
QuarkXPress 10.5.2 の既知の問題および解決済みの問題 

最終更新日： 5/21/15 



QuarkXPress 10.5.2 の既知の問題および解決済みの問題 

2 

 

目次 

QuarkXPress 10.5.2 の既知の問題 ................................................................................................................ 3 

解決済みの問題：QuarkXPress 10.5.2 ........................................................................................................ 6 

解決済みの問題：QuarkXPress 10.5 ............................................................................................................ 7 

解決済みの問題：QuarkXPress 10.2.1 ......................................................................................................... 10 

解決済みの問題：QuarkXPress 10.2 .......................................................................................................... 10 

解決済みの問題：QuarkXPress 10.1.1 ......................................................................................................... 14 

解決済みの問題：QuarkXPress 10.1.0.1 ....................................................................................................... 16 

解決済みの問題：QuarkXPress 10.1 .......................................................................................................... 17 

解決済みの問題：QuarkXPress 10.0.2 ......................................................................................................... 21 

解決済みの問題：QuarkXPress 10.0.1 ......................................................................................................... 24 

解決済みの問題：QuarkXPress 10.0.0.2 ....................................................................................................... 29 

解決済みの問題：QuarkXPress 10.0.0.1 .................................................................................................. 30 

法律上の注記 ............................................................................................................................................... 31 

  



QuarkXPress 10.5.2 の既知の問題および解決済みの問題 

3 

QuarkXPress 10.5.2 の既知の問題 
QuarkXPress® 10.5.2 で確認されている問題の一覧は下記のとおりです。 

 Quark Auto Update 1.1.0.1 で、Mac OS 上の QuarkXPress 10.5 アップデータが認識されない。 (194022) 

 1 ビット画像を含むプロジェクトを CCITT 圧縮で PDF として書き出しすると、画像が反転された状態で取り込ま

れる。 (182879) 

 すべてのベクトルおよびラスターEPS ファイルモードが、CMYK として読み込まれる。 (182861) 

 テキストを含む PDF を取り込み、画像の不透明度を適用すると、テキストに対してアンチエイリアシングが機能し

ない。 (181506) 

 PDF 内のブレンドが、平滑化された出力では正しく取り込み／出力されない。 (183546) 

 画像ボックスに適用されたドロップシャドウが、アイテムのサイズ変更時に正しくレンダリングされない。 (183246) 

 EPS に RGB／グレースケール／インデックスデータが含まれている場合、EPS 画像でカラー深度が CMYK と表

示され、CMYK でレンダリングされる。 (178653) 

 アイテムツールを選択した状態で、クリッピングパスを含む画像に不透明度を適用すると、その画像のレンダリング

にクリッピングが適用されない。 (181131) 

 複数ページの PDF から 1 ページだけを取り込もうとすると、取り込みダイアログに誤った寸法が表示され、10％未

満しか取り込まれない。 (171071) 

 透明なバックグラウンドを含むラスターPDF を平滑化して PDF として出力しようとすると、結果として生成される

PDF で、透明なバックグラウンドが白色として出力される。 (183066) 

 回転されたアイテムのサイズを、プロジェクト内の別のアイテムと同じサイズに変更すると、測定単位も回転される。 

(167206) 

 QuarkXPress で生成された PNG QR コードに、画像のフォアグラウンドカラーを適用できない。 (168257) 

 取り込まれた PDF ファイルに、ラスターデータとパターン塗りつぶしを含むアイテムが含まれている場合、その PDF

ファイルを含むレイアウトを書き出すときに PDF エラー表示を作成できない。 (183797) 

 PDF をプロジェクトに取り込み、不透明度を適用してから、PDF として書き出しを試みると、エラーが表示され、

PDF は作成されない。 (180791) 

 グループ化されたオブジェクトに適用されているドロップシャドウにグループ不透明度が適用されている場合、そのド

ロップシャドウは画面にレンダリングされず、平滑化とネイティブのいずれの PDF にも出力されない。 (182685) 

 （Mac OS X のみ）拡大と回転が行われている高解像度画像の上にテキストボックスを配置すると、そのボックスへ

のテキスト入力が非常に遅くなる。 (172307) 

 取り込まれた画像に、シャドウ領域の詳細が含まれている場合、画像が平滑化され、画像のシャドウ領域が暗く

レンダリングされる。 (166485) 



QuarkXPress 10.5.2 の既知の問題および解決済みの問題 

4 

 参照されている EPS を取り込むとき、参照されているフォントがシステムに存在しない場合、不足フォントの警告

が表示されず、参照されているものとして出力される。 (167399) 

 PNG QR コードを作成し、拡大またはズームインすると、エッジのピクセルがアンチエイリアシングされ、表示がおかし

くなる。 (168252) 

 出力ダイアログを開くと、ブックパレットでブックのステータスが「印刷中」になる。出力をキャンセルしてもステータスが

本来あるべき「利用可能」にならず、「印刷中」のまま維持される。 (170441) 

 テキストボックス上にタブルーラーが表示されているとき、スクロールが遅い。 (170676) 

 （Windowsのみ）：フォントフォルダに含まれているフォントの一部に空白の PostScript 名がある場合、

QuarkXPress が起動しない。 (171819) 

 参照に含まれるプロジェクトを出力すると、設定で参照を指定していてもフォントがダウンロードされる。 (172005) 

 QuarkXPress で作成した PDF にブレンドが含まれている場合、正しくレンダリングされない。 (172011) 

 参照されている CID フォントを含む PDF を取り込むと、エンコーディングと実際のフォント名が正しく表示されず、

出力の問題が発生する。 (172016) 

 アルファチャンネルを持つマルチチャンネル画像を取り込むと、カラーパレットに"ALPHA 1"という名前のブラックが追

加される。 (172018) 

 取り込まれたグレー、1 ビット、インデックス、および LAB 画像のカラー深度が正しく表示されない。  (172020) 

 ブックを作成し、リストと索引を持つチャプターを追加して、このブックをレイアウトに追加し、ブック全体についてリス

トと索引を作成すると、すべてのチャプターをスティッチ PDF へ出力し、PDF オプションでブックリストを選択したとき、

索引と目次のハイパーリンクが出力で動作しない。 (171499) 

 Mac OS X または Windows でブックファイルを作成し、いくつかのチャプターを追加してから、そのブックファイルを他

のプラットフォームで開くと、別のプラットフォームで追加されたチャプターが「不足」として表示される。 (169826) 

 複雑なベジエ形状に QR コードが含まれている場合、位置の変更、ドラッグ、移動、サイズ変更が、画像ボックス

と比較して遅くなる。 (150901) 

 オフライン画像を含む App Studio レイアウトをアップロードすると、WebView に画像が表示されない。  (164963)  

 フローティング画像を含む Wors ドキュメントを作成し、そのドキュメントを QuarkXPress に取り込むと、

QuarkXPress ではそのフローティング画像が消失する。  (143873) 

 音声ファイルの一時停止アクションが動作しない。 (152243) 

 自動パン＆ズーム効果が適用されている画像ボックスを含むアーティクルを作成し、App Studio パブリッシングポ

ータルにアップロードすると、iPad 1 で自動パン＆ズームが動作しない。ただし、iPad 3（Retina）では動作する。 

(154251) 

 2 つのスライドショーを作成し、その 1 つがもう 1 つの内側にある状態で App Studio ポータルにアップロードし、内

側のスライドショーのスライドを変更しようとすると、実際には外側のスライドショーのスライドが変更される。 

(154388) 

 画像のズームインタラクティブ機能を画像ボックスに適用し、パンを許可設定を有効にすると、App Studio パブリッ

シングポータルにアップロードして iPad でプレビューするとき、パンが動作しない。 (154904) 
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 (Mac OS X のみ）：垂直と水平のスクロール領域インタラクティブ機能を、テキストを含むボックスに適用し、App 

Studio ポータルにアップロードすると、出力を iPad で表示したときテキストが不完全で、スクロール領域の下端で

切り捨てられる。ブラウザで表示すると、テキストが正しく表示される。 (155176) 

 低解像度モードで出力するように設定されている画像が高解像度で出力され、ファイルサイズが変わらない。 

(98617) 

 スペルチェックセッションの途中でプロジェクトを閉じると、スペルチェックセッションが終了しない。その後で置換／全

て置換をクリックすると、QuarkXPress がクラッシュする。 (154892) 

  (Mac OS X のみ）：メジャーパレットのテーブルグリッドコントロールが、グループ化されたテーブルに対して使用でき

ない。 (150074) 

 画像を含むプロジェクトを、RGB 以外の出力セットアップを使用して PDF へ書き出すと、PDF 設定で選択されて

いるカラー深度ではなく、PDF に配置されている画像のカラー深度が表示される。 (153617) 

 高度なイメージ制御パレットで、チャンネル名が任意の言語にローカライズされない。 (153330) 

 白い領域を一部含む画像に、白以外の領域クリッピングを適用し、印刷／PDF／EPS へ出力すると、クリッピン

グが正しく適用されない。 (142667) 

 WMF ヒストグラムチャートを取り込むと、部分的にしか取り込まれない。 (150940) 

 取り込まれた Excel チャートのテキストが、QuarkXPress でレンダリングされない。 (150936) 

 （Windows のみ）：取り込まれた Excel チャートがすべて、QuarkXPress で鈍いグレーのシャドウとして取り込まれ

る。  (134579) 

 複数のチャートを含む Excel ファイルをドラッグ＆ドロップすると、最初のチャートのみが取り込まれる。 (142594) 

 埋め込みデフォルトワークパスを含む画像を取り込むと、メジャーパレットや設定ダイアログのクリッピングタブに、埋

め込みワークパスが一覧表示されない。 (122617) 

 ボックス内の画像を回転すると、設定ダイアログのクリッピングおよび回り込みタブでプレビューが正しく生成されない。 

(127308) 

 (Mac OS X のみ）：アルファチャンネルと埋め込みパスを含む画像を取り込み、ドロップシャドウと画像の回転／傾

斜を適用すると、クリッピングタイプを変更しようとしたときに QuarkXPress がクラッシュする。 (127574) 

 EPS／PDF／AI／DCS 形式のラスターおよびベクトル画像でのカラーブレンドは、ソースまたは出力のカラーセット

アップで、スワップされた CMY カラープロファイルが使用されている場合、出力ではカラー管理されない。 

(103895) 

 埋め込まれスワップされた CMY プロファイルを持つ画像を取り込み、カラーセットアップとしてグレイスケールを選択

して PDF／EPS／PS に書き出すと、画像に含まれているマゼンタ色はグレイスケールモードでは出力されない。 

(116553) 

  (Mac OS X のみ）：高度なイメージ制御パレットに、ベクトル画像のサムネールプレビューが表示されない。 

(150747) 

 (Mac OS X のみ）：ベクトル PDF ファイルの高度なイメージ制御パレットに、最初のチャンネル名が不明、残りが

空白として表示される。 (150772) 
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 高度なイメージ制御パレットにクリッピングパスを持つ、取り込まれた EPS 画像の埋め込みパスが編集可能であ

る。 (152740) 

 欠けている外部 CZ を更新しないと、プロジェクトに CFO を実行できない。 (150024) 

