SkyPDF Terminal Server Pro 2012 リリースノート
以下にSkyPDF Terminal Server Pro 2012 の更新内容を示す
製品バージョン

Driver

※SkyPDF Terminal Server 2012の場合はDriver部分のみを参照してください。

Build番号
内容
Viewer
/Professional
■ Viewer側改修
SkyPDF Terminal Server Pro 2012 (Ver5)新規作成
->SkyPDF Terminal Server Pro 2012 (Ver4)の後継

2019/5/10
（株）スカイコム
日付

○機能追加
・印刷方法指定（コード印刷）
・N-up印刷
・SDI（別ウインドウ起動）対応
・HTML EMBEDタグ対応
・イメージ抽出
・Extension Levelの表示
・WEB最適化保存
・PKIセキュリティ（設定、オープン）
・文書情報編集
・イメージ保存
・スタンプ注釈
・PDF/A変換
・墨消しツールバーアイコン追加
・PDFチェッカー機能

5.0.0

5.0.0.1

5.0.0.7

■ Driver側改修
SkyPDF Terminal Server 2012 新規作成
->SkyPDF Terminal Server 2010 の後継
■ 改修
○ SkyPDF Terminal Server 2010からのシリアルキー変更
○SkyPDF Driver 2012でのWindows8対応の取り込み
・STARTDOC間の排他処理の廃止
・外部変数で処理を行っていた部分の修正
・保護モード+直接印刷時にPDFが作成されない不具合の修正
・ドキュメントが未選択（文書名が無い）ときに、保存ダイアログのファイル名が文字化けする不具合の修正
・Windows vista以降は、保存ダイアログは強制的に最前面に表示するように修正
○不具合修正
・黒塗りした画像が白くなる不具合の修正
・エクセルで色が一緒になる不具合の修正
・モノクロの画像が抜けてしまう不具合
・プロパティのタイムスタンプのログパスが文字化けしていることがあったので修正。また、新規状態において、
ProgramFiles配下のインストール先のがログパス出力先になっていたが、ここにはログは吐き出せないので、イン
ストール時に決定したPDF出力先をセットするように変更。
・印刷時の試用版ダイアログから登録ボタンを押した時のダイアログをモーダルになるように修正。
・すかしのテキストで全角文字が化ける問題の修正
・特定のPowerPointファイルでエラーになる問題の対応
・データのNULLアクセスの可能性がある部分のエラー処理追加
・Windows8で保存ダイアログが表示されない不具合の修正
■品質改善
・PDF最背面を白で塗りつぶす処理の廃止
・複数に別れて出力される文字の結合を行いPDFサイズを小さくする。
・パス描画の際、カレント変換行列を使いPDFのサイズを小さくする。
■機能改善
・Web最適化エンジンを自社製に変更
・簡単設定画面の追加
・ユーティリティにて他社製PDFの分割結合に対応
■機能追加
・ETWログ出力機能追加
■Viewer
・LGPKI署名に対応
・注釈のつくりにより、内容がずれて表示される問題を修正
・テキストの選択、抽出、検索に関して、以下の課題に対応
Type3フォントテキストが使用されたテキストのコピー、検索に対応
制御コードが割り当てられているテキストは、そのまま抽出されるよう修正
表示上は重なっているテキストを抽出した場合に、重複して抽出されないよう修正
ダブルクォート文字を抽出すると、文字が変わる問題を修正
・埋め込みフォントが使用された縦書き文字を、文字コード出力モードで印刷すると、横書きで印刷される問題を
修正
・ページのコンテンツにおいて、イメージが連続して配置されている場合にイメージ間に隙間ができる問題を修正
・ストロークと塗りつぶしが指定された文字が太く表示される問題を修正
・パスの描画ロジックを最適化（パフォーマンス向上）
・フォントタイプがTrueTypeでフォントサブセットが埋め込まれているフォントを使用したテキストが文字化けする場
合がある問題を修正
・描画範囲がページ全体になるようなイメージで、ページや描画コンテンツによって回転が設定されている場合、
該当ページを印刷するとイメージが出力されない問題を修正
・マルチディスプレイで表示する場合に、メインディスプレイがサブディスプレイより小さい場合に、表示が欠ける
問題を修正
・WindowsXP環境で、パスワードのセキュリティ設定でAES256を使用するとアプリケーションエラーが発生する問
題を修正
・Viewerの起動方法により、前回表示位置、サイズを引き継がない問題を修正
・ＩＥ9以上のバージョンで、ＩＥプラグインから印刷時に、指定したプリンタがモーダルダイアログを表示する場合
に、ＩＥがフリーズする問題を修正
・パスワードが設定されたＰＤＦがオンライン時限設定されている場合に、正常にファイルが開けない問題を修正
・ジャンプ先が存在しないしおりをクリックすると落ちる問題を修正
・オンライン時限設定されているPDFファイルで、期限が切れたファイルが削除されない問題を修正
・フォーム付PDFファイルにて、フォームに入力したタイミングで上書き保存が有効になるように修正
・フォーム付PDFファイルにて、マルチラインテキストで表示領域に収まらない場合、フォントサイズを自動調整し
すべて表示されるように修正

