
ヘルプとチュートリアル
ADOBE® DIGITAL PUBLISHING SUITE

2014 年 5 月

リンクしている一部のコンテンツは英語でのみ表示される場合があります。



はじめに
DPS 関連ビデオ
記事  (2012/02/01)

DPS 概要ガイド
記事  (2012/11/20)

1

http://tv.adobe.com/jp/show/learn-digital-publishing-suite/
http://tv.adobe.com/jp/show/learn-digital-publishing-suite/
http://www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/products/digital-publishing-suite-family/pdfs/dps-getting-started-guide-april.pdf
http://www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/products/digital-publishing-suite-family/pdfs/dps-getting-started-guide-april.pdf


DPS ファーストステップガイド

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

DPS Publisher 概要ガイド
Professional または Enterprise で DPS サブスクリプションをご購入の場合は、Adobe DPS 概要ガイド（PDF）（英語のみ）を参照してくださ
い。
ビデオチュートリアル
Colin Fleming 氏による、Digital Publishing Suite ツールの使い方に関するビデオがいくつか公開されています。これらのビデオチュートリアルに
ついては、AdobeTV で視聴できます。
AdobeTV - Learn Digital Publishing Suite（英語のみ）
DPS 学習チャンネルのビデオ以外に、AdobeTV - Digital Publishing Channel（英語のみ）でも様々なビデオをご覧いただけます。
Web チュートリアル
DPS ワークフローの基本的な概要を学ぶには、サンプルアセットをチュートリアルからダウンロードして、お試しください。

Digital Publishing Suite Tips - 無料アプリ

関連トピック

この無料の iPad アプリケーションをダウン
ロードしてインタラクティブオーバーレイの
例を表示し、デジタルパブリッシングの基本
技術と高度な技術を習得してください。...
詳細
http://www.adobe.com/go/learn_dps_tips_jp

提供者 Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

専門知識を投稿：
Adobe Community Help
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DPS ツールのインストール

注意：

Adobe Digital Publishing Suite は、InDesign CS5 以降で利用できます。InDesign CC または CS6 用のすべてのツールをインストールするに
は、InDesign でヘルプ／アップデートを選択して、DPS Desktop Tools インストーラーを実行します。InDesign CS5/5.5 用のすべてのデジタルパ
ブリッシングツールをインストールするには、2 回のインストールが必要です。Folio Producer ツールと Folio Builder パネルの両方をインストー
ルします。
Desktop Viewer などの AIR アプリケーションを実行するには AIR 2.x が必要です。最新バージョンの AIR は、http://get.adobe.com/air/ で入手で
きます。
ツールのインストールがうまくいかない場合は、後述の「一般的なインストールの問題」を参照してください。
インストール用リンク
InDesign CC/CS6

CC/CS6 DPS Desktop Tools（Windows）
CC/CS6 DPS Desktop Tools（Mac OS）
InDesign CS5.5/CS5

CS5.5/CS5 Folio Producer ツール（Windows）
CS5.5/CS5 Folio Producer ツール（Mac OS）
CS5.5/CS5 Folio Builder パネル（Windows）
CS5.5/CS5 Folio Builder パネル（Mac OS）
DPS App Builder（Mac OS のみ）
DPS App Builder

DPS Desktop Tools のインストール（InDesign CS6）

InDesign で、ヘルプ／アップデートを選択し、DPS Desktop Tools をアップデートします。
DPS Desktop Tools のインストーラーによって、Folio Overlays パネル、Folio Builder パネル、必要な InDesign プラグイン、DPS App
Builder、および Desktop Viewer がインストールされます。

新しいバージョンがリリースされた場合、最新のインストーラーが InDesign アップデートのインストーラーに追加されるまでに数日
かかる場合があります。この期間中、Folio Builder パネルのリンクをクリックするか上記のリンクを使用して最新のインストーラーをダウン
ロードすれば、DPS Desktop Tools をアップデートできます。

