
保守プランに関する重要な変更 
よくある質問（FAQ） – お客様向け  

このドキュメントは、サブスクリプション方式への移行に伴って、保守プランのお

客様向けに近日実施される変更について、ご説明したものになります。 
 
* 最新の更新箇所の翻訳がまだ完了していない場合があるため、この FAQ の最新バージョンにつきま

しては英語版をご確認ください。 
 
最終更新: 2017 年 5 月 8 日 
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概要  
 
1.1 保守プランメンバーに対してどのような変更が行われるのですか? 
オートデスクは、オートデスクのツールとテクノロジーをお客様に最大限ご活用いただくため、サブスク

リプション方式によるご提供こそが最適な方法であると確信しています。サブスクリプションにより、接

続型サービスを通じて機能強化や新機能の提供方法を根底から変えていくことができるからです。 
 
2017 年 6 月以降、保守プランを契約しているお客様は、更新時に特別価格で簡単にサブスクリプ

ションに切り替えることができます。 お客様はこのオプションを、保守プランを契約している製品のシー

トごとに 1 回限り利用できます。 ただしこの切り替え価格は 2018 年に 5%、2019 年にはさらに 5% の
引き上げを予定しているため、サブスクリプションへの切り替えを早めに行うことで、コストをより多く節

約できます。 このオプションに関する詳細は、「保守プランからサブスクリプションへの切り替え」セク

ションを参照してください。 
 
希望するお客様に対しては引き続き 1 年単位で保守プランを更新できるようにしますが、2017 年 2 月 
20 日以降、保守プランを複数年単位で更新することはできなくなりました。さらに、オートデスクにとっ

て 2 種類のビジネス モデル（サブスクリプションと保守プラン）を管理していくことは非常にコストがかか

るため、保守プランの提供を維持していくためにも、2017 年 5 月 7 日以降、保守プランの更新価格が、

2017 年には 5%、2018 年には 2017 年の価格の 10%、2019 年には 2018 年の価格の 20% 引き上

げられます。  
 
1.2 現在契約中の保守プランを更新するとき、どのような選択肢がありますか? 
現在契約中の保守プランを更新する際、お客様には次の 3 つの選択肢があります。 
 

• 保守プランを契約している対象の単体製品を、同じ製品のサブスクリプションに切り替える  
• 保守プランを契約している対象の単体製品またはスイート製品を、業界別コレクションのサブス

クリプションに切り替える 
• 保守プランを 1 年単位で更新する  

 
1.3 今回の変更はすべてのオートデスクのお客様に影響がありますか? 
今回の変更は、保守プランを契約しているオートデスク製品をお持ちのお客様に影響がありますが、

オートデスク製品のサブスクリプションをご利用のお客様には影響はありません。 
 
1.4 保守プランの更新を継続することはできますか? 
はい。保守プランの利用を継続することをご希望のお客様は、引き続き保守プランを 1 年単位で更新

できます。 
 
1.5 保守プランを更新せず、サブスクリプションへの切り替えも行わずに保守プランが満了した場合は

どうなりますか? 
保守プランが満了すると、保守プランを通じて付与される特典をご利用いただけなくなります。たとえば、

ソフトウェアのアップデートの入手、前バージョン使用特典、ホーム ユース特典、海外持ち出し特典、技

術サポート、クラウド クレジットの利用、クラウド サービスが該当します。また、保守プラン満了後は、割

引価格でサブスクリプションに切り替えることができなくなります。 
 



永久ライセンスのソフトウェア使用許諾契約に従い、インストールとアクティベーションが完了しているソ

フトウェアのうち、最も新しいバージョンを引き続きご利用いただけます。保守プラン契約を通じて提供

されていた、より新しいバージョンのソフトウェアをインストールしてご利用いただくこともできますが、新

しいバージョンの利用を開始すると、それ以前のバージョンを使用する権利を放棄したものと見なされ

ます。 
 
例：現在永久ライセンス 2015 バージョンを使用している。2016 バージョン以降はインストールやアク

ティベーションは行っていない。保守プランが満了後も、引き続き 2015 バージョンを利用することがで

きる。保守プランの特典で入手した 2016 バージョン以降のものにバージョンアップする際は、2015 
バージョンをアンインストールする必要がある。 
 
1.6 今回の保守プランに関する変更は世界中で行われるのですか? 
はい。この変更は世界中のその他の国々でも行われます。 

保守プランからサブスクリプションへの切り替え 

2.1 保守プランメンバーにとって、サブスクリプションへの切り替えにはどのようなメリットがありますか? 
オートデスクは今後もサブスクリプション サービスへの多大な投資を続けます。これによりお客様は、