1 / 4 ページ

2012/2/8

5.0.1

5.0.1.2

5.0.0.14

・関連付けに関する内部的な動きを修正
・フォームフィールドや注釈内のJIS2004追加文字が表示されない問題を修正
・ページサムネイルからドラッグでページ抽出できる機能を追加
・ページサムネイルへのPDFファイルドラッグでページ挿入できる機能を追加
・ページサムネイルのコンテキストメニューからページの回転ができる機能を追加
・アマノType-Free-A削除
・IE10をサポート
・クリップボードイメージの貼り付け機能追加（スタンプ注釈）
・表示表示速度改善
・印刷時に、色合成が必要な箇所の描画方法を変更
・テキスト選択時のちらつきを改善
・注釈の描画を改善
・インラインイメージの表示速度改善
・GPKI Proxyサーバー対応
・インラインイメージが表示されない場合がある問題を修正
・パターンオブジェクトの描画において、スタックオーバーフローが発生する場合がある問題を修正
・埋め込みTrueTypeフォントで、文字化けする場合がある問題を修正
・表示の回転時に見た目が回転していなかった問題を修正
・表示を回転させた後に注釈を付与した場合、注釈が指定した場所に表示されない問題を修正
・IEプラグインの表示で、白紙で表示されることがある問題を修正

2013/9/19

・表示の拡大/縮小時に、背景色の線が文書上に表示される場合がある問題を修正
・連続ページ表示ではない場合に、倍率変更時に表示位置がおかしくなる場合がある問題を修正
・印刷において、文字コード出力モードで印刷すると文字が反転して出力されることがある問題を修正
・印刷において、文字コード出力モードで印刷すると、アプリケーションエラーが発生することがある問題を修正
・xfdfファイルの読み込みで、改行がフォームフィールドに反映されない問題を修正
・保存ダイアログでの初期フォルダの表示を開いている文書と同じフォルダになるように修正
■ Driver側改修
・Watermarkを付与した際に、AcrobatReaderでエラーが出ることがある不具合の修正
・Utilityの寸法をWindows 8でも表示できるように変更
・一部の欧文フォントですかしが表示されない問題の修正
・プリンタ名を変更した場合に印刷ジョブが分かれることがある不具合の修正
DOCUMENTEVENT̲RESETDCにて、Devmodeの判定にdevicenameを利用せず、PrivateDevmodeのcbsize,
skypdf̲productを使用するように修正
・JPEG2000圧縮でスプーラが落ちる不具合の修正
・アマノタイムスタンプのType-Free-Aを廃止
アマノタイムスタンプ画面で3161しか選択できないように修正
・アマノタイムスタンプの詳細設定画面にて、再度設定画面に戻ると設定値が戻っている問題を修正
・アマノタイムスタンプログ出力の初期フォルダをログインユーザの「ドキュメント」フォルダへ変更
・セキュリティをかけるにチェックが入っているのに、ユーザパスワード、マスタパスワードのどちらもチェックされて
いない時は、ＵＩでエラーとするよう修正
・AES128とタイムスタンプは同時に設定できないが、AES128に設定していると、セキュリティをOFFにしてもエラー
になる問題の修正
・壊れた画像ファイルをデスクトップアイコンにドラッグアンドドロップした際にエラー表示するように修正
SkyPDFu.exeにてファイルをＰＤＦ変換する際、bmp,jpg,pngはファイルが壊れていないかどうかのチェックを行う。
・MS-Office2013(Word, Excel, PowerPoint)動作確認（64bitネイティブアドイン機能は現在未対応のため除きます）
・バーコード不具合の対応
DrvCopyBits()にて送られてきた4BPP画像をマージする際に正しくデータがコピーされていなかった不具合を修
正
・UIの不具合、セキュリティのアクセシビリティを有効にし、その後セキュリティを無効にした状態で、タブ移動を行
うとアクセシビリティが有効となる問題の修正
・画像データを拡大縮小描画した際に、一部の画像が 指定サイズに拡大縮小されずに、切れて描画される問題
の修正
・ダウンサンプリング時の高さ計算を、幅と同様に小数点以下を四捨五入するように修正
・ETWトレースログが無条件で出力される不具合の修正

