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の既知の問題

の既知の問題および解決済みの問題

QuarkXPress 2017の既知の問題

QuarkXPress® 2017で確認されている問題の一覧は下記のとおりです。

複数の段落のテキストにフレームを適用するとき、いずれかの段落のテキストがま•

たがっていて、その下に罫線がある場合、フレームが正しく適用されない。（

276525）

ベジエボックスのテキストフレームが常に長方形になる。（271871）•

文末脚注テキストの挿入によって強制的にページの自動挿入が行われるとき、フォ•

ーカスが本文テキストの文末脚注番号に戻り、その後でテキストを入力すると、本

文に入力される。（278559）

フローの再開属性を使用して、テキストが別の列ブロックへリフローした後で、適•

用されている前付き罫線属性が優先されない。（192921）

いくつかのダッシュと、値のないギャップから作成されたダッシュは、•

QuarkXPressネイティブオブジェクトに正しく変換されない。（251709）

「インデックス付きデバイスN」カラースペースのPDFファイルのラスター画像は、•

QuarkXPressネイティブオブジェクトへ変換するとき、外部リンクファイルとして

書き出されない。（268210）

レイアウトの適応型サイズ変更／複製の後で、すべてまたは複数のアイテムを同時•

に同期解除（共有停止）する方法がない。（269612）

クロス参照のアンカーをクリックしても、PDF内のアンカー参照へ正しくナビゲー•

トされない。（269820）

回避策：PDFドキュメントを上にスクロールします。•

360度画像／スライドショーのHTML5インタラクティブ機能に取り込まれた画像に•

、画像効果を適用できない。（269999）

適用されている画像効果が、デジタル出力（ePub、Kindle、App Studio、HTML5•

）の画像パンおよびズームのインタラクティブ機能ボックスに表示されない。（

270000）

テキストストローク／アウトラインの1つのインスタンスに適用されている不透明度•

が、ネイティブ出力で、他のすべてのインスタンスにも適用される。（270390）

段落テキストにテキストの角度と傾斜が適用されていると、シェーディングが正し•

く適用されない。（270582）



の既知の問題

Wordドキュメントを取り込むとき、テーブルにネストしたテーブルを含む行があり•

、その行の高さがボックスサイズを超えていると、テーブルのデータがオーバーフ

ローする。（270668）

テキストボックスの上に障害物ボックスが配置されているとき、テキストボックス•

に適用されている列の間の線が、障害物ボックスを通過してフローする。（270773

）

テキストボックスに適用される列の間の線が、またがり列段落の横に表示される。•

（270773）

垂直方向のテキストの位置揃えが中央揃え／下揃えに設定されていると、またがり•

／分割テキストが正しく配置されない。（270783）

またがり数が利用可能な列の数を超えていると、列またがりが適用されない。（•

271287）

回避策：列またがりの数を、利用可能な列の数に変更します。•

テキストシェーディングがフレーム属性とともに適用されていると、「ボックスに•

クリップ」が機能しない。（271664）

連続した単一行段落について、テキストフレームの側が表示されない。（271665）•

回避策：段落ごとに異なるテキストシェーディングスタイルを適用する必要が•

あります。

次の列またはテキストボックスへ継続している段落に対して、シェーディングの上•

と下のオフセットが別々に適用される。（271865）

テキストボックスの高さを、またがり列段落が前にあるときに、最初の列から段落•

がフローできないような高さに変更すると、テキストがオーバーフローする。（

273462）

テキスト回り込みのとき、2番目の列ブロックが無視される。異なる列ブロックが2•

つ連続している場合、2番目の分割／またがり列段落のテキストは、障害物ボックス

と重なる。（273465）

アニメーション付きアイテムに適用されているブレンドモードが、Chromeブラウ•

ザで表示されない。（273525）

アニメーション付きアイテムに適用されているブレンドモードが、デジタル出力の•

ブレンドモードで表示されない。（273528）

回避策：これらのアイテムを画像として書き出し、QuarkXPressに取り込んで•

から、アニメーションを適用します。

iOS 9.xのiPadのApp Studioアプリで、ビデオとオーディオが再生されない。（•

273744）

回避策：可能なら、iOS 10またはそれ以降にアップデートします。•

CMYおよびRGB色調のカラー値で、シェード／不透明度が100％未満の場合、標準•

以外のブレンドモードの適用後にカラー値が変更される。（274445）

分割列段落の最初の列で、テキストがフローしないとき、テキストの重なりが発生•

