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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-111317 6.9.2.1 "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 6.9.2.1 "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 6.9.2.1 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 CE-9708 6.9.2.2 任意のグループの［グループの管理］ページを開いた時、グループのメンバーがアルファベット順に表示されませんでした。

アクセス制御、アクセス制御: LDAP CE-9770 6.9.2.2 ［ユーザーの管理］ページからArcherユーザーに対してLDAPで作成されたグループを割り当てることができました。

アクセス制御、ナビゲーション、パ
フォーマンス

ARCHER-99608 6.9.2.1 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 6.9.2.1 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 6.9.2.1 ［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 6.9.2.1 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 6.9.2.1 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。

アクセス制御: レポート CE-9635 6.9.2.2 ユーザーの連絡先としてメールアドレスを追加し、デフォルトのメール アドレスが未設定の場合、DB上では追加されたメール アドレスをユーザーのデフォルト
のメール アドレスとして認識しませんでした。

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。

管理ダッシュボード、データフィー
ド、レポート

CE-9754 6.9.2.2 管理ダッシュボードのレポートに、DFChildFailureとDFChildUpdatesの正しい値が表示されませんでした。

API (Web、Rest、その他)、Web API suite ARCHER-112931 6.9.2.1 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。

表示 CE-9494 6.9.2.2 テキスト領域フィールドの［表のプロパティ］の［詳細設定］セクションで、"Color"と"Colour"の2つの綴りが使用されていました。

アプリケーション ビルダー ARCHER-107291 6.9.2.1 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 6.9.2.1 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。

リリース6.9.3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 6.9.2）以降に適用されたすべての修正を含みます。

注：6.9.1.1より前のバージョンから、6.9.1.1以降にアップグレードする場合、拡張ワークフローのパフォーマンス向上のため作業アイテムのクリーンアップが実施されます。このため、インストールに時間がかかります。



アプリケーション ビルダー CE-9498 6.9.2.2 Archerの値リストにXMLファイルで値をインポートし、その値リストにカスタムのソート順が設定されていた場合、正しいソート順がインポートされませんでし
た。

アプリケーション ビルダー CE-9538 6.9.2.2 モジュールのデータ レベルを削除すると、そのモジュールのレイアウトをロードできませんでした。

アプリケーション ビルダー、データ依
存型イベント

CE-9571 6.9.2.2 アプリケーションをコピーすると、レコード権限フィールドに定義された値リストを使用したルールの値が削除されました。

アプリケーション ビルダー、パフォー
マンス、レポート

CE-9850 6.9.2.1.4 6.9.2.1.3へのアップグレード後、SaaSおよびホステッドの環境で、著しいパフォーマンス低下が発生しました。

添付ファイル、508条 CE-9788 6.9.2.2 ファイルをアップロードした後、そのファイルを削除しようとした時、JAWSは［削除］ボタンを読み上げますが、選択されたファイルの名前を読み上げません
でした。

認証、ナビゲーション CE-9703 6.9.2.2 Google ChromeでWindows認証を使用している場合、Archerのレコードの［共有］ボタンを使用してURLをコピーしMicrosoft Word文書に貼り付けると、そのURLは
レコードではなく、Archerのダッシュボードをポイントしていました。

チャートとグラフ、エクスポート CE-117852 6.9.2.2 チャートまたはチャートを含むダッシュボードをエクスポートできませんでした。

チャートとグラフ、レポート CE-9727 6.9.2.2 2つの［グループ化］関数を使用する統計レポートが正しく機能しませんでんした。

構成サービス クライアント、ジョブ フ
レームワーク

ARCHER-104072 6.9.2.1 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 6.9.2.1 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。

データベース、データフィード、ジョ
ブ フレームワーク、ジョブ、パフォー
マンス

ARCHER-107290 6.9.2.1.2 データ フィード実行時に大量のエラーが発生すると、SystemCleanupジョブがデータ フィード履歴を削除できませんでした。

