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付録 A Ver3.2c パッチ修正内容 

A-1 Patch1 

A-1-1 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、「A-1-3 留意事項」を参照くだ

さい 
ポータル 

 Google Chrome, Chromium 版 Edge を使用しているとき、ディスプレイの解像度、ブラ
ウザのズーム倍率によってメニューの表示位置が変わる場合がある（#31508） 

 API で登録したリンク先 URL が空文字のアシストメッセージが、ナビビューのアシストメ
ッセージ一覧に表示されない（#31715） 

スケジュール 
 繰り返しスケジュールに「参加者追加」を行った場合、追加された社員の参加回答画面の

見た目が、繰り返しスケジュールに対する回答画面となる（#30646） 
 退職者が登録したスケジュールに参加者追加すると例外が発生する（#31695） 

 
社内メール 

 小さいディスプレイで Chromium 版 Edge、Google Chrome を使って社内メールの内
容表示画面を表示すると、コメント欄の「返信」「削除」リンクの文字列が 1 文字ずつ改
行される（#31383） 

 社内メール一覧画面のドラッグアンドドロップのツールチップなど、中国語の場合のリテ
ラルが正しくない（#31407） 

ファイル管理 
 ファイル管理のデータ削除中にエラーが発生しても正常終了する（#31361）★ 

データベース共通 
 一覧表示画面にデフォルトの書式設定で数値、自動計算、No 項目を配置した場合、項目の

値が左寄せで表示される（#30962） 
 CSV 取込で CSV で指定する添付ファイルの格納フォルダ名の末尾に半角スペースがついて

いると正常に取込みができない（#31012） 
 データベースの権限が”データベース管理者”の場合、データベースフォルダの権限が”デー

タベース作成可”でなくても、データベースを参照作成することができてしまう
（#31067） 

 明細行のドロップダウンリストに設定されている連動項目が正常に機能しない
（#31271） 

 配下に多くのデータベースが存在するフォルダ内のデータベース一覧を表示する時の性能
を改善する（#31287） 

 登録済みの通知設定の「編集」ボタンをクリックしたときに NullPointerException で異常
終了する場合がある（#31409）★ 

 明細行のある Web データベースでフィールドの形式変換を行うと、OutOfMemoryError 
が発生することがある（#31448）★ 
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 時刻項目、日付時刻項目の時刻について、表示区分を"入力用（編集不可）"で配置しても
↑↓キーによる入力ができてしまう（#31496） 

 絞り込み条件を指定してレコード一覧を URL から起動する場合、その絞り込み条件を利用
できないユーザに対してすべてのレコードが表示されてしまう（#31498）★ 

 レコード内容表示画面でスタンプ押下・取消時に記録される変更履歴について、表示され
るユーザと日時が、スタンプ押下・取消を行ったユーザと日時ではない（#31514）★ 

 一覧画面でフォルダツリーの操作を繰り返すと、 OutOfMemoryError が発生することが
ある（#31530）★ 

 レコード内容表示画面で、変更履歴を表示した状態でスタンプを押下すると変更履歴が閉
じられなくなる（#31536） 

 日付時刻項目の時刻を入力せずに一時保存・確認すると Java エラー
(javax.faces.FacesException)になる（#31564） 

 絞り込み条件が複数存在する Web データベースのレコード一覧(フィルタ = 一覧表示)を
URL から起動した場合、指定したものとは異なる絞り込み条件で表示される場合がある
（#31634） 

 絞り込み条件が複数存在する Web データベースの集計表示画面を URL から起動した場
合、指定したものとは異なる絞り込み条件で表示される場合がある（#31673） 