する。（274706）



の既知の問題

の既知の問題および解決済みの問題

画像の保存で画像を保存するとき、クリッピングパスとアルファチャンネルが保存•

されない。（275019）

ドキュメントのRGBブレンディングカラースペースにあるオブジェクトにブレンデ•

ィングモードを適用するとき、カスタムソースセットアップがテキストに2回適用さ

れる。（275291）

禁則属性の適用を取り消しできない。（275506）•

HTML5出版物へ書き出したとき、Microsoft EdgeとInternet Explorerでブレンドモ•

ードが機能しない。（276039）

回避策：ChromeやFirefoxなど、別のブラウザを使用します。•

カラーパレットに追加されたグラデーションは、インラインテーブルのスタイルの•

ダイアログにあるドロップダウン一覧に表示されない。（276218）

HTML5出版物へ書き出したとき、Microsoft EdgeとInternet Explorerでテキストス•

トロークが機能しない。（276324）

レイアウト表示が100％未満のとき、レイアウト内のオブジェクトにブレンディング•

モードを適用すると、QuarkXPressオブジェクトおよび画像の不透明度のレンダリ

ングが破壊される。（276779）

段落シェーディングの複数列テキストフローで、上のシェーディングオフセットカ•

ラーが表示されない。（277088）

回避策：最初の列で、最後の行の行末でEnterキーを押します。•

プロジェクトにインタラクティブ機能アイテムが含まれているとき、テキストがぼ•

かしとして表示される。（277091）

プロジェクトに、画像効果が適用された画像が含まれている場合、平滑化出力時に•

メモリリークが発生する。（277099）

テーブル内のテキストに不透明度付きのシェーディングが適用されている場合、平•

滑化で出力されない。（277247）

回避策：ネイティブの透明度オプションを使用して出力できます。•

選択したテキストボックスにドロップシャドウが適用されている場合、結合したテ•

キストボックスの高さと幅が、選択したボックス（選択順序）の境界ボックス領域

に合わせられない。（277353）

新しいスタイルシートにテキストシェーディングスタイルが含まれている場合、テ•

キストシェードをローカルに変更しても上書きされない。（277354）

シェイプメーカーダイアログボックスのリセットボタンが動作しない。（277367）•

360度回転画像のインタラクティブ機能の自動再生が、Safariブラウザで滑らかに動•

作しない。（277423）

アプリケーションレベルで、新しいカラーを持つ新しいテキストシェーディングス•

タイルを作成するとき、プレビューが「黒」のみのままになる。（277446）

テキストのCMYKカラーが、ブレンディングモードの適用後に、別のシェードに変•

換される。（277499）



の既知の問題

スクロール領域／セクションページに配置された下側のコンテンツが、幅に合わせ•

るオプションで切り捨てられる。（277986）

テキストコンテンツに、ブレンドモードが適用されたアイテムが含まれている場合•

、HTMLページプレビューに表示されない。（278021）

分割列テキストボックスで、ボックスをテキストに合わせる機能が正しく動作しな•

い。（278387）



解決済みの問題： 年 月更新 ）

の既知の問題および解決済みの問題

解決済みの問題：QuarkXPress 2017
- 2018年6月更新 (13.2.4）

QuarkXPress 2017 - 2018年6月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:トラッキング値の現在の値が10単位でない場合、1/20emのショートカッ•

トを使用するとき、誤った量で増分／減分される。(10344)

解決済み:テキストに両端揃えが適用されているとき、タブストップの位置が揃えら•

れない。(33641)

解決済み:Wordの.docxファイルを取り込むとき、ギリシャ語の文字が無意味な文字•

になる。(5993)

解決済み:iBooks 1.10の全画面モードで、ビデオが切り捨て表示される。(4749)•

解決済み:iOSアプリとして、書き出しの機能にiPhone Xのサポートを追加した。•

(27643)

解決済み:QuarkXPressサイレントインストーラが、「Setup.xml」の入力を無視し•

て、常に評価版をインストールする。(22273)

解決済み:（macOS High Sierraのみ）：デフォルトパス／最後に保存したパスに新•

しいユーザー辞書を作成するとき、「“XPress Preferences”ファイルにアクセスでき

ません」というアラートがポップアップする。(16445)

解決済み:タブルーラー上のタブストップが滑らかにドラッグされず、タブストップ•

とマウスポインタが一緒に移動しない。ユーザーはタブルーラー上にタブを正確に

配置できない。(2633)

