
機能追加・変更

30 アドレス帳 管理者設定に、すべてのアドレスを管理する[アドレス管理]を追加。

31 ファイル管理 個人キャビネット機能を追加。

32 WEBメール 送受信ログ管理画面の初期表示時、送受信ログの検索を実施しないよう変更。

27 日報 日報登録画面でコンタクト履歴データを取り込こめるように変更。

28 回覧板 代表アカウントのインポートでグループが登録できるように変更。

29 アドレス帳 [アドレス一覧]画面に、編集権限はあるが、閲覧権限の設定されていないアドレスを表示するように変更

24 日報 [検索]画面『日報日付』の初期値を過去の日付に変更。

25 日報 特例アクセス制限機能を追加。

26 日報 案件に権限設定を追加。

21 施設予約 一度承認した施設予約を、承認待ちに戻すことや拒否することができるように変更。

22 施設予約 施設予約時に入力する担当部署を50文字まで、担当者名を62文字まで入力できるよう変更。

23 日報 [日報 検索]画面からエクスポートして作成したファイルの項目に、ユーザ名を表示するよう変更。

18 施設予約 [施設予約 週間]および[施設予約 日間]画面のヘッダー部分を、画面スクロールに合わせて移動するよう変更。

19 施設予約 施設予約に公開区分を設定できるように変更。

20 施設予約

下記画面において「施設予約の登録者名」を表示するよう変更。

・[施設予約編集]画面

・[施設予約編集確認]画面

・[施設予約繰り返し編集]画面

・[施設予約繰り返し編集確認]画面

15 ショートメール 一覧画面左の「ユーザ情報」にユーザ画像を表示できるように変更。

16 ショートメール 代表アカウントのインポートでグループが登録できるように変更。

17 施設予約

下記画面において、『スケジュール登録』で選択したユーザを表示するセレクトボックス名を『宛先』から『対象

ユーザ』に変更。

・[施設予約登録・編集]画面

・[施設予約繰り返し登録・編集]画面

・[施設一括予約登録]画面

12 スケジュール
スケジュール各種表示画面のグループ選択コンボボックスに、共有範囲を『所属グループ内のみ共有可』に設定し

た場合もマイグループが表示されるように変更。

13 ショートメール 件名の最大文字数を70文字から100文字へ変更。

14 ショートメール 本文の最大文字数を2000文字から5000文字へ変更。

9 掲示板 掲示予定一覧画面 スレッド情報取得処理をチューニング。

10 スケジュール

下記画面において、『同時登録』で選択したユーザを表示するセレクトボックス名を『宛先』から『対象ユーザ』

に変更。

・[スケジュール登録]画面

・[スケジュール変更]画面

・[スケジュール繰り返し登録]画面

11 スケジュール メイン画面のスケジュールに月を表示するように変更。

6 掲示板 スレッド投稿時の掲示期間に、日付だけでなく時間も設定できるように変更。

7 掲示板
フォーラム最終書き込み日時、およびフォーラム集計情報(スレッド数、投稿数)の更新を1時間毎に行うよう

変更。

8 掲示板 スレッド一覧画面 スレッド情報取得処理をチューニング。

3 共通 施設予約編集画面、施設予約編集確認画面にて、施設予約の登録者名を表示するように変更。

4 共通 管理者設定[ユーザマネージャー]の詳細検索において、ユーザIDが部分一致で検索できるように変更。

5 掲示板

GroupSession上に表示可能な外部ページを制限する機能を追加。

    ※メイン>管理者設定>外部ページ表示制限設定より制限を行えます。

      デフォルトでは「制限しない」となっております。

GroupSession ZION 4.7.2における

機能追加・変更、不具合修正のお知らせ

当社がリリースしましたGroupSession ZION 4.7.2にて追加・変更された機能、修正された不具合を下記に掲載いたします。

2017年10月18日

日本トータルシステム株式会社

　各　位

記

No 機能名 機能追加・変更内容

1 共通 文言を一部修正。

2 共通 外部システムからGETでアクセスした場合、ブラウザ上にユーザIDおよびパスワードを表示しないように変更。



