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概要 

2016 年 7 月 25 日の Autodesk® Maya® 2017 のリリースに伴い、オートデスクは Maya に含まれるレンダリング ソ
フトウェアを差し替えます。今後は、Maya に NVIDIA 社の mental ray ライセンスは含まれなくなります。代わりに、

すぐに使える規定レンダラとして Arnold が使用できるようになり、Maya GUI でレンダリングを行うことができます。

レンダリング機能を拡張する必要があるお客様は、mental ray、Arnold V-Ray、Renderman、Octane、Redshift な
どのサード パーティ製レンダラから最適なものを選択できます。 

 

1. 具体的に、Autodesk Maya 2017 では何が変更され、何が変更されないのですか? 

2016 年 7 月 25 日の Maya 2017 の出荷に伴い、オートデスクは以下の変更を行います。 

 Maya 2017 では mental ray ライセンスは提供されません。 
 Maya 2017 では、Arnold レンダラを利用できるようになり、Maya GUI でレンダリングを行えます。 
 Arnold が、Maya 2017 のダウンロードに含まれる既定のレンダラになります。 
 Maya 2017 で mental ray の使用をご希望のお客様は、mental ray プラグインの新規ライセンスを 

NVIDIA 社から直接購入してダウンロードできます。 
 現在、旧バージョンの Maya で mental ray をご使用中のお客様には、これらの変更による影響はありま 

せん。 
 サード パーティ製レンダラ(mental ray、V-Ray、Renderman、Octane、Redshift など)に対する Maya の 

サポートにも影響はありません。これらのレンダラのライセンスは、レンダラを開発する企業および/または 
その企業の認定リセラー(取扱店)から入手できます。  

 これらの変更は、Maya 2017 をダウンロードしてインストールする、すべてのお客様に適用されます。 
これには、新規および既存のサブスクリプションメンバー、およびオートデスクの保守プランのお客様が含ま

れます。 
  

2. オートデスクがこのような変更を行う理由は何ですか? 

今年、オートデスクは製品ポートフォリオに高品質なレンダリングを加える目的で、Arnold を開発する Solid Angle 
社を買収しました。この買収の結果、mental ray および Arnold を含むさまざまなレンダラが平等に競うことのできる、

オートデスク製品のオープンなレンダリング エコシステムを作ることを決定しました。こうした理由から、Maya には 
mental ray や他のバックグラウンド レンダラはバンドルされなくなります。現在、レンダリングには多くの革新が起き

ており、速度、価格、品質、機能の点で選択肢がますます増えているため、お客様の作業に最適なレンダラを選択し

ていただきたいと考えています。 

しかし、Maya は高品質のレンダリングをすぐに生成できる機能を持つべきだとも考えています。そのため、Maya 内
で Arnold の Maya GUI プロセスを使用できる機能を搭載し、素晴らしいコンテンツの作成を即座に開始できるよう

にします。 

 

3. これらの変更の影響を受けるのはどのようなユーザーですか? 

これらの変更は、Autodesk Maya 2017 をダウンロードしてインストールするすべてのお客様に影響があります。 
これには、新規および既存のサブスクリプションメンバー、およびソフトウェアを保守プランの一環としてダウンロード

するお客様が含まれます。旧バージョンの Maya を使用しているお客様には影響はありません。 
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4. Maya 2017 以降も引き続き mental ray を使用する必要がある場合、

どのような選択肢がありますか? 

Maya 2017 およびそれ以降のリリースで引き続き mental ray の使用をご希望のお客様は、プラグインの新規ライ

センスを NVIDIA 社から直接購入し、ダウンロードしていただく必要があります。Maya 2017 をインストールする前に、

NVIDIA 社にお問い合わせいただき、Maya 2017 用のプラグインの価格および発売日をご確認ください。NVIDIA 
社および mental ray についての詳細は、NVIDIA 社の Web サイトをご覧ください。 

 

5. 3ds Max のユーザーはどうですか? Arnold のプラグインが発表されたばかりですが、

影響はありますか? 

