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バージョン 10.8.4 における変更点（2019年 11月 18日） 
不具合改修項目 

 

メール 
 メールを下書き保存すると、下書きが重複して 2件保存される場

合がある。[詳細] 

カスタムアプリ 
 [Google Chromeの現象]レコードの登録、編集または再利用時

に手動ルックアップすると、「文字列（複数行）」項目で書式編集

の選択が解除され、文字列が破棄される場合がある。[詳細] 

 「レコードの処理」画面で、「文字列(複数行)」項目の書式編集の

ツールバーが表示されず、入力欄が空欄の状態になる場合があ

る。[詳細] 

ロギング 
 システムタスクの実行結果のログをファイルに書き出すと、ファ

イル名が正しく書き出されない。[詳細] 

 

脆弱性対応項目 

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） 
【カスタムアプリ】 

・[CyVDB-2176]カスタムアプリに関するパス・トラバーサルの

https://kb.cybozu.support/article/36187/
https://kb.cybozu.support/article/36129/
https://kb.cybozu.support/article/36145/
https://kb.cybozu.support/article/35917/
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/CVSSv3.html
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脆弱性 

Medium（警告） 該当なし 

Low（注意） 該当なし 

 
 

バージョン 10.8.3 における変更点（2019年 4月 22日） 
仕様変更 

 

全般 
 アプリケーションメニューの項目から「サイボウズ Live」を利用

する機能を廃止。 

カスタムアプリ 
 次の項目の和暦表示で、新元号「令和」に対応。 

・日付 

・日付時刻 

・時間計算 

 

不具合改修項目 
 

全般 
 ファイルを更新しても、キャッシュを有効にした Web ブラウザ

ーでは更新前のファイルがダウンロードされる場合がある。[詳

細] 

メール 
 ユーザーにメールアカウントの登録を許可しないと、個人設定の

「メールアカウントの変更」画面で、受信メールをメールサーバ

ーに残す場合の期限を変更できない。[詳細] 

 
 

バージョン 10.8.2 における変更点（2018年 10月 15日） 
今回改修された不具合 

 

カスタムアプリ 
 集計のグラフの要素をクリックし、「レコードの検索結果」画面

を表示した状態でレコードを一括削除しようとすると、検索結果

https://kb.cybozu.support/article/35757/
https://kb.cybozu.support/article/35757/
https://kb.cybozu.support/article/35543/
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が保持されない。[詳細] 

ロギング 
 テキストファイルのプレビューを表示したときのログが出力さ

れない。[詳細] 

 

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） 
【全般】 

・[CyVDB-1853]パス・トラバーサルの脆弱性 

Medium（警告） 該当なし 

Low（注意） 該当なし 

 
 

バージョン 10.8.1 における変更点（2018年 4月 9日） 
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。 

スケジュール 
 予定メニューの先頭または末尾に半角スペースが含まれている

と、ファイルに書き出した際に、その予定の時間が集計されない。

[詳細] 

カスタムアプリ 
 大量のレコードが絞り込みや検索の条件に一致すると、結果の表

示に時間がかかったり、エラーが発生したりする場合がある。[詳

細] 

 「自動採番」項目の入力タイプを変更すると、重複する値を登録

できなくなる。[詳細] 

 

https://kb.cybozu.support/article/34121/
https://kb.cybozu.support/article/34120/
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/CVSSv3.html
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9586
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/10116
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/10116
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/10218
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バージョン 10.8.0 における変更点（2017年 10月 10日） 
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。 

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 

・路線検索で出発地を設定する機能 
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 「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。 [詳細] 

 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。 [詳細] 

 [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。 [詳細] 

 [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。 [詳細] 

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。 

[詳細] 

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。 [詳細] 

 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。 [詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9927
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9772
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9859
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9918
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5115
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9779
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/10094
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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。 [詳細] 

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。 [詳細] 

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。 [詳細] 

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。 

 
 

バージョン 10.7.0 における変更点（2017年 4月 10日） 
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 
 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。 

 「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 

 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 

 
  

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9939
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/10001
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9769
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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。 [詳細] 

 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。 [詳細] 

 [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。 [詳細] 

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。 [詳

細] 

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。 [詳

細] 

 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。 [詳細] 

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。 [詳細] 

 「検索結果（配布アプリ）」画面からアプリを追加できない。 [詳

細] 

 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。 [詳細] 

 [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。 [詳細] 

 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。 [詳細] 

 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。 [詳細] 

 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」

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9686
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9532
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9848
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9504
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9504
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9771
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9771
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9770
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9728
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9727
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9727
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9753
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9786
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9780
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9789
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の設定を変更すると、アプリのテンプレート化、またはクラウド

版へのデータ移行ができない場合がある。 [詳細] 

KUNAI 
 KUNAI for iPhoneで、リモートサービス経由で接続すると、メ

ールをシンクできない場合がある。 [詳細] 

 
 

バージョン 10.6.1 における変更点（2016年 11月 1日） 
今回改修された不具合 

 

全般 
 [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。 [詳細] 

メッセージ 
 [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。 [詳細] 

 
 

バージョン 10.6.0 における変更点（2016年 10月 11日） 
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。 

掲示板 
 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

予約語として指定できる機能。 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9837
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9747
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9733
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9734
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 「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 
 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。 

スケジュール  天気予報データの取得方法を変更。 

掲示板 
 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 
 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。

[詳細] 

掲示板 
 [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。 [詳細] 

アドレス帳 
 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。[詳細] 

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。[詳細] 

 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

の見出しが、「合計」と表示される。[詳細] 

 「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。[詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9486
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9483
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9482
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9587
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9544
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9589
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 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。[詳細] 

 「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。[詳細] 

 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。[詳細] 

 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。

[詳細] 

 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。[詳細] 

 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。[詳細] 

 「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。[詳細] 

