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LOGOSWARE Platon リリースノート

バージョン：　1.10.4_1（クラウド型）
リリース日：2023年5月10日

機能改善・機能追加

1. 安全性向上のため、パスワード再発行画面でメールアドレスを入力した時に表示するメッセージを、入力されたメール

アドレスの登録有無に関わらず、一律の内容を表示するように改善しました。

不具合修正

1. csvアップロード機能で、中身がcsvファイルでなくても、拡張子に「.csv」とついていると、アップロードできてしまう問題

を修正しました。

2. 進捗のファイル出力で、「予約して後でダウンロード」を実行したとき、件数やデータ量が多いと正常に出力されない問

題を修正しました。

3. YouTubeに掲載した動画を教材として利用し、iOSで視聴した際に、画面上に「error」という表示が出る場合がある問

題を修正しました。

4. 「Brightcove（動画配信プラットフォーム）」に掲載した動画を教材として利用し、iOSで視聴した際に発生する、以下の

問題を修正しました。

○ 画面上に「error」という表示が出る、動画のスキップやシークができないなど、正常に再生できない場合があ

る。

○ 進捗率が100%を超える場合がある。

5. 管理画面の「テーマ」で設定した「モバイル向けタイトル」「メニュー背景色」が、モバイルの「アカウントの登録申請」画

面に反映されない問題を修正しました。

バージョン：　1.10.4（クラウド型/インストール型）
リリース日：2023年2月8日

機能改善・機能追加

1. CSVインポート機能で、組織（部署と受講者）を別の階層に移動できるように改善しました。
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不具合修正

1. 進捗出力が多数予約されていると、督促メールの送信処理に失敗することがある問題を修正しました。

2. 受講者をCSVで一括登録する際、CSVファイルのインポート時に、エラーが発生することがある問題を修正しました。

3. 同一講座を複数のコースに登録した時、学習画面の「学習状況」に、同じ講座が複数表示されてしまう問題を修正し

ました。

4. コミュニティの人数が300人を超えていると、コミュニティ別の進捗CSVが正常に出力されない問題を修正しました。

バージョン：　1.10.3（クラウド型/インストール型）
リリース日：　オンプレ型：2022年8月30日、クラウド型：2022年9月16日

【クラウド型/インストール型】

不具合修正

1. 多言語（中国語、タイ語、ベトナム語、韓国語）の修了証が、文字化けする問題を修正しました。

2. CSVの「ダウンロード時に文字コードを選択する」を「選択する」 に設定していると、コミュニティの所属者一覧CSVが

ダウンロードできない問題を修正しました。

【クラウド型】

機能改善・機能追加

1. 外部システムからPlaton内の学習コンテンツをシームレスに閲覧できる機能を追加しました。

Platonが持つシングルサインオン（SSO）を併用すると、外部システムから（Platonトップページなどを経由せずに）直

接Platon内の任意の学習コース、講座、教材コンテンツにアクセスできます。

その他

1. システムの安定性を考慮し、以下の機能を停止いたします。

学習画面 >部署 > メンバーの学習状況の「最新の情報に更新する」をクリックし、学習進捗をその時点の最新情報

に更新する機能

※メンバーの学習状況で表示される学習進捗の情報は、前日の24時までの進捗が集計された情報が表示となりま

す。

【インストール型】

機能改善・機能追加

1. インストール型Platonをインストールする際の、エラーログを追加しました。
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不具合修正

1. インストール型Platonをインストールする際、一部の判定が正常に動作しない問題を修正しました。

その他

1. 本バージョンから、インストール型のサーバー動作環境で、RedHat Enterprise Linux 7系（RHEL7クローン含む）が

動作環境対象外となります。

RHEL7系での機能追加を希望するお客様には、別途Platon1.10.2系に対するパッチファイルを提供予定です。

バージョン：　1.10.2_1（クラウド型）
リリース日：2022年7月13日

機能改善・機能追加

1. モバイル環境下の学習画面で、デザインカスタマイズ用のCSSが、各画面に適切に適用されるよう改善しました。

バージョン：　1.10.2（クラウド型/インストール型）
リリース日：2022年5月18日

新機能

　特別研修システム

1. 研修進捗画面で、解答・成績データのレポートをCSVファイルで出力できるようになりました。

2. 「いつ誰が何をしたか」を確認できるよう、監査ログを取得できるようになりました。管理画面で操作ログとシステムロ

グの2種類のログが確認できます。

機能改善・機能追加

　Platon

1. 講座の資料と修了証の表示を、学習画面の講座詳細画面だけでなく、学習画面TOPでも確認できるよう改善しまし

た。

2. 教材毎に受講完了・テスト合否確定後の再受講を禁止できる設定を追加しました。

この設定は、「管理画面＞設定＞動作設定＞学習設定」で利用できます。

3. コミュニティの受講者割り当て画面での受講者検索で、検索条件に「備考」、「オプション項目」を選択できるように改善

しました。

4. 管理画面のメニューにカーソルを合わせると、各メニューの説明が表示されるように改善しました。

5. 学習画面 >部署 > メンバーの学習状況の「最新の情報に更新する」をクリックし、学習進捗をその時点の最新情報
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に更新する機能を追加しました。（2022/09/26追記）

その他

　Platon・特別研修システム

1. 本バージョンから、Internet Explorer 11が推奨動作環境対象外となります。

バージョン：　1.10.0.4_10（クラウド型、修正パッチ版）
リリース日：2022年2月9日

不具合修正

1. 管理画面で、受講者画面の「ログインフォーム」を表示しない設定にした際、SMAL認証用のログインボタンも非表示

となってしまう問題を修正しました。

バージョン：　1.10.0.4_9（クラウド型、修正パッチ版）
リリース日：2022年1月26日

機能改善

1. モバイルでも、学習画面にSAML認証でログインできるように改善しました。

2. SAML認証のログインボタンの文言を修正しました。

※SAML認証機能の利用には、事前にお申し込みが必要です。

バージョン：　1.10.0.4_8（クラウド型、修正パッチ版）
リリース日：2021年12月8日

不具合修正

1. 登録受講者数が非常に多い場合に、APIでのデータ取得時にサーバーエラーが発生する問題を修正しました。

2. モバイルでTHiNQコンテンツを受講する際、回線切断により受講中断されると、1問目から回答し直しになってしまうこ

とがある問題を修正しました。

バージョン：　1.10.0.4_7（クラウド型/インストール型、修正パッチ版）
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リリース日：2021年9月8日