解決済み:マルチコラムのテキストボックス内で、タブルーラーの開始位置がずれる•

。その結果、テキストボックス内のタブの位置が、タブルーラー上のタブストップ

と一致しない。(30824)

解決済み:段落スタイルシートダイアログで、タブルーラー上をクリックしてタブス•

トップを配置するとき、タブストップが少し右にジャンプする。(6121)

解決済み:（macOS High Sierraのみ）：QuarkXPressのフォントメニューの一覧に•

、多くのフォントが表示されない。(8174)

解決済み:システムに「TestFont-LocalizedForms.otf」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。(26325)



解決済みの問題： 年 月更新 ）

解決済み:（macOSのみ）：ショートカットを使用して文字属性／段落属性を増減す•

るとき、脚注テキストが計算[A1] されない。(6099)

解決済み:画像属性の保持あり／なしで低解像度から高解像度に同じ画像を再リンク•

すると、画像のサイズと位置が正しく設定されない。(33452)

解決済み:前付き罫線／後付き罫線でインデント設定が正しく適用されず、インデン•

ト領域に罫線が表示される。(31707)

解決済み:他のレイアウトにコピーを使用して共有されたストーリーをロック解除で•

きない。(33588)



解決済みの問題： 年 月更新 ）

の既知の問題および解決済みの問題

解決済みの問題：QuarkXPress 2017
- 2018年1月更新 (13.2）

QuarkXPress 2017 - 2018年1月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: （macOSのみ）：ロール給紙デバイスに設定されているページ間隔および•

用紙のオフセットが、値の修正後に0に変更されない。(18518)

解決済み: CJKテキストを挿入またはコピーアンドペーストするとき、QuarkXPress•

がクラッシュする。(18533)

解決済み: フォーマットなしのペーストオプションが、テーブルのセルを持つ•

QuarkXPress 2017で動作しない。(18537)

解決済み: 一部の脚注参照と、対応する脚注テキストが異なるボックスに表示される•

。(18538)

解決済み: テキストリンク／リンク解除ツールが選択されているとAlt／Optionキー•

を押したとき、パンツールが動作しない。(18539)

解決済み: ようこそ画面が起動されていると、Quark Cache Cleanerを開始した際に•

QuarkXPressがクラッシュする。(18536)

解決済み: フォントの種類に関わらず単一の字形を持つPDF／PS／PS以外を作成する•

と、空白のPSが作成される。(18534)

解決済み: リフローepubの書き出しで、テキストボックスのカラーが無視される。•

(19154)

解決済み: テキストリンクツールが選択されているとき、ズームアウトのショートカ•

ットが動作しない。(18540)

解決済み: マスクが適用されているとき、画像のバックグラウンドカラー付きの平滑•

化出力で、グレースケール画像がオーバープリントされる。(18532)

解決済み: 特定のプロファイルで、レンダリングと出力が正しくない。(18542)•

解決済み: DPIの高いウィンドウに複数のドロップシャドウオブジェクトがある場合•

、QuarkXPress 2017のレイアウト操作のパフォーマンスがQuarkXPress 2016と比

較して低下する。(19504)

解決済み: 出力またはソフトプルーフ／出力のプルーフで、バージョン4の”Black•

and White.icc”が使用されている場合、QuarkXPressがクラッシュする。(19493)



解決済みの問題： 年 月更新 ）

の既知の問題および解決済みの問題

解決済みの問題：QuarkXPress 2017
- 2017年12月更新 (13.1.1）

QuarkXPress 2017 - 2017年12月更新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：同一プロジェクトの作業を数時間行うと、透明PSD画像の透明度が失わ•

れる。(7239)

解決済み：（macOS High Sierraのみ）：Rotis Serif Screen Type1のフォントがシ•

ステムにインストールされている場合、QuarkXPressを起動させようとするとクラ

ッシュする。 (15553)



解決済みの問題： 年 月更新 ）

の既知の問題および解決済みの問題

解決済みの問題：QuarkXPress 2017
- 2017年10月更新 (13.1）

QuarkXPress 2017 - 2017年10月更新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：レイアウトのサイズ変更のためにサイズ変更パレットを使用したとき、•

ガイドとブリード／セーフティマークが正しい位置に配置されない。(2597)

解決済み：ネイティブのCMYKとスポット出力設定で出力した場合、スポットカラ•

ーのシェーディングが色分解カラースペースでスポットカラーとして出力されず

CMYKカラーに変換される。(2603)  

