Authoring Pro 2 更新履歴
Version

日付

種別

変更内容


テンプレート機能へ参考文献の入力機能を追加。



ページの挿入/回転機能の設定チェックの不具合を
修正。



表の貼り付け機能へ表のスタイルの指定機能を追
加。



表の貼り付け機能でファイルから表の貼り付け時、
セクション区切り挿入の不具合を修正。

テンプレート



表の分割機能で分割後のタイトル行不具合を修正。



ファイルの結合機能へ結合後のページ設定を保持す
る機能を追加。

機能


ファイル分割の見出し番号維持機能へ組み込み以外
の見出しスタイルの番号を維持できる機能を追加。



ファイルの分割後にフォルダを開く不具合を修正。



ファイルの分割時に特定のファイルで正しく分割が
行えない不具合を修正。



図の挿入、表の挿入及び貼り付けの設定画面及び機
能画面の中国語（一部英語）名称と説明を修正。



2.5.0



2016/12/16







チェック機能










英語での外部参照機能の設定画面の表示を修正。
チェックメニューの選択不具合を修正。
スタイルチェック及び表チェックへスタイル名の修
復機能を追加。
スタイルチェックで例外スタイルの修復機能を最適
化。
スタイルチェックで行頭文字のフォントチェック機
能を強化。
スタイルチェック設定の「まとめてスタイル名を編
集」機能の不具合を修正。
表チェックで特定の表のチェックが終わらない不具
合を修正。
表チェックで表の網掛けの検出方法をセルから表単
位へ変更。
表チェックで文字列の折り返しチェックの不具合を
修正。
図表見出しチェックへ許容値の指定機能を追加。
図表見出しチェックのチェック不具合を修正。
検索と置換チェックのチェック不具合を修正。
検索と置換チェックのフォント名設定情報の言語切
り替え不具合を修正。
見出しレベルの階層チェックへ自作の見出しスタイ
ルの対応を追加。
作業の復元で文書の先頭に存在する検出項目の復元
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Authoring Pro 2 更新履歴
Version

日付

種別

変更内容






不具合を修正。
複数ファイルのチェック機能の不具合を修正。
英語と中国語での複数設定値の選択画面の表示を修
正。
設定情報ビューのエラーレベルの設定値をレベルご
とに色付きで表示する機能を追加。
設定言語によってリボン表示の自動切り替え機能を
追加。



Ribbon Designer に定義されている順番にタブ/グルー
プ/ボタンを表示する機能を追加。



全般

ライセンス期限切れ時、ユーザー側によるユーザー
解除ができるように仕様を変更。



User Control でユーザー登録の仕様を追加。



ユーザー操作時のユーザーファイルのバックアップ
機能を追加。



テンプレート設定情報保存時のバックアップ機能を
追加。



Version

日付

種別

変更内容


テンプレート
2.4.3

2016/08/01

機能

テンプレート設定情報初期化処理仕様追加。





図表見出しの行頭文字及び区切り文字へ改行しない
スペースと改行しないハイフンの対応を追加。
テンプレート設定情報の編集画面のファイルメニュ
ー不具合の修正。
外部参照へ改行しないスペースと改行しないハイフ
ンの対応を追加。
結合セルが存在する表の分割不具合対応。
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Version

日付

種別

変更内容




テンプレート



機能







2.4.2

2016/07/05

チェック機能




表の貼り付け設定画面の不具合を修正。
表の挿入（マトリックス式）の設定チェックに表の
スタイルと表内スタイルのチェックを追加。
表のスタイル名言語切り替えの不具合を修正。
ファイルの分割時、ヘッダー/フッター情報を維持す
るように修正。
オプション「分割後見出し番号を維持する」指定時、
ファイル分割の不具合を修正。
相互参照パネルで先頭文字指定時の挿入不具合を修
正。
チェックログへチェック名の項目を追加。
チェックログのレポートファイルにリソースと一致
しない英語及び中国語の箇所を修正。
作業の保存/復元がチェック別に保存/復元できるよ
うに機能を変更。
作業復元時、以前除外した項目の重複表示不具合を
修正。
テンプレート設定情報の編集でチェック名の入力に
フォルダ名に使用できない文字を制限。
サインイン状態（Word2013 以降の環境）で修復項目
の元に戻せない不具合を修正。
検索と置換チェックにおいて 、除外文字列指定時の
チェック不具合を修正。



