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新しいライセンスモデルへの変更
～サインインライセンスのセットアップを一挙公開～

2020年3月



シリアル番号管理からユーザー単位管理へ



シングルユーザー
サブスクリプション

（サインインライセンス）

シングルユーザー
サブスクリプション

（シリアル番号ライセンス）

マルチユーザー
サブスクリプション

保守プラン
（シングルユーザー/マルチユーザー）

シリアル番号管理からユーザー単位管理へ



ライセンスの種類



ライセンスの種類

永久ライセンス（パーペチュアルライセンス）

• シングルユーザー（スタンドアロン）/マルチユーザー (ネットワーク）

• 保守プラン（メンテナンスプラン）、任意加入

• 新規販売は終了

サブスクリプションライセンス（期間ライセンス）

• シングルユーザ（スタンドアロン）/マルチユーザー（ネットワーク）

• 保守は最初からバンドル

• 2013年より発売開始



オートデスク製品のライセンスは合計6種類存在

ライセンス形態 インストール形態

1 サブスクリプションライセンス シングルユーザー

2 サブスクリプションライセンス マルチユーザー
3 永久ライセンス 保守プランあり シングルユーザー
4 永久ライセンス 保守プランあり マルチユーザー
5 永久ライセンス 保守プランなし シングルユーザー
6 永久ライセンス 保守プランなし マルチユーザー

ライセンスの種類



ライセンスの特徴



①永久ライセンス
製品を使用するPCにひもづくライセンス

→製品を使用する人を限定しないライセンスモデル

ライセンス管理

→シリアル番号（保守契約がある場合は＋契約番号）

製品インストール時、ライセンス発行時にシリアル番号が必要。

→シリアル番号が重要。

（※サブスクリプション マルチユーザーライセンスも同様）



②サブスクリプションライセンス（シングルユーザー）
製品使用者にひもづくライセンス

→製品を使用する人を限定するライセンスモデル

製品使用者を特定する情報

→Autodesk ID（メールアドレスから作成するアカウント情報）

製品インストール時にシリアル番号が必要、
さらに製品使用者を限定するためにAutodesk IDによる
認証作業が必要

→シリアル番号とAutodesk IDが重要



③サブスクリプションライセンス（シングルユーザー）

製品インストール時にシリアル番号が不要

→Autodesk IDが重要

製品を使用する人を特定する情報

→Autodesk ID（メールアドレスから作成するアカウント）

対応している製品バージョンは2017以降

～「サインインライセンス」の登場～



ライセンス形態 インストール形態

1 サブスクリプションライセンス シングルユーザー

2 サブスクリプションライセンス マルチユーザー
3 永久ライセンス 保守プランあり シングルユーザー
4 永久ライセンス 保守プランあり マルチユーザー
5 永久ライセンス 保守プランなし シングルユーザー
6 永久ライセンス 保守プランなし マルチユーザー

