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解決済みの問題：Platform 9.5.4 
Platform 9.5.4 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:（Mac OS Xのみ）：ワークスペースブラウザでツールバーを隠すことはできるが、再表示できない。 

(161615)  

Platform Server 

 解決済み: Platform Server が Oracle データベースとともに実行されている場合、移行後に既存のロールの編

集や新しいロールの作成を行えない。 (159608) 

 解決済み:.aps ファイルに方向が 1 つしかない場合、Web Reader が起動しない。 (165214) 

Platform XTensions ソフトウェア 

 解決済み:スタイルシートが適用されているアーティクルのコピーを取り込み、そのスタイルシートが更新されている

場合、更新されたスタイルがアーティクルに反映されない。 (162621) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：QuarkXPress で、1 台目のシステムでプロジェクトをチェックアウトし、そのチェ

ックアウトを上書きしてから、2 台目のシステムでそのプロジェクトをチェックインすると、最初のシステムでプロジェクト

を再度チェックアウトしようとしたとき、 The Project is locked, Changes cannot be saved（プロジェクトがロックさ

れているため変更を保存できません）というメッセージが表示され、QuarkXPress がクラッシュする。 (162826) 

 解決済み:画像を含むプロジェクトがあるとき、出力用ファイルの収集を実行しようとすると、画像ファイル名にアセ

ット ID が追加される。 (125047) 

Platform WebHub 

 解決済み:（IE 8のみ）：Wordまたはメモ帳から、WebEditorで作成されたアーティクルやプロジェクトへコンテンツを

コピーアンドペーストできない。 (159428) 

 解決済み:アセットがWebClientからチェックインされている場合、一部のコンテンツタイプについてテキストコンポー

ネントが正しく生成されない。 (133975) 

InDesign／InCopy CS6 用 Platform Adapter  
 解決済み:（Windowsのみ）：InDesignが終了時にクラッシュする。 (162648) 
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Quark Publishing Platform 用 Quark XML Author   

 解決済み:言語入力モードが日本語に設定されていると、XML参照を更新するときにコンポーネントの参照が消

失する。 (165766) 

 解決済み:コンポーネントを作成するとき、コンポーネントproductLineを挿入する機能。 (164471) 

 解決済み:保存済みの検索結果の表示モードが優先されない。 (165424) 

 解決済み:コンテンツタイプの名前がChapterまたはSectionの場合、XAドキュメントをチェックインできない。 

(163990) 

 解決済み:ドキュメントのリビジョンをQuark XML Authorからチェックインするとき、カスタムの関係、またはコンテン

ツに基づかない関係が含まれていると、その関係が削除される。 (164037) 

 解決済み:サーバーテンプレートからドキュメントを作成するとき、すべてのコンポーネントのDITA idがリセットされな

い。 (158562) 

解決済みの問題：Platform 9.5.3 
Platform 9.5.3 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:サーバーからPlatform Clientが切断されると、Platform Clientがハングし、処理されない例外がスロ

ーされる。 (145473)  

 解決済み:（Windows のみ）：Quark Publishing Platform Client にログオンしてから、コレクションのアセット

を選択しようとすると、例外がスローされる。 (144837) 

 解決済み:（Windows のみ）：Quark Publishing Platform Client にログオンしてから、コレクションに移動しよ

うとすると、例外がスローされる。 (144828) 

 解決済み:（Windows のみ）：ユーザーがアセットを削除すると、Platform Client がハングする。 (143448) 

Platform Server 

 解決済み:（Windows 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。 (153471) 

 解決済み:（Windows のみ）：単一ページの XML ドキュメントのテンプレートを変更し、テキストが 2 ページ目

に回り込むようにすると、ワークスペースで XML を開き、再度索引を作成を実行したとき、ドキュメントのプレビュー

には依然として、単一ページの古いプレビューが表示される。 (153723) 

Platform XTensions ソフトウェア 

 解決済み:同じアーティクルを複数のプロジェクトにリンクすると、プロジェクトのチェックイン時間が長くなっていき、

最後には時間切れメッセージが表示され、プロジェクトのチェックインが行われなくなる。(143947) 
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 解決済み:多くのバージョンが存在するプロジェクトについて、古いバージョンに戻す、または古いバージョンの編集

不可のコピーを取得しようとすると、QuarkXPress がハングする。 (145722) 

 解決済み:Callout XT が無効のときに QuarkXPress を終了すると、QuarkXPress がクラッシュする。 

(149167) 

Platform Web Client 

 解決済み:関係の属性リストが空白の場合、関係の情報ダイアログに関連アセットが表示されない。 (145730) 

