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商標・ライセンス情報 

・Tomcat、Apache HTTP Server は Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)により開発されたソフトウェアです。 

・このドキュメントに記載されているその他の会社名と製品名は各社の商標です。 

・Apache Tomcat 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0 (http://www.apache.org/licenses) 

 

・Apache Ant 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・Java Development Kit 

This product includes software copyrighted by Oracle. All rights reserved. 

This product includes software licensed under the Oracle Binary Code License (BCL). 

(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html) 

 

・Java Runtime Environment 

This product includes software copyrighted by Oracle. All rights reserved. 

This product includes software licensed under the Oracle Binary Code License (BCL). 

(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html) 

 

・javascript-xpath-latest 

This product includes software copyrighted by Oracle. All rights reserved. 

This product includes software licensed under the MIT-style license (https://opensource.org/licenses/mit-license.php) 

 

・supertable 

This product includes software copyrighted by Matt Murphy. 

This product includes software licensed under the MIT-style license. (https://opensource.org/licenses/mit-license.php) 

  

http://www.apache.org/
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
http://www.apache.org/
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http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html
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・activation 

This product includes software copyrighted by Sun Microsystems, Inc. 

This product includes software licensed under the Oracle Binary Code License (BCL). 

(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html) 

 

・batik-awt 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・commons-codec 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・commons-collections 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・commons-fileupload 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・commons-io 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・commons-logging 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・itext 

This product includes software copyrighted by Bruno Lowagie and others. 

This product includes software licensed under the Mozilla Public License Version 2.0.  

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

 

・itext-xml 

This product includes software copyrighted by Bruno Lowagie and others. 

This product includes software licensed under the Mozilla Public LicenseVersion 2.0.  

file://///fs-idc.ad.dts.co.jp/事業部門_47/3510_ソリューション推進事業部_47/3514/DS/20-製品関係/DaTaStudio@WEB/Ver2.7.3/98.ドキュメント/査閲依頼/(http:/www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
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(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

 

・itextAsian 

This product includes software copyrighted by Bruno Lowagie and others. 

This product includes software licensed under the Mozilla Public LicenseVersion 2.0.  

(https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

 

・log4j 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0 (http://www.apache.org/licenses) 

 

・Java Mail 

This product includes software copyrighted by Sun Microsystems, Inc. 

This product includes software licensed under the Oracle Binary Code License(BCL). 

(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html) 

 

・Perl Tools 

This product includes software copyrighted by by Original Reusable Objects, Inc. 

This product includes software licensed under the PerlTools License 

(https://www.savarese.org/oro/downloads/PerlToolsLicense.html) 

 

・poi 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・poi-ooxml 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・poi-ooxml-schema 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・xml-beans 

This product includes software copyrighted by the BEA Systems, (http://www.bea.com/). 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

  

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html
https://www.savarese.org/oro/downloads/PerlToolsLicense.html
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/licenses
http://www.bea.com/
http://www.apache.org/licenses
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・zip4j 

This product includes software copyrighted by Srikanth Reddy Lingala. 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・JQuery 

This product includes software copyrighted by JS Foundation and other contributors 

This product includes software licensed under the MIT License. (https://jquery.org/license/) 

 

・JQuery.cookie 

This product includes software copyrighted by Klaus Hartl 

This product includes software licensed under the MIT License. (https://jquery.org/license/) 

 

・JQuery.masonly 

This product includes software copyrighted by David DeSandro 

This product includes software licensed under the MIT License. (https://desandro.mit-license.org/) 

 

・JQuery. mousewheel 

This product includes software copyrighted by Brandon Aaron 

This product includes software licensed under the MIT License. (https://github.com/brandonaaron/mousewheel-data-collector) 

 

・JQuery.UI 

This product includes software copyrighted by jQuery Foundation and other contributors. 

This product includes software licensed under the MIT License. (https://jquery.org/license/) 

 

・numeral 

This product includes software copyrighted by Adam Draper. 

This product includes software licensed under the MIT License. (https://github.com/adamwdraper/Numeral-js/) 

 

・Orbit controls 

This product includes software copyrighted by Qiao (https://github.com/qiao) and mrdoob (http://mrdoob.com) and altered (http://alteredqualia.com/) and 

WestLangley (http://github.com/WestLangley) and erich666 (http://erichaines.com) and mrflix (http://felixniklas.de) 

This product includes software licensed under the MIT License. (https://github.com/mrdoob/three.js/blob/master/LICENSE) 

 

・Projector 

This product includes software copyrighted by mrdoob(http://mrdoob.com/) and supereggbert(http://www.paulbrunt.co.uk/) and julianwa(https://github.com/j

ulianwa ). 

This product includes software licensed under the MIT License.  

http://www.apache.org/licenses
https://jquery.org/license/
https://desandro.mit-license.org/
https://github.com/brandonaaron/mousewheel-data-collector
https://jquery.org/license/
https://github.com/adamwdraper/Numeral-js/
https://github.com/qiao
http://mrdoob.com/
http://alteredqualia.com/
http://github.com/WestLangley
http://erichaines.com/
http://felixniklas.de/
https://github.com/mrdoob/three.js/blob/master/LICENSE
http://mrdoob.com/
http://www.paulbrunt.co.uk/
https://github.com/julianwa
https://github.com/julianwa
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(https://github.com/projectorjs/projector/blob/master/LICENSE ) 

 

・Spectrum Colorpicker 

This product includes software copyrighted by Brian Grinstead. 

This product includes software licensed under the MIT License. (https://github.com/bgrins/spectrum/blob/master/LICENSE)  

 

・three 

This product includes software copyrighted by three.js authors. 

This product includes software licensed under the MIT License. (https://github.com/mrdoob/three.js/blob/dev/LICENSE )  

 

・topojson 

This product includes software copyrighted by three.js authors. 

This product includes software licensed under the MIT License.  

