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2014 年 12 月 8 日 
Garoon 4.0 (新機能アップデート紹介) 

スマートフォン画面 

スマートフォン用の画面を新たに開発しました。 

スマートフォンのブラウザーからも「ガルーン」にアクセスし、業務を行えるようになりました。モ

バイルアプリ「KUNAI」とは違い、端末にデータを持たせることなく利用できます。社外にいて

も、快適に「ガルーン」の情報を閲覧し、コメントを書き込めます。 
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スケジュール 

ドラッグ＆ドロップで予定変更が可能に 

個人週/個人日予定をドラッグ＆ドロップで変更できるようになります。この機能を活用すると、予

定の変更や時間の延長をより手軽に行えます。 

 

スケジュールの色分け機能 

例えば、会議の予定は青、外出はピンク、出張はオレンジ、というように色分けして予定を表示する

ことで、よりスケジュールが見やすくなります。 
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個人日/個人週のインターフェイスを改善 

個人日/個人週のユーザーインターフェイスを改善しました。画面幅のムダをなくし、予定が重なっ

たときも見やすさを損ないません。 

 

 

繰り返し予定の重複がわかりやすくなりました 

会議室を含む繰り返し予定を設定しようとしたときに、どの日付で重なってしまったのかがわかるよ

うになりました。該当の日程だけを外して登録する、時間や施設を変更するなどの次のアクションが

取りやすくなります。 

 

終了時刻の自動入力 

スケジュール登録時に、開始時間を設定すると、終了時間に一時間後の時刻が自動的に入力されるよ

うになりました。一般的なスケジュール登録では入力の手間を削減することができます。 
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予定にファイルを添付できるようになりました。 

スケジュールの登録画面から、ファイルを予定に添付できるようになりました。「営業先に持ってい

く資料を、予定とひも付けて登録したい」「会議に使う資料を事前に参加者に共有したい」といった

場面で活躍する機能です。 
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スペース 

リアクション機能の搭載 

スペースにリアクション機能が搭載されました。本文やコメントの書き込みに対して、クリック一つ

で反応することができます。表示する文言は、「いいね！」「了解です」「確認しました」など企業

ごとに設定することができます。 

 

公開スペースのフォロー 

自分がメンバーになっていない公開スペースの通知を受け取ることができるようになりました。仕事

の参考になりそうなディスカッションをフォローすることで、効率よく情報収集できます。 
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管理者権限を搭載 

スペースに管理者を設定することができるようになりました。スペース管理者は、メンバーの変更、

コメントの削除、ディスカッションの削除、スペースの削除の権限を持ちます。スペースメンバーが

うっかり削除してしまったり、非公開スペースに意図しないメンバー追加をしてしまうリスクが防げ

ます。 

 

スペースの再利用が可能に 

スペースの再利用ができるようになりました。過去に作成したスペースのスペース名やメンバー、デ

ィスカッションなどを引き継いで、新しいスペースを作ることができます。過去のプロジェクトと類

似したプロジェクトに関わるときや、定期的に発生するタスクで利用するときに、手間を掛けずにス

ペースを作成できます。 
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ポータル 

ドラッグ＆ドロップでポータル設計が可能に 

ドラッグ＆ドロップでポータルを作成できるようになりました。データが入った状態で設計できるの

でイメージしやすく、表示順の変更も手軽に行えます。また、ポートレットの絞り込みができるよう

になったので、目的のポートレットを探しやすくなりました。 

※ ポートレットとは、ポータルを構成する一つひとつのパーツのことです。アプリケーションごと

に用意された標準ポートレットに加え、HTML を利用して自社専用ポートレットを作成することが

できます。 

 

ポータルの幅指定 

ポータルのレイアウトを任意の幅に指定できるようになりました。これまでは、それぞれのポートレ

ットに表示される情報量によって幅が決まっていましたが、思い通りのレイアウトでポータルを作成

できます。 
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枠/背景パーツの搭載 

設定するだけで見やすい背景が適用されたお知らせを掲載できるようになりました。これまでよりも

簡単に、見やすいポートレットを作成できます。 
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メール 

３ペインのメールビューを利用できるようになりました 

Emailをクライアントメーラーのような 3ペインビューで利用できるようになりました。メールはマ

ウスでの選択に加えて、キーボードの「↑」「↓」や「J」「k」キーで移動することができます。右

の画面に、選択したメールの画面が表示されます。 

もちろん、これまでの 2ペインビューも引き続き利用できます。メール画面にある切り替えボタンで

簡単に変更できます。 

 

インクリメンタルサーチの強化 

インクリメンタルサーチがパワーアップしました。これまでは、アドレス帳に登録されている宛先が

候補として自動的に表示されていましたが、新たに過去に送信したメールアドレスも検索対象となり

ます。 

既読メールを未読に戻せるようになりました 

一度閲覧したメールを、背景が黄色く、太字の未読表示に戻せるようになりました。受け取ったメー

ルをすぐに処理できないときも、未読状態に戻しておくことで対応漏れを防ぐことができます。 
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受信メールの自動転送機能が搭載されました 

あらかじめ設定した条件にあてはまるメールを、受信時に自動転送できるようになりました。自動転

送機能を活用することで、特定のお客様から送られてきたメールは上長にも転送する、長期休みの前

にはチームメンバーにメールを転送するなど、きめ細かい対応が可能になります。 

 

一覧画面で受信時間を確認できるようになりました 

お客様からいただいたご要望にお応えして、一覧画面で受信時刻を確認できるようになりました。当

日のメールは、受信時刻のみ、その日以前のメールは受信した日付と時刻が表示されます。 
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画面デザイン 

画面デザインの追加 

新デザインが 12 種類搭載されました。27種類のデザインの中から、毎日使う「ガルーン」にピッタ

リのお気に入りのデザインを見つけてください。 

猫 

 

花火 

 

スイーツ 

 

Modern 

 

富士山 

 

オレンジ 

 

癒し 

 

宇宙 

 

水墨画 

 

龍 

 

オーシャン 

 

ボウズマン 
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大きな画像のサムネイル 

スペースで先行して搭載されていた、大きな画像を自動的に縮小して表示する機能が、メッセージや

掲示板、メールでも利用できるようになりました。うっかり大きな画像を添付してしまっても、適度

なサイズで表示されます。 

 

 

ファイル管理 

ファイルの表示順の初期値設定 

これまで更新日時の降順に固定されていた表示順の初期値を、「タイトル」「ファイル名」「更新日

時」の昇順・降順から選べるようになりました。社内規程などを掲載する際に、条項順に並べること

ができます。 
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削除したフォルダの保存 

ファイル管理のフォルダを削除しても、一定期間保存できるようになりました。保存期間は、1～10

日から選択できます。誤ってフォルダを削除してしまったときも安心です。 

 

 

管理機能 

組織の事前設定 

組織変更後の組織情報を、日時を指定して反映することができるようになりました。未来の組織図を

設定しておくことができるので、組織変更時の管理者負担を軽減します。 
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アプリケーション利用ユーザーの設定 

アプリケーションごとに利用ユーザーを設定できるようになりました。ロール、組織、ユーザーを対

象に、利用アプリを制御できます。派遣社員にはアドレス帳を見せたくない、新しい機能は特定の組

織で試験運用してから公開したい、といった運用が可能です。 

 

 

スケーラビリティの強化 

スケジュール一覧の表示速度を改善 

1 組織に所属する人数が多い場合に、スケジュールの一覧画面の読み込みが遅くなる問題を解消し、

快適にご利用いただけるようになりました。 

メッセージの宛先に 1,000 名程度設定することが可能に 

これまで、メッセージの宛先は 100名までをおすすめしていましたが、1,000名程度でも快適なレス

ポンスでご利用いただけるようになりました。  
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「Garoon」をご利用中の管理者の方へ 

