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はじめにお読みください 

この度は、オートデスク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 
本マニュアルは、オートデスク製品のご利用にあたり必要なオートデスクアカウント
のセットアップ、ライセンスの割り当て、および製品のインストールとアクティベー
ションの方法についてそれぞれ説明しています。

���ご注意 
本マニュアルは、「ネームドユーザー」ライセンスのサブスクリプションをご購入さ
れたユーザー向けに作成されています。 

Q:「ネームドユーザー」ライセンスとは？ 
A: ネームドユーザー（シングルユーザーまたはユーザー単位管理）ライセンスは、
従来のシリアル番号単位でのアクティベーションではなく、個々のユーザ IDを使用
して製品やサービスにログインできるライセンスタイプです。 
2020 年 5 月 7 日より、オートデスクはサブスクリプションのシリアル番号単位での
管理を終了し、ユーザー単位管理の新たなプランを開始いたしました。ユーザー単位
管理では、次のようなメリットがあります。 

 使用状況データを把握し、ライセンスにかかるコストを最適化することができ
ます。

 自社のライセンス サーバーを管理したり、使用者不明のシリアル番号を確認す
る必要がなくなります。

 使用状況レポートに基づき、社内のユーザーが必要とするサポート内容や学習
コンテンツを提供できます。
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CHAPTER １ – １. オートデスクアカウントを作成する

ネームドユーザー（シングルユーザーまたはユーザー単位管理）ライセンスにおい
て、ユーザはオートデスクアカウントのユーザ IDを使って製品やサービスにログイ
ンします。
この CHAPTERでは、オートデスクアカウント作成方法と、ユーザプロファイルの設
定方法について説明します。

【１】オートデスクアカウントを作成するには、accounts.autodesk.com/register 
または、オートデスク ホームページの右上の「サインイン」をクリックします。 

※ホームページの「サインイン」をクリックした場合は、以下の画面の「アカウントを作成」をクリックしま
す。

https://accounts.autodesk.com/register?_ga=2.227880157.1544051429.1611030912-1597959074.1611030912
https://www.autodesk.co.jp/


©Autodesk, Inc.     5 

CHAPTER １ – １. オートデスクアカウントを作成する

【２】アカウント情報を入力します。 
※ブラウザ言語設定が日本語にも関わらず、表示が英語になる場合は、accounts.autodesk.com/register か
らアクセスしてください。

❶ 姓名、メールアドレス、パスワード（※アルファベットと数字の組み合わせで最低８文字）
※すでに製品を購入済みの場合は、購入時に使用したメールアドレスを使用してください。
❷「使用条件」及び「プライバシー・ステートメント」をご確認頂き、チェックボックスをクリック
❸「アカウントを作成」をクリック

【３】「アカウントを作成」をクリックすると、画面が切り替わり、アカウントが作
成されます。※この時点では、「仮登録」となります。 
ご登録いただいたメールアドレスに次ページにある本登録用のメールが送信されます
ので、そちらをご確認ください。 

https://accounts.autodesk.com/register?_ga=2.227880157.1544051429.1611030912-1597959074.1611030912
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CHAPTER １ – １. オートデスクアカウントを作成する

【４】ご登録いただいたメールアドレスに届いたメールを開き、「電子メールを確
認」をクリックします。 

【５】ご登録いただいたメールアドレスで、オートデスク アカウントの本登録が完了
しました。 
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CHAPTER １ – ２. アカウントの表示言語を設定する

【１】アカウントの表示言語設定を変更するには、
https://accounts.autodesk.com/ 
からログインするか、サインインした状態でオートデスク ホームページ右上の丸いア
イコンをクリックし、「言語」をクリックします。

【２】プロファイル設定画面が開いたら、左メニューより「Setting」をクリックし
ます。(※デフォルトで設定言語が英語になっている場合) 

https://accounts.autodesk.com/
https://www.autodesk.co.jp/
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CHAPTER １ – ２. アカウントの表示言語を設定する

【３】次に、Languageの項目の「Edit」をクリックし、編集画面を表示します。 

【４】下向き矢印をクリックして言語リストを表示します。アカウントの表示設定に
使用したい言語を選択して、「Save」をクリックします。 

これで、アカウントの表示言語が設定されました。 
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CHAPTER 1 – ３. メールの受信設定を変更する

オートデスクからのメールの受信設定を変更するには、「設定」の項目の「通知」よ
り変更が可能です。

【１】「電子通信」の右横の鉛筆マークをクリックして編集画面を表示します。 

【２】電子メールを受け取らない場合は、「電子通信を受け取る」からチェックを外
して「保存」します。メールを受け取る場合は、「電子通信を受け取る」にチェック
を入れ、受け取りたいコンテンツの種類を選んで、それぞれにチェックを入れます。 

