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コンポーネント 問題 説明

アクセス制御 ARCHER-111317 "Access Control Administrators"ロールの管理者がアクセスロールに権限を追加できませんでした。

アクセス制御 ARCHER-111568 "Access Control Administrators"ロールの管理者が"System Administrator"ロールを任意のグループに割り当てる権限を持っていました。

アクセス制御 ARCHER-113183 セキュリティ パラメータの［使用できない日付］に日付を設定する時、選択した日付の前日の日付が表示されました。

アクセス制御、ナビゲーション、パ
フォーマンス

ARCHER-99608 大量のユーザーが存在する場合、［ユーザーの管理］ページが正しく機能しませんでした。

アクセス制御、レポート ARCHER-109740 ユーザーがレポートの[…]（他のオプション）メニューを開いた時、印刷オプションが表示されませんでした。

アクセス制御: アクセス ロール ARCHER-111327 ［アクセル ロールの管理］ページで、ダッシュボード セレクタにエラーメッセージも、必須フィールド アイコンも表示されませんでした。

アクセス制御: LDAP ARCHER-114229 LDAP構成で、ユーザーまたはグループのフィルタとして256文字までしか設定できませんでした。

アクセス制御: レポート ARCHER-106132 アクセス制御レポートで、実際には1つしか選択できないにもかかわらず複数選択セレクタから複数のユーザーまたはグループを選択することができ、警告も表示されませ
んでした。

API (Web、Rest、その他)、Web API suite ARCHER-112931 APIのExecuteSearchメソッドおよびSearchRecordsByReportメソッドの返信に、ユーザーのミドルネーム属性が含まれていませんでした。

アプリケーション ビルダー ARCHER-107291 グローバル値リストの最終更新時間が不正でした。

アプリケーション ビルダー ARCHER-109360 発見事項アプリケーションで［ターゲット］フィールドを必須に設定した場合、値を入力しているにもかかわらずレコード保存時に［ターゲット］フィールドが必須であ
るという警告メッセージが表示されました。

構成サービス クライアント、ジョブ フ
レームワーク

ARCHER-104072 ジョブの終了時に、不正にポートをオープンしようとしていました。

コンテンツの保存と削除 ARCHER-107296 業務プロセス アプリケーションで新規レコードを作成できませんでした。

データ インポート ARCHER-107614 ［キャンセル］ボタンを使用しても、データ インポート ジョブをキャンセルできませんでした。

データ インポート ARCHER-112728 モジュール内に必須の相互参照フィールドが存在する場合、相互参照フィールドがマッピングれていないという警告メッセージが表示され、サブ フォーム フィールドへの
インポートを実行できませんでした。

データ インポート、パフォーマンス ARCHER-111660 データ インポートのパフォーマンスが安定していませんでした。

データベース、ジョブ ARCHER-104626 フィールド履歴レコードを大量に一括削除する時、データベースのタイムアウトが発生し、その後も同じバッチサイズで一括削除処理を再試行することによりタイムアウ
トを繰り返す場合がありました。

データベース、パフォーマンス ARCHER-111970 データ フィードのパフォーマンスが断続的に低下しました。

Elasticsearch、インストール/アップグ
レード

ARCHER-110183 ElasticSearchのインデックス再構築でPDFの添付ファイルを処理する時、再構築が正常に完了しませんでした。

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。

リリース6.9.2.1で修正された問題



エクスポート、グローバル印刷とエクス
ポート、レポート

ARCHER-111875 ArcherにMS Word形式のテンプレートを追加し、レポートをPDF形式でエクスポートすると、エクスポートが失敗し、エラーが表示されました。

印刷とエクスポート ARCHER-114018 レコードページでエクスポートと差し込み印刷が失敗しました。

グローバル印刷とエクスポート、グロー
バリゼーションとローカライズ

ARCHER-107632
非英語ロケールのユーザーがレポートをエクスポートする時、［エクスポート］ダイアログ ボックスの［閉じる］アイコン上にマウスを移動すると、翻訳されていないテ

キスト（"Close"）が表示されました。

グローバリゼーションとローカライズ、
インライン編集

ARCHER-110356 インライン編集が有効なテキスト領域フィールドが検索結果に含まれる場合、インライン エディタの名前がユーザーのロケールに関係なく英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、
ユーザー プロファイル ARCHER-113160 Archerのタイムゾーンの設定に、モスクワのタイムゾーンとして間違った値が表示されていました。

ライセンス、アンケート ARCHER-105892 Archerのライセンス キーを更新すると、ユーザーが作成したすべてのモジュールのステータスが変更されました。

通知、ワークフロー (AWF) ARCHER-114918 AWFによりフィールドの値が更新された場合、その値をトリガーとするサブスクリプション通知が送信されませんでした。

通知 ARCHER-104066 毎月送信するよう設定されたレポート定期配信が、月に2回送信されました。

通知、レポート ARCHER-106746 「送信された通知」レポートで、テンプレートによってフィルタしようとすると、多数の表示されるべきテンプレートが表示されませんでした。

