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はじめに 

インストール ガイドについて 

本インストール ガイドは、ArcGIS Runtime SDK for .NET をご使用のマシンにインストールする手順を

紹介します。 

ArcGIS Runtime SDK for .NET とは 

ArcGIS Runtime SDK for .NET は、Windows プラットフォーム向け GIS アプリケーションの開発キッ

ト（SDK）です。この SDK を利用することで、データ編集、ジオコーディング、ルート解析など様々な GIS 

機能を持ったアプリケーションを Windows デスクトップや Windows タブレットなどの多様なプラッ

トフォーム向けに開発することができます。 

 

ArcGIS Runtime SDK for .NET の詳細は下記をご参照ください： 

ArcGIS Runtime SDK for .NET 

http://www.esrij.com/products/arcgis-runtime-sdk-for-dotnet/ 

対象の製品バージョン 

本インストール 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 

  

http://www.esrij.com/products/arcgis-runtime-sdk-for-dotnet/
http://www.esrij.com/products/arcgis-runtime-sdk-for-dotnet/
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ArcGIS Runtime SDK for .NET のライセンス形態 

ArcGIS Runtime SDK for .NET はソフトウェア開発キット（SDK）であり、ArcGIS Online 開発者向け

プランにサインアップすれば開発および評価を無償で行うことができますが、開発したアプリケーション

を配布するには配布形態に応じた配布用のライセンスが必要です。ArcGIS Runtime SDK for .NET のラ

イセンスの種類および配布に関する条件の詳細については、以下をご参照ください。 

 

ArcGIS Runtime SDK for .NETのライセンス 

http://www.esrij.com/products/arcgis-runtime-sdk-for-dotnet/details/license/ 

 

  

http://www.esrij.com/products/arcgis-runtime-sdk-for-dotnet/details/license/
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インストールのための前提条件 

サポートされる開発環境の準備 

ArcGIS Runtime SDK for .NET を用いて、Windows プラットフォーム向けの GIS アプリケーションを

開発するには、一般的に統合開発環境として Microsoft Visual Studio を使用します。本インストールガ

イドの手順を行う前に、ご使用のマシンに ArcGIS Runtime SDK for .NET がサポートするバージョンの 

Windows OS と Microsoft Visual Studio が適切にセットアップされている必要があります。ArcGIS 

Runtime SDK for .NET がサポートする最新の動作環境につきましては下記をご参照ください。 

 

ArcGIS Runtime SDK for .NET：動作環境 

http://www.esrij.com/products/arcgis-runtime-sdk-for-dotnet/environments/ 

 

※ 本インストールガイドでは Windows 8.1 (64 bit) および Microsoft Visual Studio 2013 を用いてインストー

ルの手順を紹介しますが、それ以外の環境でも同様の手順でインストールできます。 

ArcGIS for Developers 開発者アカウントの作成 

ArcGIS Runtime SDK for .NET の開発ライセンスは、ArcGIS for Developers サイトが提供する ArcGIS 

Online 開発者向けプランのアカウントを作成することで取得できます。ArcGIS for Developers は、Esri 

製品を利用して様々なアプリケーションを開発する開発者のための総合ポータルサイトであり、開発者ア

カウントは無償で作成できます。開発者アカウントをお持ちでない場合は、新規にアカウントを作成して

ください。アカウントの作成方法については、ArcGIS for Developers 開発者アカウント作成ガイドをご

参照ください。 

 

ArcGIS for Developers 開発者アカウント作成ガイド 

http://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/signup-esri-developers.pdf 

 

※ ArcGIS Online 組織向けプランのアカウントをお持ちの場合は、ArcGIS Online 組織向けプランのアカウントを

使用することができます。新規に開発者アカウントを作成する必要はありません。 

  

http://www.esrij.com/products/arcgis-runtime-sdk-for-dotnet/environments/
http://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/signup-esri-developers.pdf
http://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/documents/signup-esri-developers.pdf
http://www.esrij.com/products/arcgis-online/plan/organization/
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製品のインストール 

