
機能追加・変更

不具合修正

10 チャット アプリケーションログで出力される不要なログを削除。

11 チャット

最後にGroupSessionにログインした端末（ブラウザ）でチャットがリアルタイム表示されるように変更。

※リアルタイム表示は、1ユーザにつき1画面でのみ正常に動作します。そのため複数タブ、ウィンドウ、ブラウ

ザ、端末など同ユーザで2画面以上表示をした際には1画面のみ正常に動作し、他画面ではエラーメッセージが表示

されます。

8 WEBメール
特定のメールクライアントから送信された文字化けした添付ファイルをUTF-8形式にエンコードを行い文字化けを

修正するよう変更。

9 チャット
「タイムライン」機能を追加。

※「未読」機能は「タイムライン」機能に統合。

4 メイン
ロードバランサ等の中継サーバがあり、SSLを使用していた際にニュース、天気、今日は何の日が表示されなくな

る不具合の修正。

メイン
管理者設定 サイボウズLiveからのデータ取り込み画面にてユーザ情報の氏名（カナ)がひらがなのまま取り込まれ

る不具合の修正。

6 メイン

管理者設定 サイボウズLiveからのデータ取り込み画面から下記のサイボウズLiveのデータをGroupSessionに取り

込んだ際に失敗する不具合の修正。

  ・イベントのタイトルが50文字を超える場合

  ・イベントのコメントが1000文字を超える場合

  ・掲示板の投稿日時に更新日と同じ日付が入力されている場合

  ・TODOリストのコメントが1000文字を超える場合

  ・TODOリストを既存のプロジェクトに対して取り込んだ場合

No 機能名 不具合内容

1 共通
Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Mozilla Firefoxで半角スペースが含まれるファイルをダウンロードした

際に、"＋"に変換されて出力される不具合の修正。

2 共通 1日に大量に添付ファイルを削除した状態で日時バッチ処理を実行するとエラーになる不具合の修正。

3 メイン
ポータル「メイン」が左端以外にある際に、画面の各プラグインの配置を変えても、再読み込みで元の配置に戻っ

てしまう不具合の修正。

メイン

個人設定 サイボウズLiveからのデータ取り込み画面から下記のサイボウズLiveのデータをGroupSessionに取り込

んだ際に失敗する不具合の修正。

  ・Myカレンダーのタイトルが50文字を超える場合

  ・Myカレンダーのコメントが1000文字を超える場合

5

12 WEBAPI

ファイル管理に以下のAPIを追加・変更。

  ・ショートカットの追加削除が行えるAPIの追加(/api/file/shortcut.do)

  ・共有キャビネットのショートカット一覧を取得するAPIの追加(/api/file/shortculist.do)

  ・共有キャビネット内のファルダ・ファイルを検索し一覧を取得するAPIの追加(/api/file/searchlist.do)

  ・フォルダ・ファイル移動APIの変更(/api/file/move.do)

   ※他のキャビネットにフォルダ・ファイルを移動できるよう変更。

3 スケジュール

13 CrossRide ファイルマネージャーの第二階層に表示されていたキャビネット名のフォルダを表示しないように変更。

7 稟議 テンプレートの経路設定で、1経路内に審議者が1人も存在しない際、経路のスキップが行える設定を追加。

7

当社がリリースしましたGroupSession 4.9.3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。

