認証後】 

 

以上でアプリケーションの Basic レベルの認証は完了です。Standard レベルのライセンス

認証が不要な場合は、アプリケーションへの帰属の追加の手順に進んでください。 
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Standard レベルのライセンス認証 

この手順を実行する前に、Basic レベルのライセンス認証の手順を完了してください。アプ

リケーションを Standard レベルで認証するには、以下の 2 つの方法があります。 

 ArcGIS Online / Portal for ArcGIS へのログインによる認証 

 アプリケーションを使用するユーザーごとに ArcGIS Online 組織向けプラン 

/ Portal for ArcGIS の指定ユーザーアカウントが必要です。 

 アプリケーションが少なくとも 30 日に 1 回は ArcGIS Online / Portal for 

ArcGIS へログインする必要があります。 

 ローカル サーバーのエクステンションを利用することはできません。 

 

 ライセンスコードを使用した認証 

 ArcGIS Runtime の配布パックを購入する必要があります。 

 ローカル サーバーのエクステンションを利用する場合は、エクステンション

の配布パックを購入する必要があります。 

ArcGIS Online / Portal for ArcGIS へのログインによる認証 

アプリケーションの実行時に、アプリケーションを利用するユーザーが保有する ArcGIS 

Online 組織向けプラン もしくは Portal for ArcGIS の指定ユーザー アカウントを使用し

て ArcGIS Online / Portal for ArcGIS にログインすることで、Standard レベルのライセ

ンスを取得することができます。 

アプリケーションのコードにおいて ArcGIS Runtime SDK の機能が呼び出される前（※）

に、以下のコードを使用してライセンスを取得します。 

※ アプリケーションの Startup イベントのハンドラ内といったアプリケーションの起動時など 

 

//クライアント ID の登録 

Esri.ArcGISRuntime.ArcGISRuntimeEnvironment.ClientId = "クライアント ID"; 

 

try 

{ 

    //ArcGIS Runtime の初期化 

    Esri.ArcGISRuntime.ArcGISRuntimeEnvironment.Initialize(); 

http://www.esrij.com/products/arcgis-online/plan/organization/
http://www.esrij.com/products/arcgis-online/plan/organization/
http://www.esrij.com/products/arcgis-for-server/details/portal-for-arcgis/
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} 

catch (Exception ex) 

{ 

    //初期化に失敗した場合はエラーを出力 

    Console.WriteLine("初期化に失敗しました: " + ex.Message); 

} 

 

try 

{ 

    //ArcGIS Online / Portal for ArcGIS へログインし認証情報を取得 

    var cred = await Esri.ArcGISRuntime.Security.IdentityManager 

                            .Current.GenerateCredentialAsync( 

                                "https://www.arcgis.com/sharing/rest", 

                                "ユーザー名", 

                                "パスワード"); 

 

    //認証情報を IdentityManager に登録 

    Esri.ArcGISRuntime.Security.IdentityManager.Current.AddCredential(cred); 

 

    //ArcGIS Online / Portal for ArcGIS に接続 

    //Identity Manager が登録された認証情報を自動的に適用します。 

    var portal = await Esri.ArcGISRuntime.Portal.ArcGISPortal 

                        .CreateAsync( 

                            new Uri("https://www.arcgis.com/sharing/rest")); 

 

    //ArcGIS Online / Portal for ArcGIS からライセンスを取得 

    var licenseInfo = portal.ArcGISPortalInfo.LicenseInfo; 

 

    //ArcGIS Runtime にライセンスを設定 

    Esri.ArcGISRuntime.ArcGISRuntimeEnvironment.License.SetLicense(licenseInfo); 

} 
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catch(Exception ex) 

{ 

    //ライセンス取得に失敗した場合はエラーを出力 

    Console.WriteLine("ライセンスを取得できませんでした: " + ex.Message); 

} 

 

※ 上記の例では、コードを簡略化するためにユーザー名とパスワードを直接コードに記述していま

すが、実際の運用では、ユーザーにアカウント情報の入力を促すなどの方法に変更してください。 

 