新機能を利用するためには、バージョンアップ後にシステム管理メニューでの設定が必要

です。 

スマートフォン画面を利用する 

設定方法 

1.Administrators グループ（ロール）に所属しているガルーンのアカウントでシステム管

理画面にアクセスする 

2.システム管理（基本システムの管理） > 画面 > 一般設定にアクセスする 

3."モバイル表示 "のチェックボックスの"許可する"にチェックを入れる 

 

 

スケジュールのドラッグ＆ドロップを使用する 

設定方法 

1.Administrators グループ（ロール）に所属しているガルーンのアカウントでシステム管

理画面にアクセスする 

2.システム管理（各アプリケーション） > スケジュール > 一般設定にアクセスする 

3.”ドラッグアンドドロップの使用”を”許可する”にチェックを入れる 
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スケジュールの色分け機能を使用する 

設定方法 

1.Administrators グループ（ロール）に所属しているガルーンのアカウントでシステム管

理画面にアクセスする 

2.システム管理（各アプリケーション） > スケジュール > 予定メニューの設定にアク

セスする 

3.各予定メニューの色を変更する 

※すでに登録済みのスケジュールには反映されません。新規登録または予定メニューを変

更した予定に色がつきます。 

 

 

予定にファイルを添付できる機能を利用する 

設定方法 

1.Administrators グループ（ロール）に所属しているガルーンのアカウントでシステム管

理画面にアクセスする 

2.システム管理（各アプリケーション） > スケジュール > 一般設定にアクセスする 

3."ファイルの添付 "のチェックボックスの"許可する"にチェックを入れる 
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その他の変更点はリリースノートをご覧ください。 

リアクション機能を使用する 

設定方法 

1.Administrators グループ（ロール）に所属しているガルーンのアカウントでシステム管

理画面にアクセスする 

2.システム管理（基本システム） > アプリケーション > アプリケーション一覧にアク

セスする 

3.アプリケーション ID”favour”を”使用開始”する 

※ 文言を変更する場合は、”名称”を選択してアプリケーション名の変更画面で任意の

文言を入力してください。 

 

 

メールの自動転送機能を利用する 

設定方法 

1.Administrators グループ（ロール）に所属しているガルーンのアカウントでシステム管

理画面にアクセスする 

2.システム管理（各アプリケーション） > メール > 一般設定にアクセスする 

3."メールの自動転送 "のラジオボタンを"許可しない"から"許可する"に変更する 
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「サイボウズ ガルーン 4.0」新機能ご紹介資料 

下記のご説明資料で紹介しています。あわせて参照してください。

https://garoon.cybozu.co.jp/documents/Garoon4_whatsnew141211.ppt 

 

https://garoon.cybozu.co.jp/documents/Garoon4_whatsnew141211.ppt


2014 年 12月 8日 Garoon 4.0 (リリースノート) 

 

  

 

©Cybozu.Inc  26 

 

2014 年 12 月 8 日 
Garoon 4.0 (リリースノート) 

追加された機能 

システム設定 

• ユーザー情報のカスタマイズ項目に、検索対象に含めるかどうかを設定する機能。 

• サイボウズが提供する日本の祝日データを、インターネット上から取り込める機能。 

• システム管理者が、組織、ユーザー、またはロール単位で、利用を許可するアプリケーションを

選択する機能。 

ポータル 

• ドラッグアンドドロップでポートレットを配置する機能。 

• ポータル画面に、「Myポータルの追加」や「ポータルの設定」を含むオプションメニューを追

加。 

• 次のポートレットに、「ユーザー/施設検索」の検索ボックスを追加。 

o 「スケジュール（グループ日表示）」ポートレット 

o 「スケジュール（グループ週表示）」ポートレット 

• ポートレットの横幅を固定できる機能。 

• 「お知らせ」ポートレットに、枠と背景の色を設定できる機能。 

スペース 

• 公開されているスペースのディスカッションを、スペースのメンバー以外のユーザーがフォロー

できる機能。 

• スペースを再利用して、新しいスペースを作成する機能。 
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• スペースの管理者を設定できる機能。 

補足： 

o システム管理者とスペースの管理者だけが、スペースを変更および削除できます。 

o バージョン 3.7 以前のガルーンで作成されたスペースでは、そのスペースのすべてのメン

バーが、スペースの管理者に設定されています。 

スケジュール 

• システム管理の「スケジュール」の「予定メニューの設定」で設定している予定メニューに、色

を付けて表示する機能。 

• 施設の繰り返し予定を登録するとき、重複していない予定だけを登録できる機能。 

• ドラッグアンドドロップによる予定の移動を許可、または禁止する機能。 

• 予定にファイルを添付できる機能。 

補足： 

o バージョン 3.7 以前から 4.0 のガルーンにバージョンアップした場合、予定へのファイル添

付の初期値は禁止に設定されています。 

o 予定へのファイル添付を有効にするには、システム管理の「スケジュール」の「一般設

定」画面で、ファイルの添付を許可します。 

• 次の画面およびポートレットで、通常予定または繰り返し予定をドラッグアンドドロップで移動

できる機能。 

o 「日表示」画面 

o 「週表示」画面 

o スケジュール（日表示）ポートレット 

o スケジュール（週表示）ポートレット 

補足： 

o バージョン 3.7 以前から 4.0 のガルーンにバージョンアップした場合、この機能の初期値は

禁止に設定されています。 

o この機能を使用するには、システム管理の「スケジュール」の「一般設定」で、ドラッグ

アンドドロップの使用を許可します。 
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ファイル管理 

• ユーザー画面に表示されるファイル一覧の、表示順の初期値を設定する機能。 

• 削除されたフォルダーとフォルダー内のファイルを、システム管理者が復旧できる機能。 

• 削除されたフォルダーの保存期間（復旧可能な日数）を、システム管理者が設定できる機能。 

補足： 

o 設定できる保存期間は、1から 10 日間です。 

メール 

• 一覧画面で、未読メールだけを絞り込んで表示する機能。 

• アドレス入力欄のインクリメンタルサーチの検索対象に、送信したメールの To、CC、および

BCC に入力されているアドレスを追加。 

• メールの一覧画面で、メールのプレビューの表示または非表示を切り替える機能。 

• メールの一覧画面、または「メールの詳細」画面で、未読と既読の状態を変更する機能。 

• アドレスのインクリメンタルサーチ（逐次検索）を利用するかどうかを設定する機能。 

• メールの自動転送機能。 

• システム管理で、メールの自動転送機能の利用を許可するかどうかを設定する機能。 

補足： 

o バージョン 3.7 以前から 4.0 のガルーンにバージョンアップした場合、メールの自動転送機

能の初期値は禁止に設定されています。 

o メールの自動転送機能を使用するには、システム管理の「メール」の「一般設定」で、メ

ールの自動転送機能の使用を許可します。 

リアクション 

• スペースのディスカッション、共有 ToDo、およびコメントに、「いいね！」を付けたり取り消

したりする機能（リアクション機能）。 

補足： 

o バージョン 3.7 以前から 4.0 のガルーンにバージョンアップした場合、リアクション機能は

使用停止になっています。 

o リアクション機能を使用するには、システム管理の「アプリケーション」の「アプリケー

ション一覧」で、リアクション機能を使用開始にします。 
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ユーザー 