※電子メールの受信設定をオフにしても、契約に関連するメールや、ポリシー変更などに伴う重要なメールは送信される場合がありま
す。 
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CHAPTER 1 – ４. 電話の受信設定を変更する

オートデスクからの電話の受信設定を変更するには、「設定」の項目の「通知」より
変更が可能です。

【１】「電話」の右横の鉛筆マークをクリックして編集画面を表示します。 

【２】オートデスクからの電話を希望しない場合は、チェックを外して「保存」しま
す。 
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CHAPTER 1 – ５. パスワードを変更する

オートデスクアカウントや製品のサインインに使用するパスワードを変更する方法で
す。

【１】左メニューより「セキュリティ」を選択し、「パスワード」の右横の鉛筆マー
クをクリックして編集画面を表示します。

【２】「現在のパスワード」と「新しいパスワード」をそれぞれ入力します。 
新しいパスワードは入力ミスを防ぐため再入力してください。フィールドに入力され
た文字を表示して確認する場合は、「Show」をクリックしてください。 

※設定するパスワードは、半角英数字で入力してください。
※パスワードは最低 8 文字必要です。また、数字と文字が少なくとも 1 文字ずつ含まれている必要がありま
す。
入力が全て終わったら「保存」をクリックして終了してください。 
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CHAPTER 1 – ６. 「2段階認証」を有効にする

2 段階認証を設定することにより、オートデスク ID を使用したサインインの際にセ
キュリティ コードを要求することで、よりセキュリティを強化することができます。
設定すると Autodesk Account やオートデスク製品にログインする場合に、6桁のセ
キュリティコードの入力を要求されます。

設定を有効にするには、あらかじめ Duo Mobile 認証アプリをモバイル デバイスにダ
ウンロードしておきます。

【１】左メニューより「セキュリティ」を選択し、「２段階認証」の右横の「セット
アップ」をクリックします。
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CHAPTER 1 – ６. 「2段階認証」を有効にする

【２】オートデスクアカウントのパスワードを入力し、「続行」をクリックします。 

【３】あらかじめダウンロードしていた Duo Mobile 認証アプリを起動して、QR コ
ードをスキャンします。 
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CHAPTER 1 – ６. 「2段階認証」を有効にする

【４】携帯にインストールした Duo Mobile 認証アプリに Autodeskのタブが表示さ
れます。 

【５】QRが表示されている画面で、「続行」をクリックして、ご自身のモバイルア
プリで生成表示されている６桁の認証コードを入力し、さらに「続行」をクリックし
ます。 
※Duo Mobileの６桁の数字は３０秒毎に更新されます。
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CHAPTER 1 – ６. 「2段階認証」を有効にする

【６】２段階認証の設定が完了しました。 

※２段階認証の設定後、オートデスクアカウントや製品にログインする度に、認証用の数字６桁の入力を要求
されます。ログインの際には、携帯電話の Duo Mobile 認証アプリで生成表示された最新の数字を入力してく
ださい。 
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CHAPTER 1 – ７. 「2段階認証」を無効にする

２段階認証の設定を無効に戻す場合は、２段階認証のセットアップ画面より、設定を
無効にしてください。 

【１】左メニューより「セキュリティ」を選択し、「２段階認証」の右横の「セット
アップ」をクリックします。

【２】オートデスクアカウントのパスワードを入力し、「続行」をクリックします。 
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CHAPTER 1 – ７. 「2段階認証」を無効にする

【３】「オフにする」をクリックすると、確認画面が表示されるので、続行する場合
は、再度「オフにする」をクリックします。 

【４】２段階認証の設定が「オフ」に戻されました。 
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CHAPTER ２ – １. オートデスクアカウントの概要

オートデスクアカウントの表示は、契約ライセンスタイプや、ユーザの役割によって
表示される項目が異なります。このチャプターでは、シングルユーザーサブスクリプ
ションの「管理者」と「ユーザ」の表示画面の違いとそれぞれのメニューの說明をし
ます。

※チェックが入っている項目は、それぞれの役割を持ったユーザのアカウントで表示される項目で

ユーザ役割
メニュー表示

「管理者」 
（プライマリ・セカンダリ） 

「ユーザ」 

製品とサービス 
すべての製品とサービス ✓ ✓ 

製品の更新 ✓ ✓ 
配置 ✓ 

アクティブな体験版 ✓ ✓ 
ユーザー管理

ユーザ別 ✓ 
製品別 ✓ 

請求と注文 
サブスクリプションと契約 ✓ 

レポート
インサイト ✓ 

シートの使用状況 ✓ 
クラウドサービスの使用状況 ✓ ✓ 

ユーザ別クラウドサービスの使用状況 ✓
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CHAPTER ２ – ２. メニュータブの説明

