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解決済みの問題：QuarkXPress 9.5.4.1 
QuarkXPress 9.5.4.1 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）：Mac OS 10.8.4 を実行している MacBook Air 上の QXP で、いずかのツール

が選択されているとき、すべてのカーソルが非常に薄い色になり、ほとんど見えなくなる。この問題が発生している

場合、9.5.4.1 をインストールすると修正されます。この問題が発生していない場合、このアップデートは無視してく

ださい。(150331) 

解決済みの問題：QuarkXPress 9.5.4 
QuarkXPress 9.5.4 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）：Mac OS X 10.9.x（Mavericks）のサポートを追加しました。 

 解決済み:App Sutdio に iOS 7 のサポートを追加しました。 

 解決済み:行や列の融合が適用されているアンカーテーブルを含むプロジェクトで、テーブルの直前で

Enter キーを押すと、QuarkXPress がハングする。 (158903)  

 解決済み:デフォルト設定の PDF を、マウントされているネットワークドライブへ書き出すとき、ログエラー

オプションを有効にしていなくても、ターゲットの場所にログファイルが生成される。  (159712)  

 解決済み:（Mac OS X のみ）：QLA ベースの QuarkXPress のインストール時に、OpenTransport への依存

を取り除きました。  (157342) 

解決済みの問題：QuarkXPress 9.5.3 
QuarkXPress 9.5.3 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:段落の最後、空白の段落内、またはインラインのアンカー付きテキストボックスかテーブルの直前にアン

カーを挿入し、プロジェクトを PDF として書き出すと、ハイパーリンクが動作しない。 (137662) 

 解決済み:ドキュメントに一連のハイパーリンクが含まれている場合、最後にドキュメントに置かれたハイパーリンク

が動作しない。  (137663) 

 解決済み:画像に白以外の領域クリッピングパスを適用してから、取り込まれた画像を編集し（状況を変更にす

る）、その後で画像を更新すると、画像のパスが破損する。  (142146)  
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解決済みの問題：QuarkXPress 9.5.3.1 
QuarkXPress 9.5.3.1 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）：QuarkXPress 9.5.1 を 9.5.3 にアップデートした後で、Mac OS 10.5.8 から

QuarkXPress を開始できなくなる。(157431) 

 解決済み:（Windows のみ）：Mac 上の QuarkXPress 8.1 で、段落と文字のスタイルシートのキーボードショ

ートカットを含むドキュメントを作成し、そのドキュメントを Windows で開いた場合、ショートカットが消失する。  
(74364) 

 解決済み:PDF として書き出すとき、PDF スタイルまたは認証の下の PDF/X を選択し、保存をクリックすると、

Documents フォルダに PS ファイルが作成され、PDF/X 認証へ出力した後でも削除されない。 (147336) 

解決済みの問題：QuarkXPress 9.5.2 
QuarkXPress 9.5.2 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:プロジェクトの作業をしばらく行った後、HTML5 パレットのフォーカスが失われ、パ

レット内の編集フィールドがキーボードによる入力を受け付けなくなる。パレット上でクリック

してもフォーカスが戻らない。［不整合］ (138290) 

回避策：パレットを閉じて、同じパレットをもう一度開きます。 

 解決済み:余白が複数あるボックスが含まれているレイアウトを App Studio のポータルに書き出

すときに、隣接するボックス上に移動したり重ねたりすることによって、ボックスの大きさが変

わる。 (139106) 

 解決済み:HTML として書き出すとき、ポップアップの数値が大きい、または列の長さが 550 を

超えている場合、ポップアップのターゲットに改行やタブスペースが追加される。このため、ポップ

アップが正しく動作しない。 (139650) 

 解決済み:（画像が不足しているラインアートまたはグレイスケールや、画像に適用されたシェ

ードが含まれている）画像ボックスを 1 つのプロジェクトから別のプロジェクトに複製すると、

複製先のボックスのプレビューが白くなる（破損している）。 (138437) 

 解決済み:ドロップシャドウ効果が適用されたボックスが含まれているプロジェクトを書き出す

ときに、OS レベル上のフォルダに PDF として書き出すと、出力が完了しても、OS レベルで作

成された平滑化ファイル（XIC）が削除されない。 (131660) 

 解決済み:画像ボックスに PDF を書き出すと、画像として書き出される。ウェブ表示のインタラ

クティブ機能に PDF を取り込む場合、期待される機能は、PDF オブジェクトタグのある

HTML5 ページの書き出しである。 (140292) 

 解決済み:R＆D：プレビューとサムネールのスナップショットが JPEG として書き出されない。 

(137966) 

 解決済み：R＆D：ビデオファイルのタグが source.xml ファイルに書き出されない。 (137977) 
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 機能強化：QuarkXPress 9.5.2 App Studio レイアウトでは、新しい画像ボックスを作成したとき

のバックグラウンドのデフォルト値が白になりました。この結果、画像は JPG として書き出さ

れます。通常、PNG ファイルよりも非常に小さいサイズになります。画像ボックスのバックグ

ラウンドを不透明にするか、バックグラウンドで「なし」を選択すると、QuarkXPress では、書

き出されたアプリコンテンツの透明度を有効にする必要があると判断し、自動的に PNG を作成

します。 

解決済みの問題：QuarkXPress 9.5.1.1 
QuarkXPress 9.5.1.1 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:日本語のフォントが含まれているドキュメントを HTML として書き出す（または App 

Studio に発行する）と、（iPad などの）デバイスで使用できるフォントであっても、出力され

た HTML で日本語のフォントが正しくレンダリングされない。 (127325) 

 機能強化：App Studio 向けに書き出す場合、オプションとして、QuarkXPress でページスタック

を作成できるようになりました。ページスタックを作成するには、App Studio Publishing パレ

ットでチェックボックスをオンにします。オンにすると、（ページレイアウトパレットで定義さ

れた）すべてのセクションスタートで、新しいページスタックが開始されます。 

解決済みの問題：QuarkXPress 9.5.1 
QuarkXPress 9.5.1 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:複数の移動されたデジタルアセットを更新できない。更新が必要なアセットを、更新

が必要な他のアセットも含まれているフォルダから選択するときに、同じフォルダの他のすべて

のアセットを更新するように求められない。各アセットを 1 つずつ選択して更新する必要がある。 

(120549) 

 解決済み:移動されたアセットの場所を移動／変更画像ダイアログを使用して更新するときに、

アセットの一覧での画像の場所が、画像の場所を更新しても変更されない。更新された画像の場

所を表示するには、詳細タブをクリックする必要がある。 (120701) 

 解決済み:App Studio から HTML5 を書き出したときに、PNG ではなく GIF として書き出されるため、

ベジエボックスや直角以外のラインのレンダリングがなめらかでない。 (121958) 

 解決済み:レイアウトからスライドを追加ダイアログを使用してスライドショーのインタラクテ

ィブ機能にスライドを追加するときに、ボックスのサイズのレイアウトではなく、固定サイズの

レイアウトが作成される。 (122442) 