パッケージ、ワークフロー (AWF) ARCHER-109422 AWFルールを含むパッケージをインストールしようとすると、障害メッセージが表示されました。

アンケート ARCHER-110068 アンケートの質問のルールの高度な演算子ロジックで、ORまたは括弧を使用すると、ロジックが検証エラーになりました。

レコード ページ ARCHER-106296 レコード ページでの値リストの値の表示が非常に分かりにくく、適切ではありませんでした。

レコード ページ ARCHER-110064 編集モードで、テキスト領域に長いフレーズを入力すると、次の行に折り返し表示される代わりに、2行に分割されました。

レコード ページ ARCHER-114596 レコード ページに表示される値リストの値の配置が崩れていました。

レコード ページ、UI ARCHER-107513 相互参照レコードのルックアップ ウィンドウが小さく、サイズ変更できないため、コンテンツが適切に表示されませんでした。

レポート ARCHER-105809 レポート実行時に、「等しい」を使用するフィルタと「等しくない」を使用するフィルタを両方指定すると、正しい検索結果が返されませんでした。

レポート ARCHER-110597 6.9 SP1にアップグレード後、統計レポートを変更できませんでした。

SAML、教育・訓練および意識向上 ARCHER-109435 ユーザーがSAMLを使用してログインする時、スキップ不可に設定された教育・訓練および意識向上キャンペーンのクイズ イベントを表示できませんでした。

検索と検索結果 ARCHER-104004 詳細検索を使用してレコードを検索する時、フィルタの値として論理演算子（例：&、<）を含む値を指定すると、結果が1件も返されませんでした。

検索と検索結果 ARCHER-109855 検索結果ページで、ページ番号をクリックして次ページに移動すると、表示されたフィールドに設定されたソート優先順位が維持されませんでした。

タスク手動型ホーム画面 ARCHER-106512 Archerホーム ページのタスク ウィジェットに、タスクの期日として実際の期日よりも1日早い日付が表示されました。

ワークフロー (AWF) ARCHER-109795 拡張ワークフローにレコードを登録できなくなりました。

ワークフロー (AWF) ARCHER-112370 AWF cleanup workflowジョブにより、AWFジョブが削除されませんでした。



ワークスペース、ダッシュボードとiView ARCHER-108328 ダッシュボード ページ上のiViewリンクのプロパティを非英語ロケールのユーザーが変更すると、iViewリンクが適切な言語で表示されなくなりました。

ワークスペース、ダッシュボードとiView ARCHER-108776 ［グローバル iViewの管理］ページでiView名の上にマウスを移動すると、不正なIDが表示されました。



リリース 6.9.2.1の既知の問題

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 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-110841 メニューの背景色を変更する時、警告ポップアップに表示されるテキストの色も同じ色に変更されます。現時点での回避策はありませんが、今後のパッチ リリースで修正する予定で
す。

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-115025 Archer全体（アプリケーション名、ソリューション名、ワークスペース名など）で、"<"および">"の代わりに、"&lt"および"&gt"が表示されます。

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 ARCHER-112412 バックオフィスのリッチ テキスト エディタは、新しいウィンドウを開くリンクを記述できません。リンクをクリックするエンドユーザーは、ブラウザの標準機能により、リンク上で右
クリックして新しいウィンドウまたは新しいタブで開くよう常に選択する必要があります。

アプリケーション ビルダー ARCHER-110200 Archerオンライン ドキュメントの「数値フィールドの追加」トピックにある数値フィールドに入力できる数字の文字数に関する記述が間違っています。6.9.2では、合計15文字まで入力で
きます。

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-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。

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-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 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。

キャッシュ、パッケージ ARCHER-112956 Redisキャッシュを有効にすると、ジョブ エンジンがジョブを実行しません。

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、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、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 フィード ARCHER-111874 テキスト フィールドまたはテキスト領域に山括弧で囲まれた文字列（例：<text>）が含まれる場合、この文字列と山括弧はArcher間データフィードによる更新により削除されます。

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-110275

Archer 6.9 SP2の英語以外のドキュメントには、次の最新の情報が含まれていません。最新情報は英語版のドキュメントを参照してください。

-Archerオンライン ドキュメントの「ユーザーアカウント」トピックに次の記述を追加

  ・ユーザーはデフォルト サービス アカウントを使用してArcherにログインすることはできません。

  ・各データ フィードに別々のデータフィード サービスアカウントを割り当てることにより、更新を行ったデータフィードを特定することができます。

-Archerオンライン ドキュメントの「システム管理者アカウントとデフォルト サービス アカウントのパスワードの理解」トピックに次の記述を追加

  ・パスワード有効期限の設定はSysAdminアカウントとサービス アカウントには施行されません。

- Archer Platformインストールガイドの「Archerのインストールの準備」セクションに次の記述を追加

　・IT管理者はRSA LinkのArcher Qualified and Supported Environmentsを参照し、システム要件を満足していることを確認してください。

- Archerコントロール パネル ヘルプおよびArcher 6.9 SP2セキュリティ構成ガイドの「SysAdminパスワードとサービスアカウント パスワードの変更」トピックに次の記述を
 追加
　・パスワード有効期限の設定はSysAdminアカウントとサービス アカウントには施行されません。

