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解決済みの問題：QuarkXPress 2018 
- 7月アップデート（14.0.1） 

QuarkXPress 2018 - 7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：iBook 1.10で、全画面モードにおいてビデオが切り詰められる。(4749) •

解決済み：（macOSのみ）：ショートカットキーを使用して文字および段落属性を•

増減するとき、脚注テキストが計算されない。(6099) 

解決済み：（Windowsのみ）：フォントメニューで、フォントスタイルに•

WYSIWYGスタイルが使用できない。(24215) 

解決済み：結合（またがり）セルを持つテーブルが正しく書き出されず、タグ付き•

PDFでRowSpan／ColSpanが欠損する。(28744) 

解決済み：qxmlを使用して別のレイアウトの属性を更新すると、レイアウトのフォ•

ーカスが最初のレイアウトに移る。(29253) 

解決済み：不足フォントダイアログで、不足フォントの列のサイズを変更できない•

ため、長いフォント名が読み取れなくなる。(29596) 

解決済み：（Windowsのみ）：マウスのスクロールホイールで、フォントメニュー•

をスクロールできない。(29628) 

解決済み：インポートしたPDFにすでにハイパーリンクがある場合、タグ付きのPDF•

を作成すると、書き出されたハイパーリンクに次の行からの文字が追加される。

(30019) 

解決済み：テーブルのセル内でアンカー付けされたアイテムが、誤った読み込み順•

序でタグ付けされる。(30772) 

解決済み：一部の状況で、JavaScriptの動作が遅くなる。(31248) •

解決済み：回転されたテーブルがレイアウト上で正しくレンダリングされず、出力•

時には回転なしで出力される。(31403) 

解決済み：QuarkXPress 2018でQuarkXPress 2017またはそれ以前のジョブジャケ•

ットチケットをインポートすると、フォントスタイルが正しくマッピングされない

。(31445) 

解決済み：「Find & Replace Text」JavaScriptで、クエリーの文字列／用語に特殊•

文字（$、()、[]）が含まれていると、検索が実行されない。(31589) 
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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、罫線が•

インデント領域に表示される。(31707) 

解決済み：（Windowsのみ）：ベースラインシフトを増やすショートカットが動作•

しない。(31974) 

解決済み：（Windowsのみ）：フォントファミリーメニューのWYSIWYGスタイル•

で、一部のフォントが表示されない。(31984) 

解決済み：同じJavaScript「Find and Replace」で、複数の検索文字列の置換を可能•

にする必要がある。(32170) 

解決済み：「Picture Caption from IPTC Metadata.js」JavaScriptサンプルで、キャ•

プションボックスにデフォルト属性を適用できない。(32610) 

解決済み：（macOSのみ）：文字飾りメニューのフォントファミリーメニューに、•

フォントスタイルサブメニューが表示されない。(32644) 

解決済み：テーブルの複数のセルを選択してボックス内の行位置／テキストの角度•

／テキストの傾斜／複数の間隔を変更するとき、最初のセルにしか変更が適用され

ない。(32685) 

解決済み：（Windows 10のみ）：韓国語IMEで入力するとき、QuarkXPressがクラ•

ッシュする。(33072) 

解決済み：移動オプションでメジャーパレットを移動できない。コンテキストメニ•

ューの閉じるオプションをクリックするとQuarkXPressがクラッシュする。(33104) 

解決済み：日本語／韓国語／中国語のフォントファミリーとフォントスタイルは、•

それぞれに対応するローカライズされたOSのフォントメニューに英語で表示される

。(33203) 

解決済み：Frutiger DEMO Romanフォントに書式セットを適用するとき、•

OpenType字形の置き換えがスペース文字に適用されない。(33233) 

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

い。(33641) 

解決済み：スタイルシートの追加時に、スタイルシートの説明で多くのフォントス•

タイル名が正しく表示されない。(33717) 

解決済み：2回目の起動後に、ツールパレットの前のツールを選択する／次のツール•

を選択するのショートカットが動作しない。(33868) 

解決済み：テキストに改行文字が含まれているストーリーのスペルチェックを行う•

とき、QuarkXPressがハングする。(34188) 

解決済み：ボックスをガイドに揃えるとき、ボックスがガイドに正しく吸着されな•

い。(34319) 

解決済み：フォントスタイルメニューで、フォントスタイル名を入力してフォント•

スタイルを変更できない。(35047) 