 解決済み:カスタムのマッピングテーブルが QuarkXPress 9 で動作しない。QuarkXPress 9 が、

QuarkXPress 8 の Custom Mapping Tables フォルダのカスタムマッピングファイルを探してい

る。QuarkXPress 8 の Custom Mapping Tables フォルダが存在し、カスタムマッピングファイ

ルが含まれている場合は、カスタムマッピングテーブルが機能する。 (123491) 
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 解決済み:パン&ズームを動画化が有効な画像に対して異なる開始と停止の状態が定義されてい

る場合、画像の開始と停止の状態を切り替えても、メジャーパレットに表示される画像の属性が

更新されない。最新の画像の属性を表示するには、ボックスの選択を解除してから再度選択する

か、パレットを閉じて再度開く必要がある。 (123667) 

 解決済み:ポップアップを閉じるボタンがタップされたときに、ポップアップは操作した通りに

非表示になるが、オブジェクト表示アクションによって表示された、非表示だったオブジェクト

も非表示になる。ポップアップのみが非表示になり、他のオブジェクトは表示されたままになる

べきである。 (123681) 

 解決済み：PDF 形式でレイアウトを書き出すたびにメモリの使用量が増加し、プロジェクトを

閉じるまで下がらない。複数のプロジェクトを開き、複数回 PDF 形式でレイアウトを書き出す

と、最終的に PDF 出力で画像が表示されなくなる。 (124853) 

 解決済み:QuarkXPress で SuitcaseXT、FontExplorerXT または FontAgentProXT を読み込ん

で使用すると、不足フォントがあるプロジェクトを開こうとしたときに QuarkXPress がクラッ

シュする。 (126016) 

 解決済み:デフォルトのウェブレイアウトを HTML として書き出すときに、ページの大きさが

3456 ピクセル x3456 ピクセルに設定される。書き出された HTML に、App Studio レイアウトと

ともに書き出される JS ファイルへの参照も含まれている。 (126270) 

 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、書き出された HTML ペ

ージで動作しない。 (127591) 

 解決済み:（Mac OS のみ）QuarkXPress をインストールしてインストールウィザードが完了し

た後に、Finish the Setup（セットアップを終了）をクリックすると、セットアップウィザード

が無限ループに入り、セットアップ支援ウィンドウが再度表示され、QuarkXPress が起動されな

い。(129781) 

 解決済み:リフロービューのコンポーネントでの手動によるリンク解除（Shift+Enter）が、ePUB

や Kindle 向けに書き出されない。 (130682) 

 解決済み:アップロードプロセス時に、書き出しプロセスをキャンセル（Mac の場合「CMD+.」、

Windows の場合「キャンセル」ボタン）すると、書き出しはキャンセルされるが、部分的に書

き出されたコンテンツのアップロードが QuarkXPress で続行される。 (120825) 

 解決済み:各スライドにスライドのアクションを用いたスライドショーが含まれている App 

Studio レイアウトをアップロードした後、最初のスライドと最後のスライドでのスワイプアクシ

ョンで、誤ったスライドアクションが起動される。最後のスライドで次へアクションをスワイプ

すると、そのスライドに適用されたスライドアクションが起動される。また、最初のスライドで

前へアクションをスワイプすると、そのスライドに適用されたスライドアクションが起動される。 

(131594) 

 解決済み:スクロール領域インタラクティブ機能が適用されたテキストボックスが含まれている

App Studio レイアウトをアップロードして iPad で表示するときに、スクロール領域ページのテ

キストの最後の行が切り捨てられる。 (130516) 

 解決済み:（Mac OS のみ）全体にテキストが入力された複数のテキストボックスが含まれてい

る App Studio レイアウトをアップロードして、iPad の縦方向表示で表示すると、すべてのテキ

ストでボールドとイタリックが適用されて表示される。横方向の場合は、テキストは正常に表示

される。 (130478) 
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 機能強化：水平方向のスクロール領域のサポートが追加されました。ウェブコンテンツが、その

ウェブコンテンツが含まれている画像ボックスよりも大きい場合、レイアウト内に埋め込まれて

いるウェブコンテンツまたはレイアウト内で参照されるウェブコンテンツを、アプリでスクロー

ルできるようになりました。 

 機能強化：ボタンのアクションに、開くアクションの機能が新しく追加されました。このアクシ

ョンを使用すると、ファイルを開いてアプリ内で表示できます。デバイスが表示方法を判別でき

るフォーマットである必要があります。たとえば、PDF をサポートしているデバイスでは、アプ

リ内で PDFファイルを開いて表示できます。 

 機能強化：Windows 8 に対するサポートが追加されました。 

 機能強化：HTML 5 向けのさまざまな書き出しサイズ最適化機能が追加されました。HTML を作

成したときに、出力されるファイルのサイズが大幅に小さくなります（50%以上）。

QuarkXPress では、複数の最適化手法を使用して複数回の画像のアップロードを回避するととも

に、JPF 形式または PNG 形式のうちサイズの小さい方を判別するスマートな方法を使用してい

ます。 

 機能強化：App Studio のフォントの埋め込みが追加されました。App Studio にレイアウトをア

ップロードするときに、TTF または OTF のフォーマットの場合はカスタムフォントを使用できる

ようになりました。カスタムフォントはアップロード時に埋め込まれるため、アプリ内で表示で

きます。 

解決済みの問題：QuarkXPress 9.5 
QuarkXPress 9.5 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:1ビット画像またはスポットカラーが適用されている PSD画像を取り込み、コンポジ

ット CMYK およびスポットまたはカラー変更なしのセットアップを使用して EPS 形式でページを

書き出し、書き出した EPS ファイルを取り込もうとすると、QuarkXPress が突然終了する場合

がある。 (105159, 105232) 

 解決済み:ネイティブ透明度を使用して PDFファイルを書き出すと、削除されない一時ファイル

が作成される場合がある。 (121957) 

 解決済み:Composition Zones®（コンポジションゾーン）アイテムが含まれているプロジェクト

を出力するときに、アルファチャンネル、色づけされたグレイスケール画像、または 1ビット画

像のある PSDファイルがコンポジションゾーンアイテムに含まれていると、QuarkXPress が突然

終了する場合がある。 (104178, 10159) 

 解決済み:Canon EOS のカメラから直接コピーしたイメージを取り込むときに、QuarkXPress が

クラッシュする場合がある。 (102194) 

 解決済み:自動調整によってセルの高さが変更される場合、結合したセルの隣にあるテーブル行

のサイズが、縦横比を保持しながら変更されない。 (120040) 
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解決済みの問題：QuarkXPress 9.3.1.1 
QuarkXPress 9.3.1.1 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 のみ）最初に Mac OS 10.5.8で QuarkXPress を起動すると、QuarkXPressセットア

ップウィザードで無限ループが発生する場合がある。(116094) 