- Archer 6.9 SP2インストールおよびアップグレード ガイド、Archer 6.6以降 設計ガイドのサポート対象システムに関する記述を次のように更新

　・Windows Server 2016または2019、IIS 10、Redis 6.0、SQL Server 2017 (64ビット版)、2017 for Linux (Ubuntu)、2019 (64ビット版)
- Archer 6.9 SP2インストールおよびアップグレード ガイドを次のように更新

     ・「付録Ｇ：拡張ワークフローの条件付きレイアウト適用アクションの変更の調整」を削除。この変更を反映し、付録Ｄの「アップグレード インストール チェック

    リス ト」を更新。

- Archer 6.9 SP2インストールおよびアップグレード ガイド

　・RSA LinkのArcher Qualified and Supported Environmentsの情報に基づき、最新のシステム要件を記載

- 「オペレーショナル リスク管理の設計」トピックの「拡張ワークフロー」セクションを、セルフアセスメントの最新のワークフローを反映するよう更新

- 「エンタープライズおよびオペレーショナル リスク管理」の「損失イベント管理ユースケース」セクションを、最新の損失イベントの影響配分機能を反映するよう更新

エクスポート ARCHER-112212 コンポーネントをエクスポートする際、ファイルの形式にかかわらず、山括弧（<、>）がHTMLエンコード文字として処理されます。

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-113693 Wordテンプレートを使用し，レポートをPDFにエクスポートすると、フッターが本文に重なります。

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

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。

通知 ARCHER-111561 オンデマンド通知で、表が構成された通りに表示されません。

通知 ARCHER-111139
色選択ポップアップを表示し、初回にスライダーを操作して色を選択しようとすると、HexおよびRGBコードが更新されません。色パレットをクリックして色を選択すると、これらの値

は問題なく更新されます。Hex/RGBコードを指定したり、色パレットを直接クリックして色を選択することはできるため、この問題により、ユーザーが目的の色を選択できないわけでは
ありません。

オフライン アクセス ARCHER-114914 オフライン同期後、オフライン用のArhcerホームページが読み込まれません。

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、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 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

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-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-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 ARCHER-104625
アプリケーションのテキスト フィールドで、表がない場合にリッチ テキスト エディタを使用して［表の削除］オプションを選択すると、テキスト フィールド全体が消えます。

回避策：

ページを更新してテキスト フィールドを再表示します。

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、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、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
シュボードと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-106450 ワークスペースにダッシュボードが含まれていない場合、スクリーン リーダーが、ワークスペース オプション メニュー リストボックスのアイテムを通知しません。

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。

サービス ARCHER-115309 CoreサービスとOperational RiskサービスのURL ACLが追加されていません。

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-103656 モジュールの拡張ワークフローを設計する際に、ワークフロー プロセス デザイナーで、コンテンツ更新ノードのテキスト フィールドにテキストを入力しても、入力中のテキストが画面
に表示されません。入力したテキストを確認するには一旦保存する必要があります。

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、次のパッチ リリースで
修正する予定です。

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-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



コンポーネント 問題
修正された
バージョン

説明

アクセス制御 ARCHER-103869 6.9.2 1つのグループに多数のユーザーが含まれる場合、［グループの管理］ページが応答しなくなりました。

アクセス制御 ARCHER-103898 6.9.1.3 アクセス制御レポートでアカウント データをエクスポートする際、グループの説明にHTMLが含まれると、グループのエクスポートに改行とHTMLが含まれていま
した。

アクセス制御 ARCHER-107268 6.9.1.4 割り当てられたユーザーをすべて削除してもセキュリティ パラメータを削除できませんでした。

アクセス制御：アクセル ロール、ユー

ザー プロファイル
ARCHER-106538 6.9.1.4 ユーザーを新規作成する時、General Userアクセス ロールを手動で削除しても、削除されずに［ロール］タブに表示されました。

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Archerコントロール パネル内から起動しませんでした。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。

ACR ARCHER-109578 6.9.2 CreateRecord WebAPI (SOAP) が、日付フィールドの秒の値を正しく設定しませんでした。

API (Web、Rest、その他) ARCHER-101175 6.9.1.1 ExecuteSearch APIメソッドで、相互参照フィールドの1つのレベルのデータしか取得できませんでした。

API (Web、Rest、その他) ARCHER-104662 6.9.1.2 ユーザーに割り当て済みのアクセス ロールをAddUserToRoleメソッドを使用して割り当てようとすると、Invalid access role エラーで失敗しました。

API (Web、Rest、その他) ARCHER-108249 6.9.1.4 WebサービスAPIとREST APIのDeleteUser呼び出しで、APIが失敗しているにもかかわらず、結果値として1が返されました。

表示、アンケートUI ARCHER-100020 6.9.1.3 アンケートのテキスト領域フィールドで、長く連続した文字列が折り返して表示されませんでした。

アプリケーション ビルダー ARCHER-103236 6.9.1.2 システム管理者でない非英語ロケールのユーザーがシステム管理者ユーザーが作成したグローバル値リストを変更して保存すると、エラーが表示されました。
また、その値リストは［グローバル値リストの管理］ページに表示されなくなり、フィールド タイプがデモート（降格）されました。

アプリケーション ビルダー ARCHER-104393 6.9.1.2 履歴ログですべてのフィールドをトラッキングするとデータベースが過度に肥大しました。

アプリケーション ビルダー ARCHER-109331 6.9.1.4 最大値としてInt32より大きい値が設定された数値フィールドを持つアプリケーションをコピーしようとすると、コピーが失敗しました。

