
- 1 - 
 

POWER EGG オープンクラウド 

POWER EGG3.0 Ver3.1c Patch 1修正内容 

2020年 3月 25日 
ディサークル株式会社 

１．修正一覧（経費精算以外） 
※文末に「★」があるものにつきましては留意事項がありますので、「３．留意事項」を参照ください 
ポータル 

• NaviViewタブの選択状態が維持されない場合がある（#29325） 
• ナビビューの作業件数カウント処理のチューニング（#29360） 
• PC版リマインダーから POWER EGGにシングルサインオンしたときに「ナビビュー」に

遷移するボタンが表示されない （#27780） 
スケジュール 

• スケジュール登録者が参加者でないスケジュールに登録者を参加者追加できない
（#28949） 

• 秘書によるスケジュール編集時にエラー(OptimisticLockException)が発生する場合がある
（#28895） 

• 個人設定で 1ヶ月スケジュールの表示開始日を「1日」に設定している場合「出先・空き
状況」タブから表示を切り替えたときに表示対象日が引き継がれない（#29931）★ 

• 月をまたぐスケジュールを CSV出力したスケジュールに当月以外のスケジュールが出力さ
れる（#29756） 

電子会議室 
• 未読返信件数が表示されているのに一覧にデータが表示されない（#29970） 

作業 
• 作業のコメント一覧を表示するのに時間がかかる（#29661） 

社内メール 
• 社内メールのコメント登録・削除のログ(BAP00090UI/BAP00100UI)が出力されない

（#28700） 
ワークフロー 

• 指定差戻しを行った後、別のユーザが後閲を行うと、「他のユーザーで更新されていま
す。」と表示され、後閲できない（#27197） 

データベース共通 
• レコード登録時に時刻項目にカーソルを合わせて↑↓を押下しても 1分後、1分前が表示

されない（#30025） 
• 連動項目設定で連動元項目にドロップダウンリストを選択して選択肢に"スペース"を含め

た場合に Chromeと FireFoxで選択肢にスペースが表示されない（#29930） 
• 明細行の画面に配置されていない自動計算項目の「明細合計」が正しく計算されない

（#29905）★ 
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• 社員選択項目で集計したときにフリガナが同じ社員がいると集計結果に同じ社員が複数表
示される（#29995） 

• レイアウト編集画面でレイアウト移動アイコンが崩れて表示されてしまう場合がある
（#29261） 

• 連動項目設定のあるデータベースを参照作成または DB定義を取込んで新規作成すると連
動項目の選択肢の並びがおかしくなる（#29596）★ 

• DB定義の外部出力で一覧表示画面の表示文字数の設定がエクスポートされない
（#29857） 

Webデータベース 
• リンク設定を行っているデータベースにおいてリンク元の値に記号を含んでいる場合、遷

移先データベースの該当レコードが表示されない場合がある（#29650） 
• CSV取込で明細行があるデータに対して親レコードのみを更新する CSVを取り込んだ時に

親レコードの時間量計算項目の計算結果がおかしい（#29546）★ 
• 大量のレコードが登録されているデータベースにおいて既存レコードを削除して CSV取込

を実行した際に時間がかかり取込ができない場合がある（#29443） 
• DB参照項目での表示対象フィールドを削除する時に参照制約エラーで削除できない

（#29849） 
汎用申請 

• 入力画面で未入力の項目があると起案内容表示画面でレイアウトが崩れる場合がある
（#29991） 

• CSV出力で「決裁者」の出力形式を「名称」として出力定義を保存しても出力形式が保持
されていない（#29859） 

• スマートフォン画面作成時に、使用区分が常に「使用する」となる（#29638） 
• DB定義取込で会社選択項目のデフォルト値に存在しない会社を設定していても取り込めて

しまう（#20237） 
CRM 

• 担当者メールアドレスの桁数が 50文字を超えて登録できない（#29299） 
• お客様選択項目を含むレコードの更新後にエラー(NullPointerException)が発生する場合

