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VPN接続状態で休止状態から復帰した場合に、常駐クロールの動作が停止する
2021/09/17 09:19 - 匿名ユーザー

ステータス: 完了   

優先度: 通常   

担当者:    

報告時バージョン: 0.23.0   

説明

本文

非常に良いプログラムでとても感謝しています。愛用させていただいています。
在宅勤務をしており会社のサーバーにVPNで接続しています。VPN接続は回線も細くなるため本ソフトであらかじめ検索DBをロー
カルに作成し、検索スピードを上げる目的で使用しています。
パソコンの使い方として、シャットダウンは使用せず、休止を使用しパソコンを起動して使用していますが、休止から起動後は常
駐クロールが動いていないような気がします。
10日ほど休止→起動→休止→起動を繰り返して使用していますが、クロールデータが増えていないような気がしたため、タスクマ
ネージャーを確認するとInazumaがディスクにアクセスしていないようです。
手動でクロールを開始するとディスクにアクセスが開始され、停止後もディスクにアクセスし続けるので、休止から復帰後は常駐
クロールが停止したままになっていると思います。
休止→起動→VPN接続
でサーバーに接続しているため、起動直後は接続先が不明な状態になっています。そのためクロールを停止してしまったのかなと
考えています。
手動でクロールを開始すればよいのですが、もしよろしければ私のような使い方で常駐クロールが動作するようにしていただける
と非常に助かります。
繰り返しになりますが、このような有益なソフトを無償で提供していただけることを感謝しています。

履歴
#1 - 2021/09/18 22:33 - ポン -

- 題名 を 常駐クロールについて（入力不要） から VPN接続状態で休止状態から復帰した場合に、常駐クロールの動作が停止する に変更

- ステータス を 未設定（変更不要） から 未着手/調査中 に変更

いつもInazuma Searchをご愛用いただきありがとうございます。良いプログラムと言っていただけて嬉しいです。
また、不具合内容について詳細なご報告をお送りいただき、ありがとうございます。

VPNなしでスリープや休止状態にするだけだと発生しないようであるため、VPN接続固有の問題のようです。
いま手元にVPN環境を整えておらず、すぐに再現・修正するのが難しいため、しばらくお待ちいただければと思います。

#2 - 2021/12/23 00:08 - ポン -

- ステータス を 未着手/調査中 から 完了 に変更

原因が判明しましたため、先ほどリリースしたバージョン 0.24.0で修正を行いました。
バージョンアップの上、ご確認をよろしくお願いします。
（VPNに限らず、Googleドライブに接続している状態で、途中でドライブへの接続が切れた場合などにも発生していました）

#3 - 2022/02/02 16:01 - 匿名ユーザー

投稿させていただいた者です。
ご対応いただきありがとうございました。遅くなりましたが新しいバージョンで休止後もクロールが開始されることを確認いたしました。
改めて対応いただいたことに感謝いたします。ありがとうございました。

私の環境の問題になりますが、在宅勤務も長くなり、VPN経由で1TBのサーバーのファイルをクロールしながら使用しています。
VPN回線の速度制限によりクロールがなかなか終わらず、追加されたファイルが検索できないこともありますが、この検索エンジンがなければ探す
のにさらに時間がかかるため、有益に利用させていただいています。
今後とも宜しくお願いします。

#4 - 2022/09/05 23:28 - 匿名ユーザー

coupons for cialis 20 mg Kovanecz and colleagues have recently studied the effect of once-daily tadalafil on the prevention of fibrosis and CVOD
after cavernosal nerve injury in rats Kovanecz et al 2007
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#5 - 2022/09/08 01:48 - 匿名ユーザー

cialis cheapest online prices 3 Dose Adjustment in Hepatic Impairment

#6 - 2022/09/10 23:44 - 匿名ユーザー

buy clomid online without a script Where do you study.

#7 - 2022/09/14 01:34 - 匿名ユーザー

I was feeling horrible. nolvadex dosage for pct

#8 - 2022/09/18 05:14 - 匿名ユーザー

doxycycline for 1F, implying that the cell killing effects are mediated by interfering with RAS- effector PPI as previously shown 6, 8, 18.

#9 - 2022/10/08 10:06 - 匿名ユーザー

Embryos were dissected into cold PBS and kept on ice lasix contraindications

#10 - 2022/10/14 00:55 - 匿名ユーザー

buy cialis generic 56 REAL WORLD MACRO

#11 - 2022/10/26 19:37 - 匿名ユーザー

stromectol patent American Society for Reproductive Medicine Revised American Society for Reproductive Medicine classification of endometriosis
1996

#12 - 2022/11/07 06:02 - 匿名ユーザー

order priligy online By blocking the effects of estrogen or lowering levels of estrogen, these treatments deprive tumor cells of the stimulation that
fuels their growth

#13 - 2022/11/08 02:39 - 匿名ユーザー

Femara Vs Clomid purchase tamoxifen citrate online

#14 - 2022/11/14 00:35 - 匿名ユーザー

lasix water pill side effects Conflict of interests the authors declare no potential conflict of interests

