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重要事項

今回ご紹介する内容は、現在または新しい製品およびサービスの計画中または将来の開発につ
いての取り組みをご紹介します。製品、サービス、または機能の将来的な引渡しを約束または
保証することを意図するものではなく、単に現時点で知り得た事実に基づくオートデスクの現
時点での計画を反映しているものです。これらの計画中または将来の開発取り組みは、通知を
行うことなく変更されることがあります。従って、購入に関する決定は、今回ご紹介する内容
に依存することはできません。

本内容は、2020 年 10月 1日現在のものであり、弊社は、ご紹介した後日に起こった出来事、
もしくは存在または変化した状況を反映して、将来的にご紹介した内容を更新する義務を負い
ません。 2020 年 10月 1日以降に再検討された場合、今回ご紹介する内容は、最新、あるい
は正確ではない可能性があります。

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。
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シリアル番号管理からユーザー単位管理へ



シリアル番号管理からユーザー単位管理へ



シリアル番号管理からユーザー単位管理へ

123-45678901



なぜユーザー単位管理へ？

お客様

オートデスクお客様

お客様の所有製品情報（データ化）

123-45678901

お客様



なぜユーザー単位管理へ？

お客様

お客様の所有製品情報
お客様

オートデスク

（データ化）

より良いサービスの提供

お客様



シリアル番号管理からユーザー単位管理へ

オートデスク オートデスクの
パートナー様

お客様

お客様のニーズを共有



サブスクリプション

シングルユーザー

（サインインライセンス）

サブスクリプション

シングルユーザー

（シリアル番号ライセンス）

サブスクリプション

マルチユーザー

保守プラン

（スタンドアロン/ネットワーク）

シリアル番号管理からユーザー単位管理へ

ユーザー単位での
管理を可能に

永久ライセンス
(スタンドアロン/ネットワーク）

※保守プラン販売当時、
加入は任意



サブスクリプション
シングルユーザーライセンスの利点



サブスクリプション シングルユーザーライセンスの利点

①会社以外の自宅、外出先での利用も可能

1ユーザーが3台の端末に
製品インストールが可能
（同時起動は1台まで）

テレワーク、在宅勤務に最適



サブスクリプション シングルユーザーライセンスの利点

②使用状況の可視化



• ライセンスサーバー管理やシリアル番号の
管理が不要に

ユーザー単位
ライセンス

シリアル番号
ライセンス

• 一人に1ライセンスが専用で割り当てられ、
ソフトウェアを使えないダウンタイムが
無くなる

お客様の得るメリット

サーバーやシステム
導入・運用・保守・IT人員

コストの削減

個々の業務効率が向上

全体最適に貢献

物理的なサーバ不要

いつでもどこでも活躍できる • ３台の端末に導入できる

• 会社以外にも、自宅でも、どこでも
• 端末を選ばず、製品やサービスを利用可能

• データ保存をクラウドのストレージサーバーに

業務継続対応(BCP)
-リモート・ワーク

労働時間削減（働き方改革）

人材確保 ベテラン、女性

出来ること

シリアルから、ユーザー単位へ

利用状況の可視化
• 使用状況の可視化により、最適な投資計画を

• 可視化で、変革プロジェクトマネジメント最適化

• 各ユーザの使用したコマンドを分析し、
スキルの評価や学習を支援する（Command Map）

投資の最適化

適用や変革を加速

人材育成・スキル向上
-生産性向上
-ナレッジ活用、継承

サブスクリプション シングルユーザーライセンスの利点（まとめ）



サブスクリプション
シングルユーザーライセンスへの
移行に必要なアクション



①インターネット接続

➢ 製品のインストール時、製品使用中に
30日に一度インターネット接続が必要

（常時接続でもOK）30日

➢ Named user licensing data security and privacy

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-
management/transition-to-named-user/data-security-privacy

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/transition-to-named-user/data-security-privacy


②ライセンスタイプの切り替え

➢ ユーザー単位管理のライセンスを設定する

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-
management/transition-to-named-user/update-named-user-license

ネットワーク

マルチユーザー
シングルユーザー

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/transition-to-named-user/update-named-user-license


