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2015 年 11 月 30 日 
Garoon 4.2 (新機能アップデート紹介) 

スケジュール 

参加者の出欠を事前に確認できるようになりました 

予定登録時に該当予定の参加者に対して「出欠」アンケートを設置できるようになりました。Eメー

ルによる予定調整が不要になり、スケジュール上で出欠確認を完結できます。 
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スケジュール閲覧画面 

 

出欠状況の詳細画面 
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施設予約 

施設予約で利用申請が設定できるようになりました 

施設の予約が確定する前に、承認フローを設ける利用申請機能が搭載されました。予約承認が必要な

施設と申請の処理者をあらかじめ設定しておくことで、該当施設の予定登録をすると、申請が処理者

へ通知されます。会議室や社用車などの数の限られた施設を、利用目的を明確にして適切かつ効率的

に管理できるようになります。 

スケジュール登録画面 

 

施設の利用申請の一覧画面（処理者） 
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予約設定の可能な期間がテキストで入力できるようになりました 

今まではプルダウンで 1ヶ月～6ヶ月 or 無制限しか選べなかった予約設定の可能な期間が、テキス

トで入力可能になりました。1 年単位、3 年単位など、細かく予約設定することができるようになり

ました。 

 

ポータル 

共有 ToDo ポートレットの追加 

スペースに登録した共有 ToDo の一覧を、ポータル上に表示することができるようになりました。担

当となっている ToDo や依頼している ToDo を確認できるので、チームで抱えているタスクの見落と

しを防ぎます。 
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メール 

メールアカウントの操作をユーザーに許可することができるようにな

りました 

各メールアカウントのパスワードを個々人で設定していた場合にも、管理者に設定を依頼することな

く、「ガルーン」のメールアカウントを追加/変更/削除することができます。 

 

 

画面デザイン 

画面デザインの追加 

新デザインが 10 種類搭載されました。37種類のデザインの中から、毎日使う「ガルーン」にぴった

りのお気に入りのデザインを見つけてください。 
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しろくま 

 

森 

 

バブル 

 

幾何学 

 

ピクセル 

 

アメコミ 

 

Modern red 

 

Modern green 

 

Modern grey 

 

Modern brown 
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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、2015年 11月 30 日のアップデート後にシステム管理メニュー

での設定が必要です。 

予定の出欠確認機能を利用する 

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の管理） 画面 > スケジュール>一般設定にアクセス

する 

3."出欠確認の使用"のチェックボックスの"許可する"にチェックを入れる 

 

 

施設の利用申請機能を利用する 

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の管理） 画面 > スケジュール > 施設予約の設定に

アクセスする 

3.機能を利用したい施設を選択し、利用申請の処理者を確認する > 運用管理権限を設定す

るにアクセスする 
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4.追加するをクリックし、組織/ユーザー、ロールから運用管理権限を追加する 

 

 

5.施設の利用申請を有効にするにチェックを入れる 

 

 

ユーザーの権限でメールアカウントの追加/変更/削除を可能にする 

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の管理） 画面 > メール > ユーザーの権限にアクセ

スする 

3."メールアカウントの操作"のチェックボックスの"許可する"にチェックを入れ、ドロップ

ダウンの"追加/変更/削除を許可する"を選択する 
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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。 

「サイボウズ ガルーン 4.2」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/Garoon4.2_whatsnew151130.pptx 

 

 

 

 

「サイボウズ KUNAI」をご利用中の方へ 

今回の新機能の「サイボウズ KUNAI」対応内容は以下の通りです。 

 

予定の出欠確認機能 

「サイボウズ KUNAI」には未対応です。 

施設の利用申請機能 

承認が必要な施設の予定の新規登録・変更ができます。 

※処理者が施設利用の承認/却下を行うことはできません。 

https://bozuman.cybozu.com/k/api/record/download.do/-/Garoon4.2_whatsnew151130.pptx?app=53340&field=6281521&detectType=true&record=61&row=517825847&id=2391758&hash=c89ea76234651af861ac4e0a017745b19a97c14d&revision=2&.pptx
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2015 年 11 月 30 日 
Garoon 4.2 (リリースノート) 

追加された機能 

ポータル 

• 次のポートレットを追加。 

o 共有 ToDoポートレット(担当 ToDo) 

o 共有 ToDoポートレット(依頼 ToDo) 

スケジュール 

• 出欠確認に関する次の機能。 

o 予定の出欠確認 

o 出欠確認の予定をリスト形式の一覧で確認できる機能 

o 出欠確認の通知をメールに転送する機能 

o システム管理で、次の項目を設定する機能 

▪ 予定の出欠確認機能を利用するかどうか 

▪ 予定の登録画面で出欠確認の初期値をオンにするかどうか 

• 施設に関する次の機能を追加。 

o 施設の利用申請 

o 施設の利用申請の通知をメールに転送する機能 

o 施設の運用管理者が、利用申請された施設を含む予定を一覧で確認できる機能 

o 予定の詳細画面で施設の承認状況を確認できる機能 

メール 

• ユーザーが、メールアカウントを登録できる機能。 

• システム管理で、メールアカウントの登録をユーザーに許可するかどうかを設定する機能。 
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• システム管理で、HTMLメールの初期表示を、テキストのみの表示にするかどうかを設定する機

能。 

モバイル表示 

• HTML メールの閲覧で、ズームインやズームアウトなどのタッチ操作に対応し、閲覧性を向上。 

連携 API 

• ScheduleGetProfilesに、 スケジュールの次の情報を取得する機能を追加。 

o ファイル添付機能を使用するかどうかの設定 

o 出欠確認機能を使用するかどうかの設定 

• 施設の設定情報に関する次の API を追加。 

o ScheduleGetFacilityProfileVersions 

o ScheduleGetFacilityProfilesById 

• 次の APIで、施設の利用申請機能に対応。 

o ScheduleGetEvents 

o ScheduleGetEventsById 

o ScheduleGetEventsByTarget 

o ScheduleSearchEvents 

o ScheduleAddEvents 

o ScheduleModifyEvents 

o ScheduleModifyRepeatEvents 

o ScheduleParticipateEventsToRepeatEvent 

o ScheduleLeaveEventsFromRepeatEvent 

o ScheduleAddFollowsToRepeatEvent 

o ScheduleDetermineTemporaryEvents 

o NotificationGetNotificationVersions 

o NotificationGetNotificationHistoryVersions 

o NotificationGetNotificationsById 

o NotificationGetNotificationHistoryById 

o NotificationConfirmNotification 
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その他 

• Cybozu Desktop 2で、通知の更新時のメール受信に対応。 

• Cybozu Desktop 2の統合Windows認証に対応。 

2016 年 2 月に、上記の 2つの機能に対応した Cybozu Desktop 2を一般公開する予定です。 

→上記の 2つの機能に対応した Cybozu Desktop 2 の一般公開は延期となりました。（2016/4/20

訂正更新） 

 

変更された仕様 

インストーラー 

• バージョンアップの途中で、sched（スケジューリングサービス）を起動しないように変更。 

• Linux 版のバージョンアップの処理中に、MySQLの停止に 30秒以上かかった場合の確認処理

（*1）を、最大で 10 回繰り返すように変更。 

*1：インストーラーは、MySQL が停止したことを確認するために 60 秒待機します。待機後も

MySQL が停止していない場合は、再度 60 秒待機（リトライ）します。 

• Windows 版のバージョンアップ時に出力される、ini ファイルの操作に関するログの内容を変

更。 

ポータル 

• ポータルやポートレットの一括削除に関する誤操作を防止するため、次のリンクを廃止。 

o システム管理設定 

▪ ポータルの一覧画面：[全ポータルを削除する] 

▪ ポートレットグループ画面：[全ポートレットグループを削除する] 

▪ HTML ポートレット画面：[全 HTMLポートレットを削除する] 

▪ PHPポートレット画面：[全 PHPポートレットを削除する] 

o 個人設定 

▪ Myポータルの一覧画面：[全Myポータルを削除する] 

▪ Myポートレットグループ画面：[全Myポートレットグループを削除する] 
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▪ HTML ポートレット画面：[全 HTMLポートレットを削除する] 