データ インポート ARCHER-107614 6.9.2.1 ［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 6.9.2.1 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 CE-9609 6.9.2.2 サブフォームにデータをインポートする時、親アプリケーションのキー フィールドの次のフィールドの値が空白の場合、サブフォームが作成されませんでし
た。

データ インポート、パフォーマンス ARCHER-111660 6.9.2.1 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、データフィード、ジョ
ブ フレームワーク、ジョブ、パフォー
マンス

CE-9714 6.9.2.2 データ フィード実行時に大量のエラーが発生すると、SystemCleanupジョブがデータ フィード履歴を削除できませんでした。

データベース、ジョブ ARCHER-104626 6.9.2.1 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、ジョブ、パフォーマン
ス

CE-9259 6.9.2.2 トランザクション ロック エスカレーションの回避により、高負荷時のパフォーマンスが改善されました。

データベース、ジョブ、パフォーマン
ス

CE-9384 6.9.2.2 SystemCleanupジョブの失敗によりDBのサイズが増大していました。



データベース、パフォーマンス ARCHER-111970 6.9.2.1 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。

データベース、パフォーマンス ARCHER-116092 6.9.2.1.2 大量の値を含む値リストに対して［等しくない］フィルタを使用すると、検索パフォーマンスが周期的に低下しました。

データベース、パフォーマンス CE-9465 6.9.2.2 大量の値を含む値リストに対して［等しくない］フィルタを使用すると、検索パフォーマンスが周期的に低下しました。

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。

ドキュメント ARCHER-40769 6.9.3 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。

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-110275 6.9.3

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

Elasticsearch、インストール/アップグ
レード

ARCHER-110183 6.9.2.1 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。

エクスポート CE-5684 6.9.2.2 山括弧（ <, >）を含むデータをエクスポートすると、出力フォーマットに関係なく、山括弧がHTMLエンコードされて出力されました。



エクスポート CE-9616 6.9.2.2 エクスポートしたファイルでは、 "<" および">"の記号が、HTMLエンコードされた値で表示されました。

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 6.9.2.1 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。

エクスポート、ワークスペース、ダッ
シュボードとiView CE-9625 6.9.2.2 空のiViewチャートを含むダッシュボードをエクスポートすると失敗しました。

グローバル印刷とエクスポート ARCHER-114018 6.9.2.1 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 6.9.2.1 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 ARCHER-116479 6.9.2.1.2 Archerのインストーラを実行後、［ファイル タイプの制限］オプションの設定が変更されました。

グローバリゼーションとローカライズ ARCHER-116677 6.9.2.1.2 Archerのインストーラを実行後、デフォルトのタイムゾーンが変更されました。

グローバリゼーションとローカライズ CE-9502 6.9.2.2 Archerホームページ上で、非英語ロケールのユーザーが［編集］ボタンをクリックすると、［Cancel］と［Save］ボタンが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 CE-9549 6.9.2.2 Archerのインストーラを実行後、デフォルトのタイムゾーンが変更されました。

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 6.9.2.1 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、UI CE-9673 6.9.2.2 管理メニューで、フランス語ロケールのユーザーにアクセント記号付きの文字が正しく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、ユーザー プロファイル ARCHER-113160 6.9.2.1 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。

HTMLサニタイズ、通知 CE-9493 6.9.2.1.4 通知テンプレートを保存すると、CSSのcolor指定がrgba()形式に正規化されていました。

HTMLサニタイズ、通知 CE-9831 6.9.2.2 通知テンプレートを保存すると、CSSのcolor指定がrgba()形式に正規化されていました。

インストール/アップグレード ARCHER-114937 6.9.2.1.2 拡張ワークフローをインストールしない場合、アップグレード時にArcherのインストーラがArcherAssembliesフォルダのシンボリック リンクを削除しませんでし
た。

