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コンポーネント 問題 修正バージョン 説明

アクセス制御 ARCHER-31183 6.9 「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し
た。

アクセス制御 ARCHER-78599 6.9 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 6.9 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 6.9 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 ARCHER-87669 6.9 ［アクセス履歴］ページで［日付］範囲のコンボ ボックスが2回ロードされました。

アクセス制御 ARCHER-97767 6.9.0.1 セキュリティ パラメータを削除する際、このセキュリティ パラメータを割り当てられているユーザーの依存関係が［警告］ポップアップに表示されませ
んでした。

アクセス制御、API (Web、Rest、その
他)、データベース、Rest API Suite ARCHER-96685 6.9.0.1 REST APIを使用してユーザーを作成または更新するときに、連絡先情報の設定で正しくないContactTypeまたはContactSubTypeを指定すると、未処理の例外

が発生しました。

アクセス制御、API (Web、Rest、その
他)、Rest API Suite、Web API Suite ARCHER-99400 6.9.0.2 ユーザー アカウントで［メールによる拡張ワークフロー アクション］オプションが有効化されている場合、APIを使用してそのユーザー アカウントをグ

ループから削除しようとすると失敗しました。

アクセス制御、API (Web、Rest、その
他)、データベース、Rest API Suite、セ
キュリティ

ARCHER-96687 6.9.0.1 REST APIを使用して同じような姓のユーザーを1000個を超えて作成すると、予期しないエラーが発生しました。

アクセス制御、共通ExtJsコンポーネン
ト、グリッド

ARCHER-88755 6.9 ［ユーザーの管理］ページのユーザー リストを、任意のフィールドでグループ化し、最初のグループのリストを折りたたみ、ユーザー管理操作を実行す
ると、操作対象外のユーザーに対して操作が実行されました。

アクセス制御、マスター レポート リス
ト、管理レポートとシステム レポート、
システム レポート

ARCHER-83282 6.9 アクセス権限（ロールごと）レポートに廃止されたモジュールのアクセス ロールが表示されませんでした。

アクセス制御、管理レポートとシステム

レポート、システム レポート ARCHER-78990 6.9 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。

アクセス制御、パッケージ ARCHER-89450 6.9 アクセス ロールを含んでいるパッケージをインストールすると、ターゲット インスタンスでデフォルトのホーム ページとして設定済みのダッシュボー
ドがクリアされました。

アクセス制御、パッケージ ARCHER-98366 6.9.0.2 アクセス ロールをパッケージからインストールする際に「権限のマージ」オプションを指定すると、「権限の上書き」オプションを使用してインストー
ルされました。

アクセス制御、レポート ARCHER-95097 6.9.0.1 アクセス権限（ロールごと）レポートにオン デマンド アプリケーションへの権限が正しく表示されませんでした。

アクセス制御、Rest API Suite ARCHER-96771 6.9.0.1 REST APIを使用してユーザーを作成するときに正しくない Access Role Id を指定すると、予期しないエラーが発生しました。

リリース6.9.1で修正された問題
このセクションはRSA Archer6.9.1リリースで修正された問題のリストです。パッチやサービス パックリリースではない前回のリリース（RSA Archer6.9）以降に適用されたすべての修正を含みます。



アクセス制御、システム レポート ARCHER-80324 6.9 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。

アクセス制御、ユーザー管理と環境設定 ARCHER-83600 6.9 ［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。

ACP ARCHER-69428 6.9 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
例外が発生しました。

ACP ARCHER-78396 6.9 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 6.9 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。

ACP、ドキュメント、グローバリゼー
ションとローカライズ

ARCHER-97310 6.9.1

日本語用のRSA Archerコントロール パネルのヘルプがRSA Archerコントロール パネル内から起動しませでした。日本語版ではなくイタリア語版が開きまし
た。

回避策:
日本語用のRSA Archer6.9コントロール パネルのヘルプをRSA Linkからダウンロードします。

ACP、ドキュメント、ヘルプ システム ARCHER-91226 6.9 RSA Archerコントロール パネルを英語以外のロケールで使用している場合、ヘルプ アイコンをクリックすると英語版のRSA Archerコントロール パネルが
開きました。

ACP、ジョブ フレームワーク ARCHER-93186 6.9 ジョブ エンジン マネージャでフィルタに指定するジョブ タイプを保存後、ジョブ タイプ フィルタの数が正しく表示されませんでした。

ACP、ジョブ フレームワーク ARCHER-97965 6.9.0.1 ジョブ エンジン マネージャでジョブ フィルタを選択するときに、ジョブ フィルタがないジョブ サーバがあると、ACPで例外が発生しました。

API (Web、Rest、その他)
ARCHER-76751
ARCHER-82225

6.9 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。

API (Web、Rest、その他) ARCHER-88854 6.9
モバイル アプリでサポートされていないフィールドを評価するDDEがRSA Archerバック オフィスで構成されていると、ユーザーはAndroidアプリからアプ
リケーションのレコード ページを開けませんでした。

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 6.9 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)、コアAPI Suite、
マスター レポート リスト ARCHER-82174 6.9 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。

API (Web、Rest、その他)、ユーザー管理
と環境設定

ARCHER-80993 6.9 ［APIリソースの取得］ページを表示できませんでした。

表示 ARCHER-96139 6.9.0.1 ［表示の管理］ページで設定を変更して保存すると変更が適用されます。ただし、２回目に変更を行い［保存］を選択すると、［表示の管理］ページが
空白になりました。

表示 ARCHER-101544 6.9.0.2 ［表示］の設定で［色の選択］ドロップダウンが一部表示されませんでした。

表示、チャートとグラフ、レコード ペー
ジ

ARCHER-72230 6.9 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。



表示、レコード ページ ARCHER-76783 6.9

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。

表示、Webブラウザ ARCHER-91815 6.9.0.1 ブラウザのデフォルトのフォントを変更すると、RSA Archerの警告メッセージのフォントも変更されました。

アプリケーション ビルダー ARCHER-73156 6.9 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 6.9 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 6.9 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 6.9 ［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 ARCHER-84892 6.9 アンケートに［拡張フィールド表示］オプションを指定したフィールドを追加すると、アンケートを表示した時にそのフィールドの表示テキストと
フィールド名の位置がずれていました。

アプリケーション ビルダー ARCHER-86316 6.9 階層構造の値リスト フィールドで子の階層に非アクティブな値が1つでも存在すると、ユーザーが新しいレコードを作成する時に、親の値が表示されま
せんでした。

アプリケーション ビルダー ARCHER-89173 6.9 ［グローバル値リストの管理］ページで、値リストを使用しているアプリケーションの一覧に一部のアプリケーションが表示されませんでした。

アプリケーション ビルダー ARCHER-95063 6.9 ASOステータスが「ロック」または「静的」であるグローバル値リストを保存すると、リスト タイプがカスタム値リストに変更されました。

アプリケーション ビルダー ARCHER-97845 6.9.0.1 グローバル値リストを削除する際、この値リストを使用しているアプリケーションの依存関係が［警告］ポップアップに表示されませんでした。

アプリケーション ビルダー、パッケージ ARCHER-79423 6.9 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。

アプリケーション ビルダー、アンケート ARCHER-76590 6.9 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、レコード
ページ

ARCHER-85482 6.9 表示コントロールが「値ポップアップ」の値リスト フィールドで値（複数）を選択後、許容される選択肢の最大数に関する警告が表示されませんでし
た。

アプリケーション ビルダー、レコード
ページ

ARCHER-91614 6.9 レコード名にアポストロフィを含むレコードをエクスポートすると、［エクスポート オプション］ ウインドウでアポストロフィがHTMLコード (& rsquo;)
として表示されました。



アプリケーション ビルダー、レコード権
限

ARCHER-91505 6.9 継承レコード権限フィールドで複数のフィールドを追加できませんでした。

アプリケーション ビルダー、レポート ARCHER-72587 6.9 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。

アプリケーション ビルダー、ソリュー
ション

ARCHER-82381 6.9 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、表示モード
(レコード) ARCHER-72037 6.9 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 6.9 拡張ワークフローで不定期にエラーが発生していました。

アプリケーション ビルダー、ワークフ
ロー (AWF) ARCHER-77379 6.9 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。

アプリケーション ビルダー、ワークフ
ロー (AWF) ARCHER-78469 6.9 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。

添付ファイル ARCHER-85573 6.9 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。

添付ファイル、レコード ページ ARCHER-79159 6.9 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。

監査エンゲージメント ARCHERSOL-9906 6.9.1 アクセス ロール Audit: Staff の説明で、"depending"が"dependng"と誤表記されていました。

認証 ARCHER-100816 6.9.0.2 RSA ArcherでRedisを使用したキャッシュが有効になっていると、ログインできませんでした。

認証、ログイン ホーム ページ ARCHER-93178 6.9 SSO認証ユーザーが［ログアウト］をクリックするとArcherのホームページにリダイレクトされました。

自動化 ARCHER-99937 6.9.0.2 検索結果ページでワークフロー プロセス バージョンがnullと表示されました。レコード ページでは正しいワークフロー プロセス バージョンが表示され
ます。

一括操作、 レポート ARCHER-77990 6.9 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。

一括操作、 検索と検索結果
ARCHER-92120
ARCHER-92597

6.9

検索結果の表示オプションで「ヘッダーの固定」を選択している状態で一括更新を使用すると、［日付の選択］および［時刻の選択］が正しく表示され
ませんでした。
回避策：
検索結果ページで「ヘッダーの固定」オプションを無効にします。