 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。[詳細] 

 
 

バージョン 10.5.0 における変更点（2016年 4月 11日） 
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。 

 モバイル表示で、コメントの宛先指定を表示する機能。 

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。 

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。 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9588
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9249
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9526
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9547
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9540
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9527
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9525
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9503
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 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。 

 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

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。 

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。 

カスタムアプリ 
 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。 
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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。[詳細] 

 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。[詳細] 

 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

で移動できない。[詳細] 

トップページ 
 未読の予定にコメントを書き込むと、既読一覧の表示や、最新情

報パーツのお知らせ欄の「宛先指定された通知」の件数が不正に

なる。[詳細] 

 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。[詳細] 

メール 
 [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。[詳細] 

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。[詳細] 

掲示板 
 「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。[詳細] 

ワークフロー 
 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。[詳細] 

 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。[詳細] 

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。[詳細] 

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。[詳細] 

 「文字列（複数行）」項目の設定で、「再利用時に使用する」を無

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9042
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9253
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9254
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9269
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9250
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9109
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9316
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9318
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9036
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9285
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9255
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8647
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効にしても、KUNAI でレコードを再利用すると「文字列（複数

行）」項目の内容が再利用される。[詳細] 

 「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。[詳細] 

 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。[詳細] 

 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。[詳細] 

 「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。[詳細] 

 [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。[詳細] 

 

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-858]CGI 環境変数の表示ページに関する情報漏えいの脆

弱性 

Low（注意） 該当なし 

 

  

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9122
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9325
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9296
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9184
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9312
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9387
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/CVSSv3.html
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バージョン 10.4.0 における変更点（2015年 10月 13日） 
今回追加された機能 

 

全般 
 次のアプリケーションに、スマートフォンに最適化した画面を表

示する「モバイル表示」機能。 

・スケジュール 

・メール 

・メッセージ 

・掲示板 

・ワークフロー 

 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

する機能。 

 次の画面で、固定リンクを表示する機能。 

・予定の詳細画面 

・メッセージの詳細画面 

・掲示の詳細画面 

・ファイル管理の一覧、およびファイルの詳細画面 

・報告書の詳細画面 

・プロジェクトの掲示の詳細画面 

・カスタムアプリのレコードの詳細画面 

 ヘッダーのユーザーメニューから「デザインの変更」画面に遷移

するリンク。 

メール 
 署名の挿入位置に「引用文の前」または「メール本文の末尾」の

どちらかを指定する機能。 

スケジュール 
 予定に対して手軽に返事や意思表示する機能。 

 施設情報にファイルを添付する機能。 

ファイル管理  検索結果画面で、プレビュー表示する機能。 

アドレス帳  運用管理者が、人名、および会社データを１件ずつ削除する機能。 

ワークフロー  空欄の「日付」項目を登録可能にする機能。 
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カスタムアプリ 
 更新通知の設定で、通知先にユーザー選択項目を指定可能にする

機能。 

 更新通知の設定で、「トップページでの通知先」を宛先指定とし

て設定可能にする機能。 

 最初に表示する画面に集計を設定する機能。 

 最初に選択される集計を設定する機能。 

 次の表示形式のビュー（一覧）で、「文字列（複数行）」項目の書

式を有効にする機能。 

・レコード一覧形式 

・カレンダー形式 

・カテゴリ形式 

 「チェックボックスリスト」のメニュー項目を縦に並べる機能。 

 「期間計算（現在日時）」で「秒」を含まない単位の場合に、計算

結果を切り上げ表示するかどうかを選択する機能。 

 

今回変更された仕様 
 

全般 
 添付ファイルの表示で MIMEタイプを表示しないように変更。 

 CSVファイルから読み込み可能なレコードの上限値を 10万行に

変更。 

 次の操作での通知を、宛先指定された通知として扱うように変

更。 

・予定の登録、変更、および削除 

・メッセージの新規作成および既存メッセージへの宛先追加 

・電話メモの登録 

・ワークフローの「承認」、「決裁」、「確認」、および「差し戻し」

処理の割り当て 

 次のアプリケーションで、インライン表示用の URL が有効にな

るように変更。 

・カスタムアプリ 

・アプリのメモ 

 ・レコードのコメント 

・アドレス帳 
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 ・個人情報のメモ 

 ・入力タイプが「文字列（複数行）」の項目 

メール 
 [ソースを表示する]をクリックすると、メールソースをダウンロ

ードするように変更。 

カスタムアプリ 
 項目名、レコード値、およびコメントの書式設定で、背景と文字

に指定できる色を変更。 

 

今回改修された不具合 
 

全般 
 リモートサービス経由で利用する場合、書式編集のメニューボタ

ンの表示が不正になる。[詳細] 

 文字コードをシフト JIS に設定してデータを CSV ファイルに書

き出すと、特定の記号が正しく表示されない。[詳細] 

 [Google Chromeの現象]データを登録したあとに、Backspace

キーまたは Web ブラウザーの[戻る]ボタンをクリックすると、

データが二重に登録される場合がある。[詳細] 

 書式編集で「左寄せ」または「右寄せ」に配置した表を挿入する

と、リンク、表、および文字列の表示位置が不正になる場合があ

る。[詳細] 

 書式編集のハイパーリンクで「\\server\file」の形式の URLを

指定すると、URLが自動補完される。[詳細] 

システム設定 
 CSVファイルからユーザーを追加すると、文字コードの指定が無

効になる場合がある。[詳細] 

トップページ 
 既読一覧で、予定の削除通知をクリックして「予定の詳細」画面

を表示すると、予定の内容が空白で表示されたり別の予定の内容

が表示されたりする場合がある。[詳細] 

メール 
 HTMLメールをプレビュー表示すると、ヘッダー情報の一部が隠

れる場合がある。[詳細] 