 解決済み:ドキュメントを以前のバージョンに戻そうとしたとき、その以前のバージョンにリンクが含まれており、かつ

そのリンク先が以後のバージョンで削除されている場合、それらの参照されているコンポーネントとの関係が作成さ

れない。 148573) 

 解決済み:Platformクライアントでアセットを右クリックし、コンテキストメニューを呼び出すとき、InCopyアーティクル

とInDesignドキュメントについてチェックアウトボタンが有効になる。このボタンをクリックしてアーティクルやドキュメント

をチェックアウトすると、そのアーティクルまたはドキュメントはダウンロードされるが、関連ドキュメントはダウンロードさ

れない。 (143579) 

Quark Publishing Platform 用 Quark XML Author   

 解決済み:ドキュメントをチェックアウトしてオフラインで編集し、オンラインに復帰したとき再度チェックインしたり、他

のサーバー操作を実行したりすることができない（参照のありなしを問わず）。 (151339) 

解決済みの問題：Platform 9.5.2 
Platform 9.5.2 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:（Mac OSのみ）：(CAS-191152-B9H6L9)アセットを 1 つのコレクションからドラッグし

て別のコレクションのコンテンツ領域（アセットのリスト）にドロップする機能。 (119998) 

 解決済み:(30026-16474) (MacOS 10.8 only) チェックインまたは属性の編集ダイアログボック

スで期日の属性をクリックしたときに、期日の月と年が表示されない。 (140050) 

Platform XTensions ソフトウェア 

 解決済み:（Windows7 および Windows XP のみ）：1 ビット画像を QuarkCopyDesk アーティク

ルまたは QuarkXPress プロジェクトの画像コンポーネントに取り込むと、次のように変更される。

画像カラー、画像バックグラウンドカラー、シェードの値または不透明度。アーティクルをプロ

ジェクトにリンクした後、画像のプレビューが空になる。また、QuarkXPress では、画像ボック

スを選択して高解像度を適用しようとすると、 QuarkXPress がクラッシュする。 (137602) 
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 解決済み:QuarkXPress プロジェクトとワークスペースブラウザウィンドウを開いているときに、

アーティクルとして割り当てられたテキストボックスを選択すると、そのアーティクルがワーク

スペースブラウザで選択されない。  (137215) 

 解決済み:If you have a QuarkXPress プロジェクトに、画像コンポーネントを含んでいるアーテ

ィクルが 1 つまたは複数ある場合、そのアーティクルに対するワークスペースブラウザウィンド

ウの更新状態列に、ジオメトリに相違ありとコンテンツに相違ありの状態が表示されない。  

(142532) 

Platform Web Client 

 解決済み:(30026-17727)変更履歴がオンの状態で削除されたテキストが含まれているCopyDeskア

ーティクルをチェックアウトしようとすると、エラーが表示される。 (141673) 

InDesign／InCopy CS6 用 Platform Adapter  
 解決済み:InDesignからPlatform Serverにログインすると、InDesignドキュメントにリンクされてい

るアーティクルコンポーネントをQPPメニューで分離できない。QPPメニューで、分離のオプシ

ョンが無効になっている。 (104366) 

回避策：分離するアーティクルコンポーネントをワークスペースブラウザで選択して、ワークス

ペースブラウザツールバーの分離ボタンから分離します。 

 解決済み:InDesignまたはInCopyにログインして、ドキュメント／アーティクルのチェックアウ

トまたはリビジョンの表示 > すべてのドキュメント／アーティクルを選択すると、結果が含ま

れているダイアログに、ファイルと、サポートされているドキュメントタイプ.indd、.indt

（InDesign）および.icma、.icmt（InCopy）が表示される。 (140093) 

 解決済み:（Windowsのみ）：InDesignでドキュメントをチェックアウトしたときに、環境設定で

指定した場所にそのドキュメントがチェックアウトされない。 (139224) 

Quark Publishing Platform 用 Quark XML Author   

 解決済み:親ドキュメント内から相互参照されているXMLコンポーネントを開くことができる。 

(136607) 

 解決済み:（Windowsのみ）：インライン画像で、移動の操作が正しく動作しない。 (142467) 

 解決済み:（Windowsのみ）：複数の子コレクションにアクセス権があるが、ホームコレクション

にはアクセス権がないユーザーが、1つの子コレクションからドキュメントをチェックアウトし

て、そのドキュメントを2番目の子コレクションにチェックインしようとすると、チェックアウ

トされたコレクションからのコレクションパスが記憶されない。 (142634) 

解決済みの問題：Platform 9.5.1.1 
QPP 9.5.1.1 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。 
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CopyDeskArticle XTensions ソフトウェア： 

