Webクライアント 変更点
（Ver4.00R09 → Ver4.00R10）
2004年9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 4.00R10 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。

UNIX 版

6.15R00

WindowsNT 版

6.15R00

サーバー

WWWブラウザー

Windows 95 / 98 /
NT4.0 /2000 / XP（SP1、
SP2）

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

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

バージョンアップ内容

[共通部]
固定書式一覧で所属がユーザー、グループの場合その名称を表示する機能を追加
しました。
環境設定画面で、システムオプション/オフィス業務/アンケート/進捗管理/Link/外
部アプリケーション/IFRAMEを使用禁止にする項目を追加しました。
動作設定画面に、文書やフォルダーなどのＵＲＬを非表示にするオプションを追加し
ました。
動作設定画面に、グループ一覧の初期表示を設定する機能を追加しました。
動作設定画面に、配布コード一覧の初期表示を設定するオプションを追加しまし
た。
動作設定画面に、ログイン画面のオートコンプリート抑制オプションを追加しました。
[メール]
アドレス帳のソート機能を追加しました。
動作設定画面に、ローカルメールフォルダーをＯＦＦにするオプションを追加しまし
た。
メール一覧に宛先区分がＣＣ、ＢＣＣであることを表示する機能を追加しました。
（※ 本システムメールのみの機能です）
POP3メールのタイマー取り込みのスレッド開始終了のログ処理を追加しました。
（ログレベルはINFORMATIONです）
動作設定画面に、アカウントメール(POP3/IMAP4)の設定画面をＯＦＦにするオプショ
ンを追加しました。
[ファイル]
ショートカットの並び替え機能を追加しました。

文書参照画面に階層情報を表示する機能を追加しました。
指定フォルダーへの文書の別名保存を可能にする機能を追加しました。
動作設定画面に、更新権のあるユーザーは機密文書の元データを取り出し可能に
するオプションを追加しました。
動作設定画面に、部分検索機能をＯＦＦにするオプションを追加しました。
動作設定画面に、最終アクセス者の表示をＯＦＦにするオプションを追加しました。
[スケジュール]
スケジュールの履歴数を変更するオプションを追加しました。
動作設定画面に、スケジュールの一部機能を禁止にする設定オプションを追加しま
した。
URLから開いたスケジュール画面にスケジュール全体画面へのリンクを追加しまし
た。
（仮予約スケジュール承認画面、会議スケジュール出欠画面に追加しました）
仮予約スケジュール承認・否認時のコメント付与機能を追加しました。
スケジュールメモを固定書式から設定する機能を追加しました。
[掲示板]
掲示板のＵＲＬのコピー、メール送信機能を追加しました。
掲示板文書の別名保存を可能にする機能を追加しました。
（指定フォルダーへの文書の別名保存を可能にしました）
動作設定画面に、部分検索機能をＯＦＦにするオプションを追加しました。
動作設定画面に、最終アクセス者の表示をＯＦＦにするオプションを追加しました。
[フォーラム]
会議室の移動複写機能を追加しました。
動作設定画面に、部分検索機能をＯＦＦにするオプションを追加しました。
ショートカットの並び替え機能を追加しました。
[電話帳]
動作設定画面に、絞込み検索機能をＯＦＦにするオプションを追加しました。
動作設定画面に、部分検索機能をＯＦＦにするオプションを追加しました。
[ワークフロー]
自動発番される番号の接頭語と桁数を指定できる機能を追加しました。
プロセスの内容をActiveXを使用せずに表示する機能を追加しました。
個人進捗一覧の絞込み機能に一致条件を選択できる機能を追加しました。
個人進捗一覧に回付中のインスタンス名を表示する機能を追加しました。
処理日を表示するワークフロー独自タグに日付フォーマットを指定する機能を追加
しました。
押印を行うワークフロー独自タグに押印者名、押印日時を表示する機能を追加しま
した。
書類画面に処理履歴と注釈履歴を表示する機能を追加しました。
書類の宛先にグループ指定無しの役職を指定できる機能を追加しました。
プロセス表示ActiveXでユーザー一覧に所属を表示するようにしました。
[WebspherePortalポートレット]
通信タイムアウトの設定を追加しました。
リンカーにリアルタイムコラボを追加しました。
[OraclePortalポートレット]
リンカーにリアルタイムコラボを追加しました。
[GAPI]
表示用グループIDに対応しました。（G2GroupObject）
URL取得クラスを追加しました。（G2RelateGlobal）

