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QuarkXPress 2015 の既知の問題 
QuarkXPress® 2015 で確認されている問題の一覧は下記のとおりです。 

 App Studio ポータルへアップロードするとき、画像の切り取り領域が全画面を許可から画像のズームに

変更される。 (211234) 

 ネイティブのドロップキャップは ePub／HTML では常に上揃えだが、QuarkXPress ではセンター揃えでレンダリング

される。 (213414) 

 インラインテーブルのフレーム／グリッドラインの不透明度が、ePub への書き出しや、App Studio／HTML 出力で

保持されない。 (214829) 

 脚注／文末脚注のセパレータのマージン／オフセットが、リフローePub への書き出しで保持されない。 

(214835) 

 1 つ以上の脚注／文末脚注がテキストボックスからオーバーフローしていると、固定レイアウト ePub の検証が失

敗する。 (214875) 

 QuarkXPress 2015 では、ページマージンガイド、ガイド、ページグリッド、テキストボックスグリッド、ボックスガイドの

幅が、iMac Retina 5K のマシンで太く／広く表示される。(214507) 

 不足状態の PNG 画像は、クロスプラットフォームでは空白または破損してレンダリングされる。 (214232) 

 透明な TIFF 画像に Photoshop でレイヤー不透明度が適用されていると、QuarkXPress で正しくレンダリングお

よび出力できない。 (214074) 

 画像のシャドウの詳細が暗くなる。QuarkXPress での画像のレンダリングが、同じ設定での Photoshop によるレ

ンダリングと似た形式で行われない。 (210318) 

 （Mac OSX のみ）プロジェクトの名前に"/"文字が含まれている場合、そのプロジェクトに CFO を実行すると、"ア

クセスが拒否されました[-5000]"という警告が表示される。 (212196) 

 ソフトプルーフが適用されているとき、画像が暗くレンダリングされる。 (213960) 

 IME がローマ字入力（日本語 Mac IME - ことえりのデフォルト）、または Grammarian Pro 2 入力に設定されてい

る、または Dvora-QWERTY CMD IME、AZERTY レイアウトに設定されている場合、ほとんどのメニュー項目につ

いてキーボードショートカットが消失または変更される。 (205952) 

 スクロールバーが表示されているとき、境界線でテキストが切り捨てられる。 (214113) 

 ドキュメントに脚注／文末脚注のコンテンツ変数が含まれているとき、ePub として書き出すと、QuarkXPress がク

ラッシュする。 (213870) 

 ウィドウ／オーファンの制限（開始：2、終了：2）および次段落との分割不可オプションが選択されているテキストへ

段落スタイルを適用し、デフォルトの脚注スタイルが適用されている状態でテキストに脚注を挿入すると、テキスト

計算の問題が発生する。 (205100) 

 Excel テーブルを取り込むとき、セルのボーダーに異なるカラーが含まれていると、テーブルの

セルのボーダーが正しく取り込まれない。 (189613) 
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 Excel テーブルを取り込むとき、セルのボーダーに異なるカラーが含まれていると、テーブルのセルのボーダ

ーが正しく取り込まれない。 (189613) 

 取り込まれた TIFF 画像とともに、ICC バージョン 2 または 4 のプロファイルが埋め込まれている場合、レイアウト上

でその TIFF 画像が正しくレンダリングされない。 (190100) 

 Helvetica テキストを含む EPS を取り込むと、参照されている EPS のテキストが文字化けしてレンダリングされる。 

(192308) 

 EA フォント（TTF、TTF OTF、TTC フォント）のいずれかを含む EPS または PS を、フォントをダウンロードせずに

作成した場合、Acrobat Distiller を使用してその PS/EPS を抜き出す、または PDF として書き出そうとすると、

PS エラーが発生する。 (192749) 

 脚注テキストに回り込みが適用されない。 (194150) 

 脚注を含むテキストボックスの倍率を変更すると、テキストはリフローして倍率変更されるが、脚注のテキストに対

してはこれらの動作が行われない。 (198605) 

 プロジェクトに含まれているテキストまたはオブジェクトに、出力スタイルを使用してオーバープリントが設定されてお

り、デバイスインディペンデントカラーの使用オプションが選択されている場合、そのプロジェクトを出力するときに

PDF/X-4 検証が失敗する。 (199392) 

 段落テキストスタイルの両端揃えは、ネイティブの HTML/CSS テキストが両端揃えをサポートしている場合でも、

画像へ変換が選択されている場合にしか適用されない。 (199435) 

 解像度が 1200 dpi を超える画像をプロジェクトへ取り込んでから、解像度 > バイキュービックダウンサンプルオプシ

ョンで指定した解像度で PDF として書き出しを行うと、白の領域の左端に無意味なラインが表示される。 

(201673) 

