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の新機能

QuarkXPress 2020（v16.1） 

  

新機能と機能強化 

本書では、QuarkXPress 2020（v16.1）の次のような新機能および機能強化について紹

介します。 

デザインとレイアウト

レイアウトレベルブリード •

デジタルパブリッシング

インタラクティブ機能の強化 •

固定レイアウトとフレックスレイアウトでのアニメーションGIFのサポート •

フレックスレイアウトでHTML 5出力をする場合のページ名とページタイトルの•

サポート 

固定レイアウトとフレックスレイアウトでの画像の代替テキストのサポート •

フレックスレイアウトでのフレックスオブジェクトブラウザの機能強化 •

フレックスレイアウトでの検索/変更機能の拡張 •

テキストと組版

OpenType機能を使用してテキストのスタイルを設定する •

脚注を文末脚注に変換する（またはその逆） •

箇条書き記号と箇条書き自動番号へのクイックアクセス •

ギリシャ語とロシア語の箇条書き自動番号の書式 •

外部アプリケーションからのペースト操作を定義するための設定 •

複数のアイテム（ボックス）の回り込み •

選択したテキストのワード数カウント •

オプションのタブルーラー •

出力フォントの収集機能の拡張 •
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デザインとレイアウト

レイアウトレベルブリード

QuarkXPressでは、印刷レイアウトの作成中にブリードを指定できるようになりました

。ユーザーは対称型ブリードと非対称型ブリードのどちらかを選択できます。また、レ

イアウトに見開きページがあるかどうかに応じて、上、右、下、左または上、内側、下

、外側の端のブリード値をそれぞれ指定できます。ユーザーはいつでもレイアウトプロ

パティダイアログを使用してこれらの設定をカスタマイズできます。既存のドキュメン

トの場合、デフォルトのブリード設定は0であることに注意してください。 
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またドキュメントの作成中にブリードガイドが表示され、ユーザーはアイテムをこのガ

イドにスナップできます。ブリードガイドの色は、レイアウトの設定の下にあるブリー

ドガイドタブでもカスタマイズできます。 
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さまざまな出力スタイルと出力ダイアログ機能が拡張され、ユーザーが出力の生成中に

レイアウトレベルのブリード設定を使用するかどうかを指定する設定が追加されました

。既存のすべての出力スタイルでは、この設定はデフォルトでオフになり、この設定を

作成する新しい出力スタイルではデフォルトでオンになります。 

の新機能
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印刷およびPDF出力にページ情報を表示／非表示するオプションが提供されました。新

しいQuarkXPressでは、ユーザーがPDF出力にカラーバーを追加できるようになりまし

た。 
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グラフィックと出力

出力スタイルの拡張 

QuarkSubSubSection 

印刷およびPDF出力にページ情報を表示／非表示するオプションが提供されました。新

しいQuarkXPressでは、ユーザーがPDF出力にカラーバーを追加できるようになりまし

た。 

カラーバーは、印刷の色濃度や一貫性などの色の品質管理に使用されます。カラーパレ

ットが、ページの下部のトリムボックス領域の外側に印刷されます。  

の新機能
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デジタルパブリッシング

インタラクティブ機能の強化

  

フレックスレイアウトでの画像ズームのインタラクティブ機能

フレックスレイアウト用の画像ズーム対話機能が採用され、これによりPpan／ピン

チおよびズームのインタラクティブ機能を使用して画像を拡大してみることができ

ます。 

の新機能
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フレックスレイアウトでのスライドショーのインタラクティブ機能  

フレックスレイアウトでスライドショーがサポートされるようになり、画像や参照

レイアウトを使用して素晴らしいスライドショーを作成できます。美しいスライド

ショーを使用して、ビジネスを紹介したり、特別セールを宣伝したり、素晴らしい

ポートフォリオを作成したりできます。 
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フレックスレイアウトでのカスタムHTMLインタラクティブ機能

フレックスレイアウトにカスタムコードを追加できるようになりました。Custom 

HTMLにより、カスタムHTML、CSS、ならびにJavaScriptコードを実質的にパブリ

ケーションのあらゆる場所に挿入することが可能となります。サードパーティのウ

ィジェットまたはインタラクティブ機能を追加する必要がある場合は、埋め込みカ

スタムコードを使用して実行できるようになりました。Custom HTMLは、HTML 

の新機能
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5HTML5パレット上での追加的なインタラクティブ機能として使用することができ