#15 - 2022/11/17 01:10 - 匿名ユーザー

This benefit may be confined to patients with HER 2 neu negative tumors stromectol reviews Med 2009; 6 2 7 15

#16 - 2022/11/20 21:03 - 匿名ユーザー

buy doxycycline 00378 8304 Carbidopa, Levodopa and Entacapone Mylan Pharmaceuticals Inc

#17 - 2022/11/21 07:17 - 匿名ユーザー

It s pretty worth sufficient for me clomiphene capsules for sale The success of the strategy would contribute to a decrease in the national mortality
figures for breast cancer

#18 - 2022/12/07 10:08 - 匿名ユーザー

Although she had metastatic liver disease, all liver tests were normal nolvadex benefits for male

#19 - 2022/12/09 05:12 - 匿名ユーザー

clomid dose pct 5 decrease in AR nuclear localization was observed in the tumors treated with enzalutamide Figure 3E, consistent with the ability of
enzalutamide to impair nuclear entry of AR in prostate cancer 33

#20 - 2022/12/10 01:00 - 匿名ユーザー

propecia success rate Breast cancer patients N 686 were randomly assigned to received an oral curcumin containing product 2, 000 mg or placebo
3 times a day

#21 - 2022/12/17 15:04 - 匿名ユーザー

stromectol tablets price Anderson stressed that Awareness education might be the most important intervention we have in breast cancer

#22 - 2022/12/19 02:03 - 匿名ユーザー

The levels of unoxidized cis parinaric acid in various phospholipids were subsequently analyzed by HPLC in total lipid extracts of smooth muscle
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cells pct clomid and nolvadex dosage

#23 - 2023/01/23 22:09 - 匿名ユーザー

clomid forsale For example, the average age of patients in the Studies of Left Ventricular Dysfunction SOLVD treatment trial 21 was 61 years, and
those 80 years old were excluded

#24 - 2023/01/26 02:11 - 匿名ユーザー

I will order it today and will use just a small amount lasix action The relatively low breast cancer death rate highlights the importance of a full
evaluation of side effects

#25 - 2023/01/26 08:19 - 匿名ユーザー

No man ever had a more devoted and faithful mate than I had in her buy priligy reddit

#26 - 2023/01/26 09:25 - 匿名ユーザー

2 Fractional shortening is unitless and was calculated as LVED LVES LVED 100 real cialis online

#27 - 2023/01/27 19:36 - 匿名ユーザー

Pack Balziva 28 Day viagra cost canada 2019 It is therefore important to know what kind of tubal ligation you have had

#28 - 2023/01/28 07:31 - 匿名ユーザー

Taking conjugated linoleic acid along with ramipril seems to increase the blood pressure lowering effects of ramipril comprare cialis online
Prescription medications are available to men suffering from bodybuilding gyno

#29 - 2023/01/28 17:42 - 匿名ユーザー

Two reports have described the effect of doxycycline on lung function stromectol generic name

#30 - 2023/01/29 05:46 - 匿名ユーザー

Future research that focused on the evaluation of factors affecting BC late recurrence risk should take into account BC histological subtypes as a
relevant variable buy priligy tablets

#31 - 2023/02/02 10:31 - 匿名ユーザー

clomid calculator Liu, Zhichao; Portero, Erika P; Jian, Yiren; Zhao, Yunjie; Onjiko, Rosemary M; Zeng, Chen; Nemes, Peter Analytical chemistry

#32 - 2023/02/02 15:10 - 匿名ユーザー

5 Creatinine increased 1 kopa lasix

#33 - 2023/02/09 00:41 - 匿名ユーザー

Both of the tests for publication bias lacked power because of the small number of studies included in each meta- analysis 85 clomiphene citrate for
men side effects Tumor cells alter platelet RNA profiles

#34 - 2023/02/12 09:48 - 匿名ユーザー

Allocation concealment selection bias Low risk At the time of randomization, sequentially numbered, sealed envelopes were opened brand name
cialis online

#35 - 2023/02/12 18:26 - 匿名ユーザー

Supervisor Dr Siddharth Prakas cialis 5mg online Among the most down regulated genes in this subset are the RNR subunits RRM1 and RRM2

#36 - 2023/02/16 05:31 - 匿名ユーザー

s veto in the spring of 2006 buy cheap cialis discount online

#37 - 2023/02/23 09:51 - 匿名ユーザー

Use of cyclic etidronate in patients with juvenile chronic rheumatic diseases receiving long term treatment with steroids cialis 20mg

#38 - 2023/02/23 17:52 - 匿名ユーザー

Trying to be making 1 case of estrogens and feel sickly cialis order online Loh; Massachusetts General Hospital G

#39 - 2023/02/25 23:15 - 匿名ユーザー

It is also a superior approach to handling the correlation structures of repeated measures nested within participants, which circumvents the need to
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make adjustments for heteroscedascity and sphericity assumption violations cialis Wait 14 days
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