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※SkyPDF Terminal Server 2016の場合はDriver部分のみを参照してください。 （株）スカイコム

Driver
Viewer

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

[不具合対応]
・署名に使用された証明書の識別子が規格に対して1階層深い場合に署名検証に失敗する問題を修正
・ユーザーパスワードが設定されているPDFに対して、AMANO Time Stamp Service 3161が付与できない場合が
ある問題を修正

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

■Viewer
[機能追加・改善]
・元号改正に伴う機能改善
　・スタンプ注釈機能
　・マイナンバーカード署名検証機能
・自己署名証明書の署名アルゴリズムと公開鍵の変更

[不具合対応]
・署名辞書のProp_Buildエントリーに特定の文字列以上が存在していた場合、検証できなかった問題の修正
・自己署名証明書で付与した証明書の検証結果不正であった問題の修正
・アマノタイムスタンプ付与後に編集し、署名ステータスは、「追加編集」と検証結果は、「改ざんはありません」と
表示が不一致である問題修正

・セキュリティー設定にて”ページの抽出を除きすべて許可する”と設定しているPDFでページ抽出可能である問

■Viewer
[不具合対応]
・紙文書入力において、保存先をファイルサーバーに指定した場合、スキャン速度が低下する問題を修正
・紙文書入力において、大量ページを連続してスキャンした場合にメモリ不足によりエラーが発生する問題を修正
■Installer
[不具合対応]
・SkyPDF2016にて未使用のMSXML4を配布していたため、MSXML4を配布しないように修正
　ただし、新規インストール時のみです。バージョンアップは、MSXML4は残るため、手動アンインストールを行っ
て頂く必要があります。

6.0.11(欠番) － － －

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

[不具合対応]
・IEの拡大率を変更している状態で、PDFファイルを同一タブで表示し、IEの戻るボタンを押下した際に、拡大率が
維持できない問題の修正
・IEにてPDFファイルを表示する際に、拡張保護モードが設定されている場合にメッセージが表示されるようになっ
ていた問題の修正
・埋め込みフォントが設定されたテキストフォームへのテキスト入力が反映されない問題の修正
・#付きURLのリンクにジャンプできない問題の修正
・シェーディングを含む箇所が正しく表示されない場合があった問題の修正

■Driver
[不具合対応]

・以下の条件をどちらも満たすフォントを使用した際に縦書き文字がずれる問題の修正
　①グリフ幅が個々のグリフで異なる
　②グリフの縦書き情報を持っていない

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

・CCITTFaxの圧縮結果が不正になる問題の修正

・同一ブラシで色なしタイリングパターンと色付きタイリングパターンが同ドキュメントに存在する場合に不正な
PDFを作成してしまう問題の修正

・矩形クリッピングの上端Y座標が1pixcel上になる問題の修正

・以下のいずれかに該当するType1フォントベースのOpenTypeフォント（CFFフォント）を変換した際に文字化けあ
るいはスプールダウンする問題の修正
　1) Charsetエントリがformat0であるフォント
　2) TopDICT INDEXエントリに実数値を持ち、実数値がCFFで規定されるキーと一致するフォント

・マスク画像が指定されたブラシの塗りつぶし部が、不透明になる問題の修正

6.0.9(欠番) － － －

■Viewer
[機能追加・改善]
・透かし設定のプリセット機能の追加
・スタンプ注釈のリサイズ時の縦横比固定でリサイズできる機能の追加
・注釈のAdobe互換性の向上
・FreeTypeライブラリのバージョンを2.5.5に更新
・アマノタイムスタンプライブラリのバージョンを3.7.0に更新
・以下機能におけるテキスト挿入時に外字、サロゲートペア、IVSの挿入に対応
　・テキストのすかし追加
　・ページ番号付与
・ページ番号付与画面における透過率の最大値を100%から99%に変更

[不具合対応]
・IE版での相対パスがローカルパスを参照してしまう問題の修正
・DocTimestamp形式のタイムスタンプが付与されたPDFをPDFチェッカーでチェックするとエラーが検出される問
・URIアクションにて「file:」で始まるURLが指定されている場合に起動に失敗していた問題の修正
・CCITTFaxで圧縮された画像のデコード処理において、特定のデータ状態の場合に処理が固まる問題を修正
・e-timing EVIDENCE 3161 for Acrobat Ver3.2がインストールされている環境にて、アマノタイムスタンプ付与およ
び検証に失敗していた問題を修正