解決済み：レイアウトを複製したときにスプレッドガイドとブリードガイドがコピ•

ーされない。(2607)

解決済み：QuarkXPressからAdobe Photoshopに画像をドラッグできない。(2611)  •

解決済み：グラフトラッキング値が高DPIモニターで小さく表示される。(2632)•

解決済み：ドキュメントをスクロールしたときに、「特定のレイアウト設定や異な•

るフォントバージョンを使用すると、このテキストがリフローする場合があります

」という不適切な警告が表示される。(2654)  

解決済み：検索／置換パレットの検索と置換フィールドにマケドニア文字を貼り付•

けると文字化けする（半角で表示）。(2655)

解決済み：アイテムモードにおいて、テーブルのコンテキストメニューの重なり順•

オプションが使用できない。(2661)  

解決済み：マウスを使用して、複数ページにまたがるテキストの選択を行えない。•

(2691)

解決済み：テキストボックスの1行目のベースラインの最小設定が大文字＋アセント•

に指定されているとき、フレームのレベルがシェードと同じレベルにならない。

(2726)  

解決済み：コンテンツ変数パレットでレイアウトのコンテンツ変数を選択してもコ•

ンテンツ変数がハイライトされない。 (2896)

解決済み：テーブルの作成時、最大の行数または列数プロパティの検証が正しくな•

い。(2981)  

解決済み：カスタムプロファイルがあるCMYK出力設定でRGB画像を出力すると、•

ドットゲインが発生する。(3035)



解決済みの問題： 年 月更新 ）

解決済み：ライブラリおよびプロジェクトを閉じた後、プロジェクトが1つも開いて•

いないと、リモートデスクトップでQuarkXPressがクラッシュする。(3356)  

解決済み：ユーザー名にUnicodeキャラクタが含まれていると、EPSが取り込まれず•

「未知のエラー」のメッセージが表示される。 (4096)

解決済み：列フィールド、テキストの傾斜フィールド、およびこれらの増分／減分•

矢印がテキストタブ内で入れ替わる。(4099)  

解決済み：シャドウを含むグループ化されたテキストボックスを移動すると、ドロ•

ップシャドウが分離する。(4111)

解決済み：アイテムメニューのグループオプションが日本語で動作しない。(4112)  •

解決済み：一部のAppleスクリプトを動作後、取り消し／やり直しが動作しなくなる•

。(4113)

解決済み：上付きのキーボードショートカットがWindowsで動作しない。(4114)  •

解決済み：ペーストボードを超えるボックスがあるとフルページ画像が書き出され•

ない。(4119)

解決済み：段落スタイルシートを新規作成または編集時に正および負の増幅行送り•

値を入力すると、そのスタイルシートを保存するときに絶対行送り値に変更される

。(4120)  

解決済み：禁則属性の適用を取り消せない。(4121)•

解決済み：段落ルールが適用された段落をまたいでテキストを入力すると反応が非•

常に遅くなる。ある列ブロックで入力を行った後、異なる列ブロックで語をダブル

クリック／トリプルクリックしてもテキストを選択できない。 (4122)  

解決済み：脚注段落スタイルシートに絶対行送り／増幅行送りが設定されていると•

、QuarkXPress 2017の脚注でレガシープロジェクトを開いたときにテキストがリフ

ローする。(4123)

解決済み：右揃えタブおよび右インデントタブのタブリーダーが垂直方向に揃えら•

れない。 (4125)  

解決済み：分割列段落では、最初の分割列段落以外でタブリーダーが出力されない•

。また、2段組のテキストボックスで最初の段に分割列段落がある場合、2番目の段

のレイアウトにタブリーダーがレンダリングされない。(4126)

解決済み：キーボードショートカットを使用してカーニングとトラッキングを設定•

すると、値が正しく増加／減少されない。(4129)  

解決済み：新規ドキュメントで禁則テキストがデフォルトでハイライトされる。•

(4293)

解決済み：QuarkXPressアップデータによりファイルの関連付けが無効になり、ダ•

ブルクリックでファイルを開こうとするとエラーが表示される。(4107)  

解決済み：QuarkXPressアップデータがSettings.xmlファイルを上書き／置換する。•

ユーザーが行った変更が失われる／削除される。(4108)

解決済み：メジャーパレットにリストされるストロークカラーに、混合カラーアイ•

コンが表示されない。(2683)  