(https://github.com/deldersveld/topojson/blob/master/LICENSE ) 

 

・w2ui 

This product includes software copyrighted by vitmalina. (vitmalina@gmail.com) 

This product includes software licensed under the MIT License. (https://github.com/vitmalina/w2ui/blob/master/license.txt ) 

 

・jquery.cleditor 

This product includes software copyrighted by Chris Landowski, Premium Software, LLC 

This product includes software licensed under the MIT License. (http://premiumsoftware.net/cleditor ) 

 

・Font Awesome 

This product includes software copyrighted by davegandy (http://fontawesome.io ) 

This product includes software licensed under the MIT License. (https://fontawesome.com/license?from=io ) 

 

・d3-geo-projection 

This product includes software copyrighted by Mike Bostock 

This product includes software licensed under the BSD License.  
(https://github.com/d3/d3-geo-projection/blob/master/LICENSE ) 

 

・d3 

This product includes software copyrighted by Mike Bostock 

This product includes software licensed under the BSD License. (https://github.com/d3/d3/blob/master/LICENSE ) 

  

https://github.com/projectorjs/projector/blob/master/LICENSE
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・jPOS 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version1.1 (http://www.apache.org/licenses) 

 

・HTML Sanitizer 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0 (http://www.apache.org/licenses) 

 

・Base64 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0 (http://www.apache.org/licenses) 

 

・Jackson annotations 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・Jackson core 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・Jackson databind 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0. (http://www.apache.org/licenses) 

 

・alasql 

This product includes software copyrighted by Andrey Gershun 

Alasql is licensed under the MIT License (https://github.com/agershun/alasql/blob/develop/LICENSE) 

 

・backbone 

This product includes software copyrighted by Jeremy Ashkenas, DocumentCloud 

Backbone is licensed under the MIT License (https://github.com/jashkenas/backbone/blob/master/LICENSE) 

 

・backbone.localStorage 

This product includes software copyrighted by Jerome Gravel-Niquet 

Backbone.localStorage is licensed under the MIT License (https://github.com/jeromegn/Backbone.localStorage/blob/master/LICENSE) 

 

  

・Backbone.Marionette 

This product includes software copyrighted by Muted Solutions, LLC <derick@mutedsolutions.com> 

http://www.apache.org/licenses
http://www.apache.org/licenses
http://www.apache.org/licenses
https://github.com/agershun/alasql/blob/develop/LICENSE
https://github.com/jashkenas/backbone/blob/master/LICENSE
https://github.com/jeromegn/Backbone.localStorage/blob/master/LICENSE
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MarionetteJS is distributed under the MIT license (http://mutedsolutions.mit-license.org/) 

 

・backbone.stickit 

This product includes software copyrighted by CMS Group, Matthew DeLambo <delambo@gmail.com> 

Backbone.stickit is licensed under the MIT license (https://github.com/nytimes/backbone.stickit/blob/master/LICENSE) 

 

・handlebars 

This product includes software copyrighted by Yehuda Katz 

Handlebars.js is licensed under the MIT license (https://github.com/wycats/handlebars.js/blob/master/LICENSE) 

 

・joint 

This product includes software copyrighted by client IO 

Joint is licensed under the Mozilla Public License 2.0 (https://github.com/clientIO/joint/blob/master/LICENSE) 

 

・JQuery.Menu 

This product includes software copyrighted by sizeof(cat) <sizeofcat AT riseup DOT net> 

Licensed under the MIT license 

 

・jQuery-contextMenu 

This product includes software copyrighted by SWIS BV 

JQuery-contextMenu is licensed under the MIT License. (https://github.com/swisnl/jQuery-contextMenu/blob/master/LICENSE) 

 

・JQuery.event.drag 

This product includes software copyrighted by Three Dub Media (http://threedubmedia.com) 

Open Source MIT License (http://threedubmedia.com/code/license) 

 

・JQuery.json2html 

This product includes software copyrighted by Crystalline Technologies 

This product includes software licensed under the MIT License.  

 

・JQuery.quicksearch 

This product includes software copyrighted by Deux Huit Huit, Rik Lomas in 2013. 

This product includes software copyrighted by Deux Huit Huit in 2017 (https://deuxhuithuit.com/); 

This product includes software licensed under the MIT License.  (http://deuxhuithuit.mit-license.org) 

 

・JQuery.serializeObject 

This product includes software copyrighted by Paul Macek 

http://mutedsolutions.mit-license.org/
https://github.com/nytimes/backbone.stickit/blob/master/LICENSE
https://github.com/wycats/handlebars.js/blob/master/LICENSE
https://github.com/clientIO/joint/blob/master/LICENSE
https://github.com/swisnl/jQuery-contextMenu/blob/master/LICENSE
http://threedubmedia.com/
http://threedubmedia.com/code/license
https://deuxhuithuit.com/
http://deuxhuithuit.mit-license.org/
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This product includes software licensed under the MIT License.  (https://github.com/macek/jquery-serialize-object/blob/master/LICENSE) 

 

・JQuery.timepicker 

This product includes software copyrighted by Jon Thornton (http://jonthornton.github.com/jquery-timepicker/) 

This product includes software licensed under the MIT License.   

 

・JQuery.ui.position 

This product includes software copyrighted by jQuery Foundation and other contributors (http://jqueryui.com) 

This product includes software licensed under the MIT License.   

 

・json2html 

This product includes software copyrighted by Crystalline Technologies 

This product includes software licensed under the MIT License.  

 

・jsTree 

This product includes software copyrighted by Ivan Bozhanov 

This product includes software licensed under the MIT License. (https://raw.githubusercontent.com/vakata/jstree/master/LICENSE-MIT) 

 

・lodash 

This product includes software copyrighted by JS Foundation and other contributors (https://js.foundation/) 

This product includes software licensed under the MIT License. (https://raw.githubusercontent.com/lodash/lodash/4.17.11-npm/LICENSE) 

 

・marionette.approuter 

This product includes software copyrighted by Derick Bailey, Muted Solutions, LLC. (http://marionettejs.com) 

Distributed under MIT license  

 

・Materialize 

This product includes software copyrighted by Materialize (http://marionettejs.com) 

This product includes software licensed under the MIT License. (https://raw.githubusercontent.com/Dogfalo/materialize/master/LICENSE) 

 

・moment 

This product includes software copyrighted by JS Foundation and other contributors 

Moment is licensed under the MIT License. (https://github.com/moment/moment/blob/develop/LICENSE) 

 

・perfect-scrollbar 

This product includes software copyrighted by Hyunje Jun and other contributors 

Perfect-scrollbar is licensed under the MIT License. (https://github.com/mdbootstrap/perfect-scrollbar/blob/master/LICENSE) 

https://github.com/macek/jquery-serialize-object/blob/master/LICENSE
http://jonthornton.github.com/jquery-timepicker/
http://jqueryui.com/
https://raw.githubusercontent.com/vakata/jstree/master/LICENSE-MIT
https://js.foundation/
https://raw.githubusercontent.com/lodash/lodash/4.17.11-npm/LICENSE
http://marionettejs.com/
http://marionettejs.com/
https://raw.githubusercontent.com/Dogfalo/materialize/master/LICENSE
https://github.com/moment/moment/blob/develop/LICENSE
https://github.com/mdbootstrap/perfect-scrollbar/blob/master/LICENSE
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・select2 

