Webクライアント 変更点
（Ver.4.00R11 → Ver.4.00R12）
2005年3月18日
パナソニック ソリューションテクノロジー(株)

GlobalFamily Webクライアントが Ver.4.00R12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

6.17R00

WindowsNT 版

6.17R00

対応サーバー

対応ブラウザ

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

[全般]
動作設定で「かな漢変換の自動立ち上げ機能」を（使用する）とチェックしている時の
み、以下に示す画面の入力フィールドにカーソルが移動したとき、入力モードが、か
な漢変換に切り替わるようになりました。
（全般）
固定書式画面の固定書式名、本文入力フィールド
ユーザー検索画面の検索姓、検索名入力フィールド
（メール）
送信(編集)画面のSubject、本文の入力フィールド
署名編集画面の署名1～5の入力フィールド
不在通知画面の不在通知本文の入力フィールド
ファイル登録画面の文書名の入力フィールド
（ファイル）
文書登録画面の文書名、本文入力フィールド
（スケジュール）
登録画面のメモ入力フィールド
会議開催画面のメモ入力フィールド
ToDo画面のメモ入力フィールド
（フォーラム）
新規投稿画面の発言名、本文入力フィールド
コメント画面の発言名、本文入力フィールド

（掲示版）
掲示文書登録画面の文書名、本文入力フィールド
（ワークフロー）
テンプレート作成画面のテンプレート名、テキスト入力フィールド
テンプレート複写画面のテンプレート名入力フィールド
プロセス作成画面のプロセス名入力フィールド
プロセス複写画面のテンプレート名入力フィールド
書類画面の書類名、テキスト（本文がテキストの場合）入力フィールド
注釈入力画面の注釈入力フィールド
書類保存画面の文書名入力フィールド
（リアルタイムコラボ）
ミーティングルーム予約画面のメモ入力フィールド
（システムオプション）
ユーザー管理画面のユーザー名、カタカナ名入力フィールド
管理者メッセージ画面のメッセージ入力フィールド
緊急メッセージ画面のメッセージ入力フィールド
[ファイル]
文書一覧のエクスポートで、文書URLを出力できるようになりました。
文書のアドレス保存でHTML形式での保存が可能になりました。動作設定画面で、
インターネットショートカット、HTML形式を切り替える事が可能です。
[ワークフロー]
書類の削除、否認、呼び戻しを制限する機能を追加しました。
テンプレートに「カテゴリ」の情報を追加し、テンプレート一覧上に表示する機能を追
加しました。
テンプレート一覧に絞込み機能を追加しました。
テンプレートで指定できる書類の保存日数の上限を、動作設定画面で指定できるよ
うになりました。
帳票の指定項目の内容を注釈として登録する機能を追加しました。
書類の本文と添付ファイルの更新セキュリティに、テンプレート更新権のあるユーザ
ーのみ許可するセキュリティを追加しました。
テンプレートに指定する通知メールの雛形ファイルをアップロードできる機能を追加
しました。
書類の再起案の際、選択したテンプレートの本文を利用する機能を追加しました。
完了書類の帳票で指定された項目の内容を引き継ぐ機能を追加しました。
書類画面や宛先一括設定画面で回付先変更可能な場合に、回付先履歴を一覧か
ら選択出来る機能を追加しました。
テンプレート、プロセス作成・更新画面にて、所属グループにコードを入力し、指定で
きる機能を追加しました。

仕様変更

[全般]
ファイル、フォーラム、グループのオプション画面にあるフォルダーへのショートカット
の[編集]ボタン名称を[名前の編集]に変更しました。
[メール]

代理受信者設定一覧から開かれるユーザー一覧、グループ一覧が複数選択可に
なりました。
本システム送信画面のコード入力フィールドに全角を入力してTo,Cc,Bccボタンを押
下した場合、エラーになります。(種別がユーザー、グループ、配布コード、FAXコー
ドに設定されてある場合)
メールフォルダー情報に、サイズ、使用率を表示するようになりました。
[ファイル]
参照権のない文書の履歴表示画面は開けないようになりました。
[スケジュール]
会議室・施設予約」の複数スケジュールの「アドレスをコピー」リンクから取得したア
ドレスにアクセスすると「会議室・施設予約」の複数スケジュールになるように変更し
ました。
[ワークフロー]
書類画面、宛先一括設定画面、メール送信画面のグループ選択画面で選択できる
項目をグループだけでなく、グループメンバーも選択できるよう変更しました。
添付ファイル変更後、書類の否認、削除を行うと添付ファイルの変更が反映されて
いた仕様を反映されない仕様に変更しました。
完了書類からの再起案時、起案者に参照権のないテンプレート、プロセスが指定さ
れていてもエラーとせず、参照可能なテンプレート、プロセスを選択できるよう仕様を
変更しました。
[システムオプション]
システムオプション画面に「機密文書用ユーザーキー登録」のリンクが表示されてい
た仕様を機密文書用ユーザーキー登録画面を開いて、表示する仕様に変更しまし
た。

