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グラスバレー ノンリニアビデオ編集ソフトウェア「EDIUS 9」を発売 

HDRエディティングの強化とフローティングライセンスのサポートなど 

 
 

グラスバレー株式会社（代表取締役：北山二郎、本社：兵庫県神戸市）は、ノンリニアビデオ編集ソフト

ウェア EDIUS の最新バージョン「EDIUS 9」を発売します。 EDIUS は、4Kや HDRを含む、多彩なフ

ァイルフォーマットと解像度のリアルタイム編集をサポートしたプロフェッショナル向け映像編集ソフトウ

ェアで、世界各国で使用されています。 

EDIUS Pro 9 は 2017年 11月上旬、 EDIUS Workgroup 9 を搭載したターンキー製品は 2018年 4

月以降に出荷を開始する予定です。 

 

クラウドに対応した業務用のフローティングライセンスパッケージは、放送局や学校などの大規模な施

設向けに設計されており、必要となる端末すべてに EDIUSをインストールし、その中でライセンス台数

分の EDIUSを同時に使用することが可能です。また、フローティングライセンスにより、クラウドプラッ

トフォームのマシン上で EDIUS 9を使った編集が可能となります。ライセンスは管理ソフトウェアによっ

て集中管理し、必要に応じて追加することができます。 

 

EDIUS 9 新機能 

 

 4Kを含むさまざまな HDR、Log素材のリアルタイムネイティブ編集 

 プロジェクト単位のカラースペース設定による SDR/HDRの混在編集 

 放送局、および Web用の HDRメタ付加ファイルエクスポート 

 各社カメラメーカーに加え、ドローンやスマートフォン素材のネイティブ編集 

 Canon EOS C200 "Cinema RAW Light" と静止画 RAW ファイルのデコード 

 カスタマーからのフィードバックをもとに改良されたユーザーインターフェイス 

 Mync（メディア管理ソフトウェア）に強力なメタスマートサーチ機能を追加 

 

「多くのユーザーが長年 EDIUSを利用しており、より良いソフトウェアにするためのフィードバックを常

に提供してくれています。ライセンス構造の簡素化、フォーマットサポートの強化、ダウンロード・インス

トールの高速化など、EDIUSはエディターにとって必要不可欠なソフトウェアとなりました。私たちは、

EDIUSがさまざまなコンテンツ制作に使用されているのを嬉しく思います。」（グラスバレー株式会社 

Editing Systems バイスプレジデント&ジェネラルマネージャー 竹内克志談） 
 

フローティングライセンスパッケージの開始は 2018年 4月に予定されています。2017年 9月 1日以

降に EDIUS  Pro 8をご購入いただき、所定のお申し込み手続きをされたお客様には、EDIUS Pro 9



 

へ無償にてアップグレードさせていただきます。詳細につきましては、www.grassvalley.jpの EDIUS 9 

製品ページで公開予定です。 
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For information about Grass Valley solutions and services, please visit grassvalley.com. 
 

Join the conversation at GrassValleyLive:    

 
About Grass Valley  

Grass Valley is focused on empowering customers to create, control and connect content 

wherever, however and whenever it is consumed. In this ever-changing media landscape, 

content remains the most important element. Many of our customers are faced with the need to 

create and support new workflows while continuing to operate their legacy workflows, 

simultaneously broadcasting through traditional channels, Over-The-Top platforms, and Video-

On-Demand as well as to tablets, PCs, and mobile devices.  

 

We provide the innovative tools and expertise to help customers improve the efficiency of their 

operations while telling better stories to attract and keep viewers. With Grass Valley's integrated 

solutions that enable flexibility, efficiency, cost-effectiveness, quality and scalability, 

broadcasters and content creators have what they need to sustain their businesses. 

Headquartered in Montreal, Grass Valley has been in the broadcast business for nearly 60 

years and is part of St. Louis-based Belden Inc. For more information, visit www.belden.com. 
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