ArcGIS Runtime SDK for .NET のインストール 

SDKのダウンロード 

この手順では、ArcGIS Runtime SDK for .NET の開発キットを ArcGIS for Developers からダウンロー

ドして取得します。 

 

1. ArcGIS for Developers サイトにアクセスし、ページ右上の [Sign In] をクリックします。

ArcGIS for Developers の開発者アカウントをお持ちでない場合は、開発者アカウントを作成

してください。 

ArcGIS for Developers 

https://developers.arcgis.com/en/ 

 

  

https://developers.arcgis.com/en/
https://developers.arcgis.com/en/
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2. ArcGIS for Developers の開発者アカウント（もしくは ArcGIS Online 組織向けプランのア

カウント）のユーザー名およびパスワードを入力して [SIGN IN] をクリックします。 

 

3. アカウントのダッシュボード ページが表示されます。ページ右上のダウンロードボタンをクリ

ックします。 
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4. ダウンロードページが表示されます。ページ中段にある ArcGIS Runtime SDK for .NET セク

ションに移動します。正しいバージョンが選択されていることを確認して、[DOWNLOAD] を

クリックします。インストール ファイルのダウンロードが開始されます。使用する Web ブラ

ウザーのオプションを使用してファイルを任意の場所に保存してください。 
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SDK のインストール 

この手順ではダウンロードした ArcGIS Runtime SDK for .NET のインストール ファイルを使用して、

ご使用の環境に ArcGIS Runtime SDK for .NET をインストールします。 

※ SDK のインストールは管理者権限を持つユーザーで実行してください。 

 

1. ダウンロードした ArcGIS Runtime SDK for .NET のインストール ファイル

（ArcGIS_Runtime_SDK_DotNet _****.exe）をダブルクリックして、インストーラーを起

動します。 

 

 

2.  [ArcGIS Runtime SDK 10.x.x for .NET] ダイアログが表示されます。インストール ファイ

ルを展開する一時ディレクトリを指定します（※ SDK をインストールするディレクトリはこ

の後の手順で指定します）。必要であれば [Browse] をクリックし、展開先のディレクトリ パ

スを変更します。[Next] をクリックしてインストール ファイルの展開を実行します。 
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3. インストール ファイルの展開が完了した旨を通知するダイアログが表示されます。[Launch 

the setup program.] にチェックが入っていることを確認して [Close] をクリックします。 

 
 [Launch the setup program.] のチェックを外して [Close] をクリックした場合は、手※

順 2 のファイルの展開先フォルダへ移動して [ArcGISRuntimeSDKNET] フォルダ内に

ある Setup.exe をダブルクリックして ArcGIS Runtime SDK for .NET のインストーラ

ーを起動してください。 

 

  



ArcGIS Runtime SDK for .NET インストール ガイド（v10.2.7） 

 

9 

 

4. [ArcGIS Runtime SDK 10.x.x for .NET - Setup] ダイアログが表示されたら、[Next] をクリ

ックします。 

 
5. [License Agreement] 画面が表示されます。ArcGIS Runtime SDK for .NET を利用するには、

ライセンス契約（LICENSE AGREEMENT）に同意する必要があります。同意する場合は、[I 

accept the license agreement] を選択し [Next] をクリックします。 
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6. [Select Features] 画面が表示されます。インストール ディレクトリおよびインストールする

コンポーネントを選択します。本手順書では既定の設定を使用します（必要であれば 

[Change...] をクリックしてインストール先ディレクトリを変更してください）。[Next] をク

リックします。 

 
 既知の問題によりインストール コンポーネントとして提供されるプロジェクト テンプレートは日※

本語版の Visual Studio には正しくインストールされません。テンプレートを使用する必要がある

場合は、以下の FAQ をご参照ください（Esri 製品サポート ページへのログインが必要です）。 

https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5866 

https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5867 

 

