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コンポーネント 問題 説明

アクセス制御、ユーザー管理、環境設定 ARCHER-83600 ［ユーザーの再割り当て］ウィンドウの［構成］セクションにスクロール バーがありませんでした。

添付ファイル ARCHER-85573 Archerコントロール パネルでブラックリストまたはホワイトリストを構成し、作成可能なファイルタイプを制限した場合、空のファイルを添付ファイルフィー
ルドにアップロードできませんでした。

計算エンジン ARCHER-82362 NORMDIST関数の関数形式パラメータに、値が「TRUE」のテキスト フィールドを指定した場合、NORMDIST関数は正しい結果を返しませんでした。

計算エンジン ARCHER-86595 メタデータが無くなったコンテンツに関連づけられた計算ジョブが、データベース処理をすることなく何日間もハングしていました。

チャート ARCHER-86583 積み上げ縦棒チャートの値ラベルが、横書きに表示されませんでした。

データ フィード ARCHER-82623 ソースデータのCSVファイルに含まれる最後の列の値が、データ フィードにより正しく取り込まれていませんでした。

データ フィード、SSL ARCHER-84000 アップグレード後、SSLを使用するFTPデータ フィードが予期しないエラーで失敗していました。

データベース、グローバリゼーションと
ローカライズ

ARCHER-85386 日付または時間の文字列を、別の日付形式に変換しようとして、アップグレードが失敗していました。

データベース、マスターレポート リスト ARCHER-85915 マスター レポート リストにデータが表示されませんでした。

データベース、アンケート
ARCHER-85002,
ARCHER-80578

アンケートにキャンペーンのスケジュールを保存することができず、エラーが発生していました。

リリース6.7 Patch 5
重要! RSA Archer 6.7 Patch 5は、2020年4月2日にリリースされましたが、2020年4月8日に新しいビルドに置換されました。これは、同梱されたRSA Archerオンラインヘルプのバージョンを修正するための措置です。

2020年4月8日以降のRSA Archer 6.7 Patch 5（Build 6.7.00500.1026）をインストールした場合は、正しいファイルが同梱されています。追加の処理は必要ありません。

2020年4月2日から2020年4月6日のRSA Archer 6.7 Patch 5（Build 6.7.00500.1025）をインストールした場合は、別のバージョンのオンラインヘルプが同梱されています。正しいオンラインヘルプを インストールするために、修正さ

れたRSA Archer 6.7 Patch 5 （2020年4月8日リリースのBuild 6.7.00500.1026）を再インストールする必要はありません。

2020年4月2日から2020年4月6日のRSA Archer 6.7 Patch 5 （Build 6.7.00500.1025）をインストールした場合は、6.7の正しいオンラインヘルプをインストールするため次の手順を実行してください。

1. RSA Archer Webサーバ上の以下のフォルダをバックアップします。フォルダのパスはインストール環境によって異なる可能性があります。
  C:\inetpub\wwwroot\RSAarcher\help\<language>\html-help\
  C:\Program Files\RSA Archer\Archer Control Panel\Help\<language>\

2. 使用する言語のRSA Archer 6.7 Documentationを次の場所からダウンロードします。

　 https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-community/platform/documentation

3. .zipファイルを展開します。RSA Archer Control Panel HelpとRSA Archer Online Documentationの2つの.zipファイルが含まれます。 各.zipファイルを別々のフォルダに展開します。

4. 展開したフォルダ内のすべてのファイルをRSA Archer Webサーバにコピーし、宛先フォルダのファイルを置換します。
　• RSA Archer 6.7 Control Panel Help > C:\Program Files\RSA Archer\Archer Control Panel\Help\<language>\
　• RSA Archer 6.7 Online Documentation > C:\inetpub\wwwroot\RSAarcher\help\<language>\html-help\

注: ファイルの展開には、7-Zipの使用を推奨します。

リリース6.7 Patch 5で修正された問題
このセクションは、このリリースで修正された問題のリストです。



グローバル検索 ARCHER-79573 クイック検索を実行している時に、検索候補のドロップダウン リストが検索結果ページ上に表示される場合がありました。

グローバル検索、レコード ページ ARCHER-84530 レコードを変更し、保存していない状態で、グローバル検索を実行し、［未保存の変更］ダイアログ ボックスを閉じると、［読み込み中］アイコンが表示され
たままになっていました。

インストール/アップグレード ARCHER-85702 Archerのインストーラが複雑なパスワードのデータベースに接続できず、アップグレード時にエラーが発生していました。

レポート ARCHER-87775 ユーザーが空のチャートを含む統計レポートを開くと、予期しないエラーが発生していました。

508条 ARCHER-83268 新しいレコードの追加ページで、タブ上でキーボードのEnterキーを押しても、そのタブを選択できませんでした。

508条 ARCHER-83269 ユーザーはレコードのアクセス履歴ページで、日付範囲のコンボ ボックスにアクセスできませんでした。

508条 ARCHER-83286 レコード内の［新しいリンクの追加］リンクの上でキーボードのEnterキーを押しても、リンクが動作しませんでした。

508条 ARCHER-83946 ［インシデント詳細］タブの［アクセス履歴の表示］リンクにキーボードを使用してアクセスできませんでした。

通知 ARCHER-80548 毎月送信するようスケジュール設定されたレポート定期配信が、月に2回送信されていました。

通知 ARCHER-82776 通知テンプレートのデザインでレターヘッドなしを選択すると、通知メールの上部に空白が挿入されていました。

通知 ARCHER-86311 内容にチャートが含まれる場合、オンデマンド通知テンプレートのテキストがメール内に正しく表示されませんでした。

ワークフロー(AWF) ARCHER-85363 拡張ワークフローにレコードを登録できませんでした。レコードは［作成済み］ステータスのまま、例外により登録が失敗していました。

ワークフロー(AWF) ARCHER-86668

データベースにWorkpoint Architectページで作成したカスタムの拡張ワークフロー プロセスが含まれる場合、アップグレード時に次の例外が発生します。

System.Data.SqlClient.SqlException: Cannot insert the value NULL into column 'PROC_SCRIPT_ID', table '65004.dbo.WP_PROC_SCRIPT'; column does not allow nulls. INSERT
fails.



コンポーネント 問題 説明

アクセス制御 ARCHER-31183 「Everyone」でグループを検索すると、読み取り専用であるにもかかわらず、検索結果のEveryoneグループに編集アイコンと削除アイコンが表示されます。

アクセス制御 ARCHER-41738 スケジュールとコンテンツに対する作成、読み取り、更新、削除を付与するアクセス ロールを編集しようとすると、UIの例外エラーが発生します。

ACP ARCHER-69428 インストールの設定でElasticserchのクラスタ名を更新しても、インスタンスの設定のクラスタ名は更新されず、その後Archerにログインしたユーザーには例外が発生しま
す。

表示 ARCHER-13566 RSA ArcherのWebページ上のユーザー操作の中には、セッション タイムアウトを正しくリセットできないものがあるため、タイムアウトの警告メッセージが継続して表示さ
れる場合があります。

表示 ARCHER-77830 レコードの保存を2回実行するまで、トレンド チャートにデータが表示されません。

表示 ARCHER-78281 環境バーに新しい背景色を設定した時に、［表示］ページをロードできなくなります。

アプリケーション ビルダー ARCHER-44013 アプリケーションに空のタブセットがあると、アプリケーションのコピー処理でエラーが発生し、データ依存型イベントのルールがコピーされません。

アプリケーション ビルダー ARCHER-48798
テキスト領域フィールドのデフォルト テキストが、フィールドをクリックしても消えません。

回避策:
テキスト領域フィールドのデフォルト テキストを手動で選択して削除してください。

アプリケーション ビルダー ARCHER-66315 アプリケーションに新しいレベルを追加すると、空のタスク/アクティビティ フィールドが作成されます。

アプリケーション ビルダー、レコード
ページ

ARCHER-70083 レコード権限フィールドで、値ポップアップ以外の表示コントロールを選択すると、［非アクティブなユーザーの除外］オプションを選択しても、非アクティブなユー
ザーが除外されません。

一括操作 ARCHER-40769 検索結果ページに履歴ログフィールドが含まれる場合、一括更新、一括削除、一括作成のオプションがメニューに表示されません。

一括操作 ARCHER-41442 レコード権限フィールドで非アクティブなユーザーを除外するよう構成していても、［一括操作の管理］ページで非アクティブなユーザーの名前を指定して検索を実行す
ると、検索結果には非アクティブなユーザーが表示されます。

一括操作 ARCHER-41474 クイック リンクから［スケジュール］ページを開くと、［スケジュール］ページを閉じることができません。

一括操作 ARCHER-41755 ユーザーがディープ リンクを使用してスケジュールまたは一括操作にアクセスしようとした時に、ユーザーにアクセス権がないことを示す警告メッセージが表示されませ
ん。

一括操作 ARCHER-41779 ［スケジュールの管理］ページへのリンクを、クリック リファレンス リンクに追加することができません。

一括操作 ARCHER-41838 一括削除の対象として選択したレコードの中にすでに削除されたレコードが含まれると、一括削除が失敗します。

一括操作 ARCHER-76594
計算エディタ（参照先の一括作成を定義する時、演算子として計算を選択すると表示される）は、計算式に無効な文字が含まれていても検証エラーを表示しません。無効
な文字が含まれていると、計算式を保存することができません。計算式に無効な文字が含まれていないことを確認してから、保存するようにしてください。無効な文字：

"\"<>/"&"\"<>/"

一括操作、UI ARCHER-41500 参照先を一括作成する時、日付＆時刻フィールドのフィールド名の一部がフィールドと重なって見えないことがあります。

リリース6.7 Patch 5の既知の問題
このセクションでは、リリース時点で未解決の問題について説明します。回避策がある場合は、その内容もしくは詳細の参照先が記述されます。

ほとんどの回避策を実施するためには、管理者権限が必要です。



計算、パッケージ ARCHER-74381 1つのアンケートを含んだパッケージの生成時にNull Exceptionエラーが発生します。

データ フィード ARCHER-47727 ［ソースの定義］タブで大きなソース ファイルを追加すると、例外が発生します。

データ フィード ARCHER-48616
XSLT 3.0を使用したデータ フィードを実行する場合、RSA Archer環境からインターネットにアクセスできないとDTDを検証できないため、エラーが発生します。

回避策:
XSLT 3.0を使用したデータ フィードを実行する場合、RSA Archer環境からインターネットにアクセスできることを確認してください。

データ フィード ARCHER-52938 VSRインポートのデータ フィードで、ログファイルに次のエラーが出力されます：Violation of PRIMARY KEY constraint 'PL_tbllVUserContent'

データ インポート ARCHER-40928 障害の発生したデータ インポートの結果に、ファイルから作成されたレコード数が表示されますが、実際には1件のレコードも作成されていません。

ドキュメント ARCHER-48940 計算相互参照では、関連レコードをフィルタすることができます。しかし、RSA Archerオンライン ドキュメントでは、計算相互参照に対応していないフィールドのリスト
に関連レコードが含まれています。

ドキュメント ARCHER-88617
RSA Linkから圧縮されたオンライン ドキュメントをダウンロードした場合、WinZipではなく、7-Zipを使用して展開することを推奨します。"エラー 0x80010135: パスが長すぎ

ます" のエラーを回避できます。

ドキュメント ARCHERSOL-7646

RSA Archerトップダウンリスク アセスメント ユースケース6.7では、リスク登録とリスク シナリオの2つのアプリケーションに［Assessment Method（アセスメント方法）］

フィールドが追加されました。このフィールドは、定量的リスク アセスメントを行う場合に必須です。ユースケースをアップグレードした場合、パッケージ をインストー

ルした後、リスク登録とリスク シナリオで、定量的アプローチを選択したすべての既存レコードの［Assessment Method（アセスメント方法）］フィールドの値を「Regular
（正規）」に設定する必要があります。既存レコードの更新は、一括操作スケジュール、一括更新、データ フィード、データ インポートを使用して実行できます。

一括操作スケジュールで既存アプリケーションのレコードを更新する場合は、次の手順を実行します。

1. 一括操作スケジュールを新規作成します。

- スケジュール名を指定します。

- ステータスをアクティブに設定します。

- アプリケーション（リスク登録またはリスク シナリオ）を選択します。

- 次のフィルタを追加します:
   [Assessment Approach（アセスメント アプローチ）] 等しい「Quantitative Survey（定量的サーベイ）」

2. 一括操作スケジュールを保存します。

3. 一括操作を追加します。

- 操作名を指定します。

- ［タイプ］フィールドで、「一括更新」を選択します。

- ［フィールドと値の設定］セクションで、[Assessment Method（アセスメント方法）]を選択します。

-  [Assessment Method（アセスメント方法）]の値に、「Regular（正規）」を指定します。

4. 一括操作と一括操作スケジュールを保存します。

5. 一括操作スケジュールを実行します。

6. 全レコードの更新が完了したら、一括操作スケジュールを削除するか、非アクティブに設定できます。

詳細は、RSA Archerオンライン ヘルプの「一括操作」を参照してください。

ドキュメント ARCHERSOL-8046 ITセキュリティ脆弱性プログラム ユースケースのドキュメントに、Vulnerability Historical Dataデータフィードが英語でしか使用できない点が記述されていません。

フィールド暗号化 ARCHER-41772
自己参照の計算フィールドで、暗号化を有効にできます。本来、計算フィールドは暗号化できません。
回避策:
自己参照の計算フィールドを編集する時、暗号化に関連する警告が表示されたら、暗号化を無効にしてから、フィールドを保存してください。

グローバリゼーションとローカライズ、
印刷とエクスポート

ARCHER-48267 レコードをPDFにエクスポートすると、日本語または中国語を含むフィールド名が正しく表示されません。この問題は、ユーザーのロケールの言語とフィールド名に使用さ
れる言語が異なる場合にのみ発生します。



グローバリゼーションとローカライズ、
検索と検索結果

ARCHER-46299 パネルを使用するすべてのExtページで、ユーザーの言語設定に関係なくすべてのユーザーに対して、セクションの展開または折りたたみが可能であることを伝えるツール
チップが英語で表示されます。

ヘルプ システム ARCHER-75361
次の管理者ページでは、正しいコンテキスト依存ヘルプ トピックが表示されません：ダッシュボード、ディスカッション フォーラム レポート、グローバルiView、グロー
バル値リスト、ジョブのトラブルシューティング、言語、ロケール、スケジュール、教育・訓練および意識向上キャンペーン

インライン編集 ARCHER-41827 階層型値リストフィールドをドロップ ダウン以外の形式で表示すると、最後の値が正しく表示されません。

差し込み印刷 ARCHER-80242 差し込み印刷でイメージを含むテキスト領域フィールドを出力する場合、Archer Base URLの大文字と小文字がACPの定義と正確に一致するよう指定する必要があります。

モバイル アプリ ARCHER-77586 RSA Archer Business Continuity & Disaster Recoveryモバイルアプリにログインする時、完全なRSA Archer URLを使用するとログインできません。RSA ArcherベースURLを使用する
とエラーを回避できます。

ナビゲーション ARCHER-48703 新しいウィンドウを開くクイック リンクをクリックした後、新しいウィンドウが正しく表示されません。

ナビゲーション ARCHER-52673 Internet ExplorerまたはSafari使用時、Microsoft Silverlightを使用しないページ上でテキスト フィールドに移動し、その直後にボタンをクリックすると、再度ボタンをクリック
しないと操作が開始しません。

オフライン インストール ARCHER-58656

Archerオフライン アクセスを6.5より前のバージョンから、6.5以降のバージョンにアップグレードする時、オフライン インストーラがSQL Server 2012 LocalDBをSQL Server
2017 LocalDBに更新できず、レジストリ キーも更新できません。その結果、オフライン アクセスの同期が完了しません。

回避策:
オフライン アクセスが以前インストールされていたクライアントをアップグレードする場合は、SQL Server LocalDbを手動でアンインストールし、レジストリ エディタを使
用してレジストリからキーを削除します。

レジストリ キーは一意IDとユーザー名によって異なりますが、次のような名前になります：

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\UserInstances\{0A643155-0194-4FCF-84D3-FA5DF16E36B1}

削除する必要のあるキーは、DataDictionayの値を保存するキーで、次のような値が保存されています：
C:\Users\usernameGoesHere\AppData\Local\Microsoft\Microsoft SQL Server Local DB\Instances\OfflineArcher

印刷とエクスポート ARCHER-74483 アプリケーションが同じアプリケーションのレコードを相互参照する場合、レコードをHTMLにエクスポートするとエラーが発生します。

アンケート ARCHER-43967 拡張ワークフローの登録オプションが［更新されたレコード］と［ユーザー開始］に設定されたアンケートで、［ユーザー開始］ボタンが表示されません。

アンケート ARCHER-55683 アンケートの構成で、既存のキャンペーンと同名のキャンペーンを作成すると、エラーが発生します。

アンケート ARCHER-70906 複数のサブフォームを使用するレコードで、1つのサブフォームを保存すると、レコード ページの元のスクロールした位置ではなく、レコード ページの先頭（または、一
番上のセクション）に戻ります。

レコード ページ ARCHER-41877 最終更新日フィールドを含むレコードを作成し、コピーすると、コピー先の最終更新日フィールドの時間は変更されます。

レコード ページ ARCHER-51604 ドロップダウン リストから値を選択する際に、ユーザーが値を直接タイプして選択した場合、そのドロップ ダウンリストでは値の選択や選択解除の操作が利かなくなりま
す。

レコード ページ ARCHER-64892
テキスト領域フィールドへのイメージのコピー＆ペースト機能やその他の方法でプライベートなイメージ フィールドにイメージが保存された場合、通知を受信するユー

ザーがテキスト領域フィールドへのアクセス権限を持ち、イメージ フィールドへのアクセス権限を持っていなくても、テキスト領域フィールドを含んだメール通知の中に
イメージが含まれます。

レコード ページ ARCHER-70972 ［フィールド値が一致する］フィルタ条件を含んだ相互参照フィールドをインライン編集する時、ルックアップ オプションを選択すると例外が発生します。

レコード ページ ARCHER-83329 すべての必須フィールドの入力を完了する前に、保存を実行すると、相互参照フィールドで選択していた値がクリアされます。



レコード ページ、UI ARCHER-71765 任意のレコード ページで［アクセス］ポップアップ ウィンドウを開いて詳細なアクセス権限を確認する時、タブを押してUIをナビゲーションすることができなくなりま
す。

レポート ARCHER-58502 サブフォームの値リスト フィールドでグループ化された統計レポートをドリルダウンして、変更する時、サブフォームの値リストフィールドの値がフィルタに表示されま
せん。