サインインライセンスになるのは…

今後全てのシングルユーザーサブスクリプションライセンスは
サインインライセンスモデルに変更。（現在作業継続中）



ライセンス管理方法



Autodesk Account

https://manage.autodesk.com/

所有ライセンスを管理するための専用WEBサイト

https://manage.autodesk.com/


Autodesk ID
使用者を特定するためのアカウントの名称、Autodesk Accountへのサインイン時も必要

【Autodesk ID作成方法】



Autodesk Accountの主な機能

• 指名ユーザーの管理

• 製品情報の確認
（最新バージョンおよび最新バージョンから3世代以内の前バージョン）

• 製品ダウンロードとインストール

• 更新プログラム（Update/アップデート）の入手



Autodesk Accountにおける役割

サインインライセンス シリアル番号ライセンス
契約管理者 契約管理者

プライマリ管理者
ソフトウェアコーディネーター

セカンダリ管理者
指名ユーザー 指名ユーザー

• 指名ユーザーの登録、削除、製品割り当てが可能なのは
契約管理者、プライマリ/セカンダリ管理者、ソフトウェアコーディネーター



Autodesk Account
ホーム画面①



Autodesk Account
ホーム画面②

「製品とダウンロードを管理」を
クリックするとホーム画面へ。



Autodesk Account
ホーム画面③

Autodesk Knowledge Network



すべての製品とサービス



すべての製品とサービス

• 製品情報

• ライセンス形態
（サブスクリプション/保守プラン）

• インストール形態
（シングルユーザー/マルチユーザー）

• シート数

• 保守有効期限 ※管理者のみ

• シリアル番号がある場合はシリアル番号が
表示



すべての製品とサービス
「ダウンロードを表示」

「ダウンロードを表示」
をクリック

3個のタブを持つポップアップ画面が表示。

• ダウンロード

• アクティベーション

• 更新プログラムとアドオン



①ダウンロード

ダウンロードを表示

• 製品ダウンロード画面

• ダウンロード方法は3種類。

 今すぐインストール

 今すぐダウンロード

 ブラウザダウンロード

• 初期設定は「今すぐインストール」



①-2ダウンロード

ダウンロードを表示

ダウンロードが可能なのは
最新バージョン+最新バージョンから
3世代以内の前バージョン製品

バージョンが古いものからメディアや
外付ハードディスク等に別途保存することを
お勧めします

バージョンがあがるとダウンロードが
出来なくなる前バージョン製品が発生



②アクティベーション（サインインライセンス）

ダウンロードを表示

• シリアル番号の代わりに
「サインイン」と表示。



②-2アクティベーション（シリアル番号ライセンス）

ダウンロードを表示

• バージョン別にシリアル番号と
プロダクトキーが表示



③更新プログラムとアドオン
ダウンロードを表示

• 選択した製品向けの更新プログラ
ムの一覧が表示。
ダウンロードもここから可能。

• 最新バージョン+最新バージョン
から3世代以内の前バージョン
製品向けの更新プログラムが
表示。



ユーザ管理（新規ビュー）

「ユーザ別」と「製品別」の表示切替えが可能



「ユーザ別」①

ユーザ管理

・カード表示

・一覧表示

• 登録されている指名ユーザーの
一覧が表示

• 指名ユーザーに設定されている
役割が表示

• 製品が割り当てられている指名ユーザー
には印



「ユーザ別」②
ユーザ管理

指名ユーザを選択

• 製品割り当て、サービス割り当て、
設定した役割の変更も可能

割り当てられている製品名の表示

指名ユーザに割り当てられている
サービスの詳細表示。
（サービスは製品によって異なる）

指名ユーザーに設定されている
役割の表示



「製品別」①
ユーザ管理

• 所有している全製品名の表示

• 製品ごとに指名ユーザを割り当てる
ことが出来る残シート数の表示

・カード表示

・一覧表示



「製品別」②
ユーザ管理

製品を選択

指名ユーザーを割り当てることが
できる残シート数の表示

割り当てられている指名ユーザー
の一覧、詳細情報の表示

• メールアドレス
• 割り当てられているサービス

• 製品割り当て、サービス割り当て
の変更も可能



ユーザ管理（クラシック ビュー）



トップ画面
ユーザ管理（クラシック ビュー）

• 登録されている指名ユーザーの
一覧が表示

• 指名ユーザー別の設定詳細の
表示も可能



ユーザ管理（クラシック ビュー）
「アクセス権を編集」

名前横の「アクセス権を編集」
をクリック