• 運用中の組織を複製して、あらかじめ組織構成を編集し、指定した日時に運用環境に反映する機

能（組織の事前設定）。 

次の機能を含みます。 

o 組織、組織に所属するユーザー、およびユーザーの所持ロールの事前設定 

o 事前設定を運用環境に反映する日時の指定 

o 操作内容の監査ログへの出力 

o 未反映の事前設定がある場合の、運用中の組織の変更防止 

連携 API 

• 次のスケジュール APIで、スケジュールに添付ファイルをアップロードまたはダウンロードでき

る機能。 

o ScheduleAddEvents 

o ScheduleModifyEvent 

o ScheduleFileDownload 

• アドレス帳の API での、カスタマイズ項目への対応。 

その他 

• 次のアプリケーションで、本文やコメントなどに添付された画像を縮小表示するかどうかを設定

する機能。 

o メッセージ 

o 掲示板 

o メール 

• ヘッダーのユーザー名をクリックすると表示されるドロップダウンリストに、「デザインの設

定」を追加。 

• モバイル表示の使用を許可、または禁止する機能。 
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• 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」機能を

搭載。 

o スペース 

o スケジュール 

o メッセージ 

o 掲示板 

o メール 

o ワークフロー 

o マルチレポート 

o 通知一覧 

補足： 

o バージョン 3.7 以前から 4.0 のガルーンにバージョンアップした場合、モバイル表示の初期

値は禁止に設定されています。 

o モバイル表示を使用するには、システム管理の「画面」の「一般設定」で、モバイル表示

の使用を許可します。 

• 次のアプリケーションで、本文やコメントなどに添付された画像を縮小して表示する機能。 

o スケジュール 

o メッセージ 

o 掲示板 

o メール 

補足： 

o バージョン 3.7 以前から 4.0 のガルーンにバージョンアップした場合、この機能の初期値は

無効に設定されています。 

o この機能を使用するには、システム管理の「画面」の「一般設定」で、サムネイル表示を

有効に設定します。 
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変更された仕様 

システム設定 

• ファイルの「一般設定」画面に、バージョン 9 以前の Internet Explorer 利用時のみ、ファイル一

括添付を有効にするかしないかの設定が必要であることを追記。 

サンプルデータ 

• サンプルデータの申請フォームを更新。 

スペース 

• 新規作成時の通知のタイトルを、太字から通常の文字に変更。 

• システム管理者が、自分以外のユーザーのコメントおよび添付ファイルを削除できるように変

更。 

スケジュール 

• 通常予定または繰り返し予定を登録するとき、開始時刻を入力すると、開始時刻の 1時間後の時

刻が、自動的に終了時刻に入力されるように変更。 

• 次の画面およびポートレットに表示される予定の時間をクリックすると、「予定の詳細」画面が

表示されるように変更。 

o 「グループ週表示」画面 

o 「日表示」画面 

o 「週表示」画面 

o 「月表示」画面 

o グループ週ポートレット 

o 個人日ポートレット 

o 個人週ポートレット 

o 月ポートレット 

• 「グループ週表示」画面や「グループ日表示」画面で、選択したグループのメンバーが多い場合

の、予定の一覧表示の性能を改善。 
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メッセージ 

• 次の操作を行った場合に、本文がハイライト表示されないように変更。 

o 「宛先の変更」画面で、宛先を変更する。 

o 「添付ファイルの詳細」画面で、本文の添付ファイルを削除する。 

• 通知の仕様を次のとおり変更。 

o 宛先を追加または変更した場合の通知先を、宛先の全ユーザーから、追加されたユーザー

だけに変更。 

o 本文の添付ファイルを、「添付ファイルの詳細」画面で削除した場合、宛先のメンバーに

通知しないように変更。 

o 新規作成時の通知のタイトルを、太字から通常の文字に変更。 

o 新規作成時に、送信者が宛先に含まれていた場合、送信者に通知しないように変更。 

• 宛先に大量のユーザーを設定し、メッセージを作成した場合の性能を改善。 

• 宛先に大量のユーザーが設定されているメッセージの閲覧、またはコメントを追加した際の性能

を改善。 

ファイル管理 

• システム管理の「ファイル管理」の仕様を次のように変更。 

o 「一般設定」画面の項目を、「削除したファイルの保存期間」から「削除したファイル/フ

ォルダの保存期間」に変更。 

o 「削除したファイル/フォルダの保存期間」（削除したファイルの保存期間）の初期値を、

1 日から 5 日に変更。 

補足： 

o 「削除したファイルの保存期間」を 1度も変更しなかった場合、バージョンアップ後に、

保存期間が 5日間に変更されます。 

メール 

• メールの一覧画面で、当日以外のメールは日時を表示するように変更。 

• Microsoft Outlook から送信された会議出席依頼の本文が、「メールの詳細」画面に表示される

ように変更。 
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• 次のアプリケーションで、［書き込む］や［送信する］などのボタンをクリックしてエラーが発

生した場合、画面を遷移せずにエラーメッセージを表示し、エラーが発生する前に入力した内

容を保持するように変更。 

o 掲示板 

o メール 

o ワークフロー 

• メールの一覧画面での、メールデータ取得時の性能を改善。 

ワークフロー 

• 「未処理申請の処理」画面の左下に、申請を確認するボタン（[確認する]）を追加。 

KUNAI 

• 申請内容に、編集を許可する権限が設定されている項目が含まれていても、その申請データを

KUNAI にシンクするように変更。 

その他 

• 次のアプリケーションでユーザー情報を取得する時間を短縮。 

o スケジュール 

o メッセージ 

o ワークフロー 

• 画面やエラーメッセージなどに使用されている「フォロー」という文言を「コメント」に統一。 

補足： 

o スペースのフォローに関する文言の変更はありません。 

• ユーザー選択のポップアップ画面で、[ユーザー検索]の横に常に表示されていた検索対象の項目

を、アイコンをクリックすると表示されるように変更。 

• タイムゾーンデータを更新。 

• ガルーンと KUNAIの間で、データのシンクにかかる時間を短縮。 

• 画面のデザインテーマを追加。 
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• Linux 環境でインストール時に配置される、次のファイルの実行権限を変更。 

o uninstall_インストール識別子 

例：uninstall_cbgrn 

• Linux 環境の次のディレクトリーのパーミッションを、755に変更。 

o /files 

o /files/アプリケーション名 

• ガルーンの全画面を、別ドメインの Web サイト内に表示できないように変更。 

• 次のユーザーの画面で、ヘッダーに歯車アイコンが表示されるように変更。 

o Administrators ロールに所属するユーザー 

o 基本システム管理者 

o アプリケーション管理者 

• コマンドラインで使用するモジュールを次のように変更。 

変更前： 

o Linux 版：grn_command 

o Windows版：grn_command.exe 

変更後： 

o Linux 版：grn.cgi 

o Windows版：grn.exe 

 

改修された不具合 

インストーラー 

• [Linux 版の現象]Red Hat Enterprise Linux 6の環境で、認証データベースに LDAPを使用して

いると、ガルーンにログインできない。 [詳細] 

• ガルーンの初期化コマンドの使用方法に誤った内容が表示される。 [詳細] 

• ガルーンをインストールすると、添付ファイルデータの保存ディレクトリーに「sync」という不

要なサブディレクトリーが作成される。 [詳細] 

  

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7751
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6240
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8110


2014 年 12月 8日 Garoon 4.0 (リリースノート) 

 

  

 

©Cybozu.Inc  35 

 

システム設定 

• 使用停止ユーザーを検索すると、検索結果の件数に「組織に未所属のユーザー」に所属するユー

ザーの件数が含まれる。 [詳細] 

• 掲示板とファイル管理の「通知先の一覧」画面で、「セキュリティモデルを選択した後に、」と

いう誤った文言が表示される。 [詳細] 

• システム管理画面を英語で表示すると、セッション認証の「使用」の文言が正しく表示されな

い。 [詳細] 

サンプルデータ 

• サンプルデータで、システム管理者が参加していないスペースのディスカッションに[フォロー

する]が表示される。 [詳細] 

• サンプルデータで、システム管理者が参加していないスペースのディスカッションの変更と削除

ができる。 [詳細] 

• サンプルデータで、システム管理者が参加していないスペースにディスカッションを追加でき

る。 [詳細] 

