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V            Legal Notices 

Product specifications are subject to change without notice and do not represent a commitment on the part of Avid Technology, Inc. 
 

This product is subject to the terms and conditions of a software license agreement provided with the software. The product may 
only be used in accordance with the license agreement. 
 

This product may be protected by one or more U.S. and non-U.S patents. Details are available at www.avid.com/patents. 
 

This document is protected under copyright law. An authorized licensee of [product name] may reproduce this publication for the 
licensee’s own use in learning how to use the software. This document may not be reproduced or distributed, in whole or in part, for 
commercial purposes, such as selling copies of this document or providing support or educational services to others. This document 
is supplied as a guide for [product name]. Reasonable care has been taken in preparing the information it contains. However, this 
document may contain omissions, technical inaccuracies, or typographical errors. Avid Technology, Inc. does not accept 
responsibility of any kind for customers’ losses due to the use of this document. Product specifications are subject to change without 
notice. 
 

Copyright © 2017 Avid Technology, Inc. and its licensors. All rights reserved. 
 

 
The following disclaimer is required by Apple Computer, Inc.: 

APPLE COMPUTER, INC. MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THIS 
PRODUCT, INCLUDING WARRANTIES WITH RESPECT TO ITS MERCHANTABILITY OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR 
PURPOSE. THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES IS NOT PERMITTED BY SOME STATES. THE ABOVE EXCLUSION 
MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY PROVIDES YOU WITH SPECIFIC LEGAL RIGHTS. THERE MAY BE OTHER 
RIGHTS THAT YOU MAY HAVE WHICH VARY FROM STATE TO STATE. 
 

The following disclaimer is required by Sam Leffler and Silicon Graphics, Inc. for the use of their TIFF library: 

Copyright © 1988–1997 Sam Leffler 
Copyright © 1991–1997 Silicon Graphics, Inc. 
 

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software [i.e., the TIFF library] and its documentation for any purpose is 
hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the 
software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or 
publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics. 
 

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS-IS” AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, 
INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
 

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR 
PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING 
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 
 

The following disclaimer is required by the Independent JPEG Group: 

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 
 

This Software may contain components licensed under the following conditions: 

Copyright (c) 1989 The Regents of the University of California. All rights reserved. 
 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are 
duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and 
use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be 
used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS 
PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
 

Copyright (C) 1989, 1991 by Jef Poskanzer. 
 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby 
granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice 
appear in supporting documentation. This software is provided " as is" without express or implied warranty. 
 

Copyright 1995, Trinity College Computing Center. Written by David Chappell. 
 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby 

http://www.avid.com/US/about-avid/legal-notices/patent-marking
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granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice 
appear in supporting documentation. This software is provided " as is" without express or implied warranty. 

Copyright 1996 Daniel Dardailler. 
 

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the 
above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting 
documentation, and that the name of Daniel Dardailler not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software 
without specific, written prior permission. Daniel Dardailler makes no representations about the suitability of this software for any 
purpose. It is provided " as is" without express or implied warranty. 

 

Modifications Copyright 1999 Matt Koss, under the same license as above. 

Copyright (c) 1991 by AT&T. 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire 
notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software and in all copies of the 
supporting documentation for such software. 

 

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED " AS IS" , WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, 
NEITHER THE AUTHOR NOR AT&T MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE 
MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. 

 

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 
 

The following disclaimer is required by Nexidia Inc.: 

© 2010 Nexidia Inc. All rights reserved, worldwide. Nexidia and the Nexidia logo are trademarks of Nexidia Inc. All other 
trademarks are the property of their respective owners. All Nexidia materials regardless of form, including without limitation, 
software applications, documentation and any other information relating to Nexidia Inc., and its products and services are the 
exclusive property of Nexidia Inc. or its licensors. The Nexidia products and services described in these materials may be covered 
by Nexidia's United States patents: 7,231,351; 7,263,484; 7,313,521; 7,324,939; 7,406,415, 7,475,065; 7,487,086 and/or other 
patents pending and may be manufactured under license from the Georgia Tech Research Corporation USA. 

 

The following disclaimer is required by Paradigm Matrix: 

Portions of this software licensed from Paradigm Matrix. 
 

The following disclaimer is required by Ray Sauers Associates, Inc.: 

“Install-It” is licensed from Ray Sauers Associates, Inc. End-User is prohibited from taking any action to derive a source code 
equivalent of “Install-It,” including by reverse assembly or reverse compilation, Ray Sauers Associates, Inc. shall in no event be liable 
for any damages resulting from reseller’s failure to perform reseller’s obligation; or any damages arising from use or operation of 
reseller’s products or the software; or any other damages, including but not limited to, incidental, direct, indirect, special or 
consequential Damages including lost profits, or damages resulting from loss of use or inability to use reseller’s products or the 
software for any reason including copyright or patent infringement, or lost data, even if Ray Sauers Associates has been advised, 
knew or should have known of the possibility of such damages. 

 

The following disclaimer is required by Videomedia, Inc.: 

“Videomedia, Inc. makes no warranties whatsoever, either express or implied, regarding this product, including warranties with 
respect to its merchantability or its fitness for any particular purpose.” 

 

“This software contains V-LAN ver. 3.0 Command Protocols which communicate with V-LAN ver. 3.0 products developed by 
Videomedia, Inc. and V-LAN ver. 3.0 compatible products developed by third parties under license from Videomedia, Inc. Use of this 
software will allow “frame accurate” editing control of applicable videotape recorder decks, videodisc recorders/players and the like.” 

 

The following disclaimer is required by Altura Software, Inc. for the use of its Mac2Win software and Sample Source 

Code: 

©1993–1998 Altura Software, Inc. 
 

The following disclaimer is required by Ultimatte Corporation: 

Certain real-time compositing capabilities are provided under a license of such technology from Ultimatte Corporation and are 
subject to copyright protection. 

 

The following disclaimer is required by 3Prong.com Inc.: 

Certain waveform and vector monitoring capabilities are provided under a license from 3Prong.com Inc. 
 

The following disclaimer is required by Interplay Entertainment Corp.: 
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The “Interplay” name is used with the permission of Interplay Entertainment Corp., which bears no responsibility for Avid products. 

This product includes portions of the Alloy Look & Feel software from Incors GmbH 

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). 

 

© DevelopMentor 
 

This product may include the JCifs library, for which the following notice applies: 

JCifs © Copyright 2004, The JCIFS Project, is licensed under LGPL (http://jcifs.samba.org/). See the LGPL.txt file in the Third Party 
Software directory on the installation CD. 

 

Avid Interplay contains components licensed from LavanTech. These components may only be used as part of and in connection 
with Avid Interplay. 

 

Portions © Copyright 2003-2007 of MOG Solutions. 
 

Attn. Government User(s). Restricted Rights Legend 

U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. This Software and its documentation are “commercial computer software” or 
“commercial computer software documentation.” In the event that such Software or documentation is acquired by or on behalf of a 
unit or agency of the U.S. Government, all rights with respect to this Software and documentation are subject to the terms of the 
License Agreement, pursuant to FAR §12.212(a) and/or DFARS §227.7202-1(a), as applicable. 

 

Trademarks 

Avid, the Avid Logo, Avid Everywhere, Avid DNXHD, Avid DNXHR, Avid Nexis, AirSpeed, Eleven, EUCON, Interplay, iNEWS, ISIS, 
Mbox, MediaCentral, Media Composer, NewsCutter, Pro Tools, ProSet and RealSet, Maestro, PlayMaker, Sibelius, Symphony, and 
all related product names and logos, are registered or unregistered trademarks of Avid Technology, Inc. in the United States and/or 
other countries. The Interplay name is used with the permission of the Interplay Entertainment Corp. which bears no responsibility 
for Avid products. All other trademarks are the property of their respective owners. For a full list of Avid trademarks, see: 
http://www.avid.com/US/about-avid/legal-notices/trademarks. 

 

Adobe and Photoshop are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or 
other countries. Apple and Macintosh are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. Windows 
is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other 
trademarks contained herein are the property of their respective owners. 