事業回復性 ARCHERSOL-9001 6.9 質問ライブラリが危機管理のワークスペースに表示されませんでした。

キャッシュ、ジョブ フレームワーク ARCHER-100151 6.9.0.1
Redis Cachingが有効になっていると、JobFramework.JobとJobFramework.Cacheの間のRemotingが失敗しました。この問題は、データベース テーブル
tblClientMonitorに'JobProcessor'エントリが存在するか否かを確認することにより検証できます。

計算エンジン ARCHER-77403 6.9 RSA 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 6.9 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。



計算エンジン ARCHER-82362 6.9 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 6.9 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。

計算、レコード ページ ARCHER-101439 6.9.0.2 値がセットされていないレコード権限フィールドを参照してGetUsers()を使用して再計算を行うと、NullReferenceExceptionエラーが発生しました。

計算相互参照 ARCHER-74696 6.9 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。

計算相互参照 ARCHER-77777 6.9 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。

計算相互参照、コンテンツの保存と削
除、レコード ページ ARCHER-96510 6.9 複数参照表示コントロール（MRDC）フィールドと計算相互参照/関連レコード フィールドがレイアウト上に同時に存在すると、レコード保存時に予期し

ないエラーが表示されました。

計算相互参照、パッケージ ARCHER-75378 6.9 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。

計算相互参照、レコード ページ ARCHER-96838 6.9.0.1 計算相互参照フィールドと計算関連レコード フィールドをポイントしているMRDCフィールドがアプリケーション レイアウト上に複数あると、レコード
を作成して保存するときに予期しないエラーが表示されました。

チャートとグラフ  ARCHER-94754 6.9.0.1 2つのグループ化フィールドを使用するレポートをベースにした積み上げ横棒チャートで、チャートの凡例と棒の色が同じ順序で表示されるようになりま
した。

チャートとグラフ ARCHER-81592 6.9 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。

チャートとグラフ ARCHER-81780 6.9 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。

チャートとグラフ ARCHER-86583 6.9 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。

チャートとグラフ ARCHER-88537 6.9
中国ロケールで次のチャート タイプについてユーザーがツール バーからチャートの表示タイプを選択する際に、「Logarithmic」文字列が翻訳されません
でした: 縦棒、横棒、折れ線

チャートとグラフ ARCHER-90316 6.9 検索が2つの［グループ化］フィールドと1つの［集計］フィールドで構築されている場合、バブル チャートでツールチップに表示されるデータが正しく
ありませんでした。

チャートとグラフ ARCHER-94720 6.9

統計検索でのチャートのデフォルトの動作は次のとおりです：

• 検索条件に4つを超える［グループ化］フィールドと1つの［集計］フィールドが含まれており［集計］フィールドが正値の場合、デフォルトのチャー
ト タイプはツリー マップです。［集計］フィールドが負値の場合、チャート タイプはデータ表示のみです。
•  検索条件に2～4個の［グループ化］フィールドと1つの［集計］フィールドが含まれている場合、デフォルトのチャート タイプは縦棒 - ドリル ダウン
です。［集計］フィールドが正値の場合には、日差し、円、ドーナツ、ツリー マップなどのチャート タイプがサポートされます。
• 正値を使用する検索を負値を使用するように変更し、以前選択したチャートが変更後の検索条件ではサポートされない場合、デフォルトの表示は縦棒 -
ドリル ダウンです。
• 検索条件にただ1つの［グループ化］フィールドと1つの［集計］フィールドが含まれている場合、デフォルトのチャートは縦棒 - 標準です。

チャートとグラフ、パッケージ ARCHER-80401 6.9 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。

チャートとグラフ、レポート;ワークス
ペース、ダッシュボード、iView ARCHER-101306 6.9.0.2 統計レポートでチャート データの上にマウスを移動しても、ポインターがハンド カーソル アイコンに変わりませんでした。



チャートとグラフ、検索と検索結果 ARCHER-94426 6.9.0.1
3つのグループ化フィールドを使用する統計レポートのチャートでレコード レベルにドリル ダウンすると、1つのグループ化フィールドのデータにフォー
カスされずに、3つのグループ化フィールドすべてのデータが表示されました。

共通ExtJsコンポーネント、UI ARCHER-90174 6.9 フランス ロケールのすべてのExtjsページで［Save］ボタンのテキストが省略されて表示されていました。

共通ExtJsコンポーネント、UI ARCHER-90176 6.9 ポルトガル ロケールのすべてのExtjsページで［Report］ボタンのテキストが省略されて表示されていました。

コンプライアンス ソリューション ARCHERSOL-9641 6.9.1 RSA Archer 6.8問題管理および財務統制監視パッケージをRSA Archer 6.9環境にインストールすると、エラーが表示されました。

コンテンツAPI ARCHER-93451 6.9 コンテンツ取得時にskip値を増やすと、コンテンツAPIのパフォーマンスが低下していました。

コンテンツAPI ARCHER-95416 6.9 コンテンツAPIが同じユーザーから同時にコールされるとhttp 500エラー コードが発生する場合がありました。

コンテンツの保存と削除 ARCHER-76661 6.9 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。

コンテンツの保存と削除、ナビゲーショ
ン、レコード ページ ARCHER-81794 6.9 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。

コンテンツの保存と削除、レコード ペー
ジ

ARCHER-76599 6.9 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 6.9 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 6.9 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。

データ依存型イベント ARCHER-77308 6.9 ［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 6.9 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。

データ依存型イベント、インストール/
アップグレード

ARCHER-81494 6.9 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。

データ依存型イベント、レコード ページ ARCHER-89350 6.9 サーバとクライアントのタイム ゾーンが異なっていると、［日付］フィールドを含むDDEルールが正しく評価されませんでした。

データ フィード ARCHERSOL-7097 6.9

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、Allocated 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。

データ フィード ARCHER-70367 6.9 デッドロックによるリトライ成功の警告がRSA 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 6.9 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-78130 6.9 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。



データ フィード ARCHER-81330 6.9 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 6.9 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 フィード ARCHER-82623 6.9 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 ARCHER-84162 6.9 データ フィードの繰り返し実行のオプションを、［頻度］を「月単位」、［実行日］を「最終」、［間隔］を「3」に設定すると、データ フィードを間
違った月に実行するようスケジュール設定されていました。

データ フィード ARCHER-87223 6.9 データ フィードに9個を超えるデータ フィルタが追加されると、［データ フィルタ］セクションでリストの順序番号が正しく表示されませんでした。

データ フィード ARCHER-92435 6.9 RSA Archerコントロール パネルの送信先IPホワイトリスト機能はLDAP同期の接続にのみ適用されるようになりました。送信先IPホワイトリストはデータ
フィードの接続には影響しなくなり、関連する機能は廃止されました。

データ フィード ARCHER-95876 6.9.0.2 コンテンツIDマップ テーブルにコンテンツIDが重複するレコードがあると、エラーが表示されました。

データ フィード、SSL ARCHER-84000 6.9 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 フィード、ワークフロー(AWF) ARCHER-77181 6.9
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 ゲートウェイ ARCHER-88124 6.9 ［データ ゲートウェイ］ページでは、コンテキスト依存ヘルプが動作しません。RSA Archerオンライン ドキュメントの検索機能を使用して、適切なペー
ジを表示してください。

データ インポート
ARCHER-42715
ARCHER-92249

6.9 データ インポートのロケール選択で言語固有のロケールが一切表示されませんでした。

データ インポート ARCHER-95935 6.9.0.1 レベル アプリケーションへの相互参照フィールドが必須フィールドの場合、アプリケーションにデータをインポートできませんでした。

データ インポート、ナビゲーション ARCHER-80335 6.9 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。

データ公開 ARCHER-87382 6.9
RSA Archerオンライン ドキュメントの「データ公開ジョブ履歴のクリア」トピックの記述に間違いがありました。データ公開ジョブ履歴は各行のごみ箱
アイコンをクリックしてクリアできると記述されていますが、現在は、削除する行を選択し、ウィンドウ右上隅のごみ箱アイコンをクリックする方法し
か使用できません。

データ公開 ARCHER-89217 6.9 既存のデータ公開をコピーする際、ユーザーにはコピーしたデータ公開のエイリアスが表示されず、変更もできません。このフィールドは無効化され空
になっています。コピーしたデータ公開を保存後、ユーザーはエイリアス フィールドを変更/編集できます。

データ公開 ARCHER-99870 6.9.0.2 データ公開サービスでジョブが重複して作成されました。

データベース ARCHER-81505 6.9 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。

データベース ARCHER-86172 6.9 ODAデモ マスター環境で、RSA Archer 6.7からRSA Archer 6.8にアップグレードすると、データベース エラーが発生しました。

データベース、グローバル検索 ARCHER-98091 6.9.0.1 グローバル検索の検索結果に、複数の拡張ワークフロー ジョブに関連づけられているRSA Archerコンテンツが含まれていませんでした。



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 6.9 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、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 6.9 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。

データベース、IIS Webサーバ ARCHER-99486 6.9.0.2 大きな履歴ログを取得中にIIS Webサーバでメモリが枯渇しました。

データベース、インストール/アップグ
レード、通知

ARCHER-99918 6.9.0.1 モジュールの削除が保留されており、それによって無効なデータ状態となった場合に、通知生成DDEからサブスクリプション通知への移行が失敗しまし
た。

