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１. はじめに 

1-1. システム要件を下記サイトにてご確認ください。 

各製品： https://knowledge.autodesk.com/ja/support/system-requirements 

ライセンスマネージャ（マルチユーザーのみ）： 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/get-read

y-network-license/review-the-network-license-manager-system-requirements 

1-2. マシンの日付と時刻、画面解像度、ネットワーク設定(TCP/IP,マシン名)をご確認下さい。 

1-3. インストール作業は管理者権限を持っているユーザでログインして作業して下さい。 

1-4. Autodesk テクニカルソリューションサイトをチェックし、更新プログラム & サービスパック情報を

入手してください。できるだけ最新のバージョンをインストールされることをお勧めします。 

① Autodesk社サイトへアクセスします。 

https://www.autodesk.co.jp/ 

② 右上の[メニュー]をクリックし、[ダウンロード] - [更新プログラム & service packs]へアクセスしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※英語のサイトからアクセスした場合、途中、日本語のサイトへ誘導するボタンが表示されるこ

とがあります。必要に応じてご選択ください。ただし、機械翻訳のサイトもありますので、分り難

い場合は、英語のサイトもご参照いただくことをお勧めします。 

 

 

③ ダウンロード検索より、[Service Pack & 修正プログラム]にて、検索ページより検索いただけます。

ただし、サブスクリプション特典の Update などの機能強化パッケージについては、ここでは検索

できませんので、Autodeskアカウントでログインして、ダウンロードする必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/system-requirements
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/get-ready-network-license/review-the-network-license-manager-system-requirements
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/get-ready-network-license/review-the-network-license-manager-system-requirements
https://www.autodesk.co.jp/
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1-5. お持ちのライセンスのライセンス形態およびインストール形態をご確認ください。 

＜ライセンス形態＞ 

保守プランは永久ライセンス、サブスクリプションは期間ライセンスです。 

＜インストール形態＞ 

シングルユーザーは特定の個人に割り当てられるライセンス（旧スタンドアロンライセンスに相

当）、マルチユーザーはライセンスサーバーを設け、同時起動数が固定されているライセンスで、

同時起動数以内ならば他のユーザとライセンスを共有することが可能です（旧ネットワークライセ

ンスに相当）。 

■ 参考ドキュメント 

・サブスクリプションをご契約するにあたって － ご活用のヒント 

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

（ https://www.autodesk.co.jp/ - サブスクリプションのスタートアップについて からでもアクセスいただけます ） 

・使用規約 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/jp/general-terms 

  ※「サブスクリプション特典」、「サブスクリプションの種類」等へのリンクもございます。 

 

1-6. 本インストールガイドとあわせて、オートデスク社サイトの「サポートとラーニング」 - 「インストー

ル、登録、ライセンス」を参照されることをお勧めします 

 https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/installation-activation-licensing 

 インストレーションヘルプ： https://help.autodesk.com/view/INSTALL_LICENSE/JPN/ 

 

1-7. 各種技術サポートおよび Autodesk アカウントやサブスクリプション特典についてのトラブルや疑

問につきましては、以下のサイトに手順にてオートデスク社に直接お問い合わせいただけます。 

 ・サポートへの問い合わせ 

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

 

1-8. 作業フローにつきましては、インストール形態によって異なりますので、以下の手順をご確認くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ 参考サイト 

 ・製品のアクティベーションを行う 

  https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/activate/about-activation 

インストール形態が、

マルチユーザーの場

合 

インストール形態が、 

シングルユーザーの

場合 

サブスクリプション（期間ライセンス）をご契約

で、契約管理者と実際のユーザーが異なる場合

は、P. 17の「指名ユーザの設定（契約管理者が

別のユーザの使用権限を設定する）」にて、指

名ユーザーを設定してください。 

サブスクリプションで実際に使用されるユーザー

様、および保守プランのユーザー様は、P. 20の

「５. クライアント側でのインストール・セットアッ

プ」を実行します。 

新たにライセンスサーバーを設定する場合は、

P.9の「３.ライセンスサーバー側でのインストー

ル・セットアップ（マルチユーザーの場合のみ）」

を行います。 

さらに、P. 20の「５. クライアント側でのインスト

ール・セットアップ」を実行します。 

https://www.autodesk.co.jp/products/subscription-startup
https://www.autodesk.co.jp/
https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/jp/general-terms
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/installation-activation-licensing
https://help.autodesk.com/view/INSTALL_LICENSE/JPN/
https://knowledge.autodesk.com/ja/contact-support
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/activate/about-activation
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２. Autodeskアカウントへのｱｸｾｽについて（契約管理者[ﾌﾟﾗｲﾏﾘ管理者]の方はご確認ください） 

ソフトウェアのライセンス管理、ダウンロードなどのため、Autodesk アカウントが必要となります。契約管理

者（プライマリ管理者）の方は、契約開始日にオートデスク社から送られてくる、利用開始メールに基づき、

以下の手順で、Autodeskアカウントへアクセスして内容をご確認ください。 

 

＜契約管理者が新規ユーザ様の場合＞ 

 

 

 
 

 

１. 左図のような利用開始メールが届きます。[今すぐアカウン

トを作成] をクリックします。 

２. [アカウントを作成 ]画面にて、必要事項を入力し、

Autodesk の使用条件やプライバシーステートメントをご確

認の上、[アカウントを作成] をクリックします。 

３. [アカウントが作成されました] が表示されたら作成完了で

す。[完了] ボタンをクリックすると、Autodesk アカウントへ

のサインイン画面が表示されます。 

４. 作成時に用いた情報を用いて、サインインしてください。 

 

※[今すぐアカウントを作成] のリンクは、90日間有効です。 

 

            
 

 

＜契約管理者(プライマリ管理者)が既存ユーザ様の場合＞ 

 

 

 
 

 

１. 左図のような利用開始メールが届きます。[サインインして

機能を利用する] をクリックします。 

２. Autodeskアカウントへのサインイン画面が表示されますの

で、登録済みのメールアドレスとパスワードを使用してサイ

ンインしてください。 

 

※メールのリンクを経由せず、直接Autodeskアカウントへサイ

ンインされても問題ありません。 
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＜ライセンスタイプおよびサブスクリプション ID／シリアル番号 の確認＞ 

 

ご契約内容のほか、ライセンスタイプおよびサブスクリプション ID/シリアル番号をご確認ください。ライセンス

タイプにより、アクティベーションの方法が異なります。また、サブスクリプション ID やシリアル番号は、トラブ

ル時のサポート依頼、様々なお問い合わせの際に必要となる場合がございます。 

 

■ ライセンス証書の「シリアル番号/サブスクリプション ID」の確認 

オートデスク社より送付される、ライセンス証書にて、「シリアル番号」もしくは「サブスクリプション ID」がご

確認いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ アカウント内にて、ライセンスタイプが、 [Autodesk ID] の場合 

「サインイン」によるアクティベーション、サブスクリプション ID（シリアル番号に相当）が発行されていま

す。 

・Autodesk ID ベースのサブスクリプションで利用する（サインインして使用する） 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/activate/subscriber-activation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「サインイン」と表示 

「Autodesk ID」と表示 

「契約」をクリック 

「サブスクリプション ID」が表示 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/activate/subscriber-activation
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■ アカウント内にて、ライセンスタイプが、[スタンドアロン]または[ネットワーク] の場合 

「シリアル番号」が発行されています。 

・シリアル番号で利用する（サブスクリプションおよび永久ライセンス） 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/activate/online-activation-registration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜参考＞ 

 ・ライセンスタイプを確認する方法 

 https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/activate/about-

activation#where-to-find 

   

 

「シリアル番号」が表示 

「契約」をクリック 

「シリアル番号」が表示 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/activate/online-activation-registration
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/activate/about-activation#where-to-find
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/activate/about-activation#where-to-find
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＜[サインインライセンスへの移行のお知らせ]のメールを受信した場合の確認＞ 

 

2019年夏頃より、既存の、シリアル番号によるシングルユーザーサブスクリプションも、順次、サインインライ

センス（ライセンスタイプが[Autodesk ID]の形式）に移行されます。これに伴い、対象ユーザ様へ、[サインイ

ンライセンスへの移行のお知らせ]のメールが送信されますので、受信された場合は、下記の対処をお願い

致します。 

【対象】 

シングルユーザーサブスクリプションをご契約中で、シリアル番号が発行されている、2017 - 2021製品

をお持ちの契約管理者様 

 

【移行のメリット】 

・製品のアクティベーションやアクセス時に Autodesk ID でサインインする事でユーザはどこからでも

デバイスを選ばず、すばやくサインインしてアクセスが可能になります。 

・シリアル番号が不要となり管理に時間を費やす必要がなくなります。 

・管理者が行うユーザ アクセスの割り当て操作がより簡素化されエラー等の問題が減少します。 

・サブスクリプション IDによって契約の特定が容易になります。 

・アクティベーション時のエラー等の問題が減少します。 

 

【送信されるメールのサンプル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【起動時、以下のようなポップアップが出た場合】 

 「シリアル番号を入力」を選択せず、「サインイン」または「シングルユーザ」を選択してください。 
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【トラブルシューティング】 

[サインインライセンスへの移行のお知らせ]のメールを受信後、起動しなくなった等の現象が出た場合、

使用者の変更が無くても、割り当てを一旦外し、再割り当てを行ってみてください。 

 

   

 

  ＜参考＞ 

・サインインして使用する 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/activate/subscribe

r-activation 

 

トラブル時には、P.36「６-２.シングルユーザーのトラブルシューティング/FAQ」もご参照ください。 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/activate/subscriber-activation
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/activate/subscriber-activation
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３. ライセンスサーバー側でのインストール・セットアップ（マルチユーザーの場合のみ） 

【重要！！】Autodesk Network License Managerのバージョンにご注意くださいご使用のバージョンに未対応の

ライセンスマネージャをお使いの方は、必ず更新をお願い致します。 

 2020, 2021バージョン： 11.16.2.0以上 

2019バージョン： 11.14.1.3以上 

 2017, 2018バージョン： 11.13.1.2以上 

 

＜ライセンスマネージャのバージョン確認方法＞ 

LMTOOLSを起動し、Help > About で表示されるウィンドウ内にて確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考サイト＞ 

・ネットワークライセンスを準備する 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/get-

ready-network-license 

 

・ 旧ライセンスマネージャをお使いの場合はアンインストールしておきます。P.12 「３-２．旧ライセンスマ

ネージャのアンインストール」をご参照ください。 

・ 新しいライセンスマネージャ（ADLM + LMTOOLS Utility）を、製品のインストーラやダウンロードした

exe形式インストーラからインストールし、ライセンスのセットアップを行います。 

・ インストールには管理者権限が必要です。 

・ Windows 8.1/Windows 10 環境ではUAC無効状態での作業を推奨します。 

 