■Installer
・Installer起動時Officeが立ち上がっていた場合、メッセージボックスが表示されるが、いいえを選択してインス
トーラを動かした時にCOMが登録されずその後UIから追加しようとしてもOfficeに反映されない不具合の修正
・アマノタイムスタンプのFree-TypeAのライセンスファイル「A2000000000000010001TL00.atl」
「ZZ000500000000010001TL00.atl」を削除
■Viewer
[機能追加・変更]
[機能改善]
・IE10以降にて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表示されるメッセージを抑
制するよう修正
・色変換処理の最適化によりパフォーマンス向上
・暗号化されているファイルで、アルゴリズム指定によりPDF規格外として開けなかったファイルに対応

5.0.2

5.0.1.2

5.0.0.18

[不具合対応]
・CJKフォントにおいて、未定義の文字が指定された場合に文字化けする問題を修正
・表示されないはずの線が表示される場合がある問題を修正
・描画命令の値によって、短形が小さく描画される問題を修正
・透過指定があるページで、指定方法により、透過率が不正に適用される問題を修正
・単ページ表示の場合のページ遷移時に、違うページの情報が表示される場合がある問題を修正
・捺印アイコンが表示されない場合がある問題を修正
・マルチモニタで画面をまたがって画面サイズを大きくした場合に、画面が切れる問題を修正
・付与したAMANOタイムスタンプが、Adobeで検証できない問題を修正
・AMANOタイムスタンプ角形印影の内部データが仕様と異なる問題を修正
・署名付与権限のあるセキュリティ付きPDFにAMANOタイムスタンプが付与できない問題を修正
・環境設定−RMSタブに於いて、「ログインユーザーに設定」、「ユーザーの変更」でADからユーザーの検索に失
敗する問題の修正
・しおり付PDFをWeb最適化で保存する場合に固まる問題の修正
・IE9以降にてユーザパスワード付PDFファイルを開く際、パスワード入力ダイアログが表示されない問題の修正
・特定のフォーム付PDFファイルにて、入力した値の色がおかしくなっていた問題を修正
・Dynaフォントが使用されている文字が崩れる場合がある問題を修正
・インラインイメージが使用されたページを表示（レンダリング）後に、ドキュメントを閉じるとエラーが発生する問題
を修正
・ファイル添付や埋め込みファイルで、ファイルサイズの大きいファイルを指定し、メモリ確保に失敗しても正常終
了したように見える問題を修正
・ファイル添付や埋め込みファイルで、既に埋め込まれているファイルサイズの大きいファイルを「開く」や「保存」
で落ちる問題を修正
・ページの挿入時、挿入したページが白紙になる問題を修正
・Type0フォントで文字化けする問題を修正
・ナビゲータペインのしおりをクリックするとエラーが出る場合がある問題を修正
・しおりの初期表示でスクロールバーがずれる場合がある問題の修正
・しおりをEnterキーで開いた際に発生する警告音の抑制
・しおり情報取得において、子階層が存在しない場合にISPOutlineItemのchildCountが0でない場合がある問題の
修正
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■Viewer
[機能追加・変更]
・PFUタイムスタンプサービスとSEIKOタイムスタンプサービスの統合に伴い仕様を変更
[機能改善]
・ローカルの平成明朝を使用したテキストの括弧がずれる問題を改善（代替フォントを明示的に指定）
[不具合対応]
・証明書ファイルを指定して署名を行った場合に、署名に失敗する問題を修正
・SkyPo2013連携に於いて、ファイル名に半角スペースが含まれる場合、開くことができない不具合に対応（環境
設定にてURLエンコードを指定する必要あり）
・リンク注釈において、オープン中のファイルからの相対パスに対応
・表示倍率が小さい場合に、倍率変更しても有効にならない場合がある問題を修正
・単ページ表示時のドラッグスクロール時に、表示がくずれる場合があった問題を修正
・Viewer終了時にリソースリークが発生していた問題を修正
・Viewer終了時に終了時にレンダリング用のキャッシュデータが残る場合がある問題を修正
・同倍率指定時に表示位置がずれる場合があった問題を修正
・レンダリング用のメモリ領域確保に失敗した場合に異常終了する場合があった問題を修正
・埋め込みでないType1フォントの文字が表示できない場合がある問題の修正