解決済み：禁則スペース／ダッシュの禁則プロパティが、アンカー付きアイテム間•

およびその置き換えられる単語に適用されず、レガシードキュメントを開くときテ

キストがリフローする。(35128) 
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解決済み：次のスタイルを使用して適用コマンドを選択するとき、次のスタイルと•

して定義されている段落スタイルシートが、現在の段落スタイルシートと同じであ

る場合、次のスタイルが適用されない。(35829) 

解決済み：（macOSのみ）：Image Grid XTによって取り込まれた複数の画像が、•

デフォルトではAPFSタイプ順に並べ替えられない。(36080)
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解決済みの問題：QuarkXPress 2018
（14.0） 

QuarkXPress 2018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 High Sierraのみ): フォントメニューに多くのフォントが列挙され•

ていない。 (8174) 

解決済み：画像パスが長すぎる場合、使用状況ダイアログに画像パスが正しく表示•

されない。(2589) 

解決済み：ライブラリ内の目的の場所にユーザーがアイテムを置けない。(2594) •

解決済み：プロジェクトを保存してから再度開いた後で、文末脚注ページまで下に•

スクロールすると、文末脚注の番号が表示されない。(2595) 

解決済み：ポップアップレイアウトに配置されるレイアウトスライドショーが出力•

で正しく表示されない。(2599) 

解決済み：多くのPDFのCCITTグループ4圧縮で出力した1ビット画像が正しくイン•

ポートされず、元のサイズで出力される。(2604) 

解決済み：ツールパレットのショートカットがロシア語で機能しない。 (2608) •

解決済み：印刷レイアウトをデジタルレイアウトに複製するとき、ドロップシャド•

ウを適用したテキストを含んでいる場合は、画像へ変更オプションがオフになる。

(2609) 

解決済み：（Windowsのみ）：ファイルオープン（またはインポート）ダイアログ•

が選択ファイルをロックしているため、削除／名前変更ができない。(2612) 

解決済み： ロックされたプロジェクト内のアイテムにカラーブレンドを適用した後•

に取り消しすると、クラッシュが発生する。 (2613) 

解決済み：固定レイアウトのePub検証に、SVGハイパーリンクに判読可能な形式の•

タイトルを付ける必要がありますという警告が表示される。(2614) 

解決済み： ボールド、ボールドイタリック、イタリックのテキスト等の属性が付い•

た参照TTフォントを含むMicrosoft WordからPDFを作成する場合、出力が文字化け

する。 (2615) 

解決済み：ライブラリパレットを再オープンすると、位置がずれる。(2616) •

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。 (2622) 



解決済みの問題：QUARKXPRESS 2018（14.0）

QuarkXPress 2018既知の問題および解決済みの問題 | 5

解決済み：テキスト／画像に適用した画像ズームがデジタル出力に表示されない。•
(2624) 

解決済み：タブルーラーにタブを正確に配置できない。(2633) •

解決済み：クリッピング画像を含むグラデーションフレームをネイティブパスで書•

き出す場合、正しく出力されない。(2635) 

解決済み：明、焼き込みカラー、覆い焼きカラー等のブレンドモードが適用され、•

Nチャネルコンポジタが有効である場合、平滑化されたPDFのテキストが画面で正し

くレンダリングされない。(2639) 

解決済み：（macOSのみ）：Tiff、PSDのスポットカラー／チャネルがあるラスター•

画像が、CMYKドキュメントブレンディングスペースでレンダリングされない。

(2642) 

解決済み：非表示のレイヤーで作成したオブジェクトを閉じる前に選択している場•

合、保存したプロジェクトを開くと、当該のオブジェクトが表示される。(2648) 

解決済み：（macOSのみ）：テキストに適用したCMYKカラースペースのシェーデ•

ィングが正しくインポートされない。(2649) 

解決済み：2つのページを部分的にレンダリングするとき、ブレンドモードが適用さ•

れたオブジェクトをどちらかのページが含んでいる場合、CMYK／グレースケール

Nチャネルでルーラーがチカチカする。(2651) 

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。 (2652) 

解決済み：（macOSのみ）：非ノックアウト透明度グループのPDFファイルのカラ•

ーをQuarkXPressにインポートすると、正しくレンダリングされない。(2653) 