がある（#29686） 
• 担当者情報の名寄せ確認画面で担当者基本情報の「E-Mail」と「勤務先 FAX番号」が空白

で表示される（#29707） 
スマートフォン 

• 「第三者によるコメント登録を許可しない」と設定した場合に秘書が参照可能な非公開ス
ケジュールのコメント一覧が表示されない（#29399） 

• 掲示板において参照権限が無い掲載文書を参照しようとした場合にログ(KBB00080UE)が
記録されない（#28455） 

• 社内メール内容表示で新着コメントの判定が正しく行われない場合がある（#29357） 
• ブックマーク一覧から転送された社内メールを参照し、その転送元を参照した場合、返信

などの操作ができてしまう（#29344） 
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• 伝言メモの設定で「公開・非公開のデフォルト設定」が「非公開」に設定されていた場
合、送信伝言メモの検索時に「伝言メモが削除されており検索できません。」となり検索
されない（#29764） 

• Webデータベース レコード一覧のキーワード検索で参照可能な表示編集画面に配置され
ていないフィールドも検索ができてしまう（#29345）★ 

• お客様情報検索で検索結果一覧を繰り返しスクロールすると同じデータが表示される場合
がある（#29918） 

• ファイルダウンロード時にプロセスが落ちてダウンロードできない（#29984） 
リマインダー 

• PCリマインダーにおいてインターネットオプションのプロキシ除外設定が有効にならない
（#29911）★ 

その他・共通 
• Edgeの場合、日付項目にカーソルを合わせて↑↓を押下すると 2日後、2日前が表示され

る場合がある（#29951） 
• 社員選択のサジェスト機能で候補者の中で部門名が長いユーザーがいた場合、その候補者

にフォーカスすると 2行となり選択ミスすることがある （#24763） 
• ファイル選択からのファイル添付ができない（#30103） 
• 操作中にエラー(Conversation lock timed out)が発生する場合がある（#28181） 
• iOS12でフルブラウザ版を利用した場合にナビビュー内で表示している画面のスクロール

ができない（#29941） 
• 権限設定画面で設定範囲１を選択すると画面が操作できなくなる場合がある（#29369） 

マスタインポートユーティリティ 
• 認証が必要なプロキシ経由で接続している場合に MIUバッチクライアントが使用できない

（#29855） 
SDK API 

• WebDBレコード更新の RestAPIで明細行があるデータベースに対して親レコードのみを
更新した場合に親レコードの自動計算項目(明細合計)・時間量計算項目(明細時間量合計)の
計算結果が 0となる（#29538）★ 
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２．修正一覧（経費精算） 
※文末に「★」があるものにつきましては留意事項がありますので、「３．留意事項」を参照ください 
購入申請精算 

• 負担明細入力画面に遷移後、明細の入力を行わずに「確定」ボタンを押下した時の必須チ
ェックの動きが他の申請と統一されていない（#29891） 

接待申請精算 
• 支払締を行った請求書払の明細を含む接待精算について、支払締の取消と経理確認の取

消、差戻しを行った後に再申請するとエラー(PersistenceException)が発生する 
（#29771）★ 

支払依頼申請 
• 負担明細入力画面に遷移後、明細の入力を行わずに「確定」ボタンを押下した時の必須チ

ェックの動きが他の申請と統一されていない（#29891） 
その他・共通 

• InternetExplorerで印刷用ページを印刷した時に明細が最後まで表示されない場合がある
（#29373） 

• 領収書貼付台紙のバーコードに数字が表示されない（#30035） 
• 会計システムを GLOVIA iZに設定したときに起案内容表示画面の仕訳明細に細目・内訳が

表示されない（#29423） 
経理業務 

• 経理確認(社員立替/支払依頼)で支払方法の表示が崩れる場合がある（#29341） 
• 経理確認(社員立替/支払依頼)の精算書読取/支払依頼書読取画面表示時にバーコードにカー

