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・6.59.02008466
【リリース日】
・2019 年 2 月 15 日(金)

【プラットフォーム】
・Red Hat EL6（Linux Kernel 2.6 用）
*Red Hat Enterprise Linux 6.x（32 ビット)
*Red Hat Enterprise Linux 6.x（64 ビット)
・Red Hat EL7（Linux Kernel 3.1 用）
*Red Hat Enterprise Linux 7.x（64 ビット)

【新機能】
・特になし

【仕様変更】
・PC 版のスケジューラ画面で、2019 年のスケジュールに祝日として「即位の日」
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「即位礼正殿の儀」
、およびそれに伴う国民の休日を追加
・PC 版/API のメール作成画面および PC 版の署名管理画面で使用する HTML エディタ
を更新

【不具合修正】
・PC 版のメール受信画面で、Microsoft Edge 使用時、受信メールのソース保存
を行う際にダウンロードされるファイル名が文字化けすることがある不具合
を修正
・PC 版の転送設定画面で、転送設定時に 15 件以上の設定を正しく適用できない
ことがある不具合を修正
・API のメール作成画面で、Cc および Bcc にメールアドレスを指定した場合に
自動挿入アドレスが適用されないことがある不具合を修正
・PC 版/API のメール作成画面で、HTML メール作成機能が無効な状態でテンプ
レート、署名、プロフィールを切り替えた際、不要な確認メッセージが表示
されることがある不具合を修正
・PC 版/API のメール作成画面で、Microsoft Edge 使用時、
「アドレス帳」
「送信履歴」のボタン表示位置がおかしい不具合を修正
・PC 版/API のメール作成画面で、Microsoft Edge 使用時、ウィンドウ内に
スクロールバーが表示されることがある不具合を修正
・PC 版/スマートフォン版/API のメール受信画面で、受信メールの HTML 表示、
および返信、転送時に特定のタグが含まれている場合に正常に表示できない
ことがある不具合を修正
・PC 版/スマートフォン版/API のメール受信画面で、受信メールの HTML 表示
時、コメント部が表示されてしまうことがある不具合を修正
・コマンド emailmap_ldap および servermap_ldap で、検索時に「*」をワイルド
カードとして使用できる不具合を修正

【BuildInfo】

・6.59.01008438

【リリース日】
・2018 年 9 月 3 日（月）

【プラットフォーム】
・Red Hat EL6（Linux Kernel 2.6 用）
*Red Hat Enterprise Linux 6.x（32 ビット)
*Red Hat Enterprise Linux 6.x（64 ビット)
・Red Hat EL7（Linux Kernel 3.1 用）
*Red Hat Enterprise Linux 7.x（64 ビット)
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【新機能】
・PC 版のメール設定画面に、PC 版/モバイル版/スマートフォン版の受信メール
一覧表示時に送信者のニックネームとメールアドレスの両方を表示することが
できるユーザー設定を追加
・管理画面に、PC 版/モバイル版/スマートフォン版/API のメール作成画面で、
再編集した下書き保存メールの送信または下書き保存に成功した際に元々の
下書き保存メールを自動で削除する機能の管理項目を追加
・管理画面に、PC 版のフォルダ管理画面でメールをインポートする際の詳細な
サイズ制限値を設定することができる管理項目を追加
・管理画面に、PC 版のフォルダ管理画面でメールを MBOX 形式でエクスポート
する際の詳細なサイズ制限値を設定することができる管理項目を追加
・管理画面に、PC 版/スマートフォン版/API のメール受信画面で、受信メール
の本文表示時に送信者のメールアドレスが既知のものであるかを確認できる
機能の管理項目を追加（有償オプション）
・管理画面に、PC 版/API のメール受信画面で、受信メールの本文表示時に添付
ファイルを画像プレビューすることができる機能の管理項目を追加
（有償オプション）
・管理画面に、PC 版/API のメール受信画面で、受信メールの本文表示時に
メールの送信経路を表示することができる機能の管理項目を追加
（有償オプション）
・外部コマンド am6autoarchive に、実行制限時間を指定できるオプションを追加

