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はじめに 
この eBookは、サブスクリプションの設定、稼働するためのクイックスタート ガイドです。eBookには、設
定プロセスの概要、便利なヒント、また、ステップバイステップ形式の詳細な説明が掲載されていますので、
ぜひご使用ください。

eBookの対象ユーザー
この eBookは、オートデスクのサブスクリプションメンバーの中でも、契約管理者やソフトウェア コーディネーターに
向けに作成されたガイドブックとなります。導入したソフトウェアの設定や生産性の高い稼働環境を実現するためにお
役立てください。

eBook内の閲覧方法

eBookを閲覧するにはいくつかの方法があります。

• 各ページの左側にあるナビゲーションバーで詳しく調べたいトピックをクリック

• PDF のスクロールバーを使用

• 矢印キーを使用

• 各ページの下部にある「前ページ」または「次ページ」のリンクをクリック
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各種アイコン
各種アイコンを活用すると、eBookのポイントを効率よくご理
解いただけます。

重要 ベストプラクティス タイムアラート

詳細情報 ハイライト表示

eBook内へのリンクは、 このように表示  されます。

eBook外部へのリンクは、 このように表示  されます。

クイックリンク
次のクイックリンクにより、eBook内の主要な設定手順、ハウ
ツー項目、便利なヒントを確認できます。 

 
•  サブスクリプション設定について 
知っておくべき 5 つのポイント

• 設定プロセス概要

• 契約管理者の役割について

• ユーザーの設定

• 指名コーラーの設定

•  ベストプラクティス 

本ガイドに含まれるトピックの全リストについては目次を確
認してください。 

各ステップ内容 
をサポートする 
重要ポイント

管理者向け重要な
メモやヒント

時間がかかる可能性のある 
ステップ

Autodesk Knowledge Network 
（AKN) に掲載された詳細情報

への便利なリンク

カーソルを当てると該当項目が
ハイライト（反転）表示される
インタラクティブ機能
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設定プロセス概要
このガイドでは、サブスクリプション注文の処理からソフトウェアが稼働するまでの設定やインストールについて 
10 ステップで解説します。より効果的に作業するためには、「設定作業をはじめる前に」セクションを確認し、 
「設定とインストール」セクションに記載されている順序に従って、各ステップを完了します。

注文状況メール（Email #1） ソフトウェア コーディネーターの設定（必要に応じて）

契約開始メール （Email #2） ユーザーの設定

Autodesk Account へのサインイン 製品やサービスに対するユーザーアクセス権の供与

サブスクリプション製品とサービスの確認 ダウンロードとインストール

プロファイルの設定／更新 ソフトウェアの稼働

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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サブスクリプション設定について 
知っておくべき 5 つのポイント
1.  サブスクリプションには 4 つの役割があります。
各サブスクリプション契約には、次の 4 つの役割を割り当てる
ことができます。
契約管理者、ソフトウェア コーディネーター、ユーザー（また
は指名ユーザー）、指名コーラー（アドバンスサポートの場合）。 

各サブスクリプション契約では、シリアル番号または製品グ
ループごとに、契約管理者とソフトウェア コーディネーター
を各 1 名割り当てることができ、ライセンス サポート数の範
囲でユーザーおよび指名コーラー（アドバンスサポートの場
合）を設定できます。サブスクリプション契約に複数の製品
やシリアル番号が含まれる場合は、複数のソフトウェア コー
ディネーターを割り当てることができます。役割についての
詳細はこちら

2.  サブスクリプション設定は契約管理者の設定から開始 

本人の名義またはクレジットカード、または Autodesk ID を使
用してサブスクリプションメンバーになった場合、そのユー
ザーが正式な契約管理者になります。この設定の変更方法は 
FAQセクションで確認

3.  ユーザーの指名プロセス
まず契約管理者またはソフトウェア コーディネーターが Autodesk 
Account でユーザーを追加し、サブスクリプション製品やサービス
にアクセスし使用できるように権限を割り当てます。このプロセス
をユーザー指名と呼びます。 

ユーザーに各製品やサービスへのアクセス権を割り当てる前に、ユー
ザー指名が完了している必要があります。ユーザーの設定方法はこ
ちら 

4.  コーラーの指名プロセス
アドバンスサポートの電話サービスを使用するには、必ずコーラー
（電話をかけることのできる人）を指名する必要があります。コーラー
の指名方法はこちら

5. 動作環境を必ず確認
製品のインストールで最も重要なステップの 1 つは、製品をダウン
ロード、インストールする前にシステムが最適化されているかどう
か動作環境を確認することです。最初にこのステップを完了するこ
とで、スムーズな設定作業と最適なユーザー体験を実現することが
できます。詳細はこちら
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 作業手順の構築
契約管理者やソフトウェア コーディネーターは、たとえば既に会社の関係者ではなく
なったユーザーの削除など、ユーザー設定や役割変更依頼といった部署内の業務手順や
プロセスを確立しておくようにします。また、ダウンロードやインストールの手順、製品
を最新の状態に維持するためのアップデート、各種機能、修正プログラムに対する標準
化を図るため、製品取り扱いに関する作業手順も決めておきます。 

 自動更新に対する事前対応
ソフトウェアへのアクセス権の失効を避けるため、サブスクリプション契約は契約満了
前に更新してください。オートデスクオンラインストアで購入された場合は、登録してい
るクレジットカード情報を常に最新にしておく必要があります。

 インストール前に動作環境を確認
製品インストールの前に、アプリケーションが最適なパフォーマンスで稼働するための
要件、またはインストール先のシステムが製品の仕様をサポートしていることを確認てく
ださい。  

 Autodesk Accountの確認 
管理者エリアを閲覧することで、欲しい情報を必要なときにすぐに確認することができ
ます。ユーザーの役割、ユーザー のアクセス権、サポート、契約詳細などに関連する
主要エリアについて把握しておきましょう。管理画面には、ネスト化された詳細や参照
情報が多数用意されています。各画面を表示するために、いくつかの方法があります。
「i」アイコン上にマウス ポインターを重ねると、詳細情報が表示されます。Autodesk 
Knowledge Network を活用すれば、各自のペースで習得できる総合的サポートを十分
に活用できます。

 契約管理者の役割について
契約管理者は、オートデスク サブスクリプション契約に関する管理者のことを
指します。この役割は、サブスクリプションメンバーになる際（サブスクリプショ
ン発注時）に使用された Autodesk ID の所有者に対して自動的に割り当てられ
るものです。（ご発注時にお届けのあったご担当者名が契約管理者として設定さ
れます。）

必要に応じて契約管理者の変更が可能です（詳細はこちら ）。ただし、自動更
新として設定されている契約の場合は、契約管理者の変更はできません。この
場合、契約管理者を完全に変更するには、契約満了後新規契約時に新しい契約
管理者を設定する必要があります。 

 準備
契約管理者とソフトウェア コーディネーターはチームメンバーとミーティング
を行って、各スタッフの役割を特定し、誰がどの製品やサービス、特典にアク
セスする必要があるのかを決定します。すべてのユーザー情報（名前、既存の
Autodesk ID、関連するメールアドレス）を取得し、ユーザー設定や他の作業の
際に使用できるよう文書化しておきます。

  常に最新情報を保管
契約管理者とソフトウェア コーディネーターは、各通知、確認事項、重要な製
品情報を受領できるように、Autodesk Account プロファイル、連絡先情報、メー
ルアドレスを常に最新にしておきます。 

  管理者としての役割を通達 
契約管理者またはソフトウェア コーディネーターは、チームのスタッフがサポー
トを必要としている場合、または質問や課題がある場合に問い合わせができる
ように、各スタッフに対しその役割を明確に伝えておく必要があります。 

サブスクリプション設定と管理についてのベストプラクティス

http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/contract-managers-software-coordinators/change-contract-manager
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/contract-managers-software-coordinators/change-contract-manager
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設定作業をはじめる前に： 
設定の準備 
本セクションでは、サブスクリプションの役割と各機能について説明し、ソフトウェア設定の前に必要となる
情報を一覧表示、また Autodesk ID の重要性について解説します。

事前準備することで、設定プロセスの大幅な合理化を図ることが可能です。 
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サブスクリプションの役割と機能について
サブスクリプションには、4 つの主要な役割（契約管理者、ソフトウェア コーディネーター、ユーザー、指名コーラー）があります。
それぞれの役割には明確な機能が割り当てられています。

指名コーラー（NC）

ユーザー（U） 
（または「指名ユーザー」）

ソフトウェア  
コーディネーター（SC）

契約管理者（CM）
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役割の概要
新規サブスクリプションが開始された時点で
は、契約管理者の役割のみが存在します。契約
管理者はあらかじめ ユーザーおよび指名コー
ラー（アドバンスサポートの場合）に指定され
ています。 

契約管理者が ソフトウェア コーディネーター
を割り当てていない場合、 この役割の機能は、
契約管理者に設定されます。契約管理者のみソ
フトウェア コーディネーターを指定することが
できます。ソフトウェア コーディネーターは、
あらかじめでユーザーと指名コーラーとしても
割り当てられています。 

契約管理者またはソフトウェア コーディネー
ターがあらかじめ割り当てられた製品または
サービスを使用する予定がない場合、これらの
特典を解除し、他のユーザーに対して割り当て
られるようにします。Autodesk Account のユー
ザー管理セクションで設定できます。詳細はこ
ちら 

契約管理者とソフトウェア コーディネーターは
いずれもユーザーの設定と管理ができ、また製
品やサービスへのアクセス権を割り当て、解除
することが可能です。 

ユーザー ユーザー ユーザー

ソフトウェア  
コーディネーター 

（SC）

指名コーラー
一般のユーザー  
役割に電話サポート 
利用権限を追加

指名コーラー（およびユーザー）ユーザー（別名：指名ユーザー）

契約管理者 
（CM）

ユーザーの 
設定

ユーザーの
設定

CM または  
SC により 
指定された 
指名 
ユーザー

ソフトウェア  
コーディネーター 

の設定
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契約管理者（CM）
管理役割

ソフトウェア 
コーディネーター（SC）

管理役割

ユーザー（U）
別名「指名ユーザー」

指名コーラー（NC）
最初は必ず 

ユーザーとして指定

役割の作成定義  役割の作成理由 サブスクリプションメンバー 
（サブスクリプション購入者）

割り当てられていない場合、 
機能は CM に設定 CM または SC が割り当て

CM および SC（初期値）、 
または CM や SC により 
指定されたユーザー

機能

製品やサービスのサブスクリプションメンバー 

オートデスク サブスクリプション契約に関する主要な連絡先 

注文状況メール（Email #1）の受信 

契約開始メール（Email #2）の受信   

契約と更新の管理 

更新のご案内の受信 

ソフトウェア コーディネーターの割り当て 

ユーザーの設定／管理：製品、サービスおよびサポートへの 
ユーザーのアクセス権を割り当て

 