• サンプルデータで、システム管理者が参加していないスペースを変更または削除できる。 [詳細] 

• システム管理権限を持たないユーザーは、サンプルデータの公開スペースを閲覧できない。 [詳

細] 

ヘルプ 

• ユーザーヘルプ画面が表示されるまでに時間がかかる場合がある。 [詳細] 

• スケジュールのヘルプに、参加者や施設が設定されている予定に関するアイコンが表示されてい

る。 [詳細] 

ポータル 

• 「Myポータルの一覧」画面に表示されるポータルで、記号を含むアプリケーション名が二重エ

スケープされる。 [詳細] 

• 新着メール情報ポートレットの設定画面に、「ポートレットの高さ」項目が表示される。 [詳細] 

• ポータルに「お知らせ」ポートレットを追加すると、「お知らせ」ポートレットが横幅を取って

いて横スクロールが発生する場合がある。 [詳細] 

• 最新情報ポートレットの枠線が一部表示されない。 [詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8284
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5642
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/4688
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7767
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7768
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7769
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7770
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7764
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7764
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8361
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6518
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7813
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6154
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7774
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7949
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スペース 

• 縮小表示された画像をクリックし、表示された原寸の画像をダウンロードすると、元のファイル

名と異なるファイル名になる。 [詳細] 

• 日本語の「スペースの変更」画面で、項目名の「スペース名」が英語で「Space名」と表示され

る。 [詳細] 

• 共有 ToDoの担当者欄に、使用停止ユーザーのアイコンが表示されない。 [詳細] 

• 中国語でスペースの「カテゴリの設定」画面を表示すると、一部の項目名が日本語で表示され

る。 [詳細] 

• スペースを使用停止にしても、ToDo リストで共有 ToDo の一覧が表示される。 [詳細] 

スケジュール 

• 週表示の印刷用画面で、ログインユーザー以外のユーザーの予定が表示されない場合がある。 

[詳細] 

• [Internet Explorer 8 の現象]「予定の調整」画面で、参加者に大量のユーザーを追加し、[条件を

入力する>>]をクリックすると、エラーが発生したり、ガルーンが動作しなくなったりする場合

がある。 [詳細] 

• 開始時刻だけを指定した予定を登録すると、予定の通知メールに、終了時刻が「&&enddate&& 

&&endtime&&」と表示される。 [詳細] 

• [Google Chrome の現象]日表示ポートレットで、「00 分」以外の時刻に終了する予定の終了位

置が、正しく表示されない。 [詳細] 

• 施設予約情報の項目で一覧表示を設定していない場合、施設のスケジュールから予定の詳細画面

を表示できない。 [詳細] 

• 同時刻に 3つ予定が重なった場合、日表示画面で左端の予定にマウスポインターを合わせると、

中央の予定が表示されない。 [詳細] 

• 繰り返し予定の印刷用画面のロケールを「印刷用のロケール設定」にすると、繰り返し条件の

み、ユーザーのロケールで設定した言語で表示される。 [詳細] 

• 日本語以外の言語を設定していても、繰り返し予定のメール通知で「繰り返し条件」に指定した

値が日本語で表示される。 [詳細] 

• メモの内容に改行を含む予定を登録し、iCalendar ファイルに書き出すと、「\n」（改行コー

ド）が出力されない。 [詳細] 

• 締切日を過ぎた共有 ToDoを完了すると、締切日当日の共有 Todoが「スケジュール（日表

示）」ポートレットに表示されなくなる。 [詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7823
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8381
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7748
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5797
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6023
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8054
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7878
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5943
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6667
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6376
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8504
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6281
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5369
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8291
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8385
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• 予定のタイトルが長い場合、「日」「週」画面で表示が崩れる。 [詳細] 

メッセージ 

• システム管理の「メッセージの一括削除」画面で、宛先または差出人に削除予定ユーザーが含ま

れるメッセージを削除しようとすると、エラー（GRN_CMMN_00105または Fatal error）が発

生する。 [詳細] 

掲示板 

• 組織名を表示する設定にした掲示をサイボウズ KUNAI で表示すると、組織名が表示されない。 

[詳細] 

• 掲示の下書きをタイトルでソートしようとすると、エラー（DB01054）が発生しソートできな

い。 [詳細] 

メール 

• メールアカウントを削除すると、ほかのユーザーのメールの添付ファイル（メールソース）が削

除される場合がある。 [詳細] 

• 書式編集機能を利用できない Webブラウザーで、HTML メールの返信、転送、再利用などを行

おうとすると、HTML タグが表示される。 

• メールの Content-typeがmultipart/mixed で、multipart/alternativeパートと text/plainパート

が同じ階層に記述されていると、詳細画面に text/plain パートの内容が表示されない。 [詳細] 

• [Internet Explorer の現象]簡易検索の検索ボックスに全角の文字列を入力すると、入力した文字

列の下部分が隠れてしまう場合がある。 [詳細] 

• 8BITMIMEに対応しているメールサーバーを使用してメールを送信すると、SMTP通信の

「MAIL FROM」コマンドに、常に「BODY=8BITMIME」が付加される。 [詳細] 

• 「フォルダの順番変更」画面の英語文言が正しくない。 [詳細] 

• メールを選択しなくても、[移動する]と[ステータスを変更]のボタンがクリックできてしまう。 

[詳細] 

• バージョン 3.7.0のガルーンにバージョンアップすると、文字コードの設定が引き継がれない場

合がある。 [詳細] 

• アドレス帳を使用停止にしたあとに、メールの宛先欄に文字を入力すると、JavaScriptエラーが

発生する。 [詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/3611
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6012
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8089
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8212
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8300
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8352
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7935
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8506
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5771
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6841
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8048
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8562
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• [iOS Safari/Android ブラウザーの現象]「メールの詳細」画面を拡大すると、ヘッダーを横にス

クロールできない場合がある。 [詳細] 

ユーザー 

• 「組織/ユーザーの設定」画面でユーザー検索を行い、「ユーザーの詳細」画面を表示すると、

ページ送りが無効になる場合がある。 [詳細] 

書式設定 

• [Internet Explorer 11 の現象]テーブルのスタイルが崩れる場合がある。 [詳細] 

ベース 

• 「アプリケーション一覧」画面で KUNAI を再初期化すると、サーバー上の添付ファイルディレ

クトリーに「kunai」という不要なディレクトリーが作成される。 [詳細] 

• [Internet Explorer 11 の現象]書式編集を利用できない場合がある。 [詳細] 

• [Linux 版の現象]ガルーンをインストールした領域の HDD容量が 15.9TB以上の場合、初期化に

失敗する。 [詳細] 

連携 API 

• ScheduleAddEvents を実行する場合、参加者（members）にユーザーを指定しないと、エラー

が発生し、予定を登録できない。 [詳細] 

• BaseGetUsersByIdを使用してユーザー情報を取得すると、ユーザー情報の項目に、ほかのユー

ザーのユーザー情報が表示される場合がある。[詳細] 

その他 

• ヘッダーの最新情報に、使用を停止しているアプリケーションの通知が表示される。 [詳細] 

  

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6139
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8371
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8003
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8037
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8057
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8354
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7177
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8405
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8090
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その他 

インストーラー 

• Windows 版の Apacheの同梱を廃止。 

• バージョンアップの処理に、次の不具合の原因となる不正データを修正する処理を追加  

• サイボウズ Officeからガルーンに移行後、3.5.0 にバージョンアップすると、予定の登録および

メッセージの送信ができない。 [詳細] 

補足： 

o この修正処理には、組織情報テーブル（GroupInfoTable）の不正データの修正も含まれま

す。 

スケジュール 

• 「日表示」画面と「週表示」画面のデザインを変更。 

連携 API 

• バージョンを 1.4.0に更新。 

その他 

• 次の動作環境の追加および除外。 

• 追加した OS： 

o Red Hat Enterprise Linux 7 (64bit) 

