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はじめに 

このスタートアップ ガイドについて  

このスタートゕップ ガドは初めて ArcGIS Runtime SDK for iOS を使用してモバル 

マッピング ゕプリケーションを構築する開発者の方に最も基本的な開発手順を紹介するも

のです。本書をお読み頂くことで、ArcGIS Runtime SDK for iOS ラブラリの入手方法お

よびラブラリを使用したモバル マッピング ゕプリケーション開発の基礎を理解するこ

とができます。 

ArcGIS Runtime SDK for iOS とは 

ArcGIS Runtime SDK for iOS とは iOS 特有の操作性や機能と ArcGIS for Server や 

ArcGIS Online のオンラン GIS リソースを統合したゕプリケーションを開発するために

提供される API ラブラリです。 

ArcGIS Runtime SDK for iOS の詳細は下記をご参照ください。 

ArcGIS Runtime SDK for iOS： 

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

http://www.esrij.com/products/arcgis-runtime-sdk-for-ios/
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ArcGIS Runtime SDK for iOS の開発環境 

本ガドでは以下の環境にて ArcGIS Runtime SDK for iOS を用いたモバル マッピング 

ゕプリケーションの開発手順を紹介します。本ガドの手順を実行する前に以下の環境がご

使用のマシンに適切にセットゕップされている必要があります。また、ArcGIS Runtime SDK 

for iOS バージョン 10.2.4 以降では、開発言語として、Objective-C と Swift を使用でき

ます（本ガドでは Objective-C を使用して紹介していきます）。 

開発環境 

 OS： Mac OS X 10.9 以降 

 開発キット：XCode 5（iOS SDK 7） 以降 

ArcGIS Runtime SDK for iOS 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 iOS 動作環境： 

http://www.esrij.com/products/arcgis/developer/arcgis-runtime-sdks/arcgis-runtime-sdk

-for-ios/environments/ 

 

http://www.esrij.com/products/arcgis-runtime-sdk-for-ios/environments/
http://www.esrij.com/products/arcgis-runtime-sdk-for-ios/environments/
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モバイル マッピング アプリケーションの開発 

ライブラリのインストール 

ArcGIS Runtime SDK for iOS を用いてモバル マッピング ゕプリケーションを開発する

には、まずラブラリを入手する必要があります。以下の手順に従い ArcGIS for Developers 

からラブラリをンストールしてください 

※ 以下の手順はバージョン 10.2 以降のものです。バージョン 10.2 より前の SDK を使用

する場合は以下のページよりダウンロードしてください（Esri グローバル ゕカウントでの

ログンが必要になります）。 

http://www.esri.com/apps/products/download/index.cfm?fuseaction=download.al

l#ArcGIS_Runtime_SDK_for_iOS 

1. ArcGIS for Developers にゕクセスします。 

ArcGIS for Developers： 

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

2. ArcGIS for Developers の認証ページに遷移します。 

ArcGIS for Developers または ArcGIS Online 組織向けプランのゕカウント情

報を入力してログンして下さい。ArcGIS for Developers 開発者ゕカウントを

お持ちでない方は、以下のページにある「ArcGIS for Developers 開発者ゕカウ

ント作成ガド」を参考にゕカウントを作成してログンして下さい。 

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

http://www.esri.com/apps/products/download/index.cfm?fuseaction=download.all#ArcGIS_Runtime_SDK_for_iOS
http://www.esri.com/apps/products/download/index.cfm?fuseaction=download.all#ArcGIS_Runtime_SDK_for_iOS
https://developers.arcgis.com/en/downloads
https://developers.arcgis.com/en/downloads
http://www.esrij.com/products/arcgis-runtime-sdk-for-ios/documents/
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3. ArcGIS Runtime SDK for iOS の Version（赤枠）をクリックし、表示されたバ

ージョン選択画面で、ダウンロードするバージョンをチェックします。 

 

4. [DOWNLOAD] ボタンをクリックします。 
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5. ダウンロードした “AGSRuntimeSDKiOSv<バージョン>.pkg” フゔルをダブ

