
 

 

 

 

 

 

 

 

Autodesk Maya LT 2016 
 

簡易インストールガイド 
 

・サブスクリプション（期間限定ライセンス）シングルユーザー 

（旧：デスクトップ サブスクリプション） 

・スタンドアロン ライセンス（永久ライセンス） 

 

 

 

※Autodesk Maya LT 2016の情報は以下のURLでご覧になれます。 

http://www.autodesk.co.jp/products/maya-lt/ 

 

【重要！！】サブスクリプション製品（期間限定ライセンス）ではじめてログインする PC で

エラーメッセージが表示される際は、セキュリティパッチの適用が必要な場合が

あります。 

 詳細情報： 

 http://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/Localiz

ation_Autodesk_Licensing_Hotfix_jpn.pdf 

 http://forums.autodesk.com/t5/insutoreshontoraisensu/otodesuku-ji-shu-qi

ng-bao-desukutoppusabusukuripushon-guan-lian-poodle-ssl-v3-vulnerability

-cve/td-p/5510562 

 

 

ダイキン工業株式会社 

電子システム事業部 

CG Products ｻﾎﾟー ﾄｾﾝﾀｰ 
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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。 

Autodesk社サイト： 

http://www.autodesk.co.jp/products/maya-lt/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。また、インス

トール作業中は、UAC（ユーザーアカウント制御）は OFF にされることをお勧めします。 

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。 

http://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 Extension 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。 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.autodesk.co.jp/products/maya-lt/system-requirements
http://www.autodesk.co.jp/products/maya-lt/system-requirements
http://www.autodesk.co.jp/
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1-5. 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、アクティベーション、

ライセンス」を参照されることをお勧めします 

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

 インストールガイド： http://help.autodesk.com/view/ECS/2016/JPN/ 

 Maya LT 2016ドキュメント（日本語ヘルプ、リリースノート等）： 

http://knowledge.autodesk.com/support/maya-lt/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp

/ENU/123112/files/mayalt-2016-documentation-html.html?v=2016 

 
1-6. 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。 

 ・サポートリクエストの送信および表示 

http://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/subscription-mana

gement/support-options/web-support/submit-view-cases 

 
 

http://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/installation-activation-licensing
http://help.autodesk.com/view/ECS/2016/JPN/
http://knowledge.autodesk.com/support/maya-lt/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/ENU/123112/files/mayalt-2016-documentation-html.html?v=2016
http://knowledge.autodesk.com/support/maya-lt/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/ENU/123112/files/mayalt-2016-documentation-html.html?v=2016
http://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/subscription-management/support-options/web-support/submit-view-cases
http://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/subscription-management/support-options/web-support/submit-view-cases
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２. インストール作業 

 
・ インストールには管理者権限が必要です。 
・ Windows 7/Windows 8 環境では UAC 無効状態での作業を推奨します。 
 
お持ちの Maya LT 2016 のライセンス形態をご確認ください。 
【スタンドアロン ライセンス】 
・ インストール後、起動時にシリアル番号、プロダクトキーが必要です。（製品パッケージのシールや

Autodesk アカウント サイトのダウンロードページなどに記載されています） 
【ユーザ ライセンス】 
・ サブスクリプション シングルユーザー（期間限定ライセンス：旧デスクトップサブスクリプション）の場合は、

こちらの形態になります。インストール後、起動時に、ご購入の際にご登録いただいた、Autodesk ID を

使用してサインインしますが、管理者の方が、新規に別のユーザ用に Autodesk アカウント（ID と仮パ

スワード）を作成したり、既存の Autodesk アカウントを招待したりすることもできます。詳細は、以下の

「サブスクリプション ソフトウェア インストール」をご参照ください。 
http://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/installation-activation-licensing/inst

all-configure/single-computer-installation/subscription-software-installation 

Desktop Subscription製品の導入手順と仕組み 

http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2015/05/about-desktop-subscription-

products.html 

 

２-１. インストーラの起動、インストール 
 

① インストール DVD/USB メモリイン

ス ト ー ラ を セ ッ ト 、 も し く は

Autodesk アカウントでログインし

て、「今すぐインストール」などでイ

ンストーラを起動します。 
自 動 的 に 起 動 し な い 場 合 は 、

Windows エクスプローラからインス

トーラ(Setup.exe)を実行してくださ

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。 
 

 
 

    
 

