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[Ver.6.10-00 での変更内容]
No

VerUp

概要

変更区分

区分
1

以下の OS を動作対象から削除

仕様変更

システム全般

機能追加

システム全般

機能追加

システム全般

機能追加

システム全般

機能追加

プリンタ

・Windows 8.1 Pro (x86, x64)
・Windows 8.1 Enterprise (x86, x64)
2

以下の OS に対応
・Windows 11 Pro
・Windows 11 Enterprise

3

以下の OS に対応
・Windows Server 2022 Standard
・Windows Server 2022 Datacenter

4

以下のブラウザに対応
・Microsoft Edge
・Microsoft Edge の Internet Explorer モード

5

プリンタのプロパティ「詳細設定」-「印刷開
始イベント」の「印刷ジョブ完了」がチェッ

セッション

クされている場合、特定データ受信で印刷ジ
ョブをクローズする機能を追加
※特定データとは RFC2877 で公開されてい
る「Null Print Record」のことを指します。
6

サーバマネージャの「ユーザグループの設定」 機能追加

サーバツール

-「機能の設定」で、機能選択リストに表示し
きれない機能がある場合、縦にスクロールし
て表示する機能を追加
7

目次の構成変更やページ番号の通し番号化な
どにより、
『ユーザーズマニュアル』の使いや
すさを改善

1

機能追加

マニュアル
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No

VerUp

概要

変更区分

区分
8

ホストと「昂」や「昻」の文字を含むデータ

修正

システム全般

修正

インストーラ／

を送受信した場合、「昂」の文字が「昻」に、
「昻」の文字が「昂」に変換されることがあ
る現象を修正
9

クライアントインストーラを使用してバージ
ョンアップ、または上書きインストールした

アンインストーラ

場合、設定済みのクライアント ID が引き継が
れない現象を修正
10

クライアントマネージャ、ディスプレイセッ

修正

ション、プリンタセッションを実行中にアン

インストーラ／
アンインストーラ

インストールが実行できてしまう現象を修正
11

キーボードロックの記述を含む起動時マクロ

修正

が設定されたディスプレイセッション起動

ディスプレイ
セッション

時、エミュレータ画面の表示位置が下にずれ
ることがある現象を修正
12

セッションやクライアントマネージャが起動

修正

している状態で差分配布を行うと、何度もモ

エミュレータ
コンポーネント／

ジュールの更新が発生する現象を修正

エミュレータ
コントロール

13

ラ イ セ ン ス エ ラ ー 発 生 時 、「 TES Data

修正

Service」でメモリリークが発生する現象を修

エミュレータ
コンポーネント／

正

エミュレータ
コントロール

14

ユーザやグループを追加した場合、特定の名
前が追加されない現象を修正

2

修正

サーバツール
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No

VerUp

概要

変更区分

区分
15

マスター／ミラー構成の環境でユーザ登録フ
ァイルを使用してユーザ登録を行うと、ミラ
ー側に構成定義が反映されないことがある現
象を修正

3

修正

サーバツール
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No.8

ホストと「昂」や「昻」の文字を含むデータを送受信した場合、「昂」の文
字が「昻」に、
「昻」の文字が「昂」に変換されることがある現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・ディスプレイセッション、プリンタセッション、HTML セッション、ファイル転送、
データ転送、コードテーブル設定、PCSAPI のいずれかを使用

発生条件

・上記機能の設定で 2 バイト系コードテーブル定義の JIS コード指定を以下の値に設定
「JIS C 6226 - 1978」
・ホストと「昂」や「昻」の文字を含むデータを送受信

障害内容

ホストとの送受信で「昂」の文字が「昻」に、
「昻」の文字が「昂」に変換される。

アップデート

ホストコード：0x5B99 をシフト JIS コード：0xFAD0（昻）に、ホストコード：0x4F9F

未実施時の

をシフト JIS コード：0x8D56（昂）に変換する 2 バイト系コードの差分ファイルを作成

回避策

し、適用する。

クライアントインストーラを使用してバージョンアップ、または上書きイン
No.9

ストールした場合、設定済みのクライアント ID が引き継がれない現象を修
正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・TCPLink Enterprise Server V6.09-00 のクライアントアドミニストレーションキットで

発生条件

作成したクライアントインストーラを使用
・クライアント ID 設定済みのクライアントでバージョンアップインストール、または上
書きインストールを実施

障害内容

バージョンアップ、または上書きインストール後、クライアント ID が引き継がれないた
め、クライアントが従来通り使用できなくなる。
以下のいずれかの方法を行う。

アップデート

・インストール対象のクライアントに設定済みのクライアント ID を設定したクライアン
トインストーラをアドミニストレーションキットで作成し、インストールする

未実施時の
回避策

・クライアント ID のチェックをつけたクライアントインストーラをアドミニストレーシ
ョンキットで作成し、カスタムインストールでクライアントに設定済みのクライアン
ト ID を入力してインストールする

4
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No.10

クライアントマネージャ、ディスプレイセッション、プリンタセッションを
実行中にアンインストールが実行できてしまう現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。

発生条件

・V6.09-00 の「TCPLink Enterprise Server エミュレータ クライアント」を使用
・クライアントマネージャ、ディスプレイセッション、プリンタセッションを実行中
・「TCPLink Enterprise Server エミュレータ クライアント」のアンインストールを実行

障害内容

「TCPLink Enterprise Server エミュレータ クライアント」のアンインストール実行後、
インストールフォルダに一部のファイルが残ったままになる。

アップデート

クライアントマネージャ、ディスプレイセッション、プリンタセッションをすべて終了

未実施時の

後、
「TCPLink Enterprise Server エミュレータ クライアント」のアンインストールを実

回避策

行する。

キーボードロックの記述を含む起動時マクロが設定されたディスプレイセ
No.11

ッション起動時、エミュレータ画面の表示位置が下にずれることがある現象
を修正
キーボードロックの記述を含む起動時マクロが設定されたディスプレイセッションを起

発生条件
動した場合。
ディスプレイセッションでガイドラインメッセージがステータスバーに隠れて読み取れ
障害内容
ない。
アップデート
未実施時の
回避策

No.12

以下のいずれかの方法を行う。
・ディスプレイセッションでステータスバーを表示しない設定にする
・起動時マクロからキーボードロックの記述を削除、またはコメントアウトする

セッションやクライアントマネージャが起動している状態で差分配布を行
うと、何度もモジュールの更新が発生する現象を修正
クライアント側でセッション、またはクライアントマネージャが起動している状態で差

発生条件
分配布が行われ、その後、クライアント側で新たに別のセッションを起動した場合。
すべてのセッションを終了してやり直さないかぎり、起動したセッションで繰り返し同
じメッセージが表示される。
障害内容
差分配布での更新対象モジュールが、クライアントマネージャや共通モジュールの場合、
セッションだけでなく、ブラウザも終了する必要がある。
アップデート

運用時間帯の差分配布を避ける。

未実施時の
回避策

5
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No.13

ライセンスエラー発生時、
「TES Data Service」でメモリリークが発生する
現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・同時接続ライセンス数より多くのセッションを定義

発生条件
・同時接続ライセンス数より多いセッション起動要求があり、同時接続ライセンス数オ
ーバーのエラーが発生
同時接続ライセンス数オーバーが発生した状態で長期間稼働した場合、サーバ側でメモ
障害内容
リ不足による障害が発生する可能性がある。
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

No.14

ユーザやグループを追加した場合、特定の名前が追加されない現象を修正
追加するユーザやグループの名前に含まれる全角文字と、比較対象となる既存のユーザ

発生条件

やグループの名前に含まれる全角文字の文字コードの差異が、英大文字の文字コードと
英小文字の文字コードの差異のみに該当する場合。
特定の名前のユーザやグループが追加できない。

障害内容

特定の名前のユーザやグループに追加した定義が意図しないユーザやグループに追加さ
れる。

アップデート
未実施時の

追加するユーザやグループの名前に含まれる同一と見なされた全角文字を変更するか、
名前に一文字以上を加える。

回避策

No.15

マスター／ミラー構成の環境でユーザ登録ファイルを使用してユーザ登録
を行うと、ミラー側に構成定義が反映されないことがある現象を修正
ユーザ登録ファイルを使用して、新たな構成定義をデフォルト設定で大量に自動作成し

発生条件
た場合。
現象発生後にミラー側へ制御が移行した場合、クライアント側で該当の構成定義を使用
障害内容
するセッションが起動できない。
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

6
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[Ver.6.09-00 での変更内容]
概要

No

パッチ

変更区分

区分
1

以下の OS に対応

機能追加

システム全般

機能追加

システム全般

仕様変更

セキュリティ

機能追加

ネットワーク

機能追加

ディスプレイ

・Windows Server 2019 Standard
・Windows Server 2019 Datacenter

2

以下のクラウド環境での動作を確認
・アマゾンウェブサービス(AWS)
・マイクロソフト社クラウドサービス(Azure)

3

セ キ ュ リ テ ィ 対 応 版 で TLS1.0(Transport
Layer Security)を無効化

4

セッション確立を試行するデバイス名の重複
を避けるため、デバイス名に特殊文字、およ
びキーワード指定できる機能を追加

5

以下のキーアサインファイルを追加
・IBM 社製 Personal Communications V14

セッション／

互換

ツール

・IBM i Access for Windows V7 互換

6

DDS で定義された縦スクロールバー機能を

機能追加

追加

7

セッション

IBM 社製 Personal Communications V14 の初

機能追加

期値の設定と同等の貼り付け機能を追加

8

ディスプレイ

「令和」合字文字の表示機能を追加

ディスプレイ
セッション

機能追加

ディスプレイ
セッション

1
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概要

No

パッチ

変更区分

区分
9

印 刷 コ マ ン ド フ ァ イ ル (Print Command

機能追加

プリンタ

File:PCF)の登録内容にしたがって、プリンタ

セッション／

制御コードをプリンタへ出力する機能に対応

ローカルコピー

IBM プリンタ定義ファイル(PDF)を利用して
の印刷にも対応

10

印 刷 コ マ ン ド フ ァ イ ル (Print Command

機能追加

プリンタ

File:PCF)の作成・変更、および設定方法を示

セッション／

した、
『印刷コマンドファイルリファレンスマ

ローカルコピー

ニュアル』を追加

11

「令和」合字文字の印刷機能を追加

機能追加

プリンタ
セッション／
ローカルコピー

12

複数のサーバに異なるエミュレーションが導

仕様変更

入されている場合、起動 Web ページから複数

エミュレータ
コントロール

エミュレーションの同時起動を可能とするよ
うに変更

13

データ転送のファイルタイプに「タブ区切り

機能追加

データ転送

機能追加

データ転送

機能追加

データ転送

テキスト」を追加

14

データ転送パネルでデータ送受信の完了時、
転送完了メッセージを表示する／しないを指
定する機能を追加

15

転送要求ファイルをダブルクリックすること
により、データ転送パネル、またはデータ転
送コマンドラインプログラムを起動できる機
能（関連付け）を追加

2
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概要

No

パッチ

変更区分

区分
16

関連付け機能でデータ転送パネルを起動する

機能追加

データ転送

仕様変更

データ転送

機能追加

データ転送

仕様変更

データ転送

場合、データ転送パネルの起動と同時にデー
タ転送開始、およびデータ転送完了時にデー
タ転送パネルを終了する機能を追加

17

転送要求ファイルに指定された文字セットと
不一致が発生した場合、自動的に文字コード
を割り当てるように変更
以下のファイル形式の場合
・Microsoft Excel 97-2003 (.xls)
・無変換

18

データ転送（受信）で、ASCII テキスト受信
時にレコード末尾のスペースを切り捨てる機
能を追加
また、スペースを切り捨てる設定は、データ
転送のプロパティで設定可能新規インストー
ル、およびバージョンアップインストール時
の初期設定は、スペースを切り捨てないから
スペースを切り捨てるに変更

19

データ転送（受信）で、以下のホストコード
のコード変換を変更
・ホストコードの全角ハイフン（0xE9F3）
全角スペースから全角ハイフン（シフト JIS
0x817C）に変更
・ホストコードの波線（0xE9F4）
全角スペースから波線（シフト JIS 0x8160）
に変更
・ホストコードの破断線（0xE9F5）
全角スペースから破断線（シフト JIS
0xFA55）に変更

3
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概要

No

パッチ

変更区分

区分
20

データ転送（送信）で、オブジェクト作成「既

機能追加

データ転送

機能追加

データ転送

仕様変更

マニュアル

修正

インストーラ／

存メンバーへの追加」機能を追加

21

データ転送（送信）で、フィールドより長い
データを送信しようとしたときに続行か中断
か選択できる機能を追加

22

ユーザーズマニュアルのファイル構成を変更
また、サーバ側のインストールフォルダに格
納するように変更

23

クライアントインストール時、デスクトップ
に作成されるショートカットにエントランス

アンインストーラ

サーバへの接続情報が設定されない現象を修
正

24

クライアント認証でクライアント証明書に記

修正

セキュリティ

修正

ディスプレイ

述するサブジェクト名の文字数が 185 を超え
ていると、エントランスサービスが停止する
場合がある現象を修正

25

READ MDT FIELDS コマンドを受信した場
合、変更されていないフィールドのデータも

セッション

送信する現象を修正

26

ブリンクを含む画面を連続して表示すると、

修正

文字が表示されなくなることがある現象を修

ディスプレイ
セッション

正

27

前画面に遷移すると全角文字が文字化けする
ことがある現象を修正

修正

ディスプレイ
セッション

4
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概要

No

パッチ

変更区分

区分
28

前 画 面 で 漢 字 シ フ ト オ ー ダ ー (WRITE

修正

ディスプレイ
セッション

EXTENDED ATTRIBUTE)により漢字指定さ
れた画面位置の一部の文字が文字化け、また
は表示されない現象を修正

29

全非保護フィールドの NULL クリアデータ受

修正

信しても、非保護フィールドの表示が消去さ

ディスプレイ
セッション

れない現象を修正

30

フィールドの最終桁に文字入力ができないこ

修正

とがある現象を修正

31

ディスプレイ
セッション

ホストから画面データ受信中に送信権が無い

修正

状態にもかかわらず、機能キーの入力（デー

ディスプレイ
セッション

タ送信）が可能となる現象を修正

32

シフト文字（SO）位置にカーソル移動（IC）

修正

オーダーが指定されていると、入力可能な位

ディスプレイ
セッション

置にカーソルが移動しない現象を修正

33

プログラム開発管理機能 (PDM)画面でキー

修正

入力ができなくなる現象を修正

34

ディスプレイ
セッション

混用フィールドが半角空白文字でパディング

修正

されている場合、文字が挿入できない現象を

ディスプレイ
セッション

修正

35

STARTPC コマンドの引数で指定された文字
列に半角スペース文字が存在する場合、指定
された実行コマンドが動作しないことがある
現象を修正

5

修正

ディスプレイ
セッション

作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

概要

No

パッチ

変更区分

区分
36

区切り文字を含むデータをコピーし、貼り付

修正

けを行うと、区切り文字位置に不正な文字が

ディスプレイ
セッション

貼り付けられる現象を修正

37

区切り文字位置のデータが文字としてコピー

修正

される現象を修正

38

ディスプレイ
セッション

全角文字の直後に属性がある画面データをコ

修正

ピーすると、属性位置以降のデータがコピー

ディスプレイ
セッション

できない現象を修正

39

DDS 罫線消去を含む画面データを受信時、画

修正

面表示されない現象を修正

40

セッション

前画面で表示されていた DDS 罫線が残る現

修正

象を修正

41

ディスプレイ
セッション

セッション自動再接続時、DDS 罫線が残る現

修正

象を修正

42

ディスプレイ

ディスプレイ
セッション

DDS ウィンドウ枠が消える現象を修正

修正

ディスプレイ
セッション

43

DDS ウィンドウ内の全角文字が文字化けする

修正

現象を修正

44

ディスプレイ
セッション

全角文字位置に DDS の WINDOW キーワード

修正

で指定されたウィンドウを表示すると、ウィ

ディスプレイ
セッション

ンドウの枠外にシフト文字（SI）が表示され
る現象を修正

45

DDS ウィンドウ枠位置に DDS ボタンの終端
が重なると、ウィンドウ枠が消去される現象
を修正

6

修正

ディスプレイ
セッション

作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

概要

No

パッチ

変更区分

区分
46

DDS ボタンが表示されている同一行のフィー

修正

ルドに文字が入力できない現象を修正

47

前画面の DDS ウィンドウのボタン、DDS ボ

セッション
修正

タン枠が残る現象を修正

48

ディスプレイ

ディスプレイ
セッション

[ディスプレイのプロパティ]－[カラー設定]の

修正

「フィールドカラー(緑：20,21,24,25)」を緑

ディスプレイ
セッション

色以外に設定しても、緑色で表示される現象
を修正

49

非表示のキーパッドが表示される現象を修正

修正

ディスプレイ
セッション

50

操作ログ機能で、環境定義の定義名に

修正

「 OPEENV 」、 ま た は ロ グ 定 義 の 定 義 名 に

ディスプレイ
セッション

「OPELOG」の文字列を指定すると、ディス
プレイセッションが起動しない現象を修正

51

ディスプレイセッション終了時に「終了時の

修正

プリンタ情報の保存」を行うと、アプリケー

ディスプレイ
セッション

ションエラーが発生することがある現象を修
正

52

ローカルコピーの出力先に「通常使うプリン

修正

タ」を設定している場合、Windows で設定さ

ディスプレイ
セッション

れている「通常使うプリンター」と異なるプ
リンタに出力される現象を修正

53

ローカルコピーの「出力先」を変更して設定
保存すると、
「出力先プリンタに対するプロパ
ティ情報が一致しません。
」で保存できない現
象を修正

7

修正

ディスプレイ
セッション

作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

概要

No

パッチ

変更区分

区分
54

プリンタの出力先に「通常使うプリンタ」を

修正

設定している場合、Windows で設定されてい

プリンタ
セッション

る「通常使うプリンター」と異なるプリンタ
に出力される現象を修正

55

プリンタの「出力先」を変更して設定保存す

修正

ると、
「出力先プリンタに対するプロパティ情

プリンタ
セッション

報が一致しません。
」で保存できない現象を修
正

56

プリンタのプロパティで、プリントジョブ名

修正

プリンタ

に半角 50 文字を指定して印刷した場合、印刷

セッション／

ジョブのドキュメント名にプリントジョブ名

ローカルコピー

が表示されない現象を修正

57

JIS コードで同じ字形が重複登録されている

修正

プリンタ

文字範囲（NEC 特殊文字、IBM 拡張文字、NEC

セッション／

選定 IBM 拡張文字）のコードテーブル差分が

ローカルコピー

有効にならない現象を修正

58

プリンタセッション終了時に「終了時のプリ

修正

ンタ情報の保存」を行うと、アプリケーショ

プリンタ
セッション

ンエラーが発生することがある現象を修正

59

セキュリティ対応版でエントランスサービス

修正

スタイル

修正

サーバツール

がインストールされていない場合、
「スタイル
設定」で「コンポーネント」、
「コントロール」
の選択が表示される現象を修正

60

エントランスサーバのシステムプロパティ
で、
「ホスト名」に 31 文字を超えるホスト名
を指定した場合、クライアントマネージャが
起動しない現象を修正

8

作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

概要

No

パッチ

変更区分

区分
61

リモートセッションモニタを利用時、ユーザ

修正

サーバツール

修正

ツール

修正

ツール

修正

データ転送

修正

データ転送

修正

データ転送

修正

データ転送

登録［ユーザの設定］の「ユーザ名」にスラ
ッシュ(/)、シングルクォーテーション(')、半角
カナ文字、半角スペースの文字が含まれてい
ると、起動エラーとなる現象を修正