6.0.12

6.0.14 6.0.14.17 6.0.0.14 2020/4/30

6.0.12.16 6.0.0.13 2019/10/31

6.0.12.16

内容 日付

2018/12/286.0.0.10

6.0.0.12 2019/5/10

SkyPDF Terminal Server Pro 2016 リリースノート
以下にSkyPDF Terminal Server Pro 2016 の更新内容を示す

製品バージョン
Build番号
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6.0.13
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・PDFファイルのリンクに、クエリ文字列付きURLのURLアクションが付与されている場合、クエリ文字列内にエン
コードされたURLとしても意味を持つ記号があると、リンクに失敗していた問題の修正
・PDFファイルのリンクに、空のリンクが付与されている場合、アプリケーションが異常終了していた問題の修正
・メタデータにBOMがあると保存できない問題の修正
・透かしを最背面に挿入した際に、指定したテキストが左右反転される場合があった問題の修正
・引き出し線付きテキストボックス注釈の印刷時に余分な線が描画されていた問題の修正
・Page辞書のAnnotsエントリが直接参照であるPDFの場合、コピー&ペーストが失敗していた問題の修正
・PAdES形式の署名付与時に、セルフサイン証明書を使用した場合に強制終了していた問題の修正
・コンボボックスの選択肢を開いた状態で拡大縮小すると、プルダウンのボタンが消える問題を修正
・コンボボックスの選択肢を開いた状態でスクロール後、選択肢が消える問題を修正
・コンボボックスの選択肢を開いた状態でスクロール後、選択肢を閉じると位置が不正になる問題を修正
・チェックボックス、コンボボックス、リストボックスの選択が反映されない場合がある問題の修正
・ページの画像化時に画像が乱れる場合があった問題を修正
・以下機能におけるMediaBoxの原点が0以外のPDFに対して、イメージの挿入位置が不正となる問題の修正
　・イメージの透かし追加
　・イメージ挿入
・NeedAppearancesが設定されたフォームの文字表示が不正になる問題を修正
・パスワードによるセキュリティを付与した場合、当該PDFが開けなくなる恐れのある問題を修正
・透かし追加画面において、用紙サイズに拡大ON後に、配置エリアが常に不活性の状態のままである問題を修

■Driver
[機能追加・改善]
・印刷設定ダイアログの「ページ設定」タブにて「保存先を指定する」を設定時の印刷で表示する「PDFファイルに
名前を付けて保存」ダイアログで指定したファイル名と同名のPDFが印刷開始時に開かれている場合、別のファ
イル名の使用を促す警告ダイアログを表示する機能の追加

[機能変更]
・アマノタイムスタンプ初回利用時に表示していた、アマノタイムスタンプの使用許諾ダイアログの表示を廃止
・ライセンス状態の確認タイミングを変更

[ライブラリ更新]
・Driver内の画像処理（JPEG, PNG）、圧縮処理(Zip)、フォント情報取得で使用しているオープンソースライブラリ
・アマノタイムスタンプライブラリのバージョンを3.7.0に更新

[不具合対応]

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

・Internet Explorerの保護モードが有効な状態で、Web最適化を設定して印刷を行うと、エラーメッセージも表示さ
れずPDFの生成が行われない問題の修正
・Internet Explorerの保護モードが有効な状態で、タイムスタンプを設定して印刷を行うと、タイムスタンプの付与
されないPDFが生成される問題の修正
・網掛け塗りつぶしを持つドキュメントを印刷した際に、網掛け部の模様が細かく印刷される問題の修正
・印刷設定ダイアログの「ページ設定」タブ「グラフィック」の解像度を600dpi未満に下げて印刷したときにスプーラ
が落ちる場合がある問題の修正
・印刷設定ダイアログの「ページ設定」タブ「グラフィック」の解像度を96dpiに設定して印刷したときに画像が欠損
する場合がある問題の修正
・印刷設定ダイアログの「ページ設定」タブ「保存先を指定する」のチェックをONにして印刷を実行した後、
　全てのモーダルウインドウにおいて、親ウインドウを操作しようとした際のモーダルウインドウの点滅が止まらな
くなる問題の修正。
・埋め込む設定をしていない、中国語(繁体字)・韓国語のフォントを使用した場合、埋め込む必要のない文字を埋
め込む問題の修正
・ライセンス状態が「試用版（使用期限切れ）」の状態で、印刷設定画面の言語を英語に設定した場合に、「バー
ジョン情報」タブを表示すると
　アプリケーションエラーが発生する問題の修正
・IVS 文字が含まれる際に、文字が「・」で出力される問題を修正
・画像出力座標が上下左右反転した場合に、スプールサービスがダウンする問題を修正
・「同名ファイルが存在した場合の設定」を「既存ファイルの後に追加する」とし、既存ファイルが署名されている場
合に「結合すると元文書の署名が改ざんされます。よろしいですか？」のメッセージを表示し、ユーザが印刷継
続、キャンセルを選択できるよう修正。