 属性名に使用できない文字が HTML メールに含まれていると、

HTMLの解析に失敗する場合がある。[詳細] 

 HTMLメールの印刷用画面に、データ変更の警告メッセージが表

示される。[詳細] 

 ごみ箱機能が無効である場合に、[ごみ箱を空にする]をクリック

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8962
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8593
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8718
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8814
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8859
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8971
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8815
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8974
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8660
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8813
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すると、削除対象が[受信箱]になる。[詳細] 

 [Windows 8 の現象]サイボウズ Office のメールサーバーに、

Gmailのサーバー情報を登録できない。[詳細] 

 プレビュー表示で、[まとめて移動する]のドロップダウンリスト

に、上位のフォルダ名が表示されない場合がある。[詳細] 

スケジュール 
 [iOS Safari/Android Chromeの現象]「V-CUBE ミーティング 

4」を起動できない。[詳細] 

ファイル管理 
 [Internet Explorer の現象]大量のファイルを一括ダウンロード

できない。[詳細] 

 ファイルを一括移動すると、一部のファイルでバージョン管理の

設定が保持されない。[詳細] 

ワークフロー 
 申請を下書きするに保存すると、数値項目に「,」（半角カンマ）

が表示されない。[詳細] 

カスタムアプリ 
 [Internet Explorer 11の現象]カスタムアプリでメール読み込み

を実行すると「読み込まれたメールはありません。」と表示され

る。[詳細] 

 ファイルの絶対パスに全角文字を含むと、コマンドラインでカス

タムアプリの CSVファイルを書き出せない場合がある。[詳細] 

 レコードの検索結果画面で、アプリの運用管理者が追加したソー

トを実行すると、「レコード番号/降順」でソートされる。[詳細] 

 ソート順を「更新日時」に変更したあと、「レコードの詳細」画面

を表示して[先頭へ]をクリックすると、エラーが発生する場合が

ある。[詳細] 

 レコードの詳細画面でイメージ URL の画像をクリックすると、

Lightboxのタイトルが「notitle」と表示される。[詳細] 

 処理者に複数のユーザーを指定すると、501エラーが発生し、レ

コードを登録できない場合がある。[詳細] 

 自動ルックアップ項目で取得した内容が、CSVファイルに書き出

されない場合がある。[詳細] 

 ログインユーザーで絞り込むと、レコードを CSV ファイルに書

き出せない。[詳細] 

ケータイ 
 「期間計算（現在日時）」項目の計算結果が「0」の場合、レコー

ドの詳細画面で「設定を確認してください」と表示される。[詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8722
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8818
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8865
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8817
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8572
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8816
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8977
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8973
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8975
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8999
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9124
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5124
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8421
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8860
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8871
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8858
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サイボウズ 

 KUNAI 

 KUNAI でデータを登録したあとに、前の画面に戻ると、データ

が二重に登録される場合がある。[詳細] 

 

今回対応された脆弱性 

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-858]CGI 環境変数の表示ページに関する情報漏えいの脆

弱性 

 
 

バージョン 10.3.0 における変更点（2015年 4月 13日） 
今回追加された機能 

 

全般 
 次のアプリケーションで、コメント書き込み時に複数のファイル

を添付する機能。 

・報告書 

・プロジェクト 

 次のアプリケーションで、コメント書き込み時に通知の宛先を指

定する機能。 

・報告書 

・プロジェクト 

トップページ 
 通知一覧（未読一覧）画面で「既読にする」ボタンを画面上部に

固定で表示する機能。 

 通知一覧（未読一覧）画面で前後の通知へ移動する機能。 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8892
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/CVSSv3.html
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ファイル管理 
 特定のファイル種類の場合、専用のプレビュー画面で表示する機

能。 

 特定のファイル種類の場合、ファイルの詳細画面にプレビュー表

示する機能。 

 一覧画面でアイコンビューに切り替える機能。 

 複数のファイルをまとめてアップロードする機能。 

カスタムアプリ 
 ビュー（一覧）が次の形式の場合に、レコード一覧画面で項目名

の行を画面上部に固定して表示する機能。 

・カレンダー形式 

・カテゴリ形式 

 集計でグラフの種類を選択する機能。 

 項目の入力タイプの「期間計算（現在日時）」。 

 項目の入力タイプの「チェックボックスリスト」。 

 複数の項目を対象に集計する機能。 

 

今回変更された仕様 
 

全般 
 書式編集機能の改善。 

 次の機能で、過去の選択履歴順に候補を表示するように変更。 

・コメントの宛先指定 

・メールアドレスのインクリメンタルサーチ 

タイムカード  CSVファイルへの書き出しで、書き出す期間を最長 2年に変更。 

報告書 
 確認画面で、カスタムアプリのインライン表示をしないように変

更。 

 全削除から、期間を指定して一括削除するように変更。 

カスタムアプリ  コメントの設定の初期値を有効に変更。 

 

今回改修された不具合 
 

全般 
 [Internet Explorer 9/10/11の現象]テキストを選択して引用返

信すると、引用文に倍の改行が挿入される。[詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8522
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 [Internet Explorer 8/9/10 の現象]入力欄に文字が入力された

状態で入力エリアの拡大や縮小をすると、「このページから移動

しますか？」という確認が表示される。[詳細] 

 トップページまたは個人フォルダで 501 エラーが発生する場合

がある。[詳細] 

インストーラー 
 インストールディレクトリのパスに全角文字を含むと「User 

directory is not found.」が表示され、サイボウズ Officeを利用

できない。[詳細] 

トップページ 
 [Mozilla Firefoxの現象]「未読一覧」画面を更新した後、[既読に

する]をクリックしても反応しない。[詳細] 

 「最新情報」パーツの「トップに常に出す情報」から、ファイル

をダウンロードできない。[詳細] 