次のような特典を得ることができます。 
 

• 最新かつすぐれた製品機能: オートデスクが継続的に開発を進めている革新的な機能、主力

製品に対する更新プログラム、デスクトップ製品向けのクラウド サービスを利用することができ、

新しい機能が利用可能になり次第、追加料金なしで即座に手に入れることができます。 
 

• 新しい「業界別コレクション」の利用: 2 つ以上のオートデスク ソフトウェア製品が必要な場合、

サブスクリプションでのみ提供されている業界別コレクションなら導入費用を大幅に節約できま

す。 
 

• さらに便利になった技術サポート: オンラインでの迅速な対応だけでなく、ご指定の時間にオー

トデスクの技術サポート スペシャリストがお客様に直接お電話する予約制電話サポートもご利

用いただけます。 
 

• シンプルな管理: お使いのオートデスク製品をサブスクリプション方式で統一することで、ツー

ルを使ってソフトウェアやサービスの導入、配布を一元的に管理できるようになります。 
 

2.2 保守プランを契約している製品をサブスクリプションに切り替える場合、どのようなオプションがあり

ますか? 
保守プランを契約している製品の数多くが、更新時のサブスクリプションへの切り替えの対象製品に

なっています。 切り替えを希望する場合、切り替えを行うすべてのシートで、その永久ライセンスを放棄

していただくことになります。 切り替え対象製品を確認するには、下に示すガイドラインを参照するとと

もに、オートデスク認定販売パートナーまたはオートデスクの担当営業までお問い合わせください。 
 
切り替え元の保守プラン 切り替え先のサブスクリプション 
単体製品 同じ単体製品または業界別コレクション 



単体 LT 製品  同じ単体 LT 製品または LT スイート製品 
Design Suite または Creation Suite 業界別コレクション 
LT スイート製品 LT スイート製品 
 
現在契約している保守プランの期間にかかわらず、1 年または複数年のサブスクリプションに切り替え

ることができます。  
 
2.3 保守プランからサブスクリプションに切り替える場合に、変更できないものは何ですか? 
保守プランを契約している製品をサブスクリプションに切り替える際、現時点では次の変更はできま

せん。 
 

• 支払い方法の変更（例: 「都度更新」から「自動更新」） 
• アクセス タイプの変更（例: 「マルチユーザー」から「シングルユーザー」）  
• 「1 ヵ月」または「3 ヵ月」への利用期間の変更 

 
2.4 保守プランを契約している製品からサブスクリプションへの切り替えは、いつから可能になりま

すか? 
2017 年 6 月以降、保守プランを契約している対象製品を、更新時（保守プランの満了日の最大 90 日
前から）にサブスクリプションに切り替えられるようになります。 現在の保守プランは元の契約満了日ま

で有効で、新しいサブスクリプション契約は、保守プラン契約が満了した翌日から有効になります。 
 
2.5 保守プランからサブスクリプションに切り替えるにはどうしたら良いですか?  
現在保守プランを契約している製品からサブスクリプションに切り替えるには、オートデスク認定販売

