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お客様・パートナー様各位  

fusion_place 5.0リリースのご案内 

 

2016年 8月 19日 

株式会社フュージョンズ 

 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

本日、fusion_place の新バージョン「5.0」をリリース致しましたことをお知らせ申し

上げます。 

 

記 

1. リリースの位置づけ 

本リリースは、一般向け LTS（長期サポート版）です。fusion_place cloud、premium 

に加え、fusion_place standard についても提供されます。 

フルバージョン番号は、5.0.0-S101 です（バージョン番号の体系については、当文

書末尾の「新しいバージョン管理方針について」をご覧ください）。 

2. ご提供方法 

弊社（contact@fusions.co.jp）にお問い合わせください。お試しにご利用になる場

合は、試用ページ（http://www.fusions.co.jp/products/trial/）からインストーラをダ

ウンロード頂けます。試用許諾条件・使用許諾条件とも、旧バージョンから変更あ

りません。既存のバージョンからのアップデートは大変簡単です。弊社担当にご相

談下さい。  

3. 主な機能改善点（4.4.1対比） 

（１） リクエスタに関する機能強化  

① リクエスタのメモリ消費量を抑制しました。従来、リクエスタで大容量のデー

タをインポートしようとするとメモリ不足になることがありました。64-bit 

Java を使用し、メモリ割り当て量を増やせば回避できますが、当バージョン

で処理方式を見直し、データ量がメモリ消費量に大きな影響を与えないように

しました。#544 

② リクエスタによる通信時間短縮のため、リクエスタとサーバ間のリクエスト／

レスポンス送受信に gzip圧縮を適用可能としました（Web-APIでも適用可能
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です）。リクエスタの -compression オプションで指定できます。デフォルト

では、圧縮が適用されます。#548 

③ リクエスタ用のリクエストXML中の parameter タグの value 属性の値中に、

環境変数名を %～%で囲って埋め込めるようにしました。埋め込んだ環境変数

名は、リクエスト実行時に環境変数値に置換されます（従来は、可変な値を埋

め込むためにリクエスト XML全体を TYPE コマンドで書き出すなどの対応

が必要でした）。#566 

 

（２） その他のマイナーな改善 

① テキスト式に、端数処理のための関数 @ROUND_UP, @ROUND_DOWN を

追加しました。#547 

② フォームでデータインポートした際に、エラーまたは警告があった場合、注意

喚起のためにメッセージ画面を表示するようにしました。#321 

③ フォームによるデータインポート機能で、インプットファイルのヘッダ行数を

指定して読み飛ばすことができるようにしました。会計システムなどからヘッ

ダ付きでデータを取得せざるを得ない場合への対応です。#569 

④ ブラウザでのチェックボタン押下時もコントリビュータと同様にメッセージ

用ダイアログボックスを表示するようにしました。#570 

⑤ Excel-Linkのリンク領域一覧画面の削除ボタンを間違って押してしまいやすい

ため、同ボタンを廃止しました。削除は、従来通り、リンク領域設定画面から

行うことができます。#552 

⑥ ディメンション内のメンバリストのメンバ選択式で、自ディメンションが参照

されている場合、そのディメンションの借用先ディメンションにてそのメンバ

リストを用いると、借用先ではなく借用元のディメンションが参照されます。

現実には、借用先のディメンションを参照したい場合が殆どであると思われま

すので、それを可能にするために、ディメンション群(Dimensions)オブジェク

トに、@CUR関数を追加しました。メンバ選択式内で「Dimensions!@CUR」

と記述するとそのメンバ選択式が含まれるメンバリストの対象であるディメ

ンションが指示されます。さらに、例えば、そのディメンションの「現在のメ

ンバ」を指示したい場合には、「Dimensions!@CUR!@CUR」と記述すること

で対応できます。#565 

⑦ 業務プロセス定義で追加キーを設定するパネル及び、業務責任単位の責任範囲

指定キーを設定するパネルにて、ラベルと名称の双方を表示した場合、横幅が

狭すぎるため、広げました。#571 

⑧ クライアントサイドのログ記録を改善しました。直前のログだけでなく、過去

ログも残すとともに、サーバへのリクエストについてもログ記録するようにし
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ました。また、マネージャ・ブラウザ・コントリビュータのログが混在しない