「すべての製品とサービス」 
管理者画面では、ご契約中の利用可能な製品とサービスが表示されます。役割が「ユ
ーザ」の場合、ライセンスを割り当てられた製品とサービスが表示されます。 

「製品の更新」 
ご契約製品のアップデートや Hotfixがリリースされるとここに表示されます。 
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CHAPTER ２ – ２. メニュータブの説明

「配置」※管理者画面でのみ表示されます。 
オートデスクアカウントで配置設定が可能な製品が表示されます。
※配置について概要はこちらを参照ください。オートデスクアカウントの配置メニューに表示される製品の配
置作成方法は、インストレーションヘルプを参照してください。その他、配置メニューに表示されない製品の
配置の作成方法は、AKN「配置を作成する」を参照ください。

「アクティブな体験版」 
ご利用中の体験版とその残り日数が表示されます。 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/network-deployment/overview-deployments/about-deployments
https://help.autodesk.com/view/INSTALL_LICENSE/JPN/?guid=GUID-2EBBD3C3-CD40-4954-9428-8FF322CDC085
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/network-deployment/creating-deployment
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CHAPTER ２ – ２. メニュータブの説明

「ユーザ別」※管理者画面でのみ表示されます。

ソフトウェアとサービスへのアクセス権を与えるユーザを、管理者のオートデスクア
カウントに招待します。オートデスクアカウントに登録されたユーザが一覧で表示さ
れます。ユーザをクリックして、個々にアクセス権を割り当てることもできます。

「製品別」※管理者画面でのみ表示されます。

割り当て可能な製品とそのシート数が表示されます。「ユーザ別」で登録したユーザ
に製品毎にアクセス権を割り当てることができます。 
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CHAPTER ２ – ２. メニュータブの説明

「サブスクリプションと契約」※管理者画面でのみ表示されます。

ご契約中のサブスクリプション契約が表示されます。更新手続きの管理もこちらから
行えます。 

「インサイト」※管理者画面でのみ表示されます。

インサイトを使用すると、プライマリ管理者とセカンダリ管理者は、シートの割り当
て不足や、割り当て超過をすばやく確認できます。これにより、チームの割り当てと
購入に関する決定を最適化できます。※詳しくは、AKNを参照してください。

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-software/reporting/account-insights
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CHAPTER ２ – ２. メニュータブの説明

「シートの使用状況」※管理者画面でのみ表示されます。

ご契約の製品の使用状況が表示されます。使用状況は「製品別」や「ユーザ別」で表
示することができます。 
※「ユーザ別」のレポートを抽出するには、別途プレミアムプランのご契約が必要です。詳しくはオートデス
ク認定販売パートナーもしくはオートデスク担当営業までお問い合わせください。

「クラウドサービスの使用状況」
共有クラウドクレジットの使用状況の確認やクラウドクレジットの新規＆追加購入が
できます。 
※メニューはユーザ画面でも表示されますが、ユーザーの場合は「個別クラウドクレジット」のみ表示されま
す。共有クラウドクレジットの表示や購入管理は管理者のみが行えます。
※クラウドクレジットの詳細はこちらを参照してください。 

https://www.autodesk.co.jp/campaigns/premium-plan?referrer=%2Fcampaigns%2Fpremium-plan
https://www.autodesk.co.jp/partners/locate-a-reseller
https://www.autodesk.co.jp/partners/locate-a-reseller
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-software/reporting/cloud-credits
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CHAPTER ２ – ２. メニュータブの説明

「ユーザ別クラウドサービスの使用状況」※管理者画面でのみ表示されます。

共有クラウドクレジットのユーザ別使用状況の確認ができます。 
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CHAPTER 3 – １. ユーザを１人ずつ追加する

ユーザにソフトウェアとサービスへのアクセス権を与えるには、管理者のオートデス
クアカウントにユーザを追加します。この CHAPTERでは、ユーザを個別に追加する
方法を説明します。

【１】manage.autodesk.com で オートデスク アカウント にサインインして、左側
のナビゲーション メニューで「ユーザ管理」 → 「ユーザ別」をクリックし、右上の
「ユーザを招待」をクリックします。 

【２】１人ずつ招待する場合は、「単一を招待」のタブから、姓名とメールアドレス
を入力して「招待状を送信」をクリックします。 

https://manage.autodesk.com/
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CHAPTER 3 – １. ユーザを１人ずつ追加する