機能改善

1. 受講者の一括登録画面に、アカウント登録通知設定を追加しました。

CSVファイル内の誰（新規登録者のみか、全員か）に「アカウント登録の通知メール」を送信するか設定することがで

きます。

これにより任意のタイミングで、指定の有効アカウントに「アカウント登録の通知メール」を送信できるようになりまし

た。

仕様変更

1. 無効アカウントには「アカウント登録の通知メール」を送信しない仕様に変更されました。

バージョン：　1.10.0.4_6（クラウド型/インストール型、修正パッチ版）
リリース日：2021年8月11日

不具合修正

1. 認証に関わるAPIで、アクセスキーを破棄するAPIが正常に動作しないことがある問題を修正しました。

バージョン：　1.10.0.4_5（クラウド型/インストール型、修正パッチ版）
リリース日：2021年8月11日

不具合修正

1. 学習画面の「過去の受講講座」で、一部の受講期限が切れた講座が「期限切れ」の絞り込み検索に表示されない問

題を修正しました。

バージョン：　1.10.0.4_4（クラウド型/インストール型、修正パッチ版）
リリース日：2021年7月7日

機能改善

1. 受講者画面の言語選択で、インドネシア語を選択できるようになりました。

※言語選択を可能にするには、管理画面の設定で受講者の言語選択を許可する必要があります。
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バージョン：　1.10.0.4_2（クラウド型/インストール型、修正パッチ版）
リリース日：2021年5月28日

不具合修正

1. コミュニティに対してCSVファイルで受講者登録をした時に、コミュニティに「講座が１件も登録されていないコース」が

割り当てられていると、エラーが発生する問題を修正しました。

その他

1. FLIPPER U2で作成したコンテンツを教材として利用できることを確認しました。（2021/08/05追記）

バージョン：　1.10.0.4_1（クラウド型/インストール型、修正パッチ版）
リリース日：2021年4月19日

不具合修正

1. 管理画面の進捗状況のExcelダウンロード機能で、部署ごとの各コースのデータがダウンロードできない問題を修正

しました。

この機能は、「進捗＞進捗確認（コース）＞部署ごとに閲覧する＞コースリストを表示する＞Excel」で利用できます。

バージョン：　1.10.0.4（クラウド型/インストール型）
リリース日：2021年3月10日

機能改善

1. コンテンツ受講後の結果送信に失敗した際、次にPlatonにアクセスできた時点で、THiNQなどのテスト・アンケートの

各問回答データが復元できるように改善しました。

不具合修正

1. Chrome最新バージョンで、テキスト装飾（太字・下線入れなど）用のアイコン画像が正しく表示されない問題を修正し

ました。
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バージョン：　1.10.0.3（クラウド型/インストール型）
リリース日：2021年2月3日

不具合修正

1. Platon 1.10.0.1〜1.10.0.2において、コミュニティ受講者CSVアップロードを使用して同一講座が複数割り当たる場

合、以下のような現象が発生する問題を修正。

○ 講座進捗が複数表示される

○ コース進捗ステータスが完了にならない

2. THiNQ Xe2.1.0以前のバージョンで、教材作成時に選択肢を削除した教材が、レポート作成ツールの設問別解答状

況やアンケート結果でエラーが出る場合がある問題を修正。

バージョン：　1.10.0_2（クラウド型、修正パッチ版）
リリース日：2020年11月11日

機能改善・機能追加

1. コミュニティから受講者割当を解除するAPIを追加しました。

2. コミュニティのCSV一括登録機能に、差分モード、置換モードを追加しました。

3. 管理画面で大量の部署追加や受講者移動を行う際の処理速度を改善しました。

バージョン：　1.10.0
リリース日：2020年7月8日

新機能

1. 特別研修システムを開発

社内秘の研修や教育、LMS管理者や他部署などに公開したくない研修などが行えるようになりました。

※ご利用の際、申し込みが必要。(費用はかかりません)

機能・セキュリティ向上

1. APIを拡充

LMS管理機能のほぼすべての操作がAPIにより可能になりました。

不具合修正

7



1. 未着手督促メールが、送信条件を満たしていない場合でも送信される不具合を修正

2. メール送信ログの送信日検索で、指定された送信日数分を正常に抽出されるよう修正

3. アカウント無効のユーザーに対し、コース割り当てを実施。その後、コース割り当てを解除しアカウントを有効にした場

合、講座割り当ての通知メールが送信される不具合・学習画面のお知らせに「受講可能となりました」と表示される不

具合を修正

4. 夜間パッチの処理回数に応じて、Platonレポート作成ツールのコース進捗表示が異なる不具合を修正

バージョン：　1.9.4.3
リリース日：2019年12月26日

仕様変更

1. HOME画面のプロフィール画像が未設定時に設定画面中のプロフィール画像で削除ボタンを非表示ではなく、グレー

アウトした状態で表示されるよう仕様変更

機能・セキュリティ向上

1. 学習画面で利用可能な言語に韓国語を追加

2. THiNQ Xeコンテンツの学習履歴が蓄積できるようになりました。

不具合修正

1. オンプレミス版環境で「ログイン人数制限」を利用したときに、モバイルでのGoogleサインオンで正しく制限されない

ケースがある不具合を修正

2. 進捗が”完了”となっている講座に動画教材（mp4）を追加した場合に進捗ステータスが“受講中”に戻らない不具合を

修正

3. FLIPPER U コンテンツで各ページの閲覧完了のチェック（レ点）を付ける秒数設定が管理画面のプレビューで設定反

映されていなかった不具合を修正

4. 管理画面の英語表記の翻訳漏れを修正

バージョン：　1.9.4.2
リリース日：2019年11月15日

機能・セキュリティ向上

1. session.use_only_cookies設定をサーバの設定に従うように変更

2. SQLエラーの発生時に、発生したエラー内容の画面表示（表示／非表示）の制御を追加

3. URLからセッションを書き換える機能の有効・無効設定を追加
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バージョン：　1.9.4.1
リリース日：2019年9月11日

不具合修正

1. 管理画面＞組織＞アップロードから部署登録をCSVファイルの置換モードで行った時にエラーが発生し、インポート

が行えない不具合を修正

バージョン：　1.9.4
リリース日：2019年7月22日

機能変更

1. 生年月日の年選択を西暦表示のみに変更

機能・セキュリティ向上

1. 「過去の受講履歴」から修了証のダウンロードが可能

2. メールアドレス重複動作機能がサイト別に指定可能

3. 受講者対応言語にベトナム語を追加

セキュリティ向上

1. CORS対応。クロスドメイン POST でのログイン許可設定追加

2. HTTPヘッダーに Content-Security-Policy を追加

3. HOSTヘッダの書き換えによる不正リダイレクト処理対応

不具合修正

1. 管理画面で学習画面の言語を更新した際、管理画面の言語も変更される不具合を修正

2. 割り当て確認＞コミュニティ別でコミュニティ名をクリックしても無反応の箇所がある

バージョン：　1.9.3.3
リリース日： 2019年7月3日

機能・セキュリティ向上

1. スマートフォン／タブレット端末向けログイン画面でPlaton標準機能ではなく、指定ページからのログイン・ログアウト

が行えるように機能追加
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バージョン：　1.9.3.2
リリース日： 2019年3月28日

