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2017年 11月 12日の変更内容 
今回変更された仕様 

 

全般 
 TLS 1.0 からのアクセスの場合、ヘッダーに注意喚起を表示する

ように変更。 

 

今回改修された不具合 
 

全般 
 ネット連携サービスから、天気および六曜を取り込めない場合が

ある。 

 

cybozu.com共通管理の変更点 
 

追加  ユーザーを削除する画面に、削除されるデータの注意書きを追加。 

不具合改修 
 ログイン名と同じパスワードの使用を禁止していても、ログイン

名の変更を許可していると、パスワードと同じ文字列のログイン

名に変更できてしまう。 

 組織情報の編集画面で、64階層以上の組織に変更できてしまう。 
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2017年 10月 9日の変更内容 
今回追加された機能 

 

全般 
 全画面表示する機能。 

 次のアプリケーションで、アンケートを作成する機能。 

・スケジュール 

・メッセージ 

 ネット連携サービスの路線検索で往復料金を検索する機能。 

 ネット連携サービスの路線検索で定期区間の運賃を除外して検

索する機能。 

個人設定  デザインにカスタムテーマを設定する機能。 

メッセージ 
 モバイル表示で、コメントの返信時に通知の宛先を指定できる機

能。 

メール 
 メールを自動受信する機能。 

 メールを自動転送する機能。 

スケジュール 
 予定の保存期間に任意の年数を指定する機能。 

 複数のユーザーおよび施設を対象に検索する機能。 

 グループ日表示およびグループ週表示に印刷用画面を追加。 

 天気の表示地点を追加。 

掲示板 
 モバイル表示で、コメントの返信時に通知の宛先を指定できる機

能。 

カスタムアプリ 
 「ファイル」項目で複数のファイルが添付できる機能。 

 アプリのアイコンにメニューから選択できる画像を 35個追加。 

 スマートフォンやタブレット端末向けの表示で、コメントの返信

時に通知の宛先を指定できる機能。 

 

今回変更された仕様 
 

全般 
 ネット連携サービスで次の機能を廃止。 

・企業検索 

・地図検索 

・郵便番号検索 



                                

 
 

  ©Cybozu.Inc 
 

・路線検索で出発地を設定する機能 

 「V-CUBE ミーティング」と連携する機能を廃止。 

システム設定 
 詳細設定のメニューを開閉するように変更。 

 トップページのレイアウトを変更すると利用中のユーザーに反

映されるように変更。 

 受信メールサーバーにメールデータを残す期間を設定できるよ

うに変更。 

個人設定  「個人設定（基本）」画面と「個人設定（詳細）」画面を統合。 

スケジュール  天気の詳細情報画面を外部サイトに変更。 

カスタムアプリ  初期値として選択されるアプリのアイコン画像を変更。 

KUNAI  掲示板の画面表示をモバイル表示に変更。 

 

今回改修された不具合 
 

全般 
 ファイル管理のルートフォルダに対して「閲覧のみ」しか許可さ

れていない場合、個人フォルダまたは掲示板で添付したファイル

を更新できない。 

 ファイルのアップロードが完了する前にコメントを書き込むと、

次のコメントを書き込んだときにファイルが添付される場合が

ある。 

 [Microsoft Edgeの現象]印刷用画面で「\」（半角円マーク）がバ

ックスラッシュで表示される場合がある。 

 [Microsoft Edgeの現象]複数行の文字列を入力可能な入力欄で、

「\」（半角円マーク）がバックスラッシュで表示される。 

トップページ 
 [Mozilla Firefox の現象]トップページからパーツを追加した直

後に、メニューボタンをクリックしてもメニューが開かない。 

メール 
 メール一覧で[まとめて削除する]をダブルクリックすると、選択

したメールがごみ箱に残らずに削除される場合がある。 

 モバイル表示で、メールに添付された PDF ファイルが、PDF フ

ァイルとしてダウンロードされない場合がある。 
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スケジュール 
 施設の予定が重複しているにもかかわらず、繰り返し予定を変更

できてしまう場合がある。 

掲示板 
 「（未分類）」カテゴリの掲示に、宛先指定された未読の通知があ

るとき、未読一覧を表示しようとすると、Internal Server Error

が発生する場合がある。 

ワークフロー 
 確認経路に処理者を追加すると、不正な通知が作成される場合が

ある。 

カスタムアプリ 
 ステータス管理機能が有効なアプリで、レコードを削除できない

場合がある。 

 

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） 該当なし 

Low（注意） 【カスタムアプリ】 

・[CyVDB-1414]カスタムアプリのメールヘッダインジェクション

の脆弱性 

 
 