除外した OS： 

o Windows Server 2008 Standard Edition (32bit) 

o Windows Server 2008 Enterprise Edition (32bit) 

o Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (32bit) 

o Red Hat Enterprise Linux 5 (32bit) 

o Red Hat Enterprise Linux 6 (32bit) 

除外した Web ブラウザー： 

o Internet Explorer 6 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5686
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o Internet Explorer 7 

o Android 2 標準Webブラウザー 

o Android 3 標準Webブラウザー 

o Android 4 標準Webブラウザー 

• MySQL をバージョン 5.6.21 に更新。 

• PHPをバージョン 5.4.34に更新。 

• Linux 版の PHPを 64bit版に変更。 

• サイボウズ 全文検索サーバー バージョン 2.0に対応。 

補足： 

o サイボウズ 全文検索サーバー バージョン 1.0は、バージョン 4.0以降のガルーンではご

利用いただけません。 

• Cybozu Desktop 2に対応。 

補足： 

o Cybozu Desktop 2は、ガルーンの更新情報をクライアントパソコンのデスクトップに通知

するリマインダーです。 

o バージョン 2.0より前の Cybozu Desktop、およびガルーン リマインダーは、バージョン

4.0 以降のガルーンではご利用いただけません。 

• ドットセールス連携を削除。 

 

改修された脆弱性 

レベル III（危険） 

o 該当なし 

レベル II（警告） 

• スケジュール 

o [CyVDB-358]スケジュールポートレットに関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性

[詳細] 

• メッセージ 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7898
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o [CyVDB-417]メッセージに関する操作制限回避の脆弱性[詳細] 

• ファイル管理 

o [CyVDB-375]ファイルアップロード処理に関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性

[詳細] 

o [CyVDB-300]ファイル管理に関する閲覧および操作制限回避の脆弱性[詳細] 

• メール 

o [CyVDB-330]メールに関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

• ワークフロー 

o [CyVDB-347]ワークフローのシステム管理画面に関する SQL インジェクションの脆弱性

[詳細] 

o [CyVDB-345]APIに関する SQLインジェクションの脆弱性[詳細] 

• RSS リーダー 

o [CyVDB-588]RSS リーダーに関するサービス運用妨害 (DoS) の脆弱性[詳細] 

• ケータイ 

o [CyVDB-528]ケータイ画面に関する不適切な入力確認の脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-482]ケータイに関するクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱 性[詳細] 

o [CyVDB-471][CyVDB-480]ケータイログイン機能に関する不適切な認証の脆弱性[詳細] 

• ベース 

o [CyVDB-419]セッション固定の脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-566]libcurl におけるサーバーになりすまされる脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-567]cURLおよび libcurl における任意の SSL サーバになりすまされる脆弱性[詳

細] 

o [CyVDB-568]cURL および libcurl のデフォルト設定における他のユーザーとして接続さ

れる脆弱性[詳細] 

• 連携 API 

o [CyVDB-722]APIに関する SQLインジェクションの脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-571]APIに関する不適切な認証の脆弱性[詳細] 

• その他 

o [CyVDB-589]ワークフロー、マルチレポートに関するサービス運用妨害（DoS）の脆弱性

[詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7976
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7896
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6969
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7780
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7899
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7900
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8474
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8283
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8196
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8245
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8503
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8243
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8244
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8244
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8245
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8503
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8398
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8473
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レベル I（注意） 

• システム設定 

o [CyVDB-412]システム管理に関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

• 掲示板 

o [CyVDB-333]掲示板の一部を非表示にされる脆弱性[詳細] 

• メール 

o [CyVDB-538/540/542]メールに関する操作制限回避の脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-541]メールに関する閲覧制限回避の脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-407]APIに関する閲覧制限回避の脆弱性[詳細] 

• ワークフロー 

o [CyVDB-340]ワークフローに関する閲覧制限回避の脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-369]ワークフローに関する閲覧制限回避の脆弱性[詳細] 

• マルチレポート 

o [CyVDB-410]マルチレポートに関する閲覧制限回避の脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-408][CyVDB-413]マルチレポートに関する閲覧制限または操作制限回避の脆弱性

[詳細] 

o [CyVDB-334]マルチレポートの一部を非表示にされる脆弱性[詳細] 

• ケータイ 

o [CyVDB-484]ケータイ機能に関する閲覧および操作制限回避の脆弱性[詳細] 

• 連携 API 

o [CyVDB-687]APIに関する閲覧制限回避の脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-537]APIに関する閲覧制限回避の脆弱性[詳細] 

 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7943
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7902
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8368
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8365
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7941
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6811
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6025
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7977
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7996
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7881
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8370
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8494
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8367
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2015 年 2 月 23 日 
Garoon 4.0 Service Pack 1 

(リリースノート) 

変更された仕様 

ヘルプ 

• ユーザーヘルプを更新。 

ポータル 

• 電話メモポートレットの「現在の予定」を表示する際の性能を改善。 

書式編集 

• 書式編集を使用して記述されている半角スペースを含む UNCパスを、半角スペースを変換せ

ず、記述されているとおりのパスとして認識するように変更。 

ベース 

• Adobe Flash Player を使用したファイルの一括添付で、パラメーターに設定する URL の記述形

式を、絶対パスから相対パスに変更。 

 

改修された不具合 

システム設定 

• 10 件以上のロールが登録された場合、表示の順番が不規則になる。 [詳細] 

• [IIS の現象]システム管理の「動作環境」画面で、環境情報の DOCUMENT_ROOTの値が、

「（CGI ディレクトリー）/（インストール識別子）/code/doc_root」と表示される。 [詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/4050
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5316
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個人設定 

• ローカライズの一般設定で、ユーザー名を表示する言語が正しく設定されない場合がある。 [詳

細] 

ポータル 

• 電話メモポートレットがスケジュール（グループ週表示）ポートレットより上部に配置されてい

ると、予定が表示されない場合がある。 [詳細] 

• スケジュール（グループ週表示）ポートレットで日送りまたは週送りボタンをクリックすると、

施設のメモが、改行が含まれていても 1行で表示されてしまう場合がある。 [詳細] 

• 共有アドレス帳が削除されたあとに、アドレス帳検索ポートレットを表示すると、エラーが発生

する場合がある。 [詳細] 

• アプリケーションが使用停止になっていると、任意のポートレットを追加できない場合があ

る。 [詳細] 

スペース 

• ローカライズの「一般設定」画面の「選択可能な言語」に、スペースの表示名に設定した言語が

含まれていない場合、エラー（FW00001）が発生し、「カテゴリの変更」画面が表示されな

い。 [詳細] 

• 「スペースの作成」画面や「スペースの変更」画面などでカテゴリーを選択する際に、親カテゴ

リーの下に誤ったサブカテゴリーが表示される場合がある。 [詳細] 

• [iOS Safari/Android Chrome の現象]共有 ToDo の登録時に担当者を設定しても、ToDo の詳細

画面に、設定した担当者が表示されない。 [詳細] 

スケジュール 

• 「アプリケーション」の「利用ユーザーの設定」でスケジュールの利用を許可すると、許可され

たユーザーの予定の詳細画面に「Web会議」項目が表示されない場合がある。 [詳細] 

メール 

• メールを mbox形式で書き出す場合、対象のフォルダーにメールソースを削除したメールが含ま

れていると、エラー（PHP00002）が発生して書き出しに失敗する場合がある。 [詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8634
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8634
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7925
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8489
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8539
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8587
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5883
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8065
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8549
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8383
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8387
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• メール一覧の 2ページめ以降に表示されるメールの詳細画面を表示し、前の画面に戻るリンクを