 解決済み:(Mac OS only)スペルチェック時に QuarkXPress が応答しなくなる場合がある。 

(115966) 

解決済みの問題：QuarkXPress 9.3.1 
QuarkXPress 9.3.1 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:QuarkXPress 7.0 以前のバージョンで作成されたドキュメントを使用すると、

QuarkXPress が突然終了する場合がある。 (109102) 

 解決済み:(Mac OS only) Mac OS X Mountain Lion（10.8）で、ようこそ画面が長時間表示され

ると、QuarkXPress が突然終了する場合がある。 (114816) 

解決済みの問題：QuarkXPress 9.3 
QuarkXPress 9.3 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 only) QuarkXPress 6 またはそれ以前のバージョンで作成されたプロジェクト

を開き、そのプロジェクトで、Mac OS X 10.7.x が稼働している 64ビット版 Mac に付属してい

るデフォルトの Zapf Dingbat フォントを使おうとすると、QuarkXPress が突然終了する（突然終

了するケースが発生しなくなっても、このフォントを使用している文字が正しく表示されない場

合がある）。 (96782) 

 解決済み:(Mac OS only)Time Machine が有効になっている場合、プロジェクトの保存中に

QuarkXPress が応答しなくなる場合がある。 (92657) 

 解決済み:リフロービューでスペルチェックが正しく動作しない。 (92244, 96311) 

 解決済み:取り込んだ PDFの特定のフォントと同じフォントがレイアウトで使用されていると、

そのフォントのテキストが正しく表示されない。 (90020) 

 解決済み:トンボ付きのレイアウトを出力する場合に、トンボの長さをデフォルトよりも小さい

値に設定すると、出力結果のメディアボックスのサイズ（トリムマークなどの、出力のサイズ）

が大きすぎる。注記：QuarkXPress 9.3にアップデートする場合は、この修正を適用するために、これまでの

環境設定を削除する必要があります。 (85470) 

 解決済み:B版のページのプリセットで、ISO規格と JIS 規格が区別されていない。 (89172) 

 解決済み:CJKのルビ文字が一部の ePUB リーダーで正しく表示されない。 (104386) 
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 解決済み:Shiftキーを押しながらタイトルバーをクリックし��別のプロジェクトウィンドウ

に切り替えると、ウィンドウメニューのオプションが変わる。 (87926) 

 解決済み:コールアウトが別のページに移動したときに、コールアウトの回り込みが前のページ

に残っている場合がある。 (95433) 

 解決済み:回り込みが無効になったことを表示するビジュアルインジケータが、表示させる操作

を取り消しても表示され続ける。 (103615) 

 解決済み:印刷物、ウェブ、App Studio のレイアウトで CJK IME を使用してテキストを入力して

も、不確定なテキストのインライン入力のインジケータが表示されない。 (96901) 

 解決済み:縦組みでの禁則文字の設定が、書き出した ePUBファイルで優先されない。 (104484) 

 解決済み:書き出した ePUB ファイルが、IDPF の ePub Validator（http://validator.idpf.org）で無

効と判定される。 (100137) 

 解決済み:リフロービューでテキストをアンカーとしてマークし、そのテキストにハイパーリン

クを追加しても、ハイパーリンクのテキストが除外され、アンカーが機能しない。 (100159) 

 解決済み:リフロービューで画像コンポーネントに適用されたハイパーリンクが、ePUBに書き出

されない。 (103947) 

 解決済み:QuarkXPress が特定のプログラム言語に設定されている場合、書き出した ePUBファイ

ルのオーディオとビデオのインタラクティブ機能が iBooks で機能しない。 (98665) 

 解決済み:ePUB への書き出しの言語を指定できない。ePUBへの書き出しの言語を指定するには、

eBook のメタデータダイアログボックス（レイアウト > eBook のメタデータ）にある言語ドロッ

プダウンメニューを使用します。 (104923) 

 解決済み:デフォルトの縦組みでレイアウトを書き出したときに、書き出した ePUB ファイルのペ

ージ順が右から左に設定されていない。 (105176) 

 解決済み:QuarkXPress から書き出した ePUBファイルのルビ文字が、Kinoppyの ePUBリーダーで

表示されない。 (105176) 

 解決済み:字形パレットと Magic Mouse または Magic Trackpad を使用して字形を挿入しようと

すると、QuarkXPress が突然終了する場合がある。 (103791) 

 解決済み:一部の ePUB リーダーで、QuarkXPress から書き出した ePUB ファイルの CJK の文字列

が表示されない。 (92246) 

 解決済み:索引の見出し語の数が多い Xpress Tags ファイルを取り込むと、QuarkXPressが突然

終了する場合がある。 (101553) 

解決済みの問題：QuarkXPress 9.2.1 
QuarkXPress 9.2.1 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 only)Mac OS X 10.7.3 で、QuarkXPress の一部のアイコンが表示されない。 
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解決済みの問題：QuarkXPress 9.2 
QuarkXPress 9.2 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:App Studio Factory で、カスタマイズしたアプリテンプレートを保存して再度開くと、

カスタマイズした内容の一部が失われている。（AQ-529） 

 解決済み:App Studio Factoryで、エレガントなキオスクのテンプレートにある会社のロゴをタ

ップすると、特定のウェブサイトが表示され、変更できない。（AQ-542） 

 解決済み:App Studio Factoryで、既存を開くボタンをクリックして既存のドキュメントを開け

ない。（AQ-600） 

 解決済み:App Studio Factoryで、My Great Bookstore アプリテンプレートに、機能しないブッ

クマークボタンがある。（AQ-588） 

 解決済み:My Great Bookstore テンプレートをベースにした App Studio アプリで、コンテンツを

ダウンロードしてアプリを終了すると、次回アプリを起動したときに、最初にコンテンツが表示

されない。（AQ-641） 

 解決済み:AVE-Mag 形式で書き出した App Studio コンテンツで、画像ボックスのドロップシャ

ドウが画像の前面に表示される。（AQ-272） 

 解決済み:ウェブに移動アクションの外部モードオプションが機能しない。（AQ-382） 

 解決済み:ウェブ URL を使用するビデオまたはオーディオによる App Studio のリッチ化機能を作

成し、プロジェクトを別のコンピュータで開いて補助 > 使用状況を選択すると、QuarkXPress が

突然終了する。（AQ-478） 

 解決済み:(Mac OS only) App Studio パレットが表示されているときにアイテムをライブラリにド

ラッグすると、QuarkXPress が突然終了する。（AQ-514） 

 解決済み:スクロール可能なレイアウトからページを削除すると、書き出したファイルにそのペ

ージが含まれているが、Quark ロゴとして表示される。（AQ-520） 

 解決済み:ログインユーザー名に特殊文字が含まれていると、AVE 形式でレイアウトを書き出せ

ない。（AQ-532） 

 解決済み:App Studio レイアウトのスライドショーのスライドで独自の切抜きを作成し、プロジ

ェクトを閉じて再度開くと、その切抜きが失われる。（AQ-540） 

 解決済み:アンカーボックスに適用されている App Studio のリッチ化機能が機能しない。（AQ-

541） 

 解決済み:デフォルトの組み方が縦組みでページフローが右から左のレイアウトから作成された

AVE-Doc のコンテンツで、ページのサムネールは正しく表示されるが、ページの並び順が間違

っている。（AQ-616） 

 解決済み:(Mac OS 10.7 only) Lion で、App Studio パレットのフィールドにテキストを入力する

と、それぞれの文字が 2度入力される。（AQ-163） 
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 解決済み:App Studio のムービーによるリッチ化機能で、自動再生オプションが機能しない。

