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Having problems with IC4’s DVD Rom Windows 8 users? 
 
Here’s what you can do to solve the situation:  
 
You need to have administrator rights on your computer to complete the 
installation. On most computers, the installation will start automatically 
when you place the disc into the CD-ROM drive, however if you have not 
changed the compatibility mode of the IC4 software beforehand, the 
installation will not complete successfully. To change the compatibility 
mode: 
 
1. Open the Desktop app, then open the Start menu and click on My 
Computer. 
2. Right-click on the CD-ROM icon (AGU) and choose ‘Open’. 
3. Right-click on the ‘Interchange 4th Edition’ icon and select ‘Properties’. 
4. Go to the second tab ‘Compatibility’, and tick the check-box underneath 
‘Compatibility Mode’.  
5. Select ‘Windows 7’ from the drop-down box underneath the check-box 
6. Select ‘OK’ to save these settings, and then launch the software using 
the ‘Interchange 4th Edition icon. 
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• メニューの下にある「プロパティ」を選択すると、

「Windows_Installerのプロパティ」の画面が開きます。 

• 画面の上にある「互換性」タブをクリックします。「互

換モードでこのプログラムを実行する」をチェックし、

Windows 版のリストから「Windows 7」を選択します。
「OK」ボタンをクリックします。 

• 上記の画面が閉じてから、「IC2 Self-Study, Level 2」のフ
ォルダーにある「Windows_Installer」にダブルクリック
します。 

• 次に「ユーザアカウント制御」の画面が開きます。 
「はい」ボタンをクリックすると、インストーラソフト

が起動します。 

  
• 次の画面はインストール方法の説明画面です。「Next」ボタンをクリックします。 

 
• 次の画面はアプリの保存先の確認画面です。「Default Folder」が自動表示されますので、

「Next」ボタンをクリックします。 

 
• 次の画面はケンブリッジ出版局の一般的なソフトウェア・ライセンス確認画面です。
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ライセンス内容を読んでから、「I accept the terms of the License Agreement」を選択し、
「Install」ボタンをクリックします。 

 
• 次の画面の「Continue」ボタンをクリックします。インストールの状況の画面が開きます。 

   
• 時間かかりますが、しばらく待つと「アプリのインストール」の画面が開きます。

「Install」ボタンをクリックします。 

 
• 次の画面の通り、「ショートカットアイコンをデスクトップに追加」と「インストー

ル後にアプリを起動」のチェックボクスをチェックします。インストール先を変更せ

ず、「続行」ボタンをクリックします。 

 
• 次に、「IC4 Self-Studyアプリ」のライセンス確認画面が開きます。ライセンス内容を
読んでから、「同意する」ボタンをクリックします。インストールが完了すると、「IC4 
Self-Studyアプリ」が自動的に起動します。 
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 もしアプリが起動しない場合、1.が終わってから、下記の 2．を参考にしてください。 

• 「IC4 Self-Studyアプリ」を終了します。「Cambridge Application」のインストールの画
面に「Done」ボタンをクリックします。 

 
• まだインストールされてない場合、「Adobe® Air®」をインストールする必要がありま
す。インストールする必要があれば、「Adobe® Air®」のインストーラーが自動的に開
きます。 

• システムの状況により、次の画面のボタンは「インストール」、「アップデート」また

は「今すぐアップデート」を表示されます。そのボタンをクリックします。 

 
• 「Adobe® Air®」のインストールの終了後、「完了」ボタンをクリックします。 
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• デスクトップで保存された「Interchange Fourth Edition Self Study, Level 2」のショート
カットをダブルクリックします。「IC4 Self-Studyアプリ」が起動します。 

 アプリが起動しない場合、下記の 2．を参考にしてください。 
 
2．「IC4 Self-Studyアプリ」が起動しない場合  
インストールするのは完了したが、「IC4 Self-Studyアプリ」が起動しない、またはエラー
メッセージが表示される場合、アプリはWindows 7互換性モードで扱います。 

• 「Windows 」-「Ｄ」キーを押すと、デスクトップを表示されます。デスクトップに
置いている「Interchange Fourth Edition Self Study, Level 2」のショートカットを右クリ
ックします。開くメニューの下にある「プロパティ」を選択します。 

 
 デスクトップにショートカットを置いてない場合、「Windows 」-「F」キーを押
すと、検索チャームが表示されます。検索バーに「Interchange」（半角ローマ字）
を入力します。チャームメニューの「アプリ」をクリックすると、左側に

「Interchange Fourth Edition･･･」が表示されます。それを右クリックし、画面の下
に「ファイルの場所を開く」をクリックします。開くフォルダーにある「Interchange 
Fourth Edition Self Study, Level 2」を右クリックします。メニューの下にある「プ
ロパティ」を選択します。 

• 画面の上にある「互換性」のタブをクリックします。「互換

モードでこのプログラムを実行する」をクリックし、アプ

リのリストから「Windows 7」を選択します。「OK」ボタン
をクリックします。 

• 画面が閉じてから、「Interchange Fourth Edition Self Study, 
Level 2」のショートカットまたはファイル名をダブるクリ
ックします。「IC4 Self-Studyアプリ」が起動します。 
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