
オートデスク

製品ガイド
製造業向け



1982年にAutodesk® AutoCADが登場して以来、オートデスクは幅広いラインナップの2D/3D CADを開発し、設計のビジュアル化や解析の

お手伝いをしています。オートデスクは業界屈指の製造業向け製品ポートフォリオを有しており、強力な機能と最適化されたツールを搭載した

製品は、様々な業務やプロジェクトをサポートします。使い慣れたDWG™ファイル形式を使用することにより、アイディアの検証や、設計の

文書化、シームレスなコラボレーションが可能になります。

製造業向け オートデスク製品ラインナップ

2Dデザイン

汎用CADソフトウェア

AutoCAD

プロフェッショナルのための汎用CADソフトウェア。あらゆ
る用途・使い方に対応できる高度な機能。柔軟なカスタマ
イズが可能。

低価格で導入できる汎用2D CADソフトウェア。
AutoCAD LTファミリのベース製品。

コストパフォーマンスに優れたAutoCAD

AutoCAD LT

AutoCADのすべての機能に、機械設計専用コマンドや規
格に準拠した機械要素部品のライブラリを装備。

機械設計のためのAutoCAD

AutoCAD Mechanical

充実したシンボルライブラリや配線、コネクタ結線、機器
配置など電気制御設計専用の機能を装備。

電気制御設計のためのAutoCAD

AutoCAD Electrical

3Dデザイン

強力な3Dモデリング機能と直感的な操作性でデジタル
プロトタイプを実現するためのコアとなる3D CADソフト
ウェア。AutoCADとのデータ交換もスムーズに。

機械設計のための3D CADソフトウェア

Autodesk Inventor Professional

3D部品設計のためのInventor LTと2D図面作成のため
のAutoCAD LTをセット。2D設計から3D設計のスムー
ズな導入を支援。

2Dと3Dを組み合わせたワークフローの実現

AutoCAD Inventor LT Suite

業界別コレクション製品

さまざまな製品と革新的なテクノロジーが含まれ、設計、エンジニアリング、建設・施工の品質を向上させ、 
建築と土木インフラのプロジェクトの予測精度を高めることが可能。

建築設計、土木インフラ、建設・施工向けBIM/CIM ツールのパッケージ

Architecture, Engineering & Construction Collection

■ Revit
■ AutoCAD Civil 3D
■ InfraWorks 360
■ AutoCAD
■ AutoCAD Architecture
■ AutoCAD Electrical   

含まれるソフトウェア／
サービス

■ AutoCAD Map 3D
■ AutoCAD MEP
■ AutoCAD Plant 3D
■ AutoCAD P&ID
■ AutoCAD Raster Design
■ AutoCAD 360 Pro

■ AutoCAD Utility Design
■ FormIt 360 Pro
■ Navisworks Manage
■ ReCap 360 Pro
■ A360でのレンダリング
■ 3ds Max

■ Structural Analysis for Revit
■ Vehicle Tracking
■ Insight 360 
 （Energy Analysis for Revit、 
    Lighting Analysis for Revit、 
    Green Building Studioを含む）

■ クラウド ストレージ（25GB）

Inventor、AutoCADを含む最新の設計/エンジニアリング ソフトウェアで製品を開発。相互に連携可能なプロフェッショナル レベルのツールを
提供するため、優れた製品を開発できるだけでなく、変化する製造現場で長期にわたって競争力を維持。

プロダクト デザインと工場レイアウトに欠かせない 設計・エンジニアリング ツールのパッケージ

Product Design Collection

■ Inventor Professional
■ AutoCAD
■ AutoCAD Architecture
■ AutoCAD Electrical

含まれるソフトウェア／
サービス

■ AutoCAD Mechanical
■ AutoCAD 360 Pro
■ Factory Designユーティリティ
■ Fusion 360

■ Navisworks Manage
■ ReCap 360 Pro
■ A360でのレンダリング
■ Vault Basic

■ 3ds Max
■ クラウド ストレージ（25GB）

Media & Entertainment Collection
エンターテインメント制作用のクリエイティブ ツールを網羅したコレクション

魅力的なエフェクト、リアルな3Dキャラクター、大規模なデジタルの世界を作成するために必要なツールが揃っています。 
ワンクリックのワークフローにより、クリエイティブ ツール間でアセットを簡単に移動可能。

■ Maya      ■ 3ds Max      ■ MotionBuilder      ■ Mudbox      ■ Character Generator      ■ A360でのレンダリング
■ ReCap 360 Pro            ■ クラウド ストレージ（25GB）