記

2019年10月2日

日本トータルシステム株式会社

　各　位

GroupSession 4.9.3における機能追加・変更、不具合修正のお知らせ

機能名 機能追加・変更内容

共通 メールサーバ接続設定にSTARTTLSオプションを追加。

No

1

6 回覧板 回覧板一覧表示機能のチューニング。

スケジュールの登録者本人が出欠確認コメントを登録できるように変更。

5 ショートメール
メール作成中に別の画面に移動または画面を閉じる際に、「作成中のメールを削除してもよろしいですか？」の警

告表示を行う機能を追加。

2 共通 一部機能のオペレーションログ出力内容を変更。

4 スケジュール 出欠確認ポップアップを表示した際、コメント欄を表示するように変更。



不具合修正

28 WEBメール

20 タイムカード
管理者設定 タイムカード基本設定から、休日曜日のチェックをすべて外した状態で設定を行うとエラーになる不

具合の修正。

21 ファイル管理 キャビネットを他のキャビネットの子階層として移動が出来てしまう不具合の修正。

22 ファイル管理
移動対象のフォルダの最下層にファイルがある際に、移動先フォルダとの合計のフォルダ階層数が10階層の場合に

フォルダの移動ができない不具合の修正。

23 ファイル管理 ロックされたファイルが存在するフォルダの移動が出来てしまう不具合の修正。

送信済みフォルダ、予約送信、草稿のいずれかを開いた状態からラベル一覧を開いた際に、差出人欄に送信者では

なく宛先が表示される不具合の修正。

ファイル管理
キャビネット直下のファイルが削除された状態で、一般ユーザが更新履歴一覧からページ移動を行うと、エラーが

発生する不具合の修正。

ショートメールのWEBメール共有機能からWEBメールの新規作成画面を開いた際に、閉じるボタンを押下しても

「作成中のメールを削除してもよろしいですか？」の警告が表示されない不具合の修正。

29 WEBメール
GroupSession v4.9.1の時にフィルタ登録が使われていない状態でGroupSession v4.9.2にバージョンアップを

行った場合、フィルタの登録が出来なくなる不具合の修正。

33 チャット

11 スケジュール
個人設定 グループメンバー表示設定画面にて管理者設定の各設定を一度も行っていない際に、グループメンバー

表示設定画面から設定を行うとエラーが発生する不具合の修正。

8 掲示板
予約投稿をしていたスレッドを取消後、他のスレッドの予約投稿が公開開始期間になった際に、取り消したスレッ

ドについてのショートメール通知が行われる不具合の修正。

No

36 モバイル アクセス制限がされている際に、稟議作成画面にて添付ファイルがダウンロードできない不具合の修正。

34 チャット 削除済みユーザとのユーザ間チャットのチャット履歴が表示できない不具合の修正。

32 チャット 「！」や「＠」の文字を使用した際に、受信や編集時に表示が崩れる不具合の修正。

GroupSession内での添付ファイル数が膨大な際に、チャットで添付ファイルを送信するとエラーが発生する不具

合の修正。

35 WEBAPI
ショートメール状態変更のAPIを使用した際に、未読状態から既読状態に変更した際、開封日が反映されない不具

合の修正。(/api/smail/mail/edit.do)

25 ファイル管理
管理者権限を持つユーザがフォルダやファイルのショートカットを追加しても表示されない場合がある不具合の修

正。

WEBメール 添付ファイルが存在するメールを受信した際、添付ファイル名が取得できない場合がある不具合の修正。

WEBメール

17 回覧板
回覧板を発信する際に、宛先に一人でもショートメール通知を行うユーザ存在する場合、通知しないに設定してい

るユーザにもショートメール通知が送られる不具合の修正。

30

31

18 稟議
稟議を申請、草稿に保存した際のオペレーションログ出力内容の一部に「null」と表示されてしまう不具合の修

正。

19 稟議
Internet Explorer 11で稟議テンプレート登録画面において、経路テンプレートを選択後に画面操作不能になる不

具合の修正。

27 WEBメール
Safariにてメール作成画面を開いた状態で受信メールの添付ファイルをダウンロードする際、「作成中のメールを

削除してもよろしいですか？」の警告が表示される不具合の修正。

26

24 ファイル管理

フォルダやファイルの詳細画面を開いている際に、アクセス権限がなくなった場合でもエラーにならず更新通知設

定を行うことができる不具合の修正。

※元々閲覧不可なファイルをダウンロードすることが出来るわけではありません。

12 ショートメール ひな形追加画面にて本文に2000文字以上記載し登録を行うと、エラーが発生する不具合の修正。

13 ショートメール
複写して新規作成時、ユーザ情報を変更しているユーザへ送信する際に変更前のユーザ名とデフォルトのユーザ画

像が表示される不具合の修正。

機能名 不具合内容

9 掲示板 掲示板プラグインでページングの表示が崩れる場合がある不具合の修正。

14 ショートメール

以下の設定画面で設定または削除を実行後、設定一覧画面から戻るボタンを押すと遷移前の画面に関わらず、メー

ル一覧画面に遷移する不具合の修正。

  ・管理者設定 ラベル管理画面

  ・管理者設定 ラベル登録編集画面

  ・管理者設定 フィルタ管理画面

  ・管理者設定 フィルタ登録編集画面

  ・管理者設定 送信先制限設定画面

  ・管理者設定 送信先制限登録編集画面

  ・個人設定 ラベル管理画面

  ・個人設定 ラベル登録編集画面

  ・個人設定 フィルタ設定画面

  ・個人設定 フィルタ登録編集画面

16 施設予約
個人設定 施設予約にて管理者設定 施設予約初期値設定にて全ての項目を「管理者が設定する」にした場合でも、

個人設定 施設予約初期値設定画面が表示される不具合の修正。

10 スケジュール
個人設定 初期値設定画面にて管理者設定の各設定を一度も行っていない、もしくはスケジュールを一度も登録し

ていない際に、初期値設定画面の設定を行うとエラーが発生する不具合の修正。

15 ショートメール

以下の操作を行った際に、送信メールの開封日が反映されない不具合の修正。

  ・メールを受信したユーザがメール一覧画面のヘッダにある既読ボタンを押す

  ・メールボックスから各フォルダを右クリックして表示される「全て既読にする」をクリック

  ・メール転送設定で転送したメールを「既読にする」にしている場合



不具合修正

その他

2 共通 JavaMailライブラリをJavaMail1.4.4からJavaMail1.6.2に変更。

No 機能名 その他内容

38 モバイル ユーザIDは256文字まで登録できるが、ログイン画面には20文字までしか入力できない不具合の修正。

1 共通

GroupSessionの動作環境を以下のように変更。

     - CPU: 2コア以上推奨に変更

     - メモリ: 2GB以上推奨に変更

     - Java: Open Java Development Kit 12 を対象外に変更

     - Java: Adopt Open Java Development Kit 11 をシステム要件に追加(推奨)

     - Java: Java Development Kit 11 をシステム要件に追加

No 機能名 不具合内容

37 モバイル アクセス制限がされている際に、内容確認画面にて添付ファイルがダウンロードできない不具合の修正。