（AQ-636） 

 解決済み:(Mac OS only) 透明バックグラウンドのレイアウトのスライドショーで、薄い色のオ

ブジェクトが濃いアウトラインで表示されることがある。（AQ-544） 

 解決済み:非常に長いレイアウトを AVE形式で書き出そうとすると、QuarkXPress が突然終了す

る。（AQ-630） 

 解決済み:ペーストボードにアイテムがあるレイアウトを PDF 形式で書き出すと、ブリードの設

定がそれらのアイテムの一部を含んだ大きさになり、QuarkXPress が突然終了する場合がある。 

(90675) 

 解決済み:QuarkXPress 9.1 以前のバージョンで、アルファマスクのある画像の取り込み、アル

ファマスクの適用、アルファマスクの削除、画像の削除を行った後にプロジェクトを

QuarkXPress 9.1 で開くと、QuarkXPress 9.1 が突然終了する場合がある。 (92618) 

解決済みの問題：QuarkXPress 9.1 
QuarkXPress 9.1 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:全角の番号が漢字のカテゴリになったため、H&J によって制御される。 (74334) 

 解決済み:.swf ファイルを取り込もうとすると、QuarkXPress が応答しなくなるまたは突然終了

する。 (81086, 58350) 

 解決済み:Blio eBook に書き出したときに、外部の URL を参照するハイパーリンクがリフロービ

ューで維持されない。 (64945) 

 解決済み:書き出した Blio eBook や ePUB形式の電子書籍のリフロービューで、コールアウトが

表示されない。 (71457) 

 解決済み:使用するフォントが含まれていない EPSファイルを取り込み、PDF形式のレイアウト

をデフォルト設定で書き出すと、PostScript®エラーが発生する、またはアプリケーションが突

然終了する。 (84314, 84840) 

 解決済み:OSが東アジア言語に設定されている場合、その東アジア言語の文字を含んでいる画像

パスが、メジャーパレット、設定ダイアログボックス、および PSD Import ダイアログボックス

で正しく表示されない。 (87388) 

 解決済み:段落に条件付きスタイルを適用し、その段落の終わりで、条件付きスタイルによって、

埋め込み文字スタイルのある段落スタイルを、リンクされた文字スタイルのある段落スタイルで

上書きすると、次の段落に入力された文字に誤って最初の段落スタイルの埋め込み文字スタイル

が使用される。 (82432) 

 解決済み:条件付きスタイルが適用されているボックス内にリストを作成すると、QuarkXPress

が応答しなくなる場合がある。 (72916) 

 解決済み:CJK／欧文間スペース（QuarkXPress／編集 > 環境設定 > 文字設定）の値が 0%以上

に設定されていると、一部の CJKの文字ペアに文字組みが適用されない。 (74311) 
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 解決済み:最後に QuarkXPress 6.x または 7.x で保存したプロジェクト内のタブ付きテキストに

後付き罫線（編集 > フォーマット > 段落罫線タブ）を適用すると、テキストがリフローするこ

とがある。 (74324) 

 解決済み:自動ハイフンが含まれているテキストに OpenType の分数の機能を適用すると、自動

ハイフンが上付きになる。 (74328) 

 解決済み:検索／置換またはスペルチェックを使用してコールアウトアンカーが含まれている単

語を置換すると、コールアウトアンカーが削除される。 (49693) 

 解決済み:CJK版以外の QuarkXPress で、デフォルト番号スタイルが適用されていると、段落設

定ダイアログボックスのフォーマットタブにある自動番号を新しく開始（編集 > フォーマット 

> フォーマットタブ）をオンにできない。 (85254) 

解決済みの問題：QuarkXPress 9.0.1 
QuarkXPress 9.0.1 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:TrueType フォントまたは OpenType フォントを使用しているレイアウトを PDF 形式と

してデフォルト設定で書き出し、Adobe Acrobat® 9で PDFのプリフライトを行うと、"サブセッ

トのフォントの字形が不足"というエラーが Acrobat で表示される。 (15024) 

 解決済み:プロジェクトにないフォントを有効にして、すぐにレイアウトのアイコンをダブルク

リックしてレイアウトを開くと、不足フォントダイアログボックスが表示される。  (35837) 

 解決済み:"メモリが足りません -108"という警告が不規則に表示される。 (70936) 

 解決済み:EPSファイル、PDF ファイルまたは AI（Adobe Illustrator）ファイルを取り込み、画像

に対して高解像度プレビュー表示を適用し、ノーマルプレビュー表示に戻してからファイルを出

力すると、画像がベクトル画像ではなくラスター画像として出力される。 (73837, 81500) 

 解決済み:ネットワークドライブ上に保存されている PDFを取り込み、その PDFファイルを同じ

名前の新しいバージョンで置き換えると、QuarkXPress で PDFを更新しても、QuarkXPress で表

示されるプレビューが更新されない。 (76879, 80537) 

 解決済み:方形でないテキストボックスで、左インデントが機能しない。 (82849) 

 解決済み:条件付きスタイルを繰り返すオプションを使用する条件付きスタイルを作成して、そ

の条件付きスタイルを 1つまたは複数の段落に適用し、条件付きスタイルがない別のプロジェク

トにその段落をすべてコピー＆ペーストすると、QuarkXPress が応答しなくなる。 (72924, 

81744) 

 解決済み:テキストボックスに（a）コールアウトアンカーとコールアウトがあり、（b）ストー

リーがロックされていると、コピー／ペースト、複製、連続複製、高機能連続複製、XTAPIの呼

び出しによってコールアウトを複製した場合や、コールアウトアンカーが含まれているテキスト

をコピー＆ペーストすることによってコールアウトを複製した場合に、複製したコールアウトが

ロックされ、ロックを解除できない。 (70478) 
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 解決済み:不足フォントがあるフォントセットを使用しているプロジェクトのジョブジャケット

ファイルを書き出して、そのジョブジャケットファイルからプロジェクトを作成すると、フォン

トセット内の不足フォントが Arial に置き換えられる。 (3964) 

解決済みの問題：QuarkXPress 9.0 
QuarkXPress 9.0 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:左上角の透明度が 100％であるベクトル EPS ファイルを取り込み、OPI をオンにしてレ