【３】招待状が送信されたら「完了」をクリックします。 

【４】管理者のアカウントにユーザが追加されました。 
※ユーザが管理者からの招待状をクリックして、オートデスクアカウントにログインすると、ステータスが
「アクティブ」と表示されます。ユーザが招待状を開封していない、または、オートデスクアカウントを作成
していない場合は、「保留中」と表示されます。
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CHAPTER 3 – １. ユーザを１人ずつ追加する

【５】アカウントに招待されたユーザは、管理者によって登録されたメールアドレス
に招待状を受け取ります。すでにオートデスクアカウントを作成している場合は、オ
ートデスク IDとパスワードで製品にアクセスします。 
※アカウントをまだ作成していない場合は、「今すぐアカウントを作成」をクリックして、
CHAPTER１(P.4-6) の手順でアカウントを作成します。
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CHAPTER 3 – ２. ユーザを複数同時に追加する

ユーザにソフトウェアとサービスへのアクセス権を与えるには、管理者のオートデス
クアカウントにユーザを追加します。この CHAPTERでは、ユーザを複数同時に追加
する方法を説明します。

【１】manage.autodesk.com で オートデスク アカウント にサインインして、左側
のナビゲーション メニューで「ユーザ管理」 → 「ユーザ別」をクリックし、右上の
「ユーザを招待」をクリックします。 

【２】数名を同時に招待する場合は、「複数を招待」のタブから、招待するユーザの
姓名とメールアドレスを入力します。入力例：太郎、山田<taro.yamada@XXXXX.com> 
１人入力できたら、続けて次のユーザを入力します。 

https://manage.autodesk.com/
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CHAPTER 3 – ２. ユーザを複数同時に追加する

【３】招待したいユーザの入力が完了したら、「招待状を送信」をクリックします。 

【４】招待状が送信されたら「完了」をクリックします。 
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CHAPTER 3 – ２. ユーザを複数同時に追加する

【５】管理者のアカウントにユーザが追加されました。 
※ユーザが管理者からの招待状をクリックして、オートデスクアカウントにログインすると、ステータスが
「アクティブ」と表示されます。ユーザが招待状を開封していない、または、オートデスクアカウントを作成
していない場合は、「保留中」と表示されます。

【６】アカウントに招待されたユーザは、管理者によって登録されたメールアドレス
に招待状を受け取ります。すでにオートデスクアカウントを作成している場合は、オ
ートデスク IDとパスワードで製品にアクセスします。 
※アカウントをまだ作成していない場合は、「今すぐアカウントを作成」をクリックして、
CHAPTER１(P.4-6) の手順でアカウントを作成します。
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CHAPTER 3 – ３. ユーザをまとめて読み込んで追加する

ユーザにソフトウェアとサービスへのアクセス権を与えるには、管理者のオートデス
クアカウントにユーザを追加します。この CHAPTERでは、ユーザデータをまとめて
読み込んで追加する方法を説明します。

【１】読み込むユーザをリストしたカンマ区切りファイル(CSV)を用意します。 

 ユーザごとに行を追加します。
 姓、名、電子メール アドレスの 3 つの列を追加します。
 最大 5,000 ユーザまで追加できます。
 読み込み時、チーム内に既に存在するユーザは無視されます。

次の形式に従ってユーザごとに 1 行追加します。行 1 は無視されます。行 2 からエ
ントリを開始してください。

���注意！！ 
CSVファイルは、UTF-8形式で保存してください。エンコード形式が異なります
と、文字化けの原因となり、正しく読み込みができません。 
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CHAPTER 3 – ３. ユーザをまとめて読み込んで追加する

【２】manage.autodesk.com で オートデスク アカウント にサインインして、左側
のナビゲーション メニューで「ユーザ管理」 → 「ユーザ別」をクリックし、右上の
「ユーザを招待」をクリックします。 

【３】「読み込む」のタブから、「CSV ファイルをアップロード」をクリックしま
す。【１】で作成した CSVファイルの保存先を開いてファイルを選択します。 

https://manage.autodesk.com/
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CHAPTER 3 – ３. ユーザをまとめて読み込んで追加する

【４】データが正しく読み込まれたら、「続行」をクリックします。 

【５】管理者のアカウントにユーザが追加されました。 
※ユーザが管理者からの招待状をクリックして、オートデスクアカウントにログインすると、ステータスが
「アクティブ」と表示されます。ユーザが招待状を開封していない、または、オートデスクアカウントを作成
していない場合は、「保留中」と表示されます。



©Autodesk, Inc.     34 

CHAPTER 3 – ３. ユーザをまとめて読み込んで追加する

【５】アカウントに招待されたユーザは、管理者によって登録されたメールアドレス
に招待状を受け取ります。すでにオートデスクアカウントを作成している場合は、オ
ートデスク IDとパスワードで製品にアクセスします。 
※アカウントをまだ作成していない場合は、「今すぐアカウントを作成」をクリックして、
CHAPTER１(P.4-6) の手順でアカウントを作成します。



