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解決済みの問題： 年 月アップデート（ ）

年 月アップデート既知および解決済みの問題

解決済みの問題：Platform 2015 -
2017年10月アップデート（13.1）

Platform 2015の2017年10月アップデート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。

解決済み：検索結果の書き出しが正しく完了しない、または書き出されたcsvの検索•

結果が正しくフォーマットされない。 (282793)

解決済み：アセット名に特殊文字が含まれていると、そのアセットのアーカイブが•

失敗する。 (214651)

解決済み：アセットの版属性の数値を編集してから、編集ダイアログを再度開くと•

、値が保持されていない。 (282894)

解決済み：アセットのDATETIME属性の値を編集してから、編集ダイアログを再度•

開くと、値が1時間ずれる。 (282947)

解決済み：クライアントが、サーバースタックのメッセージをパイプラインから使•

用しない場合、これらのメッセージはシステム使用を防止しない。 (282981)

解決済み：Excelアセットの別々のシートに、同じ名前を持つ別のチャートが含まれ•

ており、両方のチャートがスマートドキュメントに含まれている場合、チャート名

が100文字を超えていると、発行された出力で単一のファイルにまとまらない。

(283344)

解決済み：特定のFTLテンプレートで、HighChartプレビューが正しく生成されない•

。(284204)

解決済み：Node1に設定されているスクリプトが、そのイベントがNode2に発生し•

た場合に実行されない。 (284878)

解決済み：一部の構成で、セッションスワップの問題により、ユーザーは他のユー•

ザーの割り当てを表示できなくなる。 (282966)

解決済み：別のユーザーのkeepalive.qsp要求が、同じセッションidの値を返さない•

。 (282956)

解決済み：書き出されたHTML検索結果の別々の列に、同じ属性の値が複数表示さ•

れる。 (282791)



解決済みの問題： 年 月アップデート（ ）

解決済み：ユーザーがPlatformおよびXML Authorにアクセスできなくなる現象が•

ランダムに発生する。 (284460)

解決済み：テキストボックスが画像ボックスの上にあるとき、画像が優先されるた•

め、エディタでテキストボックスを選択できない。 (283179)

解決済み：新しいQXP Web Editorを開くとき、デフォルトでパレットを隠す環境設•

定が必要である。 (283175)

解決済み：ドキュメントを保存すると、セクションメニューが展開される。•

(273521)

解決済み：状態が変化したとき、属性にルーティングされているアセットが、（ア•

ルファベット順に並べ変えられたユーザー一覧における）最初のユーザーに変更さ

れる。 (279254)

解決済み：セクションが変換、昇格、または降格されたとき、脚注および文末脚注•

のテキストが削除される。 (284168)

解決済み：最低2つの行がある段落に対して検索および置換機能を使用するとき、最•

初に見つかった単語は正しく削除および置換されるが、その単語がもう1つ見つかる

と、2回目に出現する単語の前にあるテキストも、単語とともに削除および置換され

る。 (284512)

解決済み：前のユーザーがリビジョンコメントを残しており、そのユーザーのユー•

ザー名にアポストロフィが含まれている場合、ユーザーがドキュメントをチェック

アウトできない。 (285378)

解決済み：Tabキーで、テーブルセル内のリストアイテムがインデントされずに、カ•

ーソルがテーブルの次のセルに移動しない。 (282977)

解決済み：新しい段落内にカーソルを置いてテーブルが挿入されたとき、テーブル•

のすべてのセルにテキストを追加した後で取り消しを行うと、JavaScriptエラーが発

生する。 (282972)

解決済み：カスタムのbody divがコピーおよびペーストされたとき、コピーされた•

body divのcontenteditiable属性がfalseに設定されていると、ペーストに対して取り

消し／やり直しを実行できない。 (282935)

解決済み：トラッキングが有効な状態でbody div要素のコピー／ペーストを行うと•

き、BLOCKADDEDイベントが開始されない。 (282933)

解決済み：セルを垂直方向に分割とセルを水平方向に分割の両方が適用されている•

と、分割アクションにより現在のセルではなく前のセルが分割される。 (277672)

解決済み：サーバーのクリップボードからテーブルを、キャンバスの別のテーブル•

で選択されたセルにペーストすると、ドキュメントの読み込みが継続し、javascript



解決済みの問題： 年 月アップデート（ ）

年 月アップデート既知および解決済みの問題

のエラーが発生する。ユーザーはドキュメントをリフレッシュする必要がある。

(279805)

解決済み：サーバーからコンポーネントの参照を削除するか、サーバーのクリップ•

ボードからテーブルをペーストすると、トラッキングが有効になっていても、コン

テンツがトラッキングされない。 (278867)

解決済み：ハイライトをオン／オフにすると、取り消しリストがクリアされる。•

(280548)

解決済み：オフライン時に脚注／文末脚注ペインが正しく読み込まれない。•

(285316)

解決済み：（IEのみ）:ページをリフレッシュするとき、ワークスペースが読み込ま•

れない。 (285736)

解決済み：ドイツ語および韓国語で、Paste From Server（サーバーからペースト）•

またはEdit Component（コンポーネントを編集）の文字列がローカライズされて

いない。 (279944)

解決済み：ユーザーの環境設定ダイアログから、サーバーの詳細が消失する。•

(284298)

解決済み：クロス参照のターゲットがノードではなくドキュメントのとき、Object•

reference not set to 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）エラーがスローされる。 (281454)

解決済み：タスクペインを開くとき、どのタブがアクティブかにかかわらず、タス•

クペインが1つ以上のプレビューを読み込んでいるようにみえる。 (281335)

解決済み：参照されているセクション内からのクロス参照で、参照されているセク•

ションドキュメントの編集不可バージョンが開く。 (284297)



解決済みの問題： 年 月アップデート（ ）

年 月アップデート既知および解決済みの問題

解決済みの問題：Platform 2015 -
2017年7月アップデート（13.0）

Platform 2015の2017年7月アップデート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。