 フォルダに"データベース作成可"の権限がない場合、データベースの変更ができない
（#31696）★ 
 

Web データベース 
 「（全項目）」の表示編集画面の使用区分が「使用しない」になっている定義を取り込む

と異常終了する（#29374） 
 通知があるにも関わらず、レコードの削除を行うと一覧表示画面の通知件数が 0 件と表示

される（#31154） 
 表示編集画面に表示区分「表示用」で配置している日付時刻項目に登録されている値が、

レコード更新を行うと消える（#31483）★ 
 テーマ設定で「インディゴブルー」を設定している場合、Web データベースのレコード一

覧の奇数行の背景色がグレーになる（#31489）★ 
 CSV 出力で、登録済データが多いとディスクの空き容量チェック時に OutOfMemoryError

になる（#31499）★ 
 WebDB 参照項目、WebDB 間連携項目にて「入力用（編集不可）」で配置されている社員

選択項目に転送するとそれ以外の項目が転送されない（#31515） 
 アクセス権限がある場合、Web データベースの検索処理で「社員プロフィール」データベ

ースが検索できてしまう（#31646） 
 レコード一覧でキーワード検索した結果を CSV 出力すると、登録されている明細行のデー

タが出力されない（#31654） 
 Web データベースの CSV 出力画面で、削除済みのフィールドを含む「作成済み定義」を

使用しようとすると、処理中のままになる（#31655） 
 レコード一覧画面で絞り込み条件を変更後、「行一括編集」ボタンをクリックしても反応

しないことがある（#31667） 
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 CSV 取込、または、REST-API によるデータベースのレコード登録時、リッチテキストに
空のタグが含まれると、値が変換されることがある（#31911） 

汎用申請 
 Ver3.1c からバージョンアップした汎用申請データベースのレコード一覧で列の見出しが

ずれる（#31493）★ 
CRM 

 「お客様検索（最近選択した顧客）」のお客様選択用ポップアップにおいて、顧客名に
「'」文字が含まれている顧客が初期表示対象に存在する場合、顧客を選択すると「処理中
です」のままになる（#31340）★ 

リマインダー 
 iPhone リマインダーの新着通知機能で使っている APNs サービスの仕様変更に伴う対応

（#31501）★ 
その他・共通 

 社員情報登録更新の REST API、PDF 申請の REST API、Web データベースの外部 DB 参
照設定（WEB API 連携）の項目について、パスワード、メールアドレス、URL の入力規則
を統一する（#30879） 

 アプリケーションサーバの証明書ストアの情報が古いため、2020 年 9 月 17 日の
MicroSoft 社の証明書更新に伴い、Office365 連携でのシングルサインオンに失敗する
（#31019） 

 「POP サーバ名」項目の入力規則が統一されておらず、社員の登録画面で登録時や MIU の
社員情報取込み時は ":"などが使用できない（#31100） 

 ブックマークのパスのドライブレターが大文字の場合、ブックマーク一覧画面で件名リン
クをクリックしてもエクスプローラーが起動しない（#31146） 

 バッチ処理（BatchClient.jar）による CSV 取込み時、取り込むファイルのサイズが大きい
とバッチ処理を実行したクライアントの Java ヒープメモリが不足して異常終了する
（#31194） 

 経費精算システム「eKeihi」との連携機能を追加する（#31244）★ 
 2021 年度カレンダーの祝日変更に対応する（#31290）★ 
 初めてシングルサインオンを実行するときに表示される接続情報登録画面の日本語に脱字

がある（#31298） 
 社内メール、ブックマーク、ファイル管理 一覧画面で左ペインのフォルダツリーに明細

をドラッグアンドドロップする時、ドロップ先のフォルダ名などが⾧い場合、画面上表示
されていない部分にもドロップ可能になっている（#31402） 

 Chromium 版 Edge、Google Chrome を使って社内メールやスケジュールの内容表示画
面を表示すると、コメント欄の添付ファイルの右に不要なスクロールコントロールが表示
されることがある（#31426） 

 SAML 認証で例外が発生したときのエラー情報が一部しか出力されていない（#31432） 
 3/22 提供の「iPhone リマインダー通知処理修正 HotFix」を適用すると CyberMail との連

携が動作しなくなる(#31744) ★ 
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 削除された社員のログがある場合、ログ照会画面でログを参照、CSV 出力した時にエラー
になる（#31948）★ 

