
機能追加・変更

5 共通 自動削除機能にて、年を0～10年まで選択できるように変更。

6 共通 自動削除機能にて、0年0ヶ月の設定ができないように変更。

7 共通 手動削除機能にて、年を0～10年まで選択できるように変更。
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日本トータルシステム株式会社

　各　位

GroupSession 5.3.0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 全画面にて、完了確認画面の子画面の表示をトースト表示に変更。

No

1

当社がリリースしましたGroupSession 5.3.0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

2 共通

下記画面にて、OKボタンクリック後に確認画面を開かず即時登録されるように変更。

     - ユーザ情報 カテゴリ登録画面

     - ユーザ情報 ラベル登録画面

     - 施設予約 施設グループ登録画面

     - 日報 案件登録画面

     - 日報 商品カテゴリ登録画面

     - 回覧板 新規作成画面

     - プロジェクト プロジェクト登録画面

     - プロジェクト TODO登録画面

     - プロジェクト プロジェクトテンプレート登録画面

     - RSS RSS登録画面

     - アドレス帳 アドレス登録画面

     - アドレス帳 業種登録画面

     - アドレス帳 会社登録画面

     - アドレス帳 拠点登録画面

     - アドレス帳 ラベル登録画面

     - アドレス帳 コンタクト履歴登録画面

     - アドレス帳 役職登録画面

     - アドレス帳 カテゴリ登録画面

     - ブックマーク ブックマーク登録画面

     - ブックマーク ラベル登録画面

     - ブックマーク 権限設定(グループブックマーク)

