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はじめに 

リリースノートでは mitoco の主要な新機能や既存機能の機能強化に関する概要情報を提供します。新機能、機能強化には

既存環境に影響を与える可能性があるものがあります。より詳細な情報については、リリース時に公開予定のヘルプサイトを参照く

ださい。 

 

ヘルプサイト： https://doc.terrasky.com/display/MTCUG 

  

https://doc.terrasky.com/display/MTCUG
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デスクトップ版 新規機能追加 

 

1. カレンダー 

 空き時間検索  

「来週の前半で、打ち合わせしたいけど空いている時間ありませんか？」とお客様から依頼されることや、 

「このメンバーで打ち合わせしたいけど直近で利用可能な会議室を押さえたい」といった場面がよくあります。 

 

V5.0 までの mitoco では、表示形式を [日] にすることで、ユーザーや施設を並べて、空いている時間を目で確

認することができましたが、「この日も、この日も、また次のこの日も空いてない！！」と、候補日を探すのに時間が

かかってしまうこともしばしばありました。 

今回リリースする「空き時間検索」機能は、期間と招集したいユーザーや施設を指定し、その条件で空いている時

間の候補を検索し、表示します。この機能によって、予定の調整にかかる時間を短縮できるようになります。 
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表示された候補時間の前後の予定も確認しながら、予定の作成ができます。 

 

 

 mitoco 施設 

mitoco は人の予定だけでなく、施設（会議室や備品など）の予定管理も行えます。しかし、それらの施設はシ

ステム管理者によって事前に登録しておく必要がありました。 

実際の現場では、システム管理者に都度作成依頼をするのは面倒なので、現場にも施設登録の権限がほしいと

いう声がありました。 

V6.0 では、権限を付与されたユーザーが施設の登録をすることができるようになります。 

 

注意事項： 

- mitoco 施設は、mitoco 独自の施設管理となります。mitoco の画面からのみ利用/参照できます。

（Salesforce 標準のカレンダーからは利用/参照できません） 

- mitoco 施設を招集した予定を mitoco で作成し、Salesforce 標準のカレンダーでその予定を編集する

と不整合が発生してしまい、再作成が必要となります。 

- mitoco パートナーユーザーでの利用はできません。 
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 初期表示時のパフォーマンス改善 

他のアプリから、カレンダーに移動した時の描画にかかる処理を見直し、パフォーマンスの改善を実施します。 

 

 私の月表示 フィルタ表示改善 

カレンダーには、「自分が任命先/招集元」（自分の予定または自分が招集した予定）「未返答」（他人から招

集されて、返答してない予定）というフィルタで該当する予定だけを絞って表示する機能があります。 

これまでは、未返答の予定に参加/不参加の表明をするために、前後の予定や重複する時間で招集されている

（ダブルブッキング）予定が存在するかの確認を、フィルタを ON/OFF しながら確認する必要がありました。 

V6.0 からは、”私の月表示“でこのフィルタを実行すると、該当する予定は太文字で強調表示され、それ以外の予

定は薄い文字色になり、前後の予定などを確認しながら予定に対するアクションを実行できるようになります。 

 

 

※注意事項：私の月表示以外の、月、週、日表示は、従来通り、フィルタで抽出された予定のみが表示されま

す。 
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 複数曜日を指定した繰り返し予定の作成 

毎週繰り返す予定を作る場合、特定の曜日を指定した毎週繰り返し予定の作成は可能でした。 

しかし、月曜と木曜というような複数曜日を指定した繰り返し予定を作成することができませんでした。 

V6.0 では、複数曜日を指定した予定の作成が可能になります。 

 

 

 関連先に地理位置情報があるレコードを設定した場合の問題の解消 

予定の関連先に地理位置情報があるレコードを設定した場合、その予定を表示した際に「レコード ID が無効か、

レコードにアクセスできません。」と表示される問題を解消します。 

 

 定期的な行動（招集ユーザあり）を一括編集した際の通知の改善 

[定期的な行動の編集]を利用し、繰り返し予定を一括編集した際に、全ての予定に不参加と返答していたユー

ザには、変更の通知が出なくなります。繰り返し予定のうち、1 つでも未返答、もしくは参加と返答したユーザにのみ

通知が出るようになります。 

 

 特定条件で予定を変更した際に重複エラーが発生してしまう問題の解消 

下記の条件がすべて含まれる場合、重複エラーが発生して予定が変更できなくなる問題を解消します。 

・「ユーザが複数取引先責任者を ToDo と行動に関連付けられるようにする」を有効にした組織である 

・予定に関連先か名前が設定されている 

・変更する日時に上記予定と同じ関連先か名前が設定された予定が存在する 
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2. ToDo 