マスタインポートユーティリティ 
 社員所属インポートにて、同一部門に同一ユーザが複数件重複して審議者設定されてしま

う場合がある（#31541）★ 
SDK API、アドオン 

 REST Web データベース API でフラグ項目に不正な値を指定すると HTTP 500 の応答に
なりエラーの原因が判別できない（#31324） 

 REST Web データベース API でパラメタの JSON で指定していない明細行の必須項目が必
須チェックされる（#31351）★ 

スマートフォン 
 リバースプロキシでスマートフォン版のみ外部に公開している場合、外部から CalDAV 連

携が行えない（#28844） 
 社内メール 開封確認が「内容表示で確認する」に設定されているのに、内容表示画面を

初回表示時に開封日時が表示されない（#29474） 
 ログイン画面の「ユーザ ID」「パスワード」の入力項目、「ログイン」ボタンに内部的な

ID を付与する（#31023） 
 #30518（スケジュールで登録者本人しか参加者がいないスケジュールに参加者を追加し

た場合、追加した参加者に参加者削除時の携帯メールが送信されない）について、スマー
トフォンでの対応が漏れていた（#31098） 

 iOS14.1 以降で２度目の SAML 認証ログイン後に処理中のままになり、画面の操作ができ
なくなる（#31209） 

 保留状態の案件のルート変更画面に遷移し、保留解除した時にエラーが発生する
（#31236） 

 ログアウトアイコンを各画面に配置しログアウトしやすくする（#31254）★ 
 施設予約画面で、予定種別を「通常スケジュール:期間指定あり」にして登録を行うと 

Internal Server Error が発生する（#31769）★ 
キーワード検索エンジン 

 キーワード検索時に、全角空白でキーワードを分割して検索したときに検索結果が正しく
ない（#31238） 
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A-1-2 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、「A-1-3 留意事項」を参照くだ

さい 
出張申請精算 

 出張申請・精算画面における出張日数上限チェックで、上限値を 1 日超えているのにエラ
ーにならない（#31675） 

駅すぱあと連携 
 駅すぱあと検索画面を表示する時に /pe4j/PWE/css/shadow.png への参照で HTTP 

404 が発生している（#31147） 
システム設定（マスタの登録） 

 社員手当、プロジェクトのマスタをバッチから CSV 取込すると一時ファイルが残り続ける
（#31101） 

システム設定（その他） 
 支払先登録画面で有効区分の設定ができない（#24591）★ 
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A-1-3 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。 
 
＜ファイル管理＞ 
 

ファイル管理のデータ削除中にエラーが発生しても正常終了する (#31361) 
発生条件: 

データ削除中にエラーになった場合に発生します。 
事象: 

データ削除中にエラーが発生しても正常終了したことになっていたため、エラーが発生してもそ
れに気づけなくなっていました。 

修正内容: 
以下の２点の内容を修正しました。 
・データ削除中に意図しない例外が発生した場合は、データ削除が異常終了すること 
・バッチ実行履歴の確認画面でも異常終了として表示されること 

 
＜データベース共通＞ 
 

登録済みの通知設定の「編集」ボタンをクリックしたときに NullPointerException で異常終了する
場合がある (#31409) 
発生条件: 

下記のように、通知先のデータが不正な状態で登録されている場合に発生します。 
通知先の単位 = 形式:社員選択 
通知先 = 上司 
が設定されているにもかかわらず、通知先=上司の場合に必ず指定する、通知のエスカレーシ
ョンが未設定の状態 

事象: 
登録済みの通知設定の「編集」ボタンをクリックしたときにエラーが発生して異常終了する場合
がありました。 

修正内容: 
当パッチを適用することで、上記の発生条件に記載の不正な状態の通知先データが、 

通知先の単位 = 形式:社員選択 
通知先 = 本人 

の設定に変更されます。これによって、対象の通知設定の「編集」ボタンがクリックできるよう
になりますので、通知設定の編集画面を開いて、正しい内容で設定を行ってください。 
 

上記修正内容に記載の通り、当パッチを適用すると不正な状態の通知データの設定が変更されま
す。このデータ更新のログは、当パッチの PEDB フォルダの Patch1.log に出力されます。 
不正なデータがあった場合のみ、対象のデータベース名、通知名とその内部 ID が下記の例のような
形式でログファイルに出力されます。 
例）「通知先を本人に変更しました. ユーザ管理 DB(102681), 登録通知(2074)」 
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この例では、下記の通りとなります。 
「ユーザ管理 DB(102681)」:対象のデータベース名(内部 ID) 
「登録通知(2074)」:対象の通知名(内部 ID) 

