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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」の最新バージョン「9.2」をリリース
HDR エディティングをさらに強化し、効率的なワークフローを実現

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 9 の最新バージョン「9.2」をリリースしました。EDIUS 9.2 は、スピード、創造性、柔軟性
を強化した新機能を搭載し、世界各国の放送局で使用されています。この最新バージョンでは、GV
STRATUS ビデオプロダクション＆コンテンツマネジメントシステムとのさらなる連携と、現在注目され
ている HDR 映像を効率良くパワフルに編集するための新機能などが含まれています。
「EDIUS はノンリニアビデオ編集ソフトウェアの業界標準となりましたが、放送業界のトレンドやテクノロ
ジーを見据えた改善を継続的に行っています。10 年以上に渡り蓄積された開発力とアップグレードに
より、他のどの編集ソフトウェアよりも高い解像度、フォーマット、フレームレートをサポートし、業界で最
も汎用性の高い編集ソリューションとして EDIUS の地位を確固たるものにしました。」（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）
EDIUS 9 Version 9.2 の主な新機能










HDR 編集に対応した新しいビデオスコープ（"nits”表示、RGB パレードの追加など）
カラースペースリストの編集機能
カラースペースの追加（ARRI - ALEXA Wide Gamut/Log C ,DJI - D-Gamut/D-Log）
EIZO 4K HDR モニターコントロール * EDIUS ターンキーのみ
Mync の HDR 対応 (プレビュー, ストーリーボード編集, エクスポート)
Canon Cinema RAW Light デコードパフォーマンスの向上
Apple ProRes MXF インポート
Sony VENICE RAW インポート
Matrox IO hardware driver v8 対応

また、EDIUS 9.2 のリリースにあわせて、クラウドへの対応を可能にするフローティングライセンス版を
用意しました。放送局やプロダクションに向けて、短期利用、広域連携、稼働率に応じたスケールアッ
プダウンといった新たなソリューションをご提供します。
EDIUS 9 のユーザーには、9.2 へのマイナーアップデートが無償で提供されます。詳細は、EDIUS の
製品ページ（www.grassvalley.jp）をご覧ください。
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