Web クライアント 変更点
(Ver4.00R08 → Ver4.00R09)
2004年 6月 30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 4.00R09 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

6.14R00

WindowsNT版

6.14R00

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。

バージョンアップ内容

[共通部]
各画面を呼び出す際の、URLを短縮化しました。
分割されたフレームのサイズを容易に変更できるボタンを追加しました。
文書参照画面で、文書アドレスをファイルに保存するリンクを追加しました。
文書の添付ファイルをアドレスで直接参照することが可能になりました。
文書参照画面で、添付ファイルのアドレスを、コピー、メール送信、ファイルに保存
できる機能を追加しました。
[TOP]
TOPページにIFRAMEポートレットを追加しました。
[システムオプション]
グループ管理画面でグループごとにサブドメイン名を設定出来る機能を追加しまし
た。
グループ管理者が、自分の管理するグループを代表グループに設定しているユー
ザーの
ユーザー情報設定を変更する事が出来る機能を追加しました。
[メール部]
POP3アカウントメールユーザの未受信メールをGlobalサーバのメールフォルダー
へ
自動的に取り込む機能を追加しました。
MailDir形式のIMAPサーバに対応しました。
[ファイル]
文書一覧のエクスポート機能を追加しました。
文書一覧の表示項目に「添付ファイル」が追加されました。
文書一覧より直接添付ファイルを開くことが可能です。
検索結果から文書参照した場合に、文書参照画面のヘッダーに「全体画面へ」の
リンクが
表示されるようになりました。

全文検索ゲートウェイ(Namazu版)に対応しました。
[フォーラム]
発言一覧にソート機能を追加しました。
[ワークフロー]
管理用の書類画面から管理者が現処理の宛先および、未通過のインスタンスを
編集できる機能を追加しました。
帳票内に起案者のユーザー情報を表示する機能を追加しました。
１次から５次までの上位者を宛先として設定できる機能を追加しました。
書類の注釈に固定書式から内容を設定できる機能を追加しました。
個人進捗一覧に絞込み表示機能を追加しました。
帳票内容のみを印刷可能な画面を追加しました。
自分宛書類一覧からの一括処理を制限する機能を追加しました。
印刷画面にて本文と添付一覧を印刷対象とするかを指定できる機能を追加しまし
た。

オプションのバージョンアップ内容

[オプション]
リアルタイムコラボレーション機能を追加しました。
ActiveDirectory認証機能を追加しました。
進捗管理システムを追加しました。

仕様変更

[システムオプション]
ユーザー管理画面のインターネット別名フィールドにメールドメインが表示されるよ
うになりました。
グループ管理画面において、グループの登録権のないユーザーの場合は、
[新規登録][再読込][クリア] [登録]ボタンが出ないように変更しました。
[ファイル]
キャビネット及びファイルのセキュリティにて、削除されたユーザー・グループは出
力しないように変更しました。
[スケジュール]
スケジュールコード管理及びスケジュールモード管理画面のセキュリティにて、 削
除されたユーザー・グループは出力しないように変更しました。
通常スケジュール・会議開催のセキュリティにて、削除されたユーザー・グループ
は出力しないように 変更しました。
グルーピングコードのメンバー設定や会議スケジュールの場所指定でスケジュー
ルコード一覧が複数選択できるように変更しました。
[ワークフロー]
テンプレートの宛先の一括設定の選択項目の表記を変更しました。
グループ別進捗から起案前保留書類を強制削除できるように変更しました。

不具合修正

[共通部]

