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オートデスク製品のライセンス選択方法について 
 

 

本書では、オートデスク製品のライセンス選択方法についてご案内いたします。 

お客様は予算や事業ニーズに合わせて、「ライセンス形態」「インストール形態」の組合せより、様々なライセンス

の購入オプションを選択いただくことができます。 

オートデスク最新のデザインツールやクラウドサービスでお客様ご自身の競争力を高めて下さい。 
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ライセンス形態 
オートデスクのソフトウェアのライセンス形態は、大きく 2つに分けられます。 

以下、それぞれのライセンス形態をご説明します。 

 

 

サブスクリプション 

（期間ライセンス） 

 

保守プラン 

（永久ライセンス） 

概

要 

サブスクリプションメンバーシップになると、最も柔軟かつ

コスト効率の高い方法で最新のデザインツールを利用で

きます。 

お客様は、予算や事業ニーズに合わせて、1 ヵ月、3 ヵ

月、1 年、複数年の期間を選択してサブスクリプションメ

ンバーシップになることができます。 

保守プランでサブスクリプションメンバーになれば、所有

の永久ライセンスのソフトウェアを常に最新の状態に維

持することができます。 

保守プランは、1年、複数年の期間から選択できます。 

利

点 

ソフトウェア購入の初期投資を抑えたいお客様、ソフトウ

ェア使用期間に応じて柔軟な購入オプションを求めるお

客様に適しています。オートデスク最新のデザインツー

ルやクラウドサービスでお客様ご自身の競争力を高めて

下さい。 

長期的かつ継続的にソフトウェアを使用されるお客様に

適しています。オートデスク最新のデザインツールやクラ

ウドサービスでお客様ご自身の競争力を高めて下さい。 

 

使

用

者 

 

シングルユーザーサブスクリプション： 

・使用者とライセンスは 1 対 1の関係になっています。ソ

フトウェアを使用するための Autodesk ID は、その指名

ユーザーのみが使用し、他の誰とも共有できません。 

・指名ユーザーは対象ソフトウェアおよびサブスクリプシ

ョン特典をインストールし使用することができます。 

・お客様が法人の場合、契約管理者は指名ユーザーを

指定します。必要に応じて従業員および構内で働いてい

る請負業者のみの範囲内で再割り当てできます。クラウ

ドサービスを除き、指名ユーザーには子会社、関連会

社、その他の関係者を含みません。 

マルチユーザーサブスクリプション： 

・お客様が法人の場合、従業員および構内で働いている

請負業者となります。特典のクラウドサービスを除き、子

会社、関連会社、その他の関係者を含みません。 

シングルユーザーおよびマルチユーザー： 

・お客様が法人の場合、その従業員ならびに構内で働い

ている請負業者が対象ソフトウェアの使用者となりえま

す。特典のクラウドサービスを除き、子会社、関連会社、

その他の関係者を含みません。 

※サブスクリプションと保守プランの詳細は、Autodesk Subscriptionサービス のご紹介ページをご覧下さい。 

※オートデスク使用許諾およびサービス契約はこちらをご参照下さい。 

※サブスクリプションと保守プランの規約はこちらをご参照下さい。 

http://www.autodesk.co.jp/subscription/overview
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/software-license-agreements
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-terms-and-conditions
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インストール形態 
オートデスクのソフトウェアのインストール形態には、大きく 2つに分けられます。 

シングルユーザーとマルチユーザーです。以下、ライセンス形態それぞれのインストール形態をご説明します。 

 

 

サブスクリプション 

（期間ライセンス） 

 

保守プラン 

（永久ライセンス） 

シングルユーザー 

（スタンドアロン） 

 

「シングルユーザーのサブスクリプション」

は、特定の個人に割り当てられるスタンドア

ロンの指名ユーザーライセンスです。 

1人の指名ユーザーが固有の Autodesk ID

で使用ライセンスにアクセスします。 

・指名ユーザーは Autodesk IDを他のユー

ザーと共有することはできません。 

・「サブスクリプション」のシングルユーザー

のソフトウェア認証にはインターネットアクセ

スが必要です。 

 

