
2013年度 11月10日

メールワイズ on cybozu.comにおける変更・改修内容

cybozu.com共通管理の変更

追加機能

仕様変更

不具合改修項目

2013年度 10月28日

メールワイズ on cybozu.comにおける変更・改修内容

2013/10/29 不具合改修に項目を追記しました。

仕様変更

全般

システム設定

不具合改修

アップデート履歴 ‒ 2013年度 「メールワイズ」（クラウド版）

サイボウズドットコム ストアのログインアカウントに、2段階認証を設定できる機能。  

※2段階認証とは、メールアドレスとパスワードに加えて、毎回異なる確認コード（ワンタイ

ムパスワード）を入力してログインする方法です。

監査ログの日時や新規ユーザー登録時の初期値に使用するタイムゾーン（システムタイムゾ

ーン）を変更する機能。

クライアント証明書を発行するユーザーのタイムゾーンが、クライアント証明書の有効期限

に反映されるよう変更。

クライアント証明書の有効期限に時刻を表示するよう変更。

標準で使用できるディスクの容量を「契約ユーザー数×1GB」から「契約ユーザー数×2GB」

に増量。

「監査ログの閲覧とダウンロード」画面で、絞り込み条件のユーザー選択が正しく動作しな

い。

「メールの検索と絞込の対象期間の設定」の名称を「メールの表示期間」に変更。

メールの登録件数が制限値を超えている場合、「メールの表示期間の設定」のリンクを表

示。

https://mailwise.cybozu.co.jp/


全般

システム設定

メールアプリケーシ

ョン

2013年度 9月8日

メールワイズ on cybozu.comにおける変更・改修内容

2013/08/27 cybozu.com共通管理の変更の項目を追記いたしました。

機能追加

全般

システム設定

個人設定

ICUの脆弱性（2013/10/29 追加）

ログインしていない状態で、メールワイズにPOST処理を実行すると、Internal Server

Errorが表示される。

受信メールの添付ファイルを削除した後に添付ファイルのダウンロードURLにアクセスする

と、Internal Server Errorが発生する。

特定の条件を満たす受信メールで添付ファイルのリンクをクリックすると、Internal Server

Errorが発生しファイルをダウンロードできない。

本文に文字参照を含むURLがあるメールを受信すると、文字参照が特殊記号に変換されてし

まう場合がある。

メールアプリケーションの移動中に移動元のメールスペースを削除すると、ロールバックさ

れない場合がある。

HTMLメールを自動返信または転送すると、送信メールのテキスト本文がデータベースに保

持されない。

メールアカウントの設定ウィザードでメールアカウントの情報を入力し[次へ]をクリックする

と、スクリプトエラーが発生する。

メールの一覧画面でメール情報を直接変更する操作を行うと、メール項目の内容が空になる

場合がある。

「メールの表示期間の設定（旧：メールの検索と絞込の対象期間の設定）」を有効にする

と、メールの処理直後に該当のメールが一覧に表示されない場合がある。

お知らせの変更画面で、書式編集機能が利用できる。

メールの検索画面で使用した検索条件を再利用して検索できる。

メールアプリケーションごとの設定で、メールの絞り込みや検索の対象を、一定期間の単位

に区切ることができる。

メールアカウントの設定で、「楽天あんしんメルアドサービス」を併用する設定ができる。

「確認者」に設定されたユーザーに、メール通知を送信する。

表示の設定画面に、画面のデザインの「クラシック」「レザー」「クロス」を追加。



メールアプリケーシ

ョン

仕様変更

メールアプリケーシ

ョン

不具合改修

全般

システム設定

メールアプリケーシ

ョン

cybozu.com共通管理の変更

不具合改修項目

メールの検索条件で、「キーワード検索」を選択できる。

受信メールの一覧画面で、受信日時を表示するように設定できる。

メールの一覧画面に、メール情報やメール本文の一部を表示するかどうか選択できる。

メールの一覧画面を表示したまま、メール情報の変更やメールの削除を行える。

メール情報の一括設定画面に、コメント項目を追加。

HTMLメールの埋め込みコンテンツを、添付ファイルとして表示し、ダウンロードできるよ