不具合修正

1. バージョン1.9.3以降の環境でシングルサインオンに失敗する不具合を修正

PCにてPlatonにシングルサインオンでログインしようとした際にエラーが発生し、ログインが行えない不具合を修正し

ました。

　

バージョン：　1.9.3.1
リリース日： 2019年1月18日　※内部バージョンのため、未リリース　

セキュリティ向上

バージョン：　1.9.3
リリース日： 2018年11月9日

新機能

1. 同時接続数制限機能追加

コンテンツ販売などのビジネスにPlatonを利用する場合向けに、サイトごとに学習画面への同時接続数の上限を設

定する事ができるようになりました。

2. 登録済み教材一覧表示機能追加

管理画面に登録済みの講座や教材などを一覧表示できる機能を追加しました。

仕様変更

1. 権限テンプレート編集機能を削除し、よく利用される権限テンプレートを追加

2. 権限：部門担当者での置換モード CSV アップロード機能を削除

3. 権限：部門担当者でのコース情報の編集を制限

4. 権限：部門担当者によるコミュニティへのCSVによる受講者を登録制限

機能改善

1. レポート作成ツールの「受講者別詳細」レポートが、受講者毎に改ページできるようになりました。

2. 学習画面でコース・講座・教材名による検索が可能になりました。

3. スマートフォン／タブレットからもアカウント申請機能が可能になりました。
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4. スマートフォン／タブレットから修了証のダウンロードが可能になりました。

5. コンテンツごとに学習画面のテスト合否表示設定が可能になりました。

6. 組織名などにおいて入力された全角英数記号を自動的に半角に変換する機能を削除しました。

7. メールの Fromに関する脆弱性対策を施しました。

8. パスワード再設定メールのリンク先が常に日本語の再設定画面となっていた問題を修正しました。

不具合修正

1. API 3-004 、 4-001 を利用しても、データの結果を 10件しか返さない問題を修正

2. Edge で PCにて修了証をダウンロード出来ない問題を修正。

3. Chrome69以降で、お知らせ作成画面のボタンが潰れる問題を修正。
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バージョン：　1.9.2.1
リリース日： 2018年9月12日　※お手軽スタートパック環境でのみ提供

新機能

1. ポルトガル語（ブラジル）の受講者画面言語切替の追加

2. ブライトコーブ社の提供する動画サービスを外部URL教材として登録した際、進捗が取得出来るよう機能追加

機能改善

1. YouTube動画を教材として使用した際、一度閲覧した履歴を保持して次回以降の閲覧が途中から再開されるように

改善

不具合修正

1. 部門担当者権限でのCSVインポート時、他部門のデータに影響を与える事ができてしまう不具合を修正

2. 特定の条件が重なった場合に、管理者が解除した受講者割り当てが復活してしまう現象の修正

3. まれに自動督促メールが送信されないケースを修正

バージョン：　1.9.2（内部バージョン）
リリース日： 2018年7月6日　※内部バージョンにつき、未リリース

新機能

1. JWT認証機能を追加

機能改善

1. 特定のサーバー構成でPlaton環境を構築した場合に、処理に時間がかかる動作（部署/受講者CSVアップロード、教

材アップロード、CSVを使ってのコース割り当て、教材データダウンロード、講座コピー）を行った際、タイムアウトエ

ラーが出ないよう改善

2. Platonから送信するメールに返信先メールアドレスを設定出来るよう改善

3. WebブラウザのCookieに関するセキュリティを向上しました
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バージョン：　1.9.1.3
リリース日： 2018年1月9日

機能改善

1. STORM、THiNQ教材を長時間受講した場合、結果の登録に失敗するケースを改善

STORM Maker(ver1.15.8)で作成した教材を利用した場合に上記事象を改善出来るようになりました

※STORM V、THiNQ Makerは今後対策版をリリース予定

不具合修正

1. 合計学習時間が正しく記録されない問題を修正

2. マルチサイト環境で、コース進捗集計の最終更新時刻（レポート作成ツールで確認可能）が全サイト分混ざって更新さ

れてしまう現象を修正

3. 動画教材（MP4動画）を同一ウィンドウで開く設定で視聴した場合、閉じた時に進捗が更新されない事がある不具合

を修正

4. 動画教材（MP4動画）を最後まで見た後にスライダーを戻して閉じると受講済でも進捗が100%でないデータになる不

具合を修正

5. 英語翻訳の修正

バージョン：　1.9.1.2
リリース日： 2017年9月22日

不具合修正

1. 進捗の閲覧合計時間が正しく記録されないことがある不具合を解消

仕様変更

1. 管理画面の進捗確認における一部の動作不良ソート機能を削除
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バージョン：　1.9.1.1
リリース日： 2017年5月1日

新機能

1. 学習者画面の言語選択でスペイン語が追加

不具合修正

1. CSVインポートで受講者一括登録をした際、アカウント新規登録通知メールが送信されない不具合を解消

2. 管理画面でCSVインポートを実施中に、Platonにアクセスした他の管理者・受講者が強制的にログアウトされてしま

う、および管理画面上で受講者一覧が一時的に正しく表示されなくなる不具合を解消

3. 学習画面の英語表記を一部修正

4. モバイル版学習画面、および管理画面でGoogle認証が正しく動作しない不具合を解消

5. 推奨環境外のアラートメッセージがInternet Explorer8で表示されない不具合を解消

6. Platon ver1.7.2以前からのバージョンアップに失敗するインストーラーの不具合を修正

.