仕様変更

[共通部]
グループ一覧画面からグループ検索画面へ切り替えるリンクの名称を「グループ検
索へ」に変更しました。
グループ検索画面からグループ一覧画面へ切り替えるリンクの名称を「グループ一
覧へ」に変更しました。
外部アプリケーション設定の追加フィールドの入力項目の最大長を100byteに変更
しました。
[メール]
動作設定を変更するとPOP3メールのタイマー取り込みのスレッドを強制的に終了す
るように変更しました。
アドレス帳に登録時、アドレス、携帯アドレスの前後のスペースを取り除くように変更
しました。
IMAP4送信済みフォルダー一覧表示した時の、表示項目をFromからToへ変更しま
した。
IMAP4でhtmlメールを受信した場合にhtmlファイルを添付として作成するように変更
しました。
アドレス追加時に設定画面を閉じないにチェックを入れて登録ボタンを押した後に、
設定画面の設定内容をクリアするように変更しました。
アカウントメール使用時の旧アドレス帳の制限（種別がインターネットしか扱えない）
を廃止しました。
[ファイル]
文書の添付ファイルのアドレスを参照権のないユーザーがアクセスした場合、メッセ
ージを表示するよう変更しました。
文書更新中に、他のユーザーによってその文書が変更など行われて更新できない
状態で、文書更新を行った時のエラーメッセージを変更しました。
文書画面のセキュリティ内容に、フォルダー情報の[セキュリティ]－[文書の更新削
除の制限]で設定されている内容を表示するように変更しました。
フォルダー情報の[バックアップ階層]が無制限と設定されているキャビネット・フォル
ダーに、文書を登録・更新する際 [バックアップ最大階層]に[無制限]チェックボック
スで指定できるように変更しました。
（フォルダーの設定を継承しない場合のみ有効となります）
[スケジュール]
スケジュール登録画面から会議スケジュール開催画面へ切り替えるリンクの名称を
「会議開催画面へ」に変更しました。
会議スケジュール開催画面からスケジュール登録画面へ切り替えるリンクの名称を
「スケジュール登録画面へ」に変更しました。
[フォーラム]
最新投稿会議室一覧画面から会議室ツリー一覧画面へ切り替えるリンクの名称を
「会議室一覧へ」に変更しました。
会議室ツリー一覧画面から最新投稿会議室一覧画面へ切り替えるリンクの名称を
「最新投稿の会議室へ」に変更しました。
[ワークフロー]
テンプレート/プロセス管理画面にテンプレート作成者を表示するように変更しまし
た。

[リアルタイムコラボ]
ビデオ会議画面においてアドレスバーやツールバーを非表示にするよう変更しまし
た。

不具合修正

[共通部]
複数のWebサーバーで運用中にユーザーがログインした後、接続先のWebサーバ
ーが切り替わった際に個人設定が初期化される不具合を修正しました。
添付ファイルURLでファイルを参照したとき、ファイル内容が更新されていても更新
前の内容で開く不具合を修正しました。
添付ファイルのURLの保存ファイル名が全て同一になる不具合を修正しました。
ユーザー検索画面の下フレーム説明文の「ボタン押します」を「ボタンを押します」に
修正しました。
グループコードを表示しない動作設定のときセキュリティ画面のグループコード入力
フィールドがなくなる不具合を修正しました。
システム管理レベルの管理者メッセージに関する処理のレベルを満たしているユー
ザーでも管理者メッセージを設定することが出来ない不具合を修正しました。
使用する言語が英語の設定になっているユーザーで、ユーザー情報/ユーザー管
理にあるユーザーコードの右横のグループ一覧リンクをクリックするとJavaScriptエ
ラーが発生する不具合を修正しました。
ユーザーコードを直に指定してセキュリティを追加する際にユーザーコードの前もし
くは後ろにスペースが付いている状態でセキュリティを追加した場合、登録/更新後
に再度設定画面を開くとセキュリティがクリアされてしまう不具合を修正しました。
動作設定画面でグループコードを表示しない設定になっている場合、管理地域を設
定していないグループのセキュリティをが表示されない不具合を修正しました。
[メール]
メールのアカウント情報画面にてフォワード、代理受信に別ドメインのユーザを登録
して再度画面を表示するとユーザが表示されない不具合を修正しました。
MailDir形式のimap4サーバーで参照のみ許可されたフォルダーを開くと、エラーとな
る不具合を修正しました。
フォルダーセパレータが"."のimap4サーバーでフォルダー作成時にフォルダー名
に"."をつけると作成したフォルダーが階層で表示されるが、作成した上位のフォル
ダーを削除できない不具合を修正しました。
（ただし、フォルダーセパレータ付きフォルダーは作成不可です）
受信したメールを文書に保存し、文書から添付ファイルを追加すると添付ファイル一
覧に、本文.txt、本文.txtと表示される問題を修正しました。
長い名称(256byte以上)のIMAPフォルダーのキャッシュを作成できない不具合を修
正しました。(Windows版)
アカウントメールにて「返信時に本文を引用する」を外してメールの転送を行うと本
文が引用されない不具合を修正しました。
メールボックスを仕分け先に設定し仕分けを実行すると設定画面では"INBOX"と表
示される不具合を修正しました。
本システムメール使用時に仕分け先にIMAPフォルダーが設定されていた場合、以
降の仕分け設定が実行されない不具合を修正しました。
オプション画面にてメール一覧表示項目の"リセット","デフォルト"ボタンを押下した

