株式会社 フェアライトジャパン
Technical Support Team
Tel 03-5432-4151

平成26年1月24日

Dream II Release Notes for Xstream, Xynergi

(Version 4.1.13 ~ Version 4.1.24)

Version v4.1.24 (Release Version)

New Feature
新たな機能

1. Optionally use embedded iXML channels names for the corresponding clipnames.
To Enable : Setup → General Preferences → Options.
Turn on "iXML → Import and Display"
Use regedit to modify : [HKEY_CURRENT_USER\Software\FairlightAU\Dream II\Global
Setup\useiXMLForPolyClipnames] set it to 1.
1. 一致するClipnamesに対して、選択的にiXML channels 名前を代用できる機能。
設定方法 : Setup → General Preferences → Optionsで
"iXML → Import and Display"を活かす。
レジストリを修正を利用する方法 : [HKEY_CURRENT_USER\Software\FairlightAU\
Dream II\GlobalSetup\useiXMLForPolyClipnames]を「１」に変更。
1.
2.
3.
4.

Incorrect calling of Shift-Control-U screen fixed.
LIVE + Bus names not storing correctly.
VCA mapping now working on Xstream.
Resolved missing StudioCoreHD DLL update.

1.
2.
3.
4.

Ctrl+Shift+Uで出るUtility menuの呼び出し不具合を修正。
ライブ及びバストラックの名前が正確にセーブできなかった不具合を修正。
XstreamでVCA mapping機能が効くように修正。
StudioCoreHD DLL アップデートができないことを修正。

Bug Fix
バグ修正

Improvement
改善

1. Improved iCan Layout memory usage.
1. iCan レイアウトのメモリ使用を改善。

Version v4.1.21 (Release Version)
1. NEW 36sx core V1.0.18/1.0.19 LTC fix, no longer drops frames.
2. Fix so that it worked if you typed the monitor number for the Mixer Screen instead of
choosing the number in the list.
3. #820654: previously Decklink output was reset at each undo and redo operation.
Bug Fix
バグ修正

1. 新商品であるSX36のバージョン1.0.18/1.0.19においてLTCを修正し、ドロップフレームが
発生しないように修正。
2. Mixer画面において目録からの選択だけではなく、直接にモニター番号を打って選択でき
るように修正。
3. Undo及びRedoのコマンドでDecklinkのアウトプット設定がresetされる(#820654)不具合を
修正。
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Version v4.1.20 (Release Version)
Bug Fix
バグ修正

1. Resolved high iCan Memory Use.
1. iCan機能の高いメモリ使用を修正。

Version v4.1.19 (Release Version)
1. rare race condition fixed associated with changing sample rate fixed.
2. #820643: Switching workspaces did not change video resolution, and adding a video
project to an existing project did not associate a video resolution to the project.
3. #820645: small clicks at the end of fades with 96k files played in 48k projects.
Bug Fix
バグ修正

Improvement
改善

1. サンプルレートの値が固定的に変わるとそれでたまに発生するチェイス上の不具合を
修正。
2. ワークスペースの切り替えはビデオ解像度を変更せず、既存のプロジェットに追加される
ビデオプロジェットのビデオ解像度にも影響がない(#820643)不具合を修正。
3. Sample rateが48KHzに設定されたプロジェットにおいて、96KHzのファイルにかけたフェー
ドでクリックノイズが発生する不具合(#820645)を修正。
1. Corrected the MTC alignment display message. Previously correctly received MTC
displayed a -9ms alignment error.
2. Xynergi Gen2 - further QWERTY layout additions.
1. MTC同期メッセジーの表記を修正。以前正確にMTCの信号を受けても「-9ms alignment
error」と表示される不具合を修正。
2. Xynergi Gen2にQWERTYキーボードレイアウトを追加。

Version v4.1.18 (Release Version)
New Feature
新たな機能

Bug Fix
バグ修正

1. Select clips directly from ClipView.
1. Clipviewから直接にClipの選択ができる機能。
1. Fix for Xynergi Gen2 Name Clip.
1. Xynergi Gen2 Name Clipを修正。

Version v4.1.17 (Release Version)

Bug Fix
バグ修正

1. #820636: Thomson XML import failed to load.
2. Profiles were not deleted fast enough, leading to too much profile data.
3. Xynergi Gen2 fixes and Pad additions.
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Bug Fix
バグ修正