 

Avid Application Manager User’s Guide • Created 2/6/17 

http://www.apache.org/
http://jcifs.samba.org/
http://www.avid.com/en/legal/trademarks-and-other-notices
http://www.avid.com/en/legal/trademarks-and-other-notices
http://www.avid.com/en/legal/trademarks-and-other-notices
http://www.avid.com/en/legal/trademarks-and-other-notices
http://www.avid.com/en/legal/trademarks-and-other-notices
http://www.avid.com/en/legal/trademarks-and-other-notices
http://www.avid.com/US/about-avid/legal-notices/trademarks
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ガイドのご使用にあたって 

特に断りがない限り、本書の内容は Windows® システムおよび Mac OS® X システムの両方に

適用されます。本書におけるスクリーンショットは Windowsシステムのものですが、内

容はWindowsおよび Mac OS Xシステムで共通です。両者に違いがあるときは、両者の

スクリーンショットを掲載します。 
 

本書では、すべてのモデルのハードウェアおよび機能について記載します。お使い

のシステムによっては、本書に記載の特定の機能およびハードウェアが含まれない

場合もあります。 

 

記号と表記法について 

本書では、以下の記号と表記法を使用します。 

 

記号と表記法 意味 

 関連する重要な情報、推奨される動作等のコメントです。 

 誤った操作をするとシステムを破損したりデータを失ったり

する恐れがあります。 

 誤った取り扱い方をすると身体的な傷害を負う恐れがありま

す。電気機器を扱うときは、この文書または機器自身に付属

のガイドラインをお読みください。 

> メニューコマンド（またはサブコマンド）を示します。例え

ば「ファイル＞インポート」とは、まずファイルメニューを

開き、続いてインポートコマンドを選択することを意味しま

す。 

 単一ステップの手順を示します。この記号が複数あるとき

は、その中から一つの動作を選んで実行してください。 
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記号と表記法 意味 

(Windows), (Windows 

のみ), (Macintosh), 

(Macintosh のみ) 

WindowsまたはMacのみに適用される操作や情報を示しま

す。 

太字 主にユーザーインターフェース上のアイテムを示します。 

斜体 特定の言葉を強調するときや変数を示します 

Courier Bold font キーボードから入力するコマンドを示します 

Ctrl+ キー  または

マウス 

最初のキーを押したまま、次のキーを押すか指定されたマウ

スアクションを実行します。例えば Command+Option+C、

Ctrl+ドラッグ等です。 

｜（パイプ） 「Interplay | Production」のような、Avidの製品名に使われま

す。本書で製品名を記載するときに使用します。 
 

                              
 

困ったときは 

Avid製品を使用中に問題が発生した場合は: 

1. ガイドを注意深く読みなおしながら、もう一度操作を実行してください。操作

の一つ一つを確実にチェックしてください。 

2. ReadMeの新しいアップデートが出ていないか確認してください。最新の ReadMe

は Webサイトにアップロードされています。オンラインで ReadMeを確認するに

は、Helpメニューから「お読みください」を選択するか、

http://www.avid.com/readmeから ReadMeを検索してください。 

3. Avidアプリケーションやハードウェアに付属の文書を確認してください。必要な

文書はアプリケーションインストール時に PDF 形式でシステムにコピーされます。

Helpメニューの内容は、レイアウト上の制約から、印刷には適さない場合があり

ます。詳細で見やすい情報が必要な場合は PDFバージョンを印刷してお使いくだ

さい。 

4. オンラインサポート www.avid.com/onlineSupport/をご確認ください。 エラーメ

ッセージやトラブル対応、Tips、アップデートのダウンロード等は Knowledge Base

http://avid.force.com/pkb/articles/en_US/readme/Media-Composer-Software-8-0-Documentation
http://avid.force.com/pkb/articles/en_US/readme/Media-Composer-Software-8-0-Documentation
http://avid.force.com/pkb/articles/en_US/readme/Media-Composer-Software-8-0-Documentation
http://avid.force.com/pkb/articles/en_US/readme/Media-Composer-Software-8-0-Documentation
http://www.avid.com/onlinesupport
http://www.avid.com/onlinesupport
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をご利用ください。 

 

 

Avid トレーニングサービス 

Avidでは、生涯学習、キャリアアップ、そして簡単で便利な個人向けのスキルアップ

を提供しています。必要な知識は常に変化します。Avidでは継続的にコースの内容を

更新し、激しい競争でプレッシャーのかかる環境に適応できる新しいトレーニングを

提供しています。 
 

トレーニングコースとスケジュール、トレーニングセンター、認証試験、書籍等の

詳細については、www.avid.com/support をご参照ください。 

 

http://www.avid.com/onlinesupport
http://www.avid.com/support
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  1   概要 

アプリケーション・マネージャーとは、アプリケーションのダウンロード

とアクティベーション、サブスクリプション契約の延長、その他製品のラ

イセンスを管理するためのツールです。アプリケーション・マネージャー

からは、製品のダウンロードやインストール、アップデートの確認、製品

アクティベーションの実行、サポートプランの確認、サブスクリプション

モデルの確認や、Avidからのニュースや広告を受信することもできます。

また、Avid Webストアにアクセスしなくても、直接試用版を試すこともで

きます。 
 

Avidサブスクリプションでは、月間または年間契約で、永続ライセンスと

同じ内容のサポートとアップデートを受けることができます。アプリケー

ション・マネージャーは、永続、サブスクリプション、フローティング、

アカデミックの、すべてのライセンス・タイプをサポートします。 
 

アプリケーション・マネージャーの最新バージョンについては、Avid 

Knowledge Baseの Avid Application Manager Documentation ページをご参照

ください。 

http://avid.force.com/pkb/articles/en_US/user_guide/Avid-Application-Manager-Documentation
http://avid.force.com/pkb/articles/en_US/user_guide/Avid-Application-Manager-Documentation
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  2   アプリケーション・マネージャーの 

インストール方法 

アプリケーション・マネージャーをインストールするには 2つの方法があります。 

• アプリケーション・マネージャーを単体でインストールする。 

• Avid編集アプリケーションの一部としてインストールする。 

 

アプリケーション・マネージャーを単体で 

インストールする 

アプリケーション・マネージャーは、（Media Composerや Pro Tools、Sibeliusとい

った）Avid編集アプリケーションをインストールせずに、単体でインストールす

ることができます。 
 

アプリケーション・マネージャーをインストールするには: 

1. Avid.com の Knowledge Baseを開き、「Application Manager」を検索します。 

2. MacまたはWindowsのダウンロードリンクをクリックします。 

3. ダウンロードしたファイルを解凍します。 

4. AvidApplicationManagerSetup.exe を起動します。 

5. インストール・ウィザードにしたがってインストールしてください。 
 

アプリケーション・マネージャーにログインしていた場合、インストール中にデー

タベースのクリーンアップを行うため、自動的にログアウトします。 
 

インストール終了後、アプリケーション・マネージャーは自動的に起動します。 



12 

 

Avid編集アプリケーションと一緒に 

インストールする 

Avid編集アプリケーションのインストール時に、アプリケーション・マネージャーも

同時にインストールされます。例えばMedia Composer、Pro Tools、Sibeliusをインス

トールすると、アプリケーション・マネージャーもインストールする旨が表示されま

す。システムに以前のバージョンのアプリケーション・マネージャーがインストール

されている場合は、新しいバージョンを上書きします。 
 

 

以前のバージョンのアプリケーション・マネージャーがインストールされており、こ

れをアップデートするときは、インストールプロセスを中断しないでください。イン

ストール途中で作業を中断するとアプリケーション・マネージャーが正しくインスト

ールされない原因となり、Avid編集システムから再インストールしなければならな

くなる場合もあります。 

 

アプリケーション・マネージャーがインストールされると、デスクトップとスタ

ートメニュー（Windows）または Dock（Mac）にアイコンが追加されます。 

 

   トレイには、左図のようなアプリケーション・マネージャーのアイコンが表示されます。

アプリケーション・マネージャーのウインドウを閉じた後でも、このアイコンをクリック
することでいつでもアプリケーション・マネージャーのウインドウを表示できます。 

 

 OS をダークモードにしている場合や、モニターを暗く設定している場合、アプリケ

ーション・マネージャーのアイコンは深い紫色のため、見難くなる場合があります。

ネットワークに接続していない時は、マウスを置くかクリックしないとほとんど認識

できない場合があります。 
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  3  アプリケーション・マネージャーの操作 

アプリケーション・マネージャーのインターフェースは、6種類のタブから構

成されています。アカウント、アプリ、プラグイン、ライセンス、フィード、

初期設定の 6種類です。 

• 初期設定 

• Avidアカウントの管理 

• アプリケーションの管理 

• プラグインの管理 

• ライセンスの管理 

• フィードの管理 

 

初期設定 
 

初期設定を行うには: 

1. アプリケーション・マネージャーを開きます。 

2. [初期設定]タブをクリックします。 
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3. 必要に応じて、以下のどれかを実行します。 

