2016 年 12 月 11 日の変更内容
cybozu.com 共通管理の変更点
今回追加された機能


メンテナンス情報などをメール配信する機能。
メール配信を有効にするには、cybozu.com 共通管理の設定で、メール配信を受け取る
cybozu.com 共通管理者を指定します。
アップデート実施後に新規作成したドメインでは、初期設定ではそのドメインを作成したユ
ーザーのみメール配信を受け取ります。



パスワードを忘れるなどして cybozu.com 共通管理者がログインできなくなった場合に、1
時間だけ利用できる一時的な cybozu.com 共通管理者を cybozu.com ストアから作成する
機能。



システムメールの送信に外部のメールサーバーを使用する場合に、メールサーバーとの通信
に使用できる暗号化方法に STARTTLS を追加。

今回変更された仕様


標準のディスク容量を増量。
変更前：ご契約ユーザー数×4GB
変更後：ご契約ユーザー数×5GB



ユーザーにクライアント証明書のダウンロードを許可していない場合、ユーザーのアカウン
ト設定画面に、モバイルからのアクセスの設定が表示されないように変更。



次の操作で記録される監査ログのレベルを、「情報」から「重要」に変更。
・パスワードをリセットするためのメールが送信された
©Cybozu.Inc

・パスワードをリセットした


新規作成したドメインでの初期設定を変更。
・ログインのパスワードポリシー
変更前：パスワードのリセットをユーザーに許可しない
変更後：パスワードのリセットをユーザーに許可する
・プロフィールの項目
変更前：E-mail アドレスの変更をユーザーに許可する
変更後：E-mail アドレスの変更をユーザーに許可しない



Internet Explorer 9 を使用している場合、ログイン時に警告が表示されるように変更。
Internet Explorer 9 のサポートは、2017 年 4 月 11 日に終了します。

2016 年 10 月 20 日の変更内容
今回改修された不具合

全般



メッセージ



[Google Chrome 54 以降の現象]アプリケーションが正常に動
作しない場合がある。
[Google Chrome 54 以降の現象]閲覧状況の確認を有効にした
メッセージを確認済みにできない。

2016 年 10 月 9 日の変更内容
今回追加された機能

全般



モバイル表示で、本文またはコメントに添付した画像をインライ
ン表示する機能。



モバイル表示で、ユーザー名にプロフィール画像を表示する機
能。

システム設定



フォルダごとにファイル管理の利用状況を表示する機能。

スケジュール



モバイル表示で、現在の時刻の区切り線を強調表示する機能。
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掲示を CSV ファイルに書き出す機能。



掲示を CSV ファイルから読み込む機能。

アドレス帳



アドレスデータをブック間で移動する機能。

カスタムアプリ



「自動採番」項目で付与する文字列にレコード登録時の年月日を

掲示板

予約語として指定できる機能。


「自動採番」項目で付与する文字列を変更する機能。



集計表およびクロス集計表を CSV ファイルに書き出す機能。



絞込条件が「先月」
、
「今月」、および「来月」の場合に日付を設定
する機能。



スマートフォンやタブレット端末向けの表示で、コメントにファ
イルを添付できる機能。

今回変更された仕様

全般



掲示板



アプリケーションメニューの項目から「cybozu.net」を利用する
機能を廃止。
掲示開始日時を指定している場合に、開始日時を更新日時として
扱うように変更。

今回改修された不具合

メール



掲示板



アドレス帳



本文に半角スペースを含む HTML メールを、テキスト形式に変更
して返信すると、署名が引用文の前に挿入されない場合がある。
[Safari の現象]掲示に 1 件目のコメントを書き込む際、宛先指定
できない。
アドレス帳の詳細検索で対象ブックを指定して検索していても、
検索結果画面で件数送りすると、「全ブック」を対象とした検索
結果が表示される。

カスタムアプリ



ソートを有効に設定したことがある「カウントボタン」項目が複
数あり、1001 件以上のレコードが登録された DBM ファイルを
読み込めない場合がある。



集計方法にかかわらず、クロス集計表、または集計表の集計結果
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の見出しが、
「合計」と表示される。


