
Copyright © TerraSky Co., Ltd. All Rights Reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V3.0 バージョンアップ リリースノート 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

最終更新日：2017 年 07 月 21 日 

  



mitoco V3.0 バージョンアップ リリースノート 

Copyright @ TerraSky Co., Ltd. All rights reserved  2 

 

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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1. 全般機能 

1.1 右上の本人画像をクリックして表示されるメニューにログアウトを追加 

mitoco の右上にある本人画像アイコンをクリックして表示されるメニューに「ログアウト」を追加いたしました。これに

より、Salesforce 画面に遷移することなく直接 mitoco からログアウトすることが可能となります。 

 

 

1.2 ブラウザの新着通知に対象データへのリンクを追加 

ChromeおよびFirefoxで受信可能なポップアップ新着通知で、通知をクリックした場合に対象データへ画面が遷

移するようにいたしました。 

 

1.3 メンション検索の改善 

トークおよび掲示板で利用するメンション機能を改善し、表示できるユーザー数を 50ユーザーまでに変更しました。

50 ユーザー以上表示されてしまう場合は、検索にてユーザーを絞って表示する運用をお願いします。 
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2. 「アドレス帳」機能 

2.1 部署管理機能を追加  重要な更新  

アドレス帳にユーザーの部署名を登録できる機能を追加いたしました。部署の作成/編集/削除は管理者のみの

機能となります。ユーザーオブジェクトの「部署」とは別の管理になりますのでご注意ください。 

 

 

これにより以下の利用が可能となります。 

（１）部署は階層構造で管理/表示が可能 

部署登録時に上位部署を指定することで、一覧表示時に部署名を階層構造で表示することができます。 

（２）１ユーザーに対して複数の部署の登録が可能 

複数部署を兼務している場合は、1 ユーザーに対して複数部署を設定可能です。「主部署」を設定することで

部署名が複数表示される場合には主部署が必ず先頭に表示されるよう指定も可能です。 

部署作成はこちらから 

部署はツリー形式で作成可能。選択中の

部署に所属するユーザーが右側に表示 

部署へのユーザー割

り当てはこちらから 
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（３）ユーザー一覧に表示される部署は、mitoco で登録した部署が表示されるよう変更  

ユーザー一覧の表示で、これまでユーザーオブジェクトに登録されている部署を表示しておりましたが、mitoco

で登録した部署名が表示されるようになります。複数部署に所属している場合はカンマ区切りで複数部署が表

示されます。 

（４）ToDo・カレンダーでユーザー選択する画面でもアドレス帳が利用できるようになります。 

ToDo およびカレンダー機能でユーザーを選択する際に、これまでは機能毎のユーザー検索画面を利用しており

ましたが、アドレス帳のユーザー検索画面が利用できるようになります。 

 

  



mitoco V3.0 バージョンアップ リリースノート 

Copyright @ TerraSky Co., Ltd. All rights reserved  8 

 

3. 「掲示板」機能 

3.1 投稿済記事の編集可能ユーザーの拡大 

現在、投稿済の記事に対し、編集できるのはその記事の投稿者/カテゴリ所有者/システム管理者のみでしたが、

新たにそのカテゴリに投稿できるユーザーも他ユーザーの投稿の編集が可能になる指定ができるようになりました。 

 

 

3.2 投稿前のレビュー機能の追加 

作成した記事を投稿前に、他ユーザーがレビューできる機能を追加いたしました。カテゴリごとに機能の有効・無効

と、レビュアーを設定することができ、レビュー機能が有効なカテゴリへの投稿した場合はレビュアーのレビュー待ちとなり

ます。レビュアーによるレビュー後に記事は公開されます。 

レビュー機能が無効の場合は今まで通り投稿されます。 

         

 

レビュー機能有効のカテゴリの

場合、投稿ボタンが「レビュー

依頼」に変更 

レビュアーは内容を見て、公開

するかどうかを判断 
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レビュー中の記事に対してレビュアーはコメントを入力することが可能です。却下した場合、コメントは残るため記事

の作成者がコメントを確認することが可能で、公開された場合はここで記載されたコメントは削除されますので、レビュ

ー中のやり取りが他ユーザーへ公開されることはありません。 

 