「シングルユーザーの保守プラン」は、1 台

の単体コンピュータ上に、本ソフトウェアの 

1 コピーのみをインストール使用する形態

です。 

・ネットワーク接続を使用して、別のコンピュ

ータから本ソフトウェアにアクセス、操作する

ことは使用許諾契約上の違反となります。 

マルチユーザー 

（ネットワーク） 

 

※ライセンス許可数 5本の場合 

「マルチユーザーのサブスクリプション」は、

利用期間を設けたネットワークライセンスと

なります。1 年または複数年の利用期間か

ら選択できます。 

・サーバ コンピュータに対象ソフトウェアを

インストールして、その同時起動数が固定さ

れるネットワークライセンス形態です。同時

起動数は購入いただいたライセンス数が上

限となります。 

・永久ライセンスをマルチユーザーで使用し

ているライセンス ファイル テクノロジーと同

じテクノロジーが活用されます。 

・既存の永久ライセンスのマルチユーザー

管理サーバに追加される「マルチユーザー

のサブスクリプション」を統合管理できます。 

「マルチユーザーの保守プラン」は、永久ラ

イセンスとしてのネットワークライセンスとな

ります。 

・サーバ コンピュータに対象ソフトウェアを

インストールして、その同時起動数が固定さ

れるネットワークライセンス形態です。同時

起動数は購入いただいたライセンス数が上

限となります。 

・「マルチユーザーのサブスクリプション」を

統合管理できます。 

※サブスクリプションと保守プランの詳細は、Autodesk Subscriptionサービス のご紹介ページをご覧下さい。 

※オートデスク使用許諾およびサービス契約はこちらをご参照下さい。 

※サブスクリプションと保守プランの規約はこちらをご参照下さい。 

http://www.autodesk.co.jp/subscription/overview
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/software-license-agreements
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-terms-and-conditions


 

4 

Ver.18 Sales Operations 2016.02.01 

ソフトウェアとライセンスの提供形態 

電子納品（ダウンロード）方式 

オートデスクでは、2016 年 2 月 7 日より、現在媒体メディアつきで販売しているすべてのオートデスク製品の

ソフトウェアおよびライセンス提供方法を、電子納品（ダウンロード）方式に完全に移行します。完全移行後は、

ご購入製品のソフトウェア提供はすべてダウンロードのみとなりますが、媒体メディアはオプションとして有償で

のご購入が可能です。 

 

電子納品のメリット：お客様専用の Web ポータルサイト - Autodesk Account - で、製品ダウンロードならびに

シリアル番号を安全に管理することができるほか、配送を待たず、すぐにご購入製品の使用を開始できます。 

 

※詳細についてはこちらの FAQ をご参照ください。 

 

 

媒体メディアの購入方法 

媒体メディアはオプションとして有償でのご購入が可能です。最新バージョンと 3 世代前までのバージョンに対し

てご提供いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.autodesk.com/temp/pdf/Customer_FAQ_JP_Feb_7_ELD.pdf?_ga=1.44266276.1259721308.1408599559
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マテリアルタイプ 
ライセンスを購入時には、マテリアルタイプを決めていただく必要があります。 

現在の導入状況、ご希望されるインストール形態により、詳細のマテリアルタイプが決まります。 

 

マテリアルタイプの説明 

New (新規) 

オートデスク製品を新規導入される場合、または追加購入される場合のマテリアルタイプです。 

お客様は、予算や事業ニーズに合わせて、または製品や使用状況に応じて、期間契約は、1ヵ月、3ヵ月、1年、

複数年、または保守プラン（永久ライセンス）の期間オプションから選択できます。 

* 注文時に、お客様情報の提出が必要です。 

 

Renewal (更新) 

サブスクリプションや保守プランの期間契約を継続される場合のマテリアルタイプです。 

* 注文時に、お客様情報の提出が必要です。 

 

Crossgrade (クロスグレード) 