ます。 

  

固定レイアウトとフレックスレイアウトでのボタンのインタラクティブ機能のサポ•

ート 

ボタンにホバー効果を適用して、ウェブサイトのユーザーにアクションを実行する

よう促すことができます。 

 

 

  

固定レイアウトとフレックスレイアウトでのアニメーション のサポ
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ート

アニメーションGIFを画像ボックスにインポートしたり、フレックスコンテナの背景と

してインポートしたりすることができるようになりました。アニメーションGIFは、デ

ザインの素晴らしい素材となります。動くため、見る人の気を引きやすく、通常、静止

画像であるものに変化を加えることができます。 

フレックスレイアウトで 出力をする場合のページ名とページタ

イトルのサポート 

HTML出力用にページに名前を付け、ぺージのタイトルを指定します。 

 

の新機能
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固定レイアウトとフレックスレイアウトでの画像の代替テキストのサポ
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ート 

デジタルレイアウト内の画像の代替テキストを指定するためのサポートが追加されまし

た。 

 

  

フレックスレイアウトでのフレックスオブジェクトブラウザの機能強化

フレックスオブジェクトブラウザ上で、背景画像/背景色付きのコンテナに対応するア

イコンが表示されるようになりました。コンテナの背景に画像または色がついているた

め、コンテナを特定し、変更するのが簡単になりました。  

 

の新機能
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フレックスレイアウトでの検索 変更機能の拡張

検索/変更ダイアログでは、フレックスレイアウトのコンテナー内の子テキストボック

スのテキストのさまざまなプロパティを変更できるようになりました。例えば、検索変

更を使用してセクションのすべての子ボックスのテキストの色が変更できます。 

  

  

テキストと組版

機能を使用してテキストのスタイルを設定する 

OpenType機能は、フォントの隠し部屋のようなものです。美しいタイポグラフィをす

ばやくデザインするために、QuarkXPressは、より重要で便利なOpenType機能を追加

しました。 

代替分数： •

スラッシュ記号で分離されている数字の形式を変換します。スラッシュ記号（斜線

）を使用した分数を、水平分割線を使用した分数に置換して表示します。数式を扱

う場合にとても便利です。これはOpenTypeスタイルの置換サブグループで選択で

きます。 

 

小型英大文字 •

一部のフォントには、小文字のテキストによく調和するように、通常の高さのスモ

ールキャップスよりも低いスモールキャップスが追加されている場合があります。

この機能は小文字を小型英大文字に変換します。小型英大文字はOpenTypeスタイ

ルの大文字サブグループで選択できます。これはすべてのその他のOpenTypeスタ

イルの大文字機能を上書きします。 

 

歴史的な合字 •

この機能は、デフォルトの合字と文字の組み合わせを、対応する歴史的な合字に置

き換えますこれらの合字は過去に一般的に使用されていたものです。一部のフォン

トには、代替候補として歴史的形式が含まれているため、「時代」を感じさせる効

果を与えるために使用できます。OpenTypeスタイルの合字サブグループで選択で

きます。 
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これらの機能は、OpenTypeパレット、文字スタイルシート、グリフパレット、検

索/変更UIで選択できます。ユーザーは、XPressタグを使用してこれらの機能をエ

クスポートおよびインポートできます。これらの機能は、プロジェクトをバージョ

ン2019で保存すると、削除されます。 

の新機能
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脚注を文末脚注に変換する（またはその逆） 

挿入した脚注と文末脚注を別の種類の注釈に変更したい場合は、QuarkXPress 16.1で変

換できます。このオプションを使用すると、それぞれを個別に変更する代わりに、すべ

てを一括変換できます。注釈が多いドキュメントを処理している場合は、このオプショ

ンが便利です。  

QuarkXPressでは注釈の種類を変換している間、脚注と文末脚注の表示方法をフォーマ

ットする脚注スタイルを選択することもできます。変換の範囲は、現在選択しているテ

キストまたはレイアウト全体を指定することができます。 

スタイルメニューとコンテキストメニューの脚注/文末脚注サブメニューで、変換ボタ

ンをクリックします。 

次のどれかを実行してください。 •

脚注を文末脚注に変換するには、脚注から文末脚注に変換を選択します。 •

文末脚注を脚注に変換するには、文末脚注から脚注に変換を選択します。 •

 