解決済み：（Excel Adapter）：参照先のテーブルに、Excelソースには存在しない•

ハッシュ値が表示される。（275478）

解決済み：テーブルをスマートテーブルとして書き出したとき、センター揃えのセ•

ルが右揃えに変化する。（275165）

解決済み：Asposeスライドライブラリを使用してPPTXをPDFに変換したとき、水平•

方向チャートのラベルが消失する。（275159）

解決済み：特定のコンテンツタイプについてのすべてのフォームを取得するにあた•

ってはワークフローパラメータが必要である、ということを追加するには、RESTド

キュメントを更新する必要がある。（275045）

解決済み：QXmlEditorは廃止されたにもかかわらず、ユーザーのログインに•

QXmlEditorEXでなくQXmlEditorが使用されている。(274753）

解決済み：Web Adminのユーザーアクティビティタブでログオン日で並べ替えたと•

き、正しく並べ替えされない。（269436）

解決済み：ExcelチャートをPDFとして書き出すとき、水平方向の軸にあるマークが•

PDF出力で正しく表示されない。（267472）

解決済み：ExcelチャートをPDFとして書き出すとき、チャートのソースおよび著作•

権要素がPDF出力で表示されない。（267469）

解決済み：ExcelチャートをPDFとして書き出すとき、結果として生成されるコンポ•

ーネントにx軸のラベルの角度が複製されない。（266174）

解決済み：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）

解決済み：アセットの種類に基づいて表示、編集、削除を行うロールを作成できな•

い。（120445）



解決済みの問題： 年 月アップデート（ ）

年 月アップデート既知および解決済みの問題

解決済み：FTLテンプレートに指定されているダブルバイト文字が、画像チャートの•

出力で文字化けになる。（269985）

解決済み：ユーザーがSent Toアクションの使用を試みると、未定義変数”selected•

Asset.assetID”エラーメッセージがスローされる。（249970）

解決済み：スマートコンテンツ > 書き出し > スマートテーブルを選択したとき、書•

き出し範囲が約1740文字だと、例外がスローされる。（255677）

解決済み：挿入されたExcelチャートのプレビューが生成されない。（277963）•

解決済み：（Mac OS Xのみ）：コレクション間をスクロールするときや、アセット•

のチェックイン時に、メモリ使用量が増加し続ける。（268508）

解決済み：（Mac OS Xのみ）：Platform Desktop Clientで、お気に入りと割り当•

ての間の分割ラインを移動できない。（269329）

解決済み：（Mac OS Xのみ）：ユーザーが属性の編集および保存済みの検索結果ダ•

イアログボックスのサイズを変更できない。（269331）

解決済み：（Mac OS Xのみ）：ユーザーがリビジョンの表示ダイアログボックスを•

再度開いたとき、サイズが保持されている必要がある。（269333）

解決済み：Ctrl+Vを使用して画像を2回以上ペーストすると、複数のチェックインダ•

イアログが表示され、誤動作を引き起こす。（220497）

解決済み：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）

解決済み：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）

解決済み：チェックインダイアログを使用して、多数の子コレクションを持つコレ•

クションへスマートドキュメントをチェックインすると、長い時間を要し、読み込

み中のサインも表示されず、例外が返されることもある。（213103）

解決済み：IE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、結合でき•

ない。（150379）

解決済み：Chromeで、テーブルの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）

解決済み：テキストを検索するとき、トラッキング対象でないテキストと、空白か•

ら始まるトラッキング対象のテキストが含まれていると、指定されたテキストが見

つからない。（157870）

解決済み：別のユーザーによって行われたトラッキング対象の挿入をユーザーが削•

除すると、削除がトラッキングされない。（183646）



解決済みの問題： 年 月アップデート（ ）

解決済み：IEで、キャンバスのサイズ変更後に、図に含まれる画像がプレビューペ•

インでサイズ変更されない。（188754）

解決済み：（IEのみ）：新しいスマートドキュメントを作成するとき、最初のスマ•

ートドキュメントを作成してから1分後に、シングルサインオンが有効になっている

と、Null警告が表示される。（193002）

解決済み：ドキュメントのさまざまな場所に追加されたオプションのセクションが•

、スマートコンテンツペインのビューで、最初のセクションの後に追加される。（

257164）

解決済み：refnoteに空白の段落を含む複数の段落が含まれていると、ドキュメント•

のチェックアウト後にドキュメントのコンテンツが無効になる。（260857）

解決済み：斜線付き分数数式を使用して数式に入力された数値が、プレビューで切•

り捨てられる。（263176）

解決済み：数式が矢印タブから、いくつかの記号を使用して挿入されると、プレビ•

ューでその数式が切り捨てられる。（263154）

解決済み：いくつかのメタを持つセクションが、メタを持たない、または別のメタ•

を持つ兄弟に変換されると、ドキュメントの保存時にエラーが発生する。（262994

）

解決済み：トラッキングとハイライトを使用しているとき、次へおよび前へボタン•

が正しく動作しない。これらのボタンで、スペースのみの変更トラッキングがスキ

ップされる。（267306）

解決済み：Excelからコピーアンドペーストされたテーブルの内容に適用されている•

スタイルが、保存済みのスマートドキュメントを再度開くときに保持されない。（

272253）

解決済み：Excelからペーストされたテーブルのデータが、保存済みのスマートドキ•

ュメントを再度開くときに破損し、正しく表示されない。（273123）

解決済み：新規ドキュメントにセクションを追加してから、新たに追加したセクシ•

ョンと一致したドキュメントタイトルで始まるテキストをすべて選択し、別のテキ

ストと置き換えようとすると、ドキュメントのタイトルがプレースホルダの「ドキ

ュメントのタイトル」に置き換えられ、セクションのタイトルは変更されず、新し

いテキストがセクション本文に追加される。（278498）

用

解決済み：段落にこの後に追加を使用すると、チャートやテーブルが、指定された•

段落の前に挿入される。（202476）

解決済み：PDFとして書き出しで計算が強制的に実行され、データが更新される。•

（276924）

解決済み：Excelソース内で同じサイズのチャートオブジェクトが、書き出されたと•

きに異なったサイズになる。（276923）

解決済み：XML Authorで変更を破棄すると、Web Clientのチェックアウト済み状•

態がクリアされる。（266636）



解決済みの問題： 年 月アップデート（ ）

年 月アップデート既知および解決済みの問題

解決済み：「スライドを編集」で、PowerPointがPowerPoint内で開くが、同じ名前•

のサーバーアセットではなく新規ファイルとして開く。（267467）

用

解決済み：「Component Root」（ドキュメントの種類）についてプレビューチャ•

ンネルが構成されていないと、処理されない例外が警告としてスローされる。（

270678）

解決済み：4つのドキュメントを開いてから、それぞれについてプレビューを生成し•

、その後で5番目のドキュメントを開こうとすると、メモリ不足例外がスローされる

。（268543）

解決済み：プレビューの読み込み中にドキュメントを開くと、プレビューペインに•

正しいXOMが取得されない。（270681）

解決済み：子を持つトピック参照をカットしてペースト／削除して取り消しすると•

、キャンパス上でスタイルが変更される。（273870）

解決済み：WordドキュメントからCtrl+Cを使用して画像をコピーし、その画像を•

Ctrl+VでBUSDOCへペーストすると、画像がペーストされない。（270679）

解決済み：アセット名に#文字を使用でき、パブリッシングエラーや、参照されてい•

るセクションの読み込みを引き起こす。（213762）

解決済み：ユーザーにライブプレビュー権限がない場合、スマートドキュメントペ•

インを開くときに警告が表示される。（270772）

解決済み：オールインワンのOffice Adapterインストーラで、64ビットのOffice展開•

がサポートされない。（271201）

解決済み： 子セクションについて、双方向索引付けを使用して要素を追加できない•

。（219095）

解決済み：QXAサイレントインストールがサポートされていない。（268878）•



解決済みの問題

年 月アップデート既知および解決済みの問題

解決済みの問題:  Platform 2015
(12.0.2)

Platform 2015（12.0.2）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。

解決済み：有効なドキュメントを保存するとき、xmlのタグ／属性名の重複につい•

て、スキーマ検証エラーが報告されることがある。(275899) 

解決済み：プレビューペインが有効なときに、大きなドキュメントのすべてのコン•

テンツを読み込むと、数秒間反応しなくなることがある。プレビューペインが「読

み込み」を開始した場合にのみ、ドキュメントが編集可能になる。(275889) 

解決済み：マルチブロックのリストに関連する特定の編集操作の後で取り消しコマ•

ンドを使用すると、ドキュメントのコンテンツが非常に古い状態に戻ってしまう。

(275890) 

解決済み：スマートドキュメントペインが有効なとき、複数のコンポーネントを持•

つ大きなドキュメントで、コンポーネントのいくつかが現在のユーザーによりチェ

ックアウトされるとき、長い時間を要する。(275891) 

解決済み：コメントペインが有効なとき、Quark Author Web Editionで複数のコン•

ポーネントを持つ大きなドキュメントを開くのに、長い時間を要する。(275892) 