 [管理者機能を許可]－アプリケーション・マネージャーの機能を制限する

ときにはチェックを外します。詳細は「管理者機能の設定」をご参照くだ

さい。 

 [データ収集を許可] – アプリケーション・マネージャーが、システムとその使

用状況の情報を収集することを許可します。収集されたデータは、Avid製品

とサービスの品質向上のために使用されます。 複数ユーザーで同じシステム

を使用している場合は、それぞれのユーザーがデータ収集を許可するかどうか

を設定できます。それぞれのユーザーの決定は、各ユーザーのレジストリー

（Mac OS Xではユーザーのホーム）に保存されます。 

 [AppManHelperを再起動]－ネットワーク接続に問題が発生したとき、バック

グラウンドで稼働している AppManHelperサービスを再起動します。 

 [キャッシュファイルを消去]－ネットワーク接続や初期化の過程で問題が発生

したとき、キャッシュファイルを消去して AppManHelperサービスを再起動し

ます。 
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 [アプリケーション通知を表示]－製品のアップデート情報を受け取りたいとき

に選択します。アップデート情報を受け取ると、トレイアイコンにポップアッ

プ通知が表示されます。 

 [フィード通知を表示]－Avidの最新ニュースに関する情報を受け取りたいとき

に選択します。最新ニュース情報を受け取ると、トレイアイコンにポップアッ

プ通知が表示されます。 

 [自動インストールを許可]－アップデートが可能なアプリケーションをバック

グラウンドで自動的にインストールします。詳細は「バックグラウンドでの自

動インストール」をご参照ください。 

 [プラグインをダウンロード]－Pro Toolsシステムで、システムにインストール

はされていないがダウンロード可能なプラグインをダウンロードします。既に

インストールされているプラグインでアップデート可能なプラグインについて

は、ステータスとして[アップデート]と表示されます。これら[アップデート]

ステータスのプラグインをインストールするには、[自動更新を許可]にチェッ

クを入れてから、これらを自動インストールするには[自動インストールを許

可]にチェックを入れてください。詳細は「プラグインの管理」をご参照くだ

さい。 

 [アクティビティ履歴を表示]－アプリケーション・マネージャーを起動してか

らの作業履歴を表示します。 

 [ライセンスのヘルプ/FAQ]－アクティベーションやライセンシングの FAQを

表示します。 

 [カスタマーサポートポータル]－Avid.comのサポートページを開きます。 

 [App Managerドキュメンテーション]－ユーザーズガイドを開きます。 

 [App Managerダウンロード]－アプリケーション・マネージャーの最新バージ

ョンのダウンロードリンクを開きます。 

 [App Managerトラブルシューティング]－トラブルシューティングに関する最

新の Knowledge Baseを開きます。 
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管理者機能の設定 
 

[管理者機能を許可]オプションは、デフォルトで Onになっています。したがって、デ

フォルトでは、[初期設定]タブは管理者モードで開きます。 

 

 
 

 

[管理者機能を許可]オプションは、デフォルトで Onになっています。したがって、デ

フォルトでは、[初期設定]タブは管理者モードで開きます。 

 

システム管理者がローカルマシンのネットワークグループで「Application Manager 

Restricted Users」を設定している場合、アプリケーション・マネージャーは制限モード

で起動します。制限モードで起動中はインストールオプションを使用することはでき

ず、アプリケーション・マネージャーのタイトルバーに[制限]と表示されます。また、

[ライセンス]タブのライセンスのステータスを変更することもできなくなります。 
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制限モードは、管理者のログイン名とパスワードを入力することで解除できます。 
 

管理者モードに入るには: 

1. [初期設定]タブをクリックし、[管理者機能を許可]チェックボックスを Onにしま

す。 

2. 管理者のログイン名とパスワードを入力するダイアログボックスが表示されます。

ログイン名はアプリケーション・マネージャーに記憶されますので、次回以降は

パスワードのみを入力してください。 
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3. [OK]をクリックします。 

入力された情報が正しければ、アプリケーション・マネージャーは管理者モ

ードになり、すべての機能が使えるようになります。制限モードに戻るには、

[管理者機能を許可]のチェックを外すか、アプリケーション・マネージャーを

再起動します。現在のユーザーが、ローカルマシンのネットワークグループ

で「Application Manager Restricted Users」から外されない限り、アプリケーシ

ョン・マネージャーは制限モードで起動します。 

 

バックグラウンドでの自動インストール 
 

自動インストールを有効にするには、以下の手順にしたがってください。 
 

バックグラウンドでの自動インストールを有効にするには: 

1. アプリケーション・マネージャーを開きます。 

2. [初期設定]タブをクリックし、[自動インストールを許可]にチェックを入れます。

以下のようなウインドウが開きます。 

 

 

3. 管理者の名前とパスワードを入力し、[私はライセンス契約の条件に同意します]に

チェックを入れます。 

4. [OK]をクリックします。 

ダウンロードされたアプリケーションのステータスが「インストール」になる

と、バックグラウンドで自動的にインストールされます。 
 

管理者のユーザー名やパスワードが変更された場合は、インストールの前に新しいユ

ーザー名とパスワードを入力するように求められます。 
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アプリケーションの自動アップデート 
 

アップデートが可能なアプリケーションを自動アップデートするには、以下の手

順にしたがってください。 
 

アプリケーションの自動アップデートを有効にするには: 

1. アプリケーション・マネージャーを開きます。 

2. [初期設定]タブをクリックし、[自動更新を許可]を選択します。 

 [自動更新を許可]は、[自動インストールを許可]が選択されていないと選択す
ることはできません。 

 

自動アップデートが可能な製品のアップデートがリリースされると、アップ

データーがダウンロードされ、自動的にインストールされます。 

自動アップデートが有効になると、自動アップデートが可能な製品のステー

タスに[自動]と表示されます。 

アップデートが完了すると、以下のようなメッセージが表示されます。 

 

 

アップデート終了後、システムの再起動が必要な場合には、以下のようなメ

ッセージが表示されます。このメッセージは、システムが再起動されるまで、

10分おきに表示されます。（同じメッセージは、アプリケーション・マネー

ジャーの[アプリ]タブにも表示されます） 

 

 

アップデートしようとしているアプリケーションが起動中の場合は、アプリ

ケーションを終了するように促すメッセージが表示されます。（同じメッセ

ージは、アプリケーション・マネージャーの[アプリ]タブにも表示されます） 

アップデートを続行するには、アプリケーションを終了してください。 
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複数のアプリケーションがアップデートを実行する場合は、[アプリ]タブに

進行状況を示すプログレスバーが表示されます。 
 

自動ダウンロードやインストールを実行中に自動インストールや自動更新を無効

にした場合、現在進行中のプロセスは最後まで実行されますが、実行待機中のプ

ロセスは実行されません。 

 

Avidアカウントの管理 

アプリケーション・マネージャーの[アカウント]タブでは、Avidアカウントにロ

グインします。ログインすると、アプリケーション・マネージャーは製品のアッ

プデート情報を受けとり、新製品やプラグイン、製品のアップデートをインスト

ールすることができるようになります。 
 

Avidアカウントにログインするには: 

1. [アカウント]タブを開き、emailアドレスとパスワードを入力します。 

2. [サインイン]をクリックします。 
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一度入力した情報は保存されますので、アプリケーション・マネージャー

を開くたびにログイン情報を入力する必要はありません。ログアウトして

も、サインインのステータスは維持されます。 
 

Avidアカウントをお持ちでない場合は、[アカウントを作成]をクリックし

てください。Avidアカウントの作成画面が開きますので、必要な情報を入

力してアカウントを作成してください。 

 

ログインせずにアプリケーション・マネージャーを使用する場合、アプリケーショ

ン・マネージャーは以下のような状態になります。 

• [アプリ]タブには既にシステムにインストールされている製品やプラグインし

か表示しません。 

• 製品のアップデートをクリックすると、[アカウント]タブが開きます。改めて

アカウントにログインしてください。 

 

アプリケーションの管理 

[アプリ]タブには購入したアプリケーションやプラグインが表示されます。 
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Avid.comから製品を購入すると、すぐに[アプリ]タブに反映されます。例えば

Media composerや Pro Toolsを購入すると、アプリケーションは[アプリ]タブに、プ

ラグインは[プラグイン]タブに表示されます。 

 

[アプリ]タブでは、現在の状況に応じた様々なコントロールが可能で、それにより

以下のような表示がされる場合があります: 

 

• 新機能 – 新バージョンでの改善点や新機能を表示します。 

• 製品名の右側に表示されるボタンは、製品の状態により以下のように変わります: 

- アップデート – 新バージョンをダウンロードします。 
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- 更新 – サブスクリプション期限が切れている場合、これを更新します。[更新]

をクリックすると MyAvidページが開き、ここからサブスクリプションを更

新するか、永続ライセンスで製品を購入することができます。 

- インストール – 新バージョンをインストールします。 
 

アプリケーション・マネージャーから初めて Avid Cloud Client Serviceをインストール

するときは、Pro Toolsの起動の有無に関わらず、以下のようなメッセージが表示され

ます。: 