補足： 

o 削除対象のデータのチェックボックスを選択し、一括で削除する機能は、引き続きご利用

いただけます。 

スペース 

• 大量のメンバーが参加しているスペースで、共有 ToDo一覧を閲覧したときの性能を改善。 

スケジュール 

• 施設予約の設定の「予約設定の可能な期間」を、数値（1 から 999）で指定するように変更。 

• 「施設予約の設定」の、次の機能の文言を変更。 

o 変更前：設定を初期化する 

o 変更後：施設予約の一括設定 

• 施設グループや施設の施設予約の項目に、「施設予約の一括設定」で設定された値と同じ値を設

定しても、「施設予約の設定」画面に各項目の設定値が表示されるように変更。 

• 自分を参加者に含む予定を削除するときの確認画面で、削除対象の表示順を「自分の予定だけ」

が「全参加者の予定」の上に表示されるように変更。 

• 一部の確認画面に表示される次の文言の文字色を赤色に変更。 

o 自分を含む共有予定を削除するときの確認画面：「全参加者の予定」 

o 「繰り返し予定から抜ける」と「繰り返し予定に参加する」の確認画面：「すべての予

定」 

• アプリケーションメニュー一覧で、「アプリケーション内へのリンク」に施設予約を設定した場

合にユーザー画面に表示されるアイコンを、次のように変更。 

o 変更前：スケジュールアイコン 

o 変更後：施設予約アイコン 

ToDo リスト 

• 共有 ToDoの一覧画面に表示される次の ToDo を、登録日時の昇順ではなく、降順で表示するよ

うに変更。 

o 締切日が同じ ToDo 

o 締切なしの ToDo 
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メール 

• Gmailの招待状を、HTML形式で表示するように変更。 

• メール画面上部の「メールサイズの使用状況」に表示される容量の形式を変更。 

o 変更前：整数のみを表示 

o 変更後：少数点 2桁まで表示 

• ステータスの絞り込みで、どのステータスで絞り込んでいるのかを確認できるように、プルダウ

ン内のステータスの左隣にチェックマークを表示するように変更。 

• 3 ペイン（プレビュー表示）で、メール一覧に表示する 1件あたりの行数を、3行から 2 行に変

更。 

• コピーしたアドレスを、アドレス入力欄にペーストできるように変更。 

• 本文の入力欄の縦幅を固定。 

この仕様変更によって、次の問題が解消されます。 

o メールのテキスト入力欄に多数の改行が含まれていると、キーボードから入力した文字が

テキスト入力欄に表示されるまでに時間がかかる場合がある。[詳細] 

• システム管理の「ユーザーの権限」の機能を「一般設定」に移動し、「一般設定」画面を「共通

設定」と「ユーザーが変更可能な設定」の 2つのセクションに分割。 

• HTML メールに画像が埋め込まれている場合、画像を添付ファイル形式ではなく HTML形式で

表示するように改善。 

• 添付ファイルを削除するリンクを、オプションメニューに移動。 

• メールの自動受信で、1 アカウントあたりの一度に受信可能なメール容量の上限値を、無制限か

ら 500MBに変更。 

• 次の画面で、「1 ユーザーあたりの保存できるメールの総サイズ」の文言を、「（数値を入

力）」から「（上限を指定する）」に変更。 

o 「メールサイズの制限の設定」画面 

o 「メールサイズの制限」画面 

ケータイ 

• Cookie非対応端末のサポートを終了。 

  

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8828
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全文検索 

• メッセージの受信箱や送信箱などに多数のメッセージを保存しているユーザーが、メッセージを

検索するときの処理速度を改善。 

補足： 

o バージョン 4.0のガルーンで全文検索をご利用の場合、バージョン 4.2 にバージョンアッ

プしただけでは、メッセージを検索するときの処理速度は変わりません。バージョンアッ

プ後に全文検索のインデックスをアップデートする必要があります。 

インデックスのアップデート方法の詳細は、次のドキュメントを参照してください。 

 

『サイボウズ ガルーン バージョン 4.2 インストールガイド』 > 「単体構成でバージョ

ンアップする」 > 「バージョンアップ後に必要な作業」 > 「全文検索サーバーのインデ

ックスを更新する」[詳細] 

ユーザー 

• 15 階層以上の子組織が設定されている組織を削除できるように変更。 

• 組織の事前設定で、15 階層以上の子組織が設定されている組織を削除できるように変更。 

ロギング 

• アーカイブの対象となる期限の設定値(common.ini の[retention_period]値)を、月単位から日単

位に変更。 

o 変更前：出力してから何か月過ぎたログをアーカイブするのかを設定 

o 変更後：出力してから何日過ぎたログをアーカイブするのかを設定 

バージョン 4.0 のガルーンをバージョンアップすると、[retention_period]の値に 30 を掛けた

値が自動的に設定されます。 

• アーカイブの対象とするログを次のように変更。 

o 変更前：最も古いログから 1週間分をアーカイブする 

o 変更後：アーカイブの対象となる期限の設定値（初期値：30 日）を超過したログのみ、最

も古いログから 1週間分をアーカイブする 

ベース 

• ログインユーザーの標準のユーザーアイコンを変更。 

https://help.cybozu.com/ja/g4/guide/index.html#guide_index_03
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連携 API 

• 連携 API のバージョンを、1.6.0に更新。 

その他 

• 日付選択の「年」のプルダウンに表示される年の範囲を変更。 

o 変更前：操作した年の 2年前から、操作した年の 7年後まで 

o 変更後：操作した年の前後 10 年ずつ 

年を選択した状態で再度プルダウンを開くと、選択している年の前後 10 年ずつの範囲で年を選

択できます。 

• ヘッダーのユーザー名をクリックすると表示されるヘルプの表記を、「ヘルプ」から「ユーザー

ヘルプ」に変更。 

• ヘッダーの歯車アイコンをクリックすると表示されるヘルプの表記を、「ヘルプ」から「管理者

ヘルプ」に変更。 

• 更新通知のアイコンを変更。 

• 次の画面項目の、メールアドレスのバリデーションルールを変更。 

o メールの作成、返信、および転送画面：To、Cc、および Bcc 

o 「メールの自動転送設定」画面：転送先 

o 「システムメールアカウントの設定」画面：システムメールアカウント 

• 画面のデザインテーマを追加。 

• my.ini の innodb_log_file_sizeの値を「10M」（10MB）から「100M」（100MB）に変更。 

補足： 

o バージョン 4.0で 10MB以外の値を設定している場合、バージョン 4.2 にバージョンアッ

プしても innodb_log_file_sizeの値は変更されません。innodb_log_file_sizeの値を変更す

る手順は、次のページの「対応方法」を参照してください。 

▪ 本文が 1MB程度を超える未読メールを開封しようとすると、エラー

（DB99999）が発生し、メールを開封できない。[詳細] 

• Linux 環境で使用する次のライブラリーについて、ガルーンに同梱されているライブラリーでは

なく、OSのライブラリーを使用するように変更。 

o OpenLDAP 

o OpenSSL 

o cURL 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8664
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o FreeType 

o libxml2 

o libjpeg 

o libpng 

o libiconv 

• ガルーンのインストールやバージョンアップ時に、サーバー上に作成される添付ファイルディレ

クトリーを、次のように変更。 

o 変更前：一部のアプリケーション（address、bulletin、...） 

o 変更後：すべてのアプリケーション（address、bulletin、kunai、logging、...）、fts、

job、logging、system 

 

改修された不具合 

インストーラー 

• [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] 

• [Windows 版の現象]Windows Server 2012でガルーンを運用している場合、「動作環境」画面

のマシン情報の「OS」欄に「Unknown Windows OS」と表示される。 [詳細] 

• [Linux 版の現象]MySQLの接続先のポート番号が間違っていても、バージョンアップに成功する

場合がある。 [詳細] 

• [Linux 版の現象]バージョン 4.0.x のガルーンを新規で構築、またはバージョン 3.7.5以前のガ

ルーンを 4.0.0にバージョンアップすると、code ディレクトリー内のサブディレクトリーやフ

ァイルのアクセス権が 700になる。 [詳細] 

システム設定 

• 中国語の画面で「組織の所属ユーザー」または「ユーザーの所属組織」を読み込み、エラー

（GRN_CMMN_00149）が発生した場合、エラーの原因が正しく表示されない。 [詳細] 

• 中国語の画面で「ロールの所持ユーザー」または「ユーザーの所持ロール」を読み込み、エラー

（GRN_CMMN_00146）が発生した場合、エラーの原因が正しく表示されない。 [詳細] 

  

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8864
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8764
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9172
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9277
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8770
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8771
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サンプルデータ 

• サンプルデータをインストールすると、お客様番号に既定の番号（049178）が設定される。 [詳

細] 

ヘルプ 

• 「パッケージ版 ガルーン 4.0 ヘルプ」画面に、PDF 版のマニュアルへのリンクが表示され

る。 [詳細] 

ポータル 

• 「お知らせ」ポートレットの「内容」欄に、不要な横スクロールが発生する場合がある。 [詳細] 

• ロケールの言語に日本語以外の言語を設定していても、「ポートレットの設定（お知らせ）」画

面の「枠/背景の設定」の文言が、日本語で表示される。 [詳細] 

• オープン統合認証 ver.2を使用している環境で、HTMLポートレットに埋め込まれている画像が

表示されない。 [詳細] 

スケジュール 

• [iOS Safari/Android Chromeの現象]スケジュールのカレンダーを月送りすると、カレンダーの

下に[モバイル表示]のボタンが表示される。 [詳細] 

• 祝日を表示しない設定になっていると、日表示画面に施設やログインユーザー以外のユーザーの

予定を表示したときに、エラーが発生する場合がある。 [詳細] 

• 「予定の登録」画面で、ほかのタイムゾーンを適用して空き時間を確認すると、予定の日時がロ

グインユーザーのタイムゾーンで表示される。 [詳細] 

• 施設グループや施設を移動すると、施設予約の設定が正しく反映されない場合がある。 [詳細] 

• 施設グループの施設予約の設定を変更すると、子施設グループや施設に設定が正しく反映されな

い場合がある。 [詳細] 

• 予定の検索結果に、色付きの予定メニューが設定された予定が含まれていると、検索結果画面に

「標題を表示する幅」の設定が反映されない場合がある。 [詳細] 

• 予定が重複しているにもかかわらず、「予定の詳細」画面で重複を示すアイコンが表示されない

場合がある。 [詳細] 

