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開発者サポート サービス内容 

2021年10月版 

 

開発者サポート サービスは、Esri 製品サポートサービスではサポート対象範囲外となる、開発者向けのQ&A サポートを有償にて

提供します。 

1. サービス内容 

1-1. 対応範囲（サービス比較表） 
サービス名 サービス内容 契約 担当者 

Esri 製品サポート

サービスに含まれ

るQ&Aサポート 

インストールに関する Q&A 

ユーザーインタフェースに関する Q&A 

保守契約 （注1） 

年間契約型 
サポート担当者 

開発者サポート 開発 API に関する Q&A （注2） （注3） 開発者サポート （注4） サポート担当者 

コンサルティング 

サービス 

インストール & セットアップ 

システムチューニング 

コーディング支援サービス 

データ作成支援サービス 

空間分析支援サービス 

GIS 導入支援サービス 

GIS 戦略立案 

各種プロジェクト支援 

個別契約 
各プロジェクトの 

担当コンサルタント 

注1. 製品購入初年度の保守サービスは、製品価格に含まれています。次年度以降は保守契約を更新することで継続利用が可能

です。（保守対象外の製品を除きます） 

注2. 詳細は「2.インシデント」、「1-2.サポート対象の開発 API および製品」の項目を参照 

注3. 1 つのお問い合わせに多数のインシデントが潜在しており、工数・工期の見積が必要な場合は開発者サポートで対応するこ

とはできません。別途コンサルティングサービスをご契約ください。 

注4. 10 インシデント (有効期限： 1 年間) 

1-2. サポート対象の製品および開発 API 
開発 API とは、Esri が提供する以下の API、および開発製品の開発コンポーネントを指します。お客様固有の要件に基づくカス

タマイズへの対応、コーディング支援・デバッグ支援は、別途コンサルティングサービスをご利用下さい。また、製品ライフサイクル

上リタイアしたバージョンの API についてはサポート対象外となります。 

 ArcObjects （.NET） 

 ArcPy 

 ArcGIS API for JavaScript 

 ArcGIS Pro SDK for .NET 

 ArcGIS Runtime API (SDK) for .NET 

 ArcGIS Runtime API (SDK) for iOS 

 ArcGIS Runtime API (SDK) for Android 

 ArcGIS API for Python 

 ArcGIS REST API 

 Python（Esri CityEngine） 

※ 開発環境固有の問題についてはサポート対象外となります。 

上記に記載されていない製品のサポート対応につきましては「3-2．本サービスに関するお問い合わせ先」に記載の Web サイトよ



2 

りお問い合わせください。 

1-3. 対象ユーザー 
Esri 製品サポートサービスの有効な製品をお持ちの方 

1-4. My Esriで受付 
My Esri からケースをリクエストする際、「アプリケーション サポート」にチェックを入れてお問い合わせいただくことで、開発者サポ

ートとして受け付けます。 

※ 当サポートへの技術的なお問い合わせは電話及びメールでは受け付けておりません。 

1-5. 受付期間 
24 時間 ・ 365 日 

1-6. 対応期間 
月曜日から金曜日まで 9 時～17 時（年末年始、祝祭日及び弊社の休日を除く） 

1-7. 有効期間 
注文受付月の翌月 1 日を起算日として 1 年間 

1-8. 契約 
10 インシデント単位の契約 

2. インシデント 

2-1. インシデントとは 
インシデントとは、お客様からいただいたお問い合わせ内容 （注5） のうち、これ以上細分化できない最小の質問 （注6） 単位を指しま

す。お問い合わせの回数を指すものではありません。また、1 回のお問い合わせ内容に複数の質問が含まれている場合は、お問

い合わせを分割し、それぞれの質問の内容に応じたインシデント数が消費されます。 （注7） （注8） 

なお残りのインシデント数につきましては My Esri 上の [サポート] タブ → [テクニカル サポートの概要] からご確認いただけま

す。My Esri では以下のように表示されます。 

 残り 10 インシデントの場合 ： 「10 組織の利用可能なアプリケーション サポートケース」  

インシデント消費の具体的な例として下記の「2-4．消費インシデント数の例」をご参照ください。 

 

注5. 本文書で示す『お問い合わせ』とは、質問者が当サポート宛に送られた内容を指します。 

注6. 本文書で示す『質問』とは、1 インシデントに該当するように細分化されたお問い合わせ内容を指します。 

注7. はじめに寄せられた質問への回答が提示されなかったとしても、代替回避方法が提供された場合、あるいは代替回避方法が

存在しない場合でもインシデントは消費されます。 

注8. 以下の情報を提示した場合には、インシデントを消費します。 

 （お問い合わせいただいた情報から）現時点で考えられる原因を示した場合 

 次回発生時に必要な情報とその理由を示した場合 

 環境依存、製品マニュアルに記載のない操作が原因の問題 

 

2-2. お問い合わせのキャンセル 
MyEsri 上のケースにて担当者（アナリスト）が割り当てられた時点でお問い合わせのキャンセルはできません。お客様が自己解決