添付ActiveXで、一度も画面上に添付リストコントロールが表示されない状態で更
新処理を行ったとき、ActiveXロードエラーとなる不具合を修正しました。
添付ActiveXを regsvr32 でレジストリ削除を行った場合に失敗する不具合を修正
しました。
ファイルをダウンロードする際、すでに存在するエラーがでる不具合を修正しまし
た。
添付リストActiveXで、0バイトのファイルのアップロードはエラーとするように修正し
ました。
添付ActiveXで、SSL環境（ベーシック認証を使用）時に添付ファイルのダウンロー
ドで４０１のエラーが 表示される不具合を修正しました。
添付ActiveXで、ファイルを開いたままでのアップロード実行エラーのエラーメッセ
ージ内容を修正しました。
添付ActiveXで、アップロード／ダウンロードに失敗した時のリトライ時の1回に転
送するサイズを小さくするように修正しました。
添付ActiveXで、ファイル保存ダイアログでショートカットフォルダーを選択してもシ
ョートカットのフォルダーとして認識されない不具合を修正しました。
Internet Explorer5.0のActiveX使用画面で、ファイルのアップロード、ダウンロード
ができない不具合を修正しました。
動作設定：姓名を未入力でユーザー検索禁止のとき、ユーザー検索画面に「漢字
／カナ検索では「検索姓」を指定して検索してください」の記述を追加しました。
検索画面の不適切な説明を修正しました。
//-></SCRIPT> という名前のユーザーを値として設定するとセキュリティ画面が
壊れることが ある不具合を修正しました。
[システムオプション]
緊急メッセージで、メッセージ欄に何も入力せずに設定ができる不具合を修正しま
した。
グループ名およびグループコードに " が含まれる時、グループ管理画面からメン
バーを追加する際に「指定されたグループは登録されていません」というエラーが
出てメンバーを追加出来ない不具合を修正しました。
パスワード変更画面で全角文字をコピー&ペーストして変更したときのエラーメッセ
ージが「パラメータエラー」と不親切なので「パスワードは半角文字で指定してくだ
さい」と変更しました。
ユーザー管理で、兼任の役職がある既存のユーザーの情報を参照し新規登録ボ
タンを押した後の画面で兼任の役職の表示がおかしい不具合を修正しました。
グループ管理画面において、子グループの更新画面で親グループを変更して再
読込ボタンをクリックした時に正しく再読込されない不具合を修正しました。
[TOP]
トップ画面のカスタマイズが禁止となっている場合に、WebMailポートレットが表示
されているとJavaScriptエラーが発生する不具合を修正しました。
リンク設定画面にて、設定ボタンを複数回連続してクリックすると、リンクポートレッ
ト内の表示項目が増える不具合を修正しました。
[メール部]
サブジェクトが文字の中間バイトで分割エンコードされたメールを表示した時の文
字化けする問題を修正しました。
メール編集画面にて添付ファイルを削除&保存して、再度メールを参照すると添付
ファイルが消える不具合を 修正しました。
宛先に存在しないユーザがいた場合に、エラーとならない不具合を修正しました。
ブラウザのキャッシュに左右されないような作りにする為、メール新規作成の処理

URL文字列中の接続IDを変換するように修正しました。
メール送信時、ファイル名が同じでも、拡張子が違う場合も数字を付与してしまう
不具合を修正しました。
特定の端末でメール送信画面からファイルの文書の添付ファイルを添付として選
択できない不具合を修正しました。
POP3 のメールをアカウント設定した時に、「メールをファイルに書き込むのに失敗
しました」のエラーが発生することがある不具合を修正しました。
この不具合はPOP3サーバーが OS のファイル名として許可していない文字を含
んだ UID を返した場合に発生していました。
"付きのアドレスに返信したときに、"が\""になる問題を修正しました。
例： "松下 太郎"<taro@global-family.com>
このアドレスに返信すると
"\"松下 太郎\""<taro@global-family.com>
となってしまう。
メールの添付ファイルに同じファイル名があった場合、そのメールをファイルに登
録するとエラーになってしまう不具合を修正しました。
subjectにタブコードが入っている時に、メールの一覧表示がおかしくなる不具合を
修正しました。
環境設定画面で「使用するアドレス帳：ver2.3以前と互換のアドレス帳」となってい
る時、システムで使用する言語を英語にしているユーザーがアドレス帳のインポー
トを行った際に出るエラーメッセージが日本語となってしまう不具合を修正しまし
た。
固定書式の登録／更新／削除画面にて環境設定で「一覧でのグループコードの
表示：しない」となっていても、グループコードが表示されていた不具合を修正しま
した。
ver2.3以前と互換のアドレス帳にて、1000件以上エクスポートされない不具合を修
正しました。
アドレスのインポートで項目にJavaScriptを記述すると動いてしまう不具合を修正
しました。
メールフォルダーのソート項目をサイズに設定してもソートされない不具合を修正
しました。
文書添付画面で、参照権のみの文書を表示するとチェックボックスが表示される
不具合を修正しました。
配布コード管理にて、更新する際にエラーが出た場合、その後の更新処理で正し
く更新されない不具合を修正しました。
メールフォルダー内のメールを返信・全員返信した時、オプションの「返信時に添
付ファイルを含む」のチェックがOFFでも添付ファイルが付いてしまう不具合を修正
しました。
メールオプション更新時にシステム休止情報がクリアされる不具合を修正しまし
た。
メールの仕分けに設定してあるフォルダーを一旦削除して同じ名前のフォルダー
を作成すると仕分けはされない不具合を修正しました。
メール検索画面検索結果より移動・複写を行ったときに、意図しないメッセージウィ
ンドウが表示される不具合を修正しました。
IMAPで他のメールクライアントからメールを削除するとGlobalのメールキャッシュに
残り消せなくなる不具合を修正しました。
IMAPサーバーのフォルダーセパレータが"\"の時フォルダーを作成すると
JavaScriptエラーとなる不具合を修正しました。