3.3 「未公開記事管理」表示の追加  重要な更新  

掲示板の切替表示に「未公開記事管理」を追加いたしました。これにより今まで検索から投稿期間を指定して探

す必要のあった公開前の投稿や、新機能のレビュー中の投稿などを簡単に絞り込んで閲覧することが可能です。 

 下書き     ：下書き中の投稿一覧が表示されます。※絞り込み選択の中から移動しました 

 レビュー申請中：自分の作成した記事で、レビュー申請中の記事の一覧が表示されます。 

 未レビュー   ：自分がレビューできる他ユーザーの記事の一覧が表示されます。 

 公開前     ：自分で投稿済の記事で公開日時が未来の記事の一覧が表示されます。 

     

 

3.4 添付ファイルの更新が正しく反映されない不具合の修正 

掲示板への添付ファイルの管理の仕方を改善し、以下の問題を修正いたしました。 

 掲示板への添付ファイルを Salesforce 標準画面からバージョンをアップした場合に添付ファイルが表示されな

くなってしまう問題を改修し、最新バージョンの添付ファイルが表示されるよう修正 

 カテゴリ所有者が別ユーザーの添付ファイルがある掲示の変更できない問題を改善 

※本管理方法の変更に伴い、既存掲示板の添付ファイルのマイグレーションが必要となります。 

  詳細な手順は別途「Ver3.0 バージョンアップ手順書」をご確認ください。 

 

3.5 添付ファイルの表示の向上 

添付ファイルについて、削除したファイル/追加したファイルがわかるよう、文字色を変更するようにしました。 

削除した添付ファイルについては削除をキャンセルすることが可能です。 
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3.6 未読ユーザー表示一覧の改善 

アクセス権限を設定しているカテゴリで表示される「未読ユーザー」一覧について、以下の修正をいたしました。 

 未読のユーザーが多い場合に表示のレスポンスが悪くなっていた問題を改善しました。ユーザーは 50 ユーザー

ずつ表示され、51 件以上は 50 件単位でページ表示されます。 

 ユーザーアイコンのみ表示していた一覧を、アイコン＋ユーザー名を表示するように変更しました。 

 

 

3.7 その他掲示板の修正 

 本文の作成領域を調整し、視認性よく広めに修正しました。 
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 他ユーザーの作成した記事について、システム管理者とカテゴリ所有者は「下書きに戻す」ボタンが表示されて

いましたが、下書きに戻せるのは自身の作成した記事のみに変更しました。ただし、レビュー機能が有効の場

合は投稿前の下書き保存が必要となるため「下書き保存」ボタンは表示されます。 

 下書きにコメントをした場合、公開後にそのコメントもそのまま公開されていた問題を改善し、下書き時にはコ

メント入力ができないよう修正しました。 

 アクセス制限のあるカテゴリへのコメント入力時、メンション検索で表示されるユーザー一覧を改修し、レスポン

スを改善にたしました。 

 

3.8 モバイル版「掲示板」の提供を開始  

iOS に対応したモバイル向け掲示板アプリの提供を開始いたしました。AppStore からダウンロードが可能です。 

移動中でも掲示板に投稿された内容を手軽に確認ができます。デスクトップ側と連動しているので、未読の記事や

後で読むマークを付けた記事を外出先で手早くチェックすることが可能です。 

詳細表示で添付ファイルやコメントの確認、投稿も可能なので移動時間の有効活用ができます。 
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4. 「トーク」機能 

4.1 検索中の UI 改善 

ユーザー検索中に、検索中であることがわかるインジケータを表示するよう修正しました。 

 

4.2 メンション検索性能の改善 

参照可能なユーザー数が多い非公開ルームにおいて、メンション検索で表示されるユーザー一覧を改修し、レスポ

ンスを改善いたしました。 
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5. 「カレンダー」機能 

5.1 ユーザーインターフェースの見直し  重要な更新   

インターフェースをより見やすく、使いやすいよう改善いたしました。 

 

① 上部バー中央の年月日表示の表記を変更 

② 表示中のスケジュールが現在を表示している場合、年月日表示の横に「今月」「今週」「今日」表示を追加 

③ 左サイドバー内にあったミニ月カレンダーを、上部バー内の表示中の年月日横に移動 

 

④ 左のサイドバーを「ユーザー」「施設」「公開カレンダー」の選択エリアのみに変更 

① ② ③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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⑤ 左サイドバー内にあった施設の状況一覧を上部バー内の左上に移動 