不具合修正

22 ショートメール
ユーザ情報のグループ選択コンボボックスで「代表アカウント」選択時、送信制限設定によって表示されるアカウ

ントが0件の場合にエラーが発生する不具合を修正。

23 施設予約
施設予約登録時、グループに対してスケジュール登録を行った場合、施設予約登録確認画面にてグループ名ではな

くグループSIDが表示されてしまう不具合を修正。

19 ショートメール ショートメール送信時に、デッドロックが発生する場合のある不具合を修正。

20 ショートメール ショートメール内で表示されるエラーメッセージを厳格化。

21 ショートメール メール一覧のヘッダーが複数行表示される不具合を修正。

16 ショートメール
他者のアカウントに登録されたショートメールを、PDF形式およびeml形式でエクスポートできてしまう不具合を

修正。

17 ショートメール 詳細検索画面で他者のアカウントに登録されたショートメールのエクスポートを行える不具合の修正。

18 ショートメール
ログインしているユーザが、パラメータを操作することで他のアカウントに成りすましショートメールを送ること

ができる不具合の修正。

13 スケジュール
非公開のスケジュール(グループスケジュール含)を「ユーザ：指定なし」で検索すると一覧結果に表示されず、エ

クスポートにも反映されない不具合の修正。

14 スケジュール
掲示期間の設定を無効にしたフォーラムに対してスレッド新規作成を行うとGroupSessionが停止する場合がある

不具合の修正。

15 ショートメール
[氏名]を変更したユーザに対してショートメールを送信すると、転送メール本文の[宛先]に変更前の[氏名]が記載

される不具合を修正。

10 スケジュール
公開区分が予定あり、非公開、所属グループの場合に他ユーザのスケジュールを登録すると、閲覧・編集が不可に

なってしまう不具合の修正。

11 スケジュール
他グループに所属するユーザがスケジュール登録時に「所属グループのみ」を公開範囲にした場合、検索結果一覧

のCSVエクスポートで中身を見ることができる不具合の修正。

12 スケジュール
公開範囲「所属グループのみ」の他人のスケジュールをPDF出力すると、グループに所属しているにもかかわらず

「予定あり」と表示される不具合の修正。

7 掲示板 スレッド返信を編集した場合は未読になるが、投稿者がスレッドを編集した場合は未読にならない不具合を修正。

8 掲示板
・自分が所属していないグループが投稿者として発信したスレッドを引用返信すると、投稿者がそのグループに

なってしまい、なおかつ変更することが出来ない不具合を修正。

9 掲示板
自分が所属していないグループが投稿者として発信したスレッドを複写して新規作成すると、投稿者がそのグルー

プになってしまい、なおかつ変更することが出来ない不具合を修正。

4 ユーザ情報
ユーザインポート時に「パスワードは上書きしない」にチェックを入れてもパスワードが上書きされる不具合を修

正。

5 ユーザ情報 詳細検索画面でキーワードの「電話番号」の値が、画面遷移の際に保持されない不具合を修正。

6 ユーザ情報 詳細検索画面において、「ラベルを追加」ボタンが表示されない不具合を修正。

1 メイン ユーザ情報をエクスポートした際、都道府県コードに「-1」が設定される場合がある不具合の修正。

2 メイン
ユーザ自動連携実行時に取り込みファイルがない場合、管理者ユーザにショートメールでエラーメッセージが届く

不具合の修正。

3 メイン
ユーザ自動連携実行時に取り込みファイルがない場合、自動連携に失敗した旨のオペレーションログが出力される

不具合を修正。

47 その他 使用許諾書変更(情報の収集についての条項を追加)。

49 その他 Internet Explorer 9,10 を対応ブラウザから除外。

No 機能名 不具合修正内容

44 WEB API 施設利用状況照会時、施設予約の登録者名を表示するよう変更。

45 モバイル 施設予約に公開区分を設定できるように変更。

46 モバイル 施設予約編集画面、施設予約編集確認画面にて、施設予約の登録者名を表示するよう変更。

