
Wholehog v3.1.6 Release Notes
Version: 3.1.6 (2773) May  27, 2010

Wholehog 3 Console and Rack Mount, Hog 3 PC, Road Hog Full Boar, Hog iPC, Road Hog

バージョン3.1.6 b2773は、バグフィックス、機能強化とシステム全体の安定性を含む全てのWholehog 
Consolesのためのソフトウェアアップデートです。

Feature Updates
New Back Time Option
Backキー機能に対し、フェードタイムを設定できます。この機能は、x1キー操作で、手前のCueへ戻す
機能で、Cuelist Optionウインドウで機能を選択します。その際のフェードタイムもCuelist Optionウイ
ンドウ内で設定します。以前は、Cueを手前に戻す為にはHaltキーによるx2操作が必要でした。

Mark Cues
Mark Cueコラムの編集で、Mark Cueのタイムを指定することができます。
フェードタイムを参照したMark Cueの実行機能も継続されています。

Cuelist Optionウインドウには、新たにCueを
レコードする際のMark Cueの実行タイプを
FadeかTimeかの選択が追加されました。

オプションを設定したCuelistへ新たなCueを
レコードすると、デフォルトでMark Cue の
実行タイムが、2秒で設定されます。
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Version 3.1.6 b2773 is a software update for all Wholehog Consoles that contains bug fixes, 
enhancements, and overall increased stability. 
 

Feature Updates 
 
New Back Time Option 
Users now have the option to “Use Fade Time” when using the back key. Enabling this option in 
the cuelist options window will fade the list to the previous cue using the fade time of that cue as 
apposed to using the cuelist’s assigned back time. This feature was previously only available 
with halt. 
 
Mark Cues 
Users now have the option to mark cues using a specified time which can be edited in the mark 
column. The option to use the fade time of the marked cue is also still available. 
 

 

 
 
The cuelist options window has also 
been updated to allow users to mark 
newly recorded cues using either the 
fade or time option described above. 
When “mark time new cues” is 
selected then newly record cues in 
that cuelist will be marked with a 2s 
time by default. 
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Show Merge
Show Merge ウィザードから、<Select All>, <Select All Missing>, <Deselect All Missing>を削除しまし
た。理由は、ユーザが何気なく実行する、ショーファイルの制限を超えたFixture TypeのMergeにより、
以前と同じ問題がShow Merge実行後に発生するのを防ぐ為で、現在のショーファイルにFixture Typeを
追加する場合は、必要なFixture Typeのみを選択しMergeすることを推奨します。

Wholehog v3.1.6 (Build 2773) Bug Fixes
Bug #5235 : デフォルトのHighlightで、XspotがOpen Whiteされない。
Bug #11196 : いくつかの灯体をProgrammer上でTouchした後、Cueの実行後、いくつかの灯体の
  　Output値に変化があった。
Bug #13285 : Networkで、Showのバックアップを構築している状態で、他のショーを起動させよう
  とするとクラッシュします。
Bug #13315 : ヘルプウインドウの左側をスクロールしようとすると、クラッシュする。
Bug #13344 : 特定のケースにおいて、Mark Cueの手前のCueを実行で、DPがクラッシュする。
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Show Merge 
The [select all], [select all missing], and [deselect all missing] buttons have been removed from 
the merge types section of the show merge wizard to prevent users from casually merging in 
more fixture types than show files have the capacity for which previously led to problems with 
subsequent show merges. Users are encouraged to pick and choose only the fixture types they 
need merged into their current show. 
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Support #13356:Full Boarは、ATI 2400 Rev8 Series 500をサポートします。
Bug #13364 : Auto Backup中に、Showデータが損失する可能性がある。
Bug #13365 : Show Mergeは、Showデータの構成を破壊する恐れがある。
Bug #13404 : Follow CueのWait Timeが0秒の場合、Cueが実行されない場合がある。
Bug #13411 : E1.31を使用する場合、マルチキャストを使用する必要がある。
Feature #13413: Mark Cellは、Override Timeが設定可能です。
Bug #13428 : "Don't Ask me again"チェックボックスを選択後、コンソールがクラッシュする。
Bug #13430 : Start-up MacroをMacro実行前のタイミングでキャンセルできない。
Bug #13448 : Fanning Delayを使用しているCueが含めれているCuelistとともに、複数のCuelistを
  　実行した場合、実行タイミングに問題が発生する。
Bug #13449 : デフォルトのCuelist Timeを使用している場合、Effect Track Offを実行しても
  　Effectがリリースされない。
Bug #13490 : Highlight Paletteが含まれているShowファイルは、コンソールをクラッシュする。
Bug #13500 : Persist Override設定のCuelistは、他のLTP設定のCuelistの最初のCueに0秒で実行が
  　移行してしまう。
Bug #13533 : HOG3上でShow Mergeすると、Showデータのアーカイブエラーが発生します。
Bug #13540 : Intensity PaletteのUpdateで、Delayの完了の前にFadeが開始されてしまう原因になる。
Bug #13541 : エンコーダーによるOffset値が含まれたColor PaletteのUpdateが、クロスフェードを
  　設定値早く完了してしまう原因となる。
Bug #13547 : Cuelistのオプション設定が、IPCB FaderのManualに設定されているCuelistへUpdate
  　やMergeした場合、いきなりフルでCueがステージアウトプットされる。
Bug #13549 : CuelistオプションでIPCB fader及びManualに設定されているCuelistで、リリース側の
  　Cueに対しMergeした場合、ステージアウトプット値がリリースされてしまう。
Bug #13552 : Cueを逆順指定し新たなMasterへCopyした場合、新たにCue0としてCopyされ、
  　さらに最初の2つのCueが指定とは逆順にCopyされてしまう。
Bug #13581 : Setup > Show内の"check integrity"を実行することで、コンソールがクラッシュする
  　場合があります。
Bug #13562 : Chase設定されているCuelistあるいは、通常のCuelist、実行中にCuelistオプション 
  　の”Release on Other Go”に設定した場合、他のCuelistの実行でそのCuelist
  　は、Releaseされません。
Bug #13572 : Cuelsit Optionウインドウの”Cuelist Cuelsit Rate"値が正確に表示されない。
 Bug #13573 : CuelistをChaseに切り替えた後、Cuelist Optionウインドウの、Cuelsit Rate 値と
  　Effect Rate 値が正しく表示されない。
Bug #13576 : Follow + Time が実行されない：通常のFollowとして機能してしまう。
 