解決済み：異なるコレクション内に、同じ名前のスマートテーブルが2つ存在し、チ•

ャートのuri内でソースとして使用されると、1つのチャートが繰り返される。

(275888) 

解決済み：Platform Serverに存在するコレクションが増えるほど、コレクションを•

（REST APIで）作成するのに要する時間が長くなる。(275893) 

解決済み：プロジェクトおよびページモードでクエリーを使用するとき、性能／速•

度が大きく低下する。(275894) 

解決済み：ログ記録を拡張し、システム内でなされた変更をすべて記録する必要が•

ある（メッセージは別のファイルにログ出力する必要がある）。(275895) 

解決済み：複数のqxpプロジェクトが並行して索引付けされると、qxpプロジェクト•

のテキスト索引付けが失敗する可能性がわずかに存在する。(275896) 

解決済み：minEvictableIdleTimeMillisおよびtimeBetweenEvictionRunsMillis•

プロパティの値が入れ替わる。(275897) 

解決済み：クエリーの実行が完了しないうちにユーザーがログオフすると、クエリ•

ーの結果がキャッシュに保存され、削除されない。(275898) 



解決済みの問題

年 月アップデート既知および解決済みの問題

解決済み：マシンがspringスキーマファイルを検証するためのインターネットアク•

セスが制限されていると、サーバーを起動できない。(275948) 

解決済み：複数の属性について、updateContentおよびupdateGeometryで複数の•

update sqlコマンドが実行される。(276111) 



解決済みの問題

年 月アップデート既知および解決済みの問題

解決済みの問題:  Platform 2015
(12.0.1.1)

Platform 2015（12.0.1.1）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。

解決済み：Excelからテーブルをコピーアンドペーストするとき、テキストに適用さ•

れた取消線が消失する。(272323) 

解決済み：Excelからテーブルをコピーアンドペーストするとき、テキストの揃えが•

消失する。(272321) 

解決済み：非表示の行または列が含まれる名前付き範囲をhtml出力すると、大きな•

データ消失が起きる。(272320) 

解決済み：aspose-cells-8.7.2を使用すると、文字列の値が切り捨てられる。•

(272317) 

解決済み：参照されているセクションがドキュメント内でチェックアウトもされて•

いると、QXmlEditor.saveData() apiが動作しない。(272252) 

解決済み：図のタイトルおよび説明に入力された特殊文字が、キャンバスに正しく•

表示されない。(271449) 

解決済み：タイトルをトリプルクリックするか、タイトルのすべてのテキストを選•

択し、ペーストしようとすると、コンテンツがコピーアンドペーストされない。

(270960) 

解決済み：列ヘッダーを使用してテーブルのサイズを変更できない。(270957) •

解決済み：Wordからタイトルをコピーすると、ペーストされたコンテンツがキャン•

バス上にアンカーとして表示される。(270952) 

解決済み：クロス参照（xref）を持つ段落を、ドキュメント内の他のコンテンツに•

ペーストすると、ドキュメントが破損する。(270949) 

解決済み：ドキュメントを閉じてから開くと、ペーストされたコンテンツ内に余分•

な空白行が表示される。(270947) 

解決済み：検索対象のテキストがドキュメントから削除されていても、クイック検•

索ではコンテンツオプションに基づいてドキュメントが検索される。(272637) 



解決済みの問題： 年 月アップデート（ ）

年 月アップデート既知および解決済みの問題

解決済みの問題：Platform 2015 -
2016年9月アップデート（12.0）

Platform 2015の2016年9月アップデート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。