   

http://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/installation-activation-licensing/install-configure/single-computer-installation/subscription-software-installation
http://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/installation-activation-licensing/install-configure/single-computer-installation/subscription-software-installation
http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2015/05/about-desktop-subscription-products.html
http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2015/05/about-desktop-subscription-products.html
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～数分かかる場合があります。 
 
 

 

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。 
 

 
 

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。 
 
■Autodesk Maya LT 2016 
■Autodesk Stingray 1.1.247.0 
■Autodesk Games Launcher 

 
 

⑤ 各アプリケーション欄の下部にマウ

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。 
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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。 
 

 
 

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。 
 

 
 

⑧ インストーラを終了し、インストール

した製品の起動を確認してくださ

い。 
 

 
 

 

・Autodesk Maya LT 向け Extension のダウンロードについて 

http://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya-lt/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfd

carticles/kA230000000mNfu.html 

 

http://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya-lt/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA230000000mNfu.html
http://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya-lt/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA230000000mNfu.html
http://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya-lt/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA230000000mNfu.html
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２-２. 起動とアクティベーション 
 

サブスクリプション（期間限定ライセンス）製品ではじめてログインするPCでエラーメッセージが表示さ

れる際は、セキュリティパッチの適用が必要な場合があります。 
詳細情報： 
http://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/Localization_Autodes

k_Licensing_Hotfix_jpn.pdf 

http://forums.autodesk.com/t5/insutoreshontoraisensu/otodesuku-ji-shu-qing-bao-desuku

toppusabusukuripushon-guan-lian-poodle-ssl-v3-vulnerability-cve/td-p/5510562 

 
サブスクリプション（期間限定ライセンス）の場合は、以下のサイトの「サブスクリプション ソフトウェア 
インストール」にて、あらかじめご使用になる Autodesk ID にアクセス権が設定されているかご確認く

ださい。ご不明な場合は、管理者の方へご確認ください。 
http://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/installation-activation-licensing/in

stall-configure/single-computer-installation/subscription-software-installation 

Desktop Subscription製品の導入手順と仕組み 

http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2015/05/about-desktop-subscriptio

n-products.html 

 

 
① Maya LT 2016 のアイコンをダブル

クリック、もしくはスタートメニューから

起動します。Game Launcherから起

動することも可能です。 
 

  
 

② 「ユーザ ライセンス」か「スタンドアロ

ン ライセンス」か、どちらかを選択し

ます。 
 
※サブスクリプション（期間限定ライセン

ス：旧デスクトップサブスクリプション）の

場合は、「ユーザ ライセンス」をご選択く

ださい。 
※Autodesk アカウントのログインサイト

から「今すぐインストール」でインストー

ルした場合は、この画面はスキップさ

れ、Autodeskアカウントへのサインイン

画面が表示されます。 

 
 

http://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/Localization_Autodesk_Licensing_Hotfix_jpn.pdf
http://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/Localization_Autodesk_Licensing_Hotfix_jpn.pdf
http://forums.autodesk.com/t5/insutoreshontoraisensu/otodesuku-ji-shu-qing-bao-desukutoppusabusukuripushon-guan-lian-poodle-ssl-v3-vulnerability-cve/td-p/5510562
http://forums.autodesk.com/t5/insutoreshontoraisensu/otodesuku-ji-shu-qing-bao-desukutoppusabusukuripushon-guan-lian-poodle-ssl-v3-vulnerability-cve/td-p/5510562
http://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/installation-activation-licensing/install-configure/single-computer-installation/subscription-software-installation
http://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/installation-activation-licensing/install-configure/single-computer-installation/subscription-software-installation
http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2015/05/about-desktop-subscription-products.html
http://adndevblog.typepad.com/technology_perspective/2015/05/about-desktop-subscription-products.html


  

 
8

 
 

【ユーザ ライセンス】の場合 
 
Autodeskアカウントでサイン イン画面が

表示されます。 
アクセス権が割り当てられているアカウン

トでサインインすると、Maya LT 2016 が

起動します。 
→【起動画面】へお進みください。 

 
 

【スタンドアロン ライセンス】の場合 
 
① 「オートデスク プライバシー ステート

メント」が表示されます。内容を確認

後、問題無ければ「同意する」をクリッ

クします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Autodesk Maya LT 2016 インストールガイド 

      
9

 
② 初回は、トライアル（試用）の確認画

面が表示されます。アクティベートし

ない場合は、トライアル（15 日間）で

ご使用になれます。 
アクティベートする場合は、「アクティ

ベーション」ボタンを押してください。 
 

③ 「シリアル番号」と「プロダクトキー」の

入力フィールドが表示されます。 
シリアル番号とプロダクトキーを入

力したら、「次へ」で次へ進みます。 
 

④ 「アクティベーションが完了しました」

が表示されれば成功です。「完了」を

クリックすると、起動します。 
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【起動画面】 
正常に起動できたかご確認ください。 
 