イアウトを PDF 形式で書き出すと、書き出された PDFの画像の左上角に、縦方向にフリップされ

た EPS画像のコピーが表示される場合がある。ただし、OPI サーバーでレイアウトを処理した場

合は、最終的な出力ではこの問題は発生しない。 (19906) 

 解決済み:Mac OS 10.6.5以前のバージョンで、EPSON LP-S 6500PD、Epson-EPL-N2550、

LEXMARK_C910 など、一部のプリンタで印刷できない。この問題を回避するには、Mac OS 10.6.6

または 10.6.7にアップグレードして、プリンタメーカーが提供している PPDファイルを使用す

る。 (46531) 

 解決済み:画像に高解像度が適用されている場合、画面上および出力でクリッピングが正しく機

能しない（アイテム > 表示解像度 > 高解像度）。 (20018) 

 解決済み:日本語版の OSで日本語キーボードを使用すると、行送りの調整やレイアウト内のスク

ロールを行う一部のキーボードショートカットが正しく動作しない。 (11080) 

QuarkXPress 9.5.4.1 の既知の問題 
QuarkXPress® 9.5.4.1で確認されている問題の一覧は下記のとおりです。 

 同じタイトルのビデオが複数ある場合、Download Manager で 1 つのビデオしかリストに表示さ

れない。 (143588) 

 ビデオを再生しようとするデバイスのインターネット接続がオフになっている場合、レイアウト

からダウンロードしたビデオを再生できない。  (143590) 

 取り込んだ EPS ファイル、PDFファイルまたは AI ファイルで使用されている CMYK カラーが

QuarkXPress で正しく表示されない場合がある（画面でのプレビューのみ暗すぎるまたは明るす

ぎるが、出力には影響なし）。 (81762/42692) 

回避策：プロジェクトでスポットカラーを使用していない場合は、現在のレイアウトのカラーマ

ネジャーの環境設定で新規のベクトル EPS/PDF をカラー管理するをオンにすると、この問題を回

避できます。 

 バイナリエンコーディングを使用している EPS画像が、正しく分離されない場合がある。  

(104508) 

回避策：ASCII85 または JPEG のエンコーディングを使用して EPS を再保存します。 
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 箇条書きスタイルを使用している段落が、HTML5 形式で App Studio から正しく書き出されない。 

(110069/116570) 

回避策：箇条書きを手動で設定し、インデントとマイナスの値の第 1 行インデントを使用してぶ

ら下がりを設定します。 

 テキストボックスの境界から文字がはみ出ている場合、書き出し時に画像へ変換に設定されてい

るテキストボックスに箇条書きが含まれない。 

回避策：箇条書きがテキストボックス内に収まるように、十分な左インデントまたはテキストと

の間隔を適用します。 

 HTML5 形式で App Studio から書き出すと、一部のビデオ形式がモバイルデバイスで再生されな

い。 (113737) 

回避策：H.264 エンコーディングでそれらのビデオを再保存します。 

 テキストの行が QuarkXPress での表示よりも短いまたは長い場合がある。これは、QuarkXPress

によるテキストのレンダリングと、モバイルデバイスでの WebKit によるテキストのレンダリン

グに最初から違いがあるためです（文字間隔が異なります）。 (117043) 

 共有または同期されているスライドショーを複数のインスタンスで使用している場合、HTML5

パレットで別のスライドを選択したときに、選択されているインスタンスしかプレビューが変更

されない。 

 QuarkXPress を終了して再起動したときに、HTML5 パレットと App Studio Publishing パレット

が復元されない。 (117973) 

 HTML5 形式で App Studio から書き出すと、ルビのベーステキストが移動してしまう場合がある。 

(118469) 

 （Mac OS のみ）Mac OS 10.8（Mountain Lion）を使用している場合、QuarkXPress が取り込み、

開く、書き出しの各ダイアログで最後に使用したフォルダを記憶していない場合がある。 

(119285) 

 角度、フレーム、ドロップシャドウなど、HTML5 パレットで画像のズーム動作を使用したとき

に、画像ボックスの多くの属性が含まれていない。 (121133) 

 画像効果（レベルやぼかしなど）を HTML5 パレットでスライドショーオブジェクトのスライド

に適用しても、出力時のスライドにその効果がレンダリングされていない。 (122811) 

回避策：イメージを通常の画像ボックスに配置し、効果を適用してから、ファイル > 画像の保存

を使用してファイルにレンダリングします。そのファイルをスライドショーで使用します。 

 （Mac OS のみ）Mac OS 10.8（Moutain Lion）でクラッシュレポートが生成されない。 

(123409) 

 HTML5 形式で書き出したときに、App Studio レイアウトに配置された WMF 画像が Retina ディ

スプレイの iPad で正しく表示されない。 (123430) 

回避策：WMF を PNG などの他の形式で再保存します。 
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 テキストに特定の特殊キャラクタがある場合、App Studio のスクロール領域のテキストコンテン

ツが HTML5 の出力結果に含まれない場合がある。 (123506) 

回避策：表示 > 特殊キャラクタをオンにして、原因の文字を探し、テキストが表示されなくな

り始める位置で削除します。 

 URL に移動アクションを使用して HTML5 ボタンに設定すると、位置情報とメール送信の URLが

機能しない。 (123510) 

回避策：HTML5 ボタンではなく、ハイパーリンクパレット（ウィンドウメニュー）でハイパー

リンクを使用してボタンを作成します。 

 App Studio で、ポップアップ表示ボタンと、スクロール領域や画像のズームなどのインタラクテ

ィブ機能の両方を含むページを作成すると、HTML5 に書き出したときに、ポップアップが他の

インタラクティブコンテンツの後ろに表示される場合がある。 (123528) 

回避策：ポップアップ表示ボタンを、他のインタラクティブ機能を含んでいるレイヤーよりも上

のレイヤーに配置します（レイヤーパレット）。 

 書き出し時に画像へ変換が設定されたグループがあり、そのグループにドロップシャドウのある

回転されたテキストボックスが含まれている場合、書き出された HTML5 でそのグループのレン

ダリング結果が変形している可能性がある。 (123637) 

回避策：ドロップシャドウを解除するか、アイテム > テキストをボックスに変換を使用して、

テキストボックスをベジエボックスに変換します。 

 HTML5 パレットに、ページをめくったときにオーディオを停止がオフのオーディオファイルが

ある場合、以降のページのすべてのオーディオを停止アクションで、オーディオが停止されない。 

(124263) 

回避策：アプリのメニューバーにある「グローバルオーディオプレーヤー」の UI を使用してそ

れらのオーディオファイルを停止できることを、読者に周知します。 

 アップロード機能が無効（この場合、HTML5 のインタラクティブ機能は App Studio レイアウト

のみに適用可能）になっているにもかかわらず、HTML5 のインタラクティブ動作が、App 

Studio 以外のレイアウトのボックスに適用される。 (124264) 