３-１. ライセンスの取得 

インストール、セットアップの前に、ライセンスの取得を行ってください。ライセンス取得の方法は以下

の方法があります。既に代理店等から各バージョン対応のライセンスファイル（拡張子が、.lic のファ

イル）を受け取られている場合、このステップは必要ありませんので、P.13 の「３-３．ライセンスマネ

ージャのインストール」にお進みください。 

 

ライセンスサーバーのインストールや構築など、以下のサイトにてご参照いただけます 

・ワークフロー：ネットワークライセンスを計画、インストール、環境設定する 

https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/JPN/Autode

sk-NetworkAdmin/files/GUID-AD817657-43BD-4571-B887-5326B358C54C-htm.html 

 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/get-ready-network-license
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/get-ready-network-license
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/JPN/Autodesk-NetworkAdmin/files/GUID-AD817657-43BD-4571-B887-5326B358C54C-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/JPN/Autodesk-NetworkAdmin/files/GUID-AD817657-43BD-4571-B887-5326B358C54C-htm.html
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＜方法１：Autodeskアカウント内でネットワークライセンスファイルを生成し、取得する方法＞ 

ご購入時に申請していただきました契約管理者の Autodesk アカウントにて、ネットワークライセンス

ファイルを生成、取得できます。異なる製品のライセンスが結合された統合ライセンスも取得できま

す。自動発行されますので、即時にご入手いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

詳細な手順は以下のURLをご参照ください。 

・Autodesk Accountでネットワークライセンスファイルを生成する 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/g

et-ready-network-license/getting-network-license-file/generating-license-file 

 

発行におけるヒント： 

・異なる製品のライセンスはもちろん、（シリアルの異なる）同じ製品でも、結合して同じライセンスサ

ーバに載せることが可能ですが、基本的にそれらのライセンスは同日発行していただく必要があ

ります。結合できるライセンスについての詳細は、以下のサイトをご参照ください。 

・複数のオートデスク製品のライセンスファイルを結合する 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/

managing-network-licenses/combining-license-files/combining-license-files-for-mult

iple-autodesk-products 

・１つのシリアルに複数本のライセンスが含まれる場合、その１部のライセンスの発行も可能です

（例：１０本のライセンスのうちの２本だけ発行）。その場合は「分散サーバ」を選択し、その後のス

テップで発行本数を指定してください。 

 

＜方法２：Autodesk RegisterOnce Webサイトから直接ライセンスを取得する方法＞ 

上記、方法１のオートデスクアカウント内で生成するシステムが実現される前に使用されていた方法

です。個々の製品のライセンスファイルを生成できます。統合ライセンスが必要な場合は、手作業で

結合する必要があります。自動発行されますので、即時にご入手いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  https://registeronce.autodesk.com 

 

ログイン 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/get-ready-network-license/getting-network-license-file/generating-license-file
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/get-ready-network-license/getting-network-license-file/generating-license-file
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/managing-network-licenses/combining-license-files/combining-license-files-for-multiple-autodesk-products
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/managing-network-licenses/combining-license-files/combining-license-files-for-multiple-autodesk-products
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/managing-network-licenses/combining-license-files/combining-license-files-for-multiple-autodesk-products
https://registeronce.autodesk.com/
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詳細な手順は以下のURLをご参照ください。 

・ネットワークライセンスファイルを取得してインストールするには 

https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/JPN/Autode

sk-NetworkAdmin/files/licensing-workflow-install-license-file-htm.html 

 

＜方法３：弊社（ダイキン工業）CG Productsサポートセンターに依頼する方法＞ 

以下のライセンスリクエストフォームからご請求ください。 

https://www.comtec.daikin.co.jp/DC/prd/collection/support/ - 「ライセンスリクエスト」 

 

多数のライセンスを請求される場合や添付ファイルでご請求される場合など、電子メールでのご請

求も可能です。以下の情報を添えて、ご請求ください。 

・ご自身の情報： 会社名、部署名、お名前、連絡先（E-Mail、TEL） 

・製品のシリアル番号（ご購入時のオートデスク社からのご案内メールやオートデスクアカウント内

でご確認いただけます） 

・ライセンスタイプ：シングルサーバー／冗長型サーバー／分散型サーバー 

 ※冗長型サーバーは幾つかの問題点が報告されており、推奨されていません。 

・ライセンスサーバーとなるマシンのOS、マシン名、イーサネットアドレス（MACアドレス） 

・分散型サーバーにする場合は、各マシンに割り振るライセンス数 

 ※受付時間： 月曜日～金曜日 10：00～17：30 

 （祝祭日・夏季休業・年末年始休業・その他非営業日を除く） 

電子メール： cg-support@daikin.co.jp     ※１週間程度かかる場合がございます。 

https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/JPN/Autodesk-NetworkAdmin/files/licensing-workflow-install-license-file-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/JPN/Autodesk-NetworkAdmin/files/licensing-workflow-install-license-file-htm.html
https://www.comtec.daikin.co.jp/DC/prd/collection/support/
mailto:cg-support@daikin.co.jp
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３-２. 旧ライセンスマネージャのアンインストール 

新規にライセンスマネージャをセットアップされる場合や既に 2020 以降のバージョンに含まれている

ライセンスマネージャをお使いの場合は、このステップは必要ありません。P.13 の「３-３．ライセンス

マネージャのインストール」にお進みください。 

2017～2018バージョンではAutodesk Network License Managerのバージョンを 11.13.1.2以上にする

必要があり、2019バージョン以降では 11.14.1.3以上、2020バージョン以降では 11.16.2.0以上にする

必要があります。それ以前のバージョンに含まれていたライセンスマネージャをお使いの場合、アプ

リケーションが起動しないことがありますので、あらかじめ旧ライセンスマネージャはアンインストール

を行い、P.13 の「３-３．ライセンスマネージャのインストール」にて、各バージョンの製品に含まれて

おりますライセンスマネージャをセットアップしてください。 

 

＜参考サイト＞ 

・WindowsでNetwork License Managerをアンインストールする 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/install-a

nd-configure-network-license/windows/uninstalling-the-network-license-manager-windows 

 

① 念のため、現在使用しているライセ

ンスファイルのバックアップを取って

おいてください。 

 

② Autodesk Network License 

Manager グループに含まれている

LMTOOLS Utilityを起動します。 

 

③ 該当する FLEXnet license service

を選択し、「Stop Server」ボタンをク

リックし、サービスを停止します。 

 

 

 
 

④ Windows のコントロールパネル > 

「プログラムのアンインストール」に

て、「Autodesk Network License 

Manager」を選択し、アンインストー

ルを行います。 

 

 

 
 

 
 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/install-and-configure-network-license/windows/uninstalling-the-network-license-manager-windows
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/install-and-configure-network-license/windows/uninstalling-the-network-license-manager-windows


Autodesk 2021, 2020, 2019, 2018製品 インストールガイド 

      

13 

 

３-３. ライセンスマネージャのインストール 

＜参考サイト＞ 

・WindowsでNetwork License Managerをインストールする 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/install-and-configur

e-network-license/windows/install-the-network-license-manager-windows 

※同サイトからMac OS版、Linux版へのリンクもございます。 

※同サイトに最新バージョンのライセンスマネージャへのダウンロードリンクもございます。アプリに同梱されて

いるバージョンより新しい場合もあり、より安定して運用いただけます。 

 

※スクリーンショットは 3ds Max 2020 のものですが、Maya/MayaLT2020 を除く、他の 2020/2019/2018 製品でも同

様です。 

※3dsMax2021,Maya/MayaLT2020 の場合は、インストーラ解凍後のフォルダにて、C:\Autodesk\<解凍ﾌｫﾙﾀﾞ

>\x64\Tools\NLM\NLM.msiを実行するか、上記サイトより単体のインストーラを入手し、実行してください。 

① Autodesk アカウントでログインして、

「今すぐインストール」、もしくはダウ

ンロードした .exe 形式のファイルか

らインストーラを起動します。 

 

Autodeskアカウント： 

https://accounts.autodesk.com 

 

② 「ツールとユーティリティのインストー

ル」を選択します。 

 

 
 

 
 

※単体インストーラの場合 

 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/install-and-configure-network-license/windows/install-the-network-license-manager-windows
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/install-and-configure-network-license/windows/install-the-network-license-manager-windows
https://accounts.autodesk.com/
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③ EULAの画面が表示されます。同意

いただける場合は、「同意」を選択

し、「次へ」をクリックします。 

 
 

④ インストーラによっては、幾つかのツ

ールとユーティリティがリストアップさ

れ ますが 、 こ こ で は Network 

License Manager を選択します。 

 

インストール先を変更する場合は、

「参照」ボタンで変更できます。問題無

ければ「インストール」ボタンをクリック

します。 

 

 

 
 

⑤ インストールの完了が表示されたら、

正常にインストールされたかどうか

確認してください。デスクトップに

“LMTOOLS Utility”アイコンが出来

ているのを確認します。 
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３-４. ライセンスマネージャのセットアップ 

 

ライセンスマネージャのセットアップを行います。 

 

① ライセンスマネージャのフォルダへ、ライセンスファイル(～.lic)をコピーします（デフォルトでは、 

C:\Autodesk\Autodesk Network License Manager）。複数のライセンスファイルがある場合には、

ライセンスファイルを結合し、１つのファイルにする必要があります。 

 

② デスクトップにある ”LMTOOLS 

Utility”アイコンをダブルクリックす

るか、[スタート > すべてのプロ

グラム > Autodesk > Network 

License Manager > LMTOOLS 

Utility]を実行します。 

 

 

③ LMTOOLS Utilityが起動したら。

[Config Service]タブをクリックし、

以下の項目を指定します。 

 

設定後、”Save Services”ボタンを

クリックします。 

 

 
 

項目 設定内容 設定例 

Service Name サービス名 Autodesk License Manager 

Path to the lmgrd.exe file ｌmgrd.exeファイルを指定 C:\Autodesk\Autodesk Network License 

Manager\lmgrd.exe 

Path to the license file ライセンスファイルを指定 *1 C:\Autodesk\Autodesk Network License 

Manager\Maya2020license.lic 

Path to the debug log file ログファイルを指定 *2 C:\Autodesk\Autodesk Network License 

Manager\autodesk.log 

Start Server at Power Up マシン起動時に自動スタート ONにする（推奨） 
Use Services サービスの有効／無効 ONにする（必須） 

*1：複数のライセンスファイルがある場合はライセンスファイルを結合してください。フォルダを指定す

ればその下の .lic 拡張子を持つライセンスファイルがすべて参照されますが、ライセンス取得順がコ

ントロールできない問題が生じることがありますのでお勧めしておりません。 

*2：存在しない場合は、自動的に作成されます。 

＜参考サイト＞ 

・ネットワークライセンスを管理する 

 パッケージライセンス（前バージョンを含むライセンス）、カスケードライセンス（単体、suite ライセンス

の混在環境での優先度）などの記述があります。 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/man

aging-network-licenses 

 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/managing-network-licenses
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/managing-network-licenses
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④ [Start/Stop/Reread]タブをクリック

し、[Stop Server]→[Start Server]

の順でクリックします。 

 

