SkyPDF Professional/Standard/Viewer 2016 リリースノート
2020/4/30
（株）スカイコム

以下にSkyPDF Professional/Standard/Viewer 2016 の更新内容を示す
※Professional版の機能を掲載しています。Standard/Viewer版との機能差異は機能一覧（http://www.skycom.jp/product/pdf/SkyPDF_StdPro_2016_fc.pdf）を参照してください。

製品バージョン

Driver

Build番号
Viewer

内容

日付

■Viewer
[機能追加・改善]
・署名対象データ間に追加データがある場合に、改ざんと検知するよう改善
・アマノタイムスタンプライブラリのバージョンを4.20に更新

6.0.14

6.0.14.17

6.0.0.14

[不具合対応]
・署名に使用された証明書の識別子が規格に対して1階層深い場合に署名検証に失敗する問題を修正
・ユーザーパスワードが設定されているPDFに対して、AMANO Time Stamp Service 3161が付与できない場合がある問題を修正
・ハイブリッド署名環境設定で、特定操作をすると強制終了する問題を修正

2020/4/30

■Driver
[不具合対応]
印刷設定の文書タブにある「URLを自動的にPDFリンクへ変換する」が有効なときに、
次の条件をすべて満たす文字列を印刷すると、スプールサービスがダウンする問題の対応。
・数千文字連続する半角英数字記号(改行を除く)のみで構成される
・文字列の途中でフォントやフォントサイズが変わらない

6.0.13

6.0.11.16

6.0.0.13

■Viewer
[機能追加・改善]
・元号改正に伴う機能改善
・スタンプ注釈機能
・マイナンバーカード署名検証機能(Standard,Viewerは、検証のみ)
・シャチハタ捺印機能(モジュールをv7.1.0.7に更新)
・自己署名証明書の署名アルゴリズムと公開鍵の変更
・ユーザーフォント対応(Windows10 October 2018 Update1809以降)

2019/10/4

[不具合対応]
・署名辞書のProp_Buildエントリーに特定の文字列以上が存在していた場合、検証できなかった問題の修正
・回転されたPDFに手書きサイン＋電子署名を実施すると表示位置がズレていた問題の修正
・自己署名証明書で付与した証明書の検証結果不正であった問題の修正
・アマノタイムスタンプ付与後に編集し、署名ステータスは、「追加編集」と検証結果は、「改ざんはありません」と表示が不一致である問題修正
・セキュリティー設定にて”ページの抽出を除きすべて許可する”と設定しているPDFでページ抽出可能である問題修正

6.0.12

■Viewer
[不具合対応]
<Professionalのみ>
・紙文書入力において、保存先をファイルサーバーに指定した場合、スキャン速度が低下する問題を修正
・紙文書入力において、大量ページを連続してスキャンした場合にメモリ不足によりエラーが発生する問題を修正
6.0.11.16

6.0.012

2019/4/5
■Installer
[不具合対応]
・SkyPDF2016にて未使用のMSXML4を配布していたため、MSXML4を配布しないように修正
ただし、新規インストール時のみです。バージョンアップは、MSXML4は残るため、手動アンインストールを行って頂く必要があります。
■Driver
[不具合対応]

6.0.11

6.0.11.16

6.0.010

・以下の条件をすべて満たした場合、IE(Internet Explorer)からの印刷がエラー表示もなく失敗する問題の修正
条件１）IE が以下の設定になっている
32bitOS：インターネットオプションの「セキュリティ」タブの「保護モードを有効にする」がチェックされている
64bitOS：以下のインターネットオプションが共にチェックされている
①「セキュリティ」タブの「保護モードを有効にする」
②「詳細設定」タブの「拡張保護モードで64ビットプロセッサを有効にする」
条件２）プリンターがRAWプリンターの設定（※）になっている
※コントロールパネルのデバイスとプリンターから、SkyPDF Pro Driver を右クリックし、プリンターのプロパティの詳細設定タブにて
「プリンターに直接印刷データを送る」が選択されている
条件３）印刷を実行するユーザーがビルトインアドミニストレータ以外