41 WEB API

WEBメール一覧取得APIのレスポンスフィールドに以下を追加。

    reply: 返信済み区分

    forward: 転送済み区分

42 WEB API WEBメール送信先アドレス一覧取得APIのレスポンスフィールドにユーザ無効フラグを追加。

43 WEB API スケジュール検索APIでレスポンスまでの処理速度を改善。

38 アンケート アンケート受信画面のデフォルト表示を個人設定で変更できる機能を追加。

39 WEB API
WEBメール初期アカウント情報取得APIとアカウント一覧取得APIのレスポンスフィールドに署名自動挿入フラグ

を追加。

40 WEB API

WEBメール未確認件数APIのリクエストフィールドに以下を追加。

    wacSid: アカウントSID

    checkTime: チェック日時

35 WEBメール ディスク使用量の表示位置を画面の右側上部に変更。

36 WEBメール アカウント情報にアカウントIDを追加して同じアカウント名で重複して登録できるよう変更。

37 タイムカード 勤務表一括出力機能を追加。

No 機能名 機能追加・変更内容

33 WEBメール メール詳細画面にメールの添付ファイルのみを削除する機能を追加。

34 WEBメール
アカウントにTOPコマンドの有効/無効を設定できるように変更。

こちらを無効にすることでメール受信時に文字化けが発生しなくなる場合があります。



60 WEB API WEBAPIで日報案件の編集、削除を行った場合、データの不整合が発生する不具合の修正。

61 WEB API ファイルロックAPIにおいて、他人がロックをかけたファイルに対してロックをかけることができる不具合の修

62 オペレーションログ
『ソート順』の第1キーおよび第2キーに「実行ユーザ」を指定して検索を行うと、ユーザSIDを対象としてソート

されてしまう不具合を修正。

57 WEB API WEBメール送信APIで添付ファイル自動圧縮フラグが反映されない不具合を修正。

58 WEB API
ショートメール初期アカウント設定情報取得APIと使用可能アカウント一覧取得APIの自動宛先に送信制限設定が

反映されない不具合を修正。

59 WEB API
WEBメール初期アカウント設定情報取得APIにおいてメールアカウント未登録時にエラーメッセージを返すよう修

正。

54 ポータル
[ポートレット登録]画面でテキスト入力かHTML入力を行って[ポートレット登録確認]画面に遷移すると、内容の

表示タブ内の表示で、URL形式の文字列や「?」「.js」の文字列の末尾に意図しない文字列が挿入される不具合を

55 WEB API グループ一覧情報取得APIでデフォルトグループ情報にスケジュール設定が反映されてしまう不具合を修正。

56 WEB API
WEBメール初期アカウント情報取得APIとアカウント一覧取得APIでWEBメールのテーマが未設定時にGSのテーマ

情報を返すよう修正。

51 WEBメール
メール作成確認画面の表示や、WEBメール機能で作成したメールを受信した際の表示で、添付ファイルの並び順が

「送信メール作成時の添付ファイルアップロード順」とは異なる場合がある不具合を修正。

52 WEBメール
メール作成画面を開き、ブラウザの別タブでWEBメールの作成・送信を行うと、初めのタブで作成していたメール

に登録した添付ファイルが保存されない不具合を修正。

53 WEBメール メールの詳細画面で本文に「@」が含まれるURLがある場合、途中でリンクが途切れてしまう不具合の修正。

48 ファイル管理
ファイル、フォルダ編集中に「戻る」をクリックした後、ファイルロック機能を有効にすると意図しないファイル

がロックされる不具合の修正。

49 WEBメール
メール詳細画面からの添付ファイルダウンロードに失敗した場合、DBコネクションが解放されない場合がある不

具合を修正。

50 WEBメール
メール一覧画面をGoogle Chromeで閲覧するとメール一覧 タイトル行の文字が見切れて表示される場合がある不

具合を修正。