【仕様変更】
・PC 版のメール受信画面で、添付ファイル削除時に削除対象メールの既読/
未読状態を引き継ぐように仕様を変更
・PC 版のスケジューラ画面で、2019 年以降のスケジュールの祝日の日付を変更
・PC 版のフォルダ管理画面で、メールを 1 通も持たないフォルダのエクスポート
を実行した場合にエラーメッセージを表示するように仕様を変更
・PC 版の署名管理画面で、HTML 署名編集時、番号付きリストおよび番号なし
リスト内での改行ができるように仕様を変更
・PC 版の署名管理画面で、全てのブラウザーで HTML エディタとして CKEditor4
を使用するように仕様を変更
・PC 版/API のメール作成画面で、全てのブラウザーで HTML エディタとして
CKEditor4 を使用するように仕様を変更
・PC 版/API のメール作成画面で、HTML 本文編集時、番号付きリストおよび
番号なしリスト内での改行ができるように仕様を変更
・PC 版/API のメール作成画面で、Google Chrome および Firefox 使用時、
タブキー押下時のカーソルの遷移先を統一するように仕様を変更
・PC 版/API のメール作成画面で、開いた作成画面の初期フォーカス位置が
新規作成/引用転送/添付転送時には To（宛先）に、返信時には本文欄に
なるように仕様を変更
・PC 版/API で、Internet Explorer 11 および Microsoft Edge 使用時、画面上
に表示される文字のフォントと大きさを指定するように仕様を変更
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・PC 版/モバイル版/スマートフォン版/API のメール受信画面で、プロセス
の異常終了時に排他制御ファイルを削除するように仕様を変更
・PC 版/モバイル版/スマートフォン版/API で、POST/GET 以外のリクエスト
を受けた場合に出力されるログメッセージ中にリクエスト名を含める
ように仕様を変更
・管理画面で、
「添付ファイルサイズ制限」の設定値として「3MB」
「5MB」
を選択できるように仕様を変更
・外部コマンド am6autoarchive、am_cron.sh、am_cron_ammdnfiles.sh
（サンプル）で、システム標準の find コマンドおよび xargs コマンドを
使用するように仕様を変更