解決済み：Platform Serverのアップデートプロセスが、アップデートの必要なプロ•

パティファイルが開いていても続行される。（249770）

解決済み：800ワードを超えるコールアウトの後にボックスが続いていると、そのボ•

ックスはコールアウトの後に配置される。（248813）

解決済み：App Studioの出力で、インラインの表の右端にあるグリッドがトリムま•

たは切り捨てられる。（249314）

解決済み：App Studioの出力で、リストアイテムに箇条書きと自動番号が表示され•

ない。（249324）

解決済み：インラインボックスの改ページ位置に、余分な幅のあるコールアウトが•

重なっている場合、そのインラインボックスが2つのボックスに分割され、両方のボ

ックスが次のページへ移動される。（249457）

解決済み：テーブルヘッダーに領域を適用すると、データが消失する。（221130）•

解決済み：インストーラ／アップデータに、Windows認証用のデータベース更新プ•

ログラムが含まれている。（263619）

解決済み：リポジトリが編集不可状態のとき、データベースからアセットが削除さ•

れる。（262526）

解決済み：ドキュメントが長い時間索引付けキューに入ったままの状態になる。（•

262139）

解決済み：Asposeドキュメントのタイムアウト後も、索引付けスレッドの実行が終•

了しない。（261888）

解決済み：チャートをPDFとして出力するとき、垂直のラインが誤った位置に配置•

される。（260528）

解決済み：チャートをPDFとして出力するとき、連続したラインが完了せず、デー•

タが消失する。（259668）



解決済みの問題： 年 月アップデート（ ）

解決済み：duplicateAssetWithRelationsおよびcheckInAsset API要求を関係に対•

して使用するとき、パフォーマンスが低下する。（258027）

解決済み：共通の子アセットを含む関係を持つアセットをチェックインまたは複製•

するとき、デッドロック例外が発生する。（258026）

解決済み：Script Managerで、名前が32文字を超えるスクリプトを作成すると、•

SCRIPT_NAME_TOO_LONGエラーが発生するが、既存のスクリプトは256文字ま

での長さの名前に変更できる。（257830）

解決済み：Platform Serverが起動時に、QXPSを登録する前に15～20分ハングアッ•

プする。（257622）

解決済み：スタックした線図がPDF出力に正しく書き出されない。（255778）•

解決済み：チャートをPDFとして書き出すとき、凡例が再編成される。（251210）•

解決済み：userNameFormattingの値が1のとき、アセットのルーティング先にな•

っているユーザーを削除すると、そのアセットに対してどのような操作も行えなく

なる。（265627）

解決済み：シッククライアントのプレビューペインに、プレビュー権限が適用され•

ない。（212051）

解決済み：（Mac OS Xのみ）：QuarkXpress、QuarkCopyDesk、Quark•

Publishing Platform Clientのワークスペースブラウザで、名前の列のサイズを変更

しにくい。コレクションが変更されたとき、サイズが保持されない。（262899）

および

解決済み：Excelプレビューで複数のタブの間を移動すると、ワークスペース全体が•

下へスクロールされ、表示が異常になる。（250616）

解決済み：ステータスの名前にアンパサンドが含まれているとき、そのステータス•

を含む検索条件は、検索の編集時に表示されない。（258319）

解決済み：階層に多数の要素が含まれているとき、アイテムを階層から別の階層へ•

移動すると、エラーがスローされる。（260510）

解決済み：10進数を含むドメイン値は、階層ドメインの属性編集フォームに正しく•

表示されない。（265946）

解決済み：3～4のリストアイテムを入力した後で取り消しを行うと、1つの文字が残•

ったままになる（Internet Explorerでランダムに発生）。（251213）

解決済み：コメントダイアログでESCボタンを押した後で、テキストが削除済みと•

してマークされる。（262004）



解決済みの問題： 年 月アップデート（ ）

年 月アップデート既知および解決済みの問題

解決済み：選択したテキストの削除後に変更を承諾すると、カーソルのフォーカス•

が移動する。（262029）

解決済み：テキストに特殊文字が含まれているとき、トラッキングの動作が通常と•

異なる。（264230）

解決済み：変更のトラッキングが有効なとき、テキストを削除し、レビュータブを•

選択してペインをリフレッシュしてから、以前に削除したテキストを選択して新し

いテキストに置き換えると、新しく入力したテキストも削除済みとして表示される

。（264232）

解決済み：変更のトラッキングが有効で、”Config.xml”のEmptiesinaccessibleが•

falseのとき、クリップボード／Wordドキュメントから別の段落をペーストした後で

取り消し操作を実行すると、ドキュメントに既に存在する段落が意図せず削除され

る。（217129）

解決済み：Office Adapterが、現在ログインしているユーザー用にのみインストール•

される。（218153）

解決済み：ネストしたトラッキング変更がある場合、削除済みのテキストがライブ•

プレビューに表示される。（219156）

解決済み：リビジョンコメントへ、複数の行にわたるコメントを入力するためのシ•

ョートカットや方法が存在しない。（229607）

解決済み：（Windowsのみ）：Windowsでハイコントラストや黒の設定テーマを使•

用している場合、一部のQXA Platform Adapterダイアログで、ファイル名やボタン

のテキストの名前が見られない。（257251）

解決済み：参照のアセット名に#タグが含まれている場合、そのアセットをサーバー•

から取得するときに、そのタグが正しくエンコードされない。（260484）

解決済み：参照や見出しのバックグラウンドカラーを変更できない。（219196）•

解決済み：コンポーネントの参照をDITAマップに固定できない。（214711）•

解決済み：単一の保存ダイアログで、チェックアウト済みのすべてのセクションに•

属性の設定および保存を行えない。（214663）

解決済み：ユーザーが、スマートドキュメントペインのコマンドを管理できない。•

（219141）

解決済み：マップから新しいレポートセクションを開始できない。（219710）•

解決済み：既存のアセットと同じ名前のアセットを保存するとき、アセットの名前•

を変更できない。（221022）

解決済み：スマートドキュメントペインのプレビュータブが、デフォルトのタブで•

はない。（221264）

解決済み：ライブプレビューに、アセットのメタデータが表示されない。（249909•

）



解決済みの問題： 年 月アップデート（ ）

解決済み：属性値は、変更時にコレクション／ステータス／ワークフローに該当し•

ない場合のみ、リセットの必要がある。（258128）

用

解決済み：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）

用

解決済み：Excelにより提供されるデフォルト名でチャートを書き出し、OSのロケー•

ルと異なる言語ロケールでExcelを起動すると、エラーがスローされる。（262213

）



解決済みの問題： 年 月アップデート（ ）

年 月アップデート既知および解決済みの問題

解決済みの問題：Platform 2015 -
2016年4月アップデート（11.2.2）

Platform 2015の2016年4月アップデート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。

解決済み:PlatformサーバーからExcelで（Office Adapterを使用して）開いた、また•

はPDFとしてスマートドキュメントへ取り込まれたExcelチャートがレンダリングさ

れるとき、余計な空白が追加される。 (206606)

解決済み：マルチサーバーの設定でアセットのロックが機能せず、同じアセットが•

同時に別のノードから、複数のユーザーにより編集可能になる。 (250772)

解決済み：API経由で、高度なドメインツリー操作がサポートされない。 (255862)•

解決済み:sessionFacadeを使用する要求を、httpメソッドOptionsで実行すると、•

例外の代わりに応答ステータス200が返される。 (255863)

解決済み:wrapLengthプロパティの関係で、サーバーがカスタムXMLのmimetype•

を検出できない。 (255865)

解決済み:ユーザーが、getChartByStream API呼び出しを使用してXLSBファイルか•

らチャートを取得できない。 (255870)

解決済み：activityNameプロパティの値が、属性として与えられたときに使用され•

ないが、別のタグとしては正しく動作する。 (256034)

解決済み:checkInWithRelations API呼び出しを使用するとき、新しい子アセット•

も、その親アセットとともにチェックインされると、古い関係IDが無視される。

(256035)

解決済み: checkInNewWithRelations API呼び出しを使用するとき、トランザクシ•

ョンの完了前（データベースへコミットされる前）にメッセージが発行される。

(256036)

解決済み:checkInNewWithRelations API呼び出しを10個のアセットで使用すると•

、Deadlock例外がスローされる。 (256037)

解決済み:REST要求に基づいたキャッシュのフラッシュ機構が動作せず、マルチサー•

バー環境でREST要求に基づいたキャッシュのフラッシュ機構を使用するとき、キャ

ッシュが更新されない。 (256062)



解決済みの問題： 年 月アップデート（ ）

解決済み:2つのQPPノードを持つシステムで、1つのノードのドメインに追加された•

ドメイン値が、両方のノードで見えなくなる。 (256066)

解決済み:2つのQPPノードを持つシステムで、1つのノードのドメインに追加された•

コンテンツタイプが、両方のノードで見えなくなる。 (256071)

解決済み：一部のExcelチャートが、Excel AdapterでExcelから、PDFとして書き出•

されるとき、円グラフのラベルがグラフの部分と重なる。 (251208)

解決済み：Excel Adapterを使用してExcelからPDFとしてチャートを書き出すとき、•

小さな垂直の罫線が消失する。 (251246)

解決済み：ExcelチャートをAsposeで発行するとき、ラインがExcel上よりも太くな•

る。 (251388)

解決済み:Script Managerで、名前が32文字を超えるスクリプトを作成すると、•

SCRIPT_NAME_TOO_LONGエラーが発生するが、既存のスクリプトは256文字ま

での長さの名前に変更できる。 (256543)

解決済み:マルチサーバー／クラスタの環境で、Script Managerが動作しない。•

(256731)

解決済み：アーカイブ機能が正しく動作せず、アーカイブ結果を保存するパスを手•

動で入力すると実行後にエラーが発生する。 (256291)

および

解決済み：日時属性がコンピュータのタイムゾーンに合わせて調整されず、ユーザ•

ーが再ログインするまで、クライアント間で不一致になる可能性がある。(251620)

解決済み：属性の編集権限を持たないユーザーが属性の編集ダイアログを開くと、•

アセットがロックされる。 (256233)

用

解決済み: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)•

解決済み：Perference.datファイルが存在しないときにXA Platform Adapterが開始•

されると、Platform Adapterの設定で指定されている接続文字列がシングルサイン

オンで使用されない。 (249658)

用

解決済み:Excel Adapterに.xlsbのサポートが追加されました。 (251497)•



解決済みの問題： 年 月アップデート（ ）

年 月アップデート既知および解決済みの問題

解決済み:キャンバスのハイパーリンクをクリックしてURLへ移動できない。•

(256259)

解決済み:取り消しまたはやり直しすべきコンテンツが存在しないときでも、取り消•

しとやり直しのボタンがアクティブに表示される。 (256556)

解決済み:検索時にトラッキングが有効だと、検索／置換機能が予測されるように動•

作しない。 (250470)

解決済み:セクション内で取り消し操作を実行した後で、カーソルがセクション内に•

維持されず、ドキュメント本文の先頭へ移動される。 (250473)

解決済み:属性マッピングの設定でxpathを指定するとき、チェックインダイアログ•

に属性値が表示されない。 (251139)

解決済み:スマートドキュメントをプレビュー、またはHTMLとして発行するとき、•

脚注と文末脚注が表示されない。 (251461)

解決済み:ドキュメントをチェックアウトしてからブラウザウィンドウを閉じるとき•

、ドキュメントのコンテンツに変更が加えられていなくても、変更が保存されてい

ないという警告が表示される。 (256642)

