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QuarkXPress 2016 の既知の問題
QuarkXPress® 2016 で確認されている問題の一覧は下記のとおりです。


QuarkXPress で、特定のサイズで作成された PS ファイルについて、PDF/X プリセットで作成を行うと、PS エラー
（境界ボックスが有効ではありません）が出力される。 (264331)



macOS Sierra で追加されたタブ機能が、QuarkXPress 2016 年 10 月アップデート（12.2）でサポートされない。



QuarkXPress 2016 を Windows 7／8／8.1／Windows Server 2012 R2 で実行するには、Windows の
Universal C Runtime（api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll）が必要となる。 (220893)
o

回避策：Windows 7 および 8.x では、Universal C Runtime のアップデートが必要です。詳細は、
http://support.microsoft.com/en-in/kb/2999226 を参照してください。



曲線のオブジェクトを含むベクトルファイルは、ネイティブオブジェクトへ正しく変換、またはペーストできない。
(212852)

o

回避策：それらのアイテムを PDF／EPS として保存し、QuarkXPress の画像ボックスへ取り
込んでから、ネイティブオブジェクトへ変換します。



コピーアンドペーストされた（OLE）オブジェクト／画像に不透明度が適用されている場合、出力時には不透明度
が適用されない。 (237298)



CID フォントを含む PDF を QuarkXPress のネイティブオブジェクトへ変換するとき、テキストが消失する。
(249090)



WMF ファイル／チャートを QuarkXPress ネイティブオブジェクトへ変換するとき、テキストが変換に失敗する。
(250246)

o

回避策：ファイルを PDF／EPS など他のフォーマットで保存し、QuarkXPress へ取り込んでか
ら、ネイティブオブジェクトへ変換します。



パターン／グラデーションが適用されているテキストフィルを含むベクトルファイルは、正しくネイティブオブジェクトとし
て変換されない。 (250391)

o

回避策：パターン／グラデーションフィルが適用されているテキストをパスに変換してから取り込
み、ネイティブオブジェクトへ変換します。



小さなオブジェクトを含み、大きなボックスとグループ化されたグループボックスのサイズを変更できない。 (255700)



ネイティブオブジェクトへ変換されたオブジェクトに小さなオブジェクトが存在する場合、ドロップシャドウがそのオブジ
ェクトとともに移動しない。 (257984)



Excel チャート／PPT を Mac 上で PDF として保存した場合、ネイティブオブジェクトへの変換時にスペースがタブ
へ変換される。 (253689)



PDF／EPS ファイルに「オールキャップス」または「スモールキャップス」のテキストが含まれていると、QuarkXPress ネ
イティブオブジェクトへ変換されるとき、小文字に変換される。 (250948)



ベクトルファイルの変換時、および不足フォントのあるプロジェクトを開くときに、フォント置換ダイアログに「標準」、
「ボールド」、「イタリック」属性の選択ボタンが表示されない。 (251212)

3

QuarkXPress 2016 の既知の問題および解決済みの問題
o

回避策：使用状況ダイアログボックスでフォントを適用すると、属性を選択できるようになります。



ベクトルファイルに含まれる Arial、Times、Helvetica、その他いくつかのフォントのテキストは、QuarkXPress ネイテ
ィブオブジェクトへ変換するときカーニングが正しく適用されないため、シフトされる。 (251570)



（Windows のみ）InDesign からコピーされたアイテムは、InDesing によりベクトルデータがシステムクリップボードに書
き込まれていないと、QuarkXPress でネイティブオブジェクトとしてペーストできないことがある。 (252273)



ページ番号コンテンツ変数を、リンクされ重なり合っているテキストボックスへ挿入すると、正しく表示されない。
(216332)



コンテンツ変数で変更履歴が正しく動作しない。 (251084)



テキストからボックスへの変換を行うとき、リンクされたボックスのテキストが消失する。 (257794)



プロジェクトまたはデジタルレイアウト内で複数回使用または共有されているイメージ／画像ボックスが、ePub／
Kindle／App Studio／HTML 出力で複数回書き出される。 (251934)



曲線のテキストパスの背後にあるテキストが、ePub 出力で表示されない。 (204871)