©Autodesk, Inc.     35 

CHAPTER 3 – ４. ユーザを削除する

【１】manage.autodesk.com でアカウントにサインインして、「ユーザ管理」→
「ユーザ別」をクリックします。オートデスクアカウントにすでに招待されているユ
ーザが一覧で表示されます。 

【２】削除したいユーザを選択してそのユーザをクリックします。 

https://manage.autodesk.com/home/
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CHAPTER 3 – ４. ユーザを削除する

【３】ユーザを選択すると、連絡先と割り当て情報が表示されます。ユーザの連絡先
情報の横にあるごみ箱アイコンをクリックします。 
※ソフトウェアとサービスのアクセス権が付与されている場合は、ユーザ削除と同時に自動的に割り当ても解
除されます。

【４】確認画面が表示されたら「削除」をクリックします。 
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CHAPTER ３ – ５. ユーザの役割を変更する

管理者は、ユーザの役割を変更して、「プライマリ管理者」、「セカンダリ管理者」
などの管理権限を与えることもできます。初期設定では追加されたユーザの役割は
「ユーザ」となっています。 

【１】「ユーザ別」メニューで役割を変更したいユーザを選択して、クリックしま
す。 

【２】ユーザのページが表示されたら「役割を変更」をクリックします。 
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CHAPTER ３ – ５. ユーザの役割を変更する

【３】役割を選択して、「保存」をクリックします。 
※以前の役割が「ユーザ」の場合は、「セカンダリ管理者」へのみ変更が可能です。

【４】役割変更が完了すると、ユーザのメールアドレスに管理者登録されたことを確
認する電子メールが送信されます。 
（送信元アドレス：no-reply@autodeskcommunications.com） 

mailto:no-reply@autodeskcommunications.com
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CHAPTER ３ – ５. ユーザの役割を変更する

ユーザの役割を「プライマリ管理者」に変更する場合は、「ユーザ」から「セカンダ
リ管理者」に変更した後、もう一度、役割変更画面で「プライマリ管理者」を選択
し、「保存」をクリックします。
※このとき、変更するユーザのステータスが「アクティブ」になっていることを確認してください。
※ユーザ Aの役割が「プライマリ管理者」に変更されると、以前の「プライマリ管理者(ユーザ B)」の役割は
自動的に「セカンダリ管理者」に入れ替わります。

���注意！！ 

 ユーザの役割変更ができるのは、「管理者」権限を持ったユーザのみです。
 「プライマリ管理者」自身が、自分の役割を変更するには、別のセカンダリ管理者
のユーザを「プライマリ管理者」に変更します。そうすると自身の役割が自動的に
「セカンダリ管理者」に降格し役割が入れ替わります。

 「管理者」が、自身の役割を「ユーザ」に変更してしまうと、管理者権限を失うた
め、再度役割を「管理者」に戻したい場合は、他の管理者権限を持ったユーザに役
割変更を依頼する必要があります。

※「管理者」＝「プライマリ管理者」または「セカンダリ管理者」
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CHAPTER ４ – １. 「ユーザ別」にライセンスを割り当てる

オートデスクアカウントでは、プライマリ管理者とセカンダリ管理者のみが製品とサ
ービスへのアクセスをユーザに割り当てることができます。この CHAPTERでは、
「ユーザ別」に製品とサービスを割り当てる方法を説明します。

【１】manage.autodesk.comでアカウントにサインインして、「ユーザ管理」→ 
「ユーザ別」をクリックします。オートデスクアカウントにすでに招待されているユ
ーザが一覧で表示されます。 

【２】製品やサービスを割り当てたいユーザを選択してそのユーザをクリックしま
す。 

https://manage.autodesk.com/home/
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CHAPTER ４ – １. 「ユーザ別」にライセンスを割り当てる

【３】割り当て可能なシート数とともに、製品が表示されます。 
割り当てたい製品を選択し、「割り当て」をクリックします。 

【４】ユーザに製品の割り当てがされました。 
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CHAPTER ４ – １. 「ユーザ別」にライセンスを割り当てる

【５】割り当て後、製品に含まれる特典やサービスの一部を解除する場合は、該当の
製品をクリックし編集画面を表示します。不要なサービスや特典はチェックを外し、
一部の割り当てを解除することができます。
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CHAPTER ４ – ２. 「製品別」にライセンスを割り当てる

オートデスクアカウントでは、プライマリ管理者とセカンダリ管理者のみが製品とサ
ービスへのアクセスをユーザに割り当てることができます。この CHAPTERでは、
「製品別」に製品とサービスを割り当てる方法を説明します。