1. Thomson XMLをimportする際に、呼び出しができない不具合(#820636)を修正。
2. profile dataの容量が大きすぎて、削除が遅かった不具合を修正。
3. Xynergi Gen2修正とPad機能の追加。

Version v4.1.16 (Release Version)

Bug Fix
バグ修正

1. BLUE + Unlink previously cleared any custom bus format information from the link
group, meaning that saving and re-loading a project with a link group formatted as a
5.1 SMPTE group would not reload correctly. BLUE + Unlink would also incorrectly
reset the Spread control.
2. VST plugins with irregular inputs vs outputs (e.g. UpMix plugins) are now bypassed
correctly. These would previously incorrectly follow the native plugin channel order,
rather than the channel/bus stem order. A new option has been added to the Audio
Plugins preference page to disable this automatic channel remapping for compatibility.
However, since this was previously functionally incorrect, it is recommended that this
option is enabled going forwards and is enabled by default.
1. BLUE + Unlinkのコマンドで使用者が設定しておいたバスフォマットが削除される不具合
を修正。この不具合で、SMPTE 5.1設定のプロジェットにおいて呼び出しが正しくできない
とかPanningのSpread controlが崩れる不具合が発生した。
2. インプットに対してアウトプットが設定が通常ではない特別なVST pluginsにおいて(例え
UpMix pluginsなど)バイパスができるように修正。以前は使用者がチャンネル及びバスを
設定しても、元々pluginが持っていたチャンネル順番や信号経路を従った。それを新たな
オプションの設定によって自動的にチャンネルremappingされることが解除できるようにし、
互換性を保った。元々システム上の不具合であるため、そのオプションをデフォルト設定
として活かすことを勧める。

Improvement
改善

1. QWERTY keyboard number keys select the correct track, even when there is no
video track.
2. Xynergi.net improvements.
1. ビデオトラックがない時にも、QWERTYキーボードの数字キーでトラック選択が正しく
できるように修正。
2. Xynergi.netの改善。

Version v4.1.15 (Release Version)
1. previously AIFF files were very slow to drag and drop onto the timeline.
2. Fix an issue that previously crashed system when some prores quicktime files were
dropped on timeline.
3. Xynergi.net name path integration when running original Xynergi macros.
Bug Fix
バグ修正

1. AIFFファイルをタイムラインに乗せる際に、ドラッグ及びドロップの操作が遅かった不具合
を修正。
2. 一部のProres CodecのQuicktimeファイルがタイムラインにドロップされる際に、発生した
システムとのクラッシューを修正。
3. 元のXynergi macrosが実行されている際、Xynergi.net name pathを統合するように修正。

3

Copyright © Fairlight Japan

株式会社 フェアライトジャパン
Technical Support Team
Tel 03-5432-4151

Version v4.1.14 (Release Version)
New Feature
新たな機能

1. Includes v2.5.1.10 of the DMD AAF plugin.
1. DMD AAF pluginのバージョン2.5.1.10がを含まれている。
1. If you are running Dream II on a different monitor than the primary monitor, the
Audiobase list window may have appeared in the incorrect place.
2. Reading the audio playhead less than one sample after a locate returned a stale
position. Affected the EDL conform tool.
3. #820614: random intermittent errors during EDL conform.

Bug Fix
バグ修正

1. メインモニターと別のモニターでDream II実行している場合、Audiobaseのリスト画面が
時々違う位置から現れる不具合を修正。
2. オーディオプレイヘッドが１サンプル以下を読み込む時EDLツールの影響を受けてしまい、
プレイヘッド位置がもとに戻る不具合を修正。
3. EDLに従って操作する際に、継続的に発生するランダムエラー(#820614)を修正。
1.
2.
3.
4.
Improvement
改善

Decklink 8.0 or higher drivers required for -PRO2 option.
#820610: AAF is now not installed buy default, but only if checkbox is ticked.
Xynergi.net PAD improvements.
Better Xynergi.net Language support.

1. -PRO2のオプションのため、Decklink8.0以上のドライバーが必要となる。
2. AFFオプションは、購入の際基本オプションとして含まれていないが、チェックボッスには
ただ表示されている(#820610)不具合を修正。
3. Xynergi.netのPADを改善。
4. Xynergi.netの言語サーポートを改善。

Version v4.1.13 (Release Version)
Improvement
改善

1. iCan TrackSwap function is now atomic and source menu independent.
1. iCan TrackSwapの機能がほぼなくなり、ソースメニューは独立になった。
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