バージョン：　1.9.1
リリース日： 2016年12月22日

新機能

1. MP4動画教材の飛ばし見防止機能

教材を全て閲覧してもらえる様、まだ閲覧していない箇所にはシーク出来ない設定が選択できるようになりました

※閲覧した箇所のみシークが可能

2. MP4動画教材がモバイルでも倍速再生できる様になりました

0.5 / 1 / 1.5 /2倍速で再生出来る様になりました

3. パスワード設定に関する制御機能の強化

セキュアなパスワードの運用を実現する為に、使用文字種、変更履歴、定期変更要求機能や、複数回ログイン失敗

時のアカウントロック機能が追加されました

仕様変更

1. 閲覧側の動作環境を変更

モバイルでの推奨動作環境がiOS 8以上、Android 4.3以上に変更されました
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機能改善

1. 問い合わせの通知メールで送信元が分かるように改善

2. 部署マネージャからの督促メールの送信元を部署マネージャ名義でも送信出来るよう改善

3. CSVで組織/受講者を一括登録する際のフローを改善

置換モードを使った登録ミスが起こらないよう、差分モードを前提にした表示へと改善しました

4. 割り当て解除機能の改善

コースへの部署・コミュニティ・受講者の割り当ての一括解除、コミュニティへ割り当てられた受講者の一括解除が可

能になりました

5. 推奨環境外のブラウザでアクセスした際、注意文が表示できる様に改善

InternetExplorer9以前や、古いiOS/AndroidOS（推奨環境外）でPlatonにアクセスした際にアラートメッセージを出

すか選択できるようになりました

6. 学習画面の使用フォントをメイリオへと変更

不具合修正

1. 受講者CSVダウンロードで部署を選択しても配下の部署の受講者情報が出力されない不具合を解消

2. 中国語（簡体字、繁体字）間の言語設定切り替えが変わらない不具合を解消

3. 管理画面の受講者詳細画面で一部の割り当てコースしか表示されない不具合を解消

4. レポート作成ツールが特定の条件時に起動しない不具合を解消

5. CSVインポート処理時の不具合を解消

バージョン：　1.9.0
リリース日： 2016年8月12日

新機能

1. Platonレポート作成ツール

e-learningの報告書を容易に作成出来るレポート作成ツールを開発しました

2. MP4動画教材倍速再生機能

PCでMP4動画教材を再生する際、倍速再生機能が付きました

仕様変更

1. サーバーの推奨動作環境が変更

2. 閲覧者の推奨動作環境が変更

3. コース割当をCSVで一括アップロードで更新する際、開始日と期限日を空欄にした時は受講期間を無しで更新するよ

うに修正

4. 学習者画面で期限切れ間近のコース一覧を確認する際、該当しないコース名は非表示になるよう修正
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機能改善

1. 学習画面での受講ステータス・テスト結果等の非表示設定が設定出来るよう改善

2. 進捗出力CSVの出力フォーマットを追加

出力後の加工が容易になるよう、以下3タイプのフォーマットでCSV出力が出来るようになりました

Aタイプ：ある受講者の講座・教材の進捗を、数行にわたるブロックで表示

Bタイプ：ある受講者の教材の進捗を、1行1教材で表示

Cタイプ：講座単位で一行に教材の進捗をまとめて表示

3. Flash Playerの有無をチェックするか、選択可能となるよう改善

Flash Playerを不要な環境(Flash型教材ではなく、HTML5型教材やMP4動画のみを使用)にした際、Flash Player

の有無を確認する必要が無くなる為、確認作業を行うか選択可能になりました

4. 管理画面のコミュニティ管理画面上で該当の受講者CSVダウンロードが出来るよう機能追加

5. 管理画面上で受講者検索を行う際、受講者情報の備考情報でも検索できるよう改善

6. コントロール画面および管理画面で登録された教材の全データ容量が確認できる様に改善

7. 教材が登録可能な容量をコントロール画面より制限できるように改善

8. 差し替えや削除で登録していた教材を削除した時、サーバー上で物理削除するよう改善

不具合修正

1. CSVで受講者を新規登録する時、必須入力項目の仮パスワードの必須チェックが抜けてしまう不具合を修正

2. 権限の一覧にある編集ボタンをクリックすると、ページジャンプ用の入力欄の数字がカウントアップされてしまう不具合

を修正

3. 集合研修の受講者CSV出力でヘッダー行に表示しているカラム名が画面表示と出力したCSVで異なる点を修正

4. 部署マネージャのメンバー進捗確認画面で表示されるコース進捗が正しく表示されるよう修正

5. 中文（香港）で学習画面を使用している際、コミュニティの進捗確認タブが英語で表示されてしまう不具合を修正

6. 初期登録時の管理者アカウントの部署を変更した後で、データを初期化した時ログイン出来なくなる不具合を修正

7. 督促メール（管理者）が送信者名無しで送信出来てしまう不具合を修正

8. 英語での学習画面の画面表示崩れを修正
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バージョン：　1.8.2.2
リリース日： 2016年4月22日

不具合修正

＜管理画面＞

1. ver1.8.2.1で発生する管理画面での教材プレビューが正しく動作しない不具合を修正

バージョン：　1.8.2.1
リリース日： 2016年3月14日

機能改善

1. 言語ファイルの更新

2. STORMコンテンツを受講者が古いInternet Explorer(ver9、10)でも閲覧出来るように改善

Platon1.8.2にバージョンアップされた環境(新規インストールでは問題無)で確認した事象を改善しました

不具合修正

＜管理画面＞

1. コースに割り当てられている講座を、割り当て解除せずに削除した場合、その後の集計処理が失敗してしまう現象を

修正

＜受講画面＞

1. YouTube動画を外部URLコンテンツとして利用した場合、全て閲覧終了しても進捗が50%と記録されてしまう現象を

修正

2. 満点が100点を超えるテストコンテンツを受講した場合、テスト結果送信に失敗してしまう現象を修正

＜インストール＞

1. PHP5.3.x系の環境にPlatonをインストールすると、コンテンツのzipダウンロード機能が壊れたzipファイル生成してし

まう現象を修正

2. インストールマニュアル内「3-2.高度なインストール」の記述間違いを修正

バージョン：　1.8.2
リリース日： 2015年12月15日

機能改善

1. 大規模運用が可能となるよう、内部処理を高速化
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2. 進捗確認（講座）の講座別画面で有効アカウントのみを検索出来るように改善