解決済みの問題： 年 月更新 ）

の既知の問題および解決済みの問題

解決済み：オフセット値を持つボックスにシェーディングが適用されていると、フ•

レームが出力されない。 (2650)

解決済み：テキストがP／B／I以外の属性を持っているとき、字形パレットの好みの•

グリフ領域にグリフを追加すると、QuarkXPressがクラッシュする。 (5031)  

解決済み：取り込まれたTiffおよびPSD画像にアルファマスクが適用されていると、•

その画像のスポットカラーがブラックでレンダリングされる。(2677)

解決済み：画像を更新してOKした後、使用状況ダイアログを再表示すると、一部の•

画像が更新前の状態になる。(4097)  

解決済み：マルチチャンネルPSD画像のチャンネルカラーがQuarkXPressでプロセス•

カラーを使って編集されると、Acrobatで出力プレビューダイアログを開いたとき、

そのPSD画像チャンネルカラーが書き出されたPDFでレンダリングされない。(3387)

解決済み：アルファマスクが適用されていると、高度なイメージ制御パレットでス•

ポットチャンネルのオン／オフを切り替えられない。(2687)  

解決済み：1ビットとグレイスケールを含むQuarkXPressで作成されたPDFファイル•

をQuarkXPressに取り込むと、レンダリングが破壊される。(2695)

解決済み：日本語で、パスの融合または分割メニューアイテムが、複数のオブジェ•

クトの選択時に無効になり、1つのオブジェクトだけ選択されていると有効になる。

(4109)  

解決済み：高解像度マシンで、125%拡大時にメジャーパレットが一部切り取られて•

表示される。 (3825)

解決済み：ドロップシャドウの適用時、またはドロップシャドウを含むレガシープ•

ロジェクトを開くときに、ドロップシャドウが正しくレンダリングされない。

(4104)  

解決済み：画像の保存オプションで作成した画像（JPEGおよびPNG）が、同じ縦横•

比で拡大・縮小されていない画像は正しく保存されない。 (4116)

解決済み：拡大・縮小された画像が、アンチエイリアスなしでレンダリングされ書•

き出される。(4117)  

解決済み：WindowsフレッシュセットアップでPDF出力中にX1aおよびX3認証に失•

敗する。 (4738)

解決済み：テキストにウィドウ／オーファンの制限と次段落との分割不可が適用さ•

れている場合、脚注テキストが1つのボックスに表示され、脚注の参照番号が別のボ

ックスに表示される。テキストボックスのサイズが変更されると、脚注テキストが

見えなくなる。(6271)  

解決済み：（Windows 7のみ）： 125%と150%表示でオプション／アイコンが一部•

.切り取られて表示される。(7102)

解決済み：（Windowsのみ）：ドイツ語でスモールキャップスのキーボードショー•

トカットが動作しない。 (7157)  

解決済み：（Macのみ）:マシン名に“”（引用符）が含まれていると、HPプリンタで•

両面印刷ができない。 (7281)



解決済みの問題： 年 月更新 ）

解決済み：マスターページがフォーカスされていて、レイアウトページにマスター•

ページをドラッグすると、QuarkXPressがクラッシュする。 (4491)  

解決済み：テキストストロークが適用されたテキストがSafari 11ブラウザで変形し•

て表示される。 (7547)



解決済みの問題： 年 月更新 ）

の既知の問題および解決済みの問題

解決済みの問題：QuarkXPress 2017
- 2017年7月更新 (13.0.2）

QuarkXPress 2017 - 2017年7月更新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：ユーザー名にスペースが含まれていると、画像キャッシュフォルダが作•

成されない。（281776)  

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。（281770)  

解決済み：テキストボックスに”&”を含むハイパーリンクが存在すると、そのテキ•

ストボックスの後にあるすべてのアイテムはHTML5出版物に書き出されない。（

282134)  

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。（281772)  

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。（281774)  

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。（281786)  

解決済み：ドロップシャドウを持つ画像をプロジェクト間でコピー／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。（282153)  

解決済み：ワークフロー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。

（282154)  

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。（282155）



解決済みの問題： 年 月更新 ）

の既知の問題および解決済みの問題

解決済みの問題：QuarkXPress 2017
- 2017年6月更新 (13.0.1）

QuarkXPress 2017 - 2017年6月更新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: フォーマットなしのペーストを行うとき、リンクツールが選択されている•