 ファイル拡張子がない画像について、画像の状況が常に変更として表示される。 (201987) 

 文字飾りのオールキャップス／スモールキャップスが、コンテンツ変数継続ヘッダーまたはスタティックテキストに適用

されない。 (202003) 

 複数のページを含む PDF から最初のページ以外のページを取り込み、プロジェクトを QuarkXPress 10.x 用に保

存すると、そのプロジェクトを 10.x で開くとき、PDF のページ 1 がプレビューに表示される。 (202448) 

 ソフトプルーフにおいて、環境設定でカラー管理ソースからリンク先へオプションを無効にしていても、取り込まれた

画像のカラーはリンク先のプロファイルでカラー管理される。 (202581) 

 脚注テキストのインスタンスに対して検索／置換を行うとき、対象のインスタンスがオーバーフロー状態だと、操作

が終了しない。 (202823) 

 高解像度 PSD 画像について、高度なイメージ制御パレットを使用してレイヤーの表示／非表示を試みると、パ

フォーマンスの問題が発生する。 (203206) 

 eciRGB_V2_ICCv4.icc バージョン 4 プロファイルが動作しない。 (203376) 

 プロジェクトに箇条書きと番号付きリストが含まれ、それらにインデントが適用されているとき、そのプロジェクトを

ePub へ出力してから iBooks で開くと、箇条書きと番号付きリストが出力されない。 (203460) 

 AI/PDF で内部グロー効果が適用されているオブジェクトは、ネイティブ PDF では正しいカラーで出力されない。 

(203670) 
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 変更なし出力セットアップで、スポットインキの保存オプションがオフになっているとき、EPS と PDF のスポットカラー

が、出力でプロセスカラーに変換されない。 (204351) 

 （Windows のみ）： ソースセットアップで QXP でレガシーRGB をエミュレートプロファイルが適用されているとき、

カラーホイールの CMYK カラーが正しいカラーで表示されない。 (204401) 

 親テキストにウィドウ／オーファンの制限が適用されているとき、脚注テキストが誤った順序（逆順）で表示される。 

(204589) 

 （Windowsのみ）： 韓国語、中国語、日本語、ロシア語の出力で PDF/X-4 検証が失敗する。 (204957) 

 画像のバックグラウンドカラーが、カラーなしのグレースケールである場合、デバイス N および In-RIP 出力セットアッ

プでは誤った値で出力される。 (205339) 

 高解像度画像オプションで書き出された ePub プロジェクトで、アウトライン属性が正しく表示されない。 

(205462) 

 インラインテーブルを取り込んで、そのテーブルを他のプロジェクトへコピーアンドペーストしてから、Excel シートでデ

ータを変更し、その結果インラインテーブルの状況が変更されると、使用状況 > テーブルで状況をアップデートする

とき QuarkXPress がクラッシュする。 (205489) 

 縦組みテキストに脚注を挿入してから ePub へ書き出すと、テキストが重なって表示され、テキストボックスからあ

ふれ出す。 (205789) 

 IME を変更し、環境設定ダイアログを開いた後で、キーボードショートカットが実行時に変更される。(205941) 

 複数列のテキストボックスがあるとき、次ボックスまたは新規列の文字を使用してテキストを分割し、テキストが次

のボックスや列へ流れ込むようにすると、リフローePub で NumEnter が段落へ変換されない。(205293) 

 Excel の.xlsx ファイルのテキストに適用されているハイパーリンクが、インラインテーブルのインポート時にインポートさ

れない。(196815) 

 画像へ変換がオフの時、レンダリングが更新されないため、固定レイアウト ePub 出力がネイティブテキストについ

て WYSIWYG にならない。(205758)  

 埋め込みのユーザー辞書が含まれている QuarkXPress 2015 プロジェクトを、旧バージョン用に 2 回保存すると、

ユーザー辞書が壊れていますという警告が表示される。(200763)  

 ライン幅を増やすと、Kindle として書き出すときに固定レイアウト ePub でテキストがシフトする。 (209629) 

 スモールキャップスを適用すると、ePub／Kindle／HTML 出力で文字間隔（カーニング）が変化する（テキストが

縮小される）。 (212001) 

 ディスプレイプロファイルとして QuarkGenericRGB プロファイルが使用されているとき、画像が正しくレンダリングされ

ず、本来よりも明るい画像になる。 (211689) 

 

macOS Sierra（バージョン 10.12）での QuarkXPress 2015 の既知の問題 
QuarkXPress 2015 – 2016 年 7 月アップデートは macOS Sierra（バージョン 10.12）でサポートされていますが、下記の

問題が発生します。 
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 インターネット／ブラウザからダウンロードされたドラッグ＆ドロップインストーラでインストールされている場合、

