
 

 

 

Platform 10.5.1 の既知の問題および解決済みの問題 

最終更新日： 2/12/2015 

 



QPP 10.2 の既知の問題および解決済みの問題 

2 

 

目次 

解決済みの問題：Platform 10.5.1 .................................................................................................................. 4 
Platform Server ....................................................................................................................................... 4 
Platform WebHub ....................................................................................................................................... 4 
Quark Author Web Edition ........................................................................................................................... 5 
QuarkXPress および QuarkCopyDesk 用の Platform XTensions ..................................................................... 5 
BUSDOC/DITA 用 Quark XA Adapter ......................................................................................................... 5 

解決済みの問題：Platform 10.5 ..................................................................................................................... 5 
Platform インストーラ .................................................................................................................................... 5 
Platform Server ....................................................................................................................................... 5 
Platform Client ....................................................................................................................................... 5 
Platform WebAdmin .................................................................................................................................... 6 
Platform WebHub ....................................................................................................................................... 6 
Quark Author Web Edition ........................................................................................................................... 6 
QuarkXPress および QuarkCopyDesk 用の Platform XTensions ..................................................................... 6 
BUSDOC/DITA 用 Quark XA Adapter ......................................................................................................... 7 
InDesign および InCopy 用 Platform Adapter ................................................................................................. 7 

解決済みの問題：Platform 10.2.2 .................................................................................................................. 7 
Platform Server ....................................................................................................................................... 7 
Quark Author Web Edition ........................................................................................................................... 7 

解決済みの問題：Platform 10.2 ..................................................................................................................... 8 
Platform Client ....................................................................................................................................... 8 
Platform Server ....................................................................................................................................... 8 
QuarkXPress 用 Platform XTentions ........................................................................................................... 8 
BUSDOC/DITA 用 Quark XA Adapter ......................................................................................................... 9 

解決済みの問題：Platform 10.1.1 .................................................................................................................. 9 
Platform Client ....................................................................................................................................... 9 
Platform Server ....................................................................................................................................... 9 
Platform WebHub ....................................................................................................................................... 9 
QuarkXPress 用の Platform XTentions .................................................................................................... 9 
BUSDOC/DITA 用の Quark XA Adapter ...................................................................................................... 10 

解決済みの問題：Platform 10.1 ................................................................................................................... 10 
Platform Client ..................................................................................................................................... 10 
Platform Server ..................................................................................................................................... 10 
QuarkXPress および QuarkCopyDesk 用の Platform XTensions ソフトウェア........................................ 10 
BUSDOC/DITA 用の Quark XA Adapter ...................................................................................................... 10 

Platform 10.5.1 の既知の問題 .................................................................................................................. 11 
Platform Server および移行 .................................................................................................................. 11 
Platform Client ..................................................................................................................................... 13 
Platform Client インストーラ .............................................................................................................. 14 
QuarkXPress および QuarkCopyDesk 用の Platform XTensions ソフトウェア........................................ 14 
Quark Author Web Edition ......................................................................................................................... 16 
Microsoft Office 用の Platform Adapter ............................................................................................. 17 
InDesign および InCopy 用 Platform Adapter........................................................................................ 17 
Quark Publishing Platform Web Client および Web Admin .................................................................. 18 



QPP 10.2 の既知の問題および解決済みの問題 

3 

Quark Publishing Platform 用 Quark XML Author ................................................................................ 20 

  



QPP 10.2 の既知の問題および解決済みの問題 

4 

 

解決済みの問題：Platform 10.5.1 
Platform 10.5.1 で解決された問題の一覧は下記のとおりです。ただし、このバージョンにおけるすべての修正を網羅したも

のではありません。 

Platform Server 

 解決済み：ユーザーがExcelコンテンツを取り込めない。 (198215)  

 解決済み:親アセットを複製するとき、2つの子アセット間の関係が作成されない。 (199687)   

 解決済み:アーカイブしたアセットが階層構造の子ドメインの属性値とタグ付けされている場合、そのアーカイブし

たアセットが復元されない。 (199964)   

 解決済み：andアセットがロックされている場合、UIでもPlatform Serverでも正しい例外がスローされない。 

(200180)  

 解決済み:未定義の"minorVersioningAllowed"プロパティを読み出せない。 (201104)   

 解決済み：管理ファサードで、コードに書き込まれたコンテンツタイプIDが必要になる。(201105)  

 解決済み:新しいコンテンツタイプの作成時に例外がスローされる。 (201256)   

 解決済み:アップグレード後に、IS_DRAFT_AVAILABLE属性の値がnullになる。 (201257)   

 解決済み：REST要求によりすべての属性を取得するとき、USER_NOT_FOUND例外がスローされる。 

(201266)  

 解決済み:同じAppStudioパッケージファイルのプレビューが、iPadアプリとApp Studio Webリーダーとで表示が異

なる。 (201267)   

 解決済み:新しいロールを、xmlで提供される権限により、IDなしで作成すると、PRIVILEGE_NOT_FOUND例外

がスローされる。 (201300)   

 解決済み：ユーザーが、カスタムコンテンツタイプに属するすべてのアセットを削除した後でも、そのカスタムコンテン

ツタイプを削除できない。 (201306)  

 解決済み:ドロップダウンタイプの属性を他のタイプの属性に変換するとき、HTTP Status-500エラーがスローされ

る。 (201613)   

 解決済み:ユーザーは、列の幅が0であるExcelコンテンツを取り込めない。 (201872)   

Platform WebHub 

 解決済み：Platform ServerでPlatform Web Clientについて設定されている権限により、"プレビューペイン"で

のプレビューを制限するオプションがない。 (198385)  

 解決済み:ユーザープロファイルを編集するとき、断続的に内部サーバーエラーが発生する。 (198627)   

 解決済み:画面の解像度が1024×768程度に低い場合、チェックインダイアログが正しく表示されない。

(201118)   

 解決済み:拡張検索表示を使用権限がWebClientで機能しない。 (201877)   
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Quark Author Web Edition  

 解決済み:ユーザーが、CTRLキーを使用して編集不可コンテンツにスペースの追加やコンテンツの削除を実行で

きる。 (201268)   

 解決済み:ユーザーが新しい段落にコメントを挿入すると、ログインしたユーザー名がコメントされたテキストとして

表示される。 (201858)   

QuarkXPress および QuarkCopyDesk 用の Platform XTensions  

 解決済み：システム言語がオランダ語に設定されていると、ジョブジャケットファイルをローカルドライブから開けない。 

(200991)  