「レコード一覧」画面に、閲覧権限がない項目を含む「絞込」が
表示される場合がある。



直接編集可能なカレンダー形式の「ビュー（一覧）」で、1001 件
以上レコードを表示しようとすると、一部のレコードが表示され
ない場合がある。



「レコードの登録」画面から「レコード一覧」画面に戻ると、選
択していたソートと絞込が保持されない場合がある。



集計方法の「方法 1」の集計に該当するレコードが存在しない場
合、集計結果が表示されない。

2016 年 8 月 14 日の変更内容
今回変更された仕様

スケジュール



天気予報データの取得方法を変更。

今回改修された不具合

カスタムアプリ



複数回データを再ルックアップしたあと、ソート条件に「更新日
時」を含むソートを選択すると、レコードが重複して表示される。



ソート条件に「更新日時」を含む、かつ「レコード登録者のアク
セス権」が設定されているアプリで、データを再ルックアップす
ると、レコードの更新や再ルックアップができなくなる。



通知条件が「指定レコード値」または「指定項目更新」のメール
通知の設定を CSV ファイルへ書き出すと、通知条件の項目名が
書き出されない。



「チェックボックスリスト」項目の設定を変更すると、レコード
の更新日時と更新者が更新される。



ステータス管理機能が有効なアプリの絞込メニューで、「状況」
と「処理者」が正しく表示されない場合がある。
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cybozu.com 共通管理の変更点
今回追加された機能


指定したメールアドレスに、セキュアアクセスの利用に必要な自分のクライアント証明書を
送信する機能。

今回変更された仕様




次の画面を刷新。


自分やほかのユーザーのプロフィール



自分のプロフィールの設定



言語とタイムゾーンの設定



パスワードの変更



外部からのアクセスの設定



モバイルかんたん設定



ログイン履歴の表示



メールサーバー on cybozu.com の設定

次のアプリの初期設定に必要な設定ファイルを、セキュアアクセスを利用しない場合でもメ
ールで送信できるように変更。


サイボウズ KUNAI



サイボウズ Office 新着通知
※サイボウズ Office 新着通知は、2016 年 10 月後半公開予定のアップデートで、設定ファイ
ルを使用した初期設定が可能になります。



プロフィールの「メモ」欄を、「コメント」欄に変更。
「コメント」欄には、自分のプロフィールを閲覧した、ほかのユーザーへのメッセージを入
力できます。



画面右上のユーザー名をクリックすると表示されるメニューを変更。



ログイン画面のリンク「ヘルプ」を、「ログインでお困りですか？」に変更。

今回改修された不具合


cybozu.com 共通管理者以外のユーザーが自分のログイン名を変更しようとすると、ログイ
ン名の入力中にエラーメッセージが表示される。



Skype をインストールした端末で、プロフィールの Skype 名をクリック、またはタップし
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ても、一部の端末で Skype が起動しない。


ログイン名に IBM 特殊文字「神」を含むと、ユーザー情報の変更を保存できない場合があ
る。

2016 年 5 月 8 日の変更内容
cybozu.com 共通管理の変更点
今回追加された機能


セッションの有効期間を変更する機能。
cybozu.com への最後のアクセスから、指定した有効期間を過ぎると、自動的にログアウト
されます。



ユーザー自身によるプロフィールの編集を許可するかどうかを、項目ごとに設定する機能。

今回変更された仕様


画面右上のユーザー名をクリックしたときに表示されるドロップダウンリストに、[ログイ
ン履歴]を追加。

今回改修された不具合


ユーザーのパスワードを設定する際に、Web ブラウザーに保存したパスワードが自動で入
力されてしまう。

2016 年 4 月 10 日の変更内容
今回追加された機能

全般



モバイル表示で、コメントの宛先指定を表示する機能。



KUNAI および「サイボウズ Office 新着通知」アプリから接続し
た際のログイン履歴に、
「Web ブラウザー / OS」を表示する機
能。



ヘッダーのユーザーメニューから「ログイン履歴」画面に遷移す
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るリンク。
システム設定