QuarkXPress が起動時にクラッシュする。 (260943)  

o 回避策：従来のインストーラを使用します。

http:/www.quark.com/en/Support/Downloads/Details.aspx?fid=343からダウンロードし

てください。 

 次の状況で QuarkXPress がクラッシュする。 (264058)  

o コンテンツパレットを使用してテキストボックスを共有してから、コンテンツパレットの新規をクリック

する。 

o 環境設定ダイアログで、キーショートカットの検索オプションを使用すると、Enter キーを押したと

きに QuarkXPress がクラッシュする場合がある。 

 書式のコピー／貼り付けの、Zapf Dingbats の単一文字挿入および自動ルビのショートカットが正しく動作しない。 

(261577)  

o 回避策：この問題を修正するには、カスタムのキーボードショートカットを使用します。 

 非表示のテキストがあり、システム環境設定 > キーボード > テキストでダブルスペースにピリオドを追加するオプシ

ョンがオンのとき、ダブルスペースを素早く押すと、カーソルが前に移動してテキストが上書きされる。 (265280)  

o 回避策：ダブルスペースにピリオドを追加する環境設定オプションをオフにします。 

 ツールパレットが画面の下端にドッキングするとき、パレットの一部のアイコンが消滅する。 (262396)  

o 回避策：ツールパレットを画面の下端にドッキングさせないようにします。 

 タブバーの表示が有効なとき、タブルーラーがテキストボックスに揃えられない。 (264865)  

o 回避策：タブバーの表示メニューアイテムをオンにしないようにします。 

 メジャーパレットのホームタブで、テキストボックスを色で塗りつぶしできない。 (263526)  

o 回避策：メジャーパレットをドッキングまたはドッキング解除すると、カラーポップアップが正しく動

作します。 

 タブバーの表示が有効なとき、水平ガイドを正しく配置できない。 (264876)  

o 回避策：タブバーの表示メニューアイテムをオンにしないようにします。 

 タブバーの表示が有効なとき、レイアウト上でアイテム（テキスト／画像／表）を描画／ドラッグ／移動するときに、

深刻な再描画の問題が発生する。 (263717)  

o 回避策：タブバーを表示メニューアイテムをオンにしないようにします。 

 アプリケーションの起動時にタブバーを表示機能が利用できない。 (261604)  

o 回避策：タブバーの表示メニューアイテムをオンにしないようにします。 

 全画面表示で、タブバーの表示をオン／オフできない。 (265100)  

o 回避策：タブバーの表示メニューアイテムをオンにしないようにします。 

 全画面表示でタブバーの表示が有効な場合、レイアウトタブが完全に非表示で、水平ルーラーが部分的に（上

端が）非表示になる。 (263752)  

o 回避策：タブバーの表示メニューアイテムをオンにしないようにします。 

 Option-クリックで、現在のタブ付きプロジェクトを除くすべてのタブ付きプロジェクトを閉じると、ダーティーなタブ付き

プロジェクトが保存されない。 (264901)  

http://support.microsoft.com/en-in/kb/2999226
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o 回避策：タブバーの表示メニューアイテムをオンにしないようにします。 

解決済みの問題：QuarkXPress 2015 – 2017年7月アップデート

（11.2.0.6） 
 

 解決済み：（Mac OS X Sierraのみ）：共有コンテンツ／キーボードの検索フィールドを「Enter

キー」で作成すると、QuarkXPressがクラッシュする。（264058）  

 解決済み：ドロップシャドウが適用されているとき、テキストボックスでフォーマットなしのペ

ーストを行うと、QuarkXPress 2015がクラッシュする。（208102）  

 解決済み：（Mac OS X Sierraのみ）：追加されたタブ機能が、このアップデートでサポートさ

れない、または無効になる。  

 
 解決済み：ドロップキャップされた単語または文字が選択され、ページグリッド固定が適用され

ているとき、テキストボックスのサイズ変更または回転を行うと、QuarkXPressがクラッシュす

る。（282969）  

 解決済み：デフォルトのブラウザがVivaldiのとき、QuarkXPressが起動時にクラッシュする。

（282773）  

解決済みの問題：QuarkXPress 2015 - 2015 年 9 月アップデート

（11.1） 
QuarkXPress 2015 の 2015 年 9 月（11.1）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:（Windows のみ）： 非対応または無効ファイルの例外をスローするファイルを取り込むと、

QuarkXPress がクラッシュする。 (184623) 

 解決済み:（Windows のみ）：PostScript カラーマネージメントオプションで保存されたグレースケールおよび

CMYK の EPS 画像で、レンダリングの問題が発生する。 (196609) 

 解決済み:（Windows のみ）：App Studio および ePub レイアウトのテキストボックスについて、検索および置

換の設定画像へ変換を変更するオプションが、アイテム検索／置換に存在しない。 (200404) 

