Webクライアント 変更点
（Ver4.00R10 → Ver4.00R11）
2004年12月28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 4.00R11 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

6.16R00

WindowsNT 版

6.16R00

サーバー

WWWブラウザー

Windows 95 / 98 / NT4.0 /
2000 / XP（SP1、
SP2）
Mac OS X 10. 3. 5

Internet Explorer 5.01
（5.00.2919.6307）～ 6
Netscape Navigator 4.7x 以降 / 6.2 /
7.x
Internet Explorer 5. 2. 3(5815.1)

※ [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]
ツリー型表示のグループ一覧にショートカット機能を追加しました。
[メール]
メールのファイルに登録機能に一括で処理する機能を追加しました。
[ファイル]
GlobalFamilyにユーザーアカウントを持っていない人も特定のセキュリティを与えた
文書ならば、内容を 参照できる機能を追加しました。
オプション画面にショートカット名の編集機能を追加しました。
フォルダー、文書のアクセス履歴を表示する機能を追加しました。
GlobalDoc SAFER クライアント Ver.2.30R00(画像ファイルの暗号化対応版) に対応
しました。 (本バージョンを適用する環境にて、ファイルの機密文書管理機能をご利
用の場合は、GlobalDoc SAFERクライアント および GlobalDoc SAFER サーバー を
バージョンアップする必要があります。 また、画像ファイルの暗号化機能を使用する
場合は、GlobalDoc SAFER サーバーライセンスの追加と専用ビューアーをインスト
ールする必要があります。）
画像ファイル（bmp, jpg, png, tif, pcx）の暗号化に対応しました。
GlobalDoc SAFER をご利用の環境が、GlobalFamily Web サーバーと GlobalDoc
SAFER サーバーのどちらか片方がSSL、片方が非SSLの場合、WindowsXP SP2上
でActiveX利用時に添付ファイルの参照/登録/更新の操作ができない現象に対応
しました。
[フォーラム]
オプション画面にショートカット名の編集機能を追加しました。

[ワークフロー]
テンプレートの設定により遂行依頼などの通知メールの件名にテンプレート名を付
ける機能を追加しました。
ブラウザ上で帳票を作成する機能を追加しました。
グループ別進捗一覧にて書類一覧の絞り込み検索ができる機能を追加しました。
帳票に起案日時を表示するワークフロー独自タグを追加しました。
注釈一覧に注釈設定者の所属情報を表示する機能を追加しました。
保存インスタンスのデータ種別に書類の再起案が可能な「ワークフローデータ」を追
加しました。
保存インスタンスに保存通知メールの宛先を指定する機能を追加しました。
保存インスタンスに保存文書の参照セキュリティを指定する機能を追加しました。
再起案可能な書類として保存された文書の書類情報を一括してCSV出力する機能
を追加しました。
環境設定にテンプレートの帳票URL、通知メール保存先、出力データ保存先の項目
を非表示とする設定項目を追加しました。
起案者情報を表示するワークフロー独自タグに遂行者情報を表示する機能を追加
しました。
ActiveXを利用したプロセス編集にてグループ選択画面にグループ検索機能を追加
しました。
ワークフローのインスタンス画面ActiveXの通信制御のパケットバッファリングの設
定が追加されました。
インスタンス画面の表示がうまくいかないSSL環境では「強制的にバッファリングを
無効」にしてください。
書類の印刷画面にて帳票のテキストボックス、テキストエリアを省かずに帳票と同じ
状態で表示する機能を追加しました。
[リアルタイムコラボ]
利用人数10人のルームを作成する機能を追加しました。
時間を指定してルームの利用を予約する機能を追加しました。
GlobalFamilyにユーザーアカウントを持っていない人も制限付で参加できる機能を追
加しました。

仕様変更

[共通部]
CSVインポートで一度にインポートできるデータ件数を500件に制限しました。
参照画面（ファイル、掲示板）からの添付ファイル参照時、参照画面を表示した時点
での添付ファイルを 表示するように変更しました。
(参照画面表示中に、他のユーザーによってその文書が更新された後、添付ファイ
ルを開くとエラーとなる場合があります。その時は画面の再表示を行ってください。）
グループメンバー一覧で配下メンバーが存在しないグループにもリンクをつけるよう
に変更しました。
URLからアクセスしたときなどに表示される再ログイン画面のデザインが変更されま
した。
[メール]
利用権のない配布コードを複数選択して参照した場合に表示されていた[参照]ボタ
ンを表示しないように変更しました。