62

リモートツールで操作タイムアウトが発生し
た場合のエラーメッセージ内容を統一

63

キーアサインまたはキーパッドに、文字「¥」
を割り当てて文字入力を行うと、
「＼（バック
スラッシュ）
」で入力される現象を修正

64

データ転送（受信）で、
「DECIMAL 型」の数
値型フィールドがある場合、アプリケーショ
ンエラーが発生する現象を修正

65

データ転送（受信）で、数値型フィールドの
受信データに指定された桁数よりも多い桁数
の数値が含まれている場合、アプリケーショ
ンエラーが発生する現象を修正

66

データ転送（受信）で、出力先をディスプレ
イに設定している場合、データ転送パネルが
アプリケーションエラーになることがある現
象を修正

67

データ転送（受信）で、最後のフィールドが
文字列型で、そのデータが数値のみの場合、
受信した Excel ファイルの最終フィールドの
列のセルの属性が「文字列」に設定されない
ことがある現象を修正

9

作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

概要

No

パッチ

変更区分

区分
68

データ転送（受信）で、 Excel ファイルの転

修正

データ転送

修正

データ転送

修正

データ転送

修正

データ転送

修正

データ転送

修正

データ転送

送中に別の Excel ファイルを開き編集したり、
Excel ファイルを保護ビューで開くと、データ
転送が異常終了する、または受信中の Excel
ファイルが作成されない現象を修正

69

データ転送（受信）で、受信ファイル名に存
在しないフォルダの Excel ファイルを指定し
た場合、転送開始時にファイル作成の失敗と
ならない現象を修正

70

データ転送（受信）で、小数部が 2 桁以上か
つ小数第一位の値がゼロの受信データを、不
正な値で保存する現象を修正

71

データ転送（受信）で、数値フィールドの小
数部が 0 の場合、小数点が出力されない現象
を修正

72

データ転送（送信）で、PCOMM で作成され
た形式記述ファイル（FDF）を使用して Excel
ファイルを送信すると、エラーになる現象を
修正

73

データ転送（送信）で、[オブジェクトの作成]
設定に「ファイルおよびメンバーを作成」、ま
たは「新しいメンバーを作成」を指定した場
合、送信データに送信先フィールド長を超え
る長さのデータが含まれているとデータ転送
に失敗する現象を修正

10

作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

概要

No

パッチ

変更区分

区分
74

データ転送（送信）で、文字列型フィールド

修正

データ転送

修正

データ転送

修正

データ転送

修正

データ転送

修正

データ転送

にフィールド長を超えるデータを含むファイ
ルを送信した場合、エラーとなる現象を修正

75

データ転送（送信）で、 Excel ファイルの転
送中に別の Excel ファイルを保護ビューで開
くとデータ転送が異常終了する場合がある現
象を修正

76

データ転送（送信）で、送信ファイル名の指
定で拡張子を省略している場合、送信ファイ
ルの指定フォルダに同じファイル名で拡張子
が異なる「Microsoft Excel 97 - 2003 (.xls)」と
「Microsoft Excel (.xlsx)」のファイルが存在す
ると、必ず「Microsoft Excel (.xlsx)」のファイ
ルが送信されてしまう現象を修正

77

データ転送（送信）で、ファイルタイプ「SYLK
形式」の１列のみのファイル、またはファイ
ルタイプ「Microsoft Excel 97 - 2003 (.xls)」
、
「Microsoft Excel (.xlsx)」の１列かつ最終行に
小数部があるファイルを送信した場合、アプ
リケーションエラーが発生する現象を修正

78

データ転送（送信）で、送信データの小数点
以下の桁数が送信先の数値型フィールドの小
数点以下の桁数よりも多い場合、数値が丸め
られず、不正な桁数のデータとして送信され
る現象を修正

11

作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

概要

No

パッチ

変更区分

区分
79

データ転送（送信）で、数値型フィールドの

修正

データ転送

修正

データ転送

修正

データ転送

修正

データ転送

修正

データ転送

修正

データ転送

修正

データ転送

送信データに最大値を超える数値が含まれて
いる場合、桁あふれした数値が送信される現
象を修正

80

データ転送（送信）で、存在しない形式記述
ファイル（FDF）を指定して実行しても、
「形
式記述ファイル（FDF ファイル）が見つかり
ません。
」のエラーメッセージが表示されない
現象を修正

81

データ転送（送信）で、先頭がゼロパディン
グされたデータを数値フィールドに送信した
場合、数値フィールドの上限値で送信される
現象を修正

82

データ転送（送信）で、改行のみの行(レコー
ド)を含むファイルが送信できない現象を修正

83

データ転送（送信）で、省略可データ（空文
字列）を NULL 値可能フィールドに送信する
と、半角スペースで送信する現象を修正

84

データ転送（送信）で、小数部を含む数値デ
ータを、小数部の桁数が指定されていないフ
ィールドに送信すると、不正な値（0）で送信
される現象を修正

85

コマンドラインでのデータ転送（送信）で、
送信失敗時の送信中止メッセージに不正なレ
コード数が表示される現象を修正

12

作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

概要

No

パッチ

変更区分

区分
86

データ転送システム設定で、接続先定義のサ

修正

データ転送

修正

データ転送

修正

API 機能

修正

API 機能

修正

API 機能

修正

マクロ

修正

マクロ

インオン設定に「指定したユーザーID とパス
ワードを使用する」が設定されている場合、
接続先定義が更新できない現象を修正

87

データ転送パネルを起動後、データ転送に関
係のない Excel ファイルをダブルクリックや
ファイルの右メニューから開いた状態で、
Excel ファイルのデータ送受信が完了した場
合、開いていたデータ転送に関係のない Excel
ファイルが閉じてしまう現象を修正

88

EHLLAPI を利用して「¥」を入力すると、
「＼
（バックスラッシュ）
」となる現象を修正

89

EHLLAPI の Copy Presentation Space(機能番
号：5)で、
「データ・ストリング長」に指定し
た値で文字列をコピーしてしまう現象を修正

90

EHLLAPI を利用したアプリケーションが終了
できない現象を修正

91

文字列パラメータにダブルクォーテーション
(")が含まれたマクロファイルをマクロ編集ツ
ールで開くと、ダブルクォーテーション(")行
がコメントとして扱われる現象を修正

92

If コマンドで TES.Text プロパティによるエミ
ュレータ画面上の文字列検索ができない現象
を修正

13

作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

概要

No

パッチ

変更区分

区分
93

If コマンドで TES.Text プロパティによる文字

修正

マクロ

修正

マクロ

修正

マクロ

修正

マクロ

修正

ヘルプ

修正

ヘルプ

修正

ヘルプ

列検索を行うと、アプリケーションエラーが
発生することがある現象を修正

94

Timeout コマンドでタイムアウト値を「0」に
設定した場合、条件指定コマンドが失敗する
現象を修正

95

条件指定(Wait、While)機能のコマンドで「¥」
を含む文字列を指定した場合、エミュレータ
画面上に文字があるにも関わらず、待機解除、
または待機できない現象を修正

96

マクロコマンド WaitEMLKey、WaitMacro で
待機中に機能キーの実行、キー入力を行うと、
マクロコマンド実行時に指定された待機時間
より短い時間でマクロコマンドが完了する現
象を修正

97

ディスプレイセッションのヘルプ、
「入力禁止
メッセージ」に、不要な「取消キー」ヘルプ
と、「取消キー 通信チェックｎｎｎ」記載さ
れている誤記を修正

98

操作ログサービスマネージャのメニュー「管
理」－「操作ログサービスの停止」選択時、
ステータスバーに表示されるヘルプ説明の誤
記を修正

99

EHLLAPI の リ フ ァ レ ン ス ヘ ル プ 、 Copy
Presentation Space(機能番号：5)の説明の誤
記を修正

14

作成日：２０２０年１２月
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クライアントインストール時、デスクトップに作成されるショートカットに
No.23

エントランスサーバへの接続情報が設定されない現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・「クライアントマネージャ起動」ページ以外のページからインストールを行い、
エミュレータを利用

発生条件

・クライアントアドミニストレーションキットで「クライアントマネージャの
ショートカットを作成する」を有効にした、クライアントインストーラーを作成
・既にインストールされているクライアントをアンインストールせず、上記のクライ
アントインストーラーを実行

障害内容

デスクトップのショートカットからのセッション起動ができない。

以下のいずれかの方法を行う。
アップデート
未実施時の
回避策

・ページからインストール後、アンインストールを行わないまま、クライアント
インストーラーで再インストールしない
・クライアントインストーラーで再インストールする際に「カスタムインストール」を
選択し、
「IP アドレス」と「ポート番号」を指定してインストールする

クライアント認証でクライアント証明書に記述するサブジェクト名の文字
No.24

数が 185 を超えていると、エントランスサービスが停止する場合がある現象
を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・セキュリティ設定のクライアントの認証方法において、
「クライアントに対して証明書
を要求する」が設定されている

発生条件
・クライアント認証で使用するクライアント証明書のサブジェクトが 185 文字を超えて
いる
・クライアントからクライアントマネージャ、あるいはセッションを起動する
エントランスサービスが停止するため、セッション起動ができなくなる。
障害内容
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

15
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No.25

発生条件

READ MDT FIELDS コマンドを受信した場合、変更されていないフィール
ドのデータも送信する現象を修正
READ MDT FIELDS コマンドを含む画面データのラストブロックの全体(0xFFEF)、また
は一部(0xEF)を分割された別のパケットで受信した場合。
変更されていないフィールドのデータも送信するため、ホストから想定しない画面デー

障害内容
タが送られる。
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

ブリンクを含む画面を連続して表示すると、文字が表示されなくなることが
No.26

ある現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・
［ディスプレイのプロパティ］－［詳細設定］タブで「ブリンクモード」に「ブリンク」

発生条件
を選択
・ブリンクフィールドを含む画面データの描画処理中にブリンク間隔による描画を実行
文字が表示されない。
障害内容
アップデート
未実施時の

［ディスプレイのプロパティ］－［詳細設定］タブで「ブリンクモード」に「ブリンク」
以外を選択。

回避策

16
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No.27

前画面に遷移すると全角文字が文字化けすることがある現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
1. 画面位置を占有しない漢字シフトオーダー（WRITE EXTENDED ATTRIBUTE）を
伴う全角文字を含む画面データを受信
2. 1 の画面データ受信後、1 の画面データでは全角文字の 2 バイト目だった位置に漢字

発生条件

シフトオーダー（WRITE EXTENDED ATTRIBUTE）を伴う全角文字を含む画面データ
を受信
3. 2 の受信データに CLEAR UNIT コマンドが含まれていない
4. 2 の受信データに範囲指定の情報消去オーダー(ERASE TO ADDRESS)が含まれて
いる

障害内容
アップデート

全角文字が文字化けする。

特になし。

未実施時の
回避策

前画面で漢字シフトオーダー(WRITE EXTENDED ATTRIBUTE)により漢字
No.28

指定された画面位置の一部の文字が文字化け、または表示されない現象を修
正
以下の条件をすべて満たしている場合。
1. 画面位置を占有しない漢字シフトオーダー（WRITE EXTENDED ATTRIBUTE）を
伴う全角文字を含む画面データを受信
2. 1 のデータ受信後、1 のデータで全角文字だった位置に、半角文字、あるいは 1 桁
ずれて全角文字を表示するデータを受信

発生条件
3. 2 の受信データに画面消去が含まれていない
4. 2 の受信データに範囲指定の情報消去オーダー(ERASE TO ADDRESS)が含まれて
いない
5. 2 の受信データに範囲指定の文字指定オーダー(REPEAT TO ADDRESS)が含まれて
いる
一部の文字が文字化け、または表示されない。
障害内容
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

No.29

全非保護フィールドの NULL クリアデータ受信しても、非保護フィールドの
表示が消去されない現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・非保護フィールド内に文字が存在する画面データを受信

発生条件
・上記のデータ受信後、WRITE TO DISPLAY コマンドのコントロールキャラクターで
「全非保護フィールド NULL クリア」がオンのデータを受信
障害内容
アップデート

表示が消去されない箇所がある。

特になし。

未実施時の
回避策

No.30

フィールドの最終桁に文字入力ができないことがある現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
1. FIELD EXIT 要求フィールド、右寄せフィールド、または符号付数字フィールドの
最終桁まで文字を入力し、機能キーを押してデータを送信

発生条件

2. 1 のデータ送信後、カーソル位置が当該フィールド内となるような同画面フォーマット
のデータを受信
3. 2 の受信データに CLEAR UNIT コマンドが含まれていない、あるいは WRITE
TO DISPLAY コマンドのコントロールキャラクターの「非保護フィールドの NULL
クリア」がオンになっていない
フィールドの最終桁まで文字を入力し、機能キーによるデータ送信後、同フィールドの

障害内容
最終桁に文字を入力しようとすると操作員入力エラーになり文字入力できない。
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

ホストから画面データ受信中に送信権が無い状態にもかかわらず、機能キー
No.31

の入力（データ送信）が可能となる現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・機能キーによりデータ送信後、オペコードが「送信権の変更なし」(02)、かつ WRITE

発生条件

TO DISPLAY コマンドのコントロールキャラクターで「キーボードロック解除&AID
リセット」がオンのデータを受信
・上記のデータ受信後、機能キーによりデータ送信
ホストに送信権があるにもかかわらず、データ送信するため、ホスト側でエラーが発生

障害内容
し通信が切断される。
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

シフト文字（SO）位置にカーソル移動（IC）オーダーが指定されていると、
No.32

入力可能な位置にカーソルが移動しない現象を修正
シフト文字（SO）位置にカーソル移動（IC）オーダーが指定されている場合。

発生条件
入力可能な位置にカーソルが表示されない。
障害内容
※文字入力すると入力可能位置にカーソルを移動し、文字が入力される。
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

No.33
発生条件

プログラム開発管理機能 (PDM)画面でキー入力ができなくなる現象を修正
プログラム開発管理機能 (PDM)画面を呼び出し、パラメーターエラーを伴うコマンドや
オーダーを受信した場合。

障害内容

プログラム開発管理機能 (PDM) 画面でキー入力できないため、画面遷移ができなくな
る。

アップデート

特になし。

未実施時の
回避策
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

混用フィールドが半角空白文字でパディングされている場合、文字が挿入で
No.34

きない現象を修正
混用フィールドが半角空白文字でパディングされている場合。

発生条件
文字が挿入できない。
障害内容
アップデート

上書きモードで文字列を入力する。

未実施時の
回避策

No.35

STARTPC コマンドの引数で指定された文字列に半角スペース文字が存在
する場合、指定された実行コマンドが動作しないことがある現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・PC コマンドにダブルクォーテーションを含む

発生条件
・PC コマンドの実行ファイルのパスや引数に半角スペースを含む
・PC コマンドの実行が直接起動で起動できず pcspcoc.exe で実行される場合
障害内容
アップデート

STARTPC コマンドで指定された実行コマンドが動作しない。

特になし。

未実施時の
回避策

区切り文字を含むデータをコピーし、貼り付けを行うと、区切り文字位置に
No.36

不正な文字が貼り付けられる現象を修正
以下のいずれかの条件を満たしている場合。
・
［ディスプレイのプロパティ］－［編集設定］タブで「区切り文字」に「なし」を設定

発生条件
・
［ディスプレイのプロパティ］－［編集設定］タブで「区切り文字」に「指定」を設定
し、
「文字指定」をブランクに設定
区切り文字位置に不正な文字が貼り付けられる。
障害内容
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

No.37

区切り文字位置のデータが文字としてコピーされる現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・［ディスプレイのプロパティ］－［編集設定］タブで「区切り文字」に「なし」
、

発生条件
「区切り文字位置」に「属性文字」以外を設定
・コピー対象の画面文字列に「区切り文字位置」に指定した文字が存在
障害内容
アップデート

「区切り文字位置」に指定した文字が除去されず、そのまま貼り付く。

特になし。

未実施時の
回避策

全角文字の直後に属性がある画面データをコピーすると、属性位置以降のデ
No.38

ータがコピーできない現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・［ディスプレイのプロパティ］－［編集設定］タブで「区切り文字」に「なし」
、

発生条件

「区切り文字位置」に「属性文字」を設定
・コピー対象の画面文字列に全角文字の直後に属性が存在
・文字セットが「拡張英数カナ文字（JIS2004）
」
、または「拡張英小文字（JIS2004）
」
全角文字直後の属性位置までのデータしか貼り付けできない。

障害内容
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

No.39

DDS 罫線消去を含む画面データを受信時、画面表示されない現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・DDS 機能指定オーダー(WRITE TO DISPLAY STRUCTURED FIELD)に DDS 罫線消去

発生条件

(D961)のタイプを含む画面データを受信
・DDS 罫線消去の範囲指定が以下のいずれか
1. 開始桁＋幅が画面幅と一致
2. 開始行＋高さが画面行数と一致

障害内容

DDS 罫線消去を含む画面データを受信時、マイナス・レスポンスを返すため画面表示さ
れず、意図しない画面が表示される。

アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

No.40

前画面で表示されていた DDS 罫線が残る現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。

発生条件

・前画面に DDS 罫線を含む画面データを受信
・上記の画面表示の後に、全画面 DDS 罫線がない画面復元データ(RESTORE SCREEN
コマンド)を受信

障害内容
アップデート

前画面の DDS 罫線がそのまま表示される。

特になし。

未実施時の
回避策

No.41

セッション自動再接続時、DDS 罫線が残る現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・サーバマネージャの NETWORK の構成定義－［ネットワークのプロパティ］－

発生条件

［基本設定］タブで「動作モード」－「自動再接続」がオン
・DDS 罫線を含む画面データを受信
・上記の画面表示後にホスト－端末間が切断し、自動再接続

障害内容
アップデート

再接続しても、セッション切断前の DDS 罫線が残る。

特になし。

未実施時の
回避策
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

No.42

DDS ウィンドウ枠が消える現象を修正
以下の順序で画面データを受信した場合。

発生条件

1. 画面位置を占有しない漢字シフトオーダー（WRITE EXTENDED ATTRIBUTE）を
伴う全角文字を含むデータ
2. DDS ウインドウ枠が、1 のデータの全角文字位置に重なるデータ

障害内容
アップデート

DDS ウインドウを表示した際に、DDS ウインドウの枠が消える。

特になし。

未実施時の
回避策

No.43

DDS ウィンドウ内の全角文字が文字化けする現象を修正
以下の順序で画面データを受信した場合。
1. 画面位置を占有しない漢字シフトオーダー（WRITE EXTENDED ATTRIBUTE）を
伴う全角文字を含むデータ

発生条件

2. DDS ウインドウが、1 のデータの全角文字位置に重なるデータ
3. DDS ウインドウ内で、1 のデータで全角文字だった位置に半角文字、あるいは
1 バイト目、2 バイト目が 1 のデータと不一致となる漢字シフトオーダー（WRITE
EXTENDED ATTRIBUTE）を伴う全角文字を含むデータ

障害内容
アップデート

DDS ウインドウを表示した際に、DDS ウインドウ内の文字が文字化けする。

特になし。

未実施時の
回避策
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

No.44

全角文字位置に DDS の WINDOW キーワードで指定されたウィンドウを表
示すると、ウィンドウの枠外にシフト文字（SI）が表示される現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・［ディスプレイのプロパティ］－［詳細設定］タブで、
「SO,SI 文字表示」をオン
・以下の順序で画面データを受信

発生条件
1. 画面位置を占有しない漢字シフトオーダー（WRITE EXTENDED ATTRIBUTE）を
伴う全角文字のデータ
2. 1 のデータの全角文字位置に、DDS ウインドウ枠が重なるデータ
障害内容
アップデート

シフト文字（SI）が表示される。

［ディスプレイのプロパティ］－［詳細設定］タブで、
「SO,SI 文字表示」をオフにする。

未実施時の
回避策

No.45

DDS ウィンドウ枠位置に DDS ボタンの終端が重なると、ウィンドウ枠が消
去される現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・DDS 枠の画面データを受信

発生条件
・上記のデータ受信後、DDS 枠の SA(ScreenAttribute)に、DDS ボタンの終了位置の
SA が重なるデータを受信
障害内容
アップデート

DDS ウィンドウの枠が一部欠ける。

特になし。

未実施時の
回避策

No.46

発生条件

DDS ボタンが表示されている同一行のフィールドに文字が入力できない現
象を修正
DDS ボタン(単一・複数行)の矩形範囲外で同一行に入力フィールドがある画面データを
受信した場合。