BUSDOC/DITA 用 Quark XA Adapter  
 解決済み:Platform CMD Adapterの索引機能（属性マッピングを使用してマップされたもの）を使用して、属性

をデフォルトの空白値にリセットできない。 (199270)   

 解決済み:ユーザーが詳細ボタンを使用してダイアログを展開した後で、サーバーに保存ダイアログの位置が修正

されない。この現象は、1024×768に近い低解像度の画面で発生する。(200202)   

解決済みの問題：Platform 10.5 
Platform 10.5 で解決された問題の一覧は下記のとおりです。ただし、このバージョンにおけるすべての修正を

網羅したものではありません。 

Platform インストーラ 
 解決済み：Platform Serverを実行中にPlatform Serverアップデータを実行できない。これを行うとインストール

が破壊される。 (193890)   

Platform Server 
 解決済み：（Oracle DBの問題）名前が同じで、ただし大文字／小文字の別が異なる2つのコレクション（Quark

とquarkなど）を作成しようとすると、例外がスローされる。 (189080)  

 解決済み："ユーザーをログオフ"オプションでは、フィールドへのルートの場合と同様に、ユーザーの姓名が表示さ

れるよう設定が可能であるべき。 (192910)  

 解決済み：属性形式のジオメトリはAdminおよびWindowsクライアントに表示されない。ワークスペースやMac 

OS Xクライアントには正しく表示される。 (195687)  

 解決済み:Platform Serverを10.1または10.1.1から10.2へアップデートした後で、レガシー属性ドメインが移行／

表示されない。  (190096)   

Platform Client 

 解決済み：ユーザーインターフェイスペイン間の分割バーがつかみにくい。特に、左のペインと検索結果の編集ペ

インで顕著である。 (190560)  

 解決済み:リビジョンの表示ダイアログからダウンロードしたファイルの名前は、そのバージョンでのファイル名ではなく

現在の名前になる。 (190557)   

 解決済み:ユーザー名のフォーマット設定オプションのデフォルトは（名、姓、- ユーザー名）の必要がある。 

(190631)   
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 解決済み:（Mac OS Xのみ）：Platformワークスペースのお気に入り領域へドラッグされたコレクションは、ユーザー

が終了してから再ログインしたときにお気に入りに表示されない。 (192443)   

Platform WebAdmin 

 解決済み：属性を操作するとき、親ノードの子ノードを、子ノードが存在しない別の親ノードの下へドラッグでき

ない。 (193021)  

Platform WebHub 

 解決済み：ユーザーがアセットの復元を実行したときに不足コレクションが存在すると、復元に失敗したアセットの

数がRestoreSummaryログに正しく表示されない。 (195034)  

 解決済み:チェックインダイアログでいずれかのフィールドが変更されていると、ワークスペースに制限が適用されな

い。 (194011)   

 解決済み：ユーザーがログインしてから、Wed EditorのログインおよびログアウトURLでログアウトすると、ログイン

時にナビゲーションおよびプレビューペインが表示されない。 (198232)  

 解決済み:Word、Excel、PowerPointなどのOfficeドキュメントで、リビジョンを戻すオプションが利用可能になりま

した。 (196132)   

Quark Author Web Edition  

 解決済み:変更履歴の編集の権限が機能していない。 (185788) 

 解決済み：ドキュメントを保存しようとしたとき、属性のマッピング設定でワークフローの属性値が提供されている

と、エラーがスローされる。 (183798) 

 解決済み:スペルチェックの実行後、日本語の文字が文字化けする。 (185722)   

 解決済み:ユーザーが属性の編集の権限を持たなくても、チェックインダイアログでルーティング先属性の値を変更

できる。 (185989)   

 解決済み:ワークスペースwebappのコンテキストが/quark/workspaceに変更されると、Quark Web Authorが動

作しない。 (192696)   

QuarkXPress および QuarkCopyDesk 用の Platform XTensions  

 解決済み：（Mac OS Xのみ）QuarkXPressとQuarkCopyDeskで、ヘルプメニューの下にQuark Publishing 

Platformのヘルプメニューが表示されない。 (189251)  

 解決済み：ジョブジャケットから外部のハイフンXMLを削除した後でも、プロジェクトが依然としてその外部のハイ

フンXMLに同期されている。 (182172)  

 解決済み：（Mac OS Xのみ）QuarkXPressからアップロードするとき、HTMLインタラクティブ機能アセットが動作

しない。 (189262)  

 解決済み:ドキュメントを閉じるときチェックインダイアログをクリックすると、リビジョンの保存ダイアログが開く。 

(190610)   

 解決済み：コンテキストメニューからプロジェクトリビジョンの保存を選択すると、QuarkXPressがクラッシュする。 

(198027)   
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BUSDOC/DITA 用 Quark XA Adapter  
 解決済み:Quark XA Adapterで状況ベースの上書き権限が優先されない。 (198041)   

InDesign および InCopy 用 Platform Adapter 
 解決済み:アーティクルへコンポーネントを追加中に"アーティクルを選択"ダイアログをキャンセルすると、InDesign

がクラッシュする。 (105255)   

 解決済み：（Mac OS Xのみ）：ドキュメントをチェックインしてチェックアウトした後で、ファイルを開くインタラクティブ

機能のアセットが書き出されない。 (183796)   

解決済みの問題：Platform 10.2.2 
Platform 10.2.2 で解決された問題の一覧は下記のとおりです。ただし、このバージョンにおけるすべての修正を網羅したも

のではありません。 

Platform Server 

 解決済み:ssoが有効な間にネイティブユーザーとしてログインした後の要求について、Serverがhttpセッションに設

定されているqppsessionidを使用しない。 (191928)  

 解決済み:Excelファイルからテーブルを挿入すると、テーブルのセル内のデータが常に右揃えになり、Excelファイル

の配置揃え設定は無視される。 (188448)  

 解決済み:一時セッション中、要求の処理時に例外が発生すると、セッションが自動的に終了しない。 (191606)  

 解決済み:Excelファイルのテーブルに複数の列が含まれている場合、そのExcelファイルをxhtmlへ発行すると、出

力に含まれる列の数が正しくならない（たとえば、5列目が6列目になり、6列目が空白になる）。 (182608)  

 解決済み:Excelファイルに含まれているテーブルに、デフォルトのスタイルが適用されている場合、パブリッシングチ

ャンネルを使用してそのExcelファイルをxhtmlへ発行すると、デフォルトのテーブルスタイルがxhtml出力に表示され

ない。 (182731)  

