Web クライアント 変更点
(Ver4.00R07 → Ver4.00R08)
2004年 2月 27日
パナソニック ソリューションテクノロジー(株)
・Global Webクライアント が Ver 4.00R08 にバージョンアップされました。
変更点は以下のとおりです。

サーバー

WWWブラウザー

UNIX版

6.13R00

WindowsNT版

6.13R00

Windows 95⁄98⁄NT4.0⁄2000/XP

Internet Explorer 5.01(5.00.2919.6307)
～6
Netscape Navigator 4.7x 以降/6.2⁄7.x

※ [Windows 2000] Internet Explorer 6.0SP1 を推奨します。

インストーラーによって導入されるバージョン

[Linux]
Apache
Tomcat
mod_jk
JDK
JavaMail API
[Solaris]
Apache
Tomcat
mod_jk
JDK
JavaMail API
[Windows]
Apache
Tomcat
mod_jk
JDK
JavaMail API

：
：
：
：
：

1.3.29
3.3.1a
1.2.5
1.4.1_07
1.3.1

：
：
：
：
：

1.3.29
3.3.1a
1.2.5
1.4.1_02
1.3.1

：
：
：
：
：

1.3.29
3.3.1a
1.2.4
1.4.0
1.3.1

バージョンアップ内容

[トップ画面]
スケジュールポートレットに区分表示の有無、メモおよび一番目の項目の表示の
有無による表示設定機能を追加しました。
ToDoポートレットに期日および優先度によるソート機能を追加しました。
[メール部]
JavaMail API 1.3.1 に対応にしました。
IMAP4 の場合に送信済みフォルダーを設定できる機能を追加しました。
動作設定画面で設定可能です。

メール送信した宛先を履歴として保持し、メール送信時に宛先に設定できるように
なりました。
メール印刷画面に表示する印刷項目(Subject,From,To,本文など)を選択できるよう
になりました。
オプション画面の設定となります。
[ファイル部]
検索画面で、検索条件の保存・読込みができるようになりました。
ごみ箱フォルダにある削除された文書を選択し、「選択文書を」リスト中の"復
活"を選択すると削除した文書が復活できるようになりました。
動作設定により、テキスト・ＰＤＦ抽出ファイルの表示のＯＮ、ＯＦＦができるようにな
りました。
[スケジュール部]
動作設定により、スケジュール登録／更新画面、会議スケジュール開催画面の時
間指定タイムバーはすでにスケジュールが埋まっている時間が別の色で表示され
るようになりました。
[フォーラム部]
検索画面で、検索条件の保存・読込みができるようになりました。
[掲示板部]
検索画面で、検索条件の保存・読込みができるようになりました。
[電話帳部]
検索画面で、検索条件の保存・読込みができるようになりました。
[ワークフロー部]
書類の宛先、保存先を一括設定できる機能を追加しました。
プロセス上の指定位置で発番する機能および、発番した番号のキーワード登録機
能を追加しました。
保存インスタンスで添付ファイルのみ保存する場合の保存先をテンプレートで指
定できるようになりました。
テンプレートで、帳票にローカルファイルを指定できるようになりました。
書類の印刷用画面で処理履歴/注釈履歴の表示ができるようになりました。
[システムオプション]
緊急メッセージ機能を追加しました。
ログイン時に、トップ画面にて各ユーザーにメッセージが表示されます。

オプションのバージョンアップ内容

[アンケートシステム]
アンケートシステムに対応しました。

仕様変更

[共通部]
ActiveX添付リストで、複数ファイルを選択しての「名前を付けて保存」が可能とな
るように変更になりました。
グループ設定画面にて、グループを一覧から参照することができるようになりまし
た。

[メール部]
複数のDFS文書の本文がメールに添付できるようになりました。
メール送信画面からの「アドレス帳に追加」で、宛先を選択していない場合メッセー
ジを出すように変更しました。
[スケジュール部]
個別スケジュール／複数スケジュール画面のToDoのソート順がToDo一覧のソー
ト順にリンクするように変更されました。
グルーピングコード一覧にて、複数選択できるように変更されました。
スケジュール一日印刷にて日付を指定できるようになり、時間の現在時間指定
[now]を排除しました。
[ファイル部]
更新権のあるユーザーでも機密文書のメール送信は禁止されるように変更しまし
た。
更新権のあるユーザーでも機密フォルダー以外への機密文書の移動複写は禁止
されるように変更しました。
更新権のあるユーザーでも機密文書の添付ファイルは暗号化されるように変更し
ました。

