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Olympus Stream 2.3 リリースノート 

リリース 
ノート 

項⽬ 内容 

R-2288 MIX 光源を使⽤してハレーショ
ンを除去 

OLYMPUS Stream では、MIX 光源を使⽤してハレーションを除去す
るオプションを提供します。[カメラコントロール]ツールウィンドウ には、この
ためのクイックアクセスエリアがあります。 
ソフトウェアは、画像を MIX 光源セグメントの異なる回転⾓度で取得
し、輝度の投影の最⼩値、最⼤値および平均値を計算します。この⽅
法で画像のハレーションを減少させます。 

 画像取得機能付き Stream パッケージ全て および適正設定された
MIX 光源 

R-2280 MIX 光源を使⽤する画像取
得プロセス  

OLYMPUS Stream では、MIX 光源を使⽤して、画像スタックを取得
することが出来ます。ユーザーは、[プロセスマネージャー]ツールウィンドウ
上で、新しい⾃動プロセスを選択し、MIX 光源のセグメント、明るさおよ
びステップサイズを定義することが出来ます。 
画像スタックは、投影のようなタイムスタックで利⽤出来る機能であれば、
どの機能でも処理することが出来ます。 

 OLYMPUS Stream Motion および Enterprise ⽤。 
ソルーションの"⾃動”を使⽤して、OLYMPUS Stream Basic およ
び Essentials に追加可能。 

R-2337 データベース: サーチ機能の拡
張 

データベースは以下に対応します。 
* ⼦レコードのフィールドに基づいた 親レコードのサーチ(ペアレントサーチ)
* 同じ親レコードを持つレコードのサーチ(シブリングサーチ) 
* 同じレコード内の、正しいサーチ条件の組み合わせ(AND+オペレータ)
* サーチ結果の⼀覧表に親レコード名を表⽰(オプション） 

 Workgroup および Enterprise データベースソルーション
(Stream Enterprise に含む) 

R-2292 セキュアファイルレポジトリ: 
Windows Server2016 に
対応 

OLYMPUS Stream [セキュアファイルレポジトリ(SFR)]を Windows 
Server 2016 にインストール出来るようになりました。 

 Olympus Stream SFR は Stream Enterprise のみに対応 
R-2291 Oracle12 に対応 OLYMPUS Stream Enterprise では、Oracle12 上でデータベース

を作成出来るようになりました。 
 Stream Enterprise および Enterprise データベースソリューショ

ン  
R-2290 Microsoft SQL Server 

2016 に対応 
OLYMPUS Stream では、Microsoft SQL Server2016 上でデー
タベースを作成出来るようになりました。 
セットアップ DVD には、SQL Server 2012 が含まれています。 

 Stream Enterprise および Enterprise データベースソリューショ
ン 
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リリース 
ノート 

項⽬ 内容 

R-2346 OLYMPUS Stream で DP 
カメラの同時使⽤ 

OLYMPUS Stream で、複数の DP カメラを同時に使⽤出来るように
なりました。 
１台のデバイス構成で、同時使⽤。 ([カメラコントロール]ツールウィンド
ウでカメラを切り替える): 
１台のデバイス構成で、順次使⽤。 (デバイスリストの変更が必要、 
Stream の再起動は不要): 
異なるデバイス構成で、DPx#1 と DPx#2 が順次使⽤可能。 

 画像取得機能付き Stream パッケージ全て 
R-2293 粒度解析(計数法): 第２フェ

ーズの⾯積の割合 
マテリアルソリューション [粒度解析(計数法)]では、粒度のサイズに加
え、第 2 フェーズの⾯積の割合を決定出来るようになりました。 (なまし 
鉄合⾦を正常化するため) 

 ソリューション [粒度解析(計数法)] 

R-2340 BX53M: デバイスリストで、⼿
動落射ランプ/LED に対応 

顕微鏡本体 BX53M のデバイスリストで、以下の⼿動落射ランプ/LED
に対応可能になりました。 
* ⼿動落射⽔銀ランプ (U-HGLGPS) 
* ⼿動落射 LED (BX3M-PSLED) 
ランプの設定は、[デバイス設定の確認・復元] 機能で 設定出来ます。