2018/12/14

■Viewer
[機能追加・改善]
・アマノタイムスタンプライブラリのバージョンを4.1.0に更新

6.0.10

[不具合対応]
・IEの拡大率を変更している状態で、PDFファイルを同一タブで表示し、IEの戻るボタンを押下した際に、拡大率が維持できない問題の修正
・IEにてPDFファイルを表示する際に、拡張保護モードが設定されている場合にメッセージが表示されるようになっていた問題の修正
・パスワードによるセキュリティを付与した場合、当該PDFが開けなくなる恐れのある問題の修正
・透かし追加画面において、用紙サイズに拡大ON後に、配置エリアが常に不活性の状態のままである問題の修正
・埋め込みフォントが設定されたテキストフォームへのテキスト入力が反映されない問題の修正
・#付きURLのリンクにジャンプできない問題の修正
・インク入力画面において、マウス・タッチでスクロール操作をONにしているにも関わらず、マウス・タッチでインク描画される問題の修正
・シェーディングを含む箇所が正しく表示されない場合があった問題の修正
■Driver
[不具合対応]
・以下の条件をどちらも満たすフォントを使用した際に縦書き文字がずれる問題の修正
①グリフ幅が個々のグリフで異なる
②グリフの縦書き情報を持っていない
6.0.10.15

6.0.0.10

・連続運転やプリンタを一時停止し、環境内の全プリンタの印刷Jobが65536以上蓄積された場合、印刷エラーあるいは別JobのPDFが作成される
場合がある問題の修正

2018/11/30

・CCITTFaxの圧縮結果が不正になる問題の修正
・同一ブラシで色なしタイリングパターンと色付きタイリングパターンが同ドキュメントに存在する場合に不正なPDFを作成してしまう問題の修正
・矩形クリッピングの上端Y座標が1pixel上になる問題の修正
・以下のいずれかに該当するType1フォントベースのOpenTypeフォント（CFFフォント）を変換した際に文字化けあるいはスプールダウンする問題
の修正
1) Charsetエントリがformat0であるフォント
2) TopDICT INDEXエントリに実数値を持ち、実数値がCFFで規定されるキーと一致するフォント
・マスク画像が指定されたブラシの塗りつぶし部が、不透明になる問題の修正
【Officeアドオン】
[不具合対応]
・ハイパーリンクの URL 末尾にバイナリNULL文字”\000”が付与される問題の修正
■Installer
[不具合対応]
・VC++ 2015 ランタイム x64がインストールされている環境にVC++ 2015 ランタイム x86がインストール出来ない問題の修正

6.0.9
(欠番)

－

－

－

■Viewer
[機能追加・改善]
・以下機能におけるテキスト挿入時に外字、サロゲートペア、IVSの挿入に対応
・テキストのすかし追加
・ページ番号付与
・ページ番号付与画面における透過率の最大値を100%から99%に変更
[不具合対応]
・コンボボックスの選択肢を開いた状態で拡大縮小すると、プルダウンのボタンが消える問題を修正
・コンボボックスの選択肢を開いた状態でスクロール後、選択肢が消える問題を修正
・コンボボックスの選択肢を開いた状態でスクロール後、選択肢を閉じると位置が不正になる問題を修正
・チェックボックス、コンボボックス、リストボックスの選択が反映されない場合がある問題の修正
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6.0.8

6.0.8.12

6.0.0.8

・ページの画像化時に画像が乱れる場合があった問題を修正
・以下機能におけるMediaBoxの原点が0以外のPDFに対して、イメージの挿入位置が不正となる問題の修正
・イメージの透かし追加
・イメージ挿入(ファイル/カメラ)
・フォームの外観にリソース辞書がないPDFに対して、テキストフォームへのインク入力時にエラーとなる問題の修正
・NeedAppearancesが設定されたフォームの文字表示が不正になる問題を修正
■Driver
[不具合対応]
・IVS 文字が含まれる際に、文字が「・」で出力される問題を修正
・画像出力座標が上下左右反転した場合に、スプールサービスがダウンする問題を修正
■Installer
[機能追加・改善]
・インストール時における署名関連情報(「署名形式」および「署名されたPDFを保存する際に検証情報を自動追加するか」)の初期値変更【CA Edition】
[不具合対応]
・プリンターあるいはドライバが１台も存在しない環境において、インストールを実行するとエラーとなる問題を修正
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2018/3/9