インストール/アップグレード
ARCHER-115804,
CE-9521

6.9.2.1.2 Archer 6.9 SP2にアップグレードする時に、データベース照合順序競合エラーが発生しました。

インストール/アップグレード ARCHER-115846 6.9.2.1

インストール/アップグレード CE-9558 6.9.2.2 Archerのインストーラを実行後、［ファイル タイプの制限］オプションの設定が変更されました。

インストール/アップグレード CE-9757 6.9.2.2 拡張ワークフローをインストールしない場合、アップグレード時にArcherのインストーラがArcherAssembliesフォルダのシンボリック リンクを削除しませんでし
た。

キーボード ナビゲーション、ワークス
ペース、ダッシュボードとiView CE-9551 6.9.2.2 ［ワークスペース オプション メニュー］のオプションをキーボードを使用して移動する際、選択済みのオプションが正しく表示されなくなりました。

ライセンス、アンケート ARCHER-105892 6.9.2.1 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。

差し込み印刷 ARCHER-105494 6.9.2.1 差し込み印刷によりエクスポートしたドキュメント内の表に含まれるコンテンツ リンクが正常に動作しませんでした。



通知 ARCHER-104066 6.9.2.1 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 ARCHER-116089 6.9.2.1.2 管理通知を変更すると、ユーザーが通知を受信できなくなりました。

通知 ARCHER-116097 6.9.2.1.2 オンデマンド通知の受信者としてテキスト フィールドを指定できなくなりました。

通知 CE-9612 6.9.2.2 オンデマンド通知の受信者としてテキスト フィールドを指定できなくなりました。

通知 CE-9700 6.9.2.2 管理通知を変更すると、ユーザーが通知を受信できなくなりました。

通知 CE-9877 6.9.2.2 7月にレポート定期配信を毎月初日に送信するようスケジュールすると、スケジュールが毎週に設定されました。

通知、レポート ARCHER-106746 6.9.2.1 「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。

通知、ワークフロー (AWF) ARCHER-114918 6.9.2.1 AWFのコンテンツ登録が完了した時に、サブスクリプション通知が送信されませんでした。

パッケージ CE-9100 6.9.2.2 パッケージで、値リストの正しいソート順を維持することができませんでした。

パッケージ、ワークフロー (AWF) ARCHER-109422 6.9.2.1 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 6.9.2.1 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 6.9.2.1 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 6.9.2.1 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 6.9.2.1 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 ARCHER-116250 6.9.2.1.2 テキスト フィールド内のファイルへのハイパーリンクとFTPリンクが動作しませんでした。

レコード ページ CE-5233 6.9.2.2 Google Chrome使用時に、SHIFT + CTRL + ENTERキーを使用して、レコード ページ内のイメージ、投票、CAST、ディスカッション フィールドのリンクに移動しよう
としても、キーが動作しませんでした。

レコード ページ CE-9623 6.9.2.2 値ポップアップ オプション使用時、値リストの補足情報入力の機能が正しく動作しませんでした。

レコード ページ CE-9637 6.9.2.2 テキスト フィールド内のファイルへのハイパーリンクとFTPリンクが動作しませんでした。

レコード ページ、508条 CE-9629 6.9.2.2 相互参照フィールドでルックアップのポップアップを閉じた時、ポップアップを開く前のフォーカスが維持されませんでした。

レコード ページ、UI ARCHER-107513 6.9.2.1 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。

レコード ページ、Webブラウザ ARCHER-116566 6.9.2.2 Google Chrome使用時に、SHIFT + CTRL + ENTERキーを使用して、添付ファイル フィールドのリンクに移動しようとしても、キーが動作しませんでした。

レコード ページ、Webブラウザ ARCHER-116567 6.9.2.2 Google Chrome使用時に、SHIFT + CTRL + ENTERキーを使用して、レコード ページの相互参照フィールドのリンクに移動しようとしても、キーが動作しませんでし
た。



レポート ARCHER-105809 6.9.2.1 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 6.9.2.1 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。