 画像取得機能付き Stream パッケージ全て 
R-2339 ステージコントローラ対応の終

了 
OLYMPUS Stream 2.3 では、以下のステージコントローラへの対応が
終了となりました。 
- Ludl Mac 5000 
- ITK Corcus 
- 中央精器 QT-CM2. 
注: 現在インストールされている Stream を 2.3 バージョンにアップデート
する際は、上記のステージコントローラは使⽤出来なくなります。  

 OLYMPUS Stream Motion および Enterprise に影響。 
ソルーション"⾃動"を使⽤する OLYMPUS Stream Basic および
Essentials にも影響。  

R-2338 カメラ対応の終了 OLYMPUS Stream 2.3 では、以下のカメラへの対応が終了となりまし
た。 
- Altra20, SC20 
- ColorView I/II/III/IIIu, FView, CC12 
- DP20, DP25, DP70, DP71 
- Jenoptik C3/CT3/C5. 
注: 現在インストールされている Stream を 2.3 バージョンにアップデート
する際は、上記のカメラは使⽤出来なくなります。 

 画像取得機能付き Stream パッケージ全てに影響。 
R-2332 BX53M/MX63: 観察法で

ライトマネージャーが使⽤可能 
BX53M および MX63 の観察法で、ライトマネージャーが使⽤出来るよ
うになりました。 
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 画像取得機能付き Stream パッケージ全て 
 

リリース 
ノート 

項⽬ 内容 

R-2311 デバイス依存のホワイトバラン
スのデフォルト設定を変更 

[デバイス設定]および [画像取得設定]の、デバイスに依存するホワイト
バランスのデフォルト設定を[無効] に変更しました (対応するチェックボッ
クスは選択されていません)。 この変更は、マーケットからのフィードバックを
反映したものです。よって、倍率や観察法を変更しても、新しいホワイトバ
ランスを実⾏する必要はありません。 

 画像取得機能付き Stream パッケージ全て 
R-2299 BX53M/GX53: ⼿動 

BF/DF ミラーターレット 
⼯業⽤顕微鏡本体 BX53M および GX53 の [デバイスリスト] ダイアロ
グで、新しい⼿動 BF/DF ミラーターレットを選択出来るようになりました。

 画像取得機能付き Stream パッケージ全て 
R-2298 BX53M/GX53/MX63: カ

スタムフィルター名を定義する 
(オプション) 

OLYMPUS Stream では、⼯業⽤顕微鏡本体 BX53M、GX53 およ
び MX63/MX63L ⽤のカスタムフィルター名を、オプションで定義出来る
ようになりました。 

 画像取得機能付き Stream パッケージ全て 
R-2279 [顕微鏡コントロール]ツールウ

ィンドウ: デバイスユニット⽤の
ユーザー定義によるクイックアク
セスエリア 

OLYMPUS Stream で は、[顕微鏡コントロール]ツールウィンドウに デ
バイスユニットを表⽰するために、追加のクイックアクセスエリア(QAA)を定
義出来るようになりました。[顕微鏡コントロール]ツールウィンドウには、新
しいクイックアクセスエリアが グループごとに作成されます。ユーザーインター
フェースを簡略化するために、現時点で使⽤しないデバイスの QAA を閉
じることが出来るようになりました。 

 画像取得機能付き Stream パッケージ全て 
R-2277 SC180 カメラに対応 OLYMPUS Stream (64bit 版のみ) は、新しい SC180 カメラに対

応します。 
 画像取得機能付き Stream パッケージ全て 

R-2276 新しい顕微鏡本体 MX63 お
よび MX63L に対応 

OLYMPUS Stream は、新しい半導体、FPD、⼯業⽤顕微鏡本体
MX63 および MX63L に対応します。 
OLYMPUS Stream では、新しい顕微鏡本体の、対応されている全て
のコードコンポーネントおよび電動コンポーネントを制御出来るようになりま
した。 ライトマネージャー機能に対応します。コード化、電動あるいは⼿動
のデバイスの状況は、以前に取得した画像から復元出来ます。  

 画像取得機能付き Stream パッケージ全て 
R-2275 新しい顕微鏡本体 GX53 に

対応  
OLYMPUS Stream は、 新しい⼯業⽤倒⽴型⾦属顕微鏡本体
GX53 に対応します。 
OLYMPUS Stream では、新しい顕微鏡本体の、対応されている全て
のコードコンポーネントおよび電動コンポーネントを 制御出来るようになり
ました。コード化、電動あるいは⼿動デバイスの状況は、以前に取得した
画像から復元出来ます。 