5.0.3

5.0.3.3

5.0.0.22

■ Driver
・Windows Server 2012 / Server 2012 R2対応
・Office 2013対応
・朱印赤白反転問題の修正
・Wordに添付した画像が左右反転する問題の対応
・Excel縦横問題の対応
・中国語のヘルプファイルを英語のヘルプファイルと差替え
・ドライバ最適化による速度改善
・試用期限切れ後、すかしなしのファイルが生成されていた問題の対応
・微小文字印刷時に0割が発生し、スプーラが落ちる問題の対応
・同時印刷時にStartDocでエラーが発生する問題の対応
・PDF出力でテキストが表示されない、画像が白枠となる問題の対応
・pptをSkyPDFでpdf化すると正常に印刷されない問題の対応
・特定部分の画像が出力されない点の対応
・PDF/Aによる印刷結果がAcrobat XIのプリフライトでエラーとなる問題の対応
・英語UIにおける証明書の名前・会社名・部署名で使用できる文字一覧に「？」を追加
・用紙サイズ一覧に縦横いずれかが0.1ミリ以下のサイズは表示しない
・DocuWorksでの画像化け問題の対応
・モノクロ画像をダウンサンプリングした際に、ファイルサイズが大きくなってしまう問題の対応
・スプーラ印刷でPDFファイルが作成できない場合がある点の対策
・「ファイル名に連番を付けて保存する」機能のマルチスレッド・マルチプロセス対応
・マルチスレッド・マルチプロセス不具合対応
・Acrobat Reader で大量ページのPDFを印刷した場合に、印刷開始が遅い問題の対応
・外字の私用領域文字コードを自動で埋め込むよう修正
・用紙のサイズ(標準)で"A0"を設定した時、UI上の表示が"841.0×1155.7"ミリになる 問題の対応