不具合修正

＜管理画面＞

1. HTML5対応のブラウザで日付入力欄を選択すると、ブラウザが出すカレンダーと従来からPlatonが表示するカレン

ダーが両方表示されてしまう不具合を修正

2. 無効ユーザーにコースが割り当てられており、受講可能通知メールを自動送信する設定になっていた際進捗予約出

力が正しく動作しない現象を修正

3. コミュニティ管理者の進捗確認画面で所属メンバーが20名までしか一覧表示されない不具合を修正

バージョン：　1.8.1.3
リリース日： 2015年12月10日

機能改善

1. 言語ファイルの更新

不具合修正

＜管理画面＞

1. 講座の添付資料のファイル名や講座名が長い場合、画面表示が崩れてしまう不具合を修正

2. テスト/アンケートの記述回答でシングルクォートが入力された場合に正しく解答が登録されない不具合を修正

3. 進捗確認（コース）でコースごとに閲覧する画面で出力されるExcelデータが正しくない不具合を修正

4. 進捗出力予約を1件もしていない状態だと、部門担当者権限で予約完了データのタブを開いた時にLMS管理者同様

のの全部門の完了データ一覧が見えてしまう不具合を修正

5. THiNQ Makerのコンテンツをアップロードする際、「アンケート」と指定しても「テスト」としてアップロードされてしまう

不具合を修正

6. 解答出力で出力対象の教材に動画教材が選択出来てしまう不具合を修正

7. 進捗確認（講座）の組織別画面で「有効のみ」にチェック、「講座を割り当てられている人のみ表示」にチェックしないで

検索すると無効ユーザーも表示されてしまう不具合を修正

8. サーバ側でPHP5.3.xを使用していた場合、登録済み教材のZIPダウンロード機能において正しく展開出来ないZIP

ファイルが生成されてしまうことがあり、対策を実施

仕様変更

＜管理画面＞

1. 講座割当ての通知メールの送信条件を変更

無効状態のアカウントに新たにコースが割当てられた際、講座割当ての通知メールが送信されないよう修正しました

バージョン：　1.8.1.2
リリース日： 2015年8月28日
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不具合修正

＜管理画面＞

1. 解答結果をcsvで出力した際、半角英数字以外の文字の解答内容がURL形式で表示されてしまう不具合を修正

　(発生バージョン)1.8.1 / 1.8.1.1

解答結果csvを出力した際、○×式か択一式以外の問題で入力された半角英数字以外の文字の解答結果がURL形式

(例：%AB%CD)で出力されてしまう不具合を解消しました

2. 教材の累計閲覧時間が10時間を超えていた場合、進捗CSV出力時に、時間の値の先頭の１桁が出力されない不具

合を解消

バージョン：　1.8.1.1
リリース日： 2015年8月14日

機能改善

1. Windows10/Microsoft Egdeでファイルをダウンロードした際、日本語のファイル名が文字化けする現象を改善

不具合修正

＜管理画面＞

1. csvでアカウントを一括登録した際、アカウント登録時の通知メールが送信されない不具合を修正

　(発生バージョン)1.8.0-1.8.1

csvで受講者を一括登録した時に限り、アカウント登録時の通知メールが送信されない不具合を修正しました

2. 教材アップロードでSQLエラーが発生する不具合を修正

　(発生バージョン)ver1.7.2以前から1.8.1にバージョンアップした環境

教材をアップロードしようとした際にSQLエラーが発生してしまう不具合を修正しました

3. 一度、解除したコース割り当てが翌日に自動的に再割り当てされてしまう不具合を修正

　(発生バージョン)ver1.8.0-1.8.1

コース割り当てを一度解除したのに翌日に再度割り当てが復活してしまう不具合を修正しました

4. 受講者番号が重複していてもアカウント登録が行えてしまう不具合を修正

　(発生バージョン)1.8.0-1.8.1

csvアップロードでアカウント登録を行うとき、受講者番号が重複していてもアカウント登録が行えてしまう不具合を修

正しました

5. コース割り当ての「受講者別」の検索結果リストで▲による並び替えが動作しない不具合を修正

＜学習画面＞

1. テストの進捗に分母が表示されない不具合を修正

学習画面でテストを完了しても「進捗率・得点率」に最高点(分母)が表示されない不具合を修正しました

2. HTTPS+YouTube教材で「安全ではないスクリプト」が表示されてしまう不具合を修正

　(発生バージョン)ver1.7.2-1.8.1
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SSLが設定されたPlatonでYouTubeのURLを外部URL登録で教材化している場合、PCでアクセスすると「安全では

ないスクリプトの実行をブロックした」旨の表示が出てしまう不具合を修正しました

3. テスト受講中にセッションタイムアウトが発生したときに、受講結果送信のリトライが行われない不具合を修正

テスト受講中にセッションタイムアウト時間(通常60分)を超え、受講結果送信に失敗した際に受講結果の送信リトライ

処理が行なわれない不具合を修正しました

バージョン：　1.8.1
リリース日： 2015年7月3日

新機能

＜管理画面＞

1. 動画教材アップロード機能

MP4形式の動画ファイル単体を教材として使用出来るようになりました。

＜学習画面＞

1. 掲示板機能

コミュニティ単位で受講者同士でのコミュニケーションが可能な掲示板機能が追加されました。

機能改善

＜管理画面＞

1. 教材ダウンロード機能

登録した教材の元ファイルをダウンロード出来るようになりました。

2. 修了証のデザイン

単一のデザインだった修了証が、5種類のデザインから選択出来るようになりました。

3. 教材進捗修正機能

必要に応じて、管理者が任意の受講者の進捗状況を教材単位で修正できるようになりました。

＜学習画面＞

1. Platonへの進捗通信に失敗してしまった際の再送処理機能

コンテンツとPlaton間の通信に失敗した場合に再送処理を行うようにしました。

不具合修正

＜管理画面＞

1. データの不整合によるSQLエラーが発生する点を修正

部署データに対して所属コードや名称を使い回すような変更を行うことで内部でエラーが発生し、SQLエラーが発生し

てしまう点を修正しました

バージョン：　1.8.0.3
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リリース日： 2015年4月24日