施設のクイック予約もこちらから可能です 

 

⑥ 左サイドバー内にあった月表示の場合の各日の予定詳細一覧を、その場にポップアップ表示するよう変更 

⑦ 月表示の場合、各スケジュールの右側に開始時間を表示するよう変更 

 

5.2 予定のリスト表示機能の追加 

1 ヶ月の予定をリスト表示する機能を追加しました。 

予定への参加・不参加について未返答な予定のみを表示することが可能なため、未返答スケジュールのみ表示し

てすばやく参加・不参加の回答をすることができます。 

 

予定の参加・不参加を一覧

表示にして素早く回答をす

ることが可能 
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5.3 ユーザー検索画面をアドレス帳のインターフェースに変更  重要な更新  

ユーザー検索をアドレス帳の検索画面でできるようになりました。これまで通りユーザー/ロール/公開グループに加え

て、新しくアドレス帳に登録できる「部署」名でも検索が可能です。 

提供済の「マイビュー」機能と合わせて、他ユーザーのスケジュールに素早くアクセスできるようになりました。

       

※これにより以前まであった「ユーザーグループ」は廃止になりました。 

 

5.4 スケジュール登録時に関連先を登録できる機能を追加 

スケジュール登録画面から、ユーザーやオブジェクトを関連付けして登録できるようになりました。Salesforce 標準

カレンダーのスケジュール登録時における「名前」および「関連先」の登録機能になります。 

操作中のユーザーが参照可能な取引先責任者やリード、オブジェクトであれば関連付けが可能です。 

スケジュール詳細画面から、関連先の「詳細」をクリックすることで、その関連先の詳細にすばやくアクセスするこがで

きます。 
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※関連付けできるユーザーやオブジェクトは、ご契約の Salesforce ライセンス形態や参照設定に 

  よって異なります。 

※モバイルカレンダーからは、関連付けの設定は行えません。 

 

5.5 スケジュール登録画面の項目の並び順の見直し 

スケジュールの新規作成画面において、件名項目を一番上に配置するなど入力項目の並び順を見直し、一般的

にスケジュールを入力しやすい並びに変更しました。 

       

 

5.6 その他の更新 

 初期表示時のデータ量を調整し、パフォーマンスを改善しました。 

 サイドバーの開閉を、ユーザー毎に前回の状態を記憶するように変更しました。 

 日表示カレンダーの 30 分単位の予定が上下に分断されていた問題を修正しました。 
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 日表示カレンダーの横幅を調整し、1 時間の予定がすべて表示されるようにしました。 

 日表示、週表示カレンダーで表示されていた現在の時間を表す赤線を、日表示カレンダーの場合は当日、

週表示カレンダーの場合は当週のみ表示するように変更しました。 

 

5.7 モバイルカレンダーアプリの Android 版の提供  

これまで iOS 版のみ提供していたモバイルカレンダーアプリについて、Android 版の提供を開始しました。

GooglePlay からダウンロードできます。 

  

 

5.8 モバイルカレンダーアプリ上での他ユーザー検索性の向上  

モバイルカレンダーアプリにおいて、他ユーザーのスケジュールを確認する際のユーザー検索画面を見直しました。 

ユーザー/ロール/公開グループ/部署からユーザーを検索できるようになり、よりすばやく目的のユーザーのスケジュー

ルにたどり付けられるようになりました。 
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※これにより以前よりあった「ユーザーグループ」は廃止となりました。 
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6. 「ToDo」機能 

6.1 依頼された側のタスクの編集機能   

これまで、依頼されたタスクに対して依頼された側は完了以外の操作ができませんでしたが、件名/説明/締切日/

優先度/状況の編集ができるようになりました。 

任命先の変更、タスクの削除、カテゴリの変更、添付ファイルの編集は、今まで通りタスク作成者のみ可能な操作

となります。 

 

 

      

なお、モバイル ToDo アプリでも対応しています。 
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6.2 取引先責任者およびオブジェクトの関連付け、および参照機能の追加 

タスクに対して、取引先やオブジェクトの関連付けができるようになりました。 

登録するタスクに関連のある取引先責任者や、商談などのオブジェクトを紐付けることですぐに必要な情報にアクセ

スすることができます。 

     

 

6.3 その他の更新 

 繰り返しのタスクに対して、一括で編集できるよう修正いたしました。 

 タスクの簡易作成時や、タスク削除時のパフォーマンスを改善いたしました。 

 