 複数曜日を指定した繰り返しタスクの作成  

毎週の繰り返しタスクを作る際に、特定曜日を指定した繰り返しタスクの作成は可能でした。 

しかし、月曜と木曜というような複数曜日を指定した繰り返しタスクを作成することができませんでした。 

V6.0 では、複数曜日を指定したタスクの作成が可能になります。 

 

 

 関連先に地理位置情報があるレコードを設定した場合の問題の解消 

タスクで、指定した関連先に、地理位置情報項目を含んでいる情報が設定されていると、そのタスクを表示する際

に「レコード ID が無効か、レコードにアクセスできません。」と表示される問題を解消します。 

 

 任命先が 11 人以上存在する共有タスクの通知の表現の修正 

任命先に 11 人以上指定されているタスクを作成/編集された時に届く通知の中で、 

人数の後ろに「+」が表示されていましたが、11 人以上の場合は「10+」と表示されるようになります。 
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3. 掲示板 

 ESC キーが押された場合の動作を改善 

下記の通り、ESC キーをクリックした場合の動作を改善します。 

- 未公開掲示管理画面で表示される掲示の編集画面で、ESC キーをクリックすると、警告ダイアログが表示

されます。 

- 掲示の詳細画面で削除ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されます。この状態で、ESC キーをク

リックすると、その確認ダイアログが閉じ、削除処理がキャンセルされます。 

- 掲示を削除した後、別の掲示を詳細画面で表示し、ESC キーをクリックしても詳細画面が閉じない問題

を解消します。 

 

 

4. トーク 

 添付ファイルのみの投稿が検索されたときの動作の問題を修正 

検索を実行し、検索一覧で添付ファイルのみの投稿が表示された場合、クリックしても該当投稿が表示されない

問題を解消します。 

 

 

5. 文書管理 

 ファイルのバージョン一覧表示の改善 

バージョン一覧でスクロールバーが表示されるほどのバージョンが存在する場合、一覧の表示が崩れる事象を解消

します。 

 

 検索結果一覧に表示されたアイコンをダブルクリックするとエラーとなる問題を解消 

検索結果が表示されている一覧画面で、お気に入りや共有のアイコンをダブルクリックすると（該当ファイルに対し

てお気に入りのマーキング済み又は、リンクを使用した共有がされているファイルにアイコンが表示されます）、エラー

ダイアログが表示される問題を解消します。 
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6. ワークフロー 

 回覧のプロセス化 

承認行為は不要だが、申請内容を確認して欲しい場合があるといったニーズに応え開発した回覧機能では、申

請者や承認者が、その都度回覧先の対象ユーザーを指定する必要がありました。 

しかし、最終承認者の決済後に回覧が必要な場面では、最終承認者に手動指定を依頼しなければならず、「お

願いすることが難しい」、「忘れられてしまう」などの声があがっていました。 

 

V6.0 では、回覧先の設定をプロセス情報の中で事前に定義しておくことができるようになります。この機能を利用

すれば、回覧の依頼漏れを防ぐこともでき、利用側もオペレーションが減り、作業負荷の軽減につながります。 

 

【プロセス設定画面】 
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 申請済み一覧 “私の申請“の表示方法の変更 

申請済み一覧を表示すると、初期表示は自分の申請済みデータに絞り込まれた“私の申請”一覧が表示されま

す。 

しかし同じ組織に、例えば “大山田 太郎”と、”山田 太郎”といった、名前が部分的に一致するユーザーが存在

する場合、”山田太郎“のユーザーでログインして申請済み一覧を表示すると、”大山田 太郎“の情報も一緒に表

示されるという不具合がありました。 

今回のリリースでは、下記のようにリスト方式で検索対象を指定して検索するように変更し、この不具合を解消し

ます。 

【初期表示時は“私の申請”が選択】 

 
検索対象のリストから、“すべての申請”を選択することで、従来の申請者名を指定した検索も可能です。 

 
 

 申請データ コピー機能の拡張 

これまでも、申請データをコピーして新たな申請データの作成が可能でしたが、コピーされる項目は、申請データのデ

フォルト項目である「件名」と「備考」だけでした。 

V6.0 では、「件名」と「備考」以外の参照可能な項目も、全てコピーされるようになります。 

 

※注意事項：「作成日」など、一部のデータ型の項目及び添付ファイルはコピーの対象外となります。 

 

