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============================================================================
対象製品名     : WPM AFP Emulator for AIX V3.2
前提条件       : WPM AFP Emulator for AIX V3.2.0.0 / V3.2.1.0(FixPack 1)
============================================================================
【ファイルリスト】
    readme_fixpack.txt  このファイル
    install.bin         FixPack インストーラー

 「WPM AFP Emulator for AIX」をご利用いただきありがとうございます。
 本READMEファイルには、本FixPackにおける変更点について記載されています。
 「WPM AFP Emulator for AIX」をご使用になる前にご一読くださるようお願いいたします。

【修正内容の説明】

＜WPM AFP Emulator Version 3.2.2.0 での変更点＞

 V3.2.1.0 からの変更点は、以下のとおりです。

　［追加項目］

　・クライアント環境として次をサポート
　　　- Windows 8.1 Professional, Windows Server 2012, 2012 R2
　　　- Internet Explorer 10, 11
　　　- Java Runtime Environment 8

　・PSF for z/OS V4.4、IPM for AIX V4.4 の対応

　・PSFやIPMからダウンロードされるAFPフォントからフォント情報を取得する機能の追加
　　　WPMブラウザーで帳票の内容を表示する際のフォントを選択するのに使用されるFGID、
　　　コードページの自動認識に使用されるCPGIDは、AFPフォントに付加される情報です。
　　　帳票で使用されているAFPフォントのFGID・CPGIDの情報は、AFPエミュレーター上の
　　　レジデント・フォント（およびキャッシングされたフォント）が使用される場合に取得する
　　　ことができましたが、ダウンロードされるフォントの場合にも取得できる機能が追加され
　　　ました。

　［修正項目］

　・文字列が検索できない帳票が作成されてしまう場合がある不具合の修正
　　　IBM i からの受信で作成された帳票において、WPMブラウザー・WPM Local Viewer上で、
　　　表示・印刷上はつながっている文字列が、帳票内検索では検索できない帳票が作成されて
　　　しまう場合がある不具合を修正しました。

　・IBM i からの受信時に文字が印字されない場合がある不具合の修正
　　　IBM i から受信する帳票でアウトライン・フォントが使用されている場合に、全角文字の後の
　　　半角文字およびそれ以降の文字が表示されない場合がある不具合を修正しました。

　・ポートが未使用にもかかわらずAFPエミュレーターを起動できない場合がある不具合の修正
　　　FixPack-1で追加された「ポートが使用できない場合にAFPエミュレーターを起動しない」
　　　という機能で、未使用のポートが「使用中」と判断されてAFPエミュレーターを起動できない
　　　場合がある不具合を修正しました。

　・IBM i からの受信時にAFPフォントからフォント情報が取得できない不具合の修正
　　　IBM i からの受信時にAFPフォントからフォント情報（FGID, CPGID）が取得できない
　　　不具合を修正しました。

＜WPM AFP Emulator Version 3.2.1.0 での変更点＞

 V3.2.0.0 からの変更点は、以下のとおりです。

　［追加項目］

　・PSF for z/OS V4.4、IBM i 7.1 の対応

　・サーバー環境として AIX V7.1 をサポート

　・クライアント環境として次をサポート



　　　- Windows Server 2008 R2
　　　- Internet Explorer 9
　　　- Java Runtime Environment 7

　・起動時にプロファイルを検査する機能の追加
　　　プロファイルが破損していたり更新されている場合に、起動させない機能が追加されました。
　　　　- プロファイル「wpmcnsl.pro」の読み込みエラーが検出された場合に、コンソール・
　　　　　サーバーをデフォルト値を使用して起動しない。
　　　　- プロファイル「wpmafp.pro」の読み込みエラーが検出された場合に、AFPエミュレーター
　　　　　をデフォルト値を使用して起動しない。
　　　　- コンソール画面での設定の更新（保存）以外の方法で、プロファイル「wpmafp.pro」が
　　　　　更新されている場合に、AFPエミュレーターを起動しない。

　・特殊なカタカナ用AFPフォント「KN1」への対応
　　　AFP日本語フォント、AFP Font Collection、InfoPrint Fonts で提供されているカタカナ用
　　　のフォントと、「KN1」というフォントでは、文字の配置が若干異なります。例えば、
　　　「ポンド（￡）」で印字されるところが、KN1では「セント（￠）」になります。
　　　このKN1というフォントに、FGID「2095」が付加されている場合には、WPMの帳票上も
　　　「￡」ではなく「￠」で表示されるようになります。

　［修正項目］

　・指定されたポートが使用できない場合にAFPエミュレーターが起動してしまう不具合の修正
　　　AFPエミュレーターの起動時に、指定されているポートが既に使用されていて使用できない
　　　場合でも、ステータスが「READY」になってしまうことを修正しました。
　　　ポートが使用できない場合には、エラー・メッセージが表示されて、AFPエミュレーターは
　　　起動されなくなりました。

