
Redmine 3.4.0と3.4.2で採用されたファーエンドテクノロジー開発のパッチ一覧(計31件) 

Redmine 3.4.0 

• Feature #12598: Add tooltip on Workflow matrix for helping in big ones 
　ワークフロー画面の各セルにマウスカーソルをあわせたときに現在のステータスと遷移先のステータスをツールチッ 
　プで表示 

• Feature #12706: Ability to change the private flag when editing a note 
　注記の編集画面でプライベートフラグの変更機能を追加 

• Defect #14626: Repositories' extrainfo column is too short with MySQL 
　MySQL使用時、repositories.extrainfoに64KBを超えるテキストを格納できない問題を修正 

• Defect #21375: Working external URL prefixes (protocols and 'www' host part) not documented in wiki 
syntax 

　自動的にリンクとなるURLの形式のうち一部がヘルプに記載されていない 

• Patch #23108: Change Japanese translation for text_git_repository_note 
　text_git_repository_noteの日本語訳を変更 

• Patch #23359: Change Japanese translation for label_commits_per_author 
　label_commits_per_authorの日本語訳を「起票者別のコミット」から「作成者別のコミット」に変更 

• Patch #23419: Change Japanese translation for label_display_used_statuses_only 
　label_display_used_statuses_onlyの日本語訳を「このトラッカーで使われているステータスのみ表示する」から 
　「このトラッカーで使われているステータスのみ表示」に変更 

• Patch #23659: Change Japanese translation for label_enumerations 
　label_enumerations の日本語訳を「列挙項目」から「選択肢の値」に変更 

• Patch #23806: Fix Japanese translation inconsistency of label_tracker_new and label_custom_field_new 
　label_tracker_newとlabel_custom_field_newの日本語訳を変更 

• Defect #23865: Typo: s/projet/project/ in Redmine.pm comments 
　Redmine.pm内のコメントのtypoを修正 

• Patch #24174: Change Japanese translation for "format" 
　“format"の日本語訳を「書式」から「形式」に変更 

• Patch #24177: Change translation for label_user_mail_option_only_(assigned|owner) 
　メール通知のオプションの翻訳を、通知範囲の誤解が生じないよう改善 

• Patch #24578: Remove unused CSS class ".icon-details" 
　使われていないCSSクラス”.icon-details"を削除 

• Patch #24649: Make Spent time clickable in issue lists 
　チケット一覧画面の「作業時間」「合計作業時間」に作業時間の一覧へのリンクを追加 

• Patch #24713: Remove iteration in ApplicationHelper#syntax_highlight_lines 
　ApplicationHelper#syntax_highlight_linesメソッド内の不必要なループを削除 



• Patch #24750: Change Japanese translation for setting_text_formatting and 
setting_cache_formatted_text 

　日本語訳の「テキストの書式」と「書式化されたテキストをキャッシュする」をそれぞれ「テキスト書式」と「テキ 
　スト書式の変換結果をキャッシュ」に変更 

• Feature #24780: Add tooltip on Permissions report matrix 
　権限レポート画面の各セルにマウスカーソルをあわせたときに権限とロールをツールチップで表示 

• Feature #24790: Add tooltip on trackers summary matrix 
　トラッカーのサマリー画面の各セルにマウスカーソルをあわせたときにトラッカーとフィールドの組み合わせをツー 
　ルチップで表示 

• Patch #24833: Always show "Jump to project" drop-down 
　メンバーとなっているプロジェクトがない場合も「プロジェクトへ移動…」ドロップダウンを常時表示 

• Patch #24891: Change Japanese translation for "items" 
　日本語訳において、列ではなく行に関係する文脈では”items"の訳語として「項目」を使わないよう改善 

• Patch #24899: Remove unused "description_date_*" from locale files 
　使用されていないラベルdescription_date_*を言語ファイルから削除 

• Patch #24900: Remove unused "label_planning" from locale files 
　使用されていないラベルlabel_planningを言語ファイルから削除 

• Patch #24901: Remove unused "label_more" from locale files 
　使用されていないラベルlabel_moreを言語ファイルから削除 

• Feature #25048: Ruby 2.4 support 
　Ruby 2.4対応 

• Feature #25052: Allow to disable description field in tracker setting 
　トラッカーの設定にチケットの説明欄を無効化できるオプションを追加 

• Defect #25118: ThemesTest#test_without_theme_js may fail if third-party theme is installed 
　複数のテーマがインストールされているときThemesTest#test_without_theme_jsが失敗することがある 

• Defect #25470: Fix Japanese mistranslation for field_base_dnd 
　field_base_dnの日本語訳を「検索範囲」から「ベースDN」に修正 

• Patch #25609: Change Japanese translation for field_attr_* 
　LDAP属性名の日本語訳の改善 

• Patch #25775: Show assignee's icon in addition to author's icon 
　作成者のアイコンに加えて担当者のアイコンもチケットに表示 

• Feature #25842: Add table border to email notifications 
　通知メール内のテーブルに枠線を表示 

Redmine 3.4.2 

• Defect #26379: Fix thumbnail rendering for images with height >> width 
　縦長の画像のサムネイルを表示させたとき、高さが「サムネイル画像の大きさ」の設定値を超えてしまう