よう、それぞれについて別個のログファイルを設けるようにしました。加えて、

ログファイルはクライアント再起動時に削除されていましたがそれを止め、日

別にファイルを作成した上で、100日経たファイルは削除するようにしました。

#559 

⑨ アプリケーションバックアップ／リストア時のダウンロード／アップロード

の記録が、クライアントサイドだけでなくサーバサイドのログファイルにも残

るようにしました。#560 

 

他にいくつかの不具合修正を織り込んでいます、詳しくはインストーラに添付され

た change-log.5.0.0-S101.txt をご覧ください。同ファイルはインストーラの zipフ

ァイルを展開した際に現れる change-logフォルダにございます。また、standard に

ついては、前回リリースである 「4.0.0.4」以降の変更履歴ファイルが同じフォル

ダにございますのでご参照ください。 

 

4. 新バージョンへのアップデートに際してのご留意事項 

① Excel-Link アドインファイルの差し替え 

当バージョンでは、Excel-Link アドインファイルが更新されています。当バー

ジョンをご利用頂くには、Excel-Link を利用している各クライアント PCで、

アドインファイルを差し替える必要がございます。 

コントリビュータの「Excel起動」ボタンを押下する以外の方法で Excel-Link

をご利用のユーザは、アドインファイルを差し替えて下さい。 

マネージャ／コントリビュータ／ブラウザいずかを起動し、メニューから[オプ

ション]＞[Excel-Link 組み込み]を実行すると、アドインファイルが差し替えら

れます。その際は、Excel を終了しておいて下さい（Excel が起動していると

その終了を促すメッセージが表示されます）。 

コントリビュータのみご利用のクライアント PCでは、上述の手続きをあえて

実行頂く必要はございません（Excel起動ボタン押下時に自動的にアドインフ

ァイルが差し替えられます）。 

② リクエスタの新機能の利用(fusion_place premium, cloud のみ) 

リクエスタの新機能を利用したい場合には、リクエスタのプログラムファイル

（jarファイル）を当バージョンのものに置換して下さい。当バージョンのプ

ログラムファイル（fusion_place-requester-5.0.0-S101.jar）は、インストーラ
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の zipファイルに同梱されております。cloud をご利用のお客様は、別途お伝

えする URLからインストーラ zipファイルをダウンロードして、上記ファイル

を取得頂けます。 

リクエスタの新機能が不要である場合、旧バージョンのリクエスタを引き続き

ご利用頂けます。 

 

5. インストール方法 

（クラウドでご利用の場合、インストールは必要ありません。） 

インストール手続き自体は旧バージョン(4.4.1以前) と変わりませんが、インスト

ールの前に、旧バージョンでお使いのデータベースをバックアップするとともに旧

版のソフトウェアをアンインストールして頂く必要があります。 

詳細は、本リリースのインストーラに同梱されているユーザマニュアル

(fusionplace-usermanual.chm) の以下の項目をご参照下さい： 

 

 「fusion_placeをセットアップする」 

     ＞「02．セットアップ手続き」 

    ＞「04. fusion_placeをバージョンアップする際の手続き」 

 

また、インストール後、ユーザが fusion_place にログインする最初のタイミングで、

データベースが最新のレイアウトに移行されます。移行処理は完全に自動的に行わ

れますので、ユーザが手を煩わせる必要はありませんが、以下の点にご留意下さい。 

① データベースに含まれるデータ量が大きい場合、移行処理に数分かかることが

あります。 

② 移行されたデータベースファイル群を、もとのバージョンで使用できるレイア

ウトに戻すことはできません。 

以上 
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新しいバージョン管理方針について  

バージョン 4.4より、バージョン管理の方針を変更し、併せて、バージョン番号の体系

を整理しました。なお、当文書は当社の運用上のルールを記述するものであり、お客様

との契約内容を変更するものではございません。新バージョンご提供に関する当社の契

約上の義務は、使用権許諾契約、利用契約により規定された通りです。 

新機能版と長期サポート版 

従来、不具合修正は、極めて重要度の高いものを除き、最新バージョンを対象に実施し

ておりました。旧バージョンをご利用の場合、不具合に対処するためには、機能変更を

伴う新バージョンにアップデートするしかない点、特に、オンプレミスのお客様からは

改善のご要望を頂戴しておりました。これに対応して、新機能版と長期サポート版(LTS)