Folio Producer ツールと Folio Builder パネルのインストール（InDesign CS5/CS5.5）

1. InDesign を終了します。

2. DPS ツールをインストールします。
Windows：Folio Producer ツールのダウンロード（Windows）
Mac OS：Folio Producer ツールのダウンロード（Mac OS）

3. Folio Builder パネルをインストールします。
Windows：Folio Builder パネルのダウンロード（Windows）
Mac OS：Folio Builder パネルのダウンロード（Mac OS）

モバイルデバイスへの Adobe Content Viewer のインストール
iPad、Android デバイスまたは PlayBook を使用する場合は、最新バージョンの Adobe Content Viewer をオンラインストアからインストールしま
す。オンラインストアで「Content Viewer」を検索します。
DPS Desktop Tools のアップデート（InDesign CS6）
新しいツールセットがリリースされたら、InDesign でヘルプ／アップデートを選択して、DPS Desktop Tools をアップデートします。以前の
Viewer（v20 以降）と互換性のある Folio を作成する必要がある場合は、Folio Builder パネルを使用して、ターゲットの Viewer のバージョンを指
定できます。
Folio Builder パネルおよびオーサリングツールのアップデート（InDesign CS5/CS5.5）
Digital Publishing Suite のツールは頻繁にアップデートされます。新規リリースが存在する場合は常に、Web 上の Folio Producer Service がアップ
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デートされます。Folio Builder パネルには独立したインストーラーがあり、ツールをアップデートせずに、このパネルを個別にアップデートでき
ます。Web クライアントがアップデートされた場合は、Web クライアントと Folio Builder パネルの同期を維持するために Folio Builder パネルを
アップデートする必要があります。
Folio Builder パネルをアップデートしても、オーサリングツールはアップデートされません。
Folio Builder パネルのアップデートは、Adobe ダウンロードページで入手可能です。
Windows：Folio Builder パネルのダウンロード（Windows）
Mac OS：Folio Builder パネルのダウンロード（Mac OS）
新しいバージョンがリリースされたときに、オーサリングツールをアップデートすることもできます。オーサリングツールをアップデートした場
合、公開する Folio は、v20 よりも前のバージョンの Viewer とは互換性がありません。v20 以降のバージョンの Viewer の場合、オーサリング
ツールを更新し、Folio の作成時に Viewer バージョンを指定できます。Folio を作成するを参照してください。
InDesign CS5/CS5.5 では、古いカスタム Viewer（v19 以前）との互換性を維持するために、Folio Producer の以前のツールセットに復帰すること
が必要になる場合があります。Folio Producer ツールをアンインストールしてから、適切なバージョンをダウンロードしてインストールします。以
前のツールは次のページで入手できます。
Windows：以前の Folio Producer ツールのアーカイブ（Windows）
Mac OS：以前の Folio Producer ツールのアーカイブ（Mac OS）

一般的なインストールの問題
デスクトップ用 Adobe Content Viewer が上手くインストールできない
DPS Desktop Tools または Folio Producer ツールをアップデートする際にデスクトップ用 Adobe Content Viewer（別名「Desktop Viewer」） を
インストールできないことがあります。これを解決するには、デスクトップ用 Adobe Content Viewer を手動でインストールします。そのために
は、AdobeContentViewer.air ファイルをダブルクリックします。
注意：64 ビット版の Windows を使用している場合や、InDesign CS5/CS5.5 Folio Producer ツールをインストールしている場合は、場所が少し異
なります。
Mac OS：/Library/Application Support/Adobe/Installers/AdobeDigitalPublishingCS6/ContentViewer/AdobeContentViewer.air

Windows：C:¥Program Files¥Common Files¥Adobe¥Installers¥AdobeDigitalPublishingCS6¥ContentViewer¥AdobeContentViewer.air