 解決済み:（Mac のみ）プログラミング言語が英語以外の言語に変更された場合、チェックイン

時にページ画像を自動更新の環境設定が QuarkXPress で動作しない。 (135277) 

 解決済み:（MacOS X のみ）：ユーザーが QuarkXPress プロジェクトのリビジョンを保存してい

るときに Platform Server が突然ダウンした場合、QuarkXPress がクラッシュして例外がスローさ

れる。  (122505) 

 解決済み:（Mac OSのみ）：アセットのプレビューを更新しようとしているときに、QuarkXPress と

QuarkCopyDesk の両方が不規則にクラッシュする。  (134845) 

 解決済み:（CAS-163004-Y99Z0X）複数の異なるプロジェクトに画像がリンクされていて、それらのプロジェクトの

いずれかをチェックアウトしてレイアウトで画像を選択した場合、画像のエントリが、アクティブなプロジェクトではなく、

最初に画像がリンクされていたプロジェクトの配下に表示される。  (90531) 

 解決済み:リンクされている一連のボックスで最初のボックス以外のボックスにアーティクルを

リンクしようとすると、QuarkXPress がクラッシュする。 (135012) 

 解決済み:（Mac OSのみ）：（30026-13881）ドイツ語が QuarkCopyDesk のプログラム言語として

設定されているときに、Platform Server からアーティクルをチェックアウトしてコンポーネント 

> 新規に移動すると、コンポーネントタイプドロップダウンに一覧表示されるコンポーネントタ

イプが英語になっている。 (136434) 

 解決済み:（30026-13610）チェックイン時にページ画像を自動更新の環境設定が選択されてい

る場合にプロジェクトのページ画像に対して変更を行うと、プロジェクトにチェックインしたと

きに、ページ画像ファイルがチェックアウトの場所に作成される。 (136477) 

 解決済み:チェックイン時にページ画像を自動更新の環境設定が選択されていて、プロジェクトに 2 つのレイアウ

トが含まれている場合、2 つめのレイアウトのボックスのサイズを変更して、次に 2 つめのレイアウトでプロジェクトリビ

ジョンの保存を実行しようとすると、ジオメトリを更新しようとしたときに、Unable to find asset at specified 

location（指定された場所でアセットが見つかりません）という警告が表示された後に QuarkXPress がクラッシュす

る。手動でジオメトリの更新を実行する場合のみ動作する。 (136744) 

Platform Server 01 

 解決済み:XA Clientを使用して、Platform ServerからTIFイメージをXAドキュメントに取り込み、

サーバータスクウィンドウからライブビュータブでクリックしたときに、生成されたプレビュー

が正しくない。イメージのすべてのカラーが失われる。 (121982) 

 解決済み:（Windows Server 2008 R2のみ）：テキストまたは画像のコンポーネントタイプが旧バー

ジョンでも使用されているときに削除されると、データベースのアップグレードが失敗する。 

(136491) 

 

 解決済み:（Windows Server 2008 R2のみ）：移行時にSystemのタイプ属性が他のアセットタイプに

マッピングされると、QPP 9.5.1へのデータベースのアップグレードが失敗する。 (136492) 

 

 解決済み:100回を超えるクエリを実行するスクリプトを実行しようとすると、TOO MANY 

USER WATCHED QUERIES（クエリを監視するユーザーが多すぎます）という例外が表示され

る。 (136530) 
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Platform Client 

 解決済み:（Mac OSのみ）：（CAS-175464-C0M6L1）遅延読み込みがオンのときに、200 を超える

アセットが返される検索を選択して、アセットのプロパティ（ルーティング先など）を変更する

か、検索結果に含まれているアセットを削除すると、未処理の例外がスローされる。 (100426) 

 解決済み:（Windows のみ）：コレクションの変更の権限が無効になっているユーザーがコレク

ションやコレクションテンプレートを選択して編集しようとすると、未処理の例外がスローされ

る。 (106383) 

 解決済み:（Mac OS のみ）：（CAS-198790-X9C6B9）1 回のクリックで画像を選択してサムネ

ール表示やフィルムストリップ表示にドラッグ＆ドロップできない。最初に画像を選択する必要

があり、その後、その画像をプロジェクトにドラッグ＆ドロップすることはできる。 (112562) 

 解決済み:（Windows のみ）：新規ファイルのチェックインと新規フォルダのチェックインのア

クセスキーが同じである（Aｌｔ + 1 + T）。 (134843) 

 解決済み:属性 A1 のように、属性別に画像をグループ化するクエリを使用して画像を置き換えよ

うとするときに、表示モードをリスト表示に変更すると、A1 の属性のノードを展開できない。

また、画像を選択できない。 (134680) 