 

 

（作業中のセッションを保存し、すべての転送を完了してから Pro Tools を終了してく
ださい。その後アプリケーション・マネージャーを開き直し、Avid Cloud Client Service

をインストールしてください） 

その後は、Pro Tools が起動している時に限り、Pro Tools を終了するまでメッセージが
表示されます。 

 

- 更新なし – アプリケーションは最新の状態です。 

- 購入 – アプリケーションがインストールされていて、試用期間が終了したとき

に表示されます。このボタンをクリックすると、購入プロセスが開きます。こ

のボタンは、試用期間が終了したときに限り表示されます。 

• 詳細 – アプリケーション機能の概要を表示します。 

• [ダウンロード]ボタンは、当該アプリケーションがダウンロード可能な時に表示さ

れます。 

ダウンロード中にコンピューターがスリープ状態に入ったときは、もう一度

ダウンロードし直す必要があります。 
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プラグインの管理 

[プラグイン]タブでは、現在のアカウントで購入、ダウンロード、インストールが

可能なプラグインを表示します。 
 

プラグインを管理するには: 

1. アプリケーション・マネージャーで[プラグイン]タブをクリックします。 

 

 

現在のアカウントから購入、ダウンロード、インストールが可能なプ

ラグインが表示されます。 

2. プラグインリストの表示を絞るには、プルダウンメニューを[すべてを表示]か

ら[オーディオプラグイン]、[ドライバー]、[ビデオプラグイン]のどれかに変更

します。 
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プラグインのダウンロードでは、インストールは行いません。アップデートが

ダウンロードされている間は、[アプリ]タブの該当するプラグインの横に[イン

ストール]ボタンが表示されます。 

 

ライセンスの管理 
 

[ライセンス]タブにはライセンスを取得したアプリケーションのリストが表

示され、それら製品のアクティベート/ディアクティベートを行うことができ

ます。また、以下の情報を確認することもできます: 

• アクティベート・ステータス (未アクティベート、アクティベート、ディアク

ティベート) 

• アクティベート・タイプ (オンライン、オフライン、フローティング、ドング

ル、iLok) 
 

各製品のライセンス情報は随時更新されるので、各製品のライセンス・タイプ

をいつでも確認することができます。 
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Avid編集アプリケーションには、実際の購入前に 15日間または 30日間の試用期間が

あります。 

 

（Media Composerのみ）：30日間の試用期間中に作成したビンやプロジェクトは、正

式にライセンスを購入したシステムでしか開くことができません。試用期間中にライ

センスを購入した場合、残りの試用期間は無効になります。購入したライセンスをデ

ィアクティベートしたときに 30日間の試用期間がまだ残っていたとしても、再び試

用モードで起動することはできません。Pro Toolsには試用期間はありません。Sibelius

では、このような場合は試用モードで再び起動することができます。 
 

試用期間終了後に Avid編集アプリケーションを購入する場合は、Avid Web Storeをご

利用ください。 
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試用期間が終了すると、製品を使用することができなくなります。試用期間中は、シ

ステムは、あと何日アプリケーションを使用できるかを表示します。30日終了後は、

アプリケーションを購入できるようになります。購入しなかった場合、アプリケーシ

ョンは試用期間終了後にディアクティベートされます。 
 

アプリケーションのアクティベートについての詳細は、p.31「製品のアクティベーショ

ン」をご参照ください。 

 

フィードの管理 

アプリケーション・マネージャーでフィードを管理するには、以下の手順にしたがっ

てください。 
 

フィードを管理するには: 

1. アプリケーション・マネージャーで[フィード]タブをクリックします。 
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[フィード]では、新製品、プロモーション、トレーニングビデオ、認証 3rdパーティー製品

等の情報が表示されます。 

フィードは時系列順で表示します。最新の情報が最上段に表示されます。 

2. 詳細の情報が必要なときは、[情報]をクリックすると、Avid Webサイトを開きます。 

3. ドロップダウンメニューを開くと、カテゴリーごとに表示を絞ることができます。例え

ば[製品]を選ぶと、現在システムにインストールされている製品に関係する情報だけが

表示されるようになります。 
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アカウントの同期 

最新のアップデートやニュールフィードを得るために、アカウントを同期します。 
 

アカウントを同期するには 

1. アプリケーション・マネージャー左上に表示されているログイン名をクリックし、

プルダウンメニューを表示します。 

 



30 

 

 
 

2. [アカウントを同期]をクリックします。 

アプリケーションが製品のアップデートや新しいフィードをチェックします。可能

なアップデートが見つかった場合はお知らせします。 

 

アプリケーション・マネージャーの終了とログアウト 

アプリケーション・マネージャーを終了したりログアウトするには、以下のどれかを

実行してください。 
 

アプリケーションを終了するかログアウトするには: 

 ログアウト – クリックしてセッションを終了します。ログアウトすると、サブス

クリプションを購入しなくてもアップデートできる製品（アプリケーション・マ

ネージャー等）以外の製品のアップデートがダウンロードできなくなります。ま

た、アプリケーション・マネージャーを使ってアクティベートした製品のアップ

デートもダウンロードできなくなります。 

 閉じる – クリックしてアプリケーション・マネージャーをシステムトレイ（ま

たはドック）に最小化します。再び開くには、トレイアイコンをクリックしま

す。 
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  4   製品のアクティベーション 

Avid 編集アプリケーションのアクティベートを行います。Media Composer、Pro Tools、

Sibeliusは、それぞれに異なる方法でアクティベートされます。 

 

 Media Composerまたは Sibeliusを 

アクティベートするには 

Media Composerまたは Sibeliusをアクティベートするには、Activation IDと System ID

が必要です。これらは、製品を購入した後、shop.avid.com の製品ページから確認でき

ます。アクティベーション ID は使用している（あるいはこれから使用する）サブス

クリプションモデルに応じて発行されます。 
 

システム IDは現在使用中のシステムを基にして発行されます。 
 

ソフトウェアをアクティベートするには、アクティベーション IDが必要です。アクテ

ィベーション IDは http://account.avid.com/の Avidアカウントから、購入した製品のペ

ージを開くことで確認できます。また、購入後に Avidから送られる emailにも表記さ

れています。 
 

デバイス IDは、システムをインストールしたマシン以外のマシンでシステムをアクテ

ィベートするときに、インストールしたマシンを識別するために必要になります。こ

の IDはアプリケーション・マネージャーがアクティベート作業中に発行します。デバ

イス ID を確認するには、アプリケーション・マネージャーの[ライセンス]タブを開き、

「アクティベーション方法」として[オフライン]を選択し、アクティベーション IDと

システム IDを入力してください。その後、デバイス IDが表示されます。 
 

Webから製品を購入した場合、アクティベートは購入後 10分程度経ってから行って

ください。アクティベートが正常に行われない場合があります。 

http://account.avid.com/


32 

 

 Pro Toolsをアクティベートするには 

Pro Toolsは PACE Anti-Piracyの iLok USBキー（2
nd

 Generation）を使用してオ

ーサライズされています。iLokには、iLokが使用できるすべてのソフトウェア

の、何百ものオーサライズ情報が記録できます。ソフトウェアが iLok上でオ

ーサライズされれば、iLokを差し替えるだけで、どのコンピューター上でもソ

フトウェアを使用することができます。 

• Pro Toolsをボックスで購入した場合、または Pro Toolsおよび Pro Tools 

HDがバンドルされているハードウェアを購入した場合、製品には iLok 

USBキーとアクティベーションコードが印刷された紙が同梱されています。 

• 以前のバージョンの Pro Tools または Pro Tools HD からアップグレードし

た場合は、現在お使いの iLok USB のキーをお使いください。アクティベ

ーションコードは Avidアカウントから発行されます。 
 

アプリケーション・マネージャーが必要なアクティベート作業については、

本書の iLokの章で説明します。Pro Toolsのアクティベーションについては、

"Pro Tools Installation Guide" または "Pro Tool | First Installation Guide"でもご確

認ください。 
 

以下の章では、その章が関連する製品の製品名を記します。 

 

インターネット経由での 

オンライン・アクティベーション 

これは Media Composerと Sibeliusに関する説明です。 

 

オンラインでアクティベートするには、まずアプリケーション・マネージャ

ーを起動します。起動していない場合は、トレイアイコンをクリックしてく

ださい。 
 

アプリケーション・マネージャーを終了している場合は、トレイにアイコンが

ない場合があります。この場合は Avid編集アプリケーションを起動してくださ

い。アプリケーション・マネージャーが自動的に同時に起動します。アクティ

ベーションが終了したら、Avid 編集アプリケーションで作業を続けてください。 
 

インストールされている製品のアクティベーションは、アプリケーショ

ン・マネージャーの[ライセンス]タブで実行できます。 
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オンラインでアクティベートするには: 