解決済み： 2つの異なるまたがり列ブロックまたはまたがり／分割ブロックがある•

場合、列間にまたがる段落において、段落属性、フォントサイズ、入力テキストを

修正すると、テキストサイズ変更の問題が発生する。 (2656) 

解決済み：FuturaボールドおよびFuturaボールド斜体の両方のフォントを同じレイ•

アウトで使用すると。印刷中にPSエラーである一意のIDが発生する。(2657) 

解決済み：macOSの単位 パレットの ホームタブおよび テキスト タブ、または•

Windowsの単位パレットのテキストタブにおいて、コラム数または親テキストボッ

クスのガター幅を増やすまたは減らすことができない。  (2658) 

解決済み：テキストがスタック順序の上位にあるとき、テキストフィルおよびスト•

ロークが、ネイティブ出力で下部のオブジェクトのブレンドモードを優先する。

(2660) 

解決済み：テキストストローキングおよびテキストボックススキューが適用されて•

いる場合、テキストおよびテキストストローキングにフレームブレンドモードが適

用される。(2663) 

解決済み：画像が特定の透明度ブレンドモードを使用している場合、平滑化された•

透明度パスでグレーのPDFとグレイのTiff画像を出力すると、異なる結果が出力され

る。(2673) 

解決済み：CMYK画像の白色では、焼き込みカラーが正しく機能しない。(2674) •
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解決済み：ソースセットアップを変更する場合、レイアウトのいずれかのオブジェ•

クトにブレンドモードを適用すると、白色が正しくレンダリングされない。(2675) 

解決済み：特定のズームレベルに透明度ブレンドモードを適用すると、PDFのレン•

ダリングが激しく変化する。(2676) 

解決済み：（Windowsのみ）：ストーリーエディタ表示を起動して閉じた後、プロ•

グラム言語メニューが無効になる。(2685) 

解決済み：マシンによっては、テーブルスタイルパレットを2回開くと、アプリケー•

ションがクラッシュする場合がある。(2686) 

解決済み：マシンによっては、環境設定で変更履歴オプションをクリックすると、•

アプリケーションがクラッシュする場合がある。 (2688) 

解決済み：リンクされたRGBカラープロファイルをソースに使用すると、ブレンド•

モードを適用した後、インポートした1ビット画像が破損する。(2692) 

解決済み： 2つの画像に同じ名前が付けられている場合、デジタルレイアウトには1•

つの画像しか表示されない。 (2701) 

解決済み：別々のタイムゾーンにおいて複数のマシンでプロジェクトを開くと、画•

像が変更された状態となる。(2703) 

解決済み：テキストブレンドモードを適用している場合、フリップテキストを適用•

すると、作成されたラインのミラー画像が作成される。出力も影響を受ける。 

(2709) 

解決済み：ブレンドモードを適用したオブジェクトがレイアウトに含まれている場•

合、グループ不透明度が適用されたオブジェクトは平滑化された出力で正しく出力

されない。 (2714) 

解決済み: 変更のトラッキングが有効な場合、上から下へおよび選択順序テキストを•

使用するテキストボックスを結合すると、QuarkXPressがハングする。(2716) 

解決済み： 選択順序に従ってテキストボックスを結合した後、すべての変更内容に•

同意するをクリックすると、QuarkXPressがクラッシュする。(2718) 

解決済み：回り込みアイテムを配置すると、複数の列を持つボックスに適用される•

列の間の線が消える。(2721) 

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•

開くと、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。(2727) 

解決済み：（Windowsのみ）： フォントメニューにおいて、WYSIWYGスタイルで•

多くのフォント名が判読不能である。 (2728) 

解決済み：QuarkXPressにおいて、OpenTypeの置換が序数機能に正しく機能しない•

。(2742) 

解決済み：OTスモールキャップスおよびOTすべてのスモールキャップス 機能を適•

用すると、OpenTypeの置換機能が小文字のエスツェット字形（U+00DF）および大

文字のエスツェット字形（U+1E9E）に機能しない。(2860) 

解決済み：デジタルレイアウトにおいて、適用したテーブルフレームが表示されな•

い。 (2863) 
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解決済み：画像ズームのインタラクティブ機能を適用すると、サイズ変更した画像•

がHTMLで小さなサイズで書き出される。(2880) 