 解決済み:新しい脚注セパレータスタイルを作成するとき、長さ、左／右オフセット、揃え、脚注テキストと脚注セ

パレータとの間隔、親テキストと脚注セパレータとの間隔、2 つの脚注テキストの間隔、脚注番号と脚注テキストと

の間隔を変更できない。また、ページ上の脚注の位置を変更できず、脚注セパレータスタイルを有効または無効

にできない。 (201134) 

 解決済み:ベジエペンツールを使用して、Shift キーを押したまま 45／90 度の描画を行う機能が、最初のセグメ

ントで機能しない。 (203423) 

 解決済み:フォーマットなしのペーストオプションを使用して、コピーしたテキストをペーストすると、ノンブレーキング

スペースが対応するブレーキングスペースに変換される。 (204266) 

 解決済み:軸または同一方向シェーディングで塗りつぶされている非ノックアウト透明度グループを含む PDF を取

り込むと、ネイティブの出力でクリッピングされる。 (205522) 
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 解決済み:箇条書きおよび自動番号スタイルがテキストに適用されているとき、固定レイアウト ePub 出力でテキ

ストが下方向へシフトされる（行の高さが増える）。  (205666) 

 解決済み:（Windows のみ）：Windows OS で、QuarkXPress 10 と QuarkXPress 2015 を同時に起動で

きない。 (207286) 

 解決済み:QuarkXPress 2015 で、マスターページをドラッグして新しいページを挿入するとき、ページレイアウトパ

レットが自動的にスクロールしない。  (208507)  

 解決済み:色分解 - ブラックおよびデバイス CMYK カラースペースの一部のオブジェクトは、黒一色として取り込

まれ、ネイティブで出力するときも同様に出力される。 (209703) 

 解決済み:ePub／Kindle 出力でテキスト行の高さ（縦方向の間隔／行送り）が維持されず、増加または減少

する。 (212002) 

 解決済み:PDF に非ノックアウト透明度グループオブジェクトが含まれ、同一方向シェード塗りつぶしが設定され

ている場合、その PDF を取り込んでからネイティブの透明度／透明度を平滑化モードで PDF として書き出しす

ると、単色の塗りつぶしとして書き出される。 (212678) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：QuarkXPress の印刷ダイアログで、Epson spro 4880 プリンタの用紙設定

（ロール紙）を設定できない。 (212679) 

 解決済み:QuarakXPress 2015／10.x で、暗いバックグラウンド（カラー反転なし）上でガイドをドラッグ／移動

／位置変更するとき、ガイドが表示されない。 (212969) 

 解決済み:埋め込みパスと多くのノードを持つクリッピングパスを含む PSD 画像を取り込むと、QuarkXPress がク

ラッシュする。  (213082) 

 解決済み:メディアボックスに 10 進／浮動小数点値を含む PDF を取り込んでから、透明度を平滑化オプション

で書き出すと、書き出された PDF の画像がシフトされ、画像の一部が切り抜かれる。 (213110) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：QuarakXPress 2015 のドラッグ＆ドロップインストーラが DMG ファイルから起

動された場合、セットアップ／ライセンスコードを編集が失敗し、警告も表示されない。 (213178) 

 解決済み:ISO Newspaper26V4_gr 埋め込みプロファイルを持つ 10.x プロジェクトを開くと、画像が空白にレンダ

リングされる。 (213186) 

 解決済み:複数選択されたグループ化アイテムを移動しようとすると、QuarkXPress がクラッシュする。  

(213242) 

 解決済み:プロジェクトに、ライブラリからドラッグされたテーブルデータが含まれており、その Excel シートリンクが見

つからない場合、そのプロジェクトを保存してから再度開くと、QuarkXPress がクラッシュする。 (213331) 

 解決済み:いずれかの単語／画像をダブルクリックしてツールをアイテムツールから他のツールへ変更した後で、コ

ンテキストメニューを開こうとすると、QuarkXPress がクラッシュする。 (213433) 

 解決済み:ディスプレイプロファイルが"QuarkXPress Legacy RGB"に設定されているとき、ドロップシャドウの右

側に破損したラインが表示される。 (213514) 

 解決済み:App Studio／ePub への書き出し時に、レイアウトに適用されているフォントのいずれかのファイルパス

名が空白だと、フォントを収集するとき QuarkXPress がクラッシュする。  (213837) 
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 解決済み:ルーラーの方向が左または右のとき、ルーラーの基点を X：0 mm、Y：0 mm にリセットした後で、X：0 

mm、Y：0 mm にボックスを作成できない。 (214051) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：メジャーパレットの最初のコントロールへ移動する Command+Option+M ショ