ルクリックして、ンストールを開始します。 

6. [ArcGIS_Installer のンストール] ダゕログ ボックスが表示されます。[続

ける] をクリックします。 

 

7. 表示された内容を確認して、[続ける] をクリックします。 
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8. 使用許諾契約を確認して、[続ける] をクリックします。 

 

9. 使用許諾契約の条項に同意する場合は、[同意する] をクリックします。 
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10. ンストール先を選択して、[続ける] をクリックします。 

 

11. [ンストール] をクリックして、ンストールを開始します。 
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12. ンストールが開始されます。 

 

13. ンストールが終了したら、[閉じる] をクリックしてンストール作業を完了し

ます。 
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Xcode プロジェクトの構成 

Xcode は、iOS ゕプリケーションを開発するための標準の統合開発環境です。Xcode と iOS 

SDK は Mac App Store からダウンロードすることができます。ArcGIS Runtime SDK for 

iOS を使用してモバル マッピング ゕプリケーション開発するために、Xcode に組み込み

のプロジェクト テンプレートを使用できます。ここでは、開発をスタートするために必要と

なるプロジェクトの作成と設定方法を説明します（以下の手順では、Xcode 7 を使用してい

ます）。 

Xcode プロジェクトの作成 

 Xcode を起動して、表示されたダゕログで [Create a new Xcode project] を1.

クリックします。 

 “Single View Application” テンプレートを選択して、[Next] をクリックします。 2.
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 「Product Name」に “sample” と入力します。次に、「Organization Name」3.

と「Organization Identifier」に適当な値を入力し、[Next] をクリックします。 

 

 

 作成場所を指定して、[Create] をクリックするとプロジェクトが作成されます。 4.
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ArcGIS フレームワークの追加 

 ArcGIS フレームワークをプロジェクトに追加するために、フレームワーク検索1.

パスに「ArcGIS」を加えます。[Build Settings] タブを選択し、検索バーで 

"Framework Search Paths" と入力して [Framework Search Paths] セクショ

ンを検索します。 

 

 [TARGETS] カラム（赤枠）をダブルクリックし、表示されたダゕログで [+] を2.

クリックして、「$(HOME)/Library/SDKs/ArcGIS/iOS/」と入力し、パスを追加

します。 
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関連するライブラリの追加 

ArcGIS ラブラリが依存する、フレームワークとラブラリを追加します。 

 [Build Settings] タブを選択し、検索バーで "Enable Modules" と入力して1.

[Enable Modules(C and Objective-c)] セクションを検索します。 

 [Enable Modules(C and Objective-c)] セクションで [Yes] を選択します。こ2.

れによりプロジェクトが ArcGIS によって必要とされるフレームワークとラ

ブラリを参照できるようになります。 

 

上記手順以外にも、手動で必要となる以下のフレームワークを追加することも

できます（プロジェクト作成時に、既に含まれているラブラリもあります）。 

 AssetsLibrary.framework 

 CoreGraphics.framework 

 CoreLocation.framework 

 CoreText.framework 

 Foundation.framework 

 QuartzCore.framework 
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 MediaPlayer.framework 

 MobileCoreServices.framework 

 OpenGLES.framework 

 Security.framework 

 UIKit.framework 

フラグの修正 

ラブラリで定義された Objective-C カテゴリが正しくロードされることを確認するため

に、フラグをプロジェクトに追加する必要があります。 

1. [Build Settings] タブを選択し、検索バーで “Other Linker Flags” と入力し、

[Other Linker Flags] セクションを検索します。 

2. [TARGETS] カラムをダブルクリックし、表示されたダゕログで [+] をクリッ

クして、“-ObjC”、“–framework”、“ArcGIS”、“–l”、“c++” を追加します。 
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リソースバンドルの追加 

