
機能追加・変更

当社がリリースいたしましたGroupSession ZION 4.8.1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。

GroupSession ZION 4.8.1における

機能追加・変更、不具合修正のお知らせ

記

No

2018年4月25日

日本トータルシステム株式会社

　各　位

機能名 機能追加・変更内容

1

2

稟議

・稟議一覧画面のUI変更。

・稟議の経路に複数ユーザの選択（並行承認）を追加。

　経路の同じ行内に設定された審議者は同時に受信します。

・取り下げ機能の追加。

　申請者が自分で稟議を取り下げることができます。

・差し戻し時経路選択機能を追加。

・代理人機能の追加。

　代理人に指定したユーザが代わりに稟議の閲覧、審議を行えます。

・テンプレートによる稟議入力欄のカスタマイズ機能を追加

　テンプレートを使用する稟議の申請時の入力欄をドラッグ＆ドロップで独自に設定することができます。

・テンプレートによる複雑な経路設定に対応。

　テンプレートを使用する経路について一定数の承認による決済や、申請内容による経路変更を管理者が設定でき

ます。

・後閲指示機能の追加

　設定によって後ろの経路のユーザが前の経路のユーザに対して後閲指示を行い、審議を先に進めることができま

す。

・申請時スキップ機能の追加

　テンプレートの経路設定によって申請者が途中の経路から審議を開始させることができます。

・審議時経路追加機能の追加。

　設定によって審議中の審議者が後ろに経路の追加ができます。

・申請ID機能を追加

　稟議に任意のフォーマットのIDを自動で付与する設定ができます。

・稟議一覧をCSVで出力する機能を追加。

・稟議一覧画面の表示処理をチューニング。

・稟議の承認処理をチューニング。

メイン

・ユーザ自動連携時、更新区分の場合にのみグループ情報、姓、名、パスワードの情報なしを許可するように変

更。

・ユーザ情報 メールアドレス欄の入力制限をRFC規約範囲外の文字列を受け付けるように変更。

3

4

掲示板

・ショートメール通知設定の説明文の変更。

・投稿一覧表示画面の添付ファイル下に常に2行ほどの改行が表示されていたものを、添付画像表示時のみ改行さ

れるように変更。

・「ショートメール通知設定」の値が「管理者が設定する」になっている場合に、個人設定のショートメール通知

を開いた際のメッセージを変更。

ファイル管理 ポータルに特定のフォルダの内容を表示する機能を追加。

5

6

WEBメール

・ver4.3.0以前からのコンバート時に時間差送信設定が「作成時に選択」から「無効」に変更。

・ディスク容量の超過によってメールを受信できなかった場合のショートメール通知実行頻度を、一度通知を行っ

た場合翌日もしくは容量に空きができるまで通知を行わず、その後再び容量を超過した場合は通知を行うよう変

更。

アドレス帳
・アドレス帳のメールアドレス登録文字数を50文字から256文字へ変更。

・アドレス帳情報のメールアドレス欄の入力制限をRFC規約範囲外の文字列を受け付けるように変更。

7

8

アンケート CSV出力を行う際の処理をチューニング。

CrossRide 複数ファイル一括ダウンロード機能を追加。

9 その他 JDK9対応。



不具合修正

38 モバイル
ログイン時のパスワードの入力チェックで、フォーマットをチェックしているためログインできない場合がある不

具合を修正。

39 共通 管理者設定[ユーザマネージャー]でエクスポートした際にユーザ一覧が役職順で出力されるよう対応。

40 共通 管理者設定[ユーザマネージャー]の詳細検索タブでE-MAIL欄に50文字しか入力できない不具合の修正。

35 日報 日報検索画面で偶数行の検索結果のタイトルにカーソルを合わせると色が変化しない不具合の修正。

36 アンケート アンケート一覧画面に対して管理者設定表示設定がが反映されない不具合の修正。

37 WEBメール メールの添付ファイル名に特定の文字が含まれる場合、そのメールを転送できなくなる不具合の修正。