レポート、検索と検索結果 ARCHER-77917 レベル アプリケーションでは、レポートの列の管理で選択したレベルの順番が維持されません。

検索と検索結果 ARCHER-38890 統計検索のフィールドの順序を上下に移動させると、フィールドに関連づけられている統計処理が失われるため、再度選択する必要があります。

検索と検索結果 ARCHER-56179 値リストの2層目以下の値でソートしている場合、カウントをドリルしても、結果レコードが表示されません。

検索と検索結果 ARCHER-58446

Elasticsearchを検索に使用する場合、レベル アプリケーションの2つのレベルのレコードがそれぞれ単独で作成された場合、それらをリンクすることができません。詳細検
索やキーワード検索の結果には、レベル間のリンクのないレコードが表示されます。
回避策:
UIを使用して明示的にレコードを再リンクします。レコードを更新すると、インデックスも更新され適切に関係が表示されるようになります。

検索と検索結果 ARCHER-65661 8000件以上のレコードを含むアプリケーションで、ピンのタイプを標準からカスタム（値ごと）に変更すると、マップ 形式のレポートを開こうとするとブラウザが閉じる
ことがあります。

検索と検索結果 ARCHER-66161
マップ形式のレポートを表示中に、同じページの［インポート］オプションを使用してレコードをインポートした場合、追加されたレコードはマップに反映されません。
回避策:
インポート後、変更をクリックし、検索を実行すれば、インポートによって追加されたレコードがマップに反映されます。

検索と検索結果 ARCHER-67154 相互参照フィールドやレベル アプリケーションでマップ レポートを使用すると、マップ レポートの結果で［変更］をクリックしてから、詳細検索ページの読み込みが永
遠に終わりません。

検索と検索結果 ARCHER-69750 インデックス サービスは、構成ファイルの特定のContent Batch Sizeパラメータに従っていません。

ソリューション、ユーザー管理と環境設
定、ユーザー プロファイル ARCHER-77184 Microsoft Edgeブラウザを使用すると、バックオフィス ページのテキスト領域フィールドにテキストをペーストできません。

UI ARCHER-69076 日付フィールドで日付選択ウィンドウを開いたままページをスクロールすると、日付選択ウィンドウだけが単体で画面と一緒に移動します。

ユーザー管理と環境設定 ARCHER-65417 フロント オフィス ページの一部では、タブ キーで移動するとツールチップ アイコンがフォーカスされなかったり、ツールチップ アイコンが開かない場合があります。

ユーザー プロファイル ARCHER-76420
Internet Explorer 11で、バックオフィス ページのテキスト領域フィールドにCtrl+Vを使用して3500文字以上のテキストを貼り付けると、ブラウザが応答しなくなります。

 回避策:
テキスト領域フィールド内で右クリックして、［貼り付け］を選択します。

ワークフロー (AWF) ARCHER-47401 拡張ワークフロー ビルダーでプロセスまたはノードのプロパティ ペインを操作中に、ペインの画面が先頭にスクロールしてしまうため、プロパティの構成が困難です。

ワークフロー (AWF) ARCHER-55655 拡張ワークフローを再開すると、進行中のOrphanタスクが完了できずに残ります。

ワークフロー (AWF) ARCHER-79432 拡張ワークフローのジョブがループ遷移を抜けてユーザー操作ノードに進めません。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-41794 管理インターフェイスでグローバル ダッシュボードを作成、読み取り、更新、削除する権限を持つユーザーが、エンドユーザー インターフェイスでグローバル ダッシュ
ボードを編集できません。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-75692 IEでは、ホーム ページに設定するダッシュボードが複数列レイアウトの場合、表示されるiVIewをスクロールできません。



ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-76293 ドロップダウン メニューから他のオプションを選択して実行し、その後でドロップダウン メニューから［新しいパーソナル ダッシュボードの追加］オプションを選択す
ると、オプションの画面を開くことができません。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-76294 Mozilla Firefoxでは、ダッシュボード ヘッダーにあるオプション メニューに、前に選択したオプションがハイライト表示されたままになります。



コンポーネント 問題 説明

アクセス制御、管理レポート、システム
レポート

ARCHER-78990 グループ メンバーシップ レポートで、アクティブなユーザーと削除されたユーザーを区別できませんでした。

API (Web、Rest、その他)、表示、コアAPI
Suite、グローバリゼーションとローカラ
イズ

ARCHER-83243 言語の設定がフランス語の場合、例外が発生し、［表示］の設定を保存できませんでした。

API (Web、Rest、その他)、表示、コアAPI
Suite、マスター レポート リスト

ARCHER-82174 大量のレポートを読み込むことができず、マスター レポート リストを表示できませんでした。

アプリケーション ビルダー、パッケージ ARCHER-79423 拡張ワークフローで使用される値リストを削除すると、パッケージのインストール時にエラーが発生していました。

計算エンジン ARCHER-77403 Archerのジョブがデータベースにアクセスすることもなく、長期間実行中のままになっていました。

計算エンジン ARCHER-80302 計算式の中で自分自身のフィールドを参照する場合、その計算式がエラーになると、Null Reference Exceptionが発生していました。

計算相互参照 ARCHER-77777 テキスト フィールドの値に上付き文字が含まれる場合、計算相互参照でレコードをリンクすることができませんでした。

チャート ARCHER-81592 積み上げ棒チャートで、値ラベルの表示が雑然としていました。

コンテンツの保存と削除 ARCHER-76661 レイアウト内の表示されていないタブにある相互参照グリッドでインライン編集が有効化されていると、レコードの保存をクリックしても、レコードを保存できませんでし
た。

データ依存型イベント ARCHER-77308 ［値の設定］DDEアクションは、最大選択数が1の値リストフィールドに既に値が選択されている場合、既存の値を置換するのではなく、値を追加していました。

データ依存型イベント ARCHER-79623 1つのDDEイベントで、値リストの値をフィルタした後、値リストの値の設定を実行する場合、値リストの設定アクションにより、値リストには値が追加されました。

データベース、ジョブ フレームワーク、
パフォーマンス

ARCHER-78991 「SELECT DISTINCT field_id from tblIVFieldHistory」の処理により15億行のインデックス スキャンが発生し、フィールド履歴クリーンアップ ジョブがデータベース タイムアウト
エラーで失敗しました。

データベース、ジョブ フレームワーク、
パフォーマンス

ARCHER-81505 最小権限スクリプトを実行して権限を設定したユーザーが、スキーマ テーブルに対するTRUNCATE操作を実行すると失敗しました。

グローバル検索、UI ARCHER-83253 グローバル検索の検索結果が、複数列のグリッドに表示されていました。

グローバリゼーションとローカライズ ARCHER-85244 ユーザーが［言語の管理］ページで言語を更新し、そのユーザーが削除された場合、その後別のユーザーで［言語の管理］ページにアクセスすると予期しないエラーが発生し
ました。

グローバリゼーションとローカライズ、
レコード ページ、Webブラウザ

ARCHER-83011、
ARCHER-84777

Internet ExplorerでRSA Archer 6.7にアクセスする場合、レコード ページのすべてのセクションを折りたたむショートカット キーと1つのセクションを折りたたむショートカッ

ト キーが全く同じであるため、ショートカット キーを押すと常にすべてのセクションが折りたたみ表示されていました。

グローバリゼーションとローカライズ、
レポート、検索と検索結果

ARCHER-82525 レポートのフィルタでグローバル値リストを使用する時、ユーザー プロファイルに設定された言語ではなく、グローバル値リストの設計言語で値が表示されていました。

リリース6.7 Patch 4で修正された問題

このセクションは、このリリースで修正された問題のリストです。



差し込み印刷 ARCHER-81665 テキスト領域に複数のイメージが含まれる場合、差し込み印刷では、最初のイメージだけが出力されました。

レコード ページ ARCHER-82833 相互参照フィールドに入力した後、レコード ページに戻ると入力前のスクロール位置が維持されませんでした。

レコード ページ ARCHER-84429 レコード ページで右クリックすると表示される右クリック メニューには、アイコンとテキストの両方が表示されるオプションと、テキストだけが表示されるオプションが混在
していました。

レコード ページ ARCHER-84440 検索結果ページでレコードをクリックすると、「読み込み中」とだけ表示され、回転画像が表示されませんでした。

レポート オブジェクト ARCHER-80951 レポート オブジェクトとイメージ フィールドを同じセクションに配置すると、レポート オブジェクトが正しく表示されませんでした。

レポート、検索と検索結果 ARCHER-80395 検索結果をインライン編集する時、値リストのドロップ ダウンが画面の一番下で途切れ、すべての値を表示できませんでした。

検索と検索結果 ARCHER-76236 アクセシビリティを配慮した場合、検索結果ページが明確に特定できていませんでした。

サービス ARCHER-78124 ArcherのACLを追加および削除する新しいポート登録スクリプトが提供されるようになりました。

教育・訓練および意識向上
ARCHER-82781、
ARCHER-83047

教育・訓練および意識向上キャンペーンのプレゼンテーション プロンプト イベントで、ページの読み込みが完了した後も読み込み中の回転画像が表示されたままになりま
した。

ワークフロー(レガシー) ARCHER-79572 レガシー ワークフローのステージ1に登録されたレコードで、［拒否］ボタンが有効化されていました。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-84039 ユーザーがホーム ダッシュボードを開くと、エラーが発生しました。



コンポーネント 問題 説明

アクセス制御 ARCHER-31183 「Everyone」でグループを検索すると、読み取り専用であるにもかかわらず、検索結果のEveryoneグループに編集アイコンと削除アイコンが表示されます。

アクセス制御 ARCHER-41738 スケジュールとコンテンツに対する作成、読み取り、更新、削除を付与するアクセス ロールを編集しようとすると、UIの例外エラーが発生します。

ACP ARCHER-69428 インストールの設定でElasticserchのクラスタ名を更新しても、インスタンスの設定のクラスタ名は更新されず、その後Archerにログインしたユーザーには例外が発生しま
す。

表示 ARCHER-13566 RSA ArcherのWebページ上のユーザー操作の中には、セッション タイムアウトを正しくリセットできないものがあるため、タイムアウトの警告メッセージが継続して表示さ
れる場合があります。

表示 ARCHER-77830 レコードの保存を2回実行するまで、トレンド チャートにデータが表示されません。

表示 ARCHER-78281 環境バーに新しい背景色を設定した時に、［表示］ページをロードできなくなります。

アプリケーション ビルダー ARCHER-44013 アプリケーションに空のタブセットがあると、アプリケーションのコピー処理でエラーが発生し、データ依存型イベントのルールがコピーされません。

アプリケーション ビルダー ARCHER-48798
テキスト領域フィールドのデフォルト テキストが、フィールドをクリックしても消えません。

回避策:
テキスト領域フィールドのデフォルト テキストを手動で選択して削除してください。

アプリケーション ビルダー ARCHER-66315 アプリケーションに新しいレベルを追加すると、空のタスク/アクティビティ フィールドが作成されます。

アプリケーション ビルダー、レコード
ページ

ARCHER-70083 レコード権限フィールドで、値ポップアップ以外の表示コントロールを選択すると、［非アクティブなユーザーの除外］オプションを選択しても、非アクティブなユー
ザーが除外されません。

一括操作 ARCHER-40769 検索結果ページに履歴ログフィールドが含まれる場合、一括更新、一括削除、一括作成のオプションがメニューに表示されません。

一括操作 ARCHER-41442 レコード権限フィールドで非アクティブなユーザーを除外するよう構成していても、［一括操作の管理］ページで非アクティブなユーザーの名前を指定して検索を実行す
ると、検索結果には非アクティブなユーザーが表示されます。

一括操作 ARCHER-41474 クイック リンクから［スケジュール］ページを開くと、［スケジュール］ページを閉じることができません。

一括操作 ARCHER-41755 ユーザーがディープ リンクを使用してスケジュールまたは一括操作にアクセスしようとした時に、ユーザーにアクセス権がないことを示す警告メッセージが表示されませ
ん。

一括操作 ARCHER-41779 ［スケジュールの管理］ページへのリンクを、クリック リファレンス リンクに追加することができません。

一括操作 ARCHER-41838 一括削除の対象として選択したレコードの中にすでに削除されたレコードが含まれると、一括削除が失敗します。

一括操作 ARCHER-76594
計算エディタ（参照先の一括作成を定義する時、演算子として計算を選択すると表示される）は、計算式に無効な文字が含まれていても検証エラーを表示しません。無効
な文字が含まれていると、計算式を保存することができません。計算式に無効な文字が含まれていないことを確認してから、保存するようにしてください。無効な文字：

"\"<>/"&"\"<>/"

一括操作、UI ARCHER-41500 参照先を一括作成する時、日付＆時刻フィールドのフィールド名の一部がフィールドと重なって見えないことがあります。

リリース6.7 Patch 4の既知の問題
このセクションでは、リリース時点で未解決の問題について説明します。回避策がある場合は、その内容もしくは詳細の参照先が記述されます。

ほとんどの回避策を実施するためには、管理者権限が必要です。



計算、パッケージ ARCHER-74381 1つのアンケートを含んだパッケージの生成時にNull Exceptionエラーが発生します。

データ フィード ARCHER-47727 ［ソースの定義］タブで大きなソース ファイルを追加すると、例外が発生します。

データ フィード ARCHER-48616
XSLT 3.0を使用したデータ フィードを実行する場合、RSA Archer環境からインターネットにアクセスできないとDTDを検証できないため、エラーが発生します。

回避策:
XSLT 3.0を使用したデータ フィードを実行する場合、RSA Archer環境からインターネットにアクセスできることを確認してください。

データ フィード ARCHER-52938 VSRインポートのデータ フィードで、ログファイルに次のエラーが出力されます：Violation of PRIMARY KEY constraint 'PL_tbllVUserContent'

データ インポート ARCHER-40928 障害の発生したデータ インポートの結果に、ファイルから作成されたレコード数が表示されますが、実際には1件のレコードも作成されていません。

ドキュメント ARCHER-48940 計算相互参照では、関連レコードをフィルタすることができます。しかし、RSA Archerオンライン ドキュメントでは、計算相互参照に対応していないフィールドのリスト
に関連レコードが含まれています。

ドキュメント ARCHERSOL-7646

RSA Archerトップダウンリスク アセスメント ユースケース6.7では、リスク登録とリスク シナリオの2つのアプリケーションに［Assessment Method（アセスメント方法）］

フィールドが追加されました。このフィールドは、定量的リスク アセスメントを行う場合に必須です。ユースケースをアップグレードした場合、パッケージ をインストー

ルした後、リスク登録とリスク シナリオで、定量的アプローチを選択したすべての既存レコードの［Assessment Method（アセスメント方法）］フィールドの値を「Regular
（正規）」に設定する必要があります。既存レコードの更新は、一括操作スケジュール、一括更新、データ フィード、データ インポートを使用して実行できます。

一括操作スケジュールで既存アプリケーションのレコードを更新する場合は、次の手順を実行します。

1. 一括操作スケジュールを新規作成します。

- スケジュール名を指定します。

- ステータスをアクティブに設定します。

- アプリケーション（リスク登録またはリスク シナリオ）を選択します。

- 次のフィルタを追加します:
   [Assessment Approach（アセスメント アプローチ）] 等しい「Quantitative Survey（定量的サーベイ）」

2. 一括操作スケジュールを保存します。

3. 一括操作を追加します。

- 操作名を指定します。

- ［タイプ］フィールドで、「一括更新」を選択します。

- ［フィールドと値の設定］セクションで、[Assessment Method（アセスメント方法）]を選択します。

-  [Assessment Method（アセスメント方法）]の値に、「Regular（正規）」を指定します。

4. 一括操作と一括操作スケジュールを保存します。

5. 一括操作スケジュールを実行します。

6. 全レコードの更新が完了したら、一括操作スケジュールを削除するか、非アクティブに設定できます。

詳細は、RSA Archerオンライン ヘルプの「一括操作」を参照してください。

ドキュメント ARCHERSOL-8046 ITセキュリティ脆弱性プログラム ユースケースのドキュメントに、Vulnerability Historical Dataデータフィードが英語でしか使用できない点が記述されていません。

フィールド暗号化 ARCHER-41772
自己参照の計算フィールドで、暗号化を有効にできます。本来、計算フィールドは暗号化できません。
回避策:
自己参照の計算フィールドを編集する時、暗号化に関連する警告が表示されたら、暗号化を無効にしてから、フィールドを保存してください。

グローバリゼーションとローカライズ、
印刷とエクスポート

ARCHER-48267 レコードをPDFにエクスポートすると、日本語または中国語を含むフィールド名が正しく表示されません。この問題は、ユーザーのロケールの言語とフィールド名に使用さ
れる言語が異なる場合にのみ発生します。

グローバリゼーションとローカライズ、
検索と検索結果

ARCHER-46299 パネルを使用するすべてのExtページで、ユーザーの言語設定に関係なくすべてのユーザーに対して、セクションの展開または折りたたみが可能であることを伝えるツール
チップが英語で表示されます。



ヘルプ システム ARCHER-75361
次の管理者ページでは、正しいコンテキスト依存ヘルプ トピックが表示されません：ダッシュボード、ディスカッション フォーラム レポート、グローバルiView、グロー
バル値リスト、ジョブのトラブルシューティング、言語、ロケール、スケジュール、教育・訓練および意識向上キャンペーン

インライン編集 ARCHER-41827 階層型値リストフィールドをドロップ ダウン以外の形式で表示すると、最後の値が正しく表示されません。

差し込み印刷 ARCHER-80242 差し込み印刷でイメージを含むテキスト領域フィールドを出力する場合、Archer Base URLの大文字と小文字がACPの定義と正確に一致するよう指定する必要があります。

モバイル アプリ ARCHER-77586 RSA Archer Business Continuity & Disaster Recoveryモバイルアプリにログインする時、完全なRSA Archer URLを使用するとログインできません。RSA ArcherベースURLを使用する
とエラーを回避できます。

ナビゲーション ARCHER-48703 新しいウィンドウを開くクイック リンクをクリックした後、新しいウィンドウが正しく表示されません。

ナビゲーション ARCHER-52673 Internet ExplorerまたはSafari使用時、Microsoft Silverlightを使用しないページ上でテキスト フィールドに移動し、その直後にボタンをクリックすると、再度ボタンをクリック
しないと操作が開始しません。

オフライン インストール ARCHER-58656

Archerオフライン アクセスを6.5より前のバージョンから、6.5以降のバージョンにアップグレードする時、オフライン インストーラがSQL Server 2012 LocalDBをSQL Server
2017 LocalDBに更新できず、レジストリ キーも更新できません。その結果、オフライン アクセスの同期が完了しません。