詳しくは、このテクニカルノート：http://helpx.adobe.com/jp/digital-publishing-suite/kb/manual-install-content-viewer.html を参照してください。
「App をアップデートしてください」というエラーメッセージが表示される
独自ブランドの Viewer アプリケーションでユーザーが新しい Folio のダウンロードを試みると、「App をアップデートしてください。この雑誌号
はダウンロード可能になっていますが、ダウンロードするには App の新しいバージョンが必要です。」というメッセージが表示されます。
このエラーメッセージが表示されているとしたら、Folio の Viewer のバージョンがアプリケーションの Viewer のバージョンよりも高いということ
です。この問題を修正するには、お使いの App と互換性のある古いバージョンの Viewer を使用して Folio を公開するか、新しいバージョンの App
をストアに送信します。
詳しくは、この記事：http://helpx.adobe.com/jp/digital-publishing-suite/kb/please-update-app-download-folio.html を参照してください。
「互換性のある Digital Publishing プラグインがありません」というエラーメッセージが表示される
Folio Producer ツールのアップデート後、このエラーメッセージによって Folio Producer ツールのダウンロードが促されますが、既に最新の Folio
Producer ツールおよびパネルを所有しています。この問題は、PlugInConfig.txt ファイルに問題がある場合に発生することがあります。このファイ
ルを移動または削除すると、通常この問題は解決します。詳しくは、このテクニカルノート：http://helpx.adobe.com/jp/digital-publishing-
suite/kb/error-do-have-compatible-digital.htmlを参照してください。

アップデートの管理について説明するビデオ（英語のみ）

DPS ツールのバージョンについて（英語のみ）

Colin Fleming 氏が、どのような場合に
InDesign CS5/CS5.5 のツールをアップデー
トする必要があるかについてアドバイスして
います。... 詳細
http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

提供者 Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

専門知識を投稿：
Adobe Community Help

Bob Bringhurst 氏が、インストールされてい
るツールと Viewer を確認する方法について 提供者 Bob Bringhurst 

http://blogs.adobe.com/ind...
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デジタルパブリッシングツールのアンインストール（InDesign CS5/CS5.5）
Folio Producer ツールをアンインストールするには、次のいずれかの操作を行います。

Windows：コントロールパネル（プログラムの追加と削除）でツールをアンインストールします。
Mac OS：アプリケーション／ユーティリティ／Adobe Uninstallers にあるアンインストーラーを実行します。

InDesign CS6：デジタルパブリッシングツールは InDesign と統合されています。DPS ツールは、InDesign をアンインストールする場合にのみ削
除できます。

説明します。... 詳細
http://goo.gl/ppNzr

専門知識を投稿：
Adobe Community Help
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DPS での Adobe ID の使用
Folio Builder パネル、Digital Publishing Suite ダッシュボードおよび DPS App Builder を使用するには、有効な Adobe ID を使用してサインインす
る必要があります。
Folio Builder パネルへのサインインは任意です。サインインしない場合は、ローカル Folio の作成と Desktop Viewer またはモバイルデバイスの
Adobe Content Viewer による ローカル Folio のプレビューを行うことができます。Folio Builder パネルにサインインすると、Acrobat.com サー
バーに Folio をアップロードできます。サーバーの Folio は、モバイルデバイスにダウンロードして他のユーザーと共有できます。
Adobe ID の作成と有効性の確認（サブスクリプション未購入の場合）
DPS または Creative Cloud のサブスクリプションを購入していない場合は、DPS ツールを使用して Folio の作成および共有を行うことができま
す。個人の Adobe ID を作成するには、https://digitalpublishing.acrobat.com/ にアクセスし、「アカウントを作成」をクリックします。有効な電子
メールアドレスを使用してアカウントにサインアップします。電子メールアドレスの有効性を確認するためのメッセージがアドビから届きます。
そのメッセージを表示し、確認手続きを実行します。この Adobe ID を使用して Folio Builder パネル、ダッシュボードまたは DPS App Builder に
サインインします。
Creative Cloud メンバーシップ
Creative Cloud メンバーシップに登録している場合は、Creative Cloud アカウントを使用してサインインします。Creative Cloud アカウントを使
用して DPS App Builder にサインインすると、iPad アプリケーションを作成して Apple に申請できます。
アプリケーションに関連付けられる Adobe ID（Professional または Enterprise でサブスクリプションをご購入の場合）
個人の Adobe ID（「johnsmith@gmail.com」など）を使用して、Folio Builder パネルにサインインして Folio を作成できます。ただし、月刊雑誌
などの複数 Folio 用の Viewer アプリケーションを公開する場合は、そのアプリケーション専用の Adobe ID（「dps.publication@publisher.com」な
ど）を使用することをお勧めします。アカウント管理ツールを使用して、電子メールアカウントにアプリケーションロールを割り当てます。