 承認者手動選択ステップの承認条件の事前設定 

手動で承認者を設定するステップを作成した場合、実際に承認者を設定するユーザーが、承認条件も設定する

必要がありました。 

今回のリリースで、承認者の手動設定の場合でも、プロセスとして承認条件を設定しておくことが可能になります。 

これによって、誤った承認条件を指定することなく、運用できるようになります。 
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 申請データへの参照権の自動付与 

申請データを利用した申請の場合、承認者に割り当てられたユーザーには、自動的に当該レコードへの参照権を

付与できるようになります。 

自動で参照権を付与されるのは、承認者だけでなく回覧者も対象となります。 

V5.0 までは、事前に共有ルールなどを利用し、作成される申請データの共有条件を確認、変更しておく必要があ

りましたが、V6.0 ではその必要がなくなります。 

 

※注意事項：V6.0 アップデート前に申請済みのデータに対する参照権は自動で付与されません。 

 

 空ステップ指定機能 

緊急を要する申請などで、次の承認者が長期休暇や外出で処理できない、でもその次の承認者はいるから次の

承認者まで回したい、といった場面があるという要望がありました。 

V6.0 では、プロセスを作成するときに、次の承認者にスキップさせてもよいと事前に定義しておくことで、 

当該ステップを飛ばして、その次の承認者のステップに回すことが可能になります。 

 

※注意事項：作成するプロセスによっては、本機能が利用できないパターンもございます。 

 

 承認者による取り戻し機能 

一旦、承認したものの、「必要な確認作業が終ってなかった」などの理由により、自分のステップに承認権を取り戻

したい場合に、次のステップの承認者が承認する前に限り、承認済みユーザーによってその処理を取り戻すことが可

能になります。 
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 申請データ一覧 添付ファイルを対象とした全文検索 

申請データの一覧で、申請データ一覧に添付されたファイルを対象に、全文検索が可能になります。 

Salesforce の検索機能を利用している為、下記の注意事項を参照ください。 

 

※注意事項: Salesforce コンテンツの検索 

 
 

 メニューアイコンにバッジ表示 

画面左のメニューアイコンに、処理待ち（承認待ち）の件数がバッジで表示されるようになります。 

これによって、ワークフローアプリケーションに遷移しなくても、自分が作業しなければいけない件数が把握できるよう

になりました。 

 

  

https://help.salesforce.com/articleView?id=content_search.htm&type=5
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 ロックされたデータの編集不可機能 

プロセスの設定で、申請時または最終承認時に対象データをロックする設定ができるようになります。 

この機能では、ロックがかけられると対象データの編集や削除ができない制御がされていましたが、ある条件下では、

ロックがかけられている状況でも編集、削除ができていました。 

V6.0 からは、ロックされているデータは mitoco の画面からは編集及び削除ができないようになります。 

 

 申請時、選択可能なプロセスが１つの場合はプロセス選択画面をスキップ 

V5.0 までは、申請ボタンをクリックすると、選択できる承認プロセスが１つしか存在しない場合でも、必ず選択リス

トからプロセスを選択する必要がありました。 

V6.0 からは、選択可能なプロセスが１つしかない場合、その１つのプロセスが選択された状態で申請画面が表示

されるようになります。 

 

【V5.0 まではプロセス選択画面が必ず表示されていました】 
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 プロセス作成時 スナップショット設定の項目名の表示改善 

プロセス作成時、スナップショット設定の項目の文言を変更しました。 

機能に変更はありませんが、表示されている文言と実際にご利用になられる機能での差異をなくします。 

 

【V5.0】 

      

【V6.0】 

            

 

 申請データのキーワード検索で、特殊文字が指定された場合の動作を統一 

キーワード検索で、特殊文字が指定された場合の動作を他のアプリケーションと統一します。 

キーワードが特殊文字（*, (, ), ?）を含む 2 文字以下の場合、「次の文字列を含む場合は 3 文字以上にし

てください。[*?()"]」と表示されるようになります。 

 

 申請内容を 2 列表示で印刷できない事象を解消 

ご利用のブラウザが Chrome の場合、印刷プレビュー画面から印刷すると、申請対象のページレイアウトが 2 列

表示となっていても 1 列表示でしか印刷できない場合がありました。 

V6.0 では 2 列表示の場合は 2 列表示で印刷できるようになります。 
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7. 全般 