回避策:
オフライン アクセスが以前インストールされていたクライアントをアップグレードする場合は、SQL Server LocalDbを手動でアンインストールし、レジストリ エディタを使
用してレジストリからキーを削除します。

レジストリ キーは一意IDとユーザー名によって異なりますが、次のような名前になります：
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\UserInstances\{0A643155-0194-4FCF-84D3-FA5DF16E36B1}

削除する必要のあるキーは、DataDictionayの値を保存するキーで、次のような値が保存されています：
C:\Users\usernameGoesHere\AppData\Local\Microsoft\Microsoft SQL Server Local DB\Instances\OfflineArcher

印刷とエクスポート ARCHER-74483 アプリケーションが同じアプリケーションのレコードを相互参照する場合、レコードをHTMLにエクスポートするとエラーが発生します。

アンケート ARCHER-43967 拡張ワークフローの登録オプションが［更新されたレコード］と［ユーザー開始］に設定されたアンケートで、［ユーザー開始］ボタンが表示されません。

アンケート ARCHER-55683 アンケートの構成で、既存のキャンペーンと同名のキャンペーンを作成すると、エラーが発生します。

アンケート ARCHER-70906 複数のサブフォームを使用するレコードで、1つのサブフォームを保存すると、レコード ページの元のスクロールした位置ではなく、レコード ページの先頭（または、一
番上のセクション）に戻ります。

レコード ページ ARCHER-41877 最終更新日フィールドを含むレコードを作成し、コピーすると、コピー先の最終更新日フィールドの時間は変更されます。

レコード ページ ARCHER-51604 ドロップダウン リストから値を選択する際に、ユーザーが値を直接タイプして選択した場合、そのドロップ ダウンリストでは値の選択や選択解除の操作が利かなくなりま
す。

レコード ページ ARCHER-64892
テキスト領域フィールドへのイメージのコピー＆ペースト機能やその他の方法でプライベートなイメージ フィールドにイメージが保存された場合、通知を受信するユー

ザーがテキスト領域フィールドへのアクセス権限を持ち、イメージ フィールドへのアクセス権限を持っていなくても、テキスト領域フィールドを含んだメール通知の中に
イメージが含まれます。

レコード ページ ARCHER-70972 ［フィールド値が一致する］フィルタ条件を含んだ相互参照フィールドをインライン編集する時、ルックアップ オプションを選択すると例外が発生します。

レコード ページ ARCHER-83329 すべての必須フィールドの入力を完了する前に、保存を実行すると、相互参照フィールドで選択していた値がクリアされます。

レコード ページ、UI ARCHER-71765 任意のレコード ページで［アクセス］ポップアップ ウィンドウを開いて詳細なアクセス権限を確認する時、タブを押してUIをナビゲーションすることができなくなりま
す。



レポート ARCHER-58502 サブフォームの値リスト フィールドでグループ化された統計レポートをドリルダウンして、変更する時、サブフォームの値リストフィールドの値がフィルタに表示されま
せん。

レポート、検索と検索結果 ARCHER-77917 レベル アプリケーションでは、レポートの列の管理で選択したレベルの順番が維持されません。

検索と検索結果 ARCHER-37717 詳細検索の［表示するフィールド］、［フィルタ］、［ソート］の各セクションでは、1つのフィールドを選択するために2回クリックする必要があります。

検索と検索結果 ARCHER-38890 統計検索のフィールドの順序を上下に移動させると、フィールドに関連づけられている統計処理が失われるため、再度選択する必要があります。

検索と検索結果 ARCHER-56179 値リストの2層目以下の値でソートしている場合、カウントをドリルしても、結果レコードが表示されません。

検索と検索結果 ARCHER-58446

Elasticsearchを検索に使用する場合、レベル アプリケーションの2つのレベルのレコードがそれぞれ単独で作成された場合、それらをリンクすることができません。詳細検
索やキーワード検索の結果には、レベル間のリンクのないレコードが表示されます。
回避策:
UIを使用して明示的にレコードを再リンクします。レコードを更新すると、インデックスも更新され適切に関係が表示されるようになります。

検索と検索結果 ARCHER-65661 8000件以上のレコードを含むアプリケーションで、ピンのタイプを標準からカスタム（値ごと）に変更すると、マップ 形式のレポートを開こうとするとブラウザが閉じる
ことがあります。

検索と検索結果 ARCHER-66161
マップ形式のレポートを表示中に、同じページの［インポート］オプションを使用してレコードをインポートした場合、追加されたレコードはマップに反映されません。
回避策:
インポート後、変更をクリックし、検索を実行すれば、インポートによって追加されたレコードがマップに反映されます。

検索と検索結果 ARCHER-67154 相互参照フィールドやレベル アプリケーションでマップ レポートを使用すると、マップ レポートの結果で［変更］をクリックしてから、詳細検索ページの読み込みが永
遠に終わりません。

検索と検索結果 ARCHER-69750 インデックス サービスは、構成ファイルの特定のContent Batch Sizeパラメータに従っていません。

ソリューション、ユーザー管理と環境設
定、ユーザー プロファイル ARCHER-77184 Microsoft Edgeブラウザを使用すると、バックオフィス ページのテキスト領域フィールドにテキストをペーストできません。

UI ARCHER-69076 日付フィールドで日付選択ウィンドウを開いたままページをスクロールすると、日付選択ウィンドウだけが単体で画面と一緒に移動します。

ユーザー管理と環境設定 ARCHER-65417 フロント オフィス ページの一部では、タブ キーで移動するとツールチップ アイコンがフォーカスされなかったり、ツールチップ アイコンが開かない場合があります。

ユーザー プロファイル ARCHER-76420
Internet Explorer 11で、バックオフィス ページのテキスト領域フィールドにCtrl+Vを使用して3500文字以上のテキストを貼り付けると、ブラウザが応答しなくなります。

 回避策:
テキスト領域フィールド内で右クリックして、［貼り付け］を選択します。

ワークフロー (AWF) ARCHER-47401 拡張ワークフロー ビルダーでプロセスまたはノードのプロパティ ペインを操作中に、ペインの画面が先頭にスクロールしてしまうため、プロパティの構成が困難です。

ワークフロー (AWF) ARCHER-55655 拡張ワークフローを再開すると、進行中のOrphanタスクが完了できずに残ります。

ワークフロー (AWF) ARCHER-79432 拡張ワークフローのジョブがループ遷移を抜けてユーザー操作ノードに進めません。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-41794 管理インターフェイスでグローバル ダッシュボードを作成、読み取り、更新、削除する権限を持つユーザーが、エンドユーザー インターフェイスでグローバル ダッシュ
ボードを編集できません。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-75692 IEでは、ホーム ページに設定するダッシュボードが複数列レイアウトの場合、表示されるiVIewをスクロールできません。



ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-76293 ドロップダウン メニューから他のオプションを選択して実行し、その後でドロップダウン メニューから［新しいパーソナル ダッシュボードの追加］オプションを選択す
ると、オプションの画面を開くことができません。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-76294 Mozilla Firefoxでは、ダッシュボード ヘッダーにあるオプション メニューに、前に選択したオプションがハイライト表示されたままになります。



コンポーネント 問題 説明

API (Web、Rest、その他) ARCHER-82225 REST APIコールの配列引数でのブラケットの使い方がRFC-3986に準拠していませんでした。

アプリケーション ビルダー、ソリューショ
ン

ARCHER-82381 サブフォームに値のない値リスト フィールドが含まれている場合、サブフォーム フィールドのオプション タブを開くとエラーが発生しました。

アプリケーション ビルダー、ワークフロー

(AWF) ARCHER-77379 拡張ワークフローが有効なモジュールでは、レイアウトに何らかの変更を行い、［適用］をクリックした後、レイアウトへの追加の変更ができなくなりました。

添付ファイル、レコード ページ ARCHER-79159 関連するタスク レコードが完了すると、タスク/アクティビティ フィールドにタスクの添付ファイルが表示されなくなりました。

チャート ARCHER-81780 検索条件を変更したり、下位レベルにドリルダウンした場合に、チャートの軸タイトルが自動的に更新されませんでした。

コンテンツの保存と削除、レコード ページ ARCHER-81794 テキスト領域フィールドへの変更を保存していないにも関わらず、未保存の警告プロンプトが表示されませんでした。

データ依存型イベント、インストール/アッ
プグレード

ARCHER-81494 2列スパンのレイアウト オブジェクトを非表示に設定するACL DDEにより、画面レイアウトが正しく表示されなくなりました。

データフィード ARCHER-70367 デッドロックによるリトライ成功の警告がArcherのログに記録された直後に、トランザクション エラーによりジョブが失敗していました。

データフィード ARCHER-76317 usp_get_datafeed_job_convoyストアド プロシジャのパフォーマンスを改善するため、tblDataFeedHistoryにインデックスが追加されました。

データフィード ARCHER-81330 ファイル トランスポーター データフィードの設定でソース ファイルのパスにワイルドカードを使用すると、実行時にソース ファイルが存在しない場合の警告メッセージ
が表示されませんでした。

データフィード ARCHER-82027 データ フィードのスケジュールの開始に過去の日時を設定すると、［データ フィードの管理］画面の［スケジュール済み］列に日付も時間も表示されませんでした。

データ インポート、ナビゲーション ARCHER-80335 インポートするファイルに、インポート先のアプリケーションと同名の列名が含まれる場合、データ インポート ページの読み込みが失敗しました。

グローバリゼーションとローカライズ、ヘ
ルプ システム ARCHER-81150 英語以外のオンライン ドキュメントが製品に同梱されていませんでした。各言語のオンライン ドキュメントを、RSA Linkからダウンロードする必要がありました。

グローバリゼーションとローカライズ、
ユーザー プロファイル ARCHER-79323 ユーザー プロファイルの［優先言語］オプションがチェックさていないのに、ユーザーの言語が変更できました。

ジョブ ARCHER-81197 Job Engine Managerで「Completed Jobs」フィルタを選択すると、強制終了されたジョブ（Terminated）や失敗したジョブ（Failed)も表示されていました。

ナビゲーション　メニュー、UI ARCHER-82377 アクセシビリティ支援が必要なユーザーがキーボード、スクリーン リーダー、またはその両方を使用してナビゲーション メニューを移動する時に、Micorsoft Accessibility
Insightsツールが依然として「コンプライアンス不適合」と報告していました。

リリース6.7 Patch 3で修正された問題

このセクションは、このリリースで修正された問題のリストです。



通知 ARCHER-79675 オンデマンド通知テンプレートにHTML形式の表を記述した場合に、出力した形式が崩れていました。

パッケージ ARCHER-78470 パッケージに含まれる値リストのカスタムのソート順が、ターゲット環境で維持されませんでした。

パッケージ ARCHER-79424 リリース6.1または5.x以前でのパッケージ インストール ログが存在する場合、［パッケージのインストール ログ］タブを開こうとすると予期しないエラーが発生しまし
た。

印刷とエクスポート ARCHER-80243 レポートを任意のファイル形式でエクスポートすると、ファイルに空白行が追加されていました。

レコード ページ ARCHER-80404 レコード ページの本体とフッターの間に余分な空白が表示されていました。

レポート ARCHER-81101 統計レポートの軸ラベルにサフィックスを追加すると、サフィックスのテキストが2回繰り返して表示されました。

検索と検索結果 ARCHER-80579 非アクティブなフィールドが、アプリケーションのデフォルト 検索ページに表示されていました。

ユーザー管理と環境設定 ARCHER-80580 ［ユーザーの管理］の［ロール］タブで、［割り当てられたグループ］列の各グループ名の区切りに改行がありませんでした。

ワークフロー (レガシー) ARCHER-80729 レガシー ワークフローの割り当てモデルをラウンド ロビンに設定した場合、選択可能なユーザーのリストからランダムにユーザーが割り当てられませんでした。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-79931 ダッシュボードのドロップダウン メニューの幅が、先頭の項目の長さによって決まり、それ以降の項目の最大長が考慮されていませんでした。



コンポーネント 問題 説明

アクセス制御 ARCHER-31183 「Everyone」でグループを検索すると、読み取り専用であるにもかかわらず、検索結果のEveryoneグループに編集アイコンと削除アイコンが表示されます。

アクセス制御 ARCHER-41738 スケジュールとコンテンツに対する作成、読み取り、更新、削除を付与するアクセス ロールを編集しようとすると、UIの例外エラーが発生します。

ACP ARCHER-69428 インストールの設定でElasticserchのクラスタ名を更新しても、インスタンスの設定のクラスタ名は更新されず、その後Archerにログインしたユーザーには例外が発生しま
す。

表示 ARCHER-13566 RSA ArcherのWebページ上のユーザー操作の中には、セッション タイムアウトを正しくリセットできないものがあるため、タイムアウトの警告メッセージが継続して表示さ
れる場合があります。

表示 ARCHER-77830 レコードの保存を2回実行するまで、トレンド チャートにデータが表示されません。

表示 ARCHER-78281 環境バーに新しい背景色を設定した時に、［表示］ページをロードできなくなります。

アプリケーション ビルダー ARCHER-44013 アプリケーションに空のタブセットがあると、アプリケーションのコピー処理でエラーが発生し、データ依存型イベントのルールがコピーされません。

アプリケーション ビルダー ARCHER-48798
テキスト領域フィールドのデフォルト テキストが、フィールドをクリックしても消えません。

回避策:
テキスト領域フィールドのデフォルト テキストを手動で選択して削除してください。

アプリケーション ビルダー ARCHER-66315 アプリケーションに新しいレベルを追加すると、空のタスク/アクティビティ フィールドが作成されます。

アプリケーション ビルダー、パッケージ ARCHER-79423 拡張ワークフローで使用される値リストを削除すると、パッケージのインストール時にエラーが発生します。

アプリケーション ビルダー、レコード
ページ

ARCHER-70083 レコード権限フィールドで、値ポップアップ以外の表示コントロールを選択すると、［非アクティブなユーザーの除外］オプションを選択しても、非アクティブなユー
ザーが除外されません。

一括操作 ARCHER-40769 検索結果ページに履歴ログフィールドが含まれる場合、一括更新、一括削除、一括作成のオプションがメニューに表示されません。

一括操作 ARCHER-41442 レコード権限フィールドで非アクティブなユーザーを除外するよう構成していても、［一括操作の管理］ページで非アクティブなユーザーの名前を指定して検索を実行す
ると、検索結果には非アクティブなユーザーが表示されます。

一括操作 ARCHER-41474 クイック リンクから［スケジュール］ページを開くと、［スケジュール］ページを閉じることができません。

一括操作 ARCHER-41755 ユーザーがディープ リンクを使用してスケジュールまたは一括操作にアクセスしようとした時に、ユーザーにアクセス権がないことを示す警告メッセージが表示されませ
ん。

一括操作 ARCHER-41779 ［スケジュールの管理］ページへのリンクを、クリック リファレンス リンクに追加することができません。

一括操作 ARCHER-41838 一括削除の対象として選択したレコードの中にすでに削除されたレコードが含まれると、一括削除が失敗します。

リリース6.7 Patch 3の既知の問題
このセクションでは、リリース時点で未解決の問題について説明します。回避策がある場合は、その内容もしくは詳細の参照先が記述されます。

ほとんどの回避策を実施するためには、管理者権限が必要です。



一括操作 ARCHER-76594
計算エディタ（参照先の一括作成を定義する時、演算子として計算を選択すると表示される）は、計算式に無効な文字が含まれていても検証エラーを表示しません。無効
な文字が含まれていると、計算式を保存することができません。計算式に無効な文字が含まれていないことを確認してから、保存するようにしてください。無効な文字：

"\"<>/"&"\"<>/"

一括操作、UI ARCHER-41500 参照先を一括作成する時、日付＆時刻フィールドのフィールド名の一部がフィールドと重なって見えないことがあります。

計算、パッケージ ARCHER-74381 1つのアンケートを含んだパッケージの生成時にNull Exceptionエラーが発生します。

データ フィード ARCHER-47727 ［ソースの定義］タブで大きなソース ファイルを追加すると、例外が発生します。

データ フィード ARCHER-48616
XSLT 3.0を使用したデータ フィードを実行する場合、RSA Archer環境からインターネットにアクセスできないとDTDを検証できないため、エラーが発生します。

回避策:
XSLT 3.0を使用したデータ フィードを実行する場合、RSA Archer環境からインターネットにアクセスできることを確認してください。

データ フィード ARCHER-52938 VSRインポートのデータ フィードで、ログファイルに次のエラーが出力されます：Violation of PRIMARY KEY constraint 'PL_tbllVUserContent'

データ インポート ARCHER-40928 障害の発生したデータ インポートの結果に、ファイルから作成されたレコード数が表示されますが、実際には1件のレコードも作成されていません。

ドキュメント ARCHER-48940 計算相互参照では、関連レコードをフィルタすることができます。しかし、RSA Archerオンライン ドキュメントでは、計算相互参照に対応していないフィールドのリストに
関連レコードが含まれています。

ドキュメント ARCHERSOL-7646

RSA Archerトップダウンリスク アセスメント ユースケース6.7では、リスク登録とリスク シナリオの2つのアプリケーションに［Assessment Method（アセスメント方法）］

フィールドが追加されました。このフィールドは、定量的リスク アセスメントを行う場合に必須です。ユースケースをアップグレードした場合、パッケージ をインストー

ルした後、リスク登録とリスク シナリオで、定量的アプローチを選択したすべての既存レコードの［Assessment Method（アセスメント方法）］フィールドの値を「Regular
（正規）」に設定する必要があります。既存レコードの更新は、一括操作スケジュール、一括更新、データ フィード、データ インポートを使用して実行できます。

一括操作スケジュールで既存アプリケーションのレコードを更新する場合は、次の手順を実行します。

1. 一括操作スケジュールを新規作成します。

- スケジュール名を指定します。

- ステータスをアクティブに設定します。

- アプリケーション（リスク登録またはリスク シナリオ）を選択します。

- 次のフィルタを追加します:
   [Assessment Approach（アセスメント アプローチ）] 等しい「Quantitative Survey（定量的サーベイ）」

2. 一括操作スケジュールを保存します。

3. 一括操作を追加します。

- 操作名を指定します。

- ［タイプ］フィールドで、「一括更新」を選択します。

- ［フィールドと値の設定］セクションで、[Assessment Method（アセスメント方法）]を選択します。

-  [Assessment Method（アセスメント方法）]の値に、「Regular（正規）」を指定します。

4. 一括操作と一括操作スケジュールを保存します。

5. 一括操作スケジュールを実行します。

6. 全レコードの更新が完了したら、一括操作スケジュールを削除するか、非アクティブに設定できます。

詳細は、RSA Archerオンライン ヘルプの「一括操作」を参照してください。

フィールド暗号化 ARCHER-41772
自己参照の計算フィールドで、暗号化を有効にできます。本来、計算フィールドは暗号化できません。
回避策:
自己参照の計算フィールドを編集する時、暗号化に関連する警告が表示されたら、暗号化を無効にしてから、フィールドを保存してください。