【Officeアドオン】
[不具合対応]
・ハイパーリンクの URL 末尾にバイナリNULL文字”\000”が付与される問題の修正

■Installer
[機能追加]
・使用許諾書の記載内容見直し。

[不具合対応]
・インストール時、「デフォルトフォルダの選択」画面の「PDFファイルの保存先」、および「インストール先のフォル
ダ」画面の「SkyPDF Professional 2016のインストール先」に、　ルートフォルダを指定するとインストールエラーと
・プリンターあるいはドライバが１台も存在しない環境において、インストールを実行するとエラーとなる問題を修
・VC++ 2015 ランタイム x64がインストールされている環境にVC++ 2015 ランタイム x86がインストール出来ない
問題の修正

6.0.7（欠番） ― ― ―

6.0.6（欠番） ― ― ―

Microsoft Windows Server 2016 (ver 1607) に対応
　※Desktop Experience のみ

2018/8/36.0.8.136.0.8 6.0.0.8
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■Viewer
[機能追加・改善]
・PAdES形式の署名機能の追加
・マイナンバーカードを使用した署名に対応
・暗号化処理ライブラリの変更
・イメージ挿入機能の追加
・サーバ連携機能の追加
・白紙挿入機能の追加
・使用期限切れ時に起動できないよう機能変更
・注釈のコピー&ペースト機能の追加
・タッチ機能の改善
・編集できないテキストフォームを選択した場合、青枠が表示されないよう変更
・フリーテキスト注釈において、付与後のフォント、フォントサイズ、フォントの色の変更機能の追加

[不具合対応]
・RMSセキュリティが付与されたPDFファイルでアマノタイムスタンプの署名検証ができない問題の修正
・HTMLにてObjectタグを利用してPDFを表示しようとした場合に、data属性が相対パスで指定されていた場合に
PDFが表示できていなかった問題の修正
・角度指定されたフォームへのインク入力でイメージとして挿入した場合に、回転して表示されていた問題の修正
・印刷時に画像の色が異なって出力される場合があった問題を修正
・PDF内の画像にて使用している圧縮形式により画像が描画できない場合があった問題を修正
・PDFの描画に必要となる文字コード対応表（CMap）の解析で異常終了する場合があった問題を修正
・タイリングパターンの描画が切れてしまう場合があった問題を修正
・右寄せの設定がされているテキストフォームに、ハイフンを入力すると文字が見切れていた問題を修正
・リンク注釈の存在するPDFファイルを表示する際に異常終了する場合があった問題を修正

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

・暗号化処理の見直し

・カスタム用紙サイズで設定できるサイズの上限を1155.7mm から2400.0mm に変更

・用紙サイズに「2A0」「2A0長尺」「2B0」「B0」「B1」「12x15」「11x15」[10x12」「8K」「16K」の十種を追加
・システムに登録するドライバ名称を「SkyPDF Pro Driver」から「SkyPDF」に変更

[機能整理]
・ダウンサンプリング方式を「バイリニア」「バイキュービック」「スーパーサンプリング」の三種に整理
・印刷設定の「規格」タブにて指定していた「出力条件」を固定文字列に変更
・印刷設定の「バージョン」タブから、シリアルNo の記載を削除

[不具合対応]

・タイムスタンプアイコン（オプション機能）にドラッグアンドドロップするファイルのパスが260byteを超過した場合
に、アプリケーションエラーが発生する問題の修正

・文書情報「タイトル」「作成者」「サブタイトル」「キーワード」のいずれかを256byte以上設定し、準拠する規格に
「PDF/X-1a(2001)」あるいは「PDF/X-1b(2003)」を設定した場合に、スプールサービスがダウンしてしまう問題の
・前面のテキストすかし設定時に、本文中に太字のテキストが存在したページのすかし文字に枠が表示される問
・印刷中のメモリリークおよびハンドルリークの修正
・出力インテントプロファイルの誤字を修正
　【誤】Coated FORGA27
　【正】Coated FOGRA27