 
明細行のある Web データベースでフィールドの形式変換を行うと、OutOfMemoryError が発生す
ることがある(#31448) 
発生条件: 
 以下の条件を全て満たす場合に発生します。 
  ・明細行があるデータベースで操作を行う 
  ・明細行が 10 レコード以上登録されているレコードがある 
  ・明細行の形式が「文字列(1 行)」であるフィールドを形式変換する 
事象: 

明細行の形式が「文字列(1 行)」であるフィールドの設定画面で形式変換を行うと 
OutOfMemoryError が発生していました。 

修正内容: 
 発生条件を満たす操作を行っても OutOfMemoryError が発生しないように修正しました。 

 
絞り込み条件を指定してレコード一覧を URL から起動する場合、その絞り込み条件を利用できない
ユーザに対してすべてのレコードが表示されてしまう (#31498) 
発生条件: 

以下の条件を全て満たす場合に発生します。 
 レコード一覧の「この情報の URL」をメニュー、関連情報 URL、ブックマークに登録し、そ

こからレコード一覧を起動する 
 メニュー、関連情報 URL、ブックマークから起動するレコード一覧で指定されている絞り込

み条件はログインユーザが利用できない絞り込み条件（※）である 
※ログインユーザが利用できない絞り込み条件は下記の通り。 

・ログインユーザが参照以上の権限を持っていない 
・削除されている 
・使用区分が「使用しない」 
・ユーザ利用区分が「ユーザ画面で利用不可」 

事象: 
上記の発生条件の操作を行った場合、本来はログインユーザが利用可能なその他の絞り込み条件
でレコード一覧が表示されるべきところ、すべてのレコードが表示されるという現象が発生して
おりました。 

修正内容: 
指定された絞り込み条件をログインユーザが利用できない場合は、ログインユーザが利用可能な
絞り込み条件のうち、先頭の絞り込み条件でレコード一覧を表示するように修正しました。 
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一覧画面でフォルダツリーの操作を繰り返すと、 OutOfMemoryError が発生することがある
(#31530) 
発生条件: 

深い階層がある Web データベースのフォルダ（※）で、パンくずリストを使いフォルダの移動を
繰り返し、左ペインのフォルダツリーの▷ボタン押下した場合に発生します。 
※ 6 階層で発生した事例が確認されています。 

事象: 
 発生条件に記載した操作を行った時、OutOfMemoryError が発生していました。 
修正内容: 
 上記の操作を行ってもエラーが発生しないように修正しました。 

 
フォルダに"データベース作成可"の権限がない場合、データベースの変更ができない (#31696) 
発生条件: 

以下の条件を全て満たす場合に発生します。 
 対象の Web データベースに対して、ログインユーザがデータベース管理者の権限を持っている 
 対象の Web データベースが格納されているフォルダに対して、ログインユーザがデータベース
作成可の権限がない 

事象: 
上記の発生条件の場合、本来、データベース管理者の権限があればデータベースの変更ができる
ところ、データベースの変更画面を開き「変更」ボタンを押下すると『フォルダに「データベー
ス作成可」の権限が設定されていないため登録できません。』というエラーメッセージが表示さ
れ変更が行えないようになっておりました。 

修正内容: 
データベース管理者の権限があるユーザであれば、そのデータベースが格納されているフォルダ
に対してデータベース作成可の権限がない場合でも、データベースの変更を行えるように修正し
ました。 

 
＜Web データベース＞ 
 

表示編集画面に表示区分「表示用」で配置している日付時刻項目に登録されている値が、レコード
更新を行うと消える (#31483) 
発生条件: 

表示編集画面に日付時刻フィールドを「表示用」で配置している場合に発生します。 
事象: 