グローバリゼーションとローカライズ、印
刷とエクスポート

ARCHER-48267 レコードをPDFにエクスポートすると、日本語または中国語を含むフィールド名が正しく表示されません。この問題は、ユーザーのロケールの言語とフィールド名に使用さ
れる言語が異なる場合にのみ発生します。



グローバリゼーションとローカライズ、検
索と検索結果

ARCHER-46299 パネルを使用するすべてのExtページで、ユーザーの言語設定に関係なくすべてのユーザーに対して、セクションの展開または折りたたみが可能であることを伝えるツール
チップが英語で表示されます。

ヘルプ システム ARCHER-75361
次の管理者ページでは、正しいコンテキスト依存ヘルプ トピックが表示されません：ダッシュボード、ディスカッション フォーラム レポート、グローバルiView、グロー
バル値リスト、ジョブのトラブルシューティング、言語、ロケール、スケジュール、教育・訓練および意識向上キャンペーン

インライン編集 ARCHER-41827 階層型値リストフィールドをドロップ ダウン以外の形式で表示すると、最後の値が正しく表示されません。

差し込み印刷 ARCHER-80242 差し込み印刷でイメージを含むテキスト領域フィールドを出力する場合、Archer Base URLの大文字と小文字がACPの定義と正確に一致するよう指定する必要があります。

モバイル アプリ ARCHER-77586 RSA Archer Business Continuity & Disaster Recoveryモバイルアプリにログインする時、完全なRSA Archer URLを使用するとログインできません。RSA ArcherベースURLを使用する
とエラーを回避できます。

ナビゲーション ARCHER-48703 新しいウィンドウを開くクイック リンクをクリックした後、新しいウィンドウが正しく表示されません。

ナビゲーション ARCHER-52673 Internet ExplorerまたはSafari使用時、Microsoft Silverlightを使用しないページ上でテキスト フィールドに移動し、その直後にボタンをクリックすると、再度ボタンをクリック
しないと操作が開始しません。

オフライン インストール ARCHER-58656

Archerオフライン アクセスを6.5より前のバージョンから、6.5以降のバージョンにアップグレードする時、オフライン インストーラがSQL Server 2012 LocalDBをSQL Server
2017 LocalDBに更新できず、レジストリ キーも更新できません。その結果、オフライン アクセスの同期が完了しません。

回避策:
オフライン アクセスが以前インストールされていたクライアントをアップグレードする場合は、SQL Server LocalDbを手動でアンインストールし、レジストリ エディタを使
用してレジストリからキーを削除します。

レジストリ キーは一意IDとユーザー名によって異なりますが、次のような名前になります：
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\UserInstances\{0A643155-0194-4FCF-84D3-FA5DF16E36B1}

削除する必要のあるキーは、DataDictionayの値を保存するキーで、次のような値が保存されています：
C:\Users\usernameGoesHere\AppData\Local\Microsoft\Microsoft SQL Server Local DB\Instances\OfflineArcher

印刷とエクスポート ARCHER-74483 アプリケーションが同じアプリケーションのレコードを相互参照する場合、レコードをHTMLにエクスポートするとエラーが発生します。

アンケート ARCHER-43967 拡張ワークフローの登録オプションが［更新されたレコード］と［ユーザー開始］に設定されたアンケートで、［ユーザー開始］ボタンが表示されません。

アンケート ARCHER-55683 アンケートの構成で、既存のキャンペーンと同名のキャンペーンを作成すると、エラーが発生します。

アンケート ARCHER-70906 複数のサブフォームを使用するレコードで、1つのサブフォームを保存すると、レコード ページの元のスクロールした位置ではなく、レコード ページの先頭（または、一
番上のセクション）に戻ります。

レコード ページ ARCHER-41877 最終更新日フィールドを含むレコードを作成し、コピーすると、コピー先の最終更新日フィールドの時間は変更されます。

レコード ページ ARCHER-51604 ドロップダウン リストから値を選択する際に、ユーザーが値を直接タイプして選択した場合、そのドロップ ダウンリストでは値の選択や選択解除の操作が利かなくなりま
す。

レコード ページ ARCHER-64892
テキスト領域フィールドへのイメージのコピー＆ペースト機能やその他の方法でプライベートなイメージ フィールドにイメージが保存された場合、通知を受信するユー

ザーがテキスト領域フィールドへのアクセス権限を持ち、イメージ フィールドへのアクセス権限を持っていなくても、テキスト領域フィールドを含んだメール通知の中に
イメージが含まれます。

レコード ページ ARCHER-70972 ［フィールド値が一致する］フィルタ条件を含んだ相互参照フィールドをインライン編集する時、ルックアップ オプションを選択すると例外が発生します。

レコード ページ ARCHER-83329 すべての必須フィールドの入力を完了する前に、保存を実行すると、相互参照フィールドで選択していた値がクリアされます。



レコード ページ、UI ARCHER-71765 任意のレコード ページで［アクセス］ポップアップ ウィンドウを開いて詳細なアクセス権限を確認する時、タブを押してUIをナビゲーションすることができなくなりま
す。

レポート ARCHER-58502 サブフォームの値リスト フィールドでグループ化された統計レポートをドリルダウンして、変更する時、サブフォームの値リストフィールドの値がフィルタに表示されま
せん。

レポート、検索と検索結果 ARCHER-77917 レベル アプリケーションでは、レポートの列の管理で選択したレベルの順番が維持されません。

検索と検索結果 ARCHER-37717 詳細検索の［表示するフィールド］、［フィルタ］、［ソート］の各セクションでは、1つのフィールドを選択するために2回クリックする必要があります。

検索と検索結果 ARCHER-38890 統計検索のフィールドの順序を上下に移動させると、フィールドに関連づけられている統計処理が失われるため、再度選択する必要があります。

検索と検索結果 ARCHER-56179 値リストの2層目以下の値でソートしている場合、カウントをドリルしても、結果レコードが表示されません。

検索と検索結果 ARCHER-58446

Elasticsearchを検索に使用する場合、レベル アプリケーションの2つのレベルのレコードがそれぞれ単独で作成された場合、それらをリンクすることができません。詳細検
索やキーワード検索の結果には、レベル間のリンクのないレコードが表示されます。
回避策:
UIを使用して明示的にレコードを再リンクします。レコードを更新すると、インデックスも更新され適切に関係が表示されるようになります。

検索と検索結果 ARCHER-65661 8000件以上のレコードを含むアプリケーションで、ピンのタイプを標準からカスタム（値ごと）に変更すると、マップ 形式のレポートを開こうとするとブラウザが閉じる
ことがあります。

検索と検索結果 ARCHER-66161
マップ形式のレポートを表示中に、同じページの［インポート］オプションを使用してレコードをインポートした場合、追加されたレコードはマップに反映されません。
回避策:
インポート後、変更をクリックし、検索を実行すれば、インポートによって追加されたレコードがマップに反映されます。

検索と検索結果 ARCHER-67154 相互参照フィールドやレベル アプリケーションでマップ レポートを使用すると、マップ レポートの結果で［変更］をクリックしてから、詳細検索ページの読み込みが永遠
に終わりません。

検索と検索結果 ARCHER-69750 インデックス サービスは、構成ファイルの特定のContent Batch Sizeパラメータに従っていません。

ソリューション、ユーザー管理と環境設
定、ユーザー プロファイル ARCHER-77184 Microsoft Edgeブラウザを使用すると、バックオフィス ページのテキスト領域フィールドにテキストをペーストできません。

UI ARCHER-69076 日付フィールドで日付選択ウィンドウを開いたままページをスクロールすると、日付選択ウィンドウだけが単体で画面と一緒に移動します。

ユーザー管理と環境設定 ARCHER-65417 フロント オフィス ページの一部では、タブ キーで移動するとツールチップ アイコンがフォーカスされなかったり、ツールチップ アイコンが開かない場合があります。

ユーザー プロファイル ARCHER-76420
Internet Explorer 11で、バックオフィス ページのテキスト領域フィールドにCtrl+Vを使用して3500文字以上のテキストを貼り付けると、ブラウザが応答しなくなります。

 回避策:
テキスト領域フィールド内で右クリックして、［貼り付け］を選択します。

ワークフロー (AWF) ARCHER-47401 拡張ワークフロー ビルダーでプロセスまたはノードのプロパティ ペインを操作中に、ペインの画面が先頭にスクロールしてしまうため、プロパティの構成が困難です。

ワークフロー (AWF) ARCHER-55655 拡張ワークフローを再開すると、進行中のOrphanタスクが完了できずに残ります。

ワークフロー (AWF) ARCHER-79432 拡張ワークフローのジョブがループ遷移を抜けてユーザー操作ノードに進めません。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-41794 管理インターフェイスでグローバル ダッシュボードを作成、読み取り、更新、削除する権限を持つユーザーが、エンドユーザー インターフェイスでグローバル ダッシュ
ボードを編集できません。



ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-75692 IEでは、ホーム ページに設定するダッシュボードが複数列レイアウトの場合、表示されるiVIewをスクロールできません。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-76293 ドロップダウン メニューから他のオプションを選択して実行し、その後でドロップダウン メニューから［新しいパーソナル ダッシュボードの追加］オプションを選択する
と、オプションの画面を開くことができません。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-76294 Mozilla Firefoxでは、ダッシュボード ヘッダーにあるオプション メニューに、前に選択したオプションがハイライト表示されたままになります。



コンポーネント 問題 説明

データ依存型イベント、インストール/
アップグレード

ARCHER-81494 2列スパンのレイアウト オブジェクトを非表示に設定するACL DDEにより、画面レイアウトが正しく表示されなくなりました。

リリース6.7 Patch 2 Hotfix 1で修正された問題

このセクションは、このリリースで修正された問題のリストです。



コンポーネント 問題 説明

アクセス制御 ARCHER-78599 Access Control Administratorロールの管理者が、ユーザー アカウントのデフォルト ダッシュボードを設定できませんでした。

アクセス制御 ARCHER-79262 グループまたはロールのリストをフィルタリングし、その結果を削除すると、すべてのグループまたはロールが削除されました。

アクセス制御 ARCHER-80322 管理者が一般ユーザーのパスワードを変更する時、パスワード検証ルール（例えば、過去のパスワードの使用禁止）をバイパスできませんでした。

アクセス制御、システム レポート ARCHER-80324 システム レポート ページに、不正なレポート名とレポートの説明が表示されていました。

ACP ARCHER-78396 トルコのタイムゾーンがGMT+3と表示されていませんでした。

ACP ARCHER-79506 ACPのインスタンス情報画面で、ログのパスの値がトランケートしていました。

API (Web、Rest、その他)、ユーザー管理と
環境設定

ARCHER-80993 ［APIリソースの取得］ページを表示できませんでした。

アプリケーション ビルダー、レポート ARCHER-72587 値リストフィールドでインライン編集が有効な場合に、複数の値を持つ値リストの値が画面の一番下で途切れてしまい、最後の値まで表示されませんでした。

計算相互参照、パッケージ ARCHER-75378 計算相互参照フィールドを含むサブ フォームを含んだパッケージのインストールが失敗しました。

チャート、パッケージ ARCHER-80401 チャートのカラー パレットのカラー タイプが16に設定されたレポートを含むパッケージを生成しようとすると例外エラーにより失敗しました。

データ フィード ARCHER-78130 履歴ログフィールドで、添付ファイル フィールドまたはイメージ フィールドをトラッキングしている場合、Archer to Archerデータフィードが失敗しました。

HTMLサニタイザー、レポート ARCHER-78924 グローバル レポートを保存すると、アポストロフィ (') が &#39; に置換されました。

ジョブ フレームワーク ARCHER-74302 メタデータ削除ジョブの実行時に、削除された関連レコードのモジュールがフィルタで除外されるため、正しく削除できませんでした。

LDAP同期 ARCHER-79465 送信先IPホワイトリストを有効化し、JavaScriptトランスポーターのDNSルックアップが失敗する場合、JavaScriptトランスポーターのコールにエラーが返りませんでした。

ナビゲーション、レポート ARCHER-80731 Google Chromeで、レポートのURLが正しく動作しませんでした。

レコード ページ、508条 ARCHER-76235
レコード権限やユーザー/グループのリスクボックスで、ユーザーが選択状態を切り替えることができませんでした。値リストのドロップ ダウンで、aria-expanded属性が使

用されていませんでした。添付ファイル フィールドのアップロード ダイアログのタイトルで、aria-level属性が使用されていませんでした。

レポート ARCHER-79320 インライン編集でテキスト領域フィールドを更新し、保存すると、HTMLタグが表示されていました。

レポート、検索と検索結果 ARCHER-79364 値リストの非アクティブな値がレポートのフィルタに正しく保存されていませんでした。

リリース6.7 Patch 2で修正された問題

このセクションは、このリリースで修正された問題のリストです。



検索と検索結果 ARCHER-74361 詳細検索で2つの[現在のワークフローノード]フィールドを選択すると、 エラーが発生していました。

サービス ARCHER-79299 暗号化された構成プロパティについては、キャッシュを無効化している場合でも、値がキャッシュされていました。

UI ARCHER-77992 レイアウト オブジェクトのタブ セット内にアンケートの質問を配置すると、質問の境界線が表示されなくなりました。

ユーザー管理と環境設定 ARCHER-79610 管理ダッシュボードの管理クリック リンクにある［Manage Users］ページへのリンクをクリックすると、Silverlightバージョンのページにリダイレクトされていました。

ユーザー プロファイル ARCHER-79913 ［ユーザーの管理］ページで有効なメールアドレスを指定しても、無効な形式とみなされエラーが発生しました。



コンポーネント 問題 説明

アクセス制御 ARCHER-31183 「Everyone」でグループを検索すると、読み取り専用であるにもかかわらず、検索結果のEveryoneグループに編集アイコンと削除アイコンが表示されます。

アクセス制御 ARCHER-41738 スケジュールとコンテンツに対する作成、読み取り、更新、削除を付与するアクセス ロールを編集しようとすると、UIの例外エラーが発生します。

ACP ARCHER-69428
インストールの設定でElasticserchのクラスタ名を更新しても、インスタンスの設定のクラスタ名は更新されず、その後Archerにログインしたユーザーには例外が発生しま

す。

表示 ARCHER-13566
RSA ArcherのWebページ上のユーザー操作の中には、セッション タイムアウトを正しくリセットできないものがあるため、タイムアウトの警告メッセージが継続して表示さ

れる場合があります。

表示 ARCHER-77830 レコードの保存を2回実行するまで、トレンド チャートにデータが表示されません。

表示 ARCHER-78281 環境バーに新しい背景色を設定した時に、［表示］ページをロードできなくなります。

アプリケーション ビルダー ARCHER-44013 アプリケーションに空のタブセットがあると、アプリケーションのコピー処理でエラーが発生し、データ依存型イベントのルールがコピーされません。

アプリケーション ビルダー ARCHER-48798
テキスト領域フィールドのデフォルト テキストが、フィールドをクリックしても消えません。

回避策:
テキスト領域フィールドのデフォルト テキストを手動で選択して削除してください。

アプリケーション ビルダー ARCHER-66315 アプリケーションに新しいレベルを追加すると、空のタスク/アクティビティ フィールドが作成されます。

アプリケーション ビルダー、パッケージ ARCHER-79423 拡張ワークフローで使用される値リストを削除すると、パッケージのインストール時にエラーが発生します。

アプリケーション ビルダー、レコード ペー

ジ
ARCHER-70083

レコード権限フィールドで、値ポップアップ以外の表示コントロールを選択すると、［非アクティブなユーザーの除外］オプションを選択しても、非アクティブなユー

ザーが除外されません。

一括操作 ARCHER-40769 検索結果ページに履歴ログフィールドが含まれる場合、一括更新、一括削除、一括作成のオプションがメニューに表示されません。

一括操作 ARCHER-41442
レコード権限フィールドで非アクティブなユーザーを除外するよう構成していても、［一括操作の管理］ページで非アクティブなユーザーの名前を指定して検索を実行す

ると、検索結果には非アクティブなユーザーが表示されます。

一括操作 ARCHER-41474 クイック リンクから［スケジュール］ページを開くと、［スケジュール］ページを閉じることができません。

一括操作 ARCHER-41755
ユーザーがディープ リンクを使用してスケジュールまたは一括操作にアクセスしようとした時に、ユーザーにアクセス権がないことを示す警告メッセージが表示されませ

ん。

一括操作 ARCHER-41779 ［スケジュールの管理］ページへのリンクを、クリック リファレンス リンクに追加することができません。

一括操作 ARCHER-41838 一括削除の対象として選択したレコードの中にすでに削除されたレコードが含まれると、一括削除が失敗します。

リリース6.7 Patch 2の既知の問題
このセクションでは、リリース時点で未解決の問題について説明します。回避策がある場合は、その内容もしくは詳細の参照先が記述されます。

ほとんどの回避策を実施するためには、管理者権限が必要です。



一括操作 ARCHER-76594
計算エディタ（参照先の一括作成を定義する時、演算子として計算を選択すると表示される）は、計算式に無効な文字が含まれていても検証エラーを表示しません。無効

な文字が含まれていると、計算式を保存することができません。計算式に無効な文字が含まれていないことを確認してから、保存するようにしてください。無効な文字：

"\"<>/"&"\"<>/"

一括操作、UI ARCHER-41500 参照先を一括作成する時、日付＆時刻フィールドのフィールド名の一部がフィールドと重なって見えないことがあります。

計算、パッケージ ARCHER-74381 1つのアンケートを含んだパッケージの生成時にNull Exceptionエラーが発生します。

データ フィード ARCHER-47727 ［ソースの定義］タブで大きなソース ファイルを追加すると、例外が発生します。

データ フィード ARCHER-48616
XSLT 3.0を使用したデータ フィードを実行する場合、RSA Archer環境からインターネットにアクセスできないとDTDを検証できないため、エラーが発生します。

回避策:
XSLT 3.0を使用したデータ フィードを実行する場合、RSA Archer環境からインターネットにアクセスできることを確認してください。

データ フィード ARCHER-52938 VSRインポートのデータ フィードで、ログファイルに次のエラーが出力されます：Violation of PRIMARY KEY constraint 'PL_tbllVUserContent'

データ インポート ARCHER-40928 障害の発生したデータ インポートの結果に、ファイルから作成されたレコード数が表示されますが、実際には1件のレコードも作成されていません。

ドキュメント ARCHER-48940
計算相互参照では、関連レコードをフィルタすることができます。しかし、RSA Archerオンライン ドキュメントでは、計算相互参照に対応していないフィールドのリストに