• ログインユーザーの uid（ユーザーID）の値が、予定の参加者の uid の値より大きいと、「予定

の詳細」画面で重複を示すアイコンが表示されない場合がある。 [詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8727
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8727
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9227
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8991
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8989
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9272
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8469
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8281
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8042
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8691
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8692
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8774
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8875
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8890
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• 予定が登録されたあとに、「一般設定」画面の「予定（予約）を設定する単位」を変更すると、

「グループ日表示」画面に、予定が誤った時間帯で表示される場合がある。 [詳細] 

• 繰り返し予定が重複したときに表示されるダイアログの、重複予定の件数が正しくない。 [詳細] 

• [Internet Explorer 11 の現象]「月表示」画面で月送りボタンをクリックすると、JavaScriptエラ

ーが発生する。 [詳細] 

メッセージ 

• 振り分け保存の条件に、「宛先」と「に次を含まない」を指定すると、条件を満たさないメッセ

ージが保存先のフォルダーに振り分けられる。 [詳細] 

• 受信者によって削除されたメッセージを再利用すると、メッセージを削除したユーザーが宛先に

表示されない。 [詳細] 

この不具合は、オプションの「別のメッセージを送る」を選択した場合にも発生します。 

掲示板 

• 通知の取得処理で、サーバーのメモリーを大量に消費する場合がある。 

• 「検索結果」画面で、「検索カテゴリ」のラジオボタンの文字列部分をクリックしても、選択状

態にならない。 [詳細] 

この不具合は、「メモの検索」画面の「検索フォルダ」でも発生します。 

アドレス帳 

• 中国語の画面でアドレス帳のアクセス権を読み込み、エラー（GRN_ADDR_22254）が発生した

場合、エラーの原因が正しく表示されない。 [詳細] 

• ユーザーの名前に「英語表記」を設定していても、宛先アドレスの選択画面のユーザー名が、

「標準」に設定している名前で常に表示される。 

メール 

• 「宛先アドレスの選択」で BCCに設定した宛先が、メールの作成画面に表示されない。 [詳細] 

• 宛先にマルチバイト文字を含むメールアドレスを入力しても、メールアドレスの背景が赤くなら

ない場合がある。 [詳細] 

• ドラッグアンドドロップでメールを移動すると、フォルダーの右隣に表示される未読件数が正し

く更新されない場合がある。 [詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8835
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8272
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9219
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7978
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9231
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/3599
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8769
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8580
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8689
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8076
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• メールの下書きを変更せずに保存すると、その下書きのサイズが総メールサイズに加算され

る。 [詳細] 

• フォルダーの所属を別のメールアカウントに変更すると、「メールアカウントの総メールサイ

ズ」が正しく表示されない場合がある。 [詳細] 

• 添付ファイル付きのメールを送信する前に、編集画面に戻って下書き保存すると、保存したメー

ルの総サイズに添付ファイルのサイズが加算されない場合がある。 [詳細] 

• 受信箱以外のフォルダーのメールを検索しても、検索結果画面でページ送りのリンクをクリック

すると、「検索フォルダ」のドロップダウンリストが「受信箱」を選択した状態になる。 [詳

細] 

• メールの自動受信時刻を設定したままメールアプリケーションを使用停止にすると、スケジュー

リングサービスのログにエラー(GRN_CMMN_00004)が出力される。 [詳細] 

• メールアカウントが設定されていないか使用停止になっているユーザーが、「新着メール情報」

ポートレットを配置したポータルにアクセスすると、定期的に新着メールチェックが行われ

る。 [詳細] 

• 「新着メール情報」ポートレットからメール一覧画面に遷移すると、ツリーで選択しているフォ

ルダーとは異なるフォルダーのメールの一覧が表示される場合がある。 [詳細] 

マルチレポート 

• ファイル添付項目が必須項目の場合、ファイルを添付しなかったときのエラーメッセージに、

「項目名は必須項目です」ではなく、項目名のみが表示される。 [詳細] 

この不具合は、ワークフローでも発生します。 

• マルチレポートのメニュー項目を「所属する組織」に設定しても、初期値が「優先する組織」に

ならない。 [詳細] 

• 「レポートの変更」画面で、参加者の表示順が変わってしまう場合がある。 [詳細] 

• 存在しないファイル IDを指定して ReportFileDownload を実行した場合に発生するエラーが正

しくない。 [詳細] 

• 「レポートの作成（内容の確認）」画面から前の画面に戻ると、公開先が「公開先の初期設定」

の値に戻る。 [詳細] 

• 下書きとして保存したレポートの添付ファイルを削除すると、エラーが発生し、「下書きの詳

細」画面が表示されない。 [詳細] 

• レポートを削除しても、サーバー上に、コメントに添付したファイルが残る。 [詳細] 

  

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6026
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/3968
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8808
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5891
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5891
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5813
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8584
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5102
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8585
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7981
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/4226
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8779
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6562
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8981
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8990
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全文検索 

• インデックスの作成をショートカットキー（Ctrl+C）で中断したあと、再開すると、もう一度最

初からインデックスが作成される。 [詳細] 

モバイル表示 

• [iOS 9 Safari/Android Chromeの現象]予定の参加者または施設を選択する際に、「グループの

選択」ダイアログを表示すると、画面を下にスクロールできなくなる。 [詳細] 

ロギング 

• ワークフローの「申請者の初期値変更の許可」の項目を変更すると、操作内容とは逆の内容のロ

グが出力される。 [詳細] 

その他 

• Cybozu Desktop 2 で、スペースの一部の通知が表示されない場合がある。 

• [Linux 版の現象]スペースの再初期化や全文検索のインデックス作成を実行すると、実行したア

プリケーションの添付ファイル保存領域のアクセス権が 700になる。 [詳細] 

• [Windows 版の現象]オープン統合認証 ver.2を使用している環境で、「新着メール情報」ポート

レットを使用してメールを受信すると、エラー（FW00043）が発生する場合がある。 [詳細] 

この不具合は、「新着メール情報」ポートレットが配置されたポータルで、ほかのポートレッ

トを操作した場合にも発生する場合があります。 

 

改修された脆弱性 

レベル III（危険） 

• RSS リーダー 

o [CyVDB-866]RSS リーダーに関する不適切な入力確認の脆弱性[詳細] 

• 認証 

o [CyVDB-1018][CyVDB-1021]ログイン認証に関する LDAPインジェクションの脆弱性[詳

細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9076
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9369
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8257
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8663
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9242
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8810
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9176
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9176
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• その他 

o [CyVDB-867]任意の PHPを実行される脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-863]任意の PHPを実行される脆弱性[詳細] 

補足： 

o 上記の 4 つの脆弱性は、サイボウズ ガルーン バージョン 3.7 および 4.0 のパッチでも改

修されています。 

詳細は次のページを参照してください。 [詳細] 

レベル II（警告） 

• メール 

o [CyVDB-800]メールに関する閲覧制限回避の脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-986][Mozilla Firefoxと Google Chromeの現象]メールに関する閲覧制限回避の脆

弱性[詳細] 

o [CyVDB-948][CyVDB-963]メールに関する閲覧制限回避の脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-1032]メールに関する閲覧制限回避の脆弱性[詳細] 

レベル I（注意） 

• システム設定 

o [CyVDB-852]動作環境画面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-811]メッセージに関する閲覧制限回避の脆弱性[詳細] 

• メール 

o [CyVDB-953]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/8811
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8809
https://cs.cybozu.co.jp/2015/006027.html
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8757
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8982
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8897
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8951
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8728
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8932
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8893


2015 年 11月 30 日 Garoon 4.2 (リリースノート) 

 

  

 

©Cybozu.Inc  29 

 

その他 

その他 

• MySQL をバージョン 5.6.25 に更新。 

• PHPをバージョン 5.5.29に更新。 

• 次の動作環境の追加および除外。 

o 追加したWeb ブラウザー： 

▪ Microsoft Edge 

o 除外したWeb ブラウザー： 

▪ iOS 7の Safari 
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2016 年 2 月 29 日 
Garoon 4.2 Service Pack 1 

(リリースノート) 

変更された仕様 

スペース 

• 次の項目を表示する性能の改善。 

o ディスカッション 

o ディスカッション内のMy ToDo一覧 

o ディスカッション内の添付ファイル一覧 

 

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にガルーンをインストールし、サーバーマシンの

OS を再起動すると、MySQL のエラーログにエラー（crash recovery）が出力される場合があ

る。 [詳細] 

システム設定 

• スケジュールが使用停止になっていると、ドロップダウンリストの表示件数を変更しても、変更

した内容が保存されない。 [詳細] 

ポータル 

• 「掲示板」ポートレットのカテゴリーに「ルート」が設定されている場合、ルートへのリンクを

クリックすると、「掲示板」画面でルート以外のカテゴリーが選択される場合がある。 [詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8497
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9024
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8790
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• シングルサインオンを設定しているアプリケーションのポートレットを、ドラッグアンドドロッ

プでポータルに追加すると、追加したポートレットが「ポータルの詳細」画面に表示されない

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ボタンをクリックすると、誤った形

式で日付が表示される。 [詳細] 

スペース 

• メンバーを変更した際に送信される通知の送信日時に、スペースの更新日時ではなく作成日時が

表示される。 [詳細] 

• 複数のディスカッションが設定されているスペースを再利用する場合、「スペースの再利用」画

面で、ディスカッションの文字列部分をクリックすると、ほかのディスカッションのチェック

ボックスが選択される。 [詳細] 