32 日報
日報確認画面において複数日報がある状態で日報を削除した際、削除した日報以降の「NO.」表示が更新されない

不具合の修正。

33 日報
日報登録、日報確認画面において行追加により日報を増やした場合、追加された日報の開始時間の[分]の値が前の

日報の開始時間になってしまう不具合の修正。

34 日報
日報登録、日報確認画面において一番下の日報を削除した後にもう一度日報を追加すると、追加された日報の時間

が初期値になってしまう不具合の修正。

29 プロジェクト
TODO登録画面において詳細入力表示で登録されたTODOを簡易入力表示で編集した際に詳細入力表示にしかない

項目が消えてしまう不具合の修正。

30 アドレス帳 登録画面において、メールアドレス末尾にタブ文字を入力することができる不具合の修正。

31 アドレス帳
アドレス帳登録制限設定確認画面にて下側の「OK」と「戻る」ボタンを押しても画面が遷移しない不具合の修

正。

26 ファイル管理 ポータル画面において[ファイル管理 フォルダ階層]が表示されない不具合の修正。

27 ファイル管理 ファイルを削除する際の確認画面において削除するファイル名が表示されない不具合の修正。

28 WEBメール フィルタ登録画面でフィルタによる実行内容を選択していない状態で登録ができてしまう不具合の修正。

23 ショートメール フィルタ登録画面においてフィルターテストで抽出したメール名がリンク表示になる不具合の修正。

24 ショートメール フィルタテストのソート順を表す▼の表示位置が左になっている不具合の修正。

25 ショートメール ごみ箱内の草稿メールの画像添付ファイルが表示されず、またダウンロードができない不具合の修正。

20 掲示板
フォーラムの掲示期間を無効に変更し、設定変更前に掲示期間を設定したスレッドを編集した際にエラー画面に遷

移する不具合を修正。

21 回覧板 受信一覧画面に表示される回覧板情報の件数が不正である不具合の修正。

22 ショートメール
メイン画面のショートメール一覧から遷移したショートメール内容確認画面において、削除ボタンを実行しても

ショートメールが削除されない不具合の修正。

17 掲示板 投稿一覧においてスレッド削除時に他のユーザがそのスレッドを確認すると表示が崩れてしまう不具合の修正。

18 掲示板 フォーラム編集画面のスレッドテンプレートに意図しない空白が追加されてしまう不具合の修正。

19 掲示板 スレッドや投稿編集時に本来投稿者を含めて1になるはずの閲覧数が0になってしまう不具合の修正。

14 施設予約
施設予約繰り返し登録画面において施設予約登録画面と同じ文字数を登録できるはずが[担当部署]、[担当者名]に

最大20文字までしか入力できない不具合を修正。

15 掲示板
掲示板で予約投稿した場合に、ショートメール通知設定で通知しないと設定していても、公開タイミングで通知

メールが届いてしまう不具合の修正。

16 掲示板
詳細検索画面で、検索結果に表示されているスレッドが他のユーザによる変更で掲示期間外となった場合でも閲覧

することができてしまう不具合を修正。

No 機能名 不具合内容

1

2

共通
外部ページ表示制限設定を「制限する」にした場合、ショートメール通知のURLをクリックするとエラーになり、

通知内容を確認できない不具合の修正。

共通
外部ページ表示制限設定を一度も設定変更していない状態で、ショートメール通知のURLからアクセス時にアクセ

ス制限が発生する不具合の修正。

3

4

メイン メニューをクリック時、メニューが2段表示される場合がある不具合の修正。

メイン
個人情報修正画面で選択中のラベルがある場合、ラベル選択ダイアログから選択中ラベルのチェックを外しても画

面のラベル一覧から除外されない不具合の修正。

5

6

メイン 個人情報修正画面において、メールアドレス末尾にタブ文字を入力することができる不具合の修正。

ポータル
プラグインポートレット選択画面の「ファイル フォルダ階層」において個人キャビネットが一覧に表示される不

具合の修正。

7

8

スケジュール
管理者ユーザ(ID:admin)でスケジュール特例アクセス設定を設定後、スケジュール週間画面へ遷移してしまう不