 画像取得機能付き Stream パッケージ全て 
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リリース 
ノート 

項⽬ 内容 

R-2349 Stream ⽤の新しい 30 ⽇間
有効のデモ⽤ライセンスキー 

全ての Stream パッケージに、新しく 30 ⽇間有効のデモ⽤ライセンスキ
ーが提供されました: E8UF-WARZ7-DHEG2 
注:Stream 2.3 は、新しいライセンスキーでのみインストール可能です。

 全ての Stream パッケージおよびソリューション 
R-2348 30 ⽇間有効のデモ⽤ライセン

スの使⽤法をソルーションのテ
スト⽤に改善 

30 ⽇間有効のデモ⽤ライセンスの使⽤法を改善しました。  
30 ⽇間有効のデモ⽤ライセンスは、既に購⼊したパッケージのライセンス
でソルーションをテストするために 30 ⽇間使⽤出来ます。30 ⽇が過ぎる
と、トライアル期間が終了した旨を 顧客に⼀度だけ通知します。その後
は、顧客はソルーション無しでパッケージを使⽤することが出来ます。ソフト
ウェアを再インストールする必要はありません。この変更によって、30 ⽇間
のテスト期間全体に影響することはありません。 

 全ての Stream パッケージ 
R-2336 セットアップ: CodeMeter 

6.40a バージョンのインストー
ル 

OLYMPUS Stream をセットアップすると、CodeMeter 6.40a バージ
ョンがインストールされます。 

 全ての Stream パッケージおよびソリューション 
R-2334 韓国語に対応 OLYMPUS Stream は、韓国語に対応します。ユーザーインターフェース

は韓国語にローカライズされます。インストールマニュアルおよびユーザマニ
ュアルは韓国語で提供されます。 但し、オンラインヘルプは英語表記で
す。 

 全ての Stream パッケージおよびソリューション 
R-2282 DSX のインポートフィルターの

プロパティの拡張 
OLYMPUS Stream は、DSX 画像ファイルフォーマットから、 画像取得
設定のような追加のメタデータをインポートし、対応する画像プロパティに
マップします。 

 全ての Stream パッケージ(画像取得機能付き およびデスクトップ)
R-2281 LEXT のインポートフィルター

のプロパティの拡張 
OLYMPUS Stream は、LEXT 画像ファイルフォーマットから、 画像取
得設定のような追加メタデータをインポートし、対応する画像プロパティに
マップします。 

 全ての Stream パッケージ(画像取得機能付き およびデスクトップ)
R-2278 OLS5000 画像ファイルフォー

マットに対応 
OLYMPUS Stream は、OLS5000 画像ファイルフォーマット (リードオ
ンリー)に対応します。  
OLYMPUS Stream は、OLS5000 システムで作成された画像を開い
て処理出来るようになりました。画像の⾊、輝度、⾼さレイヤー を表⽰
し、POIR ファイルから、画像較正や画像取得設定のようなメタデータをイ
ンポートします。画像の基本ユニットを定義したり、どのレイヤーをテクスチュ
アレイヤーとして使⽤すべきかを定義する ダイアログがオプションで提供さ
れます。  
OLYMPUS Stream は、OLS5000 システムで作成されたマップ画像を
画像コーナーの１つに表⽰します。 
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また、マップ画像は、画像に"焼きつけ"られたり、レポートで使⽤する別の
画像ドキュメントととして抽出されます。  

 全ての Stream パッケージ(画像取得機能付き およびデスクトップ)
 

リリース 
ノート 

項⽬ 内容 

R-2347 図⾯の再設計  OLYMPUS Stream 内の図⾯ (テキストフィールド、ライン、四⾓形、楕
円、⽮印) を再設計し、外部ツールから依存関係を削除しました。 
注: Stream 2.3 以前のバージョンで作成された画像上の図⾯は、新
しいフォーマットに変換されます。Stream 2.3 で作成された図⾯は、
Stream の古いバージョンでは表⽰出来ません。 