表示編集画面に表示区分「表示用」で配置している日付時刻項目に登録されている値が、レコー
ド更新を行うと消えるという現象が発生しておりました。 

修正内容: 
表示編集画面に配置しているフィールドの表示区分によらず、日付時刻項目の値、時間量計算項
目の値がレコード更新で消えないように修正しました。 

 
テーマ設定で「インディゴブルー」を設定している場合、Web データベースのレコード一覧の奇数
行の背景色がグレーになる (#31489) 
発生条件: 
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[システム設定] > [システム環境の設定] > [テーマ設定]で「インディゴブルー」を設定している
場合に発生します。 

事象: 
テーマ設定で「インディゴブルー」を設定している場合、レコード一覧の奇数行の背景色が、本
来、白になるところ、グレーになるという現象が発生しておりました。 

修正内容: 
テーマ設定で「インディゴブルー」を設定している場合、レコード一覧の奇数行の背景色が白に
なるように修正しました。 

 
CSV 出力で、登録済データが多いとディスクの空き容量チェック時に OutOfMemoryError になる
(#31499) 
発生条件: 

データベースのレコードのデータ量が大きい場合 
事象: 

CSV ファイルの出力時に添付ファイルの容量がディスク容量を超えないかのチェックを行ってい
ます。そのチェックで、不要なデータも読み込んで OutOfMemory が発生していました。 

修正内容: 
チェック時に不要なデータを読み込まないように修正しました。 

 
＜汎用申請＞ 
 

Ver3.1c からバージョンアップした汎用申請データベースのレコード一覧で列の見出しがずれる 
(#31493) 
発生条件: 

Ver3.1c から Ver3.2c にバージョンアップした場合、Ver3.1c の時に作成した汎用申請データベ
ースでのみ発生します。 

事象: 
汎用申請データベースのレコード一覧で列の見出しがずれるという現象が発生しておりました。 

修正内容: 
上記の条件と一致する汎用申請データベースのレコード一覧で列見出しのズレが解消されるよう
に修正しました。 

 
＜CRM＞ 
 

「お客様検索（最近選択した顧客）」のお客様選択用ポップアップにおいて、顧客名に「'」文字が
含まれている顧客が初期表示対象に存在する場合、顧客を選択すると「処理中です」のままになる 
(#31340) 
発生条件: 

「お客様検索（最近選択した顧客）」のお客様選択用ポップアップの初期表示対象のなかに、名
前に「'」文字が含まれている顧客が存在している場合、お客様選択用ポップアップを開き任意の
顧客を選択して「確定」ボタンを押下すると発生します。 

事象: 
処理が終了せず、お客様選択用ポップアップが閉じなくなっていました。 
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修正内容: 
発生条件と一致する状況でも任意の顧客を選択して「確定」ボタンを押下すると、処理が終了し
お客様選択用ポップアップが閉じるように修正しました。 

 
＜リマインダー＞ 
 

iPhone リマインダーの新着通知機能で使っている APNs サービスの仕様変更に伴う対応
（#31501） 
iPhone リマインダーの通知処理で利用している Apple Push Notification（以後、APNs）が 
2021 年 4 月 1 日に仕様変更されました。 
それに伴い、POWER EGG の Web サーバで実装している通知処理を新しい仕様に対応しました。 
 
※アップル社の仕様変更について 
アップル社にてサポートされているレガシーバイナリプロトコル方式の APNs が 2019 年 11 月に
サポートを開始した HTTP/2 ベースの方式に完全に変更となります。 
レガシーバイナリプロトコル方式は、2021 年 3 月 31 日までのサポートとなり、それ以降は非推
奨、サポートが終了します。 
 
詳しくは、下記リンクからアップル社のニュース情報をご参照ください。 

・Apple Push Notification Service のアップデート 
https://developer.apple.com/jp/news/?id=11042019a 

・APNs Provider API の期限の変更 
https://developer.apple.com/jp/news/?id=c88acm2b 

 
【注意事項】 
これまで iPhone 通知サービスを利用する場合は、Web サーバからインターネット上のホストの
名前解決が可能で、かつ TLS プロトコルにて TCP ポート(2195,2196)でアクセスできる必要があ
りましたが、今回の仕様変更により、HTTPS プロトコルにて TCP ポート(443)でアクセスできる
必要があります。従来の TLS プロトコル、TCP ポート(2195,2196)のアクセスは必要なくなりま
す。 