  

https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5866
https://esrij-esri-support.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5867
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7. [Ready to Install the Program] 画面が表示されます。[Install] をクリックして、インストー

ルを開始します。 

 
8. [Installing ArcGIS Runtime SDK 10.x.x for .NET] 画面が表示され、コンポーネントがイン

ストールされます。インストールが完了するまでしばらくお待ちください。  

  



ArcGIS Runtime SDK for .NET インストール ガイド（v10.2.7） 

 

12 

 

9. [ArcGIS Runtime SDK 10.x.x for the Microsoft .NET Framework Setup program 

Completed.] 画面が表示されたらインストールは完了です。[Finish] をクリックします。 
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インストール後の作業 

インストールの確認 

この手順では、ArcGIS Runtime SDK for .NET が正常にインストールされていることを確認するために、

Windows デスクトップ（WPF）および Windows ストア アプリの新規プロジェクトを作成し、ArcGIS 

Runtime SDK for .NET のライブラリを使用した地図を表示する簡易アプリケーションを作成します。 

 Windows デスクトップ（WPF） 

 Windows ストア アプリ 

Windows デスクトップ（WPF） 

1. Visual Studio を起動して [ファイル] メニューから [新規作成] → [プロジェクト] を選択し

ます。 

v 
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2. [新しいプロジェクト] ダイアログが表示されます。ツリー ペインから [テンプレート] → 

[Visual C#] → [Windows デスクトップ] を選択します。テンプレートのリストから [WPF 

アプリケーション] を選択し、プロジェクトの名前とプロジェクトを保存するディレクトリを

指定して [OK] をクリックします。 

 Visual Studio 2015 の場合は、ツリー ペインから [テンプレート] → [Visual C#] → 

[Windows] → [クラシック デスクトップ] を選択します。 

 
3. 新しい WPF アプリケーションのプロジェクトが作成されます。 
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4. [ソリューション エクスプローラー] から [参照設定] を右クリックし、[参照の追加] を選択

します。 

 

5. [参照マネージャー] ダイアログで、ツリー ペインから [アセンブリ] → [拡張] を選択し、リ

ストから [Esri.ArcGISRuntime] にチェックを入れ、[OK] を選択します。 

 API ライブラリのファイルパスを指定して参照する場合、API ライブラリはデフォルトで

は、以下のディレクトリに格納されています。 

C:\Program Files (x86)\ArcGIS SDKs\DotNet10.x.x\WindowsDesktop\bin 
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右上の [アセンブリの検索] ボックスに「arcgis」と指定することで、検索結果を絞り込むこと

もできます。 

 

6. [ソリューション エクスプローラー] から [参照設定] を展開し、[Esri.ArcGISRuntime] ライ

ブラリが追加されていることを確認します。 

 
7. [ソリューション エクスプローラー] から MainWindow.xaml の [XAML] ビューを開きます。 
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8. Window XAML エレメント内に以下の XML 名前空間参照を追加します。 

xmlns:esri="http://schemas.esri.com/arcgis/runtime/2013" 

 
上記のコードでは、esri と言う名称で API ライブラリへの参照が宣言されました。これによ

り、esri という名前空間で API ライブラリ内のコントロールを参照することができるように

なります。 

9. Grid XAML エレメント内に以下のコードを追加します。 

<esri:MapView x:Name="MyMapView"> 

    <esri:Map> 

        <esri:ArcGISTiledMapServiceLayer  

            ID="BaseMap"  
ServiceUri="http://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/ 
World_Street_Map/MapServer" /> 

    </esri:Map> 

</esri:MapView> 

 

上記のコードでは、MapView コントロール内の Map に背景地図として ArcGIS Online の

[World Street Map] サービスを追加しています。また、コードビハインドから利用できるよう

に、MapView に「MyMapView」という名前、ArcGISTiledMapServiceLayer に「BaseMap」

という ID を付与しています。 
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10. [F5] キーをクリックして、プロジェクトをデバッグ実行します。WPF アプリケーションが起