ートカットが、テーブルには動作しない。 (214229) 

 解決済み: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プロジェクトを閉じようとすると、QuarkXPress

がクラッシュする。 (214238) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：ユーザーがマウスをリリースしないと、ベジエセグメントが表示されない。 

(202787) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：メジャーパレットのドロップシャドウのぼかしテキストフィールドに値を入力すると

き、パイカ単位の値を入力できない。 (214818) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：QuarkXPress のドキュメント／ページのパンが遅い。 (213268) 

 解決済み:デフォルトの PDF 出力スタイルを変更した後で、透明度を平滑化および無視の設定が保持されず、

常にネイティブの透明度が表示される。 (215264) 

解決済みの問題：QuarkXPress 2015 - 2015 年 7 月アップデート

（11.0.1） 
QuarkXPress 2015 の 2015 年 7 月アップデート（11.0.1）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）：アンカーアイテムについて、編集 > アイテム > 検索／置換を使用して、ボック

スのサイズの縦横比のロック解除／ロックを変更できない。 (149190) 

 解決済み:ボックスの作成、仮想ボックスのドラッグ＆ドロップ、ボックスの仮想サイズ変更を行うとき、ルーラーマー

クが表示されない。 (151910) 

 解決済み:'Baskerville' TTC フォントと、参照されているすべての字形を含むプロジェクトを出力すると、

QuarkXPress がクラッシュする。 (152677) 

 解決済み:埋め込みでない CID フォント（PDF に埋め込まれていないフォントはシステムで利用可能）を含む

PDF は、空白として取り込まれ、出力される。 (156770) 

 解決済み:タイプ 2 のシェード塗りつぶしを含む PDF ファイルは、コンポジット CMYK、グレースケール、カラー変更

なし、DeviceN のネイティブの透明度で正しく書き出されない。 (168098) 

 解決済み: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) 

 解決済み:HDD 名／パスにアンパサンド記号（＆）が含まれていると、QuarkXPress が起動時にクラッシュする。 

(173946) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：使用状況ダイアログの表示オプションを使用すると、画像の"表示"位置が

左上にならない。(180723) 
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 解決済み:カラープロファイルが埋め込まれている画像の白い領域は正しくレンダリングされない。  (182742) 

 解決済み:テーブルとテキストが、リンクされたテキストボックスに表示（流し込み）されていても、テキストのオーバ

ーフロー記号がインラインテーブルに表示される。 (194930) 

 解決済み:タイプ 4 のシェード塗りつぶしを持つタイリングパターンを含む PDF を取り込んでから、画像ボックスを

縮小すると、ネイティブの透明度を使用して PDF を書き出したとき、アイテムのシェード塗りつぶしが移動される。  

(197131)  

 解決済み:タイプ 1 のシェードパターン塗りつぶしを含む PDF アイテムは、'カラー変更なし'以外のカラーセットアッ

プではネイティブの透明度パスで出力されない。 (197143) 

 解決済み:タイプ 4～7 のシェード塗りつぶしを含む PDF アイテムは、平滑化された透明度パスを使用する、どの

カラーセットアップでも、空白として出力されるか、正しく出力されない。 (197302) 

 解決済み:取り込まれた PDF ファイルにいずれかのタイプのシェード塗りつぶしが含まれている場合、その PDF フ

ァイルに適用される透明度は、カラー変更なしおよびネイティブの透明度パスの出力で保持されないか、正しくな

い出力が行われる。 (197386) 

 解決済み:無効なレイヤーを含む PDF を取り込むとき、異なるレイヤー（無効なレイヤーを含む）に存在するすべ

てのテキストは、正しく取り込みおよびレンダリングされない。  (198763) 

 解決済み:タイプ 2 シェードパターンは、ネイティブで正しく出力されない。 (201477) 

 解決済み:解像度が 1200 dpi を超える画像をプロジェクトへ取り込んでから、解像度 > バイキュービックダウンサ

ンプルオプションで指定した解像度で PDF として書き出しを行うと、白の領域の左端に無意味なラインが表示さ

れる。 (201673) 

 解決済み:文字飾りのオールキャップス／スモールキャップスが、コンテンツ変数継続ヘッダーまたはスタティックテキ

ストに適用されない。 (202003) 

 解決済み:脚注テキストのインスタンスに対して検索／置換を行うとき、対象のインスタンスがオーバーフロー状

態だと、操作が終了しない。 (202823) 

 解決済み:eciRGB_V2_ICCv4.icc バージョン 4 プロファイルが動作しない。  (203376) 

 解決済み:QuarkXPress で作成された、カラーパッチ、フレーム、ブレンドなどの半透明オブジェクトは、変換先が

CMYK の場合もカラー管理するオプションが有効のとき、カラー変更なしの出力セットアップでカラー管理される。 

(203484) 