関連レコードが含まれています。

ドキュメント ARCHERSOL-7646

RSA Archerトップダウンリスク アセスメント ユースケース6.7では、リスク登録とリスク シナリオの2つのアプリケーションに［Assessment Method（アセスメント方法）］

フィールドが追加されました。このフィールドは、定量的リスク アセスメントを行う場合に必須です。ユースケースをアップグレードした場合、パッケージ をインストー

ルした後、リスク登録とリスク シナリオで、定量的アプローチを選択したすべての既存レコードの［Assessment Method（アセスメント方法）］フィールドの値を「Regular
（正規）」に設定する必要があります。既存レコードの更新は、一括操作スケジュール、一括更新、データ フィード、データ インポートを使用して実行できます。

一括操作スケジュールで既存アプリケーションのレコードを更新する場合は、次の手順を実行します。

1. 一括操作スケジュールを新規作成します。

- スケジュール名を指定します。

- ステータスをアクティブに設定します。

- アプリケーション（リスク登録またはリスク シナリオ）を選択します。

- 次のフィルタを追加します:
   [Assessment Approach（アセスメント アプローチ）] 等しい「Quantitative Survey（定量的サーベイ）」

2. 一括操作スケジュールを保存します。

3. 一括操作を追加します。

- 操作名を指定します。

- ［タイプ］フィールドで、「一括更新」を選択します。

- ［フィールドと値の設定］セクションで、[Assessment Method（アセスメント方法）]を選択します。

-  [Assessment Method（アセスメント方法）]の値に、「Regular（正規）」を指定します。

4. 一括操作と一括操作スケジュールを保存します。

5. 一括操作スケジュールを実行します。

6. 全レコードの更新が完了したら、一括操作スケジュールを削除するか、非アクティブに設定できます。

詳細は、RSA Archerオンライン ヘルプの「一括操作」を参照してください。

フィールド暗号化 ARCHER-41772
自己参照の計算フィールドで、暗号化を有効にできます。本来、計算フィールドは暗号化できません。

回避策:
自己参照の計算フィールドを編集する時、暗号化に関連する警告が表示されたら、暗号化を無効にしてから、フィールドを保存してください。



グローバリゼーションとローカライズ ARCHER-75092
新しいブラウザ ウィンドウを開き、ディープ リンクを使用してArcherのバック オフィス ページにアクセスすると、セッション タイムアウトのメッセージが表示される場

合があります。しかし、ユーザーが再試行すると、適切なページが表示されます。

グローバリゼーションとローカライズ、印
刷とエクスポート

ARCHER-48267
レコードをPDFにエクスポートすると、日本語または中国語を含むフィールド名が正しく表示されません。この問題は、ユーザーのロケールの言語とフィールド名に使用さ

れる言語が異なる場合にのみ発生します。

グローバリゼーションとローカライズ、検

索と検索結果
ARCHER-46299

パネルを使用するすべてのExtページで、ユーザーの言語設定に関係なくすべてのユーザーに対して、セクションの展開または折りたたみが可能であることを伝えるツール

チップが英語で表示されます。

ヘルプ システム ARCHER-75361

次の管理者ページでは、正しいコンテキスト依存ヘルプ トピックが表示されません：ダッシュボード、ディスカッション フォーラム レポート、グローバルiView、グロー

バル値リスト、ジョブのトラブルシューティング、言語、ロケール、スケジュール、教育・訓練および意識向上キャンペーン

正しいトピックは、RSA Archerオンライン ドキュメントで検索して見つけてください。

インライン編集 ARCHER-41827 階層型値リストフィールドをドロップ ダウン以外の形式で表示すると、最後の値が正しく表示されません。

差し込み印刷 ARCHER-80242 差し込み印刷でイメージを含むテキスト領域フィールドを出力する場合、Archer Base URLの大文字と小文字がACPの定義と正確に一致するよう指定する必要があります。

モバイル アプリ ARCHER-77586
RSA Archer Business Continuity & Disaster Recoveryモバイルアプリにログインする時、完全なRSA Archer URLを使用するとログインできません。RSA ArcherベースURLを使用する

とエラーを回避できます。

ナビゲーション ARCHER-48703 新しいウィンドウを開くクイック リンクをクリックした後、新しいウィンドウが正しく表示されません。

ナビゲーション ARCHER-52673
Internet ExplorerまたはSafari使用時、Microsoft Silverlightを使用しないページ上でテキスト フィールドに移動し、その直後にボタンをクリックすると、再度ボタンをクリック

しないと操作が開始しません。

オフライン インストール ARCHER-58656

Archerオフライン アクセスを6.5より前のバージョンから、6.5以降のバージョンにアップグレードする時、オフライン インストーラがSQL Server 2012 LocalDBをSQL Server
2017 LocalDBに更新できず、レジストリ キーも更新できません。その結果、オフライン アクセスの同期が完了しません。

回避策:
オフライン アクセスが以前インストールされていたクライアントをアップグレードする場合は、SQL Server LocalDbを手動でアンインストールし、レジストリ エディタを使
用してレジストリからキーを削除します。

レジストリ キーは一意IDとユーザー名によって異なりますが、次のような名前になります：

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\UserInstances\{0A643155-0194-4FCF-84D3-FA5DF16E36B1}

削除する必要のあるキーは、DataDictionayの値を保存するキーで、次のような値が保存されています：
C:\Users\usernameGoesHere\AppData\Local\Microsoft\Microsoft SQL Server Local DB\Instances\OfflineArcher

印刷とエクスポート ARCHER-74483 アプリケーションが同じアプリケーションのレコードを相互参照する場合、レコードをHTMLにエクスポートするとエラーが発生します。

アンケート ARCHER-43967 拡張ワークフローの登録オプションが［更新されたレコード］と［ユーザー開始］に設定されたアンケートで、［ユーザー開始］ボタンが表示されません。

アンケート ARCHER-55683 アンケートの構成で、既存のキャンペーンと同名のキャンペーンを作成すると、エラーが発生します。

アンケート ARCHER-70906
複数のサブフォームを使用するレコードで、1つのサブフォームを保存すると、レコード ページの元のスクロールした位置ではなく、レコード ページの先頭（または、一

番上のセクション）に戻ります。

レコード ページ ARCHER-41877 最終更新日フィールドを含むレコードを作成し、コピーすると、コピー先の最終更新日フィールドの時間は変更されます。

レコード ページ ARCHER-51604
ドロップダウン リストから値を選択する際に、ユーザーが値を直接タイプして選択した場合、そのドロップ ダウンリストでは値の選択や選択解除の操作が利かなくなりま

す。



レコード ページ ARCHER-64892
テキスト領域フィールドへのイメージのコピー＆ペースト機能やその他の方法でプライベートなイメージ フィールドにイメージが保存された場合、通知を受信するユー

ザーがテキスト領域フィールドへのアクセス権限を持ち、イメージ フィールドへのアクセス権限を持っていなくても、テキスト領域フィールドを含んだメール通知の中に

イメージが含まれます。

レコード ページ ARCHER-70972 ［フィールド値が一致する］フィルタ条件を含んだ相互参照フィールドをインライン編集する時、ルックアップ オプションを選択すると例外が発生します。

レコード ページ、UI ARCHER-71765
任意のレコード ページで［アクセス］ポップアップ ウィンドウを開いて詳細なアクセス権限を確認する時、タブを押してUIをナビゲーションすることができなくなりま

す。

レポート ARCHER-58502
サブフォームの値リスト フィールドでグループ化された統計レポートをドリルダウンして、変更する時、サブフォームの値リストフィールドの値がフィルタに表示されま

せん。

レポート、検索と検索結果 ARCHER-77917 レベル アプリケーションでは、レポートの列の管理で選択したレベルの順番が維持されません。

検索と検索結果 ARCHER-37717 詳細検索の［表示するフィールド］、［フィルタ］、［ソート］の各セクションでは、1つのフィールドを選択するために2回クリックする必要があります。

検索と検索結果 ARCHER-38890 統計検索のフィールドの順序を上下に移動させると、フィールドに関連づけられている統計処理が失われるため、再度選択する必要があります。

検索と検索結果 ARCHER-56179 値リストの2層目以下の値でソートしている場合、カウントをドリルしても、結果レコードが表示されません。

検索と検索結果 ARCHER-58446

Elasticsearchを検索に使用する場合、レベル アプリケーションの2つのレベルのレコードがそれぞれ単独で作成された場合、それらをリンクすることができません。詳細検

索やキーワード検索の結果には、レベル間のリンクのないレコードが表示されます。

回避策:
UIを使用して明示的にレコードを再リンクします。レコードを更新すると、インデックスも更新され適切に関係が表示されるようになります。

検索と検索結果 ARCHER-65661
8000件以上のレコードを含むアプリケーションで、ピンのタイプを標準からカスタム（値ごと）に変更すると、マップ 形式のレポートを開こうとするとブラウザが閉じる

ことがあります。

検索と検索結果 ARCHER-66161
マップ形式のレポートを表示中に、同じページの［インポート］オプションを使用してレコードをインポートした場合、追加されたレコードはマップに反映されません。

回避策:
インポート後、変更をクリックし、検索を実行すれば、インポートによって追加されたレコードがマップに反映されます。

検索と検索結果 ARCHER-67154
相互参照フィールドやレベル アプリケーションでマップ レポートを使用すると、マップ レポートの結果で［変更］をクリックしてから、詳細検索ページの読み込みが永遠

に終わりません。

検索と検索結果 ARCHER-69750 インデックス サービスは、構成ファイルの特定のContent Batch Sizeパラメータに従っていません。

ソリューション、ユーザー管理と環境設

定、ユーザー プロファイル
ARCHER-77184 Microsoft Edgeブラウザを使用すると、バックオフィス ページのテキスト領域フィールドにテキストをペーストできません。

UI ARCHER-69076 日付フィールドで日付選択ウィンドウを開いたままページをスクロールすると、日付選択ウィンドウだけが単体で画面と一緒に移動します。

ユーザー管理と環境設定 ARCHER-65417 フロント オフィス ページの一部では、タブ キーで移動するとツールチップ アイコンがフォーカスされなかったり、ツールチップ アイコンが開かない場合があります。

ユーザー プロファイル ARCHER-76420
Internet Explorer 11で、バックオフィス ページのテキスト領域フィールドにCtrl+Vを使用して3500文字以上のテキストを貼り付けると、ブラウザが応答しなくなります。

 回避策:
テキスト領域フィールド内で右クリックして、［貼り付け］を選択します。

ワークフロー (AWF) ARCHER-47401 拡張ワークフロー ビルダーでプロセスまたはノードのプロパティ ペインを操作中に、ペインの画面が先頭にスクロールしてしまうため、プロパティの構成が困難です。



ワークフロー (AWF) ARCHER-55655 拡張ワークフローを再開すると、進行中のOrphanタスクが完了できずに残ります。

ワークフロー (AWF) ARCHER-79432 拡張ワークフローのジョブがループ遷移を抜けてユーザー操作ノードに進めません。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-41794
管理インターフェイスでグローバル ダッシュボードを作成、読み取り、更新、削除する権限を持つユーザーが、エンドユーザー インターフェイスでグローバル ダッシュ

ボードを編集できません。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-75692 IEでは、ホーム ページに設定するダッシュボードが複数列レイアウトの場合、表示されるiVIewをスクロールできません。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-76293
ドロップダウン メニューから他のオプションを選択して実行し、その後でドロップダウン メニューから［新しいパーソナル ダッシュボードの追加］オプションを選択する

と、オプションの画面を開くことができません。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-76294 Mozilla Firefoxでは、ダッシュボード ヘッダーにあるオプション メニューに、前に選択したオプションがハイライト表示されたままになります。



コンポーネント 問題 説明

API (Web、REST、その他) ARCHER-76751 REST APIコールの配列引数でのブラケットの使い方がRFC-3986に準拠していませんでした。

表示、チャート、レコード ページ ARCHER-72230 複数のトレンド チャートを表示すると、フィールドのレイアウトが崩れていました。

アプリケーション ビルダー ARCHER-73156 制限付きの継承レコード権限フィールドに関連づけられた関連レコード フィールドまたは相互参照フィールドのステータスを非アクティブに設定できないよう修正され
ました。

アプリケーション ビルダー ARCHER-74212 階層構造の値リストで、値を選択する時に表示する選択可能な値のソート順が維持されていませんでした。

アプリケーション ビルダー ARCHER-76796 条件付きレイアウト適用アクションにより計算フィールドを非表示にすると、エラーだけが表示され、エラーのあるフィールド名は表示されませんでした。

アプリケーション ビルダー ARCHER-77088 ［リスク アセスメント］アンケートの［進行状況ステータス］フィールドの値リストの中で、間違ったイメージが参照されていました。

アプリケーション ビルダー、アンケート ARCHER-76590 アンケートをコピーする際、制限付きの継承レコード権限フィールドの継承フィールドの設定がコピーされていませんでした。

アプリケーション ビルダー、表示モード
(レコード)

ARCHER-72037 テキスト フィールドのインライン編集で、入力したテキストが正しく折り返し表示されませんでした。

アプリケーション ビルダー、ワークフ
ロー (AWF)

ARCHER-73939 拡張ワークフローで不定期にエラーが発生。

アプリケーション ビルダー、ワークフロー

(AWF) ARCHER-78469 拡張ワークフローに大量のノードが含まれる場合、不定期にエラーが発生し、［ジョブのトラブルシューティング］ページを確認すると、1つのジョブで複数のノードが
アクティブになっていました。

一括操作、レポート ARCHER-77990 一括操作の［すべて選択］/［選択解除］のドロップダウン メニューが詳細検索の結果の後ろに表示されるため選択できませんでした。

計算相互参照 ARCHER-74696 計算相互参照フィールドを使用する場合、参照先の添付ファイル フィールドを取得するために保存操作を2回実行する必要がありました。

コンテンツの保存と削除、レコード ペー
ジ

ARCHER-76599 計算フィールドを含む相互参照フィールドがネストしたレコードを保存すると、エラーが発生しました。

カスタム インターフェイス  オブジェク
ト、ソリューション

ARCHER-77353 オペレーショナル リスク管理のカスタム オブジェクトで、コメントのタイムスタンプがUTCで、ユーザー名に重なって表示されていました。

データ依存型イベント ARCHER-69798 データ依存型イベントのルールで、「変更あり」演算子の条件が間違ってTRUEと判定されていました。

データフィード、ワークフロー (AWF) ARCHER-77181 拡張ワークフローのジョブが不定期に次のエラーでエンロールに失敗していました：createFromProcess() and WP_PROCI_SCRIPT row error: Violation of PRIMARY KEY
constraint

データベース、グローバリゼーションと
ローカライズ、ライセンス、ナビゲーショ
ン メニュー

ARCHER-74428 翻訳リソースのデフォルト言語が複数の言語に設定されていると、ライセンス情報のウィンドウに何も表示されなくなっていました。

インライン編集 ARCHER-77932 グリッド表示の編集とインライン編集の両方を有効化すると、保存ボタンが動作しませんでした。

リリース6.7 Patch 1で修正された問題

このセクションは、このリリースで修正された問題のリストです。



ITSVP、パッケージ ARCHER-72479 標準提供のVulnerability Libraryアプリケーションのパッケージ生成に非常に長時間かかり、ログにエラーが出力されていました。

ライセンス ARCHER-79112 開発中のアプリケーションへのトライアル期間のメッセージが目立つように表示されるようになりました。

差し込み印刷 ARCHER-73350 テキスト フィールドでファイル リポジトリのイメージファイルをHTMLによって参照している場合、差し込み印刷を実行するとイメージをエクスポートできませんでし
た。

パッケージ ARCHER-78600 値のない値リストが含まれる場合、パッケージの生成が失敗していました。

印刷とエクスポート ARCHER-76283 値リストに構成したソート順が、印刷ビューとエクスポート ビューでは使用されませんでした。

アンケート ARCHER-77057 アンケート内の質問にコメントを追加した後、その質問のコメントボタンを再度選択できなくなりました。

レコード ページ ARCHER-72821 親レコードを保存する前に新しいサブ フォームを追加しようとすると、「読み込み中」のメッセージが表示されたままになっていました。

レコード ページ ARCHER-75899 印刷とエクスポートで、履歴ログ フィールドに非アクティブなフィールドが表示されていました。

レポート ARCHER-76323 レベル アプリケーションで列-フラット形式のレポートを実行する時、下位レベルのフィールドを選択し、その後列の管理で上位レベルのフィールドを選択すると、例外
エラーが発生していました。

レポート ARCHER-77398 統計レポートの結果データ セットに階層型値リストの親レベルの値が1つ含まれる場合、チャートとデータを選択すると、棒チャートにはその値しか表示されませんでし
た（他の子レベルの値は表示されない）。

レポート、検索と検索結果 ARCHER-75165 統計レポートで、レコード権限フィールドでグループ化し、ゼロ値の表示オプションを選択した場合、レコード作成後にユーザー グループから削除されたユーザーのレ
コードを取得できませんでした。

検索と検索結果 ARCHER-70910 フィールド数の多いモジュールの詳細検索ページを表示するのに非常に時間がかかっていました。

検索と検索結果 ARCHER-77238 サード パーティ プロファイル アプリケーションで検索を実行できませんでした。

ユーザー プロファイル ARCHER-77745 検索結果ページで、最終更新日や初公開日などの監査情報のフィールドに、削除されたユーザーの情報が表示されていました。

ワークフロー (AWF) ARCHER-70732 ワークフロー ジョブのエラー状態がレコード ページに反映されていませんでした。

ワークフロー (AWF) ARCHER-70875 レコードを新しいワークフローに登録する際、非常に複雑な条件下で、拡張ワークフロー ジョブが［作成］状態にとどまったり、エラー状態に移行していました。

ワークフロー (AWF) ARCHER-73676 拡張ワークフローのジョブ トラブルシューティングのフィルタで、ジョブID以外の条件でフィルタすることができませんでした。

ワークフロー (AWF) ARCHER-75029 非常に複雑な条件下で、ユーザーがレコードを新しいワークフローに登録できなくなったり、遷移が失敗しました。

ワークフロー (AWF) ARCHER-76242 複雑な拡張ワークフロー ジョブの評価中に、ジョブがCompleteNodeTransitionCommandでエラーになりました。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-76418 リンク リスト iViewの編集時にエラーが発生しました。



コンポーネント 問題 説明

アクセス制御 ARCHER-31183 「Everyone」でグループを検索すると、読み取り専用であるにもかかわらず、検索結果のEveryoneグループに編集アイコンと削除アイコンが表示されます。