1. アプリケーション・マネージャーを開き、[ライセンス]タブを開きます。 
 

デフォルトでは、製品はアクティベートされておらず、製品名の横にその状態

が表示されています。試用期間中の場合は、「未アクティベート」ではなく

「試用版」と表示されます。ドングルで起動している場合は、製品名の横にラ

イセンスの詳細が表示されます。 

 

2. アプリケーションのリストからアクティベートしたい製品を選び、ドロ

ップダウンリストから[オンライン]を選択します。 

 

 

3. システム IDとアクティベーション IDを入力します。 

4. [アクティベート]をクリックします。 
 

アプリケーション・マネージャーが、入力された情報を基にアクティベ

ートを開始します。製品がアクティベートされた後は、[詳細]をクリッ

クすることで、現在のライセンスの情報を確認することができます。 
 

アクティベートが正しく行われると、正常に終了した旨のメッセージが表示さ

れます。 
 

ディアクティベートした場合は、再度アクティベートすることができます。

このときは、ライセンス情報は既に入力されています。 

 

インターネット接続による自動アクティベーション 
 

システムがインターネットに接続されているときは、Avid Shopから購入した

Media Composerや Sibeliusの、アプリケーション・マネージャーを使ったアク

ティベーションプロセスを自動化することができます。自動アクティベーシ

ョンの使用条件は以下の通りです: 
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• コンピューター名（Avid.com/shopのアクティベーション ID）が、現在作

業しているシステムと一致している。 

• これから使用するライセンスが、過去に一度もディアクティベートされて

いない。 
 

Sibeliusライセンス・サーバーでは、自動アクティベーションはできません。 
 

自動アクティベートするには: 

1. 購入した Avid編集アプリケーション（Media Composerまたは Sibelius、月

間または年間サブスクリプション、または永続ライセンス）がインストー

ルされたシステムでアプリケーション・マネージャーを開きます。 

2. [アカウント]タブから Avidアカウントにログインします。 

3. [ライセンス]タブを開きます。自動的にアクティベートされます。 

 

上記は非常に簡単な例です。次の条件が満たされた場合には、正常に動作

します: 

• サブスクリプションライセンスは、一つのアカウントに対して一つだけ

発行されている状態でなければなりません。また、ユーザーのアカウン

トページでコンピューター名が認識されていなければなりません。コン

ピューター名は、各製品に対して一つずつ必要です。 

• システムに Media Composerまたは Sibeliusがインストールされていて、ア

プリケーション・マネージャーにログインしてないときは、Avid編集アプ

リケーションを起動し、アプリケーション・マネージャーから[ライセン

ス]タブを開いてください。ログインすると、自動アクティベーションが

可能になります。 

• 試用版を使用中の場合は、アプリケーション・マネージャーにログイン

してください。自動アクティベーションを実行します。 
 

以下の条件下では、正常に動作しない場合があります: 

• 過去にアプリケーション・マネージャー経由でライセンスをアク

ティベート/ディアクティベートしたことがある。 

• 複数のサブスクリプションライセンスがある場合、コンピューター名が

登録されていないマシン用のサブスクリプションがある。 

• すべてのサブスクリプションの期限が切れている。 

• 現在作業しているマシンのマシン名が登録されていない。 
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• 既に別のライセンスでアクティベートされている。 

• ドングルを使用している。 

 

フローティング・ライセンスでのアクティベート 

これは Media Composerに関する説明です。 

 

フローティング・ライセンスでは、複数のライセンスを「パック」として購入

し、各システムに展開できます。一つのシステム IDとライセンスで何台のマ

シンでも同時に起動できます。ライセンスは使用中にのみ消費されるので、そ

のライセンスの使用が終われば、別のマシンの起動に使用することができるよ

うになります。 
 

ライセンスの「消費」と「解放」 

 

アプリケーションを起動すると、フローティング・ライセンス・サーバー中の

ライセンスを一つ「消費」します。アプリケーションを終了すると、ライセン

スを一つ「解放」します。 

 

ライセンスはチェックアウト期間が完了するまで一定時間「チェックアウト

（貸出）」することができます。ライセンスをチェックアウトできるように

するには、まず Avid編集アプリケーションをディアクティベートする必要

があります。 
 

製品をアクティベートするには: 

1. アプリケーション・マネージャーを開いて、[ライセンス]タブを開きます。 

2. アプリケーションのリストからアクティベートしたい製品を選び、ドロッ

プダウンリストから[フローティング]を選択します。 
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3. [ライセンス・サーバー]に、フローティング・ライセンス・サーバ

ーの名前か IPアドレスを入力します。 

 

4. [バックアップサーバー（オプション）]に、何らかの理由でフローティ

ング・ライセンス・サーバーにアクセスできなくなったときのための

バックアップサーバーの名前か IPアドレスを入力します。 

5. [アクティベート]をクリックします。 
 

サーバーのアドレスは、[保存]または[アクティベート]をクリックした時点で

保存されます。アドレスを保存したクライアントシステムは、ライセンスを

使用できるクライアントマシンとしてサーバーに認識されます。ライセン

ス・サーバーのアドレスを入力して保存した後は、マニュアルでライセンス

をアクティベートする必要はありません。アプリケーションを起動すると、

自動的にアクティベートされます。 
 

フローティング・ライセンスのタイムアウト期限は 6時間です。アプリケー

ションを終了すると、タイムアウト期限が過ぎた後にライセンスは無効とな

り、プールに返還されます。アプリケーションが 2.5時間以上連続稼働して

いる場合、ライセンス・サーバーは残りのライセンス数をチェックし、一つ

以上残っている場合は自動的に更新します。この場合、作業が中断すること

はありません。 
 

サーバーに接続できないときは、ライセンスの期限が切れる旨の注意が表

示されますが、アプリケーションを終了するまではライセンスが切れるこ

とはありません。 
 

サーバーに接続できるがライセンスが残っていない場合は、その旨メッセー

ジが表示されます。OKをクリックすると編集アプリケーションが終了します。 
 

アプリケーション・マネージャー起動中にフローティング・サーバーとの接

続が失われた場合は、その旨メッセージが表示されますが、アプリケーショ

ン・マネージャーは起動したままです。 

 

別のマシンを使用したいときやインターネット接続がない場合に、フローテ

ィング・ライセンスを「借りる」こともできます。ライセンス・サーバーの

Reservationリストに該当するマシンのデバイス IDが登録されている場合は、

アプリケーション・マネージャーの製品名の下に[チェックアウト]オプショ

ンが表示されます。 
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[チェックアウト]を選択し、ドロップダウンメニューから使用する期間を選

択してください。その後、[アクティベート]をクリックしてください。 
 

これでライセンスがチェックアウトされ、アプリケーションを使用すること

ができます。 
 

チェックアウト期限が終了すると、猶予期間に入ります。猶予期間中はあと

一度、またはあと一日だけライセンスが使用できます。 

アプリケーションを使用するには、アプリケーションを起動してください。

フローティング・ライセンスが消費されます。詳細を確認するには: 

1. アプリケーション・マネージャーを開きます。 

2. [ライセンス]タブを開きます。 

3. [詳細]をクリックします。 

 

 

マルチシート・アクティベーション 

これは Sibeliusに関する説明です。 

 

SLS（Sibelius License Server）をアクティベートするには: 

1. [ライセンス]タブをクリックします。 

 

 

2. SLSのシステム IDとアクティベーション IDをコピー＆ペーストし、[アク

ティベート]をクリックします。 
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これにより、5シート分の Sibelius ライセンス・サーバーがアクティベート

されます。アクティベートされたライセンス数は、製品名の横に表示され

ます。 

 

SLSのアクティベーションに関する情報は[詳細]をクリックすると確認でき

ます。 

 

5ライセンス以上を作成した場合は、[Activate Seats]をクリックしてくださ

い。このとき、アクティベーション IDが必要になります。 

 

3. 追加のシート用のアクティベート IDをペーストしたら、[アクティベート]

をクリックします。アクティベートされたシート数の表示が変更されます。 

 

SLSアクティベーションの詳細は[詳細]をクリックして確認してください。 

 

 

インターネット接続を伴わない 

オフラインアクティベーション 

これは Media Composerおよび Sibeliusに関する説明です。 

 

インターネットに接続していない状態でもアプリケーションをアクティベート

することができます。 
 

インターネットに接続されていない状態でアプリケーションをアクティベート

するには: 

1. アプリケーション・マネージャーを開いて、[ライセンス]タブを開きます。 

2. アプリケーションのリストからアクティベートしたいアプリケーションを

探し、ドロップダウンメニューから[オフライン]を選択します。 
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3. システム IDコラムにシステム IDを入力します。 