 〆切日を過ぎた ToDoがトップページの「スケジュール（固定ま

たは週表示）」パーツに表示されない場合がある。[詳細] 

 Office 9から Office 10にバージョンアップすると、カスタムア

プリパーツの表示が不正になる場合がある。[詳細] 

 未読一覧で、報告書のコメントに[>（コメント番号）への返信]

が表示されない。[詳細] 

 報告書の変更通知が既読一覧に表示されない場合がある。[詳細] 

メモ 
 個人フォルダの総メモサイズに、最後に保存したメモのファイル

サイズが表示される。[詳細] 

メール 
 メールの宛先入力でインクリメンタルサーチを利用する設定に

していると、切り取ったメールアドレスが宛先から削除されてい

ない。[詳細] 

 KUNAIで、メールが下書き保存されない。[詳細] 

 [Internet Explorer 8 の現象]宛先のメールアドレスを削除した

後にメールアドレスを再度入力して送信しようとすると、メール

アドレスが宛先として認識されない場合がある。[詳細] 

 メールの詳細検索で、バージョンアップする前に送受信したメー

ルが検索結 果に表示されない場合がある。[詳細] 

スケジュール 
 [Internet Explorerと Mozilla Firefoxの現象]簡易登録のポップ

アップウィンドウを移動しようとすると、ポップアップウィンド

ウが消えたり、画面下部に移動したりする。[詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8553
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8729
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8571
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8419
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8514
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8596
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8592
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8567
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8568
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8566
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8518
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8545
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タイムカード 
 Web ブラウザーでサイボウズ Office からログアウトした後で

も、Cybozu Desktopが起動していると、タイムカードに最終ア

クセス日時が打刻される。[詳細] 

アドレス帳 
 「アドレス帳（人名一覧）」画面で、人名の表示順が、バージョン 

10.1.2以前のサイボウズ Officeと異なる場合がある。[詳細] 

ワークフロー 
 差し戻された申請の処理者を変更して再申請すると、ユーザーが

重複して表示される場合がある。[詳細] 

 「申請データの詳細」画面で添付ファイルをダウンロードしよう

とすると、Internal Server Error（または CGI Error）が発生す

る場合がある。[詳細] 

カスタムアプリ 
 削除済みのレコードにコメントを書き込もうとすると、コメント

欄が非表示の「レコードの詳細」画面が表示される場合がある。

[詳細] 

 絞込条件に長音が含まれると、あいまい検索が機能せず、検索結

果で全角半角が区別される。[詳細] 

 レコード登録者のアクセス権が設定されていると、101エラーが

発生し、レコードを編集できない場合がある。[詳細] 

 絞込の初期値を設定していると、アプリの運用管理者は、絞込条

件を満たしていないレコードの添付ファイルを書き出せない。

[詳細] 

 直接編集可能なカレンダー形式の「ビュー（一覧）」で絞込を選択

すると、レコードの一部を直接編集できない場合がある。[詳細] 

 BackspaceキーまたはWebブラウザーの[戻る]ボタンをクリッ

クしてレコードを処理すると、処理者の表示が不正になる場合が

ある。[詳細] 

 処理者で絞り込んだ画面で、レコードコメントを CSV ファイル

に書き出すと、空で出力される場合がある。[詳細] 

 CSVファイルからレコードを読み込むと、最新情報パーツで一括

追加通知が表示されない場合がある。[詳細] 

 スマートフォンやタブレット端末向けの表示の「カスタムアプリ

の通知一覧」画面で、一括追加通知が表示されない場合がある。

[詳細] 

 
 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8520
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8519
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8415
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バージョン 10.2.0 における変更点（2014年 10月 14日） 
今回追加された機能 

 

全般 
 次のアプリケーションで、コメントの書き込み時に通知の宛先を

指定できる機能。 

・メッセージ 

・掲示板 

システム設定  リアクションのリンク名の初期値を設定できる機能。 

スケジュール 
 次の画面で、ポップアップから予定を登録できる機能。 

・スケジュールの個人月画面 

・スケジュールのグループ日画面 

電話メモ 

（在席確認） 

 転送設定の状況を確認できる機能。 

 電話メモの転送メールから登録したユーザーに返信できる機能。 

ToDoリスト  入力欄の横幅を広げる機能。 

カスタムアプリ 
 アプリごとに背景のデザインなどを設定できる機能。 

 ビュー（一覧）が次の形式の場合に、レコードの一覧画面上で項

目名の行を画面上部に固定で表示できる機能。 

・（すべて） 

・レコード一覧形式 

 

今回変更された仕様 
 

全般 
 パスワードの変更時に、現在のパスワードを確認するように変

更。 

トップページ 
 「トップページ」のパーツで「ネット連携サービス（共通）」と「ネ

ット連携サービス（個人）」を利用する機能を廃止。 

 「トップページ」のパーツに「サイボウズからのお知らせ」を表

示する機能を追加。 

メール  HTMLメールの表示仕様の改善。 
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カスタムアプリ 
 ユーザー削除により運用管理者が不在の状態になった場合に、シ

ステム管理者が運用管理者を再設定するように変更。 

 

今回改修された不具合 
 

全般 
 CJK互換漢字を登録すると、正規化される。[詳細] 

 ファイル管理の利用が制限され、かつ、ドラッグアンドドロップ

でのファイル添付を無効にすると、ファイルを添付できない。[詳

細] 

 不正なメールアカウントがあると、ログイン時の新着メールチェ

ックで 11101 エラーが発生し、ログインできない。[詳細] 

 ログイン方法が「組織名とユーザー名で選ぶ」の場合、前回のロ

グイン時に選択した組織ではなく、ドロップダウンリストの一番

上の組織が初期値として表示される。[詳細] 

トップページ 
 お探し物パーツの[詳細検索]の文字色と背景色の区別がつきに

くいデザイン がある。[詳細] 