【不具合修正】
・PC 版のメール受信画面で、韓国語でログインしている状態で、メール
フォルダの削除に失敗した際に誤ったエラーメッセージが表示される
不具合を修正
・PC 版のアドレス帳画面で、宛先カート表示時、背面のアドレス一覧に
表示されているソートアイコンが最前面に表示される不具合を修正
・PC 版のスケジューラで、一般設定画面の「国」を韓国に設定している
場合、祝日にハングルの日および振替休日が設定されていない不具合
を修正
・PC 版のフォルダ管理画面で、子フォルダを持つメールフォルダの
フォルダ名を変更した場合、子フォルダが非購読状態になることがある
不具合を修正
・PC 版のチケットメール作成画面で、Internet Explorer 11 使用時、
署名入力欄の文字サイズが極端に小さくなる不具合を修正
・PC 版の署名管理画面で、HTML 署名編集時、空行の後に正しく段落を
挿入できないことがある不具合を修正
・PC 版の署名管理画面で、HTML 署名編集時、入力欄に改行を含む文字列を
正しくペーストできないことがある不具合を修正
・PC 版の署名管理画面で、HTML 署名編集時、使用していない書式アイコン
が選択状態として表示されることがある不具合を修正
・PC 版の署名管理画面で、HTML 署名編集時、HTML エディタの各ボタンを
選択した際にカーソルが署名欄に移動しない不具合を修正
・PC 版の署名管理画面で、Microsoft Edge 使用時、HTML 本文編集中に
コピーした文字列をペーストした際に先頭/末尾の全角スペースが
消えることがある不具合を修正
・PC 版の署名管理画面で、HTML 署名編集時、空行で改行操作した際に
カーソルが正しくない位置に移動する不具合を修正
・PC 版の署名管理画面で、HTML 署名作成時、本文が空の状態でプレーン
テキスト形式に切り替えた場合に書式情報クリアの確認が表示される
ことがある不具合を修正
・PC 版/API のメール受信画面で、受信メールの HTML 表示時、
「閉じる」
ボタンが誤った位置に表示される不具合を修正
・PC 版/API のメール作成画面で、HTML 本文および HTML 署名編集時、
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自動挿入文に含まれる改行が正常に行われないことがある不具合を修正
・PC 版/API のメール作成画面で、プレーンテキスト形式の本文入力欄内
の内容をドラッグ＆ドロップによって移動できないことがある不具合
を修正
・PC 版/API のメール作成画面で、HTML メール作成時、本文が空の状態で
プレーンテキスト形式に切り替えた場合に書式情報クリアの確認が
表示されることがある不具合を修正
・PC 版/API のメール作成画面で、HTML メール本文のプレビュー表示時
およびスペルチェック時、連続する半角スペースを含んだ文字列の
表示が崩れることがある不具合を修正
・PC 版/API のメール作成画面で、HTML メール本文のプレビュー表示時
およびスペルチェック時、本文と署名の間が改行されずに表示される
ことがある不具合を修正
・PC 版/API のメール作成画面で、実態参照文字の nbsp を含む HTML メール
に対して返信および転送を行い送信または下書き保存した場合、
メール本文中に不要な span タグが追加されることがある不具合を修正
・PC 版/API のメール作成画面で、HTML 本文および HTML 署名編集時、空行
で改行操作した際にカーソルが正しくない位置に移動する不具合を修正
・PC 版/API のメール作成画面で、HTML 本文および HTML 署名編集時、入力欄
に改行を含む文字列を正しくペーストできないことがある不具合を修正
・PC 版/API のメール作成画面で、HTML 本文および HTML 署名編集時、空行の
後に正しく段落を挿入できないことがある不具合を修正
・PC 版/API のメール作成画面で、HTML 本文および HTML 署名編集時、HTML
エディタの各ボタンを選択した際にカーソルが本文欄および署名欄に
移動しない不具合を修正
・PC 版/API のメール作成画面で、Microsoft Edge 使用時、HTML 本文編集中
にコピーした文字列をペーストした際に先頭/末尾の全角スペースが
消えることがある不具合を修正
・PC 版/API のメール作成画面で、英語/韓国語/中国語のいずれかで
ログインしている状態で、メール送信時の開封状況ファイルの作成に
失敗した際に誤ったエラーメッセージが表示される
・PC 版/モバイル版/スマートフォン版のメール受信画面で、子フォルダ
を持つメールフォルダのフォルダ名を変更した場合、子フォルダが
非購読状態になることがある不具合を修正
・PC 版/モバイル版/スマートフォン版/API のメール作成画面で、
添付ファイルを持ったメール作成画面を開くことに失敗した場合に
エラーメッセージが表示されない不具合を修正
・PC 版/モバイル版/スマートフォン版/API で、ユーザーの初回ログイン時、
不要なエラーログが出力される不具合を修正
・PC 版/スマートフォン版/API のメール受信画面で、メール一覧表示時、
検索を行ったことを判別するログが出力されない不具合を修正
・PC 版/スマートフォン版/API のメール作成画面で、送信箱のメールを
再編集した際、メール本文末尾に不要な改行が追加されることがある
不具合を修正
・PC 版/スマートフォン版/API のメール作成画面で、メールの下書き
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保存時、選択したプロフィールの From 情報がメールヘッダーに反映されない
不具合を修正
・PC 版/スマートフォン版/API のメール作成画面で、送信先のメール
ボックス容量超過によるメールの送信失敗時、適切でないメッセージ
が表示される不具合を修正
・外部コマンド ldap2amaddr で、実行時に既存の共有アドレスデーターが
削除される注意点を README に追記

【BuildInfo】

・6.58.02008146

【リリース日】
・2018 年 1 月 12 日(金)

【プラットフォーム】
・Red Hat EL5/EL6（Linux Kernel 2.6 用）
*Red Hat Enterprise Linux 5.x（32 ビット)
*Red Hat Enterprise Linux 6.x（32 ビット)
*SUSE Linux Enterprise 10（32 ビット）
*SUSE Linux Enterprise 11 (32 ビット)
・Red Hat EL5/EL6（Linux Kernel 2.6 用）
*Red Hat Enterprise Linux 5.x（64 ビット)
*Red Hat Enterprise Linux 6.x（64 ビット)
・Red Hat EL7（Linux Kernel 3.1 用）
*Red Hat Enterprise Linux 7.x（64 ビット)