This product includes software copyrighted by Kevin Brown, Igor Vaynberg, and Select2 contributors 

Select2 is licensed under the MIT License. (https://github.com/select2/select2/blob/develop/LICENSE.md) 

 

・SlickGrid 

This product includes software copyrighted by Michael Leibman (http://github.com/mleibman/slickgrid) 

SlickGrid is licensed under the MIT License. (https://github.com/milichev/SlickGrid/blob/master/MIT-LICENSE.txt) 

 

・Tabulator 

This product includes software copyrighted by SheetJS LLC 

Js-xlsx is licensed under the Apache License 2.0. (https://github.com/SheetJS/js-xlsx/blob/master/LICENSE) 

 

・PostgreSQL 

This product includes software copyrighted by The PostgreSQL Global Development Group in 1996-2019 

This product includes software copyrighted by The Regents of the University of California in 1994 
PostgreSQL is licensed under the PostgreSQL License. (https://www.postgresql.org/about/licence/) 
 

・Apache HttpCompornents 

This product includes software copyrighted by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

This product includes software licensed under the Apache License, Version2.0 (http://www.apache.org/licenses) 

 

・Fabric 

This product includes software copyrighted by Printio (Juriy Zaytsev, Maxim Chernyak) 

Js-xlsx is licensed under the MIT License. (https://github.com/fabricjs/fabric.js/blob/master/LICENSE) 

 

・Html2canvas 

This product includes software copyrighted by Niklas von Hertzen 

Js-xlsx is licensed under the MIT License.  

 

・jsPDF 

This product includes software copyrighted by James Hall, yWorks GmbH 

JsPDF is licensed under the MIT License.( https://github.com/MrRio/jsPDF) 

 

・Native Promise Only 

This product includes software copyrighted by Kyle Simpson 

Native Promise Only is licensed under the MIT License.( http://getify.mit-license.org) 

https://github.com/select2/select2/blob/develop/LICENSE.md
http://github.com/mleibman/slickgrid
https://github.com/milichev/SlickGrid/blob/master/MIT-LICENSE.txt
https://github.com/SheetJS/js-xlsx/blob/master/LICENSE
https://www.postgresql.org/about/licence/
http://www.apache.org/licenses
https://github.com/fabricjs/fabric.js/blob/master/LICENSE
https://github.com/MrRio/jsPDF
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はじめに 
 

本書について 
 

本書は Galleria Solo（以下、GS）の Ver1.2.0 に関するリリース情報を記載します。 

 

 

注意事項 
 

 本書で記載するパラメータ値において、対象のフォルダ・ファイルパスを記載する場合があります。 

本書で記載するファイルパスの区切文字については、Windows 環境を基準として記載します。 

サーバ OS に Linux／UNIX 環境をご利用の場合には、区切文字が異なる場合があります。 

以下の表を参考にし、環境に合わせて読替えて下さい。 

 

※ パラメータ名・パラメータに関する機能につきましては、Windows／Linux／UNIX 環境による違いはありません。 

 

Windows 環境 ¥¥ 例： C:¥¥GALLERIASOLO¥¥dswebap¥¥webapps¥¥dsweb 

Linux／UNIX 環境 / 例： /usr/local/Tomcat/webapps/dsweb 
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プログラム変更履歴 
 

本製品の Ver1.2.0 のリリース情報を記載します。 

 

No 区分 変更要件／問題・改善事項 説明 

1 追加 「ホワイトボード」機能を追加しました。 「ホワイトボード」機能はダッシュボード上に手書きペンや付箋など

のオブジェクトを自由に配置することができる機能です。詳細につき

ましては利用者マニュアルをご参照ください。 

 

2 追加 ダッシュボードを PDF 出力できる機能を追加しました。 

 

左記機能を追加しました。  

3 追加 ダッシュボードのスクリーンショットを保存・共有できる機能を追加

しました。 

左記機能を追加しました。 

※本機能で保存されるスクリーンショットのファイル形式は

「HTML」と「PDF」の二種類です。 

 

4 追加 カレンダーパーツの条件指定方法を追加しました。 下記条件を追加しました。 

・日付範囲指定 

・日付指定 

 

5 追加 カレンダーパーツの必須入力チェックについて、「From/To 両方」と

「From/Toどちらか」から選択できるよう機能を追加しました。 

 

左記機能を追加しました。 

※本機能は条件指定方法が「日時範囲指定」、「日付範囲指定」の場合

のみ利用可能です。 

 

6 仕様変更 ダッシュボードのスタイルを暗い色調にした時、メニューパーツの色

が黒色になるよう仕様変更しました。 

 

左記の通り、仕様を変更しました。 

7 仕様変更 Galleria Solo のダッシュボード定義にて設定できるバインド設定の

数を 5から 30に変更しました。 

 

左記の通り、仕様を変更しました。 

8 不具合 カレンダーパーツの初期フィルタ設定にて手動設定で年月日のみを指

定し再描画を行うと、ダッシュボード画面がフリーズする不具合を修

正しました。 

 

左記不具合を修正しました。 
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No 区分 変更要件／問題・改善事項 説明 

9 追加 ダッシュボードのパーツからデータを編集(追加、修正、削除)できる

機能を追加しました。 

 

左記機能を追加しました。 

対象パーツは以下の通りです。 

・グラフパーツ 

・その他パーツのグリッド 

 

10 不具合 ios13 以降でパーツの編集用メニューが表示される問題を修正しまし

た。 

 

左記不具合を修正しました。 

11 不具合 「かんたん設定」のスケジュール設定画面において、ツールチップが

表示されない問題を修正しました。 

 

左記不具合を修正しました。 

12 不具合 その他パーツ「カレンダー」において、プレビューまたは初期フィル

タの設定を利用した時、カレンダーメニューが閉じない問題を修正し

ました。 

 

左記不具合を修正しました。 

13 仕様変更 「かんたん設定」のリレーション設定画面において、テーブル配置順

と結合方法によって、テーブル結合の線が変わるよう仕様を変更しま

した。 

 

左記の通り仕様を変更しました。 

14 仕様変更 ダッシュボードのタブを切り替えた際に、フィルタ条件に変更があっ

た場合、再描画されるよう仕様変更を行いました。 

 

左記の通り仕様を変更しました。 

15 追加 フィールド設定の日付オフセット設定単位に「時」、「分」、「秒」を追

加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左記の通り機能を追加しました。 
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No 区分 変更要件／問題・改善事項 説明 