 解決済み:ePub として書き出しを行うとき、脚注と文末脚注が参照元のテキストにハイパーリンクされない。  

(203906) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：シェードとクリッピングを持ち、AR 設定がパフォーマンスであるメッシュを含む

PDF をレンダリングするとき、QuarkXPress がクラッシュする。 (203991) 

 解決済み:クリッピング付きで適用されている複数のアイテムを含む PDF ファイルを扱うとき、パフォーマンスが大

幅に低下する。 (204129) 

 解決済み:インストール／ビルドのパスに Unicode／アクセント文字が含まれていると、PDF へ書き出すときに

PDF/X-4 評価が失敗する。 (205081) 
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 解決済み:新しいプロジェクトでコピーペーストを行ったあとで取り消し／やり直しを試みると、インラインテーブルの

フォーマットが消失する。 (205171) 

 解決済み:バックグラウンドカラーがなしであるインラインテーブルセルに、角丸型およびセル間隔が適用されている

と、白色で出力される。 (205343) 

 解決済み:インラインテーブルのステータスを移動／変更から OK へ更新するとき、カスタムテーブルスタイルが置

き換えられる。 (205437) 

 解決済み:縦組みテキストに脚注を挿入してから ePub へ書き出すと、テキストが重なって表示され、テキストボ

ックスからはみ出る。 (205789) 

 解決済み:ブックのリストを作成するとき、チャプターにインラインテーブルが含まれていると、

TextCellMappingPhase で QuarkXPress がクラッシュする。 (205857) 

 解決済み:出力または CFO のとき、不足インラインテーブルが更新後も不足のままになるため、更新できない。  

(205858) 

 解決済み:アンカーボックスに適用されているインタラクティブ機能が、出力で正しく表示されない。 (206367) 

 解決済み:検索フィルタが適用されているときにダブルクリックすると、選択されているテキストボックスに誤った変

数[ファイル名]が挿入される。  (206419) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：Shift キーを押したままフォントメニューを起動すると、選択されているフォント

が適用されない。 (206780) 

 解決済み:ガイドパレットを使用して作成された行および列ガイドは、マージンから 0.176mm シフトされる。 

(207056) 

 解決済み:固定レイアウト ePub として書き出すとき、箇条書きと自動番号が正しく揃わない。 (208364) 

 解決済み:（Windows のみ）： インラインテーブルを挿入してから QuarkXPress を終了すると、タスクマネジャ

ーでプロセスが終了しない。 (208962) 

 解決済み:PDF X-4 エラーログが、QuarkXPress の環境設定で指定されたフォルダに配置されず、常に TEMP

フォルダに保存される。 (209066) 

 解決済み:脚注の参照テキストマーカーが、脚注本文より前のページに配置されることがある。 (209204) 

 解決済み:異なるフォントと属性が適用されているテキストを含むページへアイテムをドラッグするとき、パフォーマン

スの問題が発生する。 (209302) 

 解決済み:ePub 出力スタイルで、画像の解像度を 300ppi よりも大きい値に設定しようとすると、使用できる値

は 72～300ppi であるという警告が表示される。 (209797) 

 解決済み:（Mac OS X のみ）：一部のコンピュータで、ハードディスクドライブ（HDD）のどこかに多数のフォント

がインストールされていると、QuarkXPress 2015 の起動が遅くなる。 (210176) 

 解決済み:起動時スプラッシュ画面が開くのが遅れる。 (210331) 

 解決済み:システムに大量の PPD が存在するとき、QuarkXPress の起動が遅くなる。  (210339) 
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 解決済み:（Mac OS X）：ページレイアウトパレットにフォーカスがあるとき、ユーザーがキーボードのいずれかのキ

ーを押すと、ビープ音が聞こえる。 (211085) 

 解決済み:スモールキャップススタイルが、CSS でサポートされているにもかかわらず、ePub／HTML／App 

Studio 出力でネイティブにサポートされない。 (211110) 

 解決済み:段落から見出しを削除すると、継続ヘッダーボックスが空白になり、次のテキスト見出しが表示されな

い。 (211373) 

 解決済み:HTML／ePub／Kindle／App Studio 出力について、デフォルトの画像レンダリング解像度を 144dpi

／ppi に設定する必要がある。 (211575) 

 解決済み:XTAPI XTUIXFontGetGlyphName が、すべてのフォントタイプについて動作しない。 (189288) 

 解決済み:オブジェクトにドロップシャドウが適用されていると、アイテム／グループのパン／ドキュメントのスクロール

が遅い。これらのアイテムを新しい位置へドラッグするときにラグが発生する。 (171529) 

