
QuarkXPress 2017の新機
能



目次

QuarkXPress 2017の新機能..................................................3

デジタルパブリッシング..........................................................5

画像とベクトル......................................................................8

組版とテキスト....................................................................15

全般....................................................................................19

法律上の注記........................................................................23

ii | QUARKXPRESS 2017の新機能

目次



QuarkXPress 2017の新機能

本書では、QuarkXPress 2017の次のような新機能と機能強化について紹介します。

•デジタルパブリッシング

•無制限のiOS単独アプリ

•適応型レイアウト変換

•自動目次作成

•HTML5出版物、App Studio、iOSアプリ用の新しい、および拡張された出力
スタイル

•HTML5と360度インタラクティブ機能の拡張

•画像とベクトル

•元画像を変更しない画像編集（調整とフィルタ）

•透明度ブレンドモード

•新規形状ツール

•追加のマルチカラーグラデーション

•フレーム用グラデーション

•アイテムの書式のコピー／貼付け

•組版とテキスト

•テキストストローク

•テキストと段落のシェーディング

•列フロー

•禁則テキスト属性

•列の間の線を自動処理

•テキストボックス結合

•プロポーショナル行送り

•引用符の自動変換の拡張と、スマートダッシュの追加

•リンク／リンク解除ツールの拡張

•テーブルを含むWordの取り込みの機能強化
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•全般

•適応型レイアウト変換

•ネイティブオブジェクトへの変換機能の拡張

•MacとWindowsのUIの機能強化

•カーソルキーによる移動の拡張

•最近使用したフォントのリスト

•検索／置換の機能強化

•クロス参照の拡張

•組み込みのキャッシュクリーナー

•XTensionsマネジャーの機能強化

•コピーを保存／保存

詳しくは、『A Guide to QuarkXPress 2017』または
www.quark.com/support/documentationを参照してください。
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デジタルパブリッシング

QuarkXPressのデジタルパブリッシング機能を強化するため、以下の変更が加えられま
した。

iOSアプリの直接書き出し
QuarkXPress 2017では、MacにXcodeがインストールされていなくても、コンテンツ
を単一のiOSアプリとして直接書き出せるようになりました。これはQuarkXPress 2017
から無料のクラウドサービスとして提供されており、インターネットに接続さえできれ
ば使用可能です。iOSアプリとしての新しい書き出し機能により、QuarkXPress 2017
はこのプロセスを簡単に実行できます。

iOSアプリの作成に必要なApple証明書とプロビジョニングプロファイルを作成するに
は、Appleデベロッパアカウントが必要になり、追加コストが発生します。

Windowsをご利用の場合：ほとんどの作業はWindowsプラットフォームでも実行でき
ますが、最終的なアプリをAppleのApp Storeにアップロードするときは、Macを使用
することがAppleにより要求されています。最終的なアプリをAppleにアップロードする
ため、期間限定でMacを貸し出すサードパーティのレンタルサービスがあります。

複数のバリエーションを持つHTML5出版物、App Studioアプリ、直接iOSア
プリ
QuarkXPress 2017では、各種のデバイスサイズに合わせた複数のデジタルレイアウト
を、1つのHTML5パッケージとして書き出すことができます。たとえば、iPad用のレイ
アウト（縦と横）を作成し、適応型設定を使用してiPhone（縦と横）などに複製できま
す。また、QuarkXPress 2017では複数のデジタルレイアウトをAppStudioアプリ、ま
たは直接iOSアプリとして書き出すことができます。このアプリは、ユーザーのデバイス
のサイズに応じて、適切なレイアウトを読み込みます。

書き出したレイアウトをすべてHTML5出版物として発行すると、選択したすべてのレイ
アウトに対応するHTMLを含むフォルダが作成されます。Webサーバーへ発行すると、
ウェブリーダーはレスポンシブに対応し、そのWebサイトにアクセスするため使用され
ているデバイスのサイズに基づいて、正しいHTMLを自動的に供給します。

HTML5出版物として書き出すときは、プロジェクトで利用可能なデジタルレイアウトの
中から1つ以上を選択して、HTMLを作成できます。
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また、App Studioにアップロード、またはiOSアプリとして書き出す際、複数のレイア
ウトを選択するオプションも追加されました。

