
WPM Web Server for AIX V3.2 FixPack 2 (V3.2.2.0)                     2015/09
============================================================================
対象製品名     : WPM Web Server for AIX V3.2
前提条件       : WPM Web Server for AIX V3.2
============================================================================
【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 Web Server」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 Web Server」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 Web Server 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。

        ・クライアントのサポート環境を更新しました
                クライアント環境としてWindows 8.1、10、Windows Server 2012/R2
                をサポートしました。
                クライアント環境としてInternet Explorer 10、11をサポートしま
                した。
                クライアント環境としてJRE 8をサポートしました。
                詳細については管理者の手引きの『ソフトウェア構成』の
                『クライアント側』をご参照ください。
                注意点などについては管理者の手引きの『OS、ブラウザー、および
                Javaのバージョンによる制限について』をご参照ください。

        ・仮想フォルダーの検索条件で、帳票日付、送付日付、作成日付のそれぞれの
          相対日付の指定範囲に最大9999日および無制限の指定が可能になりました
                詳細については『管理者ガイド』の『フォルダー設定』-
                『検索条件（2）』をご参照ください。

        ・マイフォルダーの表示期間指定の設定で、日付の指定範囲に最大9999日
          および無制限の指定が可能になりました
                詳細については、『ユーザーズ・ガイド』の
                『マイフォルダーを使う』-『表示期間指定』の項目およびその脚
                注をご参照ください。

        ・WPMクライアントの設定ファイル保存先に、Windowsのユーザーディレ
          クトリーの下を指定できる機能を追加しました
                設定方法などの詳細は『管理者の手引き』の
                『クライアント設定の保存先の指定』をご参照ください。

        ・CSVファイル出力でのCSVデータの区切り文字を変更する機能を追加しま
          した
                詳細については『ユーザーズ・ガイド』の『区切り文字を変更する』
                をご参照ください。

        ・ファイル出力でUnicodeに対応しました
                テキストファイル出力とCSVファイル出力で、出力するファイルの
                文字コードにShift-JISに加えUnicodeが選択できるようになりました。
                詳細については『ユーザーズ・ガイド』の『帳票をファイルに出力する』
                をご参照ください。

        ・ユーザーIDでの使用可能文字に "." を追加しました
                ユーザーIDで使用できる文字に "." を追加しました。
                詳細については管理者ガイドの『ユーザーID』および
                『ユーザーテーブル作成ツール(makeuser)』をご参照ください。

        ・帳票情報画面に帳票のバージョンを表示する機能を追加しました
                詳細は『ユーザーズ・ガイド』の『帳票情報を表示する』をご参
                照ください。

        ・マイフォルダーの保管先設定ダイアログボックスに[デフォルト設定]
          ボタンを追加しました



                マイフォルダーの保管先設定ダイアログボックスに、保管先設定
                をデフォルトの設定に戻す[デフォルト設定]ボタンを追加しました。
                詳細は『ユーザーズ・ガイド』の『マイフォルダーを使う』の
               『保管先の設定』をご参照ください。

        ・mkfolderツールで「用紙名」の項目の長さが上限を超えていた場合に、
          条件が設定されなかった問題を修正しました
                mkfolderツールで仮想フォルダーテーブル作成時に、「用紙名」
                の設定条件の長さが上限（半角8文字）を超えていた場合に、
                「用紙名」の条件が設定されずにテーブルが作成されていた問題
                を修正しました。
                「用紙名」の設定条件の長さが上限を超えていた場合、半角8文字
                でカットされて設定されます。

        ・mkfolderツールで設定条件の長さが上限を超えていた場合に、警告メッ
          セージを表示するようにしました
                詳細については『管理者ガイド』の『メンテナンスツール』-
                『仮想フォルダーテーブル作成ツール(mkfolder)』をご参照ください。

        ・仕様外のセル定義で帳票に対して、セル検索するとクラッシュする問題
          を修正しました
                仕様外のサイズとデータ数のセルを含むセル定義で作成された
                データを持つ帳票に対して、セル検索するとクラッシュする問題を
                修正しました。

        ・仮想フォルダー設定の表示権限クラス条件ですべての条件を設定すると
          帳票日付条件が正しく反映されない問題を修正しました
                仮想フォルダー設定の表示権限クラス条件で[一部]かつ
                [A～Z][0～9]をすべて選択すると、帳票日付条件が正しく反映さ
                れない問題を修正しました。