アプリケーション ビルダー ARCHER-87497 6.9.1.1 ArcherのSilverlightのページの著作権の年が正しくありませんでした。

アプリケーション ビルダー、ドキュメン
ト

ARCHER-93083 6.9.1 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。

アプリケーション ビルダー、グローバリ
ゼーションとローカライズ、

ARCHER-102986 6.9.1.3 ユーザーのロケールと言語の設定が異なる場合、日付を選択するカレンダーの曜日が正しい言語で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-101553 6.9.1.2 アプリケーションからレベル アプリケーションを相互参照している場合、レベル アプリケーションのフィールドがアルファベット順にソート表示されませんで
した。

添付ファイル ARCHER-105831 6.9.1.4 Microsoft EdgeまたはGoogle Chromeの使用時、Archerの添付ファイルとしてMicrosoft Outlookからメールをドラッグ＆ドロップすると、Outlookからメールが削除さ
れました。

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。

リリース6.9.2で修正された問題
このセクションはArcher 6.9.2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（Archer 6.9.1）以降に適用されたすべての修正を含みます。



一括操作 ARCHER-104090 6.9.1.2
アプリケーションに1000以上のレコードがあり、レポートの［表示オプション］で検索結果に表示するレコードの合計数を制限しているが、設定されている上

限が1000レコードを超える場合、一括削除オプションでアプリケーション内のすべてのレコードが削除されました。

チャートとグラフ ARCHER-102140 6.9.1.1 日差しチャート上の色がツリー マップ チャート上の色と一致していませんでした。

チャートとグラフ ARCHER-102970 6.9.1.1 テキスト フィールドに文字 < > が含まれていると、チャートでドリルダウンした際に正しく表示されませんでした。

チャートとグラフ ARCHER-104677 6.9.1.4 チャート画像により、company_filesフォルダのサイズが肥大化しました。

チャートとグラフ、レポート、ワークス
ペース、ダッシュボードとiView ARCHER-108641 6.9.1.4 レポートに1つのグループしか表示されない場合、積み上げチャートまたは100%積み上げチャートがカスタム色で表示されませんでした。

チャートとグラフ、検索と検索結果 ARCHER-101552 6.9.1.1 チャートのラベルと凡例で文字 < > が正しく表示されませんでした。

コンプライアンス ソリューション ARCHERSOL-9641 6.9.1 Archer 6.8問題管理および財務統制監視パッケージを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、IIS Webサーバ ARCHER-105697 6.9.1.4 複数のインスタンスがIISのWebサイトとアプリケーション プールを共有する場合、コンテンツAPIが不正なレコードを返しました。

コンテンツの保存と削除 ARCHER-100624 6.9.1.3 ユーザーがアプリケーションのレコードを削除しようとすると、エラーが発生しました。

コンテンツの保存と削除、ジョブ ARCHER-101707 6.9.1.1 OrphanSubformContentCleanupジョブでリンク先のないサブフォーム コンテンツがクリーンアップされませんでした。

データ依存型イベント ARCHER-99758 6.9.1.1 表示コントロール タイプがラジオ ボタンまたはチェックボックスである値リストにアイテム フィルタを設定した場合、フィルタにより非表示になった値の場所
に空欄が表示されました。

データ依存型イベント、通知 ARCHER-102192 6.9.1.2 DDE通知生成アクションの移行時に高度な演算子ロジックの変換が失敗しました。

データ依存型イベント、通知、パッケー
ジ

ARCHER-106981 6.9.1.3 DDE通知の配信スケジュールおよびフィルタ基準がパッケージにより正しく移行できませんでした。

データフィード
ARCHER-25223
ARCHER-57991

6.9.2 Archer Webサービス トランスポーターのデータフィードを実行した時、キーフィールドの値にアンパサンド（&）が含まれる場合、一致するデータが更新されま
せんでした。

データフィード
ARCHER-47556
ARCHER-60308

6.9.2 キーフィールドの値にアンパサンド（&）が含まれる場合、データフィードにより作成されたコンテンツに相互参照リンクが追加されませんでした。

データ インポート ARCHER-103595 6.9.1.2
同じ事前定義済みのサブフォームがモジュール内の複数のサブフォーム フィールドで参照されている場合、［データ インポートの管理］ページで一部のサブ

フォーム フィールドが表示されませんでした。

データ公開 ARCHER-106985 6.9.1.4 Oracleデータベースをターゲットとする場合、データ公開サービスのジョブが失敗しました。

データベース ARCHER-104067 6.9.1.4 ホステッド環境でusp_async_job_queue_remove_running_jobストアド プロシージャにより、データベースのデッドロックが発生しました。

データベース ARCHER-104620 6.9.1.3 Archerデータベースのテーブルへのインデックス スキャンにより大量の列が返されると、パフォーマンス上の問題が発生していました。

データベース、インストール/アップグ
レード

ARCHER-102472 6.9.1.1 Archer 6.6からArcher 6.8へのアップグレードの際、FK_tblXIViewReport_tblReportBaseエラーが表示されました。