 
＜その他・共通＞ 
 

経費精算システム「eKeihi」との連携機能を追加する（#31244） 
イージーソフト株式会社が提供する経費精算システム「eKeihi」との連携機能を追加しました。 
「eKeihi」を導入している場合は、当パッチ適用後に設定を行うことで、連携機能を利用すること
ができます。 
連携できる条件、実現できること、設定方法等については、別紙「POWER EGG3.0 eKeihi 連携_
第 2 版.pdf」をご確認ください。 
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2021 年度カレンダーの祝日変更に対応する (#31290) 
POWER EGG3.0 では 2050 年までの祝日データを保持しています。 
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の規定に基づき、令
和 3 年（2021 年）における海の日、スポーツの日ならびに山の日は、下記の通りとなります。 
海の日       7 月 22 日 
スポーツの日    7 月 23 日 
山の日       8 月 8 日 
山の日の振替休日  8 月 9 日 
 
これに伴い、「日本の休日」カレンダーの 2021 年の祝日データを追加・変更する対応を行いまし
た。 
追加・変更されるデータは下記の通りです。 
・海の日 
   変更:2021 年 7 月 19 日（月） → 2021 年 7 月 22 日（木） 
・スポーツの日 
   変更:2021 年 10 月 11 日（月） → 2021 年 7 月 23 日（金） 
・山の日 
   変更:2021 年 8 月 11 日（水） → 2021 年 8 月 8 日（日） 
・山の日の振替休日 
   追加:2021 年 8 月 9 日（月） 

 
3/22 提供の「iPhone リマインダー通知処理修正 HotFix」を適用すると CyberMail との連携が動作
しなくなる(#31744) 
CyberMail 連携を利用している環境において、2021/3/22 に提供開始した「iPhone リマインダー
通知処理修正 HotFix」を適用すると、CyberMail 連携が動作しなくなる事象が発生しておりまし
た。この問題については、2021/3/29 に修正を行った HotFix を提供開始しており、修正後の
HotFix を適用した場合はこの問題は発生しません。また、当パッチでも修正を行っております。 

 
削除された社員のログがある場合、ログ照会画面でログを参照、CSV 出力した時にエラーになる
（#31948） 
発生条件: 

以下の操作を行った場合にエラーが発生しておりました。 
1. 削除された社員のログが存在している。 
2. ログ照会画面で上記 1. のログが検索される条件でログを検索、または、CSV 出力する。 

事象: 
発生条件に記載した操作を行った時、エラーが発生しておりました。 

修正内容: 
上記の操作を行ってもエラーが発生しないように修正しました。   
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＜マスタインポートユーティリティ＞ 
 

社員所属インポートにて、同一部門に同一ユーザが複数件重複して審議者設定されてしまう場合が
ある(#31541) 
発生条件: 

社員所属インポートにてレコード数が 100 件以上、かつ、100 行目と 101 行目に以下の項目の
値が全て同一のレコードがある CSV ファイルを取り込んだ場合に発生します。 

 ・ユーザ ID 
 ・発令日 
 ・外部連携部門コード 
 ・外部連携申請部門コード 
事象: 

以下の項目が正しくない値で登録されることがあります。 
・承認対象申請部門コード 
・承認順序 
・所属グループＩＤ 
具体例） 

ユーザ ID、発令日、外部連携部門コード、外部連携申請部門コードがすべて同一で、承認対象
申請部門コードが異なるレコード A とレコード B がある場合、レコード A が登録されず、レコ
ード B の値で 2 件登録され、同一部門に同一ユーザが複数件重複して審議者設定されてしまう
ことがあります。 
承認順序、所属グループＩＤのいずれかが異なるレコードでも同様の事象が発生する可能性が
あります。 

修正内容: 
 社員所属をインポートした際、正常にデータが登録されるように修正しました。 
 
制限事項: 

すでに事象が発生し、誤ったデータが登録されている場合、パッチを適用してもデータは修正さ
れません。パッチを適用した後で、再度 CSV 取込を実行することで、正常にデータが登録されま
す。 