機能改善

＜学習画面＞

1. モバイル画面にコミュニティ宛のお知らせ表示を追加しました

不具合修正

＜管理画面＞

1. 受講者のCSV一括登録を繰り返し行った際、データの不整合が発生してしまう不具合を修正しました

＜学習画面＞

1. 部署マネージャーの進捗確認画面で、特定の講座/特定の所属の単位での進捗状況の人数表示が全て0人になって

しまう不具合を修正しました

バージョン：　1.8.0.2
リリース日： 2015年3月11日　※内部バージョンにつき、未リリース

不具合修正

＜管理画面＞

1. 講座割り当ての通知メールの送信機能を有効にした場合、通知メールが繰り返し送信されてしまう不具合を修正しま

した

バージョン：　1.8.0.1
リリース日：2015年3月5日　※内部バージョンにつき、未リリース

不具合修正

＜管理画面＞

1. ver1.7.2.2以前でテストの途中中断を許可する設定での運用を行っていた環境を、ver1.8.0へバージョンアップした

際、該当するテストの進捗表示が誤った表示となる不具合を修正しました

バージョン：　1.8.0
リリース日： 2014年12月12日

機能改善
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＜管理画面＞

1. 督促メールの自動配信対応

未受講者への受講督促メールを自動配信できるようになります。

2. 外部URL教材をPC向け、iPhone／Android向けにそれぞれURLを設定できるように対応

各閲覧デバイスに最適な外部URLが登録可能となります。

3. 受講者のCSVインポート時に部署マネージャーの設定が行えるように対応

受講者のCSVインポート時に部署マネージャーのフラグを一括設定できるようになります。

4. 組織及びユーザ情報をCSVファイルからバッチ処理でインポートできるように対応

Platonから参照可能なディレクトリに配置された、CSV（組織／受講者）情報をバッチ処理によりインポートできるよう

になります。

5. コースの表示順が設定できるように改善

コースの表示順で学習画面上の表示順番が設定できるようになります。

6. Platon上にてTHiNQコンテンツの満点の情報が確認できるように改善

7. 集合研修の受講者一覧（PDFファイル）にページ数と通し番号を追加し利便性を改善

8. 学習画面の”仮パスワード変更のお知らせメッセージ”から設定ページへの遷移できるように改善

9. 解答出力において、出力条件に未受講者の解答状況を省略できるように改善

10. コース割り当ての選択済みのチェック項目の解除タイミングを改善

11. パスワード再発行メールの本文にメールアドレスに紐付くログインIDを記載するように改善

12. Googleアカウント連携ログインに使用するボタンをGoogleの指針に合わせました。

13. コース割り当てをする時に部署・コミュニティ・受講者いずれの割り当て方法でも受講期限ができるように改善

14. メールテンプレートの項目をカテゴリ分けし視認性を高めるように改善

＜学習画面＞

1. 学習画面>部署で用いるデータのバッチ処理の高速化対応

部署マネージャーで使用するデータのバッチ処理を高速化し大量の進捗でも安定運用が行えるようになります。

2. 管理者権限を保持し、Googleアカウントでログイン下時、管理者画面への推移ボタンを表示改善

3. Googleアカウント連携ログインに使用するボタンをGoogleの指針に合わせました

＜API＞

1. 教材の進捗情報を更新可能なAPIに対応

Platon APIを用いて、コンテンツ起動・進捗状況更新を可能とするAPIを追加実装

2. Googleアカウント連携やLDAP等によるSSO、およびログイン連携が行えるように追加実装

SAML、LDAP（ActiveDirectory等）、OpenID Connect（Googleアカウント等）が行えるAPIを追加実装

不具合修正

＜管理画面＞

1. CSVインポート時のエラーを修正

無効ユーザのCSVファイルでもインポートできるように修正

2. 進捗出力の予約ダウンロードで同じ時刻が複数あると正しく実行されない不具合を修正

進捗情報の予約ダウンロードで同じ時刻が複数予約されている場合、２件目以降の予約が正しく実行されない不具
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合を修正

　

　以下、その他不具合修正となります。

3. 権限設定のダイアログがInternetExplorer8にて表示されない不具合を修正

4. コース内の講座順序を変更した際に、同じ講座を使用している別コースの講座順序も変わってしまう不具合を修正

5. 部署を選択しないで解答出力をダウンロードした際、1つの解答が重複して出力されてしまう不具合を修正

＜学習画面＞

1. Googleアカウント連携でログインした際に、部署マネージャタブが表示されない不具合を修正

2. モバイルにて外部URLと代替動画の組み合わせで「スマートフォンでの動画閲覧」の受講済設定が効かない不具合

を修正

バージョン：　1.7.2.2
リリース日： 2014年9月10日

機能改善

＜学習画面＞

1. Googleアカウント連携のログインをOpenID Connect方式に対応

新しいOpenID Connect方式でのGoogle IDとのアカウント連携が行えるようになります。

2. 新しく中国語（簡体字）に対応

学習画面にて中国語：簡体字が選択できるようになります。

不具合修正

＜管理画面＞

1. 修了証が出力されない不具合を修正

修了証のロゴ画像に透過PNGを使用した場合に修了証が出力できない不具合を修正

2. CSVダウンロード時に文字コード選択のダイアログが表示されない不具合を修正

CSVダウンロード時に文字コード選択のダイアログがInternetExplorerで表示されない不具合を修正

3. 権限設定のダイアログがInternetExplorer8にて表示されない不具合を修正

InternetExplorer8でも権限設定のダイアログが表示されるように不具合を修正

バージョン：　1.7.2.1（内部バージョン）
内部バージョンにつき、未リリース
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バージョン：　1.7.2
リリース日：　2014年3月18日

新機能

＜管理画面＞

1. コース単位で進捗結果を確認できるように機能実装

csvファイルとExcelファイルにてコース単位で進捗結果が取得可能です。

取得可能な進捗結果は総学習時間、受講講座数、修了数の増減が確認できます。

2. メールの送信ログの確認機能を機能実装

Platonから送信されたメールのログが確認可能となります。

＜学習画面＞

1. 部署長が部下の進捗確認が行える管理機能を実装

部下の進捗管理リストの表示、複数の対象者を選択してのフォローメールの送信可能が行えます。

2. FLIPPER Uコンテンツの進捗をページ単位で取得できるように機能実装

FLIPPER U ver4.1.4以降で作成されたFLIPPER Uコンテンツにおいてページ単位で進捗管理が行えます。

機能改善

＜管理画面＞

1. ログイン画面にて使用する言語選択が行えるように仕様変更

2. 管理画面のログイン画面で使用する言語が選べるようになります。

※管理画面においては「英語」のみの対応となります。

3. 集合研修の割当画面を割り当てしやすいように仕様変更

割当時の検索条件を設定しやすいように画面デザインを変更します。

4. 組織の選択ダイアログにて「全体」が選択できるように仕様変更

組織の選択ダイアログに「全体」を追加し登録している組織全体を選べるようになります。

5. 受講期限が間近のコースが管理画面のHOMEに表示されるように仕様変更

受講期限が間近のコース情報が管理画面のHOMEに一覧で表示されるようになります。

6. マルチサイトでのPlaton運用時のライセンス制限のカウント方法を仕様変更

マルチサイトでのPlatonの運用時に受講者数の制限をライセンス＋１名ではなく設定した人数ちょうどで人数制限さ

れるようになります。

＜学習画面＞

1. ログイン画面にて使用する言語選択が行えるように仕様変更

学習画面のログイン画面で使用する言語が選べるようになります。

＜API＞

1. コース割り当て時に「開始日」と「終了日」の設定項目を追加

APIを用いてコース割当を行う際に「開始日」と「終了日」が設定可能です。

不具合修正

＜管理画面＞
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1. 管理画面の動作設定でヘッダーの色のクリアができな不具合を修正