解決済み：セクションの前にある空の段落でDeleteキーを押したとき、RNGファイ•

ルで前のセクションの本文についてデフォルトテキストが空白だと、ドキュメント

が破壊される。 (256675)



解決済みの問題： 年 月アップデート（ ）

年 月アップデート既知および解決済みの問題

解決済みの問題： Platform 2015 -
2016年2月アップデート（11.2.1）

Platform 2015の2016年2月（11.2.1）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。

解決済み：Quark Author Web EditionでExcelから表を挿入するとき、余分な列が•

誤って追加される。 (212078)

解決済み:このリリースで、一部のチャートのレンディションの不一致が対処されま•

した（チャートの高さ／幅が保持されない、ボーダー／透明度／下付き／カラーが

正しく表示されない、連続したラインの形状が正しく表示されないなどに関する問

題点）。 (235445, 217576, 217609, 217888, 218575, 218574, 219546, 219677,

220250, 220254, 220255, 220256, 220607, 220646, 220649, 220652, 220660,

220673, 220725, 220727, 220948, 221060, 221303, 221304, 221305, 235444)

解決済み:ユーザーが、ワークフロー／状況設定の「チェックイン済みのアセットの•

コレクションを変更」権限を上書きできない。 (220239).

解決済み:サイレントインストール時に、setup.xmlファイルに別の場所のパスが指•

定されていても、Platform Serverがデフォルトの場所へインストールされる。

(219383)

解決済み：ユーザーがSent Toアクションの使用を試みると、未定義変数“selected•

Asset.assetID”エラーメッセージがスローされる。 (249970)

解決済み:SOAPクライアントがhostnameでPlatform Serverへログオンできない。•

(249688)

解決済み:Platform Serverのインストーラで、QLAホスト名の15文字より後が切り捨•

てられる。 (249390)

解決済み:パブリッシング： Excel Adapterからスマートテーブルの構造テーブルと•

して書き出すとき、選択範囲に非表示の列が含まれていると、操作が正しく動作し

ない。 (250041)

解決済み:ソースのExcelでセルの内容が列の幅をはみ出している場合、構造化テーブ•

ルとして書き出された表に余分な列が表示される。 (219565)



解決済みの問題： 年 月アップデート（ ）

年 月アップデート既知および解決済みの問題

解決済み：ユーザーが、デスクトップクライアントでIs template属性のチェックを•

オン／オフできない。 (203863)

解決済み：ユーザーが、上書きされたロールを持つユーザーの新規アセットをチェ•

ックインできない。 (218010)

解決済み：複数のアセットが別々のコレクションから選択され、状況遷移が定義さ•

れている場合、グループノードに誤った状況が表示される。 (219581)

解決済み：（Mac OS Xのみ）：ユーザーが、アセットの拡大表示付きで検索結果を•

書き出せない。 (213822)

解決済み：パブリッシング時に、QPPクライアントには定義済みのカスタムパブリ•

ッシングチャンネルのIDの代わりに、チャンネルの名前が表示される必要がある。

(207106)

および

解決済み：ワークスペースUI拡張機能で、ロールに基づいた設定がサポートされな•

い。 (218264)

解決済み:2つの条件のうち1つがアセットの一致検索で、2つ目がアセットの一致検•

索またはアセットの不一致検索である場合、それら2つの条件を使用する検索を作成

できない。 (219543)

解決済み：文末脚注と脚注が表の中に挿入されている場合、プレビューに表示され•

ない。 (212146)

解決済み:図を表の中へカット＆ペーストすると、bodydiv type=’figure’が消失する•

。 (218793)

解決済み:スマートドキュメントをチェックアウトするとき、フォーカスがエディタ•

ウィンドウ上にないと、ドキュメントが破壊される。 (219672)

用

解決済み：前のドキュメントのチェックイン用にチェックインフォームへ入力され•

たメタデータが、以降のドキュメントのチェックインでも残っている。 (220484)

解決済み:同じドキュメントへのクロス参照が作業ペインに表示される。 (219117)•

用

解決済み:非対応のExcelフォーマットに対してPlatform機能が動作せず、Adapterで•

は特定のファイルタイプ（デフォルトではxlsx、xlsm、xltx、xlsb）のみが設定で

き、他のファイルタイプでは機能が使用できない。(219130)



解決済みの問題： 年 月アップデート（ ）

解決済み： 改ページビューのコンテキストメニューに、スマートコンテンツのオプ•

ションが表示されない。 (249582)



解決済みの問題： 年 月アップデート（ ）

年 月アップデート既知および解決済みの問題

解決済みの問題：Platform 2015 -
2015年10月アップデート（11.1）

Platform 2015の2015年10月アップデート（11.1）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。

解決済み：非表示の行がある表を含むExcelファイルをhtml／xhtmlへ発行すると•

、html／xhtml出力では非表示の行が表示される。(184968)

解決済み：複数のグループからコレクションへのアクセス許可を持つどのユーザー•

についても、検索／割り当てのコレクション表示が動作しない。 (213170)

解決済み:データベースのメタデータ初期化エラーにより、nullポインタ例外がスロ•

ーされる。 (216469)

解決済み:マイナーバージョンが1.10よりも後の場合、マイナーバージョンのアーカ•

イブ復元でリビジョンが正しく復元されない。 (217099)

解決済み:一部のExcelチャートをPDFとしてスマートドキュメントに取り込んだ、ま•

たはExcel Office Adapterで開いた場合、チャートのヘッダーがコンテンツと重なっ

て表示される。 (206605).

解決済み:BUSDOCドキュメントタイプのプレビューで表示されるページ数を、ユー•

ザーがコントロールできない。 (215286)

解決済み：アセットがマイナーバージョンのみでチェックインされている場合、そ•

のアセットの復元が失敗する。 (215885)

解決済み:sourceuriパラメータを悪用して、XXEを使用しているアプリケーションサ•

ーバーからファイルを読み出すことが可能。 (216318)

解決済み:リビジョンコントロールタブでコンテンツタイプへ移動しようとすると、•

ワークスペースクライアントからJavaScriptエラーがスローされる。 (215534)

解決済み:Excel Adaptor／QAWEでチャートを発行するとき、レンダリングに相違•

が発生する。 (207367)

解決済み：Excelテーブルをレンダリングするとき、テーブルに#記号が表示される•

。 (213734)



解決済みの問題： 年 月アップデート（ ）

解決済み：コンテンツタイプについて、上書きされている権限の状況を更新できな•

い。 (207445)

解決済み：パブリッシング時に、Platformにチャンネル名ではなくチャンネルIDが•

表示される。 (207106)

解決済み：（Windowsのみ）：複数の値を持つ属性が定義されているとき、ドメイ•

ン値の中に”/”を使用すると、ドメイン値が選択時に破壊される。 (216110)

解決済み：Microsoft .Net 4.6がデフォルトでインストールされているマシンで、ア•

プリケーションのインストールがPlatform Clientインストーラにより許可されない

。 (216804)

および

解決済み：アセット名にアンパサンドが含まれていると、チェックイン後にアセッ•

ト名が切り捨てられる。(213939)

解決済み：ドイツ語環境で、Platformの開始ページが動作しない。 (216320)•

解決済み:ユーザーが、他のユーザーによって行われたトラッキング対象の挿入と削•

除を上書きできない。 (183635)

解決済み:スマートドキュメントで最初にリビジョンの保存を行ったとき、エディタ•

のステータスバーに保存済み状況が表示されない。 (215146)