された場合も同様です。 

2-3. インシデントの消費 
インシデントは My Esri 上からアプリケーション サポートとしてケースをリクエストした時点で消費されます。 

2 インシデント以上消費する新規お問い合せをいただいた場合、対応開始前に消費インシデント数をご連絡いたします。また、継

続したお問い合せの中で新たにご質問が発生した場合につきましても、対応前にインシデント消費対象となることを確認した後に

消費されます。したがって、お客様からこれに対するご返答をいただくまでは、該当するお問い合わせの対応を開始することができ
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ませんのでご注意ください。 

質問内容が弊社製品の不具合が原因でかつ代替の回避方法が提供できない場合、該当のお問い合わせで消費したインシデント

は返却いたします。また、担当者が割り当てられる前に自己解決の旨をご連絡いただいた場合もインシデントを返却いたします。 

2-4. 消費インシデント数の例 
ヘルプなどのドキュメントをもとにAPI の使用方法についてご案内いたします。質問内容に対応したサンプルコードが既存のドキュ

メントとして存在する場合は、併せてサンプルコードも提供いたします。 

 

お問い合わせ例 A  

お問い合わせ内容 「特定のフィーチャクラスをレイヤーとして追加する方法を教えてください。」 

消費インシデント数 1 インシデント 

回答内容 特定のフィーチャクラスからレイヤーオブジェクトを作成し、マップに追加する方法を紹介 

 

お問い合わせ例 B  

お問い合わせ内容 
「CSV 形式の XY データを ArcGIS Proに追加する方法と追加したポイントを属性値に基

づいて個別値分類表示する方法も教えてください。」 

消費インシデント数 2 インシデント 

回答内容 
1. XY データの追加 

2. 個別値分類の設定 

 

お問い合わせ例 C  

お問い合わせ内容 
「特定のフィーチャにバッファを発生させて、そのバッファをマップ上に点線で描画する方

法を教えてください。」 

消費インシデント数 2 インシデント 

回答内容 
1. 特定のフィーチャにバッファを発生させる方法  

2. 図形を点線でマップ上に描画する方法 

 

お問い合わせ例 D  

お問い合わせ内容 「前回の回答で紹介されたメソッドを使ってみましたがエラーが起きてしまいます。」 

消費インシデント数 同一インシデント内で回答します。追加のインシデントは不要です。 

回答内容 回避策を調査・回答 

※ 回答に直接関連する質問については、再質問が可能です。当初の質問から派生した新規のご質問については別途、インシデ

ントが必要です。 

お問い合わせ例 E  

お問い合わせ内容 
「ユーザーにより効果的にデータを見せるマップの作成方法を模索しています。何か良い

表現方法をご提案いただけないでしょうか」 

消費インシデント数 お客様固有の要件に基づく実装方法の検討は開発者サポートでは対応できません。 

 

お問い合わせ例 F 作成したプログラムのデバッグ支援に相当する場合 

お問い合わせ内容 
「プログラムを作成しましたが正しい結果が得られません。ソースコードを送ります。どこが

間違っているのでしょうか。」 

消費インシデント数 作成したプログラムのデバッグ支援に相当するため開発者サポートでは対応できません。 

※ お客様固有の要件に基づくコーディング支援、デバッグ支援、お客様にて開発されたプログラムの確認はサポート対象外となり

ます。別途有償のコンサルティングサービスをご検討ください。Esri 製品の不具合が疑われる場合には、問題を再現できる処理の

みを実装した、必要最小限の再現用プログラムのご用意をお願いする場合があります。 

3. その他 

3-1. 注意事項 
 Esri 製品サポートサービスでサポート対応できる範囲に含まれるご質問であっても、開発者サポートへお問い合せいただ

いた場合はインシデントを消費いたします。あらかじめ Esri 製品サポートサービスで回答できる内容かどうかをご確認くだ

さい。 

 開発者サポートによって提供されるプログラムコードは、操作例を紹介するものであり、お客様の環境における動作を保証
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するものではありません。 

 他ソフトウェアへの組み込み時の問題や特定の機種でのみ発生する問題に関してはサポート対象外となります。 

 解決された場合はその旨をご連絡ください。お問い合わせの解決後に、継続したご質問をされる場合は新規にお問い合

わせいただき、継続の内容と判断された場合は同一インシデントにて対応させていただきます。 

 サポート対応のバージョンは、各製品のライフサイクルに準じます。 

 開発者サポートによって提供されるプログラムのコードはあくまでもサンプルのため、目的に応じお客様にて修正のうえ使

用されることを前提としています。 

 開発者サポート サービスへのお問い合わせ対応は、Esri 製品サポート サービスに付随する Q&A サポートと同等の優

先順位での対応となります。 

 本サービス内容については予告なく変更される場合があります。 

3-2. 本サービスに関するお問い合わせ先 
ESRIジャパンの Web サイト（https://www.esrij.com/form/inquiry/）からお問い合わせください。 

4. 購入方法 

「開発者サポート」は、Esri 製品をご購入された販売店様、もしくは下記 URL に記載の弊社ビジネスパートナー様よりご購入くださ

い。購入方法につきましては、ご購入（https://www.esrij.com/purchases/）をご参照ください。 
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