現時点では、Autodesk® 3ds Max® のお客様にはこれらの変更による影響はなく、引き続きこれまで通り mental 
ray のライセンスが提供されます。しかし、将来的には変更される可能性があります。オートデスクは、SIGGRAPH 
で Arnold 用の新しい MAXtoA プラグインを発表しました。今後も統合を進め、何か進展があった場合はお知らせい

たします。 

 

6. Arnold の追加により、mental ray や他のサード パーティ製レンダラと Maya の連携に

影響はありますか? 

いいえ、オートデスクは、NVIDIA 社の mental ray を含むサード パーティ製レンダラのサポートに力を注いでいます。

当社のレンダー パートナーのソリューションが Maya で問題なく動作するよう、引き続き密に連携していきます。市場

には常にさまざまな新しいレンダラが登場しており、それぞれに独自のメリットがあります。オートデスクは、お客様が

引き続き最適なレンダラを使用できるよう、また、当社のソフトウェアが市場の他の 3D ソフトウェアと同様にお客様

の好みのレンダラと問題なく連携するよう、取り組みを継続してまいります。 

 

7. Arnold を Maya に含めることは、オートデスクのレンダー パートナーにとって

不利ではありませんか? 

Maya のお客様は、Arnold をすぐに使用できます。しかし、ワークステーション上の Maya GUI プロセスにしか使用

できません。レンダー ファームまたはクラウドを使用してレンダリング機能を拡張したいとお考えのお客様は、追加の 
Arnold ライセンスを購入していただく必要があります。そのため、Arnold は他のサード パーティ製レンダラと対等な

立場になり、お客様はワークフローを計画する際に、どのレンダラのライセンスを購入するか自由に選択できます。 

 

8. Maya 2017 用の mental ray プラグインの発売日はいつですか? 

NVIDIA 社は、公開バージョンの Maya 2017 での最終テストが完了次第、Maya 2017 用の mental ray をリリース

する予定です。Beta バージョンは mental-ray-beta@nvidia.com にメールして今すぐ試すことができます。 

 

  

http://www.nvidia.co.jp/object/nvidia-mental-ray-jp.html
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9. 保守が有効な旧バージョンの Maya(Maya 2016 以前)で mental ray を使用しています。どうしたら

よいでしょうか? 

現在のバージョンの Maya を使用し続ける限り、何も変更はありません。しかし、Maya 2017 にアップグレードすると

きに、新しいレンダリング ライセンスの購入をご検討ください。 

オートデスクは以下をお勧めします。 

 まず、Maya 2017 の各ライセンスで、Arnold を使用した Maya GUI レンダリング以上の追加のレンダリン

グ機能が必要かどうか慎重に判断します。注: Maya 2017 に含まれる Arnold の機能は、Maya アプリケー

ション内でのみ使用できます。バックグラウンドまたはレンダー ファームでのプロジェクトのレンダリングには

使用できません。 
 次に、投資するレンダラを選択します。どのレンダラが予算およびニーズに最適かを調べて判断するには今

が良い時期です。 
 レンダラを決定したら、必要なライセンスをデベロッパーから直接購入します。 

− mental ray は NVIDIA 社から 

− Arnold は Solid Angle 社から 

− Renderman、V-Ray、Octane、Redshift はそれぞれのデベロッパーから 

これで、プロジェクトを仕上げるのに必要なレンダリング機能一式を備えて、Maya 2017 にアップグレードできます。 

 

10. mental ray を使用している Maya のサブスクリプションメンバーですが、どうしたらよいでしょうか? 

引き続き mental ray の使用をご希望の場合は、ソフトウェアを NVIDIA 社から直接購入し、ダウンロードしていただ

く必要があります。質問 9 のオートデスクがお勧めする手順を参照してください。 

 

11. オートデスクから Maya 2017 用の mental ray のライセンスを購入することはできますか? 