うに変更。

[Internet Explorerの現象]エラー画面でヘッダーのロゴをクリックすると、HTTPエラーが

発生する。

共有リンク集のドロップダウンリストの表示が不正になる場合がある。

IMAPサーバーのメールアカウントの追加で、アカウント名やパスワード誤りの場合に発生す

るエラーが不正。

受信メールの添付ファイル名が正しく表示されない場合がある。

担当メール一覧の区切り線の表示が不正。

自動返信または自動転送したメール情報の変更画面で[変更する]をクリックすると、エラーが

発生し変更できない。

「日時」「日付,時刻」「返信日時」を出力すると、書き出したメールデータのCSVファイル

で項目名と内容が正しくない。

「返信日,返信時刻」を出力すると、書き出したメールデータのCSVファイルで項目名が「返

信日時」となり、項目名と内容がずれる場合がある。

返信を行ったことがある受信メールの「返信日,返信時刻」を出力すると、書き出したメール

データのCSVファイルで内容が空欄となる。

「スレッドの修復」画面でフォルダからメールの種類を絞り込むと「メール一覧」画面に遷

移し、スレッドが修正できない。

システムメールのメールサーバーに「外部サーバー」を選択し、システムメールアドレスを

空欄で登録すると、モバイルかんたん設定のシステムメールの差出人が



2013年度 8月11日

メールワイズ on cybozu.comにおける変更・改修内容

2013/08/12 不具合改修の項目を追記いたしました。

不具合改修

メールアプリケーシ

ョン

cybozu.com共通管理の変更

追加機能

仕様変更項目

2013年度 7月14日

「noreply@cybozu.com」になる。

「監査ログの閲覧とダウンロード」画面で、複数のユーザーを選択した状態で直近6週間のロ

グをダウンロードしようとすると、エラーが発生する。（2013/08/27 追加）

受信メールの件名に別の受信メールの内容が表示される場合がある

メールワイズのアプリケーション数が、ライセンスで許可されている上限を超えた場合に、

共通管理画面に警告を表示する。

「組織とユーザーの設定」画面を次のように変更。

組織、またはユーザーの追加リンクの文言を変更

「ユーザーの一括削除」をサイドメニューに移動

ユーザー情報のカスタマイズ項目に、次の設定項目を追加。

公開または非公開の設定

ユーザーによる変更を許可するかどうかの設定

ログイン画面でパスワードを変更してログインした場合に、監査ログにパスワードの変更を

記録するように変更。

システムメールのメールサーバーに「組み込み」を選択した場合の仕様を次のように変更

システムメールに任意のメールアドレスを設定できないように変更

システムメールアドレスを「no‒reply@cybozu.com」に固定  

（モバイルかんたん設定から送信されるメールのアドレスは「noreply@cybozu.com」の

場合があります。）



メールワイズ on cybozu.comにおける変更・改修内容

cybozu.com共通管理の変更

追加機能

仕様変更項目

不具合改修項目

監査ログの閲覧とダウンロード画面で、6週間未満のログを10万件までダウンロードできる

機能。

次の画面の「さらに表示する」リンクをページ番号での表示に変更。

組織とユーザーの設定

ユーザー情報のCSVファイル読み込みの機能で、カスタマイズ項目に「*（アスタリスク）」

を記入した場合の扱いを、次のように変更。

既存のユーザーを更新する場合は、値が変更されない。

ユーザーを追加する場合は、空欄が登録される。

サービスの利用ユーザーの設定画面で、100人以上のユーザーを表示する場合に[さらに表示

する]リンクを一定の位置に表示するように変更。

SAML認証におけるAssertionおよびResponseの署名の扱いを次のように変更。

Assertionの署名を必須にしない。

AssertionまたはResponseのどちらかに署名があり、その署名が有効かどうかを検証す

る。

クライアント証明書の発行とダウンロードについて、次のように改良。

各ユーザーのクライアント証明書の有効期限を一覧で表示

クライアント証明書の発行とダウンロードを、ひとつの画面に統合

監査ログの閲覧とダウンロード画面で、[閲覧]をクリックして表示される日時のタイムゾーン

を、個人設定のタイムゾーンからシステムのタイムゾーンに変更。