障害内容
アップデート

DDS ボタンと同一行のフィールドに入力できない。

特になし。

未実施時の
回避策

24

作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

No.47

前画面の DDS ウィンドウのボタン、DDS ボタン枠が残る現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。

発生条件

・DDS ウィンドウを含む画面データを受信
・上記の画面表示後、RESTORE SCREEN コマンドのデータ受信で画面を復元

障害内容
アップデート

前画面の DDS ウィンドウのボタン、DDS ボタン枠が表示される。

特になし。

未実施時の
回避策

No.48

[ディスプレイのプロパティ]－[カラー設定]の「フィールドカラー(緑：
20,21,24,25)」を緑色以外に設定しても、緑色で表示される現象を修正
色指定があるカラー属性を１つも含まない画面の文字色の場合。
※以下のような画面での文字色が該当する。

発生条件

・ディスプレイ起動直後でホストからデータを受信していない
・全消去キーで全画面消去後
・色指定があるカラー属性を１つも含まない画面データ受信後
「フィールドカラー(緑：20,21,24,25)」を緑色以外に設定しても、緑色で表示される。

障害内容
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

No.49

非表示のキーパッドが表示される現象を修正
以下の操作を行った場合。
1. サーバ側、クライアント側のディスプレイ構成定義でキーパッドを設定

発生条件

2. ディスプレイセッション起動時にキーパッドを表示
3. キーパッドを閉じる
4. ［ディスプレイのプロパティ］を開き、更新して閉じる
非表示のキーパッドが表示される。

障害内容
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

操作ログ機能で、環境定義の定義名に「OPEENV」、またはログ定義の定義
No.50

名に「OPELOG」の文字列を指定すると、ディスプレイセッションが起動
しない現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・操作ログ設定ツールで、
「環境定義」－「定義名」に「OPEENV」、または「ログ定義」
－「定義名」に「OPELOG」の文字列を設定

発生条件
・サーバマネージャでユーザグループの設定で「操作ログの設定」－「環境定義名」
、
または「操作ログの設定」－「ログ定義名」に上記定義名を設定
※「OPEENV」
「OPELOG」は製品の予約語
次のエラーが発生し、ディスプレイセッションの起動ができない。

障害内容

「セッションの接続に失敗しました。
(0x80042205, 0x80041F5D)」

アップデート
未実施時の

構成定義の定義名に「OPEENV」
、ログ定義の定義名に「OPELOG」の文字列を指定しな
い。

回避策

ディスプレイセッション終了時に「終了時のプリンタ情報の保存」を行うと、
No.51

アプリケーションエラーが発生することがある現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・クライアント端末側の Windows の「通常使うプリンター」に全角文字を含むプリンタ
を設定

発生条件

・サーバマネージャの DISPLAY の構成定義－［ローカルコピーのプロパティ］－
［基本設定］タブの「出力先」が「通常使うプリンタ」
・サーバマネージャの DISPLAY の構成定義－［ローカルコピーのプロパティ］－
［基本設定］タブの「終了時のプリンタ情報の保存」がオン
ディスプレイセッション終了時に、下記メッセージが表示される。

障害内容
「予期せぬエラーが発生しました。
」
アップデート

クライアント端末側の Windows の「通常使うプリンター」に全角文字を含むプリンタを

未実施時の

設定しない。
（あるいは、全角文字を含むプリンタの名前を変更して半角文字のみとする）

回避策
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

ローカルコピーの出力先に「通常使うプリンタ」を設定している場合、
No.52

Windows で設定されている「通常使うプリンター」と異なるプリンタに出
力される現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・クライアント端末側の Windows の「通常使うプリンター」に全角文字を含むプリンタ

発生条件

を設定
・サーバマネージャの DISPLAY の構成定義－［ローカルコピーのプロパティ］－
［基本設定］タブの「出力先」が「通常使うプリンタ」

障害内容

Windows の「通常使うプリンター」とは異なるプリンタに出力される。

アップデート

クライアント端末側の Windows の「通常使うプリンター」に全角文字を含むプリンタを

未実施時の

設定しない。
（あるいは、全角文字を含むプリンタの名前を変更して半角文字のみとする）

回避策

ローカルコピーの「出力先」を変更して設定保存すると、「出力先プリンタ
No.53

に対するプロパティ情報が一致しません。」で保存できない現象を修正
［ローカルコピーのプロパティ］－［基本設定］タブで、以下のすべての設定を行った
場合。
・「編集形式」が「Windows プリンタドライバ」

発生条件

・「印刷時のプリンタ情報の反映」がオン
・「出力先」のプリンタのプロパティを設定
・「出力先」のプリンタを、プロパティ設定済のプリンタから別のプリンタに変更し、
設定を保存
出力先プリンタを変更して保存すると、下記メッセージが表示される。

障害内容
「出力先プリンタに対するプロパティ情報が一致しません。
」
アップデート

［ローカルコピーのプロパティ］－［基本設定］タブで「出力先」のプリンタを変更す

未実施時の

る場合、プリンタを変更後に「出力先」の［プロパティ］ボタンを押してプリンタのプ

回避策

ロパティを設定してから、設定を保存する。
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

プリンタの出力先に「通常使うプリンタ」を設定している場合、Windows
No.54

で設定されている「通常使うプリンター」と異なるプリンタに出力される現
象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・クライアント端末側の Windows の「通常使うプリンター」に全角文字を含むプリンタ

発生条件

を設定
・サーバマネージャの PRINTER の構成定義－［プリンタのプロパティ］－［基本設定］
タブの「出力先」が「通常使うプリンタ」

障害内容

Windows の「通常使うプリンター」とは異なるプリンタに出力される。

アップデート

クライアント端末側の Windows の「通常使うプリンター」に全角文字を含むプリンタを

未実施時の

設定しない。
（あるいは、全角文字を含むプリンタの名前を変更して半角文字のみとする）

回避策

プリンタの「出力先」を変更して設定保存すると、「出力先プリンタに対す
No.55

るプロパティ情報が一致しません。」で保存できない現象を修正
［プリンタのプロパティ］－［基本設定］タブで、以下のすべての設定を行った場合。
・「編集形式」が「Windows プリンタドライバ」
・「印刷時のプリンタ情報の反映」がオン

発生条件
・「出力先」のプリンタのプロパティを設定
・「出力先」のプリンタを、プロパティ設定済のプリンタから別のプリンタに変更し、
設定を保存
出力先プリンタを変更して保存すると、下記メッセージが表示される。
障害内容
「出力先プリンタに対するプロパティ情報が一致しません。
」
アップデート

［プリンタのプロパティ］－［基本設定］タブで「出力先」のプリンタを変更する場合、

未実施時の

プリンタを変更後に「出力先」の［プロパティ］ボタンを押してプリンタのプロパティ

回避策

を設定してから、設定を保存する。
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

プリンタのプロパティで、プリントジョブ名に半角 50 文字を指定して印刷
No.56

した場合、印刷ジョブのドキュメント名にプリントジョブ名が表示されない
現象を修正
「プリンタのプロパティ」－「詳細設定」
、または「ローカルコピーのプロパティ」－「詳

発生条件
細設定」タブで、
「プリンタジョブ名」に半角 50 文字の文字列を指定した場合。
印刷ジョブのドキュメント名にプリンタジョブ名が表示されず、数字の連番だけ表示さ
障害内容
れる。
アップデート

プリンタジョブ名に半角 50 文字以下に設定する。

未実施時の
回避策

JIS コードで同じ字形が重複登録されている文字範囲（NEC 特殊文字、IBM
No.57

拡張文字、NEC 選定 IBM 拡張文字）のコードテーブル差分が有効にならな
い現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・コードテーブル設定で、重複登録されている文字範囲（NEC 特殊文字、IBM 拡張
文字等）の、コードテーブル差分を作成

発生条件

・［プリンタのプロパティ］－［コードテーブル定義］タブで、
「2 バイト系コード」に
差分ファイルを登録
・［プリンタのプロパティ］－［基本設定］タブの「編集形式」が「IBM5575/5577」
、
「ESC/P」
、
「PC-PR201H」のいずれか
コードテーブル差分の文字コードで印刷できない。

障害内容
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

プリンタセッション終了時に「終了時のプリンタ情報の保存」を行うと、ア
No.58

プリケーションエラーが発生することがある現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・クライアント端末側の Windows の「通常使うプリンター」に全角文字を含むプリンタ
を設定

発生条件

・サーバマネージャの PRINTER の構成定義－［プリンタのプロパティ］－［基本設定］
タブの「出力先」が「通常使うプリンタ」
・サーバマネージャの PRINTER の構成定義－［プリンタのプロパティ］－［基本設定］
タブの「終了時のプリンタ情報の保存」がオン
プリンタセッション終了時に、下記メッセージが表示される。

障害内容
「予期せぬエラーが発生しました。
」
アップデート

クライアント端末側の Windows の「通常使うプリンター」に全角文字を含むプリンタを

未実施時の

設定しない。
（あるいは、全角文字を含むプリンタの名前を変更して半角文字のみとする）

回避策

セキュリティ対応版でエントランスサービスがインストールされていない
No.59

場合、「スタイル設定」で「コンポーネント」、「コントロール」の選択が表
示される現象を修正
以下のすべての条件を満たしている場合。
・セキュリティ対応版

発生条件

・セッションサービス、またはマネージメントサービスがインストールされている
・エントランスサービスがインストールされていない
・スタイル設定を実行
エントランスサービスがインストールされていない状態で、
「スタイル設定」で「コンポ

障害内容
ーネント」
、
「コントロール」の選択が可能となる。
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

エントランスサーバのシステムプロパティで、
「ホスト名」に 31 文字を超え
No.60

るホスト名を指定した場合、クライアントマネージャが起動しない現象を修
正

発生条件

エントランスサーバの「システムプロパティ」で、
「ホスト名」に 31 文字を超える文字
を指定した場合。

障害内容

「この web ページに問題があるためタブを開き直しました。
」を表示し、クライアントマ
ネージャが起動できない。

アップデート

「セッション一覧」ページなど、他のページからエミュレータセッションを起動する。

未実施時の
回避策

リモートセッションモニタを利用時、ユーザ登録［ユーザの設定］の「ユー
No.61

ザ名」にスラッシュ(/)、シングルクォーテーション(')、半角カナ文字、半角
スペースの文字が含まれていると、起動エラーとなる現象を修正
サーバーマネージャで、ユーザー登録［ユーザの設定］の「ユーザ名」に、スラッシュ(/)、

発生条件
シングルクォーテーション(')、半角カナ文字、半角スペースの文字が含まれている場合。
リモートセッションモニタを起動すると、下記メッセージが表示される。
障害内容
「新規ユーザ登録
アップデート
未実施時の

処理は異常終了しました。
（終了コード＝0x0086）
」

サーバーマネージャでユーザ名を登録する場合、スラッシュ(/)、シングルクォーテーショ
ン(')、半角カナ文字、半角スペースの文字を指定しない。

回避策

リモートツールで操作タイムアウトが発生した場合のエラーメッセージ内
No.62

容を統一
下記ツールで操作タイムアウトが発生した場合。
・リモートセッションモニタ

発生条件

・リモートエントランスモニタ
・ログコントロールツール
・ログ解析ツール
メッセージ内容が統一されていない

障害内容
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

キーアサインまたはキーパッドに、文字「¥」を割り当てて文字入力を行う
No.63

と、
「＼（バックスラッシュ）」で入力される現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。

発生条件

・キーアサインまたはキーパッドに文字列として割り当て
・割り当てた文字に「¥」を含む

障害内容

入力した「¥」が「＼（バックスラッシュ）
」で入力される。

アップデート

メモ帳などを利用してキーアサイン設定ファイル、またはキーパッド設定ファイルを

未実施時の

Unicode で保存し直し、
「¥」
（U+005C）でなく「¥」
（U+00A5）で記載するようにする。

回避策

データ転送（受信）で、「DECIMAL 型」の数値型フィールドがある場合、
No.64

アプリケーションエラーが発生する現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・データ転送（受信）

発生条件

・「DECIMAL 型」の数値型フィールドがあり、通知された「全桁数」が偶数桁
・ディスプレイ出力、またはファイル出力でファイルタイプが「BASIC 順次」
、
「CSV 形式」、
「ASCII テキスト」
、
「SYLK 形式」のいずれか
データ転送（受信）で、アプリケーションエラーが発生する。

障害内容
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

データ転送（受信）で、数値型フィールドの受信データに指定された桁数よ
No.65

りも多い桁数の数値が含まれている場合、アプリケーションエラーが発生す
る現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・データ転送（受信）

発生条件
・「SMALLINT 型」
、または「INTEGER 型」の数値型フィールドで、最大桁数を超える
桁数の値が含まれている
障害内容
アップデート

データ転送（受信）で、アプリケーションエラーが発生する。

特になし。

未実施時の
回避策

データ転送（受信）で、出力先をディスプレイに設定している場合、データ
No.66

転送パネルがアプリケーションエラーになることがある現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・受信の出力先に「ディスプレイ」を設定

発生条件
・転送ファイルのバイト数より、ディスプレイに表示する文字数（フィールド）が
超える場合
データ転送の受信ができない。
障害内容
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

データ転送（受信）で、最後のフィールドが文字列型で、そのデータが数値
No.67

のみの場合、受信した Excel ファイルの最終フィールドの列のセルの属性が
「文字列」に設定されないことがある現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・データ転送（受信）

発生条件

・ファイルタイプが、
「Microsoft Excel 97 - 2003 (.xls)」
、または「Microsoft Excel (.xlsx)」
・最後のフィールドが文字列型で、格納されているデータが数値
・最後の 1 つ前のフィールドが数値型
受信した Excel ファイルの最終フィールドの列のセルの属性が「文字列」に設定されない。
受信した Excel ファイルを送信すると、データ転送（送信）で下記メッセージを表示し、

障害内容

Excel ファイルの送信ができない。
「送信転送処理に失敗しました。 [データ形式変換制御：(0711)]
PC ファイルに誤りがあります。
＜MakeDataSendTelegram＞(0x80000711) 」

アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

データ転送（受信）で、 Excel ファイルの転送中に別の Excel ファイルを
No.68

開き編集したり、Excel ファイルを保護ビューで開くと、データ転送が異常
終了する、または受信中の Excel ファイルが作成されない現象を修正
Excel 形式のファイルを受信中に別の Excel ファイルを開く、

発生条件

障害内容
アップデート

またはデータ転送開始前に Excel ファイルを開いた場合。

Excel 形式での受信ができない。または、Excel 形式の受信ファイルが作成されない。

Excel 形式のファイルを受信中に、Excel を起動しない。

未実施時の
回避策
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

データ転送（受信）で、受信ファイル名に存在しないフォルダの Excel ファ
No.69

イルを指定した場合、転送開始時にファイル作成の失敗とならない現象を修
正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・データ転送（受信）

発生条件
・ファイルタイプ「Microsoft Excel 97-2003(.xls)」
、または「Microsoft Excel(.xlsx)」
・受信ファイル名に存在しないフォルダの Excel ファイルを指定
受信開始時にファイル作成の失敗とならず転送を行い、転送途中にファイル保存確認が
障害内容
表示される。
アップデート

受信ファイル名に正しいフォルダ名を指定する。

未実施時の
回避策

No.70

データ転送（受信）で、小数部が 2 桁以上かつ小数第一位の値がゼロの受信
データを、不正な値で保存する現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・データ転送（受信）
・ファイルタイプが、
「CSV 形式」
、
「BASIC 順次」、
「SYLK 形式」
、
「タブ区切りテキスト」、

発生条件

「Microsoft Excel 97 - 2003 (.xls)」、「Microsoft Excel (.xlsx)」のいずれか
・ホスト側のフィールド桁数が 3 桁以上
・受信データが、小数部が 2 桁以上で小数第一位の値がゼロ
・ホスト側のフィールド桁数より小数部の桁数が小さい
小数部のデータが正しく保存されない。

例> 数値 4 桁中、小数部が 3 桁のフィールドデータを受信した場合。
【ホスト上】

【受信結果】

障害内容

アップデート

0.001 →

.001 (正しい)

0.010 →

.01.00 (誤り)

0.100 →

.100 (正しい)

1.000 →

1.000 (正しい)

特になし。

未実施時の
回避策
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

No.71

データ転送（受信）で、数値フィールドの小数部が 0 の場合、小数点が出力
されない現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・データ転送（受信）

発生条件
・ファイルタイプ「BASIC 順次」
・数値フィールドの小数部が 0 の場合
障害内容
アップデート

小数点が出力されない。

特になし。

未実施時の
回避策

データ転送（送信）で、PCOMM で作成された形式記述ファイル（FDF）を
No.72

使用して Excel ファイルを送信すると、エラーになる現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・データ転送（送信）

発生条件
・ファイルタイプが、
「Microsoft Excel 97 - 2003 (.xls)」
・PCOMM で作成した記述形式ファイル（FDF）を使用
データ転送（送信）で、下記エラーを表示し、Excel ファイルの送信ができない。
障害内容
「PC ファイルに誤りがあります」
アップデート
未実施時の
回避策

記述形式ファイル（FDF）の記述を以下の値に変更して利用する。
[変更前]
PCFT 10 →

[変更後]
PCFT 16
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

データ転送（送信）で、[オブジェクトの作成]設定に「ファイルおよびメン
バーを作成」、または「新しいメンバーを作成」を指定した場合、送信デー
No.73

タに送信先フィールド長を超える長さのデータが含まれているとデータ転
送に失敗する現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・データ転送（送信）
・送信データに送信先フィールド長を超えるデータが存在

発生条件

・ファイルタイプが、
「CSV 形式」
、
「BASIC 順次」、
「SYLK 形式」
、
「タブ区切りテキスト」、
「Microsoft Excel 97 - 2003 (.xls)」、「Microsoft Excel (.xlsx)」のいずれか
・[オブジェクトの作成]に「ファイルおよびメンバーを作成」、または「新しいメンバー
を作成」を指定
データ転送（送信）で、下記メッセージを表示後、
［OK］ボタンで処理を継続すると、デ
ータ転送に失敗する。

障害内容

「送信転送処理に失敗しました。
［データ形式変換制御：
（0716）
］このフィールドのデー
タが IBM i フィールド・サイズを超えています。フィールド・サイズを超えるデータは切
り捨てて送信します。<MakeDataSendTelegram>(0x40000716)よろしいですか？」

アップデート
未実施時の

[オブジェクトの作成]を「メンバーの置き換えのみ」に変更してデータ転送(送信)を再実
行する。

回避策
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

データ転送（送信）で、文字列型フィールドにフィールド長を超えるデータ
No.74

を含むファイルを送信した場合、エラーとなる現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・データ転送（送信）

発生条件

・ファイルタイプが、
「BASIC 順次」
、
「SYLK 形式」、
「CSV 形式」
、
「Microsoft Excel 97 –
2003 (.xls)」
、
「Microsoft Excel (.xlsx)」のいずれか
・送信対象のファイルに、文字列型フィールド、または HEX 型フィールドのデータ長が
フィールド長を超えるデータを含む
フィールド長を超えるデータは、切り捨て、または転送中断を行わずに送信するため、

障害内容
送信エラーになり、送信ができない。
アップデート

文字列型フィールドのデータをフィールド長に収まる長さにする。

未実施時の
回避策

No.75

発生条件

障害内容
アップデート

データ転送（送信）で、 Excel ファイルの転送中に別の Excel ファイルを
保護ビューで開くとデータ転送が異常終了する場合がある現象を修正
Excel 形式のファイルを送信中に、別の Excel ファイルを保護ビューで開いた場合。

Excel 形式のファイルが送信できない。

Excel 形式のファイルを送信中に、Excel を起動しない。

未実施時の
回避策
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

データ転送（送信）で、送信ファイル名の指定で拡張子を省略している場合、
送信ファイルの指定フォルダに同じファイル名で拡張子が異なる
No.76

「Microsoft Excel 97 - 2003 (.xls)」と「Microsoft Excel (.xlsx)」のファイ
ルが存在すると、必ず「Microsoft Excel (.xlsx)」のファイルが送信されて
しまう現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・データ転送（送信）
・送信ファイルの指定フォルダに同じファイル名で拡張子のみが異なる「Microsoft