※ウィンドウ下のメッセージボックスに

「Server Start Successful」と表示され

ることを確認してください。 

 

 
 

⑤ [Server Status]タブの ”Perform 

Status Enquiry”ボタンを押して、ラ

イセンス FEATURE のリリース状

態とクライアント数を確認してくださ

い。 

また、ここで、ライセンスマネージャ

のバージョンも表示されますので、

2017, 2018の場合は、v11.13.1以

上、2019 の場合は、v11.14.1.3 以

上 、 2020, 2021 の 場 合 は 、

v11.16.2 以上であるかご確認くださ

い。 

 

 
 

⑥ 必要に応じて、ファイアウォールの例外登録を行ってください。 

 

＜ポート番号を例外登録する場合＞ 

ポート番号： 

2080/TCP      ※adskflex.exeで使用します。 

27000～27009/TCP  ※lmgrd.exeで使用します。 

 

＜プログラムを例外登録する場合＞ 

プログラム：  

C:\Autodesk\Autodesk Network License Manager\lmgrd.exe  

C:\Autodesk\Autodesk Network License Manager\adskflex.exe  
 

 

３-５. ライセンスの移設、再取得 

 

ライセンスサーバーマシンを変更する場合は、新しいマシンの情報に基づいて、通常の方法（P.9「３-１．

ライセンスの取得」）で、ライセンスを再取得していただき、旧ライセンスサーバーからはライセンスファ

イルを削除してください。 

 

※ 弊社のライセンスリクエストフォームからも申請できますが、１～３営業日かかる場合がございま

す。また、コメント欄に移設である旨、ご記入ください。 

https://www.comtec.daikin.co.jp/DC/prd/collection/support/ - 「ライセンスリクエスト」 

https://www.comtec.daikin.co.jp/DC/prd/collection/support/
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４. 指名ユーザの設定（契約管理者が別のユーザの使用権限を設定する） 

４-１. 契約管理者側の作業 

・ Autodesk Account のユーザ管理画面につきましては、「ユーザ管理（新規ビュー）」と「クラシックユー

ザ管理」がございます。ご購入いただいた時期やご購入先によっても異なりますので、以下のサイトでど

ちらのビューで管理されているかご確認ください。 

・ユーザ管理とクラシックユーザ管理を比較する 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-software/u

sers-software-overview 

・Autodesk Accountのユーザ管理（新規ビュー） 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-software/u

ser-management 

・Autodesk Accountのクラシックユーザ管理 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-software/c

lassic-user-management 

・ 契約管理者は、必要であれば、ユーザ管理やリリース情報等の通知の業務をサポートしてもらうため、

プライマリ管理者やセカンダリ管理者（ソフトウェアコーディネータ）を任命することができます。上記、ユ

ーザ管理画面にてご確認ください。 

・ プライマリ管理者（初期設定では、契約管理者）やセカンダリ管理者（ソフトウェアコーディネーター）など

のアカウント管理者が実際のユーザではない場合には、ソフトウェアの使用権限を設定（指名ユーザの

設定）する必要があります。設定後、指名ユーザには、ソフトウェアにアクセスするための手順を示す電

子メールが自動的に送信されます。指名ユーザは、それに基づき、アカウントのログインし（アカウントを

お持ちではない場合は作成）、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を行うこと

ができます。 

・ 指名ユーザを設定してから、反映されるまで、最大 24 時間かかる場合があります。十分余裕を持って

作業を行ってください。 

 

   ＜詳細情報＞ 

 

・Autodesk Accountのユーザ管理（ユーザの追加、製品ごとのユーザの割り当て など） 

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

user-management 

 

1. 契約管理者が、https://manage.autodesk.com/ にアクセスし、サブスクリプション契約に使用した

電子メールアドレスとパスワードを使用して、Autodeskアカウントにログインします。 

2. [ユーザ管理] をクリックします。 

3. [ユーザを招待]、もしくは[追加]で、指名ユーザの追加、[製品へチェック] および[アクセス権の編集]

でソフトウェアの使用権限を設定します。 

※契約管理者が実際のユーザではない場合は、管理者のソフトウェアの使用権限を解除し、指名

ユーザに割り付けます。 

 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-software/users-software-overview
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-software/users-software-overview
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-software/user-management
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-software/user-management
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-software/classic-user-management
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-software/classic-user-management
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-software/user-management
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-software/user-management
https://manage.autodesk.com/
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  ＜ユーザ管理（新規ビュー）＞ 

  以下は「ユーザ別」からの方法ですが、「製品別」から行うことも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指名ユーザを追加  ※「名前,苗字,Eメール」の順で記入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    製品へチェックで使用可 

 

   ＜クラシックユーザ管理＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      「アクセス権の編集」にて製品を割り当て 

ソフトウェア使用権限の設定 

指名ユーザの追加 
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４-２. 指名ユーザ側の作業 

 

契約管理者が指定ユーザに製品を割り当てると、指名ユーザはアクセス権が割り当てられたことを知

らせるメールを受信します。その後、以下の手順でAutodeskアカウントへサインインします。 

 

＜指名ユーザが新規ユーザ様の場合＞ 

 

 

 
 

 

１. 左図のような利用開始メールが届きます。[今すぐアカウン

トを作成] をクリックします。 

２. [アカウントを作成 ]画面にて、必要事項を入力し、

Autodesk の使用条件やプライバシーステートメントをご確

認の上、[アカウントを作成] をクリックします。 

３. [アカウントが作成されました] が表示されたら作成完了で

す。[完了] ボタンをクリックすると、Autodesk アカウントへ

のサインイン画面が表示されます。 

４. 作成時に用いた情報を用いて、サインインしてください。 

 

※[今すぐアカウントを作成] のリンクは、90日間有効です。 

有効期限内に作成されなかった場合は、再送信する必要があ

ります。 

 

            
 

 

＜指名ユーザが既存ユーザ様の場合＞ 

 

 

 
 

 

１. 左図のような利用開始メールが届きます。[サインインして

機能を利用する] をクリックします。 

２. Autodeskアカウントへのサインイン画面が表示されますの

で、登録済みのメールアドレスとパスワードを使用してサイ

ンインしてください。 

 

※メールのリンクを経由せず、直接Autodeskアカウントへサイ

ンインされても問題ありません。 
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５. クライアント側でのインストール・セットアップ 

 

・ 事前にライセンスタイプをご確認ください。（確認方法は、P. 5 をご参照ください） 

・ シングルユーザーの場合は、起動時にシリアル番号、プロダクトキーが必要な場合があります。

（Autodeskアカウントの該当製品の欄やオートデスク社からのご案内メールなどに記載されています） 

・ マルチユーザーの場合は、ライセンスサーバマシンと ping コマンドで通信ができることを確認しておい

てください。名前解決がされていない場合は、IPアドレスで指定し通信できることを確認してください。 

・ インストールには管理者権限が必要です。 

・ Windows 8/Windows 10 環境ではUAC無効状態での作業を推奨します。 

 

５-１. アプリケーションのインストール（通常のインストール） 

※スクリーンショットは 3ds Max 2020 のものですが、3ds Max2021/Maya2020/MayaLT2020 を除く、他の

2020/2019/2018製品でも同様です。 

※3ds Max2021/Maya2020/MayaLT2020では、さらに簡略化された画面になっていますので、③からご参照ください。 

① Autodesk アカウントでログイン

して、「今すぐインストール」、も

しくはダウンロードした .exe 形

式のファイルからインストーラを

起動します。 

 

※Collectionや Suiteの場合、一体

化したインストーラは存在しません

ので、製品毎にインストールを行っ

てください。 

 

Autodeskアカウント： 

https://accounts.autodesk.com 

 

左下の項目からインストール時

に必要な各情報にアクセスでき

ます。 

 

 
 

 
 

    
 

 

    
 

https://accounts.autodesk.com/
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② 「インストール」を選択します。イ

ンストーラの準備ができるまで、

数十秒～数分かかります。 

  

③ 使用許諾を読み、同意できるよ

うでしたら「同意する」を選択しま

す。同意できない場合は「同意

しない」を選択してください。「次

へ」をクリックします。 

 

※3dsMax 2021, Maya/MayaLT 2020の場合 

 
 

※3dsMax 2020以前、Maya/MayaLT 2019以前の場合 

 
④ インストールするアプリケーショ

ンを選択します。インストール先

を変更したい場合は、「参照」を

クリックし、インストールフォルダ

を選択します。 

※3ds Max2021, Maya/MayaLT 2020の場合 

 
 

※3dsMax 2020以前、Maya/MayaLT 2019以前の場合 
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⑤ アプリケーションによっては、ア

プリケーション下部にマウスカー

ソルを移動すると、「詳細設定」

を行うことができるものがありま

す。 

サブコンポーネントやサービスパ

ックのインストールが指定できま

す。 

 

 

 

※3ds Max2021の例 

 
 

※Maya 2020の例 

 
 

※3ds Max 2020の例 

  
 

 
 

⑥ 「インストール」をクリックすると、

インストールが開始されます。イ

ンストールが終了するまで、数

分～数十分かかります。 
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⑦ インストールが終了したら、エラ

ーが出力されていないか確認し

てください。 

 

セットアップログは、Windows 内の

temp フォルダに保存されます。（<

製品名とバージョン>Setup.log） 

Windows エクスプローラのアドレス

バーに %TEMP% と入力して開く

フォルダです。 
[例] 

C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp 

 

 
 

⑧ インストーラを終了し、製品を起

動してみます。ライセンスの種

類を聞いてきますので、該当す

る方をクリックします。 

 

※【自分のライセンスタイプは何

ですか？】や【選択のヒント】をク

リックするとそれぞれの説明が

表示されます。 

 

●シングルユーザ（ﾗｲｾﾝｽﾀｲﾌﾟが

Autodesk ID または、ｻﾌﾞｽｸﾘﾌﾟｼｮﾝ

契約のｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ） 

      ↓ 

【Autodesk IDでサインイン】、【シン

グルユーザ】または【サインイン】をク

リック 

 

●シングルユーザ（保守プラン） 

      ↓ 

【シリアル番号を入力】をクリック 

 

●マルチユーザ（ｻﾌﾞｽｸﾘﾌﾟｼｮﾝ契約

のﾈｯﾄﾜｰｸまたは、保守プラン） 

      ↓ 

【マルチユーザ】または【ネットワーク

ライセンスを使用】をクリック 

＜2021＞ 

 
 

＜2020, 2019＞ 

 
 

＜2018, 2017＞ 
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５-２. ネットワーク配置によるインストール、サイレントインストール 

 

多数のコンピュータに同じ設定でインストールする場合やサイレントインストールしたい場合など、便利なイ

ンストール方法です。ある程度の知識が必要となりますので、詳細は以下のサイトをご参照ください。 

 

・改善されたインストールサービスの製品のサイレントインストール 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/

JPN/Autodesk-Installation-Basic-ODIS/files/GUID-4D762D36-E521-4D8D-8A48-B41FE2DDF381-htm.