Core Adapter： 

 解決済み:そのドキュメント自体へのクロス参照が含まれているXAドキュメントを削除しようと

すると、The Asset is not locked（アセットがロックされていません）というエラーメッセー

ジが通知される。 (137257) 

 解決済み:（Windowsのみ）：XML Author Adapter：参照先が見つからないXMLドキュメントがあ

り、参照ペインの見つからない参照先セクションで、見つからない参照先のエントリをダブルク

リックしてその見つからない参照先に移動しようとした場合、MS-Wordがクラッシュする。 

(134992) 

 解決済み:（Windowsのみ）：Core Adapter：DITAマップ用のリボンでメニューが表示されない。 

(136155) 

 解決済み:DITA：2007：Quark XML Authorのアイコンが表示されない。 (136340) 

解決済みの問題：Platform 9.5.1 
QPP 9.5.1 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。 

CopyDeskArticle XTensions ソフトウェア： 

 解決済み:ePUBのレイアウトタイプでレイアウトを作成して、リフロービューで画像をカバーま

たは画像コンポーネントにリンクし、画像をチェックアウトして変更を加え、更新した画像を再

びチェックインして、ePUB形式でレイアウトを書き出すと、レイアウト内で画像を更新する必

要があることを示す警告が表示されず、書き出された ePUBファイルに、古いバージョンの画像

が含まれている。 (95742) 
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 解決済み:QuarkXPress ドキュメントを作成して、画像ファイルを取り込み、リンクのあるドキ

ュメントをチェックインおよびチェックアウトして、出力用ファイルの収集を実行すると、出力

用ファイルの収集後の画像サイズが元の画像サイズの 2 倍になる。 (124899) 

 解決済み:CAS-202087-P2M7S7：QuarkCopyDesk を使用して、オーバーフローが発生している

テキストか、割付が行われているテキストのいずれかが含まれたコンポーネントのあるアーティ

クルをチェックアウトした場合、ゲラ表示または全画面表示になっていると、このコンポーネン

トを削除しようとしたときに QuarkCopyDesk がクラッシュする。 (125632) 

 解決済み:（Windows Server 2008 のみ）：（30026-1787）QuarkCopyDesk で、属性の編集ダイ

アログに JPG と TIF のピクセル（高さ）とピクセル（幅）の値が表示されない。 (126460) 

解決済みの問題：Platform 9.5 
QPP 9.5 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。 

CopyDeskArticle XTensions ソフトウェア： 

 解決済み: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 形式でレイアウトを書き出すと、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。 (96671, 96672, 

96673) 

 解決済み:マスターページに画像をリンクして、そのマスターページが含まれているレイアウト

を複製し、複製したレイアウトでマスターページから画像を削除しようとすると、エラーメッセ

ージが表示され、画像を削除できない。 (71635) 

 解決済み:(Mac OS® only)コンポーネントタイプを指定せずにアーティクルをチェックインしよ

うとすると、エラーメッセージが表示される。その後にチェックインをキャンセルすると、

QuarkXPress が突然終了する。 (50690) 

 解決済み:QuarkXPress からアーティクルを割り当て、それを QuarkCopyDesk で更新し、アー

ティクルのコンテンツを QuarkXPress で更新した後、編集 > ロックの取消しを 2 回選択すると、

アーティクルのロックが解除され、QuarkXPress で編集可能になる。 (66046) 

 解決済み:App Studio パレットを使用して画像、画像のスライドショー、またはビデオのインタ

ラクティブオブジェクトを作成するときに、App Studio で対応していない形式の QPPアセットを

選択できるが、対応していない形式のファイルを選択すると、App Studio パレットに進行状況

バーが表示され、プレビューは表示されない。(AQ-227) 

 解決済み:（CAS-170031-RGGZ33：［QCD 9.1］機能要求：テンプレートから作成するためのキー

ボードショートカットは CRM:0001259 にエスカレートされた）「テンプレートからのアーティク

ル」と「テンプレートからのプロジェクト」にショートカットを割り当てること。（98287） 

http://tfsapp:8080/tfs/web/wi.aspx?pcguid=9b8f8e65-dcae-4568-b625-2adc8a2105ea&id=126460


QPP 9.5.4 の既知の問題および解決済みの問題 

11 

Platform Server 01 

 解決済み:CAS-184971-Q8R5M5：Acrobat 9.0で保存されたPDFで、テキストインデックス状況とペ

ージ数の属性が空白として表示される。（108292） 

 解決済み:LDAPから取り込まれたユーザーがQPSにアセットをチェックインすると、そのユーザー

を取り込むために使用されたLDAPプロファイルを削除できない（QPSからそのLDAPプロファイル

内のユーザーをすべて削除しても、LDAPプロファイルを削除できない）。 (96363) 