【新機能】
・管理画面に、IMAP 検索時の文字コードに必ず UTF-8 を使用できる機能の管理
項目を追加
・管理画面に、PC 版/スマートフォン版/API のメール受信画面で「HTML 表示」
ボタンを非表示にすることができる機能の管理項目を追加
・管理画面に、PC 版/モバイル版/スマートフォン版/API のメール受信画面で
「送信日時」の値に INTERNALDATE（受信日時）を使用することができる
機能の管理項目を追加
・管理画面に、PC 版/モバイル版/スマートフォン版/API で行われたユーザの
メール操作内容をログに出力することができる機能の管理項目を追加
・LDAP サーバとして Windows Server 2016 の Active Directory に対応

【仕様変更】
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・PC 版/モバイル版/スマートフォン版メール受信画面と API の get_mail_list
で、受信メールの自動振り分けが行われる際に管理者が設定した迷惑メール
ヘッダの振り分けルールが最優先されるように仕様を変更
・PC 版/モバイル版/スマートフォン版/API のメール受信画面で、下書き保存
フォルダのメール本文表示時、ヘッダ部分の「送信日時」を「保存日時」
として表示するように仕様を変更
・PC 版/スマートフォン版/API のメール受信画面で、受信した HTML メールの
表示時に「bdo」タグを制限しないように仕様を変更
・PC 版/スマートフォン版/API のメール受信画面で、受信した HTML メール本文
を表示時、HTML タグ内の「download」属性を制限しないように仕様を変更
・PC 版/モバイル版/スマートフォン版/API のメール受信画面で、受信メール
一覧および本文表示時、MIME デコード後の文字列中に NULL 文字が含まれて
いる場合は半角スペースに置換するように仕様を変更
・PC 版/モバイル版/スマートフォン版メール受信画面と API の get_mail_list
で、受信メール一覧表示時、送信元アドレスのニックネーム部に「@」を
含んでいる場合は実際のメールアドレスを送信元として表示するように仕様
を変更
・PC 版/API のメール作成画面で、Internet Explorer 11 使用時、HTML 本文
編集中に HTML エディタの「ソース」ボタンによってソース表示を行った場合
でも本文入力欄はソース表示されないように仕様を変更
・PC 版/API のメール作成画面で、Microsoft Edge を使用した際の HTML エディタ
を変更
・PC 版の署名管理画面で、Internet Explorer 11 使用時、HTML 署名編集中に
HTML エディタの「ソース」ボタンによってソース表示を行った場合でも
署名入力欄はソース表示されないように仕様を変更
・PC 版の署名管理画面で、Microsoft Edge を使用した際の HTML エディタを変更
・スマートフォン版で、iOS10/11 使用時、メニュー表示時に画面をピンチ操作
およびスクロール操作できるように仕様を変更
・スマートフォン版のメール作成画面で、
「送信」
「保存」
「破棄」
「メニュー」等の操作ボタンを画面上部に固定表示するように仕様を変更
・スマートフォン版で、共有アドレス帳機能が有効で共有アドレス帳フォルダ
を作成していない場合に出力されるログのレベルを error から info に変更
・管理画面で、共有アドレス帳インポートに失敗した場合、エラー原因のログ
が debug レベルで出力されていたものを error レベルとするように仕様を変更