データベース、ジョブ フレームワーク、
ジョブ

ARCHER-94836 6.9.0.1 DeleteLevelContentMetadataWorkflowジョブがNullReferenceException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-78991 6.9
「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 ARCHER-88484 6.9 ストアド プロシージャ usp_delete_unused_repository_files のパフォーマンスが向上しました。

データベース、 マスター レポート リス
ト

ARCHER-85915 6.9 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

6.9 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。

ドキュメント ARCHER-66143 6.9

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 6.9

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 ARCHER-87578 6.9
RSA 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」トピックのタスク23の記述に次のファイル パスが不足していました。
 [Webルート ディレクトリ]\MobileApi\bin\DatasourcePlugins

ドキュメント ARCHER-87812 6.9
RSA Archerオンライン ドキュメントには、データ ゲートウェイの接続を構成およびテストする際に必須指定のフィールドが記述されていません。接続を
構成する場合は、［接続］ページのすべてのフィールドを指定する必要があります。フレキシブルSQLコネクタの接続をテストする場合は、Data Gateway
Connector、dbProviderType、connectionStringを指定する必要があります。

ドキュメント ARCHER-89022 6.9
RSA Archerオンライン ドキュメントの「メールによるレコード リンクの送信」トピックには、レコード リンクをメールで送信する方法が誤って記述され
ていました。 RSA Archer 6.8では、［共有］アイコンをクリックし、［メール］オプションを選択する必要があります。

ドキュメント ARCHER-89023 6.9
RSA Archerオンライン ドキュメントの「ユーザー インターフェイスのカスタマイズ」トピックには、メニュー バーからワークスペースの表示順を変更で
きると記述されていましたが、これは誤りです。RSA Archer 6.7以降、［ワークスペース表示のカスタマイズ］ページからしかワークスペースの表示順を
変更することはできません。



ドキュメント ARCHER-89025 6.9
RSA Archerオンライン ドキュメントの「ユーザー インターフェイスについて」トピックには、［タスク］ボタンをクリックすると［タスク主導型ホーム
画面］が表示されると記述されていましたが、これは誤りです。RSA Archer 6.8では、ドロップダウン リストにタスクが表示され、現在のページを離れる
ことなくタスクを確認できます。

ドキュメント ARCHER-89027 6.9
RSA Archerオンライン ドキュメントの「ユーザー インターフェイスについて」トピックには、ワークスペース メニューにクイック リンクが表示されると
記述されていますが、これは誤りです。 RSA Archer 6.7以降、クイックリンクはダッシュボードに表示されます。

ドキュメント ARCHER-88273 6.9.1 RSA Archerオンライン ドキュメントの「データ フィードのトークン」トピックでは、BatchContentSaveデータ フィード トークンがキーフィールドの定義
を無視し、重複するレコードを作成する可能性がある点について記述が漏れています。

ドキュメント ARCHER-89388 6.9
RSA Archerでは、RSA Archer WebクライアントとRSA Archer Webサーバとの間のHTTP通信を保護するため、TLS 1.2の使用を推奨しています。全言語のオンラ
イン ドキュメントと、ローカライズされたセキュリティ構成ガイドには、TLS 1.1と1.2の両方が許容されると記述されていましたが、これは誤りです。

ドキュメント ARCHER-91770 6.9 RSA Archerオンライン ドキュメントにプライマリ及びセカンダリ カラーについて記述されていました。RSA Archer6.7以降、これらのオプションは存在し
ません。

ドキュメント ARCHER-92322 6.9 RSA Archerオンライン ドキュメントで構成管理者が間違ってサブフォーム オーナーと記述されています。

ドキュメント ARCHERSOL-8046 6.9 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
ませんでした。

ドキュメント ARCHERSOL-8628 6.9
RSA Archerサード パーティ ガバナンスのすべての翻訳版ドキュメントで、「サード パーティのパフォーマンスの測定」に、6.8で廃止された２つのダッ
シュボードを参照する 注が含まれています。

ドキュメント ARCHERSOL-8704 6.9
英語版ドキュメントで、Controls Assurance と IT Controls Assurance の２つのユースケースの両方にある「Creating Compliance Engagements」トピックのコン
プライアンス エンゲージメントの図で、最後の2つのエンゲージメント ステータスが、それぞれ正しく「Wrap-Up」および「Closed」に修正されました。

ドキュメント ARCHERSOL-8705 6.9 RSA Archer PCI管理ユースケースのドキュメントに、PCI 3.2.1コンテンツを RSA Archer 6.8 リリースからPCI管理のアプリケーションにインポートする手順が
追加されました。

ドキュメント ARCHERSOL-9848 6.9.1

エンタープライズおよびオペレーショナル リスク管理ソリューション分野の概要で、RSA Archerトップダウン リスク アセスメント ユースケースおよび
RSA Archerオペレーショナル リスク管理ユースケースの前提条件として、RSA Archer事業影響度分析ユースケースが間違ってドキュメントに記載されてい
ました。ドキュメントにユースケースの前提条件の正しいリストが記載されるようになりました。このドキュメントの修正は英語でのみ提供されていま
す。

ドキュメント、レコード ページ ARCHER-65719 6.9
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。

DPS、ワークフロー (AWF) ARCHER-92326 6.9 関連づけられたAWFジョブがあるRSA Archerコンテンツのデータ公開がエラー <Message>An item with the same key has already been added.</Message> で失敗
しました。

エンタープライズ ソリューション ARCHERSOL-9365 6.9.1 メトリック アプリケーションの計算フィールド［平均値］および［標準偏差］でメトリック結果が正しく表示されませんでした。

エクスポート ARCHER-96227 6.9.0.2 フランス語ロケールを使用してレコードをCSVまたはExcel形式でエクスポートすると、予期しないエラーが表示されました。

エクスポート、レコード ページ ARCHER-96533 6.9.0.1
アプリケーションにグリッド表示の相互参照フィールドがあり、そのCRフィールドの表示フィールドとして、グリッド表示の関連レコード フィールドが
選択されている場合に、CRフィールドとRRフィールドの両方にデータが存在すると、レコードのエクスポート中に'Missing Data Member'エラーが表示され
ました。



エクスポート、レポート ARCHER-97021 6.9.0.1 レポートをエクスポートすると、出力されたレポートにはレコードの数値キー フィールドではなくレコードの参照IDが表示されました。

エクスポート、レポート、検索と検索結
果

ARCHER-95185 6.9.0.1 レポートの表示形式を行形式に設定すると、キー フィールドが重複して表示されました。

エクスポート: ワークスペース、ダッ
シュボード、iView ARCHER-92952 6.9 ダッシュボードに複数のiViewが含まれている場合、ダッシュボードのエクスポートが失敗しました。

グローバル印刷とエクスポート ARCHER-84031 6.9 ［印刷とエクスポートのグローバル設定］のテンプレートを横長モードで使用すると、レポートの列のサイズを計算する際に問題が発生しました。

グローバル印刷とエクスポート、差し込
み印刷

ARCHER-94036 6.9
添付ファイル フィールドを含むレコードを差し込み印刷を使用してエクスポートすると次のエラーが発生しました：Unable to cast object of type
'Aspose.Words.Drawing.GroupShape' to type 'Aspose.Words.Drawing.Shape'

グローバル印刷とエクスポート、印刷と
エクスポート

ARCHER-74483 6.9 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した。

グローバル検索 ARCHER-79573 6.9 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、ワークフロー (AWF) ARCHER-101535 6.9.0.2 グローバル検索の検索結果に特定のコンテンツが含まれていませんでした。

グローバル検索、ナビゲーション、レ
コード ページ ARCHER-84530 6.9 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。

グローバル検索、UI ARCHER-83253 6.9 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 ARCHERSOL-8708 6.9 Financial Controls Monitoring Comments サブフォームの日本語表記が正しくありませんでした。

グローバリゼーション ARCHERSOL-8709 6.9 GUIの英語表記の変更が日本語表記に反映されていないものがありました。

グローバリゼーション ARCHERSOL-8710 6.9 LevelLayoutItemTextBox および CustomValuesListValue のアイテムに翻訳されていないものがありました。

グローバリゼーション ARCHERSOL-8794 6.9 ITSVPのアイテムに日本語表記が正しくないものがありました。

グローバリゼーション ARCHERSOL-9373 6.9.1 脆弱性ライブラリ アプリケーションの［Tenable.sc］および［Tenable.sc Dates］セクションの表記変更が翻訳に反映されていませんでした。

グローバリゼーション ARCHERSOL-9766 6.9.1 翻訳が存在しない場合、アプリケーション、アンケート、サブフォームのレベルで設計言語を変更できませんでした。

グローバリゼーションとローカライズ ARCHER-80577 6.9 RSA Archer WebサービスAPIから、TechnologyクラスとFile Attachmentクラスが削除されました。WSDLダウンロード ページからも、これらのクラスのリンク
が削除されました。

グローバリゼーションとローカライズ ARCHER-81303 6.9 ［言語の管理］ページから言語ファイルをエクスポート後、管理メニューのオプションが動作しませんでした。

グローバリゼーションとローカライズ ARCHER-85244 6.9 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 ARCHER-90321 6.9 New Reportボタンの翻訳がスペイン語で使用できませんでした。



