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Ver 5.1.0

リリース日 変更箇所 変更種別 詳細

2014/03/12 全体 追加 EDI-Master B2B Gatewayとの連携機能を追加

マニュアル 追加

以下の２つのマニュアルをマスタに追加。

（※）従来の製品とは、以下のEDI-Masterシリーズ製品です。

全体 変更 WindowsXPに対するMicrosoft社のサポート終了に伴い、対応OSからWindowsXPを削除

全体 変更 ヘルプを取扱説明書のPDFに変更

マニュアル 修正 半角スペースを含むパスにインストールできないことをマニュアルに追記

全体 修正 画面と取扱説明書において、“稼動”と“稼働”の表記が混同していたので、“稼動”に統一

画面部(連携商品編

集/業務編集)
修正

業務編集・連携商品編集画面のオプションで、「正常値を指定する」チェックボックスにチェックを入れ、詳細画面を

開かずに登録すると警告が表示されて登録できない不具合を修正

画面部(業務編集) 修正 業務編集画面で、「連携通信追加」ボタン押下直後に「×」ボタンが有効になっていたため無効に修正

実行部 修正 EDI-Master B2B for JX-Clientを起動するたびに、EMWchのメモリ消費量が微増する不具合を修正

Ver 5.0.2

 

リリース日 変更箇所 変更種別 詳細

2013/07/10

全体 変更

Windows 8、Windows Server 2012に対応

Windows 2000 対応を削除

Hyper-V 2.0、VMWareESXi 4.1に対応

業務編集 変更 ファイル成立業務を追加・複写できないよう修正。過去バージョンからの移行は可能

業務編集 変更
システム設定の「日付変更時、無条件で実行リストを更新する」、業務設定の「異常発生時でも続行」のデフォルト値をチェッ

クありに修正

全体 変更 JX-Client Ver2.1.0との連携時に、JX手順2007年度版受信（ドキュメント指定受信）を行えるよう修正

実行部 修正
ファイル成立業務の起動条件「削除」で、同時に複数の監視対象ファイルを削除しても一度しか業務が実行されない不具合

を修正

実行部 修正
ファイル成立業務で監視対象ファイルが複数の場合、0.1～1.5秒程度の間隔で複数ファイルを作成した場合に、作成した数

だけ業務が実行されない不具合を修正

業務編集 変更

JX-Clientで正常値設定可能なエラーコードを、以下の二つだけに変更。

・0：正常終了

・1：ゼロ件処理

実行部 修正 直接起動時に、業務実行結果が不正な値となる不具合を修正

実行部 修正
ネットワーク上のユーザアプリケーションをUNCパスでユーザアプリケーションとして登録した場合、起動に失敗する不具合

を修正

全体 変更 「XML変換ツール」の商品名を「XML変換ツール（BizTran）」に変更

マニュアル 修正 設定移行ツールで移行しきれないフォルダ・ファイルの移行について、移行手順書に記載

マニュアル 修正 リモートデスクトップで操作可能なように修正

マニュアル 追加 連携エラー、ファイル移動失敗時の戻り値・詳細ログに出力されるステータスコードの意味をトラブルシューティングに記載

Ver 5.0.1

 

リリース日 変更箇所 変更種別 詳細

2012/06/28

マニュアル 追加

設定移行ツールはファイルの属性をそのまま引き継いでしまう仕様となっているため、移行元の属性が読み取り属性の場

合、移行先の環境で設定変更及び業務の実行時に書き込みができず、処理が異常となる現象が発生する。対処としてこの

現象の回避方法を移行手順書に追加。

通信ソフトを従来の製品(※)からB2B Gatewayに変更して、JS-Standardと連携するユーザ向けの移行手順書・

JS-StandardとB2B Gatewayを連携する時の入門ガイド・

EDI-Master B2B for BANK-Client・

EDI-Master B2B for BANK-Server・

EDI-Master B2B for JCA-Client・

EDI-Master B2B for JCA-Server・

EDI-Master B2B for BANK TCP/IP-Client・

EDI-Master B2B for BANK TCP/IP-Server・

EDI-Master B2B for JX-Client・
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マニュアル 修正 取扱説明書・移行手順書のPDFファイル名を修正