発生条件

Excel 97 - 2003 (.xls)」と「Microsoft Excel (.xlsx)」の Excel ファイルが存在
・データ転送の送信ファイル名の指定で拡張子を省略
・送信に使用する形式記述ファイル（FDF）のファイルタイプに「Microsoft Excel 97 –
2003 (.xls)」を指定

障害内容

「Microsoft Excel 97 - 2003 (.xls)」の Excel ファイルではなく、必ず「Microsoft Excel
(.xlsx)」の Excel ファイルのデータが送信されてしまう。

アップデート

データ転送（送信）の送信ファイル名に拡張子(.xls/.xlsx)まで指定する。

未実施時の
回避策

データ転送（送信）で、ファイルタイプ「SYLK 形式」の１列のみのファイ
No.77

ル、またはファイルタイプ「Microsoft Excel 97 - 2003 (.xls)」
、
「Microsoft
Excel (.xlsx)」の１列かつ最終行に小数部があるファイルを送信した場合、
アプリケーションエラーが発生する現象を修正
以下のいずれかの条件を満たしている場合。
・ファイルタイプが、
「SYLK 形式」で、1 列のファイルを送信

発生条件
・ファイルタイプが、
「Microsoft Excel 97 - 2003 (.xls)」
、または「Microsoft Excel (.xlsx)」
で、1 列かつ最終行のセルに小数部があるファイルを送信
・アプリケーションエラー（dtrnmain.dll）が発生し、ファイルタイプ「SYLK 形式」の
ファイルが送信できない
障害内容
・アプリケーションエラー（oleaut32.dll）が発生し、ファイルタイプ「Microsoft Excel 97
- 2003 (.xls)」、
「Microsoft Excel (.xlsx)」のファイルが送信できない
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

39

作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

データ転送（送信）で、送信データの小数点以下の桁数が送信先の数値型フ
No.78

ィールドの小数点以下の桁数よりも多い場合、数値が丸められず、不正な桁
数のデータとして送信される現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・データ転送（送信）
・ファイルタイプが、
「BASIC 順次」、
「CSV 形式」
、
「ASCII テキスト」、
「SYLK 形式」の

発生条件
いずれか
・送信データの小数点以下の桁数が送信先の数値型フィールドの小数点以下の桁数より
も多い
データ転送（送信）で、数値型フィールドの指定された小数点以下の桁数よりも多い桁
障害内容
数の数値を送信すると、警告が発生せず、数値を丸めず、桁数も調整せずに送信される。
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

データ転送（送信）で、数値型フィールドの送信データに最大値を超える数
No.79

値が含まれている場合、桁あふれした数値が送信される現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・データ転送（送信）

発生条件

・ファイルタイプが、
「BASIC 順次」、
「CSV 形式」
、
「ASCII テキスト」、
「SYLK 形式」の
いずれか
・データが数値型フィールドで最大値よりも大きい数値の場合
データ転送（送信）で、桁あふれした数値が送信される。

障害内容
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

40

作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

データ転送（送信）で、存在しない形式記述ファイル（FDF）を指定して実
No.80

行しても、
「形式記述ファイル（FDF ファイル）が見つかりません。」のエ
ラーメッセージが表示されない現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・データ転送（送信）
・存在しない形式記述ファイル（FDF）を指定

発生条件
・[オブジェクトの作成]設定に「ファイルおよびメンバーを作成」
、または「新しい
メンバーの作成」を指定
・データ転送パネル起動後に少なくとも 1 回以上、データ転送の送信が正常終了
データ転送（送信）で、「形式記述ファイル（FDF ファイル）が見つかりません。」のエ
障害内容

ラーメッセージが表示されず、
「メンバーxxxx はライブラリーyyyy のファイル zzzz に既
に存在している。
」のエラーメッセージが表示される。

アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

41

作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

データ転送（送信）で、先頭がゼロパディングされたデータを数値フィール
No.81

ドに送信した場合、数値フィールドの上限値で送信される現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・データ転送（送信）
・ファイルタイプが、
「CSV 形式」
、
「BASIC 順次」、
「SYLK 形式」
、
「タブ区切りテキスト」、
「Microsoft Excel 97 - 2003 (.xls)」、「Microsoft Excel (.xlsx)」のいずれか

発生条件

・ホストのフィールドが DECIMAL(PACKED DECIMAL)、NUMERIC(ZONED DECIMAL)
のいずれか
・ホストのフィールドに入る桁数より、先頭がゼロパディングされた文字列の桁数(※1）
が大きい

※1 小数点、符号などを除く数字のみの桁数
NUMERIC で定義されているフィールド桁数の上限値で送信される。

障害内容

例> フィールドが 6 桁の場合。
ホストのフィールドが 6 桁の NUMERIC で定義されているフィールドに対し、CSV ファ
イル中の「00004930」を送信すると、6 桁数値の上限値である「999999」で送信される。

アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

データ転送（送信）で、改行のみの行(レコード)を含むファイルが送信でき
No.82

ない現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・データ転送（送信）

発生条件
・ファイルタイプが、
「CSV 形式」
、
「BASIC 順次」、
「タブ区切りテキスト」のいずれか
・送信対象のファイルが、改行のみの行(レコード)を含む
データ転送（送信）で、「PC ファイルに誤りがあります」のエラーメッセージが表示さ
障害内容
れ、送信できない。
アップデート

送信対象のファイルから改行のみの行(レコード)を含むを取り除く。

未実施時の
回避策

42

作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

No.83

データ転送（送信）で、省略可データ（空文字列）を NULL 値可能フィール
ドに送信すると、半角スペースで送信する現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・データ転送（送信）
・ファイルタイプが、
「CSV 形式」
、
「BASIC 順次」、
「タブ区切りテキスト」
、
「Microsoft

発生条件
Excel 97 - 2003 (.xls)」、
「Microsoft Excel (.xlsx)」のいずれか
・送信対象のファイルに、省略可能なデータ（空文字列）を含む
・ホスト側が NULL 値可能フィールド
障害内容
アップデート

半角スペースが送信される。

特になし。

未実施時の
回避策

データ転送（送信）で、小数部を含む数値データを、小数部の桁数が指定さ
No.84

れていないフィールドに送信すると、不正な値（0）で送信される現象を修
正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・データ転送（送信）
・ファイルタイプが、
「CSV 形式」
、
「BASIC 順次」、
「SYLK 形式」
、
「タブ区切りテキスト」、

発生条件
「Microsoft Excel 97 - 2003 (.xls)」、「Microsoft Excel (.xlsx)」のいずれか
・10 桁以上の DECIMAL/NUMERIC フィールドに、小数部を含む 4294967295 値を
超える数値を送信
障害内容

小数部の桁数が 0 の DECIMAL/NUMERIC フィールドに、小数部の値を含むデータを送信
した場合、当該フィールドの値が 0 で送信される。

アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

43

作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

コマンドラインでのデータ転送（送信）で、送信失敗時の送信中止メッセー
No.85

ジに不正なレコード数が表示される現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・コマンドラインでのデータ転送（送信）

発生条件
・ファイルタイプ「SYLK」
・数値型フィールドに最大値を超える数値が指定されている
障害内容

送信失敗時の送信中止メッセージ表示で、レコード数が 0 とならずレコード数が表示さ
れる。

アップデート

送信中止メッセージのレコード数は無視する。

未実施時の
回避策

データ転送システム設定で、接続先定義のサインオン設定に「指定したユー
No.86

ザーID とパスワードを使用する」が設定されている場合、接続先定義が更
新できない現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・エミュレータとは別のアプリケーションが、名前指定なしで Windows のキーコンテナ
を利用
・データ転送システム設定ツールで［接続先定義］の［基本］タブにおいて、
「サイン

発生条件

オン設定」で「指定したユーザーID とパスワードを使用する」を設定

上記条件で以下の操作を行った場合
1. Windows ログオン（サインオン）パスワードをリセット
2. データ転送システム設定ツールで［接続先定義］を更新
データ転送システム設定ツールで接続先定義を更新すると、下記メッセージが表示され
障害内容

更新できない。
「設定ファイルの書き込みに失敗しました。
」

アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

44

作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

データ転送パネルを起動後、データ転送に関係のない Excel ファイルをダブ
ルクリックやファイルの右メニューから開いた状態で、Excel ファイルのデ
No.87

ータ送受信が完了した場合、開いていたデータ転送に関係のない Excel ファ
イルが閉じてしまう現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・データ転送パネルが起動されている状態で、データ転送に関係ない Excel ファイルを
開く

発生条件

(エクスプローラで「ファイルのダブルクリック」
、または「ファイルを右クリックし
メニューから開くを選択」)
・データ転送（送受信）のファイルタイプに Excel ファイル(「Microsoft Excel 97 –
2003 (.xls)」
、または「Microsoft Excel (.xlsx)」)を指定
・データ転送で Excel 形式のデータを送信、または受信

障害内容
アップデート
未実施時の

データ転送に関係のない Excel ファイルが閉じてしまう。

データ転送パネルを起動した状態で、「ファイルのダブルクリック」や、「ファイルを右
クリックしメニューから開くを選択」で Excel ファイルを開かない。

回避策

No.88

EHLLAPI を利用して「¥」を入力すると、
「＼（バックスラッシュ）」となる
現象を修正
「データ・ストリング」に「¥」を含む文字列を指定して EHLLAPI の以下の関数を呼び
出した場合。
・Send Key(機能番号：3)
・Copy Presentation Space(機能番号：5)

発生条件

・Search Presentation Space(機能番号：6)
・Copy Presentation Space To String(機能番号：8)
・Copy String To Presentation Space(機能番号：15)
・Search Field(機能番号：30)
・Copy String To Field(機能番号：33)
・Copy Field To String(機能番号：34)
「¥」が「＼（バックスラッシュ）
」で表示される。

障害内容
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

No.89

EHLLAPI の Copy Presentation Space(機能番号：5)で、「データ・ストリ
ング長」に指定した値で文字列をコピーしてしまう現象を修正
Copy Presentation Space(機能番号：5)の呼び出し時に、関数のパラメータ「データ・ス

発生条件

トリング長」に、プレゼンテーション領域のコピーに必要なバッファのサイズより、小
さい値を指定している場合。

障害内容
アップデート
未実施時の

「データ・ストリング長」に指定した文字数しか取得できない。

「データ・ストリング長」にプレゼンテーション領域の全体のサイズを指定する。
※セッション・オプションの指定によっては、画面サイズの 2 倍～4 倍のサイズが必要。

回避策

No.90

EHLLAPI を利用したアプリケーションが終了できない現象を修正
特定の発生条件は無く、実行端末の処理速度に依存。

発生条件
EHLLAPI を利用したアプリケーションが終了できない。
障害内容

タスクマネージャーで見ると、「プロセス」には表示されていないが、「詳細」にはアプ
リケーションが表示されたままとなっている。

アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

文字列パラメータにダブルクォーテーション(")が含まれたマクロファイル
No.91

をマクロ編集ツールで開くと、ダブルクォーテーション(")行がコメントとし
て扱われる現象を修正
マクロファイルの文字列パラメータにダブルクォーテーション(")が含まれる場合。

発生条件
マクロ編集ツールでマクロファイルを開くと、下記メッセージが表示し発生条件を満た
した行がコメントとして扱われる。
障害内容
「マクロファイルに誤った記述が存在しましたので、誤りのある行はすべてコメントに
変換されました。
」
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

46

作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

No.92

発生条件

障害内容
アップデート

If コマンドで TES.Text プロパティによるエミュレータ画面上の文字列検索
ができない現象を修正
TES.Text プロパティに文字列を指定し、If コマンドで条件分岐する場合。

If コマンドで画面上の文字列を検索できない。

特になし。

未実施時の
回避策

No.93

If コマンドで TES.Text プロパティによる文字列検索を行うと、アプリケー
ションエラーが発生することがある現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。

発生条件

・TES.Text プロパティに文字列を指定し、If コマンドで条件分岐する
・エミュレータ画面上に全角文字がある

障害内容

If コマンドの実行でアプリケーションエラーが発生し、以後セッションが起動できなくな
る。

アップデート

特になし。

未実施時の
回避策
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

No.94

Timeout コマンドでタイムアウト値を「0」に設定した場合、条件指定コマ
ンドが失敗する現象を修正
Timeout=0 を設定した後に、以下のマクロコマンドを呼び出すマクロを再生した場合。
・TES.WaitCursorPos
・TES.WaitExtraChar
・TES.WaitInhibited
・TES.WaitOwner
・TES.WaitScreenSize
・TES.WaitString

発生条件
・TES.WaitText
・TES.WhileCursorPos
・TES.WhileExtraChar
・TES.WhileInhibited
・TES.WhileOwner
・TES.WhileString
・TES.WhileText
障害内容
アップデート

条件指定コマンドが失敗するため、正常時のマクロ記述が実行されない。

Timeout=0 の指定を行わない。

未実施時の
回避策

48

作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

条件指定(Wait、While)機能のコマンドで「¥」を含む文字列を指定した場合、
No.95

エミュレータ画面上に文字があるにも関わらず、待機解除、または待機でき
ない現象を修正
待機条件に「¥」を含む文字列を指定し、以下のマクロコマンドを呼び出すマクロを再生
した場合。
・TES.WaitString

発生条件
・TES.WaitText
・TES.WhileString
・TES.WhileText
条件指定(Wait)機能のコマンドで文字列判断での待機解除ができない。
障害内容
条件指定(While)機能のコマンドで文字列判断での待機ができない。
アップデート

待機条件に「¥」を含む文字列の指定を行わない。

未実施時の
回避策

マクロコマンド WaitEMLKey、WaitMacro で待機中に機能キーの実行、キ
No.96

ー入力を行うと、マクロコマンド実行時に指定された待機時間より短い時間
でマクロコマンドが完了する現象を修正

発生条件

マクロコマンド WaitEMLKey、WaitMacro で待機中に、WaitEMLKey で指定された機能
キー以外の機能キー、またはキー入力を行う場合。
指定された待機時間より短い時間でマクロコマンドが完了し、次行で指定マクロコマン

障害内容
ドを実行されるため、正しくマクロ再生が実行できない。
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

ディスプレイセッションのヘルプ、「入力禁止メッセージ」に、不要な「取
No.97

消キー」ヘルプと、
「取消キー 通信チェックｎｎｎ」記載されている誤記を
修正
ディスプレイセッションのヘルプ、
「入力禁止メッセージ」を表示した場合。

＜誤＞
「取消キー」
変更内容
「取消キー通信チェック nnn」

＜正＞
「取消キー通信チェック nnn」
［ディスプレイセッション］のヘルプ－［ガイドラインメッセージ］－［入力禁止メッ
参照先
セージ］

操作ログサービスマネージャのメニュー「管理」－「操作ログサービスの停
No.98

止」選択時、ステータスバーに表示されるヘルプ説明の誤記を修正
操作ログサービスマネージャのメニュー［管理］－「操作ログサービスの停止」にマウ
スポインタを移動した場合。

＜誤＞
変更内容
操作ログサービスを開始します。

＜正＞
操作ログサービスを停止します。
操作ログサービスマネージャのメニュー［管理］－「操作ログサービスの停止」のステ
参照先
ータスバー。
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作成日：２０２０年１２月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

No.99

EHLLAPI のリファレンスヘルプ、Copy Presentation Space(機能番号：5)
の説明の誤記を修正
「パラメータ」-「データ・ストリング長」の説明の誤りを修正。
＜誤＞
「コピーするバッファのバイト数を指定する。
コピーに必要なバイト数が戻される。
」
＜正＞

変更内容
「コピーされたバイト数が戻される。
」

また、
「パラメータ」-「データ・ストリング」の説明に以下の記述を追加。
「コピーするためのバッファが十分でない場合、予期しない問題が発生する可能性があ
る。
」
以下のいずれかの手順。
・「関数索引」－「機能番号順索引」－「Copy Presentation Space(5)」
参照先

・「関数索引」－「アルファベット順索引」－「C」－「Copy Presentation Space(5)」
・「関数索引」－「カテゴリ別索引」－「プレゼンテーション領域関数」－
「Copy Presentation Space(5)」
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キヤノン IT ソリューションズ株式会社
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作成日：２０１７年 ９月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

[Ver.6.08-02 での変更内容]
概要

No

VerUp

変更区分

区分
1

Microsoft Internet Information Services へ追加

修正

インストーラ／

する TCPLink Enterprise Server（以降 TES）

アンインストー

の仮想ディレクトリ名に、デフォルト値

ラ

［Mercury］
［MercuryASP］以外を設定してい
る環境に対してバージョンアップインストー
ルを行うと、TES で提供している Web ページ
が表示されなくなる現象を修正

2

旧バージョンと異なるサーバシリアル番号の

修正

インストーラ／

ライセンスキーでバージョンアップインスト

アンインストー

ールを行うと、TES のサービスが起動不可と

ラ

なる現象を修正

1

作成日：２０１７年 ９月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

Microsoft Internet Information Services へ追加する TES の仮想ディレク
トリ名に、デフォルト値［Mercury］［MercuryASP］以外を設定している
No.1

環境に対してバージョンアップインストールを行うと、TES で提供してい
る Web ページが表示されなくなる現象を修正
TES の仮想ディレクトリ名の設定項目「HTML ファイル」
、または「ASP ファイル」にデ

発生条件

フォルト値［Mercury］
［MercuryASP］以外が設定されている環境に、バージョンアップ
インストールを行う。

障害内容
アップデート
未実施時の

TES で提供している Web ページが表示されない。

一旦設定を残してアンインストールし、再度仮想ディレクトリ名を指定して新規インス
トールを行う。

回避策

旧バージョンと異なるサーバシリアル番号のライセンスキーでバージョン
No.2

アップインストールを行うと、TES のサービスが起動不可となる現象を修
正
旧バージョンと異なるサーバシリアル番号のライセンスキーでバージョンアップインス

発生条件
トールを行う。
以下の現象が発生する。
・マネージメントサービス、およびエントランスサービスが起動不可となる
・バージョンアップインストール時、
「シリアル番号が一致しません」のエラーで中断さ
れた後、サーバマネージャを起動すると「システム情報の取得に失敗しました」のメ
障害内容
ッセージが表示される
・正しいサーバシリアル番号のライセンスキーで改めてバージョンアップインストール
を行うと、
「指定されたファイルが見つかりません」のエラーとなりバージョンアップ
インストールができない
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

2

作成日：２０１７年 ８月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社
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作成日：２０１７年 ８月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

[Ver.6.08-01 での変更内容]
概要

No

VerUp

変更区分

区分
1

以下の OS に対応

機能追加

システム全般

仕様変更

システム全般

機能追加

ディスプレイセ

＜サーバ＞
・ Windows Server 2016 Standard Edition
・ Windows Server 2016 Datacenter Edition

2

以下の OS を動作対象から削除
＜サーバ＞
・ Windows Server 2008 Standard Edition
SP2 (x86, x64)
・ Windows Server 2008 Enterprise Edition
SP2 (x86, x64)
＜クライアント＞
・ Windows Vista Business SP2 (x86, x64)
・ Windows Vista Enterprise SP2 (x86, x64)
・ Windows Vista Ultimate SP2 (x86, x64)

3

機能キーに End Field 機能キーを追加

ッション
4

符号付き数字フィールド、および右寄せフィ
ールドで下記の機能キーが押下された場合、
フィールド内の文字列が右寄せされていなけ
れば「操作員入力エラー」となるように変更
・ PA キー
・ PF キー
・ 実行キー
・ Clear キー
・ ヘルプキー
・ ロールアップキー
・ ロールダウンキー
・ テスト要求キー
・ ホスト印刷キー

1

機能追加

ディスプレイセ
ッション

作成日：２０１７年 ８月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

概要

No

VerUp

変更区分

区分
5

機能追加

インストール時の機能変更

インストーラ／
アンインストー

・ インストーラの画面デザインを変更した

ラ

・ インストールされていないサービスを追加
インストールできる機能を追加した
・ インストール完了時のサービスを開始する
かどうかを選択可能とした
・ Windows Server の役割にインターネット
インフォメーションサービスが追加されて
いない場合、インストールを続行するかど
うかを選択可能とした
また、以下の制限事項を追加
・ セキュリティ対応版のバージョンアップを
実施する場合、セキュリティ設定の内容を
引き継ぐことができなくなったため、
V6.08-01 のインストール後、再度同じ設定
を行う必要がある