■Viewer
[機能追加・改善]
・アマノタイムスタンプライブラリのバージョンを3.7.0に更新
[不具合対応]
・ペンでインク入力画面を閉じた際に強制終了していた問題の修正
・「ツール」－「墨消し」－「墨消しのプロパティ」を選択時に強制終了していた問題の修正
■Driver
[機能追加・改善]
・印刷設定ダイアログの「ページ設定」タブにて「保存先を指定する」を設定時の印刷で表示する「PDFファイルに名前を付けて保存」ダイアログで
指定したファイル名と同名のPDFが印刷開始時に開かれている場合、別のファイル名の使用を促す警告ダイアログを表示する機能の追加
[機能変更]
・アマノタイムスタンプ初回利用時にに表示していた、アマノタイムスタンプの使用許諾ダイアログの表示を廃止
・ライセンス状態の確認タイミングを変更
[ライブラリ更新]
・Driver内の画像処理（JPEG, PNG）、圧縮処理(Zip)、フォント情報取得で使用しているオープンソースライブラリを更新
・アマノタイムスタンプライブラリのバージョンを3.7.0に更新
[不具合対応]

6.0.7

6.0.7.11

6.0.0.7

・以下の条件で印刷を行ったとき、印刷設定ダイアログではタイムスタンプの情報が設定されているが、タイムスタンプが付与されない問題の修正
・SkyPDF Viewer にてタイムスタンプのライセンス情報の設定を行い、
ドライバでタイムスタンプのライセンス情報を設定を行っていない場合に、タイムスタンプが設定されない問題の修正
・マイナーアップ時に、オプションINIファイルを配置している場合

2017/12/8

・Internet Explorerの保護モードが有効な状態で、Web最適化を設定して印刷を行うと、エラーメッセージも表示されずPDFの生成が行われない問題の修正
・Internet Explorerの保護モードが有効な状態で、タイムスタンプを設定して印刷を行うと、タイムスタンプの付与されないPDFが生成される問題の修正
・網掛け塗りつぶしを持つドキュメントを印刷した際に、網掛け部の模様が細かく印刷される問題の修正
・印刷設定ダイアログの「ページ設定」タブ「グラフィック」の解像度を600dpi未満に下げて印刷したときにスプーラが落ちる場合がある問題の修正
・印刷設定ダイアログの「ページ設定」タブ「グラフィック」の解像度を96dpiに設定して印刷したときに画像が欠損する場合がある問題の修正
・印刷設定ダイアログの「ページ設定」タブ「保存先を指定する」のチェックをONにして印刷を実行した後、
全てのモーダルウインドウにおいて、親ウインドウを操作しようとした際のモーダルウインドウの点滅が止まらなくなる問題の修正
・埋め込む設定をしていない、中国語(繁体字)・韓国語のフォントを使用した場合、不要な文字を埋め込む問題の修正
・ライセンス状態が「試用版（使用期限切れ）」の状態で、印刷設定画面の言語を英語に設定した場合に、「バージョン情報」タブを表示すると
アプリケーションエラーが発生する問題の修正
■Installer
[機能追加・改善]
・使用許諾書の記載内容見直し
[不具合対応]
・インストール時、「デフォルトフォルダの選択」画面の「PDFファイルの保存先」、および「インストール先のフォルダ」画面の
「SkyPDF Professional 2016のインストール先」に、ルートフォルダを指定するとインストールエラーとなる問題の修正
■Viewer
[機能追加・改善]
・インク入力データを注釈として挿入できる機能の追加
・インク入力データをパス情報として挿入できる機能の追加
・透かし設定のプリセット機能の追加
・スタンプ注釈のリサイズ時の縦横比固定でリサイズできる機能の追加
・注釈のAdobe互換性の向上
・FreeTypeライブラリのバージョンを2.5.5に更新