使用可能な文末脚注/脚注スタイルのうちの一つを選択します。 •

範囲ドロップダウンメニューから次のうちの一つを選択します。 •

レイアウト：文書内のすべての脚注または文末脚注を変換する場合。 

選択範囲：選択した脚注または文末脚注のみを変換する場合。 •

変換をクリックします。 •

箇条書き記号と箇条書き自動番号へのクイックアクセス 

どんなレイアウトデザインアプリケーションにとっても箇条書き記号と箇条書き自動番

号は非常に重要な機能で、文書の趣旨を正確に伝えるのに役立ちます。この機能を使用

すると、文章に番号または箇条書きを付けることができます。QuarkXPressの以前のバ

ージョンでは、この機能を素早く使用することができませんでした。しかし最新のアッ

プデートにより、このユーザーが最も使用するコマンドを簡単に素早く使用することが

できるようになりました。 

テキストコンテントモードで、メジャーパレットのホームタブに新しくトグルボタン（

リストボタン）が追加されました。箇条書き記号スタイル、箇条書き自動番号スタイル

、アウトラインスタイルの設定には、パレットの右端の３つのボタンを使用します。 

箇条書き記号スタイル、箇条書き自動番号スタイル、アウトラインスタイルボタンの右

側にある矢印アイコンをクリックすると、それらのスタイルのポップアップメニューが

呼び出されます。 

の新機能
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リストには、箇条書き記号スタイルと箇条書き自動番号スタイルで使用される実際の箇

条書き記号と数字の書式も表示されます。 

 

注： 箇条書き記号と箇条書き自動番号に関連する他のローカルな段落属性を変更するに

は、メジャーパレットの段落タブに切り替えます。 

QuarkXPressでは、新しいクイックボタンに加えて、正方形の箇条書きスタイル、チェ

ックマークの箇条書きスタイル、小文字の番号付けスタイル、小文字のローマ数字のス

タイルなど、いくつかのデフォルトの箇条書き記号スタイルと箇条書き自動番号スタイ

ルが追加されました。 

ギリシャ語とロシア語の箇条書き自動番号の書式

箇条書き自動番号スタイルに、4つの新しい自動番号の書式（ギリシャ語とロシア語に

それぞれ2つ）が追加されました。QuarkXPressをこうした自動番号の書式に対応させ

るというお客様からの長年のご要望に対応した形になります。新しい箇条書き自動番号

の書式は、Microsoft Wordのインポート・エクスポート機能を使用した場合、きちんと

統合されます。 
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外部アプリケーションからのペースト操作を定義するための設定 

今まで最も多かったお客様からのご要望に対応して、QuarkXPressでは、外部アプリケ

ーションからのペースト操作をコントロールするためのアプリケーションレベルの環境

設定が可能になりました。このオプションは、環境設定（Preferences）ダイアログの入

力設定タブにあります。 

ユーザーは、外部アプリケーションからコンテンツを貼り付けるときにソースの書式を

保持したくない場合に、設定を変更できるようになりました。  

 

ユーザーが テキストを選択した場合、デフォルトとして、テキストコンテンツだけ•

がペーストされ、すべてのソースの書式 （テーブル、ハイパーリンクなど） が失わ

れます。  

ユーザーが「書式設定あり（With Formatting）」を選択すると、RTFでサポートさ•

れているすべてのテキストコンテンツ、テーブル、ハイパーリンクなどが、コンテ

ンツの貼り付け時に保持されます。 
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複数のアイテム（ボックス）の回り込み 

QuarkXPressユーザーの生産性を向上するために、よく使う便利な機能に簡単にアクセ

スできるようにしました。その一例が、アイテム（ボックス）の回り込み機能です。多

くの場合、QuarkXPressドキュメントには多くのアイテムが含まれており、複数のアイ

テムに個別に回り込みを適用するのは時間がかかりました。 

新しいQuarkXPressではメジャーパレットの回り込みタブからワンクリックで複数のア

イテム（またはグループ化されたアイテム）に回り込みを適用できるようになりました

。 

 