解決済み:図の挿入がドイツ語に正しく翻訳されていない。 (215478)•

解決済み:ペインから同じノートを2回以上編集するとき、更新された脚注／文末脚•

注テキストが脚注ペインに表示されない(リフレッシュの問題)。 (216662)

解決済み:（Chromeのみ）：ユーザーが、編集不可のチェックアウト済みスマート•

ドキュメントからテキストをコピーできない。 (217353)

解決済み:テーブルセル内の段落エレメントにConref属性が追加されている場合、そ•

の属性が優先されず、段落が削除される。(217470)

および 用の

解決済み：複数ページのPDFの取り込みが動作しない。 (213269)•

解決済み:（Mac OS Xのみ）：コンポーネントタイプを変更するとき、選択された•

コンポーネントタイプに応じてコンポーネント名が変更されるが、Platformが英語

以外のローカライズ言語で開始された場合も、そのコンポーネント名が英語で表示

される。 (216511)



解決済みの問題： 年 月アップデート（ ）

年 月アップデート既知および解決済みの問題

解決済み：XTPostArticleAttachRec呼び出しのコールバックパラメータの値が正し•

くない。 (217728)

用

解決済み:コンテンツ検証フレームワークを使用する検証EIの実行が非常に遅い。•

(217693)

解決済み:（Windowsのみ）：ユーザーに上書きされたロールがある場合、XAから•

新規アセットをチェックインできない。 (203193)

解決済み:ユーザーがXAドキュメントを開き、サーバーへ保存してから、いずれかの•

Wordアプリケーションへ切り替えようとすると、例外がスローされる。 (217393)

解決済み:スマートドキュメントペインの参照タブにあるコンポーネントのコレクシ•

ョンのパスを表示する機能がない。 (214276)



解決済みの問題： 年 月アップデート（ ）

年 月アップデート既知および解決済みの問題

解決済みの問題：Platform 2015 -
2015年7月アップデート（11.0）

Platform 2015の2015年7月アップデート（11.0）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。

解決済み:Excelシートから円グラフを取り込むと、データラベルの値が正しくない。•

(192033)

解決済み:PDFのプレビューペインに表示される色が誤っている。 (192864)•

解決済み:Platform Web Clientが、多くの値を含むドメイン属性を処理できない。•

(198308)

ドメイン属性に500を超える要素が含まれている場合、次のような状況が起きる可

能性がある。

ドメイン属性の値を選択または変更するためのドロップダウンメニューを表示

するのに長い時間が必要になる。

ブラウザに、スクリプトの長時間実行に関する警告が表示される。

ブラウザがクラッシュする。

解決済み:新しく作成されたドメインにドメイン属性をドラッグ＆ドロップするとき•

、一部の属性が複製される。 (204846)

解決済み:Excelシートから取り込まれたとき、チャートが表示されない。これは、•

XML AuthorとWeb Authorで発生する。 (205787)

解決済み:値のない属性が存在すると、属性の値が正しく表示されない。 (207714)•

解決済み:一部のOracleデータベースでワークフローを複製できない。 (210074)•

解決済み:既に多数の値（～2000）が含まれているドメインに値を追加するとき、シ•

ステムパフォーマンスが大幅に低下する。 (211271)

（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)



解決済みの問題： 年 月アップデート（ ）

年 月アップデート既知および解決済みの問題

解決済み：（Mac OS Xのみ）：解像度およびカラースペース属性の値が、プレビュ•

ー - 属性タブで指定なしと表示される。 (211419)

および

解決済み：Excelドキュメントがカスタムコンテンツタイプに属しているとき、ワー•

クスペースクライアントのプレビューの下で、そのドキュメントの複数のワークシ

ートを使用できない。 (204083)

解決済み:既に多数の値（～2000）が含まれているドメインに値を追加しようとする•

と、システムがログオフする。 (207342)

解決済み:属性の編集ダイアログで、折りたたみ可能モードでフォームビューのデー•

タの読み込みが遅い。 (207343)

解決済み：ユーザー名に「‘」が含まれていると、ログオン後にQPS Web Clientを使•

用できない。Web Clientにグレーの領域しか表示されない。 (207720)

解決済み:フォーカスが図やビデオなどの編集不可要素に置かれているとき、ショー•

トカットキーが動作しない。 (212715)

解決済み:2つのExcelテーブルの間に存在する空のPARAノードを削除できない。•

(210915)

解決済み:選択パターンの後に別の選択パターンが続いているとき、セクションを追•

加するオプションが、RNG内の設定どおりに表示されない。 (210408)

解決済み:セクション／図／テーブル／ビデオ／チャートを、空の段落とともにコピ•

ー／カット＆ペーストした後で、スマートドキュメントを保存／リフレッシュしよ

うとすると、コンテンツが妥当ではありませんエラーがスローされる。 (207613)

解決済み:スマートドキュメントを保存した後で、カーソルが最初の段落の先頭へ移•

動する。 (207633)

解決済み:指定された手順で選択したテキストを削除すると、前のリスト項目のテキ•

ストが削除される。 (210507)

用

解決済み:Platform用Quark XML Authorで、パブリッシング関連の権限が優先され•

ない。 (198380)

解決済み:Office Adapterで、編集不可ファイルについて、ファイルメニューのサー•

バーから開くオプションをクリックすると、例外がスローされる。 (203299)

解決済み:Office Adapter for Excelを使用してチャートをPDFとして書き出すと、テ•

ーブルの右側に不要な白の領域が表示される。 (203302)



解決済みの問題： 年 月アップデート（ ）

解決済み:チェックアウト後に、ドキュメントのルートノードが編集不可としてマー•

クされている場合、ドキュメントの終了ダイアログが表示されない。 (208580)

解決済み:ドキュメントに不足インライン画像が含まれている場合、ドキュメントを•

開けない（URIの形式を判定できませんエラーがスローされる）。 (192414)

解決済み:コンテンツタイプのマッピングフィルタ属性テンプレートがFalseに設定さ•

れている場合、どのドキュメントも返されない。 (210287)

解決済み:発行されるdocx出力が、ローカルドキュメントのファイル名で生成される•

。 (204916)



の既知の問題

年 月アップデート既知および解決済みの問題

Platform 2015の既知の問題

Platform® 2015の既知の問題の一覧は下記のとおりです。

SSOが有効で、ログオフからログオンまでの間にタイムゾーンが変更されている場•

合、タイムスタンプが更新されないことがある。 (285143)

（Aspose cellsの各種問題）：一部のチャートのレンディションに不一致がある（チ•

ャートの縦横比や高さ／幅が保持されない、垂直の罫線／長いハイフン／透明度が

適用されているチャート／垂直ラベルの間隔／垂直軸／ライン／凡例／ラベルが正

しく表示されないなど）。（192844、206958、217905、218788、220608、

220609、220242、249971、251205、251236、251378、238327、221302、

257283、259600、216934、217899、220675、255677、260905、264228）

（Aspose diagramsの各種問題）：一部の図のレンディションに不一致がある（色の•

相違／コールアウトの色／CAD図面／数式／記号／インクツール／装飾および基本

形状／Visio図のネットワーク図が正しく表示されないなど）。（259833、260377

、260452、260474、260479、260519、260532、260647、260541、260782、

260784、260785、260779、260772、262050、262653、263173、264292、

264294、264295、260442、260374）

コールアウト領域に入力された脚注は、プレビューでページの末尾に表示されず、•

コールアウトボックス内にのみ表示される。（221032）

コレクション検索のリスト表示に複数の値を持つドメイン属性を追加するとき、未•

処理の例外がスローされる。（221350）

セクションタイトルに含まれる数式が、画像／PDFレンディションの目次ページに•

表示されない。（262565）

バックグラウンドを含むスライドが、ライブプレビュー、およびスマートドキュメ•

ントまたはビジネスドキュメントへのパブリッシングで黒色に表示される。（

264124）

ドキュメントタイトルに含まれる数式が、PDFレンディションのヘッダーで正しく•

レンダリングされない。（264217）

Wiris数式挿入ボタンがWebsphere\Weblogicに存在しない。（264852）•

Excelテーブルを画像として取り込むとき、進行状況／ローディングバーが表示され•

ない。（265663）



の既知の問題

Excel AdapterでExcelファイルを開き、QAWE用にサーバーへチェックインしてか•

ら、Excel Adapterを使用してそのファイルからチャートをPNGまたはJPEGとして

書き出すと、チャートが正しくレンダリングされない。 (212389)