16 不具合 特定のダッシュボード環境でパーツのフィルタ解除（自身のみ）を実

行すると、必須条件を適用したパーツ以外のフィルタが解除される不

具合を修正しました。 

[環境] 

ダッシュボード内に必須条件を適用したその他パーツと未適用のその

他パーツが混在している。 

[操作] 

必須条件未適用のパーツを対象に自身のフィルタ解除（パーツ内左下

のオレンジフィルタアイコン）を押下する。 

[事象] 

必須条件パーツ以外のフィルタが全て解除される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左記のフィルタ解除操作を実行した場合、操作を行ったパーツ以外の

フィルタが解除されないように修正しました。 
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No 区分 変更要件／問題・改善事項 説明 

17 不具合 特定のダッシュボード環境とフィルタ解除操作の組み合わせによっ

て、一部のその他パーツが正しくフィルタ解除されない状態となって

しまう不具合を修正しました。 

[環境] 

タブとその他パーツ(スライダーなど)の配置。 

・タブ＝２個以上 

・パーツ＝下記のような組み合わせ 

１．初期フィルタなし+必須条件なし+初期値の変更有無 

２．初期フィルタあり+必須条件なし+初期値の変更有無 

３．初期フィルタあり+必須条件あり+初期値の変更有無 

 

[操作] 

下記いずれかのフィルタ解除操作を実施する。 

１．フィルタ解除（上ボタン：サブメニュー含む） 

２．パーツ自身のフィルタ解除（パーツ内左下のオレンジフィルタア

イコン/ボタン） 

３．パーツのフィルタ全解除（フィルタ受入時のパーツ内左下のフィ

ルタアイコン） 

４．検索のプロパティ 

 

[事象] 

下記事象がフィルタ解除操作を行ったタブ以外の別タブ側に配置して

いるその他パーツで発生する。（対象タブへの遷移によって発生する） 

１．フィルタが解除されず、選択状態は変化なし。 

 

＜発生するその他パーツ＞ 

・ボタン 

２．フィルタは解除されるが、選択状態は変化なし。 

 

＜発生するその他パーツ＞ 

・スライダー・２点スライダー 

・セレクタ・リスト 

 

左記のフィルタ解除操作を実行した場合、各タブに配置されているそ

の他パーツにおいて、正しくフィルタ解除が適用されるように修正し

ました。 
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No 区分 変更要件／問題・改善事項 説明 

18 不具合 下記特定のフィルタ解除操作を実行した場合、操作タイミングや処理

速度によって一部のパーツがフィルタ解除されていない状態(※)で表

示されてしまう不具合を修正しました。 

※フィルタ解除前から表示内容が更新されない…など 

＜特定のフィルタ解除操作＞ 

フィルタ解除（画面上ボタン） 

パーツのフィルタアイコン（灰色） 

＜発生する可能性があるパーツ種類＞ 

グラフ/ ダイアグラム/ マップ/ Python 

 

左記不具合を修正しました。 

19 不具合 下記特定の操作を実行中にポップアップ「しばらくお待ちください」

が表示されるが、その最中に画面の操作が出来てしまう不具合を修正

しました。 

＜特定の操作＞ 

ダッシュボード表示／保存／プロパティの保存 

フィルタ実行／解除 

タブ移動 

 

左記不具合を修正しました。 

20 不具合 特定のダッシュボード環境で「フィルタ解除（全て）」＋「初めて表

示するタブへ移動」を行うと、フィルタが存在しないにも関わらずフ

ィルタ解除ボタンが表示されてしまう不具合を修正しました。 

[環境] 

・タブが２個以上 

・フィルタ解除を行うタブに「ボタンパーツ」が存在する 

[操作] 

１．ダッシュボードを表示し、初期表示タブ内のいずれかのパーツで

フィルタ実行する。 

２．ダッシュボード内の全てのフィルタを解除する。 

（自身のフィルタ解除／全てのフィルタ解除…など） 

３．初めて表示するタブへ移動する。 

 

 

 

左記不具合を修正しました。 
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No 区分 変更要件／問題・改善事項 説明 

21 不具合 Data Studioのヘルプ内にあるリンクについて、クリックした際に正し

いリンク先に飛ばない問題を修正しました。 

 

左記不具合を修正しました。 

22 追加 Galleria Soloのサブスクリプション版について、ライセンスキーを画

面から入力する機能を追加しました。 

 

左記機能を追加しました。 

23 追加 Galleria Soloのサブスクリプション版について、パブリックなネット

ワークにつながっている環境の場合、ライセンスキーを自動で更新す

る機能を追加しました。 

 

左記機能を追加しました。 

24 不具合 DSパーツで2バイト文字のフィルタを受け入れると、抽出エラーが発生

する不具合を修正しました。 

 

左記不具合を修正しました。 

25 不具合 レポート出力機能のサンプル資材がCreate Form11で動作しない問題

を修正しました。 

 

左記不具合を修正しました。 
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設定ファイルの変更履歴 

 

新規プロパティファイル 
 

サブスクリプション用設定ファイル[subscription.properties] 
No 内容 

1 #proxy_url= 

2 #proxy_port= 

 

 

新規追加パラメータ 
 

 

DSWEB ACCESS用SQL定義ファイル [ACCESS.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

 

DSWEB AS400用SQL定義ファイル [AS400.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 
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DSWEB Sybase Adaptive Server Enterprise用SQL定義ファイル [ASE.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

 

DSWEB DB2用SQL定義ファイル [DB2.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

 

 

 

DSWEB HADB用SQL定義ファイル [HADB.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 
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DSWEB HIRDB用SQL定義ファイル [HiRDB.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

 

DSWEB SAP IQ用SQL定義ファイル [IQ.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

 

 

DSWEB Microsoft SQLServer(2008以前)用SQL定義ファイル [MSSQL.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

 



  リリースノート 

11  (c) 2020 DTS Corporation. 