メールの閲覧画面、印刷画面で宛先【To,Cc】に自分が含まれる場合 一覧の初めに
表示するように変更しました。
メールの閲覧画面に"SMTPフォーマット表示"リンクを標準で表示するように変更し
ました。
[ワークフロー]
本文が帳票の通過、到着予定、削除、グループ別進捗から開いた書類画面、およ
び印刷画面にて帳票の内容を変更できないように変更しました。
本文更新セキュリティにより本文の変更が禁止されている書類の本文を変更できな
いように変更しました。この変更に伴い、これまで遂行、保留時に表示していた「本
文セキュリティが更新不可のため帳票の内容は反映されません。よろしいです
か？」のメッセージを表示しないように変更しました。
テンプレートの遂行依頼メールを送信する設定項目の表記を「通知する」から「遂行
依頼を通知する」に 変更しました。
ActiveXを利用したプロセス編集にてユーザー検索画面の入力が検索姓と検索名
になりました。
完了書類画面に「再起案」ボタンを表示するよう変更しました。これにより完了書類
一覧画面以外からでも書類の再起案が行えるようになりました。

不具合修正

[共通部]
添付ファイルで「文書から追加」を選択した場合、文書一覧で機密でない文書をクリ
ックすると「機密文書は添付できません」というエラーが表示される不具合を修正し
ました。
WPSから起動された場合に個人オプションが初期化される不具合を修正しました。
ActiveX添付ファイルで、「ファイルの追加」で、拡張子が url のファイルが追加でき
ない不具合対応しました。(但し、1つのファイルのみが指定可で、他のファイル又は
同一ファイルでの複数ファイル選択時はエラーとなります。）
ActiveX添付ファイルで、ファイル参照時の添付リストからワークフロー起案画面へ
の添付リストへのドラック＆ドロップによるファイル転送ができない不具合を修正しま
した。
[基本部]
メディア管理画面のセキュリティの編集画面を開いた状態で、編集対象のセキュリ
ティを削除した後、編集画面から「編集」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。
[メール]
アドレス帳登録時にメール機能休止ユーザーを登録することが出来ていた不具合を
修正しました。
アドレス帳/配布コード登録時にグループメンバー一覧にメール機能休止ユーザー
が表示されていた不具合を修正しました。
宛先設定時にメール機能休止ユーザーのユーザーコード入力からの宛先設定を禁
止するよう修正しました。
宛先グループの展開時にメール機能休止ユーザーを設定しないよう修正しました。
メール機能休止ユーザーのメールアカウント情報の参照を禁止するよう修正しまし
た。
メール機能休止ユーザーをフォワードに設定することを禁止するよう修正しました。

配布コード管理画面のセキュリティの編集画面を開いた状態で、編集対象のセキュ
リティを削除した後、編集画面から「編集」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。
アカウントメールのみを使っているユーザーでフォーラムからメール送信リンクを開
き、メール送信後送信画面を閉じない場合に管理者の宛先が2つになる不具合を修
正しました。
Netscape7.xでフォワード設定をコピーフォワードにしている時、代理受信者を設定し
ようとしても設定できない不具合を修正しました。
既にメールアドレス作成画面が開いている時に、アドレスの追加リンクをクリックした
時に画面がフォーカスされない不具合を修正しました。
Netscape4.xで添付付きメールを参照し、添付ファイルを保存するとファイル名が
psolt.global.mail.SvGmFileOutput になる不具合を修正しました。
メール本文に「begin preparing 」という文字があった時、UUENCODE の添付ファイル
と判断してしまう不具合を修正しました。
メール送信画面からアドレス帳に登録を行うとふりがなの項目に漢字名が表示され
る不具合を修正しました。
アカウントメールにて重要度を変更して保存したメールを本システムメールで開き、
保存したときに重要度が設定されたままになる不具合を修正しました。
アカウントメール設定画面にて、8文字以下のドメインコードにNULL文字が付加され
る不具合を修正しました。
動作設定画面にてメールフォルダーを表示しないに設定されていた時に、IMAPメー
ルを使用するユーザがアカウントメールポートレットからメールの移動・複写を行うと
メールフォルダーが表示されてしまう不具合を修正しました。
動作設定画面にてメールフォルダーを表示しないに設定されていた時に、POP3メー
ルを使用するユーザがアカウントメールポートレットの処理タブにメールの移動・複
写が表示される不具合を修正しました。
システム管理者・グループ管理拡張モード時のグループ管理者でメール管理メニュ
ーを開き、各画面を開いて再びメール管理メニューに戻ると管理メニューが正しく表
示されな不具合を修正しました。
アカウントメール(IMAP)を使用するユーザが、メール情報(Subject,From,Toなど)を取
得する時に、IMAPサーバーと複数回に分けて通信を行ってしまう不具合を修正しま
した。
[ファイル]
機密文書となっているファイル更新画面で、「機密文書セキュリティ：」をOFFにしても
添付ファイルの扱いが機密となってしまう不具合を修正しました。
フォルダー更新画面のセキュリティの編集画面を開いた状態で、編集対象のセキュ
リティを削除した後、編集画面から「編集」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。
文書更新画面のセキュリティの編集画面を開いた状態で、編集対象のセキュリティ
を削除した後、編集画面から「編集」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。
[スケジュール]
言語設定が英語のユーザーで会議スケジュールの更新時に他のスケジュールと重
複している場合スクリプトエラーがでる不具合を修正しました。
スケジュールモード管理画面のセキュリティの編集画面を開いた状態で、編集対象
のセキュリティを削除した後、編集画面から「編集」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。
スケジュール画面のセキュリティの編集画面を開いた状態で、編集対象のセキュリ

