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v8.6.1 で修正された項目 をアップデート
インストール時の問題についてを追加

インストール時の問題について
(MCDEV-5974) (Mac) Mac OS v10.11.x にアプリケーションをインストールすると、
インストールの認証の工程に時間がかかる。この問題が起きた場合、以下を実行
してください。:
インストーラーの認証の問題を回避するには:

1. dmg を解凍してできたボリュームアイコンを選択して Command + I を押します。
2. ウインドウの右下にある鍵のアイコンをクリックします。
3. 「このボリューム上の所有権を無視」のチェックを外します。

v8.6.1 での変更点
Media Composer v8.6.1 での変更点です。
XDCAM プラグイン

Media Composer v8.6.1 で XDCAM を扱う場合は、新しいバージョンのプラグイン
「Sony-XDCAM 3.5100.0.398」が必要です。Sony ウェブサイトからダウンロード
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してください。 http://www.sonycreativesoftware.com/download/pdzk-ma2.

正しいバージョンをインストールしないと、警告メッセージが表示されます。Mac
システムではメッセージは表示されません。
.avs の保存

これまでは、ユーザー、プロジェクト、サイトの各設定は.avs と.xml で保存されて
いました。今後は.avs ファイルは保存しません。

v8.6.1 での修正項目
以下の項目は修正されました。
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➤

Bug Number: MCDEV-5520. (Mac OS v10.11.x) バッチインポートおよびリリンク
ダイアログのウインドウにタイトルバーが表示されず、探しているファイルの
ファイル名が分かりにくい。

➤

Bug Number: MCCET-1337. Avid Artist DNxIO で、In 点からデジタルカットを実
行すると間違った LTC が出力される。

➤

Bug Number: MCCET-377. カラーコレクションを適用すると“Track <number> not
found” エラーが表示される。

➤

Bug Number: MCCET-1262. Interplay からチェックアウトされたシークエンスを読
み込むと“Exception: Sequence refers to non-existent track in clip” エラーが表示される。

➤

Bug Number: MCCET-1286. Interplay にログインしていると、ツール＞バックグ
ラウンドサービスを選ぶとき、バックグラウンドサービスがグレイアウトして
いる。

➤

Bug Number: MCCET-1244. Timecode Burn-in エフェクトの Appearance>Text の“Use
Text Outline” オプションが動作しない。“Outline Weight”オプションを追加しまし
た。アウトラインの太さを調整できます。

➤

Bug Number: MCCET-596. 日本語 OS を使用していると、バッチキャプチャ
ーの残り時間が表示されない。

➤

Bug Number: MCCET-1347. Interplay ウインドウから、収録中のクリップを
Ctrl+ドラッグできてしまう。この動作は不可になりました。

➤

Bug Number: MCCET-1348. 収録中のクリップを複製すると、必要のない
“Duplicated” エラーメッセージが表示される。

➤

Bug Number: MCCET-1239. セグメントモード（リフト/オーバーライト）で
Ctl+Alt でオーディオクリップを移動するとオーディオクリップが思った位置に移
動できない。

➤ Bug Number: MCCET-1271.NewsCutter が iNEWS ストーリー中のイタリック（斜体）
フォント部分を削除してしまう。

➤

Bug Number: MCCET-1240. h.264 2.0mbps と h.264 0.8mbp にトランスコードさ
れたクリップの画質を比較すると、h.264 0.8mbp の方が良くなる場合がある。

➤

Bug Number: MCDEV-5596. ソースブラウザをフレームビューにして、オーデ
ィオのみのクリップに対して数字キー（1,2,3,4）を押すと、オーディオクリッ
プのアイコンが乱れる。

➤

Bug Number: MCDEV-5457. 大量のビンがあると、クイックトランジションダイア
ログボックスを開くのに時間がかかるようになる。この問題を避けるため、Media
Composer はプロジェクトルートに「Quick Transition」と名付けられたビンだけを
探すように変更しました。「Quick Transition」ビンをサブフォルダーに置かないよ
うにしてください。

➤

Bug Number: MCDEV-5681. 複雑なシークエンスで選択＞Offline Clips を選択
すると、すべてのオフラインクリップを選択しきれないことがある。

➤

Bug Number: MCDEV-5152. ある特定のプロジェクトタイプにおいて、ソースブ
ラウザのウインドウ幅を小さくし過ぎると、すべてのリンクオプションが表示し
きれないことがある。ソースブラウザをタブウインドウにし、サイズが小さいと
きにはスクロールバーが出るようにしました。

➤

Bug Number: MCDEV-5751.ソースブラウザでルートディレクトリを折りたたん
だ状態で Home ボタンを選択すると、ホームディレクトリが表示されない。

➤

Bug Number: MCDEV-5605. Nitris DX で Media Cache を有効にしていると、1/4 再
生時にビデオが動かない。

➤

Bug Number: MCDEV-5280. Waves IR1 Reverb プラグインを適用したクリップが含
まれたトラックにオーディオキーフレームを追加すると、Waves プラグインがクラ
ッシュする。

➤

Bug Number: MCCET-1294. エフェクトが適用されたステレオオーディオを含む
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シークエンスを List Tool でプレビューすると“Assertion Failed” エラーが出る。

➤

Bug Number: MCCET-1357. 検索のデフォルト設定がサイト設定として保存でき
ない。

➤

Bug Number: MCDEV-5932. リンクされた OP1A MXF ファイルにエフェクトを
適用してトランスコードすると、システムがクラッシュする。

➤

Bug Number: MCDEV-5875. LMCorrect2 オーディオプラグインを使用すると
“Assertion failed”エラーが出ることがある。

➤

Bug Number: MCDEV-5759. AudioSuite エフェクトをネストすると、オーディ
オ EQ を適用した後ではネストを開くことができなくなる。

➤

Bug Number: MCDEV-5758. タイムライン上の複数のセグメントに対して
AudioSuite エフェクトを適用できない。

➤

Bug Number: MCDEV-5765. 2 つ以上のエフェクトがネストされている場合
でも、レンダリング時に 1 つのエフェクトしかレンダリングされない。

➤

Bug Number: MCDEV-5150. テンキーの Enter キーを使うと、ソースブラウザのパ
ンくずリストにファイルパスをコピー＆ペーストできない。

➤

Bug Number: MCDEV-5760. ソースブラウザ内で、ファイルが数字順に並んで表
示されない。

➤

Bug Number: MCDEV-5805. ソースブラウザからソースモニターへ素材をドラッ
グし、その後ビンやタイムラインに素材をドラッグすると、“Color
transformation”設定と“proxy quality”設定が無視される。

➤ Bug Number: MCDEV-5553. 新しいボリュームをマウントすると、ソースブラウザ
のインポート先となるターゲットドライブが Media Creation 設定を無視してリセ
ットされ、リスト中の最初のドライブに設定されてしまう。
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Legal Notices

Legal Notices
Product specifications are subject to change without notice and do not represent a commitment on the part of Avid
Technology, Inc.
The software described in this document is furnished under a license agreement. You can obtain a copy of that license
by visiting Avid's Web site at www.avid.com. The terms of that license are also available in the product in the same
directory as the software. The software may not be reverse assembled and may be used or copied only in accordance with
the terms of the license agreement. It is against the law to copy the software on any medium except as specifically
allowed in the license agreement.
No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and recording, for any purpose without the express written permission of Avid Technology, Inc.
Copyright © 2014 Avid Technology, Inc. and its licensors. All rights reserved.
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.
This product may be protected by one or more U.S. and non-U.S patents. Details are available at
www.avid.com/patents.

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/legalnotices/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 Media Composer ReadMe • Created 7/28/16

5