 解決済み:スマートドキュメントのキャンバスにExcelチャートが正しく挿入されない。 (191955)  

 解決済み:アセットの復元を実行するとき、不足コレクション／ワークフロー名が復元の概要ログに表示されない。 

(191789)   

 解決済み:ExcelデータのオプションにPDF出力が提供されない。 (191404)   

 解決済み:スマートコンテンツタイプのドキュメントで、CFOパブリッシングチャンネルがサポートされない。 (192693)   

 解決済み:単一のドメイン値について、REST要求がサポートされない。 (192692)  

Quark Author Web Edition  

 解決済み:マークされハイパーリンクされたテキストの削除後、テキスト全体が削除される。 (189957)   

 解決済み:次へまたは前へボタンをクリックしたとき、エディタのページがトラッキングされている次の変更を表示する

位置にスクロールされない。 (191441)   

 解決済み:他のユーザーによって追加されたコメントは、コメントペインで日付により並べ替えできない。 (191134)   
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 解決済み：セクションタイトルで"Shift + Enter"を押して、セクションに複数のタイトルを追加すると、ドキュメント

が破壊される。 (189297)   

 解決済み:ユーザーにワークフローの変更権限がないとき、スマートドキュメントのリビジョンの保存／チェックイン時

に状況ドロップダウンも無効になる。 (189831)   

 解決済み:変更内容に同意するボタンをクリックすると、選択されているトラッキング対象のテキストではなく、トラ

ッキングされている段落全体が承認される。 (183649)   

 解決済み:トラッキングされているコンテンツを部分的に同意／拒否できない。 (190705)   

 解決済み:次のまたは前の、トラッキングされているコンテンツへ移動できない。 (190706)   

 解決済み:ユーザーの特定の組についてトラッキングされているコンテンツを、別のトラッキングペインに表示できな

い。 (190708)   

 解決済み:"トラッキング"および"コメント"ペインを単一の"レビュー"ペインに結合し、このペインから関連操作を

すべて実行可能にすることができない。 (190709)   

 解決済み:ドキュメントのチェックアウト時に変更のトラッキングを有効にできない。 (191762)   

 解決済み:変更のトラッキングについて、オーサリング権限を優先にできない。 (190716)   

 解決済み:長時間の経過後にQAWEがネットワークへ復帰した場合、Platform Serverへ再接続できない。 

(190710)   

 解決済み:テーブルのセル内にbodydivブロック要素を挿入できない。 (192689)   

解決済みの問題：Platform 10.2 
Platform 10.2 で解決された問題の一覧は下記のとおりです。ただし、このバージョンにおけるすべての修正を

網羅したものではありません。 

Platform Client 

 解決済み:ユーザーに通常アクセスおよび限定アクセスフィールドを編集する十分な権限がないと、属性の編集コ

ンテキストメニューオプションが無効になる。 (173034)  

Platform Server  

 解決済み:発行してFTPへ配信で、パラメータNAMEが適用されない。プラットフォームアセットは正しく発行され、

指定のftpの場所へ配信されるが、パラメータマップに与えられた名前が適用されず、プラットフォーム内の名前でｐ

ｄｆが配信される。発行を行わず、ftpの場所への配信のみを行うときは、NAMEパラメータが適用される。 

(182554)   

QuarkXPress 用 Platform XTentions 

 解決済み：同じアーティクルに属する 2 つ以上のボックスを選択すると、プラットフォームメニューでアーティクルのチ

ェックアウトコマンドが使用できない。 (97260) 

 解決済み：ユーザーは、チェックアウトされたプロジェクトとリンクを、チェックアウトされたすべてのアーティクルのチェッ

クインダイアログを表示せずに、チェックインできる必要がある。 (159521) 
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 解決済み：共有ファイルシステムから、画像を含むプロジェクトをチェックインしようとしたとき、その共有ファイルシス

テムにその名前の画像が既に存在することが示されていると、プラットフォームで例外がスローされる。 (90683) 

 解決済み：リンクされたアーティクルと画像を含むプロジェクトに、リンク付きでチェックアウトを実行すると、アーティ

クルのチェックアウトのみが開始され、リンクされた画像はチェックアウトされない。 (177278) 

 解決済み：最初のチェックインを実行するときに、ローカルファイルが削除される。(182761) 

BUSDOC/DITA 用 Quark XA Adapter   
 解決済み:出力用ファイルの収集の文字列がフランス語、スペイン語、日本語にローカライズされていない。 

(156449) 

解決済みの問題：Platform 10.1.1 
Platform 10.1.1 で解決された問題の一覧は下記のとおりです。ただし、このバージョンにおけるすべての修正を網羅したも

のではありません。 

Platform Client 

 解決済み：チェックアウトとチェックアウトのキャンセルの権限を持つユーザーに対して、これらの操作が無効になる。 

(173330)  

Platform Server  

 解決済み：横方向のみが指定されているドキュメントがWebreaderに表示されず、索引付けが失敗する。 

(177023)  

 解決済み：サブトピックがサーバーから参照されている場合、セクションのスタイル階層が正しく保持されない。ロ

ーカルのサブトピックは正しく動作する。 (173986)  

 解決済み：ditaマップアセットのCFO出力の発行と取得を行うとき、タイムアウト例外がスローされる。 (177451)  

Platform WebHub  

 解決済み：Web Clientの属性ウィンドウを編集するとき、アセット名と、拡張子付きのアセット名が自動的に変

更される。 (171287)  

 解決済み：水平方向のスクロールバーを使用して割り当てタブの下の属性をスクロールさせると、スクロールに合

わせてヘッダーが移動しない。 (174295)   

QuarkXPress 用の Platform XTentions 

 解決済み：（Mac OS X のみ）：Platform XT が存在すると、ログオフ状態ではスタンドアロンのプロジェクトに

ついても CFO が無効になる。 (173441) 
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BUSDOC/DITA用の Quark XA Adapter   
 解決済み：Webプレビューでハイパーリンクをクリックするとエラーが表示される。 (175037) 

解決済みの問題：Platform 10.1 
Platform 10.1 で解決された問題の一覧は下記のとおりです。ただし、このバージョンにおけるすべての修正を

網羅したものではありません。 

Platform Client 

 解決済み:（Windowsのみ）： コレクションを参照しているとき、サブコレクションが表示され

ない。(162808)  