ページレイアウトパレットの名前付きセクション
新しいセクションダイアログにより、各セクションに固有の名前を指定できます。

この名前は、対応するセクションの最初のページに設定する必要があります。この名前
は、HTML5出力（HTML5出版物、App Studio、iOSアプリの書き出し）用の豊富なデ
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ザインを持つ目次を作成するためのページの指定に使用されます。使用しない場合は、
名前を空白のままにできます。

HTML5出版物、App Studioアプリ、直接iOSアプリでの豊富なデザインを持
つ目次のサポート
HTML5出版物およびApp Studio出力で、目次がサポートされるようになりました。豊
富なデザインを持つ目次を作成し、デジタル出版物に含めることができます。この新機
能により、目次にアクセスするためブックや出版物の先頭まで戻る必要がなくなりまし
た。デジタル出版物を読んでいるとき、いつでも目次を開くことができます。

App Studio用出力スタイルの拡張
QuarkXPress 2017では、App Studioパブリッシングの出力スタイルが拡張されまし
た。これにより、App Studioパブリッシング、HTML5出版物、iOSアプリの書き出し
が、ほぼ同じ操作で行えるようになりました。

HTML5出版物および直接iOSアプリ書き出し用の新しい出力スタイル
出力スタイルが拡張され、HTML5出版物の出力設定がサポートされるようになりまし
た。また、HTML5の書き出し設定に加えて、これらの設定によりWebReaderアプリを
設定できます。

ネイティブHTMLの拡張
方形でないテキストボックスに含まれるテキストコンテンツは、画像に変換されるので
はなく、ネイティブのHTMLとして書き出されるようになりました。

「画像へ変換」オプションを使用せず、実線以外のフレームをテキストボックスに適用
可能になりました。コンテンツはネイティブのHTMLとして書き出されます。

HTML5出版物 - リーダーの拡張機能
新しいHTML5出版物リーダーは再設計され、使い勝手を向上するいくつかの機能強化が
盛り込まれています。

•新しい統合水平ツールバーには、すべての（設定可能な）ボタンと、スクラブが含
まれています。

•出力スタイルと書き出しオプションにより、多くの設定が可能です。

•拡大／縮小ボタンの代わりに、ピンチ操作でズームを行えます。
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画像とベクトル

QuarkXPressの画像およびベクトル機能を強化するため、以下の変更が加えられました。

元画像を変更しない画像編集（調整とフィルタ）
新しい画像編集パレットで、QuarkXPressに取り込んだ画像のラスター画像を編集でき
ます。画像にフィルタ効果、カラー補正、ブレンドモードを適用したり、不透明度を調
整したりできます。

元画像を変更しないモードで画像に効果を適用でき、効果が適用された画像を保存する
こともできます。

次のフィルタ効果を適用できます。

•輪郭以外をぼかす - 画像の端を検出し、それらの端を除いた画像のすべての部分を
ぼかします。画像の細部を保持しながらノイズを取り除くので、スキャンされたイ
メージの汚れを除去する場合に役立ちます。

•ガウスぼかし-画像の定義されたラインやシェーディングされた領域の、ハードエッ
ジの隣にあるピクセルを平均化し、画像がスムーズに遷移するようにします。ぼか
し画像やぼかしマスクをオンにすると、画像とそのアルファマスクに対して、これ
らのフィルタを別々に適用できます。

•アンシャープマスク - 定義された領域のピクセル値と、指定された限界値とを比較
します。ピクセルのコントラスト値が限界値より低い場合は、コントラストが増強
されます。

•エッジの検出 - 白のバックグラウンドに、画像のエッジのアウトラインを暗い色の
ラインで描画します。

•ソラリゼーション - 画像のネガ領域とポジ領域をブレンドし、写真のようなソラリ
ゼーション効果を生み出します。ソラリゼーションダイアログボックスを使用する
には、限界値をフィールドに入力するか、スライダをドラッグします。この値によ
り、変更するピクセルが指定されます。値が限界値より低いピクセルはネガとみな
され、限界値より高いピクセルはポジとみなされます。次にピクセル値が反転され
ます。