時に、仕分け条件がクリアされてしまう不具合を修正しました。
アカウント設定画面にて管理者のみフォワード設定可の時に、アカウント情報を更
新するとパラメーターエラーとなる不具合を修正しました。
IMAP4フォルダー名称を更新する時に、すでに存在するフォルダー名を指定すると
新規作成画面になる不具合を修正しました。
メールオプション画面トップバーのアカウント、フォワード、代理受信アンカーが機能
しない不具合を修正しました。
Netscapeでメールオプション画面でグループより代理受信者を設定すると
JavaScript Errorとなる不具合を修正しました。
Netscape4.xでIMAP4のメール一覧からメールを複数選択して、参照、編集など行う
と１画面しか表示されない不具合を修正しました。
代理受信者にユーザを設定後、フォワードユーザを参照すると代理受信者がヘキ
サコードに変換される不具合を修正しました。
Netscape4.xでアカウントメール検索すると検索結果の一覧のヘッダー文字が黒、サ
イズの文字の欠落、空欄がグレー表示される不具合を修正しました。
IMAP4メール一覧で、Subject,From等にマウスを移動しても、ポインターが変わらな
い不具合を修正しました。
Netscapeでメールオプションの仕分けの設定条件の順番変更ボタンTopが機能しな
い不具合を修正しました。
本システムメール送信画面にてコード入力フィールドにコードの前後にスペースを入
力してToボタンなどを押すとスペース付きで入力されてしまう不具合を修正しまし
た。
本システムメールにて仕分け先フォルダーが存在しない時に、仕分け元よりメール
が削除される不具合を修正しました。
アカウントメールにて開封確認済要求のチェックボックスがメール新規作成時しか表
示されない不具合を修正しました。
下書きフォルダーより宛先が設定されたメールを開き、宛先を削除して再度保存し
てもメール一覧のＴｏに削除する前の宛先が表示される不具合を修正しました。
本システムメールにてインターネット宛を設定したメールを保存、保存したメールを
開きアカウントメール送信画面に切り替えるとアドレスが壊れてしまう不具合を修正
しました。
フォワード設定画面で宛先に存在しないユーザーコードを入力し参照ボタンをクリッ
クすると宛先に設定されてしまう不具合を修正しました。
言語設定が英語の時、引用設定：ヘッダーのデフォルト設定が"%S wrote:"になる不
具合を修正しました。
[ファイル]
直接URL参照で、文書更新画面を起動したとき、文書の更新できない不具合を修正
しました。
ブラウザーによる閉じるをキャンセルした場合で、その後に文書更新などの処理を
行おうとした時に、処理が終了しているメッセージを表示するよう修正しました。
文書更新時で、フォルダーの保存有効サイズから約1Kbyte前後超えた場合のエラ
ー発生後、再度文書更新を行うと添付ファイルがなくなる不具合を修正しました。
標準メーラーを使用しての文書アドレスのメール送信時に、Subjectに設定される文
書名の半角スペースが'+'に変わる不具合を修正しました。
フォルダーの合計サイズが正しく表示されない不具合を修正しました。
フォルダーを新規作成する際に、上位フォルダーより大きいバックアップ階層を設定
できない不具合を修正しました。
文書一覧でサムネイル表示した際に、エラーが発生する不具合を修正しました。