 トップページの「パーツを追加する」から、「最新情報」パーツが

追加できない。[詳細] 

 最新情報パーツの「未読一覧」で、カスタムアプリの通知の表示

が崩れる場合がある。[詳細] 

 閲覧状況が「未確認」なのに、未読一覧でコメント欄やコメント

内容が表示される場合がある。[詳細] 

 レコードのコメントを削除すると、宛先指定されたコメントの通

知が未読一覧に表示されない場合がある。[詳細] 

 コメントを削除しても、該当のコメント書き込み通知が最新情報

パーツや未読一覧から消えない場合がある。[詳細] 

 未読一覧の上位にコメント欄が拡大表示されていると、以降の通

知のコメント欄にファイルを添付できない。[詳細] 

 未読一覧の上位にコメント欄が拡大表示されていると、以降の通

知のコメント欄で書式編集を使用できない。[詳細] 

 「（未分類）」カテゴリ内の掲示の通知が、既読一覧に表示される。

[詳細] 

 未読一覧からコメントを書き込んだ掲示の通知が、既読一覧に表

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8336
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8310
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8310
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8314
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8338
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8335
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8305
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8308
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8344
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8467
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8360
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8350
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8341
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示されない。[詳細] 

 未読一覧で掲示の通知のカテゴリが「全体」と表示される。[詳細] 

 コメントが 1件も存在しない掲示を変更した通知を、掲示の詳細

画面を開いて既読にすると、該当の通知が既読一覧に表示されな

い。[詳細] 

メール 
 [Internet Explorerの現象]「メールの送信」画面で、どの入力フ

ォームにもフォーカスがあたっていない場合、Enterキーを押す

とメールが送信される。[詳細] 

 [Google Chrome/Safariの現象]「メールの送信」画面で宛先、

CC、BCC 欄にメールアドレスを入力すると、一定の幅で折り返

される。[詳細] 

 アクセス権で「閲覧のみ」を許可されているブック内のメールア

ドレスが、インクリメンタルサーチされない。[詳細] 

スケジュール 
 [Internet Explorer 11の現象]予定の一括登録の際に、日付を選

択して月送りや年送りをすると、カレンダー表示上で選択した日

付を確認できなくなる。[詳細] 

 期間予定に添付したファイルを変更および削除することができ

ない。[詳細] 

 [Mozilla Firefox 30以降の現象]個人週表示で不正な空白が表示

され、予定名を確認できない。[詳細] 

 グループ日表示で、権限がないユーザーに、予定を登録するアイ

コンが表示される。[詳細] 

アドレス帳 
 サイボウズ Office 10にバージョンアップ後、アドレス帳の人名

を変更すると人名の表示順が変更される場合がある。[詳細] 

ユーザー名簿 
 CSVファイルからの読み込みで、名前に改行を含むユーザーが登

録できてしまう。[詳細] 

ワークフロー 
 申請フォームで「路線ナビ連携」項目の右隣に配置した項目が、

次行に表示される。[詳細] 

カスタムアプリ 
 システムメールアカウントをカスタムアプリの更新通知に使用

しない設定にした場合、更新通知の設定をコピーしようとすると

13897エラーが発生する。[詳細] 

 直接編集可能な「ビュー（一覧）」でレコードを編集すると、条件

書式が反映されない。[詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8340
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8339
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/4064
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8306
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8313
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8359
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8342
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8309
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8401
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8347
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8337
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8334
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8307
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8304
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8312
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 運用管理者に「ファイル」項目のアクセス権がないと、DBMファ

イルへの書き出しでファイルデータが書き出されない。[詳細] 

 6件以上の宛先を指定しているコメントへの返信時に表示される

コメント番号からポップアップを表示すると、6件目以降の宛先

を表示できない。[詳細] 

 絞込「（すべて）」にアクセス権を設定すると、宛先指定したコメ

ントが書き込めない場合がある。[詳細] 

 [Internet Explorer 8の現象]カテゴリ形式の「ビュー（一覧）」

のカテゴリ行で、列幅を調整できる場合がある。[詳細] 

 カレンダー形式の「ビュー（一覧）」と絞込を適用した印刷用画面

をファイルに出力しても、絞込が適用されていない状態で出力さ

れてしまう。[詳細] 

共通 API 
 サイボウズ KUNAI または Cybozu Desktop でシンクしてもメ

ールを受信できず、受信メールサーバーからもメールが削除され

る場合がある。[詳細] 

 
 

バージョン 10.1.2 における変更点（2014年 6月 9日） 
今回変更された仕様 

 

個人設定 
 次の機能で登録できる条件数の上限値を 1000件に変更。 

・個人フォルダ：振り分け保存の設定 

・メール：振り分け保存の設定 

 次のフォームで入力文字数の上限値を変更。 

・POP3/SMTPアカウント：100文字 

・POP3/SMTPパスワード：64文字 

 

今回改修された不具合 
 

全般 
 [Internet Explorer 11の現象]「文字列（複数行）」項目に入力

した文字列が、指定した横幅で折り返されない。[詳細] 

 書式編集のハイパーリンクに「有」などの特定の文字を含む URL

を指定すると、詳細画面でのリンク先が不正となる。[詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8006
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8343
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8346
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8487
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8349
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8488
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8034
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8115
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ファイル管理 
 ファイル管理でフォルダ名に「/」が含まれていると、まとめてダ

ウンロードができない。[詳細] 

ワークフロー 
 「承認（誰か 1人）」の経路の処理者に「(省略)」が指定されてい

ると、その経路以降の承認や決裁ができない。[詳細] 

 
 

バージョン 10.1.0 における変更点（2014年 4月 14日） 
今回追加された機能 

 