html 

 ※3dsMax2021/2020, Maya2021/2020, Maya LT 2021/2020 で使用できます。 

 

・Maya2020をサイレントインストールする方法 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticl

es/JPN/How-to-install-Maya-2020-silently.html 

 

・Mayaのネットワーク配置（Maya2020） 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/202

0/JPN/Installation-Maya/files/GUID-FBFA0C09-8E21-4EA1-95CD-E47A40D7C9F0-htm.html 

 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticl

es/JPN/How-to-create-Maya-2020-network-deployment-Windows.html 

 

・クラシック インストールサービスを使用してネットワーク配置を作成する（上記以外） 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/JPN

/Autodesk-NetworkAdmin/files/GUID-D3E6CC71-2199-471A-907C-18685696A7E3-htm.html 

 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/JPN/Autodesk-Installation-Basic-ODIS/files/GUID-4D762D36-E521-4D8D-8A48-B41FE2DDF381-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/JPN/Autodesk-Installation-Basic-ODIS/files/GUID-4D762D36-E521-4D8D-8A48-B41FE2DDF381-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/JPN/Autodesk-Installation-Basic-ODIS/files/GUID-4D762D36-E521-4D8D-8A48-B41FE2DDF381-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-install-Maya-2020-silently.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-install-Maya-2020-silently.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/JPN/Installation-Maya/files/GUID-FBFA0C09-8E21-4EA1-95CD-E47A40D7C9F0-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/JPN/Installation-Maya/files/GUID-FBFA0C09-8E21-4EA1-95CD-E47A40D7C9F0-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-create-Maya-2020-network-deployment-Windows.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-create-Maya-2020-network-deployment-Windows.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/JPN/Autodesk-NetworkAdmin/files/GUID-D3E6CC71-2199-471A-907C-18685696A7E3-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/JPN/Autodesk-NetworkAdmin/files/GUID-D3E6CC71-2199-471A-907C-18685696A7E3-htm.html
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５-３. アプリケーションの起動とアクティベート 

 

■ ソフトウェアを起動するには 

 起動時に表示される、インストール形態を聞いてくるダイアログについて、2017製品以降に準じて記

述されています。 

https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/JPN/Autodesk

-Installation/files/GUID-2D94BBD7-34EE-4603-872C-D632CC600FEA-htm.html 

 

初回の起動時に、使用するライセンスの種類を選択します。 

【シングルユーザ】または【サインイン】 ※シングルユーザ（ライセンスタイプが Autodesk ID または、サブス

クリプション契約のスタンドアロン） 

 

Autodeskアカウントのログイン名、パスワードを入力します。 

  
 

【シリアル番号を入力】 ※シングルユーザ（保守プラン） 

  

製品のシリアル番号、プロダクトキーを入力します。 

   
 

【マルチユーザ】または【ネットワークライセンスを使用】 ※マルチユーザ（サブスクリプション契約のネットワ

ークまたは、保守プラン） 

 

 
※サーバの情報、LICPATH.LIC ファイルは、C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS\<[プロダクトキー]_[バージョン]> 

 に保存されますが、他のAutodesk製品や他のバージョンによってサーバが指定されていて、製品が起動できる場合は 

 作成されないことがあります。ライセンスサーバを変更される場合は、P.27 「参照するライセンスサーバーの追加、変更（マル

チユーザーのみ）」をご参照ください。 

※各製品のプロダクトキーは以下のサイトに掲載されています。 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/activate/find-serial-number-product-key/product-key-look 

 

※以後は、30日毎にアクティ

ベーション情報が更新されま

す。その際は、インターネット

接続が必要になります。 

https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/JPN/Autodesk-Installation/files/GUID-2D94BBD7-34EE-4603-872C-D632CC600FEA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/JPN/Autodesk-Installation/files/GUID-2D94BBD7-34EE-4603-872C-D632CC600FEA-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/activate/find-serial-number-product-key/product-key-look
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５-４. 使用するライセンス種類の変更 

 

マルチユーザーライセンスやシングルユーザーライセンスなど複数のライセンスを所有している環境

で、どのライセンスを使用するかを切り替えることができます。 

 

① メニュー右上のプルダウンから「ライ

センスの管理」を選択します。 

 

※Maya LT の例 

 
 

② 「ライセンスの種類を変更」をクリッ

クします。 

 
 

 
 

③ 一旦、アプリを終了しますので、保

存するかどうか聞いてきます。 

 
 

④ 再起動すると、使用するライセンス種

類を選択できます。 
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５-５. 参照するライセンスサーバーの追加、変更（マルチユーザーのみ） 

 

マルチユーザー環境にて、クライアントが参照するライセンスサーバーは、環境変数、またはファイル

内の記述で指定することができます。 

前述の P.25 「５-３．アプリケーションの起動とアクティベート」で「ネットワークライセンスを使用」で指

定したライセンスサーバーから変更もしくは追加したいときは以下の指定方法で変更してください。 

※優先度の高い順で記述しています。 

 

＜環境変数、ADSKFLEX_LICENSE_FILE による方法＞ 

 

この方法は、複数のライセンスサーバーを指定する際に便利です。記述順に検索し、空いてい

るライセンスを取得することができます。 

 

1. クライアントのPCで「マイコンピュータ」を右クリック ＞ プロパティ を選択します。 

2. [システムのプロパティ]ダイアログで、[詳細設定]タブを選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ダイアログ下段の[環境変数]を押します。 

4. [環境変数]ダイアログ下段の[システム環境変数]領域 ＞ 新規 を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 新しいシステム変数として以下を設定します。 

 

変数名： ADSKFLEX_LICENSE_FILE 

変数値： @PC_AAA;@PC_BBB 

のように、セミコロンをはさんで「@」の後にライセンスサーバー名を入力します。 
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6. [OK]ですべてのダイアログを閉じ、クライアントPCを再起動します。 

 

 

＜LICPATH.LICを参照する方法＞ 

 

以下のフォルダ内の LICPATH.LIC内の記述で指定する方法です。 

複数のライセンスサーバーの指定はできません。 

Ver2020以降: 

C:\ProgramData\Autodesk\AdskLicensingService\<[プロダクトキー]_[バージョン]> 

Ver2017-2019: 

C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS\<[プロダクトキー]_[バージョン]> 

※LICPATH.LICは、通常は、起動時にサーバを指定して製品が正常に起動できた後に作成

されます。 

※既に他の Autodesk 製品や他のバージョンでサーバが指定されている場合は、存在しな

いことがあります。 

 

【例】 PC_AAAをライセンスサーバーとする場合 

SERVER PC_AAA 000000000000 

USE_SERVER 

 

＜参考サイト＞ 

・ネットワークライセンス製品で使用される LICPATH.LIC ファイルはどこに保存されていますか 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticle

s/kA93g0000000ENp.html 

 

＜注意＞ 

Administrator 権限があるログインアカウントで、一旦起動が成功すると、レジストリへ登録され、以

後それが参照されます。上記のいずれの設定も効かない場合、レジストリへ登録されている可能性が

あります。レジストリの設定を修正するか、クリアしてみてください。 

レジストリエディタは、コマンドプロンプト、もしくは、Windows メニューから、[ここに入力して検索]にて、

regedit と入力して起動します。 

登 録 さ れ る キ ー は OS に よ っ て 異 な り ま す の で 、 検 索 対 象 を 「 値 」 と し 、

ADSKFLEX_LICENSE_FILE を検索してください。 

通常、以下に登録されています。 

 

Windows 8/Windows 10の場合： 

HKEY_CURRENT_USER¥Software¥FLEXlm License Manager¥ADSKFLEX_LICENSE_FILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000000ENp.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000000ENp.html
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５-６. 前バージョンの使用 

 

有効なサブスクリプション、または有効な保守プランをお持ちの場合は、前バージョンを使用できます。

Autodesk アカウントにログインして、シリアルの発行やインストール、インストーラのダウンロードが可

能です。 

サブスクリプション契約直後は、まだデータベースに反映されていないため、「シリアル番号を取得」を

クリックするとエラーになることがございます。契約開始日から少なくとも 24 時間お待ちいただいた後

にシリアル番号の取得をお試しください。 

 

＜シングルユーザー＞ ＜マルチユーザー＞ 

 
 

 

[サインイン]となっていれば、起動時にサインイン

するだけで起動できます。 

[シリアル番号を取得]となっている場合は、それ

をクリック、または、[ダウンロード]リンクをクリック

すると、シリアルが自動的に発行されます。 

最新バージョンのライセンスファイルを取得する

と、過去３バージョン（製品によっては４~５バー

ジョン）を含む形式（パッケージライセンス）で発

行されます。 

 

＜参考サイト＞ 

・オートデスクソフトウェアの前バージョン 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/software-downloads/previ

ous-versions 

・ 対象となる旧バージョン：サブスクリプション 

・ 対象となる旧バージョン：保守プラン 

・ 前バージョンのライセンスを要求する 

・ 前バージョン使用特典に関するよくある質問 

・ 製品サポートのライフサイクル 

 

・前バージョンをダウンロードする 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/download/download-previous

-versions 

 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-software/previous-versions/eligible-previous-version-subscription
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-software/previous-versions/eligible-previous-version-maintenance
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-software/previous-versions/request-previous-version-license
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-software/previous-versions/subscription-previous-version-rights
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-software/previous-versions/product-support-lifecycle
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/download/download-previous-versions
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install/download/download-previous-versions
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＜2016以前のバージョンをシングルユーザ（スタンドアロン）ライセンスでご使用の場合＞ 

 

2017 以降（Maya/MayaLT の場合は、2016 Extension2 以降）からシングルユーザーにおいては、

[サインイン] で使用可能となりました。それ以前のバージョンでは、シリアル番号＆プロダクトキーを

使用してアクティベートしてください。 

 

「ライセンスの更新」または「管理者に、この製品を使う権限を申請してください」 といったメッセージが

表示されるときは、ライセンス情報をリセットしてください。 

 

＜参考サイト＞ 

・オートデスクのソフトウェアを起動すると、「管理者に、この製品を使う権限を申請してください。」とい

うエラーが表示される 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/s

fdcarticles/JPN/Contact-your-administrator-to-request-permission-to-use-this-product.

html 

 

＜前バージョンライフサイクルについて＞ 

 

2021年 3 月以降、「使用可能な旧リリース」対象外のバージョンは、アクティベーションやライセンスフ

ァイルの発行が終了となります。ただし、規約に則って前バージョンをご使用中の場合は、2021 年 3

月以降も、そのままお使いいただくことは可能です。 

 

・前バージョンライフサイクルのお知らせ 

https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000000bvm.html 

 

・製品サポートのライフサイクル 

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

previous-versions/previous-version-support-policy 

 

 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Contact-your-administrator-to-request-permission-to-use-this-product.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Contact-your-administrator-to-request-permission-to-use-this-product.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Contact-your-administrator-to-request-permission-to-use-this-product.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000000bvm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000000bvm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-software/previous-versions/previous-version-support-policy
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/users-software/previous-versions/previous-version-support-policy
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５-７. Arnoldレンダーノードのインストール／設定（スタンドアロンレンダーを使用される場合） 