6.0.6

6.0.6.10

6.0.0.6

[不具合対応]
・IE版にてURLリンクを開く際、既定のブラウザがMicrosoft Edgeに設定されている場合に、リンクが開けなかった問題の修正
・IE版での相対パスがローカルパスを参照してしまう問題の修正
・DocTimestamp形式のタイムスタンプが付与されたPDFをPDFチェッカーでチェックするとエラーが検出される問題の修正
・URIアクションにて「file:」で始まるURLが指定されている場合に起動に失敗していた問題の修正
・CCITTFaxで圧縮された画像のデコード処理において、特定のデータ状態の場合に処理が固まる問題を修正
・e-timing EVIDENCE 3161 for Acrobat Ver3.2がインストールされている環境にて、アマノタイムスタンプ付与および検証に失敗していた問題を修正
・PDFファイルのリンクに、クエリ文字列付きURLのURLアクションが付与されている場合、クエリ文字列内にエンコードされたURLとしても意味を持つ記号が
あると、リンクに失敗していた問題の修正
・PDFファイルのリンクに、空のリンクが付与されている場合、アプリケーションが異常終了していた問題の修正
・メタデータにBOMがあると保存できない問題の修正
・透かしを最背面に挿入した際に、指定したテキストが左右反転される場合があった問題の修正
・引き出し線付きテキストボックス注釈の印刷時に余分な線が描画されていた問題の修正

2017/7/25

■Driver
[不具合対応]
・4bpp の画像を変換時に、画像右端に黒線が入ることがある問題の修正
・印刷設定「フォントの埋め込み」タブにて、Type1フォントが文字化けして表示されてしまう問題の修正
・印刷中のメモリリークおよびハンドルリークの修正
・印刷設定「規格」タブにて、準拠する規格を「PDF/X-1a(2001)」「PDF/X-1a(2003)」を指定した場合の出力インテントプロファイルの誤字を修正
【誤】Coated FORGA27
【正】Coated FOGRA27
■Installer
[機能追加]
・Microsoft Visual C++ 2015 Update3 ランタイムのインストール処理を追加
※Microsoft Visual C++ 2015 Update3（ver14.0.24212）以前のランタイムがインストールされている環境では、ランタイムのアップデートを行います。
[不具合対応]
・Print Spoolerサービスと関連するサービスが起動されている環境にて、アップデートあるいはアンインストール実行時に、アプリケーションエラーが発生す
る問題の修正
■Viewer
[機能追加・改善]
・新方式オンラインタイマーへの対応
[不具合対応]
・Web上のPDFファイルをIE版にて表示した場合、印刷時に印刷ダイアログが表示されずに印刷が出来なかった問題の修正
・フォームの初回表示や拡大縮小時の描画速度の改善
・読み取り専用のフォームが表示されない場合があった問題を修正
・PDF/A変換で不明なエラーが発生する場合があった問題の修正
・署名のツールチップ表示を何度も行うと重なっていた問題の修正
・SkyPDF Professional/Standard/Viewer 2012からSkyPDF Professional/Standard/Viewer 2016へバージョンアップした際に、OSの既定のプログラムの選
択などで表示されているアプリケーション名がSkyPDF 2012と表示されていた問題の修正
・SECOM Passport for G-IDを使用した署名の際、署名データの属性が一部設定されていなかった問題の修正
・しおりの名称に空文字が指定されている場合、空文字のしおり配下のしおりが表示されていなかった問題の修正
・PAdESのタイムスタンプ設定に不備があった際に、署名付捺印が付与されてしまっていた問題の修正
・時限付きファイルがロード中のまま開けなくなる場合があった問題の修正（Viewerのみ。Standard/Professionalは前版Ver6.0.4で修正済み）