ソルがない（#29326） 
• 経理確認(支払依頼)の内容変更画面の購入明細一覧の購入合計の表示位置がずれている 

（#29211） 
• 経理確認(支払依頼)の検索条件の支払方法で「全選択」「選択解除」を可能とする

（#29229） 
• FBデータ作成(支払依頼)の支払予定表、支払確定表の出力順を FBデータの出力順に合わ

せる（#29636）★ 
• 支払登録(支払依頼)の一覧画面の表示順、支払予定表の出力順を支払先カナ名の昇順に統

一する（#29637）★ 
• CSV出力で接待精算の請求書払の明細データに支払予定日が出力されていない

（#29698） 
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３．留意事項 
 
 重要な留意事項 
影響度が大きい不具合について、発生条件などの詳細情報を説明します。 
 
明細行の画面に配置されていない自動計算項目の「明細合計」が正しく計算されない（#29905） 
発生条件： 
明細行ありのWebデータベースにて以下の設定がされている場合に、明細入力画面で明細行レコ
ードを削除後、明細行レコードを追加して「確定」ボタンをクリックした時 
＜設定内容＞ 
明細行設定において明細画面に配置されていない「自動計算項目」が設定されている かつ 
親レコードに「自動計算項目」が設定されており、その「自動計算項目」の計算方法では明細
画面に配置されていない「自動計算項目」の“明細合計”が設定されている。 

＜設定例＞ 
１．明細行ありのWebデータベースを作成する。 
２．明細行にフィールド「数値項目 A」「数値項目 B」を作成する。 
３．明細行にフィールド「自動計算項目 A」を作成。計算方法は「数値項目 A」と「数値項目

B」の“合計”を指定する。 
４．明細入力画面では、「自動計算項目 A」は配置せず、「数値項目 A」と「数値項目 B」の

みを配置する。 
５．Webデータベースの親レコードに「自動計算項目 B」を作成する。計算方法は「自動計算

項目 A」の“明細合計”を指定する。 
６．「表示編集画面 1」を作成し、「自動計算項目 B」と 4で作成した明細画面を配置する。 

＜操作例＞ 
上記の設定例の場合に、以下の操作を行った時に発生します。 
１．「表示編集画面 1」を入力モードで開く。 
２．明細入力画面に遷移する。 
３．明細行を 1行登録し、「確定」ボタンで親画面に戻る。 
４．もう一度明細入力画面に遷移する。 
５．明細行を 1行削除する。 
６．明細行を 1行追加する。 
７．「確定」ボタンで親画面に戻る。 →この時点で、「自動計算項目 B」の値が正しくな

い。 
事象： 
上記の発生条件の操作を行った場合、本来、「確定」ボタンをクリックしたタイミングで確定さ
れた明細行の「自動計算項目」の値の合計が計算されて、親レコードの「自動計算項目」に表示
されますが、正しくない計算結果が親レコードの「自動計算項目」に表示されます。 

修正内容： 
上記の発生条件の操作を行った場合、親レコードの「自動計算項目」に正しい計算結果が表示さ
れるように修正しました。 
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なお、この不具合の影響を受けたデータが存在する場合は、本パッチを適用することにより正しい値
に更新されます。 

 
CSV取込で明細行があるデータに対して親レコードのみを更新する CSVを取り込んだ時に親レコー
ドの時間量計算項目の計算結果がおかしい (#29546) 
発生条件： 
明細行ありで親レコードに「時間量計算項目(明細合計)」が設定されているWebデータベースに
対して、CSV取込で登録済みレコードの親のみを更新した場合 
つまり、取り込み用 CSVファイルは以下の状態のものを準備した場合 
タイトル行で「明細行フォルダ名」は指定されているが値は未指定 または タイトル行で「明
細行フォルダ名」が未指定 