•拡散 - ピクセルをシャッフルし、画像の焦点がぼけたように見せます。

•エンボス - 画像の領域が浮き出たか沈み込んだように表示します。

•エンボスの方向 - エンボスフィルタを適用するとき、エンボスの方向フィルタを使
用して、画像を浮き出させるか沈み込ませる方向を指定できます。エンボスの方向
ダイアログボックスに表示される方向矢印をクリックして、さまざまな方向を適用
します。たとえば、右上矢印をクリックすると、オブジェクトにスタンプを押した
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ときに若干右寄りに押されるように指定され、その方向に向かってスタンプの跡が
付きます。

•エッジの検出-画像のエッジのみが表示され、残りのカラーは表示されません。エッ
ジの検出ダイアログボックスでは、エッジを判別するための数学的手法としてソベ
ルとプレウィットの2種類を選択できます。ソベル手法では、計算の際に周囲のより
多くのピクセルが考慮されるため、精度が高くなります。

•輪郭のトレース - カラーチャンネルごとに主な明度領域の遷移を細いアウトライン
で描き、画像の白黒アウトラインを生成します。作成されたアウトラインを反転す
るオプションも選択できます。

•ノイズを追加 - ランダムなピクセルを画像に適用し、高速度フィルムによる画像
ショットをシミュレートします。このフィルタでは、よりスムーズで彩度の高いパ
ターンを画像の明るい領域に加えながら、均等なパターンをシャドウトーンおよび
中間調に適用します。

•明るさの中間値 - 画像の指定された領域での動きを軽減または解消します。この効
果では、同程度の明るさを持つピクセルを検索し、検索されたピクセルの明るさの
中間値で中心ピクセルを置き換えます。隣接ピクセルと著しく異なるピクセルは影
響を受けません。

次の調整機能を使用して、画像にカラー補正を適用できます。

•レベル - ハイライトを明るく、シャドウを抑制し、中間調を別々に調整します。

•カーブ - トーンの正確な調整を行い、画像を明るく、または暗くします。調整する
設定をシャドウ、ハイライト、および中間調に限定せずに、0%～100%（CMYK
およびグレースケールの場合）または0～255（RGBの場合）の範囲で任意のポイン
トを調整できます。このツールを使用してきめ細かな調整を行うには、レベル効果
を使用する場合よりも多くの経験と知識が必要とされます。

•明るさ／コントラスト - 個別のチャンネルではなく、すべてのピクセルのトーンレ
ベルを調整します。

•カラーバランス - 不要なカラーキャストを消去したり、過飽和または飽和不足のカ
ラーを補正したりします。この効果により、一般化されたカラー補正において、画
像のカラーの全体的な配合状態が変化します。

•色相／彩度 - 色あせたり色調がぼやけたりした画像の全体的なカラー強度と光を調
整するために使用しますが、通常は特殊効果として使用します。画像の現在の色相
（カラーキャスト）、彩度（強度）、および明るさ（白の光の程度）は、デフォル
トによりゼロとして表現されます。

•カラーの選択 - 画像の原色ごとに、プロセスカラーの量を増減します。たとえば、
りんごの色の紫が強すぎる場合は、赤に影響する領域からシアンを取り出すことが
できます。

•ガンマ補正 - 白点を調整します。白点を調整することにより、表示画面の画像の明
度を制御します。ガンマ補正ダイアログボックスを使用するには、ガンマフィール
ドに新しい値を入力するか、スライダをドラッグして、中間調を調整します。値を
高くすると、全体的に暗めの画像が得られます。

•彩度を下げる - 各ピクセルのカラーモードと明るさ値を保持したまま、カラー画像
を白黒画像に変換します。たとえば、RGB画像の各ピクセルに同じレベルの赤、緑、
および青の値を割り当て、画像がグレースケールで表示されるようにします。
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•反転 - 画像の各チャンネルのグレー値を反転します。