6.0.5

6.0.5.7

6.0.0.5

■Driver
[不具合対応]
・文書情報「タイトル」「作成者」「サブタイトル」「キーワード」のいずれかを256byte以上設定し、準拠する規格に「PDF/X-1a(2001)」あるいは「PDF/X1b(2003)」を設定した場合に、スプールサービスがダウンしてしまう問題の修正
・前面のテキストすかしと画像PDFで透明テキストを埋め込むの設定を同時に設定した場合に、テキストすかしの文字が表示されない問題の修正
・前面のテキストすかし設定時に、本文中に太字のテキストが存在したページのすかし文字に枠が表示される問題の修正
・連続する高さ１の24bpp画像を印刷した場合に、画像が不正になる場合がある問題の修正
・ページをまたいで同じ画像が存在した場合に、画像が粗くなってしまう場合がある問題の修正
・「ページ設定」タブで「空白ページを除去する」のチェックをオンにした状態で印刷を行い、ページの最初の印刷命令がDrvStretchBltROPであったときに、
該当のページが空白ページとして出力されてしまう問題の修正
・署名付きのPDFに結合処理を行った場合、不正なPDFを生成する問題の修正
・色付きタイリングパターンが含まれるドキュメントで、PDF/X時にプリフライトエラーが発生する問題の修正
・塗りつぶしストローク時に余分なノンオペレーター(n)が出力されている問題の修正
・試用版時に、タイムスタンプが付与されない問題の修正
・ファイル名に「申」「表」などのシフトJISコードで末尾が「0x5C」である文字が含まれるファイルにタイムスタンプ付与に失敗する問題の修正
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2017/3/17

■Utility
[不具合対応・修正]
・空文字のしおりを持つPDFの結合に失敗していた問題の修正
■Installer
[不具合対応]
・新規インストールの際、プリンタの登録に失敗したときに、インストーラがエラーにならず処理が継続される問題の修正
・プリンタ名を変更した環境でアップデートを行った際に、プリンタ名および印刷設定情報を引き継がない問題の修正
・Windows10 InsiderPreview版（Build 15014以降）で関連付けがEdgeに初期化される問題の対応
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■Viewer
[機能追加・改善]
・Wacomサインタブレット連携機能、タイマーPDF機能を標準機能として搭載
・PAdES形式の署名機能の追加
・マイナンバーカードを使用した署名に対応
・暗号化処理ライブラリの変更
・イメージ挿入機能の追加
・サーバ連携機能の追加
・白紙挿入機能の追加
・使用期限切れ時に起動できないよう機能変更
・注釈のコピー&ペースト機能の追加
・タッチ機能の改善
・編集できないテキストフォームを選択した場合、青枠が表示されないよう変更
・Windows10での関連付けにおいてEdgeに関連付けがリセットされる問題の改善
・フリーテキスト注釈において、付与後のフォント、フォントサイズ、フォントの色の変更機能の追加
[不具合対応]
・RMSセキュリティが付与されたPDFファイルでアマノタイムスタンプの署名検証ができない問題の修正
・HTMLにてObjectタグを利用してPDFを表示しようとした場合に、data属性が相対パスで指定されていた場合にPDFが表示できていなかった問題の修正
・角度指定されたフォームへのインク入力でイメージとして挿入した場合に、回転して表示されていた問題の修正
・印刷時に画像の色が異なって出力される場合があった問題を修正
・PDF内の画像にて使用している圧縮形式により画像が描画できない場合があった問題を修正
・PDFの描画に必要となる文字コード対応表（CMap）の解析で異常終了する場合があった問題を修正
・タイリングパターンの描画が切れてしまう場合があった問題を修正
・右寄せの設定がされているテキストフォームに、ハイフンを入力すると文字が見切れていた問題を修正
・リンク注釈の存在するPDFファイルを表示する際に異常終了する場合があった問題を修正
・時限付きファイルがロード中のまま開けなくなる場合があった問題の修正（Standard/Professionalのみ、Viewerは次版対応）
■Driver
[機能追加・改善]
・変換アルゴリズムを見直し、変換品質を向上

6.0.4

6.0.4.5

6.0.0.4

・フォント出力のアルゴリズムを見直し、文字の再現を向上
・コンテンツ記載方式を最適化し、ファイルサイズを削減
・モノクロ（グレースケール）PDFを出力する機能の追加
・ページ内の内容を１つの画像としてPDFに変換する機能の追加
・画像圧縮方式を、「JPEG」あるいは「JPEG2000」と「ZIP」でファイルサイズが小さくなる方式を自動で選択する自動選択機能を追加
※自動選択機能を使用した場合、ファイルサイズは最適化されますが、パフォーマンスに影響を与える場合がございます。
・暗号化処理の見直し
・システムに登録するドライバ名称を「SkyPDF Pro Driver」から「SkyPDF」に変更