不具合修正

[共通部]
文字列長の制限がある入力項目にて、一部の半角カナを含む内容が入力された
場合、制限内であってもエラーメッセージが表示される場合がある不具合を修正し
ました。
ActiveX添付リストで、フォルダを含むファイルをドラック＆ドロップした時の動作が
不正であった不具合を修正しました。
ActiveX添付リストで、読取専用でファイルを開いた後、そのファイルを「名前を付
けて保存」で保存した時、保存したファイルの属性が読取専用のままで保存される
不具合を修正しました。
外部メール自動転送設定が設定された一般ユーザーがユーザー情報の更新を行
うとエラーになる不具合を修正しました。
ActiveX使用画面で、ActiveXのロードに失敗している（添付リスト上が×になって
いる）場合、画面の登録／更新実行時にActiveXロードエラーを表示するように修
正しました。
ActiveX使用画面で、登録／更新実行時の添付アップロードで、ActiveXの初期化
が行われていない場合は、初期化を行うように修正しました。
ActiveX使用画面で、画面初期表示処理で、ActiveXの初期設定処理がまだ行わ
れていない場合、初期設定処理を行うように修正しました。
グループ設定からのグループ一覧で、一覧種別を「所属」と「全て」を切り替えて
も、常に「全て」が表示されていた不具合を修正しました。
ActiveX添付リストで、Windows XPの時、「ファイル追加」からショートカットファイル
を添付すると、ショートカットファイル自体が添付される不具合を修正しました。
ActiveX添付リストで、既に添付されているファイルリスト上で最後に添付されてい
るファイルを削除し、他のファイルの内容変更後、添付ファイルのアップロード処理
を行うとError=500となる不具合を修正しました。
ActiveX添付リストで、「ファイルの追加」からのファイルダイアログでのエラーを表
示するように修正しました。

[トップ画面]
外部アプリケーションで、認証種別を BASIC とした場合にシングルサインオンしな
い不具合を修正しました。
(Internet Explorer のセキュリティパッチにより Basic 認証は Internet Explorerでは
利用できない場合があります。)
環境設定画面で[管理者メッセージの表示：しない]にした場合、トップ画面左側の
ポートレットの移動ボタンの表示がおかしくなる不具合を修正しました。
[メール部]
本システムメールの送信一覧でTOがメールアドレスの場合、メールフォルダに複
写してからメールフォルダーの一覧で見ると、 TO が中継ユーザーと表示される不
具合を修正しました。
JavaMail API 1.3.1の不具合修正により、x-uuencode 形式でファイルが添付され
ている場合にエラーとなる不具合が修正されました。
種別がユーザーとグループで違っていても同じコードの場合、同じ宛先とみなして
しまう不具合を修正しました。
PtoP環境からの受信メールを開いて、メール参照画面で Fromをアドレス帳に追
加するとエラーが表示される不具合を修正しました。
PtoP環境からの受信メールを開いて、メール参照画面で 全員に返信を行っても、
Fromが返信先の宛先として設定されない不具合を修正しました。
文書の廃棄処理日の設定されたメールフォルダーに複写、移動などでメールを保
存した時に、メール文書の廃棄処理日が無制限になってしまう不具合を修正しま
した。
配布コードのメンバー名に 「+」及び「,」が含まれていた場合に、エラーが発生する
不具合を修正しました。
メールフォルダに登録したメールが廃棄処理日を過ぎても削除されない不具合を
修正しました。
配布コード管理にて、配布コードメンバーに + や , が含まれる名称があるとエラー
となる不具合を修正しました。
メール内容表示画面からFAX番号を登録時、画面がおかしくなる不具合を修正し
ました。
インターネット別名が５０件以上あるとき一覧の次ページのデータが正しく表示さ
れない不具合を修正しました。
アドレス帳の備考に改行を登録しようとすると内容が更新されない不具合を修正
しました。
アカウントメール送信画面の旧アドレス帳一覧画面で一覧取得の処理がもどって
こないことがある不具合を修正しました。
[ファイル部]
文書参照画面で、未読チェックのON/OFFでエラーが発生した時、エラーメッセー
ジが表示されない不具合を修正しました。
ゴミ箱の添付ファイルを表示できない不具合を修正しました。
ファイル文書のＵＲＬをメール送信するときに文書名が全角文字を含むとサブジェ
クトが化けることがある不具合を修正しました。
文書更新画面で、「別文書保存」による重複エラー表示後、文書情報の「廃棄処
理日」が未入力となるまたは、「文書参照設定」のチェックが外れる不具合を修正
しました。
文書更新画面で、「フォルダーの下位層セキュリティを継承する」のチェックを付け
る又は外した後で文書情報の「廃棄処理日」が未入力となるまたは、「文書参照設
定」のチェックが外れる不具合を修正しました。