不具合修正

[全般]
GlobalFamilyのWEBサーバーが、自分自身のIPアドレスをホスト名から解決できない
ときにエラーが表示される不具合を修正しました。
ActiveX添付リスト使用時に、添付ファイル名に # % ? の文字が含まれているとき、
ファイルが開けない不具合を修正しました。
ツリー型グループ一覧のショートカット機能で、表示されているグループが所属グル
ープの時にショートカットの編集を行うと、全グループのラジオボタンがONになってし
まう不具合を修正しました。
１度ショートカットからグループを選択した後、所属グループを表示してショートカット
を新規登録すると全てのグループのラジオボタンがONになってしまう不具合を修正
しました。
ActiveX添付リストで、 # % スペース の文字が含まれている添付ファイルを選択し、
アドレス⇒メール送信を行ったメールで、メール本文の添付URLから添付ファイルが
開けない不具合を修正しました。
GlobalFamilyサーバーの設定が「不正なパスワードのユーザーのログインを１回しか
許さない」になっている場合、１回目のログインもできない不具合を修正しました。
パスワード変更時、桁数チェックでエラーになった場合のエラーメッセージに桁数が
表示されない不具合を修正しました。
ツリー型グループ一覧のショートカット機能を使用する環境で、書類画面のメール送

信画面から役職一覧画面を開いた場合にショートカットプルダウンが隠れる不具合
を修正しました。
グループ検索画面において、グループコードに#が入っているグループのメンバー一
覧が表示されない不具合を修正しました。
添付リストActiveX使用時、OSが98/95/NTの場合、「ファイルの追加」のファイル共
通のダイアログでフォルダーのショートカットを選択するとエラーとなる不具合を修正
しました。
添付リストからローカルディスクへのファイルのドラック＆ドロップで、ダウンロードエ
ラーが発生した場合に、マウスカーソルの制御が無効となる不具合を修正しまし
た。
ユーザー一覧画面の「表示項目設定」画面において、変更内容が元に戻ってしまう
不具合を修正しました。
[メール]
アカウントメール(IMAP)にて、閲覧画面よりEML添付ファイルを開いて「本文の印刷・
保存」を表示した場合に、元のメールの本文印刷画面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、SMTPファイルをダウンロードする時、転送データの先頭
に"0x0a"がある場合に例外を起こしてしまう不具合を修正しました。
メールフォルダーより仕分けを行った場合に、フォルダーツリーはデフォルトフォルダ
ーを選択・再表示するがメール一覧が更新されない不具合を修正しました。
アカウントメールに添付されているEMLファイル(HTMLメールの場合)を開いて、
「SMTPフォーマットを表示」をクリックしてSMTPフォーマットを表示させようとすると、
HTMLがソースコードとして表示されず、HTMLとして表示される不具合を修正しまし
た。
アカウントメール一覧よりEMLファイルが添付されているメールを選択し、プルダウン
から編集を選択してEMLファイルを開こうとすると、Error500となる不具合を修正しま
した。
メール一覧よりEMLファイルが添付されているメールを選択し編集を選択、添付され
ているEMLファイルを開いて宛先の横のアドレス帳に追加リンクをクリックすると開
いた画面でError500となる不具合を修正しました。
<SCRIPT><!--alert('ppp');//><TD>'",;+= という名前のフォルダーを仕分け条件に設
定し、メールオプション画面の設定ボタンをクリックするとJavaScriptエラーとなる不
具合を修正しました。
[ファイル]
未読管理されたフォルダーの文書一覧で、「履歴表示」の処理が表示されない不具
合を修正しました。
他管理地域のフォルダーのショートカットを選択した場合、自管理地域が選択される
不具合を修正しました。
機密文書の履歴表示画面が表示されない不具合を修正しました。
機密文書を扱わないとなっているフォルダー（機密文書セキュリティは利用するとな
っている）に、機密文書として登録されている文書更新で、「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（機密扱いの状態が扱う⇒扱わない）後、
ActiveXを使用した添付リストで暗号化対象のファイルを追加するとファイル種別選
択ダイアログが表示される不具合を修正しました。
ファイル参照画面にて、ActiveX使用時、PDFまたはTXT抽出されたファイルを選択
し、「アドレス」→「コピー」又は「保存」したURLで開くと、抽出元ファイルで開かれてし
まう不具合を修正しました。
ファイルの文書登録・更新時に添付キャッシュの作業ディレクトリが存在しない場合