ティを削除した後、編集画面から「編集」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。
会議スケジュール画面のセキュリティの編集画面を開いた状態で、編集対象のセキ
ュリティを削除した後、編集画面から「編集」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。
0件のToDoをタイトルをつけずにCSVエクスポートして「開く」を選択すると再ログイン
画面になる不具合を修正しました。（InternetExplorer）
スケジュールコード管理画面のセキュリティの編集画面を開いた状態で、編集対象
のセキュリティを削除した後、編集画面から「編集」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。
[フォーラム]
会議室に入室した際に投稿一覧の下に表示される管理者の欄に、有効期限が切れ
いているユーザーが表示される不具合を修正しました。
WPSポートレットより表示された場合に、全スレッド表示を行うとパラメーターエラー
が発生する不具合を修正しました。
[ワークフロー]
テンプレート、プロセスのセキュリティに役職を設定する際、コードが8バイトのグル
ープを指定すると、セキュリティが正しく登録されない不具合を修正しました。
プロセス編集ActiveXの保存インスタンスでデータ格納先がファイルシステムのフォ
ルダーかつ2階層目以降のフォルダーが選択されているとき、最初に開いたフォル
ダーアイコンが間違っている不具合を修正しました。
再起案を行う際、テンプレートで指定された完了後の起案テンプレート、プロセスが
削除されていると再起案が行えない不具合を修正しました。
プロセスの変更が許可された書類の起案画面で、インスタンス更新処理中に書類を
起案すると不正な状態のプロセスとなり途中までしか回付できなくなる不具合を修
正しました。
本文がテキストの書類の強制処理に失敗すると、本文内容が正しく表示されない不
具合を修正しました。
変更可能なインスタンスを含む宛先一括設定画面を開くと、画面が表示されるタイミ
ングにより「設定」ボタンが表示されない場合がある不具合を修正しました。
利用言語が英語のユーザーで書類画面上に処理履歴、注釈履歴を表示するよう設
定されている場合、書類画面上の処理履歴、注釈履歴に日本語が表示されていた
不具合を修正しました。
起案者情報の表示機能で所属グループを表示する書類を起案後、否認や呼び戻し
により起案者に戻った場合、その書類の印刷画面を開いても書類画面上で選択さ
れたグループではなく、常に起案時に選択したグループが選択された状態で表示さ
れる不具合を修正しました。
Netscape4を利用してグループ別進捗からテンプレートを選択しても、選択したテン
プレートがハイライト表示されない不具合を修正しました。
書類の印刷画面上に、帳票に含まれる隠しフィールドの値が表示される不具合を修
正しました。
自動発番の接頭語にダブルクォートが含まれて指定されている場合、発番後の書
類画面を開くとJavaScriptエラーが発生する不具合を修正しました。
（Netscape を使用）ワークフローの起案書類画面で、添付ファイルの更新セキュリテ
ィを変更（全員可⇔起案時のみ変更可）して起案又は保留しても更新セキュリティ内
容が変更されない不具合を修正しました。
バックグラウンド処理中の書類に対して遂行や一括処理などの処理が行えていた
不具合を修正しました。この修正により、バックグラウンド処理中の書類を開いた際

にメッセージが表示されるようになります。
テンプレート登録画面の帳票ファイル指定で、不正なファイルを指定して登録時にエ
ラーが発生した後にそのまま再登録を実行すると帳票ファイルが指定されない状態
で登録されてしまう不具合を修正しました。
本文更新セキュリティが変更可能な書類を完了、もしくは削除後に起案者が個人進
捗一覧から開くと、本文更新セキュリティが選択可能な状態で表示される不具合を
修正しました。
[リアルタイムコラボ]
ビデオサーバー管理のサーバー一覧で51件目以降のビデオサーバーが表示され
ない不具合を修正しました。
特定のIDのルームに対し開催ボタンを押すとエラー500になることがある不具合を
修正しました。