 解決済み:（Mac OS X のみ）：スペースバーを使用して開いたプレビューウィンドウを閉じた後

で、フォーカスがワークスペースパレット（QXP／QCD内）に戻らない。 (164773) 

Platform Server  

 解決済み:単一のドキュメント内で重複したトピックを参照している場合、そのドキュメントを

発行できない。 (123422)  

 解決済み:32ビットまたは64ビットのコンピュータで、Platform Serverに4GBを超えるRAMを割り

当てできない。 (86807)  

QuarkXPress および QuarkCopyDesk 用の Platform XTensions ソフトウェ
ア 

 解決済み:コンポーネントタイプを変更するとき、カスタムコンポーネント名が変更されてしま

う。 (97346) 

 解決済み:テーブルをローカルマシンから Platform 環境へコピーアンドペースト、およびドラッ

グ＆ドロップする操作が遅い。 (109259) 

 画像のズームのインタラクティブ機能を用いた画像ボックスをコピーして新しいプロジェクトに

ペーストし、プロジェクトリビジョンの保存を実行する前に新しいプロジェクトの HTMLをアッ

プロードしようとすると、画像のズームのインタラクティブ機能のアセットが出力に対して収集

されない。この操作は、新しいプロジェクトのプロジェクトリビジョンの保存の実行後のみ動作

する。 (130671) 

 アーティクルの画像コンポーネントをコピーまたはペーストすると、リンクが作成されない。 

(156339) 

BUSDOC/DITA 用の Quark XA Adapter   
 解決済み:（Windowsのみ）：編集不可ドキュメント内のサーバー参照が影付き表示されない。 

(143852) 
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 解決済み:ローカルに参照されているgif、eps、emf、emz、およびWMF画像ファイルをローカルに

保存し、Adapter付きのXAで開くと、正しく反映されない。 (171362) 

 ネットワークが切断された後で、プレビューペインでいずれかのチャンネルを選択しようとする

と、Object reference not set to an instance of an object（オブジェクトの参照がオブジ

ェクトのインスタンスに設定されていません）例外がスローされる。 (155518) 

 編集不可ドキュメント内のサーバー参照が影付き表示されない。 (143852) 

Platform 10.5.1 の既知の問題 
Platform® 10.5.1 の既知の問題の一覧は下記のとおりです。 

Platform Server および移行 
 ドキュメントに不足ファイル参照が含まれているとき、BusDocをApp Studioパッケージとして発

行すると例外がスローされる。 (201940)   

 配信チャンネルを使用して重いファイルをSharePointへ配信するとき、読み取りタイムアウト例外がスローされる。

(199172)   

 htmlファイルをxhtmlへ変換するとき、不要な空白のTDが追加される。 (185296) 

 （ドキュメント固有）新規アセットとして保存オプションが選択されているとき、Excelファイ

ルからテーブルを挿入すると例外が発生する。 (183128)  

 Excelシート内のテーブルをxhtmlとして発行すると、テーブルのヘッダー行の情報が消失する。 

(182623)  

 非表示行があるテーブルを含むExcelファイルをhtml／xhtmlへ発行すると、html／xhtml出力で

は非表示行が表示される。 (184968)  

 円グラフ内のコンテンツが、WebEditorで重なって表示される。 (182597)  

 ユーザーが、デザインテンプレートを含むコレクションにアクセスできないと、ライブプレビュ

ーが表示されない。 (181575)  

 （Windowsのみ）属性値の型をシステム定義のドメインユーザーからBoolean型に更新すると、デ

フォルト値がnullに設定される。 (185335)  

 が次を含まない演算子を含む検索が、複数の値を持つ属性を含むアセットについて正しく動作し

ない。 (185440)  

 （Windowsのみ）Script Managerでログオンすると、バージョン情報ダイアログUIが変形する。 

(185612)  

 アセットに2つ以上のバージョンが保存されており、名前に特殊文字が含まれている場合、アセ

ットのアーカイブが失敗する。 (188324)  

 （REST APIの問題）REST API要求を使用して権限グループと権限の定義（それに親グループIDを

割り当てる）を作成してから、親グループIDを変更して、その同じグループを更新しようとする

と、例外は発生しないが、権限グループの親IDが変更されない。 (188528)  

 （REST APIの問題）Assignment条件とRouted_To属性を使い、検索値にMeを使用すると、REST 

APIを使用して検索を作成できない。(188855)  
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 複数のPPTファイルを同時にチェックインしようとすると、Platform Serverがメモリ不足になる。 

(187902)  

 （Windowsのみ）複数の値と、複数のデフォルト値を持つ属性を作成できない。 (186932)   

 (Mac OS Xのみ）：QPPサーバーのインストーラを実行するとエラーメッセージが表示され、イン

ストーラが開始されない。 () 

 

 テキストがPowerPointのスライドに収まらない場合、スライドのプレビューで右端のテキストで

ない領域に流れ出る。  (171434) 

 MS Excelファイルに複数の、名前を変更されたシートが含まれている場合、そのファイルをプレ

ビューすると正しいシート名が表示されない。 (169391) 

 Mac OS Xのみ）：一部の.wmfファイルのプレビューとサムネールが生成されない。 (156200) 

 QPP Serverのシャットダウン中にエラー／例外がスローされる。QPP Serverのシャットダウン後

に、QPP Serverログでいくつかのエラー／警告メッセージが確認される場合がある。このログに

は、サーバー内でメモリリークが発生していることを示すエラー／警告メッセージが含まれてい

る。（106689）   

 名前に"<"記号または">"記号が含まれている場合は、CMSにチェックインされたDITAドキュメン

トを「PDFとして発行」できない。（113442） 

 プロジェクトに2つの異なるインタラクティブ機能ファイルが含まれており、それらのファイル

名が同じである場合、そのプロジェクトについてePub／App Studioアーティクルを生成できない。

(96673) 

 コピーテイスティング機能で、CJK文字を含むRTFファイルが正しく表示されない。 (6771) 

 QPP Serverインストーラの韓国語および日本語の一部がローカライズされていない。 (10986, 

11573) 

 Platformデータベースを更新する際、"UpgradeConfiguration.xml"ファイルで

CreateSectionWorkflows指定を設定できない。これは、8.1.Xまたはそれ以前のバージョンから

アップグレードするときに適用される。 (49475) 