クロスグレードとは、ある製品（最新バージョン）から別の上位製品（最新バージョン）へ移行するマテリアルタイ

プです。現行販売されている最新バージョン製品が購入対象となります。 

* 保守プラン（永久ライセンス）が対象です。 

* クロスグレード先製品のインストール後はクロスグレード元製品のライセンス使用権が無効になります。 

* 注文時に、お客様情報の提出が必要です。 

 

注意 

*お客様情報の必要項目 

[ 法人ユーザー ] 会社名、担当者名、会社住所、E メールアドレス、契約番号、製品シリアル番号など 

[ 個人ユーザー ] お名前、住所、E メールアドレス、契約番号、製品シリアル番号など 
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ライセンス購入チャート 

A: 初めてサブスクリプションメンバーになる 

B: 同じ製品を追加してサブスクリプションメンバーになる 

C: サブスクリプションの期間契約を継続する 

D: 異なる製品へクロスグレードする 

 

サブスクリプション（期間ライセンス） 

ご希望のインストール形態 

とライセンス形態 

 

 

 

 

導入状況 

シングルユーザー 

サブスクリプション 

（スタンドアロンの期間ライセンス） 

マルチユーザー 

サブスクリプション 

（ネットワークの期間ライセンス） 

A: 初めてのサブスクリプション New single-user subscription *1 New multi-user subscription *2 

B: 同製品追加のサブスクリプション 
New single-user 

Additional Seat subscription *3*5 

New multi-user 

Additional Seat subscription *4*5 

C: サブスクリプション期間契約を継続 
single-user subscription Renewal 

*6 

multi-user subscription Renewal 

*6 

D: 異製品へのクロスグレード 適用なし *7 適用なし *7 

 

*補足説明（ライセンス購入チャート） 

*1 複数のシングルユーザーサブスクリプションをまとめて初回注文されたい場合、複数分すべてこちらになります。 

*2 複数のマルチユーザーサブスクリプションをまとめて初回注文されたい場合、複数分すべてこちらになります。 

*3 既存のシングルユーザーサブスクリプションに追加購入されたい場合、2本目からはこちらになります。 

*4 既存のマルチユーザーサブスクリプションに追加購入されたい場合、2本目からはこちらになります。 

*5 追加購入されるライセンスは全て、同じ契約期間かつ同じサポートタイプのサブスクリプションにご契約いただく必

要があります。 

*6 同じ契約期間かつ同じサポートタイプとしてサブスクリプションが継続更新されます。 

*7 異なる製品を新規購入としてサブスクリプションメンバーにご契約いただく必要があります。 

 

 

 

※ご購入に関しましては、認定販売パートナー検索 もしくは オンラインストア をご参照下さい。 

http://www.autodesk.co.jp/resellers/locate-a-reseller
http://store.autodesk.co.jp/store/adskjp/ja_JP/DisplayHomePage
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ライセンス購入チャート 

A: 初めて保守プランと製品購入する 

B: 同じ製品の保守プランを複数購入または追加購入する 

C: 保守プランを継続する 

D: 異なる製品へクロスグレードする 

 

保守プラン（永久ライセンス） 

ご希望のインストール形態 

とライセンス形態 

 

 

 

 

導入状況 

シングルユーザー 

保守プラン 

（スタンドアロンの永久ライセンス） 

マルチユーザー 

保守プラン 

（ネットワークの永久ライセンス） 

A: 初めての保守プランと製品購入 
maintenance plan と 

New single-user *1 

maintenance plan と 

New multi-user *1 

B: 同製品の保守プランを追加 

maintenance plan と 

New single-user Additional Seat 

*1*2*4 

maintenance plan と 

New multi-user Additional Seat 

*1*3*4 

C: 保守プランを継続 maintenance plan Renewal *5 maintenance plan Renewal *5 

D: 異製品へのクロスグレード Crossgrade *6*7 Crossgrade *6*7 

 