 

Arnold レンダラを使用したレンダーファーム等を構築される場合やローカルマシンでバッチレンダリン

グされる場合などでは、Arnold のレンダリングライセンスの設定およびレンダーノードへのインストー

ルが必要です。 

 

＜参考サイト＞ 

・シングルユーザ版がArnoldに登場 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/arnold/learn-explore/caas/simplecontent/con

tent/introducing-arnold-single-user.html 

 

・Autodesk Arnoldライセンスを設定する方法 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/arnold/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdca

rticles/JPN/Autodesk-Arnold-2018-Arnold-SDK-5-0-1-0-network-licensing.html 

※以下の手順はWindows版での設定方法です。Mac版、Linux版での設定方法はこのサイトをご参照ください。 

 

※M&E Collection（シングルユーザ／マルチユーザ）には、Arnold 2020/2018 ライセンスが５本含まれています。 

※2020以降のM&E Collectionマルチユーザライセンスには、Arnoldもライセンスファイル内に含まれております

ので、新たにご取得いただく必要はありません。 

※M&E Collection シングルユーザでは、Arnold もシングルユーザにするか、マルチユーザにするかご購入時に

選択可能です。ただし、シングルユーザをご選択いただいた場合は、指名ユーザのみでの使用に限定されます

ので、実質、共有のレンダーファームなどでご使用いただくことはできません。このため、レンダーファームでのご

使用には、マルチユーザをご選択いただくことをお勧めしています。Arnold シングルユーザはローカルマシンで

手軽にバッチレンダリングを行いたい場合などに適しています。 

※現在、M&E Collection付属のArnoldをシングルユーザライセンスでご使用されており、マルチユーザライセン

スに変更をご希望される場合は、弊社サポートまでご連絡ください。 

サポートサイト：https://www.comtec.daikin.co.jp/DC/prd/collection/support/ - 「サポートリクエスト」 

 

① レンダーノードへのArnoldレンダラのインストール 

レンダーノードにて、Mayaもしくは 3ds Maxにて、Arnoldレンダラを使用するよう設定したシーン

をレンダリングするためには（MayaのRender.exeコマンド、3ds Maxの 3dsmaxcmd.exeコマン

ドを使用の場合）、通常の方法でMayaもしくは3ds Maxをインストールします。このとき、サブコン

ポーネントにて、Arnoldが選択されているのを確認します。 

※3ds Max2021では、デフォルトレンダラが Arnoldに変更されていますので、強制的にインスト

ールされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Maya2020の場合＞     ＜3ds Max 2020の場合＞ 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/arnold/learn-explore/caas/simplecontent/content/introducing-arnold-single-user.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/arnold/learn-explore/caas/simplecontent/content/introducing-arnold-single-user.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/arnold/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Autodesk-Arnold-2018-Arnold-SDK-5-0-1-0-network-licensing.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/arnold/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Autodesk-Arnold-2018-Arnold-SDK-5-0-1-0-network-licensing.html
https://www.comtec.daikin.co.jp/DC/prd/collection/support/
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マルチユーザの場合、Autodesk 製品のライセンスサーバー対応のため、Arnold レンダラの

kick.exeは、ver5.0.1以上である必要があります。 

シングルユーザの場合、サインインライセンス対応のため、、Arnold レンダラの kick.exe は、

ver6.0以上である必要があります。 

コマンドプロンプトから以下のコマンドにてバージョンが確認できます。 

バージョンが古い場合、最新のUpdate版を適用してみてください。 

ダウンロードサイト：https://www.arnoldrenderer.com/arnold/download/ 

 

・Maya2020の場合： ※ver6.0以上がインストールされています。 

“C:\Program Files\Autodesk\Arnold\maya2020\bin\kick.exe” --version 

・Maya2019の場合： 

C:\solidangle\mtoadeploy\2019\bin\kick.exe --version 

・Maya2018の場合： 

C:\solidangle\mtoadeploy\2018\bin\kick.exe – version 

・3ds Max 2021の場合： ※ver6.0以上がインストールされています。 

“C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2021\ApplicationPlugins\MAXtoA\kick.exe” --version 

・3ds Max 2020の場合： 

“C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\MAXtoA_2020\kick.exe” --version 

・3ds Max 2019の場合： 

“C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\MAXtoA\kick.exe” --version 

・3ds Max 2018の場合： 

“C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2018\Plugins\MAXtoA\kick.exe” --version 

 

 

② お持ちのArnoldのライセンス形態によって、ライセンス設定を行ってください。 

 

＜マルチユーザーライセンスの場合＞ 

 

② -1.  Arnoldレンダリングライセンスの取得 

以下のサイトの方法でArnold 2020レンダリングライセンスを取得し、新規ライセンスサーバ

ーを設定、もしくは既存のライセンスサーバーのライセンスファイルにマージします。マージ後

はライセンスサーバーを再起動します。 

・ネットワークライセンスファイルを取得する 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administrat

ion/get-ready-network-license/getting-network-license-file 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arnoldrenderer.com/arnold/download/
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/get-ready-network-license/getting-network-license-file
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/get-ready-network-license/getting-network-license-file
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② -2.   環境変数、ADSKFLEX_LICENSE_FILE を使用してライセンスサーバーを指定

します。 

以下のサイトの方法でArnoldレンダリングライセンスを取得し、新規ライセンスサーバーを

設定、もしくは既存のライセンスサーバーのライセンスファイルにマージします。マージ後は

ライセンスサーバーを再起動します。 

 

ADSKFLEX_LICENSE_FILE = @license_server_name or @IP_Address 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜シングルユーザーライセンスの場合＞ 

 

② -1.  あらかじめ、Arnold単体ライセンスもしくはArnoldを含むM&E Collectionのシング

ルユーザライセンスを、P.17 「４-１．契約管理者側の作業」の手順にて、指名ユーザに割

り付けておきます。 

 

② -2.  Arnoldライセンスマネージャにて、サインインします 

Mayaや 3ds Maxの Arnoldプルダウンにて、Licensing > License Managerを起動し、

Single-user から、Autodesk ID でサインインします（マルチユーザから切り替える場合は、

License > Switch to Single-user Licensing）。 
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６. トラブルシューティング 

 

本インストールガイドの手順通りにインストールしたにもかかわらず、起動しない場合は以下の項目を

チェックしてみてください。 

 

６-１. マルチユーザーのトラブルシューティング 

 

＜症状＞ 

・ ネットワークライセンスでインストールしたにもかかわらず、スタンドアロンアクティベーションの画

面が表示される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ FLEXnet License Finderまたは「有効なライセンスが取得できない」が表示される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□チェック１：以下のサイトにて、該当するFLEXnetのエラーコードが無いかチェックしてください。 

・FLEXnetの一般的なエラーコード 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/

sfdcarticles/JPN/Common-FlexNet-error-codes.html 

 

□チェック２：ライセンスサーバは適切なバージョンで、正常に起動していますか？ 

① デスクトップもしくは下記パスに存在する LMToolsを起動します。 

C:\Autodesk\Network License Manager\lmtools.exe 

② [Service/License File]タブにて、"Configuration using Services"を選択し、設定したライセンス

サービスを選択します。さらに、 "LMTOOLS ignores license file path environment 

variables"にチェックを入れます。 

③ [Server Status]タブをクリックし、[Perform Status Enquiry]ボタンを押します。 

④ 以下のように表示されているか確認します。 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Common-FlexNet-error-codes.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Common-FlexNet-error-codes.html
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-------- 

Status 

-------- 

Flexible License Manager status on Wed 5/25/2019 11:24 

[Detecting lmgrd processes...] 

License server status: 27000@サーバマシン名 

License file(s) on サーバマシン名: 使用しているライセンスのファイルパス: 

サーバマシン名: license server UP (MASTER) v11.16.2 (※2) 

Vendor daemon status (on サーバマシン名): 

adskflex: UP v11.16.2 

Feature usage info: 

Users of XXXXXXXXX(※1): (Total of 1 license issued; Total of 0 licenses in use) 

・ 

・ 

 

(※1)製品固有の FEATURE 名が表示されます。製品によっては FEATURE 行が複数存在するものもありま

す。 

(※2)2020以降の製品の場合は、v11.16.2以上、2019製品の場合は、v11.14.1以上、2018,2017製品の場合は

v11.13.1以上であることを確認してください。 

  

＜FEATUREコード参考サイト＞ 

・ライセンスファイルの内容を理解する 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/mana

ging-network-licenses/interpreting-your-license-file 

 

□チェック３：ファイアウォールを使用されている場合、設定は行われてますか？ 

先ずは、ファイアウォールを無効にした状態で、起動するかどうかチェックしてみてください。 

ファイアウォールを使用される場合は、P. 16の⑥にて、ファイアウォールで開放するポートの設定、

またはライセンスマネージャプログラムの例外登録を行ってください。 

 

□チェック４：クライアント側で参照しているライセンスサーバ名は正しいですか？ 

P.27の「５-５．参照するライセンスサーバーの追加、変更」を参照し、参照しているライセンスサーバ

名が正しいかご確認ください。名前解決がされていない可能性もありますので、マシン名ではなく、IP

アドレスで指定する方法もお試しください。（例： @172.17.4.10 ） 

また、P.28＜注意＞にて、意図しないライセンスサーバがレジストリに登録されていないかご確認くだ

さい。 

 

□チェック５：カスケード情報ファイルが破損していませんか？ 

「ソフトウェアライセンスのチェックアウトに失敗しました。エラー２」というメッセージが伴っている場合

にこれが原因である可能性が高いです。カスケード情報を管理するファイルは自動的に作成されま

すので、ほとんどの場合、意識する必要が無いものですが、クリアする意味で削除してみると起動で

きるようになることがあります。 

以下のファイル(CascadeInfo.cas)をリネーム(CascadeInfo.cas.BAK など)、または削除後、各アプリ

を再起動してください 

 

Windows 8/Windows 10の場合： 

C:\ProgramData\Autodesk\Adlm\CascadeInfo.cas 

 

＜カスケード一覧＞ 

ライセンスサーバ上に、異なるパッケージのライセンスが混在する場合、以下の優先度でライセ

ンスが取得されます。優先度は変更できませんので、不都合が生じる場合は、ライセンスサーバ

を分けるなどの処置が必要です。ただし、Autodesk 全製品で 2016 以降は、環境変数

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/managing-network-licenses/interpreting-your-license-file
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/managing-network-licenses/interpreting-your-license-file
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ADSK_CASCADING_OVERRIDEの値を 0（ゼロ）に設定することにより、カスケードを無効にできます。

Maya については、環境変数 MAYA_DISABLE_CASCADING に任意の値を設定することによりカスケー

ドを無効にできます。この場合は、インストール時のプロダクトキーにより使い分けることがで

きます。使い分けをするマシンが決まっていないなど、運用上、不都合が生じる場合は、やはり

ライセンスサーバを分けるなどの処置が必要となります。 

 