オートデスク製品の新規リリースやソフトウェアダウンロードに 
関するメール通知の受信



個人プロファイルの管理    

製品のダウンロードとインストール     *   *

シリアル番号とプロダクト キーへのアクセス権        **      **

機能強化や更新のダウンロード     *   *

Web サポート ケースの送信／閲覧     *   *

指名コーラーの指定 ***  

電話サポートへのアクセス権（アドバンスサポート用）***  
（初期値で NC）

 
（初期値で NC）



*製品、機能強化、アップグレードのダウンロード、または Web サポートを利用する前に、ユーザーは CM または SC によってアクセス権を供与されている必要があります。
**使用製品で必要となる場合のみ利用可能     ***指名コーラーは アドバンスサポートのみ対象

役割と機能の比較表

下記の比較表は、4 つの主要な役割の定義と機能
についての包括的な概要を示しています。
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サブスクリプション 役割のシナリオ
前述のように、サブスクリプション契約やユーザー ニーズの管理をサポートするため、
複数の役割を設定することが可能です。大規模な企業では、役割を複数の担当者に割り当
てる場合がありますが、中小企業では 1 人の担当者が役割を兼任する可能性があります。

  重要
 サブスクリプションの設定を行う前に、チーム内のニーズや役割を確認してください。

役割の割り当て例（サブスクリプション シナリオ）

Smith Architecture 社は従業員 10名の会社です。購買担当者 2名、ITマネージャー  
1名、そしてオートデスクのユーザーが 3名います。Smith 社では、オートデスク製品
のマルチユーザーサブスクリプションを、アドバンスサポートで購入しています。

• 契約管理者 = 購買担当者／サブスクリプションメンバー

•  ソフトウェア コーディネーター = ITマネージャーで、サブスクリプションのインストール時のサポート
や各ニーズに対応

•  ユーザー = ソフトウェアと特典へのアクセス権を持つ従業員 3名。ソフトウェアの稼働やアクセス、お
よびその他の特典へのアクセス前に、各担当者を指名（追加および設定）しておく必要があります。

•  指名コーラー = 合計 3 名。契約管理者／購買担当者（デフォルト設定）、ソフトウェア コーディネーター／ IT 
マネージャー（デフォルト設定）、およびユーザー 1 名（IT マネージャー／ソフトウェア コーディネーターが
指定）

Jones Consulting 社は個人経営の会社です。Jones
社では、必要なオートデスク製品へのシングルユー
ザーのアクセス権のあるサブスクリプションを購入
しています。 

•  Alex Jones 氏はデフォルトで契約管理者とユーザーに
設定されています。

•  この個人事業のシナリオにおいて、ソフトウェア コー
ディネーターを指定する必要はありません。SC役割の
機能は、あらかじめ CMに設定されます。

•  ベーシックサポートでは、指名コーラーの指定はでき
ません。

 ベストプラクティス
  契約管理者とソフトウェア コーディネーターは、サブスク

リプション設定前にチームメンバーとミーティングを行っ
てください。これにより、管理者側で、どの担当者が製品や
サービス、特典にアクセスする必要があるかを特定するこ
とができます。次のセクションでも解説していますが、ユー
ザー設定時にすぐ使用できるように、必要となるすべての
ユーザー情報を取得しておきます。
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効果的な設定のために
契約管理者は、下記に示す準備手順に従って各チームの役割 を特定することで、設定プロセスの効率
化を最大限に図ることが可能です。本セクションの内容を十分に確認することで、設定プロセスがスムー
ズになります。

1. 各ユーザーへの質問 
設定作業を開始する前に、サブスクリプションに関連する役割（新規ユーザー
も含む）に指定されているすべての担当者に対し、以下についてご確認くだ
さい。

既に Autodesk Accountにサインするための IDを持っていま
すか？

•  「はい」と回答した場合、設定プロセス時に正しい Autodesk ID で登録でき
るよう、既存のユーザー資格情報（次のセクションで説明）を入手してくだ
さい。各特典が利用可能になると、サインイン資格情報を含む契約開始なら
びに権限変更を通知するメールが届くことをユーザーに伝えてください。

•   「いいえ」と回答した場合、ユーザー情報（次のセクションで説明）を取得し、
設定時にそれを「ユーザーの追加」フォーム（ステップ 7）に入力します。
これによりリンクされた Autodesk ID が自動的に作成されます。ユーザー
には、設定プロセス中に、独自にアカウントを設定しないよう伝えておき
ます。ユーザーは、サインイン資格情報を含む利用開始メールの受信を待
ちます。利用開始と権限変更の通知メールにより、各特典が利用可能であ
ることが伝えられます。

2. ユーザー情報の取得
次に、すべてのユーザーに関する下記の情報を収集します。 

 氏名（名）

 氏名（姓）

  Autodesk IDに既に登録されている、または登録する予定のメールアドレス

  既に Autodesk Account を取得している場合は、Autodesk ID（これはメー
ルと同一の場合があります）

   重要
  ユーザーを正しく設定し、利用するサブスクリプションの特典に登

録するため、適切な Autodesk ID が使用されていることが大切です。
既存の Autodesk ID 記録と一致しないユーザー情報が入力された場合、
新規の Autodesk ID が作成されます。

  ユーザーが複数の Autodesk ID を保有する場合、サブスクリプショ
ンの特典はただちに ID プロファイル情報に登録されてしまうため、
（使用予定の）正しい Autodesk ID で登録することが重要です。

   新規 Autodesk ID の設定に関する詳細はこちら
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新規 Autodesk ID の設定
ユーザー設定プロセス（ステップ 7）により、新規ユーザー用のリンクされた Autodesk ID が自動的に作成
されます。

設定プロセス中、新規ユーザーが Autodesk Accountにアクセスし、Autodesk ID を作成しないよう注意が
必要です。アカウントの重複はアクセスの妨げやプロセスの開始を遅らせる原因になりかねません。

新規ユーザーは、契約管理者またはソフトウェア コーディネーターに Autodesk ID の作成を任せるようにし
ます。新規ユーザーには、利用開始メールの受信を待ち、登録アカウントへのサインインには提供されたサ
インイン資格情報を使用するように伝えます。

Autodesk ID と Autodesk Account – 定義の違い
Autodesk ID
Autodesk ID はシングル サインインで、これによりユーザーは同一の ID とパスワードで複数のオートデスク 
ウェブサイトにアクセスできます。初期値では Autodesk ID には、メールアドレスが使用されますが、ユーザー
自身で設定した ID に変更して使用することもできます。

オンライン ストア経由でサブスクリプションメンバーになった場合、オートデスクで Autodesk ID を用意する
ことも可能です。このサインイン情報によって、ソフトウェアのダウンロード、および各製品やサービスを管
理するためのアクセス権が与えられます。

AUTODESK ACCOUNT
Autodesk Accountは、ソフトウェアやサービス、サブスクリプション契約更新、およびクラウド クレジット
へのユーザー アクセスを管理するポータルサイト（accounts.autodesk.com）です。

   重要
  Autodesk IDは、チーム内すべての担当者の識別子となるものです。また Autodesk IDは、すべて

の主要なオートデスク デジタル コンテンツにアクセスするためにユーザーが保持するシングル サ
インイン資格情報です。

  通常、Autodesk ID にはメールアドレスの使用を推奨していますが、各自で作成した英数字 IDも使
用できます。

 ベストプラクティス
  新規 Autodesk IDを設定する前に、管理者

およびユーザーがお互いに確認し合うこと
が重要です。ユーザー設定ステップ（ステッ
プ 7）のシンプルな一括処理で、すべての新
規 Autodesk IDを同時に設定するのが最も
効率的です。
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設定とインストール 
サブスクリプションの設定とインストール開始 

本セクションでは、サブスクリプション注文の処理からソフトウェアが稼働するまでの設定
とインストール プロセスを 10 ステップに分けて説明します。

各ステップでは、ベストプラクティスや重要事項を提示し、設定とインストールを完了する
ための効果的な方法を解説しています。

事前にサブスクリプションの役割 を正しく理解、定義し、また適切な設定作業に必要と
なる情報を取得  しておきます。
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設定プロセス
設定とインストール プロセスは、次の 10ステップに分けることができます。ステップバイステップ形式の説明 
（および画面リファレンス）に従い、確実に 1 つのステップを完了してから次のステップに進みます。

ステップ
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注文状況メール（Email #1）
契約管理者が他のユーザーに対し、購入した製品やサービスへのアクセス権を供与する前に、ま
ずサブスクリプションの注文を処理する必要があります。その注文が処理されると、オートデス
クは契約管理者に確認メールを送信します。後で参照できるよう、本メールを保管しておいてく
ださい。本ガイドでは、ユーザーが既に購入処理を完了し、確認メールを受信したという前提で
説明します。

契約管理者とは？
サブスクリプション購入の際に使用された Autodesk IDまたはメールアドレスの所有者が、初期値として契約管理者に
設定されます。契約管理者は、アカウントに対するフル管理者アクセス権や各種権限を保持します。サブスクリプショ
ンの役割と機能について の詳細はこちら

Email #1 は、注文処理が完了したことを通知
するメールです。まだ製品は使用可能になっ
ていない場合があります。
オートデスク認定販売パートナー、あるいはオートデス
クオンラインストア経由でサブスクリプションメンバー
になると、サブスクリプション購入時に登録したメール
アドレス（契約管理者）宛に、注文処理が完了したこと
を伝えるメールが届きます。送信元により、このメール
の形式は多少異なります。

このメールには Autodesk Account サインインへの参照や
リンクを含んでいますが、製品やサービスが使用可能と
なったことを示すものではありません。契約開始メール
（ステップ 2）の受信を待ちます。

 重要
  新規のサブスクリプションメンバーは、サ

インイン資格情報を受け取ってから作業を
開始します。新規の Autodesk IDをご自身
で作成しないでください。

  新規の Autodesk Account 資格情報は、契約
開始メール（ステップ 2）に記載があります。

 タイムアラート

  注文処理の一部として、新規サブスクリプショ
ンメンバーに対する新規 の Autodesk ID は自
動的に作成されますので、処理に時間がかか
ることがあります。契約開始メール（ステッ
プ 2 を参照）は契約開始日に届きます。この
メールには、Autodesk IDと仮パスワードが含
まれています。

  既存のサブスクリプションメンバーの場合で
も、サブスクリプションの注文から Autodesk 
Accountでサブスクリプション特典が利用可能
になるまで、多少時間がかかることがあります。

  

   重要
 本メールは単なる受領確認です。
  サブスクリプション使用可能を 

お知らせする通知ではありません。

ステップ 1
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契約開始メール（Email #2） 
2番目に受信する通知メールは、契約開始メールです。このメールは、「ようこそメール」
など、別の名称で呼ばれることもあります。

契約開始メールは、サブスクリプションと 
その特典が使用可能になったことを示します。
既存のオートデスク ユーザーの場合、このメールには既存
の Autodesk ID とアカウントにアクセスするためのリンク
が記載されており、「権限が変更されました」というタイ
トルで配信されます。左記のメールサンプルとは異なる、
よりシンプルなフォーマットのメールが届きます。

新規サブスクリプションメンバーの場合、このメールには
新規の Autodesk ID、仮パスワード、アカウントにアクセ
スするためのリンクが記載されています。

特典にアクセスするには、「アカウントにアクセス」ボタン 
（メール上の青いボタン）をクリックして、Autodesk 
Account にサインインします。

 重要
  契約開始日を指定せず、1番目のメールが届い

たのちに 24時間経過しても 2番目のメールが
届かない場合、もしくは契約開始日を指定の際、
指定日の翌日になっても 2 番目のメールを受信
しなかった場合は、オートデスクにお問い合わ
せください。