レポート CE-9463 6.9.2.2 統計レポートで、値に"<"または">"を含む値リストを使用すると、空のチャートが表示されました。

レポート CE-9660 6.9.2.2 日付値を使用する統計レポートをエクスポートすると、すべてのエクスポート形式で、レポートに不正な日付値が表示されました。

レポート CE-9789 6.9.2.2 統計レポートで、部門でグループ化を行うと、予期しないエラーが発生しました。

レポート、検索と検索結果 CE-9506 6.9.2.2 統計レポートを作成しようとすると、予期しないエラーが発生しました。

Rest API Suite CE-9678 6.9.2.2 ユーザーに構成管理者の権限があるにも関わらず、APIを使用してプライベート フィールドのメタ データを取得できませんでした。

SAML、教育・訓練および意識向上 ARCHER-109435 6.9.2.1 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 6.9.2.1 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 6.9.2.1 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。

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。

タスク手動型ホーム画面 ARCHER-106512 6.9.2.1 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。

UI CE-9427 6.9.2.2 ［列の管理］オプションで特定の相互参照フィールドを選択した場合、［絞り込み］ペインにその相互参照フィールドの値が正しく表示されませんでした。

Webブラウザ CE-9659 6.9.2.2 Google Chrome使用時に、SHIFT + CTRL + ENTERキーを使用しても、［編集］リンクが動作しませんでした。

ワークフロー (AWF) ARCHER-109795 6.9.2.1 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 6.9.2.1 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 6.9.2.1 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 6.9.2.1 ［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。

ワークスペース、ダッシュボードと
iView ARCHER-116110 6.9.2.1.2 ダッシュボード名に含まれる"<" および ">" の文字が、"&gt;" と表示されました。

ワークスペース、ダッシュボードと
iView CE-9456 6.9.2.2 ダッシュボード名にアポストロフィが含まれる場合、ダッシュボードがロードされませんでした。

ワークスペース、ダッシュボードと
iView CE-9500 6.9.2.2 クイック リンクiViewにプライマリ グラフィックを構成した場合、そのグラフィックを削除できませんでした。

ワークスペース、ダッシュボードと
iView CE-9627 6.9.2.2 ワークスペースおよびナビゲーション メニューからダッシュボードをロードできませんでした。



ワークスペース、ダッシュボードと
iView CE-9653 6.9.2.2 iView名に、< および>の文字が含まれる場合、グローバルiViewには、 &lt; および &gt; と表示されました。

ワークスペース、ダッシュボードと
iView CE-9657 6.9.2.2 クリックリンクを使用してダッシュボードに移動すると、ワークスペースの［共有］メニューとオプション メニューを開けませんでした。

ワークスペース、ダッシュボードと
iView CE-9764 6.9.2.2 ダッシュボード名に含まれる"<" および ">" の文字が、"&gt;" と表示されました。



リリース6.9.3の既知の問題
 このセクションでは、リリース時点で未解決の問題について説明します。回避策がある場合は、その内容もしくは詳細の参照先が記述されます。ほとんどの回避策を実施するためには、管理者権限が必要です。

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-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-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-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-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-107863 アプリケーション ビルダーのリスト ページの最終ページを表示した状態でモジュール タイプによってフィルタリングすると、空白のリストが表示されます。

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 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-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-115895 アプリケーション ビルダーで、値リスト フィールドに値リストを関連付け、そこから新しい値を追加した場合、追加した値をアプリケーション ビルダー内のその他の場所
で表示するには、値リスト フィールドを再読み込みする必要があります。

アプリケーション ビルダー ARCHER-117634 CASTフィールドのルール構成時に、不完全なルールを保存しても、警告メッセージが表示されません。

アプリケーション ビルダー ARCHER-118080 レコード ルックアップ構成またはグリッド表示プロパティ セクションでソート フィールドを選択した時、変更を保存した後も、［保存］ボタンと［破棄］ボタンがアク
ティブなままになります。