全般 
 ヘッダーに未読一覧画面へ遷移するリンクを追加。 

 タッチデバイス用に最適化した画面に切り替える機能。 

 次のアプリケーションで、コメントの書き込み時に複数のファイ

ルが添付できる機能。 

・メッセージ 

・掲示板 

・カスタムアプリ 

 通知一覧（未読一覧）画面で、スケジュールの通知に対してコメ

ントが書ける機能。 

メール 
 一覧画面でサイズ順に並び替えることができる機能。 

 メールアドレスの入力時にインクリメンタルサーチする機能。 

スケジュール 
 次の画面で、ポップアップから予定を登録できる機能。 

・スケジュールのグループ週画面 

・スケジュールの個人日画面 

・スケジュールの個人週画面 

・トップページのスケジュール(固定)パーツ 

・トップページのスケジュール(日表示)パーツ 

・トップページのスケジュール(週表示)パーツ 

 予定にファイルを添付できる機能。 

カスタムアプリ 
 ビュー（一覧）が次の形式でも、レコードの一覧画面上でのドラ

ッグで、セルの幅を調整できる機能。 

・（すべて） 

・レコード一覧形式 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7103
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8217
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・カテゴリ形式 

 ビュー（一覧）が次の形式でも、レコードの一覧画面上でセルの

値を直接編集できる機能。 

・（すべて） 

・レコード一覧形式 

・カレンダー形式(カレンダー一覧表示) 

・カテゴリ形式 

 コメントの書き込み時に、通知の宛先を指定できる機能。 

 

今回変更された仕様 
 

全般 
 サイボウズ Officeの全画面を、別ドメインのWebサイト内に表

示できないように変更。 

 コマンドライン機能を使用したメールデータの退避で、送信メー

ルデータを書き出さないように変更。 

システム設定 
 ファイルのサイズ制限についての設定を、各アプリケーション内

から「サイズ制限」に移動。 

スケジュール 
 予定の期間が過去の日時であっても、追加や変更の通知が表示さ

れるように変更。 

 

今回改修された不具合 
 

全般 
 Office 10にバージョンアップすると、Office 9のライセンス情

報が確認できない。[詳細] 

 ファイルサイズが制限値を超えるファイルをアップロードした

場合に発生するエラー内容が誤っている。[詳細] 

 リモートサービスの「利用ユーザーの追加」画面で、ユーザー名

を検索してもユーザーが表示されない。[詳細] 

 書式編集で半角スペースから始まる内容を入力すると、再編集時

に先頭の半角スペースが消えてしまう。[詳細] 

インストーラー  [Linux版]インストール時にエラーが表示される場合がある。 

システム設定  サーバーOS名が途中で切れて表示される。[詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8026
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8024
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8017
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7960
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8027
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 グループ日表示画面で、時間が重複していない予定の行が分割さ

れて表示される場合がある。[詳細] 

メール 
 受信メールの添付ファイル名が正しく表示されない場合がある。

[詳細] 

 メールデータの読み込みで、メール本文の先頭行に「CC:」から

始まる文字列があると、メールヘッダーの「CC」として認識され

る場合がある。[詳細] 

 デザインを設定後、プレビュー表示でエラーが発生すると、文字

色と背景色の区別がつきにくい場合がある。[詳細] 

 プレビュー表示で、メールを既読にしても、フォルダツリーの未

読メールの件数表示に反映されない。[詳細] 

 不正な HTMLメールに返信または転送しようとすると、本文の引

用部分が空になる。[詳細] 

 メールの検索結果画面で件数送りをすると、検索結果が一部重複

する場合がある。[詳細] 

 Content-Type内の charsetに EUC-JPが指定されていると、メ

ールの件名と本文が文字化けする場合がある。[詳細] 

 宛先、CC、BCC欄の[アドレス帳]をクリックすると、CGI Error

が発生する場合がある。[詳細] 

 宛先に丸括弧「()」を含むアドレスを指定すると、正常に送信が

行えない。[詳細] 

 プレビュー表示で、受信箱以外のフォルダでメールを一括削除し

ても、受信箱のメール一覧が表示される。[詳細] 

 メールの「アドレスの選択」画面で、前回選択したブックではな

く、「共有アドレス帳」が常に選択された状態で表示される。[詳

細] 

 メールの添付ファイルが「notitle」と表示され、正しくダウンロ

ードできない場合がある。[詳細] 

 受信メールの添付ファイルを削除すると、添付ファイル名が表示

されない。[詳細] 

 プレビュー表示で、フォルダアイコンの左側をクリックすると、

不正な画面が表示される。[詳細] 

 プレビュー表示で、受信箱以外のフォルダでメールを移動する

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8020
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と、受信箱のメール一覧が表示される。[詳細] 

スケジュール 
 個人週表示で、翌日以降の日付欄から「予定の登録」画面を表示

しても、日付に現在日付が設定される場合がある。[詳細] 

 施設の非公開予定に、予定の登録者名が表示されない。[詳細] 

掲示板 
 掲示に書き込んだコメントを削除するときに、システム管理パス

ワードの入力を求められる場合がある。[詳細] 

ワークフロー 
 承認していない承認経路があるにも関わらず、申請を決裁できて

しまう場合がある。[詳細] 

 未処理申請の処理画面で申請者名をクリックすると、ユーザー情

報の詳細画面が正常に表示されない。[詳細] 

プロジェクト 
 「タスクの変更」画面で、[キャンセルする]をクリックすると、

16214エラーが発生する。[詳細] 

カスタムアプリ 
 モバイルビューのレコードの登録、編集、または処理画面で、処

理者項目と[自分]ボタンの表示が崩れる。[詳細] 

 更新通知を設定していると、コマンドで CSV ファイルからの読

み込みが正常に完了しない。[詳細] 

 コマンドで CSV ファイルからレコードを読み込むと、重複する

値が登録される。[詳細] 