 全ての Stream パッケージ(画像取得機能付き およびデスクトップ)
R-2342 TIF ファイルと Open 

Microscopy 
Environment フォーマット 
(OME-TIFF)との互換性 

OLYMPUS Stream では、TIF フォーマットでファイルを保存すると、 
OME-TIFF ヘッダーが⼊ります。ファイルは、Open Microscopy 
Environment フォーマットに対応する他のアプリケーションで開くことが出
来ます。メタ情報もインポートすることが出来ます。 

 全ての Stream パッケージ(画像取得機能付き およびデスクトップ)
R-2333 3D 表⾯表⽰: 新しい変換モ

ード 
3D 表⾯表⽰は, 新しい "マウスによる変換“モードに対応します。この変
換モードを使⽤すると、3D 表⾯表⽰をインタラクティブにパンすることが出
来ます。 

 Olympus Stream Motion, Enterprise, Desktop, 
Enterprise Desktop およびソリューション [3D] 

R-2289 EFI 品質の向上 OLYMPUS Stream で作成した⾼さマップを含む EFI 画像の品質を
改善しました。新しい EFI アルゴリズム "落射光(微細)" を導⼊しまし
た。これにより、⾃動 EFI, インスタント EFI およびオフライン EFI を改善
することが出来ます。この特性より、3D 測定の品質も向上します。 

 EFI 機能付き Stream パッケージ全て および Stream Basic ⽤
ソリューション [EFI] 

R-2345 球体の向きの計算における問
題を修正 

[カウントと計測]で、球体の向きの計算における問題を修正しました。通
常、"向き"のパラメターは、球体に対して何の意味も持ちません。"向き
“を妥当な精度で計算出来ない場合は、"-" という⽂字が 結果に表⽰
されます。 

 ソリューション [カウントと計測] 
R-2341 [カウントと計測]で分析した画

像をレポートで使⽤する場合の
問題を修正 

[カウントと計測]で分析された画像のレポートに、フィルター設定が使⽤さ
れていなかった問題を修正しました。  
注: この修正を適⽤するために、必ず Stream2.3 で画像を保存して下
さい。 

 ソリューション[カウントと計測] 
R-2343 測定の命名法の変更 [計測と ROI]および[カウントと計測]で使⽤する測定の命名法を変更し

ました。 
- Stream 2.2 での[重⼼]は、Stream 2.3 では[質量中⼼]。 
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- Stream 2.2 での[質量中⼼]は、Stream 2.3 では[質量中⼼(加
重)] 

 全ての Stream パッケージ および ソリューション[カウントと計測] 
 

リリース 
ノート 

項⽬ 内容 

R-2312 パラメター範囲の表⽰(オプシ
ョン) 

OLYMPUS Stream のワークブックで、パラメター範囲を統計欄に表⽰
出来るようになりました。  
このパラメター範囲は、パラメターの最⼤値と最⼩値の差分として計算さ
れます。 

 全ての Stream パッケージ および ソリューション[カウントと計測]  

R-2310 [計測と ROI]: 測定ラベルに
⽩⿊の背景⾊が使⽤可能 

OLYMPUS Stream 2.2 で、測定ラベルに⽩⿊の背景⾊が使⽤出来
なかった問題を修正しました。 現在使⽤可能です。 

 全ての Stream パッケージ 
R-2309 Excel へのエクスポート: 

XLSX フォーマットで保存 
[Excel へエクスポート] 機能を改善しました。 エクスポートしたワークブッ
クは、XLSX フォーマットで保存されます。これにより、エクスポート出来る
データ量が⼤幅に増加出来ました。以前の XLS フォーマット (Stream 
2.2 まで使⽤)は、65,536 ⾏、256 列に対応していました。新しい 
XLSX フォーマットは、1,048,576 ⾏、16,384 列に対応します。これ
は、OLYMPUS Stream 2.3 では、例えば、[カウントと測定]の結果の
100 万個を超えるオブジェクトをエクスポート出来ることを意味します。 

 全ての Stream パッケージ 
R-2308 線形ルーラー/⾓度ルーラー: 

設定と動作の統⼀ 
線形ルーラーの設定ページを改善しました。⾓度ルーラーと同じ設定を定
義出来るようになりました。線形ルーラーには、Stream 2.2 での設定に
加えて、以下の新しい設定が 可能となりました。 
* 固定⻑ 
* 固定増分(5 度)による⾓度の調節 
* 固定増分(チェックマークの⻑さ)による⻑さの調節 