 クロスプラットフォームのレガシーQuarkXPress プロジェクトを開いたとき、状態が変更である画像がその中に含ま

れていると、変更された画像の警告が表示される。自動画像取り込みにしないを選択していても、画像は更新さ

れ、ステータスは OK に変化する。 (152893) 

 

解決済みの問題：QuarkXPress 10.5.2 
QuarkXPress 10.5.2 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。 

 解決済み:（Windowsのみ）： アイコンがツールパレットに表示されなくなることがある。 (106453) 

 解決済み:ガイドインジケータ（点線）が、ページへドラッグするときにルーラーまで正しく表示されないため、位置

決めが難しくなる。 (160613) 

 解決済み:テーブルにジオメトリを保持が適用され、最後の行／列が選択されているとき、メジャーパレットから行

／列の均等配置オプションを選択できない。 (171318) 

 解決済み:分数の前または後にスペースが存在しないと、誤った分数が作成される。 (177389) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：Type 1 フォントの CFO フォントフォルダにスクリーンフォントが収集されない。 

(185434) 

 解決済み:共有コンテンツに追加された画像について、CFO されたプロジェクトで画像のパスが変更されない。 

(186482) 

 解決済み:アンカーが追加されているアイテムの前にスペースや、分割プロパティを持つ文字が存在する場合、そ

のアイテムにベースラインシフトが適用されない。 (186808) 

 解決済み:テキストのコピー／ペーストによって段落全体が上書きされる場合、コピー先テキストの段落のフォー

マット設定が消失する。 (186849) 

 解決済み:MS Word の.doc または.docx ファイルを取り込むとき、ドキュメントの脚注に、ハイパーリンクされたテキ

ストが存在すると、QuarkXPress がクラッシュする。 (187436) 

 解決済み:使用状況ダイアログを 1 回開いた後で、検索／置換が正しく動作しない。 (187609) 

 解決済み:新規プロジェクトダイアログに表示される、iPhone 6 デバイスと Kindle Fire デバイスの縦横比が間違

っている。 (196792) 

 解決済み:誤ったファイルフォーマットの画像をインポートしようとすると、"ファイル名にサポートされていない文字が

含まれています。システム言語かファイル名の文字を変更し、再実行してください"というエラーがスローされる。 

(197707) 

 解決済み:メジャーパレットの段落設定タブについて、バリデーションコントロールの動作を修正する必要がある。 

(199871) 



QuarkXPress 10.5.2 の既知の問題および解決済みの問題 

7 

 解決済み:アンダーラインスタイルの適用を取り消してから、そのアンダーラインスタイルを削除しようとすると、

QuarkXPress がクラッシュする。 (201128) 

 解決済み:ルーラーからのドラッグ＆ドロップを使用して、ガイドを正確な場所／位置に配置（描画）できない。 

(202650) 

 解決済み:矢印のマウスポインタを使用して、テーブルの複数の行／列を選択できない。 (203197) 

 解決済み:アンカー付きのボックスにアイテムスタイルを適用するとき、ベースラインシフトの値がアップデートされな

い。 (203494) 

 解決済み:Android タブレットで、OS バーチェックマークの選択が、次に新規プロジェクトダイアログを開いたときに

記憶されていない。 (203538) 

 解決済み:QuarkXPress がクラッシュしたときにライブラリが開いていた場合、そのライブラリは破損し、

QuarkXPress の再起動後にも開けなくなる。 (203717) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：印刷ダイアログでカスタムページサイズの管理オプションを有効にすると、

QuarkXPress がクラッシュする。 (204029) 

 解決済み:iPhone 5、iPhone 6、iPhone 6 Plus のレイアウトで、OS Space のバーの空間は 20 ピクセルのはず

だが、62 ピクセルとして計算される。 (205130)  

 解決済み:レイアウトにページを挿入し、セクションの開始を適用してから、レイヤーを追加すると、QuarkXPress

がクラッシュする。 (176795) 

 解決済み:1 ビット画像を含むプロジェクトをスクロールするとき、パフォーマンスの問題が発生する。 (206965) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：Mac OS X 10.10.3 で、レイアウトページにマスターページをドラッグ、または新

しいマスターページを挿入すると、QuarkXPress がクラッシュする。 (207063) 

 解決済み:PDF の埋め込み Type 1 フォントのアクセント文字が、レイアウトで正しくレンダリングされない。 

(199043) 

 解決済み:埋め込みの Adobe Garamond プレーン Type 1 フォント（フレックス機能付き）を含む PDF ファイルで、

テキストの字形がレイアウト上で歪んでレンダリングされる。 (199488) 

解決済みの問題：QuarkXPress 10.5 
QuarkXPress 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。 

 解決済み：画像をパンするとき最初に大きな遅延が発生する。画像プレビューがキャッシュされた後でのみ改善す

る。 (182555) 

 解決済み:高い拡大率でボックスのサイズを変更するとき、そのボックスの背後に画像が配置されていると、パフォ

ーマンスが大幅に低下する。 (182815) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：特定の顧客プロジェクトを PDF または EPS で出力するとき、QuarkXPress がク

ラッシュする。 (187671) 
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 解決済み:（Windows のみ）：ソフトマスクが適用されているバックグラウンドイメージを含む PDF が正しく取り込ま

れない。 (190144) 

 解決済み:（Windows のみ）：Adobe アプリケーションで作成されたブレンドを含む PDF は、レイアウトで正しくレン

ダリングされない。 (190976) 

 解決済み:状況が変更または移動である画像を含むプロジェクトを開くと、"複雑なグラフィックの最適化"が動作

しなくなる。 (179717) 

 解決済み：画像を含むレガシープロジェクトを開くと、画像が完全に、または正しくレンダリングされず、本来の大き

さよりも拡大される。 (188367) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：Markzware ID2Q XTension を使用して InDesign ドキュメントを変換しようとする

と、QuarkXPress がクラッシュする。 (186702) 

 解決済み:環境設定ダイアログのカラーマネジャータブで、"配置済みのベクトル EPS/PDS を含む"環境設定を

選択すると、OK をクリックしたときにこの設定が保持されない。  (165853) 

 解決済み:スワップされたカラープロファイルを使用して出力カラー設定を作成し、ブレンドとソリッドカラーのアイテ

ムを含むベクトル PDF ファイルを取り込むと、ベクトルアイテムがカラープロファイルの定義に従って正しくレンダリング

されない。 (165345) 

 解決済み:取り込まれたラスターEPS 画像を含むプロジェクトがあり、平滑化出力で PDF の出力を試みると、平

滑化の問題があり、画像と、ドロップシャドウ平滑化された画像とにカラーの相違が発生する。 (177836) 

 解決済み:（Mac OS 10.7、Windows 8、および Windows 7 のみ）：新たに作成された段落スタイルシートを編集

しようとすると、QuarkXPress がクラッシュする。 (184146) 

 解決済み:カラーダイアログボックスを開き、特定のプロジェクトのカラーを編集しようとすると、QuarkXPress がクラ

ッシュする。 (189188) 

 解決済み:プロジェクトに含まれているアイテムが、ノックアウト透明度グループに属しており、それぞれブレンドモー

ドが異なる場合、ネイティブ透明度オプションを使用してレイアウトを PDF へ書き出すと、結果として生成される

PDF に含まれるアイテムは空白、部分的、または正しくない形式で出力される。  (177749) 

 解決済み:透明な 1 ビットおよびグレースケール画像に適用されたドロップシャドウが正しく出力されない。 

(183903) 

 解決済み:（Windows のみ）プロジェクトに含まれている 1 ビット画像に、画像バックグラウンドとしてなしが適用さ

れている場合、その画像が PS 以外のプリンタへ出力されない。 (175535) 

 解決済み:77.25 インチよりも寸法の大きい EPS ファイルを取り込もうとすると、QuarkXPress がクラッシュする。 

(184743) 

 解決済み:カスタムプロファイルを持つ新しい出力セットアップでプロジェクトを保存してから、その出力セットアップを

削除すると、保存したプロジェクトを開こうとしたときに QuarkXPress がクラッシュする。 (184319) 

 解決済み:スポットカラーを含む Photoshop PDF があると、平滑化された出力でスポットカラーが黒一色で出力

される。  (184135) 
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 解決済み:CS6 で作成された PDF を印刷プロジェクトへ取り込むと、PDF はテキスト付きで取り込まれるが、参

照されている画像とその情報は取り込まれない。 (181961) 

 解決済み:透明なオブジェクトを含む PDF を取り込むと、透明な領域が画面上で壊れてレンダリングされる。 

(185091) 

 解決済み:取り込まれた透明な PDF ファイルに不透明度を適用した後でレイアウト操作を実行しようとすると、

QuarkXPress がクラッシュする。 (180466) 

 解決済み:画像を含む PDF をプロジェクトに取り込むと、その画像のサイズを変更しようとしたときに

QuarkXPress がクラッシュする。 (185542) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：QuarkXPress のフランス語版で、一部のアプリケーションショートカットが動作しな

い。 (155102) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：ようこそ画面ダイアログの黒い部分をユーザーがクリックすると、"このバージョンの

QuarkXPress は、このシステム言語では実行できません[4]"という警告がスローされる。 (184848) 

 解決済み:コンテンツモードでの画像のパンが拡大中に非常に遅くなり、AR 環境設定をパフォーマンスに設定し

ても改善されない。 (182552) 

 解決済み:登録カラー塗りつぶし（マーク、ページ情報）を含む PDF を取り込み、ネイティブ出力で PDF として書

き出すと、登録カラーとマークが正しく出力されない。 (156344) 

 解決済み:PDF 内の着色されたグレースケール画像が正しく書き出されない。  (182729) 

 解決済み:共有コンテンツパレットからレイアウトへアイテムをドラッグすると、QuarkXPress がクラッシュする。 

(191073) 

 解決済み:マウスを使用して変更されたすべてのスライダメジャーが、10 進数値によりインクリメントされる。 

(189999) 

 解決済み:変更されたベクトル PDF を更新するとき、レイアウトの PDF プレビューが更新されない。 (186829) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：スポットカラーをプロセスカラーに変換すると、プロセスカラーがカラーパレットに表示

されず、スポットカラーオプションが依然としてチェックされたまま表示される。 (191108) 

 解決済み:テーブルから行を削除すると、行はテーブルから取り除かれ、融合されている行のコンテンツは削除さ

れるが、セルは残りの行にわたって融合された状態のままになる。 (170876) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：フランス語版の保存および新規保存ダイアログボックスで、「プロジェクト」のローカ

ライズされた文字列が、種類フィールドに表示されない。 (192838) 

 解決済み:複数のテキストボックスに適用されているドロップキャップスを含むプロジェクトを書き出そうとすると、

QuarkXPress がクラッシュする。 (184127) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：ドキュメントの保存操作が非常に遅い。 (142231) 
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解決済みの問題：QuarkXPress 10.2.1 
QuarkXPress 10.2.1 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:プロジェクトが開いていないときに Apple Script メニューを開くと、QuarkXPress がクラッシュする。 

(184300) 

 解決済み:DPI が高い（96 dpi より大きい）画像を取り込み、PS 以外のプリンタへ印刷すると、画像が低解像度

で出力される。  (171959) 