メールを下書きに保存後、下書きからメールフォルダーに複写したメールを返信す
ると、宛先がインターネット宛となってしまう不具合を修正しました。
インターネットアドレスに " や , があった時に、宛先履歴から削除できない不具合
を修正しました。
[ファイル]
表示項目設定で、キーワードのみが設定されている場合、文書一覧画面が崩れ
て表示される不具合を修正しました。
キャビネット登録画面で、Netscape7でJavaScriptエラーが発生する不具合を修正
しました。
キャビネット参照画面で、不適切な項目の説明を修正しました。
ブラウザのキャッシュに左右されないような作りにする為、ファイル新規登録と更
新の処理URL文字列中の接続IDを変換するように修正しました。
機密文書セキュリティを利用しないキャビネットの更新画面で「機密文書：機密文
書セキュリティを利用する」、「機密文書セキュリティ：機密文書を扱う」にチェックを
入れると「スタンプ印刷文字：」が出るが入力できない不具合を修正しました。
参照中の文書を他のユーザーで更新したとき、その参照文書の添付ファイルを開
くことができなくなる不具合を修正しました。
キャビネットの登録時に「機密文書を扱う」チェックを入れて登録エラーになったと
きに「機密文書を扱う」チェックが外れる不具合を修正しました。
上位継承禁止解除となっているフォルダに、上位継承が既に外れている状態の文
書を管理権限のないユーザーで更新しようとした時、エラーとなる不具合を修正し
ました。
３７２個以上（デフォルトセキュリティを上位継承している場合は１８６個以上）のセ
キュリティが設定されているキャビネットの参照でプログラムが固まる不具合を修
正しました。
Internet Explorerで「自動で添付ファイルを開く」設定の文書の自動で開かれたファ
イルのファイル名がおかしいことがある不具合を修正しました。
他管理地域への文書更新時にエラーとなる不具合を修正しました。
新規登録／更新の処理中に、「閉じる」ボタンでの画面終了はできないよう（警告メ
ッセージを表示）に修正しました。
新規登録／更新画面の「閉じる」ボタンで画面終了した場合は、cache配下の添付
作業ディレクトリは削除しないように修正しました。
ファイルのキャビネット／フォルダー情報の「セキュリティ」「フォルダーキーワード」
「文書キーワード」の何れかに30件を超えるキーを登録したキャビネット／フォルダ
ーを参照した場合に、サーバー上にコネクション情報が残ったままになる不具合を
修正しました。
検索画面下の説明文でxxxxxの前の・にかかっている下線を取り除きました。
文書更新時に、セキュリティ「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ON/OFFによる文書更新を行うと文書更新中ロックが解除されてしまう不具合
を修正しました。
[スケジュール]
ブラウザのキャッシュに左右されないような作りにする為、スケジュール登録の処
理URL文字列中の接続IDを変換するように修正しました。
重複許可スケジュールモード配下で添付つきのスケジュールを重複登録しようと
するとエラーになる不具合を修正しました。
グループ所属スケジュールモードの登録でエラーが発生した場合、デフォルトセキ
ュリティ：スケジュールコード参照に自動で設定されるグループコードの名称が表
示上消える不具合を修正しました。