注：現在、アイテムタイプの回り込みだけを、複数の選択されたアイテムに実行するこ
とができます。 
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選択したテキストのワード数カウント 

私たちは、定量化が可能な世界に住んでいて、ドキュメント処理に関して数字がますま

す重要になっています。そのため、多くのお客様のご要望に応じて、現在ご利用になれ

る文字に、文字カウント機能を追加しました。テキストの特定の部分にあるワード数を

確認するには、ワード数をカウントするテキストを強調表示し、ユーティリティメニュ

ー＞Word and Character Count（ワード数と文字数）＞選択を選びます。 
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オプションのタブルーラー

アクティブなテキストツールでは、メジャーパレットの段落/タブ（Paragraph/Tabs）

タブでは、アクティブなテキストボックスの上にルーラーが常に表示されます。場合に

よっては、コラムが選択できなかったり、ボックスの上部フレームが隠れてしまうこと

があります。 

そのためView（表示）メニューを 使用して、タブルーラーの表示を コントロールでき

るようにしました。デフォルトでは、タブルーラーは表示されます。設定はレイアウト

レベルとなります。ダブルルーラーの設定はドキュメントとともに保存されます。 
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出力フォントの収集機能の拡張 

QuarkXPress 2020のフォント管理は、最も便利な機能の1つです。QuarkXPressドキュ

メントで使用されているすべてのフォントを収集することが、既存の機能をサポートす

るための最終的な目標になります。以前は、ユーザーがプロジェクトファイルに対して

CFO（出力フォントの収集）機能を実行すると、ドキュメントで使用されているフォン

トのみが収集されました。今回の機能強化により、QuarkXPressでは、未使用のマスタ

ーページのボックスで使用されているフォントと、未使用のスタイルシートで適用され

ているフォントが収集できるようになりました。そのため後でプロジェクトで未使用の

マスターページまたは未使用のスタイルシートを使用しても、これらのフォントを見逃

すことがなくなりました。 

注：これは、出力フォントの収集機能のデフォルトの動作です（個別のユーザーインタ
ーフェイスオプションはありません）。
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の新機能

QuarkXPress 2020（v16.0） 

新機能と機能強化 

本書では、QuarkXPress 2020（v16.0）の次のような新機能および機能強化について紹

介します。 

テキストと組版

QuarkXPressでのフォント管理  •

段落スタイルシートでのアウトラインインデントレベル  •

列フローのための維持オプション  •

スペルチェック •

ユーザーインターフェイスとユーザビリティの強化

Windows上に表示されるカスタムキーボードショートカット  •

Windows上に表示される環境設定（Preferences）ダイアログのサイズ変更 •

環境設定（Preferences）の下のツールの環境設定（Tools Preferences）> •

Windows上のレイアウト 

デザインとレイアウト

変更可能なページサイズ •

ページの複製 •

IDMLの機能強化 •

デジタルパブリッシング

フレックスページビルダー（Flex Page Builder）  •

フレックスカスタムHTML（Flex Custom HTML）  •

グラフィック

ArtBoxとBoundingBoxを伴うPDFのインポート  •
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テキストと組版