回避策：データベーススクリプトを使用して、レガシーデータベースを更新します。 

1. QPS Serverインストーラの「Database」フォルダを、QPS Serverデータベースがあるコンピ

ュータにコピーします。 

2. Database/[database type]/Updateに移動し、「UpgradeConfiguration.xml」ファイルを開

きます。 

3. プロパティ「CreateSectionWorkflows」をfalseに変更します。 

4. ファイルを保存して閉じます。 

5. アプリケーションを更新するのではなく、更新スクリプトを使用してデータベースを更新し

ます。これにより、出版ワークフローが作成されますが、セクションレベルのワークフロー

は作成されません。 

 QPS 8.1 から QPS 8.5 への更新後、保存された検索条件の一部が変更されることがある。 

(59697) 

 IPTC情報を持つ画像を Photoshop® CS5 に保存し、それを QPS にチェックインすると、IPTC情報

が QPSに表示されない。ファイルが JPEGの場合、その属性を編集しようとしてチェックインす
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ると、「XML ドキュメントにエラーがあります(1, 16023)」というアラートが表示されることが

ある。 (55973) 

Platform Client 

 Platform Serverでデスクトップクライアントについて設定されている権限により、"プレビューペイン"でのプレビューを

制限するオプションがない。  

 （Mac OS Xのみ）以前のバージョンで顧客により作成されたカスタム属性は、移行されたデータベースのPlatform 

Clientのグループ化の条件フィールドで利用できない。 (196207)  

 他のいずれかのシートの範囲内に定義された、名前付きの範囲は、ワークシート内の他のシート

が選択されているとき、名前付き範囲のドロップダウンに表示されない。 (183741)  

 Excelから画像としてテーブルを挿入するとき、Excelワークシートのバックグラウンド画像が正

しく反映されない。 (187228)  

 垂直方向に結合されたセルを含むExcelテーブルを挿入しようとすると、エラーがスローされる。 

(187383)  

 （Windowsのみ）ヘルプをクリックすると、ユーザーヘルプのバージョン10.1が表示される。 

(188508)  

 検索属性meの前後に空白があると、検索が機能しない。 (188418)  

 リビジョンの表示パレットで、複数ページのサムネールビューが動作しない。 (185780)  

 （Mac OS Xのみ）以前に作成されたカスタム表示属性をサーバーから削除すると、次にクライア

ントへログオンしたとき、どのコレクションにもアセットが表示されない。 (185738)  

 (Mac OS Xのみ）：テキストとテーマのカラーが同じである場合、ワークスペースブラウザのツ

ールバーのテキストが正しく表示されない。 (170022)  

 特殊文字（/、>、<、**>(、)^、#）を含むファイル名が、Platform Serverへチェックインする

ときには許可されるが、パブリッシング時には特殊文字を含むファイル名が許可されないため、

すべてのパブリッシングチャンネルが失敗する。 (147007) 

 QPP 9.0以前のバージョンでアーカイブしたQuarkXPressプロジェクトをQuark Publishig 

Platformで復元できない。（89127） 

 （Windowsのみ）アーカイブ時にプロジェクトおよびリンクされているアーティクルを選択した

が、復元時にプロジェクトのみ選択した場合、アーティクルが復元されない。同様に、アーカイ

ブ時にアーティクルおよびリンクされている画像の両方を選択したが、復元時にアーティクルの

みを選択した場合、画像が復元されない。 (87665) 

 （Windowsのみ）リスト表示、フィルムストリップ表示、およびスニペット表示で、印刷コマン

ドと印刷プレビューコマンドが無効になっている。（51301） 

回避策：検索結果の書き出しコマンドを使用します。 

 多数のアセットを返す検索とともに使用した場合、QPPConnect Clientですべて選択コマンドを

実行しても、すべてのアセットが選択されない。Windows®では、検索結果の中で矢印キーとPage 

Up/Page Downキーが機能しない。 (47048, 58763) 

回避策："com.quark.qpp.Quark Publishing Platform.client.QPPconfig.plist"ファイル（Mac 

OS）または"Quark Publishing Platform Client.exe.config"ファイル（Windows）を開き、

LazyLoadingModeをNO_LAZYLOADINGに設定します。 
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 検索結果ペインでアーティクルが展開されている場合、それらのコンポーネントがステータスバ

ーのアセットのカウントに含まれる。 (52060) 

 （Mac OSのみ）チェックアウト済みの複数の画像ファイルがPhotoshop CS4で開いているとき、

そのうち1つをチェックインすると、すべての画像ファイルが閉じる。また、開いている画像フ

ァイルのタブがPhotoship CS4で選択されていないとき、その画像ファイルをチェックインする

と、チェックイン後もその画像ファイルが閉じない。(10899) 

回避策：Adobe Photoshop CS4でドキュメントをタブとして開く（環境設定 > インターフェイス

ペイン）オプションのチェックを解除し、Adobe Illustrator CS4でも同じ操作を行う（環境設

定 > ユーザーインターフェイスペイン）。 

 複数の行を持つ検索結果から、最初の行を削除できない。 (4851) 

 次の権限が機能しない：コレクションの参照を許可（ワークスペースの、QuarkCopyDesk用QPS 

XTensions、QuarkXPress用QPS XTensions、およびQPS Web Hub） (66952) 

 （Mac OSのみ）支援デバイスに対するアクセスを有効にせずにサーバーにログオンすると、ワー

クスペースブラウザがQuarkCopyDeskで空白として表示される。 (121514 ) 

 タイプがBodyの画像コンポーネントを含むQuarkCopyDeskアーティクルを復元できない。

（111502）   

 CAS-197412-D7H7T9：Platform Serverをシャットダウンすると、Platform Clientに「Unhandled 

Server Exception（未処理のサーバー例外）」というメッセージが表示される場合がある。

(120879) 

 アセットの属性を編集中にアセットのすべての属性を表示すると、アセットフォームに水平スク

ロールバーが表示されない。 (120260 ) 

Platform Client インストーラ 
 （Mac OS Xのみ）：Platform Clientをインストールしようとしたとき、誤ったメッセージ(“To 

Open “Quark Publishing Platform Client 9”, Installer must quit and reopen”)

（「Quark Publishing Platform Client 9」を開くには、インストーラを終了してから再起動す

る必要があります）が表示される。 (163310) 

QuarkXPress および QuarkCopyDesk 用の Platform XTensions ソフトウェ
ア 

 ワークスペースブラウザのツールバーを表示する／隠すを選択すると、ワークスペースブラウザのタイトルバーの

Quark Publishing Platformラベルが消える。 (190608)  

 （Mac OS Xのみ）状況カラーのビジュアルインジケータが表示されない。 (192759)  