 モバイルビューのレコードの登録、編集、または処理画面で、日

付、時刻、日付時刻項目と[現在]ボタンの表示が崩れる。[詳細] 

KUNAI 
 KUNAI for Android でメッセージの画像ファイルをダウンロー

ドすると、閲覧できない場合がある。[詳細] 

 
 

バージョン 10.0.2 における変更点（2013年 12月 9日） 
今回変更された仕様 

 

メール 
 プレビュー表示で、フォルダ名をツリー表示の幅に合わせて省略

表示するように変更。 

 プレビュー表示で、選択したメールをドラッグアンドドロップで

ごみ箱に移動できるように変更。 

 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7963
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7955
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7957
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8016
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8033
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6200
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7964
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7951
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8030
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8028
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7961
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8111
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今回改修された不具合 
 

全般 
 コメントへの返信時に表示されるコメント番号のリンクをクリ

ックしても、該当のコメントを表示できない。 

インストーラー 
 [Windows版の現象]Office 10.0.0から Office 10.0.1にバージ

ョンアップすると、利用を制限していたアプリケーションが一律

利用できてしまう。 

 [Windows版の現象]Office 9.x.xからOffice 10.0.xにバージョ

ンアップする際、セットアップステータスが途中で停止し、処理

に時間を要する場合がある。 

トップページ 
 未読一覧で、掲示のコメントを削除すると、同じ掲示内の未読コ

メントが既読状態になる。 

 [Internet Explorer 8/9の現象]未読一覧で通知を既読にすると、

絞込のツリー表示が不正になる場合がある。 

 未読一覧でコメントを削除すると、書式編集されたコメントが、

未読一覧で書式編集状態で表示されてしまう。 

メッセージ 
 メッセージの変更を許可しない設定で差出人が削除されると、添

付されているファイルが変更画面で表示されない。 

メール 
 「メールの送信」画面の標題で Enterキーを押すとメールが送信

されてしまう。 

 メール転送時に、添付した画像ファイルが転送できない場合があ

る。 

 メールの操作であるにも関わらず、message.odbx で 102 エラ

ーが発生する場合がある。 

 アドレス帳の利用を制限しても、プレビュー表示のメールの詳細

画面で、アドレスデータを登録するためのアイコンが表示され

る。 

 プレビュー表示で、受信箱以外のフォルダから「メールの詳細検

索」画面を表示しても、検索フォルダが[受信箱]になる。 

 プレビュー表示で、受信箱以外のフォルダから[新着メールを受

信する]をク リックしても、受信箱のメール一覧が表示される。 

 プレビュー表示で、受信箱以外のフォルダを選択しても、パンく

ずリストに「トップページ ＞ メール（受信箱）」と表示される。 
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スケジュール 
 カスタムアプリの利用を制限すると、表示の設定画面で「予定の

変更」項目が表示されない。 

 「スケジュール（固定）」パーツの「表示する予定」に施設グルー

プを設定しても、施設の予定が表示されない。 

 重複する時間帯で予定が登録されていると、「スケジュール（日

表示）」の印刷用画面の表示が不正になる場合がある。 

ToDoリスト 
 ToDo リストの利用を制限しても、スケジュールの担当確認から

ToDoリストが利用できてしまう。 

掲示板 
 掲示開始待ちの掲示の詳細画面で、背景色とカテゴリの表示が不

正である。 

アドレス帳 
 索引で「き」を選択しても、「ぎ」から始まる人名または会社名が

表示されない。 

リンク集 
 未分類カテゴリで、リンクの順番変更が反映されない場合があ

る。 

ワークフロー 
 差し戻された申請の申請フォームで経路を変更し再申請すると、

決裁のあとに承認が存在する場合がある。 

カスタムアプリ 
 レコードデータを書き出したXMLファイルやRSS通知の出力内

容が空になる。 

 セルの値に数値文字参照「&#60;」を含む CSV ファイルを読み

込むと、該当セルの文字列が「<」に置き換わって読み込まれる。 

 [通知をさらに表示する]をクリックして表示させたカスタムア

プリの通知で、内容の文字色と背景色が不正になる。 

 カテゴリ形式の「ビュー（一覧）」でソートを選択後、件数送りを

するとソートが保持されない。 

 レコードのコメントに返信する際、コメントを入力せずにファイ

ルを添付すると、返信を意味するラベルが表示されない。 

 モバイルビューのレコード詳細画面で、ページ送りができない場

合がある。 

 レコードを登録した直後の詳細画面で、ページ送りのリンクが無

効になる。 

 カテゴリ形式の「ビュー（一覧）」で印刷画面を表示すると、ソー

トが無効になる場合がある。 
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ケータイ 
 ログインせずにモバイル用のユーザー情報を変更すると、

Internal Server Errorが発生し変更できない場合がある。 

 ケータイのアクセスキーが利用できない。 

 「使用するアプリケーション（ケータイ）」画面で、ケータイで利

用できないタイムカードの設定項目が存在する。 

 使用するアプリケーション（ケータイ）で、ToDo リストの利用

を制限してもメッセージから ToDoが追加できてしまう。 

 
 

バージョン 10.0.1 における変更点（2013年 10月 29日） 
今回改修された不具合 

 

全般 
 ICUの脆弱性。 

※詳細につきましては、こちらをご覧ください。 

メール 
 サイボウズ Office から送信されたメールの From や To が文字

化けする場合がある。 

 
 

バージョン 10.0.0 における変更点（2013年 10月 10日） 
今回追加された機能 

 

全般 
 各アプリケーションの未読通知を同一画面でまとめて確認、処理

できる機能。 

システム設定 
 システム管理者が、使用するアプリケーションを選択する機能。 

 システム管理者が、ユーザーごとに利用を許可するアプリケーシ

ョンを選択する機能。 

メッセージ  宛先に含まれるユーザーに、メッセージの変更を許可する機能。 

メール 
 HTMLメールを直接表示できる機能。 

 書式編集を利用して、HTMLメールの作成や送信ができる機能。 

 画面遷移せずに、メールの詳細を表示できるビューに切り替えら

れる機能。 

https://kb.cybozu.support/article/31343/
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スケジュール 
 ドラッグアンドドロップで予定の時刻を変更することができる