  管理者が Autodesk Account にサインインできる
場合は、Autodesk Account の右上にあるトップ
ナビゲーションのサポートメニュー（サポート 
> ケースの表示 > ケースの送信）から、該当ユー
ザーに代わってお問い合わせ可能です。サポー
ト ケースの送信方法はこちら 

  もしくは下記の項目を実行します。 
• Autodesk Knowledge Network  にアクセ
スします。

• 「アカウントを作成／サインイン」アイコンを
選択します。

• 「アカウントへサインイン」ボタンをクリック
します。

• サインインの完了後に、利用可能な送信オプ
ションから「お問い合わせ」を選択します。
（チャット、リクエスト送信、電話のスケジュー
ルを設定など）

ステップ 2

http://knowledge.autodesk.com/contactus
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 ベストプラクティス

  契約開始メール（ステップ 2）を受信した
ら、メール内の「アカウントにアクセス」
ボタンをクリックします。これにより、確
実に、購入した製品やサービスに登録され
た Autodesk ID を紐づけることになります。

サインイン時の手順
新規ユーザーは、仮パスワードの変更を求められます。
すべてのユーザーに対し、サブスクリプションメンバー
の使用条件への同意が求められます。

この処理が完了すると、「製品とサービス」ページに移
動します。

Autodesk Accountへのサインイン

契約開始メールからのアクセス

新しい製品やサービスを確認するために Autodesk Account  へサインインする場合、
適切なタイミングでサインインしてください。新規ユーザーの場合、Autodesk Account 
へのサインインは、契約開始メールの受信後にメールに記載の Autodesk IDとパスワー
ドを用いて行ってください。これにより、確実に新規のサブスクリプション注文で登録
された Autodesk ID を使用することができます。ここでは、新規アカウントを作成しな
いでください。 
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Autodesk Accountへのサインイン

Autodesk Account インターフェイスについて
Autodesk Account インターフェイスの主要ナビゲーションや要素を確認します。

主要エリアと要素
トップメニュー – プロファイル、管理（サインイン時
の初期画面）、サポートへのアクセス リンクが表示され
ています。

サイドメニュー – 管理メニューへの開始点となります。

クイックリンク – 追加コンテンツにアクセスすること
ができます（アクセスできる追加コンテンツは、現在
閲覧中のページにより異なる）。

引き出しボタン – 小さな切り替え矢印で、クリックす
ると展開し、より詳細な情報を表示できます。

「i」アイコン – クリックすると、便利な情報が表示され
ます。
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Autodesk Accountへのサインイン

Autodesk Account インターフェイスについて
サイドメニュー
製品とサービス – 管理セクションの初期画面で、すべ
ての製品、サービス、製品の更新、体験版などへのア
クセスが可能です。

レポート – クラウド サービスの使用状況に関するレポー
トを確認します。

デバイス – サブスクリプション特典が含まれる接続デ
バイス情報の管理とエクスポートを行います。

ユーザー – ここでユーザーの追加／管理、電話サポー
トの管理（クイックリンク）、ユーザー情報のフィル
ター、アクセス権の編集、ユーザー情報の CSV や XLS 
としてエクスポートなどの操作を行います。

請求と注文 – 下記に示すサブスクリプション（または
保守プラン）の詳細情報を提示します。

• サブスクリプション契約に登録された製品の名称
と数

• 製品ごとのライセンス数

• サポート レベル

• サブスクリプション契約期間、開始日、満了日

• クラウド クレジットの使用状況

• その他の情報 

関連する製品やサービスの項目は、展開すれば追加情
報を確認でき、また CSV ファイル形式でのエクスポー
トが可能です。

ステップ 3
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サポート メニュー
サポートと学習を参照 – 製品、スイート製品、クラウド 
サービスなどに分類されたセルフヘルプ記事や情報、ま
たフォーラムへのアクセスリンクが用意されています。

サポート ケースを表示 – 1 対 1 の Web サポート ケース
の表示や送信ができます。アドバンスサポートを利用す
る指名コーラーの場合、このエリアにサポート電話番号
が表示されています。詳細はサポート セクション を
ご覧ください。

お問い合わせ – ユーザーの課題を迅速に解決できるよ
うに、推奨される解決策を提示するサポートページへ
リンクします。推奨解決策は毎週更新されます。ここ
から 1 対 1 のサポート オプションへのアクセスも可能
です。このエリアは、定期的に更新され、さまざまな
機能を提供しています。

Autodesk Accountへのサインイン

Autodesk Account インターフェイスについて

ステップ 3
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サブスクリプション製品とサービスの確認
サインイン完了後は、まず製品とサービス ページが表示されます。このページで、
Autodesk Account に割り当てられているすべての製品とサービスの概要を確認できます。

1.  製品とサービスを確認し、サブスクリプション契約
の内容と合っていることを確認します。購入した製
品、ライセンス数、サブスクリプションに含まれる
クラウド クレジット、更新時期、利用可能なクラウ
ド クレジットや Web サービスなどの情報が表示さ
れます（例：360 mobile、AutoCAD 360、Remote、
Photo to 3D など）。

  「有効期限」 の表示は、単に製品に有効期限があるこ
とを示すものです。各製品とサービスの「引き出し
ボタン」を開くと詳細情報が表示されます。

  注：権限が割り当てられているすべての契約管理者、
ソフトウェア コーディネーター、ユーザーに対し
アクションボタンが表示されます。管理者から製品
をダウンロードするユーザー権限が与えられていな
い場合、ランディング ページ上に表示されません。

2.  サイドメニュー項目上でクリックして、各製品のみま
たはサービスのみの表示になるようにフィルタリング 
します。

12

ステップ 4



  はじめに 

  設定作業をはじめる前に： 
設定の準備  

 設定とインストール 

設定プロセス

ステップ 1： 注文状況メール（Email #1）

ステップ 2： 契約開始メール（Email #2）

ステップ 3： Autodesk Accountへの 
サインイン

ステップ 4： サブスクリプション 
製品とサービスの確認

ステップ 5： プロファイルの設定／更新

ステップ 6： ソフトウェア コーディネー
ターの設定（必要に応じて）

ステップ 7： ユーザーの設定

ステップ 8： 製品やサービスに対する 
ユーザーアクセス権の供与

ステップ 9： 製品のダウンロードと 
インストール

ステップ 10：ソフトウェアの稼働

 サポート 

 継続的な管理  

 よくある質問（FAQ）  

  その他関連情報 

24

ソフトウェア管理者向けガイド  |  設定とインストール

続き

3. 各製品名やサービスの引き出しボタン（矢印マーク）
を展開すると、下記に示す詳細情報を確認できます。

a. 契約情報

b. シリアル番号

c. プロダクト キー

d. 利用可能なライセンス数

e. 契約詳細とクラウド クレジット使用状況

  注：管理者以外のユーザーの場合は、引き出し内の
情報の一部のみが表示されます。

4.  このページから製品のダウンロード／インストール
ができます。ユーザー設定（ステップ 7） の完了後
に、このステップを実行するようにしてください。

サブスクリプション製品とサービスの確認

3

4

ステップ 4



  はじめに 

  設定作業をはじめる前に： 
設定の準備  

 設定とインストール 

設定プロセス

ステップ 1： 注文状況メール（Email #1）

ステップ 2： 契約開始メール（Email #2）

ステップ 3： Autodesk Accountへの 
サインイン

ステップ 4： サブスクリプション 
製品とサービスの確認

ステップ 5： プロファイルの設定／更新

ステップ 6： ソフトウェア コーディネー
ターの設定（必要に応じて）

ステップ 7： ユーザーの設定

ステップ 8： 製品やサービスに対する 
ユーザーアクセス権の供与

ステップ 9： 製品のダウンロードと 
インストール

ステップ 10：ソフトウェアの稼働

 サポート 

 継続的な管理  

 よくある質問（FAQ）  

  その他関連情報 

25

ソフトウェア管理者向けガイド  |  設定とインストール

続き

OTHER notable details:
1.  製品とサービスに表示される情報は、サインインし
ているユーザーの権限によって異なります。

 2.  製品の更新には、ここからアクセスできます。 
すべての管理者（契約管理者とソフトウェアコー
ディネーター）またはユーザー（権限を保有する）
により、すべての製品の更新、機能強化、エクス
テンションへのアクセスが可能です。引き出しボ
タンを展開して、詳細情報を表示します。

  注：旧製品の更新 –バージョンが 2015 以前の製品
の機能強化または更新へのアクセスには、クイック
リンク内の「製品の機能強化」を使用します。

サブスクリプション製品とサービスの確認

2

1

ステップ 4



  はじめに 

  設定作業をはじめる前に： 
設定の準備  

 設定とインストール 

設定プロセス

ステップ 1： 注文状況メール（Email #1）

ステップ 2： 契約開始メール（Email #2）

ステップ 3： Autodesk Accountへの 
サインイン

ステップ 4： サブスクリプション 
製品とサービスの確認

ステップ 5： プロファイルの設定／更新

ステップ 6： ソフトウェア コーディネー
ターの設定（必要に応じて）

ステップ 7： ユーザーの設定

ステップ 8： 製品やサービスに対する 
ユーザーアクセス権の供与

ステップ 9： 製品のダウンロードと 
インストール

ステップ 10：ソフトウェアの稼働

 サポート 

 継続的な管理  

 よくある質問（FAQ）  

  その他関連情報 

26

ソフトウェア管理者向けガイド  |  設定とインストール

プロファイルの設定／更新
オートデスク プロファイルおよび主要なアカウント設定（例：言語）等の情報が正しく
設定されていることを確認することが重要です。

マイ プロファイル
プロファイルの情報は、コラボレーション、フォー
ラム、サービスを含むすべてのオートデスク設定
プロパティとアプリケーションにおいて表示され
るユーザーの情報です。プロファイルでは、自己
紹介、勤務先、住所等の個人情報を登録できます。

  ベストプラクティス
  プロファイルを設定し、最新の情報に更新

しておきます。初めてサインインした際、
プロファイル設定を完了し、何か変更が合っ
た場合は常に最新の情報に更新します。

   重要
  プロファイルの情報は、個人的な使用に限

られ、グローバルなオートデスク登録シス
テムには反映されません。

  たとえば、ここに設定されている住所は、請
求書のあて先や配送先住所ではありません。

  配送先住所を変更する場合は、担当リセラー
またはオートデスク カスタマーサービスま
でご連絡ください。 

  サブスクリプションの請求情報の更新方法
に関する詳細はこちら .