データベース、アンケート
ARCHER-108626
ARCHER-108670

6.9.1.4 アンケートを新規作成する際に自動生成されるYear値リストに含まれる値が過去の値のみでした。また、既存アンケートのYear値リストでも、2020年までの値し
か存在しませんでした。

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-96107 6.9.1 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 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、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、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 ARCHER-48940 6.9.2 計算相互参照フィールドでは、関連レコード フィールドでフィルタを設定することができます。オンライン ドキュメントのリストに、間違って、設定できない
と記述されていました。

ドキュメント ARCHER-99665 6.9.2

Archer 6.9 SP1の英語以外のドキュメントには、次の変更が反映されていませんでした。

　- 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領域の概要ページで、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の前提条件として正しい情報を記述しました。

　- Archerオンライン ドキュメントの「フィールドの削除」トピックで、アクティブなAWFジョブで使用中のフィールドを削除すると、ジョブがエラーになると
いう説明を追加しました。
　- Archerオンライン ドキュメントで、数学関数のTRUNCの名前をTRUCに変更しました。

　- 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ヘッダー」の記述を追加しました。

ドキュメント ARCHER-102201 6.9.2

6.9.1の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ヘッダー」セクションが含まれていませんでし
た。
回避策:
英語版のArcher 6.9.1 Security Configuration Guideの「Access-Control-Allow-Origin Header」セクションを参照してください。

Elasticsearch ARCHER-101339 6.9.1.1

Elasticsearch バージョン 6.8.3 がEOLとなったため、Elasticsearch バージョン 7.9.2 がサポートされるようになりました。

サポートされるバージョン：
Elasticsearch: Elasticsearch-7.9.2-Windows-x86_64
Search guard: search-guard-suite-plugin-7.9.2-46.2.0

推奨されるアップグレード手順：
1. インデックス サービスを停止します（オプション；停止しない場合には、Elasticsearch停止中にインデックス サービスで Failed sniffing cluster state エラーが記録
され続けます）。
2. Elasticsearchノードで、Elasticsearchを7.9.2にアップグレードします（Elasticsearchのドキュメントを参照）。

3. Elasticsearchノードで、既存のjoin-search-pluginを削除します。

4. Elasticsearchノードで、 <Archer_Install_Dir>\Tools\join-search-plugin-7.9.2フォルダにある新しいjoin-search-plugin-7.9.2.zipをインストールします。

5. 停止している場合には、インデックス サービスを開始します。

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-102423 6.9.1 レコードをCSVおよびExcel形式でエクスポートすると、エクスポートされたレコードにHTMLタグが含ませんでした。

エクスポート、グローバル印刷とエクス
ポート

ARCHER-101655 6.9.1.1 レポートをPDFとしてエクスポートする場合、エクスポートされたPDFファイルにグローバルRTFテンプレートのヘッダーおよびフッターが適用されませんでし
た。

エクスポート、グローバリゼーションと
ローカライズ

ARCHER-105857 6.9.1.3 エクスポート ダイアログ ボックスのドイツ語が不正でした。

絞り込み検索、レポート ARCHER-103451 6.9.1.3 インライン編集でレポート内のフィールドを変更するとき、［絞り込み］ペインで条件を選択して［適用］または［キャンセル］をクリックすると、未保存の
変更が破棄されました。

印刷とエクスポート ARCHER-106718 6.9.1.4 複数レベルを持つアプリケーションで、エクスポートが失敗しました。

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。

データベース、グローバリゼーションと
ローカライズ

ARCHER-105726 6.9.1.3 言語のインポート失敗時のメール通知にエラー メッセージが含まれてませんでした。

データベース、グローバリゼーションと
ローカライズ

ARCHER-85154 6.9.1.4 Windowsサーバの地域の設定と異なる場合、日付が正しい形式で表示されませんでした。

データベース、グローバリゼーションと
ローカライズ

ARCHER-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。

データベース、グローバリゼーションと
ローカライズ

ARCHER-99654 6.9.1.2 英語以外のロケールで、テキスト領域ツールバーのアイコンの上にマウスを移動した際に表示される文字列が翻訳さ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、レコード ページ ARCHER-107754 6.9.1.4 非英語ロケールのユーザーの場合、読み取り専用の相互参照フィールドに［新規追加］と［ルックアップ］オプションが不正に表示されました。

グローバリゼーションとローカライズ、
ワークスペース、ダッシュボードとiView ARCHER-102277 6.9.1.3 iView名がiViewで選択した言語で表示されませんでした。

グローバリゼーションとローカライズ、
ワークスペース、ダッシュボードとiView ARCHER-97605 6.9.1.1 フランス ロケールでiViewsのオプションが翻訳されていませんでした。

GPES、UI ARCHER-87917 6.9.1 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-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した。

インライン編集、UI ARCHER-97325 6.9.1.1 インライン編集の際にリッチ テキスト エディタで表示上の問題が発生しました。

Instrumentationサービス ARCHER-100542 6.9.1.3
ArcherのIstrumentationサービスは削除される予定です。Archer 6.9以降のリリースでは、Istrumentationサービスを使用できません。インストーラには継続してこの