アプリケーション ビルダー ARCHER-118150

［新しいフィールドの追加］ポップアップで、フィールド タイプとして相互参照を選択してから別のフィールド タイプに変更すると、［関連付けられたレベル］フィール
ドが表示されたままになります。
回避策：
［新しいフィールドの追加］ポップアップを閉じ、再度開いて新しいフィールド タイプを選択してください。

アプリケーション ビルダー ARCHER-119102
［デザイナー］タブの［プロパティ］パネルを折りたたむと、未保存の変更が失われる可能性があります。
回避策：
変更が失われるリスクを避けるため、［プロパティ］パネルを折りたたむ前にパネル内の変更を保存してください。



アプリケーション ビルダー ARCHER-119103
変更を保存しないまま［デザイナー］タブの［プロパティ］パネルから移動すると、予期しない動作をする可能性があります。
回避策：
変更が失われるリスクを避けるため、［プロパティ］パネルから移動する前にパネル内の変更を保存してください。

アプリケーション ビルダー ARCHER-119143 拡張ワークフローで、新しい署名を追加することも、既存の署名を編集することもできません。

アプリケーション ビルダー ARCHER-119181 モジュール リスト ページのグループ化は、ページ単位で行われ、モジュール リスト全体に対してではありません。

アプリケーション ビルダー ARCHER-119425 アプリケーション リスト ページに、モジュール名の先頭に含まれるスペースが表示されません。

アプリケーション ビルダー ARCHER-119470 アプリケーションの［プロパティ］タブの［構造］グリッドに、レベル名の先頭に含まれるスペースが表示されません。

アプリケーション ビルダー ARCHER-119489

相互参照フィールドのプライベート アクセスのユーザー/グループを変更後、変更を保存する前に表示コントロール更新したり、計算フィールドとして設定すると、ユー
ザー/グループへの変更が失われます。
回避策：
表示コントロールの更新や、計算フィールドへの設定を行う前に、プライベート アクセスのユーザー/グループへの変更を保存してください。

アプリケーション ビルダー ARCHER-119492 アンケートの発見事項の生成条件のフィルタに、関係のない演算子（変更あり、変更後の値、変更前の値、フィールド値が一致）が表示されます。

アプリケーション ビルダー ARCHER-119495
AWFデザイナーから［ジョブ一括更新ステータス］ウィンドウを開くことができません。
回避策：
ユーザー プロファイル メニューの［一括操作履歴］をクリックし、ジョブ一括更新のステータスを確認してください。

アプリケーション ビルダー ARCHER-119500
アプリケーション ビルダーのヘッダーのナビゲーション メニューから、ロックされたアプリケーションに新しいレベルを追加することができません。
回避策：
アプリケーションの［プロパティ］タブの［構造］セクションで新しいレベルを追加してください。

アプリケーション ビルダー ARCHER-119508

システム管理者以外のユーザーが、サブ フォームまたはアンケートに新しいフィールドを追加できません。
回避策：
-アンケート：非システム管理者ユーザーにCRUD権限を付与し、アンケートの構成管理者として指定すると、フィールドを作成できます。
-サブフォーム：非システム管理者ユーザーにCRUD権限を付与し、サブフォームを使用するアプリケーションのコンテンツ管理者として指定すると、フィールドを追加でき
ます。

アプリケーション ビルダー ARCHER-119542
［デザイナー］タブでフィールドをフィルタリングすると、DDEルールの条件で選択するフィールドのリストにも同じフィルタが適用されます。
回避策：
すべてのフィールドを表示したい場合は、［デザイナー］タブのフィルタをリセットしてください。

アプリケーション ビルダー ARCHER-119558
［拡張ワークフロー］タブにも［レイアウトの編集］ボタンが表示されますが、そこからレイアウトを編集することができません。
回避策：
アプリケーション ビルダーの［レイアウト］メニューを使用して、レイアウトを編集してください。