ステップ 5

http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/manage-contracts/billing-info
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セキュリティの設定
「セキュリティの設定」ではユーザー名の提示、また 
メールアドレスやパスワードの確認／変更ができます。 

  ベストプラクティス

  常に最新のメールアドレスに更新しておき
ます。常に最新のメールアドレスを保持す
ることにより、ユーザーは確実に最新情報、
新規特典へのアクセス、契約更新の通知メー
ルなどの重要な連絡事項を受け取ることが
できます。

  2 段階認証を設定することで、Autodesk 
Account 内におけるより強固なセキュリ
ティを実現できます。簡単な設定プロセス
が完了すると、Autodesk Account へのサイ
ンイン時には、常にパスワードの入力に加
え携帯電話に送信されるセキュリティコー
ドの提示が求められます。

プロファイルの設定／更新
ステップ 5
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リンクされたアカウント
業務用のオートデスク プロファイル作成の一環として、
各種ソーシャル メディア プロファイルとのリンクを設
定することが可能です。

プロファイルの設定／更新
ステップ 5
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基本設定
言語： Autodesk Account 用の言語を選択します。この
設定は、オートデスクから継続的に送付する重要な連
絡事項の言語を決定するものです。ソフトウェアの使
用に関しては何の影響もありません。

注：ユーザーの言語設定には、契約管理者が設定し
たものがデフォルトで使用されます。必要に応じて
ユーザーが後で言語設定を変更することも可能です。 

コミュニケーション： オートデスクから、製品に関す
る有用な「コミュニケーション」を受け取るように設
定できます。 

  ベストプラクティス

  「コミュニケーション」のサインアップ。最
新情報を取得するため、メールによる「コ
ミュニケーション」を受信することをお勧
めします。これら「コミュニケーション」
には、製品紹介、製品評価、ベストプラクティ
ス情報など有用な情報が含まれます。

プロファイルの設定／更新
ステップ 5
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ソフトウェア コーディネータ－の設定（必要に応じて）

注：本セクションは、サブスクリプションやユーザーの管理をサポートする担当者を指定する場合にのみ参照してく
ださい。

契約管理者は、各シリアル番号別のユーザー グループまたは製品グループ単位で
の管理をサポートするソフトウェア コーディネーターを割り当てることができま
す。ソフトウェア コーディネーターは、製品リリース通知の受信、ユーザーの設定、
シリアル番号やプロダクト キーの表示、前バージョンやホームユース ライセン
スの申請などの業務を担当します。役割と機能の比較表 を参照してください。

すべての契約管理者に対してソフトウェア コーディネーターが必要ということは
ありません。しかし、規模の大きなチームの場合や、ソフトウェアのサブスクリ
プションメンバーになるのとは別にソフトウェアのインストールを行っているス
タッフや IT マネージャーがいる場合は、通常、ソフトウェア コーディネーター
が必要です。

注：ソフトウェア コーディネーターを割り当てる（または変更する）ことができるのは契約管理
者のみです。ソフトウェア コーディネーターが割り当てられていない場合、この役割の機能は、
契約管理者に設定されます。

  タイムアラート
 処理時間
  ソフトウェア コーディネーターが新し

く割り当てられたことがシステムに反映
され、管理者が確認できるようになるま
でに数時間を要する場合があります。

  ベストプラクティス
  必要に応じて、ソフトウェア コーディ

ネーターを早い段階で割り当てます。
ソフトウェア コーディネーターがユー
ザーの管理を担当する場合、まずソフ
トウェア コーディネーターの追加を行
い、残りのステップはソフトウェア コー
ディネーターに任せ、ユーザーを設定
したり製品や特典へのアクセス権を供
与することで、システムに慣れてもら
います。
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ソフトウェア コーディネーターの設定 
（必要に応じて）

ソフトウェア コーディネーターの追加方法
1.  Autodesk Account トップメニューの「管理」を選択し、「製品とサービス」を
表示します。

2. サイドメニューで「ユーザ」（人のマークのアイコン）をクリックします。

3.  クイックリンク内の「ユーザ管理」画面で「ソフトウェアコーディネータの管理」
リンクをクリックします。 

4. 新たに「ソフトウェア コーディネータ管理」用の画面が開きます。

注：他のユーザーが割り当てられるまで、Autodesk Account では、ソフトウェ
ア コーディネーターの役割はあらかじめ契約管理者に設定されています。

5.  ソフトウェアに登録されている契約番号を入力し、画面上で管理するユーザー
を選択します。 

6.  ソフトウェア コーディネーターを追加するには、「製品」タブをクリックし、
製品または製品グループにソフトウェア コーディネーターを割り当てるため
の設定にアクセスします。
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ソフトウェア コーディネーターの設定 
（必要に応じて）

ソフトウェア コーディネーターの追加方法
7.  ソフトウェア コーディネーターに割り当てる製品にチェックを付けて「割り当て」
ボタンをクリックします。 

注：契約管理者は、製品あるいはシリアル番号ごとに異なるソフトウェア コー
ディネーターを割り当てることができます。

8.   「ソフトウェア コーディネータ」フィールドの横にある「メール」ボタンをク
リックすると、「ソフトウェア コーディネータの割り当て」ポップアップ ウィ
ンドウが表示されます。

9.   「追加」ボタンまたは「検索」（そして「実行」）をクリックし、新規のソフトウェ
ア コーディネーターを指定するか、またはユーザー名の横にある先頭項目内の
矢印をクリックし、既存ソフトウェア コーディネーターのリストから選択しま
す。プロセスを完了したら、「割り当て」ボタンをクリックして選択内容を確認
します。

10.  検索で検出されない新しいソフトウェア コーディネーターを追加する場合
は、1 つ前のステップで「追加」を選択し、必要な情報を入力し「追加」ボ
タンをクリックします。
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  はじめに 

  設定作業をはじめる前に： 
設定の準備  

 設定とインストール 

設定プロセス

ステップ 1： 注文状況メール（Email #1）

ステップ 2： 契約開始メール（Email #2）

ステップ 3： Autodesk Accountへの 
サインイン

ステップ 4： サブスクリプション 
製品とサービスの確認

ステップ 5： プロファイルの設定／更新

ステップ 6： ソフトウェア コーディネー
ターの設定（必要に応じて）

ステップ 7： ユーザーの設定

ステップ 8： 製品やサービスに対する 
ユーザーアクセス権の供与

ステップ 9： 製品のダウンロードと 
インストール

ステップ 10：ソフトウェアの稼働

 サポート 

 継続的な管理  

 よくある質問（FAQ）  

  その他関連情報 

33

ソフトウェア管理者向けガイド  |  設定とインストール

続き

13.  設定が完了すると、新しいソフトウェア コーディネーターは、役割と特典が
新たに割り当てられたことを通知する「権限が変更されました」メールを受
信します。

    新しいソフトウェア コーディネーターは、初めて Autodesk Account にサイ
ンインした際に、追加のユーザー管理ツールやサブスクリプション情報にア
クセスする場合、この役割に対して更新された使用条件に同意する必要があ
ります。

 
 

  ベストプラクティス
  ソフトウェア コーディネーターのステータスを確認します。契約管理

者は、「ユーザー管理」ページで、ソフトウェア コーディネーターが
割り当てられていることを確認してください。24 時間以内にこの処
理が行われていない場合、ソフトウェア コーディネーターはサポート 
ケースを送信すると最速で問題を解決できます。

ソフトウェア コーディネーターの設定 
（必要に応じて）

ソフトウェア コーディネーターの追加方法
11. 「すべてに適用」ボタンをクリックして変更を確定します。

12.  結果の「確認」画面で「OK」をクリックします。これにより、新たに割り当
てられたソフトウェア コーディネーターにメールが送付されます。

 
 

 詳細情報：ソフトウェア コーディネーターの変更方法 

ステップ 6
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ユーザーの設定
ユーザーがサブスクリプション対象製品やその特典をインストールし使用できるよう
になるには、まず契約管理者またはソフトウェア コーディネーターが（1）Autodesk 
Accountでユーザーを追加し、製品や特典への（2）アクセス権をユーザーに付与する
必要があります。

これら 2 段階プロセスは、通常ユーザー指名またはユーザー管理と呼ばれます。

シングルまたはマルチユーザーの設定
Autodesk Account では、シングルユーザーの追加または複数ユーザーのリストを入力し、すべてのユーザー
に一度に同じ特典を割り当てることが可能です。サブスクリプション契約への追加や特典の変更があった場
合、各 Autodesk ID に登録されているメールアドレスに通知が送付されます。

  ベストプラクティス
  必要情報を準備します。「設定作業をはじめる前に」セクションで説明されているように、各ユー

ザーの登録に必要な情報（姓名、Autodesk ID、登録メールアドレス）を取得しておきます。

  重要
 Autodesk ID は取得しましたか？
  Autodesk ID をまだ取得していない場合、

ユーザー設定で、ID を作成できます。ユー
ザーは契約開始メール（または特典変更メー
ル）を受信したら、指定の資格情報でサイ
ンインします。ユーザーは自分で追加アカ
ウントを作成しないでください。

 コーラーの設定
  電話サポート用にコーラーを設定／指名す

るのは、製品やサービスにアクセスするた
めにユーザーを指名するのとは異なるプロ
セスです。アドバンス サポートを契約して
いる契約管理者とソフトウェア コーディ
ネーターは、アドバンス サポート特典の一
部として、1 対 1 の電話サポートを受ける
ことができるユーザーを指定することがで
きます。この指定によりユーザーは指名コー
ラーに割り当てられます。

  最初は必ず指名ユーザーに指名しておきま
す。詳しくはコーラーの指名 方法を参照
してください。 
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1名ずつの指名ユーザーの追加方法
一度に複数のユーザーを追加する場合は、次のセクショ
ン「複数の指名ユーザーの追加方法」を参照してくだ
さい。

1.  Autodesk Account トップメニューの「管理」を選択し、 
「製品とサービス」を表示します。

2.  サイドメニューで「ユーザ」（人のマークのアイコン）を 
クリックします。

3.  「ユーザの追加」ウィンドウをアクティブにするには、 
「＋追加」ボタンをクリックします。

4.  メールアドレス、氏名（名）、氏名（姓）を入力します 
（すべて必須）。必ずAutodesk ID に紐付けされて登録可
能なメールアドレスを入力してください。

注 :既に Autodesk ID が存在する場合、その Autodesk 
ID の所有者がサブスクリプション契約に紐付けられ
てしまうので注意してください。ID が存在しない場
合は、このステップで入力した情報に基づいてユー
ザーに新規 Autodesk ID が作成されます。

ユーザーの設定
ステップ 7
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5.  製品や特典のアクセス権を管理する場合は、 
「今すぐユーザのアクセス権を追加する」にチェック
マークを入れます。

注：追加されたユーザーは Autodesk Account にアク
セスできますが、製品と特典には割り当て（ステッ
プ 8）が完了するまでアクセスできません。

6.  終了したら「保存して継続」ボタンをクリックします。

注：「保存して継続」ボタンをクリックすると、サ
インイン資格情報を含む利用開始メールが新規ユー
ザーに送信されます。

7.  「今すぐユーザのアクセス権を追加する」にチェック
マークが入っている場合は、次のセクション（ステッ
プ 8：製品やサービスに対するユーザーアクセス権
の供与 ）で引き続き操作を行います。

ユーザーの設定
ステップ 7
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ユーザーの設定
複数の指名ユーザーの追加方法
1.  Autodesk Account トップメニューの「管理」を選択し、
「製品とサービス」を表示します。