     - ファイル管理 フォルダ登録画面

     - ファイル管理 ファイル登録画面

     - ファイル管理 フォルダ・ファイル移動画面

3 共通

管理者・個人設定に関する下記を変更。

     - 各画面から「管理者設定」ボタン、「個人設定」ボタンを削除

     - メインメニューにて、設定アイコンを追加

     - 各プラグイン上にて、設定できる管理者設定 自動削除設定機能を1画面に集約

     - 各プラグイン上にて、設定できる管理者設定 手動削除機能を1画面に集約

     - 各プラグイン上にて、設定できる管理者設定 ショートメール通知設定を1画面に集約

     - 各プラグイン上にて、設定できる個人設定 ショートメール通知設定を1画面に集約

     - 各プラグインの管理者設定画面の項目を変更

     - 各プラグインの個人設定画面の項目を変更

     - 各プラグインの管理者設定画面の画面名を変更

     - 各プラグインの個人設定画面の画面名を変更

     - 統計情報の自動削除機能を削除

     - 統計情報の手動削除機能を削除

4 共通 カレンダー表示画面にて、六曜の表示機能を追加。

9 メイン 管理者設定にて、プラグイン毎のデータ使用容量を確認できるデータ使用量一覧画面を追加。

8 共通 手動削除機能にて、0年0ヶ月の削除ができないように変更。



機能追加・変更

週間画面にて、氏名欄に表示されている在席状況変更ボタンをコンボボックスに変更。

21 スケジュール スケジュール登録画面にて、公開区分に「指定ユーザ・グループにのみ公開」区分を追加。

26

27 稟議 共有テンプレートの申請内容にて、登録内容のフォームIDを入力必須に変更。

22 スケジュール スケジュール登録画面にて、公開区分に「タイトルのみ公開(詳細は非表示)」区分を追加。

稟議 共有テンプレートの申請内容にて、時間入力要素を追加。

38 WEBAPI 基本設定画面にて、トークン認証のトークン有効期限に無期限を追加。

33 WEBメール OAuth認証を使用しているアカウントにて、メール受信の処理をチューニング。

35 WEBAPI プラグイン情報取得API（/api/main/plugin.do）にて、レスポンスフィールドに「PlgUrl」を追加。

スケジュール週間画面・スケジュール日間画面にて、氏名欄に表示されている在席状況変更ボタンをコンボボック

スに変更。

スケジュール繰り返し登録機能にて、「隔週」の設定を追加。

19 スケジュール
スケジュール週間画面・スケジュール月間画面にて、日付を複数選択し一括でスケジュール登録ができる機能を追

加。

スケジュール一覧画面にて、スケジュールを複数選択して削除する機能を追加。

スケジュール

下記画面にて、表示されるグループ・ユーザを自身で設定できるスケジュールリスト機能を追加。

     - 週間画面

     - 日間画面

     - 月間画面

     - 個人週間画面

     - 一覧画面

16 スケジュール スケジュール登録画面にて、添付ファイル登録機能を追加。

17

20 スケジュール 自身のスケジュールにて、公開区分が「公開」以外のスケジュールに対して、鍵アイコンを表示するように変更。

11 ユーザ情報 ユーザの自動連携にて、エラーが発生した場合はシステム管理者にショートメール通知が行われるように変更。

10 メイン システム情報画面にて、データフォルダ容量項目を追加。

13

25 日報

下記画面にて、簡易登録機能を追加。

     - 週間画面

     - 日間画面

     - 月間画面

     - スケジュールメイン

     - グループスケジュールポートレット

     - 個人週間ポートレット

14

34 チャット チャットグループ情報ダイアログにて、デザインを変更し削除済みユーザが表示されないよう変更。

スケジュール

12 掲示板 スレッド一覧画面にて、スレッドの移動を行った際に閲覧状態が引き継がれるように変更。

23 スケジュール スケジュール登録画面・スケジュール繰り返し登録画面にて、日付と時間指定の入力UIを変更。

24 スケジュール

15 スケジュール

スケジュール

37 WEBAPI スケジュール編集API(/api/schedule/edit.do)にて、リクエストパラメータに「targetId」を追加。

28 タイムカード 時間帯の略称に登録できる文字数を3文字から5文字に変更。

30 ファイル管理 フォルダ情報画面にて、戻るボタンをクリックした場合に、親ディレクトリへ移動するように変更。

31 ファイル管理 フォルダ情報画面にて、「キャビネット一覧」ボタンを追加。

29 タイムカード タイムカード一覧画面にて、Excel形式で勤務表を出力する処理をチューニング。

32 WEBメール メール送信確認画面にて、スクロール時にヘッダが画面上部に常に表示されるように変更。

36 WEBAPI タイムカード情報登録・変更API（/api/timecard/edit.do）を追加。

18 スケジュール スケジュール繰り返し登録機能の「毎月」の設定にて、日付指定をした際に、期間を指定できる機能を追加。

39 モバイル フィーチャーフォン（ガラケー）版を廃止。

No 機能名 機能追加・変更内容



不具合修正

13 スケジュール
個人設定表示設定にて、デフォルト表示グループに共有されたマイグループの登録を行うとエラーが発生する不具

合を修正。

14

20 施設予約
施設グループ情報設定画面にて、施設グループが空の状態で並び替えボタンをクリックするとエラーが発生する不

具合を修正。

15 スケジュール

10 掲示板 スレッド・投稿作成にて、入力形式をHTML形式からテキスト形式に変更した際に改行が消える不具合を修正。

掲示板 スレッド一覧画面にて、閲覧権限を持つユーザに「新規スレッド」ボタンが表示される不具合を修正。

12 掲示板
フォーラムに閲覧メンバーを追加した際に、新規ユーザスレッド閲覧状態を既読に設定しているにも関わらず、未

読になる不具合を修正。

スケジュール 週間画面にて、PDF出力を行った際に不正なHTMLタグが出力される場合がある不具合を修正。

16
日次バッチ処理にて、ユーザが所属しないグループのグループスケジュールに登録がある際に、エラーが発生する

場合がある不具合を修正。

24 稟議

スケジュール

スケジュール登録画面にて、表示を行った際にシステムエラーが発生する場合がある不具合を修正。

No 機能名 不具合内容

19 ショートメール 草稿メールが削除された際に、画面上には表示されないがデータとしては残る場合がある不具合を修正。