上位継承解除禁止フォルダでの文書更新時、別文書保存での重複エラー発生
後、セキュリティなどの上位継承が解除できてしまう不具合を修正しました。
ごみ箱から開いた文書の添付ファイルが参照できない不具合を修正しました。
添付リストにActiveXを使用しない場合で、拡張子がemlとなっているファイルを開く
と「ページが表示できません・・」となる不具合を修正しました。
添付リストにActiveXを使用しない場合で、更新画面で添付ファイルを追加後、そ
の追加したファイルを開くと「ページが表示できません・・」となる不具合を修正しま
した。
文書の複写・移動で同一名称が存在する場合の名前を変更するフィールドで改行
キーを押すと通信エラーになる不具合を修正しました。
ファイルURLから文書参照画面を開き「全体画面へ」リンクにてファイル一覧を表
示し、再度同じ文書を開くとファイル一覧が文書画面に置き換わってしまう不具合
を修正しました。
[スケジュール部]
（Internet Explorer のみ）スケジュール登録／更新画面、会議スケジュール開催画
面で終了時間の分が15の倍数でないとき時間指定タイムバーの赤い表示部分正
しくない不具合を修正しました。
スケジュールコード管理画面のコードのフィールドがコード参照後に入力可能にな
っている不具合を修正しました。
GlobalFamily2.X、GIIC版コラボで仮予約スケジュールを登録した後、
GlobalFamily4.Xにバージョンアップして、承認依頼メールのＵＲＬにアクセスすると
スケジュール承認画面が404のエラーになる不具合を修正しました。
GIIC版コラボで会議スケジュールを開催した後、GlobalFamily4.Xにバージョンアッ
プして、出欠依頼メールのＵＲＬにアクセスするとスケジュール出欠画面が404のエ
ラーになる不具合を修正しました。
CSVインポート時、対応項目の指定で「スケジュールモード所属グループ名称」を
指定せずに実行すると「終了時刻は必須項目」ですとメッセージ表示していた不具
合を修正しました。
グルーピングコード一覧にて「追加時に画面を閉じない」が動作しない不具合を修
正しました。
終日会議スケジュールの項目確認を行い、「戻る」ボタンを押すと終日の表示がな
くなっている不具合を修正しました。
承認権のない仮予約会議室を含む会議スケジュールの項目確認を行うと「承認」
「否認」ボタンが表示されてしまう不具合を修正しました。
[電話帳部]
電話帳のエクスポートで整数型キーワードが未設定のときごみが出力される不具
合を修正しました。
[フォーラム部]
検索画面からの 会議室一覧（ツリー）で50件以上あった時、Internal Server Error
が出る不具合を修正しました。
下層会議室の登録画面で匿名投稿禁止のチェックは上位継承の対象だが、上位
継承がＯＮでも値を変更できないように修正しました。
上位会議室の匿名投稿の設定が引き継がれてなかった不具合を修正しました。
下層会議室の登録画面にて 上位継承時でも変更できていた不具合を修正しまし
た。
[ワークフロー部]
添付一覧にActiveXを利用する場合、ActiveXがダウンロードされていない状態で
書類を処理すると不適切なエラーメッセージが表示される不具合を修正しました。

書類画面から開くメール送信画面にて、署名方式が自動のみしか行えない不具
合を修正しました。
グループ別進捗から開いた書類を処理すると、テンプレート一覧で選択されている
テンプレートの背景色が消える不具合を修正しました。
確認メッセージを表示する設定のテンプレートを利用した書類にて、書類画面から
宛先を追加後に起案や遂行を行っても確認メッセージが表示されない不具合を修
正しました。
未設定宛先をスキップする設定のテンプレートを利用した書類にて、書類画面か
ら宛先を追加後に設定されている宛先をすべて削除した状態で起案や遂行を行う
と、回付先が未設定であるエラーメッセージが表示される不具合を修正しました。
本文種別がテキストの場合、本文更新と添付ファイルの登録や更新処理を行った
後で書類を起案や遂行すると、最初の添付ファイルに関する処理履歴が登録され
ない不具合を修正しました。
本文・添付の更新セキュリティが可能なテンプレートを利用した書類にて、グルー
プ別進捗から開いた管理用の書類画面で本文更新セキュリティが選択できる不具
合を修正しました。
テンプレート、プロセスの登録/更新画面から所属グループの選択画面を開くと、
グループ選択画面のタイトルが正しく表示されない不具合を修正しました。
プロセス管理のインスタンス設定でユーザー検索の表示項目がずれる不具合を
修正しました。
書類に添付されたファイルの登録、更新処理に失敗した場合、添付ファイルが消
えてしまう不具合を修正しました。
添付一覧にActiveXを利用する場合、ActiveXがダウンロードされていない状態で
起案や遂行を行う場合に表示されるメッセージの内容を変更しました。
書類画面から宛先を設定できる場合、一覧表示リンクから開くユーザー検索画
面、グループ選択画面、役職選択画面にて管理地域が選択できる不具合を修正
しました。
動作設定画面にて一覧でのグループコードの表示を「しない」に設定していてもリ
ンクプロセス一覧画面でグループコードが表示される不具合を修正しました。

