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日付

内容

October 30, 2017

既知の問題をアップデート

v8.9.3 の新機能
新機能についての詳細は、What’s New v8.9.3 をご参照ください。

v8.9.3 の変更点
Mac OS サポート

Mac OS v10.13 追加アップデートをサポートしました。

v8.9.3 の修正項目
以下の項目が修正されました。

➤

Bug Number: MCCET-2091. トラックエフェクトが設定されたオーディオトラックの最
初にフィラーを追加すると、“EXCEPTION:CM_NO_SOURCE”エラーが出ることがあ
る。

➤

Bug Number: MCCET-2093. (Mac) Finder から Avid Projects フォルダーを開いてビンフ
ァイルをダブルクリックしても、ビンが開けない。

➤

Bug Number: EPIC-1856. ドイツ語、スペイン語、イタリア語ロケールを使用すると、
メニューやダイアログの表示が途切れる。これらの言語での表示を調整・改良しまし
た。ダイアログやツールチップについても、同様の調整を施しています。今後のリリ
ースにおいても、これらの言語における表示の調整を続けます。

➤

Bug Number: IPI-1784. 分割された P2 ファイルを Interplay にチェックインすると、デ
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ュレーションが違う。

➤

Bug Number: MCCET-1953. ファストメニューからツールパレットを開いても、そのま
まスムースにドラッグできない。スムースにツールパレットを開けるように、新しい
ツールパレットボタンを追加しました。What’s New v8.9.3 の「ツールパレットアップ
デート」をご参照ください。

➤

Bug Number: MCCET-1912. Avid Nitris DX が接続されていると、プロジェクトウイン
ドウを開くときに遅延が発生する。

➤

Bug Number: MCCET-1869. スクリプトビューやフレームビューのときに、ビンのサム
ネイルがクリアに表示されない。サムネイルの画質が整う前にビンにサムネイルを表
示してしまっていました。ビンメニューに”Faster thumbnails”オプションを追加しまし
た。クリップ数が多いビンでサムネイル表示させるときには、このオプションを有効
にしてください。サムネイルを高画質で見たいときは、このオプションを無効にして
ください。このオプションは、現在選択されているビンに対してのみ有効です。

➤

Bug Number: MCCET-1966. (Avid DNxIO) ソース/レコードモニターが最小化されてい
ると、クライアントモニターが正しく更新されない。

➤

Bug Number: MCCET-2070. タイムワープエフェクトを適用すると、アプリケーション
がハングすることがある。

➤

Bug Number: MCCET-1735. (Avid DNxIO) ソースモニターに D-Track を持つクリップが
読み込まれており、かつ、D-Track のないシークエンスが開かれていると、ソースモ
ニターとレコードモニターを切り替えたときにクライアントモニターがフラッシュす
る。

➤

Bug Number: MCCET-2004. Audio Project 設定の“Allow 16 channel output”が保存されな
い。

➤ Bug Number: MCCET-2047. 3D Matte Key エフェクトを他のクリップからコピーすると、
正しく適用されない。

➤

Bug Number: MCCET-2020. Link 設定で”レガシーXDCAM インポートを有効にする”と”
レガシーP2 インポートを有効にする”が有効になっていると、XDCAM メディアがイ
ンポートできなくなる。
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➤

Bug Number: MCDEV-8421. Media Composer v8.9.3 と Media Indexer v3.8.1 だと、チェッ
クアウトに時間がかかるようになる（25-30 秒）。

➤

Bug Number: DAMAN-1927. (Mac) Canon AMA プラグインをインストールすると、ア
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プリケーションがクラッシュすることがある。プラグインを削除してください。

➤

Bug Number: MCDEV-8397 メディアをソース/レコードモニターに読み込むと、”STD
Exception”エラーが出ることがある。
回避方法: Video Display 設定の”Dual Copy Engine”オプションを無効にしてください。
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