6.4 モバイル ToDo アプリ上での他ユーザー検索性の向上  

モバイル ToDo アプリにおいて、タスク登録時に他ユーザーを検索する際の検索画面を見直しました。 

ユーザー/ロール/公開グループ/部署からユーザーを検索できるようになり、よりすばやく目的のユーザーにたどり付け

られるようになりました。 
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7. 「文書管理」機能 

7.1 ファイル・リッチテキストの未読・既読管理機能を追加 

文書管理内に保存しているファイル、および作成したリッチテキストについて、未読・既読を管理できる機能を追加

いたしました。 

ファイルやリッチテキストで未読のものは太字で表示され、既読になると細字で表示されます。未読の対象はプレビ

ュー表示すると既読になります。ファイルやリッチテキストを選択して、表示される「未読にする」「既読にする」ボタンを

実行することで、対象ファイルやリッチテキストの既読・未読を変更することも可能です。 

複数ファイルを選択して一括で変更もでき、またフォルダを指定してその配下にあるすべてのファイルについて未読化、

既読化することもできます。 

 

 

7.2 検索オプションに「未読ファイルで絞り込む」を追加 

検索時のオプションで、検索対象を未読ファイルのみにして実行するオプションを追加いたしました。 

 

 

7.3 選択中のフォルダまたはライブラリの情報を表示する機能を追加 

選択中のフォルダまたはライブラリに対する情報を、中央エリアの最下部に表示する機能を追加いたしました。 

フォルダまたはライブラリ配下のファイル数の状況や、作成可能な上限数などが一目でわかるようになっております。 

フォルダ・ファイル・リッチテキ

ストを複数選択可能 

未読は太字、既読

は細字で表示 

選択中のフォルダ配下、ファイル、リッ

チテキストの既読化・未読化が可能 
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 直下の未読文章数：選択中のフォルダまたはライブラリ内の未読ファイル・リッチテキスト数を表示 

 配下の未読文章数：選択中のフォルダまたはライブラリ配下すべての未読ファイル・リッチテキスト数を表示 

 作成可能なフォルダ数：選択中のフォルダまたはライブラリに作成できる残りフォルダ数を表示 

 作成可能なファイル数：選択中のフォルダまたはライブラリに作成できる残りファイル数を表示 

 

7.4 お気に入りに登録しているファイルまたはリッチテキスト数の表示を追加  

お気に入りに登録できるファイルまたはリッチテキストの上限数は現在 100 までとなっておりますが、これまでは現在

登録している数の確認方法がありませんでしたので、お気に入りの登録または解除時に、現在の登録数を表示する

ようにしました。これにより必要に応じて、お気に入りの登録状況を見直すことが可能です。 

 

 

7.5 検索のスコープで、指定のMyView を検索対象にできるよう変更 

これまで MyView は選択状態にすることができなかったため、検索でも MyView を選択した状態でスコープ「選択

したフォルダの下すべて」を指定した検索が行えませんでした。 

今回 MyView を選択状態にすることができるようになり、それに伴い、MyView を選択した状態でスコープ「選択

したフォルダの下すべて」を実行するとMyViewに登録されているフォルダを検索対象にすることができるようになりまし

た。 

これにより MyView を利用して、指定の複数フォルダを対象とした横断的な検索が可能となりました。 

選択中のフォルダ 

またはライブラリ 
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7.6 ライブラリの使用状況確認機能の追加（管理者機能） 

管理者が、対象のライブラリの利用状況を確認できる機能を追加いたしました。 

① ライブラリ情報 

ライブラリの「情報」をクリックすることでライブラリ配下のフォルダおよびファイルの上限数と現在の利用数量を確

認できるようになりました。 

      

② ダッシュボード 

文書管理全体のライブラリ数、ご利用の Salesforce 組織のデータストレージおよびファイルストレージの利用

状況が確認できるようになりました。 

      

③ 対象ライブラリの設定アクセス権数 

ライブラリに設定できるアクセス権は現在 100 件までですが、アクセス権設定画面から設定件数を確認でき

るようになりました。 
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7.7 ライブラリ所有者変更機能（管理者機能） 