いいえ、Maya 2017 用の mental ray のライセンスが必要なお客様は、直接 NVIDIA 社から購入していただく必要

があります。ただし、オートデスクは引き続き、Maya 2016 を含む旧バージョンの Maya 向けに、mental ray の追加

のスタンドアロン ライセンスを販売します。 

 

12. 現在、旧バージョンの Maya を使用しており、mental ray の追加ライセンスが必要です。

オートデスクやオートデスク認定販売パートナーから購入できますか? 

はい、旧バージョンの Maya (Maya 2016 以前)をご使用の場合は、別途通知があるまで、引き続きオートデスクおよ

びオートデスク認定販売パートナーから mental ray のスタンドアロン ライセンスをご購入いただけます。 

   

13. Maya 2017 用に、認定販売パートナーから引き続き mental ray のライセンスを購入できますか? 

オートデスク認定販売パートナーは、Maya 2017 用の mental ray ライセンスの販売を許可されていません。ただし、

これらのパートナーが別途 NVIDIA 社と販売契約を結んでいる場合は販売が可能です。オートデスク認定販売パー

トナーまたは NVIDIA 社に直接お問い合わせの上、Maya 2017 用の mental ray プラグインの購入方法についてご

確認ください。 

 

14. Maya 2016 で mental ray を使用しています。それを Maya 2017 でも使えませんか? 

Maya 2017 にアップグレードすると、旧バージョンの mental ray との互換性がすべて失われるため、NVIDIA 社か

ら発売される新しい Maya 2017 用の mental ray プラグインが必要です(質問 9 を参照)。 

https://www.solidangle.com/arnold/buy/
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15. mental ray シェーダを使用して作成した Maya シーンは、Maya 2017 と互換性がありますか? 

はい、mental ray シェーダを含む Maya シーンは Maya 2017 と互換性がありますが、互換バージョンの mental 
ray をインストールする必要があります。互換バージョンの mental ray は、別途購入していだたく必要があります。

初期状態では、Maya 2017 は互換性のないバージョンの mental ray の mental ray シェーダをサポートしていま

せん。  

 

16. Maya 2017 は、mental ray がインストールされていないのに mental ray シェーダを含む

セットアップをロードしようとすると、通知を行いますか? 

はい、Maya 2017 は、互換バージョンの mental ray がインストールされていない状態で mental ray シェーダを含む

シーンをロードしようとすると、警告を表示します。ロードをキャンセルするか、シェーダを Arnold または選択した別

のレンダラと互換性のある新しいシェーダに置き換えるか、選択できます。 

    

17. Maya 2017 用の mental ray のサポートはどこで受けられますか? 

オートデスクは、引き続き 旧バージョンの mental ray のサポートを提供します。Maya 2017 用の mental ray の 
サポートに関する情報は、NVIDIA 社にお問い合わせください。 

  

18. mental ray スタンドアロンを使用しています。知っておくべきことは何ですか? 

mental ray スタンドアロンのライセンスを以前オートデスクから購入された場合は、引き続きオートデスクがサポー

トいたします。また現在のところ、Maya 2017 より古いバージョンの mental ray プラグイン向けに複数のバージョン

の mental ray スタンドアロンも追加購入できます。ただし、お客様には NVIDIA 社へのお問い合わせを強くお勧め

します。NVIDIA 社は、オートデスクから購入したスタンドアロンのライセンスを NVIDIA のライセンスに無償で移行

する予定です。これにより、引き続き NVIDIA 社から最新の製品アップデートおよびサポートを受けることができる

ようになります。 

  

19. 現在 Maya で mental ray を使用しています。Arnold に切り替えなくてはなりませんか? 

いいえ、切り替えは必須ではありません。引き続き mental ray をご利用いただけます。NVIDIA 社は mental ray for 
Maya をプラグインとして引き続き提供するので、今後も Maya ユーザー は mental ray を選択できます。価格およ

び発売日の詳細については、NVIDIA 社にお問い合わせください。 

  

20. Arnold をインストールせずに Maya 2017 をインストールすることはできますか? 

Arnold のインストールは必須ではありません。インストール プロセス中に、Arnold for Maya オプションを無効にする

だけで、Arnold のインストールを中止できます。 
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