事象： 
本来「時間量計算項目(明細合計)」は明細行の合計を自動計算した結果で更新されるべきとこ
ろ、0に更新されます。 

修正内容： 
「時間量計算項目(明細合計)」が明細行の合計を自動計算した結果で更新されるように修正しま
した。 

なお、この不具合の影響を受けたデータが存在する場合は、本パッチを適用することにより正しい値
に更新されます。 

 
WebDBレコード更新の RestAPIで明細行があるデータベースに対して親レコードのみを更新した場
合に親レコードの自動計算項目(明細合計)・時間量計算項目(明細時間量合計)の計算結果が 0となる 
(#29538) 
発生条件： 
明細行ありで親レコードに「自動計算項目(明細合計)」または「時間量計算項目(明細時間量合
計)」が設定されているWebデータベースに対して、REST APIで登録済みレコードの親のみを更
新した場合 
つまり、REST APIのリクエストパラメータの指定が以下の状態の場合 
「details」は指定されているが値は未指定 または 「details」が未指定 

事象： 
本来、「自動計算項目(明細合計)」、「時間量計算項目(明細時間量合計)」は明細行の合計を自動
計算した結果で更新されるべきところ、0に更新されます。 

修正内容： 
「自動計算項目(明細合計)」、「時間量計算項目(明細時間量合計)」が明細行の合計を自動計算し
た結果で更新されるように修正しました。 

なお、この不具合の影響を受けたデータが存在する場合は、本パッチを適用することにより正しい値
に更新されます。 
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 挙動変更 
以下の不具合については、パッチ適用前後で挙動変更があります。 
 
個人設定で 1ヶ月スケジュールの表示開始日を「1日」に設定している場合「出先・空き状況」タブ
から表示を切り替えたときに表示対象日が引き継がれない（#29931） 
個人設定(グループウェア/スケジュール)で、スケジュール初期表示画面を「グループ 1週間」、「１
ヶ月」画面の表示開始日を「1日から」と設定している場合に、スケジュールを起動し「出先・空き
状況」タブ→「グループ 1週間」タブの順に表示すると表示開始日が 1日になってしまう事象を修正
しました。 
なお、今回の修正で、「タブを切り替えた場合は切り替え前の画面で指定されていた表示開始日を引
き継ぐ」という本来の仕様に基づきスケジュール全般について修正を行いました。それにより、以下
の挙動変更があります。 
修正前）１ヶ月画面については、別タブから切り替えて表示した場合でも「「１ヶ月」画面の表示

開始日」の設定に従って表示されるようになっていました。 
修正後）１ヶ月画面も別タブから切り替えて表示した場合は前の画面で指定されていた表示開始日

を引き継いで表示されるようになります。よって、「「１ヶ月」画面の表示開始日」の設定
は、スケジュール起動時に１ヵ月画面が初期表示される時のみ有効になります。 

 
Webデータベース レコード一覧のキーワード検索で参照可能な表示編集画面に配置されていないフ
ィールドも検索ができてしまう(#29345) 
Webデータベースをキーワードで検索する場合、すべてのフィールドを対象に検索を行っておりまし
たが、ログインユーザが参照可能な表示編集画面に配置されているフィールドのみを対象に検索を行
うように修正しております。そのため、本パッチ適用前後で検索結果が変わる可能性があります。 

 
FBデータ作成(支払依頼)の支払予定表、支払確定表の出力順を FBデータの出力順に合わせる
(#29636) 
FBデータ作成(支払依頼)の支払予定表、支払確定表の出力順が以下のように変更されております。 
修正前）支払先 IDの昇順 
修正後）第１キー：支払先カナ名の昇順、第２キー：支払先 IDの昇順、第３キー：申請順 

また、振込対象一覧、振込予定一覧画面で「支払先」でソートした時の並び順が以下のように変更さ
れております。 
修正前）第１キー：支払先カナ名の昇順、第２キー：申請順、第３キー：支払先 IDの昇順 
修正後）第１キー：支払先カナ名の昇順、第２キー：支払先 IDの昇順、第３キー：申請順 