文書更新実行でエラーとなった後、セキュリティ(継承しない)に管理地域が設定され
ている場合、管理地域名称が表示されない不具合を修正しました。
検索結果一覧からバックアップ文書を参照すると最新文書が表示される不具合を修
正しました。
[スケジュール]
動作設定で「グループコードを表示しない」として複数スケジュールの表示グループ
選択からグループコードを選択したとき、コードが表示される不具合を修正しまし
た。
会議スケジュール参照画面から「項目の設定」画面を開き、「戻る」ボタンをクリック
して再び会議スケジュール参照画面に戻ると"コメント"欄が消えてしまう不具合を修
正しました。
通知設定がＯＮで更新権のない会議スケジュールの参照画面から項目の確認を行
い画面を戻ると表示上通知設定がＯＦＦになっている不具合を修正しました。
スケジュールの文字型項目一覧で「-99」という文字列が選択できない不具合を修正
しました。
ＵＲＬから新規に開いたスケジュール画面で「閉じる」ボタンを押した後ブラウザの警
告メッセージで「いいえ」を押して閉じないようにしたとき画面が真っ白になる現象を
修正し、画面を閉じるようにメッセージが出るように変更しました。
[フォーラム]
フォーラム会議室の投稿可能メンバーセキュリティに空白行が入る不具合を修正し
ました。
[ワークフロー]
メール機能のオプションにて署名設定を手動に設定している場合、ワークフローの
書類画面からメール送信画面を開くとJavaScriptエラーが発生する不具合を修正し
ました。
利用言語が英語のユーザーで宛先一括設定画面を開くと、宛先、メールインスタン
スの追加種別プルダウンに"CUG"の項目が表示される不具合を修正しました。
利用言語が英語のユーザーでオプション画面を開くと、上位者の「グループ」リンク
が日本語で表示されていた不具合を修正しました。
利用言語が英語のユーザーでテンプレート/プロセス一覧画面を表示すると、リンク
するテンプレート/プロセスが複数ある場合に「等」と日本語で表示される不具合を
修正しました。
押印方法が確認メッセージ表示の場合、書類を起案/遂行する際に未入力の必須
項目があると、押印後にエラーメッセージが表示される不具合を修正しました。
書類に注釈が登録されている場合、書類画面でプロセス編集もしくはコード入力に
よる宛先追加を行うと「注釈履歴」リンクが消える不具合を修正しました。
ワークフローのプロセス編集ActiveXでグループのメンバーが２１以上いるグループ
の下層グループを宛先に設定できない不具合を修正しました。
宛先一括設定可、プロセス変更可、次の宛先変更可の場合に書類画面から宛先を
追加/削除後にインスタンス設定画面を開くと、書類画面の「宛先設定画面」リンク
が消える不具合を修正しました。
自分宛書類一覧から書類を開いた状態でシステムからログアウト、もしくはログイン
有効期限を超えた後に書類画面の「閉じる」ボタンを押すと、JavaScriptエラーが発
生して書類を閉じることができなくなる不具合を修正しました。
テンプレート更新画面を開いた状態でオプションより添付一覧にActiveXを使用する
ように設定を変更後にテンプレート更新を行う。更新画面を閉じる確認メッセージで
「キャンセル」ボタンを押し、更新画面の「閉じる」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。

次の宛先が変更可能な場合、書類画面で宛先を追加/削除後に宛先一括設定画面
を開いても書類画面で変更した宛先が反映されない不具合を修正しました。
押印後の起案/遂行でエラーが発生した場合、押印位置よりも前に異なる押印箇所
があると、押印した印影が正しい位置に表示されない不具合を修正しました。
Netscape4で書類画面からメール送信画面を開き、種別でインターネットを選んで
も、アドレス入力項目が表示されない不具合を修正しました。
回付された本文更新セキュリティが起案時のみ可の書類を開いて「削除」ボタンを
押すと、本文内容が反映されない旨のメッセージが表示される不具合を修正しまし
た。
書類の起案画面を開いた状態でマスターテンプレートの更新を行い、その後で書類
を起案するとエラーが発生して、処理できない不正な書類が到着予定書類一覧に
表示される不具合を修正しました。
帳票に記述されたHTMLタグの属性にダブルクォートが含まれる場合、書類画面上
で帳票が正しく表示されない不具合を修正しました。
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不具合を修
正しました。
[リアルタイムコラボ]
リアルタイムコラボのビデオサーバー管理、ミーティングルーム管理でパラメータエ
ラーが出ることがある不具合を修正しました。
ミーティングルーム名が重複したときのエラーメッセージが「文書名が重複していま
す」と表示されていた不具合を修正しました。
ミーティングルーム管理画面の一覧から選択リンクから開かれるミーティングルーム
一覧画面で、ミーティングルームが１つしかないビデオサーバーをプルダウンで選択
した際にJavaScriptエラーが表示される不具合を修正しました。
既に５人いるルームに参加している状態でリアルタイムコラボが異常終了してしまう
と、そのルームに入り直すことができなくなる不具合を修正しました。
[掲示板]
URLで掲示文書を参照し「全体画面へ」をクリックした際に、掲示板一覧で掲示板が
正しく選択されない不具合を修正しました。
掲示板オプションで「最新時間設定」が設定出来ない不具合を修正しました。
[電話帳]
電話帳一覧に「New」「Update」が表示される不具合を修正しました。
[WebSphere Portlet]
ランチャーポートレットよりToDoを起動しその後、スケジュールを起動してもToDoが
起動してしまう不具合を修正しました。
ポートレットアプリケーションの設定で、ToDoを有効にしてもランチャーポートレットに
表示されない不具合を修正しました。
メールポートレットより、フォルダーに複写・移動、ファイルに登録画面が複数開く不
具合を修正しました。