 （Windows® OSのみ）Quark AVE インタラクティブ機能パレットを提供する App Studio XTensionsが

Windows® 8で読み込まれない場合がある。（120507/AQ-796） 

回避策：.NET 3.5 をインストールします。 

 (Mac OS only) QuarkXPress 9.3.1.1 アップデータで、Quark アップデートのシステム環境設定ペ

インにある QuarkXPress のバージョンが更新されない。 

 (Mac OS only) インストールされていないフォントを使用するライブラリを開くと、QuarkXPress

が突然終了する。 (106662) 

 (Mac OS only) QuarkXPress 6 またはそれ以前のバージョンで作成されたプロジェクトを開き、

そのプロジェクトで、Mac OS X 10.7.x が稼働している 64 ビット版 Mac に付属しているデフォ
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ルトの Zapf Dingbat フォントを使用すると、このフォントの文字が正しく表示されない場合があ

る。 (106790) 

 QuarkXPress では現在は 8ビットのプレビューに対応していないにもかかわらず、環境設定ダイ

アログボックスの表示ペインにあるカラーTIFF コントロールに、8 ビットの選択肢が含まれてい

る。 (106379) 

 不足しているカラープロファイルを指定したソースセットアップがプロジェクトにあると、取り

込んだ EPSや PDFの画像が正しく表示されない場合がある。 (104005) 

 不足しているオーディオアセットやビデオアセットがあるレイアウトを ePUB 形式で書き出すと、

書き出した ePUBファイルが、Epubcheckの検証プロセスでエラーになる。 (104838) 

 Flash Player プラグインのバージョン 11.0 がインストールされている場合、.swf ファイルの取り

込みや選択を行うと、QuarkXPress が突然終了する。(91406) 

 

回避策：.swf ファイルのファイル名の接尾辞を.m4v に変更します。 

 リフローアーティクル内のビデオコンポーネントに.mp4 ファイルを取り込むと、リフローアー

ティクルが含まれている ePUB ファイルで、ビデオの最初のフレームが表示されない。 (93776) 

 CJK IME を使用してリフロービューで不確定なテキストを入力し、リフローのタグ付けパレッ

トでそのテキストにタグを適用してから、Enter キーを押すか続けて文字を入力すると、テキス

トが重複する。 (95881) 

 不確定な CJK IME テキストのビジュアルインジケータがリフロービューで表示されない。 

(95787) 

 リフロービューで Word ファイルまたは RTF ファイルを取り込むと、全角のローマ字と全角の

ローマ数字がマーカー文字として表示される。(95659) 

 

回避策：テキストをリフローアーティクルにコピーアンドペーストします。 

 縦組みのレイアウトで CJKテキストにアンダーラインを適用すると、アンダーラインが、リフロ

ービューではテキストの上に表示され、書き出した ePUB ファイルではテキストの左側に表示さ

れる。 (95266) 

 リフロービューでリフローアーティクルに空のアーティクルを追加し、そのアーティクルの後に、

テキストコンポーネントが含まれた別のアーティクルを追加すると、リフローのタグ付けパレッ

トで、新しいアーティクルが空のアーティクルの上に表示される。(96213) 

 

回避策：リフロービューを閉じて、再度開きます。 

 リフロービューで、ボトムラインの入力が有効になっていると、各段落の先頭の CJKテキストが

正しく表示されない。たとえば、3文字目と 4 文字目が 1文字目と 2 文字目の前に挿入される。 

(95265) 

 ColorEyes を使用して作成されたカラープロファイルが QuarkXPress で使用できない。 (96072) 

 （Mac OS Leopard のみ）CJK 版システムでアップデートを確認すると、”アップデートの確認中にエラーが発生しま

した”という警告が表示される。 (96204) 
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 My Great Bookstore アプリテンプレートをベースにした AVE AppFactoryアプリで、書籍の概要

イメージを表示すると、表示を解除した後にアプリが応答しなくなる。（AQ-651） 

 シンプルキオスクのアプリテンプレートをベースにした AVE AppFactoryアプリを、デバイスま

たは iOS Simulator で横モードにして起動すると、縦モードに切り替えてから横モードに戻すま

で、バックグラウンドイメージのサイズ変更が正しく行われない。（AQ-661） 

 App Studio Factoryでドキュメントを保存したときに、Zave Reader のアプリテンプレートをベ

ースにした AVE AppFactory アプリのアプリ証明書、AVE 証明書、アイコンが保存されない。

（AQ-662） 

 AVE のビデオによるリッチ化機能で、終了時に閉じるチェックボックスが機能しない。（AQ-

594） 

 AVE-Mag 形式で書き出した AVE コンテンツで、左から右へオプションが反映されない。（AQ-

552） 

 AVE-Mag 形式で書き出した AVE コンテンツで、インタラクティブコンテンツチェックボックス

が全画面表示で機能しない。（AQ-699/700） 

 リンクされたテキストボックスを選択し、アイテム > 他のレイアウトにコピーサブメニューの

コマンドを使用してそれらのテキストボックスを別のレイアウトにコピーしてからプロジェクト

を閉じると、QuarkXPress が突然終了する。（AQ-446） 

 AVE形式で書き出すときに、AVE のインタラクティブ機能で使用されるファイルが使用できない

場合でも、警告が表示されない。（AQ-217） 

 AVE のインタラクティブ機能をマスターページのアイテムに適用し、レイアウトページに切り

替えてからマスターページでそのインタラクティブ機能を更新しても、インタラクティブ機能に

対する変更が、そのマスターページをベースにしているレイアウトページに含まれていない。

（AQ-134） 

 書き出した AVE-Mag ファイルで、画像ボックスに適用されたドロップシャドウが画像ボックス

の前面に重なって表示されることがある。（AQ-272） 

 スクロール可能な AVE レイアウトが含まれている画像ボックスに対して書き出し時にページを

チェーンがオフになっていても、スクロール可能なレイアウト内のページがチェーンされている。

（AQ-349） 

 AVE プロジェクトでウェブに移動アクションの外部モードをオンにしても、ウェブページが画

像ボックスに表示される。（AQ-382） 

 AVE レイアウトでページに移動アクションをボックスに適用してから、アイテム > 他のレイア

ウトにコピーサブメニューのコマンドを使用してそのボックスを別のレイアウトにコピーすると、

ボックスのコピーのページに移動アクションでページインデックスが失われ、新しいページイン

デックスが保存されないことがある。（AQ-453） 

 （64 ビット版 Mac OS 10.6 のみ）32ビットのコンピュータで AVE のインタラクティブ機能が含

まれているプロジェクトを作成し、そのプロジェクトを 64 ビットのコンピュータで開いて補助 

> 使用状況を選択すると、QuarkXPress が突然終了する。（AQ-457） 
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 1 つのコンピュータで、AVE のムービーまたはオーディオのインタラクティブアイテムに URLパ