デジタルレイアウトのネイティブテキストに「カスタムアンダーライン」を適用できるが、ePub／Kindel／App Studio／
HTML 出力として書き出されない。 (249262)



リフローePub でのマルチレベルの箇条書きおよび自動番号のサポート。 (249923)



レイアウトの複製時に、リフローのタグ付けパレットのアーティクル／コンポーネントがコピーされない。 (249988)



HTML5 出版物内でのスクロールが、見開きページのグループで 1 つのページしかスクロールしない。 (252646)



Fractional Fonts を使用しているテキストが HTML5 出版物として書き出されたとき、ブラウザで正しくレンダリング
されない場合がある。 (257995)



（Windows のみ）Windows の使用状況ダイアログでフォントの置換を試みると、ボールドおよびイタリックの属性が
常にオンになる。 (257425)



HTML5 出版物のページを読み込んで、直後にスクロールを開始すると、スクロール領域内のスクロールが動作し
ない。 (220726)



インタラクティブ機能アイテムが見開きページにまたがっている場合、HTML5 出版物で正しく表示されない。
(250785)



クロス参照で変更履歴が正しく動作しない。 (257321)



親のマーカーへ移動するクロス参照のショートカットが、ストーリー間で動作しない。 (258089)



Apple Color Emoji、FF Copa フォントなど、マルチカラーのフォントは QuarkXPress でサポートされない。
(205485)



複数のセルが選択されているとき、結合されたセルが選択に含まれていると、セルのコンテンツをコピーできない。
(205591)



フォントのアクティブ化／非アクティブ化を行うとき、字形パレットが自動的に閉じて、分離した状態（パレットセット
から分離）で再表示される。 (214689)
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複数の OpenType 書式セットを一緒に適用して、組み合わさった字形を置換できない。 (220005)



組み合わさった字形を OpenType 書式セットに置換して、シャドウやアウトラインの文字飾りを適用すると、文字
が変形する。 (221048)



組み合わさった字形（チャートの発行）を置き換えた OpenType 書式セットは、透明度を平滑化オプションで正し
くレンダリングされない。 (221062)



マルチレイアウトのプロジェクトに含まれている、複数のレイアウトが修復を必要とする場合、「このプロジェクトに多
少の修復が必要です」という警告を抑制できない。 (221306)



マスターページの自動テキストボックスに、別の脚注セパレータスタイルを適用できない。 (225361)



ネイティブオブジェクトへの変換を取り消してから、再度ネイティブオブジェクトへの変換を行うと、不足フォントダイア
ログに、すべての不足フォントが 2 回表示される。 (251395)



Menlo フォントが不足している場合、スタイルシートのキーボードに該当する属性に含まれるキーパッド文字が無
意味な文字になる。 (255683)



Retina 以外の Mac コンピュータで、引用符の自動変換のポップアップにおいて、曲線の引用符の自動変換がい
ずれも正しく表示されない。 (255935)



固定 ePub／HTML5 出力で、自動ハイフネーションされた単語を検索できない。 (255946)



（HTML5 出版物）（Chrome のみ）：ビデオが一定して再生されず、ページの切り替え後に動作を停止する。ペー
ジ上に複数のビデオが存在する場合、問題がさらに深刻になる。（PRWEB-1433）



（HTML5 出版物）（Firefox の全画面ビデオ（デスクトップおよび Android）のみ）：複数の全画面ビデオを再生で
きない。（PRWEB-1427）



（HTML5 出版物）デバイス：ビデオ／画像ズーム／スライドショーのインタラクティブ要素を、スクロール領域を超え
てスワイプオフやパン、またはページをスクロールアップ／ダウンできない。（PRWEB-1311）



（HTML5 出版物）（Android のみ）：インラインのオーディオコントロールが動作しない。（PRWIDGET-1949）



（HTML5 出版物）（Android のみ）：埋め込みのオーディオが動作しない（音声ファイルを再生およびオブジェクトを
再生ボタン）。（PRWIDGET-2005）