• [Internet Explorer 11 の現象]コメントに文字列を入力したあと、Tabキーで[ファイルを添付]に

移動して Enterキーを押すと、[書き込む]をクリックしていないにもかかわらず、コメントが書

き込まれる場合がある。 [詳細] 

この不具合は、次のアプリケーションでも発生する場合があります。 

o メッセージ 

o 掲示板 

o メモ 

o マルチレポート 

スケジュール 

• 中国語で繰り返し予定の「予定の変更」画面を表示すると、繰り返し条件に不適切な文言が表示

される場合がある。 [詳細] 

• 「月表示」画面で、カレンダーの右端に表示される日に開始し、翌日の 0 時に終了する予定が、

翌日の欄にも重複して表示される。 [詳細] 

• [Mozilla Firefoxの現象]予定の簡易登録のポップアップウィンドウで右クリックし、コンテキス

トメニューを表示すると、ポップアップウィンドウが閉じてしまう。 [詳細] 

• 予定を iCalendar ファイルに書き出すと、「VEVENT」項目に UID（カレンダーのデータを識別

する一意のコード）が出力されない。 [詳細] 

• 「予定の調整」画面で、Webブラウザーの戻るボタン、進むボタンの順にクリックしたあと、

[キャンセルする]をクリックすると、エラーが発生する。 [詳細] 

hhttps://support.cybozu.com/ja-jp/article/8833
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8554
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8502
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9309
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8969
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9301
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8967
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8964
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8654
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8849


2016年 2月 29 日 Garoon 4.2 Service Pack 1 (リリースノート) 

 

  

 

©Cybozu.Inc  32 

 

• 開始時刻に終了時刻よりあとの時刻を設定し、施設を含む予定を登録すると、不適切なエラー

（GRN_SCHD_13207）が発生する。 [詳細] 

• 「アクセス権の設定」画面で、「組織/ユーザー」の[+]や[-]をクリックすると、エラー

（GRN_CMMN_00004）が発生する場合がある。 [詳細] 

この不具合は、電話メモの「アクセス権の設定」画面でも発生します。 

• 「予定の登録」画面で、利用申請が必要な施設を 2つ以上追加して、表示順を変更したあと、そ

のうちの 1つを削除すると、「施設の利用目的」欄が消える場合がある。 [詳細] 

メッセージ 

• ごみ箱に保存された下書きのメッセージを、「下書きの詳細」画面から削除できない。 [詳細] 

アドレス帳 

• ユーザー名簿でユーザーを検索する際、ユーザー情報の「名前」の「英語表記」欄に設定されて

いる名前で検索できない。 

この不具合は、次の機能でも発生します。 

o メールの宛先アドレスの選択 

o メールのアドレス入力欄でのインクリメンタルサーチ 

メール 

• 暗号化通信に TLSを使用するメールサーバーを利用している場合、自動転送の条件を満たすメ

ールを 1 度に 2件以上受信しても 1件しか転送されず、かつ転送したメールが送信箱に残らな

い。 [詳細] 

• メールの自動受信がユーザーデータを削除されていないユーザーで実行される。 [詳細] 

• Base64 でエンコードされ、かつ Subjectが 2 行以上に渡るメールを読み込むと、読み込んだメ

ールの標題が正しく表示されない。 [詳細] 

• ユーザー情報の「名前」の「英語表記」欄に名前が設定されていても、アドレス入力欄でのイン

クリメンタルサーチで表示されるユーザー名が、常に「標準」欄に設定されている名前で表示

される。 

• Outlook の会議出席依頼のメールを受信すると、Description の内容がデコードされない場合が

ある。 [詳細] 

  

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8915
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9302
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9025
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9310
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9300
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7903
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8968
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8966
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お気に入り 

• [Internet Explorer 11 の現象]お気に入りの数が上限値を超えても、エラー

（GRN_STAR_49001）が発生せず、空白の画面が表示される場合がある。 [詳細] 

• アクセス権が設定されているカテゴリーのレポートフォームを使用したレポートをお気に入りに

登録している場合、「お気に入り」画面を表示すると、エラー（PHP00004）が発生する場合が

ある。 [詳細] 

ワークフロー 

• 「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。 [詳細] 

• 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。 [詳細] 

• 「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。 [詳細] 

• 「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。 [詳細] 

この不具合は、次の項目でも発生します。 

o 「マルチレポート」ポートレットの「作成者」欄 

マルチレポート 

• 「レポートの管理」画面で、レポートを CSVファイルに書き出すと、操作したユーザー本人の

下書きのレポートも書き出される。 [詳細] 

• レポートの印刷用画面に作成者が表示されない。 [詳細] 

• 下書きのレポートの「印刷の設定」画面で[戻る]をクリックすると、エラー

（GRN_RPRT_31152）が発生し、「下書きの詳細」画面に戻れない。 [詳細] 

• ユーザー画面の「添付ファイルの更新」画面で、ファイルに関するバリデーションエラーが発生

すると、ファイルを添付し直しても「ファイルをアップロードできません」と表示される場合

がある。 [詳細] 

• 下書きのレポートを再利用した場合、「レポートの作成(内容の確認)」画面でパンくずリストの

[レポートの詳細]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/7894
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9311
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9029
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9307
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8927
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8806
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7999
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8356
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9275
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9017
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8952
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ケータイ 

• ワークフローで、承認された申請をほかの処理者が確認しても、確認済みにならない。 [詳細] 

モバイル表示 

• [iOS Safari/Android Chrome の現象]申請に添付されたファイルをタップすると、エラー

（GRN_WRKF_25251）が発生する。 [詳細] 

• [iOS Safari/Android Chrome の現象]宛先に不正なメールアドレスを入力してエラー

（GRN_MAIL_24171）が発生すると、誤ったフォーマットでエラーメッセージが表示される場

合がある。 [詳細] 

• [Android Chromeの現象]メールの宛先に何も入力せずに[送信]をタップすると、画面がフリーズ

する。 [詳細] 

ロギング 

• [Windows 版の現象]ログをアーカイブする際に Fatal error が発生し、アーカイブに失敗する。 [詳

細] 

連携 API 

• WorkflowHandleApplications を使用して KUNAIから申請を処理する場合、項目タイプに必須項目

かつ、承認者の編集権限がある「ファイル添付」が含まれていると、必須項目に値が設定されてい

てもエラー（GRN_WRKF_25850）が発生する場合がある。 [詳細] 

• MailModifyFoldersを使用すると、受信箱や送信箱など、フォルダーを追加できないフォルダーに

フォルダーを追加できる。 [詳細] 

  

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9127
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9218
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8667
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9304
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9373
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9373
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9121
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8928
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改修された脆弱性 

Critical(緊急) 

o 該当なし 

High(重要) 

o 該当なし 

Medium(警告) 

• ポータル 

o [CyVDB-932]ポートレットに関する操作制限回避の脆弱性[詳細] 

• スケジュール 

o [CyVDB-977]スケジュールに関するサービス運用妨害 (DoS) の脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-1000]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] 

• メール 

o [CyVDB-928]メールに関する操作制限回避の脆弱性[詳細] 

o [CyVDB-946][Internet Explorer 9 の現象]メールに関する閲覧制限回避の脆弱性[詳細] 

• ネット連携サービス 

o [CyVDB-988]ネット連携に関する Open Redirectの脆弱性[詳細] 

• マルチレポート 

o [CyVDB-934]マルチレポートに関する閲覧制限回避の脆弱性[詳細] 

• ロギング 

o [CyVDB-974]ログに関するパス・トラバーサルの脆弱性[詳細] 

• ベース 

o [CyVDB-973]PHPプログラムに関するパス・トラバーサルの脆弱性[詳細] 

• 連携 API 

o [CyVDB-989]APIに関する閲覧制限回避の脆弱性[詳細] 

  

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9020
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8983
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9303
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8845
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8919
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8987
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8877
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9305
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9306
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8970
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Low(注意) 

• メッセージ 

o [CyVDB-919]メッセージに関する操作制限回避の脆弱性[詳細] 

• 電話メモ 

o [CyVDB-937]電話メモに関する操作制限回避の脆弱性[詳細] 

• ネット連携サービス 

o [CyVDB-987]ネット連携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/8953
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8891
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8988
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2016 年５月 30 日 
Garoon 4.2 Service Pack 2 

(リリースノート) 

変更された仕様 

ロギング 

• 繰り返し予定が「すべての予定」を選択して削除されたときに、「range='all'」がログに出力さ

れるように変更。 

ベース 

• 大量のファイルや大容量のファイルの一括添付によって処理に時間がかかる場合に、ファイルの

アップロードのエラーが発生しにくくなるように改善。 

 

改修された不具合 

インストーラー 

• 日本語または中国語のサーバーOSにインストールされているガルーンに、Cybozu Garoon 4.2 

Service Pack 1 を適用する際、使用許諾契約書の内容が途中までしか表示されない。 [詳細] 

ポータル 

• 「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し

たあとに[電話メモ履歴]をクリックすると、エラー（GRN_PHNM_19000）が発生する。 [詳細] 

• 「ポータルの詳細」画面で、使用を停止したアプリケーションのポートレットを配置すると、ス

ピナーが消えず、リンクやボタンをクリックしても応答しない。 [詳細] 

  

