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Wholehog v3.1.8 リリースノート
Ver.3.1.8(2901) 2011 年 1 月 24 日リリース
Wholehog3,Hog3PC,Road Hog Full Boar,Hog iPC,Road Hog
Ver.3.1.9 b2946 は、WindowsVista と Windows7 の 64bit バージョンのサポートや DP8000 の重要なバ
グフィックスを含んだすべての WholeHog コンソールの為のソフトウエアーアップデートです。

Dp8000 の重要なバグフィックス
こ の ソ フ ト ウ ェ ア ア ッ プ デ ー ト は DP が マ ル チ キ ャ ス ト ネ ッ ト ワ ー ク ト ラ フ ィ ッ ク が DMX
Processor8000 のフィクチャーリンクネットワークに他のマシンによって供給されていた、内部のソフト
ウェア WachDog によって強制リセット又は、ソフトリセットしていた場合は、ショー操作の間、DMX
Processor8000 の不要な再イメージに関連する重要な DMX Processor8000 バグを修正が有ります。

注意：DMX プロセッサー8000 は、ソフトウエアーアップデート処理中にネットワーク起動する様に成
っています。

新機能＆強化
Windows 7 と Windows Vista の 64bit バージョンのドライバサポート
Hog3PC は現在 Windows 7 と Windows Vista 64 ビット・オペレーティングシステムと完全に互換性を
持ちます。また、Flying Pig USB デバイスの 64 ビットドライバーが含まれます。single dmx widgets,
timecode widgets, super-widgets, mini-wings, x-wing のドライバです。

注意：Hog3PC は、Windows XP 64 ビット OS は、互換性の問題でサポートされません。
注意：フロントパネルドライバーの変更で、RoadHog と FullBoar に関してマウスをクリックする事に
よって始動アニメーションを回避する事が出来ません！始動アニメーションを回避したいときは、タッ
チスクリーンをタップして下さい。

Hog3PC インストーラから ELO のタッチスクリーンドライバを削除しました。
各 Windows OS 用の最新の ELO のタッチパネルのドライバを取得する為、Hog3PC インストーラから
の ELO タッチパネルドライバを削除しまた。代わりに、ユーザーが最新版をダウンロードできるように
ELOTOUCH のウェブサイトへのリンクを追加し、最新のドライバをインストールする事が出来るよう
にしました。

Wholehog v3.1.8(Build 2901) バグフィックス
Bug #13905 マニアル X フェーダーでオフバリューが正しく解放されない。
Bug #14159 ビューをリプレイスする時に Multi-add は出来ない。
Bug #14214 Show ファイル破損の為、新しいパレットにレコード出来ない。
Bug #14262 エディットを終了するとプログラマーに替わってしまう。
Bug #14264 TRI テスト Show ファイルのレコーディングシーンエラー
Bug #14273 Show ファイルに NewView をレコーディングするとエラーに成ります。
Bug #14330 均一なパレットが存在しない時、36 枚のパレットの修正をチェックしてください。
Bug #14392

Need to treat MIDI Note On with zero velocity same as Note Off。

Bug #14416

inhibitive sub-master の設定を変更するとクラッシュします。

Futer #14419 64bit ドライバーサポート。
Bug #14490 壊れた Show ファイルでフィクチャーエラー繰り返します。
Bug #14507

Hog3PC 上の誤ったの タッチスクリーン校正項目

Bug #14532 静的 IP アドレスにセットされた後に DP8k から FixtureLink の DHCP リクエストが来る。
Bug #14558 Hog3PC のインストローラーから ELO ドライバーを削除
Bug #14562 特定の Show マージは、壊れます。
Bug #14565

A7N8X-VM/400 マザーiPC が Ver.3.1.8 にアップデート出来ない。

Bug #14582

3.1.8 と 3.2.0 ショーファイルの互換性を追加します。

Bug #14584 常に初めてのリストが掲載されないコメントマクロが再生されます
Bug #14598

Launcher は、ディレクトリを参照しようとしたときに Show ファイルを介在してクラッ

シュする
Bug #14600 新しい Types を加える時、
未使用の Types の未使用の Id オブジェクトを再利用しません。
Bug #14625 エフェクトオフセットエンコーダを回している時 next/back キーを打つと動かなくなる。
Bug #14631 自動生成されたパレットは、
（ライブラリの問題）ログオン/オフ後に壊れます。
Bug #14697 DP8000 を交換すると WatchDog がタイムアウトする。
Bug #14699

Intellaspot-XT1 の Gobo1&2 はオフセットを持つべきではない。

Bug #14700 Show におけるデフォルトエフェクトは、使えません。(ライブラリの問題)
Bug #14703 RoadHog/FullBoar のフロントパネルドライバーがコントロールパネルで Ver レポートし
ない