2.  サイドメニューで「ユーザ」（人のマークのアイコン）
をクリックします。

3.  「ユーザの追加」ウィンドウをアクティブにするには、
「＋追加」ボタンをクリックします。

4. 「一括で追加」をクリックします。

5.  例に従って入力フィールドにユーザー名を入力する
か、ユーザーのリストを貼り付けます。一度に 50 ユー
ザーまで入力することができます。

  注：既に入力した Autodesk ID が存在する場合、そ
の Autodesk ID の所有者がサブスクリプション契約
に紐付けられてしまうので注意してください。この
ステップにより新規ユーザーに Autodesk ID が作成
されます。

ステップ 7
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6.  製品や特典のアクセス権を管理する場合は、 
「今すぐユーザのアクセス権を追加する」にチェック
マークを入れます。

  注：追加されたユーザーは Autodesk Account にア
クセスできますが、製品と特典には割り当て（ス
テップ 8）が完了するまでアクセスできません。 
 
複数ユーザーを設定している際に「今すぐユーザ
のアクセス権を追加する」チェックマークが入っ
ている場合は、すべてのユーザーに対し同一の
権限やアクセス権が付与されることになります。 
各サブスクリプション特典、製品、サービスに対し
て、ユーザーごとに異なるアクセス権を与えたい場
合、ユーザーを個別に追加するか、このチェックマー
クを外しておきます。

7.  「保存して継続」ボタンをクリックします。追加され
たユーザーは、サブスクリプションの利用が可能に
なったことを通知する利用開始メールを受信します。

  注：「保存して継続」ボタンをクリックすると、こ
のステップでリストされているすべてのユーザーに
サインイン資格情報を含むメールが送信されます。

8.   「保存して継続」をクリックする際に、「今すぐユー
ザのアクセス権を追加する」にチェックマークが入っ
ている場合は、次のセクション（ステップ 8：製品
やサービスに対するユーザーアクセス権の供与 ）
で引き続き操作を行います。

  詳細情報： 
ユーザー管理のビデオ チュートリアル 

ユーザーの設定
ステップ 7

http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/add-remove#user-mangement-video
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製品やサービスに対するユーザーアクセス権の供与
契約管理者とソフトウェア コーディネーターは、サブスクリプションを契約しているユーザー
の製品、クラウド サービス、サブスクリプション特典へのアクセス権を Autodesk Account 内
で追加または削除することができます。サブスクリプション権限にアクセスするには、ユーザー
設定が完了している必要があります。

  ベストプラクティス
  ユーザーを新規追加した後、アクセス権を

付与します（ステップ 7）。「今すぐユーザ
のアクセス権を追加する」にチェックマー
クが入っている場合、このリニア式の設定
プロセスでは、ステップ 7 の完了後に「ア
クセス権の編集」画面が自動的に開きます。
そこではユーザーにアクセス権を付与する
ことができます。

注：Autodesk Account 内のユーザー リストと「アクセ
ス権の編集」を操作して、ユーザー権限をいつでも簡
単に管理、変更することができます。詳細はこちら 

ステップ 8

http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/set-user-permissions
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ユーザーに製品やサービスへの 
アクセス権を供与する方法
「アクセス権の編集」ウィンドウでは、特典または 
製品やサービスの各オプションによって分類され、各
ユーザーまたはグループ単位（複数ユーザーが追加／選
択されている場合）でのアクセス権の編集を行えます。

1.  引き出しボタン（矢印マーク）を展開すると、ユーザー
に割り当てられる特典や製品に関する詳細情報が表
示されます。 

2.  「i」インフォメーション アイコンをクリックし、サ
ブスクリプション特典の詳細を確認します。

製品やサービスに対するユーザーアクセス権の供与

注：ウィンドウ最上部にある名前を確認します。複数のユーザーがリストされている場合、あらかじめ 
すべてのユーザーに同じアクセス権が与えられます。 

ステップ 8
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3.  製品別の特典やサービスを適切にユーザーに割り当
てるため、該当するドロップダウンの割り当て（マ
ルチユーザー）にチェックマークを入れる、または
メニュー項目をドロップダウンして、アクセス権を
マニュアル操作で割り当てます。

 

  ベストプラクティス
  ここですべてのユーザーに対し Web サポー

トへのアクセス権を供与します。サブスク
リプションメンバーになったすべてのユー
ザーは、1 対 1 の Web サポートやサポート 
フォーラムの優先利用など、ベーシック サ
ポートを利用できます。

  しかし、ユーザーはこれらの特典にアクセ
スする前に、まず Web サポート使用の権限
を取得する必要があります。

製品やサービスに対するユーザーアクセス権の供与

特典、製品、サービス詳細の表示には 
各項目をクリック

ステップ 8
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製品やサービスに対するユーザーアクセス権の供与
4.  必要なユーザーだけに、Rendering 等の専門Webサー
ビスやクラウド サービスを割り当てます。

  注 Rendering など、特定の Web サービスやクラウ
ド サービスの利用には、クラウド クレジット *が
必要となります。割り当てられたすべてのユーザー
には、同じクラウド クレジットが供与されます。
Rendering をすべてのユーザーに割り当てる場合、
一度に相当数のクラウド クレジットを使い切るこ
とになります。詳細はこちら 

 *  製品によってはあらかじめユーザーにクラウドクレジッ
トに割り当てられている場合があります。必要に応じて、
クレジットを追加で購入することができます。

5.  すべてのユーザーへの特典、製品、サービスの割り
当てが完了したら、「保存」ボタンをクリックし続行
します。

  注：契約管理者またはソフトウェア コーディネー
ターがユーザーへの特典、製品、サービスの割り当
てを完了したら、ユーザーは権限が変更されたこと
を通知するメールを受信します。このメールには、
Autodesk Account にサインインするためのリンクが
含まれており、ユーザーはここから更新された特典や
製品にアクセスすることができます。

ステップ 8

http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/subscription-types/cloud-service-subscription/autodesk-360-cloud-credits-faq
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製品やサービスに対するユーザーアクセス権の供与
 ベストプラクティス

 ユーザーのチェックインについて
  ユーザーが製品や特典にアクセスできるよ

う、チェックインによるアクセス権の確定
が重要です。何か問題が生じた場合は、契
約管理者またはソフトウェア コーディネー
ターの責任において、オートデスクが問題
解決に迅速に対応できるよう、サポート ケー
スを送信してオートデスクに通知します。

  ユーザー ステータスの確認
  契約管理者とソフトウェア コーディネー

ターは、製品とサービスの「ユーザの管理」
ページに戻り、製品や特典を割り当てたユー
ザーが Autodesk Account にサインインした
ことを確認します。

  ユーザーがサインインを済ませると、ステー
タス欄にチェックマークが表示され、まだ
の場合はグレーの保留アイコンが表示され
ます。

 詳細情報：
  製品、サービス & サポートのユーザー  
アクセス権を設定 

 ユーザーの管理のビデオ チュートリアル 

ステップ 8

http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/set-user-permissions
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/set-user-permissions
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/set-user-permissions#user-mangement-video
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製品のダウンロードとインストール

インストールのためのシステムを準備
契約管理者とソフトウェア コーディネーターは、ソフトウェアのインストール前に、シ
ステムが最適化されているかどうか動作環境を必ず確認してください。

事前の準備として、製品のダウンロードを開始する前に、システムの事前チェックを実
施します。詳細情報は以下のリンクを参照してください。

動作環境 

インストールのためのシステムを準備 

注：また、製品インストール画面の下部に表示される動作環境のリンクも参照してください。

  ベストプラクティス
  ソフトウェアのインストール前に、すべて

の動作環境を確認します。

ステップ 9

http://knowledge.autodesk.com/support/system-requirements
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/get-ready/prepare-system
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製品のダウンロードとインストール

ダウンロード 
ダウンロード権限をもつ契約管理者、ソフトウェア コーディネーター、ユーザーは、 
「製品とサービス」ページから直接ダウンロードすることができます。

  重要
  シングルユーザーライセンスとマルチユー

ザーライセンス
  以下のステップでは、シングルユーザーラ

イセンスのインストールに関して順を追っ
て説明します。マルチユーザーライセンス
の契約では、同じプロセスで個別のインス
トールを行います。

ダウンロードとインストールの方法 
1.  対象製品フィールド内の「ダウンロード」ボタンを
クリックします。新規ウィンドウが表示されます。

注：

a. 追加ファイルを確認する場合は、引き出しボタ
ンを展開します。ここでシリアル番号やプロダ
クト キーも参照できます。

b. 「その他のアクション」メニューには、製品バー
ジョンを参照できる、「ユーザの管理」ページへ
のダイレクトリンクが用意されています。 

ステップ 9
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2.  対象のバージョン、プラットフォーム、言語を選択
します。 

  注：条件に従って前バージョンも利用可能です。

3.  このウィンドウでは関連ファイルのサイズも表示します。

  注：これはダウンロード時に圧縮されたファイル 
サイズを示すもので、インストール用に解凍した
ファイル サイズとは異なります。

4.   「今すぐダウンロード」または「今すぐインストール」
をクリックします。

  サブスクリプションメンバーになっている製品によっ
て、ソフトウェアのダウンロードやインストールには
数種類の方法（「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」）があります。

  通常、「今すぐインストール」が最も迅速（かつ、エ
ンドユーザーにとって最適）な方法です。各ユーザー
にあらかじめ設定されているアクションを利用して
インストールすることを推奨します。

  注：ユーザーのタイプと製品ファイルの利用状態に基
づいてあらかじめオプションが設定されています。シ
ングルユーザーの場合は「今すぐインストール」、マ
ルチユーザーの場合は「今すぐダウンロード」が初期
値として設定されています。プラットフォームで 32
ビットあるいは 64ビットを選択することで初期値以
外のオプションを選択することができます。

製品のダウンロードとインストール

ダウンロード

ステップ 9
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5. 使用条件に同意し、「インストール」をクリックします。

  注：すべての製品はダウンロード後 30 日間はシリ
アル番号なしでインストールして使用できます。イ
ンストール後 30 日を経過すると、シリアル番号情
報を入力する必要があります。

  ベストプラクティス
  ダウンロードしたファイルは同じ場所に保

存しておきます。「保存」ボタンをクリック
すると、複数のファイルをダウンロードし
ます。ファイルが別の場所に保存されてい
ると、開始時にすべての関連ファイルを検
索して抽出する際にエラーになる可能性が
あります。

製品のダウンロードとインストール

ダウンロード

  詳細情報： Autodesk Account でのダウンロード方法  
 ソフトウェア & ダウンロード 

ステップ 9
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製品のダウンロードとインストール

  Akamai NetSession でのファイアウォールのメッセージ
  ファイアウォールが特定の機能をブロックしているので、Akamai NetSession のアクセスとインス

トールを許可しますか？という旨のメッセージが表示されたら、「アクセスを許可」をクリック
します。

  オートデスクが使用する Akamai NetSession は、ダウンロード可能なコンテンツを物理的にユー
ザーの作業環境に近いサーバーへと転送することで、ダウンロードとインストール処理を高速化
するソフトウェアです。

    

ステップ 9
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製品のダウンロードとインストール

製品のインストール
ソフトウェアのインストールは、「今すぐインストール」オプション（推奨）により即時に
実行するか、または「今すぐダウンロード」や「ブラウザ ダウンロード」オプションによ
りダウンロードのみ実行し後日インストールする方法があります。

注：「今すぐインストール」オプションを使用する場合は、Autodesk Account ポータルにサインインして接
続している必要があります。 

 

インストール マネージャーの手順に 
従って、インストール作業を行います。
1.  動作環境を確認します。前述したように、ソフトウェ
アをインストールする前に、ダウンロード、インス
トールして使用するソフトウェアに対してシステム
が最適化されているかどうか動作環境を必ず確認し
てください。動作環境のリンクをクリックまたは、 
詳細はこちら .