ＵＲＬから開いたスケジュールの処理後にスクリプトエラーが発生することがある不
具合を修正しました。
スケジュールの削除、承認、否認時にエラーが発生した場合のエラーメッセージが
出ないことがある不具合を修正しました。
スケジュールの印刷で、【最新の情報に更新】が二度押しできないように修正しま
した。
複数スケジュール表示対象選択画面で所属の存在しないユーザーを対象に選択
したとき「所属：」の文字が無意味に表示される不具合を修正しました。
重複不可能な会議室を承認しようとした時に未確定のスケジュールが存在する場
合、確認メッセージが表示されますが、項目の確認リンクをクリックした画面で承
認を行い確認メッセージでキャンセルを選択すると入力されている項目が消える
不具合を修正しました。
NN7でカレンダー印刷の表示がずれる不具合を修正しました。
複数スケジュール表示用コードが存在しない状態でスケジュール複数表示選択画
面を開いてコードを設定せずに閉じると、Temporary grouping code というコードが
できる不具合を修正しました。
スケジュール登録、更新時にセキュリティが１００８以上設定されていると表示がお
かしくなる不具合を修正しました。
スケジュール参照時にセキュリティが３９２以上設定されていると表示がおかしくな
る不具合を修正しました。
スケジュールモード登録、更新時に最大設定日が３２４０以上設定されていると表
示がおかしくなる不具合を修正しました。
スケジュールモード登録、更新時にセキュリティが１０１３以上設定されていると表
示がおかしくなる不具合を修正しました
スケジュールモード参照時に最大設定日が５３４以上設定されていると表示がお
かしくなる不具合を修正しました。
スケジュールモード参照時にセキュリティが３９１以上設定されていると表示がお
かしくなる不具合を修正しました。
スケジュールコード登録、更新時にセキュリティが１０１６以上設定されていると表
示がおかしくなる不具合を修正しました。
スケジュールコード参照時にセキュリティが３８９以上設定されていると表示がお
かしくなる不具合を修正しました。
グルーピングコード登録時メンバーが６５１以上設定されていると表示がおかしくな
る不具合を修正しました。
複数スケジュールインポート時、「スケジュール重複時の処理」及び「日付型項目
の形式」の設定が保存されない不具合を修正しました。
会議開催画面で所属の存在しないユーザーを出席者に選択したとき「所属：」の文
字が無意味に表示される不具合を修正しました。
全ユーザー所属のグルーピングコードをグルーピングコードのメンバーに設定して
も登録／更新時にエラーになる場合がある不具合を修正しました。
ヘルプ内の用語集で「ふ」と「ゆ」の移動先リンクが間違っている不具合を修正しま
した。
[フォーラム]
発言一覧で、２ページ目を表示中に、スレッド全体を表示して、一覧に戻ると先頭
ページに戻る不具合を修正しました。
ブラウザのキャッシュに左右されないような作りにする為、フォーラム新規投稿の
処理URL文字列中の接続IDを変換するように修正しました。
フォーラムの検索で本文が表示されない不具合を修正しました。