パートナーまたはオートデスクの担当営業までご連絡ください。  
 
2.6 保守プランからサブスクリプションに切り替えた後でも、新規サブスクリプションの対象となる製品

およびバージョンである場合、インストール済みの永久ライセンスのソフトウェアを継続して使用できま

すか? 
今回の大幅な割引でサブスクリプションに切り替えるオプションは、保守プランを契約している永久ライ

センスを終了し、新規サブスクリプションに置き換えることに同意するという条件のもとに提供されます。

通常は、古い永久ライセンスのソフトウェアをアンインストールし、新規サブスクリプションに紐付けられ

たソフトウェアをインストールする必要があります。 ただし、お客様が切り替え後も使用する製品・バー

ジョンをインストール済みである場合、このプロセスによってお客様のワークフローが中断される可能

性があることはオートデスクも承知しています。 
 
そのため、新規サブスクリプションの設定を指名ユーザーの割り当て（シングルユーザーの場合）または

ライセンス ファイルの更新（マルチユーザーの場合）によって行うなど、特定の条件と制限に従う場合、

新規サブスクリプションをインストールまたは配布する準備が整うまでの間、インストール済みの古い永

久ライセンスのソフトウェアをそのまま残すことが許可されます*。ただし、そのソフトウェアの使用とアク

セスは永続的なものではなくなり、永久ライセンスの利用規約の適用範囲外となります。お客様のソフト

ウェアは期間ライセンスとなり、該当するサブスクリプションの使用条件が適用されるようになります。つ

まり、新規サブスクリプションのソフトウェアをインストールする代わりに、古い永久ライセンスのソフト

ウェアを継続して使用する場合でも、新規サブスクリプションの使用条件に従う必要があります。 
 
製品アップデートなどの継続的なサブスクリプションの特典を利用するには、できるだけ早めに新規サ

ブスクリプションのソフトウェアをインストールすることを強くお勧めします。スイート製品から業界別コレ



クションへの切り替えなど、一部のケースでは、元の永久ライセンスのソフトウェアをアンインストールし、

新規サブスクリプションのソフトウェアをインストールする必要があります。 
 
* アンインストールの要件に対するこの例外措置には、保守プランからサブスクリプションへの切り替え

に関する新たな使用条件で定められる制限および条件が適用されます。また、一部の国のお客様に

はこの例外措置が適用されません（日本は適用されます）。 
 
2.7 サブスクリプションに切り替えた後、保守プランを契約していた製品で作成したファイルとデータは

使用できますか?  
保守プランを契約していた製品で作成したファイルとデータはすべて、サブスクリプションに切り替えた

後でも引き続き使用できます。 
 
2.8 サブスクリプションに切り替えた場合、アプリケーションとデータはクラウドに保存されることになり

ますか? 
サブスクリプションで入手したデスクトップ ソフトウェアとその製品で使用するデータは、従来どおりお客

様のローカル コンピュータに保存されます。クラウド サービスのアプリケーションはクラウド上で実行さ

れます。データをクラウドに保管するか、ローカル コンピュータに残すかはお客様の使い方次第です。 
 
2.9 保守プランをサブスクリプションに切り替えた後にそのサブスクリプションが満了した場合はどうな

りますか? 
他のサブスクリプションと同様に、満了後はソフトウェアを利用できなくなります。お客様のデータはお

客様のものであり、データ ファイルは引き続き保持されます（5.10 節を参照）。オートデスク サブスクリ

プションの新規契約を後から開始する場合は、通常価格でのご利用となります。 

切り替え価格  

3.1 保守プランを契約している製品をサブスクリプションに切り替える場合の価格を教えてください。 
2017 年中に保守プランに契約している製品と同じ製品でサブスクリプションへ切り替えていただく場合、

多くの場合そのサブスクリプションの価格は保守プランの更新価格と同額になります。 
 
2018 年以降にサブスクリプションに切り替える場合、切り替え価格は 2018 年 5 月に 5%、2019 年  
5 月にはさらに 5% 引き上げられる予定です。このオプションを利用できるのは、サブスクリプションに

切り替える保守プランを契約している製品のシートごとに 1 回限りとなります。サブスクリプションの標

準価格とは異なり、サブスクリプションへの切り替え価格はシングルユーザー アクセスでもマルチユー

ザー アクセスでも同じ価格です。 
保守プランを契約している製品をサブスクリプションに切り替える場合の価格の詳細については、オー

トデスク認定販売パートナーまたはオートデスクの担当営業にお問い合わせください。 
 
3.2 保守プランを契約している製品からサブスクリプションへの切り替えを早めに行うことで、どのよう

なメリットがありますか? 
切り替え価格が、2018 年 5 月に 5%、2019 年 5 月にはさらに 5% 値上がりするため、サブスクリプ

ションへの切り替えを早めに行うことにより、コストをより多く節約できます。切り替えることにより、今後

最長 3 年間はこの価格が固定されます。 
 



3.3 割引価格が 3 年間固定されるようにするには、どのような支払いオプションがありますか? 
次のオプションから選択できます。 
 
年間サブスクリプション - 2017 年 6 月から 2019 年 5 月までの間に切り替えを行った場合は、1 年ごと

に同じ価格で、最長 3 年間契約を更新することができます。* 
 
複数年サブスクリプション - 2 年または 3 年契約を結んで全額を一括で支払うことができます。 
 
* 為替などの影響により変動することがあります。 
 

3.4 保守プランからサブスクリプションに切り替えた場合、4 年目以降の更新価格はどのようになりま

すか? 
4 年目以降も、割引価格にてサブスクリプションを更新できます（2016 年度の保守プランの価格より約 
15% 高くなります）。契約更新を継続する限り、お客様は定価よりも安い価格でサブスクリプションをご

利用いただけます。この特別価格は、保守プランの更新価格や、新規サブスクリプションの価格よりも

安くなります。 

契約管理  
 
4.1 保守プランからサブスクリプションに切り替えると新しい契約番号になりますか? 
はい。保守プランをサブスクリプションに切り替える際に、新しいサブスクリプション契約が作成されま