【１】manage.autodesk.comでアカウントにサインインして、「ユーザ管理」→ 
「製品別」をクリックします。製品の一覧とそれぞれの製品の割り当て可能なシート
数が一覧で表示されます。(例：「1/2」 = ２シート中、１シートが割り当て可能) 

【２】割り当て可能な製品を選択し、詳細を表示したら、「ユーザを割り当てる」を
クリックします。

https://manage.autodesk.com/home/
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CHAPTER ４ – ２. 「製品別」にライセンスを割り当てる

【３】ユーザを割り当てるためのポップアップが表示されたら、ボックス内をクリッ
クします。オートデスクアカウントにすでに登録されているユーザが表示されます。
※「割り当て」のタブは、ユーザ個別に割り当てる方法です。複数のユーザをリストで読み込む場合は、
CHAPTER 4 (P.47-51) を参照してください。

【４】割り当てるユーザを検索します。スクロールバーを使ってユーザを検索する
か、ユーザ名やメールアドレスが分かっている場合、英数字の頭文字を入力するとユ
ーザが絞り込めます。※ユーザ名が英語表記の場合のみ絞り込み検索が可能です。 
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CHAPTER ４ – ２. 「製品別」にライセンスを割り当てる

【５】割り当てるユーザを選択したら、「追加」をクリックします。さらにユーザを
追加する場合は、【３】～【４】の方法を繰り返してユーザを追加します。 
ボックスにすべてのユーザが追加されたら、「割り当て」をクリックします。 
※割り当て可能なシート数を超えてユーザを追加することはできません。

【６】製品にユーザが割り当てられました。 
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CHAPTER ４ – ２. 「製品別」にライセンスを割り当てる

【７】割り当て後、製品に含まれる特典やサービスの一部を解除する場合は、該当の
ユーザをクリックし編集画面を表示します。不要なサービスや特典はチェックを外
し、一部の割り当てを解除することができます。
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CHAPTER ４ – ３. 製品をまとめてユーザに割り当てる

複数のユーザを読み込んで、同時にソフトウェアとサービスへのアクセス権を与える
には、製品別の割り当て画面から、CSVファイルを用いてユーザデータをまとめて読
み込みます。 

【１】読み込むユーザをリストしたカンマ区切りファイル(CSV)を用意します。 

 ユーザごとに行を追加します。
 姓、名、電子メール アドレスの 3 つの列を追加します。
 最大 5,000 ユーザまで追加できます。
 読み込み時、チーム内に既に存在するユーザは無視されます。

次の形式に従ってユーザごとに 1 行追加します。行 1 は無視されます。行 2 からエ
ントリを開始してください。

���注意！！ 
CSVファイルは、UTF-8形式で保存してください。エンコード形式が異なります
と、文字化けの原因となり、正しく読み込みができません。 
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CHAPTER ４ – ３. 製品をまとめてユーザに割り当てる

【２】manage.autodesk.comでアカウントにサインインして、「ユーザ管理」→ 
「製品別」をクリックします。製品の一覧とそれぞれの製品の割り当て可能なシート
数が一覧で表示されます。(例：「1/2」 = ２シート中、１シートが割り当て可能) 

【３】割り当て可能な製品を選択し、詳細を表示したら、「ユーザを割り当てる」を
クリックします。

https://manage.autodesk.com/home/
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CHAPTER ４ – ３. 製品をまとめてユーザに割り当てる

【４】「割り当てる読み込み」のタブから、「CSV ファイルをアップロード」をクリ
ックします。【１】で作成した CSVファイルの保存先を開いてファイルを選択しま
す。 

【５】データが正しく読み込まれたら、「すべての項目を割り当てる」をクリックし
ます。 
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CHAPTER ４ – ３. 製品をまとめてユーザに割り当てる

※【５】でカスタマイズをクリックすると、製品に含まれる特典やサービスを部分的
に割り当てることができます。不要な項目のチェックを外して、「割り当て」をクリ
クします。

【５】管理者のアカウントにユーザが追加され、製品の割り当てが完了しました。 
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CHAPTER ４ – ３. 製品をまとめてユーザに割り当てる

【６】製品を割り当てられたユーザは、管理者によって登録されたメールアドレスに
招待状を受け取ります。すでにオートデスクアカウントを作成している場合は、オー
トデスク IDとパスワードで製品にアクセスします。
※アカウントをまだ作成していない場合は、「今すぐアカウントを作成」をクリックして、
CHAPTER１(P.4-6) の手順でアカウントを作成します。
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CHAPTER ４ – ４. ユーザの権限を解除する「ユーザ別」