■Utility
[機能追加]
・一括PDF出力機能において、Microsoft PowerPoint のスライド番号0 の変換に対応

[不具合対応・修正]
・一括PDF出力タブにて、「変換時にログを出力する」のチェックボックスをオンにしていた場合に、ログ出力先の
パスを指定せず一括出力開始ボタンを押下した際のメッセージ内容を修正
・各タブのタブオーダーを修正
・空文字のしおりを持つPDFの結合に失敗していた問題の修正

■Installer
[機能追加]
・マイナーアップインストール時に、印刷設定情報を引き継ぐ対応の追加
　※ただし、本対応はSkyPDF TerminarlServer/TerminalServer Pro 2016 からのマイナーアップ時のみの対応と
なります。
　　 SkyPDF TerminarlServer/TerminalServer Pro 2012及びSkyPDF TerminalServer 2010からのアップグレードイ
ンストール時は、従来通り印刷設定情報は引き継がれません。
・使用するVC++ランタイムのバージョンを14(VisualStudio2015)に変更。
　Microsoft Visual C++ 2015 Update3 ランタイムのインストール処理を追加
　　※Microsoft Visual C++ 2015 Update3（ver14.0.24212）以前のランタイムがインストールされている環境では、
ランタイムのアップデートを行います。

6.0.4（欠番） ― ― ―

■Viewer側改修
[不具合対応]
・共有フォルダ内のファイルをSkyPDFにて複数同時にオープンされている場合に、上書き保存を行うと元ファイル
が0バイトとなってしまう問題の修正

■ Driver側改修

[不具合対応]
・以下のWindows Update 更新プログラムが適用された環境にて、インストールが失敗する問題の修正
　　Microsoft Windows のセキュリティ更新プログラム (KB3170455)

6.0.2（欠番） ― ― ―

6.0.5.8

6.0.3.36.0.3

6.0.5

2016/8/266.0.0.3

6.0.0.5 2017/5/31
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■Viewer側改修
[機能追加・変更]
・試用版の場合、保存時に試用版であることがわかる透かしの付与機能追加
・署名の検証結果を表示する際の結果文字列の表示色を変更
・RMS化する際のメモリ使用方法の見直しを実施し、大きい容量のPDFでもRMS化可能となるように改善
　⇒本バージョン以降で作成したRMS付与ファイルは、本バージョン以降で開くことが可能です。以前のバージョ
ンではオープンエラーとなります。

[不具合対応]
・SkyPDFで付与したURLリンクが他社製Viewerで機能しない問題の修正
・エクセルのハイパーリンクでPDFファイルがリンクされている場合、SkyPDFが関連付けされていてもSkyPDFが
立ち上がらない問題の修正
・注釈がページの中心にある場合に、ファイルオープン時に異常終了していた問題の修正
・他社製Viewerで付与されたフリーテキスト注釈が表示されない場合がある問題の修正
・拡大縮小を行った際に、画像中に意図しない線が入ってしまう場合がある問題の修正
・レンダリングモードで印刷を行った場合に、表示が崩れてしまう場合がある問題の修正
・RMS設定時にOfficeのバージョンによりアドレス帳が開けなかった問題の修正
・RMS設定時に取得するメールアドレスの取得箇所が間違っていた問題の修正
■ Driver側改修

○機能追加・変更
・Office2016 に対応
・一太郎2016 に対応
・エクスプローラの機能拡張を有効にした際のファイル右クリック時の文言を以下の通りに変更
　OSの言語が日本語の場合「SkyPDFでPDFへ変換」
　OSの言語が日本語以外の場合「Convert to PDF by SkyPDF」

○改修
・OpenType のCFF フォントを使用した文書を印刷した際にエラーが発生してしまう問題の修正

・プレゼンテーション型シンクライアント環境の公開アプリケーション配信にて、印刷実行後のプレビューが動作し
ない問題の修正

SkyPDF Terminal Server Pro 2016 (Ver6)新規作成
->SkyPDF Terminal Server Pro 2012 (Ver5)の後継

■ Driver側改修

○新機能追加
・64bit Office アドイン対応
・空白ページを印刷時に除去する機能を追加

○機能整理
・署名機能の削除

○改修
・通常使うプリンタにSkyPDF Pro Driver を設定した環境にて、アプリから印刷設定で用紙サイズを変更し、
　印刷するプリンタをSkyPDF Pro Driver から他プリンタへ変更した際に、用紙サイズが引き継げるよう対応
・DVDからインストールした製品をアンインストールする際に、オプションINIファイルが削除されずに残る問題の修
正
・Acrobat Reader からの印刷にて、文字重なりが発生する問題の修正
・「フォントの埋め込み」タブにてフォントの埋め込みをカスタムに設定し、埋め込みフォントリストに和文フォントを
追加した場合に、設定したフォントが埋め込まれない問題の修正
・２ページ目以降の文字が一部欠落してしまう問題の修正
・連続する文字の文字間隔が等しい時に、文字が重なって表示されてしまう問題の修正
・内部ログ出力機能の修正
・AES128bit セキュリティ付与設定で結合を実施した際に、暗号化レベルがAES128 bit にならない問題の修正