ユーザーのプロフィールのSkype名に、MicrosoftやFacebookと連携しているアカウント

も登録できるように変更。

ヘルプの画面デザインを変更。

固定リンクなどの情報を含むURLに、パスワードの変更画面を経由してログインすると、ロ

グイン後のリダイレクト先のハッシュ値が維持されない。

ユーザーの表示名を、全角スペースだけで登録できてしまう。

サービスの利用ユーザーの設定画面で、すべてのユーザーが表示されていても[さらに表示す

る]が表示される場合がある。

CSVファイルの読み込みでユーザー情報の更新や削除を行った場合に、次の処理が行われな

い。

クライアント証明書の破棄

利用サービスの設定情報のリセット

組織の情報を変更して保存すると、表示順が変更されてしまう。



2013年度 5月16日

メールワイズ on cybozu.comにおける変更・改修内容

不具合改修

データ移行ツール

2013年度 4月19日

メールワイズ on cybozu.comにおける変更・改修内容

不具合改修

メールアプリケーシ

ョン

一斉配信

2013年度 4月14日

メールワイズ on cybozu.comにおける変更・改修内容

2013/4/2 　cybozu.com共通管理の変更された仕様に1項目追記いたしました。 

2013/4/15　不具合改修に1項目追記いたしました。

仕様変更

メールアプリケーシ

ョン

[Internet Explorerの現象]ログイン名にマルチバイト文字を使用している場合、ダウンロー

ドしたクライアント証明書のファイル名が文字化けする。

パッケージ版からデータを移行すると、サイボウズドットコム ストアと移行先のメールワイ

ズで、表示されるライセンスのコース情報が異なって表示される場合がある。

メールワイズから送信したメールで、差出人欄と宛先欄の文字列が正常に表示されない場合

がある。

一部の配信先に配信できない場合がある。

メールのタイプがHTMLメールであることが分かり、かつ、HTMLメールの本文をダウンロ

ードできるリンクを、メールの詳細画面に表示するよう変更。



不具合改修

全般

運用管理

メールアプリケーシ

ョン

アドレス帳

テンプレート

一斉配信

cybozu.com共通管理の変更

特定のページのURLに不正なパラメータを指定すると、ログインユーザーのパスワードが変

更できてしまう。（2013/04/15追記）

試用期間の警告メッセージが表示されない画面がある。

メールを重複受信する場合がある。

メール一覧画面およびテンプレート一覧画面でフォルダ名をクリックすると、下位のフォル

ダのツリー表示が開閉する。

アドレス帳を開いた状態から運用管理画面に移動しても、運用管理のアドレス帳が選択され

ない。

メール通知のURLが不正になる場合がある。

「詳細設定」画面にて「送信メールの文字コード」の表記が不正な場合がある。

メール詳細画面で、HTMLメールの本文が表示できない場合がある。

添付ファイルの「表示」リンクをクリックして表示される画面が文字化けする場合がある。

削除された顧客の履歴を別の顧客に紐付けると、所属会社の履歴に紐付けた履歴が表示され

ない。

件名が文字化けする場合がある。

編集中のユーザーが削除されると、該当のメールが削除できなくなる。

「確認者」で絞り込まれたメール一覧を「担当者」で絞り込むと「確認者」の絞り込みが解

除される。

件名に不要な半角空白文字が挿入される場合がある。

[Internet Explorerの現象]スレッドの修正画面で表示が崩れる場合がある。

区切り線の変更画面の文言が不正。

顧客データのCSV読み込みが失敗した場合のエラー画面の表示が不正。

プレビュー画面で、本文の内容が改行されて表示される場合がある。

「カテゴリの順番変更」画面の画面名が不正。

「配信情報の詳細」画面のエラー一覧で、ページ送りの件数表示が不正。

[Internet Explorerの現象]一斉配信の実行画面でヘッダー上部に不要な余白が表示される。

配信先を「いずれかの条件を満たす」設定で絞り込んだ後、「全ての顧客に配信する」に変

更するとエラーが発生する。



追加機能

仕様変更項目

2013年度 3月10日

メールワイズ on cybozu.comにおける変更・改修内容

仕様変更

全般

システム設定

メールアプリケーシ

ョン

不具合改修

全般