でのフォント管理

QuarkXPress 2020は、どこでも、どのようなファイルシステムやネットワークからで

もフォントを一時的に、あるいは不変的に有効化したり無効化したりすることができる

新しいフォント管理機能を提供します。これによりユーザーはフォントを効果的に管理

すると同時に、いずれかのサードパーティのXTensionsやユーティリティへの依存性を

排除することができます。 

なぜ自分のフォントを管理することが必要なのか？

フォントは、いわばご自身が使いこなすべきツールです。このためそれらがどこにある

のかを把握し、それらをいつ、どのように使用するべきなのかを知っておく必要があり

ます。大量のフォントを保有しているときは、それらを効果的に管理することが必要不

可欠です。 

フォントを適切に管理しない場合に起きる問題：

システムにフォントをインストールした際、アプリケーション内のフォントメニュ•

ーがナビゲートしづらくなります。 

プロジェクトにおいて使用されるフォントは、たとえ同じものでもバージョンが異•

なっている場合があります。 

新しいアプリケーションをインストールすると、フォントに予期せぬ変更が生じる•

ことがあります。 

壊れたフォントや不足しているフォントを新しいものと置き換えたり、重複したフ•

ォントを取捨選択していると、生産性のロスとなります。 

でのフォント管理は、 つのサブカテゴリに分けられます

。

1.文書フォント（Document Fonts）の読み込み： 

該当するプロジェクトと同じ場所に配置されている場合、Document Fontsフォルダ•

とその下位フォルダからそのプロジェクトのためのフォントを一時的に有効化しま

す。 

フォルダ名が「Fonts」、あるいは対応するローカライズ済みの名前のみである場合•

、Document Fontsフォルダからフォントを有効化します。 

Document Fontsフォルダに存在するフォントは、読み取れるフォントであれば不足•

しているフォントとしては扱われません。 

Document Fontsは、フォントメニュー内に個別のグループとして表示されます。 •

Document Fontsの優先度は最も高く、それに次いでApplication Fontsが高い優先•

度を有し、System Fontsは一連のフォントの中では優先度が最も低くなっています

。複数のフォントの配置場所に同じフォントファミリーが存在する場合：

Document Fonts、Application Fonts、System Fonts、そして最も高い優先度を持

つフォントフォルダに存在するフォントスタイルのみが、それらのフォルダに存在

するフォントスタイルの数が異なっていても列挙されます。 
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Document Fontsフォルダに同じフォントが含まれていてもフォントのフォーマット•

が異なっている場合、単一のフォーマットのフォントが列挙され、フォントのフォ

ーマットに定義された優先度はOTF、TTC、TTF、Type1、CID、Bitmapの順となり

ます。 

Document Fontsフォルダに複数のフォントスタイルを持つフォントファミリーが含•

まれていてもフォントのフォーマットが異なっている場合、単一のフォーマットの

フォントスタイルが列挙され、フォントのフォーマットに定義された優先度はOTF

、TTC、TTF、Type1、CID、Bitmapの順となります。 

Usageダイアログでは、プロジェクトにおいて使用されるフォントが正しいフォント•

パスを表示します。 

あるプロジェクトを閉じるときに、そのプロジェクトのDocument Fontsが無効化し•

ます。 

あるプロジェクトのDocument Fontsは、他の新しいプロジェクトや既存のプロジェ•

クトのために使用することはできません。ただし、開かれたプロジェクトが存在し

ているフォルダやパスの中で既存のプロジェクトがそのプロジェクトに並置される

場合を除きます。 

Document Fontsを伴う複数のプロジェクトが同時に開かれる場合、フォーカスされ•

ているプロジェクトのDocument Fontsが有効化します。 

Document Fontsを伴う開かれたあるプロジェクトから新しいプロジェクトへテキス•

トやテキストボックスをコピー＆ペースト（貼り付け）したりドラッグ＆ドロップ

したり、あるいはサムネイルによるページのドラッグを行ったりすると、アプリケ

ーションフォントやシステムフォントに同じフォントがインストールされていない

限り、ソースプロジェクトのDocument Fontsが移動先のプロジェクト内で不足して

いるフォントとして現れます。  

フォントに関する他のすべての機能は、以前と同様に発揮されます。 •

の新機能
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Document Fonts 

  

  

  

  

  

  

  

2.ユーザが指定する場所から不足しているフォント（Missing Fonts）を解消します。 

環境設定（Preferences）ダイアログでは、フォント管理のためにアプリケーション•

レベルで新しいペインが存在しています。  

1つ、または複数のフォントフォルダを追加したり、削除したりして、不足している•

フォントを検索したり、置き換えたりすることができます。  

プロジェクトファイルを開きながら、Wordファイルをインポートしながら、Excel•

ファイルをインポートしながら、IDMLファイルを開きながら、あるいはネイティブ



（ ）

のオブジェクトに変換しながら、ユーザー定義のフォントフォルダから不足してい

るフォントを自動的に有効化することを選択できます。 

 

ユーザが指定する場所から不足しているフォント（Missing Fonts）を解消する 

不足しているフォントを自動的に有効化することを選択しない場合、不足している•

フォント（Missing Fonts）ダイアログの「フォルダの中を検索（Search in Folders

）」オプションを使ってユーザー定義のフォントフォルダから不足しているフォン

トを手動にて有効化することができます。 

 