 解決済み:QuarkXPress でルーラーが表示されているとき、レイアウト／ページのパン（ハンドツールを使用する）

が遅く、ぎくしゃくする（ルーラーをオフにすると、大幅に滑らかになる）。 (189628) 

 解決済み:特殊キャラクタ表示が有効なプロジェクトをスクロールするとき、ドキュメント内でいずれかの文字／段

落の属性情報が破損していると、QuarkXPress がクラッシュする。 (211746) 

 解決済み:マスターページからコピーされたアイテムは、編集メニューの同位置にペーストオプションを使用して、ま

たはレイアウトをクリックせずにショートカットを使用して、レイアウトページへペーストできない。  (211926) 

 解決済み:適用されているフォントの字形に多数の輪郭が含まれているとき、PDF／EPS として書き出しを試み

ると、QuarkXPress がクラッシュする。 (211947) 

 解決済み:11.x で保存されたレガシープロジェクトに含まれているカーニング情報の一部が破損していると、その

プロジェクトを開くときに QuarkXPress がクラッシュする。 (212072) 

 解決済み:複数のフォントが適用されているテキストのフォントを、キーボードショートカットで変更すると、

QuarkXPress がクラッシュする。 (212381) 

 解決済み:RGB プロファイルが埋め込まれているグレースケール画像を取り込みまたは出力すると、

QuarkXPress がクラッシュする。  (173248) 

 解決済み:カラー値の関数配列を持つシェードを含む EPS または PDF ファイルを取り込むと、QuarkXPress が

クラッシュする。 (209394) 

 解決済み:ブックの目次のリストを構築するとき、リストのスタイルが複数のページに適用されていると、チャプターが

正しい順序で生成されない。 (212041) 

解決済みの問題：QuarkXPress 2015 - 2015 年 5 月アップデート

（11.0.0.1） 
QuarkXPress 2015 の 2015 年 5 月アップデート（11.0.0.1）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。 
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 解決済み:（Mac OS X）：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:QuarkXPress の 10.x よりも古いバージョンを使用して作成されたライブラリを QuarkXPress 2015 で

開くと、ライブラリにアイテムが何も表示されない。 (207158) 

 解決済み:ネイティブの透明度で出力するときに、EPS ファイルのオーバープリント設定が優先されない。 

(207375) 

 解決済み:画像マスクを含む EPS/PDF 画像を取り込もうとすると、QuarkXPress がクラッシュする。 (207852) 

 解決済み:Adobe アプリケーションを使用して作成された CMYK／RGB／HSB／Lab／Web セーフスポットカラ

ーを含む EPS が存在する場合、スポットカラーが正しくマップされない。 (207955) 

 解決済み:QuarkXPress 10.x で作成されたライブラリを開いたまま QuarkXPress を終了した場合、アプリケー

ションを再起動したときに QuarkXPress がクラッシュする。 (208034) 

 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:見開きページがある印刷レイアウトをリフローePub として書き出そうとしたとき、リフローのタグ付けパレ

ットのアーティクル数が、レイアウト内のスプレッド数よりも多いと、QuarkXPress がクラッシュする。 (206967) 

 解決済み:ベジエ、フリーハンド、または星型のテキストボックスを含む、またはパス上にベジエまたはフリーハンド形

状のテキストがあり、テキストがリフローアーティクルとしてタグ付けされているレガシープロジェクトを開くと、

QuarkXPress がクラッシュする。  (207053) 

 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 2015 
QuarkXPress 2015 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。 

 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) 

 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)  

 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)  

 解決済み: 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)  
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 解決済み: （Mac OS X）： ハードライトブレンド付きの PSD 画像を取り込む、または高度なイメージ制御パレッ

トでブレンドモードを変更すると、QuarkXPress がクラッシュする。 (82646) 

 解決済み: プロジェクトに非表示のガイド（表示できない）が含まれていると、ドキュメントやガイドパレットを開いた

ときに QuarkXPress がクラッシュする。 (99267) 

 解決済み: （Windows のみ）： ツールパレットにアイコンが表示されない。 (106453) 

 解決済み: 重い TIF ファイル（LZW 圧縮ありかなしかにかかわらず）を取り込むときに原因不明のエラーが発生し、

取り込まれた画像が空白で出力される。(108165) 

 解決済み: 半透明のグレー画像に適用されているスポットカラーが、平滑化出力で出力されない。 (121668) 

 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）：  メジャーパレットの多くのタブについて、順序が正しくない。 (154578) 

 解決済み: : （Windows のみ）：  すべての画像のアップデートを選択しても、不足画像がすべてアップデートされ

ない。 (157809) 

 解決済み: ガイドのインジケータマーク（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: PDF にスポットカラーが含まれており、その名前がなしであるとき、その PDF を Acrobat で開こうとす

ると、空白が出力され、エラーが発生する。 (177467) 