アプリケーションが ArcGIS Online / Portal for ArcGIS に常にログインできない場合 

配布するアプリケーションがネットワークに接続できない環境で実行するなどの理由により、

起動時に毎回 ArcGIS Online / Portal for ArcGIS にログインすることができない場合は、

取得したライセンス情報を最大 30 日までローカルに保存しておくことができます。 

※ この方法を使用する場合、少なくとも 30 日に 1 回はアプリケーションから ArcGIS Online / 

Portal for ArcGISにログインし、ローカルのライセンス情報を更新する必要があります。最後に

ログインしてから 30 日以上経過した場合は、ライセンスが無効となり Standard レベルのライ

センスを必要とする機能が使用できなくなります。 

 

以下のコードを使用して取得したライセンス情報を JSON 形式で出力することができます。

出力したライセンス情報は任意の方法でローカルに保存してください。 

 

//ライセンス情報を JSON 形式で出力 

var licenseJSON = licenseInfo.ToJson(); 

 

// --- 出力したライセンス情報を保存するコードを記述 --- 
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ローカルに保存した JSON 形式のライセンス情報を読み込み ArcGIS Runtime に設定す

るには、以下のコードを使用します。 

 

// --- 保存したライセンス情報を読み込むコードを記述 --- 

var licenseJSON = （ローカルに保存したライセンス情報の読み込み） 

 

//JSON 形式のライセンス情報からライセンスを復元 

var localLicenseInfo = Esri.ArcGISRuntime.LicenseInfo.FromJson(licenseJSON); 

 

//ArcGIS Runtime にライセンスを設定 

Esri.ArcGISRuntime.ArcGISRuntimeEnvironment.License.SetLicense(localLicenseInfo); 

 

 

ライセンスコードを使用した認証 

アプリケーションを利用するユーザーが ArcGIS Online 組織向けプラン / Portal for 

ArcGIS の指定ユーザーアカウントを保有していない、あるいは開発したアプリケーション

が 30 日以上 ArcGIS Online / Portal for ArcGIS にログインすることができないなど、指

定ユーザーアカウントを使用した認証が利用できない場合は、ArcGIS Runtime の配布パッ

クを購入し、取得したライセンスコードを利用して、アプリケーションを Standard レベル

で認証することができます。 

※ ArcGIS Runtime の配布パックの購入についてはお問い合わせください。ArcGIS Runtime の配

布パックをご購入頂いた場合、ESRIジャパンよりライセンスコードをメールにてお送りします。 

 

  

https://esrij.smartseminar.jp/public/application/add/356
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配布パックのライセンスコードを使用してアプリケーションを Standard レベルで認証す

るには以下のコードを使用します。 

 

//クライアント ID の登録 

Esri.ArcGISRuntime.ArcGISRuntimeEnvironment.ClientId = "クライアント ID"; 

 

try 

{ 

    //ArcGIS Runtime の初期化 

    Esri.ArcGISRuntime.ArcGISRuntimeEnvironment.Initialize(); 

} 

catch (Exception ex) 

{ 

    //初期化に失敗した場合はエラーを出力 

    Console.WriteLine("初期化に失敗しました: " + ex.Message); 

} 

 

try 

{ 

    //配布パックのライセンスコードを設定 

    Esri.ArcGISRuntime.ArcGISRuntimeEnvironment.License.SetLicense("ライセンスコード"); 

} 

catch (Esri.ArcGISRuntime.LicenseException ex) 

{ 

    //認証に失敗した場合はエラーを出力 

    Console.WriteLine("認証に失敗しました: " + ex.Message); 

} 
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ローカル サーバーのエクステンションを使用する場合 

ライセンスコードを使用してアプリケーションを認証する場合は、アプリケーションにエク

ステンション ライセンスを追加することができます。エクステンション ライセンスを追加

すると、高度なジオプロセシング ツールを実行できます。エクステンションの詳細について

はこちらをご参照ください。 

※ エクステンション ライセンスの機能は、ArcGIS Runtime SDK for .NET を使用して Windows 

デスクトップ（WPF）のアプリケーションを開発する場合のみ使用することができます。Windows 

ストア アプリを開発する場合は、エクステンション ライセンスを使用することはできません。 

※ エクステンション ライセンスを追加するには、ArcGIS Runtime の配布パックとは別にエクステ

ンションの配布パックを購入し、エクステンション用のライセンス コードを取得する必要があり

ます。配布パックの購入についてはお問い合わせください。配布パックをご購入頂いた場合、ESRI

ジャパンよりライセンスコードをメールにてお送りします。 

 