3個のタブを持つポップアップ画面が表示。

• すべて（特典、サービス）

• 特典

• 製品とサービス



製品とサービス①

アクセス権を編集

• 契約番号別、紐づく製品別に
全所有製品が表示

指名ユーザを割り当てられる
残シート数の表示

指名ユーザが割り当てられて
いる製品の確認。
製品割り当て作業も可能。



製品とサービス②
アクセス権を編集

製品名を展開

指名ユーザを割り当てられる
残シート数の表示

指名ユーザに割り当てられている
サービスの詳細表示。
（サービスは製品によって異なる）
割り当てるサービスの調整も可能。



ユーザ管理（補足）

• 3つのユーザ管理画面の選択が可能

 ユーザ別

 製品別

 クラシックユーザ管理

サインインライセンスとシリアル番号ライセンスが混在

新規ビューとクラシックビューの
両方で指名ユーザー管理が必要



サインインライセンスとシリアル番号ライセンスが混在
ユーザ管理（補足）

クラシックビューユーザ管理画面

新規ビューとクラシックビューの切り替えを
促すアラートが表示

新規ビュー「製品別」ユーザ管理画面



指名ユーザー登録/製品割り当て手順



指名ユーザー登録手順

「ユーザ別」トップ画面にある
「＋追加」ボタンを選択

名前、電子メールアドレスを
入力して完了



指名ユーザー登録手順

「＋追加」ボタンを選択

必要項目を入力して完了

※「今すぐユーザに製品を割り当てる」
のチェックボックスにチェックを入れて
割り当て作業も同時に可能。



指名ユーザー割り当て手順

指名ユーザーを選択

割り当てをしたい製品名の横にある
チェックボックスへチェック

割り当て完了

2

3

①ユーザ別



指名ユーザー割り当て手順

割り当てを行う製品を選択

「ユーザを割り当てる」をクリック

割り当てをしたい指名ユーザを選択

割り当て完了

2

4

3

②製品別



指名ユーザー割り当て手順

割り当てを行う指名ユーザの
「アクセス権限の編集」をクリック

「製品とサービス」タブへ移動後、
割り当てを行う製品、契約番号、イ
ンストール形態を選択

「割り当て」というチェックボックス
へチェック

割り当て完了

2

4

3



指名ユーザー（補足）

• 初期設定では契約管理者が
指名ユーザーとして割り当て

契約管理者 指名ユーザー

＝

割り当て削除 契約管理者が指名ユーザーではない場合、
自分の製品割り当てを外す必要あり



シートの使用状況

※シングルユーザーライセンスのみ対応



シートの使用状況

• 製品別に指名ユーザーの登録数、
月ごとの使用頻度がグラフ化して表示。

• 全所有ライセンス⇔チーム別の
表示切り替えが可能。

• 使用頻度を確認したい期間の
変更が可能。

※指名ユーザー別ではありません。



シートの使用状況
「詳細を表示」

• 指名ユーザーが使用している
バージョンの確認

• 1週間での使用頻度別の
指名ユーザー数をグラフ化



新機能「チーム」



サインインライセンスの問題点

指名ユーザーに割り当てられている
製品の詳細情報の確認が可能。

どの契約番号のどの製品に
割り当てるかの指定が必要

ユーザー管理画面に全所有ライセンスの
契約番号、製品名が表示

シリアル番号ライセンスの場合（指名ユーザー製品割り当て時）



サインインライセンスの問題点
サインインライセンスの場合 （指名ユーザー製品割り当て時）

• ユーザー別
→どの製品を割り当てるかのみ指定

• 製品別
→どの指名ユーザを割り当てるかのみ
指定

指名ユーザーに割り当てられている
製品名のみ確認が可能

割り当てられている製品がどの契約のものかが不明



サインインライセンスの問題点

指名ユーザーがどの有効期限のライセンスに
割り当てられているかが不明

例：同じ製品で契約期間の異なる複数のライセンスを所有

製品別に全所有ライセンスの有効期限、
シート数の内訳の確認は可能。



新機能「チーム」

※「チーム」とは？

会社の部署、プロジェクトなどに合わせてサインインライセンスを
「チーム」に分けて管理を行っていただく機能。

チームごとに使用製品、指名ユーザーの管理、
ライセンス使用状況の解析等が可能に。



新機能「チーム」
「チーム」とは？

 チームの作成方法は自由

例：
①契約番号別にチームを作成

→シリアル番号ライセンス時に近い形でのライセンス管理が可能。

②契約満了日別にチームを作成

→突然製品が使用できなくなる指名ユーザーの発生を防止



新機能「チーム」
ユーザ管理画面「ユーザ別」

全指名ユーザー表示

チーム別の指名ユーザーを表示



新機能「チーム」
ユーザ管理画面「製品別」

全所有製品表示、製品別に
紐づく全指名ユーザーが表示

チーム別に紐づく製品、その製品に
紐づく指名ユーザを表示



新機能「チーム」
「チーム」に関するWEBページ