リボンデザイナーの初期化時の例外処理を追加。



User Control へ権限の譲渡機能を追加。



User Control へ Enter キーによるユーザー新規登録を
追加。

全般



User Control 英語版起動画面のアイコンを修正。



特定条件での User Control のライセンス数表示不具
合を修正。



インストールでロケーションファイル欠損時、エラ
ーメッセージを一番前面に表示するように修正。
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Version

日付

種別

変更内容



テンプレート
機能








2.4.1

2016/05/21




チェック機能






全般



見出し設定機能へ 1 クリックで元に戻す機能を追
加。
相互参照パネル機能の区切り記号チェックボックス
を廃止。
相互参照パネル機能へ先頭文字と文末文字を設定で
きる機能を追加。
ファイル分割機能の不具合を修正。
異なる向きのページ挿入機能において、連続 2 ペー
ジ挿入時の不具合を修正。
文書スタイルの自動更新チェック機能において、検
出項目の表示不具合を修正。
表のチェック機能において、表内の最後の空行が検
出されない不具合を修正。
複数ファイルのチェック機能へ画面位置の記憶機能
を追加。
複数ファイルのチェック機能において、画面の 2 重
開きの不具合を修正。
複数ファイルのチェック機能において、複数ファイ
ルのチェック画面が開いている際、ファイルからの
チェックを制限する仕様を追加。
特殊フォントチェック機能において、段落記号に設
定されている文字の効果が検出されない不具合を修
正。
検索と置換チェック機能において、除外文字列指定
の不具合を修正。
検索用アニメーションへ色の指定機能を追加。
スタイルチェック機能において、空行の修復不具合
を修正。
Word 2013 および Word 2016 に合わせてパネル画面
の表示を調整。
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Version

日付

種別

変更内容




テンプレート
機能










2.4.0



2016/04/13



チェック機能










表の分割機能において、基準とする表見出しが複数
指定できる仕様へ変更。
表のマトリックス式挿入機能へ表のスタイルの指定
機能を追加。
相互参照パネル機能において、選択肢検索が部分一
致でヒットする仕様へ変更。
外部参照機能へ現在開いているファイルを「参照す
るファイル」リストへの追加機能を追加。
図の挿入機能、表の挿入機能、表のマトリックス式
挿入機能、貼り付け機能及び表の貼り付け機能へ選
択肢の記憶機能を追加。
異なる向きのページ挿入機能において、ヘッダー/フ
ッターのリンクが切れていない不具合を修正。
ヘッダー/フッターチェック機能において、検索でき
ないヘッダー/フッターが検出される不具合を修正。
表のチェック機能において、表の最終行が 1 つのセ
ルになっているときの表幅チェック不具合を修正。
スタイルチェック機能へ複数修復値の選択画面の位
置とサイズの記憶機能を追加。
スタイルチェック機能及び表のチェック機能におい
て、色に関するチェック項目がベージュに設定され
ると検出されない不具合を修正。
特殊フォントチェック機能において、文字の特殊効
果チェックのパフォーマンスを改善。
複数ファイルのチェック機能において、
「チェックの
選択画面を表示させずに実行」と設定されているル
ールに対してチェック内容の選択画面を表示しない
仕様へ変更。
フィールドチェック機能のエラーフィールドチェッ
クの不具合を修正。
フィールドチェック機能の未参照フィールドチェッ
クの不具合を修正。
フィールドチェック機能において、不要なフィール
ドチェックのフィールド種類を追加。
Word 2013 環境下におけるスタイルチェック機能の
ヘッダーのフォントサイズ修復処理の不具合を修
正。
スタイルチェック機能において、図形対象のチェッ
ク不具合を修正。
検索と置換機能の修復不具合を修正。
図のチェック機能において、チェックパラメータが
左揃え時、両端揃えも許容する仕様へ変更。
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Version

日付

種別

変更内容


全般




Version

日付

種別

変更内容


テンプレート
機能





2.3.1



2016/04/01
チェック機能




全般

Authoring Pro V1 と V2 のテンプレート設定情報ファ
イルが共存できる仕様へ変更。
テンプレート設定情報の表示において、一部設定項
目が表示されない不具合を修正。
Authoring Pro 起動時のリボン表示不具合を修正。



ページ回転/挿入機能において、縦横ページのヘッダ
ー/フッタースタイルを別々で指定する仕様へ変更。
ページ回転/挿入機能の不具合を修正。
ファイル分割機能へ分割後の保存先フォルダを開く
機能を追加。
ファイル分割機能において、基準とする表見出しの
ラベル名が削除された場合の不具合を修正。
図表見出しチェック機能において、区切り文字を文
字分の”?”であいまい検索する仕様へ変更。
図表見出しチェック機能において、図表見出しの例
外スタイル項目の表示不具合を修正。
図表見出しチェック機能において、修復後のフィー
ルド更新で不要な文字が表示される不具合を修正。
試用版セットアップの Office バージョン制限を削
除。
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日付