【不具合修正】
・PC 版/スマートフォン版のメール受信画面で、日付とキーワードを指定した
メール検索時、正しい検索結果が表示されないことがある不具合を修正
・PC 版/スマートフォン版/API のメール受信画面で、書式が不正な img タグを
持つ HTML メールを正しく HTML 表示できないことがある不具合を修正
・PC 版/スマートフォン版/API のメール受信画面で、
「!」で始まるタグを
持つ HTML メールを正しく HTML 表示できないことがある不具合を修正
・PC 版/API のメール受信画面で、送信したメールのシステム内開封状況確認
時、長い件名が表示しきれなくなる不具合を修正
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・PC 版/API のメール受信画面で、Internet Explorer 11 使用時、form 要素を
持つ HTML メールのインライン表示が正しく行われないことがある不具合を
修正
・PC 版/モバイル版/スマートフォン版/API のメール受信画面で、テキスト
パートを持たない HTML メールのテキスト表示時、本文内にゼロ幅文字
（制御文字など）を大量に含んでいた場合正しく表示できないことがある
不具合を修正
・PC 版のメール受信画面で、メールフォルダ作成およびフォルダ名編集時、
本来使用できない文字を名前に使用できることがある不具合を修正
・PC 版/スマートフォン版/API のメール受信画面で、ページ内のアンカーへの
ハイパーリンクを持つ HTML メール本文を表示している場合、リンククリック
時にリンク先が別ウィンドウで開かれることがある不具合を修正
・PC 版のメール受信画面で、Google Chrome 使用時、長い名前のメール
フォルダを持つ階層フォルダを展開すると一覧の表示位置がずれることが
ある不具合を修正
・PC 版/API のメール受信画面で、
「div.content」クラスを持つ HTML メールの
HTML インライン表示および HTML 表示が正常に行われないことがある不具合
を修正
・PC 版/API のメール作成画面で、シングルクォートを含む長い名称のテンプ
レートを保存した場合、保存済みテンプレート名が正しく表示されなくなる
ことがある不具合を修正
・PC 版/API のメール作成画面で、フォームからの添付ファイルアップロード
時、セッションが既に切れていた場合に不要なログが出力される不具合を
修正
・PC 版/API のメール作成画面で、セッションタイムアウト時、エラー
メッセージが複数表示される不具合を修正
・PC 版/API のメール作成画面で、セッションタイムアウト時、ログイン画面
に遷移してしまう不具合を修正
・PC 版/モバイル版/スマートフォン版/API のメール作成画面で、連続した
半角スペースを持つ名前のファイルを添付した場合に半角スペースが nbsp
に置き換えられる不具合を修正
・PC 版のアドレス帳画面で、アドレス帳グループ削除時、英語版のみ正しく
ない確認メッセージが表示される不具合を修正
・PC 版のアドレス帳画面で、Internet Explorer 11 使用時、フォルダ名編集
によって変更しようとしたフォルダ名がその親フォルダに適用されてしまう
ことがある不具合を修正
・PC 版のアドレス帳画面で、アドレス詳細情報表示時、長い「メモ」または
「URL」が表示しきれなくなることがある不具合を修正
・PC 版のファイル管理画面で、ファイル詳細情報表示時、長い「ファイル
コメント」が表示しきれなくなることがある不具合を修正
・PC 版のファイル管理画面で、フォルダ作成およびフォルダ名編集時、本来
使用できない文字を名前に使用できることがある不具合を修正
・PC 版のファイル管理画面で、Google Chrome 使用時、長い名前のフォルダを
持つ階層フォルダを展開すると一覧の表示位置がずれることがある不具合
を修正
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・PC 版のプロフィール管理画面で、Google Chrome 使用時、プロフィール編集
を行う際にブラウザが記憶したログイン ID が「組織名」に自動入力される
不具合を修正
・スマートフォン版のメール受信画面で、iOS 10/11 使用時、メール検索の
日付入力欄に任意の文字列を入力できることがある不具合を修正
・スマートフォン版のメール作成画面で、メールの送信時および下書き保存
時、作成中のメールの保存に失敗した場合のメッセージが適切でない不具合
を修正
・メール転送コマンド amforward で、設定ファイル ammanager.cfg に
「LOG_LEVEL」項目が存在しない場合の初期値が info ではなく error となって
いた不具合を修正
・メール転送コマンド amforward で、ログ出力レベル設定「LOG_LEVEL」が
error に設定されている場合、ループメール検知時に元メールを保存する
設定にしていても保存されない不具合を修正
・所属情報作成コマンド amaddr2affiliation 実行時、共有アドレス帳の部署名
およびフォルダ名に XML で使用される記号が含まれている場合に正しく表示
されなくなる不具合を修正まうことがある不具合を修正

【BuildInfo】

・6.58.01008023

【リリース日】
・2017 年 4 月 28 日(金)

【プラットフォーム】
・Red Hat EL5/EL6（Linux Kernel 2.6 用）
*Red Hat Enterprise Linux 5.x（32 ビット)
*Red Hat Enterprise Linux 6.x（32 ビット)
*SUSE Linux Enterprise 10（32 ビット）
*SUSE Linux Enterprise 11 (32 ビット)
・Red Hat EL5/EL6（Linux Kernel 2.6 用）
*Red Hat Enterprise Linux 5.x（64 ビット)
*Red Hat Enterprise Linux 6.x（64 ビット)
・Red Hat EL7（Linux Kernel 3.1 用）
*Red Hat Enterprise Linux 7.x（64 ビット)