 ユーザー検索画面 ユーザー情報の表示 

ユーザーを検索した際、「同じ名字の人がいるけれど、どちらだろう？」とか、「確かこの人だと思うが、顔がわからない

な」など、選択するユーザーに確信がもてない場面があるといった声が、ユーザーから上がっていました。 

V6.0 では、各アプリケーションで利用している２画面形式のユーザー選択画面で、ユーザーアイコンにマウスを当て

ると、ユーザー情報が表示されるようになり、ユーザーの詳細を確認して選択することが可能になりました。 
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モバイル版 新規機能追加 

8. モバイル カレンダー(iOS 版) 

 mitoco 施設機能の利用 

デスクトップ版の mitoco 施設管理機能で登録された施設が、iOS 版の mitoco Calendar でも利用可能にな

ります。 

 

※注意事項：本機能はオプションの“デスクトップ版レイアウトを使う”を有効化している場合のみ利用できます 

 

 複数曜日を指定した繰り返し予定の作成 

デスクトップ版で追加された、毎週繰り返し予定作成時に複数曜日を指定した予定の作成機能が、モバイルアプ

リでもご利用可能になります。 

 

 

※注意事項：本機能は、デスクトップ版 mitoco を V6.0 にすることで、モバイルアプリケーションのバージョン

5.0.0 でも利用できます。 

※注意事項：本機能はオプションの“デスクトップ版レイアウトを使う”を有効化している場合のみ利用できます 
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 ユーザー選択画面の読み込み方法の変更 

オプションの“デスクトップ版レイアウトを使う”を有効化している場合、ユーザー選択画面の読み込みを一度にすべ

てのユーザーを取得する方法から、スクロールしたタイミングで都度読み込む方法に変更します。 

 

 アプリケーションクラッシュ時のログ出力対応 

アプリケーションがクラッシュした際、アプリケーションのログが送信されるようになります。 

 

※参照: 注釈 “注意事項 3” 

 

 

9. モバイル カレンダー(Android 版) 

 mitoco 施設機能の利用 

8.1.をご参照ください。 

 

 複数曜日を指定した繰り返し予定の作成 

8.2.をご参照ください。 
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 ユーザー選択画面の読み込み方法の変更 

8.3.をご参照ください 

 アプリケーションクラッシュ時のログ出力対応 

8.4.をご参照ください 

 

 

10. モバイル ToDo(iOS 版) 

 複数曜日を指定した繰り返しタスクの作成 

デスクトップ版で利用可能になった、毎週繰り返しタスク作成時に複数曜日を指定したタスクの作成が、モバイルア

プリでも利用可能になります。 

 

※注意事項：本機能はオプションの“デスクトップ版レイアウトを使う”を有効化している場合のみ利用できます 

 

 ユーザー選択画面の読み込み方法の変更 

8.3.をご参照ください 

 

 アプリケーションクラッシュ時のログ出力対応 

8.4.をご参照ください 

     
 

11. モバイル ToDo(Android 版) 

 複数曜日を指定した繰り返しタスクの作成 

7.1.をご参照ください。 

 

 ユーザー選択画面の読み込み方法の変更 

8.3.をご参照ください 

 

 アプリケーションクラッシュ時のログ出力対応 

8.4.をご参照ください 
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12. モバイル Board (iOS 版) 

 iPhoneX での表示対応 

iPhoneX の解像度に合わせ、画面表示の最適化を行いました。 

 

 アプリケーションクラッシュ時のログ出力対応 

8.4.をご参照ください 

 

13. モバイル Board(Android 版) 

 アプリケーションクラッシュ時のログ出力対応 

8.4.をご参照ください 

 

14. モバイル Talk (iOS 版) 

 iPhoneX での表示対応 

iPhoneX の解像度に合わせ、画面表示の最適化を行いました。 

 

15. モバイル Talk(Android 版) 

 アプリケーションクラッシュ時のログ出力対応 

8.4.をご参照ください 

 

 

注釈（モバイル関連） 
注意事項 1：V6.0 より、利用可能な Android OS は、 5.0(Lollipop)以上のみとなります。 

注意事項 2：V6.0 より、モバイルトーク iOS 版は，iOS10.3 以上でダウンロードが可能になります。  

注意事項 3：トーク(iOS)アプリを除くそれ以外のアプリに関しては、クラッシュ時にログを送信する仕組みを組み込みます。ア

プリのクラッシュ時以外ではログ送信は実施されません。また、個人を特定する情報については送信しません。本機能はデフォ

ルトでは有効化された状態になっておりますが、設定で無効化することも可能です。 

 

以上 
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