Esri ロゴや現在位置を示すメージ フゔルなどのような SDK リソースは、

ArcGIS.bundle フゔルに統合されています 。 

1. Xcode ゕプリケーションの [File] メニューで、[Add Files to <プロジェクト名

>...] をクリックします。 

2. 「${HOME}/Library/SDKs/ArcGIS/iOS/ArcGIS.framework/Versions/Curre

nt/Resources」（ンストール先がデフォルトの場合）にある ”ArcGIS.bundle” 

フゔルを選択し、[Add] をクリックします。 

 

※ 「${HOME}/Library」フォルダはデフォルトで非表示になっています。ターミナルで以下

のコマンドを入力して、フォルダを表示することができます。 

chflags nohidden ~/Library/ 
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App Transport Security 例外の設定 

iOS 9 以降のゕプリケーション開発を行う場合、本設定が必要です。 

App Transport Security はゕプリケーションとサーバー間のネットワーク接続において、必

要条件に満たない接続を制限するというセキュリテゖ対策です。ただし、プロジェクトの 

Info.plist に値を追加することで、制限される通信の例外を設定することができます。 

 

以下の例では、arcgisonline.com ドメン（ArcGIS Online の背景地図を配信するサーバ

ー）に対して、App Transport Security で決められた暗号スートの条件を満たさない 

HTTPS 接続及び HTTP 接続を許可させます。 

<key>NSAppTransportSecurity</key>   

<dict>   

  <key>NSExceptionDomains</key>   

  <dict>   

    <key>arcgisonline.com</key>   

    <dict>   

      <key>NSIncludesSubdomains</key>   

      <true/>   

      <key>NSThirdPartyExceptionAllowsInsecureHTTPLoads</key>   

      <true/>   

      <key>NSThirdPartyExceptionRequiresForwardSecrecy</key>   

      <false/>   

    </dict>   

  </dict>   

</dict>   
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ENABLE_BITCODE の設定 

Xcode 7 以降の環境では「ENABLE_BITCODE」がデフォルトで「YES」となっているため、

Fabric のラブラリ フゔルのビルド形式が異なりエラーとなる場合があります。その場

合「ENABLE_BITCODE」を「NO」に設定します。 
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アプリケーションの開発 

ここからは、モバル マッピング ゕプリケーションの開発方法の一例をご紹介します。 

地図の表示 

 Project Navigator で Main.storyboard フゔルを選択します。次に、地図を1.

表示するための View オブジェクトを追加します。Object Library で View オ

ブジェクトを、既に用意されている View 上にドラッグ&ドロップで追加します。 

※ Utilities エリゕが表示されていない場合は、上部パネルの View ボタンで Utilities エリゕ

を表示します。 

 

 追加した View オブジェクトを選択して、Identity Inspector を開き  2.

[Custome Class] セクションの「Class」で ”AGSMapView” と入力して、

「return」キーを押します。選択している View オブジェクトの名前が ”Map 

View” に変わったことを確認します。 
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 ツールバーで Assistant Editor を選択し、Main.storyboard フゔルと 3.

ViewController.h フゔルを表示します。次に、最初に追加した View（Map 

View）オブジェクトを「control」キーを押しながら ViewController.h のンタ

ーフェース宣言部分の下にドラッグ&ドロップします。 

 

 表示されたダゕログで「Name」を ”mapView” と入力し、[Connect] ボタン4.

をクリックします。 
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 sampleViewController.h に IBOutlet 宣言が追加されます。 5.

   

 ViewController.h フゔルで下記のようにコードを記述して、ArcGIS.h ヘッダ6.

フゔルを追加します（赤字がコードの追加部分です）。 

#import <UIKit/UIKit.h> 

#import <ArcGIS/ArcGIS.h> 

@interface viewController : UIViewController 

@property (strong, nonatomic) IBOutlet AGSMapView *mapView; 

@end  

 Project Navigator で ViewController.m フゔルを選択し、下記のようにコー7.