ユーザーごとにメールの利用状況を表示する機能。

スケジュール



モバイル表示で、人の書き込みに対して手軽に返事や意思表示を

カスタムアプリ

する機能。


モバイル表示で、コメントにファイルを添付する機能。



モバイル表示で、コメント番号を付与する機能。



集計のグラフで、分類に該当するレコードを一覧表示する機能。



「チェックボックスリスト」項目を集計する機能。



「日付」および「日付時刻」項目のドロップダウンリストで、年
の選択範囲を指定する機能。



ビュー（一覧）で、レコード全体に条件書式を設定する機能。



次の設定で、アクセス権を一括設定する機能。
・項目
・ビュー（一覧）
・ビュー（詳細・登録）
・絞り込み



スマートフォンやタブレット端末向けの表示で、コメントに返信
する機能。



スマートフォンやタブレット端末向けの表示で、レコードのコメ
ントに対して手軽に返事や意思表示をする機能。

今回変更された仕様

カスタムアプリ



「アクセス権の変更（項目）」画面で、[設定する]をクリックする
と、アクセス権の設定が反映されるように変更。



スマートフォンやタブレット端末向けの表示で、レコードの詳細
画面にコメントを全件表示するように変更。



スマートフォンやタブレット端末向けの表示のデザインを変更。

今回改修された不具合

全般



ポップアップで表示されたコメントが、ドラッグアンドドロップ
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で移動できない。


書式編集で選択したフォントサイズとは異なるサイズで文字列
が書き込まれる場合がある。

スケジュール



予定のコメントが削除されると、未読一覧の自分宛ての通知に
「予定の登録」または「予定の変更」の通知が表示される場合が
ある。

掲示板



カスタムアプリ



「掲示の詳細」画面をモバイル表示で確認すると、あとから読み
込まれたコメントにリアクションできない。
リレーションの設定で「関連づける項目」に「カウントボタン」
項目を設定できる。



「レコード一覧」画面で、件数送りをしたり、画面を更新したり
すると、先頭行の固定を解除した設定が保持されない。



[Microsoft Edge の現象]「メニュー（ユーザー）
」項目の入力欄
以外の箇所をクリックすると、ユーザーを選択していない状態に
なる。

今回改修された脆弱性
深刻度（Critical、High、Medium、Low）は、CVSS 基本値を基にレベル分けされています。
詳細は、次の Web サイトを参照してください。
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/CVSSv3.html

Critical（緊急）

該当なし

High（重要）

該当なし

Medium（警告）
Low（注意）

【メール】
・[CyVDB-1049]送信メールにおける情報漏えいの脆弱性
該当なし
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2016 年 2 月 10 日の変更内容
今回改修された不具合

トップページ



最新情報パーツと予定の詳細画面が表示できない場合がある。

カスタムアプリ



CSV ファイルからの読み込み画面から、レコードを CSV ファイ
ルに書き出すことができない。

2016 年 2 月 14 日の変更内容
cybozu.com 共通管理の変更点
今回追加された機能


ログイン履歴を表示する機能。



現在有効なセッションを表示する機能。
※セッションとは、ログイン中の接続のことです。
同一端末でも、別の Web ブラウザーやアプリを使用すると、別の接続と見なされます。



ログインに失敗したときに表示するメッセージを設定する機能。



メンテナンスなどのお知らせを、cybozu.com 共通管理者にメールで送信する機能。

今回変更された仕様


メールでのお問い合わせで選択できる利用環境を、次のように変更。
Web ブラウザー
・Microsoft Edge を追加
・Internet Explorer 8 を削除
OS
・Windows 10 を追加



次の Web ブラウザーでアクセスすると、非対応の Web ブラウザーであることを示す警告
を表示するように変更。
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・Internet Explorer 8
・Internet Explorer 10