　・セル定義使用時に異常終了する場合がある不具合の修正

　・アウトライン・フォントを使用した時に異常終了する場合がある不具合の修正
　　　エミュレーターの設定でアウトライン・フォントが使用可能な時に、IPM(InfoPrint Manager)
　　　からのエラー・メッセージのページでアウトライン・フォントが使用されている場合に、
　　　異常終了する場合があることを修正しました。

　・V3.1以前のセル定義使用時に受信中のままとなるか異常終了する場合がある不具合の修正
　　　V3.1以前のWPM Web Serverで保存されたセル定義にセルが101個以上定義されている場合に、
　　　受信中のまま処理が進まなくなるか、異常終了する場合があることを修正しました。

　・セル検索でセルに入っていないデータが検索される場合がある不具合の修正
　　　ユーザー情報ページが２ページ目以降にある場合、ユーザー情報ページより前のページ内の
　　　データにはセル定義が適用されません。
　　　しかし、１つ前に受信した帳票でセル定義が使用されている場合に、ユーザー情報ページより
　　　前のページ内のデータが１つのセルに入ってしまい、セル検索時にそのデータが検索されて
　　　しまう場合があることを修正しました。

　次の２つの問題が発生するかどうかは、環境に依存します。
　現在確認されている環境は、AIX V5.3 TL-10 です。

　・受信中にエラー・メッセージもなく異常終了する場合がある不具合の修正
　　　スタック・オーバーフローによって、AFPエミュレーターで使用されているスレッドの一部の
　　　機能が正常に動作しなくなるために、異常終了に陥ることを修正しました。

　・PSF/400との接続後に停止すると異常終了する場合がある不具合の修正
　　　PSF/400と接続した後に、AFPエミュレーターを停止すると、エラー・メッセージが大量に
　　　出力されて異常終了することを修正しました。

＜更新されたファイル＞

　・V3.2.2.0 で更新されたファイル
     /usr/wpmweb/emulator/afpemul/wpmafp
     /usr/wpmweb/emulator/console/wpmcnsl
     /usr/wpmweb/emulator/console/versioninfo.dat
     /usr/wpmweb/emulator/console/html/wpmcnsl.jar
     /usr/wpmweb/emulator/doc/readme_fixpack.txt
     /usr/wpmweb/emulator/doc/webemulp.pdf
     /usr/wpmweb/emulator/License



     /usr/wpmweb/emulator/License.Ja_JP
     /usr/wpmweb/emulator/wpmafpsetup
     /usr/wpmweb/emulator/console/html/index.htm
     /usr/wpmweb/emulator/doc/readme.htm

　・V3.2.1.0 で更新されたファイル
     /usr/wpmweb/emulator/afpemul/wpmafp
     /usr/wpmweb/emulator/console/wpmcnsl
     /usr/wpmweb/emulator/console/versioninfo.dat
     /usr/wpmweb/emulator/console/html/wpmcnsl.jar
     /usr/wpmweb/emulator/doc/webemulp.pdf

　・V3.2.1.0 で追加されたファイル
     /usr/wpmweb/emulator/doc/readme_fixpack.txt
     /usr/wpmweb/emulator/README.pdf
     /usr/lib/nls/loc/uconvTable/IBM-1390-WPM-KN1

【導入方法】

　・事前に WPM AFP Emulator を停止した状態で /usr/wpmweb/emulator/ ディレクトリー以下の
　　更新対象ファイルをバックアップとしてコピーします。

　・以下のコマンドで同梱の install.bin を実行し、メッセージにしたがって導入操作を行って
　　ください。

        # sh install.bin

　・終了後、root ユーザーから次のコマンドを実行します。

        # /usr/wpmweb/emulator/wpmafpsetup

【確認方法】

　・WPM AFP Emulator 起動後、コンソール・サーバーのクライアント画面を表示し、[バージョン]
　　ボタンを押して、開かれたダイアログボックス中に以下の情報が表示されていること。

        Emulator Version 3.2.2.0
        Jar File Version 3.2.2.0

【アンインストール方法】

　バックアップした更新前のファイルをもとの場所に上書きコピーしてください。
　その際ファイルの所有者情報およびアクセス権限にご注意ください。

　参考：デフォルトのファイル所有者情報とアクセス権限例
　　　所有者およびグループ　　root:wpm
　　　ファイルアクセス権限　　-r-sr-sr-x (wpmcnsl)

　注意：WPM AFP Emulator V3.2 をアンインストールする場合には、導入されているFixPackを順に
　　　アンインストールします。
　　　FixPack 2 の場合、まず導入先ディレクトリー
　　　( /usr/wpmweb/emulator/ ) の下の
　　　_WPM AFP Emulator for AIX Version 3.2 FixPack 2_installation ディレクトリーに
　　　移動して、

        # sh  ./Change_WPM_AFP_Emulator_for_AIX_Version_3.2_FixPack_2_Installation

　　　を実行し、FixPackをアンインストールします。
　　　FixPack 1 を導入している場合は、FixPack 2 と同様にアンインストールします。

　　　FixPackをアンインストールしてから WPM AFP Emulator V3.2 をアンインストールして
　　　ください。

以上