グローバリゼーションとローカライズ ARCHER-92021 6.9.1 言語のインポート時にエラーが発生した場合、エラー ダイアログが表示されるようになりました。

グローバリゼーションとローカライズ ARCHER-94065 6.9 New Reportボタンの翻訳がスペイン語で使用できませんでした。

グローバリゼーションとローカライズ ARCHER-93944 6.9.0.2 タスク主導型ホーム画面の一部のコンテンツがユーザーのロケールに翻訳されていませんでした。

グローバリゼーションとローカライズ ARCHER-96307 6.9 ユーザー アカウントが特定の言語（例：日本語）に設定されている場合、［名前］フィールドと［説明］フィールドについて、フィールドに入力された
文字列が最大文字数を超える場合、表示される検証メッセージが翻訳されていませんでした。

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 6.9 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、
ログイン ホーム ページ; ワークスペー
ス、ダッシュボード、iView

ARCHER-99926 6.9.0.2 ホームページ上でワークスペースとダッシュボードの名前がユーザーのロケールに翻訳されていませんでした。

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

6.9 Internet ExplorerでRSA Archer 6.7にアクセスする場合、特定の文字のキーが、レコードのセクションを折りたたみ表示するキーボード ショートカット キー
と同一であったため、その文字を入力しようとすると、常にセクションが折りたたまれていました。

グローバリゼーションとローカライズ、
レポート

ARCHER-94390 6.9.0.1 言語の設定がスペイン語の場合、レポート表示プロパティの［Hide No Selection］オプションがポルトガル語で表示されました。

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 6.9 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。

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 6.9 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。

ヘルプ システム ARCHER-96802 6.9.1 差し込み印刷テンプレートでヘルプ アイコンをクリックすると、間違ったヘルプ ページが表示されます。

HTMLサニタイザー ARCHER-97139 6.9.0.2 10進表示のUnicodeがメールで正しく表示されませんでした。

HTMLサニタイザー、レポート ARCHER-78924 6.9 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。

インライン編集 ARCHER-77932 6.9 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。

インストール/アップグレード ARCHER-85702 6.9 RSA 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。

インストール/アップグレード ARCHER-94990 6.9.0.1  RSA Archer 6.8.0.2にアップグレード後、アイコン ファイルがなくなっていました。

インストール/アップグレード ARCHER-101271 6.9.0.2 Windows コントロール パネルの［プログラムと機能］セクションに表示されるRSA  Archerのインストール バージョン番号が正しくありませんでした。

インストール/アップグレード、レポー
ト

ARCHER-88149 6.9 RSA Archer 6.7および6.7.0.1からアップグレード後、重要メトリック チャートが黒と白で表示されるようになったため、レポートを変更し再度色を設定す
る必要がありました。

インストール/アップグレード、レポー
ト

ARCHER-88529 6.9 RSA Archer 6.7および6.7.0.1からアップグレード後、重要メトリック チャートが黒と白で表示されるようになったため、レポートを変更し再度色を設定す
る必要がありました。



ITSVP ARCHERSOL-8757 6.9 脆弱性ライブラリ アプリケーションで、Hide Non-Tenable.sc Dataアクションで［関連するスキャナー定義］セクションが表示されました。

ITSVP、パッケージ ARCHER-72479 6.9 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。

ジョブ フレームワーク ARCHER-56114 6.9 process_id = 0 のジョブの実行が成功しませんでした。

ジョブ フレームワーク ARCHER-74302 6.9 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。

ジョブ フレームワーク ARCHER-99206 6.9.0.1 ACPのジョブ エンジン マネージャのフィルタで、いずれかのジョブ タイプが選択されていると、データ フィード ジョブが実行されませんでした。

ジョブ フレームワーク、ジョブ
ARCHER-88516
ARCHER-87000

6.9 ジョブ実行中の例外の後にそのジョブを再スケジュールできませんでした。ジョブのリトライ ロジックを変更し、ジョブ キューイング時のリトライ対象
を広げました。

ジョブ フレームワーク、通知 ARCHER-96583 6.9 レポート定期配信が繰り返し送信されていました。

ジョブ ARCHER-81197 6.9 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。

ジョブ ARCHER-89924 6.9 システム上で多数のジョブがスケジュールされ実行されているとSystem Clean Upジョブがテーブルからのデータ削除に失敗し、tblAsyncInstrumentation
テーブルのサイズが増大しました。

ジョブ ARCHER-100399 6.9.1 スケジュール設定されたジョブが繰り返し実行されました。

ジョブ、アンケート、ワークフロー

(AWF) ARCHER-82526 6.9 アセスメント キャンペーンですべてのセルフ アセスメントの生成が失敗しました。ログファイルには特段のエラーは記録されていませんでした。

キーボード ナビゲーション、 レコード
ページ、508条、UI、WCAG 2.1 ARCHER-83929 6.9.0.2 レポートiView内で、キーボードのフォーカスがStandards Grouped by Domainテーブルのカラム ヘッダーに移動しませんでした。

キーボード ナビゲーション、 レコード
ページ、508条、UI、WCAG 2.1 ARCHER-83931 6.9.0.2 レポートiView内で、キーボードを使用してエレメント間を移動できませんでした。

キーボード ナビゲーション、 レコード
ページ、508条、UI、WCAG 2.1 ARCHER-83934 6.9 キーボード ナビゲーションを使用して詳細検索グリッドのソート ボタンにアクセスできませんでした。

キーボード ナビゲーション、 レコード
ページ、UI、WCAG 2.1 ARCHER-83935 6.9 キーボードを使用してツリー表示コントロールを展開/折りたたみできませんでした。

キーボード ナビゲーション、 レコード
ページ、UI、WCAG 2.1 ARCHER-83940 6.9 ［管理ダッシュボード］ページの［レコード ロード日付］の展開/折りたたみリンク上で、キーボードのフォーカスが見えにくくなっていました。

キーボード ナビゲーション、 レコード
ページ、 UI、 WCAG 2.1 ARCHER-88442 6.9 タスク主導型ホーム画面で［ホームの変更］ダイアログボックスにキーボード（下矢印/Tab/Enter）を使用してアクセスできるようになりました。

キーボード ナビゲーション、 レコード
ページ、 UI、 WCAG 2.1 ARCHER-90161 6.9 エラー ダイアログボックスにキーボード（Tab）を使用してアクセスできるようになりました。

キーボード ナビゲーション、 レコード
ページ、 UI、 WCAG 2.1 ARCHER-90162 6.9 アプリケーションの検索結果ページで［適用］および［すべてクリア］ボタンにキーボード（Enter）を使用してアクセスできるようになりました。



キーボード ナビゲーション、 レコード
ページ、 UI、 WCAG 2.1 ARCHER-90163 6.9 レコード ページで外部リンクにキーボード（Enter/スペース）を使用してアクセスできるようになりました。

LDAP同期 ARCHER-79465 6.9 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。

ライセンス ARCHER-79112 6.9 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。

ライセンス、通知、システム レポート ARCHER-98145 6.9.0.2 通知レポートのフィルタ基準に、ライセンスのないコア アプリケーションに関連する通知テンプレートが表示されました。

差し込み印刷 ARCHER-73350 6.9 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。

差し込み印刷 ARCHER-80242 6.9 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、RSA 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
る必要がありました。

差し込み印刷 ARCHER-81665 6.9 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。

差し込み印刷 ARCHER-88300 6.9 差し込み印刷のIF構文がTRUEと評価された場合、差し込み印刷テンプレートにセットされているイメージが2度印刷されました。

差し込み印刷 ARCHER-93283 6.9 差し込み印刷のIF構文がTrueと評価された場合、相互参照フィールドのデータではなく、差し込み印刷コードが出力されました。

差し込み印刷 ARCHER-93834 6.9 差し込み印刷で同じ相互参照フィールドを複数回使用している場合、その相互参照フィールドのデータは1度しか出力されませんでした。

差し込み印刷 ARCHER-95831 6.9.1 プライベート アクセスの差し込み印刷テンプレートを編集する時に、［アクセス］セクションで「パブリック」ラジオボタンを選択すると、［選択済
み］セクションのアイテムが消えました。再度「プライベート」ラジオボタンを選択すると、選択済みアイテムのリストを見ることができます。

差し込み印刷 ARCHER-96348 6.9.1 関連するアプリケーションに対して作成および読み取り専用アクセスを持つ（が構成管理者権限はない）ユーザーが新しい差し込みテンプレートを作成
しようとすると例外が発生しました。

マスター レポート リスト、レポート ARCHER-99603 6.9.0.2 アプリケーションが別のアプリケーションと関係を持ち、［詳細検索］ページで表示するフィールドとして関連アプリケーションのフィールドが何も選
択されていない場合、レポートを保存後に実行すると、エラーが表示されました。

モバイルAndroidアプリ ARCHER-92984 6.9

RSA Archer Platform バージョン6.7 から RSA Archer Platform バージョン6.8または6.8.0.1にアップグレードすると、Mobileアプリのweb.configファイルにキー
が見つからないために、RSA Archer Mobileアプリが正常に動作しません。
回避策:
1. RSA Archer Webサーバ上で以下に移動します。
C:\inetpub\wwwroot\RSAarcher\mobileapi\
2. web.configファイルが存在することを確認します。
3. web.configファイルを開き、以下の行をappSettingsタグの下に追加します。
<add key="minimumIosVersion" value="1.1.0"/>
<add key="minimumAndroidVersion" value="1.1.0"/>
4. ファイルを保存します。