2.  ツールとユーティリティをインストールします。ツー
ルとユーティリティのインストールは必須ではあり
ません。

3.  Read Me ページを参照します。このリンクページに
は、製品の最新情報が含まれます。

4.  「インストール」をクリックして続行します。

ステップ 9
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5.   次にインストール マネージャーは、別のオートデス
ク ソフトウェア経由で既にインストールされている
コンポーネントを確認し、インストールするコンポー
ネントを選択できる画面を表示します。

6.  カスタム インストールを行う場合は、製品名の上に
カーソルを重ね、矢印マークをクリックすると設定
詳細が開きます。

注：オートデスクの推奨するコンポーネントをイン
ストールします。これらの推奨事項は、最良の製品
エクスペリエンスを得るための一般的インストール
に要件に基づいています。

7. 「インストール」をクリックして続行します。

 ベストプラクティス
 デスクトップ ショートカットの作成を許可
  オートデスクでは、ソフトウェアのインス

トール完了後により効率的に起動できるよ
う、デスクトップ ショートカット（アイコン）
作成の許可を推奨しています。

製品のダウンロードとインストール

製品のインストール

ステップ 9
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8.  ダウンロードとインストールの実行中には、進捗状
況が表示されます。

9.  進捗状況表示は、ファイルがダウンロード、解凍、
インストールされている間、常に変化します。

10.  何らかの理由でソフトウェアのダウンロードを中断
する場合は、「ダウンロードを一時停止」ボタンを
クリックします。これはインストール中に場所を移
動、またはインターネットにアクセスできなくなっ
た場合などに便利な機能です。

  注：システムが現在処理中のインストール作業を
停止するまでには、一定の時間を必要とします。

  作業を続行できるようになったら、「ダウンロード
を再開」ボタンをクリックします。

11.  ソフトウェアのダウンロードやインストール作業に
関し、さらにサポートが必要な場合は、インストー
ル マネージャー画面の左下にある「インストレー
ション ヘルプ」ボタンをクリックします。 

  注：インストレーション ヘルプをクリックしても、
製品のインストールへの影響はありません。

12.  製品のインストールが完了すると、インストール完
了のメッセージが表示されます。

製品のダウンロードとインストール

製品のインストール

ステップ 9
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13.  「完了」ボタンをクリックしてインストール マネー
ジャーを終了します。インストールが完了すると、
マシン上にインストールされたソフトウェア コン
ポーネントのリストが表示されます。

14.  マシンの再起動を指示するメッセージが表示され、
これによりすべての変更が有効になります。

 詳細情報： 
  インストールと設定のサポート 

製品のダウンロードとインストール

製品のインストール

ステップ 9
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インストールの終了後にシステムを再起動すると、次はソフトウェ
アの起動とアクティベーション作業を開始します。この作業には
インターネット接続が必要となります。

  重要
  サブスクリプションのライセンス供与テクノロジには、定期的にオー

トデスクへの接続が必要となります。まず、製品に最初にアクセスす
る際に必要となります。この接続を通じ、ライセンスとユーザーの認
証が行われ、インストールを完了します。サブスクリプション契約期
間中、認証作業が定期的（約 30 日間ごと）に行われます。  

1. デスクトップ上の製品ショートカットをクリックします。

注：デスクトップ ショートカットを作成しなかった場合、「スタート メニュー」   
「プログラム」  「製品」の順でソフトウェアを起動します。 

2. オートデスク プライバシー ステートメントへの同意が必要となります。

ステップ 10
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ソフトウェアの稼働
3. 起動時にはオートデスク ライセンス確認ダイアログボックスが表示されます。 4. 次に Autodesk Accountのサインイン画面が表示されます。

5.  Autodesk ID とパスワードを使ってサインインして、ユーザー情報とライセン
スを確認します。ブラウザ経由で既に Autodesk Account にサインインしてい
る場合でも、この画面が表示されます。

  注：ソフトウェアの初起動時と、その後は 30日ごとに、ユーザー確認のた
めにサインインが必要となります。

ステップ 10
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8.  画面右上にある「バージョン情報」をクリックすると、シリアル番号などの製
品の詳細情報を確認できます。

9. 次に「ライセンス管理」をクリックします。

ソフトウェアの稼働
6.  ソフトウェアが起動すると、メイン インターフェイスが表示されます。

7.  また、この画面から A360コラボレーションや他のツールへのサインインが可
能です。

ステップ 10
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ソフトウェアの稼働
10.  製品ライセンス情報画面では、その製品のシリアル番号を参照できま
す。管理者から提供されたシリアル番号の入力や更新が必要な場合、まず 
「更新」ボタンをクリックし、シリアル番号を入力、そして「閉じる」ボタン
をクリックします。

  ベストプラクティス
  契約の更新には必ずシリアル番号を使用します。何らかの理由で契約

内容を変更する必要がある場合、「製品ライセンス情報」画面でシリ
アル番号を更新します。たとえば、1 ヵ月契約から 1 年契約に更新す
る場合、新しい契約に割り当てられたシリアル番号に変更します。こ
の時、アンインストール、再インストール、再アクティベーションの
必要はありません。

ステップ 10
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ソフトウェアの稼働

アクティベーションとアクティベーション エラーに関するトラブルシューティング
製品アクティベーションに何らかの問題が生じ、エラーが発生する場合は、下記の情報ま
たは下記のサポート リンクを参照します。

接続エラー：インターネットポート 443 と 80 を開放します。
インターネットトラフィック（ポート 443 [HTTPS] とポート 80 [HTTP]）を完全に遮断している会社では、そ
の状態のままオートデスク ソフトウェアのサブスクリプションメンバーになることはできません。しかし、
プロキシサーバー（標準プロキシまたは認証／パスワード保護プロキシ）を経由してインターネット トラ
フィックをルーティングすることでネットワークを確立することが可能であれば、「ホワイトリスト方式」と
いう対処法によりソフトウェアのサブスクリプションが可能です。 

プロキシ セキュリティ設定で動作可能なオートデスク ドメインのリストを掲載する下記ナレッジベース
の記事を参照してください。

Autodesk A360 サービスのブロックを解除するために必要なプロキシ サーバー設定の変更  
 サブスクリプション ライセンス エラー：「インターネット接続を確立して続行してください」

 詳細情報：
 他のエラー情報とリソース

  McAfee ePolicy Orchestrator をセットアッ
プして オートデスク製品をサブスクリプ
ションで使用する方法 

  
  接続エラー：このエラーは、システム クロッ

クの時刻が不正確な場合、または一時的に
システムが利用できなくなった場合に発生
することがあります。

 
  オンライン上でのオートデスク ソフトウェ

アのアクティベーションと登録 

 
  サブスクリプション ソフトウェアのインス

トール 

ステップ 10

http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-requests-to-Autodesk-servers-blocked-by-proxy-servers.html
http://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Meta-licensing.html
http://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-set-up-McAfee-ePolicy-Orchestrator-to-allow-Autodesk-Products-to-work-with-Desktop-Subscription.html
http://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-set-up-McAfee-ePolicy-Orchestrator-to-allow-Autodesk-Products-to-work-with-Desktop-Subscription.html
http://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-set-up-McAfee-ePolicy-Orchestrator-to-allow-Autodesk-Products-to-work-with-Desktop-Subscription.html
http://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Connection-Error-This-error-can-be-caused-by-an-inaccurate-time-on-the-system-clock-or-by-temporary-system-unavailability.html
http://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Connection-Error-This-error-can-be-caused-by-an-inaccurate-time-on-the-system-clock-or-by-temporary-system-unavailability.html
http://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Connection-Error-This-error-can-be-caused-by-an-inaccurate-time-on-the-system-clock-or-by-temporary-system-unavailability.html
http://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Connection-Error-This-error-can-be-caused-by-an-inaccurate-time-on-the-system-clock-or-by-temporary-system-unavailability.html
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/activate-register/online-activation-registration#Troubleshooting%20Activation%20Errors
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/activate-register/online-activation-registration#Troubleshooting%20Activation%20Errors
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/install-configure/single-computer-installation/subscription-software-installation
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/install-configure/single-computer-installation/subscription-software-installation
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/install-configure/single-computer-installation/subscription-software-installation
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ソフトウェア管理者向けガイド  |  サポート

  はじめに 

  設定作業をはじめる前に： 
設定の準備  

 設定とインストール 

 サポート 

各サポートのレベル

各種サポート オプションの利用

電話サポート

Web サポート
サポート ケースの作成
サポート ケースの表示

リセラー表示許可を設定して 
サポートを提供

 継続的な管理  

 よくある質問（FAQ）  

  その他関連情報 

サポート
すべてのサブスクリプションメンバーが ベーシック サポートを利用できます。契約により、アドバンス サポート
の利用も可能です。ベーシック サポートには、1対 1のWebサポートやサポート フォーラムの優先利用、便利
なチュートリアルや他のオンライン製品サポートへのアクセスなどが含まれます。サブスクリプションのベーシッ
ク サポートの上位サポートであるアドバンス サポートには、ベーシック サポートのすべてのサービスに加え、1
対 1の優先電話サポート（平日 9:00-17:00日本語対応、営業時間外は英語対応）も含まれます。

  重要
  ユーザーが電話または Web サポートを利用するためには、まず CM や SC がユーザー

を割り当てる必要があります。CM と SC は、あらかじめ利用可能なすべてのサポー
トにアクセスできるよう設定されています。

  Web サポート：ユーザーが製品やサービスへのアクセス権を割り当てられた場合、
または Autodesk Account の「ユーザの管理」ページ内において利用を許可された場
合は、Web サポートを利用できます。

  電話サポート：電話サポートの利用が許可されたユーザーを指名コーラーと呼びます。 
電話サポート と 指名コーラーの詳細はこちら
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  はじめに 

  設定作業をはじめる前に： 
設定の準備  

 設定とインストール 

 サポート 

各サポートのレベル
各種サポート オプションの利用

電話サポート

Web サポート
サポート ケースの作成
サポート ケースの表示

リセラー表示許可を設定して 
サポートを提供

 継続的な管理  

 よくある質問（FAQ）  

  その他関連情報 

ソフトウェア管理者向けガイド  |  サポート

各サポートのレベル
管理者が自身に割り当てられているサポート レベルを確認する場合は、「管理」ページ
の「契約と注文」で該当する契約番号をクリックしてください。

 詳細情報：
 技術サポートのレベル

  サブスクリプション製品とサービスの技術
サポートの管理

http://www.autodesk.com/subscription/technical-support
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/support-options
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/support-options
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  はじめに 