 解決済み:レイアウトに含まれているブレンドまたは画像のバックグラウンドが透明な場合、PS 以外の印刷では

出力される画像が破壊される。 (179615 

 解決済み:ツールパレットに直角ラインツールを追加しました。  (185939) 

 解決済み:（Windows のみ）：マシンフォントや他のアイテム倍率が標準または高（すなわち、100％を超える値）に

設定されている場合、QuarkXPress 10 のすべてのタブやメニューが正しく表示されない。 (150702) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：AppStudio レイアウトに参照レイアウトのスライドショーが含まれている場合、その

レイアウトを書き出すときに画像書き出しディレクトリを作成できず、エラーが発生する。 (187546) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：出力のカラーセットアップにある、スポットインキをプロセスへ変換オプションを無効

にできない。デバイス N のデフォルト設定である In-RIP 分版が常に選択されているが、この設定は正しくない。 

(169459) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：カスタム出力設定で出力が正しく行われない。 (181104) 

 解決済み:QuarkXPres QuickLook フィルタがクラッシュし、多くのファイルについてプレビュー画像が生成されない。 

(187088) 

 解決済み:ユーザーがコンテンツツールで画像のコピーやカットを行うとき、その画像の幅と高さが 14.2"以上である

と、QuarkXPress がクラッシュする。 (177701) 

 解決済み:(Mac OS X（Yosemite）のみ）：左上隅にある緑色のボタンをクリックしても、プロジェクトビューが全画

面に変更されない。 (185403) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：タイトルバーをダブルクリックして、最大化／復元／ウィンドウシェードを行うとき、

QuarkXPress パレットの動作が異常になる。 (182694)  

 解決済み:（Mac OS X のみ）：プロジェクトにグレースケール画像が含まれており、ボックス／画像のバックグラウン

ドになしが適用されていて、ボックスがブレンドで塗りつぶされ、ボックスと画像が重なっていると、PS 以外のプリンタ

へ出力するときに QuarkXPress がクラッシュする。 (187387) 

解決済みの問題：QuarkXPress 10.2 
QuarkXPress 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。 
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 解決済み:（Mac OS X のみ）：ドキュメントに dpi の高い画像や、ベクトルデータを含む複雑なグラフィックが含ま

れているとき、ドキュメントのスクロールが依然として影響を受ける。 .  (143458) 

 解決済み:レイアウト上に取り込まれた画像のレンダリング方法が、ソースカラーの環境設定で定義済みとして表

示されない。 (148912) 

 解決済み:PDF 画像に不透明度を適用すると、画像をアイテムツールで選択したとき、または選択を解除したと

き、画像が不透明にレンダリングされる。 (154360) 

 解決済み:着色された 1 ビットおよびグレースケール画像を含むプロジェクトで、画像のフォアグラウンドとバックグラ

ウンドの両方のカラーに不透明度を適用するか、画像またはボックスのバックグラウンドカラーになしを適用してから

出力すると、平滑化およびネイティブ PDF ではプロジェクトが誤った値で出力される。 (156958) 

 解決済み:不透明度が適用されているアイテムを含む PDF ファイルを取り込み、ネイティブオプションで PDF とし

て書き出すと、不透明度が適用されているすべてのアイテムが正しく出力されない。 (158545) 

 解決済み:スポットチャンネルを含む Tiff／PSD／PDF 画像は正しいカラーでレンダリングされず、

誤った出力が生成される。 (160741) 

 解決済み:複雑なベクトルデータを含む PDF を取り込むとき、パフォーマンスについて既知の問題点が存在する。 

(164158) 

 解決済み:着色された画像は、コンポジット CMYK 出力設定を使用すると、誤った値で出力される。 (165505) 

 解決済み:グレースケール画像をプロファイル割り当て付きで取り込み、画像ボックスのバックグラウンドがなしに設

定されている場合、その画像をブラック版のみに出力すべきときでも、すべての版に画像が出力される。 

(166643) 

 解決済み:QuarkXPress 10 の開くダイアログで、ネットワークまたは共有ボリュームに存在するフォルダへのエイリ

アスやショートカットからファイルを選択できない。 (167221) 

 解決済み:QuarkXPress 8.x または 9.x で印刷物のプロジェクトを作成し、クリッピングパスとアルファおよびスポッ

トチャンネルを含む TIF 画像を取り込むと、10.1 でそのレガシープロジェクトを開き、PDF／PS／EPS として書き

出して変換を試みたとき、TIF 画像が正しく出力されず、PS エラーが発生する。 (167307) 

 解決済み:高解像度の画像を含むプロジェクトを閉じてから再度開くと、画像が低解像度で表示され、レイアウ

トをクリックするか、レイアウトをスクロールするまで正しい表示に戻らない。 (168391) 

 解決済み:Type 1 または Type 1 OTF CID フォントを含むプロジェクトを PDF として書き出し、その PDF を新し

いプロジェクトに取り込むと、取り込まれた PDF が破壊されているか、空白になっている。その新しいプロジェクトを

PDF として書き出すと、平滑化された出力は正しく行われるが、ネイティブの出力は破壊される。 (170662) 

 解決済み:画像にアルファマスクを適用すると、画像が低解像度に変更される。 (170686) 

 解決済み:コラム表示の取り込みダイアログで、画像プレビューの生成が 9.x の場合より大幅に遅くなる。 

(171199) 

 解決済み:プロジェクトに EPS ファイルが含まれており、その EPS ファイルに 2 つのスポットカラーと、0.2"以上の垂

直方向のギャップが含まれている場合、レイアウトを 125％より大きく拡大すると、1 つのカラーしかレンダリングされ

ない。同じ EPSの出力は正常に行われる。 (171785) 
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 解決済み:画像にアルファマスクが適用されているとき、レイアウト表示のサイズを拡大すると、画像が空白になる

（画面でのレンダリングのみ）。 (171851) 

 解決済み:MAC OS X で、マルチチャンネル画像がレイアウト上で反転してレンダリングされ（Windows では正しく

レンダリングされる）、どちらのプラットフォームでも黒一色で書き出される。 (172014) 

 解決済み:Admin ユーザーとして画像を取り込んでから QuarkXPress を終了し、標準ユーザーとして

QuarkXPress を再起動すると、取り込まれた画像が低解像度でレンダリングされる。  (172101) 

 解決済み:プロジェクトに、色（シアン、マゼンタ、イエロー、およびブラック）で塗りつぶさ

れているボックスが含まれている場合、PDF として書き出しを行うと、すべての版にその色が出

力される。 (173519) 

 解決済み:Unicode 文字を含むユーザー名でログインしていると、画像が低解像度でレンダリン

グされ、ARが動作しない。 (174302) 

 解決済み:グレースケール画像に適用されるドロップシャドウが、平滑化では正しく出力されな

い。 (175038) 

 解決済み:Apple Script を使用してドキュメントを印刷できない。  (90092) 

 解決済み：テキストの上または下に段落罫線を配置すると、その段落罫線がテキストと一緒に回り込みオブジェ

クトの周囲に流し込まれない。 (90405) 

 解決済み：レイアウト上および出力時の画像に、ソースセットアップが適用されない。 (97063) 

 解決済み：複数の列を持つテキストボックス内のテキストが、回り込みによってボックスの最後の列から、リンクさ

れている次のボックスへすべて送られている場合、そのテキストを選択しようとしても正しく選択されない。 (98828) 

 解決済み：レガシーの 9.x ドキュメントを 10.x で保存すると、画像の状態が OK の場合でも、ファイルサイズが倍

以上になる。プロジェクトに多くの画像が含まれているとき、レイアウトサイズの増大がより顕著になる。 (163799) 

 解決済み：オーバープリント属性を含む PDF を取り込むと、オーバープリントなしになり、出力時に優先が行わ

れない。 (194546) 

 解決済み：低速のネットワーク（WiFi など）に接続されているマシンで、QuarkXPress の起動に長い時間が必

要となる。 (168239) 

 解決済み：埋め込みプロファイルのグレー画像は、画像のバックグラウンドカラーがなしに設定されていると、空白

にレンダリングされる。 (169112) 

 解決済み：表示モニターを NEC プロファイルに設定すると、完全に誤ったカラーが表示される。 (172600) 

 解決済み：Microsoft Office アプリケーションで作成された PDF 内の記号は、ネイティブで取り込み／出力する

と無意味な文字になる。 (172999) 

 解決済み：テキストボックスが長方形でない場合、ボックスから段落罫線があふれ出す。 (173258) 

 解決済み：（Windows のみ）：モニターの DISPLAY プロファイルとして Quark Legacy RGB プロファイルが使用さ

れている場合、カラーが正しくレンダリングされない。 (173335) 

 解決済み：2 つのレイアウトを含むプロジェクトで、ウィンドウを垂直方向に分割して両方を表示すると、2 番目の

レイアウトのボックスにアイテムスタイルを適用するとき、表示が最初のレイアウトへジャンプする。  (173376) 
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 解決済み：PDF ファイルに含まれている、着色された 1 ビット画像のバックグラウンドになしが適用されている場

合、正しくインポートされない。  (173382) 

 解決済み：複数のページを含むレイアウトで、最後のページを編集中に、ズームの倍率を適用し、ページが表示

からはみ出した場合、表示 > 全体表示を使用すると、レイアウトの最初のページに表示がジャンプする。 

(173386) 

 解決済み：コンポジット CMYK およびスポットのセットアップで、いくつかのスポットカラーを含むプロジェクトを EPS

として書き出ししてから、その EPS を新しいプロジェクトへ取り込むと、出力ダイアログにスポットカラーが 1 つしか表

示されない。  (173506) 

 解決済み：アルファマスクと不透明度が適用されている 16 ビット画像が、ネイティブ出力で正しく出力されない。 

(173780) 

 解決済み：共有 PDF ファイルにブレンドとソフトマスクが含まれている場合、その PDF ファイルを書き出そうとする

と、Unable to create PDF（PDF を作成できません）というエラーが表示される。  (173883) 

 解決済み：取り込まれた PDF ファイルのアイテムに適用されているシャドウが、ネイティブ出力で正しく書き出さ

れない。 (173921) 

 解決済み：不足または変更された画像を含むレガシープロジェクトを開くと、画像が完全に、または正しくレンダリ

ングされず、本来の大きさよりも拡大される。 (174345) 

 解決済み：Windows 64 ビットマシンおよび Mac OS X 10.9.3 で、EPS ファイルを取り込む、または EPS ファイル

を含むプロジェクトを開くと、QuarkXPress がクラッシュする。 (174811) 

 解決済み：（Mac OS X のみ）：単語を検索し、別の属性（カラー、サイズ、言語など）と置き換えると、検索

された単語に適用されている文字飾り属性が消失する。 (175111) 

 解決済み：複製／リンクされたボックスに取り消しアクションを試みると、QuarkXPress がクラッシュする。 

(175215) 

 解決済み：（Mac OS X のみ）：ドロップシャドウの色が黒以外の場合、正しくレンダリングされない。 

(175708) 

 解決済み：スポットカラーモードのみを含む EPS が RGB として読み取られ、表示も RGB で行われる。 

(176044) 

 解決済み：同じフォントが Type 1 および Type 1 CID としてダウンロードされている場合、テキストが（Adobe ア

プリケーションで作成された）PDF から正しく取り込まれない。 (176434) 