（HTML5 出版物）（Android および Firefox）：方向の変更が最初にスキップされ、後で切り替えられる。
（PRWEB-1258）



（HTML5 出版物）（Safari のみ）：iPone5 ブラウザのナビゲーションコントロールが、WebApp 内でスクロールすると
き自動的に隠されない。



.docx ファイルを取り込むとき、既存設定を使用オプションが選択されていると、テキストに誤った行送りが適用さ
れる。



色の選択機能で、Pantone スポットカラーのシェードおよび不透明度の値を抽出／保存できない。

HTML5 出版物についての注記
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HTML5 出版物にはいくつかの JavaScript が実行されている必要があるため、index.html をダブルクリックしてプレビューで
きません。Web サーバー（ローカルまたはリモート）にホストして、そこからブラウザで index.html を開くか、またはプレビューボタ
ン（ドキュメントウィンドウの左下隅にあります）でクイックプレビューを使用する必要があります。

解決済みの問題：QuarkXPress 2016 - 2017 年 7 月アップデート
（12.2.2）
QuarkXPress 2016 の 2017 年 7 月アップデート（12.2.2）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：テンプレートに移動状況の pdf 画像が含まれているとき、pdf を書き出すとエラーが
発生する。（269481）



解決済み：Windows レジストリに不正な、または空白のデフォルトブラウザパスがある場合、
QuarkXPress が起動しない、またはハングやクラッシュする。（280822）



解決済み：Windows 10 で、QLA Server／クライアントから作成されたリモートライセンスファ
イルで QuarkXPress が開始されない。（280824）



解決済み：レイアウトの倍率が 400％を超えるとき、インチとインチデシマルの動作が同じにな
り、環境設定で設定されている単位がルーラーに適用されない。（280827）



解決済み：角の半径付きスタイルを持つアンカーボックスをコピーおよびペーストするとき、余
分なアイテムスタイルが作成される。 （280841）



解決済み：アプリケーションが長い間アイドル状態に置かれた後で、Quark License
Administrator に接続されると、QuarkXPress がクラッシュする。（280842）



解決済み： 大きな寸法（約 20"×20"以上）で高い dpi（700dpi 以上）の画像を Windows で取り
込むと、QuarkXPress がクラッシュする。（281243）



解決済み：QuarkXPress 10 およびそれ以降で EPS 画像用に生成された埋め込みプレビューは、
画像が移動状況のとき、QuarkXPress 9 よりも低い解像度になる。（281442）



解決済み：モディファイアキーコマンド／コントロールを使用してプロジェクトを開いたとき、
画像が低解像度で再取り込みされ、ピクセルのブロックとしてレンダリングされる。
（282402）



解決済み：ドロップシャドウが適用されている画像をプロジェクト間でコピーアンドペーストす
るとき、画像が静的オブジェクトに変換される。（282403）



解決済み：プロジェクトを開いた直後に使用状況ダイアログを開くと、PDF／EPS 画像が低解
像度で（ピクセルのブロックとして）レンダリングされる。（282464）



解決済み：B&N テキストが、適用されているテキストカラーに従い、ノックアウト／オーバー
プリントとして出力される。（280795）
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解決済み：ブリードマーク付きで出力するとき、ブリードマークが誤った位置に出力される。
（280797）



解決済み：レガシープロジェクトのバックグラウンドカラーがスポットカラーのとき、カラーを
白色に変更した後で、白色に塗りつぶされて別のカラーでノックアウトに設定されているオブジ
ェクトが、依然としてオーバープリントで出力される。（280810）



解決済み：カラー変更なしの出力セットアップで、CCITT G4 圧縮の 1 ビット画像を持つプロフ
ァイルが埋め込まれている PDF を出力すると、カラー変換の問題が発生する。（280812）



解決済み：ドロップシャドウがスポットカラーと重なっているとき、そのドロップシャドウは
CMYK に平滑化付きで出力されない。（273502）



解決済み：PDF に埋め込まれている TTF フォントの一部が、ネイティブ出力で、Type 1 に変換
されるとき、正しく出力されない。（282164）



解決済み：ユーザー名にスペース文字が含まれていると、画像キャッシュフォルダが作成されな
い。（281780）



解決済み：保存済みプロジェクトを再度開くとき、高度なイメージ制御パレットを使用して変更
されたチャンネルカラーが保持されない。（281771）



解決済み：pdf からネイティブオブジェクトとして変換されたアイテムを選択すると、
QuarkXPress がハングする。（280817）



解決済み：Image Grid XTensions を使用して、Adobe Illustrator（.ai）または JPEG 2000 ファイ
ルフォーマットのファイルを取り込めない。 （280805）