 （Mac OS Xのみ）全て閉じるメニューを使用して、開いているすべてのプロジェクトを閉じるとき、表示されるダイア

ログでいずれかのオプションを押すと、QuarkXPressがクラッシュする。(195250)  

 取り消しを適用した後で、一時リンクについてビジュアルインジケータの挿入／削除が正しく動

作しない。 (179094)  

 例外ハイフンに手作業で加えた変更は、ユーザーがジオメトリ／コンテンツの更新操作を実行す

ると消失する。 (187549)  

 ユーザーがセカンダリリンクを作成したとき、例外ハイフンが統合されない。 (187550)  
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 プロジェクトのリビジョンを保存するとき、そのリビジョンの子ノードとしてチェックアウト済

みのアセットが含まれていると、保存したリビジョンではなく、チェックアウト済みのアセット

がチェックインされる。 (187560) 

 ジョブジャケットで参照されている例外ハイフンが、Web Workspaceから作成されたアーティク

ルに表示されない。 (184898)  

 複数のライブラリがチェックアウトされているとき、フォーカスのあるライブラリでチェックイ

ンを実行しようとしても、そのライブラリがチェックインされない。(161610)  

 チェックアウトされたプロジェクト内で、ズームされた画像がピクセルのブロックとして表示さ

れる。(172406)  

 Altボタンを使用してすべてのドキュメントを閉じるとき、ワークスペースブラウザも同時に閉

じる。 (172378)  

 （Mac OS Xのみ）：プロジェクトを閉じるとき、またはフォーカスを別のアプリケーションに切

り替えてから元に戻したとき、ワークスペースブラウザが他のパレットの下に隠れる。 

(157185)   

 QuarkCopyDesk ユーザーが QuarkXPress からの更新済みジオメトリの通知を認識すると、

QuarkCopyDesk アーティクルウィンドウの画面上のサイズや位置が変わる。 (464541)     

 プロジェクトのチェックイン中に削除されたインタラクティブ機能アセットの使用状況ダイアロ

グからアセットエントリが削除される。（123608） 

 変更したコンポーネント順序がチェックインダイアログに反映されない。 (115684) 

 ユーザーが割り当て／リンク後にプロジェクトリビジョンの保存を実行するまで、グローバルリ

ンク／ローカルリンク／関係の状況属性に正しい情報が表示されない。また、分離されたアーテ

ィクルに対して不正なローカルリンクアイコンが表示される。 (112390, 112711)   

 コールアウトアイテム内のアンカーボックスが、親ボックスを割り当てたときにロックされない。 

(104942) 

 （Mountain Lion）QPP Installer が、一回も起動されていない QCD を認識しない。 (120418)   

 マスターページがアクティブのときに、QPP > 画像のあるプロジェクトのチェックインコマンド

が 無効になる。 (30011) 

 回避策：レイアウトページに移動してからこのコマンドを選択します。      

 QuarkCopyDesk で画像コンポーネントを持つアーティクルをチェックアウトし、そのコンポーネ

ントの画像を QuarkXPress でチェックアウトし、拡大縮小などの属性を変更した後その画像をチ

ェックインし、最後に QuarkCopyDesk からアーティクルをチェックインすると、画像の拡大縮小

の変更が失われる。(4087)      

 QuarkXPress または QuarkCopyDesk®で PDF Filter XTensions®モジュール（補助 > XTensions マ

ネジャー）を無効にすると、QPP XTensions ソフトウェアが読み込まれない。 (8035)      

 QPPアセットを使用している App Studio のインタラクティブ機能が含まれたプロジェクトのコ

ピーを取り込むと、（補助メニューの）使用状況ダイアログボックスのデジタルパブリッシング

ペインにそれらのアセットが表示されない。このため、それらのアセットを更新できない。 

(86782) 
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 App Studio のリッチ化機能や ePUBインタラクティブ機能を使用している画像ボックスが QPPプ

ロジェクトに含まれていて、それらの画像ボックスのうち 2つで、同じ名前の 2つの異なるファ

イルを使用していると、問題が発生する可能性がある。このようなプロジェクトのリビジョンを

保存して ePUB 形式または AVE 形式として発行を実行すると、同じ名前のファイルのうち一方が

2 度ダウンロードされ、両方の画像ボックスに表示される。 (96673) 

 オーディオファイルやビデオファイルが含まれている BUSDOC ドキュメントを作成する場合、そ

のドキュメントを Platform Server にチェックインして、XAまたはワークスペースブラウザか

ら BUSDOC を発行しようとすると、オーバーレイリンクがデジタルパブリッシング配下の使用状

況ダイアログの一覧に表示されない。 (131913) 

 App Studio レイアウトのプロジェクトに Platform Server からのオーディオやビデオのインタ

ラクティブ機能がリンクされている場合、Server でインタラクティブ機能の名前を変更して AVE

形式として発行すると、インタラクティブ機能が収集されなくなる。 (128852) 

Quark Author Web Edition 

 （IEのみ）：ユーザーは、HTMLプレビューでサイドバーを使用してセクション間を移動できない。 

(202651)   

 図のタイトルに日本語の文字が含まれているとき、挿入された図が削除される。 (196378)   

 参照されているセクションをインラインでチェックアウトするとき、リビジョンコメントが表示されない。 (198827) 

 ドキュメントを編集するとき、参照されているセクション内で参照されているサブセクションについて、アセットアップデ

ートの通知が動作しない。 (198530) 

 チャートやテーブルをdatadocとしてサーバーへアップロードするとき、"変更必須"または"値必須"制限に違反して

いてもエラーが表示されない。 (197139)   

 （IEのみ）トラッキングされているテキストは、Deleteキーを押すと、ハイライトが有効でなくても削除が開始される。 

(196733) 

 スマートコンテンツが特定の状況に達した後で、属性の制限が適用されなくなる。 (196331)   

 属性ドメインについて"ユーザーにエントリの追加を許可"が選択されていても、ドロップダウンメニューのアイテムを

追加できない。 (195905) 

 スペルチェッカーがオンのとき、Shift＋左矢印キーを使用してテキストを選択できない。 

(158425)  

 スマートドキュメントにサイズ変更されたテーブルが含まれているとき、そのスマートドキュメ

ントをチェックイン／チェックアウトすると、テーブルの幅が維持されない。 (181830)  

 （Windowsのみ）IE8で、画像またはテーブル内の必須画像要素を含む図ブロック内のみが選択さ

れているとき、ユーザーはカット操作（Ctrl＋x）を実行できない。図の場合、図タグの画像タ

グ上にのみCtrl＋x操作が実行され、テーブルの場合は何の動作も行われない。 (144338)  