モバイルAndroidアプリ ARCHER-92986 6.9 RSA Archer Mobileアプリ バージョン1.1.0が、対応PlatformバージョンであるRSA Archer6.8以降との組み合わせでクラッシュし、ユーザーはアプリケーショ
ンにログインできませんでした。



モバイル-Platform ARCHER-92243 6.9
RSA Archer のモバイル機能を RSA Archerコントロール パネルから構成することはできません。アップグレード後にACPからモバイル機能を無効化しようと
しても、ACPから構成が削除されており、無効化することはできません。

ナビゲーション メニュー ARCHER-90404 6.9.0.1 ナビゲーション メニューを表示するのに非常に時間がかかっていました。

ナビゲーション メニュー ARCHER-97922 6.9.0.1 ナビゲーション メニューのダッシュボード ドロップダウン リストにアクティブなダッシュボートと非アクティブなダッシュボードの両方が表示されま
した。

ナビゲーション メニュー ARCHER-98510 6.9.0.1
RSA Archerではユーザーは自分の最近のアクティビティを表示することができます。ただし、システムをアップデートすると、アップデート前のアクティ
ビティは最近のアクティビティのリストに表示されず、アップデート後のアクティビティのみが見られます。現時点で回避策はありませんが、次のパッ
チ リリースで修正を提供予定です。

ナビゲーション メニュー、パッケージ ARCHER-89070 6.9
パッケージのインストール時に、パッケージに含まれていないアプリケーションはソリューションから除外されます。しかしワークスペースでは同様に
処理されませんでした。このため、ソリューションに関連づけられたアプリケーションと、そのソリューションのワークスペースに関連付けられたアプ
リケーションの間に不整合が生じる場合がありました。

ナビゲーション メニュー、UI ARCHER-82377 6.9
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。

ナビゲーション、レポート ARCHER-80731 6.9 Google Chromeで、レポートのURLが正しく動作しませんでした。

ナビゲーション、ワークスペース表示;
ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-89061 6.9 ワークスペースでダッシュボードからレポートまたはレコード ウインドウを開き、ウインドウを閉じてワークスペースに戻ると、クイック リンクが消え

ていました。

ナビゲーション、レポート;ワークスペー
ス、ダッシュボード、iView ARCHER-96302 6.9.0.1 ユーザーが統計レポートの検索条件を変更すると、予期しないエラーが表示されました。この問題は検索条件で２つのグループ化と１つの集計を使用

し、検索条件に一致するレコードが見つからない場合に発生しました。

ナビゲーション、レコード ページ ARCHER-76332 6.9 マルチ レベルのアプリケーションで、レコード ページにナビゲーション矢印が表示されませんでした。

通知 ARCHER-79675 6.9 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。

通知 ARCHER-80548 6.9 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 6.9 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 6.9 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。

通知 ARCHER-87592 6.9 オン デマンド メール通知が送信されませんでした。

通知 ARCHER-89930 6.9 カスタム ヘッダーおよびフッターで背景色を使用しているメール レターヘッドが送信されると、背景色がなくなりました

通知 ARCHER-91104 6.9 ユーザーが通知に記載されているハイパーリンクを選択するとエラーが表示されました。

通知 ARCHER-94295 6.9 メール アドレスのフィールドのテキスト値にアンパサンド (&) が含まれていると、サブスクリプション通知が間違ったメール アドレスに送信されまし
た。

通知 ARCHER-94400 6.9 サブスクリプション通知テンプレートで、レコードが縦並びではなく横並びで表示されました。



通知 ARCHER-94424 6.9 本文レイアウトとしてカタログ、ダッシュボード、フォーマル レターを使用している通知が正しくフォーマットされませんでした。

オフライン アクセス ARCHER-91523 6.9

オフライン ユーザーは、［インポート］、［新しいレコード］、［印刷］、［スケジュール］などいくつかのオプションを表示できません。［新しいレ
コード］、［スケジュール］、［印刷］のオプションを表示するには、以下の回避策を使用します。
回避策:
［新しいレコード］および［スケジュール］は、ワークスペース > アプリケーション から表示できます。
［新しいレコード］および［印刷］は、レコード ページから表示できます。既存のレコードを開くと両方のオプションが使用可能です。

オフライン アクセス ARCHER-94383 6.9.0.1 Archerのオフライン同期でレコード内の添付ファイルの同期が失敗しました。

オフライン アクセス、オフライン監査 ARCHER-97655 6.9.0.1

履歴ログ フィールドを持つコア アプリケーションでレコードを作成してその後レコードを同期させると、クライアント起動時にエラーが発生しますが、
インスタンスの機能には影響はありません。
回避策:
1. エラー メッセージを閉じます。
2. 問題のコア アプリケーションから履歴ログ フィールドを削除します。

オフライン アクセス、検索と検索結果 ARCHER-93192 6.9 オフライン ユーザーは検索結果ページで［他のオプション］メニューを表示できませんでした。

オフライン同期 ARCHER-87742 6.9 RSA Archerのオフライン 同期が K_tblFieldValueExprReference_tblIVContent エラーで失敗しました。

オペレーショナル リスク表示、レコード
ページ

ARCHER-89530
ARCHER-91933

6.9 セルフ アセスメントの再アセスメント フェーズで、リスク プロファイルを変更して保存した後に画面の表示が更新されず、エラーが表示されました。

オペレーショナル リスク表示、ワークフ
ロー (AWF) ARCHER-93822 6.9.0.1 リスクと業務プロセスが多数ある場合、セルフ アセスメントの公開がタイムアウトしました。

パッケージ ARCHER-78470 6.9 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-78600 6.9 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。

パッケージ ARCHER-79424 6.9 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。

パッケージ、ワークフロー (AWF)
ARCHER-70895
ARCHER-89237

6.9
新しいAWFジョブへの登録が CreateFromProcess エラーで失敗しました。また、次のエラーも表示されました: Update failed on table WP_ACTI_SCRIPT:
WP_ACTI_SCRIPT row error: Violation of PRIMARY KEY constraint

権限アーキテクチャ ARCHER-96590 6.9.0.1
アプリケーションに対するユーザーの権限が正しくありませんでした。例えば、ユーザーがApp Aのコンテンツ管理責任者および読み取り専用ロールを持
ち、更に、App Bの読み取り専用ロールを持つ場合、ユーザーはApp Bに対してCRUD権限を持っていました。

印刷 ARCHER-51302 6.9 大量のテキストがあるテキスト領域フィールドを含むレコードやレポートを IE11 で印刷すると、テキストが重なって印刷されました。

印刷とエクスポート ARCHER-76283 6.9 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。

印刷とエクスポート ARCHER-80243 6.9 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。

印刷とエクスポート ARCHER-85026 6.9 非システム管理者のユーザーがレコードをエクスポートできませんでした。



印刷とエクスポート ARCHER-86914 6.9 アプリケーション コンテンツに計算フィールドのエラーがあると、そのアプリケーション内の多数のレコードの［エクスポート］オプションが動作しま
せんでした。

印刷とエクスポート、検索と検索結果 ARCHER-85304 6.9.0.1
関連レコード内のキー フィールドにカンマとセミコロンの両方が含まれている場合、レポートをCSVファイルにエクスポートすると、二重引用符が連続
して出力され、このためにCSVファイル内でデータが正しく配置されませんでした。

アンケート ARCHER-77057 6.9 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。

キューイング サービス ARCHER-95643 6.9 1つのインスタンスでキューイング サーバの名前を間違って指定すると、その環境のすべてのインスタンスでキューイング サービスが停止しました。

React ARCHER-86350 6.9 Reactページのテキスト領域では、テキスト書式ツールバーが常に表示されました。レガシー ページのテキスト領域のツール バーは変更ありません。

React共通コンポーネント ARCHER-96349 6.9.1 2ペイン セレクタで、RSA Archer管理者が［選択可能］セクションのアイテムを［選択済み］セクションに追加する際、［選択可能］セクションで値を検
索すると、［選択済み］セクション内のアイテムの順序が入れ替わる可能性がありました。これによる機能上の問題やデータ消失はありません。

レコード ページ ARCHER-70420 6.9 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。

レコード ページ ARCHER-72821 6.9 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 6.9 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。

レコード ページ ARCHER-80404 6.9 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。

レコード ページ ARCHER-82833 6.9 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-83802 6.9 クリックまたはスクロール バー使用後にテキスト領域フィールドに再フォーカスできませんでした。

レコード ページ ARCHER-84429 6.9 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 6.9 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。

レコード ページ ARCHER-87315 6.9 あるアプリケーションへの相互参照があると、別の相互参照フィールドのフィルタが期待通りに動作しませんでした。

レコード ページ ARCHER-88064 6.9 RSA Archerオンライン ドキュメントの「レコードへのデータの入力」トピックには、HTMLコンテンツでは絶対位置の使用を避けるべきである点が記述さ
れていませんでした。

レコード ページ ARCHER-88244 6.9 許容される最大レコード選択数がレコード ルックアップで検証されませんでした。

レコード ページ ARCHER-89140 6.9

レコードの作成または編集時に、レコード ルックアップで、マルチ レベルの相互参照アプリケーションの下位レベルを選択するためにレコードを展開し
ようとすると、レコード ルックアップが失敗しました。
回避策:
レベルを展開する前に、［レコード ルックアップ］の右上隅の［すべて展開］チェックボックスをクリックします。

