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2015年 2月 9日 
ワークフロー ペーパーレイアウト 

 for Garoon 1.2.0 
 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 

• サイボウズ ガルーン バージョン 4.0.0 に対応。 
 

追加された機能 
• 「お知らせ」画面に導入バージョンおよびライセンスの期限を表示。 

 



2015年 5月 1日ワークフロー ペーパーレイアウト for Garoon 1.2.1 (リリ
ースノート) 
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2015年 5月 1日 
ワークフロー ペーパーレイアウト 

 for Garoon 1.2.1 
 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 

• サイボウズ ガルーン バージョン 4.0.1 に対応。 
 

改修された不具合 
• 「日付」項目を配置した申請フォームでカレンダーアイコンをクリックすると他の項目より下側

の層に表示される。 
• 「文字列（複数行）」の項目で表示範囲以上の行数を入力すると、承認時に表示されている範囲

以外を閲覧することができない。 

• 外部データベース接続の設定を有効にし、タイミングを「申請の作成時」にすると申請作成画面
の表示が不正になる場合がある。 

• 申請項目の追加画面で「ラジオボタン」選択すると不正な文言が表示される。 

• 申請を PDF出力するときにフォント「SimSun」を利用している項目に入力されている内容が文
字化けする。 

 



2015年 7月 6日ワークフロー ペーパーレイアウト for Garoon 1.2.2 (リリ
ースノート) 
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2015年 7月 6日 
ワークフロー ペーパーレイアウト 

 for Garoon 1.2.2 
 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 

• サイボウズ ガルーン バージョン 4.0.2 に対応。 
 

変更された仕様 
• ライセンスをファイル形式ではなくキー形式に変更。 

 



2015年 11月 9日ワークフロー ペーパーレイアウト for Garoon 1.2.3 (リリ
ースノート) 
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2015年 11月 9日 
ワークフロー ペーパーレイアウト 

 for Garoon 1.2.3 
 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 

• サイボウズ ガルーン バージョン 4.0.3 に対応。 
 

変更された仕様 
• インストーラーを使用してペーパーレイアウトをインストールできるように変更。 

 

改修された不具合 
• 申請フォームのレイアウト画面で、レイアウトを保存するたびにメニュー項目の幅が狭くなる。 
• 申請フォームの「文字列（1行）」項目に初期値を設定しても、項目の変更画面を表示すると、

初期値の設定が反映されていない場合がある。 

• [Internet Explorer 11 の現象]「文字列（複数行）」項目の初期値に長い文字列が 1行で設定され
ている場合、「申請の作成（内容の入力）」画面で、指定した桁数までしか文字が表示されな
い。 

• 閲覧権限がないカテゴリーの申請フォームを使用して代理申請をする場合、下書きとして保存し
た申請を編集したあと申請すると、エラー（GRN_WRKF_25017）が発生して代理申請できな
い。 

• 全角のみの入力文字制限が設定されている「文字列（1行）」項目に、半角のスペースを入力し
ても、バリデーションエラーが発生しない場合がある。 



2015年 11月 9日ワークフロー ペーパーレイアウト for Garoon 1.2.3 (リリ
ースノート) 
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• 申請フォームのレイアウト画面を表示した状態でペーパーレイアウトを「使用不可」に変更して
も、レイアウトの更新が可能なままになっている。 

• 申請画面を表示した状態で、ペーパーレイアウトを「使用可能」に変更すると、レイアウトが崩
れて表示される。 

 

改修された脆弱性 
[CyVDB-1004]ペーパーレイアウトに関する閲覧制限回避の脆弱性 

 



2016年 4月 11日ワークフロー ペーパーレイアウト for Garoon 1.2.5 (リリ
ースノート) 
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2016年 3月 28日 
ワークフロー ペーパーレイアウト 

 for Garoon 1.2.4 
 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 

• サイボウズ ガルーン バージョン 4.2.0 に対応。 
 

変更された仕様 
• 申請作成画面で、「標準モード」と「ペーパーレイアウトモード」に切り替えて申請できるよう

に仕様を変更。 
• ラジオボタンをダブルクリックすると、ラジオボタンの配列を縦または横に切り替えられるよう

に変更。 

• ペーパーレイアウトモードで利用できる背景画像に pngファイルを追加。 

• ダイアログ画面の表示デザインの改善。 

 