 解決済み:QPP Serverのコンソールからjconsoleが起動しない。（113071） 

Platform XT.xnt 

 解決済み:CAS-171291-Q6B6N6：（Mac OS®のみ）リンクされたQXPドキュメントをワークスペースブラウザで

「PDFとして発行」できない。（99220） 

 解決済み:（CAS-176846-B0Q1X0）「Duplicate Asset」のドイツ語訳が間違っている。

（111131） 

 解決済み:（CAS-192167-L7N3Y6）スタイルシート経由で使用されたアーティクルテキスト揃えが

CKEditorとプレビューで違っている。（115245） (115245) 

 解決済み:（CAS-193413-Q8L7R0）［Chrome-Legacy］InCube：テキストコンポーネントが特定の

スタイルシートに関連付けられている場合でも、すべての段落（最初のもの以外）が「標準」ス

タイルシートで適用される。（116819） 

 解決済み:Web Clientからプロジェクトを削除中に表示される「アセットが別のプロジェクトま

たはアーティクルにリンクされています」というメッセージ［CAS-200706-W2H1P4］。

（123936） 

 解決済み:管理ページの場合と同様に、ブラウザ内のQuark Publishing Platformページにもファ

ビコンが表示されない。（117487） 

Platform Client 

 解決済み:（CAS-172883-D7V0F8）QPP ClientとXTで、特殊文字（ウムラウト）を含む出力スタイ

ルを使用してPDFを生成できない。（98783） 

解決済みの問題：QPS 9.2.0.1 
QPS 9.2.0.1 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。 

QPS Server 

 解決済み:(Windows only) Java ランタイムエンジンがインストールされていない場合、QPS 

Server 9.2 アップデータで HSQL QPS database が更新されない。 (97756) 

 解決済み:QPS Server を 9.2 に更新し、“LDAPtemplates.xml”ファイルで LDAPのポートを指定し

ていない場合、更新後に QPS Server が起動しない。 (97759) 
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 解決済み:サンプルスクリプト“QxpsmFunctions.js”の getFileFromDocpool(docName)関数で、

実行時に例外がスローされる。 (98355) 

QPS Client 

 解決済み:轍 uark.QPS.Client.config 能 (96917) 

解決済みの問題：QPS 9.2 
QPS 9.2 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。 

QPS XTensions ソフトウェアのインストール 

 解決済み:任意のアイテムと、QPSリンクが含まれているコンポジションゾーンアイテムを選択

して、Deleteキーを押すかアイテム > 削除を選択すると、警告メッセージが表示されずにコン

ポジションゾーンアイテムが削除される。その後でプロジェクトを QPS にチェックインしようとすると、

"CANNOT_DELETE_LAYOUT_HAVING_ATTACHMENTS"（リンクが含まれているレイアウトは削除できませ

ん）」というメッセージが表示される。 (88245) 

 解決済み:App Studio のリッチ化機能で使用されている不足 QPSアセットを、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で更新ボタンを使用して更新しても、アセットが更

新されていない。（AQ-185） 

 解決済み:QPSにログオンして、App Studio のリッチ化機能でローカルファイルシステムからア

セットを使用すると、ログオフ後もその他のチェックインボタンが有効なままになっている。そ

の他のチェックインボタンをクリックすると、アプリケーションが突然終了する（Mac OS の場

合）、または何も起こらない（Windows の場合）。（AQ-246） 

 解決済み:App Studio のインタラクティブオブジェクトで使用されている QPSアセットの名前を

変更すると、そのアセットをチェックインして、レイアウトまたはレイアウトファミリーを AVE

形式で書き出したときに、名前を変更したアセットが含まれない。アセットが含まれるようにす

るには、名前を変更したアセットを、App Studio パレットで選択する必要があります。（AQ-

524） 

 解決済み:画像ボックスにリンクされている画像ファイルをチェックアウトして画像編集アプリ

ケーションで編集すると、更新された画像は、QuarkXPress では正しく表示されるが、PSDや

EPSの画像の場合は空白が出力され、その他の形式の画像の場合は低解像度で表示される。 

(89374) 

 解決済み:ワークスペースブラウザパレットから画像ボックスに画像をドラッグするときに、マ

ウスポインタが画像ボックスに到達する前にテキストボックス上を通過すると、画像を画像ボッ

クスにドロップできない。 (89739) 

 解決済み:App Studio のインタラクティブ機能が含まれているプロジェクトを、Mac OS上で実行

されている QuarkXPress Server のインスタンスのドキュメントプールに配置し、QPSを使用し

てそのプロジェクトから App Studio コンテンツを書き出そうとすると、書き出した.zaveファ

イルのサイズが 0KBになっている。 (91787) 
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QPS Connect Client 