【新機能】
・スマートフォン版のメール作成画面で、アドレス帳からアドレスの詳細を
確認することができる機能を追加
・スマートフォン版のメール作成画面で、添付ファイルを複数同時にアップ
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ロードできる機能を追加
・管理画面に、PC 版のファイル管理画面で、アップロードしたファイルが
自動削除される日数を表示できる機能の管理項目を追加
・自動転送に失敗したメールの再転送を行う外部コマンド cron_amforward.py
のサンプルファイルを追加

【仕様変更】
・PC 版/モバイル版/スマートフォン版のメール受信画面で、
「学習型迷惑メール
フィルタ」を使用していない場合には「迷惑メール登録」メニューを表示
しないように仕様を変更
・PC 版のメール受信画面で、サーバ上で問題が発生した際のエラーメッセージ
内に HTTP ステータスコードを表示するように仕様を変更
・スマートフォン版で、iOS 10 使用時、開いたメニューの操作ボタン以外の
箇所をタップすることでメニューを閉じられるように仕様を変更
・メール転送コマンド amforward で、自動転送開始前にあらかじめ元メールを
保存し、自動転送の成功後に元メールを削除するように仕様を変更

【不具合修正】
・PC 版/モバイル版/スマートフォン版/API で、IMAP サーバとして Dovecot を
使用時、IMAP サーバへの PLAIN 認証時に「~」で始まるパスワードを使用
できない不具合を修正
・PC 版のメール受信画面で、Internet Explorer 使用時、特定の管理設定の
組み合わせによって HTML メール本文が正しくインライン表示されないこと
がある不具合を修正
・PC 版のファイル管理画面およびゲストダウンロード画面で、アップロード
されたファイルの容量表示が一致しないことがある不具合を修正
・PC 版/API のメール受信画面で、制御文字 0x0B を本文に含む HTML メールの本文
インライン表示および HTML 表示が正常に行われない不具合を修正
・スマートフォン版のメール受信画面で、制御文字 0x0B を本文に含む HTML
メールの HTML 表示が正常に行われない不具合を修正
・モバイル版のメール受信画面で、受信メール一覧表示時に検索ワードを入力
した状態でページ移動した場合、正しくない一覧が表示される不具合を修正
・モバイル版のメール作成画面で、共有アドレス一覧表示時に検索ワードを
入力した状態でページ移動した場合、正しくない一覧が表示される不具合を
修正
・PC 版のメール受信画面で、削除、移動、リネームしたフォルダと同名の
フォルダを再度作成した場合、元のフォルダの未読数を表示してしまう
不具合を修正
・PC 版/API のメール受信画面で、メールフォルダ一覧取得時、名前に制御
コードを含んだフォルダがあるとエラーになる不具合を修正
・PC 版/API のメール作成画面で、制御文字 0x01, 0x08, 0x0B, 0x12, 0x1A,
0x1B を本文に含むメールのプレビュー表示が正常に行われない不具合を修正
・PC 版/API のメール作成画面で、制御文字 0x01, 0x08, 0x0B, 0x12, 0x1A,
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0x1B を本文に含むメールのスペルチェックウィンドウ表示が正常に行われ
ない不具合を修正
・PC 版/モバイル版/API のメール作成画面で、値が空の「References」メール
ヘッダを持つメールを再編集して送信または下書き保存した場合、
「References」以降のメールヘッダ部分が本文として扱われる不具合を修正
・PC 版/API のメール作成画面で、HTML メールをプレビュー表示した際に本文
表示欄のレイアウトが崩れることがある不具合を修正
・PC 版/API のメール作成画面で、Google Chrome 57 使用時、特定の HTML メール
のプレビュー表示が正常に行われない不具合を修正
・PC 版/API のメール作成画面で、Google Chrome 57 使用時、特定の HTML メール
のスペルチェックウィンドウ表示が正常に行われない不具合を修正
・PC 版のメール受信画面で、Google Chrome または Edge 使用時、Esc キーによる
メールフォルダ名の編集キャンセルができない不具合を修正
・PC 版のアドレス帳画面で、Google Chrome または Edge 使用時、Esc キーによる
個人アドレス帳フォルダ名およびグループ名の編集キャンセルができない
不具合を修正
・PC 版のファイル管理画面で、Google Chrome または Edge 使用時、Esc キーに
よるフォルダ名の編集キャンセルができない不具合を修正
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