 【Mayaの例】 

１ Maya 2020（サブスクリプション） 

２ Maya 2020（永久ライセンス） 

３ Media & Entertainment Collection（サブスクリプション） 

４ Maya Entertainment Creation Suite Standard 2020（永久ライセンス） 

５ Entertainment Creation Suite Ultimate 2020（永久ライセンス） 

６ Maya 2020 with Softimage（永久ライセンス） 

 

・オートデスク製品のカスケードライセンスについて： 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/managi

ng-network-licenses/cascade-licensing 

 

・マルチユーザライセンス（ネットワークライセンス）を使用した Autodeskソフトウェアのカ

スケード動作 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles

/sfdcarticles/JPN/Cascading-Behavior-for-the-Autodesk-Industry-Collections.html 

 

・Mayaの場合：一般的な変数（MAYA_DISABLE_CASCADING を参照ください） 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhel

p/2019/JPN/Maya-EnvVar/files/GUID-FC154DF1-CC21-4DBF-9FAC-19FDE6DCBC9A-htm.html 

 

 

６-２. シングルユーザーのトラブルシューティング/FAQ 

 

⚫ 「それでは始めましょう」のダイアログに「サインイン」または「シングルユーザ」が表示

されない 

起動時に、「それでは始めましょう」のダイアログで「サインイン」または「シングルユーザ」

が表示されない場合、ご利用のネットワーク環境等で要因が異なることがあります。以下のサ

イトをご参照ください。 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticle

s/sfdcarticles/kA93g0000000Tc2.html 

 

⚫ シングルユーザライセンスで、2014～2017をアクティベートの際、インターネット接続が正常にも

かかわらず、「インターネット接続を確立して続行してください」のメッセージが出る 

以下のサイトに幾つかの解決策が記述されています。 

 

・起動時に「インターネット接続を確立して続行してください」と表示される場合のトラブル

シューティング 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticle

s/sfdcarticles/JPN/Meta-licensing.html 

特に、解決策１の TLSの更新で、多くのケースで解決に至っています。 

 

・Transport Layer Security (TLS): ソフトウェア アクセスを維持するには更新が必要

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/managing-network-licenses/cascade-licensing
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/network-license-administration/managing-network-licenses/cascade-licensing
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Cascading-Behavior-for-the-Autodesk-Industry-Collections.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Cascading-Behavior-for-the-Autodesk-Industry-Collections.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/JPN/Maya-EnvVar/files/GUID-FC154DF1-CC21-4DBF-9FAC-19FDE6DCBC9A-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/JPN/Maya-EnvVar/files/GUID-FC154DF1-CC21-4DBF-9FAC-19FDE6DCBC9A-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000000Tc2.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g0000000Tc2.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Meta-licensing.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Meta-licensing.html
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です 

https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN

/Transport-Layer-Security-TLS-Updates-Required-to-Maintain-Software-Access.html 

 

⚫ 「ライセンスの更新」または「管理者に、この製品を使う権限を申請してください」が表示

される 

起動時に、急にこのような画面が表示されるようになった場合、ライセンスに関連するキャッ

シュ情報が破損している可能性があります。以下のサイトをご参照いただき、アクセス権の再

設定やライセンス情報のリセットをお試しください。 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/

sfdcarticles/kA93g00000003Sh.html 

 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/troubleshooting/caas/sfdcarticles/s

fdcarticles/JPN/Contact-your-administrator-to-request-permission-to-use-this-produ

ct.html 

 

⚫ 「ライセンスエラー、オートデスクカスタマサポートに連絡してください」が表示される 

起動時に、このような画面が表示される場合、ライセンスファイルの破損、セキュリティ設定

の制限の問題である可能性があります。以下のサイトをご参照いただき、ライセンスに関連す

る情報の削除お試しください。 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/troubleshooting/caas/sfdcarticles/s

fdcarticles/JPN/Licensing-Error.html 

 

⚫ シリアルを入力し、アクティベートボタンを押しても、何度でも同じシリアル番号の記入画

面が現れて、先に進まない 

シリアルや Autodesk IDの情報が残っている場合に発生することがあります。以下のサイトを

ご参照いただき、アクティベーションのリセットをお試しください。 

                                                                                                                                                                                                                         

・オートデスク製品のライセンス アクティベーションのリセット 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticl

es/sfdcarticles/JPN/Forcing-re-activation-of-product.html 

 

⚫ インターネット接続されていないマシンで使用できますか？ 

インストール時および初回の起動のサインイン時にはインターネット接続が必要ですが、その

後は、オフラインで 30日間まで動作できます。 

オフラインで使用している場合、アクティベーション情報更新のため、インターネット接続が

必要になると、その７日前にソフトウェアから通知されます。 

 

・インターネットに接続せずにオートデスクサブスクリプション製品を使用する 

https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JP

N/About-using-a-Autodesk-product-on-subscription-without-an-Internet-connection.h

tml 

 

 

６-３. シングルユーザー／マルチユーザーのトラブルシューティング 

 

⚫ Security Tools for Autodesk® Maya® 

 

Mayaの動作を妨げる悪意あるスクリプトの存在が確認されています。 

https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Transport-Layer-Security-TLS-Updates-Required-to-Maintain-Software-Access.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Transport-Layer-Security-TLS-Updates-Required-to-Maintain-Software-Access.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g00000003Sh.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g00000003Sh.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Contact-your-administrator-to-request-permission-to-use-this-product.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Contact-your-administrator-to-request-permission-to-use-this-product.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Contact-your-administrator-to-request-permission-to-use-this-product.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Licensing-Error.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Licensing-Error.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Forcing-re-activation-of-product.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Forcing-re-activation-of-product.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/About-using-a-Autodesk-product-on-subscription-without-an-Internet-connection.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/About-using-a-Autodesk-product-on-subscription-without-an-Internet-connection.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/About-using-a-Autodesk-product-on-subscription-without-an-Internet-connection.html
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このマルウェアは、シーンファイルに組み込まれ 2020年6月27日以降にMayaの起動を妨げま

す。感染したシーンファイルは、MayaMelUIConfigurationFileという scriptノードを含み、同じ環

境で他のシーンを扱うことで scriptノードが伝染します。この scriptノードは手動で削除しても、シ

ーンファイルに再び作成されてしまいます。 

この問題を解決するには、以下のサイトをご参照いただき、Maya セキュリティツールをご利用く

ださい。 

https://area.autodesk.jp/information/securitytools/ 

 

⚫ インストール時の一般的なトラブルシューティング 

 

インストール時の一般的なトラブルシューティングは以下のサイトをご参照ください。（オ

ートデスク製品共通） 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticl

es/sfdcarticles/kA93g000000003e.html 

 

⚫ 起動時にクラッシュする。または致命的エラーや回復できないエラーが表示される。 

 

・ユーザ設定の初期化 

先ずはユーザプリファレンスの初期化をお試しください。それぞれ、以下のフォルダを別名

にした後、再起動をお試しください。新しくユーザプリファレンスのフォルダが作成されま

す。 

※フォルダが見つからない場合は、すべての隠しファイルとフォルダを表示できる様に OS 

の設定変更を行ってください。 

＜Maya＞ 

（Windows）C:\Users\<username>\Documents\maya\<ver> 

（Mac）/Users/<username>/Library/Preferences/Autodesk/maya/<ver> 

＜3ds Max＞ 

C:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\<ver> 

＜MotionBuilder＞ 

C:\Users\<username>\Documents\MB\<ver> 

＜Mudbox＞ 

C:\Users\<username>\Documents\Mudbox\<ver> 

 

・クリーンアンインストールを実行する（スタンドアロンのライセンスストレージも削除） 

ライセンスの情報含めクリーンアンインストールを行い、インストールをやり直す方法とな

ります。 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/installation-activation-licens

ing/get-ready/remove-products/clean-uninstall 

 

⚫ Autodesk Licensing Service Update 

ライセンシング関連の更新プログラムがダウンロードできます。通常、最新のものは、過去

の更新分を含んでおります。 

 

・リリースノート／ダウンロード 

https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/downloads/downloads/JPN/cont

ent/autodesk-licensing-service-release-notes.html 

 

⚫ ライセンスタイプの変更が反映されない。体験版から製品版への切換がうまくいかない。 

ライセンスタイプの切り替え（シングルユーザーとマルチユーザー間の相互切り替え）を行

ったにもかかわらず、正常に反映されない場合や体験版から製品版への切替がうまくいかな

https://area.autodesk.jp/information/securitytools/
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g000000003e.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA93g000000003e.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/installation-activation-licensing/get-ready/remove-products/clean-uninstall
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/installation-activation-licensing/get-ready/remove-products/clean-uninstall
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/downloads/downloads/JPN/content/autodesk-licensing-service-release-notes.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/search-result/caas/downloads/downloads/JPN/content/autodesk-licensing-service-release-notes.html
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い場合の対処法です。 

 

・オートデスク ソフトウェアのライセンスを変更またはリセットする方法 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sf

dcarticles/JPN/How-to-change-or-reset-licensing-on-your-Autodesk-software.html 

 

⚫ 「アクティベーションの制限数に達しました」というエラーが表示される 

ライセンスで許可される最大数のコンピュータ上で製品のアクティベートを既に行ってい

る場合に表示されますが、移設によりアクティベーションの制限数に達してしまうこともあ

ります。 

 

・「アクティベーションの制限数に達しました（エラー：10）」というエラーが表示される 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticl

es/sfdcarticles/JPN/Unable-to-activate-product-due-to-Error-10-Activation-Limit-R

eached-error.html 

 

・ネットワークライセンスファイルを生成するときに「この製品のアクティベーションの制限数に達し

ました」というエラーが表示される 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticl

es/sfdcarticles/JPN/You-have-reached-the-activation-limit-for-this-product-error-

when-generating-a-network-license-file.html 

 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-change-or-reset-licensing-on-your-Autodesk-software.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-change-or-reset-licensing-on-your-Autodesk-software.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Unable-to-activate-product-due-to-Error-10-Activation-Limit-Reached-error.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Unable-to-activate-product-due-to-Error-10-Activation-Limit-Reached-error.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Unable-to-activate-product-due-to-Error-10-Activation-Limit-Reached-error.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/You-have-reached-the-activation-limit-for-this-product-error-when-generating-a-network-license-file.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/You-have-reached-the-activation-limit-for-this-product-error-when-generating-a-network-license-file.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/You-have-reached-the-activation-limit-for-this-product-error-when-generating-a-network-license-file.html
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７. リンク集 

７-１. 各 2021製品のヘルプ、ドキュメント 

 

⚫ Arnold 関連サイト 

 

・製品情報 

https://area.autodesk.jp/product/arnold/ 

 

・特設サイト（最新版ダウンロード、日本語ユーザガイド、日本語チュートリアル） 

https://www.arnoldrenderer.com/ 

 

・Arnold for Mayaユーザガイド（日本語） 

https://docs.arnoldrenderer.com/display/A5AFMUG/Arnold+for+Maya+User+Guide 

 