種別

変更内容


ヘッダー/フッターコピー機能へ選択肢の記憶機能
を追加。



ページ回転機能へヘッダー/フッタースタイルの指
定機能を追加。



ページ挿入機能において、選択範囲の開始位置前に
セクション区切りが既に存在する場合、重複となる
セクション区切りを挿入しない仕様へ変更。



ページ挿入機能において、1 クリックで元に戻す操
作の不具合を修正。



ページ挿入機能のヘッダー/フッタースタイルの別
指定処理の不具合を修正。



ページ設定機能の不具合を修正。



フィールド更新機能を強化（改行マーク内に存在す
るフィールドを検出するように修正）。



相互参照パネルにおいて、複数の参照文字列が指定
された場合、番号の区切り文字を指定できる機能を
追加。

テンプレート
2.3.0

2016/02/08



機能

相互参照パネルに文書中の選択範囲から「参照先」
を検索する機能を追加。



表の貼り付け機能を追加。



表の分割機能へ「続表見出しの自動繰り返し形式」
を追加。



表の分割機能において、1 クリックで元に戻す操作
の不具合を修正。



ファイルの結合機能において、結合後のページ向き
の不具合を修正。



ファイルの結合機能の画面仕様を変更。



ファイルの分割機能へ「セクション区切りでファイ
ルを分割」する機能を追加。



ファイルの分割機能の「見出し 1 スタイル」でファ
イルを分割する機能を強化。
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日付

種別

変更内容


例外スタイルチェックの修復へ 1 クリックで元に戻
る機能を追加。



例外スタイルチェックへ再修復機能を追加。



例外スタイルチェックへ一括修復機能を追加。



表の幅チェック時、1 行で構成された表が検出され
ない不具合を修正。



色関連のチェック機能を強化。



図表見出しチェックの検出項目へ修復機能を追加。



フィールドチェック機能を強化（改行マーク内に存
在するフィールドを検出するように修正）。

チェック機能



フィールドチェックの未参照項目検出機能を強化。



検索と置換チェックのヘッダー/フッター対象のチ
ェック仕様を変更。



「文書のスタイルを自動的に更新する」設定のチェ
ック機能を追加。



空行チェックの検出項目へ修復機能を追加。



検索アニメーションへショットカットキーを追加。



複数ファイルチェック機能の再チェック時に発生す
る不具合の修正。



複数ファイルチェック機能の仕様を変更（チェック
中エラー発生時の表示仕方やチェック終了後文書の



処置を追加）
。
チェックパネルのユーザビリティを調整。



時間に関する仕様を変更（UTC 時間の対応と和暦の
対応）。



Authoring Pro Analyzer、Authoring Pro Doc Manager 及
び Authoring Pro User Control のバージョン仕様を変

全般

更。


画面表示の最適化。



製品起動時のメッセージ表示（試用版期間終了時な
ど）の仕様を変更。
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日付