 
アプリケーションの Adobe ID 
A. Folio Builder パネル B. DPS App Builder C. DPS App Builder で作成されたカスタム Viewer アプリケーションで、Folio Builder パネルで作成さ
れた Folio を表示 

Folio Builder パネルにサインインするために使用する Adobe ID は、DPS App Builder で Viewer アプリケーションを作成するときに指定する
Adobe ID（「タイトル ID」）に関連付けられます。
例えば、Sporty という名前の会社に所属していて、カヤックとサイクリングに関する雑誌を出版している場合、最良の結果を得るには、
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「dps.kayaking@sporty.com」という Adobe ID と「dps.cycling@sporty.com」という別の Adobe ID を作成します。
カヤックの Folio を作成して公開するときには、カヤックの Adobe ID（kayaking）を使用して、Folio Builder パネルと Folio Producer にサインイ
ンします。カヤックのカスタム Viewer アプリケーションを作成するときには、DPS App Builder の「タイトル ID」フィールドでカヤックの
Adobe ID（kayaking）を指定します（DPS App Builder にサインインするために使用する Adobe ID は、アカウント管理ツールでの設定によって
は、別の Adobe ID になる場合があります）。
同様にサイクリングのアプリケーションの場合は、サイクリングの Adobe ID（cycling）を使用して Folio を作成して公開し、DPS App Builder で
タイトル ID としてサイクリングの Adobe ID（cycling）を指定することになります。
カヤックの Adobe ID（kayaking）を使用して公開する Folio は、カヤックのアプリケーションに表示されます。サイクリングの Adobe
ID（cycling）を使用して公開する Folio は、サイクリングのアプリケーションに表示されます。
委任 Adobe ID の作成（サブスクリプションをご利用の場合）
委任 Adobe ID は、特定の Digital Publishing アカウントに割り当てられ、そのアカウントにのみ使用できます。電子メールアドレスを委任 Adobe
ID として使用する場合は、アカウント管理ツールを使用して委任 Adobe ID を作成します。別途 Adobe ID として使用している電子メールアドレス
は、委任 Adobe ID として使用できません。
Professional または Enterprise 版のサブスクリプションをご利用の場合は、アカウント管理ツールを使用して Adobe ID にロールを割り当てること
ができます。ユーザーは割り当てられたロールを使用して、アプリケーションを作成したり、DPS App Builder にサインインしたりできます。アカ
ウント管理ツールを参照してください。
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DPS ワークフローの概要
このワークフローの中核となるコンポーネントは Adobe InDesign です。デザインチームは InDesign を使って、レイアウトを作成し、インタラク
ティブ機能を追加します。レイアウトができたら、制作チームはレイアウトをアセンブルし、メタデータを追加し、「Folio」形式で発行します。
InDesign CS5 以降を使用しているユーザーはだれでも、デジタルパブリッシング Folio のオーサリング、プレビューおよび共有を実行できます。
ただし、商用向けのカスタムアプリケーションを作成するには、次のいずれかを行う必要があります。