2014/5/30

・DrvStartPageがコールされずにDrvEndDocがコールされた時に、クラッシュしてしまう問題の対応
・OfficinaSerITCStd Book フォントのold styleが表示されない問題の対応
・CCITT GROUP3で圧縮すると、AdobeReaderでエラーとなり表示できない問題の対応
・Windows2000 用のコード削除
・フォント情報の取得方法修正
・ログ出力からパスワードを削除
・フォントタブの埋め込むフォント・埋め込まないフォントが登録可能な最大数を超過した状態で、
OKボタンを押下すると警告メッセージが2回表示される問題の対応
・UI圧縮オプションタブに表示される「互換性のある形式」のバージョンを設定値と連動するよう修正
・署名の「理由」「場所」が設定されていない状態で、
テキストの設定「ラベル」と「理由」/「場所」が選択された場合に、各ラベルを表示させないよう修正
・ユーティリティ 解像度1024×768 で表示がはみ出す問題の修正
・ユーティリティ フォルダ一括変換にチェックを入れて変換ボタンを押すと、ユーティリティがエラー終了する不具
合の修正
■ Viewer
[機能追加・変更]
・しおり・リンクの外部リンクへの対応
・注釈の改善（メモ追加をクリックでも追加）
・メモ追加時のアイコン設定を環境設定画面に追加
・注釈一覧のエクスポート対応
・しおりの改善（ドラッグ&ドロップ時の挙動、展開状態の保持）
・しおり作成時のショートカットキー追加
・しおり・リンクのズーム設定維持への対応
・しおり・リンクからの戻るボタン対応
・環境設定画面にて表示設定項目の追加
・検索時のプログレスバー表示対応（検索して墨消しは対応外）
・注釈の返信、ステータス付与機能の追加
・署名SHA256対応（カード署名以外）
・GPKI新プロファイル証明書対応
・LGPKIルートCA証明書のダウンロードURLの変更
・環境設定画面の捺印タブ内に捺印データファイルパスを表示しないように変更
[機能改善]
・サムネイルの描画改善
・テキスト選択時の動作改善
・上書き不可能時の保存キャンセル時に編集内容が消えないように改善

5.0.4

5.0.4.4

5.1.0.4

[不具合対応]
・Windows8.1の場合、インストール後に追加されたユーザの関連付けが反映されない問題を修正
・上書き保存時にファイルに設定されている属性が外れてしまう問題を修正
・ライン注釈がリサイズできなくなってしまう場合がある問題を修正
・URIリンクにてURL文字列に2バイト文字が含まれている場合に、AdobeReaderで開けない問題の修正
・Adobeで付与された注釈がリサイズ出来ない場合がある問題の修正
・複数行にマークアップ注釈が付与されている場合、マークアップされている行でマークアップ注釈がついていな
い箇所のテキスト選択が出来ない問題の修正
・URIリンクでメールアドレスが指定されている場合、＠の前に：が付与される現象の修正
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■ Driver
[機能追加]
・IVSフォント対応
[機能改善]
・しおりの階層が不規則なドキュメントに対応
・しおりに段落番号を付与する
・ユーティリティ 解像度800×600対応
[不具合対応]
・XenAPPでクライアントHDD及びネットワークドライブを保存先に指定した場合に、
下記エラーが発生してしまう問題の修正
「保存先のファイルは他の人またはプログラムによって使用されています。
別のファイル名を使用してください。」
・しおり文字列が制御文字から始まる時に、アプリケーションエラーが発生してしまう問題の修正
・ローカルサーバー・ローカルディスクへのリンクがAcrobat Readerで開いた際、リンクが機能しない問題の修正
・ユーティリティ しおりを持つPDF同士の結合で結合する方のしおり情報が反映されない問題の修正
・通常使うプリンタに設定し、Accessからの印刷でアプリケーションエラーが発生してしまう問題の修正
・1bpp の画像をダウンサンプリングした際に、画像が黒く塗りつぶされてしまう問題の修正
・PowerPoint2007で特定ドキュメント印刷時に正常に出力されない問題の対応
・ディスク容量圧迫時の対応修正
・設定と作成されるPDFのバージョンが一致しない問題の修正
■ Installer
[不具合対応]
・不正なポート名が取得された場合に、NULLアクセスしてしまう問題の修正

5.0.5

5.0.6

■ 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
5.0.5.4

5.0.6.4

5.1.0.14

5.1.0.14

■ 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
Microsoft Windows のセキュリティ更新プログラム (KB3170455)
■ Installer
[不具合対応]
・SkyPDF2012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。
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