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9464
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9274
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9416
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スペース 

• 共有 ToDoを追加または変更する際、担当者に設定するユーザーを標準の名前で検索すると、該

当するユーザーが存在しても検索結果に表示されない場合がある。 [詳細] 

スケジュール 

• 施設を含む繰り返し予定を登録する際、開始時刻と終了時刻に同じ時刻を指定していてもエラー

が発生せず、予定を登録できてしまう。 [詳細] 

• 予定を登録する際、予定に含まれる施設が仮予定と重なっていてもエラーが発生せず、予定を登

録できてしまう場合がある。 [詳細] 

• アクセス権を CSVファイルに書き出す際、一部のアクセス権が出力されない場合がある。 [詳

細] 

o コメント一覧やユーザー名簿などにプロフィール画像を表示する設定にしている場合、ユ

ーザー名のリンクをクリックすると、「ユーザー情報の詳細」画面がポップアップウィン

ドウで表示される。[詳細] 

o 「予定の登録」画面で日付指定カレンダーを表示すると、[キャンセルする]をクリックして

も、前の画面に戻れない場合がある。[詳細] 

メッセージ 

• メッセージの宛先を変更すると、そのユーザーが最終更新者になる場合がある。 [詳細] 

• システム管理画面でメッセージを検索し、検索結果をファイルに出力すると、メッセージの宛先

に差出人が含まれていないにもかかわらず、出力結果の「宛先」欄に差出人が含まれている場

合がある。[詳細] 

• 「フォルダ内の全データを削除する」機能を使用してメッセージを削除すると、削除されたメッ

セージがごみ箱に移動された際に、そのメッセージの更新通知が解除される。 [詳細] 

メール 

• [Internet Explorer 9 の現象]メールの本文を作成または編集する際に「書式編集」を選択する

と、JavaScript エラーが発生する。 [詳細] 

• 自動転送したメールに、転送を表すアイコンが表示されない場合がある。 [詳細] 

• メールソースの「In-Reply-To」の値が<>で囲まれていない。 [詳細] 

• メールの自動転送でエラーが発生しても、エラーの原因がログに出力されない。 [詳細] 
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• 署名の位置を「引用文の前」に設定していても、下書きとして保存したメールを送信すると、送

信したメールの署名が引用文の後に表示される場合がある。 [詳細] 

• 個人設定で、送信前に確認画面を表示しない設定にしている場合、引用文の前に署名をつけた

HTML メールを返信または転送すると、送信したメールの詳細画面に一部のオプションメニュ

ーが表示されない場合がある。 [詳細] 

• ユーザーアカウント（メールアカウント）を使用停止にすると、ユーザーを削除していないにも

かかわらず、「ユーザーアカウントの一括停止」画面に「削除されたユーザー」と表示され

る。 [詳細] 

ワークフロー 

• 承認経路の 2人目以降の処理者が、申請に添付されているファイルを更新してから承認しようと

すると、エラー（GRN_WRKF_25322）が発生して承認できない場合がある。 [詳細] 

この不具合は、「添付ファイル」項目が CSVファイルに書き出す項目に設定されている場合に

発生します。 

マルチレポート 

• レポートを変更すると、変更したレポートに添付されているファイルの「ファイル情報」欄や

「更新情報」欄の値が初期値に戻る。 [詳細] 

ケータイ 

• アドレス帳検索を使用した宛先が 2 つ以上指定されているメールを送信しようとすると、エラー

（GRN_MAIL_24604）が発生する。 [詳細] 

全文検索 

• 検索ボックスに、先頭のみに「／」（全角のスラッシュ）を含む文字列を入力して検索を実行す

ると、エラー（GRN_FTS_00001）が発生して検索できない。 [詳細] 

• 削除予定ユーザーのデータに、ファイルが添付された既読メールが含まれていると、全文検索の

インデックスを作成する際に Fatal error が発生する場合がある。 [詳細] 

• [Windows 版の現象]大量のファイルが添付されているメールを受信すると、添付ファイルをイン

デックスするための一時ファイルが、tmp_solr_index 以外のディレクトリーに作成される場合

がある。 [詳細] 
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• メールの添付ファイルパートの boundaryが破損している場合、その添付ファイルと同じ名前の

ファイルを検索しても、該当するファイルが検索結果に表示されない場合がある。 [詳細] 

• メールの添付ファイルパートの boundaryが破損していると、フルインデックスの作成時に添付

ファイルパートの取得に失敗し、一時ファイルが正しく作成されない。 [詳細] 

添付ファイルパートの取得に失敗したメールのファイルは、検索できません。 

ロギング 

• 期間予定、繰り返し予定、または仮予定を削除しても、ログが出力されない。 [詳細] 

書式設定 

• [Microsoft Edge の現象]メッセージの本文や掲示の本文などを入力する際、「書式編集」を選択

して入力欄の任意の場所をクリックしたあと、2 行目以降をクリックすると、カーソルが消えて

文字を入力できなくなる場合がある。 [詳細] 

• [Google Chrome の現象]メッセージの本文や掲示の本文などを入力する際、「書式編集」を選択

したあと入力欄の 2 行目以降をクリックすると、カーソルが消えたり、点滅しなくなったりす

る場合がある。 [詳細] 

• メモや掲示の本文などを入力する際、書式編集を使用して特殊文字を記述すると、一覧画面や印

刷用画面などで、特殊文字が文字実体参照で表示される場合がある。 [詳細] 

ベース 

• common.iniの[BackupMode]セクションに disableパラメーターが存在しない場合、初期化のコ

マンドを実行しても応答がなく、ガルーンが初期化されない。 [詳細] 

• [iOS Safariの現象]iPhoneのピッカーでユーザーを選択すると、Safari が終 了する場合があ

る。[詳細] 

連携 API 

• request_token を指定した CabinetAddFile または CabinetUpdateFile を使用してアップロード

されたファイルを、ダウンロードして表示しようとすると、正しく表示されない場合があ

る。 [詳細] 

• ReportGetReportById または ReportSearchReports を使用すると、レポートの「時刻」項目の

値を取得できない。 [詳細] 
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その他 

• メッセージや掲示板などで、[ファイルを添付]をクリックしてファイルを添付すると、同じファ

イルを連続して添付できない場合がある。 [詳細] 

• [Windows 版の現象]コマンドラインを使用して CSVファイルからデータを読み込む場合、コマ

ンド内のファイルのパスに全角の文字が含まれていると、エラー（FW00048）が発生す

る。 [詳細] 

• ファイルをサーバーにアップロードしようとすると、アップロードのリクエストが二重に送信さ

れる場合がある。 [詳細] 
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2016 年 8 月 29 日 
Garoon 4.2 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。 

メール 

• 大量のファイルや大容量のファイルを添付したメールの送信時に、エラーが発生しにくくなるよ

うに改善。 

ケータイ 

• [ログアウト]を、リンクからボタンに変更。 

 

改修された不具合 

インストーラー 

• [Windows 版の現象]CGIが配置されているディレクトリーのパスにスペースが含まれていると、

Cybozu Garoon 4.2 Service Pack 2 を適用できない。 [詳細] 

システム設定 

• 拠点の表示名の CSVファイルから空欄の拠点名を読み込むと、その拠点に標準の表示名が設定

されていても、「拠点の設定」画面の拠点名が空欄で表示される場合がある。 [詳細] 
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個人設定 

• シングルサインオンの登録者または更新者が削除されたあと、個人設定の「シングルサインオン

の詳細」画面を表示しようとすると、Fatal error が発生する。 [詳細] 

• ユーザーの名前に「英語表記」を設定していても、Myグループの「ユーザーの順番変更」画面

で、所属ユーザーが、「標準」に設定している名前で常に表示される。 

ポータル 

• 削除されたフォルダーがごみ箱に保存されていると、そのフォルダーが、システム管理の「ポー

トレットの設定（ファイル管理）」画面の「フォルダ」欄に表示される。 [詳細] 

スペース 

• 非公開のスペースのメンバーから削除されたあと、そのスペースの通知を確認すると、エラー

（GRN_SPACE_00001）が発生して通知が既読にならない場合がある。 [詳細] 

• カテゴリー名が空のスペースの CSVファイルを読み込むと、標準のカテゴリー名が、言語ごと

の表示名で上書きされる。 [詳細] 

• 共有 ToDoの添付ファイルを更新すると、全文検索の検索結果に更新前と更新後の両方のファイ

ルが表示される場合がある。 [詳細] 

• 共有 ToDoの添付ファイルを更新すると、更新後のファイルが全文検索の検索結果に表示されな

い場合がある。 [詳細] 

• [Internet Explorer の現象]ディスカッション画面で、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も、前の画面に戻れない場合がある。 [詳細] 

• ディスカッションのページ送りのリンクをクリックし、コメントを書き込むと、もう一度ページ

送りのリンクをクリックしても画面が遷移しない場合がある。 [詳細] 

• [Microsoft Edge の現象]コメントに文字列を入力したあと、Tabキーで[ファイルを添付]に移動

して Enterキーを押すと、[書き込む]をクリックしていないにもかかわらず、コメントが書き込

まれる場合がある。 [詳細] 

この不具合は、次のアプリケーションでも発生する場合があります。 

o メッセージ 

o 掲示板 

o マルチレポート 
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• スペースの利用が許可されていない場合、「カテゴリの設定」画面で[+]や[-]をクリックする