•限界 - グレーを使用せずに、カラー画像を白黒画像に変換します。

•ポスタリゼーション - 画像の各チャンネルのトーンレベルを変更して、特殊効果を
生み出します。

選択した画像に効果を適用すると、その効果はレイアウトですぐに確認できます。効果
が適用される順序を変更でき、不要な効果は削除できます。選択した画像に効果を指定
すると、それらの属性セットをコピーして他の画像に適用できます。画像は、効果が適
用された状態でも適用されていない状態でも、保存することができます。

透明度ブレンドモード
QuarkXPressでは、透明度ブレンドモードがサポートされています。ブレンドモードに
より、オブジェクトのカラーと、その下にあるオブジェクトのカラーとのブレンド方法
を変更できます。

ボックス、フレーム、画像、テキスト、ラインにブレンドモードを適用できます。

•カラーパレットを使用（ウィンドウ > カラー）

•画像編集パレットを使用（ウィンドウ > 画像編集）

•メジャーパレットのホーム、画像ボックス、テキスト、フレームタブを使用
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次のブレンド効果を適用できます。

•標準：上と下のどちらのオブジェクトについても、カラー値を変更しません。これ
はデフォルトのモードです。

•乗算：上のオブジェクトに乗算ブレンドモードを適用すると、上のオブジェクトの
各カラーピクセルが、下のオブジェクトの各カラーピクセルと乗算されます。

•スクリーン：上のオブジェクトにスクリーンブレンドモードを適用すると、上と下
のオブジェクトのカラーピクセルが反転されてから、乗算され、その結果として生
成されるカラーピクセルがさらに反転されます。その結果、通常はより明るいカラー
になります。

•オーバーレイ：乗算およびスクリーンブレンドモードの組み合わせです。重なって
いる領域にある下のオブジェクトのカラーに応じて、明るいカラーはさらに明るく、
暗いカラーはさらに暗くなります。
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•暗化：重なっている領域の明るいピクセルを暗くします。

•明化：明化ブレンドモードは暗化ブレンドモードの逆で、重なっている領域の暗い
ピクセルを明るくします。

•覆い焼きカラー：上のオブジェクトのカラーに応じて、下のオブジェクトのカラー
を明るくします。

•焼き込みカラー：上のオブジェクトのカラーに応じて、下のオブジェクトのカラー
を暗くします。

•ハードライト：ハードライトブレンドモードは、乗算およびスクリーンブレンドモー
ドの組み合わせです。

•ソフトライト：下のオブジェクトのカラーに応じて、カラーを暗くまたは明るくし
ます。下のオブジェクトのカラーのグレー値が50％未満の場合、結果としてカラー
は明るくなります。下のオブジェクトのカラーのグレー値が50％を超える場合、結
果としてカラーは暗くなります。

•差分：オブジェクトの重なり順序にかかわらず、オブジェクトのうち明るい方のカ
ラー値を、もう一方のオブジェクトのカラー値から減算します。

•除外：差分ブレンドモードと似ていますが、コントラストがより低いものです。

新規形状ツール
QuarkXPressのツールパレットに、次の新しい形状ツールが追加されました。これらを
使用して、様々な形状を迅速かつ簡単に作成できます。

•星形ツール

•多角形ツール

•角丸形方形ツール

•ダイアモンド形ツール

•三角形ツール

•波形ツール

•渦巻き形ツール

•雲形ツール
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デフォルトの形状の属性を編集してから、定義した形状を保存して繰り返し使用できま
す。

マルチカラーグラデーションの機能強化
マルチカラーグラデーションが拡張され、次の機能がサポートされました。

•ダイアモンドおよび方形ブレンドタイプを使用して、マルチカラーグラデーション
を作成できます。従来は、これらのブレンドタイプでは2つのカラーしか使用できま
せんでした。

•ボックスフレームにグラデーションを適用できます。

•ラインにグラデーションを適用できます。

•グラデーションをプロジェクトカラーのリストに追加して、再利用できます。
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アイテムの書式のコピー／貼付け

新しいアイテムの書式のコピー／貼付けツール を使用して、アイテムに適用されてい
るすべての属性をコピーし、別のアイテムに適用できます。アイテムの書式のコピー／
貼付けは、同じプロジェクト内のすべてのレイアウトにわたって機能するため、アイテ
ムの属性を、同じレイアウトにある別のアイテムや、別のレイアウトのアイテムにコピー
できます。