解決済み：アイテムスタイルが適用されているアイテムをコピーするとき、予期しないカラー変
化が発生し、コピー／ペースト時に不正な取り消し履歴が作成される。（280794）



解決済み：Windows OS で、SafeDllSearchMode と CWDIllegalInDllSearch のセキュリティ設
定が有効なとき、QuarkXPress 10／2015／2016 が開始時に初期化エラーをスローし、プログラ
ムのスタートアップが中断される。（280799）



解決済み：ファイル拡張子のない画像がレイアウト／プロジェクト／ドキュメントに取り込まれ
ると、QuarkXPress 2016／2017 で保存した場合、QuarkXPress 9 と比べて QuarkXPress ファ
イルサイズが最高 900％も増大する。（281773）



解決済み：一部のブックを開くとき、パフォーマンスが大きく低下し、遅延が発生する。
（281775）



解決済み：見開きページプロジェクト内のプロジェクトを保存してから再度開いた後で、文末脚
注のページまで下にスクロールすると、一部の文末脚注テキストについて、文末脚注の番号が表
示されない。文末脚注への移動は動作する。（281788）



解決済み：テキストが両端揃えのとき、目次でタブ文字の前にある単語がハイフネーションされ
る。（264364）



解決済み：ドイツ語で、左揃えのショートカットが動作しない。（280809）
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解決済み：一部のレイアウト操作の実行中に、デフォルトの禁則文字セットダイアログが予期せ
ずポップアップする。（280831）



解決済み：20 を超えるタブが含まれているテキストボックスを移動するとき、QuarkXPress が
応答しなくなる。（280853）



解決済み：左インデントタブの場合、タブリーダーが右揃えされない。（280854）



解決済み：Windows 10 で韓国語のテキストを素速く入力し、スペースバーを押すと、英語文字
が挿入される。（280855）



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。（280857）



解決済み：テキストボックスに新しい段落スタイルシートを適用するとき、同じスタイルシート
が継続ヘッダーのコンテンツ変数で参照されており、ユーザーがマスターページからレイアウト
ページに切り替えると、QuarkXPress がクラッシュする。（280859）



解決済み：プロジェクトに索引対象の単語が大量に含まれていると、索引パレットの読み込みが
非常に遅くなる。（280802）



解決済み：以前のセッションでライブラリが閉じられている場合、リモートデスクトップ経由で
接続するとき、QuarkXPress がクラッシュする。（280808）

解決済みの問題：QuarkXPress 2016 - 2016 年 10 月アップデート
（12.2）
QuarkXPress 2016 の 2016 年 10 月アップデート（12.2）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: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／出力するとき、QuarkXPress
がクラッシュする。 (173248)



解決済み:レガシージョブジャケットの段落スタイルを選択すると、QuarkXPress がクラッシュする。 (261639)



解決済み:不透明度付きの黒からなしへ、または白から黒へのブレンドは、すべての CMYK 版へ平滑化出力で
書き出される。 (262157)



解決済み:QuarkXPress 12.1 より以前で作成されたジョブジャケットの段落スタイルを読み込みまたは選択する
と、QuarkXPress がクラッシュする。 (262534)



解決済み:QuarkXPress から書き出された Word ドキュメントの段落属性にカンマセパレータが含まれていると、
Word で開けない。 (262938)



解決済み:ドロップシャドウを含むブレンドが RGB セットアップで出力されるとき、QuarkXPress がクラッシュする。
(263297)



解決済み:（Windows のみ）：ポーランド語で、編集メニューのショートカット表示が乱れる。 (263383)
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解決済み:大きなプロジェクトの例外ハイフンファイルを取り込むとき、深刻なパフォーマンスの低下がある。
(264856)