スを使用するプロジェクトを作成し、そのプロジェクトを別のコンピュータで開いて補助 > 使用

状況を選択すると、QuarkXPress が突然終了する。（AQ-478） 

 AVE レイアウトで全画面表示とムービーのインタラクティブアイテムの自動再生を両方ともオ

ンにすると、全画面表示の設定が無視される。（AQ-494） 

 見開きページレイアウトの先頭ページが、Quark AVE Issue Previewer の画面に完全に収まらな

いことがある。（AQ-495） 

 （Mac OS のみ）Quark AVE インタラクティブ機能パレットが表示されているときにアイテム

をライブラリにドラッグすると、QuarkXPress が突然終了する。（AQ-514） 

 Quark AVE インタラクティブ機能パレットでレイアウトのスライドショーを作成して、スライ

ドショーのレイアウトで一部のページを削除してからプロジェクトを AVE形式で書き出すと、削

除したページが出力に含まれ、Quarkロゴとともに表示される。（AQ-520） 

 縦組みストーリーが含まれているテキストボックスを選択し、アイテム > 他のレイアウトにコ

ピーサブメニューのコマンドを使用してそのテキストボックスを別のレイアウトにコピーすると、

コピーしたテキストボックスに横組みが含まれている。 (84326) 

 AVE AppFactory で ZAVE Reader のアプリテンプレートを使用している場合に、AVE の証明書ファ

イルや AVEファイルをプロジェクトにドラッグしてからプロジェクトを保存して閉じると、次に

そのプロジェクトを開くときに、もう一度 AVEの証明書や AVE ファイルをプロジェクトにドラッ

グする必要がある。（AQ-471） 

 AVE アプリ証明書ファイルを AVE AppFactoryプロジェクトにドラッグして、App Studio 

Publishing Portal でアプリの仕様を更新し、同じ名前の新しいバージョンのアプリ証明書ファ

イルをダウンロードしてから、AppFactory を先に終了しないで新しいアプリ証明書ファイルを

AppFactoryにドラッグすると、AppFactoryが Publishing Portal からの新しい設定で更新されない。

（AQ-473） 

 AVE AppFactory の単一タイトルのキオスクとエレガントなキオスクのアプリテンプレートで、

購読ボタンを設定できない。（AQ-507） 

 AVE Publishing Portal でコンテンツの種類を削除できない。（AQ-326） 

 AVE Publishing Portal で、発行ページのメタデータペインの関連サイトへのリンクセクションに

対する URL フィールドで値を指定して変更を保存しても、URLが保存されない。（AQ-474） 

 （Mac OS のみ）“Documents”フォルダ内のローカライズされたドキュメントが、Quark アップデートを使用して

QuarkXPress をアップデートするときに更新されない。 (89153) 

 QuarkXPress 8.5 で画像を取り込んでプロジェクトを保存し、QuarkXPress 9.x でそのプロジェクト

を開き、画像を高解像度プレビューで表示してから低解像度のプレビューに戻すと、画像のサイ

ズが変更される。 (85993) 

 （Mac OS のみ）共有のインタラクティブレイアウトをウェブレイアウトにドラッグして、Safari 5.1 でウェブレイアウトをプ

レビューすると、共有レイアウト内の一部のアイテムが表示されない場合がある。 (85471) 
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 （Mac OS 10.7 のみ）Lion で、埋め込みビデオオブジェクトをインタラクティブレイアウトに追加してからレイアウトを

書き出そうとすると、次の警告が表示される。添 ou can’t open the application FlashVideoExporter 

because PowerPC applications are no longer supported.（PowerPC 用アプリケーションはサ

ポートされなくなったため、アプリケーション FlashVideoExporter を開けません）”} (85034) 

 （Arialまたは Helvetica 以外の）既存のボールド版やイタリック版のない TrueType フォント

または OpenTypeフォントにボールドやイタリックのフォーマットを適用し、ファイル > 書き出

し > PDF 形式のレイアウトコマンドを使用して PostScript 形式のレイアウトを書き出し、最後

に Acrobat® Distiller®で PostScript ファイルを PDF として作成すると、ボールドやイタリッ

クの属性のテキストがその PDFに含まれていない。(84353) 

 

回避策：レイアウトを QuarkXPress から直接 PDFに書き出します。または、EPS形式のレイアウ

トを書き出すか、PostScript ファイルにレイアウトを出力してから、Acrobat Distiller を使用

して最終的なファイルを作成することもできます。 

 EPSファイル、PDF ファイルまたは AI（Adobe® Illustrator®）ファイルを取り込み、高解像度プ

レビュー表示を有効にすると、プレビューが以前のバージョンよりも暗くなる。 (42692) 

 プロジェクトのパスに特定の Unicode文字が含まれている場合や、特定の Unicode 文字が含まれ

たパスのあるアセットをプロジェクトで使用している場合、Blio™ eBook に書き出そうとする

と QuarkXPress が突然終了する。 (60048) 

 書き出した Blio eBook や ePUB 形式の電子書籍のリフロービューで、ルビが適用されている文字、

グループ化文字、縦組みの東アジア言語の文字が表示されない。 (71574) 

 旧バージョンの QuarkXPress で保存したプロジェクトや、白以外の領域のクリッピングまたはア

ルファチャンネルに基づいたクリッピングパスを使用しているプロジェクトを QuarkXPress 9 で

開くと、クリッピングの表示や出力が正しく行われない場合がある。設定ダイアログボックスの

クリッピングタブで画像を再スキャンできるが、スキャン前の状態に戻らない。 (71715, 63465) 

 スポットカラーを 8ビットのグレイスケール PSD 画像に適用すると、その画像が正しく出力され

ない。(71428) 

 

回避策：ネイティブの透明度で書き出しを選択して、PDF形式のレイアウトで書き出します（書

き出し > PDF 形式のレイアウト > オプションボタン > 透明度）。 

 Microsoft® Excel®のチャートを Excel 2003 または 2004がインストールされているコンピュー

タで取り込むと、レイアウトにチャートが表示されない（Mac OS®の場合）または正しく表示さ

れない（Windows®の場合）。 (70553) 

 フォントを埋め込まずに PDF として書き出し（ファイル > 書き出し > PDF 形式のレイアウト > 

オプションボタン > フォント）をしてから、その PDF の取り込みや PostScript プリンタへのレ

イアウトの印刷を行うと、Arialと Helvetica 以外のすべてのフォントが Courier として出力さ

れる。(68418) 

 

回避策：プロジェクトを PostScript ファイルとして書き出し、その PostScript ファイルを出力

に送信します。 

 TIFFファイルを JPEG または ZIP圧縮で保存して、そのファイルを QuarkXPress に取り込み、そ

の画像に画像効果を適用（ウィンドウ > 画像効果）すると、QuarkXPress が突然終了する。

(68296) 
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回避策：TIFF ファイルを LZW 圧縮または圧縮なしで保存します。 