  設定作業をはじめる前に： 
設定の準備  

 設定とインストール 

 サポート 

各サポートのレベル

各種サポート オプションの利用
電話サポート

Web サポート
サポート ケースの作成
サポート ケースの表示

リセラー表示許可を設定して 
サポートを提供

 継続的な管理  

 よくある質問（FAQ）  

  その他関連情報 

ソフトウェア管理者向けガイド  |  サポート

各種サポート オプションの利用
注：ユーザーが Web サポートまたは電話サポートを利用するためには、CM や SC がユーザーを割り当て
る必要があります。

サポートを利用するには、画面トップのドロップ
ダウンメニューを使用して下記の 3 つのオプショ
ンから選択します。

サポートと学習を参照 – Autodesk Knowledge 
Network で製品、スイート製品、クラウド サービ
スなどに分類されたセルフヘルプ記事や情報、ま
たコミュニティ フォーラムへのアクセスリンクが
用意されています。

サポートケースを表示 – Web サポート ケースの表
示や送信ができます。指名コーラーは、ここで技
術サポートの電話番号を確認します。

お問い合わせ – サポートページでは、監視を毎週実
施して、ユーザーの課題を迅速に解決できるように、
推奨する解決策を提示しています。質問の送信もこ
のセクションで行えます。このエリアは、定期的に
更新され、さまざまな解決策を提供しています。

  重要
  技術サポートの電話番号を確認します。ア

ドバンスサポート プランを利用する指名
コーラーの場合、「サポート ケースを表示」
ページ右の余白エリアでサポート電話
番号を確認できます。指名コーラー 

の設定方法を参照してください。
  ベストプラクティス

  Autodesk Knowledge Network を活用しましょう。オートデスクのサポート スペシャリストは、
Autodesk Knowledge Network を積極的に管理またはモニタリングしています。「サポートと学習
を参照」または「お問い合わせ」セクション内で、利用可能なほとんどのセルフヘルプ ツール
やキュレーション記事の下部には、オートデスクが記事の有用性を確認するための「この記事は
役に立ちましたか？」という質問があります。ユーザーのニーズまたは他のオートデスク コミュ
ニティのニーズに効果的に対応できるよう、フィードバックをお寄せください。
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  設定作業をはじめる前に： 
設定の準備  

 設定とインストール 

 サポート 

各サポートのレベル

各種サポート オプションの利用

電話サポート
Web サポート
サポート ケースの作成
サポート ケースの表示

リセラー表示許可を設定して 
サポートを提供

 継続的な管理  

 よくある質問（FAQ）  

  その他関連情報 

ソフトウェア管理者向けガイド  |  サポート

電話サポート
サブスクリプションメンバーは アドバンス サポートで電話サポートを利用できます。契約管理者、
ソフトウェア コーディネーター、指名コーラーは、フリーダイヤルでオートデスク製品サポートチー
ムによる 1 対 1 の電話サポートを利用できます。 

  タイムアラート
 処理時間
  Autodesk Account 上で、ユーザーが電話サ

ポート特典に割り当てられていることを確
認できるまで、最大 24 時間かかることがあ
ります。（通常はすぐ反映されます。）

アドバンス サポートの 1 対 1 電話サポート
を利用するための指名コーラーの設定
アドバンス サポートが含まれている契約の場合、契約
管理者とソフトウェア コーディネーターは、あらかじ
め指名コーラーに割り当てられています。

他のユーザーが電話サポートを利用するには、契約管
理者またはソフトウェア コーディネーターによって指
名コーラーに設定されている必要があります。
指名コーラーの役割に昇格するには、事前に指名ユー
ザーとして登録 されている必要があります。 

※ AutoCAD LTファミリー サブスクリプションメンバー
のための予約制電話サポートは指名コーラーの必要は
ありません。ご利用方法はこちら をご参照ください。

指名コーラーの設定方法
1.  Autodesk Account トップメニューの「管理」を選択し、
「製品とサービス」を表示します。

2.  サイドメニューで「ユーザ」（人のマークのアイコン）
をクリックします。 

3.  クイックリンク内の「電話サポートの管理」を選択
します。

http://forums.autodesk.com/autodesk/attachments/autodesk/516/2708/1/%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E4%BA%88%E7%B4%84%E6%96%B9%E6%B3%95.pdf
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/install-configure/single-computer-installation/subscription-software-installation
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 設定とインストール 

 サポート 

各サポートのレベル

各種サポート オプションの利用

電話サポート
Web サポート
サポート ケースの作成
サポート ケースの表示

リセラー表示許可を設定して 
サポートを提供

 継続的な管理  

 よくある質問（FAQ）  

  その他関連情報 

ソフトウェア管理者向けガイド  |  サポート

4.  指名コーラーを追加するには、ドロップダウン
メニューでサブスクリプション番号を管理する
アカウントを選び、次に利用可能ユーザを選択
し、「追加」をクリックします。 

5.  ユーザーがリストされていない場合、メールア
ドレスによる検索も可能です。そのユーザー
が指名ユーザーであることを必ず確認します。 
詳細はこちら 

6.  「保存」をクリックしてサブスクリプション内の電
話サポート ユーザー リストの更新を保存します。

7.  この処理が完了すると、「電話サポート ユーザー
は正常に更新されました」というメッセージを
受信します。またユーザーには、権限が変更に
なったことが電子メールで通知されます。

注：これとは別に、新規の電話サポートが利用
可能になったことを、指名コーラーに直接伝え
ることを推奨しています。権限が変更になった
ことを通知するメールには、新たな特典に対す
る詳細は記載されていません。

  ベストプラクティス
 指名コーラーを確認します。
  契約管理者とソフトウェアコーディ

ネーターは、24 時間以内に「製品とサー
ビス」ページを再チェックし、すべて
の指名コーラーが適切に割り当てられ
ていることを確認します。

  割り当てられていない場合は、サポー
ト ケースを送信すると最速で問題を解
決できます。

電話サポート
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各種サポート オプションの利用
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Web サポート
サポート ケースの作成
サポート ケースの表示

リセラー表示許可を設定して 
サポートを提供

 継続的な管理  

 よくある質問（FAQ）  

  その他関連情報 

ソフトウェア管理者向けガイド  |  サポート

電話サポート情報の確認

電話サポート ユーザー（例：指名コーラー）に指定されている場合、電話サポー
トを受ける際に、サポート電話番号とエクスプレス サービス ID が必要になり
ます。

Autodesk Account 上での電話サポート情報の確認
1.  Autodesk Account トップメニューの「管理」を選択し、
「製品とサービス」を表示します。

2.  メニュートップの「サポート」上にマウスポインタ
を重ね、メニュー オプションから「サポートケース
を表示」を選択します。

3.  「ケースの作成」タブ上の「電話サポート」セクショ
ンで、サポート電話番号とエクスプレス サービス ID 
を確認します。特定のサポート ラインを伴う製品ま
たはサービスのサブスクリプションメンバーとなって
いる場合は、複数の電話番号がリストされます（デフォ
ルトですべての製品に使用できる共通番号を含む）。 

  注：この情報は契約に電話サポート特典が含まれ
るサブスクリプションメンバーに対してのみ表示
されます。

 詳細情報： 
 電話サポート情報の確認 

電話サポート

http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/support-options/phone-support/find-numbers
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各種サポート オプションの利用

電話サポート
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 継続的な管理  

 よくある質問（FAQ）  

  その他関連情報 

ソフトウェア管理者向けガイド  |  サポート

Web サポート
すべてのサブスクリプションメンバーは、Autodesk Account でサポート ケー
スの表示やトラッキングが可能な 1 対 1 の Web サポートを含む ベーシック サ
ポートを利用できます。
各ユーザーの Web サポート特典の詳細は、管理者のユーザー管理エリアにリス
トされています。

 重要
  すべてのユーザーが Web サポートを利用で

きることを確認します。製品やサービスへ
のアクセス権を割り当てられたユーザーに 
Web サポートへのアクセス権が供与されて
いない場合、ユーザー項目内で「アクセス
の編集」を選択し、紐付くサブスクリプショ
ン特典を割り当てます。

注：Web サポートが割り当てられると、ユーザーは
契約上に含まれるすべての製品とサービスのサポー
トを受けることができます。

注：ユーザーは、「権限が変更されました」メールを
受信します。管理者は取得した権限の内容を、事前
にユーザーに伝えるようにします。



65

  はじめに 

  設定作業をはじめる前に： 
設定の準備  

 設定とインストール 

 サポート 

各サポートのレベル
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ソフトウェア管理者向けガイド  |  サポート

サポート ケースの作成
1.  Autodesk Account トップメニューの「管理」を選
択し、「製品とサービス」を表示します。

2.  メニュートップの「サポート」上にマウスポインタ
を重ね、メニュー オプションから「サポートケース
を表示」を選択します。

3.  現在抱えている課題に該当する項目を、ケースの種
類／サポート トピックから選択します。

Web サポート
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ソフトウェア管理者向けガイド  |  サポート

4.  必須項目（*印の項目）に情報を入力します。

  注：選択したトピックにより、この情報は異なりま
す。最適なサポートをご提案できるよう、できる限
り詳しい情報を入力してください。

5.  サポート スペシャリストが状況を詳しく把握できる
よう、「参照」ボタンをクリックしてスクリーンショッ
トやログファイルなどの関連ファイルを添付します。
「送信」ボタンをクリックして、リクエストを完了し
ます。

  ベストプラクティス
  サポートを利用するユーザーは、ケース作

成の度にこれらの情報を入力する手間を省
くため、デフォルト設定を作成できます。
特定の製品に対して非常に多くの質問を送
付する場合などは、「この選択をデフォルト
に設定」チェックボックスをクリックし、
その情報をデフォルトに設定します。

Web サポート



67

  はじめに 

  設定作業をはじめる前に： 
設定の準備  

 設定とインストール 

 サポート 

各サポートのレベル

各種サポート オプションの利用

電話サポート

Web サポート
サポート ケースの作成
サポート ケースの表示

リセラー表示許可を設定して 
サポートを提供

 継続的な管理  

 よくある質問（FAQ）  

  その他関連情報 

ソフトウェア管理者向けガイド  |  サポート

Web サポート
6.  ケースには直ちにケース番号が指定され、オートデ
スクのサポート スペシャリストがケース内容を確認
します。

  ケースの送信者が電子メールで連絡を受けますが、
ケースの送信者ではなくても、契約内に含まれるす
べてのユーザーがサポートによる解決策を確認でき
るよう、送付済みケースのログを確認可能です。

  注：製品または アドバンス サポート特典の一部と
して電話サポートを利用できる場合、このページ
上、右の余白エリアでサポート電話番号を確認でき
ます。

  ベストプラクティス

  常に情報を最新にして、ユーザーに提供し
ます。契約管理者とソフトウェア コーディ
ネーターは、Autodesk Account のプロファ
イル、連絡詳細、メールアドレスを常に最
新のものに更新し、その製品の CM と SC が
誰であるかをユーザーに明確に伝えておき
ます。
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Web サポート
サポート ケースの表示
1.  「カスタマーサービス」と「サポート」画面で 
「ケースの表示」タブを選択します（Autodesk 
Accountの「管理」ページの「サポート」メニュー  「サ
ポート ケースの表示」の手順でアクセスできるケー
スの作成と同じエリアです）。