サイボウズドットコム ストアで契約したユーザー数が、実際にサービスを利用している
ユーザーの数と異なっている場合に表示される警告を表示しないように変更。
※警告が表示されるべきでないケースで表示されることがあったため、表示を停止しまし
た。

今回改修された不具合


ユーザー情報の編集画面で、保存ボタンを複数回続けてクリックすると、エラーが発生す
る。

2016 年 1 月 14 日の変更内容
今回改修された不具合

メール



[全員に返信する]をクリックすると、CC 欄にすべてのメールア
ドレスが設定されない。

2016 年 1 月 10 日の変更内容
今回追加された機能

全般



返信元のコメントでの宛先を再利用して指定する機能。

メール



フラグを設定する機能。

スケジュール



コメント番号を付与して、特定のコメントへのリンクを生成する
機能。



コメント書き込み時に複数のファイルを添付する機能。



コメントに対して手軽に返事や意思表示する機能。



コメント書き込み時に通知の宛先を指定する機能。
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ファイル管理



システム管理者がフォルダごとに更新通知を設定する機能。

プロジェクト



システム管理者がプロジェクトの運用管理者を変更する機能。

今回改修された不具合

全般



コメントの[返信する]をクリックすると、コメント欄に[>null を
引用する]と表示される場合がある。



書式編集のカラーピッカーで[×]（カラーなし）を選択しても、
文字の色や背景色が破棄されない。

トップページ



未読一覧で「@自分」タブを選択し、スケジュールの通知をクリ
ックして既読にすると、既読一覧の「すべて」に履歴が作成され
ない。



最新情報パーツの「宛先指定された通知」を既読にできない場合
がある。

メール
電話メモ
（在席確認）
ワークフロー



[全員に返信する]をクリックすると、CC 欄が空になる場合があ
る。



メール通知の送信に失敗する場合がある。



ワークフローの詳細検索で、検索結果を表示したあと「検索条件」
タブをクリックすると、検索条件の一部が保持されない場合があ
る。



申請フォームの設定で、経路を追加または順番変更したあと、再
申請すると、差し戻し前の結果が残る場合がある。

プロジェクト



プロジェクトの「掲示の追加」画面のドロップダウンリストで My
グループを選択しても、選択候補に My グループに所属するユー
ザーが表示されない。

カスタムアプリ



「文字列（複数行）」項目の設定で、
「再利用時に使用する」を無
効にしても、書式編集を使用すると「文字列（複数行）」項目の内
容が再利用される。



「文字列（複数行）」項目の設定で、
「再利用時に使用する」を無
効にしても、KUNAI でレコードを再利用すると「文字列（複数
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行）」項目の内容が再利用される。


「レコードの処理」画面を表示すると、コメント一覧で「集計」
画面がインライン表示されない場合がある。



KUNAI でレコードを登録する際に、
「文字列（複数行）」項目の初
期値が表示されない。

cybozu.com 共通管理の変更点
今回追加された機能


モバイルかんたん設定でスマートフォンアプリ「サイボウズ Office 新着通知」の初期設
定を行う機能。



API のエラーメッセージやメール通知などで使われる、システムの標準の言語を設定する
機能。



「組織とユーザーの設定」画面で、使用中のユーザー、または停止中のユーザーを絞り込
む機能。



サイボウズドットコム ストアで契約したユーザー数が、実際にサービスを利用している
ユーザーの数と異なっている場合に、警告を表示する機能。



第一階層の組織が多い場合の、一部の画面表示の高速化。

今回変更された仕様


CSV ファイルを使わずに、画面上で組織、グループ、および役職に所属させることができる
ユーザー数の上限を変更。
変更前：1,000 人
変更後：10,000 人



未反映の「組織の事前設定」がある場合に、
「データ移行の許可」画面に、データを移行で
きないことを示す警告を表示するように変更。

今回改修された不具合


ユーザーの画像にキャッシュが効かず、ログインするたびにユーザーの画像がダウンロー
ドされてしまう。
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複数の環境で同時に cybozu.com に自動ログインをしようとすると、いくつかの環境でロ
グインに失敗する場合がある。
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