ユーザに与えられた権限を削除する場合は、割り当てを解除したいユーザを検索し
て、個々に製品の割り当てを解除します。割り当て解除は「ユーザ管理」メニューの
「ユーザ別」または「製品別」から行って頂けます。

「ユーザ別」メニューから割り当てを解除する方法 
【１】manage.autodesk.com で オートデスク アカウント にサインインして、左側
のナビゲーション メニューで「ユーザ管理」 → 「ユーザ別」をクリックします。 
表示されているユーザのリストから、割り当てを解除したいユーザを検索します。 
ユーザが見つかったら、「詳細を表示」をクリックします。
※ユーザ検索機能は、ユーザ名がアルファベット表記の場合のみ対応しています。日本語表記のユーザ名では
検索できません。

https://manage.autodesk.com/
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CHAPTER ４ – ４. ユーザの権限を解除する「ユーザ別」

【２】割り当て済みの製品が表示されたら、割り当てを解除したい製品に表示されて
いる「割り当て解除」をクリックします。この製品に含まれるすべての特典やサービ
スが一括で解除されます。

※製品に含まれる一部の特典やサービスのみを解除する場合は、割り当て製品の詳細を開いて編集画面を表示
します。不要な特典やサービスのチェックを外し、「変更を保存」をクリックして終了します。
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CHAPTER ４ – 5. ユーザの権限を解除する「製品別」

「製品別」メニューから割り当てを解除する方法 
【１】manage.autodesk.com で オートデスク アカウント にサインインして、左側
のナビゲーション メニューで「ユーザ管理」 → 「製品別」をクリックします。 
表示されている製品リストから、割り当てを解除したい製品をクリックします。 

【２】製品に割り当てされているユーザが表示されます。割り当てを解除したいユー
ザを検索して「割り当て解除」をクリックします。この製品に含まれるすべての特典
やサービスが一括で解除されます。 

https://manage.autodesk.com/
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CHAPTER ４ – 5. ユーザの権限を解除する「製品別」

※製品に含まれる一部の特典やサービスのみを解除する場合は、ユーザをクリックし編集画面を表示します。
不要な特典やサービスのチェックを外し、「変更を保存」をクリックして終了します。
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CHAPTER ５ – １. 製品をインストールする

【１】https://manage.autodesk.com からオートデスクアカウントにサインイン
し、「すべての製品とサービス」をクリックします。ユーザに割り当てられた製品の
リストが表示されたら、インストールしたい製品を選択し、「ダウンロードを表示」
をクリックします。

【２】製品のダウンロード可能なバージョンが一覧で表示されます。 
※通常、オートデスクアカウントでは、「最新バージョン + 過去３バージョン」がダウンロード可能です。
(例：製品の最新リリースが 2021の場合、2021～2018のバージョンがダウンロード可能です) 製品ごとの
対象となる前バーションはこちらからご確認いただけます。
※旧バージョンでオートデスクアカウントに表示されないバージョンは、AVAからダウンロードいただける
場合があります。

https://manage.autodesk.com/
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-software/previous-versions/eligible-previous-version-subscription
https://ava.autodesk.com/modular/?module=download
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CHAPTER ５ – １. 製品をインストールする

【３】ダウンロードしたいバージョンを選択し、「ダウンロードを表示」をクリック
します。 

「すべての製品バージョンを表示」した場合は、メニュータブを「ダウンロード」に
合わせ、バージョンをドロップダウンから選択します。 
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CHAPTER ５ – １. 製品をインストールする

【４】インストールするバージョン、プラットフォーム、言語を選択し、「今すぐイ
ンストールする」をクリックします。
※ダウンロード方法は「今すぐインストールする」を含め３種類あります。目的に応じてダウンロード方法を
変更してください。ダウンロード方法の比較はこちらを参照ください。

【５】オートデスクの使用許諾およびサービス規約が表示されます。 
内容を確認し、使用許諾およびサービス規約に同意する場合はボタンにチェックを入
れ「インストール」をクリックして続行します。 
※これらに同意いただけない場合、製品をインストールしてご利用いただくことはできません。

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/download/about-download-methods
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CHAPTER ５ – １. 製品をインストールする

【６】ファイルのダウンロードが開始されます。ファイルはお使いのデバイスにデフ
ォルトのダウンロード先として設定されているフォルダにダウンロードされます。 
デバイスの設定によってダウンロード先が異なりますので、事前にご確認ください。 
※オートデスクでは Google Chromeのブラウザを推奨しています。Google Chromeをお使いの場合は、ブ
ラウザ左下にダウンロードファイルが表示されます。

ファイルのダウンロードが完了したらファイルをクリックして、インストールを開始
します。
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CHAPTER ５ – １. 製品をインストールする