17 ショートメール ユーザ名が変更された場合に、旧名でフィルタリングが行われる不具合を修正。

18

11

GroupSession3.5.0以前にメインプラグインへ使用制限をかけた状態で、バージョンアップを行うとメインプラグ

インの使用制限が解除できない不具合を修正。

共通
各一覧の並び替え機能において、ブラウザバックを使用し並び替えを行うと並び替え動作が行えなくなる不具合を

修正。

9 掲示板 草稿一覧からスレッドの新規作成を行った際に、投稿者がグループの場合に草稿が削除されない不具合を修正。

8 掲示板 個人設定表示設定にて、new表示日数に「5日以内」より大きい値を指定すると登録できない不具合を修正。

2 共通

5 メイン 残業時間帯がない時間帯を使用している際に、遅刻又は早退の打刻を行うとエラーが発生する不具合を修正。

4

リッチテキストエディタの機能で張り付けた画像に、リンクの編集ができない不具合を修正。

6 メイン
オペレーションログ検索画面にて、キーワードをOR検索し、検索結果のページを変更した際にAND検索に切り替

わる不具合を修正。

7 メイン

ショートメール
メールの返信を作成中に「草稿に保存」ボタンを押すと、メールを送信していないにも関わらず返信マークが表示

される不具合を修正。

タイムカード 有休日数一覧画面にて、降順でソートした状態で改ページを行うとソートが昇順に変更される不具合を修正。31

Google Chrome、Microsoft Edgeを使用した際に縦スクロールが発生する画面でツールチップを表示すると、画

面がちらつく場合がある不具合を修正。
共通3

30 タイムカード
時間帯略称が重複登録可能な不具合の修正。

※現在重複登録された略称がある場合は略称後ろにナンバリングされます。

27

23 稟議 申請画面にて、使用可能なテンプレートを用いた稟議の申請ができない場合がある不具合を修正。

稟議 稟議審議者を削除した際に、受信済みの稟議を再度受信する場合がある不具合を修正。

28 タイムカード
タイムカード一覧画面にて、残業時間帯がない時間帯を使用している際に、遅刻又は早退の打刻を行うとエラーが

発生する不具合を修正。

29 タイムカード
タイムカード編集画面にて、登録ボタンを連続でクリックした際に、クリック回数分だけ登録が行われる不具合を

修正。

下記リッチテキストエディタの内容を表示する画面にて、表示が見切れてしまう場合がある不具合を修正。

     - 掲示板 投稿一覧画面

     - 掲示板 スレッド新規作成・編集確認画面

     - 掲示板 新規投稿・投稿編集確認画面

     - 掲示板 草稿一覧画面

     - ショートメール 新規作成確認画面

     - ショートメール 詳細画面

     - WEBメール 送信メール確認画面

     - アンケート 回答画面

     - アンケート 回答確認画面

     - アンケート 新規登録・編集画面

     - アンケート 新規登録・編集確認画面

     - アンケート 結果確認画面

     - アンケート 結果確認(一覧)画面

     - アンケート 結果確認(詳細)画面

     - ポータル ポートレット登録確認画面

共通1

稟議テンプレート一覧画面にて、並び替えを行った際に一時的にテンプレートデータが複製される不具合を修正。

25 稟議 ショートメールプラグインが未使用にも関わらず、個人設定ショートメール通知設定が表示される不具合を修正。

26 稟議 受信一覧画面にて、カテゴリ選択の選択値が画面遷移時に保持されない不具合を修正。

21 施設予約 施設情報設定画面にて、施設が空の状態で並び替えボタンをクリックするとエラーが発生する不具合を修正。

22 日報 分析をする際に、ユーザインポートから作成されたユーザの分析結果が正常に表示されない不具合を修正。



不具合修正

その他

2 共通
GroupSessionのシステム要件に下記を追加

OS：AlmaLinux 8

46 ポータル
ポータル レイアウト設定画面にて、「上部」項目のチェックボックスを外し、再びチェックを行うとレイアウト

が崩れる不具合を修正。

38 WEBメール メール送信確認画面にて、HTML形式で作成した文章が改行されず画面が崩れる不具合を修正。

33

41 安否確認
GroupSession4.2.0以前のデータからバージョンアップを行っている場合に、個人設定が登録できない不具合を修

正。

42 アンケート アンケート結果確認画面にて、csv出力を行った際に設問欄が空白で出力される場合がある不具合を修正。

メールヘッダ情報が改変されたメールを受信することにより、その後のメール受信が行えない不具合を修正。

36 WEBメール WEBメールアカウントインポートにて、項目数が足りていない際にエラーが発生する不具合を修正。

37 WEBメール メール一覧画面にて、表示フォルダを切り替えた際にページ情報が引き継がれる不具合を修正。

WEBメール

WEBメール

ポータル
ポータル 詳細画面にて、説明を設定したポートレットを追加する際に正常にポートレットが追加されない不具合

を修正。

45 チャット 統計情報画面にて、回覧板の管理者権限を持っていないにも関わらず回覧板タブが表示される不具合を修正。

44 チャット
統計情報画面にて、掲示板の管理者権限を持っているにも関わらず掲示板タブをクリックすると権限エラーが発生

する不具合を修正。

プロジェクトメイン画面にて、各プロジェクトに設定したアイコンが表示されない不具合を修正。

34

47

No

No 機能名 不具合内容

1 共通

GroupSessionのシステム要件から下記を削除

OS：CentOS 8

ブラウザ：Internet Explorer 11

32 在席管理

下記画面にて、在席管理プラグインが未使用にも関わらず、凡例が表示される不具合を修正。

     - スケジュール 週間画面

     - スケジュール 日間画面

     - スケジュール 施設予約POPUP(日間)

     - 施設予約 空き状況ポップアップ画面

     - 日報 週間画面

ラベル管理画面にて、ラベルが空の状態で並び替えボタンをクリックするとエラーが発生する不具合を修正。

35 WEBメール フィルタ管理画面にて、フィルタが空の状態で並び替えボタンをクリックするとエラーが発生する不具合を修正。

43 チャット チャットグループのインフォメーションを表示した際に、備考の改行が行われない不具合を修正。

39

プロジェクト

OAuth認証を使用中のアカウントがある際に、メールの自動受信処理が停止する場合がある不具合を修正。

40 WEBメール

機能名 不具合内容