 全ての Stream パッケージ 
R-2307 粒度解析(計数法):選択した

塗りつぶしの⾊で粒度を結果
画像とレポートに表⽰ (オプシ
ョン) 

マテリアルソリューション[粒度解析(計数法)]では、粒度をそのサイズ分
類に従って選択した塗りつぶしの⾊で、結果画像とレポートに表⽰出来る
ようになりました。この機能は [粒度解析(計数法)] のオプションでアクテ
ィベート出来ます。 

 ソリューション[粒度解析(計数法)] 
R-2301 粒⼦解析: 検出した粒⼦に対

する、1 つ以上の粒⼦パラメタ
ーによるフィルター（オプショ
ン） 

マテリアルソリューション [粒⼦解析]では、1 つ以上の粒⼦パラメターに基
づいて、 粒⼦フィルターを定義出来るようになりました。 
粒⼦フィルターを使⽤して、解析から粒⼦を排除出来るようになりました。
粒⼦を⼿動で編集する機能は、ウィザードの [画像結果]のページから、
機能の⼀部として同ページに移動しました。 

 ソリューション [粒⼦解析] 
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リリース 
ノート 

項⽬ 内容 

R-2300 介在物最悪視野: 標準のアッ
プデート 

マテリアルソリューション [介在物最悪視野] は、再承認された標準
ASTM E45-13 に対応します。結果の計算法は、廃⽌された標準 
ASTM E45-11 から変更されていません。ソフトウェア内では、年度のみ
変更されています。 

 ソリューション [介在物最悪視野] 
R-2297 粒度解析(切断法): ユーサビ

リティの改善 
マテリアルソリューション [粒度解析(切断法)] のユーサビリティを改善しま
した。ウィザードの設定ページ上で標準を直接選択することが出来るの
で、[オプション]で選択する必要はありません。数値編集機能を[粒⼦境
界幅]と [ノイズリダクション] スライダーに追加しました。これにより、解析の
再現性が改善されました。 

 ソリューション [粒度解析(切断法)] 
R-2296 粒度解析(切断法)/粒度解析

(計数法): 標準のアップデート 
マテリアルソリューション[粒度解析(切断法)] および[粒度解析(計数
法)]は、再承認された標準 ASTM E112-13 に対応します。 粒度サイ
ズの計算法は、以前の標準 ASTM E112-12 から変更されていませ
ん。ソフトウェア内では、年度のみ変更されています。 

 ソリューション[粒度解析(切断法)] および[粒度解析(切断法)] 
R-2295 鋳鉄: フォーム分類の結果の

改善 
マテリアルソリューション[鋳鉄]では、フォーム分類の結果を改善しました。
ソフトウェアは、結果に反映する追加オプションを提供出来るようになりま
した。標準 ASTM A247-16a の場合、ユーザーは、サンプルに フォーム
VI の⿊鉛粒⼦が無いというオプションを選択することが出来ます。この場
合、対応する⿊鉛粒⼦はフォーム II とみなされます。 

 ソリューション [鋳鉄] 

R-2294 鋳鉄: 標準 ASTM A247-
16a のアップデート 

⿊鉛粒⼦のサイズ分類の制限が、ASTM A247-10 から変更されまし
た。 
廃⽌されたバージョン ASTM A247-10 は、新バージョンの標準に置き
換わりました。 

 ソリューション [鋳鉄] 
R-2294 鋳鉄: 標準 ASTM E2567-

16a のアップデート 
新バージョンの標準では、⿊鉛粒⼦の最⼩サイズのデフォルト値(10µm)
が導⼊され、最⼩形状ファクターのデフォルト値が 0.5 から 0.6 に変更さ
れました。 
以下の結果を ワークブックとレポートに追加しました。 
* ⿊鉛粒⼦の最⼩サイズ 
* 最⼩形状ファクター値 
* リミットサイズ以上の平均形状ファクター値を 画像プロパティとレポート
に追加 
廃⽌されたバージョン ASTM E2567-13 と ASTM E2567-11 は、新
バージョンの標準に置き換わりました。 