*補足説明（ライセンス購入チャート） 

*1 一部の製品に適用があります。 

*2 複数のシングルユーザーライセンスを一元管理されたい場合、2本目からはこちらの購入になります。 

*3 同じサーバでマルチユーザーライセンスを一元管理されたい場合、2本目からはこちらの購入になります。 

*4 追加購入されるライセンスは全て、同じ契約期間かつ同じサポートタイプの保守プランにご契約いただく必要があ

ります。 

*5 同じ契約期間かつ同じサポートタイプとして保守プランが継続更新されます。 

*6 最新バージョン(現行販売の製品)が対象となります。 

*7 シングルユーザーからマルチユーザーの Crossgradeは、ライセンス数分の multi-user License Activation Fee

が別途必要となります。 

 

※ご購入に関しましては、認定販売パートナー検索 もしくは オンラインストア をご参照下さい。 

http://www.autodesk.co.jp/resellers/locate-a-reseller
http://store.autodesk.co.jp/store/adskjp/ja_JP/DisplayHomePage
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購入例 

A: 初めての導入 

例 1： AutoCADのサブスクリプションメンバー（期間ライセンス）になる。 

⇒  1年期間のシングルユーザーライセンスをベーシックサポート付きで初回 1本ご契約いただく場合 

AutoCAD New single-user Annual subscription with Basic Support   1本 

※お客様情報の提出が必要です。 

 

例 2： Building Design Suiteのサブスクリプションメンバー（期間ライセンス）になる。 

⇒  ３年期間のシングルユーザーライセンスをアドバンスサポート付きで初回 8本ご契約いただく場合 

Building Design Suite New single-user 3-Year subscription with Advanced Support  8本 

※お客様情報の提出が必要です。 

 

 

B: 同じ製品を追加購入する 

例 3： AutoCADのサブスクリプションメンバー（期間ライセンス）にライセンス追加する。 

⇒  例 1の既存契約に 3ライセンスを追加購入いただく場合 

AutoCAD New single-user Additional Seat Annual subscription with Basic Support  3本 

※お客様情報の提出が必要です。 

 

例 4： Building Design Suiteのサブスクリプションメンバー（期間ライセンス）にライセンス追加する。 

⇒  例 2の既存契約に 1ライセンスを追加購入いただく場合 

Building Design Suite New single-user Additional Seat 3-Year subscription with Advanced Support 1本 

※お客様情報の提出が必要です。 

 

例 5： Product Design Suiteの保守プラン（永久ライセンス）にライセンス追加する。 

⇒  マルチユーザー（ネットワーク）のアドバンスサポート付き既存契約に 8 ライセンスを追加いただく場合 

Product Design Suite maintenance plan with Advanced Support    8本 

Product Design Suite New multi-user Additional Seat      8本 

※お客様情報の提出が必要です。 
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C: サブスクリプションメンバーを継続する 

例 6： AutoCAD LTのサブスクリプション（期間ライセンス）を継続更新する。 

⇒  1年期間のアドバンスサポート付きシングルユーザー既存契約を継続して 8本更新いただく場合 

AutoCAD LT single-user Annual subscription Renewal with Advanced Support   8本 

※お客様情報の提出が必要です。 

 

例 7： 3ds Maxの保守プラン（永久ライセンス）を継続更新する。 

⇒  1年期間のベーシックサポート付き保守プラン既存契約を継続して 3本更新いただく場合 

3ds Max maintenance plan (1 year) (Renewal)         3本 

※お客様情報の提出が必要です。 

 

D: 異なる製品へクロスグレードする 

例 8： Infrastructure Design Suiteの保守プラン（永久ライセンス）にクロスグレードする。 

⇒  AutoCAD（保守プラン無し）から Infrastructure Design Suiteのアドバンスサポート付き 8本クロスグレード 

Infrastructure Design Suite maintenance plan with Advanced Support    8本 

Infrastructure Design Suite Crossgrade from Current Version    8本 

※お客様情報の提出が必要です。 

※シングルユーザーからマルチユーザーの Crossgradeは、ライセンス数分の multi-user License Activation Fee

が別途必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

※ご購入に関しましては、認定販売パートナー検索 もしくは オンラインストア をご参照下さい。 
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