6

アンインストーラの画面デザインを変更した

仕様変更

インストーラ／
アンインストー
ラ

7

セキュリティ対応版で使用している暗号化ラ
イブラリを「RSA BSAFE Micro Edition Suite」
（ MES ） か ら 「 Security Support Provider
Interface」 (SSPI) に変更
＜用語説明＞
SSPI

【

Security

Support

Provider

Interface 】
：Microsoft Windows においてセキ
ュリティに関する様々な機能を提供する API

2

仕様変更

セキュリティ

作成日：２０１７年 ８月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

概要

No

VerUp

変更区分

区分
8

セキュリティ対応版で、以下の機能を強化

機能追加

セキュリティ

機能追加

データ転送

・ 起動中のセッションの TLS 通信で利用し
ている証明書の表示
・ セキュリティ設定で読み込ませた証明書、
および CRL の内容表示
・ クライアント認証のオプションで使用する
CRL の複数登録
クライアント認証のオプションで以下の機能
のサポートを終了
・ ハードウェアトークン
・ リポジトリの参照機能
・ LDAP による失効確認
・ OCSP による失効確認
・ PKCS#8 形式の秘密鍵ファイルの読み込み
＜用語説明＞
TLS【Transport Layer Security 】
CRL 【Certificate Revocation List 】
： 証明書
失効リスト
LDAP 【 Lightweight

Directory

Access

Protocol 】
OCSP【Online Certificate Status Protocol 】
PKCS【Public-Key Cryptography Standards 】

9

送受信ファイルタイプに下記形式を追加
・ BIFF8 形式：Microsoft Excel 97-2003 (.xls)
・ Office Open XML 形式：Microsoft Excel
(.xlsx)

3

作成日：２０１７年 ８月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

概要

No

VerUp

変更区分

区分
10

転送要求ファイルの形式に IBM i Access for

機能追加

データ転送

機能追加

データ転送

機能追加

データ転送

仕様変更

データ転送

修正

ディスプレイセ

Windows V7 の転送要求ファイル（dtt／dtf 形式）
を追加（読み込みのみ対応）

11

IBM i Access for Windows V7 の転送要求ファ
イル（dtt／dtf 形式）の読み込みで、サポート
していない設定を検出した際にエラーメッセ
ージ、およびエラーログを出力

12

セキュリティ対応版でデータ転送を行う場
合、クライアント側で設定する［接続先］の
ホスト名のエラーチェックをクライアントで
はなく、エントランスサービスで実施するよ
うに変更

13

データ転送パネル（送信）から［ファイルタ
イプを指定する］の設定項目を削除

14

受信データ表示で画面がちらついたり、表示

ッション

速度が遅い現象を修正

15

操作員メッセージ行に表示されたメッセージ

修正

ディスプレイセ
ッション

を取消キーで消去した場合、または SAVE コ
マンド受信後に RESTORE SCREEN コマン
ドを受信した場合に、画面の一部に文字を入
力できなくなる現象を修正

16

エミュレータのプロパティで［フォント名］
の設定にユニコードに対応していないフォン
トを指定すると、ホストからの「￥」
（半角の
円記号）を受信する、または端末から「￥」
を入力すると「･」で表示／印刷される現象を
修正

4

修正

ディスプレイセ
ッション

作成日：２０１７年 ８月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

概要

No

VerUp

変更区分

区分
17

Field Exit 機能キーを入力してホストへ送信す

修正

ディスプレイセ
ッション

ると、送信不要なフィールドのデータがホス
トへ通知される現象を修正

18

フィールド最終桁位置に文字入力した後、

修正

ディスプレイセ
ッション

Field Exit 機能キーを押下すると、フィールド
最終桁位置の文字が削除される現象を修正

19

STARTPC コマンドを実行すると、アプリケー

修正

ッション

ションエラーとなる現象を修正

20

初回プリンタ起動時に出力先が空になり、印

修正

プリンタセッシ
ョン

刷できない現象を修正

21

ディスプレイセ

印刷文字が右にずれる現象を修正

修正

プリンタセッシ
ョン

22

縦罫線が表示（印刷）されない現象を修正

修正

エミュレータコ
ンポーネント／
エミュレータコ
ントロール

23

ローカルコピーを実行すると、ディスプレイ

修正

エミュレータコ
ントロール

セッションのガイドラインに「お待ちくださ
い」が表示されたままとなり印刷できない現
象を修正

24

マクロコマンド使用時にホストからデータを
受信すると、アプリケーションエラーとなる
現象を修正

5

修正

HTML 変換

作成日：２０１７年 ８月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

概要

No

VerUp

変更区分

区分
25

スタイル設定で、登録されているスタイルの

修正

スタイル

修正

インストーラ／

削除を行うと、「HTTP 500 内部サーバーエラ
ー」となる現象を修正
スタイル設定の上限を 300 とし、上限を超え
てスタイルを作成しようとするとエラーメッ
セージを表示するよう変更

26

バージョンアップインストール時にエラーが

アンインストー

発生し、バージョンアップインストールに失

ラ

敗する現象を修正

27

「ダウンロードしない」を設定しても、クラ

修正

アンインストー

イアントにモジュールの一部がダウンロード

ラ

される現象を修正

28

インストーラ／

データ転送で最終行に改行がないテキストフ

修正

データ転送

修正

データ転送

修正

データ転送

ァイルを送信すると、最終行のレコードが送
信されない現象を修正

29

データ転送パネル（受信）でファイルタイプ
が無変換で CCSID65535 変換がオンの場合
に 、 形 式 記 述 フ ァ イ ル （ FDF ） に は 「 10」
（EBCDIC）と出力するところを「3」
（HEX）
と出力していた現象を修正

30

形式記述ファイル（FDF）を使用しない日付
／時刻フィールドへの送信で、送信実行がエ
ラーとなる現象を修正

6

作成日：２０１７年 ８月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

概要

No

VerUp

変更区分

区分
31

数値型フィールドのデータ転送（送信）の時、

修正

データ転送

修正

データ転送

修正

ツール

修正

ツール

修正

ツール

修正

ツール

ファイルタイプが CSV 形式、ASCII テキスト
形式、または SYLK 形式で、小数点以下の桁
が省略されている場合、数値が正しく送られ
ない現象を修正

32

データ転送パネル（受信）から設定される形
式オプションの「日付形式」表示内容を修正

33

操作ログツールのアンインストール後、操作
ログツールのプログラムメニューが削除され
ずに残る現象を修正

34

操作ログツールのインストール後、初回の操
作ログビューア起動時にエミュレーションの
問い合わせがある現象を修正

35

3270 エミュレータと 5250 エミュレータを含
むクライアントインストーラを作成後、5250
エミュレータのみをインストールするとスク
リプトマクロ関連のモジュールがインストー
ルされない現象を修正

36

操作ログツールのインストーラで、
「プログラ
ムフォルダ名の指定」画面でショートカット
キー「Alt+P」が効かない現象を修正

7

作成日：２０１７年 ８月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

No.3

機能キーに End Field 機能キーを追加
End Field 機能キーが押下されると、同じ非保護フィールド内の最後の有効文字の右にカーソ
ルが移動する。

詳細
ただし、最後の有効文字がフィールドの最終桁の場合は、フィールド内の最後の有効文字上に
カーソルが移動する。

No.14

受信データ表示で画面がちらついたり、表示速度が遅い現象を修正
画面消去⇒描画の画面データを短時間で連続して受信する場合。

発生条件
受信データ表示で画面がちらついたり、表示速度が遅いと感じる。
障害内容
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

操作員メッセージ行に表示されたメッセージを取消キーで消去した場合、ま
No.15

たは SAVE コマンド受信後に RESTORE SCREEN コマンドを受信した場合
に、画面の一部に文字を入力できなくなる現象を修正

発生条件

操作員メッセージ行に表示されたメッセージを取消キーで消去した場合、または SAVE
コマンド受信後に RESTORE SCREEN コマンドを受信した場合。
画面の一部に文字を入力できなくなる。

障害内容
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

8

作成日：２０１７年 ８月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

エミュレータのプロパティで［フォント名］の設定にユニコードに対応して
いないフォントを指定すると、ホストからの「￥」（半角の円記号）を受信
No.16

する、または端末から「￥」を入力すると「･」で表示／印刷される現象を
修正
ディスプレイセッションの場合。
・［ディスプレイのプロパティ］－［基本設定］タブの［フォント名］の設定に、ユニ
コードに対応していないフォントが設定されている

発生条件
プリンタセッションの場合。
・［プリンタのプロパティ］－［基本設定］タブの［編集形式］の設定が「Windows プ
リンタドライバ」が設定され、
［編集形式別設定］タブの［フォント名］の設定に、ユ
ニコードに対応していないフォントが設定されている
ホストからの「￥」
（半角の円記号）を受信する、または端末から「￥」を入力すると「･」
障害内容
で表示／印刷される。
アップデート
未実施時の

エミュレータのプロパティで［フォント名］の設定に、ユニコードに対応しているフォ
ントを設定する。

回避策

No.17

Field Exit 機能キーを入力してホストへ送信すると、送信不要なフィールド
のデータがホストへ通知される現象を修正
Field Exit 要求フィールド、 右詰めフィールド、または符号付き数字フィールドで、対象

発生条件

フィールドの最終桁位置に文字を入力後、カーソル位置を移動することなく Field Exit 機
能キーを押下した場合。
送信不要なフィールドのデータがホストへ通知される。

障害内容
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

9

作成日：２０１７年 ８月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

No.18

フィールド最終桁位置に文字入力した後、Field Exit 機能キーを押下すると、
フィールド最終桁位置の文字が削除される現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
＜対象のフィールド＞
「漢字フィールド または 混用フィールド」 かつ 「フィールド Exit 要求フィールド ま

発生条件

たは 右詰めフィールド」
＜操作＞
対象フィールドの最終桁位置に文字を入力後、カーソル位置を移動せずに Field Exit 機能
キーを押下した場合。
フィールド最終桁位置の文字が削除される。

障害内容
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

No.19
発生条件

障害内容
アップデート

STARTPC コマンドを実行すると、アプリケーションエラーとなる現象を修
正
STARTPC コマンドで 8 個以上の引数を設定した場合。

STARTPC コマンドを実行すると、アプリケーションエラーとなる。

特になし。

未実施時の
回避策

10

作成日：２０１７年 ８月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

No.20

初回プリンタ起動時に出力先が空になり、印刷できない現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
プリンタセッションの場合。
・ OS が Windows 10 Anniversary Update(Version 1607)、または Windows 10 Creators
Update(Version 1703)である
・ Windows 10 の設定で「Windows で通常使うプリンターを管理する」を一度もオフに
していない
・ Windows 10 Anniversary Update を適用後、その端末で印刷（エミュレータ以外も含
む）を行っていない
・ プリンタセッションのプロパティを初回起動から一度も変更していない

発生条件
ローカルコピーの場合。
・ OS が Windows 10 Anniversary Update(Version 1607)、または Windows 10 Creators
Update(Version 1703)である
・ Windows 10 の設定で「Windows で通常使うプリンターを管理する」を一度もオフに
していない
・ Windows 10 Anniversary Update を適用後、その端末で印刷（エミュレータ以外も含
む）を行っていない
・ ローカルコピーのプロパティを初回起動から一度も変更していない
プリンタセッションの場合。
・ 印刷を行うと「印刷中にエラー検出」となり印刷できない
障害内容
ローカルコピーの場合。
・ 印刷が行われない
以下のいずれかの方法を行う。
プリンタセッションの場合。
・ Windows 10 の設定で「Windows で通常使うプリンターを管理する」をオフにする
・ Windows 10 Anniversary Update を適用後、エミュレータで印刷する前に、メモ帳な
どで一度印刷しておく
アップデート
・ プリンタセッションのプロパティで出力先プリンタを設定する
未実施時の
回避策
ローカルコピーの場合。
・ Windows 10 の設定で「Windows で通常使うプリンターを管理する」をオフにする
・ Windows 10 Anniversary Update を適用後、エミュレータで印刷する前に、メモ帳な
どで一度印刷しておく
・ ローカルコピーのプロパティで出力先プリンタを設定する

11

作成日：２０１７年 ８月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

No.21

印刷文字が右にずれる現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・ プリンタのプロパティで、編集形式：「Windows プリンタドライバ」を設定
・ プリンタのプロパティで、印刷開始桁：「2～9」を設定

発生条件

・ プリンタのプロパティで、印刷桁密度：「6/12CPI」以外を設定
（SCD 制御コードで印刷桁密度が「12CPI」以外を受信時も同様）
・ プリンタのプロパティで、罫線印字：「有効」を設定
・ 印刷データに罫線が含まれている

障害内容
アップデート

Windows プリンタドライバ形式で印刷を行うと、印刷文字が右に桁ずれする。

特になし。

未実施時の
回避策

No.22

縦罫線が表示（印刷）されない現象を修正
全角文字の中央に縦罫線がある場合。

発生条件
縦罫線が表示（印刷）されない。
障害内容
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

12

作成日：２０１７年 ８月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

ローカルコピーを実行すると、ディスプレイセッションのガイドラインに
No.23

「お待ちください」が表示されたままとなり印刷できない現象を修正
以下の条件を満たしている場合。
・ OS が Windows 10 Anniversary Update(Version 1607) 、または Windows 10 Creators

発生条件

Update(Version 1703)
・エミュレータの利用形態がエミュレータコントロール
・ 出力先の設定が、「Microsoft Print to PDF」や「Microsoft XPS Decument Writer」
ローカルコピーを実行すると、ディスプレイセッションのガイドラインに「お待ちくだ

障害内容
さい」が表示されたままとなり印刷できない。
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

マクロコマンド使用時にホストからデータを受信すると、アプリケーション
No.24

エラーとなる現象を修正
以下の条件を満たしている場合。
・エミュレータの利用形態が HTML 変換
・ 以下のいずれかのコマンドを実行するマクロを再生する（起動時マクロも含む）
→TES.WaitText

発生条件

→TES.WaitString
→TES.WhileText
→TES.WhileString
・上記いずれかのコマンドがタイムアウトで終了し、マクロ再生が終了する

・上記のタイミングでホスト側よりデータを受信し、画面更新が発生する
マクロコマンド使用時にホストからデータを受信すると、アプリケーションエラーとな
障害内容
る。
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

13

作成日：２０１７年 ８月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

スタイル設定で、登録されているスタイルの削除を行うと、「HTTP 500 内
部サーバーエラー」となる現象を修正
No.25

スタイル設定の上限を 300 とし、上限を超えてスタイルを作成しようとする
とエラーメッセージを表示するよう変更
以下の条件をすべて満たしている場合。

発生条件

・エミュレーションに関係なく、TCPLink Enterprise Server 全体として、スタイル数が
99 以上ある
・スタイル設定からスタイルを削除する

障害内容

スタイル設定で、登録されているスタイルの削除を行うと、「HTTP 500 内部サーバーエ
ラー」となる。

アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

バージョンアップインストール時にエラーが発生し、バージョンアップイン
No.26

ストールに失敗する現象を修正
バージョンアップインストールを行った場合。

発生条件
バージョンアップインストールの途中でエラーが発生し、完了できないことがある。
障害内容
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策

「ダウンロードしない」を設定しても、クライアントにモジュールの一部が
No.27

ダウンロードされる現象を修正
以下の条件を満たしている場合。
・サーバマネージャの［ユーザグループの設定］－［時間の設定］－［ダウンロード・

発生条件
タイミング設定］で「ダウンロードしない」を設定する
・TCPLink Enterprise Server のバージョンアップを行う
クライアントにモジュールの一部がダウンロードされる。
障害内容
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策
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作成日：２０１７年 ８月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

データ転送で最終行に改行がないテキストファイルを送信すると、最終行の
No.28

レコードが送信されない現象を修正
複数レコードのテキストファイルで最終行のレコードに改行がない場合。

発生条件
データ転送で最終行に改行がないテキストファイルを送信すると、最終行のレコードが
障害内容
送信されない。
アップデート

テキストファイルの最終行のレコードに改行コードを付加する。

未実施時の
回避策

データ転送パネル（受信）でファイルタイプが無変換で CCSID65535 変換
No.29

がオンの場合に、形式記述ファイル（FDF）には「10」（EBCDIC）で出力
するところを「3」（HEX）で出力していた現象を修正
以下の条件をすべて満たしている場合。
・データ転送受信

発生条件

・データ転送パネルの PC ファイルの詳細設定画面でファイルタイプ：無変換を設定
・オプションのコードテーブル定義のオプションで CCSID65535 変換：オンを設定
・受信データのフィールドがフィールドタイプ CHAR 型、および CCSID が 65535 のデ
ータ
データ転送受信の場合に、形式記述ファイル（FDF）に「10」（EBCDIC）で出力すると

障害内容
ころを「3」（HEX）で出力していた。
アップデート

特になし。

未実施時の
回避策
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作成日：２０１７年 ８月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

形式記述ファイル（FDF）を使用しない日付／時刻フィールドへの送信で、
No.30

送信実行がエラーとなる現象を修正
以下の条件を満たしている場合。
・ 送信データに日付、または時刻が含まれている

発生条件

・形式記述ファイル（FDF）を使用しないで送信している
・ 送信するデータの日付、および時刻のフォーマットが直前に送信したデータのフォー
マットと異なっている
形式記述ファイル（FDF）を使用しない日付／時刻フィールドへの送信で、エラー：

障害内容
0xFFFFFF4B が発生する。
送信データの正しいフォーマットが記載されている形式記述ファイル（FDF）を使用して
アップデート
送信する。
未実施時の
形式記述ファイル（FDF）がない場合は、一度受信を行って形式記述ファイル（FDF）を
回避策
作成する。
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作成日：２０１７年 ８月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

数値型フィールドのデータ転送（送信）の時、ファイルタイプが CSV 形式、
No.31

ASCII テキスト形式、または SYLK 形式で、小数点以下の桁が省略されてい
る場合、数値が正しく送られない現象を修正
以下の条件を満たしている場合。
・ データ転送送信

発生条件

・ ファイルタイプに CSV 形式、ASCII テキスト形式、または SYLK 形式のいずれかが設
定されている
・小数点付きの数値型フィールドに小数点以下の桁が有効桁数分設定されていない
データ転送時、数値が正しく送信されない。

数値型フィールドのデータ転送時、小数点以下の桁数を調整せず送信していたため、数
値の桁がずれて送信していた。
例えば

小数点以下を 2 桁と仮定した場合。

＜設定値＞
障害内容

アップデート

＜誤＞

＜正＞

0.3

0.03

0.30

0.03

0.03

0.03

3

0.03

3.00

3.0

0.30

3.00

3.00

3.00

3.00

30

0.30

30.00

300

3.00

300.00

3000

30.00

3000.00

特になし。

未実施時の
回避策
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作成日：２０１７年 ８月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

データ転送パネル（受信）から設定される形式オプションの「日付形式」表
No.32

示内容を修正
データ転送パネル（受信）の［オプション］メニューから「形式オプション」を表示し

発生条件
た場合。
データ転送パネル（受信）から設定される形式オプションの「日付形式」の選択肢で形
式が誤っているものがある。
＜誤＞

＜正＞

障害内容

アップデート

[MDY] 月日年（mm/dd/yyyy）

[MDY] 月日年（mm/dd/yy）

[DMY] 日月年（dd/mm/yyyy）

[DMY] 日月年（dd/mm/yy）

[YMD] 年月日（yyyy/mm/dd）

[YMD] 年月日（yy/mm/dd）

特になし。

未実施時の
回避策

操作ログツールのアンインストール後、操作ログツールのプログラムメニュ
No.33

ーが削除されずに残る現象を修正
操作ログツールをアンインストールした場合。

発生条件
操作ログツールのアンインストール後、プログラムメニューに操作ログツールのグルー
障害内容
プとアプリケーションの一覧が残ったままになる。
アップデート

アンインストール後、手動で残っているメニューを消す。

未実施時の
回避策

操作ログツールのインストール後、初回の操作ログビューア起動時にエミュ
No.34

レーションの問い合わせがある現象を修正
インストール後、初回の操作ログビューア起動時。

発生条件
操作ログツールのインストール時にエミュレーションを選択するが、操作ログビューア
の初回起動時に改めてエミュレーションの選択を求められる。また、必須条件なので、
障害内容
そのダイアログをキャンセルすることができない。
（エミュレーションを必ず選択する必
要がある）
アップデート