解決済み： テキストシェーディングおよびフレームが切り取られないまたは改行（•

ソフトリターンおよびハードリターン）されない。 (4993) 

解決済み：ペーストボードから発生するアイテムについて、アニメーションが正し•

いスプレッドページで機能しない。(5893) 

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をクリックしてタブスト•

ップを配置すると、タブストップがわずかに右にずれる。 (6121) 

解決済み：フェザープロパティが10進値のレイヤーマスクを含むPSD画像がインポ•

ートされず、ファイルフォーマットが不適当です。というエラーが表示される。

(6221) 

解決済み：アンカーボックスのインタラクティブにボタンを適用すると、 ポップア•

ップ位置オフセットを表示がデジタル出力で適用されない。(6355) 

解決済み：モニター2がメインモニターであるときにモニター1でストーリーエディ•

タを起動すると、QuarkXPressがクラッシュする。(7507) 

解決済み：スタイルシート名に「本文」が含まれる場合、ポップアップレイアウト•

に配置されるスクロール領域にテキストが表示されない。(9222) 

解決済み：OpenType分数を適用すると、分数の字形が適切に置き換わらない。•

(17899) 

解決済み： ハイパーリンクの新規作成／編集ダイアログのURLフィールドの最大文•

字数が250文字である。この文字数を超えるリンクは切り捨てられる。(18871) 

解決済み：ハイパーリンクのアンカー名がユニコード文字であると、ePub、Kindle•

、App Studio、HTMLに正しく書き出されない。(29019) 

解決済み：複数の列にわたるテキストボックスで、タブルーラーの開始位置がずれ•

るため、テキストボックス内のタブの位置がタブルーラーのタブストップと一致し

ない。(30824) 

解決済み：テキストの検索およびテキストとタイプスタイル属性の置換を行う場合•

、置き換えられたすべてのインスタンスにタイプスタイル属性が適用されない。 

(22436)
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QuarkXPress 2018の既知の問題 

QuarkXPress® 2018で確認されている問題の一覧は下記のとおりです。 

マルチコードポイントの絵文字シーケンスが1つの文字として挿入されない、または•

各文字を正しいシーケンスで組み合わせて1つの絵文字の字形を形成することができ

ない。(4186) 

スポットカラーがあるEPSファイルがレイアウトに含まれている場合、スポットカラ•

ーをカラーパレットに追加できず、書き出されたPDFファイルに出力されない。

(8140) 

QuarkXPress 2018でIDMLファイルを開くと、PICTおよびPCTフォーマットの画像•

がインポートされない。(8351) 

ブックを結合すると、常にタグのないPDFが生成される。(9372) •

ボックスをテキストに合わせるが脚注のまたがりで機能しない。(11456) •

ベジエアイテムが多く含まれるファイルでは、IDMLのインポートに時間がかかる場•

合がある。(11487) 

IDMLで作成したプロジェクトのコンテンツに準じてボックスサイズを適切に合わせ•

た場合、テキストボックスコンテンツが表示されない。(15829) 

ローカルに適用されたフォントスタイルを持つ選択テキストに、別のフォントスタ•

イルを持つ文字スタイルを適用すると、フォントスタイル名フィールドが空欄にな

る。（同時にFauxボールドとFauxイタリックが適用される）(16438) 

（Windowsのみ）：フォントメニューで、フォントファミリーのすべてのフォント•

スタイルが列挙されないフォントがある。(17661) 

IDMLファイルで作成したプロジェクトの箇条書きおよび自動番号についてタブ位置•

の値が適用されない。(18925) 

カラーフォントでテキストストロークが機能しない。(19460) •

（Windowsのみ）：Type1のフォントのフォントファミリーとフォントスタイルが•

一緒に列挙されない。(19472) 

検索／置換で、OpenType機能のためのTri状態オプションが使用できない。(20406) •

（macOSのみ）：参照フォントを含むPDFを書き出す場合、スーツケースフォーマ•

ットのフォントはCourierに置き換えられる。(21885) 

字形パレットに、基本的な絵文字のすべてのバリエーションにアクセスするUIオプ•

ションがない。(22566) 
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フォントファミリーとフォントスタイルが別々に列挙されないダイアログがある。•
(23549) 

別のOpenTypeスタイルにOpenTypeの分子／分母／行頭記号スタイルを適用すると•

、HTML5出版物として書き出し中にSafari がクラッシュする。(23841) 