2016/12/01

[機能整理]
・ダウンサンプリング方式を「バイリニア」「バイキュービック」「スーパーサンプリング」の三種に整理
・印刷設定の「規格」タブにて指定していた「出力条件」を固定文字列に変更
・印刷設定の「バージョン」タブから、シリアルNo の記載を削除
[不具合対応]
・タイムスタンプアイコン（オプション機能）にドラッグアンドドロップするファイルのパスが260byteを超過した場合に、アプリケーションエラーが発生する問題
の修正
■Utility
[機能追加]
・一括PDF出力機能において、Microsoft PowerPoint のスライド番号0 の変換に対応
[不具合対応・修正]
・Microsoft Office2016 がインストールされている環境にて、一括PDF出力タブの「ファイル選択」ボタンを押下した際にアプリケーションエラーが発生する場
合がある問題の修正
・一括PDF出力タブにて、「変換時にログを出力する」のチェックボックスをオンにしていた場合に、ログ出力先のパスを指定せず一括出力開始ボタンを押下
した際のメッセージ内容を修正
・各タブのタブオーダーを修正
■Installer
[機能追加]
・マイナーアップインストール時に、Driverの印刷設定情報を引き継ぐ対応の追加
※ただし、本対応はSkyPDF Professional/Standard 2016 からのマイナーアップ時のみの対応となります。
SkyPDF Professional/Standard 2010及び2012からのアップグレードインストール時は、従来通り印刷設定情報は引き継がれません。
■Viewer
[不具合対応]
・共有フォルダ内のファイルをSkyPDFにて複数同時にオープンされている場合に、上書き保存を行うと元ファイルが0バイトとなってしまう問題の修正
・インク入力後、入力を確定せずに全てのインク入力をUndoボタンで消した際、ページ移動時に異常終了していた問題の修正

6.0.3

6.0.2

6.0.3.2

6.0.2.2

6.0.0.3

6.0.0.1

■Driver
・Windows10 にて下記条件の全てを満たした場合、PDF変換後に自動でファイルを開く際に異常停止し操作を受け付けなくなる事象を改善
条件１）Windows10 Aniversary Update が適用された環境 （Windows10 version1607）である
条件２）印刷設定のページ設定タブにて、「ファイル保存後に開く」のチェックをオンにしている
条件３）プリンターのプロパティダイアログの詳細設定タブにて「プリンターに直接印刷データを送る」が選択されている
あるいは、同タブにて「詳細な印刷機能を有効にする」のチェックがオフになっている
■Installer
○不具合対応
・以下のWindows Update 更新プログラムが適用された環境にて、インストールが失敗する問題の修正
【Windows10環境】
Windows 10 Version 1511 用の累積的な更新プログラム (KB3172985)
【Windows10環境以外】
Microsoft Windows のセキュリティ更新プログラム (KB3170455)

2016/8/26

2016/7/19

■Viewer
○機能追加・変更
・試用版の場合、PDF保存時に試用版であることを示す透かしを追加するように変更
・RMSセキュリティ機能をPDFに適用する際のメモリ使用方法を見直し、サイズの大きいPDFでもRMS機能が適用可能となるように改善
※本バージョン以降で作成したRMSセキュリティ適用ファイルは、本バージョン以降で開くことが可能。以前のバージョンではオープンエラーとなる
・SkyPDF Converterプラグイン機能の追加
・署名検証結果の文字列の色を変更