種別

変更内容

テンプレート



機能

図表見出し番号の作成にアウトラインレベル参照を
追加。



例外スタイルの修復機能を追加。



除外理由表示不具合を修正。



除外済み項目の色表示不具合を修正。



スタイルチェックに複数許容値の項目を追加。



スタイルチェックで許容値のある項目を修復すると
き、許容値を選択させる機能を追加。



図の幅の修復機能を追加。



表の幅の修復機能を追加。



脚注/文末脚注の検出及び削除機能を追加。



不要なフィールドの検出機能を追加。



ヘッダー/フッターの存在チェックで検出されたヘ
ッダー/フッターの削除機能を追加。

2.2.0

2015/11/09
チェック機能



パスワードの解除機能を追加。



ルビの修復項目が元に戻せない不具合を修正。



網掛けや罫線などの表項目の修復仕様を変更。



スタイル書式の「自動的に更新する」設定のチェッ
ク機能を追加。



表チェックにチェック対象外ページの指定機能を追
加。



表チェックに「各ページにタイトル行を表示する」、
「左端からのインデント」のチェック機能を追加。



改ページチェックにチェック対象外ページの指定機
能を追加。



図のリンク貼り付けチェック機能を追加。



本文用のスタイル網掛けチェックの設定項目を追
加。



Word 2010 文書の表の網掛けチェック不具合を修正。



レポート保存のページ数表示不具合を修正。



複数ファイルのチェック画面を閉じる際の不具合を
修正。



段落前/段落後間隔チェックの仕様を変更。



左インデント、最初の行のインデントチェックの仕
様を変更。



チェックメニューに無効な項目を表示しないように
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種別

変更内容
仕様を変更。


図チェックに一部オートシェープの修復項目を元に
戻せない不具合を修正。



アニメーション付き検索時に一部の表でフラッシュ
する現象を修正。



特殊フォントチェックに文字の効果、文字の網掛け
のチェック仕様を変更。



図チェック時にキャンパスのデータ取得不具合を修
正。



フィールドチェック中に停止する不具合を修正。



ローカライズを修正。



画面表示を修正。



ネットワークフォルダからテンプレートを起動する
際に発生する不具合を修正。



全般

ユーザーが解除された場合、Analyzer、Doc Manager、
User Control 起動時のメッセージを追加。



ライセンス上限に達したとき、ユーザーによる登録
の不具合を修正。



試用版の試用期間を 30 日から 60 日に変更。



シングルタブのタブ名を変更する機能を追加。



User Control にユーザー名規制の仕様を追加。
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日付

種別

テンプレート
機能

変更内容


テーブル分割の設定時の不具合を修正。



図の挿入パネルを閉じるとき、タイトルリストパネ
ルが一緒に閉じられない不具合を修正。



表の分割において、分割位置に改ページが設定され
るように機能を修正。



図表見出しチェックの設定において、図表見出し箇
所のスタイルチェックのみを有効にできるように機
能を修正。

チェック機能



作業保存時、前回の古い保存データを削除するよう
に機能を修正。



例外スタイルの修復機能を追加。



チェック方法選択画面で Enter キー操作の不具合を
修正。



テンプレート設定情報更新後、既に開かれているパ
ネルを閉じるように機能を修正。



テンプレート設定情報のコンボボックスがクリアで
きない不具合を修正。

2.1.0

2015/04/09



Authoring Pro Analyzer の解析表示項目を変更。



Authoring Pro User Control のユーザーのアクセス日
付の表示方法を変更。

全般



Authoring Pro User Control の一覧更新機能を追加。



Authoring Pro User Control のユーザー削除時に確認
メッセージの表示を追加。



Authoring Pro の操作を 1 クリックで元に戻す機能を
追加（Word 仕様により一部実現できない機能があり
ます）。



ユーザーが管理者によって削除されたときの起動仕
様を追加。



ロケーションファイル及びリボンデザイナーファイ
ルの配置方法を追加。

マニュアル



ユーザー解除時の不具合を修正。



Authoring Pro 管理マニュアル



Authoring Pro 管理マニュアル（文書チェック編）



Authoring Pro Analyzer 操作マニュアル



Authoring Pro Doc Manager 操作マニュアル
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日付

種別

変更内容


異なる向きのページを挿入時、ヘッダー/フッターの
スタイルを適用する機能追加。



One Click 貼り付け機能（シングルクリックで目的の
形式で貼り付け）を搭載。



テンプレート
機能

マトリックス方式（3×3 などの行と列を選択する形
式）での表の挿入機能を搭載。



表の分割とともに表の続見出しを作成する機能を搭
載。



複数の Word ファイルを結合する機能を搭載。



見出し 1 を基準に複数ファイルに分割する機能を搭
載。



複数の相互参照（項番号とタイトルなど）を同時に
挿入する機能を搭載。



除外した項目を再チェック時に検出しない機能を搭
載。
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検出項目の検索アニメーション機能を搭載。



複数ファイルチェック時のルール指定機能追加。



チェック選択画面をツリー選択形式へ変更。



チェック対象オブジェクト(ヘッダー,フッター,脚注,
文末脚注,図形)選択機能を搭載。

チェック機能



段落の網掛けと背景色のチェック機能追加。



文字の折り返しチェック機能追加。



文字の効果と背景色チェック機能追加。



行内図のスタイルチェックへ許容するスタイルの指
定機能追加。



図表見出し箇所のスタイルチェック機能追加。



最終化終了時の保存方法（上書きもしくは名前を付
けて保存）の選択機能追加。

全般



英語及び中国語に対応。



マルチタブモードを搭載。



Authoring Pro リボンタブをマルチタブもしくはシン
グルタブへの切り替えが可能。



ユーザーの登録・削除、権限の変更を行う管理者向
けツールを搭載。
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