アクセス制御 ARCHER-41738 スケジュールとコンテンツに対する作成、読み取り、更新、削除を付与するアクセス ロールを編集しようとすると、UIの例外エラーが発生します。

ACP ARCHER-69428 インストールの設定でElasticserchのクラスタ名を更新しても、インスタンスの設定のクラスタ名は更新されず、その後Archerにログインしたユーザーには例外が発生しま
す。

表示 ARCHER-13566 RSA ArcherのWebページ上のユーザー操作の中には、セッション タイムアウトを正しくリセットできないものがあるため、タイムアウトの警告メッセージが継続して表示
される場合があります。

表示 ARCHER-77830 レコードの保存を2回実行するまで、トレンド チャートにデータが表示されません。

表示 ARCHER-78281 環境バーに新しい背景色を設定した時に、［表示］ページをロードできなくなります。

アプリケーション ビルダー ARCHER-44013 アプリケーションに空のタブセットがあると、アプリケーションのコピー処理でエラーが発生し、データ依存型イベントのルールがコピーされません。

アプリケーション ビルダー ARCHER-48798
テキスト領域フィールドのデフォルト テキストが、フィールドをクリックしても消えません。

回避策:
テキスト領域フィールドのデフォルト テキストを手動で選択して削除してください。

アプリケーション ビルダー ARCHER-66315 アプリケーションに新しいレベルを追加すると、空のタスク/アクティビティ フィールドが作成されます。

アプリケーション ビルダー、レコード
ページ

ARCHER-70083 レコード権限フィールドで、値ポップアップ以外の表示コントロールを選択すると、［非アクティブなユーザーの除外］オプションを選択しても、非アクティブなユー
ザーが除外されません。

一括操作 ARCHER-40769 検索結果ページに履歴ログフィールドが含まれる場合、一括更新、一括削除、一括作成のオプションがメニューに表示されません。

一括操作 ARCHER-41442 レコード権限フィールドで非アクティブなユーザーを除外するよう構成していても、［一括操作の管理］ページで非アクティブなユーザーの名前を指定して検索を実行す
ると、検索結果には非アクティブなユーザーが表示されます。

一括操作 ARCHER-41474 クイック リンクから［スケジュール］ページを開くと、［スケジュール］ページを閉じることができません。

一括操作 ARCHER-41755 ユーザーがディープ リンクを使用してスケジュールまたは一括操作にアクセスしようとした時に、ユーザーにアクセス権がないことを示す警告メッセージが表示されませ
ん。

一括操作 ARCHER-41779 ［スケジュールの管理］ページへのリンクを、クリック リファレンス リンクに追加することができません。

一括操作 ARCHER-41838 一括削除の対象として選択したレコードの中にすでに削除されたレコードが含まれると、一括削除が失敗します。

一括操作 ARCHER-76594
計算エディタ（参照先の一括作成を定義する時、演算子として計算を選択すると表示される）は、計算式に無効な文字が含まれていても検証エラーを表示しません。無効
な文字が含まれていると、計算式を保存することができません。計算式に文字が含まれていないことを確認してから、保存するようにしてください。無効な文字：

"\"<>/"&"\"<>/"

リリース6.7 Patch1の既知の問題
このセクションでは、リリース時点で未解決の問題について説明します。回避策がある場合は、その内容もしくは詳細の参照先が記述されます。

ほとんどの回避策を実施するためには、管理者権限が必要です。



一括操作、UI ARCHER-41500 参照先を一括作成する時、日付＆時刻フィールドのフィールド名の一部がフィールドと重なって見えないことがあります。

計算、パッケージ ARCHER-74381 1つのアンケートを含んだパッケージの生成時にNull Exceptionエラーが発生します。

データ フィード ARCHER-47727 ［ソースの定義］タブで大きなソース ファイルを追加すると、例外が発生します。

データ フィード ARCHER-48616
XSLT 3.0を使用したデータ フィードを実行する場合、RSA Archer環境からインターネットにアクセスできないとDTDを検証できないため、エラーが発生します。

回避策:
XSLT 3.0を使用したデータ フィードを実行する場合、RSA Archer環境からインターネットにアクセスできることを確認してください。

データ フィード ARCHER-52938 VSRインポートのデータ フィードで、ログファイルに次のエラーが出力されます：Violation of PRIMARY KEY constraint 'PL_tbllVUserContent'

データ インポート ARCHER-40928 障害の発生したデータ インポートの結果に、ファイルから作成されたレコード数が表示されますが、実際には1件のレコードも作成されていません。

ドキュメント ARCHER-48940 計算相互参照では、関連レコードをフィルタすることができます。しかし、RSA Archerオンライン ドキュメントでは、計算相互参照に対応していないフィールドのリスト
に関連レコードが含まれています。

ドキュメント ARCHERSOL-7646

RSA Archerトップダウンリスク アセスメント ユースケース6.7では、リスク登録とリスク シナリオの2つのアプリケーションに［Assessment Method（アセスメント方法）］

フィールドが追加されました。このフィールドは、定量的リスク アセスメントを行う場合に必須です。ユースケースをアップグレードした場合、パッケージ をインス

トールした後、リスク登録とリスク シナリオで、定量的アプローチを選択したすべての既存レコードの［Assessment Method（アセスメント方法）］フィールドの値を

「Regular（正規）」に設定する必要があります。既存レコードの更新は、一括操作スケジュール、一括更新、データ フィード、データ インポートを使用して実行できま
す。

一括操作スケジュールで既存アプリケーションのレコードを更新する場合は、次の手順を実行します。

1. 一括操作スケジュールを新規作成します。

- スケジュール名を指定します。

- ステータスをアクティブに設定します。

- アプリケーション（リスク登録またはリスク シナリオ）を選択します。

- 次のフィルタを追加します:
   [Assessment Approach（アセスメント アプローチ）] 等しい「Quantitative Survey（定量的サーベイ）」

2. 一括操作スケジュールを保存します。

3. 一括操作を追加します。

- 操作名を指定します。

- ［タイプ］フィールドで、「一括更新」を選択します。

- ［フィールドと値の設定］セクションで、[Assessment Method（アセスメント方法）]を選択します。

-  [Assessment Method（アセスメント方法）]の値に、「Regular（正規）」を指定します。

4. 一括操作と一括操作スケジュールを保存します。

5. 一括操作スケジュールを実行します。

6. 全レコードの更新が完了したら、一括操作スケジュールを削除するか、非アクティブに設定できます。

詳細は、RSA Archerオンライン ヘルプの「一括操作」を参照してください。

フィールド暗号化 ARCHER-41772
自己参照の計算フィールドで、暗号化を有効にできます。本来、計算フィールドは暗号化できません。
回避策:
自己参照の計算フィールドを編集する時、暗号化に関連する警告が表示されたら、暗号化を無効にしてから、フィールドを保存してください。

グローバリゼーションとローカライズ ARCHER-75092 新しいブラウザ ウィンドウを開き、ディープ リンクを使用してArcherのバック オフィス ページにアクセスすると、セッション タイムアウトのメッセージが表示される場
合があります。しかし、ユーザーが再試行すると、適切なページが表示されます。



グローバリゼーションとローカライズ、印
刷とエクスポート

ARCHER-48267 レコードをPDFにエクスポートすると、日本語または中国語を含むフィールド名が正しく表示されません。この問題は、ユーザーのロケールの言語とフィールド名に使用
される言語が異なる場合にのみ発生します。

グローバリゼーションとローカライズ、検
索と検索結果

ARCHER-46299 パネルを使用するすべてのExtページで、ユーザーの言語設定に関係なくすべてのユーザーに対して、セクションの展開または折りたたみが可能であることを伝えるツール
チップが英語で表示されます。

ヘルプ システム ARCHER-75361
次の管理者ページでは、正しいコンテキスト依存ヘルプ トピックが表示されません：ダッシュボード、ディスカッション フォーラム レポート、グローバルiView、グロー
バル値リスト、ジョブのトラブルシューティング、言語、ロケール、スケジュール、教育・訓練および意識向上キャンペーン

正しいトピックは、RSA Archerオンライン ドキュメントで検索して見つけてください。

インライン編集 ARCHER-41827 階層型値リストフィールドをドロップ ダウン以外の形式で表示すると、最後の値が正しく表示されません。

差し込み印刷 ARCHER-80242 差し込み印刷でイメージを含むテキスト領域フィールドを出力する場合、Archer Base URLの大文字と小文字がACPの定義と正確に一致するよう指定する必要があります。

モバイル アプリ ARCHER-77586 RSA Archer Business Continuity & Disaster Recoveryモバイルアプリにログインする時、完全なRSA Archer URLを使用するとログインできません。RSA ArcherベースURLを使用する
とエラーを回避できます。

ナビゲーション ARCHER-48703 新しいウィンドウを開くクイック リンクをクリックした後、新しいウィンドウが正しく表示されません。

ナビゲーション ARCHER-52673 Internet ExplorerまたはSafari使用時、Microsoft Silverlightを使用しないページ上でテキスト フィールドに移動し、その直後にボタンをクリックすると、再度ボタンをクリッ
クしないと操作が開始しません。

オフライン インストール ARCHER-58656

Archerオフライン アクセスを6.5より前のバージョンから、6.5以降のバージョンにアップグレードする時、オフライン インストーラがSQL Server 2012 LocalDBをSQL Server
2017 LocalDBに更新できず、レジストリ キーも更新できません。その結果、オフライン アクセスの同期が完了しません。

回避策:
オフライン アクセスが以前インストールされていたクライアントをアップグレードする場合は、SQL Server LocalDbを手動でアンインストールし、レジストリ エディタを使
用してレジストリからキーを削除します。

レジストリ キーは一意IDとユーザー名によって異なりますが、次のような名前になります：
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\UserInstances\{0A643155-0194-4FCF-84D3-FA5DF16E36B1}

削除する必要のあるキーは、DataDictionayの値を保存するキーで、次のような値が保存されています：
C:\Users\usernameGoesHere\AppData\Local\Microsoft\Microsoft SQL Server Local DB\Instances\OfflineArcher

印刷とエクスポート ARCHER-74483 アプリケーションが同じアプリケーションのレコードを相互参照する場合、レコードをHTMLにエクスポートするとエラーが発生します。

アンケート ARCHER-43967 拡張ワークフローの登録オプションが［更新されたレコード］と［ユーザー開始］に設定されたアンケートで、［ユーザー開始］ボタンが表示されません。

アンケート ARCHER-55683 アンケートの構成で、既存のキャンペーンと同名のキャンペーンを作成すると、エラーが発生します。

アンケート ARCHER-70906 複数のサブフォームを使用するレコードで、1つのサブフォームを保存すると、レコード ページの元のスクロールした位置ではなく、レコード ページの先頭（または、一
番上のセクション）に戻ります。

レコード ページ ARCHER-41877 最終更新日フィールドを含むレコードを作成し、コピーすると、コピー先の最終更新日フィールドの時間は変更されます。

レコード ページ ARCHER-51604 ドロップダウン リストから値を選択する際に、ユーザーが値を直接タイプして選択した場合、そのドロップ ダウンリストでは値の選択や選択解除の操作が利かなくなり
ます。



レコード ページ ARCHER-64892
テキスト領域フィールドへのイメージのコピー＆ペースト機能やその他の方法でプライベートなイメージ フィールドにイメージが保存された場合、通知を受信するユー

ザーがテキスト領域フィールドへのアクセス権限を持ち、イメージ フィールドへのアクセス権限を持っていなくても、テキスト領域フィールドを含んだメール通知の中に
イメージが含まれます。

レコード ページ ARCHER-70972 ［フィールド値が一致する］フィルタ条件を含んだ相互参照フィールドをインライン編集する時、ルックアップ オプションを選択すると例外が発生します。

レコード ページ、UI ARCHER-71765 任意のレコード ページで［アクセス］ポップアップ ウィンドウを開いて詳細なアクセス権限を確認する時、タブを押してUIをナビゲーションすることができなくなりま
す。

レポート ARCHER-58502 サブフォームの値リスト フィールドでグループ化された統計レポートをドリルダウンして、変更する時、サブフォームの値リストフィールドの値がフィルタに表示されま
せん。

レポート、検索と検索結果 ARCHER-77917 レベル アプリケーションでは、レポートの列の管理で選択したレベルの順番が維持されません。

検索と検索結果 ARCHER-37717 詳細検索の［表示するフィールド］、［フィルタ］、［ソート］の各セクションでは、1つのフィールドを選択するために2回クリックする必要があります。

検索と検索結果 ARCHER-38890 統計検索のフィールドの順序を上下に移動させると、フィールドに関連づけられている統計処理が失われるため、再度選択する必要があります。

検索と検索結果 ARCHER-56179 値リストの2層目以下の値でソートしている場合、カウントをドリルしても、結果レコードが表示されません。

検索と検索結果 ARCHER-58446

Elasticsearchを検索に使用する場合、レベル アプリケーションの2つのレベルのレコードがそれぞれ単独で作成された場合、それらをリンクすることができません。詳細検
索やキーワード検索の結果には、レベル間のリンクのないレコードが表示されます。
回避策:
UIを使用して明示的にレコードを再リンクします。レコードを更新すると、インデックスも更新され適切に関係が表示されるようになります。

検索と検索結果 ARCHER-65661 8000件以上のレコードを含むアプリケーションで、ピンのタイプを標準からカスタム（値ごと）に変更すると、マップ 形式のレポートを開こうとするとブラウザが閉じる
ことがあります。

検索と検索結果 ARCHER-66161
マップ形式のレポートを表示中に、同じページの［インポート］オプションを使用してレコードをインポートした場合、追加されたレコードはマップに反映されません。
回避策:
インポート後、変更をクリックし、検索を実行すれば、インポートによって追加されたレコードがマップに反映されます。

検索と検索結果 ARCHER-67154 相互参照フィールドやレベル アプリケーションでマップ レポートを使用すると、マップ レポートの結果で［変更］をクリックしてから、詳細検索ページの読み込みが永
遠に終わりません。

検索と検索結果 ARCHER-69750 インデックス サービスは、構成ファイルの特定のContent Batch Sizeパラメータに従っていません。

ソリューション、ユーザー管理と環境設
定、ユーザー プロファイル ARCHER-77184 Microsoft Edgeブラウザを使用すると、バックオフィス ページのテキスト領域フィールドにテキストをペーストできません。

UI ARCHER-69076 日付フィールドで日付選択ウィンドウを開いたままページをスクロールすると、日付選択ウィンドウだけが単体で画面と一緒に移動します。

ユーザー管理と環境設定 ARCHER-65417 フロント オフィス ページの一部では、タブ キーで移動するとツールチップ アイコンがフォーカスされなかったり、ツールチップ アイコンが開かない場合があります。

ユーザー プロファイル ARCHER-76420
Internet Explorer 11で、バックオフィス ページのテキスト領域フィールドにCtrl+Vを使用して3、500文字以上のテキストを貼り付けると、ブラウザが応答しなくなります。

 回避策:
テキスト領域フィールド内で右クリックして、［貼り付け］を選択します。

ワークフロー (AWF) ARCHER-47401 拡張ワークフロー ビルダーでプロセスまたはノードのプロパティ ペインを操作中に、ペインの画面が先頭にスクロールしてしまうため、構成が困難です。



ワークフロー (AWF) ARCHER-55655 拡張ワークフローを再開すると、進行中のOrphanタスクが完了できずに残ります。

ワークフロー (AWF) ARCHER-79432 拡張ワークフローのジョブがループ遷移を抜けてユーザー操作ノードに進めません。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-41794 管理インターフェイスでグローバル ダッシュボードを作成、読み取り、更新、削除する権限を持つユーザーが、エンドユーザー インターフェイスでグローバル ダッシュ
ボードを編集できません。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-75692 IEでは、ホーム ページに設定するダッシュボードが複数列レイアウトの場合、表示されるiVIewをスクロールできません。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-76293 ドロップダウン メニューから他のオプションを選択して実行し、その後でドロップダウン メニューから［新しいパーソナル ダッシュボードの追加］オプションを選択す
ると、オプションの画面を開くことができません。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-76294 Mozilla Firefoxでは、ダッシュボード ヘッダーにあるオプション メニューに、前に選択したオプションがハイライト表示されたままになります。



機能拡張 説明

パッケージの自動展開

この機能により、開発、テスト、本番の各インスタンスの間でパッケージの生成とインストールを自動化できます。自動化を行うためには、パッケージ固有のJSONオブジェクトを

ユーザー インターフェイスの［パッケージの管理］ページまたは［パッケージのインポートとインストール］ページから、V1 APIエンドポイントにコピーする必要があります。この

JSONオブジェクトにより、APIでアクセス可能な他のRSA Archerインスタンスでパッケージの生成とインストールを実行できるようになります。

詳細は、RSA Archerオンライン ドキュメントの「パッケージの生成とインストールの自動化」を参照してください。

バックオフィスからのSilverlight削除:［言語の管理］
ページ

バックオフィスからのSilverlight削除の一環として、［言語の管理］ページからSilverlightが削除されました。このページには、新しいバックオフィスのデザインが初めて採用されてお

り、今後のUI開発のモデルとなります。

チャート ライブラリの拡張
チャートの見た目がよりわかりやすくなり、新しい機能も追加されました。これにより、エンドユーザーはより有意義な方法でデータをビジュアル化し、解釈することができます。
また、チャート画面から離れることなく、チャートやチャート データを操作できるようになりました。

コンテンツAPIのパフォーマンス向上

コンテンツAPIのパフォーマンスが向上し、ODataのフィルタ プロパティとして$topの実装が追加されました。

詳細は、 RSA Archer オンライン ドキュメントで「Get Level Metadata」を参照してください。

画面コントロールの再設計
RSA ArcherのUI再構築の一環として、新しいモデルの画面コントロールが設計されました。これにより、ユーザー エクスペリエンスの一貫性を向上させ、製品全体の保守を容易にする

ことができます。新しくなった画面コントロール（例えば、選択機能、テキスト フィールド、ボタン、両面パネル、複数選択機能など）は、再利用可能なコンポーネント ライブラリ
に追加され、今後のリリースに展開することにより、迅速かつ持続可能性と保守性に優れたシステムを実現します。

ダッシュボード UIの更新

ダッシュボードへの移動がより簡単になり、ダッシュボードの一番上にはユーザーが頻繁に使用する操作へのクイック リンクが表示されます。iViewをスクロールする時にも、ダッ

シュボードのオプションはページの一番上に残ります。iViewは、スクロールバーの表示や間隔がユーザーがより使いやすいよう更新され、データやチャートが見やすくなりました。

詳細は、RSA Archer 6.7 オンライン ドキュメントの「ダッシュボード、iView、ワークスペース」を参照してください。

データ ゲートウェイのArcher構成レポート(ACR)
RSA Archer構成レポート(ACR)に、データ ゲートウェイの情報が追加されました。 RSA Archerコントロール パネルで有効化すると、構成レポートに追加されるようになります。

