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はじめに 

本ガイドでは 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、Esri への申請の手順を説明

しています。 
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ライセンス認証 

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、アプリケーショ

ンでライセンス認証を行う必要があります。 

ここでは、その認証手順を紹介します。アプリケーションでライセンス認証を行うには、まず

ArcGIS for Developers でアプリケーションの登録を行い、アプリケーション固有の Client ID

を取得します。 

Client ID の取得 

1. Esri Licensing Agreement の内容を確認します（ArcGIS Runtime SDK を使用

して開発したアプリケーションを配布した場合、このライセンス規約に同意した

ものとみなされます）。 

2. ArcGIS for Developers サイトにログインします 

3. [Applications] セクションで [REGISTER NEW APPLICATION] をクリックし

ます。 

 

https://developers.arcgis.com/ios/objective-c/guide/pdf/E204_E300_10_2_4.pdf
https://developers.arcgis.com/en/sign-in/
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4. 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。 
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5.  [Overview] もしくは [Licensing] （タブ）から「Client ID」を確認します。 

 

次に開発したアプリケーションのコード上でライセンス認証を行います。認証方法は 

ArcGIS Runtime Basic と Standard で異なります。 

  

英数字の文字列 
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ArcGIS Runtime Basic のライセンス認証 

アプリケーションのコード上で ArcGIS Runtime SDK の機能を使用する前（アプリケーシ

ョンのロード時等）に AGSRuntimeEnvironment クラスの setClientID メソッドを使用

して Client ID をアプリケーションに設定し、ライセンス認証を行います。下記にサンプル 

コードを示します。 

// <Client_ID> の部分に手順 6で取得した Client ID を設定 

NSError *error; 

NSString* clientID = @"<Client_ID>"; 

[AGSRuntimeEnvironment setClientID:clientID error:&error]; 

if(error){ 

// エラーが発生したときのチェック 

  NSLog(@"エラー : %@",[error localizedDescription]); 

} 
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ArcGIS Runtime Standard のライセンス認証 

ArcGIS Runtime Standard のライセンスを認証するには、以下の 2 通りの方法があります。 

 ライセンス コードを使用した認証 

 ArcGIS Online 組織プランへのログインを使用した認証 

本ガイドではライセンス コードを使用して認証する方法を解説します。ArcGIS Online 組

織プランのログインを使用して認証する方法についてはこちら（英語）をご参照ください。 

ライセンス コードを使用して認証する 

アプリケーションのコード上で ArcGIS Runtime SDK の機能を使用する前（アプリケーシ

ョンのロード時等）に AGSRuntimeEnvironment クラスの setClientID メソッドを使用

して Client ID をアプリケーションに設定します。次に setLicenseCode メソッドを使用

してライセンス コードを登録します。下記にサンプル コードを示します。 

// <Client_ID> の部分に手順 6で取得した Client ID を設定 

NSError *error; 

NSString* clientID = @"<Client_ID>"; 

[AGSRuntimeEnvironment setClientID:clientID error:&error]; 

if(error){ 

  // エラーが発生したときのチェック 

  NSLog(@"エラー : %@",[error localizedDescription]); 

} 

// ライセンス コードを設定 

 [[AGSRuntimeEnvironment license] 

setLicenseCode:@"runtimestandard,101,rux00000,none,XXXXXXX"]; 

  

https://developers.arcgis.com/ios/guide/license-your-app.htm#ESRI_SECTION2_54BBB83D9DAA41099375E14B0B53EE07
https://developers.arcgis.com/ios/api-reference/interface_a_g_s_runtime_environment.html#a8b50c496a1fdaffa292c3e94dfd3136b
https://developers.arcgis.com/ios/api-reference/interface_a_g_s_license.html#ab5ceebd2acc4fe7cfdbea946feb75d5f
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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 iOS 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 iOS” 

マップ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マップデータ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マップデータの 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” 

上記のテキストは、World_Imagery サービスの REST エンドポイントにおける 

“Copyright Text” セクションに記載されています。 

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を参照してください。 

Esri ロゴのガイドライン 

以下は、Esri ロゴを表示する際のガイドラインです。 

 ロゴの最小サイズは 43 x 25 ピクセルです（Retina ディスプレイを搭載したデバ

イスでは、86 x 50 ピクセル） 

 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 

 ロゴに透過設定を設定しないでください 

https://developers.arcgis.com/ios/
http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/ESRI_Imagery_World_2D/MapServer
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 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）。 

Esri ロゴのダウンロード 

Esri ロゴは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
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Esri への申請 

アプリケーションが以下の条件に該当する場合は Esri へ報告する必要があります。 

 アプリケーションが ArcGIS for Server または Portal for ArcGIS のサービスを

参照している 

この条件に該当する場合は、ESRI ジャパンが代行申請しますので、こちらよりお問い合わ

せください。 

  

http://www.esrij.com/contact/
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