サービスが含まれますが、これは誤りであり、今後は削除されます。6.9および6.9 SP1のインストーラには、オプションのコンポーネントとしてこのサービスが

含まれています。インストールした場合は、Windowsのサービス パネルでこのサービスを無効にしてください。それ以外の対処は必要ありません。

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

ジョブ ARCHER-100399 6.9.1.1 スケジュール設定された通知ジョブが繰り返し実行されました。

ジョブ、通知 ARCHER-102113 6.9.1.4 SendNotificationジョブが実行中と表示されたままになっていました。

キーボード ナビゲーション、 レコード

ページ、508条、UI、WCAG 2.1 ARCHER-83934 6.9.1.1 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。

LDAP同期 ARCHER-96130 6.9.1.2 非アクティブなLDAP構成のLDAP同期が実行されました。

差し込み印刷 ARCHER-103737 6.9.1.2 サイズが10 MBを超える差し込み印刷テンプレートをアップロードできませんでした。

差し込み印刷 ARCHER-105214 6.9.1.3 ［レポート管理］から差し込み印刷テンプレートをダウンロードしようとすると、インスタンスのホームぺージにリダイレクトされました。

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、
検索と検索結果

ARCHER-106730 6.9.1.4 ACPでMicrosoft Bing Mapsのアプリケーション キーを設定していないのに、レポート形式のオプションとしてマップ形式が表示されました。

モバイル-Platform ARCHER-105480 6.9.1.2 フェデレーションSSO (ADFS)がArcherモバイル アプリで機能しませんでした。

ナビゲーション メニュー ARCHER-96567 6.9.1
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-102067 6.9.1.2 頻度として［リマインダー］が選択されているサブスクリプション通知で44を超える基準が設定されていると、一部の通知が送信されませんでした。

通知 ARCHER-104066 6.9.1.4 毎月送信するようスケジュールされた定期レポート配信が、月に2回送信されました。

通知 ARCHER-98088 6.9.1.4 オンデマンド通知を手動で送信すると、メールが重複して送信されました。

通知 ARCHER-99977 6.9.1.1 配信の頻度が週単位タイプのサブスクリプション通知が送信されませんでした。

通知、ワークスペース、ダッシュボード
とiView ARCHER-107491 6.9.1.4 通知に含まれる［メール通知のサブスクリプション管理］ページへの外部リンクをクリックすると空白ページにリダイレクトされました。

オフライン アクセス、オフライン同期 ARCHER-97689 6.9.1.1 オフライン同期でNullableオブジェクト エラーが発生しました。

オフライン監査 ARCHER-96983 6.9.1

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。

オフライン同期 ARCHER-104034 6.9.1.1 ArcherとローカルのオフラインArcherとで日付形式が異なる場合、オフライン同期が失敗しました。

パッケージ ARCHER-104167 6.9.1.3 パッケージのインストールにより、いくつかのモジュールのレイアウトが更新されませんでした。

パッケージ ARCHER-107805 6.9.1.4 パッケージがターゲット アプリケーションの正しいレベルにマッピングされませんでした。

パッケージ、ワークフロー (AWF) ARCHER-101901 6.9.1.1 拡張ワークフローを含むパッケージの生成が、GenerateWorkpointWorkflowsメソッドでの"Object reference not set to an instance of an object"エラーにより失敗しまし
た。

アンケート、レコード ページ、UI ARCHER-108348 6.9.1.4 25文字より長い名前のアンケートで新しいレコードを追加しようとすると、「新しいレコードの追加」の文字がすべて表示されませんでした。

アンケート ARCHER-108626 6.9.1.4 アンケートを新規作成する際に自動生成されるYearカスタム値リストに含まれる値が過去の値のみでした。また、

React共通コンポーネント ARCHER-90744 6.9.1 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-96349 6.9.1 2ペイン セレクタで、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-100063 6.9.1.2 アプリケーションで複数のレコードを作成し、ユーザー プロファイルを英語以外に切り替えると、［すべて表示］オプションが表示されませんでした。

レコード ページ ARCHER-103484 6.9.1.2 必須フィールド且つデフォルト値がレコード作成者に設定されているユーザー/グループ リスト フィールドを含むレコードをコピーして新しいレコードを作成
し、新レコードでこのフィールドの値をコピー元レコードの作成者に変更すると、レコード保存時にエラーが表示されました。



レコード ページ ARCHER-104538 6.9.1.2 ArcherのIPv6フィールドの設定時にキーボードのテンキーを使用すると、入力できない数字がありました。

レコード ページ ARCHER-107522 6.9.1.4 チェックボックスまたはラジオ ボタンの階層型値リストを使用する場合、レコードのレイアウトが維持されずフィールドの位置が変化しました。

レコード ページ ARCHER-108092 6.9.1.4 Archer 6.9 SP1 Patch 1 （6.9.1.1）にアップグレード後、チェックボックスを使用する値リストを含んだレイアウトが正しく表示されなくなりました。

レコード権限 ARCHER-103232 6.9.1.1 値ポップアップまたはチェックボックスから値を選択する場合、レコードを保存するまで最大選択数が検証されませんでした。

レコード権限 ARCHER-105021 6.9.1.2 ユーザーのレコード権限を削除するルールが適用されているフィールドが相互参照で参照されると、非表示であるべき場合でも表示されました。