 解決済み：Shift キーを使用して直角ラインを作成できない。 (176570) 

 解決済み：（Mac OS X のみ）：Suitcase Fusion バージョン 5 が有効な場合、QuarkXPress がクラッシュす

る。 (176616) 

 解決済み：（Mac OS X のみ）：NVIDIA GTX 780 グラフィックカードを搭載した Mac Pro マシンで

QuarkXPress が起動しない。 (177326) 

 解決済み：プロジェクトに最初のリビジョンしか存在しない場合も、特定のリビジョンへ戻すが有効になっている。 

(177650) 

 解決済み：画像の幅と高さが 10"以上の場合、適応型解像度が動作せず、画像が低解像度でレンダリングさ

れる。 (177699) 
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 解決済み：レガシードキュメントを出力しようとすると、画像が正しく出力されず、画像の上にグレーのボックスが

出力される。 (177871) 

 解決済み：（Mac OS X のみ）：アイテムをクリックすると、そのアイテムがあちこちにジャンプし、プロジェクトを

開くかプロジェクト内のアイテムをクリックしたとき QuarkXPress がクラッシュすることがある。  (177950) 

 解決済み：ハイパーリンクパレットを使用してテキストにアンカーを適用してから、リフロービューでそのアンカーにハ

イパーリンクを作成し、ePub／Kindle として書き出すと、ハイパーリンクが拡張子.xhtml ではなく.html で作成され

るため、ハイパーリンクをクリックしたときに、ハイパーリンクが存在しないというエラーメッセージが表示される。  

(179038) 

 解決済み：（Mac OS X のみ）：ネイティブのカラー変更なしの出力セットアップで、画像が空白として出力さ

れる。 (179302) 

 解決済み：（Mac OS X のみ）：検索／置換ダイアログによるコンテンツの検索と置換が非常に低速である。 

(182615) 

 解決済み：XTags ファイルに 3 つまたは 4 つの段落が含まれており、それぞれに異なるスタイルシートが適用され、

最後の段落が空／空白で、その上に段落罫線が存在する場合、その XTags ファイルを取り込むとき、空／空

白の段落が取り込まれず、段落罫線が表示されない。 (183556) 

 解決済み：JPEG ファイルを含む PDF を取り込むと、正しくレンダリングされない。 (179704) 

 解決済み：CWG テキストソフトマスクとベクトルソフトマスク PDF ファイルを含むプロジェクトを PDF として書き出

し（ネイティブ PDF で CMYK、デバイス N、カラー変更なしの出力セットアップ）すると、PS エラーが表示される。 

(172434) 

 解決済み：（Windows のみ）：ショートカットまたはライブラリの編集メニューを使用して、ライブラリへアイテムをコピ

ーアンドペーストできず、ライブラリからレイアウトへアイテムをコピー、カット、削除することもできない。 (176375) 

 解決済み：画像にバージョン 4 プロファイルが埋め込まれている場合、QuarkXPress で画像が空白に、または

破壊されてレンダリングされる。PDF へ書き出しを行うと出力は破壊され、ランダムにクラッシュが発生する。 

(172340) 

 環境設定 > カラーマネジャーで、ベクトル画像のカラー管理の環境設定を使用停止にし、RGB

カラープロファイルを使用してカスタムソースセットアップを選択すると、RGBモードでベクト

ル EPS／PDF 画像を取り込んだとき、画像のカラーが元のものと同じにレンダリングされず、入

れ替わった状態になる。 (103814) 

解決済みの問題：QuarkXPress 10.1.1 
QuarkXPress 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。 

 解決済み:（Mac OS X のみ）デュアルモニターのシステムで、アイテムの選択、アイテムの作成、マウスクリックによ

るテキストの選択、およびテキストボックスツールのワンクリックが、2 台目のモニターでは正しく動作しない。 

(172316) 
 

 解決済み：グレースケール画像をプロファイル割り当てなしに取り込むと、その画像をブラック版のみに出

力すべきときでも、すべての版に画像が出力される。 (166642) 
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 解決済み:ネットワークパスから PDF ファイルを取り込み、PDF として書き出すと、一時ディレクトリから JAWS ファ

イルが削除されない。 (170553) 

 解決済み:プロジェクトに 1 ビット画像が含まれ、画像ボックスのバックグラウンドになしが適用されている場合、そ

のプロジェクトをネイティブで PDF として書き出すと、その PDF を取り込もうとしたときに QuarkXPress がクラッシュ

する。 (170156)) 

 解決済み:出力中にキャンセルボタンをクリックしても警告が表示されず、依然として出力の作成が続行される。  

(169875) 

 解決済み:ブックをデフォルト以外のプリンタで印刷すると、最初のチャプターは選択したプリンタで印刷されるが、

以後のチャプターはデフォルトプリンタで印刷される。 (166365) 

 解決済み:カラーなしが適用されている画像ボックス内の画像と重なっている画像がある場合、重なっているボッ

クスをダブルクリックすると、選択されている画像ではなく一番後ろにある画像が、オリジナルを編集ダイアログボック

スで起動される。 (149739) 

 解決済み:レイアウトとブックリストが存在するとき、リストパレットでレイアウトリストについてリストの編集をクリックす

ると、ブックリストの編集ダイアログが開き、ブックリストについてリストの編集をクリックすると、レイアウトリストの編集

ダイアログが開く。 (171414)  

 解決済み:CMYK、デバイス N、および In-RIP 分版の出力設定で、ブラック版だけではなくすべての版で黒色が

出力される。 (156277)  

 解決済み:1 つ以上のグループ化されたアイテムを含むレイヤーを複製しようとすると、QuarkXPress がクラッシュ

する。  (172313) 

 解決済み：スライドショーのインタラクティブ機能を含むボックスを読み込むとき、QuarkXPress にパフォーマンスの

問題が発生する。 (168245) 

 解決済み：（Mac OS X のみ）：複数の透明な画像を含むプロジェクトに対して PDF として書き出しを試みる

と、QuarkXPress がクラッシュする。 (171286) 

 解決済み：2 台目のモニターがプライマリモニターになり、その 2 台目のモニターが 1 台目のものと解像度が異なる

（高いまたは低い）場合、ルーラーを使用してガイドをドラッグするときガイドが表示されなくなる。 (160805) 

 解決済み:Brill フォントの字形が、レガシードキュメントを開くときエンコード解除され、ジャンクテキストとなる。 

(167246) 

 解決済み：不足／変更された画像を含むレガシードキュメントを再保存すると、ファイルサイズが約 60％大きくな

る。 (150869) 

 解決済み: 特定の画像を含むレガシーPDF ファイルを取り込もうとすると、QuarkXPress がクラッシュする。 

(171504) 

 解決済み：画像ステータスが"アクセスなし"に指定されている PDF 画像を含むプロジェクトについて、PDF として

書き出しを試みると、"Unable to create PDF（PDF を作成できません）"という警告が表示される。 (172438) 

 解決済み:PDF 画像 3 を含むプロジェクトについて、PDF として書き出しを試みると、"The PDF file is 

damaged（PDF ファイルが破損しています）"という警告が表示される。 (172039) 

 解決済み：限界を超えて画像を縮小（< 0）しようとすると、QuarkXPress がクラッシュする。 (157828) 



QuarkXPress 10.5.2 の既知の問題および解決済みの問題 

16 

 解決済み:2 人のユーザーが、ネットワークマップドライブを経由し、異なるプラットフォーム間で同時にブックファイル

へアクセスすると、ブックファイルが正しく動作しない。 (171451) 

 解決済み：App Studio の出力で、縦組みのグループ化文字に対して、行送りの値が水平方向に適用される。 

(170035) 

 解決済み:300％を超える倍率を使用するとき、大きなフォントサイズにスマート寸法が表示される。 (171278) 

解決済みの問題：QuarkXPress 10.1.0.1 
QuarkXPress 10.1.0.1 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。 

 解決済み:レイアウト上で、画像および着色された画像のスポットチャンネルを含む、色つきのアイテムにはソフトプ

ルーフが適用されない。 (168088) 
 

 解決済み:PS 以外の印刷が動作しない。 (171079) 
 

 解決済み:コピーと貼り付けが行われた画像を含むレガシードキュメントを開き、使用状況ダイアログを開くと、

QuarkXPress がクラッシュする。 (167602) 

 解決済み:画像が、アプリケーション環境設定で設定されているディスプレイプロファイルに従ってレンダリングされな

い。 (170836) 

 解決済み:ドイツ語 OS でボックスの不透明度が適用されない。 (172082)  

 解決済み:PDF を印刷プロジェクトへ取り込み、RGB、CMYK、デバイス N、または In-RIP 分離出力で平滑化

して PDF として書き出しまたは印刷を行うと、出力が空白になる。この直前に別の PDF へ書き出しを試みている

場合、そのレイアウトについて、以前に書き出した PDF が出力される。 (168939) 

 解決済み:CJK フォントが特定の組み合わせでインストールされている場合、フォントリストを繰り返しスクロールす

ると、QuarkXPress がクラッシュする。 (170308) 

 解決済み:画像を含む画像ボックスと、画像とボックスの両方に不透明度が適用されているボックスとが重なって

いる場合、出力すると、重なっているボックスの下にある画像がネガとして出力される。 (171667) 

 解決済み:Photoshop で作成された、スポットカラー／チャンネルを含む PDF を取り込むと、スポットカラーがカラ

ーデータベースに追加されず、カラーパレットや、出力ダイアログのカラータブの一覧にも表示されない。 (155584) 

 解決済み:埋め込みプロファイルを含む PDF の取り込みを試みて、その PDF に CMYK 画像が含まれていると、

QuarkXPress がクラッシュする。PDF に RGB 画像が含まれていると、その PDF は破壊された画像として取り込

まれる。 (164560) 

 解決済み:画像ズームのインタラクティブ機能を、全画面オプション付きで画像に適用すると、

出力時に画像がボックスに合わせて拡大縮小されない。  (164548) 

 解決済み:App Studio レイアウトに含まれている画像ボックスにボタンインタラクティブ機能

（ポップアップの表示アクション）が適用されており、それがスクロール領域と重なっている場

合、レイアウト上でスクロールバーとポップアップが重なってしまう。  (164729)  



QuarkXPress 10.5.2 の既知の問題および解決済みの問題 

17 

 解決済み:App Studio レイアウトに含まれている画像ボックスにボタンインタラクティブ機能

（ビデオファイルをソースとするポップアップの表示アクション）が適用されている場合、その

ボックスをクリックするとビデオが再生されるが、ビデオの終了時にビデオの再生ボタンが表示

されず、閉じるボタンを使用してポップアップを閉じることもできなくなる。 (165031)  

 解決済み:オンライン Web コンテンツを含む App Studio レイアウトをアップロードし、Wi-Fi がオフの状態で版を開

くと、Wi-Fi をオンにした後でもオンラインコンテンツが読み込まれない。  (165353)  

 解決済み:PS 以外のプリンタで、カラーがなしを含むブレンドを持つプロジェクトを印刷しようとすると、プレビューを

取り込めませんというエラーが表示される。 (150787) 

解決済みの問題：QuarkXPress 10.1 
QuarkXPress 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。 