と、エラー（GRN_CMMN_00004）が発生する。 [詳細] 

スケジュール 

• 印刷用画面で、タイトルの表示を「予定メニューのみ」にすると、特定の記号を含む予定メニュ

ーが二重エスケープされる。 [詳細] 

• 予定の参加者を変更、または削除しても、予定の通知メールの件名に[登録]と表示される場合が

ある。 [詳細] 

• [iOS Safari/Android Chrome の現象]PC表示で日付指定カレンダーを表示すると、日付指定カレ

ンダーの下に[モバイル表示]のボタンが表示される。 [詳細] 

• 組織の予定にアクセス権が設定されていると、「予定の登録」画面の「参加者」に組織名が表示

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、特定の記号を含む期間予定のタイトルがエスケープされる。 [詳細] 

• 登録者のタイムゾーンと異なるタイムゾーンが適用されている予定を、施設の利用申請が承認さ

れたあとに変更すると、利用申請の処理状況が「申請中」に戻る。 [詳細] 

• ユーザー名を表示する言語を「English」のみに設定していても、繰り返し予定の「予定の変

更」画面で、変更前の参加者が標準の名前で表示される。 [詳細] 

• 週表示の印刷用画面で、「タイトルの表示」を「予定メニューのみ」に設定しても、予定メニュ

ーが表示されない。 [詳細] 

• 施設グループの運用管理者が、施設の予約時間を「予約設定の可能な最大時間」の設定値より長

い時間に変更する場合、ドラッグアンドドロップで変更すると、エラー (GRN_SCHD_13218)

が発生する。 [詳細] 

• ユーザーの名前に「英語表記」を設定していても、予定の印刷用画面の参加者名が、「標準」に

設定している名前で常に表示される。 

• [Internet Explorer の現象]「月表示」画面で、2 回以上連続して週送りボタンをクリックする

と、BackspaceキーやWeb ブラウザーの戻るボタンをクリックしても、前の画面に戻れない場

合がある。 [詳細] 

• ユーザーを使用停止にしても、「グループ日表示」画面や「グループ週表示」画面に表示される

ユーザーのアイコンが、使用停止ユーザーのアイコンにならない。 [詳細] 
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メッセージ 

• 「宛先」欄からユーザーを削除しても、「許可されたユーザー」に指定されたユーザーの一覧か

らは削除されない場合がある。 [詳細] 

この不具合は、スペースのメンバーを削除した際に、スペースの管理者の一覧でも発生しま

す。 

ファイル管理 

• 「ルート」フォルダーの「フォルダの詳細」画面で、「登録情報」欄と「更新情報」欄の

Administrator がリンクにならない。 [詳細] 

• 特定の記号を含むフォルダー名が、二重エスケープされる。 [詳細] 

この不具合は、次の項目でも発生します。 

o スケジュール：予定のタイトル 

o ワークフロー：申請経路の説明 

• 特定の記号を含むフォルダー名のフォルダーにサブフォルダーを追加しようとすると、「アクセ

ス権」項目と「通知設定」項目のドロップダウンリストで、親フォルダーのフォルダー名が二

重エスケープされる。 [詳細] 

この不具合は、掲示板でサブカテゴリーを追加する場合にも発生します。 

電話メモ 

• コメント一覧やユーザー名簿などにプロフィール画像を表示する設定にしている場合、電話メモ

からシングルサインオン先のシステムにアクセスできない。 [詳細] 

タイムカード 

• 「タイムカードの書き出し」画面の「書き出す期間」に表示される初期値と、「タイムカード」

画面に表示される期間が異なる場合がある。 [詳細] 

アドレス帳 

• 「個人名」項目の姓が空欄で登録されているアドレスを変更または再利用すると、「個人名（よ

み）」項目の姓が空欄になる。 [詳細] 

• アドレス帳の「ファイル」項目が必須項目の場合、ファイルを添付しなかったときに不適切なエ

ラーメッセージが表示される。 [詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9421
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9518
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9520
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6460
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8850
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9390
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8861
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9507


2016年 8月 29 日 Garoon 4.2 Service Pack 3 (リリースノート) 

 

  

 

©Cybozu.Inc  46 

 

メール 

• 引用文の前に署名が配置されている HTMLメールを、「メールの送信確認」画面を表示せずに

返信または転送すると、text/plain パートに HTMLタグが挿入される。 [詳細] 

• コマンドラインを使用して受信メールを一括削除する際、宛先に削除予定ユーザーを含むメール

があると、Fatal error が発生する。 [詳細] 

• [Internet Explorer とMozilla Firefoxの現象]3 ペイン（プレビュー表示）で、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も、前の画面に戻れない場合がある。 [詳細] 

通知一覧 

• ヘッダーのベルアイコンをクリックし、通知件数を更新すると、それ以降に通知件数の自動取得

処理が行われても、「いいね！」（リアクション）の件数が更新されない場合がある。 [詳細] 

ワークフロー 

• 「数値」項目を未入力にして申請を作成すると、「数値」項目に「0」が表示される。 [詳細] 

この不具合はマルチレポートでも発生します。 

• 申請フォームをコピーすると、コピー元の申請フォームの更新情報が更新される。 [詳細] 

• 「日付」項目が空欄の申請を下書きとして保存したあと、その下書きを編集しようとすると、エ

ラー（FW00030）が発生する場合がある。 [詳細] 

• 申請フォームの項目の説明に書式編集を使用すると、その項目の「項目の詳細」画面に HTML

タグが表示される。 [詳細] 

マルチレポート 

• [Internet Explorer の現象]受信一覧画面でページ送りをしたあと、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も、前の画面に戻れない場合がある。 [詳細] 

この不具合は、スケジュールの「月表示」画面でも発生します。 

• システム管理権限を持たない、マルチレポートのアプリケーション管理者が、「一般設定」画面

で設定を変更しても、変更した内容が反映されない。 [詳細] 

• 「関連付けるレポートを選択」ダイアログで、非公開のレポートに鍵アイコンが表示されな

い。 [詳細] 

• システム管理の「ファイル」の「一般設定」画面で、「ファイル一括添付」が無効になっている

と、ファイルを添付したレポートを作成できない。 [詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9517
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9391
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9632
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8918
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9497
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9487
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9490
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5249
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/4683
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9514
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9440
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9651
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ケータイ 

• 「日付」項目が未入力のレポートをケータイで表示すると、「日付」項目が空欄にならずに、

「1970年 01月 01 日」と表示される。 [詳細] 

• 繰り返し予定が通常予定に変更されたあと、その予定が登録された際に送信された通知をクリッ

クすると、不適切なエラーが発生する場合がある。 [詳細] 

全文検索 

• コマンドラインを使用して全文検索のインデックスを作成すると、差出人でメッセージの最終更

新者を検索できなくなる。 [詳細] 

モバイル表示 

• [iOS Safari/Android Chrome の現象]メールの一覧でページ送りをし、メールの詳細画面を表示

したあと前の画面に戻ると、直前の画面ではなく、先頭の画面が表示される。 [詳細] 

この不具合は、メッセージの一覧画面でも発生します。 

ベース 

• 拠点名に複数の言語の表示名を追加したあと、いずれかの表示名を削除すると、その拠点に追加

したすべての表示名が削除されてしまう。 [詳細] 

• [Linux 版の現象]スケジューリングサービスの起動中にMySQLを再起動すると、それ以降に予

定されているスケジューリングサービスのタスクが実行されない場合がある。 [詳細] 

• 印刷用画面で文字サイズを 19ptに設定しても、画面の表示や印刷時の文字サイズは、18pt にな

る。 [詳細] 

その他 

• シングルサインオンの変数の初期値に「ユーザー情報」が設定されていると、指定した変数に正

しい値が反映されない場合がある。 [詳細]

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9512
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9400
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9021
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9516
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9622
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9496
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9453
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9467
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2016 年 10 月 11 日 
Garoon 4.2 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/2016/006265.html 

 

  

https://cs.cybozu.co.jp/2016/006265.html
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2016 年 11 月 28 日 
Garoon 4.2 Service Pack 4 

(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 

システム設定 

• ロケールの言語を「English」に設定して、組織情報を CSVファイルに書き出すと、項目名の

「Parent organization code」が「New organization code」に変更されてしまう。 [詳細] 

• 「組織名の読み込み」画面で、組織名の CSVファイルを指定せずに[次へ]をクリックすると、不

適切なエラーが発生する場合がある。 [詳細] 

ポータル 

• 個人設定で、画像が含まれる HTMLポートレットをファイルから読み込み、書き出すと、画像

データが書き出されない。 [詳細] 

スペース 

• [Internet Explorer の現象]ディスカッションのコメントの未読通知をクリックしたにもかかわら

ず、ディスカッション画面の最上部が表示される。 [詳細] 

• ディスカッションの本文に添付されている画像ファイルを、「添付ファイルの更新」画面で同じ

名前のファイルで更新すると、ディスカッションの本文に更新前の画像が表示される。 [詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5720
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5761
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8081
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9729
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9652
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• Web ブラウザーの「お気に入り」や「ブックマーク」に登録したディスカッションの URLをク

リックして、ガルーンにログインすると、同じスペースの先頭のディスカッションが表示され

る。 [詳細] 

• スペースのメモを最後に更新したユーザーが削除されても、「更新者」欄のユーザー名がリンク

になっている。 [詳細] 