改修された不具合 
• [Internet Explorer の現象]申請フォームのレイアウト画面で、文字列 1行項目の項目名が最大入

力文字数が超えていた場合、項目の配置を行うと文字列チェックが実行される。 
• 添付ファイル項目がある場合、申請の作成画面およびプレビュー画面で、申請フォームに配置し

ていない項目が、画面の下部に表示される。 

• 出力した PDF ファイルのラジオボタンが正しい位置に表示されない。 

• 「申請フォームのレイアウト」の印刷範囲の変更がWebブラウザーに反映されない。 



2016年 4月 11日ワークフロー ペーパーレイアウト for Garoon 1.2.5 (リリ
ースノート) 
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2016年 4月 11日 
ワークフロー ペーパーレイアウト 

 for Garoon 1.2.5 
 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 

• サイボウズ ガルーン バージョン 4.2.1 に対応。 
 

変更された仕様 
• 申請フォームのモードをペーパーレイアウトモードに変更したとき、ログに paperlayout_mode 

と表示されるように変更。 
 

改修された不具合 
• 印刷画面に表示される申請経路と、PDF ファイルに出力される申請経路の内容が異なる。 
• ロケールの設定画面で言語を「中文（簡体）」に設定し、申請を PDF ファイルに出力すると、

申請フォーム内の文字が文字化けする。 

• 必須項目や数値項目のテキストボックスの幅が、入力フォームと閲覧フォームで異なる。 

• 「申請の作成(経路の設定) 」画面で、承認経路の経路ステップの初期値に設定されているユーザ
ーが、処理者の欄に表示されない場合がある。 

• 申請経路の 1つの経路ステップに複数の承認者が設定されている場合、一覧画面を表示する操作
と、申請の承認が同時に行われると、エラー（Lock wait timeout）が発生する。 

• 「Everyone」ロールにワークフローの利用が許可されていない場合、1つの申請フォームで、2
つ以上の経路ステップの初期値に同じユーザーが設定されていると、申請時に経路を設定する
際、「処理者」欄に「（省略）」が表示されない場合がある。 



2016年 4月 11日ワークフロー ペーパーレイアウト for Garoon 1.2.5 (リリ
ースノート) 

 

  

 

©Cybozu.Inc  13 

 

• 「画面」の「一般設定」画面で「差出人/受取人等を表示する幅」に設定した文字数が、「申請
者」欄や「承認者」欄に反映されない。 

 



2016年 6月 10日ワークフロー ペーパーレイアウト for Garoon 1.2.6(リリ
ースノート) 
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2016年 6月 10日 
ワークフロー ペーパーレイアウト 

 for Garoon 1.2.6 
 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 
• サイボウズ ガルーン バージョン 4.2.2 に対応。 

 



2016年 10月 3日ワークフロー ペーパーレイアウト for Garoon 1.2.7 (リリ
ースノート) 
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2016年 10月 3日 
ワークフロー ペーパーレイアウト 

 for Garoon 1.2.7 
 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 
• サイボウズ ガルーン バージョン 4.2.3 に対応。 

 



2016年 12月 12日ワークフロー ペーパーレイアウト for Garoon 1.2.8 (リ
リースノート) 
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2016年 12月 12日 
ワークフロー ペーパーレイアウト 

 for Garoon 1.2.8 
 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 
• サイボウズ ガルーン バージョン 4.2.4 に対応。 

 



2017年 3月 13日ワークフロー ペーパーレイアウト for Garoon 1.2.9 (リリ
ースノート) 
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2017年 3月 13日 
ワークフロー ペーパーレイアウト 

 for Garoon 1.2.9 
 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 

• サイボウズ ガルーン バージョン 4.2.5 に対応。 
 

改修された不具合 
• インストールに 30秒以上の時間がかかると、インストールに失敗する。 
• [Internet Explorer での現象] ペーパーレイアウト機能を使用したフォームの文字の一部が欠けて