【７】次のメッセージが表示されたら「はい」を選択して続行します。 

【８】デスクトップに製品のインストール画面が表示されたら「インストール」をク
リックします。
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CHAPTER ５ – １. 製品をインストールする

【９】インストール場所を指定しない場合は、そのまま「インストール」をクリック
して続行します。インストール先を指定する場合は、参照ボタンでパスを選択してく
ださい。 

インストールが開始されます。
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CHAPTER ５ – １. 製品をインストールする

【１０】インストールが完了したら、「完了」をクリックして終了します。 
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CHAPTER ５ – ２. 製品を起動(アクティベーション)する（サインイン認証）

【１】お使いのデスクトップ上にある、ソフトウェアのアイコンをクリックして製品
を起動します。 

【２】製品が立ち上がり、同時にサインイン画面が表示されます。 
ユーザは、ご自身のオートデスク ID（電子メール）とパスワードでサインインしま
す。
※サインイン認証に使用するメールアドレスは、管理者から製品の割り当てをされているメールアドレスを使
用してください。
※他のユーザのメールアドレスを共有したり、グループ共有のメールアドレスの使用は許可されていません。
製品を使用するユーザ毎にオートデスク IDを取得してください。
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CHAPTER ５ – ２. 製品を起動(アクティベーション)する（サインイン認証）

※サインイン画面が起動しない場合は、タスクバーを確認してください。

【３】サインインが完了すると、製品右上にユーザの IDが表示されます。 
ユーザが認証され、ソフトウェアのアクティベーションが完了しました。これで、製
品を使用できるようになりました。
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購入後のお問い合わせおよび参照リンク

購入後のお問い合わせ先 
サポートへのお問い合わせ

参照リンク集 
ご利用中の製品の技術的なサポートに関して、早期解決に役立つポイントをご紹介します。 

Autodesk Knowledge Network (AKN) 

オートデスク製品の使用方法やご利用に関してのヒントを検索できます 。

製品を選択し、キーワードで解決方法を検索します。

オートデスクコミュニティフォーラム

フォーラムに質問を投稿すると、オートデスクの技術サポートスペシャリストや他のユーザ様による回

答が得られ、情報共有などが可能です。

製品の技術的なサポートに関する問い合わせ（電話予約ページに移動） 

有効なサブスクリプション契約をお持ちのお客様は、電話（予約制）による技術サポートを受けられま

す。電話予約方法の確認はこちら 

※オートデスクは理由を問わず単独の裁量で、通知を行うことなくいつでも、販売ルールやサポート対象等を変更する権利を留保します。Autodesk、オ

ートデスクのロゴ、AutoCAD等 は、米国およびその他の国々における Autodesk, Inc. およびその子会社または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およびサ

ービスの提供、機能および価格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。

https://knowledge.autodesk.com/ja/contact-support
https://knowledge.autodesk.com/ja/contact-support
https://knowledge.autodesk.com/ja/support
https://forums.autodesk.com/t5/ri-ben-yu/ct-p/511/Discussions-Page?_ga=2.70906195.215739042.1522634378-935717690.1522637749
https://knowledge.autodesk.com/ja/contact-support?startHelpBranch=post-purchase/using-software
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電話サポート予約方法 
 


製品の技術的なサポートに関する問い合わせ（電話予約ページに移動） 


ソフトウェアやサービスの使用中に発生した技術的な問題に関して、有効なサブスクリプション契約


をお持ちのお客様は、電話（予約制）による技術サポートを受けられます。 


電話予約の方法は以下を参照してください。 


 


【１】製品の技術的なサポートに関する問い合わせをクリックします。 


ご使用の製品名（❶）とそのバージョン（❷）を選択して「オプションを見る」をクリックします。 


 
【２】次のページで「電話のスケジュールを設定」をクリックします。オートデスクアカウントにロ


グインしていない場合は、オプションが表示されませんので、あらかじめログインしておいてくださ


い。 


 



https://knowledge.autodesk.com/ja/contact-support/technical-support

https://knowledge.autodesk.com/ja/contact-support/technical-support
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【３】次のページで❶「Yes」を選択、❷お使いの製品名を選択、❸製品バージョンを選択、❹お電


話の希望する言語を選択、❺日本時間（Japan Standard Time (Asia/Tokyo)を選択し、「次へ」を


クリックします。 


 
【３】予約が空いている日時を探します。「利用可能」となっている日が予約可能な日です。 
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【４】予約が空いているスロットをクリックし、電話を希望する時間帯を選択後、「次へ」をクリッ


クします。 


 
【５】最後に、ご相談内容の詳細（❶）、スクリーンショット等がある場合は添付（❷）します。 


※添付ファイルは最大２GBまでです。 


最後に、「スケジュール」をクリックすると、予約が完了します。 


 