2017年 8月 13日の変更内容 
cybozu.com共通管理の変更点 

今回変更された仕様 

 ヘルプへの参照リンクを変更、または削除。 

https://www.ipa.go.jp/security/vuln/CVSSv3.html
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今回改修された不具合 

 クライアント証明書のダウンロードをユーザーに許可している場合に、「モバイルからの

アクセス」画面の操作項目「Webブラウザーからアクセスする」でユーザーがクライアン

ト証明書を送信する操作が監査ログに記録されない。 

 
 

2017年 6月 25日の変更内容 

（2017/6/14 追記）延期いたしました以下のアップデートを 2017/6/25に実施いたします。 

 

cybozu.com共通管理の変更点 

今回変更された仕様 

 CSVファイルで組織情報を読み込んだ際の表示順を変更。 

変更前：新たに追加した組織は一番下に表示される 

変更後：CSVファイルに記述した順に表示される 

 
 

2017年 5月 14日の変更内容 
こちらの項目への対応は 2017年 6月に延期になりました。 

 

cybozu.com共通管理の変更点 

今回変更された仕様 

 CSVファイルで組織情報を読み込んだ際の表示順を変更。 

変更前：新たに追加した組織は一番下に表示される 

変更後：CSVファイルに記述した順に表示される 
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2017年 4月 9日の変更内容 
今回追加された機能 

 

ファイル管理  ルートフォルダにアクセス権を設定する機能。 

 

今回変更された仕様 
 

トップページ  「お探し物」パーツを「製品内検索」に変更。 

カスタムアプリ 
 次の画面で、印刷の設定情報を保存するように変更。 

・「レコード一覧」画面 

・「レコードの詳細」画面 

 

今回改修された不具合 
 

全般 
 [Internet Explorer 11の現象]表示順を変更するとき、スクロー

ルバーが移動しない場合がある。 

 書式編集で、文字列のフォントサイズを「12pt（標準）」に変更

できない。 

スケジュール 
 「予定の登録」画面で、複数の日付を指定したあと、会社情報を

アドレス帳から取り込むと、指定した日付が保持されない。 

 通常予定、または繰り返し予定の終了時刻を 24時よりあとに設

定すると、開始時刻のみの予定として登録される。 

カスタムアプリ 
 [Google Chromeの現象]カスタムアプリで、表示順を変更する

とき、スクロールバーが移動しない場合がある。 

 ステータス管理機能が有効なアプリで、「処理者」を絞り込んで

レコードを登録すると、絞り込んだ「処理者」にもレコードが登

録される場合がある。 

 集計を最初に表示するタブに設定すると、「レコード一覧」画面

でダイレクト表示のリンクをクリックしても、「集計」画面が表

示される。 

 ソートを有効にした「数値」項目で、「小数点以下の有効な桁数」
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の設定を変更すると、アプリをテンプレート化できない場合があ

る。 

 
 

2017年 2月 12日の変更内容 
cybozu.com共通管理の変更点 

今回改修された不具合 

 組織の親組織の設定で、親組織に指定できない組織を選択すると、間違ったエラーメッセ

ージが表示される。 

 
 

2017年 1月 8日の変更内容 
今回変更された仕様 

 

トップページ 
 トップページの「任意の URL」パーツで、ニュースランキングを

指定する機能を廃止。 

カスタムアプリ 
 次の項目の入力タイプを、URLおよびイメージ URLに変更する

機能を廃止。 

・文字列(1行) 

・文字列(複数行)  

・ラジオボタン 

 

今回改修された不具合 
 

全般 
 書式編集を使用して入力した、行頭または行末にスペースを含む

文字列を「テキストのみ」で表示すると、スペースが表示されな

い場合がある。 

 cybozu.com共通管理で自動ログインの設定が有効な場合、モバ

イル表示画面からログアウトできない。 

メール 
 総メールサイズが2048MBを超えていても、「メールの利用状況」

画面で現在の総メールサイズが「2048MB」と表示される。 



                                

 
 

  ©Cybozu.Inc 
 

ファイル管理 
 PDF形式のファイルをプレビュー画面で表示すると、ダウンロー

ドのログが複数回出力される。 

カスタムアプリ 
 レコードの簡易検索で、スペースを含むキーワードで検索したあ

と、「検索結果」画面から「集計」画面を表示し、グラフの要素を

クリックすると、エラーが発生する場合がある。 

 「検索結果（配布アプリ）」画面からアプリを追加できない。 

 1001 件以上のレコードを対象にした集計を CSV ファイルに書

き出すと、空で出力される。 

 

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） 
【システム設定】 

・[CyVDB-857]システム管理に関するサービス運用妨害 (DoS) の

脆弱性 

Low（注意） 該当なし 

 

https://www.ipa.go.jp/security/vuln/CVSSv3.html
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