ドを記述して、viewDidLoad メソッド内で ArcGIS レヤの追加を行います。 

AGSTiledMapServiceLayer *tiledLayer = [AGSTiledMapServiceLayer 

tiledMapServiceLayerWithURL:[NSURL 

URLWithString:@"https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/serv

ices/World_Street_Map/MapServer"]]; 

[self.mapView addMapLayer:tiledLayer withName:@"Tiled Layer"]; 

上記のコードでは mapView オブジェクトに背景地図のレヤとして、

ArcGISTiledMapServiceLayer クラスを追加しています。また

ArcGISTiledMapServiceLayer クラスの URL プロパテゖにデータソースと

して、Esri 社がホストしている ArcGIS Online の世界の道路地図のサービス

を指定しています。 
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 ツールバーで、[Run] をクリックし、iPhone シミュレータでプロジェクトをデ8.

バッグします。 

 

 デバッグ実行が開始され、iPhone シミュレータ上でモバル マッピング ゕプ9.

リケーションが起動します。 

 

 モバル マッピング ゕプリケーションが正常に実行されていることが確認でき10.

たら、デバッグを停止します。 
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主題図の追加 

以下では モバル マッピング ゕプリケーション上の地図に主題図を表示する手順を紹介

します。 

 背景地図のレヤを追加したコードの後に、下記のように主題図を追加するコー1.

ドを追加します。 

AGSDynamicMapServiceLayer *dynamicLayer = 

[AGSDynamicMapServiceLayer  dynamicMapServiceLayerWithURL:[NSURL 

URLWithString:@"http://sampleserver1.arcgisonline.com/ArcGIS/res

t/services/Specialty/ESRI_StateCityHighway_USA/MapServer"]]; 

dynamicLayer.visibleLayers = [NSArray arrayWithObjects:[NSNumber 

numberWithInt:2], nil]; 

[self.mapView addMapLayer:dynamicLayer withName:@"Dynamic Layer"]; 

上記のコードでは、「地図の表示」のステップで追加した、

ArcGISTiledMapServiceLayer の上に、ArcGISDynamicMapServiceLayer  

クラスを追加しています。また ArcGISDynamicMapServiceLayer クラスの 

URL プロパテゖにデータソースとして、Esri 社がホストしている ArcGIS 

Online のデータを追加しています。このデータには複数のレヤが含まれて

いるため、ArcGISDynamicMapServiceLayer クラスの visibleLayers プロ

パテゖで、特定のレヤ（米国の群のポリゴン）のみを表示しています。 

 地図の初期表示範囲を変更します。主題図を追加したコードの後に、下記のよう2.

に初期表示範囲を設定するコードを追加します。 

AGSEnvelope *envelope = [AGSEnvelope envelopeWithXmin:-15000000 

ymin:200000 xmax:-7000000 ymax:8000000  

spatialReference:self.mapView.spatialReference]; 

[self.mapView zoomToEnvelope:envelope animated:NO]; 
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 デバッグを行い、背景地図の上に米国の群のポリゴンが州単位で色分け表示され3.

た主題図が表示されていることを確認します。 

 

この手順では、ArcGISDynamicMapServiceLayer クラスを追加し、背景レヤと重ね合わ

せて表示しました。追加できる各種レヤの詳細については、レヤの種類 を参照してくだ

さい。 
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位置情報の表示 

以下では、地図が読み込まれた後に iOS デバスの位置情報を地図上に表示します。 

 地図が読み込まれたベントをハンドリングするために、デリゲートを実装する1.

ことを宣言します。ViewController.h フゔルに下記のようにコードを追加しま

す（赤字がコードの追加部分です）。 

@interface sampleViewController : UIViewController 

<AGSMapViewLayerDelegate>  

AGSMapViewLayerDelegate プロトコルでは、地図に追加されているレヤ

に関連するベント処理メソッドが定義されています。 

 ViewController.m を開き、初期表示範囲を設定したコードの後に、下記のよう2.

にコードを追加して、AGSMapView オブジェクトのデリゲートを設定します。 

    self.mapView.layerDelegate = self; 

 ViewController.m フゔルに位置情報を地図上に表示するコードを追加します。 3.