ライブラリの所有者が退職や異動などで変更が必要な場合に、ライブラリの所有者を変更する機能を追加いたしま

した。なお、この操作には対象ライブラリのアクセス権も一括更新する必要がございます。 

操作方法の詳細はユーザーガイドをご参照ください。 

 

7.8 アクセス権一括更新機能 （管理者機能） 

ライブラリのアクセス権を変更する際に、対象数に上限値が設定されておりますが、上限値を超えてアクセス権を変

更することができる一括更新機能を追加いたしました。 

バッチによる非同期処理での実行となるため、実行結果の確認ができるようになっています。 

操作方法の詳細はユーザーガイドをご参照ください。 

 

7.9 その他の変更 

 フォルダ一覧、ファイル一覧、ファイル詳細の各表示時のパフォーマンスを改善しました。 

 検索時に、Enter キーで検索が実行されるようになりました。 

 掲示板およびトークで表示される文書管理クイックアクションを開いている場合に、クイックアクション外のエリア

をクリックした場合にはクイックアクションが閉じるようになりました。 
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8. 「ワークフロー」機能 

8.1 申請データ一覧のインターフェースの向上 

申請データ一覧のインターフェースを見直し、以下の改善を行いました。 

① 表示項目を見直しました。 

 

 

 

「申請者」「所有者」の表示は廃止し、申請データを最初に作成したユーザーを「作成者」として表示するよう

変更しています。 

② これまでのキーワード検索に加え、検索項目を拡充して過去データから素早く目的の申請データが探せるよう

にしました。 

 

検索項目として「申請者」を廃止し、「件名」「作成者」「作成日（期間指定）」「最終更新日（期間指

定）」が検索項目として指定できるようになりました。 

③ 申請データ一覧が以前は最大 100 件までのみ表示しておりましたが、100 件以上レコードがある場合には

一覧の最下部を表示したタイミングで自動ロードして残りの一覧を 100 件ずつ表示するように変更しました。

最大 600 件まで表示されます。 

 

旧 Ver 

Ver3.0 
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8.2 申請済み一覧のインターフェースの向上  重要な更新  

申請済み一覧のインターフェースを見直し、以下の改善を行いました。 

① 以前は自分自身が申請した申請済みデータのみの一覧が表示されていましたが、参照可能な申請済みデ

ータであれば他ユーザーのデータも表示されるよう変更いたしました。 

ただし、一覧を開いた際にはデフォルトで自分自身のデータのみを検索した状態の一覧が表示されるため、画

面を切り替えた際に表示される一覧は、以前と同じ申請済みデータが一覧で表示されます。 

 

 

② 検索機能を追加しました。過去の申請済みデータから素早く目的の申請済みデータが探せるようにしました。 

 

検索項目の「申請者」を自分自身以外に変更することで、参照が可能な他ユーザーの申請済みデータが検

索可能です。 

 

8.3 申請承認画面の承認プロセスフロー図の折りたたみ対応 

申請承認画面で表示される承認プロセスのフロー図について、画面表示時にはデフォルトでは非表示になるよう変

更しました。「フローを表示」をクリックすることで、フロー図の表示・非表示の切替が可能です。 

      

デフォルトで自分自身の名前が

検索済の状態で表示されます 
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これにより、申請承認画面を開いた際に、画面下部がワンテンポ遅れて表示される問題を解消しています。 

 

8.4 その他の更新 

① 一覧表示する画面で、一覧の項目がスクロールした際に隠れて見えなくなっていた問題を改善し、スクロール

しても項目は表示されたままになるようにしました。 

ワークフロー画面の申請データ一覧/申請済み一覧/処理待ち一覧/処理済み一覧と、アプリケーション設定

の管理者画面にあるプロセス一覧/代理承認者一覧で、項目表示固定に対応しております。 

② 申請データ作成ボタンの表示が遅い場合に、ボタン表示のタイミングで他のタブ表示位置が動いてしまう問題

を改善しました。 

③ 処理待ち一覧/処理済み一覧ページの、更新ボタンとデータ件数の表示位置を見直しました。 

④ ファイル添付の際、ドラッグ＆ドロップでファイル添付が可能なりました。複数ファイルの一括添付も可能です。 

⑤ 代理承認者が承認した場合で、その次のステップの承認者がマネージャーに指定されていた場合、代理承認

者のマネージャーが承認者になってしまっていた動作を、本来の承認者のマネージャーが承認者になるよう修

正しました。 
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