 Autodesk Account チーム

https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/simplecontent/content/autodesk-account-
teams.html

 Autodesk Accountでチームを管理する

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-
software/user-management/manage-teams-autodesk-account

https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/simplecontent/content/autodesk-account-teams.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-software/user-management/manage-teams-autodesk-account


新機能「チーム」
注意事項

• 2020年3月時点、大変申し訳ございませんがお客様ご自身でチームの設定が
出来ません。

→オートデスクで設定を行います。
（今後お客様ご自身での設定が可能になる予定）

• チーム設定後のチーム名の変更、チームに所属する指名ユーザーの管理
（追加、削除作業等）は可能。

※その他設定ができないこと：
チーム間のライセンス移動、チーム設定後の製品追加

→オートデスクで設定を行います。

• サインインラインセス向けの新機能です。



製品をご使用いただくまでの流れ
～シングルユーザーライセンス～



製品購入から製品使用までの流れ

1 契約管理者がメールを受信

2 Autodesk Accountで製品情報の確認

3
指名ユーザーの登録、割り当て

4 製品のダウンロード、インストール

5 製品の使用開始



契約管理者が担当する作業

1 契約管理者がメールを受信

2 Autodesk Accountで製品情報の確認

3
指名ユーザーの登録、割り当て

4 製品のダウンロード、インストール

5 製品の使用開始



指名ユーザーが担当する作業

1 契約管理者がメールを受信

2 Autodesk Accountで製品情報の確認

3
指名ユーザーの登録、割り当て

4 製品のダウンロード、インストール

5 製品の使用開始



製品購入から製品使用までの流れ

1 契約管理者がメールを受信

2 Autodesk Accountで製品情報の確認

3
指名ユーザーの登録、割り当て

4 製品のダウンロード、インストール

5 製品の使用開始



契約管理者に届くメール
[ご注文の確認]今後のお手続きのご案内 [プロファイル入力のお願い]

オートデスク製品の管理者として登録されました



製品購入から製品使用までの流れ

1 契約管理者がメールを受信

2 Autodesk Accountで製品情報の確認

3
指名ユーザーの登録、割り当て

4 製品のダウンロード、インストール

5 製品の使用開始



すべての製品とサービス



製品購入から製品使用までの流れ

1 契約管理者がメールを受信

2 Autodesk Accountで製品情報の確認

3
指名ユーザーの登録、割り当て

4 製品のダウンロード、インストール

5 製品の使用開始



ユーザ管理（新規ビュー）



製品購入から製品使用までの流れ

1 契約管理者がメールを受信

2 Autodesk Accountで製品情報の確認

3
指名ユーザーの登録、割り当て

4 製品のダウンロード、インストール

5 製品の使用開始



すべての製品とサービス



製品のダウンロード
すべての製品とサービス

「ダウンロードを表示」は2か所に設定



今すぐインストール/今すぐダウンロード

製品起動時、Autodesk IDとパスワードを
入力するダイアログが表示

4.Autodesk ID、パスワードの入力



お困りの際は…



お困りの際は…（Autodesk Knowledge Network）

https://knowledge.autodesk.com/ja/

オートデスクの公式サポートページ

• サポート受付窓口

• トラブル解決方法の案内



Autodesk and the Autodesk logo are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. 
Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.
© 2019 Autodesk. All rights reserved.
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