        ・ユーザーの帳票権限の検証において、仮想フォルダー条件の帳票日付、
          送付日付の日付条件が正しく反映されないことがある問題を修正しました

        ・仮想フォルダーでユーザーの帳票権限を制限している場合に、帳票権限の
          検証で仮想フォルダー条件に設定された帳票日付、送付日付の日付条件が
          正しく反映されないことがある問題を修正しました

        ・Java 8の仕様変更により、印刷を実行しても印刷ダイアログボックスが表
          示されない問題を修正しました

        ・WPM Web Serverクライアントファイルの電子証明書を更新し、タイムス
          タンプを追加しました
  

＜WPM Web Server 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。

        ・サーバー環境としてAIX 7.1をサポート
                サーバー環境として AIX V7.1がサポート対象となりました。
                詳細については管理者の手引きの『ソフトウェア構成』の
                『サーバー側』の内容と脚注をご参照ください。

        ・クライアント環境としてJRE 7をサポート
        ・クライアント環境としてWindows Server 2008 R2をサポート
        ・クライアント環境としてInternet Explorer 9をサポート
                クライアント環境としてJava Runtime Environment 7、
                Windows Server 2008 R2、Internet Explorer 9がサポート対象と
                なりました。
                注意点などについては管理者の手引きの『OS、ブラウザー、および
                Javaのバージョンによる制限について』をご参照ください。

        ・CSVデータの区切り文字を変更する機能を追加
                CSVファイル出力でのCSVデータの区切り文字を変更する機能を追加
                しました。詳細については『ユーザーズ・ガイド』の
                「区切り文字を変更する」をご参照ください。

        ・複数の帳票を印刷する場合の印刷設定について仕様を変更



                [印刷スタイル]-[その他]の[複数選択ドキュメントの印刷方法]で
                ［ドキュメント連続処理（停止しない）］を選択している場合に、
                複数の帳票を一括して印刷する際、印刷ダイアログでの設定が最初
                の帳票の印刷にしか反映されない問題を修正しました。
                印刷設定の詳細仕様につきましては『ユーザーズ・ガイド』の
               『プリンターを選択する』または『帳票を印刷する』の
               「印刷の設定」、『印刷時のオプションを設定する』の
                「複数選択ドキュメントの印刷方法」をご参照ください。

        ・[プリンターの選択]のプロパティでの設定が保存されない問題を修正

        ・印刷、編集、ダウンロードにおいて、処理に時間がかかる問題を修正
                仮想フォルダーの印刷、編集、ダウンロードの設定において、それ
                ぞれ不可に設定されている仮想フォルダーが多い場合、その操作を
                WPMブラウザーから行うと、操作の可、不可の照合に時間がかかって
                いた問題を修正しました。

        ・マイフォルダーでの帳票内検索、セル検索で日付条件が無効になる問題を
          修正
                絞り込み条件で[日付]を指定しているマイフォルダーで帳票内検
                索、セル検索を実行した場合に、検索対象となる帳票の絞り込みに
                日付条件が反映されない問題を修正しました。

        ・マイフォルダーの検索条件設定時に、日付条件が正しく設定されなかった
          場合のエラーメッセージが不正確だった問題を修正

        ・帳票に数値として登録されているデータのうち、桁数が32桁以上あるデー
          タが存在した場合に数値検索でクラッシュすることがある問題を修正

        ・TAMを経由してWeb Serverに接続している場合に、JREの認証ダイアログの
          操作ができなくなることがある件に関して、問題を回避する設定を追加
                WPMクライアントおよび管理クライアントについて、TAM経由でSSL
                通信でWeb Serverに接続している場合に、JREの認証ダイアログの
                操作ができなくなることがある件に関して、問題を回避する設定を
                追加しました。
                詳しくは管理者ガイド『TAM 接続時に JRE の認証ダイアログが操
                作できなくなる場合』をご参照ください。

        ・IEのキオスクモードにおいてWPMクライアントウィンドウやダイアログ
          ボックスが自動的にIEの裏側に回ってしまう問題を修正

        ・WPMクライアント用HTMLの<object>タグブロックで、"LIST_HIDE_COLUMN"
          に"TIME"の値を設定している場合に、[ブラウザの再起動]ボタンを押して
          再ログインすると"LIST_HIDE_COLUMN"の設定が有効にならない問題を修正