 解決済み:ブレンドにスポットカラーが適用されている PDF ファイルを含むプロジェクトを出力すると、PDF のスポ

ットカラーがカラーデータベースに追加されるが、スポットカラーは出力されず、出力においてプロセスカラーに変換さ

れる。 (157496) 
 

 解決済み:バックグラウンドなしに設定されている 1 ビット／グレースケール画像を含むレガシーQuarkXPress プ

ロジェクトを開き、PDF として書き出すと、出力時に PS エラーが発生する。 (158234) 
 

 解決済み:画像カラーに適用されたスポットカラーは、平滑化された出力ではプロセスカラーとして出力される。 

(156961) 

 解決済み:ドロップシャドウが適用されているアイテムを含むプロジェクトを PDF として書き出し、変更なしカラーセ

ットアップとネイティブの透明度を選択すると、ドロップシャドウがオーバープリントされない。 (149988) 

 解決済み:RGB モード以外の EPS および PDF 画像を取り込みと、取り込みダイアログ、設定ダイアログの画像

タブ（Windows）、高度なイメージ制御パレットの画像情報には RGB と表示される。 (98830) 

 解決済み:（Windows のみ）：凡例とテキストを含む Excel チャートを取り込むと、凡例とテキストが取り込ま

れない。 (133583) 

 解決済み:（Windows Server 7 のみ）：Excel 2010 がインストールされている Windows 32 ビットシステムで、

開いているチャートを持つ Excel ファイルを取り込もうとすると、チャートを取り込めません……というエラーメッセージ

が表示される。 (109105) 

 解決済み:縦組みの欧文字形を含む PDF を取り込むと、字形が誤った位置に出力され、文字が回転して互い

に重なって表示される。 (155279) 

 解決済み:ブレンドに適用されているスポットカラーを含む EPS／PDF を取り込むと、スポットカラーがカラーデータ

ベースに追加されず、カラーパレットや、出力ダイアログのカラータブの一覧にも表示されない。 (155205) 

 解決済み:ドロップシャドウが適用されているボックスを含む印刷プロジェクトを PDF として書

き出し、その PDFを新しいプロジェクトに取り込むと、ドロップシャドウが黒一色として取り込

まれ、さらに PDF として書き出しを行っても、やはりドロップシャドウが黒一色として書き出さ

れる。  (152254) 
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 解決済み:プロジェクトを閉じたり、再度開いたりする操作を何回か繰り返して、そのたびに画

像のステータスの確認を試みると、画像の誤ったステータスが表示される。  (163358) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：300 dpi を超える画像を含むプロジェクトで、画像を 250%に拡大して、画像

コンテンツツールで画像を移動すると、画像のパンとレイアウト操作が非常に遅くなる。(150273)解決済み：（Mac 
OS Xのみ）：グレースケール、グレースケール 100k、およびコンポジット RGBセットアップ以

外の、いずれかのソフトプルーフ／プルーフを適用すると、ラスター画像が消失する。 

(163857) 

 解決済み:埋め込みプロファイルを持たない画像を含むプロジェクトがあり、別のプロファイル

で新しいソースセットアップを作成して、そのソースセットアップを画像に適用すると、同じ画

像を新しいボックスに取り込むとき、画像が新しいソースセットアップで更新されない。 

(163580) 

 解決済み:保存済みのプロジェクトに、名前の変更または移動が行われた画像が含まれている場

合、そのプロジェクトを開くと、画像プレビューが壊れているか、空白で表示される。 

(163568) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：PDF > 透明度タブでネイティブの透明度セクションの下にある

PDFx用のノート認証がカットして表示される。  (145353) 

 解決済み:画像ボックス内の 1 ビット／グレースケール画像にオーバープリント画像トラップを適用し、その画像ボ

ックスと、フィルがなしに設定されているソリッドカラーボックスとが重なっている場合、1 ビット／グレースケール画像

は適用されているオーバープリント設定で出力されない。 (97957)  

 解決済み:新しいソースカラーセットアップを、画像用のカスタムカラープロファイル付きで作

成し、作成したプロファイルを環境設定 > カラーマネジャー > ソースセットアップのソースオ

プションで使用すると、取り込まれた EPS／PDF／DCS／AI／WMF形式のラスターおよびベクトル

画像を CMYK モードでレンダリングするとき、その新しいソースカラーセットアップが使用され

ない。その代わりに、画像の元のカラーでレンダリングされる。 (103564) 

 解決済み:プロジェクトに含まれている画像に不透明度が適用されている場合、PDFとして書き

出しを試み、圧縮タブで ASCIIフォーマットを選択すると、QuarkXPress がクラッシュする。 

(152859) 

 解決済み:半透明の PDF 画像を含むプロジェクトを出力すると、平滑化された出力では画像が反転（カラー反

転）して出力される。 (157984) 

 解決済み:プロジェクトのソースセットアップが QuarkXPress 旧バージョンの設定で、EPS（ベク

トル／ラスター）またはいずれかのラスターRGB画像を取り込むと、画像が正しくレンダリング

されない。  (165760) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：以前の 10.x リリースにおいて顧客から報告されたほとんどのシナリオについて、

ドキュメントのスクロール時のパフォーマンスが大幅に改善された。 (143458) 

 解決済み:".ai"ファイルを取り込むとテキストがフリップし、レイアウト操作を試みると QuarkXPress がクラッシュす

る。 (153305) 

 解決済み:Mac と Windows の両方で、レガシードキュメントを QuarkXPress 10 で開く操作が、QuarkXPress 

9.5.4 よりも最大 16 倍の時間を要する。特に、ネットワークボリュームを使用する場合には顕著となる。 

(155708) 
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 解決済み:Adobe CNS 1-6 PDF テストファイルが、ネイティブ PDF で白／黒として取り込まれ、書き出される。  

(157219) 

 解決済み:QuarkXPress で作成された EPS にブレンドとカラーパッチが含まれている場合、その EPS を取り込む

と QuarkXPress がクラッシュする。 (163173) 

 解決済み:プロジェクトに含まれている画像に、アルファおよびスポットチャンネルの両方が含まれている場合、また

はスポットチャンネルが含まれ、そのスポットチャンネルが QuarkXPress でオフにされている場合、そのプロジェクトを

ネイティブ PDF で PDF として出力すると、"PDF を作成できません"という PS エラーが発生する。 (163353) 

 解決済み:プロジェクトに含まれている PDF が取り込まれたもので、埋め込みでないフォントが含まれている場合、

そのプロジェクトを PDF として書き出そうとすると、"PDF が破損しています"というエラーメッセージが出力され、空

白の PDF が作成される。 (163380) 

 解決済み:1 ビット画像を、不透明度が適用されているボックスと重ねると、重なっているオブジェクトが不透明に

なり、平滑化された出力では下の画像が見えなくなる。 (163617) 

 解決済み:Type 42 としてダウンロードされたテキストを含む PDF ファイルを取り込むと、平滑化された出力で

PDF として書き出すとき、出力が空白になる。 (164543) 

 解決済み:スワップされたカラープロファイルを使用して出力カラーセットアップを作成し、ブレンドとソリッドカラーアイ

テムを含むベクトル PDF ファイルを取り込むと、出力をソフトプルーフするとき、ブレンドカラーは更新されるが、適

用されているカラープロファイルの定義に従ってカラーがスワップされない。 (165311) 

 解決済み:半透明の EPS 画像を含むプロジェクトを平滑化された出力で出力すると、QuarkXPress がクラッシ

ュする。 (165614) 

 解決済み:インデックス付き／4 ビットグレーの PICT 画像を取り込むと、QuarkXPress がクラッシュする。 

(165617) 

 解決済み:Type 42 としてダウンロードされたテキストを含む PDF ファイルを取り込むと、QuarkXPress がクラッシ

ュする。 (165637) 

 解決済み:EPS／PDF／LAB モードの画像を含むプロジェクトにソフトプルーフを適用すると、画像が破壊され、

出力を試みたときに QuarkXPress がクラッシュする。 (165664) 

 解決済み:バックグラウンド画像が、HTML でグレーのバックグラウンドに置き換えられる。 (166200) 

 解決済み:ボックスのバックグラウンドになしのカラーを適用し、画像に多少の不透明度を適用すると、バックグラウ

ンド画像が、HTML でグレーのバックグラウンドに置き換えられる。 (166319) 

 解決済み:ソースカラーセットアップで特定のカラープロファイルが使用されているとき、レイアウトが異常なカラーで

レンダリングされる。 (166443) 

 解決済み:レガシープロジェクトに不足画像が存在する場合、QuarkXPress で生成される出力が破壊され、

QuarkXPress がクラッシュする。 (167382) 

 解決済み:埋め込みのカラープロファイルを持たない画像（たとえば、TIFF RGB 画像）を取り込み、PS として書き

出すと、RGB 画像が PDF ファイル内で破壊される。 (167671) 

 解決済み:（Windows のみ）：スプレッドページに".ai"ファイルを取り込むと、QuarkXPress がクラッシュする。 

(168292) 
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 解決済み:Type 3 フォントを持つ PDF を含む、保存済みのプロジェクトを再度開くと、QuarkXPress がクラッシュ

する。 (168355) 

 解決済み:QuarkXPress 9.x プロジェクトで配置された 16 ビット RGB PSD 画像を、AI コントロールパレットが開

いているときに選択すると、QuarkXPress がクラッシュする。 (168621) 

 解決済み:取り込まれた PDF ファイルを、変更なしのカラー設定で、ネイティブの透明度を使用して PDF として

書き出すと、PDF ファイルのベクトルアイテムのカラーが正しく管理されず、異なるカラー値でレンダリングされる。 

(168829) 

 解決済み:プロジェクトにラスターPDF とベクトル PDF の両方が含まれている場合、デフォルト／平滑化の設定

で PDF として書き出すと、出力で下端の画像が消失するか、位置が変更される。 (169067) 

 解決済み:2 つの画像ボックスを作成し、それらのボックスに 2 つのベクトル PDF を取り込んで、最初のものだけに

不透明度を適用して、カラー変更なしの出力設定で印刷を行うと、不透明度が適用されている画像が出力され

ず、2 番目に取り込まれた別の PDF が両方のボックスに出力される。 (169080) 

 解決済み:スポットチャンネルを持つ 16 ビット画像を出力するとき、QuarkXPress がクラッシュする。 (169102) 

 解決済み:画像にスポットチャンネルがあり、そのスポットチャンネルが QuarkXPress 以外で変更されている場合、

その画像を取り込むと QuarkXPress がクラッシュする。 (169255) 

 解決済み:取り込まれたベクトル PDF を含む 9.5.x プロジェクトを QuarkXPress 10.1 で開き、PDF として書き出

すと、それぞれの画像ボックスに異なる PDF が取り込まれていても、すべての画像ボックスに同じ PDF が印刷され

る。(169306) 

 解決済み:ファイルの出力が正しく完了した後でも JAWS 一時ファイルが削除されず、一時ファイルが累積的に

増え続ける。 (169377) 

 解決済み:コピーや貼り付けを行うとき、画像コンテンツが静的なオブジェクトに変換される。 (169634) 

 解決済み:QuarkXPress 9.5.x で取り込まれた EPS／PDF 画像は、QuarkXPress10.x では黒色で印刷される。 

(170330) 