4. アクティベーション IDコラムにアクティベーション IDを入力します。 

アクティベーション IDを入力すると、アプリケーション・マネージャーは

その IDを検証し、アクティベーションの方法を表示します。インターネッ

トに接続されている別のシステムから、アクティベーション用の.binファ

イルを受け取るには、表示された手順に従ってください。 

5. インターネットに接続されたマシンで http://avid.com/license にアクセスしま

す。 

 
 

6. Web ページに表示された手順に従ってください。アクティベーションツール

がシステム情報を検証します。アクティベーションが終了すると、ソフトウ

ェアが正しくアクティベートされた旨のメッセージが表示され、ボタンが[デ

ィアクティベート]に変わります。 

7. 他のマシンまたは他のオプションについて、同じ手順を繰り返します。 

http://avid.com/license
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8. license.binファイルを受け取ったら、アクティベートしたい製品がインスト

ールされているシステムにコピーします。 

9. アクティベートしたい製品がインストールされているマシンのアプリケーシ

ョン・マネージャーで、[ブラウズ]ボタンをクリックし、license.binファイル

を選んで[開く]をクリックします。 

10. [アクティベート]をクリックします。 

編集アプリケーションが開いている場合は、一度終了してからアプリケーショ

ンを再起動してください。 

 
 

複数の製品を同時にアクティベートするときは、同じシステム IDから作成

された最後の*.binファイルを使用してください. 

 

ハードウェアキーでのアクティベーション 

Avid編集アプリケーションの中には、ハードウェアキーでアクティベートでき

るものがあります。以下の章では、ドングル（Media Composer）および iLok

（Pro Tools）の使用方法について説明します。 

 

ドングルでのアクティベーション 

これは Media Composerに関する説明で
す。 

製品をアクティベートするには: 

1. アプリケーション・マネージャーを開いて[ライセンス]タブを開きます。アプ

リケーション・マネージャーが開いていないときは、トレイのアイコンをクリ

ックします。 

2. 現在の製品とバージョン用のドングルを接続します。アプリケーション・マネー

ジャーが、対応するドングル IDとシリアルナンバーを持つドングルを検出しま

す。 



41 

 

 

 

ングルをスキャンするには、[ドングル情報]をクリックしてください。アプリケー

ション・マネージャーが、現在接続されているドングルの情報を表示します。 

 

 

3. ドロップダウンメニューから、[アップデート]または[変更]を選択します。[アッ

プデート]を選択すると、ドングルファイル（.avd）を指定するよう求められ、そ

の後ライセンスをアップデートします。 
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ライセンスファイルを指定すると、[アップデート]ボタンがクリックできるように

なり、[ライセンスファイル]にライセンス情報が表示されます。[アップデート]を

クリックしてドングル・ライセンスをアップデートします。 

[ドングル情報]をクリックすると、ドングルの情報を表示します。 
 

ドングルからソフトウェア・ライセンスに変更するには: 

1. ドロップダウンリストから[変更]を選択します。 

 

 

2. 変更するアクティベーション IDを入力します。アクティベーション IDがド

ングル情報に記録されている場合は、自動的に入力されます。 

3. [変換]をクリックします。変換するとドングルの情報を削除し、ドングルをディ

アクティベートする旨の警告が表示されます。 
 

変換が終了すると、ソフトウェア・ライセンスでアクティベートされます。 

 

 

iLokでのアクティベーション 

これは Pro Toolsに関する説明です。 
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製品をアクティベートするには: 

1. アプリケーション・マネージャーを開いて[ライセンス]タブを開きま

す。アプリケーション・マネージャーが開いていないときは、トレイ

のアイコンをクリックします。 

2. 現在の製品とバージョン用のドングルを接続します。アプリケーション・

マネージャーが、対応する iLokIDとシリアルナンバーを持つ iLokを検出

します。 
 

iLokが接続されると、アプリケーション・マネージャーはすぐに以下を実行し

ます: 

• iLokを検出します。 

• 製品ステータスを[未アクティベート]から[アクティベート]に変更します。 

• ライセンス・タイプ（永続またはサブスクリプション）を表示します。 

• iLokの情報を保存します。[情報]をクリックしてください。 
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ドングルへの変更 

これは Media Composerに関する説明です。 

 

購入した製品は、アプリケーション・マネージャーから、システム IDとアク

ティベーション ID とを使ってオンラインでアクティベートできます。しかし、

アクティベートの方法をドングルに変更することもできます。この変更は、永

続ライセンス間でのみ可能です。 
 

ドングルに変更するには: 

1. Myアカウントページから「ユーザーの製品とサブスクリプション」ページ

を開きます。 

2. ドングルに変更したい製品の[表示]をクリックします。これは永続ライセ

ンスである必要があります。また、このコードが過去に一度もアクティ

ベートされていない必要があります。 

 

 
 

3. ダウンロード可能なアプリケーションリストの中から[ドングルアップデー

ターファイルをダウンロード]をクリックします。 

[Redeem to Dongle]ダイアログが表示されます 

4. ドングルのシステム IDとシリアルナンバーを入力し、[Upgrade]をクリッ

クします。 
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システムがアップグレードを開始します。 

5. [Download]をクリックして、アップデーターファイルをダウンロードします。 

 

 

[Download]をクリックすると、Updater.avdファイルがダウンロードされます。

このファイルを使用して、製品をアクティベートしてください。この後のアク

ティベーション工程は、通常のドングル製品の場合と同じです。詳細は

[Redeem to Dongle]ダイアログに記載されています。 
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  5   Avid編集アプリケーションのアップデート 

 

お使いの製品や初回のアクティベーションの方法によって、いくつかの異なるア

ップデートの方法があります。 
 

Media Composer: 
 

現有のソフトウェア・ライセンスからでもドングル・ライセンスからでもアップデー

トできます。アップデートの有無は、トレイのポップアップメッセージに表示されま

す。 
 

ドングル・ライセンスからソフトウェア・ライセンスに変更すると、ドングルが無効

になります。一度ソフトウェア・ライセンスでアクティベートすると、その後ドング

ルでシステムを起動することはできなくなります 
 

ドングルを接続した状態でインターネット経由でアクティベートすると、システムは

ドングルからソフトウェア・ライセンスに変更するものとみなし、ドングルを無効に

します。アクティベート時にドングルを接続するのは、ソフトウェア・ライセンスへ

変更するときだけにしてください。 
 

Pro Tools とオーディオプラグイン: 

 

Pro Toolsとオーディオプラグインは、製品購入時に付属する iLok（USBキー）で

のみアクティベート可能です。 
 

Customers with active Elite support plans: If you upgrade your existing license and have an 

active Elite support plan, please carefully read all the instructions provided on the Download 

Center before updating your system. For additional information, please check the "Avid 

Advantage Support Plans" topic on the Avid Knowledge Base. 
 

 

Mac OS Xをアップグレードすると、アプリケーション・マネージャーの UIが初期化

状態のままになることがあります。この場合はシステムを再起動し、フル機能モード

で作業を行ってください。 

 

以下は Avid編集システムをアップデートするときの手順です。 
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アップデートの手順 

アップデートが利用可能になると、アプリケーション・マネージャーの[ア

プリ]タブの、該当製品のステータスが[アップデート]に変わります。 

 

 

[アップデート]をクリックすると、アップデートのダウンロードが開始され

ます。アップデートのダウンロードが完了すると、ボタンが[インストール]

に変わります。[インストール]をクリックして、新しいバージョンをインス

トールしてください。 
 

インストールが完了すると、システムを再起動するように促されます。シ

ステムを再起動すると、アプリケーション・マネージャーのステータスが

更新されます。 

 

製品のアップデートは、サポート契約が有効（サポート期限内）な場合に

のみ可能となります。 
 

永続ライセンスをお持ちで、有効な保守契約をお持ちの場合は、マイナー、

メジャー、リリースを含めたすべてのアップデートが入手可能です。永続

ライセンスでアップデートを入手するためには、一年に一度のサポート契

約の更新が必要です。 
 

ドングルの場合でも、手順は同じです。サポート契約の期限にご注意

ください。 
 

永続ライセンスをお持ちで、サポート契約の期限が終了している場合、アプ

リケーション・マネージャーを使ったアップデートのダウンロードはできま
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せん。ダウンロードしようとすると、エラーメッセージが表示されます。こ