レコード ページ ARCHER-93653 6.9 Google Chrome および Microsoft Edge 83 で値リストのポップアップが開かない場合がありました。



レコード ページ ARCHER-94283 6.9.0.1 ユーザーがレコードを編集する際、外部リンク フィールド内のリンクが開きませんでした。

レコード ページ ARCHER-95937 6.9.0.1 ユーザー/グループ リスト フィールドについて、最大選択数が1に設定されている場合、［保存］をクリックする前に最大選択数が検証されるようになり
ました。

レコード ページ ARCHER-98998 6.9.0.1 ユーザーが値リスト フィールドに値を入力してレコードを保存すると、予期しないエラーが発生しました。

レコード ページ ARCHER-100619 6.9.0.2 MRDCフィールドを含むレイアウトでレコードを保存すると、相互参照フィールドの値が消失しました。

レコード ページ ARCHER-101654 6.9.0.2 相互参照フィールドの［レコード ルックアップ］ページでユーザー プロファイルを表示できませんでした。

レコード ページ、レポート オブジェク
ト

ARCHER-95220 6.9.0.1 デフォルトで折りたたまれているセクション レイアウトで、レポート オブジェクトが読み込まれませんでした。

レコード ページ、508条 ARCHER-76235 6.9
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。

レコード ページ、508条、UI、WCAG 2.1 ARCHER-83968 6.9 JAWSスクリーン リーダーは［時刻の選択］のAMおよびPMラジオ ボタンについて、選択されていることを通知しませんでした。

レコード ページ、セキュリティ ARCHER-81180 6.9 管理者は、RSA Archerコントロール パネルで［リッチ テキスト フィールドのリンク］オプションを使用して、エンド ユーザーがレコード内のURLをイン
スタンス内部から直接開くことを許可できるようになりました。

レコード ページ、UI ARCHER-85893 6.9 ［新規］および［編集］ビューで、レコード ページをスクロールすると、［日付の選択］のポップアップがページにあわせて移動しました。

レコード権限、ワークフロー (AWF) ARCHER-100050 6.9.0.2 拡張ワークフローでユーザー操作ノードからの遷移の権限設定にレコード権限フィールドが使用されており、そのレコード権限フィールドがアプリケー
ションから削除された場合、そのユーザー操作ノードの遷移の権限設定を編集しようとするとエラーが表示されました。

レポート オブジェクト ARCHER-79862 6.9 レポート オブジェクト フィルタ基準に「フィールド値に現レコードを含む」演算子を使用すると、レポート オブジェクトにレコードが一切表示されま
せんでした。

レポート オブジェクト ARCHER-80951 6.9 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 ARCHER-76323 6.9 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 6.9 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 ARCHER-79320 6.9 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 ARCHER-81101 6.9 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。

レポート ARCHER-87775 6.9 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。

レポート ARCHER-87933 6.9 時間ごとにグループ化したレポートをタイム ゾーンがイスタンブールにセットされたユーザーがドリルダウンすると、予期せぬエラーが発生しました。



レポート ARCHER-93499 6.9 高度な演算子ロジックの例に、ローカライズされた論理演算子が表示されていました。

レポート ARCHER-99821 6.9.0.2 ［現在のワークフロー ノード］フィールドの値が検索レポートに表示されませんでした。

レポート、検索と検索結果 ARCHER-75165 6.9 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。

レポート、検索と検索結果 ARCHER-79364 6.9 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。

レポート、検索と検索結果 ARCHER-80395 6.9 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。

レポート、検索と検索結果 ARCHER-84686 6.9 レベル アプリケーション内のレコードにフィルタを適用すると、ルックアップ グリッドでレコード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-84888 6.9 同じ検索条件の統計レポートの検索結果が、使用する日付時刻フィルタの種類によって異なっていました。

レポート、検索と検索結果 ARCHER-92983 6.9 レポートで［合計］フィールドの大きな数値が重なって表示され、改行しませんでした。

検索と検索結果 ARCHER-58446 6.9

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した。
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-70910 6.9 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-74361 6.9 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。

検索と検索結果 ARCHER-76236 6.9 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。

検索と検索結果 ARCHER-77238 6.9 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。

検索と検索結果 ARCHER-80579 6.9 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。

検索と検索結果 ARCHER-88729 6.9 内部参照アプリケーションの検索で、親アプリケーションと子アプリケーションの両方から同じフィールドを表示するフィールドとして選択し、ソート
セクションで、その同じフィールドにグループ化を有効化すると、予期しないエラーが発生しました。

検索と検索結果 ARCHER-88771 6.9 上位N件検索で同順位の結果が存在する場合、同順位の存在を知らせるメッセージが検索結果ページのメニューに表示されると、メニューの他の項目の
表示位置が移動しました。

検索と検索結果 ARCHER-88924 6.9 検索フィルタで、前の検索のユーザー/グループ フィールドの選択が保存されませんでした。

検索と検索結果 ARCHER-90265 6.9 レコード ルックアップ ページで、テキスト フィールドのフィルタに特殊文字があると、検索に失敗しました。

検索と検索結果 ARCHER-91398 6.9 アプリケーションの詳細検索の［ソート］セクションで、フィールド名の検索機能を使用すると、新しいフィールドを追加できませんでした。

検索と検索結果 ARCHER-91802 6.9 検索ページ内で他の操作を行うと、方向指定検索オプションが正しく表示されませんでした。



検索と検索結果 ARCHER-91929 6.9.0.1 表示オプションとして［ヘッダーの固定］を使用している場合、検索結果画面の高さがスパンしませんでした。

検索と検索結果 ARCHER-97474 6.9.0.1 検索結果ページで履歴ログ フィールドに対するソート オプションが無効化されていました。

検索と検索結果 ARCHER-98250 6.9.0.1 ユーザーが統計レポートの検索条件を変更すると、予期しないエラーが表示されました。

検索と検索結果 ARCHER-99303 6.9.0.2 レポートの表示オプションとして［レコード数］フィールドで「制限する」が選択されていると、検索結果がゼロ（レコードがない）の場合にエラーが
表示されました。

検索と検索結果 ARCHER-102352 6.9.0.2 詳細検索でフィルタとして相互参照フィールドを使用する場合、条件値選択のために省略記号をクリックしてリストを表示すると、ルックアップが失敗
しました。

検索と検索結果、Webブラウザ ARCHER-97607 6.9.0.1 Google Chromeで、ユーザーが詳細検索で値リスト フィールドを使用するフィルタを設定する場合、値を選択から除外するためにXをクリックすると、値
の選択ボックスが閉じました。

508条 ARCHER-67970 6.9
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。

508条 ARCHER-83268 6.9 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 6.9 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 6.9 レコード内の［新しいリンクの追加］リンクの上でEnterキーを押しても、リンクが起動しませんでした。

508条 ARCHER-83946 6.9 ［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。

508条 ARCHER-93230 6.9.0.1 スクリーン リーダーが、［ユーザー プロファイル］ページの［一般情報］セクションの名前と状態（展開/折りたたみ）を通知しませんでした。

508条 ARCHER-98639 6.9.0.1 スクリーン リーダーが、［グローバル/パーソナル レポート］で、+/- （展開/折りたたみ）ツリー表示コントロールのロールと状態およびレポート名を
通知しませんでした。

508条 ARCHER-98646 6.9.0.1 スクリーン リーダーが、+/- （展開/折りたたみ）ツリー表示コントロールのロールと状態を通知しませんでした。

508条 ARCHER-93229 6.9.0.2 スクリーン リーダーが、アプリケーションの検索ページで折りたたまれた状態のコントロールについて、非表示の情報を通知しました。

508条、UI、WCAG 2.1 ARCHER-83959 6.9.0.2
統計レポートでキーボードの下矢印キーを使用して移動（ドリルダウン）している場合に、スクリーン リーダーのフォーカスが、Microsoft Standardsコン
トロールおよび Access control(Ac)-Requirements by Standardsコントロール に移動しませんでした。

508条、UI、WCAG 2.1 ARCHER-83965 6.9.0.2 JAWSカーソル モードを使用している場合、テキスト領域フィールドでイメージをアップロードする際に［イメージを参照］ボタンにアクセスできません
でした。

508条、UI、WCAG 2.1 ARCHER-83960 6.9 スクリーン リーダーが、ページ上のコントロールの名前、ロール、状態を適切に通知しませんでした。

508条、WCAG 2.0 2.1.1(A) ARCHER-95663 6.9.0.2 スクリーン リーダーが、相互参照フィールドと値リスト フィールドについて、フィールド値選択のためにルックアップ ウィンドウを開く手順の詳細を
通知しませんでした。



508条、WCAG 2.0 2.1.1(A) ARCHER-95664 6.9.0.1 必須フィールドに入力せずにレコードを保存しようとしたときに、スクリーン リーダーが警告ダイアログを通知しませんでした。

508条、WCAG 2.0 2.1.1(A) ARCHER-95810 6.9.0.1 ［日付の選択］を使用して日付を選択するときに、キーボードのフォーカスが［日付の選択］上に留まらず、ページ上部に移動しました。

508条、WCAG 2.0 2.1.1(A) ARCHER-95811 6.9.0.1 ヘルプ アイコン ポップアップを開いてタブで移動しようとするときに、スクリーン リーダーがヘルプ メッセージ ダイアログの開始方法を案内せず、
［閉じる］ボタンにフォーカスしていました。