操作ログビューアの初回起動時にエミュレーションを選択する。

未実施時の
回避策
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作成日：２０１７年 ８月
キヤノン IT ソリューションズ株式会社

3270 エミュレータと 5250 エミュレータを含むクライアントインストーラ
No.35

を作成後、5250 エミュレータのみをインストールするとスクリプトマクロ
関連のモジュールがインストールされない現象を修正
以下の手順を実行した場合。
①クライアントアドミニストレーションキットにて、3270 エミュレータと 5250 エミュ

発生条件

レータを含むクライアントインストーラを作成。
②クライアントインストーラによるインストール時、
「カスタムインストール」を選択し、
「5250」のみを選択してイントール。
スクリプトマクロ関連のモジュールがインストールされない。

障害内容
以下のいずれかの方法を行う。
アップデート

・アドミニストレーションキットで 5250 エミュレータ単体のクライアントインストー
ラを作成する

未実施時の
回避策

・アドミニストレーションキットで 3270 エミュレータと 5250 エミュレータを含むクラ
イアントインストーラを作成した場合は、3270 エミュレータと 5250 エミュレータの
両方ともインストールする

操作ログツールのインストーラで、「プログラムフォルダ名の指定」画面で
No.36

ショートカットキー「Alt+P」が効かない現象を修正
操作ログツールのインストーラにて、
「プログラムフォルダ名の指定」画面で「Alt+P」を

発生条件
押下した場合。
カーソルが「プログラムフォルダ名（P）:」の入力エリアへ移動せず、次の画面（エミュ
障害内容
レータの選択画面）へ移動する。
アップデート

プログラムフォルダを入力する場合、マウス、または TAB キーでカーソルを移動する。

未実施時の
回避策
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作成日：２０１６年 ６月２８日
更新日：２０１６年１０月１２日

お客様各位
キヤノンＩＴソリューションズ株式会社
ＴＣＰＬｉｎｋ
Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｓｅｒｖｅｒ

日本語５２５０エミュレータ
バージョン ６．０７ リビジョン０１ 変更内容について
拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、当社製品に格別なるご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
さて、当社製品「TCPLink Enterprise Server 日本語 5250 エミュレータ」
（Ver.6.06-01→Ver.6.07-01）において、下記のような改修を行いましたので
お知らせ致します。
敬具
記
［強化項目］
以下の機能を強化しました。
［システム全般］
◎以下の OS に対応しました。
＜クライアント＞
・Microsoft Windows 10 Pro Edition
・Microsoft Windows 10 Enterprise Edition
・Microsoft Windows 10 Pro x64 Edition
・Microsoft Windows 10 Enterprise x64 Edition
※Version 1511 で動作確認をしています。
◎以下の OS を動作対象から除きました。
＜サーバ＞
・Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition SP1
・Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition SP1
・Microsoft Windows Server 2008 Standard x64 Edition SP1
・Microsoft Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition SP1
・Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition SP 未適用
・Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition SP 未適用
＜クライアント＞
・Microsoft Windows 7 Professional SP 未適用
・Microsoft Windows 7 Enterprise SP 未適用
・Microsoft Windows 7 Ultimate SP 未適用
・Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition SP 未適用
・Microsoft Windows 7 Enterprise x64 Edition SP 未適用
・Microsoft Windows 7 Ultimate x64 Edition SP 未適用
・Microsoft Windows 8 Pro Edition
・Microsoft Windows 8 Enterprise Edition
・Microsoft Windows 8 Pro x64 Edition
・Microsoft Windows 8 Enterprise x64 Edition

（1／5）

◎クライアントが対応する Web ブラウザ環境を以下のようにしました。
＜エミュレータコンポーネント／コントロールの場合＞
・Internet Explorer 11
※Windows Vista の場合のみ、Internet Explorer 9 にも対応しています。
＜HTML 変換の場合＞
・HTML3.2 対応の Web ブラウザ
［サーバツール関連］
◎サーバマネージャの通信定義における「ゲートウェイ種別」の選択肢の表記を、「IBM 社製 AS/400 直結」
から「IBM 社製 IBM i (AS/400)」に変更しました。
［エミュレータコンポーネント／エミュレータコントロール関連］
◎IBM 製 Personal Communications で記録して作成した VBScript 形式のマクロファイルを使用できるよ
うにしました。
◎マクロの再生機能の処理を高速化しました。
◎マクロ編集ツールの［ファイル］メニューの「Windows95 版マクロファイルを開く」を「スタンダード版
マクロファイルを開く」に変更しました。
［データ転送関連］
◎CCSID65535 の変換をできるようにしました。
◎シフト JIS の一部の環境依存文字に対応しました。
◎以下のホストへのオーダーの戻り値が 1 の場合、エラーとせずに受信処理を継続するようにしました。
・“ユーザ定義オプション 3”オーダー
・“拡張 AS400 オプション要求 2”オーダー
［マニュアル関連］
◎ブラウザの XSS（クロスサイトスクリプティング）フィルターの影響についての説明を「ソフトウェア説
明書」(Readme.txt)に記載しました。

［改修項目］
以下の問題点を修正しました。
［サーバツール関連］
・セッションモニタで、セッション状況が「未起動」のセッションを抽出した場合、セッショングループ配
下のセッションのユーザ名が表示されない。
［エミュレータコンポーネント／エミュレータコントロール関連］
・サーバマネージャの［ユーザグループの設定］－［機能の設定］で「ローカルコピー」を有効にしても、
「プロパティ」が無効であると、ディスプレイセッションの［印刷］メニューの「改ページ」がグレー表
示になる。
・サーバマネージャの［ユーザグループの設定］－［機能の設定］で「プリンタ」／「ローカルコピー」の
「ファイル出力指定を無効にする」を有効にしても、Windows 7 以降の環境で以下のすべての条件を満た
す場合にファイル出力ができる。
・出力先プリンタが Windows の共有プリンタである。
・プリンタポート設定が「FILE:」である。

（2／5）

・ディスプレイセッションで、全角文字の入力や表示ができる、罫線で囲まれた非表示のフィールドがある
と、その右にある次のフィールドまで上下罫線が表示される。
・ディスプレイセッションで、画面遷移しても、前画面の 81 桁目の文字が表示されたままになる。
・ディスプレイセッションで、FIELD EXIT 要求フィールドの最終桁ならびに右寄せフィールドの最終桁以
外のすべての全角文字入力可能なフィールドにおいて、全角文字を入力後にマウスでカーソルを 1 文字前
の位置に戻して全角文字を入力すると、操作員入力エラーが発生する。
・ディスプレイセッションで、ホストから受信した STRPC コマンドに指定された実行プログラムのパスに
スペースが含まれていると、STRPC コマンドでプログラムが実行できない。
・編集形式が「Windows プリンタドライバ」以外の場合、ローカルコピーを行うと、アプリケーションエ
ラーが発生することがある。
・セッションサービスがエントランスサービスと同じサーバにインストールされていない場合、クライアン
ト側で、スタイル設定の「ActiveX」のスタイルの追加ページに以下の接続形態が表示されない。
・コンポーネント（標準ユーザモード）
・コントロール（標準ユーザモード）
・エントランスサービスのポート番号が「6713」以外の場合、クライアント側で、トップページの「コンポーネ
ント」または「コントロール」を選択すると表示されるページから以下のリンクを選択した際のページの
表示、およびスタイルを使用したセッションの起動に時間がかかることがある。
・セッション起動
・全セッション起動
・セッション一覧
［エミュレータコントロール関連］
・セッション名に「♯」を含むディスプレイセッション、プリンタセッションが起動しない。
・プリンタセッションの画面に、以下の設定の内容が表示されないことがある。
・セッション名
・編集形式
［HTML 変換関連］
・HTML セッショングループ配下のセッション、または HTML フリーセッション（複数）グループ配下の
セッションの場合、セッション名に「¥」、「:」、「*」、「?」、「<」、「>」、「|」の文字が 1 つで
も含まれていると、マクロの再生や記録ができない。
※マクロ記録では「マクロ記録停止エラー（現在再生中）」のメッセージが表示されます。
［プリンタセッション関連］
・サーバマネージャの［ユーザグループの設定］－［機能の設定］で「プロパティ」が無効であると、プリ
ンタセッションの［印刷］メニューの「改ページ」がグレー表示になる。
・編集形式が「Windows プリンタドライバ」以外の場合、印刷を行うと、アプリケーションエラーが発生す
ることがある。
・印刷開始イベントが「セッションダウン」の場合、プリンタ状態が［データ待ち］のときにネットワーク
の切断によるセッションダウンが発生すると、印刷ジョブはクローズするが、プリンタ状態が［受信可能］
にならずに［データ待ち］のままになる。
［データ転送関連］
・受信において、異常通知コード"0x000002be"を受けても正常終了となる。
・ファイル形式が「BASIC 順次」の場合、送信データに小数点以下の桁が省略されていても、FDF ファイ
ルの該当フィールドに「小数点以下を含む」が指定されていると、小数点以下の桁を追加せずに送信され
る。
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・ファイル形式が「BASIC 順次」および「CSV」の場合、10 進数(INT 型)のフィールドの前に 10 進数(SHORT
型)のフィールドがあると、10 進数(INT 型)のフィールドのデータが「0」で送信される。
・ファイル形式が「BASIC 順次」および「CSV」の場合、複数レコードを含むファイルの送信で以下の現象
が発生することがある。
・ファイルの内容は正しいにもかかわらず、以下のエラーになる。
「送信転送処理に失敗しました。［データ形式変換制御：（0711）］
PC ファイルに誤りがあります。」
・送信されたレコードの最後のフィールドに余分なダブルクォーテーションが付加されている。
・ライブラリー配下に 50 バイトのコメントが設定されたファイルがある場合、データ転送パネルでライブラ
リー／ファイル（メンバー名）の［参照］ボタンを押下すると、アプリケーションエラーが発生する。
・ライブラリー配下に大量のファイルがある場合やファイルに大量のフィールドがある場合、データ転送パ
ネルでライブラリー／ファイル（メンバー名）の［参照］ボタンを押下すると表示される、ファイルおよ
びメンバーの参照画面で以下の現象が発生することがある。
・メンバーが表示されない。
・異なるファイル配下のメンバーが表示される。
［ヘルプ関連］
・クライアントマネージャのヘルプの［各種メニューの説明］－［クライアントマネージャのメインメニュー］
に、［オプション］メニューの［省電力モード］についての説明がない。
・ディスプレイセッションのヘルプの［タスクトレイアイコンからのセッション制御］に以下の誤りがある。
・「ツール」の説明に対象のすべてのツール名が記載されていない。
・「マネージャの終了」の説明がない。
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［その他］
以下の仮想環境での動作を確認しています。
サーバ環境
サーバ仮想化
仮想化システム
VMware vSphere 6.0

Windows Server 2008 R2
Hyper-V
Windows Server 2012 R2
Hyper-V

ゲスト OS
Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise
Edition SP1
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
Edition
Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter
Edition
Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard
Edition SP1
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
Edition

32 ビット

64 ビット

－

○

－

○

－

○

－

○

－

○

○：確認済み －：対象外
クライアント環境
デスクトップ仮想化
仮想化システム
Citrix XenDesktop 7.8

Microsoft VDI
(Windows Server 2012 R2)

仮想デスクトップ OS
Microsoft Windows 7 Enterprise Edition SP1
Microsoft Windows 8.1 Enterprise Edition
Microsoft Windows 10 Enterprise Edition
Microsoft Windows 7 Enterprise Edition SP1
Microsoft Windows 8.1 Enterprise Edition
Microsoft Windows 10 Enterprise Edition

32 ビット

64 ビット

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○：確認済み －：対象外
アプリケーション仮想化
仮想化システム
Citrix XenApp 7.8

サーバ OS
Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise
Edition SP1
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
Edition

32 ビット

64 ビット

－

○

－

○

○：確認済み －：対象外

＜前提条件＞
仮想環境での利用を計画する場合、次の条件をふまえて検討してください。
・仮想化システム、ゲスト OS の保守については、お客様の責任でそれぞれのメーカー様、ベンダー様とご
契約ください。
・ゲスト OS は、ネットワークの接続も含め正常に動作している必要があります。
・ゲスト OS のリソースは、ゲスト OS の必要分の他に弊社製品の H/W 要件を満たす十分なリソースを割り
当ててください。
・仮想環境に起因する不具合は、弊社では対応できません。それぞれのメーカー様、ベンダー様までお問い
合わせください。
弊社で確認した仮想化システムとゲスト OS のバージョンと違うバージョンを組み合わせた場合の動作につい
ては弊社営業にご相談ください。

以

上

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、Internet Explorer、Hyper-V および ActiveX は、
米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
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２０１５年

８月３１日

お客様各位
キヤノンＩＴソリューションズ株式会社
ＴＣＰＬｉｎｋ
Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｓｅｒｖｅｒ

日本語５２５０エミュレータ
バージョン ６．０６ リビジョン０１ 変更内容について
拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、当社製品に格別なるご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
さて、当社製品「TCPLink Enterprise Server 日本語 5250 エミュレータ」
（Ver.6.05-02→Ver.6.06-01）において、下記のような改修を行いましたので
お知らせ致します。
敬具
記
［強化項目］
以下の機能を強化しました。
［システム全般］
◎以下の OS を動作対象から除きました。
＜サーバ＞
・Microsoft Windows Server 2003
・Microsoft Windows Server 2003 R2

［改修項目］
以下の問題点を修正しました。
［エミュレータコンポーネント／エミュレータコントロール関連］
・編集形式が「ESC/P」で次のいずれかの条件を満たす場合に、ディスプレイセッションでのローカルコピー、
またはプリンタセッションでの印刷を行うと以下の現象のいずれかが発生する。
＜条件＞
・ANK と文字の拡大縮小属性指定がある。
・ANK とイメージ出力する特殊文字、外字、JIS2004 追加文字がある。
＜現象＞
・正しい文字の上に「!」が重ね打ちされる。
・ANK が文字化けする。
・何も印字されない。
・「プリンタのプロパティ」や「ローカルコピーのプロパティ」で、以下の項目にシフト JIS コードの 2 バ
イト目が「0x7c」の全角文字を含むフォルダやファイルを設定すると、ファイル名が正しくない旨の
メッセージが表示される。
・「基本設定」の「ファイル出力」
・編集形式が「Windows プリンタドライバ」以外での「編集形式別設定」の「シーケンスファイル」
・パスワードによる認証を設定しているユーザのセッション一覧を表示すると以下の現象が発生する。
・「パスワードの入力」ダイアログにフォーカスがあたらない。
・「パスワードの入力」ダイアログ以外のブラウザ画面を操作しようとするとブラウザで「Web ページ
の回復」が表示される。
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［ディスプレイセッション関連］
・「ディスプレイのプロパティ」で設定している画面サイズ以外でホストから画面表示要求を受信しても、
ホストへエラーを通知しない。
［プリンタセッション関連］
・サーバ側の設定で以下の条件をすべて満たす場合に、サーバ側で指定した文字セットが有効にならず正し
く印刷されない。
・「プリンタのプロパティ」で「終了時のプリンタ情報の保存」にチェックが付いている。
・文字セットを JIS2004 以外から JIS2004、または JIS2004 から JIS2004 以外に変更する。
※JIS2004 以外 ： 英数カナ文字、英小文字、拡張英数カナ文字、拡張英小文字
※JIS2004
： 拡張英数カナ文字（JIS2004）、拡張英小文字（JIS2004）
［ツール関連］
・キーアサインツールで、キーアクションの文字列に全角文字 1 文字または半角文字 2 文字以下を登録した
キーアサインファイルの設定が正しく読み込まれず、ファイルを保存すると登録していた設定が消える。
・サーバ側のキーアサインツールで、キーアクションの文字列やコメントに全角文字を入力しているキーア
サインファイルの設定が正しく読み込まれず、入力していた全角文字が文字化けする。
・クライアントマネージャを最小化すると、省電力モード制御が動作しない。
［セキュリティ関連］
・セキュリティ設定ツールで PKCS#12 形式の証明書が読み込めないことがある。
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［その他］
以下の仮想環境での動作を確認しています。
サーバ環境
サーバ仮想化
仮想化システム
VMware vSphere 5.1
Windows Server 2008 R2
Hyper-V
Windows Server 2012 R2
Hyper-V

ゲスト OS

32 ビット

64 ビット

Microsoft Windows Server 2012 Standard
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard

－
－

○
○

－

○

－

○

SP1

Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard

○：確認済み －：対象外
クライアント環境
デスクトップ仮想化
仮想化システム
Citrix XenDesktop 7.5

Microsoft VDI
(Windows Server 2012 R2)

仮想デスクトップ OS
Microsoft Windows Vista Enterprise SP2
Microsoft Windows 7 Enterprise SP1
Microsoft Windows 8 Enterprise
Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Microsoft Windows 7 Enterprise SP1
Microsoft Windows 8.1 Enterprise

32 ビット

64 ビット

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○：確認済み －：対象外
アプリケーション仮想化
仮想化システム
Citrix XenApp 7.5

サーバ OS

32 ビット

64 ビット

Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise

－

○

SP1

－
○
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
○：確認済み －：対象外

＜前提条件＞
仮想環境での利用を計画する場合、次の条件をふまえて検討してください。
・仮想化システム、ゲスト OS の保守については、お客様の責任でそれぞれのメーカー様、ベンダー様とご
契約ください。
・ゲスト OS は、ネットワークの接続も含め正常に動作している必要があります。
・ゲスト OS のリソースは、ゲスト OS の必要分の他に弊社製品の H/W 要件を満たす十分なリソースを割り
当ててください。
・仮想環境に起因する不具合は対応できかねます。
弊社で確認した仮想化システムとゲスト OS のバージョンと違うバージョンを組み合わせた場合の動作につい
ては弊社営業にご相談ください。

以

上

Microsoft、Windows Server、Windows Vista、Windows および Hyper-V は、米国 Microsoft Corporation の、
米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
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作成日：２０１５年
更新日：２０１６年

３月３０日
６月２８日

お客様各位
キヤノンＩＴソリューションズ株式会社
ＴＣＰＬｉｎｋ
Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｓｅｒｖｅｒ

日本語５２５０エミュレータ
バージョン ６．０５ リビジョン０２ 変更内容について
拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、当社製品に格別なるご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
さて、当社製品「TCPLink Enterprise Server 日本語 5250 エミュレータ」
（Ver.6.04-01→Ver.6.05-02）において、下記のような改修を行いましたので
お知らせ致します。
敬具
記
［概要］
・弊社社名変更に伴い、関連する表記を修正しました。