このツールは、別のアイテムツールを選択するか、キャンパスの空白の場所を選択する
までコピーした属性を保持するため、必要な数のボックスを選択し、属性を繰り返し適
用できます。
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組版とテキスト

QuarkXPressの組版およびテキスト機能を拡張するため、以下の変更が加えられました。

テキストストローク
QuarkXPressで、テキストの各文字の周囲にアウトライン（またはストローク）を描画
できます。

ストロークのカラー、幅、結合の種類を定義できます。文字または段落スタイルシート
の一部として、テキストストロークを定義できます。

テキストシェーディング
QuarkXPressのメジャーパレットに新しいパレットとタブが追加され、段落全体、また
は段落内で選択したテキストに対してテキストシェーディングを適用できるようになり
ました。

新しいテキストシェーディングスタイルパレットには、テキストシェーディングスタイ
ルを追加、編集、削除するためのコントロールが含まれています。
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また、新しいテキストシェーディングスタイルは、スタイルシート（段落と文字の両方）
でも使用できます。

列フロー
QuarkXPressで、選択したテキストに列フロー属性を設定し、列に対してテキストがど
のように流れるかを指定できるようになりました。

列フローは、メジャーパケットの列フロータブ、またはWindowsでは段落設定ダイアロ
グ（スタイル > フォーマット）の新しい列フロータブで設定できます。これらのタブに
は、現在選択されているテキストの列フロー属性を設定するためのコントロールが含ま
れています。

列ブロックは、任意の列にまたがる、または列で分割される段落であり、同様の列フロー
属性が適用されています。

列フローには次の機能があります。

•列の分割：1つの列のテキストフローで、選択したテキストを複数の列に分割できま
す。列の分割オプションを使用して、1つの列ボックス内で、選択した段落に複数列
の効果を与えることができます。

•列をまたぐ：既に複数の列にテキストフローが存在する場合、1つまたは複数の段落
を選択し、複数の列にまたがるようにできます。

•列間の線：2つ以上の分割列がある場合、それらの列の間にラインを追加できます。

•フロー順序の再開／連続：連続（デフォルトのフロー順序）を選択すると、選択し
た段落は元の列に保持され、再開を選択すると、段落は列ブロックの先頭に移動し
ます。再開オプションは単独で、または列をまたぐオプションと一緒に選択できま
す。再開を選択すると、選択した段落よりも前の段落のテキストは、列の間で再調
整されます。

•列ブロックの間隔：列ブロックに複数の段落が含まれる場合、前段落との間隔は最
初の段落から取られ、同様に次段落との間隔はブロックの最後の段落から取られま
す。

前段落との間隔と次段落との間隔のどちらか、または両方の属性が、メジャーパレッ
トの段落設定と列フロータブの両方で指定されている場合、両方が加算されること
はなく、より大きな値が使用されます。

16 | QUARKXPRESS 2017の新機能

組版とテキスト



禁則テキスト属性
QuarkXPressでは、選択したテキストに禁則属性を適用でき、そのテキストはハイフネー
ションや回り込みされなくなります。また、禁則属性が適用されているすべてのテキス
トをハイライト表示する選択も可能です。

テキストボックス結合
新しいメニューオプション（アイテム > テキストボックス結合）により、選択
したテキストボックスを結合して、テキストフローを正しい順番に保てるように
なりました。ボックスは、上から下への順、またはボックスを選択した順で結合
できます。

列の間の線
QuarkXPressでは、2つ以上の列の間に線を適用できます。

プロポーショナル行送り
QuarkXPressでプロポーショナル行送りがサポートされ、行送りの値をパーセント単位
で指定できるようになりました（-100％～5000％）。行送りをパーセント単位で指定す
ると、段落に含まれる各行の行間隔の値は、段落の各行に含まれる最も高い文字のフォ
ントサイズに、プロポーショナル行送りのパーセントを乗算し、最も高い文字のフォン
トサイズを加算して計算されます。たとえば、サイズが12ポイント、行送りが50％、行
内で最も高い文字が12ポイントなら、同じ行での行送りは18ポイントになります。
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引用符の自動変換の拡張と、スマートダッシュの追加
引用符の自動変換の拡張環境設定で、デフォルトの一重および二重引用符を指定できる
ようになりました。また、アプリケーションレベルで別々の言語／領域固有の引用符の
自動変換を選択できます。Wordとテキストの取り込みも、これらの引用符の自動変換の
設定に自動的に従います。