解決済み:文末脚注を新しいページで開始するオプションが有効になっている文末脚注スタイルを適用すると、
QuarkXPress がクラッシュする。 (264985)



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ある。 (206965)



解決済み:出力において、ブリードマークの位置が正しくない。 (263516)



解決済み:カラーブレンドと重なっているドロップシャドウを平滑化出力すると、平滑化に問題が発生し、ドロップシ
ャドウの周囲のいくつかのアーティファクトが表示される。 (265238)



解決済み:シェードを含む一部の PDF をネイティブ出力すると、エラーのフラグが付き、一部のアイテムがレンダリン
グされない。 (262784)



解決済み:段落スタイルシートで既存のタブストップをクリックすると、タブストップの位置が変更される。 (154909)



解決済み:いずれかの PPD で印刷するとき、カスタムの用紙サイズ設定が適用されない。 (263013)



解決済み:2 つの異なるサイズのボックスに同じ YouTube ビデオが追加されていると、HTML5 出力でボックスサイ
ズ設定が無視される。 (265109)



解決済み:（macOS Sierra のみ）：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になっているとき、ダブルスペースを押すと、カーソルが前に移動してテ
キストが上書きされる。 (265280)



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。 (265385)

解決済みの問題：QuarkXPress 2016 - 2016 年 7 月アップデート
（12.1）
QuarkXPress 2016 の 2016 年 7 月（12.1）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:適用されている箇条書き自動番号スタイルのアウトラインスタイルをなしに変更すると、QuarkXPress
がクラッシュする。 (84889)



解決済み:Mac OS 10.7 およびそれ以降のバージョンで、QuarkXPress のバージョンにかかわらず、テキスト読み
上げ機能が動作しない。 (159035)



解決済み:シェード塗りつぶしのある PDF アイテムに対して、ソフトプルーフが動作しない。 (196673)



解決済み:検索した単語がスペルチェックまたは検索／置換ダイアログの下にあると、ページが新しい場所へ移
動しない。 (200128)



解決済み:ハイパーリンクを使用してページから別のページへ移動した後で、ページナビゲーションが期待するよう
に動作しない。 (203985)
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解決済み:Windows 10 で、QuarkXPress によってタイプ 1 PS フォントから字形が読み取られない。 (211805)



解決済み:マルチチャネル PSD スポットチャンネルのカラーレンダリングと出力が正しく行われず、Photoshop のレ
ンダリングとカラーが一致しない。 (216354)



解決済み:クリック時に隠すオプションが有効な状態で、ボタンアクティビティが適用されているとき、ボックスが出
力に表示されない。 (216652)



解決済み:検索／置換パレットを使用してテキストの検索／置換を行うと、レイアウトの拡大率が変化する。
(216664)



解決済み:透明度タブのベクトル画像、ブレンド、ドロップシャドウのフィールドで、Tab キーを押しても、使用可能
な次のフィールドへカーソルが移動しない。 (216943)



解決済み:埋め込み PDF 付きで QuarkXPress から書き出された PDF のテキストを検索できない。 (219923)



解決済み:標準ハイフンが脚注テキストに機能しない。 (250104)



解決済み:色の選択機能を使用して画像から抽出されたカラーが、デフォルト設定の画像カラーと類似していな
い。 (250254)



解決済み:アニメーション付きボックスに配置されたテキストが、ePub／HTML5 出力でぼかしとして表示される。
(250769)



解決済み:次段落との分割不可の段落属性が、リフローePub で保持されない。 (251491)



解決済み:HTML5 出版物でブラウザの拡大率を下げると、テキストが互いに重なる。 (252141)



解決済み:Timeline Scrubber のサムネールページプレビューが HTML5 出版物として書き出されたとき、正方形
のページに引き伸ばされる。 (252203)



解決済み:前の段落と次の段落のインデントレベルが異なるとき、前の段落のアウトラインスタイルが、次の段落
のアウトラインスタイルに上書きされる。 (253692)



解決済み:固定 ePub／HTML5 出力で、ハイパーリンクがアンダーラインなしで表示される。 (255945)



解決済み:索引付けされた CMYK 画像に、マーク付きの zlib／deflate 圧縮が適用されている場合、その画像
を含む PDF を変換するときに QuarkXPress がクラッシュする。 (256753)