機能。 

 複数の日付を選択して予定を一括で登録する機能。 

 「空き時間を確認する」画面で、タイトルの表示に関する設定を

行える機能。 

掲示板 
 掲示の開始日時や終了日時を指定して、公開する期間を設定でき

る機能。 

カスタムアプリ 
 一部の項目で、重複したデータを登録できないようにする機能。 

 ビューの設定画面で許可されている場合に、レコードの一覧画面

からレコードを直接編集できる機能。 

 

今回変更された仕様 
 

全般 
 Webページの出力エンコーディングを、UTF-8に変更。 

 CSVファイルの読み込みや書き出しで、文字コードが選択できる

ように変更。 

 Office 9で終了したデザインを選択している場合に標準デザイン

に変更。 

システム設定 
 常に最適化処理を有効にする設定にし、パフォーマンスの設定画

面を廃止。 

メール 
 メール機能を個別のアプリケーションとして、個人フォルダから

分離するように変更。 

 予定の詳細画面からメールで送る機能を使用してメール送信し

た場合、メール本文にスケジュール情報を挿入する機能を廃止。 

カスタムアプリ  配布アプリの一覧と詳細ページのデザインを変更。 

 

今回改修された不具合 
 

全般 
 拡張子がなく、ファイル名が日本語であるファイルのダウンロー

ドができない場合がある。 

 幅より高さが大きい画像のインライン表示をポップアップで表

示すると、縮小表示されない場合がある。 
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 「ドラッグアンドドロップでファイルを添付する」を有効にする

と、添付ファイル名が文字化けする場合がある。 

 [Androidブラウザの現象]Android端末の[戻る]をクリック後に

再読み込みを行うと、データが二重に登録される場合がある。 

トップページ 
 スケジュール（固定または週表示）パーツの日送りまたは週送り

を行うと、401エラーが発生する場合がある。 

 個人設定の「トップページのカスタマイズ」画面でパーツの[変更

する]をクリックすると、スクリプトエラーが発生する。 

システム設定 
 個人設定でのパスワード変更を許可しない設定だと、システム管

理用パスワードの有効期限の警告画面、および期限切れ画面が表

示されない。 

個人設定 
 アプリケーションメニューの追加または変更時に、カスタムアプ

リのフォルダを選択するとスクリプトエラーが発生する。 

個人フォルダ 
 個人フォルダの「フォルダの順番変更」で対象データの表示が不

正である。 

メッセージ 
 メッセージのフォローに不正なタグが含まれていると、件数送り

が不正になる。 

メール 
 ごみ箱を使わない設定にすると、迷惑メールの振り分け設定がグ

レーアウトされる。 

 Content-Typeが multipartの入れ子構造になったメールを受信

すると、メール本文が表示されない。 

 メールの削除画面で「迷惑メールに振り分ける」を選択し、メー

ルをごみ箱に移動すると 501エラーが発生する場合がある。 

 MIMEエンコードされていない日本語（JIS）の文字列が混在して

いるメールを受信すると、件名が文字化けする場合がある。 

ワークフロー 
 申請フォームの CSVファイルで「経路」項目または「運賃」項目

を読み込むと、「経路/運賃」の入力フォームになる。 

報告書 
 CSVファイルを読み込んで報告書を追加すると、リアクション機

能が無効になっている。 

プロジェクト 
 別のウィンドウまたは別のタブで操作すると、プロジェクトの掲

示に添付したファイルが消える場合がある。 

カスタムアプリ 
 絞り込み後にデータコピーを行っても、絞り込みされた状態でコ

ピーされない。 
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 ステータス管理機能が有効なアプリで「標題」項目のアクセス権

がないとき、モバイルビューのレコード一覧画面で画面崩れが発

生する。 

 データコピー先のアプリが削除されている場合に発生するエラ

ー内容が誤っている。 

 データ参照項目またはルックアップ機能でデータを取り込むと、

文字列（複数行）項目の書式編集した内容が消えてしまう。 

 レコードの検索を行うと、最初に表示する画面の[デフォルト設

定]で設定したソートで表示されない場合がある。 

 カスタムアプリの作成時に項目を設定しているにも関わらず、

13706エラーが発生しアプリの追加ができない場合がある。 

 ログの保存操作を設定しても、ログ一覧画面の「ログ出力」項目

に設定済みを示す記号が表示されない場合がある。 

 カテゴリ形式の「ビュー（一覧）」で、ソートが切り替わらない場

合がある。 

 DBM ファイルから作成したカスタムアプリで、「カウントボタ

ン」項目のソートが不正になる場合がある。 

 他ユーザーが編集中のレコードで[再利用する]をクリックする

と、「レコードの登録（再利用）」画面の表示が不正になる。 

 カウントボタン項目でソートを行う設定にしていると、検索でヒ

ットしない場合がある。 

 項目を削除しても、モバイルビューのレコード一覧画面で削除し

た項目の値が表示される。 

ロギング  パスワード制限の変更を実行しても、ログが出力されない。 

Cybozu 

Desktop 
 自動受信したメールが Cybozu Desktopで通知されない。 

サイボウズ 

 KUNAI 

 Officeを「80」と「443」以外のポートで運用していると、KUNAI

でカスタムアプリにコメントを書き込めない。 

 カスタムアプリの通知を KUNAI の通知一覧の「すべて既読にす

る」で既読にしても、Officeで既読にならない。 

 KUNAI でメールを返信すると、返信元のメールに返信マークが

表示されない。 
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