 ソリューション [鋳鉄] 
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リリース 
ノート 

項⽬ 内容 

R-2294 鋳鉄: 標準 ISO 
16112:2017 のアップデート 

フレーク状の⿊鉛粒⼦(EN ISO 945-1 に遵守するフォーム I と II) お
よび、10µm 以上の最⼤軸⻑を持つ粒⼦を、結節性の解析から除外し
ました。理由は、これらのフォームは、圧縮バーミキュラ⿊鉛鉄構造には許
可されていないからです。フォーム I と II の粒⼦は、結節率の計算からも
除外されていることになります。 
廃⽌されたバージョン ISO 16112:2006 は、新バージョンの標準に置
き換わりました。  

 ソリューション [鋳鉄] 
R-2294 鋳鉄: 標準 EN ISO 945-

1:2010 のアップデート 
再承認された標準。年度のみ変更されています。 
廃⽌されたバージョン EN ISO 945-1:2008 は、新バージョンの標準に
置き換わりました。  

 ソリューション [鋳鉄] 
R-2287 Excel レポートの改善 OLYMPUS Stream の Excel レポートにいくつかの改善を⾏いました。

* Excel シート上の結合したセルに、フィールドあるいはフィールドプレース
ホルダーを挿⼊出来るようになりました。 
*テーブルプレースホルダーの置き換え法を改善しました。既存の表より⼤
きな表を挿⼊した場合、テーブルプレースホルダーの下部にある内容は上
書きされません。 

 Olympus Stream Basic から 
R-2286 マテリアルソリューション: 

Excel レポートの作成 
OLYMPUS Stream [マテリアルソリューション]では、Word のレポート
機能に加えて、Microsoft Excel でレポートを作成するオプションが提供
されます。ユーザーは、デフォルトのテンプレート、あるいは以前に⾃分で作
成したテンプレートを選択することが出来ます。 

 全てのマテリアルソリューション 
R-2285 カウントと計測: Excel レポー

トの作成 
OLYMPUS Stream では、直接 [カウントと計測] から Microsoft 
Excel でレポートを作成することが出来ます。ユーザーは、Excel レポート
で使⽤したいテンプレートやデータを選択することが出来ます。 

 ソリューション [カウントと計測] 
R-2284 計測と ROI: Excel レポート

の作成 
OLYMPUS Stream では、直接 [計測と ROI]から Microsoft Excel
でレポートを作成することが出来ます。ユーザーは、Excel レポートで使⽤
したいテンプレートやデータを選択することが出来ます。 

 全ての Stream パッケージ 
R-2283 Excel レポートアドイン: "テン

プレートからレポート作成“ を
改善 

Microsoft Excel の[Olympus レポートアドイン]の "テンプレートから
レポート作成" 機能を改善しました。ユーザーは、レポートのテンプレート
を選択した後、ドキュメント(画像、ワークブック、チャート) を選択すること
が出来ます。 

 Olympus Stream Basic から 
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Stream 2.3 で修正した Stream 2.2 の不具合⼀覧 

バグ ID 発⽣ 影響 

132449  [カウントと計測]で、検出したオブジェクトを削除あるいは分割する時に、
最も近く隣接する ID がアップッデートされない。 

 ソリューション[カウントと計測] 
130237  画像を JPG で保存する時、カラーバーが UI 上で表⽰されていなくても、

いつもぼけている。  
 全ての Stream パッケージ 

128807  ESC を押した後、測定を選ぶと、メインツール上の 選択ツールが作動し
ない。 

 全ての Stream パッケージ 
130218  ハードウェアのオートフォーカスを ハンドスイッチで消せない。 

 MX61A, BX61M 
130193  初期化シークエンスのエラー 

 MX61A 
131863  U-AFA2M と MX61A の使⽤中に、デバイスリストでカメラが選択されて

いないと、ソフトウェアが停⽌する。 
 MX61A, U-AFA2M 

133500  [⾃動計測] ソリューションが、ルーティンモードで正常に作動しない。 (ラ
イブが表⽰されない。) 

 ソリューション [⾃動計測] 
131083  DP74 での ライブ HDR の取得時間が正常に計算されない。 (⾼速 

HDR = 2.5 x 露出時間, ⾼精度 HDR = 8.52 x 露出時間) 
 DP74 

130848  インターセプトが⾃動的に検出されないと、[粒度解析(切断法)] ソリュ
ーション が正常に作動しない。 (インターセプトを増加しても、再計算され
ない。) 

 ソリューション[粒度解析(切断法)] 
129400  測定ラベルの背景⾊に⽩⿊が使えない。 

 全ての Stream パッケージ 
 
 