 解決済み:高さまたは幅が192ピクセルより小さい画像の場合、フィルムストリップ表示のプレビ

ューが非常に小さい。 (96918) 

QPS Web Hub 

 解決済み:QPSシステムのQuarkXPress Serverのインスタンスが英語以外のロケールで実行されて

いる場合、QuarkCopyDeskアーティクル内のボックスがWeb Hubで正しく表示されない。 (95894) 

解決済みの問題：QPS 9.1 
QPS 9.1 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。 

QPS Connect Client 

 解決済み:次の権限が機能しない：一般 > コレクションテンプレート。 (62617) 

QPS XTensions ソフトウェアのインストール 

 解決済み:ナビゲーションペインでフォーカスを変更すると、レイアウトでアイテムを選択して

も、割り当て、分離、更新などの、レイアウト固有のボタンが無効になる。 (52281) 

 解決済み:ライブラリの読み取り専用コピーをチェックアウトしてから QuarkXPressを終了する

と、そのライブラリがコンピュータから削除されない。その後、QuarkXPress を再起動して同じ

ライブラリを読み取り専用モードでチェックアウトしようとすると、QuarkXPress が突然終了す

る。 (65456) 

 解決済み:ダイアログボックス警告の環境設定がオフになっていると、音声警告の環境設定

（QuarkXPress／編集 > 環境設定 > Quark Publishing System > 全般 > 通知ペイン）がオンに

なっていても、QuarkXPress と QuarkCopyDesk で音声警告が機能しない。 (68286,74362) 

 解決済み:(Mac OS 10.5.x only)ワークスペースブラウザパレットのプレビューペインで、選択の

際にさまざまなアセットの間を急いで移動し、その結果各アセットのプレビューが完全に読み込

まれなかった場合、QuarkXPress や QuarkCopyDesk が突然終了することがある。 (81150) 

 解決済み:ログオフの警告が表示されていないような状況で QPS Server との接続が切断された場

合、ワークスペースブラウザウィンドウを閉じると QuarkXPressが突然終了する。また、ログオ

フされない。 (82745)  

 解決済み:プロジェクトをチェックアウトして、そのプロジェクトからアーティクルを割り当て

るか、そのプロジェクトにアーティクルをリンクした後に他のユーザーがそのプロジェクトの属

性の編集を開始し、その後自分がそのプロジェクトのチェックアウトをキャンセルすると、割り

当てられたボックスが、誤って、リンクがあるものとして設定されたままになっている。続けて

これらのボックスに対して画像を削除または割り当てようとすると、QuarkXPress が突然終了す

る場合がある。 (59676) 
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 解決済み:100個を超えるコンポーネントをアーティクルに割り当てると、Mac OSの場合は

"HTTP_TRANSPORT_EXCEPTION"、Windows の場合は"Operation Timed Out"という例外が発生する。 

(59674) 

 解決済み:コールアウトに関連付けられたコールアウトアンカーが含まれているボックスを選択

して、ボックスをアーティクルとして割り当ててから、そのボックスを複製またはコピーアンド

ペーストすると、複製されたボックスに関連付けられている複製されたコールアウトがロックさ

れ、ロックを解除できなくなる。 (70338, 70478) 

QPS Web Hub 

 解決済み:Wordからペーストボタンを使用してテキスト編集ダイアログボックスでハイパーリン

クが含まれている Wordのテキストをペーストし、適用をクリックすると、エラーメッセージが

表示され、操作ができない。 (70182) 

 解決済み:（Mac OS 版の Chromeのみ）コールアウトが関連付けられているコールアウトアンカ

ーの場所を変更して変更結果を保存しようとしても、変更結果が保存されない。また、アーティ

クルを再度編集する前にテキスト編集ダイアログボックスをリフレッシュする必要がある。 

(66808) 

解決済みの問題：QPS 9.0 
QPS 9.0 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。 

QPS Server 

 解決済み:パスワードに特定の英数字の組み合わせが含まれていると、QPS Server にログオンで

きない。 (62114) 

 解決済み:QPS Script Manager でスクリプトの名前を変更できない。 (43601) 

 解決済み:QuarkXPress プロジェクト内ですべてのレイアウトのプレビューやサムネールを参照

できない。 (62103) 

QPS Connect Client 

 解決済み:(Windows only)スクロールがある場合、コレクションのツリーで、別の場所にアセッ

トをドラッグ＆ドロップしにくい。 (47025) 

 解決済み:(Windows only)コレクションや検索結果をお気に入り領域にドラッグ＆ドロップする

ときに、コレクションや検索結果の配置される場所がわかりにくい。 (38390) 