詳細は、RSA Archerコントロール パネル ヘルプの「RSA Archer構成レポート」を参照してください。

データ ゲートウェイRESTful API

データ ゲートウェイ機能を利用すると、独自のデータ ゲートウェイ接続を作成、管理することができます。次の機能が含まれます。

• Archerコントロール パネルで、データ ゲートウェイを有効化します。詳細は、RSA Archerコントロール パネル ヘルプの「インスタンスのデータ ゲートウェイの使用の構成」
 を参照してください。
• 独自のデータ ゲートウェイ コネクタの開発方法に関するドキュメント。詳細は、Archerオンライン ドキュメントの「データ ゲートウェイ コネクタの作成」を参照してくださ
 い。
• RESTful APIコマンド（データ ゲートウェイ接続、コンテンツ マップ、フィールド マップの追加、削除、更新）

詳細は、RSA Archer オンライン ドキュメントの「データ ゲートウェイ」を参照してください。

リリース6.7の新機能
Platformの更新
このセクションでは、RSA Archer 6.7のPlatformの新機能について説明します。各機能の詳細については、RSA Archerのドキュメントを参照してください。



ElasticsearchをRSA Archerインスタンスから分離

Elasticsearchは、インスタンス レベルではなく、インストール レベルで導入するようになりました。同一インストール環境の複数のインスタンスのインデックスを1つのElasticsearchク
ラスタで管理することができます。

インデックス検索の詳細は、RSA Archerコントロール パネル ヘルプの「検索インデックスの再構築」を参照してください。複数インスタンスのインデックスを1つのElasticsearchクラス

タに作成する方法については、 RSA Archerコントロール パネル ヘルプの「Elasticsearchの有効化」を参照してください。

RSA Archerコントロール パネルのElasticsearchインデッ

クス サービス マネージャ プラグイン

インデックス サービス マネージャ  プラグインを使用して、RSA Archerコントロール パネル (ACP)からインデックス サービスを構成、管理することができます。インストールまたは

アップグレードの処理中に、Elasticsearchクラスタの構成ファイルのパラメータが、RSA Archer構成データベースに移行されます。

インデックス サービス マネージャ  プラグインの詳細は、 RSA Archerコントロール パネル ヘルプの「インデックス サービスの構成の管理」を参照してください。

Elasticsearchを6.8.3にバージョン アップ
Elasticsearchがバージョン6.8.3にアップグレードされました。Elasticsearchを使用するクラスタでは、 Elastic社の推奨に従ってローリング アップグレードを実施し、Elasticsearchとの統合

を維持するために、join-search-pluginバージョン6.8.3をインストールする必要があります。

オンデマンド アプリケーション(ODA) のライセンス執
行

開発ステータスのオンデマンド アプリケーションを作成してから90日後に、アプリケーションおよび関連するアンケートのステータスが自動的にアーカイブに変更され、レコードは

読み取り専用になります。90日経過後もオンデマンド アプリケーションを継続して使用する場合は、ライセンスが必要になります。開発ステータスのアプリケーションを保存する度
に、ステータスが変更されるまでの残り期間が表示されます。

RSA Archer 6.7にアップグレードする前に作成されたオンデマンド アプリケーションは、アップグレードから90日後にアーカイブ ステータスに 変更されます。RSA Archer 6.7にアップグ

レードした後に作成されたオンデマンド アプリケーションは、作成日から90日後にアーカイブ ステータスに変更されます。

詳細は、RSA Archer オンライン ドキュメントの「アプリケーションのステータスの変更」を参照してください。

ナビゲーションの改善: グローバル ヘッダーとナビ

ゲーション メニュー

新しいグローバル ヘッダーとナビゲーション メニューの導入により、現代的なユーザー インターフェイスに刷新されました。RSA Archerのどのページからもワンクリックでグローバ

ル検索、レポート、タスク、通知に簡単にアクセスできるようになりました。また、従来の機能を削ることなくナビゲーション メニューが再設計され、目的の項目にたどり着くまで
に必要なクリック数が減り、使いやすくなりました。

詳細は、RSA Archer オンライン ドキュメントの「6.x ユーザー インターフェイスについて」を参照してください。

任意のテキストと色を指定できる環境バー

管理者は任意のテキストと色を指定して環境バーを構成し、すべてのRSA Archerページの最上部に表示することができます。環境バーにより、ユーザーは今どの環境にログインしてい
るのかを即座に確認することができます。

詳細は、RSA Archer オンライン ドキュメントの「システムのブランディング」を参照してください。

重要メトリック チャートの更新
重要メトリック チャート タイプが更新され、使いやすくなりました。集計された数値が特定の色で表示されるため、チャートの閲覧者はその色から数値の重要性を理解することがで

きます。チャートに表示する数値が、最大文字数（プレフィックス、サフィックス、4桁の数字、1文字の英数字）を超えた場合、数値は切り捨てられ、短縮した形式で表示されま
す。色の指定に加え、マーカーの設定、様々な形式でのエクスポートができるようになりました。



新しいロール：構成管理者とコンテンツ管理者

アプリケーション オーナーとアンケート オーナーのロールは、構成管理者とコンテンツ管理者という2つのロールに置き換わりました。新しいロールでは責任範囲が分割されている

ため、RSA Archerの使用に関するコンプライアンス要件への適合をより達成しやすくなりました。コンテンツ管理者は、自身が管理するアプリケーションまたはアンケートのすべての
レコードに対して無制限にアクセスできます。構成管理者は、自身が管理するアプリケーションまたはアンケートの完全な編集権限を持ち、プロパティを自由にカスタマイズするこ
とができます。

6.7にアップグレードすると、アプリケーション オーナーまたはアンケート オーナーに割り当てられていたユーザーおよびグループは、構成管理者とコンテンツ管理者の両方に割り当

てられます。新しい管理者の権限は、アップグレード後直ちに有効になります。元のアプリケーション オーナーは、アップグレード前と同じアクセス権限を構成とコンテンツの両方
に対して持ちます。

詳細は、RSA Archer オンライン ドキュメントの「構成管理者、コンテンツ管理者、レポート管理者の割り当て」を参照してください。

通知センター:タスク ユーザーは、グローバル ヘッダー内の通知センターをワンクリックするだけで、RSA Archerのどのページからも自分のタスクにアクセスできるようになりました。

オンデマンド アプリケーションのステータスに関する
記述

オンデマンド アプリケーションの目的を説明し、アプリケーションのライフサイクルに関する詳細情報を提供するため、ヘルプ内のアプリケーションのステータスに関する記述が更
新されました。

詳細は、 RSA Archer オンライン ドキュメントの「アプリケーションのステータスの変更」を参照してください。

送信先ホワイトリスト

送信先IPホワイトリストに、Archerシステムからの接続開始を許可するIPアドレスの範囲を指定できるようになりました。接続を開始する可能性があるのは、LDAP Synchronizationサー

ビスと、Job Engineサービスです。このため、この接続制限が影響するのは、ネットワーク経由でデータをPullするタイプのデータフィード トランスポーターとLDAP構成のみです。次

のデータフィード トランスポーターの接続先を送信先IPホワイトリストに構成することができます。

• FTP
• HTTP
• Archer-to-Archer
• JavaScript
• RSS

詳細は、RSA Archerコントロール パネル ヘルプの「送信先IPホワイトリストの構成」を参照してください。

プロキシのバイパス

プロキシの負荷を軽減するため、例外のIPアドレスとドメイン名を指定して、プロキシをバイパスさせることができます。例えば、同一環境内の通知やArcher間データ フィードには、
プロキシをバイパスして直接通信を許可できます。

詳細は、RSA Archerコントロール パネル ヘルプの「すべてのインスタンスのプロキシ通信の有効化」を参照してください。

レコード ページ -UIの更新

RSA Archerのレコード ページでは、アクション ボタンが追加され、ツールバーとレイアウトがわかりやく整理され、データも読みやすくなりました。拡張ワークフローに登録された
レコードには、レコード内のトラッカーにユーザー操作ノードが表示されます。

詳細は、RSA Archer オンライン ドキュメントの「レコードを操作する」を参照してください。

RSA Archerの表示の改善

ユーザー インターフェイスの更新により、一貫性のあるカラー スキーマが提供され、管理者はメニュー、セクション ヘッダー、フィールドの枠の色を変更できるようになりました。

また、RSA Archerシステムのヘッダー、フッターの画像や色を指定できます。従来のプライマリ カラーとセカンダリ カラーのオプションは、この新しいカラー スキーマに置き換わ

り、RSA Archerシステム全体で共通の標準的な色が使用されます。

詳細は、RSA Archer オンライン ドキュメントの「システムのブランディング」を参照してください。

FTPデータ フィードの接続の保護
SSLの有効化と、RSA Archerコントロール パネルでの送信先IPホワイトリストの指定により、FTPデータ フィードの通信を保護できるようになりました。

詳細は、RSA Archer オンライン ドキュメントの「FTPデータ フィード」を参照してください。



レコードの拡張ワークフローの進捗監視

拡張ワークフローでワークフロー監査が有効になっている場合、拡張ワークフローに登録されたレコードには、前、現在、次のユーザー操作ノードが表示されます。各ノードにマウ
スを合わせると、ノードの詳細が表示されます。すべてのノードの詳細を表示するには、［詳細］をクリックします。各ユーザー操作ノードについて、次の情報が表示されます。
 
• ノード名/ノード タイトル

• 実行した操作

• 操作の実行者の名前

• 操作を実行した日時

詳細は、RSA Archer オンライン ドキュメントの「拡張ワークフロー」を参照してください。

一意のログ ファイル名

新しい命名規則により、各ログファイルに一意のログ ファイル名が割り当てられるようになりました。一意の名前により次のことが可能になります。

• 特定のログ ファイルの監視が容易になる

• 手動でファイル名を変更する必要がなくなる

• 複数のログ ファイルを同時に開けるので、トラブルシューティングしやすくなる



機能拡張 説明

継続的モニタリング – ITSVPの更新

RSA Archer公的機関継続的モニタリング ユースケース6.6 P2には次の更新が含まれています。

- 既存の関連アプリケーションの機能拡張によるプラットフォームの新機能の包含

- NVD、Qualys、Tenable、およびRapid7との統合をサポートする新しいデータ フィード

- 6つの新しいアプリケーション

• 脆弱性参照リスト

• 脆弱性チケット

• 脆弱性履歴データ

• テクノロジー

• 悪意のあるコード

• サブシステム

詳細については、RSA Archerオンライン ドキュメントの「公的機関継続的モニタリング」を参照してください。

ITセキュリティ脆弱性プログラム

脆弱性スキャン結果アプリケーションが更新され、RiskReconとのThird Party Security Risk Monitoring Own Enterpriseの統合をサポートするようになりました。新規のお客様が統合を使
用するには、この更新が必要です。

[一般情報]セクションの[ソース]値リスト フィールドに、「セキュリティ リスク監視」という値が選択肢として追加されました。「セキュリティ リスク監視」が選択されている

と、「追加のセキュリティ リスク監視スキャン脆弱性定義」という新しいセクションがレイアウトに表示されます。この新しいセクションには、セキュリティ ドメイン、ドメイ

ン名、セキュリティ リスク監視IDなどの情報が表示されます。Third Party Security Risk Monitoring Own Enterpriseの統合の詳細については、 RSA Linkの「RiskRecon Own Enterprise
Monitoring Integration」（https://community.rsa.com/docs/DOC-106631）を参照してください。

また、脆弱性ライブラリ アプリケーションが更新され、NVD（National Vulnerability Database）からのデータ取得において、新しいCVSS 3.0フォーマットをサポートするようになりま

した。ITセキュリティ脆弱性プログラムの詳細については、RSA Archerオンライン ドキュメントの「ITセキュリティ脆弱性プログラム」を参照してください。

リスク シナリオでのモンテカルロのサポート

トップダウン リスク アセスメント ユースケースおよびオペレーショナル リスク管理ユースケースでの、リスク登録アプリケーションを使用してのモンテカルロのサポートが、リ

スク シナリオ アプリケーションに拡大されました。リスク シナリオではより細分性の高いリスク アセスメントを提供しており、Expert ElicitationやHistorical Lossメソッドなどのモ

ンテカルロ アプローチを活用することで、より柔軟で精度の高いリスク評価が可能となりました。この機能拡大でリスク登録アプリケーションが更新されたため、ITリスク管理

ユースケースおよび情報セキュリティ管理システム ユースケースのパッケージは、更新されたリスク登録アプリケーションを反映した、新しいバージョンとなります。

モンテカルロ アセスメント アプローチを使用するには、まず@RISKのライセンスを直接Palisadeから購入する必要があります。Palisade @RISKとRSA Archerの統合プロセスについて

は、RSA Exchangeを参照してください。

リリース6.7の新機能
ユースケースの更新

このセクションでは、RSA Archer6.7でのユースケースの機能拡張について説明します。リリース6.6に追加された機能の詳細については、RSA Archerのドキュメントを参照してください。



公的機関アセスメントと認可の更新

RSA Archer公的機関アセスメントと認可ユースケース6.6 P2では、継続的モニタリング ユースケースの変更と整合するように、次のアプリケーションが更新されています。

• ハードウェア

• ソフトウェア

• オフィス

• 機関

• 部門

• ミッション/業務プロセス

• POA&M
• リスクの受容 (RBD)

詳細については、RSA Archerオンライン ドキュメントの「公的機関アセスメントと認可」を参照してください。

リスク カタログ：ユースケース ガイド

リスク カタログ ユースケースのドキュメントが更新され、次のセクションを含むようになりました。

• スイムレーン図

• リスクの特定

• リスク階層の管理

詳細については、RSA Archerオンライン ドキュメントの「リスク カタログ」を参照してください。

サード パーティ ユースケース ガイドの更新

サード パーティ ガバナンス ソリューション分野の次のユースケースについてドキュメントが更新され、新しいユーザー コンテンツを含むようになりました。

• サード パーティ カタログ：詳細については、RSA Archerオンライン ドキュメントの「サード パーティ カタログ」を参照してください。

• サード パーティ リスク管理：詳細については、RSA Archerオンライン ドキュメントの「サード パーティ リスク管理」を参照してください。

• サード パーティ契約事項：詳細については、RSA Archerオンライン ドキュメントの「サード パーティ契約事項」を参照してください。

• サード パーティ ガバナンス：詳細については、RSA Archerオンライン ドキュメントの「サード パーティ ガバナンス」を参照してください。

また、サード パーティ カタログ、サード パーティ リスク管理、およびサード パーティ ガバナンスのユースケースには、各ユースケースのプロセスを示すスイムレーン図が追加
されています。



機能拡張 説明

会社アプリケーション

会社アプリケーションが更新され、RiskReconとのThird Party Security Risk Monitoring Own Enterpriseの統合をサポートするようになりました。新規のお客様が統合を使用するには、こ
の更新が必要です。
 
[一般情報]セクションに「セキュリティ リスク監視ID」という新しいフィールドが追加されました。[セキュリティ リスク監視ID]フィールドに値が設定されていると、「Security Risk
Monitoring」という新しいセクションがレイアウトに表示されます。この新しいセクションには、全体的なセキュリティ リスク監視の評価、パーセンタイル ランク、スキャン結
果、トレンドなどの情報が表示されます。

Third Party Security Risk Monitoring Own Enterpriseの統合の詳細については、 RSA Linkの「RiskRecon Own Enterprise Monitoring Integration」（https://community.rsa.com/docs/DOC-106631）
を参照してください。

リリース6.7の新機能
エンタープライズ カタログ パッケージの更新

このセクションでは、RSA Archer6.7でのエンタープライズ カタログ パッケージの機能拡張について説明します。リリース6.6に追加された機能の詳細については、RSA Archerのドキュメントを参照してください。



コンポーネント 問題 説明

表示、レコードページ ARCHER-76783

カスタム オブジェクトとして作成されたボタンが無効化された状態で表示されますが、正常に機能します。これは、Archer 6.7のライト カラー スキームが自動的にカスタム

オブジェクトに適用されるためです。表示を改善したい場合は、管理者がカスタム オブジェクトの色を編集することができます。

回避策:
カスタム オブジェクト ボタンの色を変更します。

1. カスタム オブジェクトに進みます。

　a. メニューバーから、管理メニューをクリックします。

　b. アプリケーション ビルダーの下から、アプリリケーション、アンケート、サブ フォームのいずれかをクリックします。

　c. 対象のアプリリケーション、アンケート、またはサブ フォームを選択します。

    d. ［レイアウト］タブをクリックします。

2. カスタム オブジェクトを選択し、[編集]をクリックします。

3. ［カスタム オブジェクトのプロパティ］で、コードを編集します。

4. 「#DDDDDD」 を新しい色の16進コードで置換します。

注: 旧バージョンのArcherで使用されていたカラーコードは、「#176DC2」です。

データ フィード ARCHERSOL-7097

Assessment & Authorization 6.4 SP1ユースケースで、Bulk Inheritanceデータ フィードが正しく更新を処理していなかったため、Allcated Controlレコードが更新されませんでし
た。

Assessment & Authorization 6.6 P2ユースケースでは、Public_Sector_Bulk_Inherit_Controlsデータ フィードでこの問題を修正しています。

ドキュメント ARCHER-66143

オンライン ドキュメントの「標準ファイル データフィードの追加」トピックの情報が不完全でした。

「タスク9：レコードのアーカイブと更新に関するルールの設定」のステップ3の「値の設定」欄の正しいテキストは次のとおりです：

「このオプションを選択した場合、ターゲット アプリケーションまたはアンケートの［値リスト］フィールドと、そのフィールドに設定する値も選択してください。［値の
設定］オプションは、［値リスト］フィールドに指定された値を設定するのみです。通常のコンテンツ保存動作のように、最終更新日を更新したり、計算や通知をトリガー
することはありません。」

ドキュメント ARCHER-76835
拡張ワークフローに関して、削除されたルールと権限をロールバックできない点について説明を追加しました。この説明には、ルールと権限の削除を発生させる操作の一覧
も含まれます。

RSA Linkの以下のページから参照できます（英語）: https://community.rsa.com/docs/DOC-102721

ドキュメント、レコード ページ ARCHER-65719
オンライン ドキュメントに次の記述を追加する必要がありました：

テキスト領域フィールドに直接HTMLタグを入力すると、サニタイズ処理によりHTMLタグがそのまま残ります。リッチ テキスト エディタのHTMLコード ツールに入力した場