スマートダッシュのサポート：レイアウトへの入力時に、2つの連続するハイフンを全角
ダッシュに変換するため、新しいスマートダッシュ環境設定が追加されました。環境設
定 > 入力設定を選択し、スマートダッシュボックスをチェックにすると、この動作をオ
フにできます。このオプションは、デフォルトでオンの状態です。

リンク／リンク解除ツールの拡張
リンク／リンク解除の拡張により、2つ以上のストーリーを持つテキストボックスをリン
ク可能になりました。ボックスのリンクまたはリンク解除を行うとき、Alt／Optionキー
を使用して、テキストをそれぞれのボックス内に維持できます。ボックスのリンク解除
を行うとき、Shift+Optionキーを使用して、ボックスをテキストごと、テキストチェー
ンから外すことができます。

テーブルを含むWordの取り込みの機能強化
QuarkXPressのWordの取り込みフィルタが機能強化され、脚注、テーブル、スタイル
シート、ハイパーリンク、インライン画像を含める／除外するオプションが追加されま
した。また、Wordドキュメントを取り込むとき、引用符の変換を選択できるようになり
ました。

テーブルはレガシーテーブルとして取り込まれるため、QuarkXPressで編集できます。

静的脚注として含めるをオンにすると、取り込んだWordドキュメントに含まれる脚注
は、プレーンテキスト脚注として扱われます。このボックスがオフの場合、脚注は動的
なQuarkXPress脚注として取り込まれます。
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全般

QuarkXPress 2017には、次のような新機能と機能拡張も含まれています。

適応型レイアウト変換
QuarkXPressが拡張され、レイアウト自動化機能として、レイアウトを各種のサイズに
変換する適応型設定が追加されました。これによって、印刷レイアウトを様々なページ
サイズのデジタルレイアウトに変換できます。適応型設定により、単純なデザイン規則
を使用して、ボックスのサイズ変更やコンテンツの調整が自動的に行われるため、手作
業での調整は最小限にできます。また、印刷レイアウトをあるサイズから別のサイズに
変更できます。たとえば、USレターサイズをA4や任意のカスタムサイズに変換可能で
す。

適応型サイズ変更は、次の方法で適用できます。

•レイアウトを複製するとき（レイアウト > 複製）。次の形式でレイアウトを複製す
るときに使用できます。

•印刷から印刷

•印刷からデジタル

•デジタルからデジタル

•レイアウトプロパティダイアログ（レイアウト > レイアウトプロパティ）を使用し
て、現在のレイアウトのサイズを変更できます。

この方法は現在のところ、印刷レイアウトでのみ使用できます。

適応型サイズ変更の適用をオンにし、オプションをクリックして、適応型サイズ変更ダ
イアログを表示します。

サイズ変更パレットでも、適応型サイズ変更と同じ設定を使用でき、拡大縮小率をより自
由にカスタマイズ可能です。
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ネイティブオブジェクトへの変換機能の拡張
ネイティブオブジェクトへの変換機能が拡張され、変換された画像をディスクに保存で
きるようになりました。ネイティブオブジェクトに変換、またはネイティブオブジェク
トとしてペーストを行うとき、ラスター画像にリンクに追加のオプションが表示されま
す。これによって、すべてのラスター画像をラスターPDFとして、ディスク上のプロジェ
クトファイルと同じ場所に保存できます。PDF画像の解像度、カラーモデル、カラープロ
ファイルは保持されます。