 解決済み:自動ルーティング規則が適用されていない場合でも、アセットの状況を変更するとル

ーティング先の値が変更されることがある。(44229) 
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 解決済み:クイックアクセスツールバーにドロップダウンメニュー付きのボタンを追加できない。 

(50979) 

QPS XTensions ソフトウェアのインストール 

 解決済み:アーティクル間でテキストをコピーアンドペーストすると、それらのアーティクルに

スタイルシート、H&J、カラーなどの同じリソースがあっても、テキストフォーマットが変更さ

れる。 (42467) 

 解決済み:（Windows のみ）Windows のユーザー名に東アジア言語の文字が含まれている場合、

QPSジョブチケットからプロジェクトを作成できない。 (67850) 

 解決済み:QuarkCopyDesk で割り当てられたアーティクルをチェックアウトして、テキストコン

ポーネントをオーバーフローさせ、再びアーティクルをチェックインして、アーティクルをプロ

ジェクトにリンクすると、オーバーフローテキスト用に新しいテキストボックスが作成される。 

(51182) 

 解決済み:Command+A／Ctrl+A でワークスペースブラウザウィンドウ内のすべてのアセットが選

択されない。 (73273) 

 解決済み:無効な画像を別の画像で置き換えようとすると、QuarkXPress が突然終了する。 

(69639) 

 解決済み:アクティブなレイアウトからアーティクルを割り当てた後で、QuarkXPress にカラープロファイルを追加し

て、同じレイアウト内の別の場所でチェックアウト済みアーティクルをチェックインしようとすると、次の警告メッセージ

が表示される：「Unknown exception caught from QCD filter API while updating geometry（ジオメトリの更新

中に QCD フィルタ API で原因不明の例外が発見されました）」 (36467) 

 解決済み:（Windows のみ）新しいプロジェクトで、提供されているカラーモデルのいずれか（PANTONE、TOYO、

DIC など）を使用してスポットカラーを作成し、そのスポットカラーをテキストボックスのテキストに適用してから、テキ

ストボックスをアーティクルとして割り当てると、プロジェクトとそのアーティクルとの関係が消失する。その結果、そのア

ーティクルはプロジェクトリンクパレットや、検索結果パレットのリンクタブに表示されず、QPS 機能を使用したときに

QuarkXPress が突然終了することがある。 (31460) 

QPS Web Hub 

 解決済み:アポストロフィまたは引用符が含まれているユーザー名で QPS Server にログインする

と、アーティクルをチェックアウトできない。 (61345) 

 解決済み:ドイツ語のプログラムの言語で、チェックアウトのキャンセルボタンの翻訳が誤って

いる。 (60720)  

 解決済み:状況フィールドとルーティング先フィールドへのアクセス権限が許可されていない場

合でも、アクセス可能になっている。 (29754) 

 解決済み:自動ルーティング規則が適用されていない場合でも、アセットの状況を変更するとル

ーティング先の値が変更されることがある。(44229) 
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QPS SharePoint Adapter 

 解決済み:Windows Server 2008 R2が稼働していて、ドメインコントローラとして構成されてい

るコンピュータで、SharePointをQPSリポジトリとして定義できない。 (58149) 

 解決済み:QPS Connect Clientを使用して、QPS Home ライブラリでドキュメントライブラリを

作成するコレクションを作成すると、そのライブラリに対してSharePoint Wordパーサーが無効

になる。 (55353) 

 解決済み:IISでSSLが有効になっている場合、SharePoint Servicesが実行されているコンピュー

タでSharePointリポジトリを定義できない。 (66340) 

Platform 9.5.4 の既知の問題 
Platform® 9.5.4 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 

 （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) 

 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は、そのドキュメントを発行できない。

（123422）  

 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）   

 WebLogic：Script Managerでスクリプトを実行できない。QPP Serverが外部で実行している

Weblogicアプリケーションサーバーに配置されている場合は、Script Managerを使用しないよう

にする必要がある。（122990） (122990) 

 QPP ServerコンポーネントがQLA Serverとの通信に使用できない。（118373） (118373) 

 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） 

 名前が同じ2つのインタラクティブ機能ファイルを含むプロジェクトでは、ePub／AVEを生成でき

ない。（96673） 

 Weblogic：Ditaアセットのインデックス状況が失敗と表示される。QPP Serverが外部で実行して

いるWeblogicアプリケーションサーバーに配置されている場合に、Ditaアセットタイプのレンデ

ィション生成が失敗する。（122382） (122382) 

 32ビットまたは64ビットのコンピュータで、QPP Serverに4GBを超えるRAMを割り当てできない。(86807) 

 