クリックすると、メール一覧の先頭ページが表示されてしまう。 [詳細] 

デヂエ連携 

• ユーザー情報を同期するコマンドを実行すると、使用方法に誤った内容が表示される。 [詳細] 

ワークフロー 

• 初期値を設定していない日付項目を必須項目にすると、申請を作成する際、日付項目に 2 年前の

1 月 1 日が設定される。 [詳細] 

• 承認者が申請の項目の値を変更し、エラーが発生すると、編集した項目の値が元に戻る場合があ

る。 [詳細] 

マルチレポート 

• コメント（フォロー）の添付ファイルを更新する際にエラー（GRN_RPRT_31352）が発生し、

「編集中」の状態を解除できなくなる場合がある。 [詳細] 

ケータイ 

• 組織図のドロップダウンリストから、次のページへ移動しようとすると、エラー

(GRN_CMMN_00106)が発生する場合がある。 [詳細] 

認証 

• ログイン認証に環境変数認証が設定されていると、予定を登録する際にエラーが発生する場合が

ある。 [詳細] 

モバイル表示 

• [iOS 8 Safari/Android Chromeの現象]モバイル表示で画面をスクロールすると、意図に反し

て、画面上部に移動してしまう場合がある。 [詳細] 

ベース 

• [iOS 8 Safariの現象]ポップアップで表示される削除の確認画面で、[はい]ボタンが動作しない場

合がある。 [詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8201
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6498
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8038
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8636
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7998
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5657
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8635
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8542
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8547
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• メッセージや掲示などをファイルに出力する場合、文字コードに簡体字中国語（GB2312）を指

定すると、書き出した内容が文字化けする。 [詳細] 

• CSVファイルの読み込みや書き出しを行う場合、文字コードに簡体字中国語（GB2312）を指定

すると、読み込みまたは書き出した内容が文字化けする。 [詳細] 

連携 API 

• BaseGetUsersByIDが返す値が、リクエスト順ではなく表示優先度の順になる。 [詳細] 

• ScheduleAddEvents を使用して繰り返し予定を登録する際、施設の予定が重複していると、エ

ラーが発生し、予定を登録できない場合がある。 [詳細] 

• 登録者が削除された予定を ScheduleModifyEvents で変更しようとすると、エラーが発生し、処

理に失敗する場合がある。 [詳細] 

その他 

• ユーザーの名前に「英語表記」を設定しても、次の項目で、ユーザー名が常に「標準」に設定し

ている名前で表示される。 

• メール通知 

o スケジュール：参加者 

o ワークフロー：申請者 

o 電話メモ：発信者 

• CSVファイルへの書き出し 

o ワークフロー：申請者名、および経路ステップに設定されている処理者 

o マルチレポート：作成者、および参加者 

o タイムカード：ユーザー名 

補足： 

• この不具合の改修後、ユーザー名は次のように表示されます。 

o メール通知を受信するユーザーや、CSVファイルを書き出すユーザーが設定している言語

（*1）と、ユーザー情報の標準の名前の言語が同じ場合： 

「標準」に設定されている名前が表示されます。 

o 上記以外： 

「英語表記」に設定されている名前が表示されます。 

*1：ユーザーが設定している言語は、次の優先順位で、ユーザー情報の「標準」の名前の

言語と比較されます。 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8617
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8633
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8531
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8637
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8289
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 1.[個人設定] > [ローカライズ] > [一般設定] の、「ユーザー名を表示する言語」に設定

している言語 

 2.ヘッダーの[（ユーザー名）] > [言語とタイムゾーン]の「言語」に設定している言語

（*2） 

*2：「Webブラウザーの設定に従う」を設定している場合、メール通知のユーザー名に

は、システム管理者が次の項目に設定している言語が適用されます。 

・システム管理の [基本システムの管理] > [ローカライズ] > [一般設定] の、「ロケール

の初期値」の言語 

 

改修された脆弱性 

レベル III（危険） 

o 該当なし 

レベル II（警告） 

• 個人設定 

o [CyVDB-671]個人設定に関する操作制限回避の脆弱性[詳細] 

• ポータル 

o [CyVDB-691]メールポートレットに関する閲覧制限回避の脆弱性[詳細] 

• スケジュール 

o [CyVDB-562][CyVDB-564]予定の調整に関する SQLインジェクションの脆弱性[詳細] 

• タイムカード 

o [CyVDB-701]タイムカードに関する操作制限回避の脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-554]タイムカードに関する不適切な入力確認の脆弱性[詳細] 

• メール 

o [CyVDB-632]メールに関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-635]メールに関する閲覧および操作制限回避の脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-531]メールヘッダインジェクションの脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-529]メールに関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8538
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8495
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8408
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8533
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8472
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8477
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8470
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8301
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8285
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o [CyVDB-678]メールに関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

• RSS リーダー 

o [CyVDB-672]RSS リーダーに関する RSS スクリプトインジェクションの脆弱性[詳細] 

• マルチレポート 

o [CyVDB-594]マルチレポートに関する SQL インジェクションの脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-593]マルチレポートに関する SQL インジェクションの脆弱性[詳細] 

• 連携 API 

o [CyVDB-590][CyVDB-592]APIに関する SQLインジェクションの脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-723]SOAP API に関する不適切な入力確認の脆弱性[詳細] 

• その他 

o [CyVDB-576]日付指定カレンダーに関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

レベル I（注意） 

• ユーザー 

o [CyVDB-773]My グループに関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

• リンク集 

o [CyVDB-549]リンク集に関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

• スケジュール 

o [CyVDB-670]スケジュールに関する不適切な入力確認の脆弱性[詳細] 

• ファイル管理 

o [CyVDB-551]ファイル管理に関する閲覧制限回避の脆弱性[詳細] 

• メール 

o [CyVDB-526]メールに関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

• 通知一覧 

o [CyVDB-595]通知一覧に関する操作制限回避の脆弱性[詳細] 

• ベース 

o [CyVDB-677]ユーザー名簿に関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-591][CyVDB-746][CyVDB-772]削除処理に関するクロスサイトスクリプティング

の脆弱性[詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8540
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8536
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8462
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8460
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8457
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8510
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8406
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8945
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8357
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8535
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8363
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8279
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8471
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8541
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8458
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o [CyVDB-570]アプリケーションメニューに関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性

[詳細] 

• その他 

o [CyVDB-659][Windows版の現象]スケジューリングサービスのハンドルが解放されない場

合がある。[詳細] 

 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8394
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8543
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2015 年５月 25 日 
Garoon 4.0 Service Pack 2 

(リリースノート) 

変更された仕様 

システム設定 

• ユーザーが大量に登録されている環境で、次のデータを CSVファイルに書き出す際の性能を改

善。 

o ユーザー情報 (users.csv) 

o ユーザーの所属組織 (user_ounits.csv) 

o ユーザーの所持ロール (user_roles.csv) 

ヘルプ 

• ユーザーヘルプを更新。 

メッセージ 

• [Internet Explorer の現象]「メッセージの作成」画面や「メッセージの宛先変更」画面などで、

宛先のユーザーを多数選択した場合に、画面の表示に時間がかかる問題を改善。 

ユーザー 

• 「組織の事前設定」で設定した大量の組織やユーザーを、現在の組織に反映する処理の性能を改

善。 
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改修された不具合 

インストーラー 

• [Linux 版の現象]grn-4.0-sp1-linux.bin を実行すると、ld-linux.so.2に関するエラーが発生し、イ

ンストールが始まらない場合がある。[詳細] 

システム設定 

• アプリケーションの利用を許可されたロールを所持しているにもかかわらず、アプリケーション

を利用できない場合がある。[詳細] 

• パスワードの有効期限が切れてからパスワードを再設定すると、「ユーザーの詳細」画面の「更

新情報」欄に、ユーザー名が表示されない。[詳細] 