2.  リクエスト作成日、キーワードまたはケース番号 
で検索できます。ケース情報は、リクエスト送付後
に受信した電子メールに記載されています。 

3.  すべてのケースを表示するか、またはこのボックス
にチェッマークを入れて、本人が作成したケースの
み表示します。この便利なソート表示機能により、
ユーザーは検索結果を簡単にフィルタリングでき、
また解決された事例から学ぶことができます。

4. 「検索」をクリックすると下に結果が表示されます。

5. 「ケース番号」をクリックして詳細を表示します。



69

  はじめに 

  設定作業をはじめる前に： 
設定の準備  

 設定とインストール 

 サポート 

各サポートのレベル

各種サポート オプションの利用

電話サポート

Web サポート
サポート ケースの作成
サポート ケースの表示

リセラー表示許可を設定して 
サポートを提供

 継続的な管理  

 よくある質問（FAQ）  

  その他関連情報 

ソフトウェア管理者向けガイド  |  サポート

  ベストプラクティス
  リセラーを設定します。契約管理者または

ソフトウェア コーディネーターは、サポー
トケースに関するリセラー表示許可を与え
ることができ、これによりリセラーは、（1）
ケースを確認して、（2）ユーザー業務が迅
速に復旧できるよう問題の解決を支援でき
ます。

  また、リセラーにとっても障害のトラブル
シューティングを学習するよい機会となり、
今後、同様の課題が発生した際に対応でき
ます。リセラーによる効果的なサポート提
供を可能にするため、ケースを確認できる
よう設定したことをリセラーに伝えます。

リセラー表示許可の設定方法
1.  Autodesk Account 内で「管理」を選択し、「製品とサー
ビス」を表示します。

2.  メニュートップの「サポート」上にマウスポインタ
を重ね、メニュー オプションから「サポートケース
を表示」を選択します。

リセラー表示許可を設定して 
サポートを提供
リセラーはデフォルトの設定では、サブスクリプション契約に紐付く関連ケースを表示す
ることができません。

しかし、サブスクリプション契約で指定された契約管理者またはソフトウェア コーディ
ネーターであれば、このデフォルト設定を変更することが可能です。これによりリセラー
は、企業のサポート リクエストやケース（契約に紐付く）に対して読み込み専用アクセス
が可能となり、ユーザーに解決策やトレーニングを提供できるようなります。
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ソフトウェア管理者向けガイド  |  サポート

3.  「マイリセラー許可」内の「表示許可を設定」リンク
をクリックします。

4.  契約とリセラーを指定し、「ケースの表示」項目で目
的に応じたオプションを選択します。リセラー表示
を許可する場合は、デフォルト設定の「いいえ」を「は
い」に変更します。

5.  終了したら、「変更を保存」ボタンをクリックします。

リセラー表示許可を設定して 
サポートを提供
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継続的な管理
サブスクリプションのプロアクティブな管理とは、業務の遅延やダウンタイムを最小限に抑えることを意味し
ます。本セクションの内容をよく理解していただくとともに、本 eBookの冒頭にあるサブスクリプションの管
理に関する ベストプラクティスのリストを参照してください。 

以下のページでは、契約の管理、クラウド サービス使用状況の把握、迅速な更新方法などについて説明してい
ます。まず、契約と注文の管理方法から解説していきます。
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サインイン時に、サブスクリプションの詳細が注文内
容と一致していることを確認します。 

1.  Autodesk Account トップメニューの「管理」を選択し、
「製品とサービス」を表示します。

2. サイドメニューで「請求と注文」をクリックします。

  注：「製品とサービス」ページ内の製品の「引き出し」
ボタンを展開することで、この情報にアクセスする
ことも可能です。

3.  このエリアにおいて、有効期限などを含む全契約の
リストを参照できます。

4.  「詳細を表示」をクリックして契約の詳細を表示します。

契約管理者とソフトウェア コーディネーターは、Autodesk Account 内において契約と注
文を簡単に表示できます。

請求と注文の管理
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5.  契約詳細画面には、製品、ライセンス数、サポート 
レベル（ベーシックまたはアドバンス）、契約開始
日／満了日、契約管理者など、重要な契約情報が含
まれています。

  必要に応じて、クラウド クレジットを追加すること
ができます。

6.  画面下部には、リセラー詳細、シリアル番号、プロダク
ト キーなど、契約に関連するすべての製品とサービス
の詳細が表示されています。

また、割り当てられたソフトウェア コーディネー
ターの名前もここに表示されています。

7.  「エクスポート出力」ボタンをクリックし、CSV ファ
イル（コンマ区切り文字）の作成も可能です。

  詳細情報：
  契約更新期間または支払い方法の変更は、
「更新の方法 」のセクションを参照してい
ください。 

請求と注文の管理
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検索、ソート、一括選択、高度なフィルタ機能など、
便利なツールが管理者に用意されています。以下の機
能が利用可能です。

a.   名前でソート

b.   ユーザ情報とステータスの確認

c.   名前または電子メールでユーザを検索

d.   ユーザーの製品と特典情報にアクセス 

e.   個別ユーザーまたは一括選択した複数ユーザーの 
アクセス権を編集

f.    高度な複数選択カテゴリーにより、すべてのユーザー
情報をフィルタリング。製品、サービス、特典、契
約、ステータス（処理中または承認済み）またはロー
ルにより、ユーザーをフィルタリング可能

g.   ユーザー情報を CSV または XLS ファイル形式で出力

 ベストプラクティス
  作業手順を構築する。契約管理者やソフト

ウェア コーディネーターは、たとえば既に
会社の関係者ではなくなったユーザーの削
除など、ユーザー設定やロール変更依頼と
いった部署内の業務手順やプロセスを確立
しておくようにします。 

 詳細情報：  
  ユーザーの管理のビデオ チュートリアル 

ユーザー管理
Autodesk Account の「ユーザの管理」ページで、すべてのユーザー情報を継続して管理
することができます。 

http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/set-user-permissions#user-mangement-video
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現時点では、主にクラウド クレジットの利用状況につ
いてのレポートが表示されています。今後 Autodesk 
Account 内により多くのレポート機能を搭載していく予
定です。

ユーザーは、各自の個別クラウド クレジットの利用状
況を確認できます。すべてのユーザーに 100 のクラウ
ド クレジットが割り当てられています。

管理者は、個別クラウド クレジットのほか、共有クラ
ウド クレジットの利用状況についても確認できます。
共有クラウド クレジットとは、企業が購入し契約に紐
付けられているクレジットです。

また管理者は、ユーザー別のクラウド クレジットを確
認できるため、追加クレジットを必要に応じて割り当
てることが可能です。

注： 「レポート」画面内においてクラウド クレジット
の取得も可能です。

 詳細情報： 
 クラウド クレジットに関する FAQ 

管理レポート
すべてのユーザーは、Autodesk Account から特定レベルのレポートを利用することがで
きます。トップメニューの「管理」ページで、左側のナビゲーション上にある「レポート」
リンクをクリックします。

http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/subscription-types/cloud-service-subscription/autodesk-360-cloud-credits-faq
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  重要
  より生産性の高い作業環境のために満了日

前に契約更新します。製品やサービスへの
アクセス権の失効を避けるため、サブスク
リプション契約は期限満了前に更新します。
オートデスクオンラインストアで購入され
た場合は、課金先のクレジットカード情報
を常に最新にしておく必要もあります。

  これらの簡単な手順により、不必要な作業
ダウンタイムを避けることができます。

 詳細情報：  
  Autodesk Account でサブスクリプションを
更新  

Autodesk Account での 
サブスクリプションの更新方法

サブスクリプションは、満了日の 90日前から更新が可能です。ソフトウェア、サービス、
サブスクリプション特典へのアクセス権を失効しないように、サブスクリプション契約
は満了日前に更新します。

事前に更新手続きが行われていない場合、契約管理者に対し満了日の 45日、30日、4
日前に通知メールが送付されます。

オンライン ストアでサブスクリプションメンバーになった場合
この場合、特別な処理は必要ありません。オンライン ストアから 1ヵ月または 1年契約でサブスクリプショ
ンメンバーになった場合、契約は自動的に更新されます。オンライン ストア購入時の自動更新契約に基づ
いて、ユーザーのクレジットカードに毎月または毎年請求され、更新完了時に確認通知が送付されます。

リセラーを通じてサブスクリプションメンバーになった場合
オートデスク リセラーから購入したサブスクリプション契約（3ヵ月、1年、複数年）の更新プロセスは、
各リセラーによって異なります。Autodesk Accountにサインインして、リセラー情報を検索して、リセラー
への問い合わせ方法を確認してください。 

http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/manage-contracts/renew-cancel/renew-maintenance-subscription
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/manage-contracts/renew-cancel/renew-maintenance-subscription
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/manage-contracts/renew-cancel/renew-maintenance-subscription
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ソフトウェア管理者向けガイド  |  よくある質問（FAQ）

よくある質問（FAQ）
サブスクリプションの設定、インストール、管理に関する、よくある質問とその回答を活用します。また、詳細情報に関しては、本ガイド関連
セクション内のリンク、または Autodesk Knowledge Network 上の記事を参照します。

http://see this article
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/manage-contracts/billing-info
http://can set up a new or existing user to be the Software Coordinator within the Users area of Autodesk Account.
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/contract-managers-software-coordinators/change-contract-manager
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/contract-managers-software-coordinators/change-contract-manager
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/get-ready/find-serial-number-product-key/sn-autodesk-account 
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/manage-contracts/billing-info
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/manage-contracts/billing-info
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その他関連情報 
本ガイドの各セクション内には、いくつかの「詳細情報」リンクが提示されており、ユーザーが関連分野に対
して専門的な学習ができるようサポートしています。

またオートデスクの各ソフトウェアやサービスに関する知識をより一層深めるためには、Autodesk 
Knowledge Network を通して、各自のペースで習得できる総合的サポートを十分に活用することを推奨
します。 

詳しくは以下のリンクを参照してください。

サブスクリプションに関するご質問

リセラーまたはオートデスク にお問い合わせください。

AUTODESK ID／アカウント情報 

概要  

Autodesk Account に関する FAQ 
とビデオ チュートリアル 

ユーザー管理情報  

概要  

ユーザー管理に関する FAQ  

サブスクリプション契約の管理 

サポート：サブスクリプション製品と 
サービスの技術サポートの管理 

サブスクリプションの請求方法の変更 

Autodesk、その他の製品は、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。該当製品およびサービスの提供、機能および価格は、予告なく変更される可能性がありますので予めご了承ください。また、
本書には誤植または図表の誤りを含む可能性がありますが、これに対して当社では責任を負いませんので予めご了承ください。© 2016 Autodesk, Inc. All rights reserved

https://knowledge.autodesk.com/ja/
https://knowledge.autodesk.com/ja/
https://knowledge.autodesk.com/ja/contactus
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/account-access/autodesk-account 
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/account-access/autodesk-account/autodesk-account-faq
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/account-access/autodesk-account/autodesk-account-faq
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/user-management
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/manage-contracts
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/support-options
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/support-options
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/manage-contracts/billing-info
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