 
支払登録(支払依頼)の一覧画面の表示順、支払予定表の出力順を支払先カナ名の昇順に統一する
(#29637) 
支払登録(支払依頼)の支払対象一覧、支払取消対象一覧画面で「支払先」でソートした時の並び順が
以下のように変更されております。 
修正前）第１キー：支払先 IDの昇順、第２キー：申請順、第３キー：支払 IDの昇順 
修正後）第１キー：支払先カナ名の昇順、第２キー：申請順、第 3キー：支払 IDの昇順 
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支払予定表の出力順が以下のように変更されております。 
修正前）第１キー：支払方法名の昇順、第２キー：支払先名の昇順 
修正後）第１キー：支払方法名の昇順、第２キー：支払先カナ名の昇順、第３キー：支払先 IDの

昇順、第４キー：申請順 
 
 制限事項 
以下の不具合については、パッチ適用後も制限事項があります。 
 
PCリマインダーにおいてインターネットオプションのプロキシ除外設定が有効にならない(#29911) 
PCリマインダーにおいて、クライアント PCのインターネットオプションで設定しているプロキシ除
外設定が有効になるように修正しました。 
ただし、PCリマインダーではプロキシサーバーの設定について以下の制限事項があります。 
１．インターネットオプションの[接続] > [ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定] > [LAN

にプロキシサーバーを使用する]の設定で、「ローカルアドレスにはプロキシサーバーを使用し
ない」のチェックを入れても設定が有効になりません。 
ローカルアドレスにはプロキシサーバーを使用しない場合は、[詳細設定]でホストの例外設定
を行ってください。 

２．インターネットオプション[接続] > [ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定] > [LANに
プロキシサーバーを使用する]の[詳細設定]で、IPアドレスで例外を指定する場合、ワイルドカ
ード（*）での指定は利用できません。 
例えば、192.168で始まる IPアドレスをすべて除外したい場合、「192.168.*.*」ではなく
「192.168」と設定してください。 
ただし、ブラウザからアクセスする場合は、「192.168」と設定されていても 192.168で始
まる IPアドレスが除外対象として認識されません。そのため、PCリマインダーからアクセス
する場合とブラウザからアクセスする場合の両方で、192.168で始まる IPアドレスをすべて
除外したい場合は、「192.168.*.*」と「192.168」の両方を例外として設定してください。 

３．インターネットオプション[接続] > [ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定]の「自動構
成スクリプトを使用する」の設定は有効になりません。 

 
 回避方法 
以下の不具合については、本パッチを適用しても、不具合の影響を受けたデータは修正されません。不
具合の影響を受けたデータがある場合の回避方法を説明します。 
 
連動項目設定のあるデータベースを参照作成または DB定義を取込んで新規作成すると連動項目の選
択肢の並びがおかしくなる(#29596) 
連動項目設定のあるデータベースを参照作成または DB定義を取込んで新規作成すると、レコード登
録/更新時の入力画面の連動項目として設定されているドロップダウンの並び順が、フィールド設定で
の設定の並び順と異なる状態になっておりました。 
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本パッチを適用しても、不具合の影響を受けたデータの並び順は修正されません。上記のように並び
順が異なっている場合は、連動項目の設定画面を開き、何も変更せずにそのまま「変更」ボタンをク
リックし再設定することで正しい並び順となりますので、こちらの方法で回避してください。 

 
支払締を行った請求書払の明細を含む接待精算について、支払締の取消と経理確認の取消、差戻しを
行った後に再申請するとエラー(PersistenceException)が発生する(#29771) 
本パッチを適用しても、この不具合の影響を受けたデータは修正されません。この不具合の影響を受
けてエラーが発生する申請データがある場合は、以下の方法で回避してください。 
・再申請ではなく、新規に申請を行ってください。 
・エラーが発生する申請データは、接待申請一覧画面から件名をクリックして申請内容表示画面に
遷移して削除を行ってください。 

 
以上 