 
 

【他のライセンスへの切り替え】 
 
異なるライセンスタイプを保有しており、ラ

イセンスタイプを切り替えて起動したい場

合は、右上のプルダウンより「他のライセ

ンスを使用する」を選択します。 

 
 

 
 

アクティベーションログ:： C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp\MAYALT2016ja_JPRegInfo.html 
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２-３. トラブルシューティング 
 
Autodesk アカウントの問題、および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。 
 

 Maya LT を規定にリセット 
http://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya-lt/troubleshooting/caas/sfdcarticles

/sfdcarticles/JPN/Reset-Maya-LT-to-Default.html 

 
 デスクトップサブスクリプション製品ではじめてログインする PC でエラーメッセージが表示される

際は、セキュリティパッチの適用が必要な場合があります。 

http://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/Localization_Auto

desk_Licensing_Hotfix_jpn.pdf 

http://forums.autodesk.com/t5/insutoreshontoraisensu/otodesuku-ji-shu-qing-bao-des

ukutoppusabusukuripushon-guan-lian-poodle-ssl-v3-vulnerability-cve/td-p/5510562 

 
 Autodesk アカウント( https://accounts.autodesk.com )にサインインして、製品を表示しようとし

ても、まったくリストアップされない場合は、お使いのブラウザやバージョンの問題である可能性が

あります。ブラウザのバージョンアップや別ブラウザでのサインインをお試しください。 
 

 Autodesk アカウントに関するお問い合わせは、オートデスク社のサポートリクエストから、直接オ

ートデスク社へお問い合わせください。 

http://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/subscri

ption-management/support-options/web-support/submit-view-cases 

 

http://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya-lt/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Reset-Maya-LT-to-Default.html
http://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya-lt/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Reset-Maya-LT-to-Default.html
http://knowledge.autodesk.com/ja/support/maya-lt/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Reset-Maya-LT-to-Default.html
http://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/Localization_Autodesk_Licensing_Hotfix_jpn.pdf
http://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/Localization_Autodesk_Licensing_Hotfix_jpn.pdf
http://forums.autodesk.com/t5/insutoreshontoraisensu/otodesuku-ji-shu-qing-bao-desukutoppusabusukuripushon-guan-lian-poodle-ssl-v3-vulnerability-cve/td-p/5510562
http://forums.autodesk.com/t5/insutoreshontoraisensu/otodesuku-ji-shu-qing-bao-desukutoppusabusukuripushon-guan-lian-poodle-ssl-v3-vulnerability-cve/td-p/5510562
https://accounts.autodesk.com/
http://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/subscription-management/support-options/web-support/submit-view-cases
http://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/account-management/subscription-management/support-options/web-support/submit-view-cases


  

 
12 

＜Web サイトのご紹介＞ 
 ダイキン工業株式会社 電子システム事業部 CG Products サポートページ 

http://www.comtec.daikin.co.jp/DC/support/ 

 

 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。 

http://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。 

http://area.autodesk.jp/ 

 

 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。 

http://forums.autodesk.com/ 

日本語ディスカッションフォーラムサイト： 

http://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。 

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

 

 Autodesk 製品インストール／ライセンスヘルプサイト 

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

 

＜メールマガジン＞ 

 ダイキン工業株式会社 Daikin CG Products News 

http://www.comtec.daikin.co.jp/DC/ - Mail Magazine（バナーをクリック） 

 

 オートデスクメールマガジン 

http://www.autodesk.co.jp/email 

 

Autodesk Maya LT 2016 

簡易インストールガイド 

平成 28 年 ５月 第一版発行 

 

発行者  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 

本書に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 

 

〒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 

 

本書の一部または全部を、無断で複写、転載することは、著作権法の定める範囲で禁じられています。 

 

http://www.comtec.daikin.co.jp/DC/support/
http://knowledge.autodesk.com/ja/
http://area.autodesk.jp/
http://forums.autodesk.com/
http://www.autodesk.com/forum-jp
http://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service
http://knowledge.autodesk.com/ja/customer-service/installation-activation-licensing
http://www.comtec.daikin.co.jp/DC/
http://www.autodesk.co.jp/email
mailto:support@cg.comtec.daikin.co.jp