動し、地図が表示されればインストールの確認は完了です。 

 
 

（オプション）3D 表示 

本インストール ガイドでは、3D 表示を行う手順についても説明します。 

 

1. プロジェクトがデバッグ実行中の場合は、アプリケーションを閉じ、デバッグを終了します。 

2. [ソリューション エクスプローラー] から MainWindow.xaml の [XAML] ビューを開きます。 

3. Grid XAML エレメント内のコードを以下のコードに変更します。 

<esri:SceneView x:Name="MySceneView"> 

    <esri:Scene> 

        <esri:ArcGISTiledMapServiceLayer 

            ID="BaseMap" 
ServiceUri="http://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/ 
World_Street_Map/MapServer" /> 

    </esri:Scene> 

</esri:SceneView> 
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上記のコードでは、SceneView コントロール内の Scene に背景地図として ArcGIS Online の 

[World Street Map] サービスを追加しています。このように、MapView、Map コントロールを 

SceneView、Scene コントロールに置き換えるだけで 2D 表示から 3D 表示への切り替えが可能 

です。 

 

4. [F5] キーをクリックして、プロジェクトをデバッグ実行します。WPF アプリケーションが起

動し、地図が ３D 表示されます。 
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Windows ストア アプリ 

1. Visual Studio を起動して [ファイル] メニューから [新規作成] → [プロジェクト] を選択し

ます。 

 

2. [新しいプロジェクト] ダイアログが表示されます。ツリー ペインから [テンプレート] → 

[Visual C#] → [ストア アプリ] → [Windows アプリ] を選択します。テンプレートのリス

トから [空のアプリケーション（Windows）] を選択し、プロジェクトの名前とプロジェクト

を保存するディレクトリを指定して [OK] をクリックします。 

 Visual Studio 2015 の場合は、ツリー ペインから [テンプレート] → [Visual C#] → 

[Windows] → [Windows 8] → [Windows] を選択します。 
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3. Windows 8.1 開発者用ライセンスを取得するためのダイアログが表示された場合は、開発者用

ライセンスを取得します。 

4. 新しい Windows ストア アプリのプロジェクトが作成されます。 

 

5. [ソリューション エクスプローラー] から [参照設定] を右クリックし、[参照の追加] を選択

します。 
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6. [参照マネージャー] ダイアログで、ツリー ペインから [Windows 8.1] → [拡張] を選択し、

リストから [ArcGIS Runtime for Windows Store apps] にチェックを入れ、[OK] を選択し

ます。 

 API ライブラリのファイルパスを指定して参照する場合、API ライブラリはデフォルトで

は、以下のディレクトリに格納されています。 

C:\Program Files (x86)\ArcGIS SDKs\DotNet10.x.x\WindowsStore 

 
7. [ソリューション エクスプローラー] から [参照設定] を展開し、[ArcGIS Runtime for 

Windows Store apps] ライブラリおよび [Microsoft Visual C++ 2013 Runtime Package 

for Windows] が追加されていることを確認します。プロジェクトのビルド ターゲットがデフ

ォルトの [Any CPU] の場合、追加されたライブラリには警告のアイコンが表示されます。 
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8. アプリケーションをビルドするために、プロジェクトのビルド ターゲットを指定する必要があ

ります。[標準] メニューから [Debug] → [構成マネージャー] を選択します。 

 
9. [構成マネージャー] ダイアログで、アクティブ ソリューション プラットフォームを [x86] 

に変更し、[閉じる] を選択します。 
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10. MainPage XAML エレメント内に以下の XML 名前空間参照を追加します。 

xmlns:esri="using:Esri.ArcGISRuntime.Controls" 

xmlns:layers="using:Esri.ArcGISRuntime.Layers" 