③指名ユーザーの登録、製品割り当て

AutoCAD

指名ユーザー

認証

Autodesk ID

起動

共有



Autodesk Account（オートデスクアカウント）



Autodesk Account
ホーム画面



Autodesk Account

メニュー画面



Autodesk Account

所有製品情報の確認

※「サブスクリプションと契約」は
ライセンス管理者のみ表示）



Autodesk Account

指名ユーザーの管理

（※ライセンス管理者のみ）



Autodesk Account

シートの使用状況



所有製品情報の確認
（すべての製品とサービス/サブスクリプションと契約）



所有製品の確認

①すべての製品とサービス

トップ画面



所有製品の確認
①すべての製品とサービス

• 製品ダウンロード画面へのリンク

• 更新プログラム（アップデート)
ダウンロード画面へのリンク

※最新バージョンと最新バージョン
から3世代以内の前バージョンを表示



所有製品の確認

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

ダウンロードを表示



所有製品の確認
②サブスクリプションと契約

【トップ画面】



所有製品の確認
②サブスクリプションと契約



所有製品の確認
②サブスクリプションと契約

• 契約番号
• 1年契約/3年契約
• 契約開始日
• 有効期限



所有製品の確認
②サブスクリプションと契約

⚫ 契約管理者情報
・名前
・メールアドレス
・電話番号

⚫ 会社情報
・会社名（個人名）
・住所



指名ユーザーの管理
（ユーザ管理）



指名ユーザーの管理

※初期設定：契約管理者＝指名ユーザー（役割：プライマリ管理者）

「ユーザ別」トップ画面



指名ユーザーの管理

「ユーザ別」トップ画面

• 名前
• メールアドレス 役割



指名ユーザーの管理（ユーザ別画面）

• 役割
• メールアドレス
• Autodesk ID

割り当てられている製品



指名ユーザーの管理

「製品別」トップ画面



指名ユーザーの管理

「製品別」トップ画面

割り当てることが
できるシートの残数

所有製品名



指名ユーザーの管理（製品別画面）

割り当てることが
できるシートの残数

割り当てられている
指名ユーザー



指名ユーザーの登録、製品割り当て方法
（ユーザ別画面）



指名ユーザーの登録



指名ユーザーの登録



指名ユーザーの登録

• CSVファイルより最大5,000名の
指名ユーザーの一括登録が可能に

• 今後、複数の指名ユーザーに対して
同時に製品を割り当てる機能も追加予定



製品の割り当て



製品の割り当て



製品の割り当て



製品の割り当て



製品の割り当て解除



指名ユーザーの管理（注意点）

クラシック ユーザ管理

➢ サインインライセンスのみ所有

➢ サインインライセンス、
シリアル番号ライセンスの両方を所有

• サブスクリプション シングルユーザライセンス

• 保守プラン スタンドアロン/ネットワーク
• サブスクリプション マルチユーザーライセンス



新機能「チーム」



チーム

プロジェクトごとの
ライセンス管理希望

サインインライセンスに
なってから管理がしづらい

部署別の徹底した
ライセンス管理



チーム

サインインライセンスを「チーム」に分けて管理する機能

チームとは？

AutoCAD×15

AutoCAD×30

AutoCAD×25

AutoCAD×20

AutoCAD×10



チーム

購買 チームリーダー

契約 自分のチームの
ソフトウェア

プライマリ管理者

管理したいのは…

プライマリ管理者

契約管理者

B

A B

部門A
部門B
部門A
部門B

A

部門A

部門A

部門B

部門B



チーム

A

B

C

D

D

C

B

A



※主な必要情報

✓ チーム名
✓ チーム別の管理したい契約番号、製品名、シート数
✓ チーム別の管理者：(名前、メールアドレス）

チーム

➢ Autodesk Accountチーム機能
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/docs/pdfs/
autodesk-account-team-function.pdf

チーム作成のご依頼はオートデスクへ

https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/docs/pdfs/autodesk-account-team-function.pdf


お困りの際は…



サブスクリプションスタートアップについて
https://www.autodesk.co.jp/products/subscription-startup

https://www.autodesk.co.jp/products/subscription-startup


製品購入後のオートデスクへサポートのご依頼
https://knowledge.autodesk.com/ja/contact-support

• Autodesk IDとパスワードを持っている
→青い「サインイン」よりお問い合わせ

• Autodesk IDとパスワードが分からない
→「ライブチャット」もしくは「ケースを
作成」よりお問い合わせ

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


重要ポイントのおさらい



重要ポイントのおさらい

➢シングルユーザーライセンスへの移行に必要なアクション

・30日の1度のインターネットへの接続

・ライセンスタイプの切り替え

・指名ユーザーの登録、製品割り当て

➢指名ユーザーの管理に必要なAutodesk Account

・サインインライセンス向け新機能「チーム」
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