を区別し、前者で新機能をタイムリーにご提供する一方、一定期間は不具合修正のみ適

用したいお客様は後者をご利用頂けるようにすることとしました。 

バージョン 

種別 

リリース時期 パッチバージョン*1 

のリリース 

EOM *2 EOL *3 

新機能版 随時（3〜4カ月

に 1回程度） 

されない 

(不具合は次の新機能版

または LTS版で修正) 

― お問い合わせに

は、次の新機能版

または LTS版のリ

リースから 2カ月

後まで対応 

長期サポート版

(LTS)*4 

毎年 1回（8月

を想定） 

される リリースから 

1年後または 

次の LTSの 

リリースまで 

次の LTSリリース

の 1年後まで 

*1.機能性の変更を伴わず不具合修正、セキュリティ修正に特化したバージョン 

*2. EOM (end of maintenance): 不具合修正パッチ提供期間 

*3. EOL (end of life): セキュリティ修正パッチ提供および問い合わせ対応期間 

*4.Long-term Support Version、通称 LTS版 

  
今回リリースする「5.0.0-S101 LTS」は、上記の考え方に基づく最初の LTS版です。新ポリ

シー適用に伴う特例として、バージョン 3.3 系列, 4.0, 4.2, 4.4 系列について、2017年 8月

に予定される次の LTS版リリースまで EOLを延長いたします。この間に、新バージョンに

移行頂きますようお願い申し上げます。 

なお、3.2 以前のバージョンをご利用のお客様は僅少と考えておりますが、そのようなお客

様で、バージョンアップにご支障がある場合は個別にご相談下さい。 
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バージョン番号体系 

バージョン番号体系を整理し、以下のように定義しました。 

メジャー.マイナー.パッチ-Sスキーマ 

例えば、当バージョン「4.4.1-S100」の場合、以下のようになります： 

  メジャーバージョン ： 4 

 マイナーバージョン ： 4 

 パッチバージョン ： 1 

 Sスキーマバージョン ： S100 

各バージョンレベルの意味は以下の通りです： 

バージョンレベル 左記レベルのバージョン番号を改訂する条件 

メジャーバージョン  大きな機能追加等を実施した場合（LTS版の場合は直

前の LTS版との比較において）。 

 従来サポートしていた動作環境をサポート対象外と

した場合。 

マイナーバージョン  上記以外で、機能性を追加した場合。 

パッチバージョン  上記以外で、不具合を修正した場合。 

Sスキーマバージョン  上記いずれかを問わず、データベースのレイアウトに

関して以前のバージョンに戻せない変更を加えた時。 

 LTS版のバージョン番号の末尾には LTSを付加して呼称します。 

例：  5.0.0-S101 LTS 
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製品とバージョン適用 

fusion_place には、３つの製品／サービス cloud, premium, standardがございます。そ

れぞれに対するバージョン適用方針は以下の通りです： 

 fusion_place cloud … 原則として、最新のバージョン（新機能版または LTS版）

かつ最新パッチバージョンを適用します。事前にバージョンアップ予定をご提示し、

お客様からのリクエストがあれば、適用タイミングを遅延します。 

 fusion_place premium … すべてのバージョンをリリースします。 

 fusion_place standard … 原則として、LTS版及びそれに対するセキュリティ修正

パッチバージョンをリリースします。重大な不具合が発見された場合は例外として

不具合修正パッチバージョンをリリースします。 

 

スケジュール例 

下図は、リリーススケジュールについてイメージをお持ちいただくための例です。バー

ジョン番号、年度は仮のものですのでご留意お願い致します。 

 

 

以上 


