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QuarkXPress 2022 (v18.6) 解決済みの問題 

起動中に「QuarkXPressのアクティベーションファイルは破損しています。●

[379]」というキーチェーンのエラーを示すアラートが表示される。(265210) 
(macのみ) 

システムがプロキシサーバー経由でオンライン接続されていても、アプリケ●

ーションが猶予期間と見なされる。(267418) 

［検索／変更］で書体属性を検索できない。(267521) ●

［属性を無視する］のチェックを外し、テキストを検索し置換すると、イタ●

リック体が標準フォントに変換される。(268465) (macのみ) 

スライダー／カーソルキーを使用するか、またはメジャーパレットの不透明●

度フィールドに値を入力して不透明度を100%に設定しようとすると、直線と
フリーハンド描画ツールを使って描いた線の場合、 後に適用された不透明
度の値に変更される。(245077) 

画像の名前が正しく表示されない。画像の名前に特殊文字が含まれている場●

合、AppleScriptにより画像特性が取得され、名前の末尾が切り捨てられる。
(265721) 

ドキュメント名に「#」を含むレガシードキュメントは、レガシー・ドキュメ●

ント・コンバーターを使って変換することができない。(266383) 

テーブルが破損している場合、それに続くヘッダ行のデータが失われる。●

(268075) 

1ビット深度の画像を含むドキュメントをスクロールするときにクラッシュ●

する。(269275)(Windowsのみ) 

読み込んだPDF画像をネイティブのQuarkXPressオブジェクトに変換すると●

、PDFファイルの画像が回転して出力されることがある。(219461) 

空白の領域／画像ボックスにコンテンツ変数をドラッグ＆ドロップすると、●

QuarkXPressがクラッシュする。(266253) (macのみ) 

QuarkXPress 2021が別のユーザー資格でアクティブ化されている場合、●

QuarkXPress 2022の起動時に「QuarkXPressのアクティベーションファイル
は破損しています。」という警告が表示される。(265265) 

QuarkXPressが何らかの理由でライセンス情報を読み取ることができない場●

合、起動中に「アクティベーションファイルが破損しています。」という誤っ
たアラートが表示される。(262374)
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QuarkXPress 2022　解決済みの問題 

Nalperionログファイルのサイズが120GBまで終了するたびに増加する。●

(231253) 

WindowsでPhotoshop 22.4 to 22.5.0 (CS 2021)のレイヤー効果を使用して作●

成したPSD画像がQuarkXPressに読み込めない。(237545) 

複数選択されたチャプターを PDF として書き出すとき、選択された 後のチ●

ャプターに対してのみPDFが生成される。(159221) (Windowsのみ) 

コンテンツ変数がある場合、レイアウトページとマスターページを切り替え●

た後、テキストボックスの削除を元に戻した後にテキストボックスを移動す
るとクラッシュする。(240761) 

垂直ルーラーでルーラー番号とインチマークが一致しない。(230799) ●

(Windowsのみ) 

テーブルに結合セルが含まれる場合、テーブルの行や列の挿入／削除中に問●

題が発生したりクラッシュしたりする。(221294) 

最初のボックス以外で、一連のテキストを含むボックスにショートカットで●

太字／斜体のフォントスタイルを適用したり削除したりしても、テキストが
反応しない。(259645) 

PDF／EPS画像の名前に「?」が含まれている場合、インポートしようとする●

と「File not Found」アラートが表示される。(227772) (macのみ) 

多数の画像ボックスを含むプロジェクトを開いた後に起動すると、使用状況●

ダイアログボックスが空白で表示される。(242570) (Windowsのみ) 

ICCプロファイルベースのインデックス付きCMYK画像（PDF）は、レンダリ●

ングしたり出力したりすると破損する。(229611) 

複数のコマンドで描写されたサブシェープセグメントでポリゴンパスを持つ ●

PDF を読み込むとクラッシュする(253994) (Windowsのみ) 

QuarkXPress プロジェクトから画像をコピーペーストする際のパフォーマン●

スが向上した。(257636) 

多数のオブジェクトを含むプロジェクトでのレイヤーパレットのパフォーマ●

ンスが向上した。(228096) 

テーブルを含むグループ化されたアイテムを再度コピーするときにクラッシ●

ュする。(251636) 

ピクチャーボックスが選択されている場合、アップルスクリプトを使用して●

ピクチャーを削除するときにクラッシュする。(230046) (macのみ) 
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ユーザー名にアクセント記号や特殊文字を含む場合、IDMLファイルを開く際●

にQuarkXpressがクラッシュする(256105)
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QuarkXPress 2022  (v18.0.1) 解決済みの問題 

ソース設定の作成／複製／編集を行うと、QuarkXPress がクラッシュする。●

(240932、v18.0以降) (macのみ)
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QuarkXPress 2022 (v18.0) 解決済みの問題 

Honorのページの幅と高さの画面解像度で、DPIを手動で設定しなくても、レ●

イアウトが「実際のサイズ（100％）」で表示される。(41531) 

並べて表示されたプロジェクトで、タイトル／プロジェクトバー、レイアウ●

トタブ、スクロールバー、ルーラー、アイコンなど、表示に関する複数の問
題が発生する。 (199286) （Windowsのみ） 

添付の顧客ドキュメントをスクロールするとQuarkXPressがクラッシュする●

。(215643) （Windowsのみ） 

IDMLをインポートした後、QuarkXPressプロジェクトでほとんどのインデッ●

クスエントリが見つからない。(207611) 

ペーストボード上のオブジェクトをスクロールやパンをしたり、移動したり●

すると、レイアウトやペーストボードのオブジェクトが消えてしまう。
(185893) 

他のアプリケーションからコピー＆ペーストしたオブジェクトのテキストコ●

ンテンツが、プロジェクトを保存し、終了したあと再度開くとなくなる。
(214738) 

単語の長さがバッファサイズよりも短い場合、「すべて置換」を使用してス●

ペルミスのある単語を置換する際にクラッシュする。(220455) 

特定のIDMLドキュメントをインポートすると、一部のテーブルの高さが正し●

くない。(220846) 

マスターページでコンテンツ変数の挿入とテキストボックスの作成を元に戻●

した後、新しいボックスを作成するとクラッシュする (230126) 

Excelのテーブルコンテンツの制限を超えた場合、大きなサイズのExcelファ●

イルをインポートする際に「プレースホルダービューに切り替えられません」
というアラートが継続的に表示される。(219077) 

iOS15で「ダウンロードできません」という問題が発生する。(224564) (macの●

み) 

Photoshop 2022でレイヤー効果を使って保存したPSD画像がQuarkXPressに●

読み込まれない。(230020) 
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QuarkXPress 2022 の既知の問題 

使用状況ダイアログで、脚注テキストの存在しないフォントを置き換えるこ●

とができない。(231448) 

テキストシェーディングスタイルパレットが開いているとき、ブックマーク●

パレットにブックマークをドラッグ・アンド・ドロップできない。(231500) 
(Windowsのみ) 

InDesign ショートカットを現在のショートカットセットとして選択し、アプ●

リケーションを終了して再起動した場合、環境設定 > キーショートカットに 
InDesignショートカットが二重に表示される。(230207) (Windowsのみ)

If a quark – in science – is the basis for all matter, then Quark – the company – is the basis for all content. The company 
revolutionized desktop publishing and today provides content design, automation and intelligence software for end-to-
end content lifecycle management. Customers worldwide rely on Quark to modernize their content ecosystems so they 
can create complex print and digital layouts, automate omnichannel publishing of mission-critical documents, and 
analyze production and engagement insights for the greatest return on their content investments. 
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