Professional または Enterprise アカウントで Digital Publishing Suite のサブスクリプションを購入します。DPS サブスクリプションを購入す
ると、Apple App Store、Google Play Store、Amazon Appstore 用のアプリケーションを無制限に作成できます。Professional または
Enterprise アカウントをお持ちの場合は、Adobe DPS 概要ガイド（PDF）（英語のみ）をご覧ください。
Adobe Creative Cloud メンバーシップに登録します。Creative Cloud のメンバー登録をすると、単一 Folio アプリケーションを無制限に作成
できます（iPad のみ）。
単一 Viewer アプリケーションを作成する場合は、Single Edition ライセンスを購入します（iPad のみ）。

 
InDesign レイアウトを iPad 用の形式に変換

ステップ 1：Folio Producer ツールをインストールする
Digital Publishing Suite を初めて使用する場合は、DPS ツールの最新バージョンをインストールします。InDesign CS6 の場合は、ヘルプ／アップ
デートを選択し、DPS Desktop Tools をインストールします。InDesign CS5/CS5.5 の場合は、Folio Producer ツールと Folio Builder パネルの両方
をインストールします。Folio Producer ツールのインストーラーによって、Folio Overlays パネル、必要なプラグインおよび Desktop Viewer がイ
ンストールおよびアップデートされます。Folio Builder パネルのインストーラーでは、Folio Builder パネルのみがインストールされます。DPS
ツールのインストールを参照してください。
iPad または Android デバイスを使用する場合は、最新バージョンの Adobe Content Viewer をオンラインストア（Apple App Store、Google Play
Store または Amazon Appstore）からインストールします。
ステップ 2：InDesign でソースドキュメントを作成する
デジタルコンテンツの基本レイアウトとなる InDesign ドキュメントを作成します。InDesign CS5/CS5.5 では、各記事について、縦置き（垂直方
向）レイアウトと横置き（水平方向）レイアウトを個別のドキュメントに作成できます。InDesign CS6 では、横置きレイアウトと縦置きレイアウ
トを同じ InDesign ドキュメント内で作成できます。デザインを単一方向に制限することもできます。デジタル出版物のデザインを参照してくださ
い。
ソースコンテンツとして InDesign ファイルを使用するだけでなく、HTML ベースの記事を作成することもできます。詳しくは、HTML 記事の読み
込みを参照してください。
ステップ 3：インタラクティブオブジェクトを追加する
Folio Overlays パネルを使用して、インタラクティブオブジェクトを作成および編集します。ただし、InDesign のすべてのインタラクティブ機能
がサポートされているわけではありません。インタラクティブオーバーレイの概要を参照してください。
各オーバーレイタイプの例と操作手順を確認するには、Digital Publishing Suite Tips アプリケーションを iPad などのモバイルデバイスにダウン
ロードしてください。