不足しているフォント（Missing Fonts）ダイアログの「フォルダの中を検索（Search in 

Folders）」オプション 

不足しているフォントを有効化せずに手順を進めることを選択した場合、使用（•

Usage）ダイアログの「フォルダの中を検索（Search in Folders）」オプションを使

ってユーザー定義のフォントフォルダから不足しているフォントを手動にて有効化

することができます。 

の新機能
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環境設定（Preferences）で指定されている不足しているフォントのフォルダから、•

解消したい不足しているフォントを1つ以上選択することができます。 

 

使用（Usage）ダイアログの「フォルダの中を検索（Search in Folders）」オプション 

不足しているフォントは、現在のプロジェクトのために一時的にのみ有効化します•

。 

あるプロジェクトを閉じるときに、そのプロジェクトの置き換えフォントが無効化•

します。 

3.アプリケーションレベルでのフォントの自動的な有効化：

アプリケーションフォントフォルダがデフォルトにて、以下に示す場所で使用可能•

になっています。 

 Mac： 

ルートレベル： フォントは、すべてのユーザーが使用することができます。（

/Library/Application Support/Quark/Fonts） 

ユーザーレベル： フォントは、ある特定のユーザーが使用することができます。（

~/Library/Application Support/Quark/Fonts） 

Windows： 

ルートレベル： フォントは、すべてのユーザーが使用することができます。（

ProgramData > Quark > Fonts） 

ユーザーレベル： フォントは、ある特定のユーザーが使用することができます。（

Users/<current user>/AppData/Local/Quark/Fonts） 

ユーザーは、いずれか、または両方のアプリケーションフォントフォルダでフォン•

トをインストールしたり、コピー＆ペースト（貼り付け）したりすることができま

す。一方のフォルダではすべてのユーザーが使用できるフォントをインストールす

ることができ、他方のフォルダではある特定のユーザーが使用できるフォントをイ

ンストールすることができます。  

アプリケーションフォントフォルダのうち、ルートレベルのアプリケーションフォ•

ントは最も高い優先度を持ち、それに続いてユーザーレベルのアプリケーションフ

ォントが高い優先度を持ち、さらにそれに続いてデジタルパブリッシングフレック
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ステンプレートと共にパッケージ化されているアプリケーションフォントがフォン

トの列挙の間に最も低い優先度を持ちます。複数のアプリケーションフォントフォ

ルダに同じフォントファミリーが存在する場合：ルートレベル、ユーザーレベル、

デジタルパブリッシングフレックステンプレート、そして最も高い優先度を持つフ

ォントフォルダに存在するフォントスタイルが、たとえそれらのフォルダに存在す

るフォントスタイルの数が異なっていても列挙されます。  

アプリケーションフォントフォルダに同じフォントが含まれていてもフォントのフ•

ォーマットが異なっている場合、単一のフォーマットのフォントが列挙され、フォ

ントのフォーマットに定義された優先度はOTF、TTC、TTF、Type1、CID、Bitmap

の順となります。  

アプリケーションフォントフォルダに複数のフォントスタイルを持つフォントファ•

ミリーが含まれていてもフォントのフォーマットが異なっている場合、単一のフォ

ーマットのフォントスタイルが列挙され、フォントのフォーマットに定義された優

先度はOTF、TTC、TTF、Type1、CID、Bitmapの順となります。  

アプリケーションフォントフォルダにインストールされているフォントは、•

QuarkXPress 2020、および今後のQuarkXPressリリースのみに使用することができ

ます。  

アプリケーションフォントフォルダにインストールされているフォントは、•

QuarkXPress以外のアプリケーションのために使用することはできません。  

アプリケーションフォントフォルダにインストールされているフォントは、•

QuarkXPressアプリケーションを立ち上げるときに自動的に有効化し、新しい、な

らびに既存のすべてのプロジェクトのために使用することができます。 

アプリケーションフォントフォルダからフォントを削除すると、そのフォントは無•

効化します。 

Usageダイアログでは、プロジェクトにおいて使用されるフォントが正しいフォント•

パスを表示します。 

  