DSWEB Microsoft SQLServer(2012以降)用SQL定義ファイル [MSSQL2012.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-201,pcm000_lang0018,date に変換中にエラーが発生しました。

$;SQLE-202,pcm000_lang0020,int に変換中にエラーが発生しました。$;SQLE-203,pcm000_lang0022,DECIMAL 

への変換はサポートされていません。$;SQLE-204,pcm000_lang0024,^文字列データまたはバイナリ データが切り捨

てられます。;SQLE-205,pcm000_lang0026,[¥s¥S]*PRIMARY KEY 違反。オブジェクト ¥'[¥s¥S]*¥' には重複する

キーを挿入できません。重複するキーの値は ¥(([¥s¥S]*)¥) です。;SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

 

DSWEB Mysql用SQL定義ファイル [MYSQL5.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

 

DSWEB Oracle用SQL定義ファイル [ORACLE.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-201,pcm000_lang0018,^Timestamp format must be yyyy-mm-dd 

hh:mm:ss[¥s¥S]*;SQLE-202,pcm000_lang0020,^(?=[¥s¥S]*NumberFormatException)[¥s¥S]*$;SQLE-204,p

cm000_lang0024,ORA-12899: 列¥"[¥s¥S]*¥"¥.¥"[¥s¥S]*¥"¥.¥"([¥s¥S]*)¥"の値が大きすぎます

[¥s¥S]*;SQLE-205,pcm000_lang0025,^ORA-00001;SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 
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DSWEB Postgres用SQL定義ファイル [POSTGRE8.sql] 
N

o 
項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-201,pcm000_lang0018,timestamp¥/date¥/time 型に対する不正な値

[¥s¥S]*;SQLE-202,pcm000_lang0020,int 型に変換できません$;SQLE-203,pcm000_lang0022,BigDecimal 型に変

換できません$;SQLE-204,pcm000_lang0024,^(?=[¥s¥S]*value too long for type 

character)[¥s¥S]*$;SQLE-205,pcm000_lang0025,[¥s¥S]*;SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

 

DSWEB RedBrickWarehouse用SQL定義ファイル [REDBRICK.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

 

DSWEB RedShift用SQL定義ファイル [REDSHIFT.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 
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DSWEB ANSI92汎用DB用SQL定義ファイル [SQL92.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

 

DSWEB SQL Anywhere(11以降)用SQL定義ファイル [SQLA11.sql] 
N

o 
項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日

本語） 

;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-201,pcm000_lang0019,¥[SAP¥]¥[JDBC Driver¥]¥[SQL 

Anywhere¥]¥'([¥s¥S]*)¥' を timestamp に変換できません。;SQLE-202,pcm000_lang0021,¥[SAP¥]¥[JDBC 

Driver¥]¥[SQL Anywhere¥]¥'([¥s¥S]*)¥' を integer に変換できませ

ん。;SQLE-203,pcm000_lang0023,¥[SAP¥]¥[JDBC Driver¥]¥[SQL Anywhere¥]¥'([¥s¥S]*)¥' を decimal に変

換できません。;SQLE-204,pcm000_lang0024,文字列データの右側がトランケートされます。

$;SQLE-205,pcm000_lang0026,.*のプライマリキーがユニークではありません: プライマリキー値 

¥(¥'([¥s¥S]*)'¥);SQLE-206,pcm000_lang0021,¥[SAP¥]¥[JDBC Driver¥]¥[SQL Anywhere¥]¥'([¥s¥S]*)¥' を 

numeric に変換できません。;SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 

¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

 

DSWEB SQL Anywhere(10以前)用SQL定義ファイル [SYBASE.sql] 
No 項目 内容 

1 登録データソース数の取得 ;DBSRC_REGIST004 

    SELECT COUNT(*) AS DBSRC_COUNT FROM MENT_DBSRC 

2 Excel ファイル取込エラーコード取得 正規表現

（日本語） 

;JP_GET_SQLE_REGEXP=^For input string,SQLE-207 

3 Excel ファイル取込エラーメッセージ作成 正規

表現（日本語） 

;JP_EXCEL_FILE_IMPORT_SQLE_REGEXP=SQLE-9001,FILENAMESETSQLE_MSG9001,[¥s¥S]* 

4 データ入力エラーメッセージ作成 正規表現（日 ;JP_DATA_ENTRY_SQLE_REGEXP=SQLE-207,pcm000_lang0032,For input string¥: 
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本語） ¥"([¥s¥S]*)¥";SQLE-9001,pcm000_lang0027,([¥s¥S]*) 

 

DaTa Studioメッセージ設定ファイル(日本語)[msdsMessagesJP.properties] 
No 内容 

1 COMMON0017=ライセンスエラーです。データソース数制限を超過しました。 

2 DBSRC_REGIST0025=データソース登録数の制限を超えています。 

 

DaTa Studioメッセージ設定ファイル(英語)[msdsMessagesEN.properties] 
No 内容 

1 COMMON0017=A license error occurred. The maximum number of datasource has been exceeded. 

2 DBSRC_REGIST0025=The number of datasource registrations has exceeded the limit. 

 

 

DaTa Studio言語設定ファイル(日本語) [msdsPageTextJP.properties] 
No 内容 

1 m_dbsrc031=登録可能なデータソース数：$VALUE$ 

2 tableSelection004=(データソース上限数:{0}) 

 

DaTa Studio言語設定ファイル(英語)[ msdsPageTextEN.properties] 
No 内容 

1 m_dbsrc031=Number of datasource that can be registered 

2 tableSelection004=(Datasource upper limit:{0}) 

 

GalleriaSolo設定ファイル [galleriasolo_setting.properties] 
No 内容 

1 SNAPSHOT_PATH=$SYSTEM_PATH$/webapps/galleriasolo 

 

Galleria Solo言語設定ファイル(日本語)[ galleriasolo_language_ja_JP.properties] 
No 内容 

1 pototp_lang0006=条件指定方法 

2 pototp_lang0007=日時範囲指定 

3 pototp_lang0008=日付範囲指定 

4 pototp_lang0009=日付指定 

5 pototp_lang0010=必須入力チェック 
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6 pototp_lang0011=From/To 両方 

7 pototp_lang0012=From/To どちらか 

8 pototp_lang0013=日付 TO は日付 FROM より未来の日付を入力して下さい。 

9 pototp_lang0014=日時範囲指定の場合、条件値は「yyyy-MM-dd hh:mm:ss」形式で設定してください。日付指定の場合、条件値は「yyyyMMdd」形式で設