［強化項目］
以下の機能を強化しました。
［システム全般］
◎以下の OS を動作対象から除きました。
＜クライアント＞
・Microsoft Windows XP Professional(SP3)
・Microsoft Windows XP Professional x64(SP2)
◎以下のブラウザを動作対象から除きました。
・Internet Explorer 6
◎IBM i (AS/400)上の as-database サービスを使用したデータ転送機能をサポートしました。
データ転送は、クライアントマネージャの［ツール］メニューやツールボタン、タスクトレイアイコンの
［ツール］メニュー、ディスプレイセッションの［転送］メニュー、ポップアップメニュー、またはコマ
ンドラインから実行できます。
※以下の制限があります。
・JIS2004 の範囲の文字(CCSID1390/1399)には対応していません。
［サーバツール関連］
◎ユーザ登録ファイルによるサーバ設定の一括登録時の設定値チェックを強化しました。
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［エミュレータコンポーネント／エミュレータコントロール関連］
◎JIS2004 の範囲の文字(CCSID1390/1399)を使用できるようにしました。
CCSID1390/1399 の文字はユニコードにて処理します。
・CCSID1390:拡張英数カナ文字(JIS2004)
・CCSID1399:拡張英小文字(JIS2004)
※以下の制限があります。
・ユニコード文字の正規化処理は行われません。
・Windows Server 2003（ターミナル）環境では、JIS2004 対応フォントをインストールすることにより
表示できます。
・データ転送機能（新機能）には対応していません。
・ファイル転送機能には対応していません。
◎標準ユーザモードの「スタイル」を設定できるようにしました。
◎ディスプレイセッションの稼動中にプロパティで画面サイズを変更した場合、セッションをいったん切断
して、変更された画面サイズで再接続するようにしました。
◎ホストからの印刷データをファイルに出力する処理を高速化しました。
［エミュレータコンポーネント関連］
◎セッション起動時にアプリケーションが予期せず終了する現象の回避方法を「ソフトウェア説明書」
(Readme.txt)に記載しました。
◎「ディスプレイのプロパティ」で桁区切り線を非表示にできるようにしました。
［ツール関連］
◎キーアサインツールの PC9821 キーボードは、サポート対象から除きました。
［セキュリティ関連］
◎SSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)通信で SSLv3 プロトコルを無効にしました。

［改修項目］
以下の問題点を修正しました。
［インストーラ／アンインストーラ関連］
・標準ユーザモードをアンインストールしたのちに管理者承認モードでインストールができない。
［サーバツール関連］
・以下のショートカットが効かない。
＜サーバマネージャ＞
「ユーザグループの設定」画面から表示した「機能の設定」画面
・ファイル転送－出力先(D)
・ローカルコピー－出力先(D)
・キーアサインツールを以下の OS で利用している場合、［表示］メニューで項目の選択をデフォルト以外
に切り替えると、選択状態を表す「●」が消える。
・Microsoft Windows Server 2012
・Microsoft Windows Server 2012 R2

（2／7）

・コードテーブル設定ツールを以下の OS で利用している場合、
［オプション］メニュー、および［JIS コード
指定］メニューで項目の選択をデフォルト以外に切り替えると、選択状態を表す「●」が消える。
・Microsoft Windows Server 2012
・Microsoft Windows Server 2012 R2
［エミュレータコンポーネント／エミュレータコントロール関連］
・サーバマネージャでユーザグループの「コピー」を行ったのちに「貼り付け」を行うと、貼り付けて登録
したユーザグループのユーザでセッションが起動できない。
・ディスプレイセッションで、80 桁目より右側も「背景色」に設定された色で表示される。
・ディスプレイセッションで、編集機能の「貼り付け」でデータを貼り付けると、アプリケーションエラーが
発生することがある。
・ディスプレイセッションで、1 画面中に 256 個の“Start Of Field（0x1D）”オーダーを含むホストデータ
を受信した場合、256 個目の“Start Of Field”オーダー以降に指定された文字等が表示されない。
・ディスプレイセッションで桁区切り線が表示されている画面でローカルコピーを実行すると、2 バイト文
字の真ん中に桁区切り線が印刷される。
・「ディスプレイのプロパティ」で「FEP を使用しない全角入力」にチェックが付いていても、全角フィール
ドで FEP を起動せずに入力した半角文字の「~」が全角文字の「～」で表示されない。
・「終了時のディスプレイ情報の保存」、あるいは「終了時のプリンタ情報の保存」を指定しているにもか
かわらず、クライアント側で指定した JIS コード指定が保存されない。
・セッションの起動と終了を繰り返すと、起動しようとしたディスプレイセッション、またはプリンタ
セッションでアプリケーションエラーが発生することがある。
・以下のすべての設定をすると、1 バイト文字の間隔が詰まって印刷される。
・編集形式:ESC/P
・印刷桁密度:20/3／40/3 CPI
［エミュレータコンポーネント関連］
・以下のすべての条件を満たす場合に、ディスプレイセッションの右のウィンドウ枠をマウスで右方向にド
ラッグすると、ウィンドウ枠の一部がディスプレイセッション内に残ることがある。
・「ディスプレイのプロパティ」で［フォント］を［固定サイズ］にする。
・ディスプレイセッションで横スクロールバーが表示されている。
［エミュレータコントロール関連］
・Internet Explorer 11 でディスプレイセッション、またはプリンタセッションを起動すると、セッション
の画面が真っ白になり起動できないことがある。
［HTML 変換関連］
・TES.Prompt マクロで 2 バイト文字を含む文字列をセッション画面に入力すると、途中までしか入力され
ない。
・セッションサービスが以下の OS で稼動している場合、大量の HTML セッションを起動すると起動が遅く
なる。
・Microsoft Windows Server 2012
・Microsoft Windows Server 2012 R2
・セッションの起動と終了を繰り返すと、セッションサービスでアプリケーションエラーが発生することが
ある。
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［ディスプレイセッション関連］
・「ディスプレイのプロパティ」で以下のすべての設定をすると、2 回目以降のセッションの起動時に
メッセージが表示される。
・コードテーブルの差分:設定
・終了時のディスプレイ情報の保存:チェック
・ディスプレイ情報の保存設定の変更を許可:チェック
表示されるメッセージは以下のとおりです。
「コンポーネントの初期化に失敗しました。(ITESCodeConv)(0x80042221, 0x0000FFFC)」
・ヘルプの機能キー一覧に以下の項目が記述されていない。
・範囲↑
・範囲←
・範囲→
・範囲↓
・範囲解除
・矩形↑
・矩形↓
・矩形←
・矩形→
・切取
・コピー
・コピー追加
・貼付
・全て選択
［プリンタセッション関連］
・「プリンタのプロパティ」で以下のすべての設定をすると、2 回目以降のセッションの起動時にメッセージ
が表示される。
・コードテーブルの差分:設定
・終了時のプリンタ情報の保存:チェック
・プリンタ情報の保存設定の変更を許可:チェック
表示されるメッセージは以下のとおりです。
「コンポーネントの初期化に失敗しました。(ITESCodeConv)(0x80042221, 0x0000FFFC)」
・「プリンタのプロパティ」で以下のすべての設定をすると、「編集形式別設定」タブでフォントサイズ拡
張の値が有効にならない。
「基本設定」タブ
・編集形式:Windows プリンタドライバ
・印刷行密度:8 LPI
「編集形式別設定」タブ
・8LPI の行密度の印刷方式:フォントサイズ基準
・「プリンタのプロパティ」で以下のすべての設定をし、帳票印刷を行うと印字位置が下方向にずれていく。
・編集形式:PC-PR201
・印刷行密度:「6LPI」または「3LPI」
・行の途中で印刷データが分割された場合に、印字ずれが発生することがある。
・編集形式が「ESC/P」、「PC-PR201H」、または「IBM5575/5577」で印刷行密度が「8LPI」の場合、
特殊文字および外字を除く、縦倍または 4 倍角に指定された全角文字の上半分と下半分が離れて印刷され
る。
・編集形式が「ESC/P」、「PC-PR201H」、または「IBM5575/5577」、かつ外字印刷方式が「イメージ出
力」に設定されている場合、外字の前に ANK の横倍文字があると、外字の印字位置が左によって印刷さ
れ、文字が重なる。
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・編集形式が「ESC/P」、「PC-PR201H」、または「IBM5575/5577」の場合、特殊文字の前に ANK の横
倍文字があると、特殊文字の印字位置が左によって印刷され、文字が重なる。
・編集形式が「ESC/P」または「IBM5575/5577」、かつ印刷桁密度が「7.5LPI」の場合、横罫線が印刷さ
れない。
・編集形式が「ESC/P」の場合、印刷桁密度「20/3／40/3CPI」での ANK カナ文字の印刷が右に 1 ドット分
ずれる。
・編集形式が「ESC/P」の場合、行末が漢字で終わると、次行の ANK 横倍文字の文字ピッチが正しくない
幅で印刷される。
・編集形式が「ESC/P」の場合、行末が漢字で終わると、次行の先頭の ANK 文字が文字化けして印刷され
る。
・編集形式が「PC-PR201H」の場合、行の途中で印刷データが分割されると、正しく印字されないことがあ
る。
・編集形式が「PC-PR201H」の場合、「堯」、「槇」、「遙」、「瑤」、「凜」、「熙」が空白で印刷され
る。
・編集形式が「PC-PR201H」、かつ印刷桁密度が「7.5/15CPI」または「40/7／80/7CPI」の場合、複数の
文字属性を含む印刷データの終了時に以下のモジュールでアプリケーションエラーになることがある。
・エミュレータコンポーネント：cjstesui.exe
・エミュレータコントロール：iexplore.exe
・編集形式が「PC-PR201H」、かつ印刷桁密度が「7.5/15CPI」または「40/7／80/7CPI」の場合、ANK の
横倍や縦倍を指定されても等倍の ANK で印刷される。
・編集形式が「PC-PR201H」、かつ印刷桁密度が「7.5/15CPI」または「40/7／80/7CPI」の場合、縦倍文
字の上半分と下半分が重なる。
・編集形式が「PC-PR201H」、かつ最大印刷行数が「3LPI」または「6LPI」の場合、罫線が印刷されない
ことがある。
・編集形式が「IBM5575/5577」の場合、行末が縦倍文字や 4 倍角文字で終わると、次行も縦倍として印刷
される。
・編集形式が「Windows プリンタドライバ」の場合、横倍の属性指定された印刷データの途中で分割された
状態で受信すると、印字位置が左にずれ文字が重なる。
・SPCC 制御コードで SOSI を空白で印刷する指定があり、
かつ SFSS 制御コードにて横倍が指定されると、
SOSI の空白文字が横倍印刷されず、印字ずれが発生する。
*SPCC：Set Presentation of Control Character
*SFSS：Set Font Size Scaling
・SPCC 制御コードで SOSI の印刷指定が省略されていた場合に、SOSI の個数分印刷位置が左にずれる。
*SPCC：Set Presentation of Control Character
・SFSS 制御コードで横倍の指定があり縦の指定が省略されているデータを印刷しても横倍文字で印刷され
ない。
*SFSS：Set Font Size Scaling
・SVF 制御コードで最大印刷桁数の指定が省略された場合に、最大印刷行数を「1 行」として処理せず「66
行」として処理する。
*SVF：Set Vertical Format
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・横倍文字や 4 倍角文字の左半分で最大印刷桁数に達した場合、改行する前に横倍文字を印刷する。
・漢字サブフィールド中に、印刷位置制御コード“34C8XX”がある場合、印字が左右にずれることがある。
［ヘルプ関連］
・マクロ編集ツールのヘルプで、［マクロコマンド一覧］－［TES.CharacterMode プロパティ］の“使用
例”に利用できない文字セットが記述されている。
［マニュアル関連］
・『ユーザーズマニュアル』の「サーバ設定」の「１－３．ディスプレイの構成定義」で、［ディスプレイ
の設定項目一覧］の“キーパッド設定”の“エミュレータコントロール”に以下の誤りがある。
誤：－（無効）
正：○（有効）
・『ユーザーズマニュアル』の「サーバ設定」の「１－３．ディスプレイの構成定義」で、［ディスプレイ
の設定項目説明］の“桁区切り線”に以下の誤りがある。
誤：エミュレータコントロール、および HTML 変換では桁区切り線を表示しないため、この設定は無効
です。
正：HTML 変換では桁区切り線を表示しないため、この設定は無効です。
［API 機能関連］
・EHLLAPI の以下の関数で、指定されたすべての文字がフィールドにコピーできなかったとき、戻りコード
が「6」にならず「0」となる。
・Copy String To Field(33)
・Copy String To Presentation Space(15)
※戻りコード「6」:HARC_TRUNCATION
戻りコード「0」:HARC_SUCCESS
・EHLLAPI の「Send Key(3)」を使って、ディスプレイセッションに複数行の文字列を書き込むと、1 行目
しか書き込まれない。
［セキュリティ関連］
・クライアント側で Windows のユーザアカウントのパスワードをリセットすると、セッションが起動でき
ないことがある。
・死活監視などで、エントランスサービスに対してポートスキャンを行うと、メモリリークが発生する。
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［その他］
以下の仮想環境での動作を確認しています。
サーバ環境
サーバ仮想化
仮想化システム
VMware vSphere 5.1
Windows Server 2008 R2
Hyper-V
Windows Server 2012 R2
Hyper-V

ゲスト OS

32 ビット

64 ビット

Microsoft Windows Server 2012 Standard
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard

－
－

○
○

－

○

－

○

SP1

Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard

○：確認済み －：対象外
クライアント環境
デスクトップ仮想化
仮想化システム
Citrix XenDesktop 7.5

Microsoft VDI
(Windows Server 2012 R2)

仮想デスクトップ OS
Microsoft Windows Vista Enterprise SP2
Microsoft Windows 7 Enterprise SP1
Microsoft Windows 8 Enterprise
Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Microsoft Windows 7 Enterprise SP1
Microsoft Windows 8.1 Enterprise

32 ビット

64 ビット

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○：確認済み －：対象外
アプリケーション仮想化
仮想化システム
Citrix XenApp 7.5

サーバ OS

32 ビット

64 ビット

Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise

－

○

SP1

－
○
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
○：確認済み －：対象外

＜前提条件＞
仮想環境での利用を計画する場合、次の条件をふまえて検討してください。
・ 仮想化システム、ゲスト OS の保守については、お客様の責任でそれぞれのメーカー様、ベンダー様
とご契約ください。
・ ゲスト OS は、ネットワークの接続も含め正常に動作している必要があります。
・ ゲスト OS のリソースは、ゲスト OS の必要分の他に弊社製品の H/W 要件を満たす十分なリソースを
割り当ててください。
・ 仮想環境に起因する不具合は対応できかねます。
弊社で確認した仮想化システムとゲスト OS のバージョンと違うバージョンを組み合わせた場合の動作につい
ては弊社営業にご相談ください。

以

上

Microsoft、Windows Server、Windows Vista、Windows、Internet Explorer および Hyper-V は、米国 Microsoft
Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
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２０１２年１１月２６日

お客様各位
キヤノンＩＴソリューションズ株式会社
ＴＣＰＬｉｎｋ
Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｓｅｒｖｅｒ

日本語５２５０エミュレータ
バージョン ６．０４ リビジョン０１ 変更内容について
拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、当社製品に格別なるご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
さて、当社製品「TCPLink Enterprise Server 日本語 5250 エミュレータ」
（Ver.6.03-01→Ver.6.04-01）において、下記のような改修を行いましたので
お知らせ致します。
敬具
記
［強化項目］
以下の機能を強化しました。
［システム全般］
◎クライアントからユーザのパスワードを変更できるようにしました。
また、ユーザによるパスワードの変更を許可する設定とともに、ユーザのパスワードに対して以下のポリ
シーも設定できるようにしました。
・文字数
・有効期間
・変更禁止期間
・規定の複雑さを満たすかをチェックするかどうか
◎ユーザのパスワードを暗号化して保存するようにしました。
また、設定画面ではパスワードを「*」で表示するようにしました。
［サーバツール関連］
◎サーバマネージャにおいて、ユーザ登録ファイルからのユーザ情報の登録時に、既に登録されているパス
ワードを優先するか否かを選択できるようにしました。
既に登録されているパスワードが空白の場合には、ユーザ登録ファイルに記載のパスワードが優先されま
す。
◎サーバマネージャにおいて、ユーザ登録ファイルからユーザグループを登録する場合、「デフォルトに設
定」を指定したデータでユーザグループを登録するようにしました。
◎通信定義のゲートウェイ種別の初期値を「IBM 社製 AS/400 直結」に変更しました。
［エミュレータコンポーネント／エミュレータコントロール関連］
◎ディスプレイセッションにおいて、切り取り／コピー／コピー追加の編集操作で選択した矩形を移動でき
るようにしました。
キーアサインの初期定義は以下のとおりです。
矩形 ↑
：[Ctrl+↑]
矩形 ←
：[Ctrl+←]
矩形 →
：[Ctrl+→]
矩形 ↓
：[Ctrl+↓]
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◎ディスプレイセッションにおいて、切り取り／コピー／コピー追加の編集操作で選択した矩形を編集操作
後も残せるようにしました。
◎ディスプレイセッションにおける以下のファイル選択操作で、操作している Windows のログオン
ユーザーが同端末で使用するすべてのディスプレイセッションで最後に参照したフォルダが開くようにし
ました。
・マクロファイル：指定、保存
・転送パラメータファイル：開く、保存
［マクロ関連］
◎Timeout コマンドに 0 秒を指定できるようにしました。
［ツール関連］
◎キーアサインで、「Alt ＋ 文字キー」に機能を割り当てられるようにしました。
［操作ログ機能関連］
◎操作ログサービスの鍵の再生成時に、鍵のビット長を「1024 ビット」「2048 ビット」から選択できるよ
うにしました。
◎操作ログサービスのイベントを Windows イベントログに出力できるようにしました。
◎操作ログの出力先の空き容量チェックに関する初期サイズを変更しました。
・警告を行う空き容量：500MB
・出力停止を行う空き容量：200MB
［セキュリティ関連］
◎暗号化通信で TLS V1.2 に対応しました。
◎SHA-2 で署名された証明書に対応しました。
※クライアント認証で使用する証明書を Windows 証明書ストアに格納する際、秘密鍵はエクスポート可
能に設定する必要があります。

［改修項目］
以下の問題点を修正しました。
［サーバツール関連］
・サーバマネージャにおいて、ユーザ登録ファイルの保存に失敗してもエラーメッセージが表示されない。
・サーバマネージャにおいて、ユーザ登録ファイルによるセッション情報の削除後に画面操作でセッション
グループを削除すると、アプリケーションエラーが発生することがある。
・サーバマネージャでユーザ登録ファイルによるユーザ情報の登録処理中にクライアントでエミュレータ操
作を行うと、アプリケーションエラーが発生することがある。
・サーバマネージャにおいて、情報ファイルの反映を実行すると、システム上問題がないにもかかわらず以
下のエラーメッセージが表示されることがある。
「サービスが停止されました。
これ以降、状況を正しく表示できませんので、サーバマネージャを停止します。
(00001003)」
［エミュレータコンポーネント／エミュレータコントロール関連］
・セッション起動時のダウンロード画面の表示中に、アプリケーションエラーが発生することがある。
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・Windows Vista または Windows 7 において、Windows のデスクトップのカスタマイズで「ClearType」
を有効にしている場合に、ディスプレイセッションで文字を入力すると、下線の一部や文字と隣り合った
縦罫線が消えることがある。
・ディスプレイセッションにおいて、待機系のマクロコマンド(TES.Waitxxxx/TES.Whilexxxx)で待機中に
マクロを終了すると、アプリケーションエラーが発生することがある。
・ディスプレイセッションのローカルコピー、またはプリンタセッションでの印刷において、印刷ジョブの
クローズ処理中に次の印刷要求が行われると、アプリケーションエラーが発生する。
・出力先のプロパティを変更しているローカルコピーまたはプリンタのプロパティで出力先を変更した場合
に、編集形式を「Windows プリンタドライバ」以外に変更しても、「出力先プリンタに対するプロパティ
情報が一致しません」のメッセージが表示され保存できない。
・プリンタセッションにおいて、TRN 制御コードに続く透過データが正しく出力されない。
・編集形式が「Windows プリンタドライバ」のプリンタセッションで TRN 制御コードを受信すると、印刷
位置がずれる。
・編集形式が「テキスト」のプリンタセッションで、SVF 制御コードを受信後に改ページコードを受信した
場合に、SVF 制御コードの MPL 値までではなくプリンタのプロパティの最大印刷行数まで改行する。
・サーバマネージャでユーザ登録ファイルにより画面セッションと同時に起動するように設定されたペアプ
リンタのプリンタ情報を削除すると、ディスプレイセッション起動時にペアプリンタを起動しようとして
エラーが発生する。
［マクロ関連］
・複数の For 文を記述したマクロファイルで、ExitFor で 1 つ目の For 文を抜けると、後続の For 文をスキップ
する。
［運用管理関連］
・接続セッション数が 1000 以上の場合、
リモートエントランスモニタのパスワード入力時に以下のエラーが
発生することがある。
「パスワードが入力されていないか、もしくはリモートセッションモニタでタイムアウトが発生しました。
パスワードを入力してください。」
［セキュリティ関連］
・標準ユーザモードでハードウェアトークンの設定を追加しようとすると、設定ファイルへの書き込みに失
敗する。
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［その他］
以下の仮想環境での動作を確認しています。
サーバ環境
サーバ仮想化
仮想化システム