段落スタイルシートでのアウトラインインデントレベル 

アウトラインスタイルのインデントレベルを指定することができるように段落スタイル

シートの機能が強化されており、ユーザーは適切なインデントレベルを伴うスタイルシ

ートのみを使用することでアウトラインリストの作成を自動化することができます。ス

タイルシートは、リスト項目のインデントレベルを認識することになります。ユーザー

は、コンテンツ自動化フローでマルチレベルTOCを生成する際にこれが必要となります

。なぜなら、自動的に生成されたTOCへのエントリのためにインデントレベルを指定す

る方法がないためです。これはまた、XPress-Tagファイルを通したコンテンツのフロー

の自動化にも役立ちます。 

ナンバリングのために段落スタイルシートダイアログに個別のタブを追加します。•

これには、ナンバリングに関連するすべてのオプションが含まれています。 

レベルフィールドは、アウトラインスタイルが選択されているときにのみ有効化し•

ます。 

スタイルレベルでの新しい開始番号（Start At）オプション。 •

ナンバリングを自動的に再開するためのいくつかのオプションをもたらします。 •

の新機能
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ある特定のレベルの後にナンバリングを再開する。ユーザーは、使用可能ない

ずれかのレベルや、以前のいずれかのレベルをポップアップから選択し、レベ

ル番号をフィールドに入力することができます。 

段落スタイルに干渉した後にナンバリングを再開する。ユーザーは、指定され•

た段落スタイルシートの後にナンバリングの再開を選択することができます。 

ナンバリングの再開を選択しないときは、「Restart Numbering After（後でナ•

ンバリングを再開する）」のチェックマークを外してください。  

 

段落スタイルシートでのアウトラインインデントレベル 

列フローのための維持オプション 

ウィドウ／オーファンの制限（Keep Lines Together）および次段落との分割不可（•

Keep with Next）の属性を使用して、さまざまな列またがりの段落を維持します。 

この機能は、QuarkXPress 2020以降で作成された新しい文書、すなわちテキストバ•

ージョンが16.0以降の文書で発揮されます（レガシー文書を開いている場合、もし

くはそのような文書について作業をしている場合、変化はありません）。  

レガシー文書にもこの新しいテキストフローを適用したいときは、「Alt + Open」•

でこの機能が利用可能です。 
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列フローのための維持オプション 

スペルチェック

このバージョンには、ドイツ語と英語の辞書に向けた最新のアップデート、ならびに中

核論理とすべての言語における変更事項が含まれています。 

ユーザーインターフェイス

上に表示されるカスタムキーボードショートカット 

長年の経験によって、QuarkXPressのキーボードショートカットは、見ている人にはユ

ーザーが何をしたのかわからないほど高速に作業ができるようなレベルまで拡張され、

磨きがかかっています。Windows上でカスタムキーボードショートカットがサポート

されているため、お気に入りの組み合わせがあれば自分だけのショートカットキーを定

義するだけで、パレット、ダイアログにすぐにアクセスし、ご自身のデザイン作業を実

施することができます。 

 

Windows上に表示されるカスタムキーボードショートカット 

上に表示される環境設定（ ）ダイアログのサイズ

の新機能
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変更 

QuarkXPress 2020では、環境設定（Preferences）のダイアログのサイズをWindows上

で変更することができます。 

環境設定（ ）の下のツールの環境設定（

） 上のレイアウト 

環境設定（Preferences）の下のツールの環境設定（Tools Preferences）> Windows上

のレイアウトが簡素化されています。これは、ツールの環境設定（Tools Preferences）

の多くが編集メニューの「選択ボックスからツールの環境設定を設定（Set Tool 

Preferences From Selected）」と「ツールの環境設定をデフォルトに復元（Restore 

Tool Preferences To Defaults）」に移行されているためです。 

デザインとレイアウト

変更可能なページサイズ 

QuarkXPress 2020では、変更可能なページサイズ（さまざまなサイズのページが混在

する状態）でレイアウトをデザインすることができます。たとえば、縦向きまたは横向

きでレイアウトをデザインすることができます。  

ページレイアウトパレットからマスターページを作成するための新しいユーザーインタ

ーフェースが存在します。そこでは、ユーザーがページの寸法と向き、ならびにマスタ

ーの名前を与えることができます。 
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変更可能なページサイズ  