定してください。 

10 pototp_lang0015=全角半角 100 文字以内で入力してください。 

11 cls000_lang0001=ライセンスキー設定 

12 cls000_lang0002=ライセンスキー入力 

13 cls000_lang0003=ライセンスキー 

14 cls000_lang0004=ライセンス情報 

15 cls000_lang0005=（ ライセンス期限 @TP@ まで ） 

16 cls000_lang0006=ユーザー登録数が超過しています<br>データスタジオからユーザーを削除するかライセンスを購入してください 

17 cls000_lang0007=データソース登録数が超過しています<br>データスタジオからデータソースを削除するかライセンスを購入してください 

18 cls000_lang0008=ライセンスキーの登録を行いました 

19 cls000_lang0009=無効なライセンスキーです 

20 cls000_lang0010=ライセンスキーの登録に失敗しました 

21 cls000_lang0011=ホスト名 

22 cls000_lang0012=ユーザー数 

23 cls000_lang0013=データーソース数 

24 cls000_lang0014=使用期限 

25 cls000_lang0015=グラフ 

26 cls000_lang0016=スケジュール 

27 cls000_lang0017=レポート 

28 cls000_lang0018=○ 

29 cls000_lang0019=× 

30 cls000_lang0020=無制限 

31 cls000_lang0021=無期限 

32 pcm000_lang0001=データ入力 

33 pcm000_lang0002=データ入力機能 

34 pcm000_lang0003=権限種類 

35 pcm000_lang0004=データ入力可能な権限 

36 pcm000_lang0005=データ入力可能なグループ 

37 pcm000_lang0006=データ入力可能なユーザー 
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38 pcm000_lang0007=表示列の選択 

39 pcm000_lang0008=編集可 

40 pcm000_lang0009=フィールドが正しく設定されていません 

41 pcm000_lang0010=データ入力表示切替 

42 pcm000_lang0011=外部からデータ情報が変更されたため、保存できませんでした。保存する場合はデータを再取得してから実施してください。 

43 pcm000_lang0012=追加 

44 pcm000_lang0013=レコードを削除する 

45 pcm000_lang0014=正常に反映されました。 

46 pcm000_lang0015=変更した内容を DB に反映する 

47 pcm000_lang0016=DB に反映します。よろしいですか？ 

48 pcm000_lang0017=編集不可 

49 pcm000_lang0018=日付項目に日付でない値が入力されています。入力データを確認し、入力内容を修正して下さい。 

50 pcm000_lang0019=日付項目に日付でない値が入力されています。入力データを確認し、入力内容を修正して下さい。¥n 値：{0} 

51 pcm000_lang0020=数値項目に数値でない値が入力されています。入力データを確認し、入力内容を修正して下さい。 

52 pcm000_lang0021=数値項目に数値でない値が入力されています。入力データを確認し、入力内容を修正して下さい。¥n 値：{0} 

53 pcm000_lang0022=小数項目に小数でない値が入力されています。入力データを確認し、入力内容を修正して下さい。 

54 pcm000_lang0023=小数項目に小数でない値が入力されています。入力データを確認し、入力内容を修正して下さい。¥n 値：{0} 

55 pcm000_lang0024=文字数が多い為、保存に失敗しました。文字数を減らして下さい。 

56 pcm000_lang0025=プライマリキーが設定されているフィールドに重複するデータが存在します。入力データを確認して下さい。 

57 pcm000_lang0026=プライマリキーが設定されているフィールドに重複するデータが存在します。入力データを確認して下さい。¥n キーが重複している値：

{0} 

58 pcm000_lang0027=保存中に予期せぬエラーが発生しました。ログの内容を確認するか、管理者に確認してください。¥n{0} 

59 pcm000_lang0028=予期せぬエラーが発生しました。サーバーの設定に誤りがあります。F12 キーを押下しログの内容を確認するか、管理者に確認してくだ

さい。 

60 pcm000_lang0029=サーバーとの通信に失敗しました。 

61 pcm000_lang0030=サーバー内でエラーが発生しました。ログの内容を確認するか、管理者に確認してください。 

62 pcm000_lang0031=重複しているフィールドがあります。 

63 pcm000_lang0032=データ型に合わせ値が入力されています。入力データを確認し、入力内容を修正して下さい。¥n値：{0} 

64 wcmcmn_lang0001=ホワイトボード切り替え 

65 wcmcmn_lang0002=デフォルト設定 

66 wcmcmn_lang0003=選択モード 

67 wcmcmn_lang0004=ペン 

68 wcmcmn_lang0005=テキスト 

69 wcmcmn_lang0006=付箋 
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70 wcmcmn_lang0007=消しゴム 

71 wcmcmn_lang0008=ペン設定 

72 wcmcmn_lang0009=テキスト設定 

73 wcmcmn_lang0010=付箋設定 

74 wcmcmn_lang0011=自動更新 

75 wcmcmn_lang0012=線の幅 

76 wcmcmn_lang0013=線の色 

77 wcmcmn_lang0014=フォントサイズ 

78 wcmcmn_lang0015=フォントカラー 

79 wcmcmn_lang0016=背景色 

80 wcmcmn_lang0017=時間間隔 

81 wcmcmn_lang0018=秒 

82 wcmcmn_lang0019=分 

83 wcmcmn_lang0020=時間 

84 wcmcmn_lang0021=ホワイトボードを保存します。よろしいですか。 

85 wcmcmn_lang0022=他のユーザによってホワイトボードが更新されています。<br>保存した場合、他のユーザによって更新された内容が削除されますので

<br>ご注意ください。 

86 wcmcmn_lang0023=元に戻す 

87 wcmcmn_lang0024=やり直し 

88 wcmcmn_lang0025=全てに適用 

89 wcmcmn_lang0026=ホワイトボード自動更新 

90 wcmcmn_lang0027=スクリーンショット 

91 wcmcmn_lang0028=PDF ダウンロード 

92 wcmcmn_lang0029=スクリーンショットを保存する 

93 wcmcmn_lang0030=スクリーンショットを表示する 

94 wcmcmn_lang0031=全て削除 

95 dsscmn_lang0001=スクリーンショットの管理 

96 dsscmn_lang0002=スクリーンショット出力 

97 dsscmn_lang0003=HTML 表示 

98 dsscmn_lang0004=PDF 出力 

99 dsscmn_lang0005=スクリーンショット削除 

100 dsscmn_lang0006=スクリーンショットを保存します。よろしいですか。 
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Galleria Solo言語設定ファイル(英語)[galleriasolo_language_en_US.properties] 
No 内容 

1 pototp_lang0006=Condition specification method 

2 pototp_lang0007=date and time period specidfication 

3 pototp_lang0008=date period specification 

4 pototp_lang0008=date specification 

5 pototp_lang0010=Required input check 

6 pototp_lang0011=From / To both 

7 pototp_lang0012=From / To either 

8 pototp_lang0013=For the date TO, please enter a date that is in the future than the date and time FROM. 

9 pototp_lang0014=When specifying a date and time range, set the condition value in "yyyy-MM-dd hh: mm: ss" format. When specifying a date, set the 

condition value in the "yyyyMMdd" format. 

