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1 Avid Editing Applications
インストールガイド
Avid Editing System をご購入いただき、ありがとうございます。このガイドでは、アプ
リケーションのダウンロードからインストール、アプリケーションの起動までの手順
をご説明いたします。また、ソフトウェアのアクティベーションや3rdソフトウェアの
インストール方法、Avidソフトウェアのディアクティベートやアンインストール方法
についてもご説明いたします。最新の情報はReadMeやリリースノートをご確認くださ
い。アプリケーションのHelpメニューの下のReadMeをクリックすることにより、
Knowledge Page へ繋がります。また、Avidマスターアカウントページからもご確認い
ただけます。

Avid Editing Applicationのダウンロード
Avid Editing Application はweb ページから、または各代理店からご購入いただけます。
Avid Web ストアから購入するには:

1. shop.avid.com へアクセスします。
2. 製品とサブスクリプションモデルを選択します。
3. 製品をカートに追加し、画面の指示に従います。
4. 注文が完了すると、ご注文の確認とアプリケーションのダウンロードリンクが
メールにて発送されます。
Avid 代理店から購入するには:

1. 各代理店からアプリケーションのレジストレーション・カードまたはレジストレー
ション・コードを購入します。
2. カードに記載されたウェブサイト（www.avid.com/register）へアクセスします。
3. レジストレーション・コードを入力します。このコードはレジストレーション・カ
ードに記載されています。
4. 画面の指示に従い、アプリケーションをダウンロードします。

インストールの前に

インストールの前に
実際のインストールを開始する前に、一度インストール手順を最後までご確認くださ
い。インストールを開始するときは、必要のないウインドウやアプリケーションを閉
じてください。インストールの最後にはシステムの再起動が求められる場合がありま
す。
お使いのシステムが稼働要件を満たしているかどうか、ReadMeでご確認ください。
新規インストール
これまでにAvidアプリケーションをインストールしたことが無い場合、本書の手
順に従ってください。
アップグレード
以前のバージョンからアップグレードする場合は、新しいバージョンをインストール
およびアクティベートする前に、以前のバージョンをアンインストールしてください。
アップグレード後に、System IDの入力を求められます。以前のバージョンをアンイ
ンストールした後、インストールは通常のインストールプロセスを実行します。

Avid Editing Applicationのインストール
すべてのAvid editing application において、OSには管理者権限でログインし、インスト
ーラーを起動してください。インストールが終了し再起動した後は、必ず一度管理者
権限でアプリケーションを起動してください。共有ストレージ環境で作業する場合は、
ワークスペースをマウントしてください。その後、通常ユーザーでアプリケーション
を起動してください。
(Windows) Avidソフトウェアをインストールするには:

1. ダウンロードしたインストーラーを開きます。
2. インストーラーを起動します。インストールする場所を指定して、インストール
を続けます。
3. 画面の指示に従います。
-

FileInUseダイアログボックスが表示される場合はIgnoreをクリックしてインスト
ールを続けます。

-

ユーザーアクセスの警告メッセージが表示される場合はContinue Anywayをク
リックしてインストールを続けます。

4. 指示が現れたら、コンピューターを再起動します。
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インストール後、デスクトップアイコン（Windows）またはドックアイコン（Mac）
が追加され、スタートメニューにもアイコンが追加されます（Windows）。また、
ツールバー（Windows）またはドック（Mac）にアプリケーションマネージャーア
イコンが追加されます。アプリケーションマネージャーは、インストールされたア
プリケーションの種類やライセンスの状態を管理し、サポートプランや新製品の紹
介も行います。

アプリケーションマネージャーは Port 1696を使用します。アプリケーション
マネージャーがアプリケーションやフィードをアップデートできない場合、
ポートがふさがっている場合があります。この場合はシステム管理者にご相
談ください。
アプリケーションマネージャーツールには、Java 1.7が必要です。
-

(Windows) Javaはアプリケーションマネージャーツールインストール時にインス
トールされます。

-

(Mac OS X) インストールされているJavaのバージョンを確認するには、コマン
ドプロンプトで java -version と入力してください。

5. システム再起動後にアプリケーションマネージャーが起動します。アプリケーシ
ョンマネージャーは、この後アプリケーションをアクティベートする時に使用し
ます。ここでは起動したアプリケーションマネージャーを最小化し、“Avid
Editing Applicationの起動”へお進みください。
(Macintosh) Avid Editing application ソフトウェアをインストールするには:

1. ダウンロードしたインストーラーを開きます。
2. .pkgファイルをダブルクリックします。
3. インストーラーを起動します。
インストール手順を示すウインドウが開きます。
4. 画面の指示に従います。
5. 指示が現れたら、コンピューターを再起動します。
インストール後、デスクトップアイコン（Windows）またはドックアイコン（Mac）
が追加され、スタートメニューにもアイコンが追加されます（Windows）。また、
ツールバー（Windows）またはドック（Mac）にアプリケーションマネージャーア
イコンが追加されます。アプリケーションマネージャーは、インストールされたア
プリケーションの種類やライセンスの状態を管理し、サポートプランや新製品の紹
介も行います。
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6. システム再起動後にアプリケーションマネージャーが起動します。アプリケーショ
ンマネージャーは、この後アプリケーションをアクティベートする時に使用します。
ここでは起動したアプリケーションマネージャーを最小化し、“Avid Editing
Applicationの起動”へお進みください。

Avid Editing Applicationの起動
Windowsでは、アプリケーションの起動時に、電源オプションの設定についてメッセー
ジが表示されることがあります。また、Windows 7 ベーシックカラーに自動的に変更さ
れます。Windows 7では、アプリケーション使用時には、電源オプションは「高パフォ
ーマンス」に設定することをお勧めします。アプリケーションの最初の起動時には、ソ
フトウェアをアクティベートしなければなりません。
(Windows) Avid editing application を起動するには、以下のどれかを実行します:

スタート > すべてのプログラム > Avid > Avid editing application をクリック
デスクトップの Avid editing application アイコンをダブルクリック
Welcome ウインドウが開きます。
(Macintosh) Avid editing application を起動するには、以下のどれかを実行します:

ドックの Avid editing application アイコンをクリック
移動 > アプリケーションで開いたフォルダー内のAvid editing applicationフォ
ルダーをダブルクリックし、その中のAvid editing applicationアイコンをダブ
ルクリック
Welcomeウインドウが開きます。
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このウインドウでは、ソフトウェアのアクティベートを実行するよう促されます。
このウインドウは、ソフトウェアのアクティベートを実行するまでは、アプリケー
ションを起動するたびに表示されます。ソフトウェアのアクティベートは、アプリ
ケーションマネージャーから実行します。アクティベートの手順については、アプ
リケーションマネージャー・ユーザーズガイドをご参照ください。

追加オプションと機能
Avid Editing Applicationには、アプリケーションマネージャーからアクティベートでき
るいくつかのオプション機能があります。
以下、各オプションについて簡単にご紹介します。

Symphony オプション
Symphony オプションでは、アドバンスト・カラーコレクションやユニバーサル・マス
タリング等の機能を、ソフトウェアを追加インストールすることなしにお使いいただ
けます。

NewsCutter オプション
(Windows のみ) Newsroom Computer System（NRCS）ツールがお使いいただけます。

AVCHD Dolby AC-3 インポートまたはリンク
AVCHD Dolby AC-3 機能は、このフォーマットにアクセスしたときにのみ表示され
ます。この機能は、AVCHDの.mtsファイルにリンクまたはインポートする時に使用
します。インターネットに接続していない時に.mtsファイルをインポートまたはリ
ンクしようとすると、ダイアログボックスが開き、続いてアプリケーションマネー
ジャーが開きます。画面の指示に従って、機能をアクティベートしてください。イ
ンターネットに接続しているときは、アクティベーションは自動的に行われます。

30日間 試用版
Avid Editing Application やその他のオプションを実際にご購入いただく前に、30日間
の試用版をお試しいただくことができます。この試用版で作成したビンやプロジェ
クトは、アクティベートされたソフトウェアでのみ引き続きお使いいただけます。
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試用期間が終了すると、ソフトウェアを起動することはできなくなります。試用期間中
は、試用期間の残り日数を表示します。
Avid editing application 30日間試用版を使用するには:

1. アプリケーションを起動します。
Welcomeウインドウが開きます。
2. “全機能搭載のAvid editing application の試用版を30日間使用します”を選択します。
3. “続行”をクリックします。
ソフトウェアが試用版としてアクティベートされます。試用期間中にソフトウェ
アを正式にアクティベートすることもできます。アクティベートしない場合、30
日が経過すると自動的にディアクティベートされます。

Avid Editing Applicationのアンインストール
(Windows) Avid editing application ソフトウェアをアンインストールするには:

1. すべての起動中のアプリケーションを終了します。
2. コントロールパネル > プログラムと機能 を開き、Avid editing applicationを
選択して”アンインストールと変更”をクリックします。
(Macintosh) Avid editing application ソフトウェアをアンインストールするには:

1. すべての起動中のアプリケーションを終了します。
2. アプリケーション/Avid_Uninstaller/AvidEditingApplicationを開きます。
3. AvidEditingApplication uninstaller をダブルクリックします。
4. 画面の指示に従います。
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