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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」「アクセスタイプ」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 *更新のみ 

（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年期間の更新契約のみとなります。 

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。 

・お客様ご自身が所有またはリースし、かつお客様ご自

身が管理しているコンピュータにのみ、ソフトウェアをイン

ストールし使用することができます。 

※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
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アクセスタイプ 
オートデスクのソフトウェアのアクセスタイプは、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。以下に詳細をご説明します。 

 

 

サブスクリプション 

（期間ライセンス） 

 

保守プラン *更新のみ 

（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、1人のユーザーがソフトウェアを専有し

て使いたい場合に適しています。 

特定個人に割り当てられるスタンドアロン

のライセンス形態です。（指名ユーザー） 

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。 

・Autodesk ID を他の個人と共有すること

はできません。 

・インターネットアクセスが必要です。 

・さらに詳しく知りたい方は、シングルユー

ザーサブスクリプシ ョン と Autodesk 

Knowledge Networkで検索して下さい。 

「シングルユーザーの保守プラン」は、1人

のユーザーがソフトウェアを専有して使い

たい場合に適しています。 

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

するライセンス形態です。 

・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、複数人のユーザーでソフトウェアを交

代で共有して使いたい場合に適していま

す。 

使用期間を設けたネットワークライセンス

となります。1 年または複数年の使用期間

から選択できます。 

・サーバとクライアントに対象ソフトウェアを

インストールして、その同時起動数は購入

いただいたライセンス数が上限となりま

す。 

・さらに詳しく知りたい方は、マルチユーザ

ー サ ブ ス ク リ プ シ ョ ン と Autodesk 

Knowledge Networkで検索して下さい。 

「マルチユーザーの保守プラン」は、複数

人のユーザーでソフトウェアを交代で共有

して使いたい場合に適しています。 

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。 

・サーバとクライアント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」と

一緒にライセンスの統合管理ができます。 

※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。 

https://knowledge.autodesk.com/ja/search?search=%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%96%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&sort=score
https://knowledge.autodesk.com/ja/search?search=%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%96%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&sort=score
https://knowledge.autodesk.com/ja/search?search=%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%96%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&sort=score
https://knowledge.autodesk.com/ja/search?search=%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%96%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&sort=score
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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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した。 

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できるほか、製品配送を待たず、直ち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、ご希望されるアクセスタイプにより、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選択できます。 

サブスクリプションは、1 ヵ月、3 ヵ月、1年、複数年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。 

* 保守プランは、1年期間の更新契約のみとなります。 

 

Switch (切り替え) 

保守プランからサブスクリプション（業界別コレクション/単体製品）へ移行するマテリアルタイプです。または、 

サブスクリプションからサブスクリプション（業界別コレクション）へ移行するマテリアルタイプです。 

* 切り替えパスの可否をご確認下さい。 

* 注文時に、お客様情報の提出が必要です。 

* 前バージョン使用特典により、新旧バージョンの併用ができるので、スムーズな移行を計画実施できます。 

 

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 

 

シングルユーザーサブスクリプションでは、 

ソフトウェア製品やクラウドサービスを使用する「指名ユーザー」を割り当てるために、個人を識別できる個別の

Emailアドレスが必要となります。グループまたは汎用の Emailアドレスは規約上として使用できません。 

「指名ユーザー」の割り当て方法は、こちらもご参考にして下さい。 

 

 

 

 

https://www.autodesk.co.jp/collections
https://www.autodesk.co.jp/collections
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/docs/pdfs/subscription-2017-administrators-guide-jp_web_0622.pdf
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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: 保守プランから切り替え 

E: サブスクリプションから切り替え 

 

サブスクリプション（期間ライセンス） 

ご希望のアクセスタイプ 

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: 保守プランから切り替え 

（業界別コレクション/単体製品）へ移行 

Subscription Switched From 

Maintenance *7 

Subscription Switched From 

Maintenance *7 

E: サブスクリプションから切り替え

（業界別コレクション）へ移行 

Subscription Switch from 

Category *7*8 

Subscription Switch from 

Category *7*8 

 

*補足説明（ライセンス購入チャート） 

*1 複数本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。 

*2 複数本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。 

*3 既存契約のシングルユーザーサブスクリプションにライセンスを追加購入されたい場合。 

*4 既存契約のマルチユーザーサブスクリプションにライセンスを追加購入されたい場合。 

*5 追加購入されるライセンスは全て、既存契約と同じ使用期間かつ同じアクセスタイプのサブスクリプションが必要。 

*6 同じ契約期間かつ同じアクセスタイプとしてサブスクリプション契約が継続更新されます。 

*7 切り替えパスの可否をご確認下さい。 

*8 切り替え元の製品により、Category 1 と Category 2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: 保守プランを継続する 