す。現時点では、既存のサブスクリプション契約に新規サブスクリプションを追加することはできま

せん。 
 
4.2 契約している保守プランのライセンスの一部のみをサブスクリプションに切り替えることはできます

か? 
はい。契約しているライセンスの一部だけをサブスクリプションに切り替えることもできます。 
 
4.3 切り替え後の新しいサブスクリプション契約と既存の契約の満了日を揃えることはできますか? 
いいえ。現時点では、この新しいサブスクリプション契約と既存の保守プランまたはサブスクリプション

契約の満了日を揃えることはできません。新しいサブスクリプション契約の更新日は、元の保守プラン

と同じになります。 
 
4.4 サブスクリプションに切り替えた後、クラウド クレジットはどうなりますか?  
クラウド クレジットは新しいサブスクリプション契約には引き継がれません。購入したクラウド クレジット

は保守プラン契約の満了とともに無効となるため、保守プラン契約の全ライセンスをサブスクリプション

に切り替える場合は、既存の保守プランの契約が満了するまでに、クラウド クレジットをすべて使い切

ることをお勧めします。 



ソフトウェアの管理と使用 

5.1 保守プランからサブスクリプションに切り替えた場合、前バージョンで使用できる製品はどれです

か?  
保守プランからサブスクリプションに切り替えた場合、当該製品の保守プラン契約は終了し、新規サブ

スクリプション契約を開始することになります。この新規サブスクリプション契約では、「サブスクリプ

ションの前バージョン対象製品一覧」に記載されている前バージョンを使用できるようになります。 
 
また、保守プランのご契約内容に含まれていた製品が新規サブスクリプションにも含まれている場合は、

保守プランの契約期間中にダウンロードしてアクティベートした製品およびバージョンを継続してお使い

いただけます。サブスクリプションへの移行中、またはサブスクリプションが満了するまでの間は、これ

らの製品およびバージョンを必要なだけ継続してお使いいただけます。新規サブスクリプションの対象

となるソフトウェアをインストールしてアクティベートした後は、不要となった以前の永久ライセンスを

アンインストールしていただくようお願いいたします。 
 
たとえば、保守プランの前バージョン使用特典に基づいて AutoCAD 2010 を使用している場合は、保

守プランからサブスクリプションに切り替えた後も、サブスクリプション契約の更新を継続する限り、サブ

スクリプションの権利に基づいて AutoCAD 2010 を引き続きお使いいただけます。 
 
5.2 サブスクリプションに切り替えたのち、保守プランで使用しているのと同じバージョンのソフトウェア

を継続して使用することはできますか? 
はい。ほとんどの場合、保守プランの特典としてご使用中のバージョンを、サブスクリプションへの切り

替え後も引き続きお使いいただけます*。この特典は、サブスクリプション契約に基づく権利の一環とし

て提供されます。また、「前バージョン対象製品リスト（サブスクリプション）」に記載されている前バー

ジョンについてもご利用いただけます。 
 
* 特定の条件や制限に従う必要があります。 
 
5.3 インターネットへの接続が制限されている場合、どのようなサブスクリプションのオプションを利用

できますか?  
マルチユーザー アクセスでは、インターネット接続がなくてもソフトウェアを使用できますので、保守プ

ランでネットワーク版をご使用されているお客様は、サブスクリプションのマルチユーザー アクセスへ切

り替えることができます。一方で、保守プランでスタンドアロン版をご使用されているお客様は、サブス

クリプションのシングルユーザー アクセスはインターネット接続が必須のため、この切り替えオプション

を利用することができません。マルチユーザー アクセスのサブスクリプションを新規で購入する必要が

あります。 
 
5.4 サブスクリプションへの切り替え後、新しいバージョンがリリースされるたびにアップグレードしなけ

ればなりませんか?  
いいえ。お客様はお好きなタイミングでソフトウェアのアップグレードをすることができます。 
 
5.5 サブスクリプションの新しいソフトウェアはどのように設定するのですか? 
新しいソフトウェアのダウンロード、インストール、アクティベーションに関する詳細は、「ダウンロードと

インストール」ページを参照してください。 
 

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/eligible-previous-version-subscription
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/eligible-previous-version-subscription
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/eligible-previous-version-subscription
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install


5.6 製品が既にインストールされている場合、どのような設定が必要になりますか? 一度アンインス

トールし、新規サブスクリプションのソフトウェアを再度インストールする必要がありますか? 
製品をサブスクリプション用に再設定するのであれば、ほとんどの場合、管理者はアンインストールと