のエラーメッセージを「99-Invalid Parameter.」から「登録／更新用の添付キャッシュ
の作業ディレクトリが存在しません。」に修正しました。
[フォーラム]
同時に同一発言のスレッド表示を行うとエラーが発生する不具合を修正しました。
[スケジュール]
スケジュール登録画面のメモに改行を入れて登録すると改行が削除される不具合
を修正しました。
[電話帳]
ブラウザのNetscapeを使用しての電話帳の電話番号の登録／更新が出来ない不
具合を修正しました。
[ワークフロー]
テンプレート保存インスタンス登録者に直前者、もしくはテンプレート管理者を指定し
た場合、テンプレート参照画面を開くと保存インスタンスの登録者が正しく表示され
ない不具合を修正しました。
動作設定画面で、設定項目の「ワークフロー設定」｛テンプレート情報 、帳票簡易編
集部品数｝の設定変更内容が、Tomcat再起動後、読み込まれない不具合を修正し
ました。
帳票簡易作成で、チェックボックスとラジオボタンにCSV出力を「出力する」にチェック
して帳票を作成しても、「GFLOW-CSV」属性が定義されていない不具合を修正しま
した。
外部システム連携機能にて、連携処理クラスが未定義の場合、書類を起案すると、
例外が発生して起案できない不具合を修正しました。
ワークフローデータとして保存された文書から書類画面を開いても、文書の参照回
数がカウントされない不具合を修正しました。
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、ワークフロ
ーデータとして保存された書類を開いても履歴が表示されない不具合を修正しまし
た。
テンプレート、プロセスのグループ別一覧で、コードにダブルクォーテーションを含む
グループを選択すると一覧画面が崩れる不具合を修正しました。
<GFLOW-DB-FIRST>タグによるDB連携機能にて、連携プログラムが出力する結果
に含まれない入力項目が帳票にある場合に、その項目にデフォルト値が指定されて
いても値がクリアされる不具合を修正しました。
テンプレート、プロセスのセキュリティにダブルクォーテーションを含むコードの役職
を追加するとJavaScriptエラーが発生する不具合を修正しました。
テンプレートに文書リンクとなるファイルが添付されていて、そのリンク先の文書の
セキュリティが参照不可となっている場合に、そのテンプレートを使用した書類起
案、又はテンプレート更新で参照不可である旨の警告メッセージが表示されない不
具合を修正しました。
テンプレートに文書リンクとなるファイルが添付されていて、そのリンク先の文書が
機密文書となっている場合に、そのテンプレートを使用しての書類起案、又はテンプ
レート更新で機密ファイルがリンクファイルとして参照できる不具合を修正しました。
宛先設定画面で、既に設定されている役職（グループ指定なし）に対して、重複して
「役職」の追加設定ができてしまう不具合を修正しました。
テンプレートの設定で、セキュリティとリンクするプロセスの名称に 連続する半角ス
ペースが含まれている場合、テンプレート更新画面で半角スペース1つ分しか表示さ
れない不具合を修正しました。（プロセスの設定で、セキュリティとリンクするプロセ
スの名称に連続する半角スペースが含まれている場合も同様です。）
GlobalFamilyサーバーの設定で書類が存在するテンプレートの削除が禁止されてい

る場合、テンプレートの削除を行うとテンプレート情報がすべてクリアされる不具合
を修正しました。
オプションの「帳票と同じ状態で印刷する」が無効な場合に、書類画面上で隠しフィ
ールドの値が変更されても印刷画面に反映されない不具合を修正しました。
[リアルタイムコラボ]
参照権がないルームの参加者として、予約されたユーザーがその予約を参照しよう
としたときにエラーになる不具合を修正しました。
ツールバーの背景が正常に指定されていなかった不具合を修正しました。
利用する言語が英語の場合、ルーム予約画面で全角のアドレスが追加できる不具
合を修正しました。
出欠権のあるユーザーがメモを更新できる不具合を修正しました。
要予約のミーティングルームの管理者が自分の管理しているルームの管理・利用
権限をはずして更新した時、そのルームのあるビデオサーバーのミーティングルー
ム一覧で他の利用権のあるミーティングルームも表示されない不具合を修正しまし
た。
GlobalFamily以外のメーラー使用時、予約通知メールのＵＲＬからビデオ会議に参加
すると、参加画面を閉じる警告が表示されますが、「いいえ」を選択して画面を開い
たままビデオ会議から退出し、その後、予約者が予約を取り消すと、開いたままの
参加画面からビデオ会議に入室できる不具合を修正しました。
予約状況一覧画面から、オプション画面を開き内容を変更して設定すると、予約状
況一覧画面からミーティングルーム一覧画面に移ってしまう不具合を修正しました。
要予約のミーティングルームのビデオ会議に参加中に、そのミーティングルームの
他の時間帯の予約を変更しようとすると変更できないエラーになる不具合を修正し
ました。
あるビデオ会議に参加中に、別の欠席済み予約通知メールのＵＲＬから予約の参加
画面を開いたとき、「このまま入室すると前の接続が切断されます」の警告が出る不
具合を修正しました。
予約状況一覧画面から、未開催・出欠未確定の予約の画面を開いてから出席のボ
タンを押すまでの間に、予約の開催者が予約を削除してしまった場合、処理はエラ
ーになるがそのあと画面の表示レイアウトがおかしくなる不具合を修正しました。
削除された予約通知メールのＵＲＬから予約の参加画面を開いたとき、出席、欠席
ボタンが表示される不具合を修正しました。
予約された会議の開催時に会議のタイトルを予約時の設定タイトルから変更しても
変更されない不具合を修正しました。
リアルタイムコラボ用のスケジュールコード更新画面で新規登録を実行しても、通常
スケジュールコードの新規登録画面とならない不具合を修正しました。
終日でプライベートとなる予約スケジュールが、参照できない一般ユーザーの予約
状況一覧でリンク表示されている不具合を修正しました。