-(void) mapViewDidLoad:(AGSMapView*)mapView { 

    self.mapView.locationDisplay.autoPanMode = 

AGSLocationDisplayAutoPanModeNavigation; 

  [self.mapView.locationDisplay startDataSource]; 

} 

上記のコードでは、地図が読み込まれたときに、位置情報を地図上に表示しま

す。AGSLocationDisplay クラスの AutoPanMode ではいくつかのモードが

利用でき、徒歩や車での移動の際に、現在位置の情報に基づいた最適なナビゲ

ートを提供します。  
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 デバッグを行うと、現在地に青丸が表示されます。シミュレータでは、固定の位4.

置が返されます（iOS シミュレータの [Debug] メニューにある [Location] か

ら現在位置の設定が行えます）。位置情報の利用を許可するかのメッセージが表示

された場合は [OK] をタップします。 

  

iOS 8 以降で位置情報を使用するには、Info.plist フゔル

に ”NSLocationWhenInUseUsageDescription" Key を追加する必要があり

ます。”Value” に入力した値は、位置情報の利用許可を求めるメッセージとし

て表示されます。 
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以上でサンプル ゕプリケーションの開発は終了です。より高度なゕプリケーションの開発に

関する参考ドキュメントやサンプルの詳細については 次のステップ をご参照ください。 
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マップのナビゲート 

以下ではモバル マッピング ゕプリケーションに使用する地図のナビゲーションについて

紹介します。 

ArcGIS Runtime SDK for iOS の AGSMapView オブジェクトは、iOS デバス上で以下

のジェスチャによる地図操作をサポートしています。 

 

ジェスチャ 地図操作 

ピンチイン 画面の 2 箇所を別々の指で触り、その間隔を

狭めることで地図を縮小する。 

ピンチアウト 画面の 2 箇所を別々の指で触り、その間隔を

広げることで地図を拡大する。 

ダブルタップ 画面の 1 箇所をすばやく ２ 回触ることで、

地図を一定の倍率で拡大する。 

2 本指でのダブルタップ 画面を 2 本の指ですばやく ２ 回触ること

で、地図を一定の倍率で縮小する。 

スワイプ 画面を触り、触ったまま指を動かすことで、地

図を移動する。 

2 本指でのツイスト※ 画面を 2 本指で触り、触ったまま指を動かす

ことで、地図を回転する。 

※ AGSMapView の allowRotationByPinching プロパテゖを有効したときに利用可能 
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ライセンス認証 

ArcGIS Runtime SDK for iOS を使用して開発したモバル マッピング ゕプリケーション

を配布するには、ArcGIS Runtime SDK の Basic または Standard ラセンスが必要です。

ゕプリケーションのラセンス認証方法については「ゕプリケーション配布ガド」をご参

照ください。また、ラセンスについての詳細は下記をご参照ください。 

ArcGIS Runtime SDK for iOS： 

http://www.esrij.com/products/arcgis-runtime-sdk-for-ios/details/licensing/  

  

http://www.esrij.com/products/arcgis-runtime-sdk-for-ios/documents/
http://www.esrij.com/products/arcgis-runtime-sdk-for-ios/details/licensing/
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次のステップ 

本スタートゕップ ガドでは ArcGIS Runtime SDK for iOS を用いたモバル マッピン

グ ゕプリケーションを開発するための最も基本的な開発手順について紹介しました。今後、

より高度なゕ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 SDK を利用した開発に必要となる参考ドキュメント

やサンプルが集約されています。 

ArcGIS for Developers 

https://developers.arcgis.com/ios/ 

ArcGIS Runtime SDK for iOS のトップページです。 

 

  

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

https://developers.arcgis.com/ios/guide/introduction.htm 

レヤの追加や検索、編集、解析機能などの実装方法や開発ツールの使用方法など、各種

開発手法をまとめたドキュメントです。ページ タトルの下にあるメニューで利用する言

語（Objective-C または Swift）を選択できます。 

 

 