 解決済み:EPS で参照されているフォントは、印刷／PS／EPS／PDF へ PS として出力するときに PS へダウン

ロードされない。 (170453) 

 解決済み:Mac OS X で作成されたプロジェクトを Windows で開く、または Windows で作成されたプロジェクトを

Mac OS X で開くと、すべての画像が低解像度でレンダリングされる。 (170544) 

 解決済み:多くの透明な画像を含む PDF ファイルを画像ボックスに取り込み、その画像を操作（縮小／拡大な

ど）すると、画像ボックスのサイズを変更するとき QuarkXPress が不規則にクラッシュする。 (170635) 

 解決済み:QuarkXPress で生成された EPS にスポットカラーが含まれている場合、RGB／CMYK モードで出力

するときにカラーが正しく管理されない。 (98660) 

 解決済み:グレースケール画像がシャドウまたは透明なオブジェクトと重なっている場合、すべての出力設定にお

いて平滑化が正しく行われない。 (117246) 

 解決済み:InDesign で作成された、埋め込みでないフォントを含む PDF に含まれるテキスト揃えが、作成される

PDF において正しく維持されない。 (133582) 

 解決済み:マスターページアイテム画像とテキストを含む PDF ファイルが、すべてのページでレンダリングされない。  

(152715) 
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 解決済み:（Mac OS X のみ）：パターン塗りつぶしが適用されているテキストを含む PDF ファイルが正しくレン

ダリングされない。  (155215) 

 解決済み:グレースケールおよび 1 ビットの着色された画像にスポットカラーが存在する場合、グレースケールおよ

びグレースケール 100K の出力設定では白色で出力される。 (156726) 

 解決済み:PDF に Helvetica ファミリーのフォントが含まれており、そのフォントが Type 1 および Type 1 CID とし

てダウンロードされているとき、その PDF を取り込んで、デバイス N または変更なしの出力設定が選択された状態

で、印刷または PDF として書き出しを行うと、PS エラーが発生する。 (161369) 

 解決済み:高度なイメージ制御パレットを使用して、高解像度画像のレイヤー／チャンネル／パスのオン／オフを

切り替えると、画像プレビューが低解像度に切り替わり、画像の適応型解像度が無効になる。高解像度のプレ

ビューを得るには、画像を再取り込みする必要がある。 (163625) 

 解決済み:LAB モード TIFF（8 および 16 ビット）を取り込み、カラー変更なしの出力設定を選択して出力すると、

画像が RGB モードで出力される。 (164656) 

 解決済み:1 ビットの着色された画像に、画像のバックグラウンドとしてなしが適用されている場合、画像ボックス

にカラーが適用されていると、画像が平滑化される。 (164739) 

 解決済み: 6 ビットのグレースケールおよび RGB 画像が、デフォルト（平滑化）出力で空白として出力される。 

(165709) 

 解決済み:ドキュメントに多くの画像が含まれている場合、複数の不足または変更済み画像を使用状況ダイア

ログで更新すると、QuarkXPress がクラッシュする。 (168392) 

 解決済み:ブレンド（シェードパターン）を含む PDF が正しく取り込まれない。  (168937) 

 解決済み:（Windows のみ）： PDF のオブジェクトにシャドウが適用されている場合、取り込まれた PDF 画

像を切り取った後でもシャドウが表示される（画面のレンダリングの問題）。 (170580) 

 解決済み:QuarkXPress へ取り込むとき、画像の重なりが正しくレンダリングされない（画面のレンダリングの問

題）。 (170595) 

 解決済み:Image Export XT を使用して書き出された PNG 画像（白色のコンテンツを持つテキストボックスの）で、

テキストの周囲に黒色のアンチエイリアシングが表示される。 (164956) 

 解決済み:CMYK + アルファチャンネルの PSD ファイルを開くと、QuarkXPress がクラッシュする。 (165793) 

 解決済み:ICCProfile の代替スペースを持つ分離スペースに、それ自体の代替スペースが存在する場合、カラー

レンダリングが正しく行われない。 (165795) 

 解決済み: カスタム出力設定の出力で、スポットカラーが正しく出力されない。 (171681) 

 解決済み: プロジェクトを再度開いた後で、EPS 画像プレビューがレイアウト上で空白の画像、または破壊され

た画像としてレンダリングされる。 (170174) 

解決済みの問題：QuarkXPress 10.0.2 
QuarkXPress 10.0.2 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。 
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 解決済み:（Mac OS X 10.9 のみ）：Mac OS X 10.9 で自動保存が動作しない。  (162450)  

 解決済み:選択されているソースセットアップで、変換先が CMYK の場合もカラー管理するオプションを使用して

いるとき、ベクトル AI／PDF 形式の CMYK 画像を、埋め込みカラープロファイル付きでレイアウトへ取り込むと、出

力時に、画像のすべてのソリッドカラーがシアンで出力される。 (103914) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：レイヤーを含む PSD 画像を取り込むと、高度なイメージ制御パレットの可視

性アイコンをクリックしたとき、画像の更新に長い時間を要する。 (151063) 

 解決済み:スポットカラーと透明度を持つブレンドは、平滑化された出力では正しく出力されない。 (157180)  

 解決済み:書き出された EPS／PS／PDF ファイルのサイズが、レガシーQuarkXPress で同じファイルを書き出し

たときよりもはるかに大きくなる。 (100500) 

 解決済み:縦組みの印刷または ePUB レイアウトで、一部のテキストにルビを適用すると、Kinoppy、Espur、

IBooks、その他多くの形式で ePUB として書き出したとき、ページの順序が「右から左へ」にならず、Kinoppy では

ルビ文字が表示されない。 (105176) 

 解決済み:PDF で、パターン塗りつぶしなどいくつかのアイテムが正しくレンダリングされない。 (135132, 148423) 

 解決済み:ドロップシャドウを含むプロジェクトに、グレイスケール 100K プルーフの出力セットアップを適用すると、ド

ロップシャドウが黒一色で表示される。  (151277) 

 解決済み:別のレイヤに配置されているトンボが正しくレンダリングされない。 (152720) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）： 画像の取り込みが非常に遅い。 (153037) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）： 圧縮設定を使用すると、PDF の作成が以前のバージョンよりも大幅に遅い。  

(153097) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：5 つのアルファチャンネル、4 つのレイヤー、4 つのパスを持つ CMYK 画像を含

むドキュメントを EPS で保存する操作が、以前のバージョンよりも大幅に遅い。 (153098) 

 解決済み:（Mac OS Xのみ）： 取り込みダイアログボックスで複雑な Illustrator 9.0 ファイルのプレビューを生

成すると、QuarkXPress がクラッシュするか、または長い時間が必要になる。  (153480) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）： PS への印刷が以前のバージョンよりも大幅に遅い。 (153487) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：取り込まれた画像を 250％に拡大する操作が、以前のバージョンよりも大幅

に遅い。  (153756)  

 解決済み:（Mac OS X のみ）：取り込まれた画像に 45°の傾斜を適用する操作が、以前のバージョンより

も大幅に遅い。  (153759) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：一部の属性付きでドロップシャドウを適用する操作が、以前のバージョンより

も大幅に遅い。 (154227) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：プロジェクトについて、ePUB として書き出しと Kindle として書き出しを同じ名

前で同じ場所に続けて行っても、警告が生成されない。 (156140) 

 解決済み:ネイティブの透明度オプションを使用して PDF を出力すると、QuarkXPress が不規則にクラッシュする。 

(157228)  
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 解決済み:（Windows のみ）：プロジェクトに、高解像度でファイルサイズが 50 MB の画像、またはテキストと

画像を含む EPS／PDF ファイルが含まれている場合、キーボードショートカット（Ctrl o + スペースバー）を使用し

て拡大（ズームイン）を 3 回試みると、3 回目に QuarkXPress がクラッシュする。 (157875) 

 解決済み:画像またはテキストをドキュメントへドラッグ＆ドロップすると、画像またはテキストがドロップされてから、

ドキュメントに表示されるまでの間に遅延がある。 (158072) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：Optima Regular TTF フォントが埋め込まれている PDF を含むプロジェクトが

ネイティブで選択されているとき、PDF／PS として書き出しを試みると、QuarkXPress がクラッシュする。 

(158113) 

 解決済み:取り込まれた高解像度の EPS／PDF 画像や、複雑な EPS／PDF ファイルについて、画像のパンや

スクロール、画像の回転、およびレイアウトページのスクロールでパフォーマンスが低下する。 (159644) 

 解決済み:Type 1 フォントが埋め込まれている字形すべてが正しくレンダリングされず、正しく配置されない。 

(159739)  

 解決済み:（Windows のみ）：矢印キーでボックスを移動する操作が、以前のバージョンよりも大幅に遅い。 

(160317) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：Xpress Tag の解釈オプションを選択した状態で XTags ファイルを取り込むと、

テキストの中間に余分な空行や空白の段落が挿入される。  (160468) 

 解決済み:（Windows のみ）：TT フォントを含む PDF ファイルを取り込むと、QuarkXPress がハングする。 

(160473) 

 解決済み:EPS／DCS 形式のラスターおよびベクトル画像でのカラーブレンドは、ソースまたは出力のカラーセット

アップで、スワップされた CMY カラープロファイルが使用されている場合、出力ではカラー管理されない。 

(160631) 

 解決済み:スポットチャンネルを含む Tiff／PSD／PDF 画像は正しいカラーでレンダリングされず、誤った出力が

生成される。 (160741) 

 解決済み:Type 1 CID フォントを含む PDF を取り込もうとすると、QuarkXPress がクラッシュする。 (160836) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：不足フォントを含むドキュメントを開き、フォントを置換して、ルールとして保存

を行うと、フォントマッピングダイアログの置換フォント列が表示されず、オリジナルフォント列のサイズを変更できない。 

(160930) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）： ガイドを作成し、利用可能な最後のカラーに変更してから、カラーの編集パ

レットを使用していくつかのカラーを削除すると、QuarkXPress がハングしてからクラッシュする。 (161387) 

 解決済み: リフローのタグ付けパレットで、コンポーネントとして CZ を追加すると、QuarkXPress がクラッシュする。 

(161983)  

 解決済み:プロジェクトの 2 回目のスクロールが、以前のバージョンよりも大幅に遅くなる。 (162983) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）： インチ記号を挿入するショートカットが動作しない。  (163401) 
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解決済みの問題：QuarkXPress 10.0.1 
QuarkXPress 10.0.1 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。 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：多くの PostScript Type 1 フォントが、QuarkXPress で正しく読み込まれな

い。  (158578)  

 解決済み:プロジェクトを出力し、印刷ダイアログのマークタブでセンターモードと最小の長さ（4.939 mm）を選択す

ると、トンボの後ろに白いギャップが見える。 (147376) 

 解決済み:ユーザーが ATOK 日本語 IME または Google 日本語入力 IME を選択すると、未確定の日本語テ

キストについて、インライン入力のインジケータと変換候補リストが重なって表示される。 (147665) 

 解決済み：1 ビットの EPS／PDF 画像を含むプロジェクトを使用するとき、パフォーマンスの問題が発生することが

ある。 (149636)  

 解決済み:（Mac OS X のみ）：App Studio レイアウトに取り込まれた AI 画像が、Mac で正しくレンダリングさ

れない。 (151308) 