Excelテーブルを画像として挿入するのに長い時間を要する。 (212112)•

バックグラウンドに透明度が設定されているExcelチャートは、JPEGへのレンディシ•

ョンで白ではなく黒のバックグラウンドでレンダリングされる。 (206958)

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)

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)•

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)

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)

（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。 ()

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)



の既知の問題

年 月アップデート既知および解決済みの問題

特定の状況、たとえば表の後の段落にコールアウトが挿入され、そこで改ページが•

発生する可能性がある場合、コールアウトが次のページへ移動する。 (249122)

表の1つのセルにインラインボックスがあり、その表に含まれる別のセルに大きな画•

像がある場合、最初のセルのデータが消失する。 (249841)

コールアウトがテキストと並んで表示されず、ページの末尾に表示される。•

(249266)

コールアウト領域に入力された脚注は、ページの末尾に表示されず、コールアウト•

ボックスの中にのみ表示される。 (221032)

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。

Database/[database type]/Updateに移動し、「UpgradeConfiguration.xml」ファ•

イルを開きます。

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

ファイルを保存して閉じます。•

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。

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•

。

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)



の既知の問題

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

。

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。

Database/[database type]/Updateに移動し、「UpgradeConfiguration.xml」

ファイルを開きます。

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

ファイルを保存して閉じます。

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)

特定の状況、たとえば表の後の段落にコールアウトが挿入され、そこで改ページが•

発生する可能性がある場合、コールアウトが次のページへ移動する。 (249122)

表の1つのセルにインラインボックスがあり、その表に含まれる別のセルに大きな画•

像がある場合、最初のセルのデータが消失する。 (249841)

コールアウトがテキストと並んで表示されず、ページの末尾に表示される。•

(249266)

コールアウト領域に入力された脚注は、ページの末尾に表示されず、コールアウト•

ボックスの中にのみ表示される。 (221032)

（macOS（SierraおよびHigh Sierra））タブバーの表示がオンのとき、プレビューペ•

インのペイン折りたたみボタンが動作しない。 (285973) 

（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)

検索属性meの前後に空白があると、検索が機能しない。 (188418)•



の既知の問題

年 月アップデート既知および解決済みの問題

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。

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）。

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)



の既知の問題

（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 )

および 用の 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）プロジェクトリンクについて、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)

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)



の既知の問題

年 月アップデート既知および解決済みの問題

（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) 

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)

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)



の既知の問題

Platform XTensionsがロードされていると、QuarkXPressバージョン11.2.0.0および•

11.2.0.1が終了時にクラッシュする （この問題は、QXPバージョン11.2.0.2で解決

される予定です）。 (249571)

脚注／文末脚注の左側にカーソルを置いてEnterキーを押すと、その脚注が削除され•

る。 (285118)

（Safariのみ）：領域コンポーネントの後に、コンテキストメニューのこの後に段落•

を挿入するを使用して段落を挿入してから、Ctrl+Zキーを使用して段落を削除する

と、コンテキストメニューに不正なアイテムが含まれる。 (285121)

（Safariのみ）：テーブルの最後の行にあるセルを水平方向に分割した後で、コンテ•

キストメニューにセルの結合オプションが表示されなくなる。 (285197)

サーバーからクロス参照／ビデオ／PowerPoint／Visio／特殊文字／テーブルを挿入•

のいずれかのダイアログが開いていても、入力されたテキストがキャンバスに挿入

される。 (285342)

テーブルセルで検索を使用した後で、矢印キーのいずれかを押すと、テーブルの右•

側に一時的なセルが追加される。 (285540)

変更のトラッキングがオンのとき、Ctrl+Zによるテキストの取り消しが正しく動作•

しない。 (285293)

(IE のみ)：スマートドキュメントのPDFプレビューを取得した後で、テーブル内をク•

リックできない。 (284052)

（Safariのみ）：すべてのテキストを編集／削除するとき、領域コンポーネントが消•

失する。 (284588)

新しい行または列を挿入するとき、空のテーブルセルが選択される。 (284790)•

（Safariのみ）：サーバーからExcelテーブルを追加した後で、領域コンポーネント•

を作成できない。 (284890)

（Safariのみ）：コンポーネントの上に挿入された領域を削除できない。 (284988)•

（Safariのみ）：領域の削除後に、領域の空白部分が選択状態で表示される。•

(284996)

（Safariのみ）：領域がセクションコンポーネントの上に挿入されている場合、領•

域のコンテキストメニューにすべてのオプションが表示されない。 (284998)

（Safariのみ）：コンテキストメニューを起動するとき、空白のテーブルセルがハ•

イライトされる。 (284788)

（Safariのみ）：テーブルの行を削除した後で取り消しを実行するとき、セル内の•

空白部分が選択状態で表示される。 (285083)

（Safariのみ）：チェックアウトされた領域コンポーネント内に別の領域コンポー•

ネントを作成した後で、元の領域コンポーネントを保存できない。 (285114)



の既知の問題

年 月アップデート既知および解決済みの問題

（Safariのみ）：領域に段落を挿入した後で取り消しを実行するとき、空白部分が•

ハイライトされる。 (285243)

（Safariのみ）： macOS Sierraで、保存して閉じるダイアログでEnterキーを押すと•

、ブラウザがクラッシュする。High Sierraでは正常に動作する。 (285252)

（Safariのみ）：テーブルで垂直方向に選択された列のコピー／ペーストが動作し•

ない。 (285478)