ステップ 4：Folio Builder で Folio と記事を作成する
Folio Builder パネルへのサインインは任意です。有効な Adobe ID でサインインすると、作成した Folio が Acrobat.com サイトにアップロードされ
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ます。その後、同じアカウントを使用してサインインすれば、これらの Folio を Adobe Content Viewer アプリケーションにダウンロードできま
す。Creative Cloud メンバーシップに登録している場合は、Creative Cloud アカウントを使用してサインインします。有効な Adobe ID がない場合
は、https://digitalpublishing.acrobat.com/ にアクセスし、「アカウントを作成」をクリックして、画面の指示に従います。
Folio Builder パネルを使用して Folio を作成または開き、記事を追加します。個々の記事に、縦置き、横置きの 2 方向のレイアウトを含めることが
できます。Folio の作成を参照してください。
また、http://digitalpublishing.acrobat.com にある Folio Producer Organizer を使用して、Folio メタデータを編集できます。Folio Producer
Organizer を参照してください。
ステップ 5：記事をプレビューし共有する
Adobe Content Viewer で Folio をプレビューするには、Folio Builder パネルで、Folio または記事を選択して「プレビュー」をクリックしま
す。Desktop Viewer でコンテンツをプレビューするを参照してください。
iPad などのモバイルデバイス上で Folio をプレビューするには、無料の Adobe Content Viewer をデバイスにインストールし、Folio Builder パネル
で使用したのと同じ Adobe ID でサインインします。Viewer ライブラリを使用して、Folio をダウンロードして表示します。Folio と記事をプレ
ビューするを参照してください。
Folio Builder パネルの「共有」コマンドを使用して他のユーザーと Folio を共有します。他のユーザーと共有した Folio は、有効な Adobe ID を
持っているユーザーのだれでも無料で閲覧できます。Adobe ID を使用して Adobe Content Viewer にサインインすることでダウンロードできま
す。Folio を共有するを参照してください。
ステップ 6：Folio をユーザーが利用できるようにする（サブスクリプションまたは Single Edition をご利用の場合のみ）
Professional または Enterprise アカウントをご利用の場合は、Folio Producer Organizer を使用して Folio を仕上げ、Distribution Service に公開し
て利用可能にします。アセンブルと公開を参照してください。
Apple Store、Google Play Store または Amazon Appworld に掲載できるカスタム Viewer アプリケーションを DPS App Builder で作成しま
す。Creative Cloud メンバーシップに登録している場合、または Single Edition ライセンスを取得している場合は、iPad 用の単一雑誌号アプリ
ケーションを作成できます。Professional または Enterprise アカウントを所有している場合、購読（iOS および Amazon）、プッシュ通知（iOS
のみ）および Omniture 解析を有効にできます。DPS App Builder を参照してください。
ステップ 7：顧客データの解析、Folio の追加と更新を行う（DPS サブスクリプションをご利用の場合のみ）
Folio を公開した後、Digital Publishing Suite ダッシュボードの「解析」ページでユーザーデータをトラッキングします。Omniture 解析を参照して
ください。
以後、カスタム Viewer 向け複数 Folio の追加を続行します。

関連トピック
オーサリングのチュートリアル
DPS ファーストステップガイド
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Single Edition の概要

ステップ 1：基本事項を理解する

ステップ 2：デジタルパブリッシングツールをインストールする

Single Edition モデルは、iPad で表示するパンフレット、カタログ、ポートフォリオ、トレーニング教材を作成する中小規模のデザインスタジオお
よびフリーランスのデザイナーに適しています。ビルトイン Folio を含む iPad 用カスタムアプリケーションを作成するには、Adobe Creative
Cloud メンバーになるか、1 回ごとの料金を支払います。Creative Cloud の（単体サブスクリプションではなく）通常版メンバーシップに登録して
いる場合は、iPad の Single Edition アプリケーションを無制限に作成できます。

作成した Single Edition アプリケーションは iPad でのみ機能し、iPhone や Android デバイスでは機能しません。Single Edition で作成するアプリ
ケーションには、Professional および Enterprise の DPS サブスクリプションで利用できるライブラリ、ブックマーク、ソーシャルシェア、解析と
いった多数の機能は含まれません。

必要条件

Folio の作成に必要なもの

InDesign CS5 以降。

DPS Desktop Tools（Folio Overlays パネルと Folio Builder パネル）。

アプリケーションの作成に必要なもの

Mac OS X 10.6（Snow Leopard）以降を実行している Mac OS コンピューター。Apple の規定では、Mac OS コンピューターで必要な証明
書を作成して、アプリケーションをアップロードする必要があります。InDesign で Folio を作成するときには Windows コンピューターを使
用できます。

DPS App Builder。

Apple iOS デベロッパープログラムへの参加登録（年間参加費が必要）。http://developer.apple.com/jp/programs/ios/ を参照してください。

Creative Cloud メンバーシップまたは Single Edition のシリアル番号。

Single Edition のビデオおよびリソース

Creative Cloud アカウントを使用して、初心者向けページにログインし、ビデオを見たり、便利なアセットをダウンロードしたりできます。

https://creative.adobe.com/#dpsse

これらのビデオについては、AdobeTV で視聴できます。

DPS Single Edition 学習チャンネル（英語のみ）

iPad 用の Digital Publishing Suite Tips アプリケーションに含まれる「Single Edition」という号には、Single Edition モデルを使用してアプリ
ケーションを作成し、Apple に提出するための作業手順が詳しく説明されています。App Store または iTunes Store で「Digital Publishing Suite
Tips」を検索してください。