10 pototp_lang0015=Enter up to 100 double- or single-byte characters. 

11 cls000_lang0001=License key setting 

12 cls000_lang0002=Enter license key 

13 cls000_lang0003=License key 

14 cls000_lang0004=License information 

15 cls000_lang0005=( License expiration date @TP@ ) 

16 cls000_lang0006=User registration exceeded.<br>Remove user from DaTaStudio or purchase license 

17 cls000_lang0007=Datasource registration exceeded.<br>Remove user from DaTaStudio or purchase license 

18 cls000_lang0008=Registered license key 

19 cls000_lang0009=Invalid license key 

20 cls000_lang0010=Registration of license key failed 

21 cls000_lang0011=Hostname 

22 cls000_lang0012=Number of user 

23 cls000_lang0013=Number of datasources 

24 cls000_lang0014=Expiration date 

25 cls000_lang0015=Graph 

26 cls000_lang0016=Schedule 

27 cls000_lang0017=Reports 

28 cls000_lang0018=○ 

29 cls000_lang0019=× 

30 cls000_lang0020=Unlimited 

31 cls000_lang0021=Unlimited period 

32 pcm000_lang0001=Data entry 
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33 pcm000_lang0002=Data entry feature 

34 pcm000_lang0003=Privilege type 

35 pcm000_lang0004=Authority inputtable data 

36 pcm000_lang0005=Group inputtable data 

37 pcm000_lang0006=User inputtable data 

38 pcm000_lang0007=Display array selection 

39 pcm000_lang0008=Editable 

40 pcm000_lang0009=The field is not correctly set. 

41 pcm000_lang0010=Data entry display switching 

42 pcm000_lang0011=Failed to save the changes because the data information had been updated by external.If save, retrieve the data before do it. 

43 pcm000_lang0012=Add 

44 pcm000_lang0013=Delete record 

45 pcm000_lang0014=Affected normally 

46 pcm000_lang0015=Apply changed content to db 

47 pcm000_lang0016=Will apply to db. Proceed? 

48 pcm000_lang0017=Not editable 

49 pcm000_lang0018=A non-date value has been entered in the date field. Check the input data and correct the input contents. 

50 pcm000_lang0019=A non-date value has been entered in the date field. Check the input data and correct the input contents.¥nValue:{0} 

51 pcm000_lang0020=A non-numeric value has been entered in the numeric field. Check the input data and correct the input contents. 

52 pcm000_lang0021=A non-numeric value has been entered in the numeric field. Check the input data and correct the input contents.¥nValue:{0} 

53 pcm000_lang0022=A non-decimal value has been entered in the decimal field. Check the input data and correct the input contents. 

54 pcm000_lang0023=A non-decimal value has been entered in the decimal field. Check the input data and correct the input contents.¥nValue:{0} 

55 pcm000_lang0024=Saving failed due to the large number of characters. Please reduce the number of characters. 

56 pcm000_lang0025=Duplicate data exists in the field where the primary key is set. Check the input data. 

57 pcm000_lang0026=Duplicate data exists in the field where the primary key is set. Check the input data.¥nValue with duplicate key: {0} 

58 pcm000_lang0027=An unexpected error occurred while importing the file.Please check the log contents or check with the administrator. ¥n{0} 

59 pcm000_lang0028=An unexpected error occurred. The server settings are incorrect. Press the F12 key check the log contents or check with the 

administrator. 

60 pcm000_lang0029=Failed to communicate with server 

61 pcm000_lang0030=Server error. Please check the log contents or check with the administrator. 

62 pcm000_lang0031=Some fields are duplicated. 

63 pcm000_lang0032=A value has been entered according to the data type. Check the input data and correct the input contents. ¥nValue:{0} 

64 wcmcmn_lang0001=Whiteboard switch 

65 wcmcmn_lang0002=Default configuration 

66 wcmcmn_lang0003=Selection mode 

67 wcmcmn_lang0004=Pen 
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68 wcmcmn_lang0005=Text 

69 wcmcmn_lang0006=Sticky note 

70 wcmcmn_lang0007=Eraser 

71 wcmcmn_lang0008=Pen settings 

72 wcmcmn_lang0009=Text settings 

73 wcmcmn_lang0010=Sticky note settings 

74 wcmcmn_lang0011=Automatic update 

75 wcmcmn_lang0012=Line width 

76 wcmcmn_lang0013=Line color 

77 wcmcmn_lang0014=Font size 

78 wcmcmn_lang0015=Font color 

79 wcmcmn_lang0016=Background color 

80 wcmcmn_lang0017=Time interval 

81 wcmcmn_lang0018=Second 

82 wcmcmn_lang0019=Minute 

83 wcmcmn_lang0020=Hour 

84 wcmcmn_lang0021=Save the whiteboard. Is it OK? 

85 wcmcmn_lang0022=The whiteboard has been updated by another user. <br> Please note that if you save, <br>the content updated by other users will be 

deleted. 

86 wcmcmn_lang0023=Undo 

87 wcmcmn_lang0024=Redo 

88 wcmcmn_lang0025=Apply to all 

89 wcmcmn_lang0026=Whiteboard automatic update 

90 wcmcmn_lang0027=screenshot 

91 wcmcmn_lang0028=PDF output 

92 wcmcmn_lang0029=Save a screenshot 

93 wcmcmn_lang0030=View screenshot 

94 wcmcmn_lang0031=Delete all 

95 dsscmn_lang0001=Manage screenshots 

96 dsscmn_lang0002=screenshot output 

97 dsscmn_lang0003=HTML display 

98 dsscmn_lang0004=PDF output 

99 dsscmn_lang0005=Delete screenshot 

100 dsscmn_lang0006=Save the screenshot. Is it OK? 
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既定値変更 
 

DSWEB Microsoft SQLServer(2012 以降)用 SQL 定義ファイル [MSSQL2012.sql] 

No パラメータ名   

1 ;JP_GET_SQLE_REGEXP 修正前 ;JP_GET_SQLE_REGEXP=付近に不適切な構文があります。$,SQLE-101;date に変換中にエラーが発生しました。

$,SQLE-201;int に変換中にエラーが発生しました。$,SQLE-202;DECIMAL への変換はサポートされていません。

$,SQLE-203;^文字列データまたはバイナリ データが切り捨てられます。,SQLE-204;^(?=[¥s¥S]*PRIMARY KEY 違

反)[¥s¥S]*$,SQLE-205 

修正後 ;JP_GET_SQLE_REGEXP=付近に不適切な構文があります。$,SQLE-101;date に変換中にエラーが発生しました。

$,SQLE-201;int に変換中にエラーが発生しました。$,SQLE-202;DECIMAL への変換はサポートされていません。

$,SQLE-203;^文字列データまたはバイナリ データが切り捨てられます。,SQLE-204;^(?=[¥s¥S]*PRIMARY KEY 違

反)[¥s¥S]*$,SQLE-205;^For input string,SQLE-207 

 