表示される。 

• ペーパーレイアウト機能を利用したフォームで、文字サイズを縮小しても項目のサイズが変わら
ない。 

 



2017年 5月 29日ワークフロー ペーパーレイアウト for Garoon 1.2.10(リリ
ースノート) 
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2017年 5月 29日 
ワークフロー ペーパーレイアウト 

 for Garoon 1.2.10 
 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 

• サイボウズ ガルーン バージョン 4.2.6。 
 

改修された不具合 
• インストール先のディレクトリー名に「(」や「)」があると、インストールに失敗する。 

 



2017年 10月 10日ワークフロー ペーパーレイアウト for Garoon 1.3.0 (リ
リースノート) 
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2017年 10月 10日 
ワークフロー ペーパーレイアウト 

 for Garoon 1.3.0 
 (リリースノート) 

ガルーン対応バージョン 

• サイボウズ Garoon バージョン 4.6.0。 
 

追加された機能 
• 申請フォームの背景画像に指定できるファイルの形式に PDFを追加。 

 

改修された不具合 
• 申請の PDFファイルを表示するとエラーが発生する。 
• 申請フォームのレイアウトの背景画像として使用できない jpeg形式のファイルを指定すると、

適切なエラーメッセージが表示されない。 

• [CyVDB-1472]ペーパーレイアウトに関する Open Redirect の脆弱性。 

• サイボウズ ガルーンの次の不具合と同様の不具合。 

o 申請のコメント欄に大量の文字列を入力すると、申請内容の詳細画面を表示する際にエラ
ー（PHP00004）が発生する場合がある。[詳細] 

o 路線検索を使用しない設定にしても、「申請の作成(内容の入力)」画面で[路線検索]が表示
される。[詳細] 

 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6445
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9773


2017年 11月 27日ワークフロー ペーパーレイアウト for Garoon 1.3.1 (リ
リースノート) 
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2017年 11月 27日 
ワークフロー ペーパーレイアウト 

 for Garoon 1.3.1 
 (リリースノート) 

Garoon対応バージョン 

• サイボウズ Garoon バージョン 4.6.1。 
 

改修された不具合 
• 「申請フォームのレイアウト」画面でスクロールすると、画面が上下に揺れる。 
• アンインストールに 30秒以上かかると、エラーが発生し処理が中断される。 

• サイボウズ Garoonの次の不具合と同様の不具合。 

o 申請フォームの「項目の追加」画面で、「説明」欄で書式編集を選択した状態でバリデー
ションエラーが発生すると、「説明」欄に HTMLタグが表示される。[詳細] 

o 「サイボウズからのお知らせ」を受信すると、それ以降の通知を Cybozu Desktop 2 で受信
できなくなる場合がある。[詳細] 

o データベースエンジンの停止中に Garoon にアクセスしても、エラーが発生せず、空白の
画面が表示される。[詳細] 

 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9693
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/10138
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/10141


2018年 2月 26日ワークフロー ペーパーレイアウト for Garoon 1.3.2 (リリ
ースノート) 

 

  

 

©Cybozu.Inc  21 

 

2018年 2月 26日 
ワークフロー ペーパーレイアウト 

 for Garoon 1.3.2 
 (リリースノート) 

Garoon対応バージョン 

• サイボウズ Garoon バージョン 4.6.2 
 

改修された不具合 
• サイボウズ Garoonの次の不具合と同様の不具合。 

o ほかの項目に設定した項目コードと同じ英文字で、大文字と小文字の違いがある文字を項
目コードに設定しようとすると、エラー（GRN_WRKF_25900）が発生する。[詳細] 

o 差し戻された申請データの申請内容を閲覧できない場合がある。[詳細] 

o 「申請データの検索」画面の検索結果に、一覧画面で表示する件数を超える申請データが
あると、申請番号が小さい方から表示されてしまう場合がある。[詳細] 

o バージョン 4.6.0より前の Garoonで提出された、「自動計算」項目を含む申請を、バージ
ョン 4.6.1の Garoon で承認すると、エラー（GRN_WRKF_25312）が発生し、処理に失敗
する場合がある。[詳細] 

o オープン統合認証 ver.2 で設定している有効時間を経過しても、ログアウト状態にならな
い。[詳細] 