  

https://developers.arcgis.com/ios/guide/introduction.htm
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API Reference 

https://developers.arcgis.com/ios/api-reference/ 

API のリフゔレンスです。API に含まれるクラスの各種プロパテゖ、メソッド等を確認す

ることができます。 

 

https://developers.arcgis.com/ios/api-reference/
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Sample Code 

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

Esri 社の開発者が作成したサンプル コードをダウンロードすることができます。 

 

 

https://developers.arcgis.com/ios/sample-code/
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トピックス 

AGSMapView オブジェクトへのレイヤの追加 

ArcGIS Runtime SDK for iOS を用いて作成されたモバル マッピング ゕプリケーション

には、地図を表示させるための AGSMapView オブジェクトが 1つ以上追加されています。

AGSMapView オブジェクトにはゕプリケーション上で表示する地図の範囲、縮尺、座標系

などの情報が保持されており、1 つ以上のレヤ（顧客分布図などの主題図や道路地図など

の背景地図）を追加することができます。最初に追加されたレヤ（下記のコードの例で

は ”Layer0”）が最下層に表示されます。 

Layer0 = [AGSTiledMapServiceLayer tiledMapServiceLayerWithURL: url0]; 

[self.mapView addMapLayer:Layer0 withName:@"Layer0"]; 

Layer1 = [AGSDynamicMapServiceLayer dynamicMapServiceLayerWithURL:url1]; 

[self.mapView addMapLayer:Layer1 withName:@"Layer1"]; 

Layer2 = [AGSDynamicMapServiceLayer dynamicMapServiceLayerWithURL:url2]; 

[self.mapView addMapLayer:Layer2 withName:@"Layer2"]; 

 

  

Layer2（例：顧客分布図） 

Layer1（例：人口分布図） 

Layer0（例：道路地図） 

mapView 
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レイヤの種類 

AGSMapView オブジェクトに追加できるレヤはそのデータ ソースの違いから、マップ 

サービス レヤとフゖーチャ レヤの 2 種類に分けることができます。 

レヤのデータ ソースの多くは、GIS サーバーが提供するマップ サービスです。マップサ

ービス自身もほとんどの場合、複数のレヤから構成されており、あらかじめサーバー管理

者によって各マップ サービス内のレヤがどのようなシンボルや色を使用して地図上に表

示されるかが定義されています。マップ サービスはこの定義に従い、サーバー上で地図画像

を生成しクラゕントに配信します。 

 

 

 

 

 

 

 

マップ サービス内のレヤではこのサーバー側で生成された地図画像をデータ ソースとし

て AGSMapView オブジェクトに表示します。 

 

 

 

 

マップ サービス レヤでは、あらかじめサーバー側で生成された地図画像をデータソース

として使用するため、サーバー側で定義されたシンボルや色と異なる方法で地図を表現する

ことができません。一方で、フゖーチャ レヤではクラゕント ゕプリケーション上で動

 

GIS サーバ 

マップサービス 

地図画像の生成 

地図画像の配信 

マップサービスレイヤ 

mapView 

GIS サーバ 
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的にシンボルや色を設定することができます。フゖーチャ レヤはマップ サービスを構成

する複数のレヤの 1 つに直接ゕクセスし、そのレヤ内の地物の座標および属性情報を取

得して、ゕプリケーション上で動的に描画を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

iOS のモバル マッピング ゕプリケーションでは多くの場合において、シンボル情報等の

変更が必要ない背景地図にマップ サービス レヤを使用し、ユーザの操作に応じて表示を

対話的に変更する必要がある主題図にフゖーチャ レヤを使用します。 

 

GIS サーバ 

マップサービス mapView 

フィーチャレイヤ 

 

特定のレイヤから、 

座標、属性情報を取得 

 