45 アドレス帳
管理者設定を一度も行っていない場合に、アドレス登録画面でラベル追加ボタンを押下するとエラーとなる不具合

を修正。

46 ファイル管理
管理者設定[更新通知一括設定]を行う際、既存の更新通知を行っているユーザの通知が削除されてしまう不具合を

修正。

47 ファイル管理

大量のフォルダ、ファイルに対して下記の操作を行った場合、エラーが発生する不具合を修正。

    ファイル一括削除

    更新通知の変更

    フォルダ･ファイル一括移動

42 タイムカード 管理者権限を持たないユーザが他者のタイムカードをエクスポート(勤務表出力含む)できる不具合を修正。

43 タイムカード グループ管理者が、管理者権限を持っていない他グループのユーザのタイムカードを閲覧できる不具合の修正。

44 アドレス帳
管理者設定を一度も行っていない場合に、アドレス登録画面で役職追加ボタンを押下するとエラーとなる不具合を

修正。

39 日報
日報登録時に[次のアクション]を登録したあと、スケジュール一覧画面で登録されたアクションをクリックすると

エラーが発生する不具合を修正。

40 回覧板 回覧板の送信者ユーザが削除されると、その回覧板の添付ファイルがダウンロードできなくなる不具合を修正。

41 在席管理
在席管理ポートレットに、公開範囲が「所属グループのみ公開」となっているスケジュールが表示されない不具合

を修正。

36 日報 分析メニュー欄の企業顧客検索機能が正常に機能しない不具合の修正。

37 日報 日報を複写して登録した際、報告日付の初期値が複写元の日付で作成される不具合を修正。

38 日報 日報登録時に添付したファイルが日報確認画面で表示されない不具合を修正。

33 施設予約 一覧表示画面で、削除済みユーザ名に打ち消し線が表示されない不具合を修正。

34 日報 [日報登録]画面で『企業・顧客』だけ選択すると、案件検索ボタンと履歴ボタンの位置が下がる不具合を修正。

35 日報 [日報登録]画面で『案件』だけ選択すると、アドレス帳ボタンと履歴ボタンの位置が下がる不具合を修正。

30 施設予約 施設予約編集画面の登録者欄で、削除済みユーザ名に打ち消し線が表示されない不具合を修正。

31 施設予約 日間表示画面で、削除済みユーザ名に打ち消し線が表示されない不具合を修正。

32 施設予約 週間表示画面で、削除済みユーザ名に打ち消し線が表示されない不具合を修正。

27 施設予約 管理者設定 [施設予約 基本設定]画面において、『時間マスタ』の初期値が全て0になる不具合を修正。

28 施設予約 特定のユーザが施設予約登録を行えなくなる不具合の修正。

29 施設予約 メイン画面の予約状況一覧で、削除済みユーザ名に打ち消し線が表示されない不具合を修正。

25 施設予約 施設グループ情報設定画面でソート順の値が不正に設定され、ソートが正常に行えなくなる不具合を修正。

26 施設予約 施設情報設定画面でソート順の値が不正に設定され、ソートが正常に行えなくなる不具合を修正。

No 機能名 不具合修正内容

24 施設予約
施設予約編集画面にて、削除ボタンをクリックして削除確認画面へ遷移した後、キャンセルボタンをクリックして

編集画面へ戻った場合、入力されていた内容が消えてしまう不具合を修正。



No 機能名 不具合修正内容

63 オペレーションログ

以下の画面において操作を行った場合、管理者設定 [ オペレーションログ検索 ]画面の「画面・機能名」および

「内容」が正しく表示されない不具合を修正。

       管理者設定 [ 掲示板 初期値設定 ]

       管理者設定 [ 掲示板 ショートメール通知設定 ]

       管理者設定 [ 掲示板 手動データ削除 ]

       個人設定   [ 掲示板 初期値設定 ]

       個人設定   [ 掲示板表示設定 ]

       個人設定   [ 掲示板メイン表示設定 ]

       個人設定   [ 掲示板ショートメール通知設定 ]

64 モバイル
個体識別番号でログイン制限されているユーザがスマートフォン版のログイン画面からアクセスできる不具合を修

正。