6.0.1

6.0.1.2

6.0.0.1

○不具合対応
・本製品で付与したURLリンクが他社製Viewerで機能しない問題の修正
・Windows VistaおよびWindows 7において、ExcelでPDFファイルへのハイパーリンクを開いても、本製品が立ち上がらない問題の修正
・注釈がページの中心にあるPDFファイルを開くと異常終了していた問題の修正
・マス目設定されているフォームにインク入力すると異常終了していた問題の修正
・他社製Viewerで付与されたフリーテキスト注釈が表示されない場合があった問題の修正
・RMSセキュリティ機能設定時にOfficeのバージョンによってはアドレス帳が開けなかった問題の修正
・RMSセキュリティ機能設定時にメールアドレス取得箇所が間違っていた問題の修正
・拡大縮小を行った際に、画像中に意図しない線が入ってしまう場合があった問題の修正
・レンダリングモードで印刷を行った場合に、表示が崩れてしまう場合があった問題の修正
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■Driver
○機能追加・変更
・Office2016に対応
・一太郎2016に対応
・エクスプローラ拡張機能を有効にしている場合、ファイル右クリックで表示されるコンテキストメニューの文言を、以下の通りに変更
OSの言語が日本語の場合「SkyPDFでPDFへ変換」
OSの言語が日本語以外の場合「Convert to PDF by SkyPDF」
○不具合対応
・OpenTypeのCFFフォントを使用した文書を印刷した際にエラーが発生してしまう問題の修正
・Windows10において、「ドライバーの分離の設定」を「分離」あるいは「共有」に設定していると、PDFが作成されない問題の修正

6.0.0

6.0.0.1

6.0.0.0

■SkyPDF Professional/Standard/Viewer 2016 新規作成
->SkyPDF Professional/Standard/Viewer 2012の後継
Windows 10対応
<<2012シリーズからの変更点>>
■Viewer
○機能追加・変更
・ICカードを用いた署名のSHA256対応
・アマノタイムスタンプの使用ライブラリをPDF Lib-Wに変更
・アマノタイムスタンプの環境設定でタイムゾーンを指定可能とした
・アマノタイムスタンプの不可視タイムスタンプを新フォーマット（DocTimeStamp ）に変更
・アマノタイムスタンプの有効期間延長に対応
○不具合改修
・オンライン時限ファイルのSSL環境サーバで表示できなかった問題を修正
・白紙ページを結合するとエラーになる場合があった問題を修正
・ページがソフトマスクの情報によって表示されない場合があった問題を修正
・注釈を何度もページをまたいで移動すると、その注釈がページをまたいだ移動や削除ができなくなる問題を修正
・注釈を移動するとサイズが少しずつ大きくなっていた問題を修正
・保存時にWeb最適化を指定するとエラーが起きていた場合があった問題を修正
・両面印刷時に最後が片面で終わる印刷ページ範囲指定を行っても、指定範囲の次のページを印刷して両面になってしまう問題を修正
・注釈の枠線の幅が省略されていた場合に0.5としていたが、ISO32000-1に定義された1に変更
・楕円注釈を追加または更新する際に塗りつぶしが指定されていた場合、枠線が切れていた問題を修正
・他社製アプリで付与した波線注釈が、プロパティ変更すると上部に描画されていた問題を修正
・テキストレンダリングモード=2(塗りつぶしとストローク)が指定されたテキストを、印刷時にテキストコード出力すると、塗りつぶしとストロークが同じ色であっ
ても２回出力されていた問題を修正
・フォームへのインク入力を行うと、編集前の画像が残ってしまう場合があった問題を修正

■Driver
○機能追加・変更
・64bit Office アドイン対応
・通常使うプリンタにSkyPDF Pro Driver を設定した環境にて、アプリから印刷設定で用紙サイズを変更し、印刷するプリンタをSkyPDF Pro Driver から他プ
リンタへ変更した際に、用紙サイズが引き継げるよう対応
○不具合改修
・DVDからインストールした製品をアンインストールする際に、オプションINIファイルが削除されずに残る問題の修正
・Acrobat Reader からの印刷にて、文字重なりが発生する問題の修正
・「フォントの埋め込み」タブにてフォントの埋め込みをカスタムに設定し、埋め込みフォントリストに和文フォントを追加した場合に、設定したフォントが埋め込
まれない問題の修正
※変更がない項目でも、管理のため、バージョン番号のみを変更する場合があります。
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