（Windowsのみ）：インストールしたパスにユニコード文字またはウムラウト文字•

が含まれている場合、PDFを書き出すと、PDFを作成できませんという警告が表示

される。(23870) 

ピンチズームを使用する場合、コンテンツに加えてHTML5リーダーもズームし、破•

損している場合がある。(24479) 

スプレッドのオブジェクトにブレンドモードを適用すると、異種のボックスのボー•

ダーの一部がレンダリングしないか、透明にレンダリングされる。(24518) 

フルスクリーン動画をiOS 11で再生している時に向きを横から縦に変更すると、•

HTML5リーダーが破損する。(27038) 

OpenType SVG カラーフォントには、指定したカラーおよび透明度を適用しない字•

形がある。(27684) 

ベクターデータを含むOpenType SVG カラーフォントは、低解像度でレンダリング•

する。(27887) 

リフローePubでは、カラーフォントは正しくレンダリングしない。(28530) •

固定／リフローKindle電子書籍の出力では、カラーフォントは正しくレンダリング•

しない。(28532) 

IDMLファイルで作成したプロジェクトでは、テーブルセル内のコンテンツがオーバ•

ーフローする。(28808) 

COLRカラーフォントに適用した不透明度は、平滑化された透明度で正しくレンダ•

リングおよび出力されない。(28973) 

特定のエンコーディング（CID、カスタムおよび組み込みエンコーディング等）で•

ダウンロードされたテキストがインポートしたPDFに含まれる場合、検証が失敗す

る。(29117) 

選択ボックスからツールの環境設定を設定オプションが異種のボーダーを優先しな•

い。(29786) 

（Windowsのみ）：ボックスに複数のボーダーのデフォルトを指定する方法がない•

。(29787) 

（PDF/A-2u, PDF/A-2b and PDF/A-3b）：グラデーションおよびテキストを含む•

QuarkXPressプロジェクトを検証する場合、検証／認証が失敗する。(29800) 

反転させると、矢印付きのグループ化したライン間の距離が長くなる。(29882) •

デュアルモニターディスプレイを使用すると、ストーリーエディタのサイズが画面•

サイズの4分の1になる。(29908) 

iPadでは、HTML5リーダーでYouTube、ViddlerおよびVimeo動画の全画面ボタン•

が無効になっている。(29951) 
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IDMLファイルから新しいプロジェクトを作成すると、装飾字形 OpenType機能を適•

用してもマッピングされない。(29976) 

IDMLファイルから新しいプロジェクトを作成すると、字形パレットを使用してイン•

ポートした字形の中には正しくマッピングされないものがあり、テキストが正しく

レンダリングされない。(30071) 

国名および国の首都のスペルチェックにおいて、英語（米国）の場合、文章内で小•

文字であっても（文頭の場合を除いて）大文字と小文字の区別のエラーとしてチェ

ックされない。(30834) 

モバイルデバイスにおいて、HTML5出版物でブラウザのアドレスバーが非表示であ•

る場合、ページの下に白いスペースが表示される。(31165) 

WindowsとmacOSに同じフォントを適用すると、フォントとスタイルボタンの不一•

致が発生する。(8499) 

QuarkXPress 2018に適用したカーニングペアを含むレガシープロジェクトを開くと•

、テキストがリフローする。(11414) 

SVGフォントの中には、字形が切り捨てられたり、ずれたりするものがある。•

(31513) 

10pt以下のカラーフォントは、平滑化された出力で正しく出力されない。（SVGお•

よびSBIX）。(31880) 

回転したカラーフォントはカットされるか、平滑化された出力で正しく出力されな•

い。(31970) 

QXMLでは、パイカおよびシセロの測定値（高さ／幅等の寸法）に小数点の前に余•

分なゼロが表示される。(28189) 

 JavaScriptを使用してマスターページで操作を行うことができない。(29948) •

デジタルレイアウトでは、JavaScriptの機能であるgetPrintLayoutOptions()が機能•

しない。(31101) 

フォントスタイルメニューでボールドフォントが利用可能な場合でも、スタイルシ•

ートの適用とローカルの文字飾りの保持オプションを使用してスタイルシートを適

用すると、Fauxボールドが適用される。(31302)
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法律上の注記 

©2022 Quark Software Inc. and its licensors.All rights reserved. 

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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