 テーブルの最初の行でセルの結合を行った後で、列幅の変更が動作しない。 (147649)  

 IEで、テーブルの複数のセルを選択してカット／削除操作を実行できない。 (150459)  

 トラッキングモードで、タイトルからトラッキング対象の挿入部分を削除すると、タイトルのプ

レースホルダテキストが表示されない。 (183676)  

 IEで、選択済みテキストにトラッキング対象の挿入部分とトラッキング対象でないテキストが含

まれている場合、選択済みテキスト上に画像を挿入できない。 (188453)  
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 ヘッダー行を選択してテーブルのサイズを変更できない。 (188553)  

 IEで、キャンバスのサイズ変更後に、プレビューペインに画像が変更後のサイズで表示されない。

(188754)  

 IEで、コピーされたトラッキング対象テキストをペーストすると、アンダーラインスタイルが適

用される。 (185348)  

 Chromeで、セルをダブルクリックして選択し、コンテキストメニューから列を削除オプションを

選択すると、テーブルが削除される。 (155828)  

 トラッキングが有効で、ハイライトするボタンを無効にしているとき、Deleteキーを2回押すと

テキストの削除が中止される。 (187432)  

 （Windowsのみ）IE8で、テーブル内のテキストを含まない2つのセルを選択して、セルを結合で

きない。 (150379)  

 （Windowsのみ）Chromeで、空白のセルを選択して結合すると、別のセルも結合される。 

(150386)  

 テキストを選択するとき、トラッキング対象でないテキストとトラッキング対象のテキストが挿

入されていると、指定されたテキストが見つからない。 (157870)  

 ドキュメントのコンテンツが表示範囲外に広がっているとき、セクションタイトルのプレースホ

ルダをクリックすると、ドキュメントの末尾にフォーカスが移動する。 (188369)  

 IEで、最初のリストアイテムに含まれている、削除済みのトラッキング対象テキストを含まずに

リストのコピーとペーストを行ってから、箇条書きボタンをクリックすると、ペーストされたコ

ンテンツが消失する。 (185094)  

 ブラウザウィンドウの幅が十分に広くないと、バナーボタン（例：ペイン設定）にアクセスでき

ない。 (189284)  

Microsoft Office 用の Platform Adapter 
 エクスプローラから複数のドキュメントを開くとき、一部のドキュメントについて、開いている

ドキュメントの検証がスキップされる。(166952)  

 日本語、フランス語、スペイン語のOffice Adapterインストーラで、前提条件のメッセージがロ

ーカライズされていない。(171326)   

InDesignおよび InCopy 用 Platform Adapter 

 （Windows のみ）：Platform から使用されている HTML インタラクティブ機能アセットが、出力で収集されない。 

(196707) 

 ログオンダイアログのサーバー名ドロップダウンメニューから、サーバー名を選択できない。 

(179720) 

 新規ドキュメントのハイパーリンクインタラクティブ機能を適用するときに開くログオンダイア

ログをキャンセルすると、InDesign がハングする。 (182963) 

 （Windows のみ）.net framework のバージョンが 4.5.1 でないマシンに Platform XTensions を

インストールした後で、ログオンできなくなる（または、QuarkXPress、QuarkCopyDesk、

InDesign、InCopy がクラッシュする）。(175004) 
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Quark Publishing Platform Web Client および Web Admin 

 （Mac OS Xのみ - Safariに固有）：セキュアなhttp接続で、その他のチェックインオプションを使用してドキュメント

をチェックインできない。 (198856)  

 Web Editorで、ドラッグ＆ドロップを使用してInternet Explorer 11との間でアセットをチェッ

クインできない。(187487)   

 （Mac OS Xのみ）：.ppt／.pot形式で「MacRoman」エンコードのファイルについて、レンディシ

ョンが生成されない。 (172466)  

 20以上のワークシートを持つドキュメントをプレビューするとき、Excelワークシートについて

生成されたレイアウトがランダムな順序で表示される。 (171680) 

 MS Excelファイルに複数の、名前を変更されたシートが含まれている場合、そのファイルをプレ

ビューすると正しいシート名が表示されない。 (169391) 

 QuarkXPressプロジェクトまたはQuarkCopyDeskアーティクルに、複数のリビジョンを持つ画像が

含まれている場合、プレビューペインからリビジョンの表示ダイアログを開いて以前のバージョ

ンに戻そうとすると、復帰ボタンが無効になる。 (172710) 

 （Windowsのみ）：プレビューペインの参照先／使用場所タブにある属性の編集オプションを使

用してコレクションパスを更新した後で、コレクションを開くを使用してコレクションへ移動す

るとき、更新されたコレクションパスが開かない。 (170684) 

 複数のページが含まれているExcelドキュメントについて、サムネールプレビューで複数のペー

ジが表示されない。 (172562) 

 PowerPointプレゼンテーションのライブプレビューで、ボールドのテキストが通常のテキストと

重なる。 (171433)   

 ブラウザウィンドウが、チェックアウト時に突然クラッシュして再起動する。 (168427)   

 ダウンロードしようとしたアセットの名前に、ユニコードまたはウムラウト文字が含まれている

場合、結果として生成される.zipファイル内でアセット名が無意味な文字になる。(164450)  

 複数のアセットを選択してダウンロードされたzipのファイル名が、選択されている言語に合わ

せて正しくローカライズされない。(164421)   

 ブラウザのデフォルト言語が英語（インターナショナル）に設定されていても、サーバーでシン

グルサインオンが有効なとき、Quark Publishing Platform Web Clientにアクセスを試みると、

その設定が優先されない。ログインしたユーザーのデフォルト言語は英語（米国）になる。 

(156100) 

 （Windowsのみ）：大量のコンテンツタイプを含む基準を持つクエリを保存しようとすると、例

外がスローされ、クエリは保存されない。  (148761) 

 画像ボックスの作成、画像の取り込み、画像ボックスの共有、Multiple Article XTensionsソフ

トウェアで画像ボックスをアーティクルに追加、プロジェクトをチェックイン、Web Hubでプロ

ジェクトをチェックアウト、画像の置き換え、プロジェクトをチェックイン、QuarkXPressでプ

ロジェクトをチェックアウト、という順に操作すると、新しい画像が表示されない。 

 ローカルフォーマットが適用されていない単語が選択内容の途中に含まれていると、スタイルシ

ートの適用とローカルフォーマットの削除コマンドでローカル文字フォーマットを削除できない。 

(80263) 