エクステンションのライセンスコードをお持ちの場合は、以下のコードのように、Standard 

ライセンスのライセンス コードに続けて、エクステンションのライセンス コードを指定し

ます（購入したエクステンションのライセンス コードのみを追加してください）。 

try 

{ 

    //配布パックのライセンスコードを設定 

    Esri.ArcGISRuntime.ArcGISRuntimeEnvironment.License.SetLicense( 

"ライセンスコード", 

"Spatial Analyst エクステンションのライセンス コード", 

"3D Analyst エクステンションのライセンス コード", 

"Network Analyst エクステンションのライセンス コード"); 

} 

catch (Esri.ArcGISRuntime.LicenseException ex) 

{ 

    //認証に失敗した場合はエラーを出力 

    Console.WriteLine("認証に失敗しました: " + ex.Message); 

} 

以上でアプリケーションの Standard レベルの認証は完了です。  

http://www.esrij.com/products/arcgis-runtime-sdk-for-dotnet/extensions/
https://esrij.smartseminar.jp/public/application/add/356
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アプリケーションへの帰属の追加 

ArcGIS Runtime SDK を使用して開発したアプリケーションには、以下のクレジット情報

が明記されている必要があります。 

ArcGIS Runtime SDK for .NET のクレジット 

アプリケーションの About (このアプリケーションについて) 画面などにおいて、以下のハ

イパーリンクを含むテキストが記載されている必要があります。 

 

Mapping API provided by Esri ArcGIS Runtime SDK for .NET 

 

※ ハイパーリンクのリンク先：https://developers.arcgis.com/net/ 

地図データへのクレジット 

アプリケーション内で使用されている ArcGIS Online によって提供されている地図サービ

スのクレジット情報がアプリケーションに明記されている必要があります。記載する必要が

あるテキストは地図サービスの REST サービスエンドポイントにおいて “Copyright Text” 

セクションに記載されています。 

 

例えば World_Imagery サービス を利用する場合に記載するテキストは以下の通りです。 

 

Copyright:© 2013 ESRI, i-cubed, GeoEye 

 

※ 上記テキストは World_Imagery サービスの REST エンドポイントの "Copyright Text" セク

ションに記載されています。 

  

https://developers.arcgis.com/net/
https://developers.arcgis.com/net/
http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/ESRI_Imagery_World_2D/MapServer
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Esri ロゴの表示 

開発したアプリケーションが Esri がホストする ArcGIS Online によって提供されている

サービスを利用している場合は、アプリケーションのマップ上に常に Esri ロゴを表示する

必要があります。表示する Esri ロゴのガイドラインは以下の通りです。 

 ロゴの最小サイズは 43 x 25 ピクセルです 

 ロゴはマップ上に直接配置し、背景等は設定しないでください 

 ロゴはマップの左下隅に配置してください 

 ロゴに透過表示を設定しないでください 

 ロゴにその他のロゴもしくはなんらかのビジュアル要素が重ならいようにしてく

ださい（ただし Map コントロール内に表示されるオブジェクトは除きます）。 

※ ArcGIS Runtime SDK for .NET の Map クラスを使用した場合、上記のガイドラインに従った 

Esri ロゴが自動的にマップ上に表示されます。作成するアプリケーションの UI エレメントなど

によってロゴが隠れたりしないように注意してください。 

※ 手動でロゴを表示する場合は、Esri ロゴをこちらからダウンロードすることができます。 

  

http://links.esri.com/ios/logos


ArcGIS Runtime SDK for .NET アプリケーション配布ガイド 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年 3月 

ESRIジャパン株式会社 

http://www.esrij.com/ 

Copyright(C) Esri Japan. 無断転載を禁ず 

本書に記載されている社名、商品名は､各社の商標および登録商標です。 

本書に記載されている内容は改良のため、予告なく変更される場合があります。 

本書の内容は参考情報の提供を目的としており、本書に含まれる情報はその使用
先の自己の責任において利用して頂く必要があります。 

 

ArcGIS Runtime SDK for .NET 

アプリケーション認証ガイド 