の場合は、サポート契約を更新してください。 
 

Media Composer、Pro Tools、Sibeliusの永続ライセンスにおいて、サポート

契約期限の 4週間前になると、トレイアイコンのポップアップメッセージが、

期限が近いことを示すメッセージを表示します。このメッセージは、アプリ

ケーション・マネージャーにログインするたび、または UIをリスタートす

るたびに表示され、サポート期限日を 30日経過すると表示されなくなりま

す。注意は、アプリケーション・マネージャーのステータスエリアにも表示

されます。詳細はアカウントタブの章をご参照ください。 
 

サポート契約の期限日は、サブスクリプションや試用版の場合と似ています

が、永続ライセンスの場合、製品自体が無効になることはありません。例え

ば 2015年 1月 15日にMedia Composerをご購入いただいた場合、サポート

契約は 2016年 1月 15日が期限日となります。2016年 1月になったら、サポ

ートを更新してください。 
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  6   サブスクリプションモデルの取り扱い 

 

アプリケーション・マネージャーでは、単一のアプリケーションまたはアプリケーショ

ンとそのオプションやプラグインからなるセットを、サブスクリプションとして使用す

ることができます。プラグインによってはアプリケーションの一部として、アプリケー

ションのインストール時に同時にインストールされているものもあります。それ以外の

プラグインは、別に購入する必要があります。Pro Toolsのプラグインの購入については、

「Pro Toolsプラグインの購入」の章をご参照ください。 
 

サブスクリプションには 2つのタイプがあります: 

• 個人向け – 個人ユーザーによって購入/管理される、単一製品または Suite製品のサ

ブスクリプション 

• 企業向け – 企業によって購入される、単一製品または Suite製品の複数ライセンス

サブスクリプション。企業の管理者によって管理され、各メンバーがそれぞれの

サブスクリプションを使用します。 
 

サブスクリプションは、www.avid.com/account から管理します。Web Storeや Avidセ

ールス、各販売代理店から購入することができます。 
 

レンタル 

 

レンタルの場合は、月ごとに使用料をお支払いいただきます。更新日が近づくと、期

限の 4日前から期限の 3日後までの合計 7日間、ポップアップメッセージがメッセー

ジを表示します。期限を更新する場合は、インターネットに接続してください。 
 

サブスクリプションが更新されないまま終了すると、アプリケーションは起動しなく

なります。起動しようとすると、サブスクリプションをご購入いただくよう、メッセ

ージが表示されます。 
 

所有 

 

ご購入時にすべての料金をお支払いいただくと、ライセンスは永続ライセンスとな

ります。1年間のサポート契約も含まれます。サポート期限が終了しても、その時

点のバージョンを引き続きお使いいただけますが、アップデートを入手することは

できなくなります。サブスクリプションの更新は必要ありません。 
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両モデルにおけるカスタマーサポート 

 

どちらのモデルでご購入いただいた場合でも、カスタマーサポートを受けることがで

きます。オンラインでケースを開き、24時間以内に回答を受ける、スタンダードサ

ポートプランです。 
 

Avid Storeから製品をご購入いただいた場合、以下のようなライセンスモデルから

選ぶことができます: 

• 月間 – 毎月使用料をお支払いいただくことで、最新のアプリケーションをご使用い

ただけます。 

• 年間 – 1年分の使用料をお支払いいただくことで、月間サブスクリプションに比べ、

月単位のお支払い金額がお安くなります。金額は 12等分され、1年間、毎月自動

的に契約が更新されます。 

• 永続 – 一度料金をお支払いいただけば、その後、製品に対する追加費用が発生するこ

とはありません。 
 

アプリケーション購入時にサブスクリプションモデルを選択できます。後でモデルを変

更することも可能です。 

 

 

サブスクリプションモデルを変更するには: 

1.  www.avid.com/accountからアカウントにログインします。 

2. 「ユーザーの製品」から「ユーザーの製品とサブスクリプション」をク

リックします。これまでにご購入いただいた製品のリストが表示されま

す。 

3. リストから、サブスクリプションモデルを変更したい製品を探します。 

http://www.avid.com/account
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月間サブスクリプションを永続ライセンスに変更することはできますが、

その逆はできません。サブスクリプションモデルの変更は、更新日にのみ

実行できます。 

 

 

上の図の例では、サブスクリプションがまだ有効で、更新や変更はできません。 

 

 

上の図の例では、サブスクリプション期限が終了しており、更新する必要があ

ります。この状態なら、サブスクリプションモデルを変更することができます。 

4. サブスクリプションモデルを変更するには、[変更]をクリックしてください。

サブスクリプションの変更ページが開きます。 

 



52 

 

 

5. 変更したいサブスクリプションモデルを選び、[カートに追加]をクリックしま

す。 

6. カートページが開きます。サブスクリプションモデルを変更した場合、

それまでのサブスクリプションは無効になり、新しいサブスクリプシ

ョンモデルが追加されています。 

7. もしサブスクリプションモデルを変更したくない場合は、ここでキ

ャンセルをクリックしてください。製品とサブスクリプションのペ

ージに戻ります。 
 

クレジットカード番号や支払い方法を変更するには、[更新]ボタンをクリッ

クします。お支払い方法の更新ダイアログが開きます。 

 

 

ここに入力された情報は、次回お支払い時の情報として記録されます。

必要な情報を入力して[登録]ボタンをクリックするか、[X]をクリックし

てウインドウを閉じてください。 
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サポートプラン 

サポートプランはサブスクリプションモデルの購入時に提供されます。サブス

クリプション購入時に必要なサポートプランを選択してください。 

 

 

サポートプランの情報を確認するには、製品とサブスクリプションのページの

右側コラムを確認してください。 

 

 

Media Composerにはスタンダードまたはエリートサポート、Pro Toolsにはス

タンダードまたはエリートプラスサポート、Sibeliusにはスタンダードサポー

トが提供されます。サポートプランは、サブスクリプションの更新時に変更

することができます。 
 

サポート期限の 4週間（30日）前になると、アプリケーション・マネージャ

ーにログインしたときに、メッセージが表示されるようになります。アプリ

ケーション・マネージャーのトレイアイコンにも同じ通知が表示されます。 
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このポップアップメッセージをクリックすると、アプリケーション・マネージ

ャーの[アカウント]タブが開き、サポート契約期限が近いシステムのシステム

IDを確認することができます。 

サポート契約の期限に関する通知は、アプリケーション・マネージャーのすべ

てのタブに表示されます。 
 

通知とポップアップメッセージは、サポート契約が更新され次第、表示さ

れなくなります。 

 

猶予期間 

アプリケーション・マネージャーは、サブスクリプション期限をチェックし

ています。サブスクリプション期限の 15 日前になると、システムが通知の

emailを発送します。期限切れになると、同様に emailが発送されます。 
 

サブスクリプション期限が来ているがインターネットに接続できないときは、

サブスクリプション終了までに最大 4日間の猶予期間が与えられます。この期

間内であれば、Avid編集アプリケーションを起動することができます。アプ

リケーション・マネージャーが起動しているときは、6時間ごとに、契約を更

新するよう通知が表示されます。アプリケーション・マネージャーが起動し

ていないときは、起動時に一度通知されます。猶予期間内に更新しなかった

場合、サブスクリプションは無効となり、Avid編集アプリケーションは起動

できなくなります。 
 

サブスクリプションモデルの場合、ライセンスの有効期限は 1ヶ月で、年間契

約の場合でも毎月更新しなければなりません。アプリケーション・マネージャ

ーは有効期限日に 4日の猶予期間を追加します。有効期限日はアクティベーシ

ョン方法がオンラインかオフラインかには関わらず、レンタルライセンスとし

て表示されます。有効期限日は[ライセンス]タブに「更新日」として表示され

ます。猶予期間の 4日間はライセンスは有効ですが、サポート＆アップグレー

ドプランは無効になっています。Avidアカウントで自動更新が有効になってい
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る場合、アプリケーション・マネージャーはこの猶予期間中にライセンスの更

新を試みます。自動更新が正常に終了すると、有効期限は 1 ヶ月延長されます。

何らかの理由で正常に更新が行われなかった場合、更新が正常に行われなかっ

た旨のメッセージが表示されますが、料金のお支払を求められることはありま

せん。年間サブスクリプションをご契約の場合、[アカウント]タブでは最終期

限日を表示しますが、[ライセンス]タブでは現在使用中の（1ヶ月単位の）ライ

センスの期限日を表示します。 

 

サブスクリプションの更新 

例えば月間サブスクリプション期限が近づいていたり、自動更新オプションを

Offにしていたりした場合、「ユーザーの製品とサブスクリプション」ページ

からサブスクリプションを更新することができます。 

 

 

（月間サブスクリプションの場合）ここに表示されている次のお支払い日

が、サブスクリプションの期限となります。 
 

更新ボタンがクリックできるときは、これをクリックするとサブスクリプショ

ンとサポートプランの更新ダイアログが開きます: 
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[サブスクリプションを更新]をクリックしてサブスクリプションとサポート