状態でコンテキストメニューを開くと、QuarkXPressがクラッシュする。 (264957)  

解決済み: 非常に大きなDPIの高い画像を取り込もうとすると、QuarkXPressがクラ•

ッシュする。 (268496)  

解決済み: system32またはPATHフォルダに配置されたXTensionsの参照先DLLが、•

QuarkXPress 2017で読み込めない。 (279096)  

解決済み:特定のEPSファイルをイメージグリッドで取り込むとき、画像情報と［ボ•

ックスを画像に合わせる］が設定されていると、QuarkXPressがクラッシュする。

(273224)  

解決済み: 箇条書きおよび自動番号付きリストが、出力時に違うカラーになる。•

(277403)  

解決済み: メインのHTMLページの名前がindex.htmlの場合、Web表示インタラク•

ティブ機能がiOSアプリで表示されない。 (278335)  

解決済み: プロジェクトからコンテンツをコピーするとき、コピーされたコンテンツ•

にコールアウトアンカーが含まれていると、クラッシュが発生する。 (279066)  

解決済み: ある特定の状況下で、プロファイルマネジャーを使用して、出力ファイル•

の収集フォルダから不足カラープロファイルを更新すると、クラッシュが発生する

。 (278768)  

解決済み: 一部の言語でボタンタブが空白になり、HTML5パレットのボタンインタ•

ラクティブ機能を適用できない。 (279974)  

解決済み: インタラクティブ機能アイテムがマスターページ上に作成されている場合•

、それらアイテムの参照の表示／非表示が保存時に削除される。 (278449)  

解決済み: テキストボックスの最初の行に配置されたアンカーボックスは、そのテキ•

ストボックスにバックグラウンドカラーが含まれていると、デジタル出力時にテキ

ストボックス外に表示される。 (278539)  

解決済み: 「ポイントのランダム化」スライダを動かすと、形状のプレビューが変化•

する。 (279240)  



解決済みの問題： 年 月更新 ）

の既知の問題および解決済みの問題

解決済み: アンカー付き画像に、左側の回り込み始点として負の値が設定されている•

と、ブレンディングカラースペースを有効にしたときに画像の一部がレンダリング

されない。 (278185)  

解決済み: 取り込まれたPDFにTTFフォントが埋め込まれているときにType 1へ変換•

すると、ネイティブ出力で字形が重なり合う。 (276869)  

解決済み: ソフトマスクを持つPDFがページ全体にわたって配置されていると、プロ•

ジェクトの一部のコンテンツがPDFへ書き出されない。 (264731)  

解決済み: Illustratorで作成されたAIまたはPDFファイルの非表示レイヤー上に、不•

透明度の適用されたアイテムが存在すると、正しく書き出されない。 (274089)  

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たオブジェクトがノックアウ

トオーバープリントに設定される。 (274214)  

解決済み: 細い段落罫線があるドキュメントが平滑化PDFとして書き出されると、•

QuarkXPressがクラッシュする。 (266295)  

解決済み: カスタムカラーが適用されたボックスをコピーしてペーストすると、カラ•

ーパレットに新しいRGBスポットカラーが追加される。 (278690)  

解決済み: TIFF、JPG、PNGのグレースケール画像を、画像の書き出しを使用してビ•

ットマップPDFとして書き出すとき、ビットマップまたは1ビットに変換されない。

(277386)  

解決済み: レイアウトが新しいプロジェクトに追加されると、グラデーションに使用•

されているカスタムカラーが正しくレンダリングされない。 (278720)  

解決済み: ギャップカラーに適用されているブレンドが出力時に無視され、カラーが•

フレームと同じカラーとして書き出される。 (273468)  

解決済み: QuarkXPressのオブジェクトと画像で、バックグラウンドがなしに設定さ•

れているものは、LUTで作成されたプロファイルでレンダリングすると、ピクセル

のブロックとして表示される。 (278873)  

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•

が同じになる。環境設定で指定されている測定単位が、ルーラーに適用されない。

(262461)  

解決済解決済み: 大きなモニターのメジャーパレットにスクロールバーが表示されて•

はいけない。 (278811)  

解決済み: レガシージョブジャケットファイルからカスタム文字スタイルシートを取•

り込むとき、デフォルトカラー（黒色）、デフォルトダッシュスタイル、またはそ

の両方がジョブジャケットに存在しないと、クラッシュが発生する。 (278687)

解決済み: レイアウトにテーブルを含むグループが複数含まれていると、グループ内•

のテーブルがサイズ変更されない。 (278849)  