DSWEB Oracle 用 SQL 定義ファイル [ORACLE.sql] 

No パラメータ名   

1 ;JP_GET_SQLE_REGEXP 修正前 ;JP_GET_SQLE_REGEXP=^ORA-00903,SQLE-102;^ORA-00904,SQLE-103;^Timestamp format must be 

yyyy-mm-dd 

hh:mm:ss[¥s¥S]*,SQLE-201;^(?=[¥s¥S]*NumberFormatException)[¥s¥S]*$,SQLE-202;^ORA-12899,SQLE-204;^O

RA-00001,SQLE-205 

修正後 ;JP_GET_SQLE_REGEXP=^ORA-00903,SQLE-102;^ORA-00904,SQLE-103;^Timestamp format must be 

yyyy-mm-dd 

hh:mm:ss[¥s¥S]*,SQLE-201;^(?=[¥s¥S]*NumberFormatException)[¥s¥S]*$,SQLE-202;^ORA-12899,SQLE-204;^O

RA-00001,SQLE-205;^For input string,SQLE-207 

 

DSWEB Postgres 用 SQL 定義ファイル [POSTGRE8.sql] 

No パラメータ名   

1 ;JP_GET_SQLE_REGEXP 修正前 ^(?=[¥s¥S]*syntax error at or near)[¥s¥S]*,SQLE-101;^timestamp¥/date¥/time 型に対する不正な値,SQLE-201;int 

型に変換できません$,SQLE-202;BigDecimal 型に変換できません$,SQLE-203;^(?=[¥s¥S]*value too long for type 

character)[¥s¥S]*$,SQLE-204;^(?=[¥s¥S]*duplicate key value violates unique constraint)[¥s¥S]*,SQLE-205 

修正後 ^(?=[¥s¥S]*syntax error at or near)[¥s¥S]*,SQLE-101;^timestamp¥/date¥/time 型に対する不正な値,SQLE-201;int 

型に変換できません$,SQLE-202;BigDecimal 型に変換できません$,SQLE-203;^(?=[¥s¥S]*value too long for type 

character)[¥s¥S]*$,SQLE-204;^(?=[¥s¥S]*duplicate key value violates unique 

constraint)[¥s¥S]*,SQLE-205;^(?=[¥s¥S]*重複キーが一意性制約)[¥s¥S]*,SQLE-205;^For input string,SQLE-207 
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DSWEB SQL Anywhere(11 以降)用 SQL 定義ファイル [SQLA11.sql] 

No パラメータ名   

1 ;JP_GET_SQLE_REGEXP 修正前 ;JP_GET_SQLE_REGEXP=構文エラーがあります$,SQLE-101;を timestamp に変換できません。$,SQLE-201;を 

integer に変換できません。$,SQLE-202;を decimal に変換できません。$,SQLE-203;文字列データの右側がトランケー

トされます。$,SQLE-204;^(?=[¥s¥S]*プライマリキーがユニークではありません)[¥s¥S]*$,SQLE-205 

修正後 ;JP_GET_SQLE_REGEXP=構文エラーがあります$,SQLE-101;を timestamp に変換できません。$,SQLE-201;を 

integer に変換できません。$,SQLE-202;を decimal に変換できません。$,SQLE-203;文字列データの右側がトランケー

トされます。$,SQLE-204;^(?=[¥s¥S]*プライマリキーがユニークではありません)[¥s¥S]*$,SQLE-205;^For input 

string,SQLE-207 

 

Galleria Solo 言語設定ファイル(日本語)[ galleriasolo_language_ja_JP.properties] 

No パラメータ名   

1 pototp_lang005 修正前 使用可能な列は日時型または'yyyy-MM-dd hh:mm:ss'形式の文字列です。<br>それ以外が選択された場合、パーツにエラー

メッセージが表示されます。<br>また、日時型の場合、[リレーション設定]-[メンテナンス]-[テーブル定義]-[フィールド定

義]-[比較変換 書式]が<br>'$VALUE$'である必要があります。 

修正後 日時範囲指定において使用可能な列は日時型または'yyyy-MM-dd hh:mm:ss'形式の文字列です。<br>それ以外が選択された

場合、正しくフィルタがかかりません。<br>また、日時型の場合、[リレーション設定]-[メンテナンス]-[テーブル定義]-[フ

ィールド定義]-[比較変換 書式]が<br>'$VALUE$'である必要があります。<br>日付範囲指定、日付指定において使用可能な

列は日付型または文字列です。<br>使用するフィールドに合わせて、[リレーション設定]-[メンテナンス]-[テーブル定義]-[フ

ィールド定義]-[比較変換 書式]の設定が必要です。<br>【設定例】 フィールド:'yyyy-MM-dd' 比較変換書

式:'$YYYY$-$MM$-$DD$' 

 

Galleria Solo 言語設定ファイル(日本語)[ galleriasolo_language_en_US.properties] 

No パラメータ名   

1 lang1152 修正前 {0}' can not be restored any more because it has reached the upper limit for restoring filters. 

修正後 {0} can not be restored any more because it has reached the upper limit for restoring filters. 

2 pototp_lang005 修正前 Available columns are Datetime type or a string of 'yyyy-MM-dd hh:mm:ss' format.<br> If any other option is selected, 

an error message is displayed on the part.<br>For Datetime type, [Relation 

setting]-[Maintenance]-[Tables]-[Field]-[Comparison conversion  Format]<br>must be '$VALUE$'. 

修正後 In date and time period specification, Available columns are Datetime type or a string of 'yyyy-MM-dd hh:mm:ss' 

format.<br> If any other option is selected, it will not filter properly.<br>For Datetime type, [Relation 

setting]-[Maintenance]-[Tables]-[Field]-[Comparison conversion  Format]<br>must be '$VALUE$'.<br>In  date 

period specification and date specification, Available columns are Date type or String type .<br>It is necessary to set 

[Relation settings]-[Maintenance]-[Table definition]-[Field definition]-[Comparison conversion format] according to the 
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field to be used.<br> [Setting example] Field: 'yyyy-MM-dd' Comparison conversion format: '$YYYY$-$MM$-$DD$' 

 

削除 
 

なし 
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