含まれるソフトウェア／
サービス



ユーティリティツール

レーザー スキャンでキャプチャして設計プロセスに統合。 
UAVによる空撮写真を正投影ビュー、3D点群、3Dメッシュに変換可能。

レーザー スキャンおよび写真測量ソフトウェア

Autodesk ReCAP 360 Pro

データ管理ツール

データ管理ソフトウェア

Autodesk Vault Workgroup / Professional

設計から製造まで、プロジェクト全体での共有情報を管理、コラボレーションを促進し、高品質な製品をより早く市場投入で
きます。Vault Workgroupはデータを一元的に、安全に整理、管理、追跡することによって設計情報を簡単に共有可能。
Vault ProfessionalはVault Workgroupのすべての機能に加え、マルチサイト対応、BOM機能などの機能を搭載。

デジタル プロトタイプにおける、流体の流れおよび熱シ
ミュレーションにより、実際の製造に取り掛かる前に製品
性能の予測、設計の最適化、製品の動作検証を実現。

流体力学のシミュレーション ソフトウェア

Autodesk CFD

射出成形用金型設計、プラスチック部品設計、および射出
成形設計プロセスのための各種シミュレーションを行えま
す。デジタル プロトタイプで、潜在的な製造上の不具合を
回避し、優れた製品をより早く製作可能に。

プラスチック射出成形用シミュレーション ツール

Autodesk Moldflow

シミュレーション製品

有限要素解析とモデリング

Autodesk Simulation Mechanical

デジタル プロトタイプを使用して優れた製品を製作できます。Simulation Mechanicalソフトウェアが提供する迅速で正確な 
メカニカル シミュレーションによって、パフォーマンスの予測、設計の最適化、製品の動作の検証を実現。

意匠デザイン

クリエイティブデザインプロセスを強化し、設計者のアイデアを短い時間でかたち
にします。革新的で魅力的なデザインに貢献。

革新的なスケッチ、モデリング、サーフェシング、 
ビジュアライゼーション用の広範囲なツールを搭載

Autodesk Alias Design / Surfase /  
AutoStudio / SpeedForm

ビジュアライゼーション

まだ実在していない製品をフォトリアルに表現したり、操作機能を仮想空間で確認することができ、 
物理的なプロトタイプを作成することなく、早い段階から品質およびコミュニケーションが劇的に向上。

3Dビジュアライゼーションおよびバーチャルプロトタイプのためのソフトウェア

Autodesk VRED Design / Professional

高機能ビューア

Navisworks Simulateは50種類以上の3次元モデルに対応し、複雑な製造設備、製造ライン、工場などの大容量データ
も高速にビューイングできます。関係者とモデルやデータを相対的にレビューし、プロジェクトの成果を適切にコントロール
できます。さらにNavisworks Manageは3次元データの干渉チェックが行える機能を装備。

プロジェクトレビューソフトウェア

Autodesk Navisworks Simulate / Manage



プロダクト イノベーション プラットフォーム

新しい技術がものづくりの環境を変えています。オートデスクの

プロダクト イノベーション プラットフォームは、製品の開発

およびライフサイクルのエコシステムを1つのテクノロジーで

つなぎ、アジャイル開発を可能にすることで、ユーザーが革新的な

製品をつくり高い競争力を維持できるようお手伝いいたします。

Product Innovation Platform
The Future of Making Things ～ものづくりの未来～
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Moldflow