ゲスト OS

VMware ESXi 4.1 Update2

Windows Server 2003 Standard Edition
SP2
Windows Server 2003 R2 Standard Edition
SP2
Windows Server 2008 Standard Edition
SP2
Windows Server 2008 R2 Standard Edition
SP1
VMware vSphere 5.0
Windows Server 2003 R2 Standard Edition
SP2
Windows Server 2008 Standard Edition
SP2
Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition
SP1
VMware vSphere 5.0
Windows Server 2003 R2 Standard Edition
Update1
SP2
Windows Server 2008 Standard Edition
SP2
Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition
SP1
VMware vSphere 5.1
Windows Server 2008 R2 Standard Edition
SP1
Microsoft Hyper-V 2.0
Windows Server 2008 R2 Standard Edition
（Windows Server 2008 R2） SP1

32 ビット

64 ビット

○

－

○

○

○

○

－

○

○

○

○

○

－

○

○

○

○

○

－

○

－

○

－

○

○：確認済み －：対象外
クライアント環境
デスクトップ仮想化
仮想化システム

仮想デスクトップ OS（ホスト：Hyper-V 2.0） 32 ビット

XenDesktop 5.6

Windows XP Professional Edition SP3
Windows Vista Enterprise Edition SP2
Windows 7 Professional Edition SP1
Microsoft VDI
Windows XP Professional Edition SP2
（Windows Server 2008 R2） Windows XP Professional Edition SP3
Windows Vista Enterprise Edition SP2
Windows 7 Professional Edition SP1

○
－
－
－
○
○
○

64 ビット
－
○
○
○
－
○
○

○：確認済み －：対象外
アプリケーション仮想化
仮想化システム
XenApp 6.5

サーバ OS
Windows Server 2008 R2 Standard Edition
SP1

32 ビット

64 ビット

－

○

○：確認済み －：対象外
＜前提条件＞
仮想環境で利用を計画する場合、次の条件をふまえて検討してください。
・仮想化システム、ゲスト OS の保守については、お客様の責任でそれぞれのメーカー様、ベンダー様とご
契約ください。
・ゲスト OS は、ネットワークの接続も含め正常に動作している必要があります。
・ゲスト OS のリソースは、ゲスト OS の必要分の他に弊社製品の H/W 要件を満たす十分なリソースを割り
当ててください。
・仮想環境に起因する不具合は対応できかねます。
弊社で確認した仮想化システムとゲスト OS のバージョンと違うバージョンを組み合わせた場合の動作につい
ては弊社営業にご相談ください。
以 上
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２０１１年１０月２５日

お客様各位
キヤノンＩＴソリューションズ株式会社
ＴＣＰＬｉｎｋ
Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｓｅｒｖｅｒ

日本語５２５０エミュレータ
バージョン ６．０３ リビジョン０１ 変更内容について
拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、当社製品に格別なるご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
さて、当社製品「TCPLink Enterprise Server 日本語 5250 エミュレータ」
（Ver.6.02-01→Ver.6.03-01）において、下記のような改修を行いましたので
お知らせ致します。
敬具
記
［強化項目］
以下の機能を強化しました。
［システム全般］
◎以下の OS に対応しました。
＜サーバ＞
・Windows Server 2008 R2 Standard（SP1）
・Windows Server 2008 R2 Enterprise（SP1）
＜クライアント＞
・Windows 7 Professional（SP1）
・Windows 7 Enterprise（SP1）
・Windows 7 Ultimate（SP1）
・Windows 7 Professional x64 Edition（SP1）
・Windows 7 Enterprise x64 Edition（SP1）
・Windows 7 Ultimate x64 Edition（SP1）
◎以下の OS を動作対象から除きました。
＜サーバ＞
・Windows 2000 Server（SP4）
＜クライアント＞
・Windows Vista Business Edition（SP1）
・Windows Vista Enterprise Edition（SP1）
・Windows Vista Ultimate Edition（SP1）
・Windows Vista Business x64 Edition（SP1）
・Windows Vista Enterprise x64 Edition（SP1）
・Windows Vista Ultimate x64 Edition（SP1）
・Windows XP Professional（SP2）
・Windows XP Professional x64 Edition（SP なし）
・Windows 2000 Professional（SP4）
◎以下の動作環境を変更しました。
＜サーバ（ターミナル サービスを利用する場合）＞
・ハードディスク：20MB 以上の空きが必要
＜クライアント＞
・ハードディスク：20MB 以上の空きが必要
◎以下のブラウザに対応しました。
・Internet Explorer 9
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［エミュレータコンポーネント／エミュレータコントロール関連］
◎Windows Vista/7 の標準ユーザーでインストールして利用できるようにしました。
※専用の Web ページを使用します。
※Internet Explorer 8 以降の対応です。
◎OS が省電力モードに移行する際の動作を選択できるようにしました。
＜選択動作＞
・スリープを拒否する（初期設定）
・スリープを許可する
・移行を許可するかどうかを選択するダイアログを表示する
※Windows Vista/7 の場合、ダイアログの表示は選択できません。
◎ディスプレイセッションで、以下の画面サイズをサポートしました。
・27×132
これにともない、設定した画面サイズになるまでマクロの実行を待機するマクロコマンド
「TES.WaitScreenSize」を追加しました。
◎複数のローカルコピー定義を作成できるようにしました。
ディスプレイセッションで、使用するローカルコピー定義を選択します。
◎以下のマクロコマンドを追加しました。
・TES.CopyString
：指定した位置から指定した文字数分の文字をコピーする
・TES.CopyRange
：指定した範囲の文字をコピーする
・TES.Paste
：指定した位置にコピーされた文字を貼り付ける
※TES.Paste はマクロ記録できません。
◎キーパッドの各ボタンのサイズを最もサイズの大きいボタンに合わせました。

［改修項目］
以下の問題点を修正しました。
［システム全般］
・ホストコード（4F9F、5B99）との対応づけに誤りがあったため、JIS78、JIS83、JIS90 について次のよ
うに修正しました。
ホストコード
JIS コード
4F9F
←→
9452(昻)
5B99
←→
3937(昂)
［インストーラ／アンインストーラ関連］
・マクロ機能が有効なクライアントに、マクロ機能を無効に設定したサーバからバージョンアップインス
トールを行うと、マクロ機能に関するファイルがインストールされない。
・他のアプリケーションで「CJS 特殊フォント」を参照した状態で、V5.01-02 以前から V5.01-03 以上への
クライアントのバージョンアップインストールを行うと、一部のファイルがインストールされない。
・クライアントアドミニストレーションキットの「サイレントインストール」を行うと、ヘルプがインストー
ルされない。
・クライアントのアンインストールで、Temp フォルダの"cjstescl.dll"が削除されない。
・サーバのインストール時、ライセンスの登録で、不正なシリアル番号またはライセンスキーを入力しても、
エラーメッセージが表示されず入力画面のままとなる。
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［サーバツール関連］
・ライセンスの追加で、不正なシリアル番号またはライセンスキーを入力しても、エラーメッセージが表示
されず入力画面のままとなる。
・ユーザ登録ファイルから大量のユーザ情報の登録を行うと、マスタマネージメントサーバからミラーマ
ネージメントサーバに情報が反映されないことがある。
・フリーセッショングループの 1 ユーザ毎の最大接続セッション数の設定が、マスタマネージメントサーバ
からミラーマネージメントサーバに反映されない。
［HTML 変換関連］
・マクロの待機系コマンドが実行中であると、ディスプレイセッションを終了できない。
［HTML 変換／エミュレータコンポーネント／エミュレータコントロール関連］
・ディスプレイセッションにおいて、入力した文字が、英小文字で表示されるべきところに英大文字で表示
されることがある。
［エミュレータコンポーネント関連］
・クライアントでの設定変更を許可しない場合、サーバ側で以下の設定を有効にしても、一度無効の設定で
セッションを利用していると、セッション終了時に定義情報が保存されない。
・ディスプレイ定義 ：「終了時のディスプレイ情報の保存」
・ローカルコピー定義 ：「終了時のプリンタ情報の保存」
・プリンタ定義
：「終了時のプリンタ情報の保存」
［エミュレータコンポーネント／エミュレータコントロール関連］
・ディスプレイセッションにおいて、不定様式の画面で↑キーまたは↓キーを実行すると、カーソルが矢印
の方向に 1 文字分ではなく別の位置に移動することがある。
・サーバおよびクライアントのディスプレイ定義で以下の両設定を無効にすると、サーバ側の「起動時のウィ
ンドウ形態」の設定にかかわらず、通常のウィンドウ形態でセッションが起動する。
・「終了時のディスプレイ情報の保存」
・「ウィンドウ位置情報の保存」
・同じ「キーパッド・ファイル」を設定した複数のディスプレイセッションを同時に起動すると、キーパッ
ドが表示されないことがある。
・編集形式が「IBM5575/5577」かつ外字印刷方法が「プリンタ外字登録」のプリンタセッションで、外字
が印刷されないことがある。
・出力先のプリンタを削除またはプリンタ名を変更した状態で印刷を実行すると、「予期せぬエラーが発生
しました。」のメッセージが表示されることがある。
［ファイル転送関連］
・ファイル転送パネルでイベントウィンドウを表示しようとすると、アプリケーションエラーが発生するこ
とがある。
・ファイル転送パネルの以下の画面で［キャンセル］ボタンを選択すると、パネルの終了時に転送パラメー
タファイル（拡張子 CIF）がデスクトップに作成される。
・名前を付けて保存（転送パラメータファイル）画面
・参照（PC ファイル）画面
［ツール関連］
・クライアントマネージャをショートカットから起動すると、「cjsclrun は動作を停止しました」のメッセー
ジが表示されることがある。
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［セキュリティ関連］
・ファイルからの電子証明書の読み込みで以下のファイルを指定すると、セキュリティ設定画面が固まる。
・拡張子が pem で、Base64 で記述されていない証明書ファイル
・拡張子が p7b で、PKCS#7 形式でない証明書ファイル
・セキュリティ設定で「レスポンダの電子証明書」の「発行先」と「発行元」が逆に表示される。

［その他］
以下の仮想環境での動作を確認しています。
サーバ環境
サーバ仮想化
仮想化システム
VMware ESXi 4.0 Update1

VMware ESXi 5.0

ゲスト OS
Windows Server 2003 Standard Edition
SP2
Windows Server 2003 R2 Standard Edition
SP2
Windows Server 2008 Standard Edition
Windows Server 2008 Standard Edition
SP2
Windows Server 2008 R2 Standard Edition
Windows Server 2008 R2 Standard Edition
SP1
Windows Server 2008 R2 Standard Edition
SP1

32 ビット

64 ビット

○

○

○

○

○

○

○

○

－

○

－

○

－

○

○：確認済み －：対象外
クライアント環境
デスクトップ仮想化
仮想化システム
XenDesktop 4.0

XenDesktop 5.5
Microsoft VDI

（ Windows Server 2008
R2 Standard Edition SP1）

仮想デスクトップ OS（ホスト：Hyper-V 2.0） 32 ビット
Windows XP Professional SP2
Windows Vista Enterprise SP2
Windows 7 Enterprise SP1
Windows Vista Enterprise SP2
Windows 7 Enterprise SP1
Windows 7 Enterprise
Windows 7 Enterprise SP1

64 ビット

－
○
－
○
○
○

○
○
○
○
○
－

○

－

○：確認済み －：対象外
アプリケーション仮想化
仮想化システム
XenApp 6.5

サーバ OS
Windows Server 2008 R2 Standard Edition
SP1

32 ビット

64 ビット

－

○

○：確認済み －：対象外
＜前提条件＞
仮想環境で利用を計画する場合、次の条件をふまえて検討してください。
・仮想化システム、ゲスト OS の保守については、お客様の責任でそれぞれのメーカー様、ベンダー様とご
契約ください。
・ゲスト OS は、ネットワークの接続も含め正常に動作している必要があります。
・ゲスト OS のリソースは、ゲスト OS の必要分の他に弊社製品の H/W 要件を満たす十分なリソースを割り
当ててください。
・仮想環境に起因する不具合は対応できかねます。
弊社で確認した仮想化システムとゲスト OS のバージョンと違うバージョンを組み合わせた場合の動作につい
ては弊社営業にご相談ください。
以 上
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作成日：２００９年１２月２４日
更新日：２０１１年１０月２５日

お客様各位
キヤノンＩＴソリューションズ株式会社
ＴＣＰＬｉｎｋ
Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｓｅｒｖｅｒ

日本語５２５０エミュレータ
バージョン ６．０２ リビジョン０１ 変更内容について
拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、当社製品に格別なるご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
さて、当社製品「TCPLink Enterprise Server 日本語 5250 エミュレータ」
（Ver.6.01-01→Ver.6.02-01）において、下記のような改修を行いましたので
お知らせ致します。
敬具
概要
［強化項目］
以下の機能を強化しました。
［システム全般］
◎以下の OS に対応しました。
＜サーバ＞
・Windows Server 2008 Standard（SP2）
・Windows Server 2008 Enterprise（SP2）
・Windows Server 2008 R2 Enterprise
・Windows Server 2008 R2 Standard
・Windows Server 2008 Standard x64 Edition（SP2）
・Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition（SP2）
＜クライアント＞
・Windows 7 Professional
・Windows 7 Enterprise
・Windows 7 Ultimate
・Windows 7 Professional x64 Edition
・Windows 7 Enterprise x64 Edition
・Windows 7 Ultimate x64 Edition
・Windows Vista Business（SP2）
・Windows Vista Enterprise（SP2）
・Windows Vista Ultimate（SP2）
・Windows Vista Business x64 Edition（SP2）
・Windows Vista Enterprise x64 Edition（SP2）
・Windows Vista Ultimate x64 Edition（SP2）
・Windows XP Professional（SP3）

◎以下の OS が動作対象から除かれました。
＜サーバ＞
・Windows Server 2003 Standard（SP1）
・Windows Server 2003 Enterprise（SP1）
・Windows Server 2003 R2 Enterprise
・Windows Server 2003 R2 Standard
・Windows Server 2003 Standard x64 Edition（SP1）
・Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition（SP1）
・Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
・Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
＜クライアント＞
・Windows XP Professional（SP1）
・Windows XP Professional x64 Edition（SP1）
◎サーバコンピュータシステムの動作環境が変更になりました。
・CPU：1.4GHz 以上（推奨 2GHz 以上）
・Web サーバ環境：Internet Information Services7.5 を追加
［インストーラ関連］
◎インストールにおいて、TCPLink Enterprise Server のサービスを開始する前に、システムプロパティで
サービスの設定を変更できるようにしました。
［サーバツール関連］
◎マネージメントサービスの監視をできるようにしました。
これにともない、システムプロパティに以下の監視設定を追加しました。
・エントランスサービスからの受信監視間隔
・ミラー側マネージメントサービスからの受信監視間隔
・マネージメントサービス間のポーリング間隔
・マスタ側マネージメントサービス継続的異常の判断
◎システムプロパティで、セッションサービスのトレース出力先フォルダを設定できるようにしました。
◎クライアントアドミニストレーションキットで、以下のオプションを指定してクライアントインストール
媒体を作成できるようにしました。
・クライアントマネージャのショートカットを作成する
・サイレントインストールを行う
◎リモートセッションモニタの抽出条件設定画面で、ユーザ名の指定をコンボボックスから直接入力に変更
しました。
［エミュレータコンポーネント／エミュレータコントロール関連］
◎セッション終了時のウィンドウの位置情報を保存できるようにしました。
◎ディスプレイセッションが罫線情報付き READ SCREEN コマンドに対応しました。
◎プリンタセッションの「プリンタ定義」メニューのサブメニューに、設定名とともにコメントを表示する
ようにしました。また、設定選択時に、サブメニューの先頭にチェックマークを付け、プリンタセッショ
ンのメッセージ欄に設定名とコメントを表示するようにしました。
［操作ログ機能関連］
◎操作ログビューアで、指定した文字列をハイライト表示するようにしました。

［改修項目］
以下の問題点を修正しました。
［サーバツール関連］
・「ログインユーザ名」に漢字や半角カタカナを指定したユーザ登録ファイルを開くと、内容不正のエラー
になる。
・設定ファイルを残してアンインストールした環境に再インストールを行うと、サーバマネージャで、ユー
ザ登録ファイルの「開く」メニューがグレー表示されることがある。
・サーバマネージャ、およびセッションモニタを終了すると、セッションの起動に時間が掛かるようになる
ことがある。
・フリーセッションの場合、セッションモニタ、およびリモートセッションモニタにクライアント情報が表
示されない。
［エミュレータコンポーネント／エミュレータコントロール関連］
・ディスプレイセッションにおいて、ブリンク属性文字を含む画面でアプリケーションエラーが発生するこ
とがある。
・ディスプレイセッションにおいて、DDS 罫線を含む画面データを受信すると、前の画面に戻ってしまうこ
とがある。
・ディスプレイセッションにおいて、開始位置が 24 行目や 80 桁目の DDS 罫線が表示されない。
・ディスプレイセッションにおいて、数字用キーロックの設定を動的変更しても、フィールドモードの表示
に反映されていないことがある。
・クライアントで、プリンタのプロパティの編集形式別設定に「TRN 制御」の設定項目が表示されない。
・Windows ログオンユーザーのプロファイルのパスに別マシンの共有フォルダが設定されていると、クライ
アントでの設定変更が保存されない。
［エミュレータコントロール関連］
・Internet Explorer 6 環境で Ver.6.01-01 を使用する場合、ディスプレイセッションでフォーカスを他のウ
ィンドウに移動すると、プレゼンテーションスペース内のカーソルへのフォーカスが失われる。
［ツール関連］
・ログ解析ツールで、ログファイルの範囲の開始日時と終了日時にレポート表示操作の当日を設定し、0～9
時台にレポート表示を実行すると、正しく出力されない。
［操作ログ機能関連］
・操作ログを採取するイベントに「画面キャプチャ操作」を設定している場合、セッション使用中に他のア
プリケーションで貼り付け操作を行うと、セッションが終了することがある。
・操作ログビューアで、「新しいウィンドウを開く（コピー）」メニューを選択すると、アプリケーション
エラーが発生することがある。
・操作ログビューアで、検索中に検索結果ビューの内容を選択すると、検索結果がおかしくなることがある。
［API 機能関連］
・PCSAPI の pcsStartSession でクライアントマネージャのダウンロードが行われるとエラーになる。

［セキュリティ関連］
・Windows Vista 環境においてクライアント証明書を使用すると、正常にダウンロードが行われないことが
ある。
・サーバ証明書の警告ダイアログで”いいえ”を選択すると、通信チェック 930 になることがある。

［その他］
以下の仮想環境での動作を確認しています。
仮想化システム
VMware ESXi 3.5
VMware ESXi 4.0

Microsoft Hyper-V 2.0

ゲスト OS

32 ビット

64 ビット

Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition
Windows Server 2008 Enterprise Edition SP2
Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition
Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2
Windows Server 2008 Standard Edition SP2
Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2
Windows Server 2008 Standard Edition SP2

○
○
○
○
○
○
○
－

○
○
○
○
○
○
○
○

Windows Server 2008 R2 Standard Edition

○：確認済み －：対象外
＜前提条件＞
仮想環境で利用を計画する場合、次の条件をふまえて検討してください。
・仮想化システム、ゲスト OS の保守については、お客様の責任でそれぞれのメーカー様、ベンダー様とご
契約ください。
・ゲスト OS は、ネットワークの接続も含め正常に動作している必要があります。
・ゲスト OS のリソースは、ゲスト OS の必要分の他に弊社製品の H/W 要件を満たす十分なリソースを割り
当ててください。
・仮想環境に起因する不具合は対応できかねます。
弊社で確認した仮想化システムとゲスト OS のバージョンと違うバージョンを組み合わせた場合の動作につい
ては弊社営業にご相談ください。

以

上