具合の修正。

スケジュール
個人週間画面でスケジュールをドラッグ&ドロップまたは伸縮させ、新規登録した時に不正アクセスエラーになる

不具合の修正。

9

10

スケジュール
メインメニューのスケジュールを新規タブで開き、初期表示された画面にあるTODOスケジュールをクリックする

とエラーになる不具合の修正。

スケジュール インポート画面で、誰も所属していないマイグループを選択するとエラーが表示される不具合の修正。

13

11

12

スケジュール

詳細検索で公開範囲が「所属グループのみ」のスケジュールが該当するようなキーワード検索を行った場合、検索

を行ったユーザとスケジュールが登録されているユーザの所属グループが同じ場合でも検索結果に表示されない不

具合の修正。

スケジュール 一覧画面において検索対象ユーザの選択状態の表示が「指定なし」になる不具合の修正。

スケジュール 一覧画面で偶数行の検索結果のタイトルにカーソルを合わせると色が変化しない不具合の修正。



76 日報
管理者設定 特例アクセス設定画面へ遷移後に戻るボタンをクリックすると、どの画面から来たかにかかわらず日

報[週間]画面が表示される不具合を修正。

77 日報 日報検索画面でソート順の第2キーに「タイトル/内容」に設定するとエラーが発生する不具合を修正。

78 日報
日報確認画面において表示されている全ての日報を削除後に行追加を行うと、開始時刻・終了時刻が個人設定 日

報初期値設定の時間にならない不具合を修正。

73 アドレス帳
アドレス帳一覧画面において、会社検索時に備考を入力して検索すると、会社情報の備考ではなく会社に在籍して

いる人の備考を検索する不具合を修正。

74 アドレス帳
アドレス帳一覧の詳細検索画面において、検索条件「所属」へ値を入力した状態でアドレス帳の新規登録・編集を

完了して詳細検索画面へ再び遷移すると、「所属」の入力内容が消えてしまう不具合を修正。

75 アドレス帳 管理者設定 アドレス管理画面でE-MAIL欄に50文字しか入力できない不具合を修正。

70 プロジェクト
TODO変更時にラベルが存在するプロジェクトから存在しないプロジェクトに変更を行った際に表示が崩れてしま

う不具合を修正。

71 アドレス帳
アドレス帳一覧画面のアドレス帳一括削除機能において管理者ユーザでアドレス帳一括削除機能を使用時、閲覧権

限があり編集権限のないアドレス帳を削除することができない不具合を修正。

72 アドレス帳
アドレス帳一覧画面において、会社検索時に都道府県を選択して検索すると、会社拠点情報の都道府県ではなく会

社に在籍している人の都道府県で検索する不具合を修正。

67 WEBメール
メールアドレスに制御文字を含むメールが一覧に存在する場合、メール一覧を開くことができなくなる不具合を修

正。

68 稟議
稟議一覧画面でカテゴリによる絞り込みを行っている場合にページ数が多く表示されてしまう場合がある不具合を

修正。

69 稟議
稟議承認時の稟議内容確認画面において、確認時添付を行い別の稟議の内容確認画面を表示した際に、添付ファイ

ルが残っている場合がある不具合を修正。

64 ファイル管理
管理者権限のない共有キャビネットのフォルダ一覧画面において、編集権限のある複数ファイルを一括して移動し

ようとすると権限エラーが発生する不具合を修正。

65 ファイル管理
共有キャビネットのフォルダ編集画面において、個別制限設定にユーザ・グループを設定すると次回編集時に選択

したユーザ・グループ以外が選択できなくなる不具合を修正。

66 WEBメール
システム管理者ではないプラグイン管理者のユーザで、管理者設定 メールテンプレート管理画面を開くとエラー

になる不具合を修正。

61 ショートメール
詳細検索画面で検索設定内のメール種別が受信の状態でソート順の第2キーを送信者に変更後、メール種別を送信

に変更するとエラーが発生する不具合を修正。

62 ファイル管理
管理者ユーザが個人キャビネット管理において自分以外の個人キャビネットを編集した際にSQLエラーが発生する

不具合を修正。