508条; ワークスペース、ダッシュボー
ド、iView ARCHER-92923 6.9 iViewのオプションメニュー内の［概要］オプションにキーボードを使用して移動した後、再度オプション メニューを開くと、複数のオプションが選択さ

れた状態で表示されました。

セキュリティ ARCHER-93953 6.9.0.2
RSA Archerから送信されるAPIレスポンスへのアクセス権をリクエスト オリジン ホストに限定できるようになりました。この制限はweb.config ファイルで
設定することができます。このパラメータの構成の詳細については、RSA Archer カスタマー サポートにご連絡ください。

サービス ARCHER-78124 6.9 RSA 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。

サービス ARCHER-79299 6.9 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。

セッション
ARCHER-82380
ARCHER-87120

6.9 セッション タイムアウトの警告プロンプトが想定よりも早く表示されました。

システム レポート ARCHER-95476 6.9.0.1 アクセス制御レポートと通知レポートで、日付フィルタが正しく動作しない場合がありました。

Tableau Web Data Connector ARCHER-97034 6.9.0.1 Tableauにインポートされた日付および時刻フィールドの値がnullでした。

Tableau Web Data Connector ARCHER-97036 6.9.0.1 Archer WDCがアプリケーションからTableauにすべてのレコードをインポートしませんでした。

タスク主導型ホーム画面 ARCHER-94346 6.9.0.1 アーカイブされたタスク リンクがアーカイブされたタスク レコードにリダイレクトしませんでした。

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

6.9 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を示す回転画像が表
示されたままになりました。

UI ARCHER-77992 6.9 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。

UI ARCHER-89726 6.9 ［言語の管理］ページで警告メッセージ ダイアログを閉じることができませんでした。

UI ARCHER-92477 6.9 リッチ テキスト エディタで入力文字数が許容閾値を超えても警告されませんでした。

UI、WCAG 2.1 ARCHER-90185 6.9 グローバル検索結果ページの複数のテキストについて、光度比の最小要件である 4.5:1 を満たす必要がありました。

UI、WCAG 2.1 ARCHER-90186 6.9 グローバル検索ヘッダーの［検索］プレースホルダについて、光度比の最小要件である 4.5:1 を満たす必要がありました。

ユーザー管理と環境設定 ARCHER-79610 6.9 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。

ユーザー管理と環境設定 ARCHER-80580 6.9 ［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。



ユーザー プロファイル ARCHER-77745 6.9 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。

ユーザー プロファイル ARCHER-79913 6.9 ［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。

ユーザー プロファイル ARCHER-93033 6.9 ［ユーザー プロファイル］ページに対してCRUD権限を持つユーザーが連絡先情報を更新できませんでした。

表示モード (レコード) ARCHER-85924 6.9 ［ワークフローの詳細］トラッカーに表示されるデータのタイム ゾーンがユーザーが構成したタイム ゾーンとは異なっていました。

ワークフロー (AWF) ARCHER-66936 6.9
Workpointの設定ファイルからのデータ ソース エントリが無効またはアクセスできない場合、AWFは対処できませんでした。この問題は主として、Saas/
ホスト型環境で多数のデータ ソース エントリがある場合に発生していました。

ワークフロー (AWF) ARCHER-70732 6.9 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 6.9 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 6.9 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 6.9 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 6.9 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。

ワークフロー (AWF) ARCHER-84174 6.9 コンテンツ更新ノードに複数の値リスト フィールドを追加しようとすると、値リストの値として正しい値が表示されませんでした。

ワークフロー (AWF) ARCHER-85363 6.9 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 6.9

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.

ワークフロー (AWF) ARCHER-89699 6.9 参照するフィールドに値が入力されない状態でレコードがユーザー操作ノードに到達した場合、そのレコードを保存するとエラーが発生しました。

ワークフロー (AWF) ARCHER-90812 6.9 AWFジョブの実行中に、AWFのコンテンツ更新ノードがタイムアウト エラーで失敗し、WpServiceHost.exeプロセスがクラッシュしました。

ワークフロー (AWF) ARCHER-90995 6.9 AWFのコンテンツ更新ノードで日付/時刻フィールドを更新し、［現在の日付］オプションを選択した場合、正しくない履歴ログが生成されました。

ワークフロー (レガシー) ARCHER-79572 6.9 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。

ワークフロー (レガシー) ARCHER-80729 6.9 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-76418 6.9 リンク リスト iViewの編集時にエラーが発生しました。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-79931 6.9 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。



ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-84039 6.9 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。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-85907 6.9 構成済みの mailto クイック リファレンス リンクを開こうとすると、ダッシュボードにアクセスできなくなりました。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-86944 6.9 リンク リストiViewの標準アイコンとして、X印がダッシュボードに表示されました。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-87977 6.9 ホームページiViewに構成したダッシュボードへのリンクをクリックすると、正しいワークスペースに移動しますが、別のダッシュボードが表示されまし
た。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-89037 6.9 ホームページiViewまたはクイック リンクから管理ページに移動すると、管理ページがロードされませんでした。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-91157 6.9 ［メール通知のサブスクリプション管理］ページへのクイック リンクをクリックすると空白のページが表示されました。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-91527 6.9 レポートiView内で左クリックした後にクリックをはずすと、スクロール バーがマウス ポインタに合わせて動き続けました。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-98427 6.9.0.1 ダッシュボード上のレポートiViewのiViewポップアップが再表示を繰り返しました。



コンポーネント 問題 説明

アクセス制御 ARCHER-89007 非管理者ユーザーがiViewやクイックリンクからバックオフィス ページへのリンクにアクセスした時に、適切なメッセージが表示されません。

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 ARCHER-102070

相互参照フィールドの［選択可能な参照先］が担当者アプリケーションに設定されている場合、［レコード ルックアップ構成］のフィルタで［名前］フィールドを選択す
ると、エラーが表示されます。
回避策：
［レコード ルックアップ構成］のフィルタで他の名前フィールドを選択します：
-名前 (名)
-名前 (姓名)
-名前 (姓)
-名前 (ミドルネーム)

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。

アプリケーション ビルダー、ドキュメン
ト

ARCHER-93083 RSA Archerオンライン ドキュメントの「計算フィールドの式で使用できる関数および演算子」で、TRUC関数が間違ってTRUNC関数として記述されています。

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-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。

リリース6.9.1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-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 ARCHER-96461
一括操作で計算相互参照（内部参照）フィールドを使用してグループ化する場合、初回構成時に［グループ化］オプションで、［フィールドと値の設定］セクションに含
めるフィールドをすべて選択する必要があります。一括操作を保存後にフィールドを追加または更新しても、一括操作は更新されません。
回避策:
既存の一括操作を削除し、一括操作を新しく作成し、必要なフィールドを操作の初回構成時にすべて追加します。

コンプライアンス ソリューション ARCHERSOL-8522

既存の法令変更管理ユースケースまたはIT法令管理ユースケースで、最新の6.8バージョンの変更要求アプリケーションを問題管理、ポリシー管理、または財務統制監視の
ユースケースから使用する場合、法令インテリジェンス レビュー アプリケーションの以下のアイテムを修正する必要があります。

1) [Number of Policy Changes Under Review（レビュー中のポリシー変更の数）]計算フィールドの式を次のように更新します。

COUNTIF(REF([Policy Change Recommendation],[Status]),VALUEOF(REF([Policy Change Recommendation],[Status]), "Awaiting Review"))+
COUNTIF (REF([Policy Change Recommendation],[Status]),VALUEOF(REF([Policy Change Recommendation],[Status]), "Approved and Pending Changes"))

2) 「Policy Change Recommendations (In Process)（ポリシー変更の推奨事項（処理中））」レポートを次のように更新します： Statusフィールド フィルタの条件値 'Policy
Change Initiated'、'Recommendations Documented'および'Content Owner Contacted'を削除し、'Approved and Pending Changes'だけを残します。

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 ゲートウェイ ARCHER-85815
ターゲットを削除する前に、そのターゲットに関連付けられた接続を削除する必要があります。
回避策:
最初に接続を削除し、その後で関連付けられたターゲットを削除します。

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。

データ公開 ARCHER-87767 データ公開UIでは、［すべて選択］チェックボックスを使用して同時に複数のジョブ履歴の行を選択し、削除することができます。しかし、ジョブ履歴のリストにフィル
タを適用すると、同時に複数のジョブを選択して削除することができません。

データ公開 ARCHER-88621

データ公開UIでは、［すべて選択］チェックボックスを使用して同時に複数のジョブ履歴の行を選択し、削除することができます。しかし、ジョブ履歴のリストにフィル
タを適用してから、［すべて選択］チェックボックスのチェックを外すと、ジョブ履歴ページが消えます。
回避策:
［すべて選択］チェックボックスを使用する前にフィルタを適用します。または、［すべて選択］チェックボックスを使用しないで、リストの行を個別に選択して削除し
ます。

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-88273 RSA Archerオンライン ドキュメントの「データ フィードのトークン」トピックでは、BatchContentSaveデータ フィード トークンがキーフィールドの定義を無視し、重複する
レコードを作成する可能性がある点について記述が漏れています。

ドキュメント ARCHER-96107 RSA Archerオンライン ドキュメントの「RSA Archerモバイル アプリ向けのRSA Archerの構成」トピックの「サポートされているフィールド タイプ」で、相互参照/関連レコー
ドと添付ファイルが間違って読み取り専用フィールドとしてリストされています。正しくはこれらは更新フィールドです。