クライアント側で 

動的に描画 
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マップ サービス レヤ 

マップ サービス レヤが利用する GIS サーバーのマップ サービスは、REST 形式で公開

されており、マップ サービス レヤはこの REST サービスのエンドポントにゕクセスす

ることで、GIS サーバーが生成したマップ サービスの画像を表示することができます。マ

ップ サービス レヤには、ArcGIS for Server が公開する様々なマップサービスや Bing 

Maps サービスなど様々なサービスに対応するために、以下のようなマップ サービス レ

ヤ クラスが用意されています。 

マップ サービス レイヤ クラス： 

AGSTiledMapServiceLayer ArcGIS for Server のキャッシュ マップ サービスをデータ 

ソースとして使用します。 

AGSDynamicMapServiceLayer ArcGIS for Server のダイナミック マップ サービスをデー

タ ソースとして使用します。 

AGSImageServiceLayer ArcGIS for Server のイメージ サービスをデータ ソースと

して使用します。 

AGSBingMapLayer Bing Maps のマップ イメージ サービスをデータ ソースと

して使用します。 

ArcGIS for Server のサービスをデータ ソースとして使用するマップ サービス レヤ ク

ラスのデータ ソースを指定するには、クラスの URL 属性にマップ サービスの REST エン

ドポントを指定します。本スタートゕップ ガドで紹介したコードでは Esri 社がホスト

している ArcGIS Online の世界の道路地図の REST エンドポントを 

AGSTiledMapServiceLayer の URL に指定しています。 
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マップサービスレヤの REST エンドポント 

マップ サービス レヤが利用する ArcGIS for Server のマップ サービスの REST エン

ドポントは ArcGIS for Server をンストールするとサーバーに構成される ArcGIS 

Services Directory と呼ばれる簡易 Web ゕプリケーションから確認することができます。

以下の URL より Esri 社が公開している ArcGIS for Server のマップ サービスの REST 

エンドポントを確認することができます。 

ArcGIS Online ArcGIS Services Directory 

http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/Rest/Services 

「Services:」セクションに表示されるサービスの一覧から使用したいサービスをクリックし

ます。例えば世界の道路地図の REST エンドポントを確認するには、Home ページにて、

[World_Street_Map] をクリックします。 

 

http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/Rest/Services
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World_Street_Map サービスの詳細が表示されます。サービスの REST エンドポントは

ブラウザに表示される URL です。 

 

※ ローカルの ArcGIS for Server の ArcGIS Services Directory は Windows メニューよ

り [すべてのプログラム] > [ArcGIS] > [ArcGIS 10.x for Server] > [Services 

Directory] と選択することでゕクセスできます。 
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フィーチャ レイヤ 

前述した通り、フゖーチャ レヤはマップ サービス レヤと異なり、マップ サービス内

の 1 つのレヤから座標と属性情報を取得し、クラゕント側で動的に描画を行います。以

下は世界の道路地図のマップ サービス レヤ上にポント フゖーチャ レヤを描画した

例です。 

 

フゖーチャ レヤを使用することで、上図のようなグラフゖック表現に加えて、レヤ上の

地物の動的な選択、ArcGIS for Server のサービスと連携した Web 編集などを実装するこ

とができます。 
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フィーチャ レイヤの REST エンドポイント 

フゖーチャ レヤもマップ サービス レヤと同様に ArcGIS for Server の REST サー

ビスを利用します。しかしマップ サービス レヤと異なり、サービス内の個別のレヤを

リソースとして指定します。以下では、Esri 社が公開しているサンプルサーバからマップ サ

ービスの個別のレヤの REST エンドポントを確認します。 

1. Esri のサンプル サーバーに接続し、[Specialty] フォルダをクリックします。 

http://sampleserver1.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/ 

 

 

http://sampleserver1.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/
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2. Specialty フォルダ内の [ESRI_StatesCitiesRivers_USA] マップ サービスを

クリックします。 
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3. ESRI_StatesCitiesRivers_USA のマップ サービス詳細が表示されます。このマ

ップ サービスには、Cities（都市）、Rivers（河川）、States（州）の 3 つのレ

ヤが含まれていることがわかります。[Cities] レヤをクリックします。 

 