アプリケーション ビルダー ARCHER-119597
相互参照フィールドの一括作成の構成で、参照フィールドが選択されていない場合、一括作成が失敗します。
回避策：
相互参照フィールドの［検索結果からの一括作成の有効化］オプションの構成で、少なくとも1つの参照フィールドを選択してください。

アプリケーション ビルダー ARCHER-119611

相互参照フィールドの構成時に、［ソート］や［フィルタ］で選択するフィールドを変更し、その変更を保存しないまま、別のフィールドに選択を変更すると、空白ペー
ジが表示される場合があります。
回避策：
相互参照フィールドの［ソート］や［フィルタ］で選択したフィールドを変更する場合は、一旦選択したフィールドを保存してから、別のフィールドに変更してくださ
い。

アプリケーション ビルダー ARCHER-119741 ［Answers Values］サブフォーム上にレイアウト オブジェクトを保存できません。



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、オフライ
ン アクセス ARCHER-119744 アプリケーション ビルダー内の一部のフィールドのラベルが翻訳されていません。

アプリケーション ビルダー、アンケー
ト

ARCHER-119345

アンケート作成時、質問ライブラリのレコード ルックアップを開いてから閉じた後、アンケートの詳細ページを閉じようとするとレコード ルックアップが再表示されま
す。
回避策:
［アプリケーション］ドロップダウンから別のモジュールを選択するか、画面左上の省略記号をクリックしてください。

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。

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。

データ依存型イベント CE-9843 アプリケーションをコピーする時、DDEルール内のマトリックス フィールドの値が削除されます。

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 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 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-119499 6.9.3の英語以外のArcherコントロール パネル ヘルプでは、［サポートとサービス］および［製品情報］のドロップダウンを展開すると、間違ったArcherのバージョンが表
示されます。

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。

グローバル印刷とエクスポート、印刷
とエクスポート

ARCHER-118164 レコード コンテンツをRTF形式でエクスポートする時、エクスポートされたファイルには［印刷とエクスポートのグローバル設定］で指定されたRTFテンプレートが含まれ
ません。

グローバリゼーションとローカライズ ARCHER-119725 レポートのフィルタに、翻訳されたフィールド名が表示されない場合があります。この問題は、以前報告されたARCHER-82525の再現です。

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-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-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。

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。

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。

インストール/アップグレード CE-117804 Archerをアップグレードする時、Archerインスタンス データベースのアップグレード確認ポップアップに間違ったビルド番号が表示されます。

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-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。

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-116640 通知の構成で、［件名］に":"の文字を含むフィールド名が含まれると、検証エラーが発生します。

通知 ARCHER-119708
オンデマンド通知に、新規作成されたレターヘッドの内容が表示されません。
回避策：
既存のレターヘッドをコピーし、そこに必要な変更を追加してください。

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-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

印刷とエクスポート、検索と検索結
果、ワークスペース、ダッシュボード
とiView

ARCHER-118161 ダッシュボードをPDF形式でエクスポートする時、指定された割合のレコード数ではなく、すべてのレコードがエクスポートされます。

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

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

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



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-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。

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。

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

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

レコード ページ ARCHER-64892
テキスト領域フィールドへのイメージのコピー＆ペースト機能やその他の方法でプライベートなイメージ フィールドにイメージが保存された場合、通知を受信するユー
ザーがテキスト領域フィールドへのアクセス権限を持ち、イメージ フィールドへのアクセス権限を持っていなくても、テキスト領域フィールドを含んだメール通知の中に
イメージが含まれます。

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

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

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

レポート、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。

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。

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-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-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

ワークスペース、ダッシュボードと
iView ARCHER-116763 ホームページiViewの背景イメージをクリアすることができません。

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

ボードを編集できません。

ワークスペース、ダッシュボード、
iView ARCHER-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、ダッシュボードと
iView CE-5463 グローバル検索iViewを変更する時、プライマリ グラフィックをクリアできません。