マニュアル 修正 取扱説明書に記載している有償保守サイトのURLを修正

マニュアル 修正 MailFileのフォーマットについて取扱説明書の記述誤り修正

マニュアル 修正 移行手順書に別PCへの移行手順を追加

実行部 変更 業務実行中に日付更新処理が行われた場合、実行中の業務を中断せず、最後まで実行するように仕様を変更

実行部 修正
業務実行中に日付更新処理の実行予定時刻に達すると、実行中の業務が完了するのを待たずに日付更新処理を実行して

しまう不具合を修正

実行分 修正 スケジュールファイルの更新に失敗した場合、スケジュール内容がクリアされてしまう不具合を修正

実行部 修正
稼動形態がファイル成立の場合、対象ファイルが処理済であっても、対象ファイルをロックして解除するだけで新規ファイル

と認識して検知されてしまう不具合を修正

実行部 修正
ユーザアプリケーション登録時、作業フォルダの指定が無い場合、対象のアプリケーションが存在するフォルダを作業フォル

ダとして認識できない不具合を修正

業務編集 修正
「排他業務設定画面」で業務の排他設定後、「業務の排他を行う」チェックボックスを外して業務を登録しても、排他設定が有

効のまま登録される不具合を修正

業務編集 修正
「業務の排他を行う」チェックボックスを入れ、かつ「自業務の排他」チェックボックスを外した設定では、業務の登録ができな

い不具合を修正

実行部 修正
稼動条件がファイル成立で、かつ監視時間が指定された業務が実行中の場合、監視時間が過ぎると、業務の実行結果とし

て"未実行"表示のログが余計に出力される不具合を修正

Ver 5.0.0

リリース日 変更箇所 変更種別 詳細

2011/05/02 画面部 変更 製品名を「EDI-Master/Multi」から「EDI-Master JS Standard」に変更

実行部 修正
ファイル成立の監視対象ファイルがロックされていたとき、他の対象ファイルが成立しても業務が実行されない不具合を修

正

実行部 修正
ユーザアプリケーションの保存パスが半角スペースを含む場合、2つ以上のパラメータを指定して実行すると起動エラーに

なる不具合を修正

実行部 修正 ファイル成立の対象ファイルがロックされていると、他の対象ファイルが成立しても業務が実行されない不具合を修正

実行部 修正 自動実行開始時に、ファイル成立の監視対象ファイルが存在すると、業務が実行してしまう不具合を修正

実行部 修正 ログ削除時に、ログファイルのうちinfファイルを削除していない不具合を修正

移行ツール 修正 Ver4.00から設定移行ができない不具合を修正

画面部

(業務編集)
変更 実行待機中の業務は設定変更をできないように変更

画面部

(業務編集)
変更 連携商品からNTS-140Hediを削除

インストーラ 変更 インストールするOSによらず製品情報をレジストリに登録するよう変更

EDI-Master/Multi リリース情報

Ver 4.4.1

リリース日 変更箇所 変更種別 詳細

2010/08/02 マニュアル 変更 取扱説明書　PDF提供に変更

2009/07/01 インストーラ 追加 WindowsServer2008に対応

実行部 変更 EDI-Master B2B for JX-Clientのアプリケーション固有ログを、EDI-Master JS Standardのログ詳細に取り込むよう変更

実行部 修正
稼動形態に待機状態を選択している業務で、待機時間外に該当相手先からの通信があった場合、待機開始時に業務を実

行してしまう不具合を修正

実行部 変更
フォルダ監視業務において、ファイルの存在有無により業務が起動されるよう変更（以前は、ファイルのタイムスタンプによ

り起動させていたため、未来日付のファイルが存在しても業務が実行されなかった）

実行部 修正
EDI-Master B2B for JX-Clientを使用した業務を実行したとき、EDI-Master B2B for JX-Clientのアプリケーション固有のロ

グに過去ログが存在すると起動エラーとなる不具合を修正

実行部 修正 リモートソフトおよびローカルドライブ以外から起動されないよう修正（二重起動に対する制限強化）

画面部

（業務編集）
修正 設定印刷がエラーとなる不具合を修正（EDI-Master B2B for JX-Client、BizTran登録時）

画面部

（業務編集）
修正 アイコン表示不具合を修正（EDI-Master B2B for JX-Client登録時）

画面部

（業務編集）
修正 EDI-Master B2B for JX-Clientを使用した業務設定を変更したとき、不要なエラーメッセージが表示される不具合を修正

画面部

（業務編集）
修正 業務設定でEDI-Master B2B for JX-Clientを登録するとき、「送信済みファイルを退避する」をチェックできないよう修正

Ver4.4.1よりも前（Ver4.04以前）のリリース情報については、別途お問合せください。