        ・セル検索の[名寄せ表示する]を無効にした場合に、[スペース詰め]の設定
          項目をグレーアウト
                セル検索において[名寄せ表示する]のチェックを外し無効にした場
                合、[スペース詰め]の設定は検索結果に影響しないため設定項目を
                グレーアウトするように変更しました。

        ・１つのセルに格納されているデータが非常に多い場合に、セル検索の名寄
          せ結果を表示するとWebserverが異常終了することがある問題を修正

        ・セル定義の編集でのキャンセル操作に関する仕様を変更
                セル定義の編集中に[取消]ボタンや[Esc]キーを押した場合、
                「セル定義の編集モードを終了します。登録されていない編集内容
                は破棄されます。」というメッセージを出すように仕様を変更しま
                した。

        ・マルチサーバー環境で、再ログイン時に操作ログにログアウトが２回記録
          される問題を修正
                メニューの[操作]-[ログイン｣で再ログインを行うと、URLで指定し
                ているシステムの操作ログにログアウトが2回記録される問題を修
                正しました。
                [操作]-[パスワード変更]でパスワード変更を行った場合、URLで指
                定しているシステムの操作ログにログアウトが2回記録される場合
                があります。また仮想フォルダーの一覧の表示がリフレッシュされ
                ない場合があります。



        ・セル定義の編集で、セルの数が多くなると編集が遅くなる、表示がちらつ
          くなどの問題を修正
                セル定義の編集で、セルの数が多く（50前後）なった場合に、編集
                操作の反応が遅くなったり、表示がちらついたりする問題を修正し
                ました。

        ・帳票を範囲選択してデータをコピーする際、まれにクラッシュすることが
          ある問題を修正

        ・システム名に80バイト以上の文字列を設定するとシステムステータスの表
           示がおかしくなる問題を修正

        ・コメント、検印、マーカーを追加した際に、まれに異常終了する問題を修
          正

        ・システム稼働中にスプールディレクトリに大量のサブディレクトリを作成
          すると異常終了することがある問題を修正

        ・帳票情報更新実行時に通常ログにディレクトリパスとあわせて記録される
          帳票の数について、内容を更新対象スプールディレクトリに登録されてい
          る帳票数に変更

        ・［パスワードの期限切れ期間]の設定で[強制更新]が無効に設定されてい
          る場合に、パスワードの期限が切れているユーザーがログインしたとき、
          操作ログにログインユーザー数が記録されない問題を修正

        ・スプールディレクトリの数が多い場合に、システムの停止に時間がかかり
          システムがタイムアウトで強制停止することがある問題を修正

        ・バッチ処理などでのファイルの削除で、削除済みファイルの処理で時間が
          かかる問題を修正

        ・パフォーマンスログディレクトリの格納先をテーブルファイルが存在する
          ディレクトリに設定すると、テーブルファイルなどをリフレッシュしてし
          まう問題を修正

        ・マルチサーバー環境でログイン中にログイン先システムが停止すると、再
          ログイン時にWPMブラウザーがフリーズしてしまう場合がある問題を修正

        ・印刷時に[ファイルへ出力]を行うとファイルダイアログが２回表示される
          問題を修正
                [ファイルへ出力]を選択して印刷を実行すると、ファイル名を設定
                するダイアログボックスが１回の印刷で２回表示される問題を修正
                しました。

        ・JRE 7環境で「□ファイルへ出力」をチェックして印刷しても印刷されてし
          まう問題を修正

        ・JRE 7環境でファイル出力時にファイルタイプが「すべて」になってしまう
          問題を修正
                JRE 7環境で「テキストファイル出力」「CSVファイル出力」を行っ
                た時に、ファイルダイアログボックスでの「ファイルのタイプ」の
                デフォルトが「すべて」になってしまっていたのを修正。

        ・セル定義で 350を超えるセルを定義した場合に、エラーになることがある
          問題を修正

        ・JRE 7環境で「ヘッダー」「フッター」「コメント」に日本語と半角英数
          字などが混在している場合に、重ね打ちされて印刷される問題について

                JRE 7に起因する問題で、「ヘッダー」「フッター」「コメント」
                に日本語と半角英数字などが混在している場合に、日本語と英数字
                などが重ね打ちされて印刷される問題について、問題を回避するこ
                とができるよう修正しました。
                詳細については、『ユーザーズ・ガイド』の「JRE 7 をご使用に
                なる際の注意点」および管理者ガイドの「JRE 7環境下でのWPMブ
                ラウザーの制限事項」と「ヘッダー・フッターの印刷フォント指
                定機能」をご参照ください。