を更新するか、[キャンセル]をクリックしてサブスクリプションページに戻

ります。更新手続きが終了すると、下のようなメッセージが表示されます: 

 

 

サブスクリプションは自動更新させることもできます。自動更新を

有効にしたいときは、製品ページの自動更新をクリックしてくださ

い。自動更新が[On]に設定されていると、次のお支払いは自動的に

行われます。サブスクリプションが自動更新されると、アプリケー

ション・マネージャーのポップアップメッセージがそれを通知しま

す。 

 

サブスクリプション更新期限は、永続ライセンスの場合を除いて、

そのままライセンス使用期限となります。永続ライセンスの場合、

製品自体の使用期限が終了することはありません。サブスクリプシ

ョンの場合、例えば 2015 年 1 月 15 日にご購入いただいた場合、ア

ップグレード期限は 2016年 1月 15日となります。2016年 1月にな

ると、更新することができるようになります。 
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  7   追加オプションとプラグイン 

Avid 編集アプリケーションのアクティベートと同時に、オプショ

ン（Media Composer）やプラグイン（Pro Tools）をアプリケーシ

ョン・マネージャーから購入し、アクティベートすることができ

ます。 

• Media Composerでは、Avid webストアから Software Options for 

Video Editingをクリックすることで、追加のオプションを購入す

ることもできます。購入したオプションは、アプリケーショ

ン・マネージャーからアクティベートすることができます。 
 

ソフトウェアには、3
rdパーティー製の無料のソフトウェアが含まれて

いる場合もあります。Avid編集アプリケーションには、例えば

Sorenson Squeezeや Boris Continuum Complete、NewBlue Titler Proとい

った、3
rdパーティーソフトウェアがバンドルされている場合もありま

す。Avid編集アプリケーションを新規購入した場合や、アップグレー

ドした場合は、アクティベーションコードが Avidアカウントに発行さ

れます。Avid Media Composerアカデミック版を購入後 4年以内なら、

www.avid.com/mc3partyにシステム IDを入力することでアクティベー

ションコードを入手できます。 

• Pro Toolsの場合、プラグインを購入するには、後に説明するよう

な 2つの方法があります。 

 

AMedia Composerの 3
rdパーティー製品の 

アクティベート 

製品に含まれる、Squeeze Lite、Squeeze Standard、NewBlue Ampliphyと

いった 3rdパーティー製品には、それぞれにアクティベートの方法があ

ります。これらの製品が含まれた Media Composerを購入、インストー

ル、アクティベートする際は、下記の点にご注意ください: 

• NewBlue Ampliphy：アクティベートするには、個別のライセンスが

必要です。[ライセンス]タブに表示されます。 

• Squeeze Lite：サブスクリプションまたはフローティング・ラ

http://www.avid.com/mc3party
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イセンスでアクティベートできます。 

• NewBlue v2.0 、v2.5：アクティベートしても[ライセンス]タブには

表示されません。 

• NewBlue v2.0：Media Composerのすべてのライセンスタイプで、同

時にアクティベートされます。 

• NewBlue v.2.5：Media Composerのサブスクリプションライセンスで

アクティベートされます。 

 

Pro Toolsプラグインの購入 

プラグインの購入には 2つの方法があります: 

• Pro Toolsから直接購入：「In-App購入」と呼びます。 

• Avid.com/shop Web サイトから購入：「Out-App 購入」と呼びます。 

以下に、両方の詳細について説明します. 

In-App 購入 

Pro Toolsからプラグインを購入するには: 

1. Pro Toolsで、購入したいプラグインの[Buy]をクリックします。支

払いのための情報を入力するダイアログが開きます。 

2. クレジットカード番号と住所、その他の情報を入力します。情報が

認証され次第、iLok Webページが開きます。 

3. PACEログイン情報を入力します。これにより、PACEライセンスを

iLokにデポジットします。 

4. iLokをシステムに接続して、ライセンス情報を転送します。ライ

センスは接続されている iLokにデポジットされます。これで、Pro 

Toolsがプラグインのインストーラーを受け取ることができます。 

プラグインのインストールが開始されます。インストールが終了

すると、アプリケーション・マネージャーが新しいプラグインの

通知を受け、製品定義ファイルを作成します（詳細は

Administrator’s Guideをご参照ください） 

アプリケーション・マネージャーのアプリタブに新しいプラグイン
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を表示するには、設定＞[アプリを更新]をクリックしてください。. 

 

Out-App 購入 

Avid shopからプラグインを購入するには: 

1. shop.avid.com からプラグインを購入します。購入方法の詳細は、

「Pro Tools Installation Guide」をご参照ください。 

2. アプリケーション・マネージャーで[アプリを更新]をクリックしま

す。 

3. [アプリ]タブに、ダウンロードした新しいプラグインが表示されま

す。 

4. [ダウンロード]をクリックします。ダウンロードが開始され、

ボタンが[インストール]に変わります。 

5. [インストール]をクリックします。 

6. アプリケーション・マネージャーが、プラグインセクションに、イ

ンストールされたプラグインを表示します。 
 

これでプラグインが利用できます。 
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  8   Avid編集アプリケーションとプラグイン

のディアクティベート 
 

Avid編集アプリケーションをディアクティベートするには: 

1. ディアクティベートはアプリケーションから実行できます。各アプリケーショ

ンで、特定のメニューを選択すると、アプリケーション・マネージャーが開き

ます。Media Composerでは、ファイル＞Deactivate Software Licenseをクリックす

ると、アプリケーション・マネージャーが開きます。既にアプリケーション・

マネージャーが起動している場合は、2.に移ってください。 

2. アプリケーション・マネージャーの[ライセンス]タブを開きます。 

3. ディアクティベートしたい製品の[ディアクティベート]をクリックします。ディ

アクティベートした製品は、再度アクティベートすることができます。この場合、

アクティベートに必要な情報は自動的に入力されます。 

 

 

ソフトウェアとオプションをディアクティベートするには、インターネッ

ト接続が必要です 
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  9   アプリケーションの削除 

 

アプリケーション・マネージャー、Media Composer、Pro Toolsの削除は、Windowsで

もMac OS Xでも、通常の方法で行われます。以下では、その方法について説明しま

す。 
 

Mac OS Xにおける Pro Toolsプラグインの削除には、少し異なる手順が必要です。こ

れらのプラグインにはアンインストーラーが付属していないものがあり、間違った方

法で削除すると、製品定義ファイルに問題を引き起こす場合があります（製品定義フ

ァイルについての詳細は、Administrator’s Guideをご参照ください）。製品定義ファイ

ルが残っていると、新しいバージョンをダウンロードしてもアプリケーション・マネ

ージャーがそれを認識できず、アップデートを通知することができなくなります。正

しい手順でプラグインを削除してください。 

 

製品を削除するには 

Windowsでアプリケーションを削除するには、管理者権限でログインしてください。

共有ストレージ環境の場合は、ワークスペースをマウントしてください。 
 

Windowsでアプリケーション・マネージャーを削除するには: 

1. アプリケーション・マネージャー自身を含む、すべてのアプリケーションを終了

します。トレイにアイコンが残っていないことを確認してください。 

2. コントロールパネルを開き、「プログラムと機能」を開きます。リスト

から「Avid Application Manager」を選択し、「アンインストール」をク

リックします。 
 

Mac OS Xでアプリケーション・マネージャーを削除するには: 

1. すべてのアプリケーションを終了します。 

2. Applications/Avid/Uninstallersフォルダーを開きます。 

3. 「Application Manager 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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Pro Toolsプラグインを削除するには 

以下の操作は、システムファイルやコマンドラインの扱いに慣れている方が実行して

ください。 
 

Mac OS Xにソフトウェアをインストールすると、インストーラーパッケージの情報が

システムデータベースに記録されます。 
 

製品定義ファイルには、アプリケーション自身の BundleIDではなく、インストーラー

パッケージの BundleID  (PackageBundleID) が定義されています（両方が定義される場

合もあります） 
 

製品定義ファイルが PackageBundleIDを含んでいる場合、アプリケーション・マネー

ジャーはシステムのデータベースからその記録を検索します。このデータには、イン

ストーラーパッケージのバージョンが記録されています。アプリケーション・マネー

ジャーでは、このバージョンを製品バージョンとして表示します。システムデータベ

ース内に PackageBundleID のデータがある限り、アプリケーション・マネージャーは

製品がインストールされているものと認識し、その名前を[アプリ]タブに表示します。 
 

この情報が間違っている場合、Mac OS Xのシステムデータベースからインストレー

ションパッケージのデータを削除する必要があります。そのためには、以下のコマ

ンドを入力してください。: 

sudo pkgutil -- forget PackageBundleID 
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