解決済み:ePub／HTML5 プレビュー時に、ページの最初の前付き罫線／最後の後付き罫線が出力されない。
(257028)



解決済み:ページの読み込み完了後に、画像ズームが適用された画像の位置が変更される。 (257254)



解決済み:Internet Explorer ブラウザで、拡大インタラクティブ機能が動作しない。 (257409)



解決済み:複数のセルを選択してコピーし、他の表のオートフィット行へペーストすると、行の高さが増大する。
(257578)



解決済み:レイアウト内の見出しの位置を変更しても、「標準」スタイルシートが適用されている継続ヘッダーが更
新されない。 (257741)
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解決済み:スライドショー用の全画面画像が、モバイルブラウザで開かない。 (257790)



解決済み:ハイパーリンクによる URL に移動の操作が、空白のウィンドウに開く。 (257975)



解決済み:ローカライズされた言語が、小数点の代わりにカンマを使用する場合（ドイツ語、フランス語）、テキスト
のトラッキングが HTML5 出版物へ正しく書き出されない。 (257987)



解決済み:テーブルのセルのカラーが、デジタル出力で正しく表示されない。 (258002)



解決済み:（Mac OS X のみ）：見開きページのオプションが、ジョブジャケットの下のレイアウト仕様に統合さ
れていない。 (258108)



解決済み:（Mac OS X のみ）：ジョブジャケットへの保存後、レイアウト仕様ドロップダウンのすべてのフィール
ドが任意に戻る。 (258113)



解決済み:ボックスに適用されているドロップシャドウの下にあるオブジェクトが、出力時に切り落とされる。
(258257)



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おり、そのファイル名が 256 文字を超える
場合、HTML5 出版物をプレビューすると QuarkXPress がクラッシュする。 (258443)



解決済み:大量のページ参照コンテンツ変数が含まれているプロジェクトを開く、および操作するとき、パフォーマ
ンスが大幅に低下する。 (258563)



解決済み:テキストまたはブレンドと、他のオブジェクトに適用されているカラーのレンダリングが異なる。 (259029)



解決済み:先頭行インデントについて、段落スタイルシートの編集ダイアログ、またはフォーマットダイアログで負の
値が設定されている場合、その行からフォーカスを移動すると、誤ったバリデーション警告がポップアップされる。
(259241)



解決済み:大量のページ参照コンテンツ変数が含まれているドキュメントを開いて閉じることを何回も繰り返すと、
QuarkXPress がクラッシュする。 (259663)



解決済み:コンテンツモードコピーされた画像が、QuarkXPress プロジェクトに低解像度でペーストされる。
(259681)



解決済み:ブラウザの最小フォントサイズ設定で、テキストが重なり合ってレイアウトが見にくくなる。 (259693)



解決済み:.docx の Word ファイルを QuarkXPress に取り込むとき、行間隔や行送りが正しくマップされない。
(259716)



解決済み:プロファイルが埋め込みまたは適用されている CMYK 画像に、出力セットアップでソフトプルーフが適
用されているとき、適用されているアルファマスクなし、またはそれが適用されずにレンダリングされる。 (259744)



解決済み:Windows のクリップボードに存在する（ポータブルドキュメントフォーマットの）ハンドル登録フォーマット。
(259940)



解決済み:画像ボックスに適用されているドロップシャドウが App Studio 出力に表示されない。 (259970)



解決済み:使用状況ダイアログで、標準スタイルフォントを別のフォントへ置き換えると、脚注テキストについて、ロ
ーカルに適用されているボールド、イタリック、ボールドイタリックのスタイルが保持されない。 (260033)
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解決済み:埋め込みフォントを含む PDF で、ネイティブオブジェクトへの変換時に、テキストが単一の字形に変換
される。 (260386)



解決済み:複数の間隔が指定されている脚注テキストは、ePub または HTML5 出版物として正しく出力されな
い。 (260409)



解決済み:使用状況ダイアログでフォントと書式を置換するとき、置換フォントに置換書式が適用されない。
(260428)