解決済み:適応型サイズ変更を使用するレイアウトに、ポップアップ付きのスクロー•

ル領域が含まれていると、そのレイアウトを複製するときにQuarkXPressがハング

する。 (278518)  



解決済みの問題： 年 月更新 ）

解決済み: 継続ヘッダー型のコンテンツ変数を含むテキストを2回コピーしてからペ•

ーストし、その後で取り消しすると、QuarkXPressがクラッシュする。 (279544)  

解決済み: テキストボックスにコンテンツ変数が含まれている場合、取り消し後にそ•

のテキストを2回コピーアンドペーストすると、QuarkXPressがクラッシュする。

(278457)  

解決済み: ドイツ語で、ダブルクリックにより単語を選択すると、単語とともに開始•

引用符が選択される。 (278170)  

解決済み: テキストボックスに脚注が含まれており、脚注スタイルパレットで脚注を•

編集しているとき、そのテキストボックスを2回コピーアンドペーストすると、

QuarkXPressがクラッシュする。 (278568)  

解決済み: 索引マスターページと索引の段落スタイルシートが名前変更または削除さ•

れている場合に、索引作成をクリックするとQuarkXPressがクラッシュする。

(279150)  

解決済み: ドロップキャップスとジャスティフィケーションを適用すると、テキスト•

がボックスからあふれ出す。 (74341)  

解決済み: カーニングとトラッキングのデフォルトの増分／減分値が変更されている•

。 (279576)  

解決済み: テキストシェーディングスタイルがジョブジャケットの一部になるとき、•

フレームの無効側が有効になる。 (278117)  

解決済み: またがり見出しが下端に配置されると、QuarkXPressがクラッシュし、画•

面全体のまたがり／分割テキスト表示にフレームが適用される。 (278305)  

解決済み: macOS Sierraで、画像ボックスのAppleスクリプトの一部が動作しない。•

(268768)  

解決済み: 20を超えるタブを含むテキストボックスを移動するとQuarkXPressがハン•

グし、「不明なシステムエラー「不正割り当て」によりこのコマンドを完了できま

せん」という警告が表示される。 (262829)  

解決済み: Windows 10で高速にタイピングすると、韓国語の代わりに英語の文字が•

挿入される。 (270871)  

解決済み: 分割列の段落に段落改行を挿入すると、QuarkXPressがハングする。•

(278936)  

解決済み: フォーマットダイアログが起動し動作が確立すると、混在行送り値を含む•

テキストに、誤った行送り値が適用される。 (280045)  



解決済みの問題： ）

の既知の問題および解決済みの問題

解決済みの問題：QuarkXPress 2017
(13.0）

QuarkXPress 2017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：グループ化されたリンクボックスをアンカーアイテムとして含むレイア•

ウトを複製しようとすると、QuarkXPressがクラッシュする。（90170）

解決済み：使用状況ダイアログが開いているとき、最初を表示／次を表示によりフ•

ォント参照を検索すると、レイアウト内のテキスト選択が表示されない。（108114

）

解決済み：レイアウトに挿入されているQRコード／複雑なベジエ形状の位置の変更•

、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）

解決済み：直角のテキストパスで環境設定が保持されない。（151474）•

解決済み：QXP 10.2でチャプターが開いていないとき、ブックから単一PDFを生成•

しようとすると、1回目には生成できない。ただし2回目には生成できる。（190446

）

解決済み：プロファイル付きのソフトプルーフを適用するとき、カラー変換の問題•

がある。（196020）

解決済み：インラインテーブルスタイルに全てドットフレームスタイルが適用され•

ていると、スクロールと入力が遅くなる。（204898）

解決済み：Image Grid XTension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。（205990）