 解決済み: プロジェクトに含まれている複数のアイテムが、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:  複数のページを持つ PDF ドキュメントからページを取り込むとき、XioGetPicture XTensions が正

しく動作しない。 (177857) 

 解決済み: CMYK オーバープリント PDF ファイルで、レイアウトのレンダリングが失敗する。 (181576) 

 解決済み: 画像に ICC カラープロファイルが埋め込まれており、ソースのカラー環境設定として Quark 標準

CMYK プロファイルが選択され、レンダリング方法が絶対的な色域を維持に設定され、変換先が CMYK の場合

もカラー管理するオプションが有効で、ソフトプルーフのレンダリング方法の環境設定がソースによる定義に設定さ

れているとき、画像のレンダリングが変化しない。 (182755) 

 解決済み: 適応型解像度の環境設定がパフォーマンスに設定されているとき、ベクトル PDF を含むプロジェクト

を再度開くと、パフォーマンスの問題が発生する。 (183280) 

 解決済み: Corel で作成されたドロップシャドウを含む PDF が正しく取り込まれない。 (183316) 

 解決済み: 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)  

 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)  
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 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 10 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: 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）： 取り込んだ PDF にリニア／軸シェードが含まれており、そのいずれかのカラーで

不透明度が 0％に設定されていると、画面では不透明度 100％としてレンダリングされる。出力は正しく行われる。 

(189367) 

 解決済み: ベクトルソフトマスク PDF ファイルのドロップシャドウと内部シャドウのパッチが、レイアウト上で正しくレン

ダリングされない。 (189766) 

 解決済み: ベクトルソフトマスク PDF ファイルの基本、方向性、グラデーション羽根付きのパッチが、レイアウト上

で正しくレンダリングされない。 (189770) 

 解決済み: テキストソフトマスクファイルのオブジェクトの周囲にシャドウがレンダリングされる。  (189772) 

 解決済み: プロジェクトに含まれているスポットカラーに不透明度が適用されている場合、CMYK 出力セットアッ

プで平滑化を行って印刷、PDF、EPS のいずれかへ出力すると、不透明度が適用されているスポットカラーが正

しく出力されず、完全に不透明になる。 (190017) 

 解決済み:  QuarkXPress で作成されたソリッドカラーの色調やブレンドで、レイアウトを出力するとき、出力カラ

ーセットアップで参照されているカラープロファイルが優先されない。 (193317) 

 解決済み: プロジェクトに、取り込まれた EPS または PDF が含まれており、その中に分離またはなしのカラースペ

ースのオブジェクトが存在する場合、そのアイテムは無意味な形式にレンダリングされる。 (195833) 

 解決済み: （Mac OS X のみ）：  画像の取り込み時に誤ったエラーが表示される。 ファイルフォーマットが無効で

す、またはファイルフォーマットが不適当ですというメッセージが表示されるべきところ、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メッセージが実

際に出力される。 (197707) 

 解決済み: 不透明度マスクを持つアイテムを含む PDF ファイルは、レイアウト上で正しくレンダリングされない。 

(198542) 

 解決済み: QuarkXPress で、先に第 1 行インデントに対して検証を行わないと、左インデントを変更できず、同

様に先に左インデントに対して検証を行わないと、第 1 行インデントを変更できない。 (199871) 
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 解決済み: スペルチェックのとき、選択した／見つかった単語がスペルチェックダイアログまたは検索／置換ダイア

ログの下にあると、ページが新しい位置へ移動しない。 (200128) 

 解決済み:  CMYK 画像が、埋め込みプロファイルのありなしにかかわらず、ドロップシャドウの適用されているボッ

クスと重なっている場合、出力時に平滑化の問題が発生する。 (200135) 

 解決済み: ページを削除するとき、以後のページの 1 つ以上に非表示のガイドが含まれていると、

QuarkXPress がクラッシュし、ドキュメントが破壊される。 (200423) 

 解決済み:  プロジェクトに EPS および PDF ファイルが含まれており、カラースペースが分解、なしであるオブジェク

トがそのファイルに存在するとき、プロジェクトを出力すると PDF を作成できませんという警告が表示される。 

(202862) 

 解決済み: （Mac OS X のみ）： QuarkXPress がクラッシュしたときにライブラリを開いていると、ライブラリが破壊

される。 (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: （Mac OS X のみ）：  プロジェクトが開いているとき、不足フォントをアクティブにしようとすると、

QuarkXPress がランダムにクラッシュする。 (205187) 
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法律上の注記 
©2022 Quark Software Inc. and its licensors.All rights reserved. 
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Quark、Quark ロゴ、QuarkXPress、QuarkCopyDesk は、Quark Software Inc.と Quark 関連会社の米国お
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