  

 

変更可能なページサイズ 

の新機能
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ユーザーは、既存のマスターページの寸法を編集することもできます。ページレイアウ

トパレットにコンテキストメニューアイテム「Edit Master（マスターを編集する）」が

加えられており、既存のマスターページの寸法を編集することができます。元々のマス

ターページとは寸法が異なる変更可能なマスターページを追加するとき、または元々の

マスターページの寸法を編集するときに、ページレイアウトパレットのマスターページ

に上書きされた記号が表示されます。これは、変更可能なページサイズを示しています

。ページレイアウトパレット内のマスターページ上にマウスを合わせると、ツールチッ

プにマスターページの上書きされた属性が示されます。 

  

  

 

変更可能なページサイズ 
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変更可能なページサイズ 

  

ページの複製

QuarkXPress 2020では、単一の、あるいは複数のページを容易に複製することができ

ます。容易にアクセスできるメニューオプションで選択されたページを複製する機能を

ページレイアウトパレットに追加しています。複製されたページは、現在選択されてい

るページの最後のページの後に挿入されます。 

の新機能
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ページの複製 

の機能強化

InDesign File Importの機能をさらに強化するため、QuarkXPress 2020ではHyperlinks

（ハイパーリンク）、Index Entries（索引の見出し語）、Table of Contents（目次）

、およびLayouts with Variable Pages Sizes（変更可能なページサイズを伴うレイアウ

ト）をサポートしています。 

このためこれらの特性を手作業にて追加する必要がないため、デザイナーは生産性を高

め、作業時間を節約することができます。 
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デジタルパブリッシング

フレックスページビルダー（ ）

フレックスページビルダー（Flex Page Builder）にはドラッグ＆ドロップのコンポーネ

ントが備わっているため、フレックスレイアウト（Flex Layout）の作成を迅速に行う

ことができます。「フレックスページビルダー（Flex Page Builder）」という新しいパ

レットを導入しました。これには、ご自身のレイアウトにおいて使用できる応答性コン

ポーネントが100以上も備わっています。 

 

フレックスページビルダー（Flex Page Builder） 

の新機能
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これらのコンポーネントは、Call to Actions（行動喚起）、Testimonials（証明）、

Features（特性）、Headers（ヘッダー）、Footers（フッター）、Teams（チーム）、

Pricing Tables（価格表）など、さまざまな種類のセクションに分けられます。これら

のコンポーネントのあらゆる側面を変更することができます。コンテンツだけでなく、

応答性の挙動にも変更を加えることができます。これらのコンポーネントはいくつかの

共通する色、段落、文字スタイル、ならびにアイテムスタイルを使用しています。必要

性に応じてこれらのアセットを変更して、これらのコンポーネントの見栄えを調整する

ことができます。 

フレックスカスタム （ ） 

Custom HTMLにより、カスタムHTML、CSS、ならびにJavaScriptコードを実質的にサ

イト上のいずれの場所にも挿入することが可能となります。サードパーティのウィジェ

ットやインタラクティブ機能を追加する必要がある場合、もしくは単にフレックスレイ

アウト（Flex Layouts）が現在提供しているもの以外のカスタム機能を組み込みたい場

合、埋め込まれたカスタムコードでそれらを行うことが可能です。 

Custom HTMLは、HTML 5パレット上での追加的なインタラクティブ機能として使用

することができます。 
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フレックスカスタムHTML（Flex Custom HTML） 

  

  

の新機能
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フレックスカスタムHTML（Flex Custom HTML） 
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グラフィック

と を伴う のインポート

QuarkXPress 2020では、PDF形式でインポートするという形で「使用する境界ボックス

」のためのオプションをさらに2つ追加しています。 

ArtBox： ユーザーは、PDF形式で指定されるArtBoxの境界を伴うPDFをインポー

トすることができます。  

BoundingBox： 境界ボックスのオプションがあることで、ユーザーはPDFのオブ

ジェクトに境界を切り抜いた形でPDFをインポートすることができます。 

 

ArtBoxとBoundingBoxを伴うPDFのインポート

の新機能



法律上の注記

の新機能

法律上の注記 
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