• コマンドラインで組織、ユーザー、またはロールを読み込むと、「更新情報」欄に「（削除され

たユーザー）」と表示される。[詳細] 

• システム管理権限を持つユーザーを削除したあとに、そのユーザーが登録または更新したユーザ

ーの詳細画面を表示すると、「登録情報」欄や「更新情報」欄に、削除したユーザーのユーザ

ー名が表示されない。[詳細] 

• アプリケーションの利用を制限されたロールを所持しているにもかかわらず、アプリケーション

を利用できてしまう場合がある。[詳細] 

ポータル 

• メモポートレットで、正常にメモを保存できない場合がある。[詳細] 

スペース 

• [Internet Explorer の現象]「お気に入り」に追加したディスカッションにアクセスすると、エラ

ーが発生する場合がある。[詳細] 

リンク集 

• 共有リンクにシングルサインオンを設定していると、共有リンクの表示名の先頭に半角スペース

が挿入される場合がある。[詳細] 

スケジュール 

• 施設が重複しているにもかかわらず、予定を登録できる場合がある。[詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8781
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8746
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8843
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5816
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8758
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8747
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8623
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8671
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/3614
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8765
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掲示板 

• カテゴリーの運用管理者がサブカテゴリーの詳細画面を表示すると、[移動する]のリンクが無効

になる場合がある。[詳細] 

メール 

• ロケールの言語に英語を設定している場合、メールをファイルに出力すると、出力したメールの

「Sent」の後の「:」（コロン）が半角から全角に変わる。[詳細] 

• 1 人のユーザーが同じメールアドレスで複数のメールアカウントを作成し、いずれかのメールア

カウントが使用停止になると、送受信記録でメール送信リンクが表示されない。[詳細] 

• フォルダーを削除したあとにメールを受信すると、フォルダー名の右に、未読メールの件数が正

しく表示されない場合がある。[詳細] 

• 引用文の前に署名をつけた改行を含む HTML メールを、「メールの送信確認」画面を表示して

から返信または転送すると、text/plainパートの改行が削除される場合がある。[詳細] 

• 3 ペイン（プレビュー表示）でサブフォルダーを閉じると、JavaScriptエラーが発生し、ほかの

フォルダーを選択できなくなる。[詳細] 

在席確認 

• 組織の代理人に組織を設定すると、在席情報を変更できない。[詳細] 

• ユーザーの代理人に組織を設定すると、在席情報を変更できない場合がある。[詳細] 

マルチレポート 

• 1 世代以上前の添付ファイルをダウンロードすると、ダウンロードしたファイルの内容が最新バ

ージョンの内容に置き換わる。 [詳細] 

• 「絞込の追加」画面または「絞込の変更」画面で、「推奨ユーザー」欄にユーザーを設定しない

と、エラー（GRN_RPRT_31350）が発生して絞り込みの追加や変更ができない。[詳細] 

ケータイ 

• 「個人日表示」画面または「個人週表示」画面で、最近選択した施設を表示しようとすると、読

み込み中のままになる。[詳細] 

ユーザー 

• ユーザー情報の一覧で、一部の項目の前に不要な「x」が表示される。[詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8616
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8672
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8645
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8686
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8036
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8704
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6037
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6055
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8755
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8773
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8745
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5105
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モバイル表示 

• [iOS 8 Safariの現象]ロケールの設定で言語を「English」にすると、モバイル表示のメール一覧

画面で「Mark read」が表示されない。[詳細] 

ロギング 

• 在席情報の変更時のログに、変更前のメモの内容が表示される。[詳細] 

ベース 

• [Linux 版の現象]スケジューリングサービスが実行する「background_job_daemon」が異常終了

した際、ログが正しく出力されない場合がある。[詳細] 

• [iOS 8 Safariの現象]iPadを使用すると、ポップアップで表示される削除の 確認画面で、[はい]

ボタンが動作しない場合がある。[詳細] 

連携 API 

• ScheduleLeaveEvents を使用して閲覧権限がない予定から抜けようとすると、エラー

（GRN_SCHD_13002）が発生し、予定から抜けられない。[詳細] 

その他 

• 添付ファイルのチェックボックスの選択を外したあとにバリデーションエラーが発生すると、チ

ェックボックスが選択された状態に戻る場合がある。[詳細] 

• Cybozu Desktop 2で、掲示板とファイル管理の通知が表示されない場合があ る。[詳細] 

 

改修された脆弱性 

レベル III（危険） 

• 該当なし 

レベル II（警告） 

• スケジュール 

o [CyVDB-789]スケジュールに関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8615
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8579
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8832
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8780
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8695
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8459
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8744
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8750
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• メッセージ 

o [CyVDB-833]メッセージに関する閲覧制限回避の脆弱性[詳細] 

• ファイル管理 

o [CyVDB-794]ファイル管理に関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

• メール 

o [CyVDB-816]意図していないメールを削除される脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-818]メールに関する SQL インジェクションの脆弱性[詳細] 

• ネット連携サービス 

o [CyVDB-791]ネット連携に関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

• ロギング 

o [CyVDB-834]ロギングに関する SQLインジェクションの脆弱性[詳細] 

• 連携 API 

o [CyVDB-823]APIに関する閲覧制限回避の脆弱性[詳細] 

• その他 

o [CyVDB-787][CyVDB-821]ユーザー選択処理に関するクロスサイトスクリプティングの脆

弱性[詳細] 

レベル I（注意） 

• システム設定 

o [CyVDB-817]Webメールに関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-828]スケジュールを利用できなくなる脆弱性[詳細] 

• スケジュール 

o [CyVDB-829]スケジュールに関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

• メッセージ 

o [CyVDB-835]メッセージに関する閲覧制限回避の脆弱性[詳細] 

• マルチレポート 

o [CyVDB-837]マルチレポートに関する不適切な入力確認の脆弱性[詳細] 

• ワークフロー 

o [CyVDB-842]ワークフローに関する不適切な入力確認の脆弱性[詳細] 

 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8679
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8610
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8751
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8753
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8756
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8683
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8748
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8754
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8752
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8684
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8749
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8682
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8680
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• 書式設定 

o [CyVDB-836]書式編集に関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

 

 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8685
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2015 年 6 月 8 日 
Garoon 4.0 改修版インストーラー 

(Linux 用) (リリースノート) 

変更された仕様 

• MySQL に匿名ユーザーが存在する場合は、バージョンアップの処理で匿名ユーザーを削除する

ように変更。 

補足： 

o バージョン 3.7.x のガルーンを Windows 環境から Linux 環境に移行したあと、バージョ

ン 4.0.0 にバージョンアップしようとすると、エラーが発生してバージョンアップを開始

できない場合があります。 

この不具合の詳細は、次のページを参照してください。 

o [Windows 版の現象]インストール時に MySQL の匿名ユーザーが削除されない。[詳細] 

• バージョンアップの処理を高速化するため、バージョンアップ時に添付ファイル保存ディレクト

リー（/files）内のサブディレクトリーやファイルの権限を変更（chown）しない仕様に変更。 

• バージョンアップの処理内で、MySQL が停止したことを確認するための待機時間を、60 秒か

ら 300 秒に変更。 

 

 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8864
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2015 年 8 月 31 日 
Garoon 4.0 Service Pack 3 

(リリースノート) 

変更された仕様 

ヘルプ 

• ユーザーヘルプを更新。 

 

改修された不具合 

個人設定 

• My グループを 10 個以上登録すると、登録した順で表示されない場合がある。[詳細] 

ポータル 

• 未確認掲示ポートレットの表示名を変更できない。[詳細] 

• グループ日表示ポートレットの[電話メモ登録]をクリックし、「電話メモの登録」画面で[キャン

セル]をクリックすると、エラーが発生する。[詳細] 