メールアプリケーシ

ョン

送信メールサーバーの設定に、「localhost」や「127.0.0.1」を設定しても、メールを送信

できないように変更しました。（2013/04/02追記）

ユーザーのプロフィール画像や会社情報のロゴ画像を、画像の向きに合わせて表示するよう

に変更。

組織の一括編集で空白文字や改行文字だけを含むファイルを読み込んだ場合に、既存の組織

を削除しないように変更。

ログインに失敗した場合に、パスワード欄に入力した文字をクリアするように変更。

[Internet Explorer8、9の現象]ユーザー情報の編集画面でEnterキーを押すと、ユーザーの

削除ダイアログが表示される。

Administratorsグループの所属ユーザーからAdministratorユーザーを外せてしまう。

文字コードがUTF‒8でBOM付きのファイルを読み込んでデータを登録すると、次の現象が発

生する。

cybozu.com共通管理の画面で、ファイルの読み込みで登録したデータと同じ表示名のデ

ータを登録できてしまう。

メールワイズにユーザーや組織などの情報が反映されない。

「グループ」という文言を「組織」に変更。

URLに「!」が含まれる場合、「!」以降の文字がURLとして認識されるように変更。

組織の情報をcybozu.com共通管理で設定するように変更。

メールサーバーへの接続時に、接続先の制限チェックを実施するように変更。

[Internet Explorer 7の現象]ボタンなどの表示位置がずれる。

HTMLメールのコメント削除処理が終了しない場合がある。

フォルダ内のメールを一括削除するとInternal Server Errorが表示される場合がある。



アドレス帳

連携システム通知

cybozu.com共通管理の変更

追加機能

仕様変更項目

「受信メールサーバーにメールを残す」を有効にすると、メール受信ができなくなる場合が

ある。

メールの編集権限がなくても、書きかけ保存した返信内容が削除できる。

CCが設定されているHTMLメールを転送すると、引用本文に不正な文字が表示される。

メールの作成者本人が、作成したメールを削除できない場合がある。

メール一覧の下部にある「状況」や「確認者」のドロップダウンリストが動作しない。

HTMLメールの「画像を表示する」リンクが表示されない場合がある。

書式編集によるデータ登録時に不適切なタグを消去できていない。

メールアカウントが存在していても、メールアカウントの登録ダイアログが表示される場合

がある。

メールヘッダの情報が文字化けする場合がある。

[Mac Safariの場合]メールソースが表示されない。

「よみ」が登録されていないデータを変更すると、一覧画面での表示順が変わってしまう。

担当者に設定していたユーザーが削除されていても、CSVファイルに書き出すと出力され

る。

サイボウズ Officeで連携通知として認識されない形式で、通知メールを送ってしまう場合が

ある。

システムメールの送信に失敗した場合に、設定内容と原因を確認できる機能。

言語とタイムゾーンの設定に応じて、cybozu.com共通管理の画面から開いたヘルプページ

の表示言語を切り替える機能。

管理者が設定した仮パスワードのユーザーによる変更を必須にする機能。

特定のユーザーのパスワードの有効期間を無期限にする機能。

「ユーザー情報の編集」画面で、ユーザーの優先する組織を設定できる機能。

SAMLを使用した認証機能。

ユーザーのプロフィールと会社情報に、GIF形式の画像ファイルをアップロードできるように

変更。

組織の所属ユーザー」画面で[さらに表示する]をクリックすると表示されるデータの件数を、

20件から100件に変更。

cybozu.com共通管理の画面からサイボウズドットコムストアに移動する場合に、言語とタ

イムゾーンの設定に応じてサイボウズドットコムストアの表示言語を切り替える機能。

次の画面から組織名の右の[i]アイコンを削除。

組織の所属ユーザーの変更

ユーザーの一括削除



不具合改修項目

サービスの利用ユーザーの設定

cybozu.com共通管理者の設定

クライアント証明書のダウンロード

子組織を持つ親組織を削除したときに、監査ログに子組織の削除が記録されない。

サービスの利用ユーザー数が上限を超えた場合に表示される警告が、利用ユーザー数を減ら

しても画面を再読込するまで消えない。