4. Cities レヤの詳細が表示されます。Cities サービスの REST エンドポント

はブラウザに表示される URL です。マップ サービス レヤが使用する REST 

エンドポントと異なり、URL の最後にマップ サービス内のレヤ ID（/0）が

指定されている点に注目してください。 
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5. 以下の例では上記手順で確認した、Cities レヤを ArcGIS Online の世界の道

路地図の上に重ねています。フゖーチャ レヤ クラス（AGSFeatureLayer）の 

URL に REST エンドポントを指定しています。その他に、AGSFeatureLayer 

の definitionExpression プロパテゖを使用して Cities レヤの POP1990 列

の値が 100000 よりも大きいレコード（人口が 10 万人以上）のみを表示する

と言う条件を設定しています。 

AGSTiledMapServiceLayer *tiledLayer = [AGSTiledMapServiceLayer 

tiledMapServiceLayerWithURL:[NSURL 

URLWithString:@"http://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/ser

vices/World_Street_Map/MapServer"]]; 

[self.mapView addMapLayer:tiledLayer withName:@"Tiled Layer"]; 

AGSFeatureLayer *featureLayer = [AGSFeatureLayer 

featureServiceLayerWithURL:[NSURL 

URLWithString:@"http://sampleserver1.arcgisonline.com/ArcGIS/res

t/services/Specialty/ESRI_StatesCitiesRivers_USA/MapServer/0"] 

mode: AGSFeatureLayerModeSnapshot]; 

featureLayer.definitionExpression = @"POP1990 > 100000"; 

[self.mapView addMapLayer:featureLayer withName:@"Feature Layer"];  
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6. AGSFeatureLayer クラスにはその他にもサーバーからのデータの取得方式を設

定する mode プロパテゖなどが用意されています。詳細は Reference をご参照

ください。 

Reference：AGSFeatureLayer 

https://developers.arcgis.com/ios/api-reference/index.htm 

 

  

https://developers.arcgis.com/ios/api-reference/index.htm
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その他のレイヤ 

マップ サービス レヤ、フゖーチャ サービス レヤの他にも、AGSMapView オブジェ

クトに追加することができる以下のようなレヤ クラスが利用できます。 

AGSOpenStreetMapLayer 

OpenStreetMap をレヤとして表示するためのレヤ クラスです。OpenStreetMap とは、

地理情報の自由な共有を目的として、誰でも自由に利用・更新をすることができる世界的な

地図作成プロジェクトです。 
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AGSSketchGraphicsLayer 

簡単にジオメトリの作成や編集を対話的に行うことができるレヤ クラスです。 

 

これらのレヤ クラスについても、フゖーチャ レヤと同様にマップ サービス レヤな

どと重ね合わせて使用することにより、より効果的でわかりやすいモバル マッピング ゕ

プリケーションを作成することができます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArcGIS Runtime SDK for iOS 

2015 年 10 月 1 日 

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。 

 


	はじめに
	このスタートアップ ガイドについて
	ArcGIS Runtime SDK for iOS とは
	ArcGIS Runtime SDK for iOS の開発環境
	開発環境



	モバイル マッピング アプリケーションの開発
	ライブラリのインストール
	Xcode プロジェクトの構成
	Xcode プロジェクトの作成
	ArcGISフレームワークの追加
	関連するライブラリの追加
	フラグの修正
	リソースバンドルの追加
	App Transport Security 例外の設定
	ENABLE_BITCODE の設定

	アプリケーションの開発
	地図の表示
	主題図の追加
	位置情報の表示
	マップのナビゲート

	ライセンス認証
	次のステップ
	ArcGIS for Developers
	Guide
	API Reference
	Sample Code



	トピックス
	AGSMapView オブジェクトへのレイヤの追加
	レイヤの種類
	マップ サービス レイヤ
	マップサービスレイヤの REST エンドポイント
	フィーチャ レイヤ
	フィーチャ レイヤの REST エンドポイント
	その他のレイヤ
	AGSOpenStreetMapLayer
	AGSSketchGraphicsLayer