• ユーザーを使用停止にしても、スペースのメモに表示されるユーザーのアイコンが、使用停止ユ

ーザーのアイコンにならない。 [詳細] 

リンク集 

• 「リンクの詳細」画面の URL欄で、リンク先を同じウィンドウで表示するアイコンのツールチ

ップが、「別窓で開く」と表示される。 [詳細] 

• データベースエンジンが再起動されたあとにリンクを追加すると、リンクの順番を変更しても一

覧に反映されない場合がある。 [詳細] 

スケジュール 

• V-CUBEミーティング連携を設定した施設を含む予定を簡易登録すると、不要なエラーメッセー

ジが表示される。 [詳細] 

• 名前に「英語表記」を設定しているユーザーが非公開予定を登録すると、施設の予定の一覧で、

登録者名が常に「標準」に設定している名前で表示される。 

• 「今回の予定だけ（YYYY年MM 月 DD日）」で削除した繰り返し予定が、iCalendar ファイル

に書き出されてしまう場合がある。 [詳細] 

• 予定の印刷用画面で、ユーザー名の後に「優先する組織名」と「英語名」が表示されない。 [詳

細] 

• 組織の予定で「登録」アイコンをクリックして「予定の登録」画面を表示すると、「参加者」欄

で、特定の記号を含む組織名が二重エスケープされる。 [詳細] 

• 繰り返し予定または期間予定の詳細画面から印刷用画面を表示すると、期間や日時が、その予定

を登録したユーザーのタイムゾーンで表示される。 [詳細] 

• 「予定の詳細」画面のオプションの[参加者／施設の週予定を見る]をクリックし、「グループ週

表示」画面で予定を簡易登録すると、登録後の画面に参加者の週予定が表示されない。 [詳細] 

• 予定を簡易登録したあと、予定のタイトルのツールチップが表示されない場合がある。 [詳細] 

• 予定を登録したユーザーが削除されたあと、その予定を検索すると、検索結果の「登録者」欄に

ユーザー名が表示されない。 [詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5938
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6020
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6470
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9584
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5630
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9175
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/4247
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/4161
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/4161
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5939
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5982
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6219
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6221
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9663
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• 施設グループの運用管理者が、「繰り返しの施設予約」が許可されていない施設を含む繰り返し

予定を登録できない場合がある。 [詳細] 

メッセージ 

• [CyVDB-1051]コマンドライン（delete_messages.csp）を使用してメッセージを一括で削除し

たあとに、 宛先から削除されたユーザーのメッセージが復活し、更新される場合がある。 

この不具合は、サイボウズ ガルーン バージョン 3.7および 4.2のパッチプログラム（修正プ

ログラム）でも改修されています。 

詳細は次のページを参照してください。 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9707 

• 宛先から削除され、再度追加されたメッセージが、受信箱に表示されない場合がある。 [詳細] 

掲示板 

• カテゴリーの運用管理者が、カテゴリー内のサブカテゴリーの順番を変更できない場合があ

る。 [詳細] 

電話メモ 

• 「電話メモ」画面で、ログインユーザーを含まないMyグループを選択すると、一覧の最後のユ

ーザーが表示されない場合がある。 [詳細] 

アドレス帳 

• 運用管理者以外のユーザーの「アドレスの検索」画面で、検索結果の一覧の上部に[削除する]の

ボタンが表示される。 [詳細] 

• アドレス帳の「個人名」項目や「個人名（よみ）」項目が必須項目で、かつ未入力の場合、不適

切なエラーメッセージが表示される。 [詳細] 

メール 

• common.iniの[FTS]セクションで、enable_ftsの値が「2」に設定されている場合、メール画面

を 3ペイン（プレビュー表示）で表示すると、ヘッダーに全文検索の検索ボックスが表示され

る。 [詳細] 

• ヘッダーの From、To、または Ccのいずれかに、長い文字列が含まれる場合、そのメールに返

信すると、引用文のあとに署名が配置される場合がある。 [詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8954
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9707
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9711
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5871
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/4759
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5422
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6438
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9521
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8271
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• 送信前の確認画面を表示しない設定にしていると、メールを返信しても、ヘッダーに「In-

Reply-To」フィールドが設定されない。 [詳細] 

• タイムゾーンに「(UTC+00:00) UTC」を適用しているシステム管理者が、「メールの自動受

信」に複数の指定時間を設定すると、すべての指定時間が、最後に追加した指定時間の時刻で

表示される。 [詳細] 

補足： 

o 指定時間の表示が変わっても、データベースに保存されている指定時間の情報は変わりま

せん。メールの自動受信は、データベースに保存されている指定時間の時刻どおりに実行

されます。 

• 引用文の前に署名をつけた HTMLメールを返信または転送すると、本文の記号が文字化けす

る。 [詳細] 

• メール以外のアプリケーションが使用停止になっていると、ログイン画面からログインできない

場合がある。 [詳細] 

• 「メール」画面を 1 回も表示したことがないユーザーが、Cybozu Desktop 2でメールを受信で

きない。 [詳細] 

• 個人設定で、送信前に確認画面を表示しない設定にしている場合、引用文の前に署名をつけて、

かつファイルを添付した HTML メールを返信または転送すると、送信したメールの添付ファイ

ルをダウンロードできない。 [詳細] 

RSS リーダー 

• RSS リーダーを使用停止にしているにもかかわらず、RSS 情報を受信できる。 [詳細] 

• CSVファイルの先頭行に項目名を書き出す設定にしても、「メモ」の項目名が書き出されな

い。 [詳細] 

お気に入り 

• アプリケーション名を変更しても、「お気に入り」ポートレットのタイトルに変更前のアプリケ

ーション名が表示される。 [詳細] 

ワークフロー 

• 複数の申請フォームが含まれている XMLファイルから、「（未分類）」カテゴリーにデータを

読み込むと、エラー (GRN_WRKF_25000)が発生して読み込みに失敗する場合がある。 [詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9661
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9554
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9522
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9662
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9671
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9666
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/3949
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6095
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5966
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/4032
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• 運用管理画面で申請データを検索すると、却下された申請の「最終承認者欄」に、削除されたユ

ーザーであることを示す文字列が表示され、かつユーザー名がリンクにならない。 [詳細] 

• 「カテゴリの追加」画面で、必須項目を空欄にしたまま[追加する]をクリックすると、「親カテ

ゴリ」欄のカテゴリー名が消える。 [詳細] 

• 複数の「ラジオボタン」項目が設定されている申請フォームを使って申請を作成する際、経路を

設定してから前の画面に戻ると、意図しない「ラジオボタン」項目が選択状態になる場合があ

る。 [詳細] 

• [iOS Safari/Android ブラウザーの現象]ワークフローの未処理一覧で、「番号」のボタンに、10

以降の番号が正しく表示されない場合がある。 [詳細] 

• サイボウズ KUNAI を使用すると、必須項目に設定されている「日付」項目が未入力でも、その

項目の編集権限を持つ処理者は申請を処理できてしまう。 [詳細] 

マルチレポート 

• 予定から作成し、下書きとして保存したレポートの「下書きの詳細」画面で、[関連付けを削除

する]をクリックすると、不要な通知が送信される。 [詳細] 

• 「参加者/通知先の詳細」画面で表示されるユーザーの表示順が、「レポートの作成（内容の入

力）」画面で指定した表示順と異なる。 [詳細] 

• 「レポートの検索」画面のドロップダウンリストで、特定の記号を含む項目名が二重エスケープ

される。 [詳細] 

• 予定からレポートを作成すると、マルチレポートの利用権限がないユーザーが、レポートの「参

加者」欄や「参加者以外の通知先」欄に表示される場合がある。 [詳細] 

• 運用管理者がレポートフォームの移動先を指定する際、親カテゴリーのカテゴリー名をクリック

すると、エラー（GRN_RPRT_31026）が発生し、移動先を選択できない場合がある。 [詳細] 

• 絞り込みの推奨ユーザーに設定されているユーザーが削除されると、その絞り込みの「絞込の変

更」画面を表示した際に Fatal error が発生する。 [詳細] 

• 「マルチレポート」ポートレットに「（未分類）」カテゴリの絞り込みを設定すると、エラー 

（GRN_RPRT_31000）が発生する。 [詳細] 

• 下書きとして保存したレポートの「添付ファイルの詳細」画面で、[ファイル情報を変更する]を

クリックすると、エラー（FW00001）が発生して「添付ファイルの変更」画面が表示されな

い。 [詳細] 

  

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5574
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6072
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6065
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6241
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9726
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9583
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5062
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/5872
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8094
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6030
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6031
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6137
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6118
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ケータイ 

• スケジュールの「共有ユーザー追加」画面で、選択した組織に移動すると、組織名の右に[詳細]

が表示される。 [詳細] 

モバイル表示 

• [iOS Safari/Android Chrome の現象]モバイル表示の「組織選択」画面で、組織の表示順が「組

織の順番変更」画面で設定した表示順と異なる場合がある。 [詳細] 

• [iOS 10 Safari の現象]モバイル表示を使用すると、「添付ファイル」欄が表示されず、ファイル

を添付できない。 [詳細] 

ローカライズ 

• 使用しているロケールの言語が、システム管理の一般設定の「選択可能な言語」から削除される

と、ガルーンにログインする際にエラー（FW00001）が発生する場合がある。 [詳細] 