・Arnold for 3DS Maxユーザガイド（日本語） 

https://docs.arnoldrenderer.com/display/A5AF3DSUG/Arnold+for+3ds+Max+User+Guide 

 

 

⚫ 3ds Max 関連サイト 

 

・3ds Max 2021の新機能 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhe

lp/2021/JPN/3DSMax-What-s-New/files/GUID-566A8DA5-C3EA-472F-B846-AB334616D6BD-htm.html 

 

・3ds Max 2021新機能紹介ムービー 

https://area.autodesk.jp/movie/3ds-max-2021/ 

 

・3ds Max 日本語ヘルプ 

https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2021/JPN/ 

 

・3ds Max 2021リリースノート 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/clo

udhelp/2021/JPN/3dsMax-ReleaseNotes/files/3dsMax-ReleaseNotes-main-html-html.html 

 

・3ds Max Sample Files、その他 

https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads 

 

 

⚫ SDKドキュメント（3ds Max） 

 

・Autodesk Media and Entertainment 202１ SDK Documentation 

https://www.autodesk.com/developer-network/platform-technologies/me-sdk-docs-2021 

 

 

 

https://area.autodesk.jp/product/arnold/
https://www.arnoldrenderer.com/
https://docs.arnoldrenderer.com/display/A5AFMUG/Arnold+for+Maya+User+Guide
https://docs.arnoldrenderer.com/display/A5AF3DSUG/Arnold+for+3ds+Max+User+Guide
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/JPN/3DSMax-What-s-New/files/GUID-566A8DA5-C3EA-472F-B846-AB334616D6BD-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/JPN/3DSMax-What-s-New/files/GUID-566A8DA5-C3EA-472F-B846-AB334616D6BD-htm.html
https://area.autodesk.jp/movie/3ds-max-2021/
https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2021/JPN/
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/JPN/3dsMax-ReleaseNotes/files/3dsMax-ReleaseNotes-main-html-html.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/JPN/3dsMax-ReleaseNotes/files/3dsMax-ReleaseNotes-main-html-html.html
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads
https://www.autodesk.com/developer-network/platform-technologies/me-sdk-docs-2021
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７-２. 各 2020製品のヘルプ、ドキュメント 

 

 

⚫ Maya 関連サイト 

 

・Maya 2020の新機能 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/

2020/JPN/Maya-WhatsNewPR/files/GUID-AEFFDE75-1F81-4E38-B1D9-9E4C4D23939C-htm.html 

    

・Maya 日本語ヘルプ 

https://knowledge.autodesk.com/support/maya/downloads/caas/downloads/content/downl

oad-install-maya-product-help.html 

 

・Maya リリースノート 

https://www.autodesk.co.jp/maya-release-notes 

 

・Maya2020 新機能ダイジェスト 

https://area.autodesk.jp/information/maya-2020/ 

 

・Autodesk Maya デベロッパー センター 

https://www.autodesk.com/developmaya 

 

・その他のダウンロード 

https://knowledge.autodesk.com/support/maya/downloads 

 

 

⚫ 3ds Max 関連サイト 

 

・3ds Max 2020の新機能 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhe

lp/2020/JPN/3DSMax-What-s-New/files/GUID-2958CAB3-3C80-40AF-969E-BF23AB4296A5-htm.html 

 

・3ds Max 2020新機能紹介ムービー 

https://area.autodesk.jp/movie/3ds-max-2020/ 

 

・3ds Max 日本語ヘルプ 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/downloads/caas/downloads/downloa

ds/JPN/content/download-and-install-3ds-max-product-help.html 

 

・3ds Max 2020リリースノート 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/clo

udhelp/2020/JPN/3dsMax-ReleaseNotes/files/3dsMax-ReleaseNotes-main-html-html.html 

 

・3ds Max Sample Files、その他 

https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads 

 

⚫ MotionBuilder 関連サイト 

 

・MotionBuilder 2020の新機能 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/JPN/Maya-WhatsNewPR/files/GUID-AEFFDE75-1F81-4E38-B1D9-9E4C4D23939C-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/JPN/Maya-WhatsNewPR/files/GUID-AEFFDE75-1F81-4E38-B1D9-9E4C4D23939C-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/support/maya/downloads/caas/downloads/content/download-install-maya-product-help.html
https://knowledge.autodesk.com/support/maya/downloads/caas/downloads/content/download-install-maya-product-help.html
https://www.autodesk.co.jp/maya-release-notes
https://area.autodesk.jp/information/maya-2020/
https://www.autodesk.com/developmaya
https://knowledge.autodesk.com/support/maya/downloads
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/JPN/3DSMax-What-s-New/files/GUID-2958CAB3-3C80-40AF-969E-BF23AB4296A5-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/JPN/3DSMax-What-s-New/files/GUID-2958CAB3-3C80-40AF-969E-BF23AB4296A5-htm.html
https://area.autodesk.jp/movie/3ds-max-2020/
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/downloads/caas/downloads/downloads/JPN/content/download-and-install-3ds-max-product-help.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/downloads/caas/downloads/downloads/JPN/content/download-and-install-3ds-max-product-help.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/JPN/3dsMax-ReleaseNotes/files/3dsMax-ReleaseNotes-main-html-html.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/JPN/3dsMax-ReleaseNotes/files/3dsMax-ReleaseNotes-main-html-html.html
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads
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https://knowledge.autodesk.com/ja/support/motionbuilder/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/20

20/JPN/MotionBuilder/files/GUID-B612EA2F-FEDD-4EB3-B4C0-B6A5A22441DC-htm.html 

 

・MotionBuilder 2020 日本語ヘルプ 

https://help.autodesk.com/view/MOBPRO/2020/JPN/ 

 

⚫ Mudbox 関連サイト 

 

・Mudbox 2020の新機能 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/mudbox/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/JPN/

Mudbox/files/GUID-B2F1FCA6-6BD0-4CF2-9494-81883933599E-htm.html 

 

・Mudbox 2020 日本語ヘルプ 

http://help.autodesk.com/view/MBXPRO/2020/JPN/ 

 

・Mudbox Documentation（日本語、英語） 

https://knowledge.autodesk.com/support/mudbox/downloads/caas/downloads/content/aut

odesk-mudbox-documentation.html 

 

⚫ SDKドキュメント（3ds Max/Maya/Mudbox/FBX） 

 

・Autodesk Media and Entertainment 2020 SDK Documentation 

https://www.autodesk.com/developer-network/platform-technologies/me-sdk-docs-2020 

 

 

７-３. 各 2019製品のヘルプ、ドキュメント 

各バージョン共通のサイトもございますので、「各 2020製品のヘルプ、ドキュメント」もご参照ください。 

 

⚫ Maya 関連サイト 

 

・Maya 2019の新機能 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/

2019/JPN/Maya-WhatsNewPR/files/GUID-AEFFDE75-1F81-4E38-B1D9-9E4C4D23939C-htm.html 

  

・Maya 日本語ヘルプ 

https://knowledge.autodesk.com/support/maya/downloads/caas/downloads/content/downl

oad-install-maya-product-help.html 

 

・Maya リリースノート 

https://www.autodesk.co.jp/maya-release-notes 

 

・Maya2019 新機能ダイジェスト 

https://area.autodesk.jp/information/maya-2019-digest/ 

 

・Autodesk Maya デベロッパー センター 

https://www.autodesk.com/developmaya 

 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/motionbuilder/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/JPN/MotionBuilder/files/GUID-B612EA2F-FEDD-4EB3-B4C0-B6A5A22441DC-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/motionbuilder/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/JPN/MotionBuilder/files/GUID-B612EA2F-FEDD-4EB3-B4C0-B6A5A22441DC-htm.html
https://help.autodesk.com/view/MOBPRO/2020/JPN/
https://help.autodesk.com/view/MOBPRO/2020/JPN/
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/mudbox/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/JPN/Mudbox/files/GUID-B2F1FCA6-6BD0-4CF2-9494-81883933599E-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/mudbox/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/JPN/Mudbox/files/GUID-B2F1FCA6-6BD0-4CF2-9494-81883933599E-htm.html
http://help.autodesk.com/view/MBXPRO/2020/JPN/
https://knowledge.autodesk.com/support/mudbox/downloads/caas/downloads/content/autodesk-mudbox-documentation.html
https://knowledge.autodesk.com/support/mudbox/downloads/caas/downloads/content/autodesk-mudbox-documentation.html
https://www.autodesk.com/developer-network/platform-technologies/me-sdk-docs-2020
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/JPN/Maya-WhatsNewPR/files/GUID-AEFFDE75-1F81-4E38-B1D9-9E4C4D23939C-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/JPN/Maya-WhatsNewPR/files/GUID-AEFFDE75-1F81-4E38-B1D9-9E4C4D23939C-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/support/maya/downloads/caas/downloads/content/download-install-maya-product-help.html
https://knowledge.autodesk.com/support/maya/downloads/caas/downloads/content/download-install-maya-product-help.html
https://www.autodesk.co.jp/maya-release-notes
https://area.autodesk.jp/information/maya-2019-digest/
https://www.autodesk.com/developmaya
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⚫ 3ds Max 関連サイト 

 

・3ds Max 2019の新機能 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhe

lp/2019/JPN/3DSMax-What-s-New/files/GUID-40222876-7E08-42F8-A912-F6CDC597A3FD-htm.html 

    

・3ds Max 2019新機能紹介ウェビナー 

https://area.autodesk.jp/movie/3ds-max-2019/ 

 

・3ds Max 日本語ヘルプ 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/downloads/caas/downloads/downloa

ds/JPN/content/download-and-install-3ds-max-product-help.html 

 

・3ds Max 2019リリースノート 

https://up.autodesk.com/2019/3DSMAX/3dsMax2019_ReleaseNotes_jpn.htm 

 

・3ds Max Sample Files、その他 

https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads 

 

⚫ MotionBuilder 関連サイト 

 

・MotionBuilder 2019の新機能 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/motionbuilder/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/20

19/JPN/MotionBuilder/files/GUID-B612EA2F-FEDD-4EB3-B4C0-B6A5A22441DC-htm.html 

 

・MotionBuilder 2019 日本語ヘルプ 

https://help.autodesk.com/view/MOBPRO/2019/JPN/ 

 

・MotionBuilder 2019 リリースノート 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/motionbuilder/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/20

19/JPN/MotionBuilder-ReleaseNotes/files/MotionBuilder-ReleaseNotes-release-notes-html-html.html 

 

⚫ Mudbox 関連サイト 

 

・Mudbox 2019の新機能 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/mudbox/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/JPN/

Mudbox/files/GUID-01408762-F357-4B03-8131-F430E00654F9-htm.html 

 

・Mudbox 2019 日本語ヘルプ 

http://help.autodesk.com/view/MBXPRO/2019/JPN/ 

 

・Mudbox 2019 リリースノート 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/mudbox/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhel

p/2019/JPN/Mudbox-ReleaseNotes/files/Mudbox-ReleaseNotes-release-notes-html-html.html 