レポート オブジェクト、レポート ARCHER-102816 6.9.1.1 列 - 階層形式で表示されるレポートを使用するレポート オブジェクトがアプリケーション レイアウトに追加されている場合、レポート オブジェクト内で表示さ

れたレコードを展開するために + をクリックすると、読み込み中を示すカーソルが表示されたままになりました。

レポート ARCHER-102197 6.9.1.1 ユーザー フィールドにグループ化関数が適用されており、別のフィールドにグループ化関数およびカウント関数が適用されている場合、統計レポートのチャー
トでユーザーが正しく表示されませんでした。

レポート ARCHER-102298 6.9.1.1 重要メトリック レポートにドリルダウンすると、レポートで示されたのと同じ数のレコードが表示されませんでした。

レポート ARCHER-103064 6.9.1.1 ［現在のユーザー］フィルタを使用した場合、レポートの検索結果に何も表示されませんでした。

レポート ARCHER-105660 6.9.1.3 ArcherからデータをPDFにエクスポートすると、各ページの後に空白ページが追加されました。

レポート、検索と検索結果 ARCHER-101279 6.9.1.1 詳細検索で、フィールドに演算子「等しい」を使用してフィルタを適用する場合、検索結果として正しい結果が取得されませんでした。

レポート、ワークスペース、ダッシュ
ボードとiView ARCHER-101395 6.9.1.1 サブフォームのレコードを表示に含めるレポートを作成し、表示オプションとして［すべての結果を展開］を選択し、このレポートを使用してレポートiViewを

作成した場合。レコードに複数のサブフォーム レコードがある場合、iViewには最初のサブフォーム レコードのみが表示されました。

レポート、ワークスペース、ダッシュ
ボードとiView ARCHER-106111 6.9.1.3 レポートを実行し、関連するモジュールへの権限がない場合、エラーが発生しました。

レポート、ワークスペース、ダッシュ
ボードとiView ARCHER-96633 6.9.1.2 iViewの階層レポートで子レコードのデータが正しく表示されませんでした。

検索と検索結果 ARCHER-101889 6.9.1.1 検索結果ページで最終ページに移動する際に予期しないエラーが発生しました。

検索と検索結果 ARCHER-102245 6.9.1.1 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できませんで
した。

検索と検索結果 ARCHER-105675 6.9.1.3 トラッキングIDフィールドでアプリケーションIDまたはシステムIDを選択したアプリケーションでの詳細検索で、「ワークフロー プロセス バージョンが100より
小さい」という条件を指定すると、条件に一致するレコードがすべてのアプリケーションから返されました。

検索と検索結果 ARCHER-106231 6.9.1.3 統計検索によりパフォーマンス上の問題が発生しました。

検索と検索結果 ARCHER-106545 6.9.1.4 詳細検索でサブフォームフィールドの列でソートしようとするとエラーが発生しました。

508条、UI、WCAG 2.1 ARCHER-83959 6.9.1.3
下矢印キーを使用してナビゲーションしているとき、スクリーン リーダーのフォーカスが 「Microsoft Standards」と「Access control(Ac)-Requirements by
Standards」のコントロールに移動しませんでした。つまり、iVIew内のレポート選択ドロップ ダウンがフォーカスされませんでした。

508条、ワークスペース、ダッシュボー

ドとiView ARCHER-108159 6.9.1.3 JAWSリーダーは、選択されたダッシュボード名をページ ヘッダーとして読み上げませんでした。

セキュリティ ARCHER-99304 6.9.1.1 拡張ワークフローのポートにHTTP Strict Transport Securityが構成されていませんでした。



セキュリティ ARCHER-111634 6.9.2 Black Duck検知：Meridionalisのunderscore.jsに、CVE-2021-23358の脆弱性が存在しました。

セキュリティ、ワークフロー (AWF) ARCHER-104338 6.9.1.1 拡張ワークフローに、過大なメモリ使用、バッファ使用、およびその他のパフォーマンス上の問題がありました。

セキュリティ ARCHER-112381 6.9.1.5 Black Duck検知：6.9.1.5のunderscore.jsに、CVE-2021-23358の脆弱性が存在しました。

セッション、Tableau Webデータ コネク
タ

ARCHER-101447 6.9.1.3 Archerのセッションが期限切れになると、Tableau Desktopが応答しなくなりました。

UI ARCHER-87923 6.9.1
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。

ワークフロー (AWF) ARCHER-102645 6.9.1.1 長期間実行中のAWFでジョブ履歴を取得する際にパフォーマンス上の問題が生じました。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-100612 6.9.1.1 ワークスペース間を移動する際、ワークスペースのクイック リンク領域が更新されませんでした。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-104113 6.9.1.1

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-99379 6.9.1.1 iViewを非アクティブ化した後にその（非アクティブな）iViewを検索すると、検索結果に当該iViewが表示されず、再アクティブ化できませんでした。

ワークスペース、ダッシュボード、iView ARCHER-102182 6.9.1.1

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。



リリース 6.9.2の既知の問題

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 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-110841 メニューの背景色を変更する時、警告ポップアップに表示されるテキストの色も同じ色に変更されます。現時点での回避策はありませんが、今後のパッチ リリースで修正する予定で
す。