ベース 

• 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場合がある。 [詳細] 

• 言語ごとの表示名にスペースのみを入力しても、バリデーションエラーが発生せず、空の表示名

が追加される。 [詳細] 

連携 API 

• WorkflowGetReceivedApplicationsById で申請情報を取得すると、ロケールの言語に日本語以外

の言語を設定していても、「チェックボックス」項目の値が日本語で表示される。 [詳細] 

• MailReplyMails を使用してメールを返信すると、返信済みを示すアイコンが表示されない。 [詳

細] 

• ScheduleRemoveTemporaryEventCandidatesを使用すると、誤った施設の仮予定が削除される

場合がある。 [詳細] 

• ScheduleDetermineTemporaryEventsを使用すると、誤った施設の仮予定が確定する場合があ

る。 [詳細] 

• MailGetMailVersions を使用してメールの更新情報を取得すると、Fatal errorが発生する場合が

ある。 [詳細] 

 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9502
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9673
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9748
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6123
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6102
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6024
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9592
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8252
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/8252
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6471
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/6472
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7779
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2017 年 2 月 27 日 
Garoon 4.2 Service Pack 5 

(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。 

メール 

• 文字コードが Windows-874の場合も、タイ語として自動判定するように変更。 

 

改修された不具合 

スケジュール 

• 予定を簡易登録すると、「スケジュール（グループ日表示）」ポートレットに表示されていた共

有 ToDo が消える。[詳細] 

• 施設の予約時間が「予約設定の可能な最大時間」の設定値を超えていても、その施設を含む、日

をまたぐ繰り返し予定を登録できる。[詳細] 

• 「予定の調整（ユーザー/施設の選択）」画面の［全組織から選択する］をクリックし、「ユー

ザー選択」画面で組織を選択しても、所属しているユーザーが表示されない場合がある。[詳細] 

• 仮予定に、異なる施設を含む複数の日時候補が設定されていると、候補に含まれる施設で、ほか

の日時候補と重複する時間帯の予定を登録できない[詳細] 

• 仮予定に含まれる施設の「月表示」画面で、選択していない施設の仮予定も表示される場合があ

る。[詳細] 

  

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9692
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9725
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9759
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9806
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9805
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メッセージ 

• メッセージの画面にアクセスしたことがないユーザーを宛先から削除した場合、再度追加して

も、そのユーザーに更新通知が通知されない。[詳細] 

掲示板 

• ユーザーの名前に「英語表記」を設定しても、掲示の差出人のユーザー名が常に、「標準」に設

定している名前で書き出される。 

この不具合は、システム管理画面または運用管理画面で掲示をファイルに出力すると、発生し

ます。 

ファイル管理 

• 「ファイル管理」ポートレットの[設定]をクリックすると、エラー （GRN_CBNT_17002）が発

生し、「ポートレットの設定（ファイル管理）」画面が表示されない場合がある。[詳細] 

メール 

• Microsoft Outlook から送信された会議出席依頼のメールに添付ファイルが含まれていると、メ

ールの本文に日時と場所の情報が表示されない。[詳細] 

• Microsoft Outlook から送信された会議出席依頼のメールに添付ファイルが含まれていると、メ

ールの本文に日時と場所の情報が表示されない。[詳細] 

• Microsoft Outlook から送信された会議出席依頼のメールの Content-Transfer-Encoding が

base64だった場合、メールの本文に日時と場所の情報が表示されない。[詳細] 

• [Internet Explorer とWindows版 Chromeの現象]To または Ccに入力した文字列を Bccにドラ

ッグすると、「Bcc:」欄に不要な横スクロールバーが表示される場合がある。[詳細] 

• 返信メールのヘッダーの「References」フィールドで、2行目の先頭に半角スペースが挿入され

ない場合がある。[詳細] 

お気に入り 

• お気に入りを追加日時でソートしても、ページ送りをすると、ソートする前の順番で表示され

る。[詳細] 

  

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9814
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9699
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9698
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9698
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9706
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9723
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9755
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9714
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ワークフロー 

• 1 つの経路ステップで複数の処理者が同時に承認すると、2人目以降の処理者の承認結果が、次

の経路ステップに反映される場合がある。[詳細] 

• 1 つの回覧ステップに設定されている多数の処理者が、その申請を同時に処理すると、デッドロ

ックが発生する場合がある。 

 

その他 

その他 

• 次の動作環境を追加。 

o OS： 

▪ Windows Server 2016 Standard Edition 

▪ Windows Server 2016 Datacenter Edition 

 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9670
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2017 年 5 月 29 日 
Garoon 4.2 Service Pack 6 

(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 

スペース 

• スペースに、言語ごとに表示名が設定されていても、「カテゴリの設定」画面には、常に標準の

スペース名が表示される。[詳細] 

• スペースが削除されたあと、ヘッダーのベルアイコンからそのスペースの通知を確認すると、通

知が既読にならない。[詳細] 

• 親カテゴリーのカテゴリーIDがサブカテゴリーのカテゴリーIDよりも大きい場合、スペースの

画面で、パンくずリストと 1つ上の画面へ移動するリンクが正しく表示されない。[詳細] 

• 親カテゴリーのカテゴリーIDが、サブカテゴリーのカテゴリーIDよりも大きい場合、「カテゴ

リの移動」画面で、「移動後のカテゴリ」欄のパンくずリストが正しく表示されない。[詳細] 

スケジュール 

• 「予定の登録」画面で、参加者に組織を追加したあと予定の種類のタブを切り替えると、追加し

た組織が参加者から外れる場合がある。[詳細] 

• ユーザーの名前に「英語表記」を設定していても、出欠確認を使用している予定の印刷用画面

で、参加者名が「標準」に設定している名前で常に表示される。 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9839
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9845
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9849
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9851
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9762
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• 複数の施設を含む仮予定を iCalendarに書き出すと、DTSTARTには最も早い日時候補の開始時

刻、DTENDには最も遅い日時候補の終了時刻が書き出される場合がある。[詳細] 

• サイボウズ Officeからガルーンに移行後、移行するより前に追加されたユーザーの予定を表示

すると、祝日の時間帯の背景色が正しく表示されない。[詳細] 

• 「予定の調整（条件の入力）」画面で、日付候補に当日以外の日付を設定した場合、検索結果画

面で前後の予定を表示しても、当日の予定が表示される。[詳細] 

• 「グループ日表示」画面で、タイムゾーンが異なるユーザーのスケジュールを表示すると、祝日

が正しく表示されない場合がある。[詳細] 

掲示板 

• 1 つ以上の組織またはロールが親カテゴリーの掲示の閲覧を禁止されていると、サブカテゴリー

の掲示の詳細画面に、[閲覧状況]のリンクが表示されない場合がある。[詳細] 

ファイル管理 

• システム管理の「ファイル」の「一般設定」で、ロック機能を使用しない設定になっている場

合、ファイルを更新するリンクをクリックすると、エラーが発生する。[詳細] 

タイムカード 

• システム管理画面でタイムカードの時刻を修正すると、修正した行の IPアドレスが、別の IPア

ドレスで上書きされる。[詳細] 

アドレス帳 

• ブックの一部の項目名が、システム管理者が「項目一覧」画面で[変更する]をクリックしたとき

に設定していた言語で、常に表示される。[詳細] 

メール 

• 送信メールサーバーの暗号化通信に STARTTLS を使用している場合の、メール送信時のエラー

処理の不備。 

• メールの自動転送先をアドレス帳から選択するとき、Myアドレスグループ、またはMyグルー

プを選択すると、「転送先」欄ではなく「To」欄、「Cc」欄、「Bcc」欄が表示される。[詳細] 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9841
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9888
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9875
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9889
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9850
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9895
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9657
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9752
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9842
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• uuencode でエンコードされ、「end」のあとに改行がないファイルが添付されたメールを受信

すると、ファイルの内容が文字化けして表示される。[詳細] 

• iCloud のメールサーバーをガルーンに追加できない。[詳細] 

ワークフロー 

• 回覧経路の 1つの経路ステップに、1000人以上の処理者が設定されている場合、2 人以上の処

理者が同時に[確認する]をクリックすると、エラー（DB01213）が発生する。 

マルチレポート 

• ユーザー名のあとに「優先する組織名」と「英語名」を表示する設定にしていても、参加者の

「優先する組織名」と「英語名」が CSVファイルに書き出されない。[詳細] 

モバイル表示 

• ・[Android Chromeの現象]スペースの「ToDo の追加」画面で、ToDo 名を空欄にしたまま[追

加]をタップすると、画面がフリーズする。[詳細] 

• [iOS Safari/Android Chrome の現象]スケジュールに予定を登録する際、「添付ファイル」のチ

ェックボックスの選択を外しても、ファイルが添付される。[詳細] 

ロギング 

• メールを移動または削除すると、ログの重要情報に、メールアカウントの変更を示すログが出力

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のログが、ローテートされたあとの古いログファイ

ルに出力される場合がある。[詳細] 

SOAP API 

• BulletinCreateTopics を使用して、「end_datetime」が翌日以降の掲示を書き込むと、掲示期間

の開始日時が終了日時よりあとの日付でもエラーが発生しない。[詳細] 

 

https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9847
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9874
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9840
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9808
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9816
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/7200
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9843
https://support.cybozu.com/ja-jp/article/9713
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