MacとWindowsのUIの機能強化
MacOSXの新しいテーマ：Mac用のQuarkXPressには、ライトグレーおよびグレーと
いう新しいテーマが追加されました。これらのテーマは、アプリケーション全体でフラッ
トなアイコンとボタンを使用し、目新しいモダンな外観になっています。デフォルトで
は、アプリケーションは新しいグレーテーマを使用するよう設定されています。
QuarkXPressの環境設定を使用して、テーマを切り替えることができます。

WindowsのUIの機能強化：QuarkXPress 2017では、UIに次のような機能強化が行わ
れています。
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•HiDPI画面が完全にサポートされました。

•コンテキストメニューが最適化され、リストが短くなり、使用するオプションを素
早く見つけられるようになりました。

•パレットをパレットグループの中または外へ、ドラッグできるようになりました。

カーソルキーによる移動の拡張
メジャーパレットなど、いくつかのQuarkXPressのパレットが拡張され、カーソルキー
での増分／減分が可能になりました。この拡張機能により、キーボードの矢印キーを使
用して、各種の属性を簡単に微調整できます。ShiftやCtrlキーなどの修飾キーを使用す
ると、値の増減の単位を変更できます。

フォントリスト
QuarkXPressのフォントリストに、最近使用したフォントが表示されるようになりまし
た。最近使用したフォントは、フォントリストの上端に表示され、フォントリストが使
用できるすべてのダイアログやパレットでアクセスできます。記憶されるフォントの数
は、環境設定で指定できます（最大20）。

検索／置換の機能強化
検索／置換で、最近の検索をいくつまで保存するかの環境設定を行えるようになりまし
た。この機能を無効にするには、値を0に設定します。

クロス参照の機能強化
クロス参照機能が拡張され、テキストアンカーがサポートされました。

Quark Cache Cleanerへの直接アクセス
（Mac OS Xのみ）：Quark Cache CleanerツールをQuarkXPressから直接呼び出せ
るようになりました。Mac OS Xでは、QuarkXPressメニューの下にQuark Cache
Cleanerオプションがあります。このツールは、QuarkXPressが実行中でなくても、
QuarkXPress 2017のドックアイコンのコンテキストメニューから開始できます。

（Windows）：Quark Cache Cleanerは、QuarkXPressアプリケーションフォルダ内
のToolsフォルダにあります。

MAC OS Xでの単独アプリバンドル
Mac用のQuarkXPressは、単独バンドルアプリになりました。単一のファイルとして、
Applicationフォルダへドラッグ＆ドロップできます。これを可能にするため、デフォル
トXTensionsを含めたすべてのサポート用のフォルダは、内部的なものとして、内蔵さ
れているアプリバンドル内に移動されました。QuarkXPress 2017は、次の2つの場所か
ら、サードパーティXTensionsを読み込みます。

•~/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2017/XTensions

• /Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2017/XTensions

XTensionsがメインライブラリパスに置かれている場合、すべてのユーザーがそのMac
上でXTensionsを利用できます。しかし、ユーザーのライブラリパスに置かれている場
合、そのユーザーのみがXTensionsを利用できます。同じXTensionsがこれらの両方の
場所に存在する場合、ユーザーのライブラリの場所に存在する方が優先されます。
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XTensions Disabledフォルダは、QuarkXPress 2017で廃止され、今後はサポートされ
ません。使用停止になったXTensionsは、次のファイルに記録されます。
~/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2017/ XTSettings.plist

コピーを保存／保存
コピーを保存／保存をQuarkXPressから直接呼び出せるようになりました。このオプショ
ンは、ファイルメニューで使用できます。

OpenType書式セットの機能強化
QuarkXPressで、33のOpenType書式セットがサポートされるようになりました。
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法律上の注記

©202 2 Quark Software Inc. and its licensors.All rights reserved.

次の米国特許によって保護されています。5,541,991、5,907,704、6,005,560、 
6,052,514、6,081,262、6,633,666 B2、6,947,959 B1、6,940,518 B2、 
7,116,843、7,463,793およびその他の出願中の特許。

Quark、Quarkロゴ、QuarkXPress、QuarkCopyDeskは、Quark Software Inc.と
Quark関連会社の米国およびその他各国における商標または登録商標です。その他のす
べての商標は、それぞれの所有者に帰属します。
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