Chromeにて管理画面を閲覧時に管理画面の動作設定でヘッダーの色のクリアができな不具合が解消されます。

2. 部署の削除に伴う不具合を修正

コースを割当てている部署を削除すると、割り当てられたコースが削除できなくなる不具合が解消されます。

3. コミュニティへの受講者一括登録の不具合を修正

一度選択した受講者を「取消」ボタンから取り消しても登録リストに残ってしまうが解消されます。

バージョン：　1.7.1（内部バージョン）
内部バージョンにつき、未リリース

バージョン：　1.7.0.5
リリース日：　2013年10月15日

マニュアル修正

＜インストールマニュアル＞

1. インストールマニュアル中の記載間違えを修正

バージョン：　1.7.0.4
リリース日：　2013年8月21日

マニュアル修正

＜インストールマニュアル＞

1. インストールマニュアル中の記載間違えを修正

バージョン：　1.7.0.3
リリース日：　2013年7月11日

マニュアル修正

＜インストールマニュアル＞

1. インストールマニュアル中の記載間違えを修正

バージョン：　1.7.0.2
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リリース日：　2013年7月5日

不具合修正

＜管理画面＞

1. 年間ライセンス販売(有効ユーザー数無制限)のライセンスが行えない不具合を修正

2. 管理画面で英語を利用時の日付のチェックの不具合を修正

バージョン：　1.7.0.1
リリース日：　2013年7月1日

不具合修正

＜管理画面＞

1. 教材リストにおいて動画(MP4)のアップロードが行えない不具合を修正

2. 設定>動作設定の初期値が確認できない不具合を修正

3. 講座のコピー機能を用いた際に全ての全講座コピーしてしまう不具合を修正

バージョン：　1.7.0
リリース日：　2013年6月27日

新機能

＜管理画面＞

1. 集合研修管理の機能を実装しました。

2. 所属するコミュニティーの受講者の進捗結果を学習画面から確認できる機能を実装しました。

3. 管理画面においても多言語化の機能を実装しました。

機能改善

＜管理画面＞

1. 組織（部門部署）を3階層以上の設定ができるようになりました。

2. 教材の開き方に同一ウィンドウ表示が設定できるようになりました。

3. UTF-8に設定されたCSVファイルもアップロードができるようになりました。

4. 既存の講座をコピーし再利用が行えるようになりました。

＜学習画面＞

1. 受講者毎に表示言語が設定できるようになりました。
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不具合修正

＜管理画面＞

1. 学習画面の表示言語を「英語」に設定していると仮パスワードの有効期限が正しく設定できない不具合を修正しまし

た。（1.5.0～1.6.1に影響）

＜学習画面＞

1. スマートフォンから動画教材（MP4）を閲覧しようとした際に「不正なリクエストです」と表示され動画の閲覧が行えない

不具合を修正しました。

（過去のバージョン全てに影響）

バージョン：　1.6.1
リリース日：　2013年1月10日

新機能

＜管理画面＞

1. コース割り当てをコミュニティに対して行えるようにし、1.6.0と合わせて受講者単位、部署単位、コミュニティ単位での

コース割り当てが可能になりました。

＜API＞

1. コース情報やコース割り当てのAPIを追加しました。

機能改善

＜管理画面＞

1. CSVファイルの文字コードをShift_JISとUTF-8が選択可能になりました。（多言語向け）

2. メルマガが送信前に再編集可能になりました。

3. 受講者単位でお知らせやメールを送れるようになりました。

4. 修了証のロゴ画像を管理画面から設定可能になりました。

＜学習画面＞

1. スマートフォンの画面でも講座の資料が閲覧可能になりました。

不具合修正

＜管理画面＞

1. メルマガの送信時、送信予約日時に特定の日付を指定するとメルマガが送信できない不具合を修正しました。（1.6.0
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に影響）

2. 作成したコースを削除できない不具合を修正しました。(1.6.0に影響)