 

上記のコードでは、esri および layers と言う名称で ArcGIS Runtime SDK for .NET の API 

ライブラリで提供されるコントロールとレイヤーへの参照が宣言されました。これにより、esri 

と layers いう名前空間で API ライブラリ内のコントロールとレイヤーを参照することがで

きるようになります。 

11. Grid XAML エレメント内に以下のコードを追加します。 

<esri:MapView x:Name="MyMapView"> 

    <esri:Map> 

        <layers:ArcGISTiledMapServiceLayer  

            ID="BaseMap"  
ServiceUri="http://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/ 
World_Street_Map/MapServer" /> 

    </esri:Map> 

</esri:MapView> 

 
上記のコードでは、MapView コントロール内の Map に背景地図として ArcGIS Online の

[World Street Map] サービスを追加しています。また、コードビハインドから利用できるよう

に、MapView に「MyMapView」という名前、ArcGISTiledMapServiceLayer に「BaseMap」

という ID を付与しています。 
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12. デバッグ実行環境を変更するために、[標準] メニューから [ローカル コンピューター] → [シ

ミュレーター] を選択します。 

 

13. [F5] キーをクリックして、プロジェクトをデバッグ実行します。シミュレーター内で 

Windows ストア アプリが起動し、地図が表示されればインストールの確認は完了です。 

 

 

（オプション）3D 表示 

本インストール ガイドでは、3D 表示を行う手順についても説明します。 

 

1. プロジェクトがデバッグ実行中の場合は、アプリケーションを閉じ、デバッグを終了します。 

2. [ソリューション エクスプローラー] から MainWindow.xaml の [XAML] ビューを開きます。 
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3. Grid XAML エレメント内のコードを以下のコードに変更します。 

<esri:SceneView x:Name="MySceneView"> 

    <esri:Scene> 

        <esri:ArcGISTiledMapServiceLayer  

            ID="BaseMap"  
ServiceUri="http://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/ 
World_Street_Map/MapServer" /> 

    </esri:Scene> 

</esri:SceneView> 

 
 

上記のコードでは、SceneView コントロール内の Scene に背景地図として ArcGIS Online の 

[World Street Map] サービスを追加しています。このように、MapView、Map コントロールを 

SceneView、Scene コントロールに置き換えるだけで 2D 表示から 3D 表示への切り替えが可能 

です。 

 

4. デバッグ実行環境を変更するために、[標準] メニューから [ローカル コンピューター] → [シ

ミュレーター] を選択します。 

5. [F5] キーをクリックして、プロジェクトをデバッグ実行します。シミュレーター内で Windows 

ストア アプリが起動し、地図が ３D 表示されます。 
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トピックス 

本ガイドでは、ArcGIS Runtime SDK for .NET をご使用のマシンにインストールする手順について紹介

しました。ArcGIS Runtime SDK for .NET を用いたアプリケーションを開発するためにはまず ArcGIS 

for Developers をご参照ください。ArcGIS for Developers には API を使用した開発に参考となるドキ

ュメントやサンプルが集約されています。 

ArcGIS for Developers：ArcGIS Runtime SDK for .NET 

Home 

ArcGIS for Developers の ArcGIS Runtime SDK for .NET のホームページです。製品の最新の情報など

を確認することができます。 

https://developers.arcgis.com/net/ 

 

 

  

https://developers.arcgis.com/net/
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Guide 

API の概要、地図の追加やアプリケーションの配布方法などの各種開発手法をまとめた開発者ヘルプです。 

https://developers.arcgis.com/net/desktop/guide/guide-home.htm 

 

 

Desktop API 

Windows デスクトップ用 API のリファレンスです。Windows デスクトップ用 API に含まれるクラス

の各種プロパティ、メソッド等を確認することができます。 

https://developers.arcgis.com/net/desktop/api-reference/ 

 

https://developers.arcgis.com/net/desktop/guide/guide-home.htm
https://developers.arcgis.com/net/desktop/api-reference/
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Store API 