スペース 

• スペースの最終更新者が削除されたあとに、そのスペースのメンバーを変更しようとすると、エ

ラー（FW00001）が発生する。[詳細] 

スケジュール 

• 「0時 00 分」に開始し、翌日の日付の「0時 00 分」に終了する予定を登録すると、予定の開始

日の「23時 59 分」に開始する予定と、終了日の「23時 59 分」に終了する予定の、2 つの予定

が表示される場合がある。[詳細] 

• 繰り返し予定で、予定メニューの色が表示されない場合がある。[詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8390
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8303
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7741
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8948
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8898
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8258
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• 予定の開始日または終了日の日が、登録日の月に存在しない場合、その予定を再利用すると、予

定の開始日または終了日の日が「1」になる場合がある。[詳細] 

• 開始時間と終了時間に異なるタイムゾーンを適用した予定を登録しようとすると、エラー

（GRN_SCHD_13012）が発生する場合がある。[詳細] 

• 施設を含む、日をまたぐ繰り返し予定を「今回の予定だけ（XXXX年 XX月 XX日）」で変更し

ようとすると、エラー（GRN_SCHD_13207）が発生し、予定を変更できない。[詳細] 

• [Internet Explorer の現象]ユーザーまたは施設をマルチバイト文字で検索したあとに、予定を簡

易登録すると、エラー（FW00048）が発生する。[詳細] 

• 予定の開始日時のタイムゾーンが終了日時のタイムゾーンより西にある場合、開始日時より終了

日時のほうが早い予定を登録できてしまう。[詳細] 

メッセージ 

• システム管理画面でメッセージを検索し、検索結果から、宛先にログインユーザーを含まないメ

ッセージをファイルに書き出すと、宛先が空欄で出力される。[詳細] 

• 宛先からユーザーを削除したあと、そのメッセージを再利用すると、再利用で作成したメッセー

ジの宛先に削除したユーザーが表示される。[詳細] 

• ヘッダーの最新情報で、削除されたメッセージの通知をクリックすると、エラー

（GRN_MSSG_15003）が発生する。[詳細] 

掲示板 

• 掲示期間が指定された公開中の掲示を変更すると、その掲示を閲覧していないユーザーがいるに

もかかわらず、閲覧状況がすべて閲覧済みになる場合がある。[詳細] 

• 「掲示の管理」画面で掲示開始待ちの掲示を絞り込んだ状態で、ログインユーザー以外が作成し

た掲示を表示しようとすると、Fatal errorが発生する。[詳細] 

アドレス帳 

• ブックの項目の設定を変更すると、ブックコードが bid の値に変更される。[詳細] 

メール 

• 宛先に<>で囲んだメールアドレスを入力して送信すると、エラー（GRN_MAIL_24171）が発生

してメールを送信できない。[詳細] 

• 検索ボックスに複数のキーワードを入力しても、メールアドレスを AND検索できない。[詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8010
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7987
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7589
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8794
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8658
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8496
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8102
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8904
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8776
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7666
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8096
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8826
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8911


2015年 10月 5日 Garoon 4.0 Service Pack 3 (リリースノート) 

 

  

 

©Cybozu.Inc  59 

 

• 2 ペイン（プレビュー非表示）を使用している場合、「メールの詳細」画面でメールを移動する

と、別のメールアカウントのフォルダーが表示される場合がある。[詳細] 

• [Internet Explorer 11 の現象]宛先欄で未変換の文字列を Backspaceキーで削除すると、入力済

みのメールアドレスも削除される場合がある。[詳細] 

• 「メールの自動受信」で「設定する」を設定したあと「設定しない」に変更し、もう一度「設定

する」を設定すると、自動受信の指定時間のドロップダウンリストの時刻が UTC で表示され

る。[詳細] 

ワークフロー 

• 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。[詳細] 

この不具合は、半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、全角のス

ペースを入力した場合にも発生します。 

• システム管理画面で、承認経路の順番を変更したあとにアクセス権を変更しようとすると、エラ

ー（DB01062）が発生する場合がある。[詳細] 

• 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。[詳細] 

• [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。[詳細] 

この不具合は、マルチレポートの「レポートの作成（内容の入力）」画面でも発生します。 

• 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。[詳細] 

この不具合は、マルチレポートの項目の変更画面でも発生します。 

マルチレポート 

• 「レポートの作成（内容の入力）」画面で、バリデーションエラーが発生した状態で[共有アド

レス帳を検索する]をクリックすると、ポータル画面が表示される。[詳細] 

• 下書きのレポートを再利用した場合、確認画面で[キャンセルする]をクリックすると、エラー

（GRN_RPRT_31152）が発生する。[詳細] 

  

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8910
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8583
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8844
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8912
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8947
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8478
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8124
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7759
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8907
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/3722
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ユーザー 

• パスワードの設定に失敗すると発生するエラー（GRN_CMMN_00159）に、「対策」の内容が表

示されない。[詳細] 

• ログイン画面で「次回もこのログイン名を使用する」を選択し、半角スペースを含むログイン名

でログインした場合、次にそのログイン名でログインしようとすると、ログイン名欄に半角ス

ペース以降の文字が表示されない。[詳細] 

モバイル表示 

• [iOS Safari/Android Chrome の現象]モバイル表示を使用すると、スペースの利用を制限されて

いるユーザーも、共有 ToDoの担当者に設定できてしまう。[詳細] 

ベース 

• [Internet Explorer 11 の現象]テキスト形式の入力欄に入力した内容を、ショートカットキー

「Ctrl+Z」で元に戻せない場合がある。[詳細] 

• ヘッダーのベルアイコンやスマイルアイコンに表示される通知件数の自動取得処理が、短い間隔

で行われる場合がある。[詳細] 

 

改修された脆弱性 

レベル III（危険） 

o 該当なし 

レベル II（警告） 

• スケジュール 

o [CyVDB-861]施設の検索に関する SQLインジェクションの脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-884]スケジュールに関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

• メッセージ 

o [CyVDB-903]メッセージに関するサービス運用妨害 (DoS) の脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-929]メッセージに関する SQLインジェクションの脆弱性[詳細] 

 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8324
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9026
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8902
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7969
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8944
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8899
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8906
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8825
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8901
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• メモ 

o [CyVDB-904]メモに関するサービス運用妨害 (DoS) の脆弱性[詳細] 

• メール 

o [CyVDB-851]メールヘッダインジェクションの脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-918][CyVDB-922]メールに関する操作制限回避の脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-911]メールに関するサービス運用妨害 (DoS) の脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-925]メールに関する閲覧制限回避の脆弱性[詳細] 

• モバイル表示 

o [CyVDB-860]施設の検索に関する SQLインジェクションの脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-909]スケジュールに関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

• ベース 

o [CyVDB-849]ユーザーに関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

レベル I（注意） 

• リンク集 

o [CyVDB-1001]リンク集に関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

• スケジュール 

o [CyVDB-886]スケジュールに関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

• メッセージ 

o [CyVDB-920]メッセージに関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

• デヂエ連携 

o [CyVDB-862]デヂエ連携に関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

• 書式設定 

o [CyVDB-892]書式編集に関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

• その他 

o [CyVDB-885]シングルサインオンに関するクロスサイトスクリプティングの脆弱性[詳細] 

  

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8824
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8726
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8903
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8827
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8834
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8900
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8839
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8697
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9027
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8905
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8836
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8909
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8837
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8807
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その他 

その他 

• OpenSSL をバージョン 0.9.8zf に更新。
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2015 年 10 月 31 日 
Garoon 4.0 Service Pack 3 

パッチプログラム 

改修内容 

「サイボウズからのお知らせ」を参照してください。 

https://cs.cybozu.co.jp/2015/006027.html 

https://cs.cybozu.co.jp/2015/006027.html
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