再インストールを行う必要はありません*。 
 
* 特定の条件や制限に従う必要があります。 
 
シングルユーザー アクセスのサブスクリプションの場合: 管理者は各ユーザーに新規サブスクリプ

ションへのアクセスを割り当てる必要があります（5.7 節を参照）。そして各エンド ユーザーは、製品内

のシリアル番号を新規サブスクリプションのシリアル番号に更新する必要があります。（注: スイート製

品から業界別コレクションに、または LT 製品から LT スイートに切り替えた場合は、シリアル番号の更

新は必要ありません。更新しようとすると、エラーが発生します。） 
 
マルチユーザー アクセスのサブスクリプションの場合: 管理者は既存の保守プランのライセンス ファイ

ルまたはスニペットを、新規サブスクリプションのライセンスが含まれる新しいライセンス ファイルに置

き換える必要があります。また、各ユーザーにクラウド サービスへのアクセスを割り当てる必要があり

ます（5.7 節を参照）。 
 
5.7 各ユーザーが新規サブスクリプションの新しい製品やサービスを利用できるようにするには、何を

行う必要がありますか?  
シングルユーザー アクセスのサブスクリプションの製品を利用するには、管理者が指名ユーザーを追

加して割り当てる必要があります。エンド ユーザーが製品を起動するとサインインするように求められ

るので、Autodesk Account で指名ユーザーとして設定されたユーザー ID を入力することにより、ソフ

トウェアを使用するための権限が認証されます。 
 
マルチユーザー アクセスのサブスクリプションの場合、管理者は既存の保守プランのライセンス ファイ

ルまたはスニペットを、新規サブスクリプションのライセンスが含まれる新しいライセンス ファイルに置

き換える必要があります。これにより、ユーザーは新しいライセンスを使用してソフトウェアを起動でき

るようになります。 
 
各ユーザーに、クラウド サービスやサポートなどのサブスクリプション特典を利用させたい場合は、マ

ルチユーザー アクセスの場合でも、管理者は Autodesk Account で指名ユーザーを割り当てる必要が

あります。詳細については、「ユーザと権限の管理」を参照してください。 
 
5.8 切り替え後、指名ユーザーは新規サブスクリプションに自動的に割り当てられますか?  
いいえ。保守プランのシートのユーザーは自動的には新規サブスクリプションに割り当てられません。

管理者は新規サブスクリプション用に、指名ユーザーの作成や、デスクトップ ソフトウェア、クラウド 
サービス、サポートへの割り当てを行う必要があります。詳細については、「ユーザと権限の管理」を参

照してください。 
 
5.9 保守プランがサブスクリプションに切り替えられたことは、どのようにして通知されますか? 
現在の保守プランが満了し、新規サブスクリプションが開始されると、新規サブスクリプションと次の手

順の詳細が記載された電子メールが管理者に送信されます。しばらくの間、切り替えられたライセンス

には、ライセンスが削除されるまで「切り替え済み」というステータスが（Autodesk Account 上で）表示

されます。新しいサブスクリプション契約は、保守プラン契約が満了した翌日から有効になります。 
 

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/add-remove-users-classic-view
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/add-remove-users-classic-view


5.10 永久ライセンスを失効したり、サブスクリプションの契約を終了したあとでも、オートデスク製品で

作成したファイルを開いたり編集したりすることはできますか? 
はい。ファイルを表示できる無償のビューアの提供に加え、ほとんどのオートデスク製品で、データ ファ

イルをメーカーに依存しないファイル形式で保存することが可能です。そのようなファイル形式が利用

できる場合、他社のソフトウェアとデータ交換したり、サードパーティーのデータ変換プログラムを使用

してオートデスクの標準のファイル形式に変換し、お使いのシステムで編集することができます。 
 
5.11 保守プランからサブスクリプションに切り替えた場合、サポート特典に何か変更が生じますか? 
オートデスクでは、サブスクリプションメンバーに対するサポート体制の強化に常に取り組んでおり、お

客様が最も必要なときに充分なサポートをすばやく容易に得られるよう、分かりやすい方法での提供に

努めております。保守プランからサブスクリプションに切り替えると、予約制電話サポートが利用できる

ようになります。お客様のご都合の良い時間を WEB でご予約いただきますと、オートデスクの技術サ

ポート スペシャリストが直接その時間にお客様へお電話いたします。このサービスは、サブスクリプ

ション契約の製品をご利用いただいているすべてのお客様が追加料金なしでご利用いただけます。 
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