Windows ストア アプリ用 API のリファレンスです。Windows ストア アプリ用 API に含まれるクラ

スの各種プロパティ、メソッド等を確認することができます。 

https://developers.arcgis.com/net/store/api-reference/ 

 
 

Phone API（※ 国内では未サポート） 

Windows Phone 用 API のリファレンスです。Windows Phone API に含まれるクラスの各種プロパテ

ィ、メソッド等を確認することができます。 

https://developers.arcgis.com/net/phone/api-reference/ 

 
 

  

https://developers.arcgis.com/net/store/api-reference/
https://developers.arcgis.com/net/phone/api-reference/
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Sample Code 

ArcGIS Runtime SDK for .NET を用いたサンプルを紹介するページです。サンプルは GitHub で公開さ

れており、地図表現、空間・属性検索、ネットワーク解析などのサンプルが多数含まれています。Windows 

デスクトップ、Windows ストア アプリ、Windows Phone 用にそれぞれ Visual Studio のソリューシ

ョンが提供されているため、アプリケーションの実際のコードを確認することができます。 

https://developers.arcgis.com/net/sample-code/ 

 

  

https://github.com/
https://developers.arcgis.com/net/sample-code/
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Forums 

Esri の開発者や全世界の開発者が技術や知識の情報交換を行っています。 

 https://geonet.esri.com/community/developers/native-app-developers/arcgis-runtime-sdk-for-net 

 

日本の ArcGIS 開発者のためのコミュニティ サイト 

Esri ジャパンでは ArcGIS を利用した開発に関する技術情報を共有する場として、開発者のためのコミュ

ニティ サイトである ArcGIS 開発者コミュニティを運営するとともに、さまざまなサンプル ソースコー

ドを GitHub で公開しています。詳細は、以下のページをご参照ください。 

 

ArcGIS 開発者のためのコミュニティ サイト 

http://www.esrij.com/products/arcgis-online-for-developers/details/community/ 

 

 

 

 

https://geonet.esri.com/community/developers/native-app-developers/arcgis-runtime-sdk-for-net
https://geonet.esri.com/community/developers/native-app-developers/arcgis-runtime-sdk-for-net
http://www.esrij.com/products/arcgis-online-for-developers/details/community/
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製品のアンインストール 

ArcGIS Runtime SDK for .NET のアンインストール 

この手順では、ご使用の環境にインストールされている ArcGIS Runtime SDK for .NET をアンインスト

ールします。 

※ SDK のアンインストールは管理者権限を持つユーザーで実行してください。 

 

1. Windows の [コントロール パネル] → [プログラムと機能] を選択します。 

2. インストールされたプログラムのリストから、[ArcGIS Runtime SDK 10.x.x for the 

Microsoft .NET Framework] を選択し、[アンインストールと変更] をクリックします。

ArcGIS Runtime SDK 10.x.x for .NET のアンインストール ウィザードが起動します。 

3. [Program Maintenance] 画面が表示されます。[Remove] を選択して、[Next] をクリック

します。   
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4. [Remove the Program] 画面が表示されます。[Remove] をクリックしてアンインストール

を開始します。  

 
5.  [Uninstalling ArcGIS Runtime SDK 10.x.x for .NET] 画面が表示され、コンポーネントがア

ンインストールされます。アンインストールが完了するまでしばらくお待ちください。 
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6. [ArcGIS Runtime SDK 10.x.x for the Microsoft .NET Framework Setup program 

Completed.] 画面が表示されたらアンインストールは完了です。[Finish] をクリックします。 

 
7. アンインストールによって、システム情報が変更されていますので、実施可能なタイミングで

コンピューターの再起動をお勧めします。 

 

以上で ArcGIS Runtime SDK for .NET のアンインストールは完了です。 
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