  

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/10048
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/3456
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/10163
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/10166
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6278


2018年 5月 28日 ワークフロー ペーパーレイアウト for Garoon 1.3.3 (リ
リースノート) 
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2018年 5月 28日 
ワークフロー ペーパーレイアウト 

 for Garoon 1.3.3 
 (リリースノート) 

Garoon対応バージョン 

• サイボウズ Garoon バージョン 4.6.3 
 

改修された不具合 
• サイボウズ Garoonの次の不具合と同様の不具合。 

o 共有経路を設定した申請フォームの XML ファイルを読み込むと、申請者以外の項目に対す
るアクセス権が初期値に戻る。[詳細] 

o [Internet Explorer 8/9/10/11 の現象]「ファイルの移動」画面で、サブフォルダの一覧が折
り返して表示されない場合がある。[詳細] 

 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8480
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6661


2018年 10月 22日ワークフロー ペーパーレイアウト for Garoon 1.3.4 (リ
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2018年 10月 22日 
ワークフロー ペーパーレイアウト 

 for Garoon 1.3.4 
 (リリースノート) 

Garoon対応バージョン 

• サイボウズ Garoon バージョン 4.10.0 
 

変更された仕様 
• サイボウズ Garoonの次の仕様と同様の仕様。 

o 各アプリケーションの詳細画面で、画面上部の操作メニューとタイトルの表示位置を統
一。 

 

改修された不具合 
• 申請フォームのメニュー項目に「所属する組織（入力時にユーザー情報を読み込む）」が設定さ

れていても、申請を作成する際に初期値が設定されない。 
• 申請の PDF用画面に表示される[PDFを表示する]と[キャンセルする]のボタンの位置がずれて

いる。 

• サイボウズ Garoonの次の不具合と同様の不具合。 

o 詳細検索の検索条件に「0」を入力して申請データを検索すると、検索対象の一覧にある全
データが検索結果に表示される。[詳細] 

o 番号に「0」を入力して申請データを CSVファイルに書き出すと、申請フォームの全デー
タが書き出される。[詳細] 

https://kb.cybozu.support/article/32709/
https://kb.cybozu.support/article/32707/


2018年 10月 22日ワークフロー ペーパーレイアウト for Garoon 1.3.4 (リ
リースノート) 
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o ワークフローの画面で検索ボックスに「0」を入力して[申請データ検索]をクリックする
と、「検索条件」欄が空欄になる。[詳細] 

o 最終承認の経路ステップをWorkflowHandleApplications またはケータイで承認すると、
「承認」ではなく「進行中」のメール通知が送信される場合がある。[詳細] 

o ワークフロー、メッセージ、および RSS リーダーで、各フォルダにデータが表示されな
い。 

 

https://kb.cybozu.support/article/32733/
https://kb.cybozu.support/article/33026/


2018年 12月 10日 ワークフロー ペーパーレイアウト for Garoon 1.3.5 (リ
リースノート) 
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2018年 12月 10日 
ワークフロー ペーパーレイアウト 

 for Garoon 1.3.5 
 (リリースノート) 

Garoon対応バージョン 

• サイボウズ Garoon バージョン 4.10.1 
 

改修された不具合 
• 申請フォームのレイアウト画面で閲覧フォームを表示すると、不要なカレンダーアイコンが表示

される。 
 



2019年 3月 18日ワークフロー ペーパーレイアウト for Garoon 1.3.6 (リリ
ースノート) 
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2019年 3月 18日 
ワークフロー ペーパーレイアウト 

 for Garoon 1.3.6 
 (リリースノート) 

Garoon対応バージョン 
• サイボウズ Garoon バージョン 4.10.2 

 



2019年 6月 10日ワークフロー ペーパーレイアウト for Garoon 1.3.7(リリ
ースノート) 
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2019年 6月 10日 
ワークフロー ペーパーレイアウト 

 for Garoon 1.3.7 
 (リリースノート) 

Garoon対応バージョン 
• サイボウズ Garoon バージョン 4.10.3 
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