解決済み:段落スタイルシートの作成後に、段落罫線に負のオフセット値が設定されていると、その値を編集し
て別の負のオフセット値を設定できない。 (260466)



解決済み:アニメーション付きのパンおよびズームが適用されている画像を HTML5 で出力すると、実際の画像サ
イズより小さくなるべき場合に、実際の画像サイズより大きくなる。 (260545, 261041)



解決済み:.docx の Word ドキュメントを取り込むとき、スタイルシート名にカンマが含まれていると、その名前が切
り捨てられる。 (260852)



解決済み:HTML5 出版物として書き出すとき、アンカー付きアイテム、およびグループ化されたラスターアイテムに
含まれている各アイテムについて、出力しない機能が優先されない。 (260938)



解決済み:テキストを HTML として保存で、すべてのストーリーと選択テキストのオプションが動作しない。
(261063)



解決済み:高度なイメージ制御パレットのチャンネルオプションでカラーを変更するとき、レイアウトとパレット内の画
像プレビューが更新されず、出力も影響を受ける。 (150825)



解決済み:いずれかのマルチチャンネル PSD 画像を出力するとき、オーバープリント属性が適用されているボック
スのバックグラウンドカラーも出力される。 (250843)



解決済み:取り込んだ PSD 画像のチャンネルカラーを、高度なイメージ制御パレットで変更したとき、レイアウト
内の画像プレビューがすぐに更新されない。 (255693)



解決済み:目次のコンテンツが行の最後まで伸びているとき、ページ番号が次の行へ回り込むが、右端に揃えら
れない。 (256887)



解決済み:iOS モバイルブラウザで、ボタンを隠すインタラクティブ機能が動作しない。 (261626)



解決済み:テキストボックスからフォーカスを削除した後で、タブルーラーが表示されているときにプロジェクトを最小
化すると、QuarkXPress がクラッシュする。 (259649)



解決済み:継続ヘッダー変数を含むレイアウトを追加すると、QuarkXPress がクラッシュする。 (261643)



解決済み:横レイアウトのフォーカスがマスターページにあるとき、縦レイアウトから HTML5 として書き出しを行うと、
QuarkXPress がクラッシュする。 (261654)



解決済み:ベジエパスのいずれかのポイントが選択されているとき、アプリケーションからフォーカスを削除した後でプ
ロジェクトウィンドウを最小化すると、QuarkXPress がクラッシュする。 (262062)



解決済み:タブストップが選択されているときに、いずれかのメニューを起動してから、タブルーラー上のタブストップ
をクリックすると、QuarkXPress がクラッシュする。 (262165)
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解決済み:（HTML5 出版物）ボックス内の画像のパンで、完全な手の形のマウスカーソルが表示されるべきであ
る。



解決済み:（HTML5 出版物）（IE10 のみ）：全画面画像が動作しない。



解決済み:（HTML5 出版物）全画面ビデオにクロスボタンを追加。



解決済み:（HTML5 出版物）サムネールによるナビゲーションが滑らかに移動せず、サムネールのスクロールが速
すぎる。



解決済み:（HTML5 出版物）デスクトップブラウザで、デフォルトの電子メール共有に電子メールが配信されない。



解決済み:（HTML5 出版物）（iOS のみ）：全画面ビデオが、タップではなく長押しで再生される。



解決済み:全画面画像、全画面ビデオ、およびヘルプビューを閉じるために、キーボードショートカット Esc が使用
できるべきである。

解決済みの問題：QuarkXPress 2016
QuarkXPress 2016 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:クリッピングタブでボックスに制限チェックボックスをオフにすると、オーバーレイ画像が表示されなくなる。
(147132)



解決済み:塗りつぶしカラーと色づけされた画像カラーとで、カラーレンディションが異なる。 (178352)



解決済み:レイアウトに使用されているスタイルシート名が、HTML CSS／ePub／App Studio／Kindle への書
き出しで保持されない。 (205871)



解決済み:レイアウトに使用されている画像の元の名前が、HTML／ePub／App Studio／Kindle へ書き出す
とき保持されない。 (205872)