解決済み：ロックされたガイドがサイズ変更されず、レイアウトのサイズ変更およ•

びレイアウトの適応型複製のオプションを使用できない。（205997）

解決済み：マスターページからレイアウトページに戻ると、ページ1に移動される。•

（210496）

解決済み：“/”文字を含むプロジェクト名に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）

解決済み：取り消しの環境設定で、「取り消し／やり直しアクションの最大回数」•

が正しく与えられない。（214104）

解決済み：複数選択されているテキストボックスについて、テキストからボックス•

への変換 > ボックス全体を適用できない。（214735）



解決済みの問題： ）

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。（220858）

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

。（220863）

解決済み：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）

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。（249064）

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。（250478）

解決済み：選択した出力セットアップを書き出すとき、すべての出力セットアップ•

が書き出される。（250556）

解決済み：デジタルレイアウト用に「iPad」または「Android」という名前の新規•

デバイスを作成できない（既に存在しているという警告が表示される）。（251821

）

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。（256274）

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。（257057）

解決済み：ブック同期でパフォーマンスの問題が観察される。（258503）•

解決済み：フォントの標準およびイタリックフォント書体が複数選択されていると•

き、置換フォントダイアログでボールドボタンの状態が正しく表示されない。この

場合、ボールドボタンが選択状態で、3状態として表示される。（260719）

解決済み：高機能連続複製を実行するとき、選択されているラインパス／直角ライ•

ンパスのシェード値が無視される。（261207）

解決済み：テキストコンテンツツールを使用してテーブルフレームをクリックする•

と、CZツールが選択される。（261209）

解決済み：（Windowsのみ）：Mac上に保存されているEPSファイルへの参照を含み•

、参照しているフォントがシステムに読み込まれていないプロジェクトを開くと、

QuarkXPressがクラッシュする。（261348）

解決済み：複製されたデジタルレイアウトを閉じてから再度開くと、テキストボッ•

クスのサイズが変化し、テキストがオーバーフロー表示される。（262026）

解決済み：HTML5出版物のプレビューで、Google Analyticsの設定を使用できる。•

（262190）

解決済み：サイズが小さいページで、タイムラインのスクラブ表示を閉じられない•

。（264069）



解決済みの問題： ）

の既知の問題および解決済みの問題

解決済み：小さなデバイス用に設計されたレイアウトを、それより大きなサイズの•

デバイスで表示しているとき、サイズ調整が自動的に行われない。（264070）

解決済み：モバイルデバイスで、スプレッドページオプションが利用可能な必要が•

ある。（264073）

解決済み：デスクトップブラウザで、オートフィットが動作する必要がある。（•

264074）

解決済み：マスターページにリンクボックスがあるレイアウトを複製するとき、マ•

スターページにわたって、またはペーストボードにはテキストボックスをリンクで

きませんという警告が表示される。（264110）

解決済み：両端揃え段落属性が適用されているとき、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：スタイルシートパレットが開いているとき、連続テキストを複数選択し•

た後でスタイルメニューを起動すると、パフォーマンスの遅延が発生する。（

265988）

解決済み：全画面表示で切り抜かずに表示オプションが適用されていないスライド•

ショーで、サイズの小さな画像が全画面表示される。（267194）

解決済み：アンカーに右インデントが含まれていると、フラグメント識別子が定義•

されていませんという警告が表示される。（267221）

解決済み：Excelファイルを取り込むとき、セルの寸法が未知であると、•

QuarkXPressがクラッシュする。（267797）

解決済み：モバイルデバイスでの見開きページサポートの追加。（268727）•

解決済み：QuarkXPressにWordファイルを取り込むとき、スタイルシートのコンフ•

リクトがあると、既存設定を使用が正しく動作しない。（269003）

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。（269109）•

解決済み：低速なネットワークでオーディオ／ビデオウィジェットを使用すると、•

他のウェジェットが読み込みおよび再生されない。（269392）

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。（271053）

解決済み：QuarkXPress 2016のドイツ語版で、左揃えのcmd-shift-Gショートカッ•

トが動作しない。（271188）

解決済み：負の増幅行送り値が入力されていると、新しい段落の追加、または既存•

の段落スタイルシートの編集を行えない。（271536）

解決済み：ドロップキャップされた単語／ドロップキャップされた文字が選択され•

、ページグリッド固定が適用されているとき、テキストのサイズ変更、またはテキ

ストボックスの回転を行うと、QuarkXPressがクラッシュする。（273445）

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。（273593

）

解決済み：スタイルが全てドットである罫線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。（274462）



解決済みの問題： ）

解決済み：Trackpadでボックスを回転するとき、複数列のテキストボックスが単一•

列に切り替わる。（274721）

解決済み：左インデントの値を、最初の行のインデントよりも小さな値に変更する•

とき、境界の警告が表示されない。その後で、現在の連続テキスト属性を持つ、新

しい段落スタイルシートを作成できなくなる。（275068）

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

ターページとレイアウトページとを切り替えると、QuarkXPressがクラッシュする

。（275915）



法律上の注記

の既知の問題および解決済みの問題

法律上の注記
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