水平方向に分割されているセルを含む行を削除した後で、ドキュメントを保存、ま•

たはXMLを表示するとき、無効なドキュメントコンテンツのエラーが表示される。

（259786）

前の列に結合されたセルが含まれているとき、左側に列の挿入を試みると、列が間•

違った場所に挿入される。（259872）

結合されたセルを、他の列のセルとともに選択するとき、結合されたセルを含む行•

が削除されない。（259999）

選択したセル上にボールド／イタリックなどを適用した後で、取り消しが正しく機•

能しない。（260103）

最初に選択した行のセル以外に複数のセルが選択されていると、それらのセルの内•

容について変更の承諾／拒否が動作しない。（260649）

IEエディタウィンドウからコピーしたコンテンツをChromeエディタウィンドウへペ•

ーストした後で、ドキュメントが無効な状態になる。（262018）

いくつかの場合に、新しいドキュメントの索引付けが完了していても、オフライン•

ページで索引付け状況が保留中と表示される。このため、オフラインモードではプ

レビューも表示されない。（262109）

大きな演算子タブで、大きな演算子と下付きおよび上付きボタンが正しく動作しな•

い。（262380）

段落に含まれている要素が数式または画像だけの場合、その前後にコメントを追加•

できない。（262398）

セクションをインラインで編集しているとき、そのユーザーがサーバーから切断さ•

れている間に、他のユーザーによってチェックアウトされると、オンラインへの復

帰後に更新されたセクションが表示されない。（262606）

いくつかのメタを持つセクションが、メタを持たない、または別のメタを持つ兄弟•

に変換されると、ドキュメントの保存時にエラーが発生する。（262994）

数式が矢印タブから、いくつかの記号を使用して挿入されると、プレビューでその•

数式が切り捨てられる。（263154）

斜線付き分数数式を使用して数式に入力された数値が、プレビューで切り捨てられ•

る。（263176）

オフラインモードの間にチェックアウトされたドキュメントのエディタウィンドウ•

が開いたままでも、オンラインになった後でWeb Clientからログオフできない。（

263481）

空白のコメント（脚注、文末脚注）を入力でき、変更タブにも表示される。（•

264160）



の既知の問題

数式の削除後に、何も入力できなくなる。（264382）•

複数レベルのリストのリストアイテムに追加された索引が、その索引用語だけでは•

なくリスト全体に追加される。（264429）

トラッキングが有効で、選択範囲に含まれるテーブルの最後のセルが垂直に結合さ•

れているとき、カーソルが削除されたコンテンツの末尾に移動されない。（264983

）

（IEのみ）：索引用語の出現を選択すると、フォーカスが消失する。（265029）•

同じ索引のエントリが、2つのセクションで異なる方法で並べ替えられていると、索•

引で別々に一覧表示されない。（265207）

参照されているコンポーネントがオンラインモードで別のアセットとして一度も編•

集されていない場合、そのコンポーネントをオフラインモードで別のアセットとし

てチェックアウトできない。（265634）

ダイアログを開いたとき、最初の文字がキャンバスに入力される（特殊文字／チャ•

ート／テーブル／Visioの挿入など）。（265650）

4.5.1でない。（175004）•

（IEのみ）脚注／文末脚注が段落の末尾に入力されている場合、それらの脚注／文•

末脚注の末尾をクリックできない。 (208260)

QXmlEditorConstantsから2つの文字キーがショートカットに設定されている場合•

、ショートカットキーの組み合わせが動作しない。 (208174)

（IEのみ）脚注、文末脚注、コメントを追加するとき、カーソルが段落の先頭に置•

かれていると、それらがランダムな場所に追加される。 (204305)

脚注または文末脚注のテキストに加えられた変更が追跡されない。 (208205)•

（IEのみ）段落の全体にtag/paraタイプが適用されている場合、脚注と文末脚注が•

段落の末尾に挿入される。 (208428)

複数の段落が、複数の段落上にペーストされると、ペーストされたコンテンツの先•

頭に余分な空の段落が作成される。 (212868)

クロス参照を含むセクションをチェックアウトし、親ドキュメントが別のセッショ•

ンでチェックアウトされている場合、別のセッションで編集中ですという通知が出

力される。 (213128)

脚注／文末脚注ダイアログをEscape（Esc）キーで閉じられない。 (210428)•

ハイパーリンクまたはクロス参照の後ろに挿入される脚注／文末脚注、特殊文字、•

画像は、すべてxrefタグ内に挿入される。 (212722)

ショートカットキーが有効で、トラッキングも有効なとき、トラッキング対象でな•

いテキストを選択し、ショートカットとしてマッピングされていない特定のキーの

組み合わせ（IEではCtrl+Shift+A、ChromeではCtrl+Shift+K）を使用すると、選

択されているテキストがトラッキングなしに削除される。 (206964)

（IEのみ）Shift+Rightキーを使用してテキストの一部を選択してから、Deleteキー•

を使用して選択テキストを削除するとき、そのテキストの末尾に脚注／文末脚注が

含まれていると、その脚注／文末脚注の削除がトラッキングされない。（Chrome

のみ）(210506)
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テキストにコメントを追加してから、コメントありの単語とコメントなしの単語を•

ともに検索すると、そのテキストが見つからない。 (212493)

トラッキング対象のテキストを検索するとき、その一部にトラッキング対象でない•

テキストが含まれていると、検索が失敗する。 (213051)

脚注または文末脚注が含まれているテキストを検索すると、検索が失敗する。•

(213055)

チェックインダイアログを使用して、スマートドキュメントをコレクションへチェ•

ックインするとき、そのコレクションに多数の子コレクションが含まれていると、

長い時間を要し、読み込み中の記号が表示されず、例外が返されることがある。

(213103)

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) 

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)

マルチブロックのリストアイテムで、自動番号のスタイルが1回変更されてから元に•

戻された場合、インデントを増やす操作が動作しない。 (249682)

ユーザーがスマートドキュメントから別のスマートドキュメントへマルチブロック•

のリストアイテムをコピー＆ペーストすると、正しくペーストされない。 (249482)

（IEのみ）：ユーザーが複数のセカンダリリストアイテムを含むリストをコピー＆•

ペーストすると、リストの構造が変更される。 (248913)

文字が日本語文字に直接置き換えられるとき、削除されるテキストがトラッキング•

されない。 (184285)

テキストをメモ帳からペーストすると、全角スペースがペーストされないか、半角•

文字に変更される。 (184286)

（Chromeのみ）：ユーザーが日本語IMEを使用して編集不可領域に入力した文字•

が、キャンバスに表示される。 (186155)

挿入された脚注／文末脚注のネストした削除が、レビューペインに表示されない。•

(217959)

eps、pdf、pct、wmf、pcx、sctなどのフォーマットのファイルをファイルシステム•

からアップロードしようとすると、画像が更新時にしか表示されない。 (220058)
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（IEのみ）：画像をMicrosoft Wordドキュメント／スニッピングツール／pdfから•

コピーすると、ペーストされない。 (220214)

Ctrl+Vを使用して画像を2回以上ペーストすると、複数のチェックインダイアログが•

表示され、誤動作を引き起こす。 (220497)

（中国語のみ）： 単語に完全一致するを有効にすると、テキスト検索が動作しない•

。 (220511)

用の

サーバーのクリップボードにコピー機能で、チャート名が255文字の場合、エラーが•

スローされる。 (285635)

サーバーのクリップボードからのペースト機能が、テーブルに対して機能しない。•

(285282)

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) 

および 用

（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)

および

（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)

検索対象としてID属性を使用した検索が、誤った結果を返す。（259652）•

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)
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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
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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

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)
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（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)

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

(108642)

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)

用

cmsinfo参照属性が、サーバー参照をローカル参照に変換した後でも残ったままにな•

り、削除する必要がある。 (285311)

レガシードキュメントをXML Author 6.1で開くと、参照されているセクションのID•

が元のセクションIDに復元されない。 (285715) 

Platform Adapter DItaのクロス参照設定で、•

HrefAttributeOfCrossReferenceNodeNameキーの値が正しくない。（266029）

変更の追跡がオンの状態で、サーバーコンポーネントがインラインで編集されると•

、セクション全体がトラッキング対象として表示される。 (213819) 

ローカルシステムからExcelテーブルを挿入した後でビジネスドキュメントを閉じる•

とき、いいえボタンをクリックすると誤った警告が表示される。 (213869)

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)
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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)

ローカル参照のチェックインの設定が有効なとき、ローカルコピーコンポーネント•

の参照がメインのドキュメントとともにチェックインされない。 (237486) 
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