 アルファチャンネル付きの画像を取り込んで、そのアルファチャンネルをクリッピングまたは回

り込みパスの作成に使用して、そのプロジェクトを 8.x 形式で書き出し、そのプロジェクトを

QuarkXPress 8.x で開いて、パスを再スキャンすると、パスの形状が変わる。 (72015) 

 画像が不足しているまたは変更されているレイアウトを出力に送信すると、出力された高解像度

プレビューの画像が、画面上の表示よりも大きくなっている。また、旧バージョンで作成したプ

ロジェクトの場合は、出力された高解像度プレビューではない画像が、画面上の表示よりも小さ

くなっている。 (71997, 73203) 

 レイアウトに 2 つ以上の東アジア言語のフォントを使用している場合に、埋め込みフォントなし

でレイアウトを PDF形式で書き出し、出力された PDFをボックスに取り込もうとすると、取り込

みができない。(54317) 

 

回避策：PDF にフォントを埋め込みます。 

 フォントを埋め込まずに PDF として書き出し（ファイル > 書き出し > PDF 形式のレイアウト > 

オプションボタン > フォント）をしてから、その PDF の取り込みや、フォントをオンにして出

力用ファイルの収集（ファイルメニュー）の実行を行うと、その PDF に埋め込まれていないフォ

ントが収集されない。 (73169) 

 プレビューなしで Adobe Illustrator から保存した EPS ファイルを取り込み、Illustrator でそ

の EPSを開いて再保存（2回試行する必要があります）すると、複数の問題が発生する。

QuarkXPress で画像を更新しようとすると、アプリケーションが突然終了する。レイアウトを出

力しようとすると、QuarkXPress が応答しなくなる。もう一度画像を取り込もうとすると、画像

が正しく表示されない。(73265) 

 

回避策：プレビュー付きでファイルを保存します。 

 複数レベルの自動番号（例：1.2.3）が含まれている RTF ファイルを取り込むと、QuarkXPress

ではテキストに 1つのレベルの自動番号（例：3）しか表示されない。 (67117) 

 接頭辞や接尾辞付きの自動番号スタイルを使用している Wordファイルを取り込むと、その接頭

辞や接尾辞が取り込まれない。 (59420) 

 コールアウトアンカーが含まれているテキストにドロップシャドウを適用して、そのテキストを

同じテキストボックス内にコピー＆ペーストしようとすると、QuarkXPress が応答しなくなる。 

(71052) 

 不透明度が 100％未満の箇条書きの記号や自動番号が、100％の不透明度で出力される。(65349) 

 

回避策：ネイティブの透明度で書き出しを選択して、PDF形式のレイアウトで書き出します（書

き出し > PDF 形式のレイアウト > オプションボタン > 透明度）。 

 箇条書きの記号や自動番号が含まれている複数のボックスの不透明度を 100％未満に設定すると、

その箇条書きの記号や自動番号が画面上または出力に表示されない。(67978) 

 

回避策：ネイティブの透明度で書き出しを選択して、PDF形式のレイアウトで書き出します（書

き出し > PDF 形式のレイアウト > オプションボタン > 透明度）。 
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 CMYK JPEG ファイルが Blio eBook のスライドショーで表示されない。(54884) 

 

回避策：画像編集アプリケーションまたは QuarkXPress のファイル > 画像の保存コマンドを使用

して、ベースラインの最適化オプションをオンにしないで、RGBフォーマットでファイルを再保

存します。 

 書き出した Blio eBook のリフロービューで、肩文字、上付き字形、下付き字形のフォーマット

が表示されない。 (68442) 

 シミュレートされたボールドフォーマットを使用しているレイアウトを Blio eBook として書き出すと、Blio eReader で、

疑似的なボールドのテキストが白いアウトラインとともに表示される（メジャーパレットのボールドボタンを調べると、シ

ミュレートされたボールドフォーマットを特定できます。警告のアイコンがある場合、そのボールドはシミュレートされた

ものです）。 (51456) 

 書き出した Blioや ePUB形式の電子書籍で 72dpi 表示にすると、リフロービューで画像が表示さ

れない。(71563) 

 

回避策：画像の品質を高くするには、書き出しの前に、各画像の高解像度プレビュー表示をオン

にします。 

 一部の東アジア言語の字形が使用されているレイアウトを Blio eBook として書き出せない。 

(73942) 

 箇条書きスタイルと文字スタイルシートの両方をテキストに適用して、そのテキストをコピーしてペーストし、そのペー

ストしたテキストに別の文字スタイルシートを適用すると、HTML として書き出したときに、コピーアンドペーストした

テキストに適用された文字スタイルシートが保持されていない。この現象は、自動番号スタイルと文字スタ

イルシートの両方が適用されているテキストの場合も該当する。 (111379) 

 箇条書きスタイルが適用されているテキストに文字スタイルを適用すると、HTML として書き出したときに、文字ス

タイルを適用していなくても、箇条書きスタイルが適用されているすべてのテキストに文字スタイルが適用される。 

(112834) 

 画像として書き出しチェックボックスオプションがオンになっている複数のボックスを選択する

と、すべてのボックスでこのチェックボックスをオフにできない。 (115691) 

 スクロール領域がもう 1 つのスクロール領域に埋め込まれている場合、アップロードして iPad

で表示すると、内側のスクロール領域をスクロールしたときに外側のスクロール領域もスクロー

ルされる。 (118966) 

 ビデオのインタラクティブ機能が適用された画像ボックスに、ソースをファイルにしたビデオフ

ァイルを追加し、続いてソースを QPS に変更すると、取り消しの機能が正常に動作しなくなる。

最初の取り消しでは何も行われず、2 回目の取り消しでは誤った取り消しが行われる。. 
(127129) 

 日本語フォントが含まれている App Studio プロジェクトを書き出す場合、書き出し時に App 

Studio Publishing パレットを使用してフォントの収集オプションを選択すると、iPad で表示する

ときに App Studio アプリがクラッシュする。 (129694) 

 PDF を作成するときに、PDF の書き出しオプションダイアログのフォントタブでフォントの選

択を解除しても、フォントが埋め込まれている。 (130480) 
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 （Windows® OS のみ）画像ボックスで現在表示されているスライドを、HTML5 パレットを使

用してスライドショーから削除しても、レイアウト上の画像ボックスから画像が削除されない。
(131462)

 取り込み済みの PDF の特定のページが含まれている PDF をボックスに取り込むと、プレビュー

解像度を設定しようとしたときに、ページ番号が正しくないことを意味するエラーが通知される。
(133570)

 ポップアップレイアウトの名前に「: ‘,: .」文字が含まれている場合、ポップアップが HTML5 パ

レットのユーザー定義のオフセットでなく、オフセット（0,0）で表示される。 (133610)

 （Windows OS のみ）Windows 8 OS で App Studio プロジェクトを作成しているときに、

Extended 2 のハイフネーションを示す警告がポップアップ表示される。 (133896)
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