解決済み:ベクトル CMS がオンで、ソースセットアップにおいて変換先が CMYK の場合もカラー管理するがオフに
なっている場合、ベクトル EPS および PDF ファイルが、平滑化出力で管理されるカラーとして出力される。
(206938)



解決済み:従来のバージョンに取り込まれた、ファイル拡張子なしの画像が、低解像度でレンダリングされる。
(207051)



解決済み:画像のシャドウの細部が暗くなる。QuarkXPress の画像レンディションが、Photoshop と同様の設定
を使用しても、同様のレンディションにならない。 (210318)



解決済み:テキストを入力するとき、分割表示が画面の外側に移動する。 (210612)



解決済み: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
ンディションされない。画像が明るく表示される。 (211689)



解決済み:不足しているチャプターを更新した後で、ブック全体のリストを構築できない。 (212066)

13

QuarkXPress 2016 の既知の問題および解決済みの問題


解決済み:ソフトプルーフを適用すると、画像のレンディションが暗くなる。 (213960)



解決済み:リンクスターでページ間にまたがるテキストボックスをリンク／リンク解除するとき、ページ範囲が指定さ
れると、QuarkXPress がクラッシュする。 (214639)



解決済み:Corel からプロファイル付きで保存された 1 ビット画像が、着色時に破壊される。 (215642)



解決済み:レイアウトの拡大率を 300％より大きく設定してからテキストを挿入するか、レイアウト内のテキストボ
ックスの一部が表示に含まれていない状況でテキストを入力すると、表示がジャンプする。 (215798)



解決済み:ePub／App Studio プロジェクトを保存してから再度開いたとき、ツールの環境設定が保持されてい
ない。 (215880)



解決済み:OpenType フォントの OpenType 機能に Latin スクリプト宣言が存在せず、DFLT スクリプト宣言の
みが存在する場合、それらの機能が QuarkXPress に適用されない。 (216695)



解決済み:文字飾りのスモールキャップスのショートカットがスタイルメニュー > 文字飾りで利用できず、選択項目
を隠すメニューに割り当てられている。 (216966)



解決済み:複数のインスタンスで使用されている画像に"ユーザー編集パス"が適用されている場合、画像の更
新時に QuarkXPress がクラッシュする。 (218161)



解決済み:スタイルシートのキーボードショートカットに、キーパッドの数字を使用できない。 (218533)



解決済み:画像へ変換がオフのとき、テーブルグリッドを ePub／HTML／App Studio へ書き出せない。
(218578)



解決済み:QuarkXPress のレイアウトから、すべてのページのテキスト全体をコピーして、別のアプリケーションへペ
ーストできない。(248908)



解決済み:複雑なプロジェクトでレイヤーをロック／ロック解除するとき、パフォーマンスの問題がある。 (249144)



解決済み:角度付きの方形ボックスが、SVG として ePub／Kindle／App Studio／HTML へ書き出されない。
(250255)



解決済み:角丸型が適用された方形ボックスが、ePub／Kindle／App Studio／HTML へ書き出されるときに
角度なしになる。(250256)



解決済み:傾斜付きのボックスが、SVG として ePub／Kindle／App Studio／HTML へ書き出されない。
(250261)



解決済み:ePub／Kindle の.mobi ファイルに SVG 画像が含まれている場合、iOS 互換の.azk ファイルフォーマッ
トへ変換できない。(250279)



解決済み:アプリケーションレベルのツールの環境設定が、App Studio／デジタルレイアウトで優先されない。
(250330)



解決済み:カラーパレットで、カラーモデルのアイコンが、作成したカラーに従って正しく表示されない。 (250623)



解決済み:ハイパーリンク／アンカー／ページ参照の数が 1024 に制限されている。(251121)
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解決済み:リフローePub へ書き出すとき、箇条書きと自動番号付き箇条書きが、挿入されているコールアウトア
ンカーごとに、その後で 1 から再開される。 (251137)



解決済み:リフローePub へ書き出された一部のインラインテーブルセルで、テキストがセルからあふれ出す。
(251286)



解決済み:Windows OS で、デフォルトのデバイスプロファイルとして EPSON perfection V370 プロファイルが設
定されていると、QuarkXPress が起動に失敗する。 (256064)
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