・180度回転したテキストボックスを印刷した際に、文字出力位置が不正になってしまう問題の修正
・Word文書にてオブジェクトの塗りつぶしが色なしであった場合に、黒塗りになる場合がある問題の修正
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○SkyPDF Terminal Server Pro 2012 (Ver5)からの変更点

■ Viewer側改修
・表示のみ90度または270度回転した状態で、マウスホイールやドラッグでスクロールすると表示が不正になる問
題を修正
・インラインイメージの表示や印刷でメモリリークが発生する場合がある問題の対応
・Dynaフォントで文字が崩れる問題の対応
・印刷時にType3フォントの出力が不正になる場合があった問題の対応
・値のないパスワード表示フォームフィールドが存在した場合に落ちていた問題の対応
・文字コード0を含むテキスト描画命令があった場合、その前後を選択してコピーすると途切れていた問題の修正
・印鑑スタンプにて、入力可能な文字数を15文字に拡張
・スタンプ付与にて、クリックで固定サイズで付与する機能の追加
・プロキシ環境でのアマノタイムスタンプ付与時に付与できない場合があった問題の修正
・MediaBoxがマイナス値だった場合に、メモ注釈、ファイル添付注釈の付与される位置が不正であった問題の修
正
・レンダリング処理を高速化
・PDF結合時、使用したPDFのうち大きいバージョンになるよう修正
・PDF/A変換時、テキストが重なる場合がある問題を修正
・他社製ツールで付けた注釈のリサイズ時、表示更新されない場合がある問題を修正
・Type3フォントが印刷時に文字化けが発生する場合がある問題を修正
・マーキーズーム時にドラッグ中キャンセルすると、再度マーキーズーム時に表示がおかしくなる問題を修正
・注釈辞書にCエントリがない場合に、注釈へのマウス操作で落ちる問題を修正
・パターンオブジェクトと注釈を持つPDFが表示時に固まる場合がある問題を修正
・空文字のURIが設定されたリンクをマウスオンで落ちる問題を修正
・XML1.0で使用できない文字を含むメタデータを処理する際、該当する文字を削除するよう対応
・ICカード利用時、証明書に紐づくプロバイダが「KSP」時に署名が付与できない問題を修正
・PDF結合時、辞書オブジェクトの特定エントリのコピーが不正だった問題を修正
・イメージデータが存在するPDFファイルの表示や印刷時に固まる場合がある問題を修正
・環境設定で設定した署名テキストのグラフィックパスが署名時に反映されていない問題の対応
・ICカードを用いた署名のSHA256対応
・アマノタイムスタンプの使用ライブラリをPDF Lib-Wに変更
・アマノタイムスタンプの環境設定でタイムゾーンを指定可能とした。
・アマノタイムスタンプの不可視タイムスタンプを新フォーマット（DocTimeStamp ）に変更。
・アマノタイムスタンプの有効期間延長に対応。
・オンライン時限ファイルのSSL環境サーバで表示できなかった問題を修正
・白紙ページを結合するとエラーになる場合があった問題を修正
・ページがソフトマスクの情報によって表示されない場合があった問題を修正
・注釈を何度もページをまたいで移動すると、その注釈がページをまたいだ移動や削除ができなくなる問題を修正
・注釈を移動するとサイズが少しずつ大きくなっていた問題を修正
・保存時にWeb最適化を指定するとエラーが起きていた場合があった問題を修正
・両面印刷時に最後が片面で終わる印刷ページ範囲指定を行っても、指定範囲の次のページを印刷して両面に
なってしまう問題を修正
・注釈の枠線の幅が省略されていた場合に0.5としていたが、ISO32000-1に定義された1に変更
・楕円注釈を追加または更新する際に塗りつぶしが指定されていた場合、枠線が切れていた問題を修正
・他社製アプリで付与した波線注釈が、プロパティ変更すると上部に描画されていた問題を修正
・テキストレンダリングモード=2(塗りつぶしとストローク)が指定されたテキストを、印刷時にテキストコード出力す
ると、塗りつぶしとストロークが同じ色であっても２回出力されていた問題を修正
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