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 ARCHER-112412 バックオフィスのリッチ テキスト エディタは、新しいウィンドウを開くリンクを記述できません。リンクをクリックするエンドユーザーは、ブラウザの標準機能により、リンク上で右
クリックして新しいウィンドウまたは新しいタブで開くよう常に選択する必要があります。

アプリケーション ビルダー ARCHER-110200 Archerオンライン ドキュメントの「数値フィールドの追加」トピックにある数値フィールドに入力できる数字の文字数に関する記述が間違っています。6.9.2では、合計15文字まで入力で
きます。

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-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。

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。

構成サービス クライアント、ジョブ
フレームワーク

ARCHER-104072 ジョブ エンジンのログに"All specified ports are in use."というエラーが記録されます。

キャッシュ、パッケージ ARCHER-112956 Redisキャッシュを有効にすると、ジョブ エンジンがジョブを実行しません。

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、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、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 フィード ARCHER-111874 テキスト フィールドまたはテキスト領域に山括弧で囲まれた文字列（例：<text>）が含まれる場合、この文字列と山括弧はArcher間データフィードによる更新により削除されます。

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-110275

Archer 6.9 SP2の英語以外のドキュメントには、次の最新の情報が含まれていません。最新情報は英語版のドキュメントを参照してください。

-Archerオンライン ドキュメントの「ユーザーアカウント」トピックに次の記述を追加

  ・ユーザーはデフォルト サービス アカウントを使用してArcherにログインすることはできません。

  ・各データ フィードに別々のデータフィード サービスアカウントを割り当てることにより、更新を行ったデータフィードを特定することができます。

-Archerオンライン ドキュメントの「システム管理者アカウントとデフォルト サービス アカウントのパスワードの理解」トピックに次の記述を追加

  ・パスワード有効期限の設定はSysAdminアカウントとサービス アカウントには施行されません。

- Archer Platformインストールガイドの「Archerのインストールの準備」セクションに次の記述を追加

　・IT管理者はRSA LinkのArcher Qualified and Supported Environmentsを参照し、システム要件を満足していることを確認してください。

- Archerコントロール パネル ヘルプおよびArcher 6.9 SP2セキュリティ構成ガイドの「SysAdminパスワードとサービスアカウント パスワードの変更」トピックに次の記述を追加

　・パスワード有効期限の設定はSysAdminアカウントとサービス アカウントには施行されません。

- Archer 6.9 SP2インストールおよびアップグレード ガイド、Archer 6.6以降 設計ガイドのサポート対象システムに関する記述を次のように更新

　・Windows Server 2016または2019、IIS 10、Redis 6.0、SQL Server 2017 (64ビット版)、2017 for Linux (Ubuntu)、2019 (64ビット版)
- Archer 6.9 SP2インストールおよびアップグレード ガイドを次のように更新

  ・「付録Ｇ：拡張ワークフローの条件付きレイアウト適用アクションの変更の調整」を削除。この変更を反映し、付録Ｄの「アップグレード インストール チェックリスト」

　　 を更新。

- Archer 6.9 SP2インストールおよびアップグレード ガイド

　・RSA LinkのArcher Qualified and Supported Environmentsの情報に基づき、最新のシステム要件を記載

- 「オペレーショナル リスク管理の設計」トピックの「拡張ワークフロー」セクションを、セルフアセスメントの最新のワークフローを反映するよう更新

- 「エンタープライズおよびオペレーショナル リスク管理」の「損失イベント管理ユースケース」セクションを、最新の損失イベントの影響配分機能を反映するよう更新

エクスポート ARCHER-112212 コンポーネントをエクスポートする際、ファイルの形式にかかわらず、山括弧（<、>）がHTMLエンコード文字として処理されます。

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

正しいトピックは、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、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 Archer Business Continuity & Disaster Recoveryモバイルアプリにログインする時、完全なArcher URLを使用するとログインできません。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。

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。



通知 ARCHER-111561 オンデマンド通知で、表が構成された通りに表示されません。

通知 ARCHER-111139
色選択ポップアップを表示し、初回にスライダーを操作して色を選択しようとすると、HexおよびRGBコードが更新されません。色パレットをクリックして色を選択すると、これらの値

は問題なく更新されます。Hex/RGBコードを指定したり、色パレットを直接クリックして色を選択することはできるため、この問題により、ユーザーが目的の色を選択できないわけでは
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、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 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

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-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-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 ARCHER-104625
アプリケーションのテキスト フィールドで、表がない場合にリッチ テキスト エディタを使用して［表の削除］オプションを選択すると、テキスト フィールド全体が消えます。
回避策：
ページを更新してテキスト フィールドを再表示します。

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、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、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、
ダッシュボードと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-106450 ワークスペースにダッシュボードが含まれていない場合、スクリーン リーダーが、ワークスペース オプション メニュー リストボックスのアイテムを通知しません。

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-103656 モジュールの拡張ワークフローを設計する際に、ワークフロー プロセス デザイナーで、コンテンツ更新ノードのテキスト フィールドにテキストを入力しても、入力中のテキストが画面
に表示されません。入力したテキストを確認するには一旦保存する必要があります。

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、iViewARCHER-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、iViewARCHER-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、次のパッチ リリースで
修正する予定です。

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、iViewARCHER-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、iViewARCHER-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