 （Microsoft Internet Explorer、Google Chrome のみ）コンポーネントでテキストをコピーア

ンドペーストして適用をクリックしても、ペーストされたコンテンツがページプレビューに表示
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されない。 

 

回避策（Microsoft Internet Explorer の場合）ツール > インターネットオプションを選択し

て、セキュリティタブをクリックし、インターネット、レベルのカスタマイズの順にクリックし

てスクリプトセクションに移動し、スクリプトによる貼り付け処理の許可で無効にするをクリッ

クします。次に、セキュリティタブに戻り、ローカルイントラネットをクリックして、同じよう

に設定します。 

 名前にスペースが 2つ連続している箇条書きスタイルやアウトラインスタイルを使用しようとす

ると、テキスト編集ダイアログボックスで適用をクリックしたときに、原因不明のエラーが表示

される。 (70196) 

 (Firefox only)ペーストダイアログボックスが表示される前にペーストのキーボードコマンド

（Command+V／Ctrl+V）をすばやく 2回押すと、エディタウィンドウが応答しなくなる。(67271) 

 

回避策：ブラウザウィンドウをリフレッシュします。  

 箇条書き自動番号スタイルが含まれている段落スタイルシートをテキストに適用して、その箇条

書き自動番号スタイルを箇条書き記号スタイルで上書きし、アーティクルでストーリーを割り当

てると、テキスト編集ダイアログボックスに、箇条書き記号スタイルのアイコンではなく、箇条

書き自動番号スタイルのアイコンが表示される。 (69564) 

 プロジェクトテンプレートからプロジェクトを作成して、プロジェクトをチェックインする前に

リビジョンを保存すると、コレクションやワークフローなど、必須の属性フィールドの一部が無

効になる。 (72118) 

 ジョブチケットからアーティクルを作成し、条件付きスタイルで、箇条書きスタイルを使用して

いる段落スタイルをテキストに適用し、その段落のインデントレベルを増やすと、簡易アウトラ

インスタイルがその段落に適用される。(70748) 

 （Internet Explorer のみ）ノート、縦組み用グループ化文字、ルビ付きのテキストを段落の最

後に配置すると、ノート、縦組み用グループ化文字、ルビのアイコンの後ろの位置にテキストカ

ーソルを移動できない。 (69790) 

 ウェブレイアウトが含まれているプロジェクトをプレビューまたはチェックアウトできない。 

(68277) 

 （IEおよび Firefox）コンテンツ内の段落改行がソフトリターンに変換される。 (74357) 

 変更履歴とハイライトが Safari 5.0.5 および IE 8 で動作しない。 (92835)    

 複数のレコードを選択して右クリックすると、右クリックした場所のレコード以外は、すべての

レコードが選択解除される。 (93484 )  

 （Firefox）新しい行に移動してから 削除ボタンを押すと、正しく動作しない。 (98075)  

 ルビボタン、縦組み中の文字回転ボタン、ノートボタンが、変更履歴削除の最後の文字位置の後

で無効になる。 (103088 )  

 新しく追加したアーティクルコンポーネントが WebHub で表示されない。 (11829)  

 

回避策 : 新しく追加したコンポーネントを表示するには、表示ビューに変更します 
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 いずれかのアセットに対してチェックインの権限がない場合、複数のドキュメントをチェックイ

ンできない。チェックインの前に、ユーザーにすべてのアセットの種類に対するチェックイン権

限があるかどうか、確認が行われる。コンテンツタイプに対する権限がユーザーにない場合、エ

ラーになる。 (112706)  

 （IE9）アーティクルの編集またはプロジェクトの編集のウィンドウで正しく操作できない。セ

キュリティフィルタがサーバに設定され、URL へのアクセスの Windows 認証が有効になっている

場合のみ、問題が不規則に発生する。(113510 ) 

 （IE および FireFox のみ）：スタイルシートを使用するテキストボックスに両端揃えが適用されていても、そのボック

スに強制割付が適用され、そのコンテンツを新しい空白の段落にペーストすると、ペーストされたコンテンツの最初

の段落は、前の段落の最後の行にペーストされるか、最後の行と結合される。 (116846)  

 アーティクルのチェックアウトがキャンセル済みであっても、アーティクルで不適切なアクショ

ンを実行するとアセットがロックされる。 (22370)  

 上述の状況で、ウェブワークスペースの文字スタイルシートを変更できない。 (23268) 

 Windows XP の IE8 から WebHub および WebAdmin にログオンできない。 (108642)  

 変更履歴カラーセクションウィンドウでカーソルをドラッグすると、変更履歴カラーを選択でき

る。  (17340)  

 ノードの混合状態を表すトライステートチェックボックスが、制限を追加ダイアログに表示され

ない。 (120228)  

 ボックス内のテキストを削除すると、CK editor でスタイルシートの情報が失われる。(113945)  

 （IE および FireFox のみ）：変更履歴ハイライト機能がオフの場合でも、取り消しを押すと、テキストに対して変更

履歴ハイライト機能がオンになる。 (92869)  

 変更履歴削除を行ったテキストに対して取り消しを押すと、テキストが 2 回表示される。  

(98949) 

Quark Publishing Platform 用 Quark XML Author 

 ドキュメントに含まれているXMLコンポーネントの参照について変更がトラッキングされている

場合、そのプロジェクトを発行するときに変更を拒否しても、ドキュメントで参照されているコ

ンポーネントの変更内容を含めて発行される。 (170301)   

 段落内のテキストにメニューカスケード、オプション、またはトレードマーク強調が適用されて

いる場合、DITAドキュメントのパブリッシングが失敗する。 (154968) 

 サーバーが切断されると、一貫性のないエラーメッセージが表示される。 (145649) 

 番号付きリストの番号が、パブリッシングで打ち直しされない。 (189317)  

 クリップボードを使用してExcelワークシートをサーバーへ保存したとき、範囲が現在のシートでないと、そのワークシ

ートからチャートホルダやテーブルホルダを挿入できない。 (187585)  

 チャートがワークシートから別のワークシートへ移動されているとき、そのチャートからのデータを、チャートホルダオプ

ションを使用してXMLドキュメントに挿入しようとしても、挿入されない。(187272)  

 Excelからのテーブルホルダは、名前付き範囲の範囲が別のシートに存在すると、挿入されない。 (187134) 
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