 解決済み:取り込まれたマルチチャンネル画像の Pantone カラーが RGB のブラックにマッピングされ、スポットカラ

ーがブラックとして取り込まれる。マルチチャンネル PDF 画像を含むプロジェクトを書き出そうとすると、Unable to 

create PDF（PDF を作成できません）というエラーメッセージが表示される。 (154215) 

 解決済み:透明な画像を含む PDF を画像ボックスに取り込むと、すべての透明なアイテムが正しくレンダリングさ

れない。その後で、ネイティブの透明度オプションを使用し、プロジェクトを PDF として書き出すと、透明なアイテム

が正しく出力されない。 (155880) 

 解決済み:Suite 9 のフォントサポートに出力の問題がある。 (156518) 

 解決済み:CMYK カラーが適用されている画像ボックスを含むプロジェクトをネイティブ PDF として書き出し、その

PDF を新しいプロジェクトの画像ボックス内に取り込み、そのプロジェクトをネイティブ PDF として書き出すと、PDF

内のカラーが正しく出力されない。 (156702) 

 解決済み:Dvorak-Qwerty Cmd IME を使用しているとき、キーボードコマンドが正しく動作しない。 (157997)  

 解決済み:Apple Cinema HD ディスプレイプロファイルが存在している場合、新しいプロジェクトの作成、または既

存のプロジェクトを開くときに QuarkXPress 10 がクラッシュする。 (158043)  

 解決済み:パレット／パレットグループのいずれかが 2 つめのモニタに配置されていると、QuarkXPress を再起動

したときにパレット／パレットグループの位置が保存されない。 (158096) 

 解決済み:いずれかの Type 3 フォントを含む PDF ファイルを取り込むと、PDF が空白にレンダリングされる。 

(158112) )  

 解決済み:プロジェクトに含まれているアイテムのドロップシャドウにスポットカラーが適用されているとき、プロジェク

トを書き出すと、スポットカラーのシャドウが、ネイティブ PDF のプロセスカラーとして出力される。 (158242) 

 解決済み:レイアウト内で画像を拡大すると、画像のパンが遅く、ぎくしゃくする。  (158411) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：EA 以外の設定で、マスターガイド＆グリッドダイアログのディスプレイにグリッド

を表示設定にあるページへおよびペーストボードオプションが動作しない。 (158838) 
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 解決済み:プロジェクトに含まれているテキストボックスのテキストに、ドロップキャップスと両端揃えが適用されてい

る場合、最初の行のテキストが右端でボックスからはみ出す。 (74341) 

 解決済み:ガイドをルーラーにドラッグして削除できない。また、ルーラーをクリックすると、ガイドが不正にレイアウト

に追加される。 (96925) 

 解決済み:埋め込みのソースカラープロファイルを持つ、すべての RGB／インデックス画像は、その埋め込みのソー

スカラープロファイルを使用してレンダリングされない。 (122329) 

 解決済み:レイアウトビューまたは画像の拡大率を下げると、画像プレビューで高解像度画像が低解像度でレン

ダリングされる。 (127960) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）： いずれかの暗いカラーをボックスに適用すると、点滅する挿入記号のカラーが

変化しない。  (130816) 

 解決済み:ベクトル画像を含むネイティブ PDF を読み込むと、PDF が空白として読み込まれる。ネイティブとして

PDF へ書き出しを試みると、ラスター日付として書き出される。ネイティブとして PDF へ書き出しを試みると、ラスタ

ー日付として書き出される。 (149643) 

 解決済み:使用状況ダイアログを使って不足画像を更新するとき、QuarkXPress が不規則にクラッシュする。  

(151370) 

 解決済み:画像コンテンツツールを使用して画像を取り込むと、画像が低解像度でレンダリングされる。 

(151570) 

 解決済み:プロジェクトに含まれている画像 PDF ファイルがネイティブオプションで作成されているとき、ネイティブの

透明度で書き出しを選択して PDF として書き出そうとすると、元の PDF のオブジェクトが正しく出力されない。  

(152233) 

 解決済み:（Windows のみ）：オブジェクトを新しいライブラリに追加し、それらのオブジェクトにラベルを指定す

ると、それらのラベル付きオブジェクトがラベルメニューの下に表示されない。 (152446) 

 解決済み:多くの画像を含むレイアウトを編集するとき、オブジェクトの入力、選択、ナビゲーションが非常に遅くな

る。  (152850)  

 解決済み:画像ボックス内で画像を移動しようとするとパフォーマンスの問題が発生し、大きな遅延が起きる。 

(153302) 

 解決済み:PDF を取り込んで、取り込みダイアログで境界ボックスを変更すると、取り込みダイアログで寸法が変

更されない。使用状況ダイアログでは、寸法が正しく表示される。 (154442) 

 解決済み:PS または PS 以外のプリンタを選択し、印刷ダイアログで印刷領域に合わせるオプションをオンにする

と、印刷したときページが誤った拡大率で左上に印刷され、すべての端で印刷可能領域が切り取られる。 

(154452) 

 解決済み:プロジェクトを Adobe PDF へ、ネイティブの透明度で印刷し、印刷ダイアログでコンポジット CMYK お

よびスポットを選択すると、プレビューと PDF の両方が正しく出力されない。 (154479)  

 解決済み:CorelDraw で作成されたパターン塗りつぶしを含む PDF をプロジェクトに取り込むと、プレビューで

PDF ファイルが黒のカラーパッチとしてレンダリングされる。 (154514) 

 解決済み:Type 3 ベクトルまたは Type 3 ビットマップフォントを含む PDF を画像ボックスに取り込むと、ネイティブ

の透明度オプションを選択して PDF として書き出しを行ったとき、Type 3 ベクトルおよび Type 3 ビットマップフォン

ト出力時に破壊される。 (154931) 
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 解決済み:（ドイツ語／ヨーロッパ言語のみ）：地域設定を変更して、ドイツ語の数値形式（小数点をカンマで置

き換える）を使用している場合、.xsl または.xlsx ファイルをテーブルに取り込むと、取り込まれたテーブルのテキスト

に地域設定が適用されない。 (154993) 

 解決済み:TT フォントを含む PDF をプロジェクトに取り込むと、PDF として書き出しを試みたとき、Unable to 

Create PDF（PDF を作成できません）というエラーが表示され、PS エラーログファイルが生成される。 (155193) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：プロジェクトを作成し、ジョブジャケットマネジャーを起動してジャケット > 外部

リソース > 新規アイテムを選択し、外部リソースを作成すると、後でプロジェクトのアクティブチケットを選択したとき、

外部リソースを展開するまで、その外部リソースをチケット内にできない。 (155341)  

 解決済み:ネイティブの透明度を指定して PDF として書き出しを行い、印刷ダイアログでコンポジット CMYK およ

びスポットを選択すると、オーバープリント属性付きのチェックマークが出力に表示されない。 (155394) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：同じ PDF ファイルから、別のページをそれぞれ、プロジェクトの異なる画像ボッ

クスに取り込み、そのプロジェクトを QuarkXPress 9.1 プロジェクトとしてネットワーク上の場所に保存すると、そのプ

ロジェクトを開くとき、プレビューですべてのページがページ 1 として表示される。レイアウトをクリックすると、すべての

ページのプレビューが自動的に更新される。  (155527) 

 解決済み:PDf を繰り返し生成すると、しばらくして生成が失敗する。 (155641) 

 解決済み:RGB 画像を含む印刷プロジェクトがあるとき、カラーマネジャーの環境設定で画像プロファイルへのアク

セスを可能にするを有効にすると、プロファイル情報パレットを開いてカスタムプロファイルへ変更したとき、プロファイ

ルが適用されず、画像が正しく出力されない。 (156213) 

 解決済み:印刷レイアウトを作成し、サムネールプレビューでページをドラッグすると、ページのマークが複数表示さ

れる。 (156304) 

 解決済み:印刷レイアウトを作成し、レイアウトを上下または左右に分割すると、分割バーを瞬間的に保持して

分割ビューのサイズを変更するとき、分割バーのマークが表示されなくなる。 (156305) 

 解決済み:ファインダーを使用して、いずれかのテキストまたは画像ファイルを選択し、そのファイルを既存のプロジェ

クトにドラッグして、既存のテキストまたは画像ボックスにドロップすると、既存のボックスがハイライトされない。 

(156306) 

 解決済み:スポットカラーが適用されている PDF テキストを取り込むと、元の色調が正しく取り込まれず、出力時

にも正しく表示されない。 (156317) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）： プロジェクトを App Studio Portal にアップロードするとき、一部のボックス画

像が他のテキストや画像ボックスを置き換える。 (156364)  

 解決済み:特定の PDF ファイルを画像ボックスに取り込むと、ネイティブ PDF で PDF として書き出しを行うとき、

黒色のテキストがすべて白で出力される。 (156503) 

 解決済み:特定の PDF ファイルを QuarkXPress プロジェクトに取り込もうとすると、QuarkXPress がクラッシュす

る。  (157107) 

 解決済み:グレイの点線とフレームを含む PDF を取り込むと、プレビューで黒の実線としてレンダリングされる。 

(157149)  

 解決済み:画像コンテンツのオフスクリーンコンテキスト作成、ボックスの回転、Doc ビューのドラッガーを、可視の

境界方形に移行する。 (157183) 
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 解決済み:（Mac OS X（Mavericks）のみ）：QLA バリデーションコードでインストールした場合、Mavericks で

QuarkXPress を開始できない。 (157220) 

 解決済み:（Mac OS X（Mavericks）のみ）：デュアルモニターのシステムを使用している場合、最初のモニターでプ

ロジェクトを作成し、プロジェクトウィンドウを 2 つ目のモニターに移動して、2 つ目のモニターのメニューバーを使用し

ていずれかのダイアログやパレットを開こうとしても、すべてのダイアログやパレットが最初のモニターに開く。 

(157353) 

 解決済み:画像の取り込み時に QuarkXPress がクラッシュする。 (157720)  

 解決済み:（MemoryTextImport sample Xtension がインストールされている必要がある）：各種スタイルのテキス

トを含むテキストボックスがあり、補助 > MemoryTextImport Sample から XPress タグに変換を選択してから、

SYSIWYG へ変換を選択すると、ボックスのテキストが WYSIGYG 相当に変換されず、テキストなしに変換され、

テキストボックスが空になる。  (157815) 

 解決済み:ドロップシャドウが適用されているアイテムを含むプロジェクトを出力しようとすると、Unable to Create 

PDF（PDF を作成できません）というエラーが表示される。 (157819) 

 解決済み:変更状態の画像を含むプロジェクトがあるとき、PDF として書き出しを行うと、生成される PDF に空

白の画像が含まれる。  (157831) 

 解決済み:QuarkXPress 9 プロジェクトを QuarkXPress 10 で開くと、Skia フォントのテキストがすべて Hoefler 

Text Black に変更される。 (157861) 

 解決済み:マルチチャンネル PSD 画像を取り込もうとすると、QuarkXPress がクラッシュする。 (157891)  

 解決済み:（Windows のみ）： QuarkXPress を起動しようとしたとき、quarkXPress.exe was unable to 

start correct 0xc0000142. click okay to close the application.（quarkXPress.exe を正しい 0xc0000142 で