＜学習画面＞

1. IE10での学習画面でのボタンの表示を修正しました。（旧バージョン全てに影響）

バージョン：　1.6.0
リリース日：　2012年10月23日

新機能

＜学習画面＞

1. 複数講座がまとまった「コース」の受講

2. Googleアカウントを用いたシングルサインオン

3. 講座の重要度表示

＜管理画面＞

1. 複数講座をまとめた「コース」の設定

2. 受講者・部署へのコース割り当て

3. CSVファイルによる受講者へのコース割り当て

4. Googleアカウントを用いたシングルサインオン

5. 講座の重要度設定

仕様変更

＜学習画面＞

1. 最近見た教材の検索項目に「アンケート」を追加

2. iOS6.0対応（iPhone・iPad用学習画面）

＜管理画面＞

1. 管理画面で動作設定を行えるよう変更

2. 進捗出力の予約のスケジュールを細かく設定できるよう変更

3. 進捗出力の完了通知をメールで行えるよう変更

4. メールが実際に送信された日時がメール送信履歴で確認できるよう変更

5. お問い合わせの検索キーワードに「ログインID」を追加

6. 受講者一覧に受講者の最終ログイン日時を表示

7. 受講者一覧の受講者詳細画面に講座学習進捗のタブメニューを追加

8. はじめてPlatonの管理画面にログインした際、運用の概要を表示

9. CSVアップロードによる受講者の一括登録時、セルが空白の箇所は更新を行わないよう変更
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不具合修正

＜学習画面＞

1. ごく稀に発生するパケットロスにより受講（解答）結果が正しく保存されない不具合を修正

2. 学習画面にて教材を連続受講した際、異なる教材の回答結果として保存されてしまう不具合を修正

3. スマートフォンで受講した際に、初回学習日・最終学習日が正しく保存されない不具合を修正

4. 外部ページ（URL）登録の教材をスマートフォンから閲覧した際に、講座の学習状況が「完了」にならない不具合を修

正

5. アンケートコンテンツ回答後、進捗情報がずれて表示される不具合を修正

＜管理画面＞

1. 進捗出力CSVファイルに異なる教材の回答結果が紛れる不具合を修正

2. 進捗出力の画面表示とCSVファイルとで情報が一致しない不具合を修正

バージョン：　1.5.2
リリース日：　2012年7月24日

新機能

＜管理画面＞

1. CSVファイルによる、受講者情報と講座割当の一括更新

2. CSVファイルによる、学習コミュニティへの受講者一括登録

3. 進捗のファイル出力の予約（バッチ処理）

4. メール送信の履歴管理

仕様変更

＜管理画面＞

1. アンケート形式の教材も学習順序に制限をくわえられるよう変更

2. 組織単位・受講者単位の検索結果を学習コミュニティへの登録情報として利用できるよう変更

3. 受講者とのメッセージのやり取りをスレッド形式の表示に変更

4. 問い合わせと通知の表示エリアを分割

5. メール送信先に学習コミュニティ宛・全員宛を追加

6. 学習コミュニティ単位でも「お知らせ」が出せるよう変更

7. 年間ライセンス契約の場合、ライセンスの有効期限を管理画面に表示

不具合修正

＜学習画面＞
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1. 講座割当の通知メッセージに学習開始日が正しく表示されるよう修正

＜管理画面＞

1. バージョン1.5.0以降、英語で表示されていたエラーメッセージを日本語表示に修正

バージョン：　1.5.1
リリース日：　2012年3月30日

仕様変更

＜API＞

1. 受講者情報更新時の必須項目はログインIDのみに変更

不具合修正

＜学習画面（パソコン）＞

1. 割り当て期間外の講座がブックマークにより閲覧できる不具合を修正

2. 多言語設定の利用の際に翻訳されていなかった箇所（仮パスワードでログイン後、表示されるメッセージ）を修正

3. 「アカウントの登録申請」画面において、「かな」が必須入力になっていた不具合を修正

4. テストコンテンツの受講にあたり、初回の得点が０点の場合に２回目の得点で初回の得点情報を上書きしてしまう不

具合を修正

＜学習画面（スマートフォン）＞

1. 講座カテゴリーより割り当て期間外の講座が閲覧できてしまっていた不具合を修正

2. アンケート時の進捗（プログレスバー）の表示の不具合を修正

＜管理画面＞

1. 部署の表示順序を修正

＜API＞

1. 受講者オプション項目の更新APIを実行してもデータが更新されない不具合を修正

バージョン：　1.5.0
リリース日：　2011年12月26日

新機能
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＜学習画面＞

1. 多言語表示対応（サイト単位）

対応言語：　日本語、英語、中国語（繁體中文）

2. スマートフォン用のログインページにパスワードリマインダー機能を追加

＜管理画面＞

1. 「設定」に学習画面の言語設定を追加

仕様変更

1. 用語・ボタンデザインを変更

例：　問い合わせ、問合せ　→　「お問い合わせ」に統一など

不具合修正

＜管理画面＞

1. 講座割当の際に意図しない受講期間に上書き更新されてしまう不具合を改修

■発生していた不具合

【操作①】組織別に受講期間（開始日・終了日）を設定して講座割当を実行

【操作②】受講者単位で、同一講座の受講期間を変更

→操作②の実施後、受講者単位での受講期間設定が有効になるべきところが、

　　操作①の設定で上書きされる不具合

バージョン：　1.4.2（内部バージョン）
内部バージョンにつき、未リリース

バージョン：　1.4.1
リリース日：　2011年9月28日

不具合修正

1. テキスト入力問題の解答に改行が含まれている場合、解答がサーバーに保存されない不具合を修正

バージョン：　1.4.0
リリース日：　2011年9月13日
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新機能

1. API機能を実装

＜学習画面＞

1. Androidデバイスに正式対応

2. 講座情報に「問い合わせ」ボタンを追加

＜管理画面＞

1. 教材ごとの閲覧回数と視聴合計時間を進捗情報に表示

2. 教材を開くウィンドウのサイズを任意に変更できるよう設定項目を追加

3. 「部門」のアカウント申請での部門の表示・非表示設定を追加

4. メッセージ（問い合わせ）の対応済み設定を追加

仕様変更

＜学習画面＞

1. iPadで受講画面を閲覧時にiPhoneと同じ画面を表示するように変更

2. 受講者情報ページにオプション項目を追加

＜管理画面＞

1. 講座割り当ての通知メールの設定項目へ「送る」「送らない」を追加

2. アカウント承認ページにオプション項目を追加
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バージョン：　1.3.0
リリース日：　2011年3月1日

新機能

1. マルチドメインによる複数サイト運営に対応

2. 管理画面へ契約ライセンス数表示を追加

不具合修正

1. 部署やコミュニティへの講座割り当てで、一度割り当てたものを取消した後、再度同一講座を割り当てた結果エラーと

なる場合がある不具合を修正

バージョン：　1.2.2
リリース日：　2010年12月3日

新機能

1. ログイン画面へ任意のメッセージを表示

2. 外部ファイル（URL）を教材として登録

3. テストに不合格でも、講座を「完了」できる設定を追加

不具合修正

1. 部署やコミュニティへの講座割当時に、開始日や期限を設定し、再度更新した場合に正しい日時が反映しない不具合

を修正[ver 1.2.0以降が対象]

バージョン：　1.2.1
リリース日：　2010年10月25日

不具合修正

1. 解答出力データが正しく出力されない不具合を修正

2. iPadでSTORMコンテンツが正しく再生できない不具合を修正
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バージョン：　1.2.0
リリース日：　2010年10月19日

新機能

1. マルチデバイス（iPhone/iPad）に対応

2. 受講者から問い合わせ時、管理者へメールを送信

3. 部署に受講者を登録した際に、部署に割当てられている講座を受講者へ自動割当

4. 講座詳細画面へのファイル（参考資料）アップロード

5. お知らせの優先表示

6. ログイン画面の背景画像変更

仕様変更

1. 管理画面で出力される進捗のCSVファイルのフォーマットを変更

不具合修正

1. 細かな不具合を修正

バージョン：　1.1.3
リリース日：　2010年7月15日

新機能

1. 教材の学習順序制御

2. テスト回答結果のCSV出力

バージョン：　1.1.1
リリース日：　2010年3月16日

不具合修正

1. インストーラー、割当機能などの不具合を修正
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バージョン：　1.0.0
リリース日：　2010年2月8日

新規リリース
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