 

保守プラン（永久ライセンス） 

ご希望のアクセスタイプ 

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: 保守プランを継続 maintenance plan Renewal *1 maintenance plan Renewal *1 

 

*補足説明（ライセンス購入チャート） 

*1 保守プランは、1 年期間の更新契約のみとなります。保守プランの新規契約および永久ライセンスの販売は終了

しています。 

 

※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： Fusion 360 CLOUD の新規サブスクリプションメンバー（3か月期間ライセンス）になる。 

⇒  3か月期間のシングルユーザーサブスクリプションを初回 2本購入する場合 

Autodesk Fusion 360 CLOUD New Single-user Quarterly Subscription    2本 

※お客様情報の提出が必要です。 

 

例 2： 建設・土木業界向けコレクションのサブスクリプションメンバー（2年期間ライセンス）になる。 

⇒  2年期間のマルチユーザーライセンスを初回 8本ご契約いただく場合 

Architecture Engineering Construction Collection New Multi-user 2-Year Subscription  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（1年期間ライセンス）にライセンス追加する。 

⇒  既存契約のシングルユーザーサブスクリプションに 3本ライセンスを追加購入されたい場合。 

AutoCAD New Single-user Additional Seat Annual Subscription     3本 

※お客様情報の提出が必要です。 

※既存契約の残期間より、追加ライセンスの費用を月割り計算します。 

 

例 4： 製造業界向けコレクションのサブスクリプションメンバー（1年期間ライセンス）にライセンス追加する。 

⇒  既存契約のマルチユーザーサブスクリプションに 5本ライセンスを追加購入されたい場合。 

Product Design Collection New Multi-user Additional Seat Annual Subscription    5本 

※お客様情報の提出が必要です。 

※既存契約の残期間より、追加ライセンスの費用を月割り計算します。 

 

例 5： Mayaのサブスクリプションメンバー（3か月期間ライセンス）にライセンス追加する。 

⇒  既存契約のシングルユーザーサブスクリプションに 6本ライセンスを追加購入されたい場合。 

Autodesk Maya New Single-user Additional Seat Quarterly Subscription   6本 

※お客様情報の提出が必要です。 

※既存契約の残期間より、追加ライセンスの費用を月割り計算します。 
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C: サブスクリプションを継続する 

例 6： AutoCAD LTのサブスクリプション（1年期間ライセンス）を継続更新する。 

⇒  1年期間のシングルユーザーサブスクリプションを 8本継続して契約更新いただく場合 

Autodesk AutoCAD LT Single-user Annual Subscription Renewal    8本 

※お客様情報の提出が必要です。 

 

例 7： 3ds Maxのサブスクリプション（3年期間ライセンス）を継続更新する。 

⇒  3年期間のマルチユーザーサブスクリプションを 7本継続して契約更新いただく場合 

Autodesk 3ds Max Multi-user 3-Year Subscription Renewal     7本 

※お客様情報の提出が必要です。 

 

D: 保守プランから切り替え 

例 8： Product Design Suite Ultimate保守プランからサブスクリプション（業界別コレクション）に切り替え。 

⇒  3年期間の製造業界向けコレクション（マルチユーザーサブスクリプション）に 6本移行する場合 

Product Design Collection Multi-user 3-Year Subscription Switched From Maintenance  6本 

※お客様情報の提出が必要です。 

 

E: サブスクリプションから切り替え 

例 9： AutoCADサブスクリプションからサブスクリプション（業界別コレクション）に切り替え。 

⇒  1年期間の建設・土木業界向けコレクション（シングルユーザーサブスクリプション）に 3本移行する場合 

AEC Collection Single-user Annual Subscription Switch from Category 2   3本 

※お客様情報の提出が必要です。 

※既存契約の残期間より、切り替えの費用を月割り計算します。 

※契約期間とアクセスタイプを切り替え時に変更することはできません。 

※AutoCADサブスクリプションからの切り替えは Category 2 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。 

 

Autodesk、Fusion 360、Architecture Engineering Construction Collection、AutoCAD、Product Design Collection、Autodesk Maya、

AutoCAD LT、Autodesk Product Design Suite、3ds Maxは、米国および／またはその他の国々における、Autodesk, Inc. その子会社、関連会

社の登録商標または商標です。その他のすべてのブランド名、製品名、または商標は、それぞれの所有者に帰属します。オートデスクは、通知を

行うことなくいつでも該当製品の提供および機能を変更する権利を留保し、本書中の誤植または図表の誤りについて責任を負いません。 
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