開始できません。OK をクリックするとアプリケーションを終了します。）というエラーメッセージが表示される。 

(158071) 

 解決済み:Type 42 および TTF CID フォントを含む PDF を取り込むと、ネイティブで PDF として書き出しを行うと

き、Type 42 および TTF CID フォントが Type 1 および Type 0 フォントに変換され、出力でテキストの文字間隔

に問題が発生する。 (158101)  

 解決済み:Photoshop を使用して、いずれかのグレイスケール画像にカスタムカラープロファイルを埋め込み、その

プロファイル付きで保存すると、QuarkXPress プロジェクトにそのファイルを取り込んだとき、プレビュー時に画像が

赤でレンダリングされる。 (158110) 

 解決済み:（Windows のみ）： ライブラリに追加されたアイテムが、そのライブラリを閉じてから再度開いたとき

に保持されていない。 (158183) 

 解決済み:プロジェクトに含まれているアイテムにドロップシャドウが適用されている場合、カラー変更なしの出力セ

ットアップで、ネイティブオプションを有効にして PDF として書き出しを試みると、QuarkXPress がクラッシュする。 

(158239) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）： システムに特定のカスタムフォントがインストールされていると、QuarkXPress

が起動時にクラッシュする。 (157812, 158245) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）： スポットカラー／チャンネルを含む Tiff および PSD 画像を取り込もうとすると、

QuarkXPress がクラッシュする。 (158570) 

 解決済み:韓国語の正しくない文字列を修正しました。 (159206)  
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 解決済み:カラーパレットの幅を減らしました。 (159207) 

 解決済み：コンテンツツールで画像が選択され、高度なイメージ制御パレットを使用していずれかのチャンネルがオ

フになっている場合、レイアウトのマルチチャンネル PSD 画像プレビューがレンダリングされない、または正しくレンダ

リングされない。 (159262) 

 解決済み:PS パターン塗りつぶしを含む PDF ファイルを取り込むと、ネイティブオプションで PDF として書き出しを

行うとき、PS パターン塗りつぶしがカラーパッチとして出力される。 (159342) 

 解決済み:（Mac OS X（Mavericks）のみ）：印刷ダイアログが開いているとき、QuarkXPress が不規則にクラッシ

ュする。 (159389) 

 解決済み:ソフトマスクを持つオブジェクトを含む PDF を取り込むと、グレイスケールのカラーセットアップを使用して、

ネイティブの透明度で PDF として書き出しを行うとき、オブジェクトが消失するか、正しくレンダリングされない。 

(159395)  

 解決済み:（Mac OS X のみ）：大きな（350 MB を超える）TIFF 画像を取り込もうとすると、QuarkXPress が

ハングする。 (159518) 

 解決済み:マルチチャンネル PSD 画像の出力に長い時間を要し（Windows で最大 22 分、Mac OS で最大 7

分）、黒のパッチとして出力される。 (159533) 

 解決済み:（Mac OS X（Mavericks）のみ）：デュアルモニターのシステムを使用しており、各モニタに 1 つずつ、2 つ

のプロジェクトを開いている場合、ドック位置を変更するとき、またはドックを自動的に隠すとき、両方のプロジェクト

のウィンドウが、現在アクティブなモニターへ移動する。 (159693) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：印刷ダイアログ／出力スタイルで、コンポジットまたは色分解の角度を変更す

ると、QuarkXPress がクラッシュする。 (159728) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：アイテムをプロジェクトから別のプロジェクトへドラッグした後で、マウスハンドラが

解放されない。スクロールバーにマウスを移動すると、プロジェクトがスクロールする。 (159809)  

 解決済み:QR コードがビットマップ画像として生成されない。 (159964) 

 解決済み:PDF を取り込むと、テキストとアウトラインが正しく表示されないことがある。 (160112, 160117) 

 解決済み:（Mac OS X（Mavericks）のみ）：デュアルモニターのシステムを使用しており、最初のモニターでプロジェ

クトを開いているとき、2 つ目のモニターで別のプロジェクトを開こうとすると、最初のモニターで開いているプロジェク

トが 2 つ目のモニターへ移動し、自動的にパネルマネジャーへ吸着する。 (160130) 

 解決済み:（Mac OS X（Mavericks）のみ）：デュアルモニターのシステムを使用しており、両方のモニターに

QuarkXPress メニューバーが表示されているとき、2 つ目のモニターでパレットセットの保存ダイアログを開くと、その

ダイアログが 2 つのモニターの間に誤って開く。 (160291)  

 解決済み:クリッピングパスを含む画像が、コンテンツツールで選択されたときに正しくレンダリングされない。 

(160457) 

 解決済み:（Mac OS X（Mavericks）のみ）：デュアルモニターのシステムを使用しており、両方のモニターに

QuarkXPress メニューバーが表示されていると、2 つ目のモニターでプロジェクトを開いたとき、不足フォントダイアロ

グ、ドキュメント進捗バー、環境設定不一致の警告、プロファイル不足の警告、および XT 不足の警告がすべて、

最初のモニターに表示される。 (160564) 
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 解決済み:（Mac OS X のみ）：縦組み／横組み変更のショートカット（Cmd+Option+Shift+T）が最初の 1

回は動作せず、2 回押す必要がある（Plus および CJK 版のみ）。 (160611) 

 解決済み:（Mac OS X（Mavericks）のみ）：位置をロックが適用されている場合、テキストの選択とナビゲーション

に使用するシングルキーコマンドのいくつかが動作しない。 (160693) 

解決済みの問題：QuarkXPress 10.0.0.2 
QuarkXPress 10.0.0.2 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:縦組みに配置されている EA 字形を含む PDF ファイルを取り込むと、レイアウト内でテキストの位置

が正しくない。また、その後でネイティブ PDF オプションを使用して PDF を書き出すと、出力でもテキストの位置が

正しくない。 (155620) 

 解決済み:印刷ダイアログに指定されている拡大縮小率の値が、PDF として書き出しを行うときにも優先される。 

(152727) 

 解決済み:(Mac OS X のみ）：環境設定ダイアログの段落および文字タブが、ドイツ語の UI で正しくローカライズ

されていない。 (155381) 

 解決済み:(Mac OS X のみ）：単位が、環境設定に指定されている以外のものに変更された場合、メジャーパレ

ットのホームタブにある行送りフィールドで、単位の値が切り捨てられる。 (157502) 

 解決済み:(Mac OS X のみ）：Caslon Antique フォントがアクティブの場合、QuarkXPress 10 が起動中にクラッ

シュする。 (157821) 

 解決済み:高度なイメージ制御パレットで全チャンネル復帰を選択すると、画像のアルファ／プライマリチャンネル

がカラーパレットに誤ってスポットカラーとして追加される。 (138319) 

 解決済み: 画像または画像のバックグラウンドに不透明度またはカラーなしを適用すると、プレビューと出力で画

像が空白になる。 (147330) 

 解決済み:アプリケーションの環境設定で画像プロファイルへのアクセスを可能にするをチェックし、CMYK 画像を

取り込んでプロファイルを適用し、プロファイル情報パレットからレンダリング方法を変更して、同じボックスに RGB

画像を取り込むと、取り込み時にプレビューが破壊され、書き出し時にクラッシュする。 (150117) 

 解決済み:着色可能な画像のバックグラウンドを半透明に変更すると、ボックスが空白に表示される。 (153814) 

 解決済み:QuarkXPress 10 で、コピーを保存してから一部のプロジェクトを再度開くとき、ランダムにクラッシュが

発生する。 (154203) 

 解決済み:プロジェクトにいくつかの PDF 画像が含まれており、それらの画像に拡大縮小の操作を加えると、プロ

ジェクトを出力しようとしたときに QuarkXPress がハングする。 (154327) 

 解決済み:新しい Multi-Ink カラーを作成し、C、M、Y、K の値に 100％を指定すると、カラーが白としてレンダリ

ングされる。 (154538) 

 解決済み:新しいスポットカラーを作成し、新しいカラーを使用してボックスにドロップシャドウを適用し、ネイティブと

デバイス N または変更なしを選択して PDF として書き出し、出力時に InRIP 分離出力セットアップを選択して、

PDF を PS として書き出すと、PS エラーが発生する。 (155137) 
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 解決済み：スポットチャンネルを含む、変更されたレイヤー化 PSD 画像の更新を試みると、QuarkXPress がクラ

ッシュする。 (155561) 

 解決済み:特定の状況で、WMF コードが CoreGraphicsProcs::DrawTextOnConnectionSpace 経由で渡され、

Global Font Broker が接続 Space に集計される。 (156519) 

解決済みの問題：QuarkXPress 10.0.0.1 
QuarkXPress 10.0.0.1 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。 

 解決済み:(Mac OS X のみ）：Mac OS 10.8.4 を実行している MacBook Air 上の QXP で、いずかのツールが選

択されているとき、すべてのカーソルが非常に薄い色になり、ほとんど見えなくなる。(150331) 

 解決済み:HTML5 と App StudioPublishing パレットを閉じてから再度開くと、パレットのサイズと位置が復元され

ない。 (118778) 

 解決済み:(Mac OS X のみ）：App Studio レイアウトにテキストを持つボックスが含まれており、ボックスとその内

容の両方がページ境界の外側にはみ出している場合、プロジェクトをアップロードして iPad で表示し、ページのど

こかを垂直スクロールしようとすると、ページ全体がスクロールされる。 (123420) 

 解決済み:HTML5 のオブジェクト名ドロップダウンのアイテムがアルファベット順に並べ替えられないため、アクション

の適用が非常に難しくなる。 (123886) 

 解決済み:HTML5 のスライドショーから、最後に残っているスライドを削除すると、画像ボックスから画像が削除さ

れない。 (123939) 

 解決済み:パン＆ズームを動画化が有効な状態で画像に回転を適用してから、プロジェクトをアップロードすると、

画像が正しく書き出されず、画像の原点とオフセットが間違った値になる。 (123970) 

 解決済み:日本語 UI の HTML5 パレットで、ポップアップ表示が正しく翻訳されていない。 (124171) 

 解決済み:アンカーが適用されているテキストを含む App Studio プロジェクトを書き出すと、ドキュメント内でアン

カー付きテキストより後にある内容が書き出されない。 (124990) 

 解決済み:アップロードされた App Studio プロジェクト内のテキストを検索するとき、HTML タグが検索結果に含

まれる、つまりスクリプト扱いとなる。(125048) 

 解決済み:HTML としてエンコードされるべき文字があるテキストを含む App Studio レイアウトが存在する場合、

App Studio Publishing アップロードで書き出される HTML が不正で、ネイティブテキスト内のエンティティがエンコ

ードされない。 (125106) 

 解決済み:(Mac OS X のみ）：スライドショーに追加するスライドを選択するとき、HTML5 パレット内のアセット名

の最後の文字がスラッシュ「／」だと、そのアセットを選択できない。 (131875) 

 解決済み:(Mac OS X のみ）：アセット名にパーセント「％」文字が含まれている場合、HTML5 パレットにアセット

名が表示されない。 (131881) 

 解決済み:App Studio プロジェクトで、source=File であり、幅が画面の幅を超えている場合、ポップアップに閉じ

るボタンが表示されず、ポップアップを閉じられない。 (132046) 
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法律上の注記 
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