合、サニタイズ処理によりHTMLタグが完全に削除されます。

レコード ページ ARCHER-70420 テキスト領域フィールドに、ネストした番号付きリストを保存すると、書式情報が保持されませんでした。

リスク カタログ ARCHERSOL-7423 リスク カタログ ユースケースのパッケージに、基本バージョンのアプリケーションの代わりに、拡張バージョンのアプリケーションが含まれていました。基本バージョン

のアプリケーションが含まれるようリスク カタログ ユースケースののパッケージを更新しました。

リリース6.7で修正された問題

このセクションは、このリリースで修正された問題のリストです。



508条 ARCHER-67970
キーボードを使用してワークスペースや管理メニューを移動する時、現在の場所のアイコンのフォーカスが見えなくなっていました。
回避策:
同じ操作はマウスを使用して実行できます。



コンポーネント 問題 説明

アクセス制御 ARCHER-31183 「Everyone」でグループを検索すると、読み取り専用であるにもかかわらず、検索結果のEveryoneグループに編集アイコンと削除アイコンが表示されます。

アクセス制御 ARCHER-41738 スケジュールとコンテンツに対する作成、読み取り、更新、削除を付与するアクセス ロールを編集しようとすると、UIの例外エラーが発生します。

ACP ARCHER-69428 インストールの設定でElasticserchのクラスタ名を更新しても、インスタンスの設定のクラスタ名は更新されず、その後Archerにログインしたユーザーには例外が発生しま
す。

表示 ARCHER-13566 RSA ArcherのWebページ上のユーザー操作の中には、セッション タイムアウトを正しくリセットできないものがあるため、タイムアウトの警告メッセージが継続して表示
される場合があります。

アプリケーション ビルダー ARCHER-44013 アプリケーションに空のタブセットがあると、アプリケーションのコピー処理でエラーが発生し、データ依存型イベントのルールがコピーされません。

アプリケーション ビルダー ARCHER-48798
テキスト領域フィールドのデフォルト テキストが、フィールドをクリックしても消えません。

回避策:
テキスト領域フィールドのデフォルト テキストを手動で選択して削除してください。

アプリケーション ビルダー ARCHER-66315 アプリケーションに新しいレベルを追加すると、空のタスク/アクティビティ フィールドが作成されます。

アプリケーション ビルダー、レコード
ページ

ARCHER-70083 レコード権限フィールドで、値ポップアップ以外の表示コントロールを選択すると、［非アクティブなユーザーの除外］オプションを選択しても、非アクティブなユー
ザーが除外されません。

一括操作 ARCHER-40769 検索結果ページに履歴ログフィールドが含まれる場合、一括更新、一括削除、一括作成のオプションがメニューに表示されません。

一括操作 ARCHER-41442 レコード権限フィールドで非アクティブなユーザーを除外するよう構成していても、［一括操作の管理］ページで非アクティブなユーザーの名前を指定して検索を実行す
ると、検索結果には非アクティブなユーザーが表示されます。

一括操作 ARCHER-41474 クイック リンクから［スケジュール］ページを開くと、［スケジュール］ページを閉じることができません。

一括操作 ARCHER-41644 一括作成または一括更新が完了した後で、一括操作メニューが開いたままになります。

一括操作 ARCHER-41755 ユーザーがディープ リンクを使用してスケジュールまたは一括操作にアクセスしようとした時に、ユーザーにアクセス権がないことを示す警告メッセージが表示されま
せん。

一括操作 ARCHER-41779 ［スケジュールの管理］ページへのリンクを、クリック リファレンス リンクに追加することができません。

一括操作 ARCHER-41838 一括削除の対象として選択したレコードの中にすでに削除されたレコードが含まれると、一括削除が失敗します。

一括操作 ARCHER-41841 一括操作レポートに、同じグローバル検証メッセージが繰り返し表示されます。

一括操作 ARCHER-41866 一括操作の処理中に検索を実行すると、検索結果に値のないレコードが何件か表示されます。一括削除の完了後には、この問題は発生しません。

リリース6.7の既知の問題
このセクションでは、リリース時点で未解決の問題について説明します。回避策がある場合は、その内容もしくは詳細の参照先が記述されます。

ほとんどの回避策を実施するためには、管理者権限が必要です。



一括操作 ARCHER-76594
計算エディタ（参照先の一括作成を定義する時、演算子として計算を選択すると表示される）は、計算式に無効な文字が含まれていても検証エラーを表示しません。無効
な文字が含まれていると、計算式を保存することができません。計算式に文字が含まれていないことを確認してから、保存するようにしてください。無効な文字：

"\"<>/"&"\"<>/"

一括操作、UI ARCHER-41500 参照先を一括作成する時、日付＆時刻フィールドのフィールド名の一部がフィールドと重なって見えないことがあります。

計算、パッケージ ARCHER-74381 1つのアンケートを含んだパッケージの生成時にNull Exceptionエラーが発生します。

データ フィード ARCHER-47727 ［ソースの定義］タブで大きなソース ファイルを追加すると、例外が発生します。

データ フィード ARCHER-48616
XSLT 3.0を使用したデータ フィードを実行する場合、RSA Archer環境からインターネットにアクセスできないとDTDを検証できないため、エラーが発生します。

回避策:
XSLT 3.0を使用したデータ フィードを実行する場合、RSA Archer環境からインターネットにアクセスできることを確認してください。

データ フィード ARCHER-52938 VSRインポートのデータ フィードで、ログファイルに次のエラーが出力されます：Violation of PRIMARY KEY constraint 'PL_tbllVUserContent'

データ インポート ARCHER-40928 障害の発生したデータ インポートの結果に、ファイルから作成されたレコード数が表示されますが、実際には1件のレコードも作成されていません。

ドキュメント ARCHER-48940 計算相互参照では、関連レコードをフィルタすることができますが。しかし、RSA Archerオンライン ドキュメントでは、計算相互参照に対応していないフィールドのリス
トに関連レコードが含まれています。

ドキュメント ARCHERSOL-7646

RSA Archerトップダウンリスク アセスメント ユースケース6.7では、リスク登録とリスク シナリオの2つのアプリケーションに［Assessment Method（アセスメント方法）］

フィールドが追加されました。このフィールドは、定量的リスク アセスメントを行う場合に必須です。ユースケースをアップグレードした場合、パッケージ をインス

トールした後、リスク登録とリスク シナリオで、定量的アプローチを選択したすべての既存レコードの［Assessment Method（アセスメント方法）］フィールドの値を

「Regular（正規）」に設定する必要があります。既存レコードの更新は、一括操作スケジュール、一括更新、データ フィード、データ インポートを使用して実行できま
す。

一括操作スケジュールで既存アプリケーションのレコードを更新する場合は、次の手順を実行します。

1. 一括操作スケジュールを新規作成します。

- スケジュール名を指定します。

- ステータスをアクティブに設定します。

- アプリケーション（リスク登録またはリスク シナリオ）を選択します。

- 次のフィルタを追加します:
   [Assessment Approach（アセスメント アプローチ）] 等しい「Quantitative Survey（定量的サーベイ）」

2. 一括操作スケジュールを保存します。

3. 一括操作を追加します。

- 操作名を指定します。

- ［タイプ］フィールドで、「一括更新」を選択します。

- ［フィールドと値の設定］セクションで、[Assessment Method（アセスメント方法）]を選択します。

-  [Assessment Method（アセスメント方法）]の値に、「Regular（正規）」を指定します。

4. 一括操作と一括操作スケジュールを保存します。

5. 一括操作スケジュールを実行します。

6. 全レコードの更新が完了したら、一括操作スケジュールを削除するか、非アクティブに設定できます。

詳細は、RSA Archerオンライン ヘルプの「一括操作」を参照してください。

フィールド暗号化 ARCHER-41772
自己参照の計算フィールドで、暗号化を有効にできます。本来、計算フィールドは暗号化できません。
回避策:
自己参照の計算フィールドを編集する時、暗号化に関連する警告が表示されたら、暗号化を無効にしてから、フィールドを保存してください。



グローバリゼーションとローカライズ ARCHER-48080

値リストの値の順番を変更する時に、次のメッセージが英語で表示されます。
• Drop In
• Drop After
• Drop Before

グローバリゼーションとローカライズ ARCHER-75092 新しいブラウザ ウィンドウを開き、ディープ リンクを使用してArcherのバック オフィス ページにアクセスすると、セッション タイムアウトのメッセージが表示される場
合があります。しかし、ユーザーが再試行すると、適切なページが表示されます。

グローバリゼーションとローカライズ、印
刷とエクスポート

ARCHER-48267 レコードをPDFにエクスポートすると、日本語または中国語を含むフィールド名が正しく表示されません。この問題は、ユーザーのロケールの言語とフィールド名に使用
される言語が異なる場合にのみ発生します。

グローバリゼーションとローカライズ、検
索と検索結果

ARCHER-46299 パネルを使用するすべてのExtページで、ユーザーの言語設定に関係なくすべてのユーザーに対して、セクションの展開または折りたたみが可能であることを伝えるツー
ルチップが英語で表示されます。

ヘルプ システム ARCHER-75361
次の管理者ページでは、正しいコンテキスト依存ヘルプ トピックが表示されません：ダッシュボード、ディスカッション フォーラム レポート、グローバルiView、グロー
バル値リスト、ジョブのトラブルシューティング、言語、ロケール、スケジュール、教育・訓練および意識向上キャンペーン

正しいトピックは、RSA Archerオンライン ドキュメントで検索して見つけてください。

インライン編集 ARCHER-41827 階層型値リストフィールドをドロップ ダウン以外の形式で表示すると、最後の値が正しく表示されません。

モバイル アプリ ARCHER-77586 RSA Archer Business Continuity & Disaster Recoveryモバイルアプリにログインする時、完全なRSA Archer URLを使用するとログインできません。RSA ArcherベースURLを使用す
るとエラーを回避できます。

ナビゲーション ARCHER-48703 新しいウィンドウを開くクイック リンクをクリックした後、新しいウィンドウが正しく表示されません。

ナビゲーション ARCHER-52673 Internet ExplorerまたはSafari使用時、Microsoft Silverlightを使用しないページ上でテキスト フィールドに移動し、その直後にボタンをクリックすると、再度ボタンをクリッ
クしないと操作が開始しません。

オフライン アクセス、オフライン同期 ARCHER-64935 オフラインで新規作成したアンケート レコードをArcher本体にアップロードして同期しようとすると失敗します。

オフライン インストール ARCHER-58656

Archerオフライン アクセスを6.5より前のバージョンから、6.5以降のバージョンにアップグレードする時、オフライン インストーラがSQL Server 2012 LocalDBをSQL Server
2017 LocalDBに更新できず、レジストリ キーも更新できません。その結果、オフライン アクセスの同期が完了しません。

回避策:
オフライン アクセスが以前インストールされていたクライアントをアップグレードする場合は、SQL Server LocalDbを手動でアンインストールし、レジストリ エディタを
使用してレジストリからキーを削除します。

レジストリ キーは一意IDとユーザー名によって異なりますが、次のような名前になります：

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\UserInstances\{0A643155-0194-4FCF-84D3-FA5DF16E36B1}

削除する必要のあるキーは、DataDictionayの値を保存するキーで、次のような値が保存されています：
C:\Users\usernameGoesHere\AppData\Local\Microsoft\Microsoft SQL Server Local DB\Instances\OfflineArcher

印刷とエクスポート ARCHER-74090 RTFにエクスポートすると、テキスト領域フィールドが正しくフォーマットされません。

印刷とエクスポート ARCHER-74483 アプリケーションが同じアプリケーションのレコードを相互参照する場合、レコードをHTMLにエクスポートするとエラーが発生します。

アンケート ARCHER-43967 拡張ワークフローの登録オプションが［更新されたレコード］と［ユーザー開始］に設定されたアンケートで、［ユーザー開始］ボタンが表示されません。

アンケート ARCHER-55683 アンケートの構成で、既存のキャンペーンと同名のキャンペーンを作成すると、エラーが発生します。



アンケート ARCHER-70906 複数のサブフォームを使用するレコードで、1つのサブフォームを保存すると、レコード ページの元のスクロールした位置ではなく、レコード ページの先頭（または、一
番上のセクション）に戻ります。

レコード ページ ARCHER-41877 最終更新日フィールドを含むレコードを作成し、コピーすると、コピー先の最終更新日フィールドの時間は変更されます。

レコード ページ ARCHER-51604 ドロップダウン リストから値を選択する際に、ユーザーが値を直接タイプして選択した場合、そのドロップ ダウンリストでは値の選択や選択解除の操作が利かなくなり
ます。

レコード ページ ARCHER-64892
テキスト領域フィールドへのイメージのコピー＆ペースト機能やその他の方法でプライベートなイメージ フィールドにイメージが保存された場合、通知を受信するユー

ザーがテキスト領域フィールドへのアクセス権限を持ち、イメージ フィールドへのアクセス権限を持っていなくても、テキスト領域フィールドを含んだメール通知の中
にイメージが含まれます。

レコード ページ ARCHER-70972 ［フィールド値が一致する］フィルタ条件を含んだ相互参照フィールドをインライン編集する時、ルックアップ オプションを選択すると例外が発生します。

レコード ページ、UI ARCHER-71765 任意のレコード ページで［アクセス］ポップアップ ウィンドウを開いて詳細なアクセス権限を確認する時、タブを押してUIをナビゲーションすることができなくなりま
す。

レポート ARCHER-58502 サブフォームの値リスト フィールドでグループ化された統計レポートをドリルダウンして、変更する時、サブフォームの値リストフィールドの値がフィルタに表示され
ません。

レポート ARCHER-69656 統計レポートで、標準カラー パレットのドロップ ダウンからいずれかのパレットをクリックして選択すると、選択したパレットの名前は表示されず、空白が表示されま
す。

検索と検索結果 ARCHER-37717 詳細検索の［表示するフィールド］、［フィルタ］、［ソート］の各セクションでは、1つのフィールドを選択するために2回クリックする必要があります。

検索と検索結果 ARCHER-38890 統計検索のフィールドの順序を上下に移動させると、フィールドに関連づけられている統計処理が失われるため、再度選択する必要があります。

検索と検索結果 ARCHER-56179 値リストの2層目以下の値でソートしている場合、カウントをドリルしても、結果レコードが表示されません。

検索と検索結果 ARCHER-58446

Elasticsearchを検索に使用する場合、レベル アプリケーションの2つのレベルのレコードがそれぞれ単独で作成された場合、それらをリンクすることができません。詳細検
索やキーワード検索の結果には、レベル間のリンクのないレコードが表示されます。
回避策:
UIを使用して明示的にレコードを再リンクします。レコードを更新すると、インデックスも更新され適切に関係が表示されるようになります。

検索と検索結果 ARCHER-62929 Safariでは、検索結果ページのセカンダリ メニューにある［新しいウィンドウで開く］が正しく動作しません。

検索と検索結果 ARCHER-65661 8000件以上のレコードを含むアプリケーションで、ピンのタイプを標準からカスタム（値ごと）に変更すると、マップ 形式のレポートを開こうとするとブラウザが閉じ
ることがあります。

検索と検索結果 ARCHER-66161
マップ形式のレポートを表示中に、同じページの［インポート］オプションを使用してレコードをインポートした場合、追加されたレコードはマップに反映されません。
回避策:
インポート後、変更をクリックし、検索を実行すれば、インポートによって追加されたレコードがマップに反映されます。

検索と検索結果 ARCHER-67154 相互参照フィールドやレベル アプリケーションでマップ レポートを使用すると、マップ レポートの結果で［変更］をクリックしてから、詳細検索ページの読み込みが永
遠に終わりません。

検索と検索結果 ARCHER-67383 RSA Archerは、Elasticsearchの利用時に必要なインデックス サービスが起動していない場合に、それを示すエラー メッセージを提供しません。検索結果が取得できない場

合は、システムのリブート後にインデックス サービスが自動起動するよう適切に構成されているか確認してください。

検索と検索結果 ARCHER-69750 インデックス サービスは、構成ファイルの特定のContent Batch Sizeパラメータに従っていません。



508条 ARCHER-52842
TABキーを使用してテキスト領域フィールドに移動できません。

回避策:
マウスを使用してください。

508条 ARCHER-53101 JAWSスクリーン リーダーは、［アクセス制御］メニューの［アクセス制御レポート］メニューを途中までしか読み上げません。

ソリューション、ユーザー管理と環境設
定、ユーザー プロファイル ARCHER-77184 Microsoft Edgeブラウザを使用すると、バックオフィス ページのテキスト領域フィールドにテキストをペーストできません。

UI ARCHER-69076 日付フィールドで日付選択ウィンドウを開いたままページをスクロールすると、日付選択ウィンドウだけが単体で画面と一緒に移動します。

ユーザー管理と環境設定 ARCHER-65417 フロント オフィス ページの一部では、タブ キーで移動するとツールチップ アイコンがフォーカスされなかったり、ツールチップ アイコンが開かない場合があります。

ユーザー インターフェイス ARCHER-48935 Apple iPadでレコード ルックアップを実行すると、［OK］ボタンと［キャンセル］ボタンが使用できません。

ユーザー プロファイル ARCHER-76420
Internet Explorer 11で、バックオフィス ページのテキスト領域フィールドにCtrl+Vを使用して3、500文字以上のテキストを貼り付けると、ブラウザが応答しなくなります。

 回避策:
テキスト領域フィールド内で右クリックして、［貼り付け］を選択します。

ワークフロー (AWF) ARCHER-47401 拡張ワークフロー ビルダーでプロセスまたはノードのプロパティ ペインを操作中に、ペインの画面が先頭にスクロールしてしまうため、構成が困難です。

ワークフロー (AWF) ARCHER-55655 拡張ワークフローを再開すると、進行中のOrphanタスクが完了できずに残ります。

ワークスペースの表示 ARCHER-65523 ワークスペースの並べ替えを行うと、メガ メニュー上のワークスペース名がグレーアウト表示されます。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-41794 管理インターフェイスでグローバル ダッシュボードを作成、読み取り、更新、削除する権限を持つユーザーが、エンドユーザー インターフェイスでグローバル ダッシュ
ボードを編集できません。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-53878 管理者は、［ダッシュボードの管理］ページの［レイアウト］タブの［ダッシュボード レイアウト］セクションで、一般ユーザーのiViewを削除できません。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-75692 IEでは、ホーム ページに設定するダッシュボードが複数列レイアウトの場合、表示されるiVIewをスクロールできません。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-76293 ドロップダウン メニューから他のオプションを選択して実行し、その後でドロップダウン メニューから［新しいパーソナル ダッシュボードの追加］オプションを選択す
ると、オプションの画面を開くことができません。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-76294 Mozilla Firefoxでは、ダッシュボード ヘッダーにあるオプション メニューに、前に選択したオプションがハイライト表示されたままになります。