Within※

Nastran

Nastran In-CAD Simulation Mechanical

Helius Composite、Helius PFA

Vault ファミリー

Alias ファミリー

製品企画や構想設計段階で求められる様々なアイデ

アを素早く、正しく意図を伝達するためのデジタルス

ケッチやサーフェイスモデルを思い通りに作成するツー

ルを豊富に揃えています。

従来のCADの概念にとらわれることなく、2次元／3

次元を問わない柔軟な設計環境を提供します。パラメ

トリックな設計環境で設計変更にも柔軟に対応し、正

確な設計／図面作成を支援します。

不具合の可能性を事前に検証した上で設計をすること

は重要です。線形／非線形を問わない構造および機構

解析をはじめ、さまざまなメカニカル解析および樹脂

流動解析ツールを提供しています。

DESIGN

コンセプト 設 計 シミュレーション

※ ご購入希望の場合はお問い合わせください。

AutoCAD

AutoCAD Mechanical

AutoCAD Electrical

Inventor Professional

Vault Basic

Fusion Lifecycle※

Configurator 360※

ForceEffect／Motion／Flow

Moldflow Insight、CFD

ReCap 360 Pro

A360 レンダリング AutoCAD 360 Pro

Fusion 360

 Product Design Collection ※



VRED ファミリー

Delcam

Inventor HSM

TruNEST※
Netfabb ※

Vault ファミリー

完成した製品の見た目を想像するのではなく実際に可

視化することで、意思決定を促進したり、製品の販促

を早い段階から開始できます。これにより、販売機会

を最大化することが可能です。

統合されたCAD/CAMツールにより設計データを

活用して加工するパーツをすばやく設計できます。 

レイアウト検討を3Dで実施すれば、確かな工場ライン

の設計が可能になります。

製品納品後のサービスやサポートにおいても、製品か

らのビッグデータと元の設計情報があれば、問題にす

ばやく対処することができ、次製品の改善にも役立て

られます。

MAKE USE

ビジュアライゼーション ファクトリー／製造 サービス＆サポート

▼  オートデスクの製造業向けソリューションは、webサイトでもご紹介しています。  http://mfg-online.jp/

3ds Max

Inventor Professional

AutoCAD Mechanical

AutoCAD Architecture

Navisworks Manage

Factory Design Utility

Fusion Lifecycle※

Fusion Connect※

A360 レンダリング AutoCAD 360 Pro

Fusion 360

日本のものづくりに“デジタルプロトタイプ”を
デジタル プロトタイプは、従来までの設計業務にとどまらず、コンセプト デザイン、エンジニアリング、製造の各部門が、実際に形にする

前に完成製品を仮想体験することができます。デジタルプロトタイプを実践する事で、コンセプトデザインの段階から製造の全プロセス

を通じて製品のデザイン、ビジュアライゼーション、およびシミュレーションを実施することができます。

■ プロセスの早い段階で製品に関する情報がより多く得られ、後工程に進んだときの修正・変更を最小限に抑えることが可能に
■ 試作品の数を減らすことができるようになるため、生産性を大幅に向上させつつ、大幅なコストの削減を実現
■ 部門間の垣根を越えて連携することができ、より革新的で高品質な製品を早期に市場に投入

デジタルプロトタイプの利点



サブスクリプションとは？

オートデスク製品を一定期間に限定して利用するライセ

ンスプランです。初期導入コストが低いので、プロジェクト

期間や予算に応じてライセンスを柔軟に購入、運用、管理

することができます。従来と同様にフルバージョンのソフト

ウェアが使用できるだけでなく、サービスやサポートなど

様々な特典をご利用いただけます。

シングルユーザーとマルチユーザーの比較

サブスクリプション

前バージョン
使用特典

クラウド
サービス

海外持ち出し特典 技術サポート

3ヵ月

2年

1年

3年

オートデスクソフトウェア
期間ライセンス 保守契約

2016年8月1日をもって、ほとんどのオートデスク製品の永久ライセンスの販売を終了しました。今後、新規ライセンスはサブスクリプ
ションでのみ提供されます。

▼    既に永久ライセンスをお持ちのお客様は、その永久ライセンスの使用許諾契約に従って引き続きご利用いただけます。
その製品の最新機能を使用したい場合は、サブスクリプションメンバーになる必要があります。

▼    現在、永久ライセンスの保守プラン（旧Maintenance Subscription）をご契約のお客様は、希望する限りその保守
プラン契約を更新でき、対応する特典を引き続き利用できます。保守プラン契約を期限までに更新しなかった場合、
最新機能と特典の利用を継続するには、その製品のサブスクリプションメンバーになる必要があります。