コメント投稿画面で固定書式を読み込むと「投稿する」ボタンが「新規投稿」ボタン
に表示が変わる不具合を修正しました。
[掲示板]
新規登録／更新の処理中に、「閉じる」ボタンでの画面終了はできないよう（警告メ
ッセージを表示）に修正しました。
新規登録／更新画面の「閉じる」ボタンで画面終了した場合は、cache配下の添付
作業ディレクトリは削除しないように修正しました。
ブラウザのキャッシュに左右されないような作りにする為、掲示板新規登録と更新
の処理URL文字列中の接続IDを変換するように修正しました。
廃棄処理日が指定してある掲示板の廃棄処理日が指定していない掲示文書の参
照でスクリプトエラーが発生する不具合を修正しました。
[電話帳]
電話帳項目の編集で、「項目」が「キーワード」と表示される不具合を修正しまし
た。
[ワークフロー]
あるグループ配下に役職コードが設定されたユーザーが２０人以上いる場合、イン
スタンス設定画面のグループメンバー一覧でメンバーの一部が表示されないこと
がある不具合を修正しました。
起案前保留書類もしくは起案者へ戻った書類にて、書類画面からコード入力によ
り宛先を追加すると、書類名が変更できなくなる不具合を修正しました。
本文更新セキュリティが起案時のみ変更可で確認メッセージを表示する設定のテ
ンプレートを利用する場合、遂行などの確認メッセージでキャンセルを選んでも本
来表示されるべきでない内容が反映させない旨の確認メッセージが表示され、OK
を選ぶと書類が処理される不具合を修正しました。
ワークフロービューアで保存先「ファイルシステムのフォルダー」、データ種別「ビュ
ーアデータ」以外の保存インスタンスの情報を表示したとき、データ種別の表示が
おかしい不具合を修正しました。
（行政文書のみ）宛先インスタンス「スキップ可」ＯＮ，「期限が切れると自動スキッ
プ」ＯＦＦのとき「期限が切れると自動スキップ」のチェックボックスがdisableになる
不具合を修正しました。
書類の再起案時に押印、処理日時、通し番号、自動発番番号の内容が表示され
たままとなる不具合を修正しました。
帳票にtype属性が未指定の<INPUT>タグが含まれる場合、テキストボックスと判
断されない不具合を修正しました。
次の宛先が変更可能な書類の起案画面にて、上位者未設定などの宛先エラーが
発生後に宛先を変更しても、変更した宛先が正しく設定されない不具合を修正しま
した。
添付セキュリティが、添付登録＝「全員可」で、デフォルト添付 更新＝「起案時の
み更新可」となっている場合に、書類の遂行画面で、添付ファイルを新たに追加し
遂行しても追加した添付が追加されない不具合を修正しました。
サブ画面を開くタイミングにより、サブ画面が表示されない場合がある不具合を修
正しました。
遂行中の文書のプロセス編集で、宛先のみ変更可能なインスタンスの内容を表示
せずに位置のみを変更してプロセスの更新を行うと宛先のみ変更可能なインスタ
ンスの内容が消える不具合を修正しました。
帳票書類の強制処理に失敗した場合、本文が帳票からテキストに表示が変わる
不具合を修正しました。
外部システム連携機能が有効な場合、連携情報に標準の情報が定義されていな

いと、テンプレート参照を行った際にシステム種別とサブシステム種別が「不明」と
表示される不具合を修正しました。
書類画面からのメール送信画面にてグループ検索から宛先を設定すると
JavaScriptエラーが発生する不具合を修正しました。
テンプレートに完了後の起案テンプレート、プロセスを選択する一覧にて、対象を
選択していない状態で設定ボタンを押すとJavaScriptエラーが発生する不具合を
修正しました。
ブラウザがNetscapeの場合、起案画面前に表示される宛先一括設定画面から設
定ボタンを押しても 書類の起案画面が表示されない場合がある不具合を修正し
ました。
帳票内のJavaScript中にダブルクォート(もしくはシングルクォート)の前に'\'が連続
する文字列が記述されている場合に書類の本文が正しく表示されない不具合を修
正しました。
本文が帳票の書類起案画面にてコード入力による宛先追加やプロセス更新を行う
と固定書式読込のリンクが表示される不具合を修正しました。
オプションを設定すると、更新可能テンプレート、プロセス一覧の一覧種別が初期
化される不具合を修正しました。
書類の宛先として役職を設定する際に、役職のないグループを選択した状態で設
定ボタンを押すとJavaScriptエラーが発生する不具合を修正しました。
完了書類一覧から複数の書類の起案を行っても選択した書類分の起案画面もしく
はテンプレート/プロセス選択画面が表示されない不具合を修正しました。
外部システム連携機能にて、テンプレートの本文種別を帳票(ファイル)に指定した
場合、 起案された書類のテンプレートを参照すると本文種別が帳票として表示さ
れない不具合を修正しました。
[OraclePortal]
OraclePortalからLinker,Launcher,Todayを開くとWebのServletからGlobalFamilyサ
ーバーにログインする処理が行われるが、ログアウトした際ログアウトが出来てな
かったためTCP/IPのコネクションが残っていた不具合を修正しました。
OraclePortalのGlobalFamilyのポートレットをずっと連続して再読み込みしていると
InternalServerErrorになる不具合を修正しました。
[WebSherePortal]
WebShere Portal でリンクからGlobalを開き、開かれたGlobalFamilyの画面からロ
グアウトし、再び WebSphere Portal のリンカーからGlobalを開こうとするとエラーに
なる不具合を修正しました。