回避策：QPP Serverのコンピュータに、最新の64ビット版Java Service Wrapperをインストールします。 

 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) 

 （Windows®のみ）QPP ServerをTomcatの外部インスタンスで実行するには、オペレーティングシステムが64ビット

である必要がある。 (73367) 

 [drive]:\Windows\Temp\poifilesに作成された一時ファイルが自動的に削除されず、手動で削除し
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なければ、大量のデータがギガバイト単位で蓄積される。 (55283) 

 QPS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。 (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) 

 （Windows のみ）データベース更新プログラムを実行して Platform を 9.5 から 9.5.1.0 に更新す

ると、2 番目の画面で、ジョブジャケット用のフォルダとスクリプト用のフォルダの入力を求め

られる。ジョブジャケットとスクリプトは既にデータベース内にあるので、この画面は不要であ

る。 (133562)  

 （Windows のみ）Windows 7 または Windows Server 2003 32bit 上にインストールされたサーバ

ーを起動しようとすると、Error occurred during Initialization of JVM（JVM のインストール

時にエラーが発生しました）というエラーが通知される。 (134605)  

回避策：ヒープサイズと Pergen のサイズを以下のように調整します。 

o ヒープメモリのサイズ：1450m 

o Pergen のサイズ：128m 

 

 （Windows のみ）Word ドキュメントからテキストをコピーした後で、名前空間が追加されるが、コピーしたテキストが

親トピックから参照されるドキュメントに含まれる場合、この名前空間は XACleanup XSLT によって削除されない。

この結果、次のような状態になる：Word ドキュメントからコピーしたテキストが含まれている

XA で作成された XML ドキュメントを、XA で作成された 2 番目の XML ドキュメントにコンポー

ネントとして取り込むと、参照されているドキュメント（コンポーネント）が、参照ペインに表

示されない。 (144179)  

回避策：この問題に対する修正モジュールを入手するには、Quark のサポートにお問い合わせく

ださい。 
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Platform Client 

 （Mac OS X（Mavericks）のみ）：Platform Clientを9.5.4に更新するとき、サービスが有効になっていても、

“Accessibility services are not enabled”（アクセシビリティ：サービスが有効になっていません）というメッセージが

表示される。 (163448)  

 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）。 

 QPP Connect Client管理者が、各CJK言語のフォーマット機能の権限をQuarkCopyDeskで指定できない。 

(467229) 

 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 ) 

 ユーザーがアセット選択で、画像ボックスに画像としてリンクするプロジェクトを選択できる。 (113904 ) 

 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：QPP Serverをシャットダウンすると、QPP Clientに「未処理のサーバー例

外」というメッセージが表示される。（120879） 
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 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 ) 

 9.5で複製がサポートされない。   

 （Mac OSのみ）コレクション間で複数のアセットを移動すると、例外がスローされる。 (124371 ) 

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) 

Platform XTensions ソフトウェア 

 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) 

 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） 

 チェックアウトしたアーティクル内の使用状況ダイアログで失われた画像を更新できない。 

(119706) 

 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 9.5 を認識しない。 (120418)   

 （Mac OS のみ）XPress で画像ファイルをチェックアウトすると、ワークスペースブラウザでチェックアウトボタンが有効

になったままになる。 (121459) 

 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)      
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 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) 

 （Mac のみ）QuarkXPress または QuarkCopyDesk ユーザーが、サーバーの管理者による強制ロ

グオフ、またはアイドルタイムによるログオフでサーバーからログオフされた場合に、そのユー

ザーが再度ログオンして、アクセス可能なコレクションを Windows クライアントから編集する

と、QuarkXPress または QuarkCopyDesk がクラッシュする。 (134520) 

 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) 

QuarkCopyDesk と QPS XTensions 

 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) 

Quark Publishing Platform Web Client および Web Admin 

 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
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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 )  
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 （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)  

 （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 ) 

 テキストコンポーネントに特定のスタイルシートを適用しても、（先頭以外の）すべての段落に

標準スタイルシートが適用される。 (116819)  

 （IE および Firefox）：スタイルシートを使用してテキストボックスに両端揃えを適用しても、強制割付揃えが適用

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)  

 フォームデザイナーで、属性が 25 行を超えるフォームをデザインできない。(120238)    

 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)  

 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 

 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) 

 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) 
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 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) 

 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) 

 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) 

 サーバーテンプレートからビジネスドキュメントを作成して、そのドキュメントをサーバー名に

ドット（.）が含まれているサーバーへ保存しようとすると、ドキュメントの名前が変わってし

まう。ドキュメントを保存できず、例外がスローされる。 (145792) 



QPP 9.5.4 の既知の問題および解決済みの問題 

24 

法律上の注記 
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