ドキュメント ARCHER-99665

次のRSA Archer 6.9 SP1ドキュメントは英語でのみ提供されています：
- エンタープライズおよびオペレーショナル リスク管理ソリューション分野の概要で、RSA Archerトップダウン リスク アセスメント ユースケースおよびRSA Archer オペレー
ショナル リスク管理ユースケースについて、正しい前提条件が記載されています。
- RSA Archerオンライン ドキュメントの「フィールドの削除」で、アクティブなAWFジョブで使用されているフィールドを削除するとジョブがエラー状態になる可能性があ
ることが明記されています。
- RSA Archerオンライン ドキュメントで、従来TRUNCと表記されていた数学関数がTRUCと表記されています。
- RSA Archerセキュリティ構成ガイドの「安全な導入と使用の設定」トピックに、「Access-Control-Allow-Origin Header」セクションが含まれています。

ドキュメント ARCHER-102201

RSA Archerオンライン ドキュメントの「安全な導入と使用の設定」トピックに「Access-Control-Allow-Origin Header」セクションが含まれていません。
回避策：
英語版の「RSA Archer 6.9.1 Security Configuration Guide 」の同じトピック（Secure Deployment and Usage Settings）で「Access-Control-Allow-Origin Header」セクションを参照して
ください。

ドキュメント ARCHERSOL-8605
ソリューション ユースケースのナビゲーション メニューで、アプリケーションとアンケートは個別にソートされなくなりました。1つのユースケースのすべてのアプリ
ケーションとアンケートは、アルファベット順に一覧表示されます。アプリケーションとディスカッション フォーラムは個別にソートされます。

ドキュメント ARCHERSOL-8606 RSA Archer 6.8 UIでは検索結果ページから[新規]ボタンが削除されました。この機能は［他のオプション］メニューの[新しいレコード]オプションに移動しました。

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。

GPES、UI ARCHER-87917 画面の幅が狭い場合、リッチ テキスト エディタのツールバーには省略記号が表示されます。省略記号をクリックして、表示されていなかったツールバーのボタンを一旦展
開すると、画面から消えず、ページをスクロールしても表示されたままになります。

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。

ヘルプ システム ARCHER-102505
バック オフィス ページの一部のオンライン ヘルプでそれぞれのオンライン ヘルプ ページが表示されず、オンライン ヘルプのホームページが表示されます。
回避策：
オンライン ヘルプのホームページから関連コンテンツを検索できます。

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。

キーボード ナビゲーション、 レポー
ト、 UI、 WCAG 2.1 ARCHER-90536 Google Chromeで、［関連レポート］ポップアップでTabキーを使用してレポートを選択しようとすると、画面上のすべての項目をトラバースします。



キーボード ナビゲーション、 検索と検
索結果、508条、UI、WCAG 2.1 ARCHER-90950 Microsoft Edgeで、［絞り込み］ペインでTabキーを使用して複数の値を選択できません。

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。

ナビゲーション メニュー ARCHER-96567
RSA Archerではユーザーは自分の最近のアクティビティを表示することができます。ただし、システムをアップデートすると、アップデート前のアクティビティは最近のア
クティビティのリストに表示されません; アップデート後のアクティビティのみが見られます。現時点で回避策はありませんが、次のパッチ リリースで修正を提供予定で
す。

通知 ARCHER-95257 ［通知レポート］のリスト ページでレポートをクリックすると、空白の画面が表示され、レポートの詳細が表示されるまでに非常に時間がかかります。回避策はありませ
ん。

オフライン アクセス ARCHER-88885

クライアント マシン上のRSA Archerユーザー インターフェイスにログオンし、オフライン レコードの競合が発生した場合、タスクバーのトレイに［競合解決］オプション
が表示されますが、［競合解決］オプションを選択しても、動作しません。

クライアント マシン上のRSA Archerユーザー インターフェイスにログオンし、レコードの同期を再起動する必要がある場合、タスクバーのトレイに［同期の再起動］オプ
ションが表示されますが、［同期の再起動］オプションを選択しても、動作しません。

オフライン アクセス ARCHER-91314
オフライン アクセスをアップグレードする際には、オフライン同期が成功するように、RSA Archerコントロール パネルでインスタンスの［オフライン アクセスの有効化］
をオフにして変更を保存し、その後同じインスタンスの［オフライン アクセスの有効化］をオンにします。

オフライン監査 ARCHER-96983

履歴ログ フィールドを持つコア アプリケーションでレコードを作成してその後レコードを同期させると、クライアント起動時にエラーが発生しますが、インスタンスの機
能には影響はありません。
回避策:
1. エラー メッセージを閉じます。
2. 問題のコア アプリケーションから履歴ログ フィールドを削除します。

オフライン インストール ARCHER-58656

RSA 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

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。

React ARCHER-81851 Google Chrome使用時、グリッドのツール チップを表示したまま画面をスクロールすると、ツールチップも移動し、グリッドの枠外のヘッダーに重なります。

React ARCHER-87807 テキスト領域のリッチ テキスト管理を行うサード パーティ コンポーネントのバージョンが新しくなり、HTML生成のロジックが変更されました。移行時に既存のヘッダー
やフッターの設定を変更する必要はありません。しかし、編集する場合は、コンテンツの書式を既定のスタイルに更新する必要があります。

React共通コンポーネント ARCHER-90744 バック オフィスの一部のグリッドで、グリッド サイズのために表示が途中で途切れているカラム ヘッダーについてツール チップが表示されません。

React共通コンポーネント ARCHER-96544 2ペイン セレクタで長いリストを表示するとブラウザでパフォーマンス上の問題が発生する場合があります。この問題が発生する場合には、［検索］ウインドウを使用し
て選択可能なアイテムの数を減らしてください。

React共通コンポーネント ARCHER-101438 ［アクセス ロール］のリスト ページの読み込み時に「Record Found」テキストの一部がセクションからはみ出して表示されます。［印刷とエクスポートのグローバル設定
の管理］ページで新しいテンプレートを追加する場合にも同様の事象が発生します。

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 ARCHER-90466 レコード ルックアップの表示フィールドとして日付フィールドが選択されている場合、ユーザーは［レコード ルックアップ］で相互参照レコードを選択できません。

レコード ページ ARCHER-102102 発見事項アプリケーションで［ターゲット］フィールドのドロップダウンで選択したオプションによっては、［レコード ルックアップ］を開く省略記号が表示されない場
合があります。

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、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-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。

検索と検索結果 ARCHER-94530 インライン編集がデフォルトで有効化されているため、詳細検索の検索結果ページで［合計］行が自動的に非表示になります。

検索と検索結果 ARCHER-94687 ［絞り込み］ペインが詳細検索の検索結果ページでアクティブな場合、数値フィールドの［合計］の値が更新されません。

検索と検索結果 ARCHER-102245 検索時のフィルタとして値リスト フィールドから値を選択し、検索をレポートとして保存した場合、フィルタとして選択されている値を選択解除することができません。

検索と検索結果、操作性 ARCHER-89127 検索結果画面で、列の幅を手動で変更し、画面全体の幅を超えると、水平方向のスクロール バーが表示されなくなります。

検索と検索結果; ワークスペース、ダッ
シュボード、iView ARCHER-97037 フィールド値にアンパサンドが含まれていると「EQUALS」フィルタでコンテンツを取得できません。

508条 ARCHER-98564 スクリーン リーダーが、検索結果のヘッダーに表示されるワークスペース オプション メニュー リストボックスの名前と状態（展開/折りたたみ）を通知しませんでした。

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。

UI ARCHER-87923
リッチテキスト エディタを使用中に、リッチテキスト エディタ ツールバーを閉じないで別のページに移動すると、ツールバーが表示されたままになります。これを回避す
るには、別のページに移動する前に、省略記号アイコンをクリックして、リッチテキスト エディタ ツールバーのポップアップを閉じるようにしてください。

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-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。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-87843 ［ジョブ監視］ページへのクイック リファレンス リンクをワークスペースや管理ページに追加しようとすると、予期しないエラーが発生します。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-96097
ダッシュボードへの新しいビデオiViewの追加または既存のビデオiViewの編集を行うと、新しいビデオiViewはロードされません。現時点で回避策はありませんが、次回の
パッチ リリースで修正を提供予定です。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-96810
［ワークスペースの管理］ページ内でヘルプ アイコンを選択すると、間違ったヘルプ ページが表示されます。
回避策:
検索バーで「ワークスペースの管理」を検索すると、正しいヘルプ コンテンツを取得できます。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-101965 一般ユーザーがワークスペースで詳細検索のクイック リンクを使用すると、エラーが表示されます。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-102182

ダッシュボードの［レイアウト］タブに移動してiViewタイプとしてホーム ページを選択し、［背景］フィールドおよび［構成］セクションを空欄のままとした場合、警告
メッセージが表示されません。
回避策：
［iViewコンテンツの追加］および［グローバルiViewの管理］から表示される警告メッセージを参照します。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-102487

バック オフィスでダッシュボードからグローバル ホーム ページiViewを作成する場合、新しい構成を追加する際に［標準］および［カスタム］オプションが表示されませ
ん。
回避策：
- バック オフィス：iView
- フロント オフィス：iViewコンテンツの追加