  その他

        ・WPMクライアントのメモリ設定について
                WPMクライアントでの操作内容や設定、環境、帳票の内容などによ
                ってメモリ不足になる場合があります。
                そのような場合の対応策などについては『ユーザーズ・ガイド』の
               『WPMクライアントのメモリ使用量およびメモリ設定について』を
                ご参照ください。

【導入方法】

        事前にWPM Web Serverを停止した状態で /usr/wpmweb/webserver/ ディレク
        トリ以下の更新対象ファイルをバックアップコピーします。

        以下のコマンドで同梱のinstall.binを実行し、メッセージに従って導入操
        作を行ってください。

                # sh install.bin

        ※WPM Web Server V3.2.0.0に対して本FixPackを適用する場合、
          wpmweb.startファイルについては、FixPackの適用だけでは実行環境の
          ファイルは更新されません。実行環境のファイルを更新するために
          wpmwebsetupを実行してセットアップを行うか、更新された
          /usr/wpmweb/webserver/wpmweb.startファイルを実行環境(デフォルト 
          /wpm/webserver/) ディレクトリに上書きコピーしてください。

        ※WPM Web Server V3.2.1.0以降のバージョンに対しては、上記の設定は不
          要です。バージョンの確認方法については、【確認方法】を参照し、
          FixPack適用前に確認してください。
         「( Server Version 3.2.0.x )」と表示される場合に、上記の作業が必要
          となります。

【確認方法】

        ・WPM Web Server起動後、WPMクライアントを起動してメニューの
          [操作]-[バージョン]を選択し、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。

                Jar File Version 3.2.2.0
                ( Server Version 3.2.2.0 )

【index.htmファイルの更新について】
        WPMブラウザー起動用のindex.htmファイルの内容を、マルチサーバー環境な
        どのためにカスタマイズされている場合は、事前にバックアップを行い、
        FixPack適用後に管理者ガイドの「HTML ファイルの移行」の項目の内容を参
        考に cache_versionの値などを更新してください。

【更新ファイルリスト】

    /usr/wpmweb/webserver/wpmweb

    /usr/wpmweb/webserver/wpmweb.start          *
    /usr/wpmweb/webserver/wpmwebsetup           *
    /usr/wpmweb/webserver/wpmwebsetup2          *
    /usr/wpmweb/webserver/License.Ja_JP         *
    /usr/wpmweb/webserver/License               *

    /usr/wpmweb/webserver/aixtools/makeuser
    /usr/wpmweb/webserver/aixtools/mkfolder

    /usr/wpmweb/webserver/wintools/wintools.zip *

    /usr/wpmweb/webserver/html/wpmweb.jar
    /usr/wpmweb/webserver/html/xstream-1.3.1.jar



    /usr/wpmweb/webserver/html/wpmuser.pdf
    /usr/wpmweb/webserver/html/index.htm
    /usr/wpmweb/webserver/html/wpmreg.zip       *

    /usr/wpmweb/webserver/system/html/wpmdmin.jar
    /usr/wpmweb/webserver/system/html/index.htm

    /usr/wpmweb/webserver/doc/readme_fixpack.txt
    /usr/wpmweb/webserver/doc/webadmip.pdf

    * FixPack 2 以前の更新ファイル
      wintools.zipとwpmreg.zipはそれぞれwintools.exeとwpmreg.exeに代わる
      ファイルです。

【アンインストール方法】
        FixPackのみのアンインストールはできません。
        FixPack適用前に戻すためには、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をにご注意ください。

        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 (wpmweb)

        注意：WPM Web Server V3.2をアンインストールする場合には、まず導入先
        ディレクトリ( /usr/wpmweb/webserver/ ) の下の
        _WPM Web Server for AIX Version 3.2 FixPack 1_installation ディレクト
        リに移動して、

        # sh  ./Change_WPM_Web_Server_for_AIX_Version_3.2_FixPack_1_Installation

        を実行し、FixPackをアンインストールしてからWPM Web Server V3.2を
        アインストールしてください。
        ※FixPackのアンインストールディレクトリおよびファイル名は「FixPack_1」
          となっています。ご注意ください。
        WPM Web Server V3.2のアンインストールについては、管理者ガイドの『削除』
        の項目をご参照ください。

以上