シングルユーザー マルチユーザー

ライセンスは特定のユーザに割り当てられ、
他のユーザと共有することはできません

ネットワーク サーバ上でライセンスを 
共有できます*

推奨ユーザ 個 人 チーム

ライセンスの共有 できない できる

利用可能な製品 業界別コレクション／単体製品／クラウドサービス 業界別コレクション／単体製品／クラウドサービス

インターネット接続 ライセンス検証のために、少なくとも30日に 
1回はインターネットに接続する必要がある

初回のみ

期間の選択肢 3ヵ月／1年／複数年（2年または3年） 1年／複数年（2年または3年）

購入方法 オートデスク認定販売パートナーまたは
オートデスク オンライン ストア

オートデスク認定販売パートナー

* 許可されている最大ライセンス数に従います

永久ライセンス販売終了について



サブスクリプションのメリット

Autodesk製品のサブスクリプションメンバーになると、技術サポートやクラウドサービス、モバイルアプリや柔軟なライセンス

管理など、さまざまなメリットがあります。

必要な期間だけ使える！ 充実のテクニカルサポート！

国内外の出張でも、
自宅でもどこでも使える！

ライセンスの運用・
資産管理が簡単！

個人でも、チームでも使える！
最新バージョンも、
過去バージョンも使える！

3ヵ月*、年間単位で契約・更新できるため、初期導入コストを
低く抑え、予算の変化するニーズにも柔軟に対応できます。
* 一部製品は未対応

会社だけでなく、出張先や自宅でも製品を使用できます。国内
はもちろん、海外での使用もOKです。

1名のみスタンドアロンで使用することも、ネットワークを介し
て複数のメンバーでライセンスを共有することも可能です。

標準のWebサポートのほかに、1対1の電話サポート*がオプ
ションで選択できます。
* AutoCAD LTの場合は追加費用なし（事前予約制）

プロジェクトの期間や規模に合わせて、ライセンスの増減が
自由にできるため、資産管理も容易になります。

追加コストなしで常に最新バージョンを利用できるだけでなく、
必要に応じて旧バージョン*の利用も可能です。 * 3世代前まで

メリット

1

メリット

3

メリット

5
メリット

6

メリット

4

メリット

2

2年 3年1年

3ヵ月

シングルユーザー
ライセンス

マルチユーザー
ライセンス

2017
バージョン

2014
バージョン 2014

データ

2017
データ
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お問い合わせ先

2D CAD支援サービス

3Dものづくり支援サービス
■ Autodesk Inventor
  環境設定支援サービス
■ 3次元設計立ち上げ支援サービス
■ トップダウン設計支援サービス

■ AutoCAD Mechanical
   環境設定支援サービス
■ CADライブラリ構築支援サービス

■ 運用支援／導入支援サービス
■ ヒケ深さ測定サービス

■ Autodesk Vault/Vault Pro
   構築支援サービス
■ 仕掛りデータ運用管理支援サービス

■ 2D/3Dデータ統合管理支援サービス
■ 設計～生産管理へのBOM連携支援
■ 3Dデータ活用（XVL）支援サービス

■ マルチサイト運用管理支援
■ データ移行支援サービス
■ 受託開発

■ 改訂管理運用支援サービス
■ 部品表連携支援サービス
■ データ移行支援

■ テンプレート設計支援サービス
■ 部品標準化支援サービス
■ データ移行支援サービス
■ 受託開発

PDM/PLM支援サービス

Autodesk Moldflow支援サービス

図面管理支援サービス

■ ヒケ不良レンダリングソリューション
■ 材料開発ソリューション

■ CADデータ移行支援サービス
■ 受託開発

コンサルティング
サービス

お客様の業務プロセスに関して、
現状の問題点、課題を分析し、
最適なソリューションを計画から
実運用までご提案致します
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サービス提供パートナー

オートデスク製品導入支援サービス
▼ 製品の導入・運用に際してはオートデスク・プラチナパートナーであるSCSK株式会社から下記のサービスをご提供します。

コンサルティング／受託開発

QAサポートサービス

製品の専任SE・エキスパートが保守サポートをご提供するSCSKのオリジナルWebサポート
サービスです。サービスは24時間365日ご利用いただけます（回答時間は平日営業時間帯になります）。

□ Q&A機能  問い合わせ内容の一覧表示／過去履歴の参照／Q&A進捗ステータス表示

□ FAQ機能  よくある問い合わせと回避策の提供／製品カテゴリーごとの技術情報／ 
パッチ、サンプルのダウンロード

□ 全文検索機能 Q&AおよびFAQの全文検索／マニュアルの全文検索

□ メール・レポート機能  Q&A回答時のメール通知／回答品質管理レポート（サービス品質向上用）

› CarePlus｜Software Product Support System

ライセンスモニタリングツール › ライセンスモニター

ネットワークライセンス製品の効率的な運用と最適化を図るためのライセンス管理ツールをご提供します。Flexnetで管理されたソフトウェアライセンスの使用
状況をリアルタイムで監視し、ライセンス数の検討や製品の稼働状況を分析できるなど、ライセンス管理者を支援します。

□ ライセンス使用状況のグラフ化    □ 月別／日別 統計グラフ表示    □ 3タイプのサーバ構成対応（シングル・分散・冗長）

トレーニングサービス

Autodesk認定技術資格をもつ、製品に精通したスタッフがお客様の仕様に応じて丁寧にご指導させて頂きます。用途に応じた教育プログラムをご利用頂けます。

□ 基本操作トレーニング    □ 応用操作トレーニング    □ カスタムトレーニング

サービス内容

平日営業時間

対象製品

操作問合せ、設定確認および 
障害復旧／切分け

製造業向けAutodesk製品  
※ 一部未対応の製品がございますのでご契約の

前にお問い合わせください。

平日9時30分～17時