 
誤ったデータが登録されているか判断するには、MIU で社員所属情報をエクスポートし、発生条
件に記載がある各項目ならびに下記の項目の値が同一のレコードが複数件ないかをご確認くださ
い。 
・承認対象申請部門コード 
・承認順序 
・所属グループＩＤ 
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＜スマートフォン＞ 
 

施設予約画面で、予定種別を「通常スケジュール:期間指定あり」にして登録を行うと Internal 
Server Error が発生する（#31769） 
発生条件: 

施設予約画面で、予定種別を「通常スケジュール:期間指定あり」にして登録を行った場合 
事象: 

発生条件に記載の操作を行った時、エラーが発生していました。 
修正内容: 

上記の操作を行ってもエラーが発生しないように修正しました。 
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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。 
 
＜データベース共通＞ 
 

レコード内容表示画面でスタンプ押下・取消時に記録される変更履歴について、表示されるユーザ
と日時が、スタンプ押下・取消を行ったユーザと日時ではない（#31514） 
スタンプ押下・取消を行った時の挙動が以下のように変更されております。 

修正前:対象レコードの最終更新者と最終更新日時が更新されない。 
修正後:対象レコードの最終更新者と最終更新日時が下記の内容で更新される。 

最終更新者:スタンプ押下・取消を行ったユーザ 
最終更新日時:スタンプ押下・取消を行ったシステム日時 

 
＜SDK API、アドオン＞ 
 

REST Web データベース API でパラメタの JSON で指定していない明細行の必須項目が必須チェッ
クされる（#31351） 
REST API で、明細行に必須項目があるデータベースに対して、明細行も含めレコード登録・更
新を行った場合、修正前はパラメタで指定していない明細行の必須項目についても必須チェック
が行われていましたが、修正後はパラメタで指定した項目に対してのみ必須チェックが行われる
ようになります。 

 
＜スマートフォン＞ 
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ログアウトアイコンを各画面に配置しログアウトしやすくする(#31254) 
スマートフォン版でのログアウトの操作性を改善するために以下の変更を行っております。 
 
1. ナビビュー画面の右上にログアウトアイコンを表示するように変更。 

これに伴い、ログアウト操作が以下のように変更になります。 
変更前:ナビビュー画面の右上の歯車アイコンをタップし、メニューに表示される「ログアウ

ト」を選択 
変更後:ナビビュー画面の右上のログアウトアイコンをタップ 

 
2. 上記１.の変更に伴い、ナビビュー画面の右上の歯車アイコンをタップした時の挙動を以下のよう

に変更。 
変更前:メニューを表示（メニューには「個人設定」「ログアウト」が表示される） 
変更後:個人設定画面に遷移 

 
3. ナビビュー画面以外の各画面にもログアウトアイコンを表示する設定をユーザごとに行えるよう

に変更（個人設定画面の「ナビビューアイコンがある画面にログアウトアイコンを表示」チェッ
クボックスで設定可能）。 
これに伴い、ログアウト操作が行える画面が以下のように変更になります。 

変更前:ログアウトはナビビュー画面からしか行えない 
変更後:個人設定画面において「ナビビューアイコンがある画面にログアウトアイコンを表

示」チェックボックスにチェックを入れている場合、ナビビューアイコンがある各
画面においても右上にログアウトアイコンが表示され、そこから直接ログアウトが
行える 

 
なお、本変更を反映した製品マニュアルは次期バージョンである Ver3.3c で提供させていただき
ます。 

 
＜経費精算 システム設定（その他）＞ 
 

支払先登録画面で有効区分の設定ができない（#24591） 
修正前は支払先マスタをマスターインポートユーティリティで取込する時のみ、支払先の有効区
分の指定が可能でした。 
修正後は支払先の有効区分の指定が支払先登録画面でも行えるようになります。 
また、上記の修正に伴い、支払先一覧画面と支払先リストに項目「有効/無効」を追加しました。 
 
なお、本変更を反映した製品マニュアルは次期バージョンである Ver3.3c で提供させていただき
ます。 

 
 