 

・Mudbox Documentation（日本語、英語） 

https://knowledge.autodesk.com/support/mudbox/downloads/caas/downloads/content/aut

odesk-mudbox-documentation.html 

 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/JPN/3DSMax-What-s-New/files/GUID-40222876-7E08-42F8-A912-F6CDC597A3FD-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/JPN/3DSMax-What-s-New/files/GUID-40222876-7E08-42F8-A912-F6CDC597A3FD-htm.html
https://area.autodesk.jp/movie/3ds-max-2019/
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/downloads/caas/downloads/downloads/JPN/content/download-and-install-3ds-max-product-help.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/3ds-max/downloads/caas/downloads/downloads/JPN/content/download-and-install-3ds-max-product-help.html
https://up.autodesk.com/2019/3DSMAX/3dsMax2019_ReleaseNotes_jpn.htm
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/motionbuilder/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/JPN/MotionBuilder/files/GUID-B612EA2F-FEDD-4EB3-B4C0-B6A5A22441DC-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/motionbuilder/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/JPN/MotionBuilder/files/GUID-B612EA2F-FEDD-4EB3-B4C0-B6A5A22441DC-htm.html
https://help.autodesk.com/view/MOBPRO/2019/JPN/
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/motionbuilder/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/JPN/MotionBuilder-ReleaseNotes/files/MotionBuilder-ReleaseNotes-release-notes-html-html.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/motionbuilder/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/JPN/MotionBuilder-ReleaseNotes/files/MotionBuilder-ReleaseNotes-release-notes-html-html.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/mudbox/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/JPN/Mudbox/files/GUID-01408762-F357-4B03-8131-F430E00654F9-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/mudbox/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/JPN/Mudbox/files/GUID-01408762-F357-4B03-8131-F430E00654F9-htm.html
http://help.autodesk.com/view/MBXPRO/2019/JPN/
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/mudbox/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/JPN/Mudbox-ReleaseNotes/files/Mudbox-ReleaseNotes-release-notes-html-html.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/mudbox/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/JPN/Mudbox-ReleaseNotes/files/Mudbox-ReleaseNotes-release-notes-html-html.html
https://knowledge.autodesk.com/support/mudbox/downloads/caas/downloads/content/autodesk-mudbox-documentation.html
https://knowledge.autodesk.com/support/mudbox/downloads/caas/downloads/content/autodesk-mudbox-documentation.html
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⚫ SDKドキュメント（3ds Max/Maya/MotionBuilder/Mudbox/FBX） 

 

・Autodesk Media and Entertainment 2019 SDK Documentation 

https://www.autodesk.com/developer-network/platform-technologies/me-sdk-docs-2019 

 

 

７-４. 各 2018製品のヘルプ、ドキュメント 

各バージョン共通のサイトもございますので、「各 2020製品のヘルプ、ドキュメント」もご参照ください。 

 

⚫ Maya 関連サイト 

 

・Maya 2018の新機能 

https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhel

p/2018/JPN/Maya-WhatsNewPR/files/GUID-EAF7F00F-0380-4E8E-94F9-D484CAD5505A-htm.html 

    

・Maya 日本語ヘルプ 

https://knowledge.autodesk.com/support/maya/downloads/caas/downloads/content/downl

oad-install-maya-product-help.html 

 

・Maya リリースノート 

https://www.autodesk.co.jp/maya-release-notes 

 

・Autodesk Maya デベロッパー センター 

https://www.autodesk.com/developmaya 

 

 

⚫ 3ds Max 関連サイト 

 

・3ds Max 2018新機能紹介ウェビナー 

http://area.autodesk.jp/movie/3ds-max-2018/ 

 

・3ds Max 2018日本語ヘルプ 

http://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2018/JPN/ 

 

・3ds Max 2018リリースノート 

http://up.autodesk.com/2018/3DSMAX/3dsMax_ReleaseNotes_2018_jpn.html 

 

・3ds Max 2016 Tutorial ※2017,2018と共通です。 

https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads/caas/downloads/content/3d

s-max-2016-tutorials.html 

 

・3ds Max Sample Files、その他 

https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads 

 

⚫ MotionBuilder 関連サイト 

 

・MotionBuilder 2018 新機能／日本語ヘルプ 

http://help.autodesk.com/view/MOBPRO/2018/JPN/ 

 

https://www.autodesk.com/developer-network/platform-technologies/me-sdk-docs-2019
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/JPN/Maya-WhatsNewPR/files/GUID-EAF7F00F-0380-4E8E-94F9-D484CAD5505A-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/JPN/Maya-WhatsNewPR/files/GUID-EAF7F00F-0380-4E8E-94F9-D484CAD5505A-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/support/maya/downloads/caas/downloads/content/download-install-maya-product-help.html
https://knowledge.autodesk.com/support/maya/downloads/caas/downloads/content/download-install-maya-product-help.html
https://www.autodesk.co.jp/maya-release-notes
https://www.autodesk.com/developmaya
http://area.autodesk.jp/movie/3ds-max-2018/
http://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2018/JPN/
http://up.autodesk.com/2018/3DSMAX/3dsMax_ReleaseNotes_2018_jpn.html
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads/caas/downloads/content/3ds-max-2016-tutorials.html
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads/caas/downloads/content/3ds-max-2016-tutorials.html
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/downloads
http://help.autodesk.com/view/MOBPRO/2018/JPN/
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・MotionBuilder 2018 Documentation（日本語、英語） 

https://knowledge.autodesk.com/support/motionbuilder/learn-explore/caas/simplecont

ent/content/autodesk-motionbuilder-2018-documentation.html 

 

⚫ Mudbox 関連サイト 

 

・Mudbox 2018 新機能／日本語ヘルプ 

http://help.autodesk.com/view/MBXPRO/2018/JPN/ 

 

・Mudbox Documentation（日本語、英語） 

https://knowledge.autodesk.com/support/mudbox/downloads/caas/downloads/content/aut

odesk-mudbox-documentation.html 

 

⚫ SDKドキュメント（3ds Max/Maya/MotionBuilder/Mudbox/FBX/Softimage） 

 

・Autodesk Media and Entertainment 2018 SDK Documentation 

https://www.autodesk.com/developer-network/platform-technologies/me-sdk-docs-2018 

 

 

７-５. 各製品のその他の情報 

 

⚫ Softimage 2015 Service Pack2（インストーラ、オンラインヘルプ、SDKドキュメント） 

 

Softimage最終バージョンである、Softimage 2015 Service Pack2がダウンロードいただけます。 

過去バージョンとして、ECSU2016やMaya with Softimage 2016のライセンスで起動できる

Softimage2015 R2版 SP2もダウンロードいただけます。 

製品のサポート自体は 2016年４月末で終了しておりますのでご注意ください。 

https://knowledge.autodesk.com/support/softimage/downloads/caas/downloads/content/

autodesk-C2-AE-softimage-C2-AE-2015-service-pack-2.html 

 

 

７-６. Autodesk製品全般に関する情報 

 

⚫ ダイキン工業株式会社 電子システム事業部 CG・コンテンツ制作 

https://www.comtec.daikin.co.jp/DC/ 

※各製品のサイトに「サポート」サイトもございます。 

 

⚫ Autodesk テクニカルソリューション 

製品名、バージョン、文字列などで Q&Aを検索できます。 

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

 

⚫ Autodesk AREA JAPAN 

オートデスクによるエンターテインメント業界向けの情報サイトです。 

https://area.autodesk.jp/ 

 

https://knowledge.autodesk.com/support/motionbuilder/learn-explore/caas/simplecontent/content/autodesk-motionbuilder-2018-documentation.html
https://knowledge.autodesk.com/support/motionbuilder/learn-explore/caas/simplecontent/content/autodesk-motionbuilder-2018-documentation.html
http://help.autodesk.com/view/MBXPRO/2018/JPN/
https://knowledge.autodesk.com/support/mudbox/downloads/caas/downloads/content/autodesk-mudbox-documentation.html
https://knowledge.autodesk.com/support/mudbox/downloads/caas/downloads/content/autodesk-mudbox-documentation.html
https://www.autodesk.com/developer-network/platform-technologies/me-sdk-docs-2018
https://knowledge.autodesk.com/support/softimage/downloads/caas/downloads/content/autodesk-C2-AE-softimage-C2-AE-2015-service-pack-2.html
https://knowledge.autodesk.com/support/softimage/downloads/caas/downloads/content/autodesk-C2-AE-softimage-C2-AE-2015-service-pack-2.html
https://www.comtec.daikin.co.jp/DC/
https://knowledge.autodesk.com/ja/
https://area.autodesk.jp/
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⚫ Autodesk APP STORE 

オートデスクによるアプリケーション販売サイト 

https://apps.autodesk.com/ja 

 

⚫ Autodesk Community 

FAQ, How to など、ディスカッショングループフォーラムのサイトです。 

https://forums.autodesk.com/ 

日本語ディスカッションフォーラムサイト： 

https://www.autodesk.com/forum-jp 

 

⚫ Autodesk製品カスタマーサービス 

Autodesk IDアカウントの管理（管理者変更）、インストールやライセンス等のヘルプサイ

トへアクセスできます。 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service 

 

⚫ Autodesk製品ダウンロードとインストール 

https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install 

 

 

７-７. Autodesk社のテクニカルサポート 

 

Autodeskアカウント内の問題につきましては、弊社（ダイキン工業）からはアクセスでき

ませんので、必ずこちらのサポートサービスをご利用ください。 

 

⚫ サブスクリプションおよび保守プラン向けのサポート 

・サブスクリプションおよび保守プランをご契約の方は、E-Mailおよび電話によるサポ

ートのご利用が可能です。電話は、予約制電話サポートとなりますので、以下のサイ

トから予約を行ってください。 

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

 

７-８. ダイキン工業のテクニカルサポート 

 

⚫ サポート契約のご案内 

弊社サポートサイトには以下の内容が掲載されております。 

・各サポート契約の内容および内容比較 

・各製品のサポートサイトへのリンク 

・サブスクリプション購入特典サイトへのリンク 

・SUITE USERS NOTESへのリンク 

・ライセンスリクエストフォーム 

・サポートリクエストフォーム 

https://www.comtec.daikin.co.jp/DC/prd/collection/support/ 

※テクニカルサポートをご依頼の際は、サポートリクエストフォームをご利用ください。 

※Autodesk アカウント内の問題につきましては、上記 Autodesk 社のテクニカルサポート

をご利用ください。 

https://apps.autodesk.com/ja
https://forums.autodesk.com/
https://www.autodesk.com/forum-jp
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service
https://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/download-install
https://knowledge.autodesk.com/ja/contact-support
https://www.comtec.daikin.co.jp/DC/prd/collection/support/
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〒108-0075 

東京都港区港南 2丁目 18番 1号 ＪＲ品川イーストビル 10階  

ダイキン工業株式会社  電子システム事業部  CG Productsサポートセンター 

FAX：03-6716-0240  E-mail： cg-support@daikin.co.jp 
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