63 ファイル管理 管理者ユーザのキャビネット一覧画面に閲覧権限のない個人キャビネットが表示される場合がある不具合を修正。

58 ショートメール
一括削除する際に表示される確認画面を下スクロールした状態で削除を行い、続けて一括削除をするときに確認画

面が下スクロールされた状態になる不具合を修正。

59 ショートメール
ショートメール 草稿編集画面からタイトルの長いメールを削除する際、確認ポップアップのメールタイトルの表

示がはみ出る不具合を修正。

60 ショートメール
iPhoneのSafariでPC版のメール詳細画面を表示した場合、ショートメールの添付ファイル画像が表示されない不

具合を修正。

55 掲示板 掲示開始したスレッドの編集時に年を跨いでいる場合、開始日を掲示開始当時の年に設定できない不具合を修正。

56 掲示板
フォーラム内の全スレッドを閲覧した状態にもかかわらず、フォーラムの文字色が青色で表示される場合がある不

具合を修正。

57 回覧板
回覧板検索画面において、送信済み回覧板の検索時に検索条件「回覧先」へユーザを選択して「検索」ボタンをク

リックすると、ユーザ名と削除ボタンの間のスペースが少し広がる不具合を修正。

52 掲示板 管理者設定 初期値設定において意図しない設定で登録できる不具合を修正。

53 掲示板 詳細検索画面においてブラウザへのURL直接入力により遷移した場合にエラーが発生する不具合を修正。

54 掲示板 掲示期限外のスレッドに対してアクセスできるはずのフォーラム管理者がアクセスできない不具合を修正。

49 掲示板 個人設定 掲示板表示設定において意図しない設定で登録できる不具合を修正。

50 掲示板 個人設定 メイン表示設定において意図しない設定で登録できる不具合を修正。

51 掲示板 管理者設定 フォーラム登録時において意図しない設定で登録できる不具合を修正。

46 スケジュール スケジュールインポートにおいて、存在しないユーザを指定してインポートができてしまう不具合を修正。

47 スケジュール
メニューからスケジュールを新規タブで開き、スケジュール一覧画面で日報機能の「次のアクション」をクリック

しても画面が表示されない不具合を修正。

48 施設予約
施設予約登録および編集画面において、「内容」の行数が膨大な状態で文字を入力した場合に画面がスクロールし

てしまう不具合を修正。

43 スケジュール
スケジュール登録および変更画面において、「備考」に行数が膨大な状態で文字を入力した場合に画面がスクロー

ルしてしまう不具合を修正。

44 スケジュール
スケジュール月間画面において、「グループ＋所属ユーザ」のスケジュールを表示した後、個人週間画面に遷移す

るとスケジュールが表示されない不具合を修正。
45 スケジュール スケジュールインポートにおいて、ユーザが存在しないグループを選択できない不具合を修正。

No 機能名 不具合内容

41 メイン
システム管理グループに所属するユーザが、メイン管理者設定から使用を制限されたプラグインの管理者設定画面

へ遷移した場合にエラーになる不具合を修正。

42 スケジュール
スケジュール登録および変更画面において、「内容」の行数が膨大な状態で文字を入力した場合に画面がスクロー

ルしてしまう不具合を修正。



画面変更点一覧

81 日報 管理者設定 特例アクセス管理において特例アクセス制限を削除するとエラーが発生する不具合を修正。

82 ユーザ情報
契約ユーザ数を超えるようにユーザのインポートを行うと、入力チェックが行われることなく契約ユーザ数の上限

を超えてユーザを登録できてしまう不具合の修正。

No 機能名 不具合内容

79 WEBメール 添付ファイル付きのメールを操作した際に必ずWarningログが残る不具合を修正。

80 日報
アクセスを制限されたユーザへ特例アクセス制限を用いてショートメール通知が設定されている場合に日報登録時

にエラーが発生する不具合を修正。

No 機能名 画面変更点

1 稟議 稟議リニューアルに伴い画面全般が変更されています。

4 ファイル管理 ポータル詳細のプラグイン選択画面においてポートレット種別にファイル管理 ファイル一覧を追加しました。