単一 Folio 用 Viewer アプリケーションの作成手順

カスタム Viewer アプリケーションを作成して Apple Store に公開する一般的な手順は次のとおりです。

InDesign を使用してコンテンツを作成する前に、プロセスの基本を理解します。ビデオを見て、チュートリアル
の手順やヘルプトピックを確認します。DPS ファーストステップガイドを参照してください。

 
Digital Publishing Suite Tips アプリケーションやその他のリソースを使用して基本事項を習得します。

InDesign CS6 の場合は、DPS Desktop Tools をインストールします。InDesign
CS5 または CS5.5 の場合は、2 種類のインストーラーを個別に実行します。最初に、Folio Producer ツールをインストールして、Folio Overlays
パネル、必要な InDesign プラグインおよび Desktop Viewer を追加します。次に、Folio Builder パネルをインストールします。DPS ツールのイン
ストールを参照してください。
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ステップ 3：Folio を作成してプレビューする

ステップ 4：Creative Cloud のサブスクリプションを購入するか Single Edition シリアル番号を取得する

ステップ 5：Step-by-Step Guide をダウンロードする

 
InDesign で使用するデジタルパブリッシングツールをインストールします。

さらに、iPad に Adobe Content Viewer をダウンロードします。Folio を作成すると、Acrobat.com の Web クライアントにコンテンツがアップ
ロードされます。その Folio をダウンロードおよびプレビューするにはこの Viewer を使用します。iPad App Store または iTunes Store で、
「Adobe Content Viewer」を検索してください。

Folio Builder パネルを使用して Folio を作成します。iPad で Adobe Content Viewer アプリケー
ションを使用して Folio をプレビューします。Folio が完成したら、Folio を選択し、Folio Builder パネルのメニューから「アプリケーションを作
成」を選択します。

Creative Cloud メンバーシップに登録
している場合は、iPad の Single Edition アプリケーションを無制限に作成できます。アドビ Web サイトで Single Edition のシリアル番号を購入す
ることもできます。お住まいの地域で Single Edition がまだ利用できない場合は、サインアップしておくと、利用可能になり次第、通知されます。

 
アプリケーションの作成に必要な Single Edition のシリアル番号を取得します。

Single Edition 向け Step-by-Step iPad Publishing Guide （英語のみ）には、必要な画像と
証明書の作成、Apple Developer としてのサインアップ、iPad アプリケーションの作成および Apple へのアプリケーションの送信に必要な情報が
示されています。

Step-by-Step Publishing Guide は DPS App Builder のヘルプメニューからダウンロードすることもできます。
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無料

Creative Cloud メンバーシップ

Single Edition

注意：

Professional Edition

Enterprise Edition

Digital Publishing Suite にかかる料金は、使用目的によって異なります。価格のオプションは次のとおりです。

InDesign CS5 以降を所有している場合は、デジタルパブリッシングツールを無料でインストールできます。Folio の作成、デスクトップおよ
びモバイルデバイスでのプレビュー、個人ユーザーとの共有が可能です。DPS ツールの使用については、Folio を公開し、カスタム Viewer アプリ
ケーションを作成してストアに掲載または非公開で配布する場合のみ追加料金がかかります。

Adobe Creative Cloud メンバーシップに登録します。Creative Cloud の（単体サブスクリプションではなく）通
常版メンバーシップに登録すると、iPad 用の単一 Folio アプリケーションを無制限に作成できます。

Creative Cloud のメンバーではない場合、1 回ごとに料金を支払って、単一 Folio を含む iPad 用カスタムアプリケーションを作成
できます。Single Edition の概要を参照してください。

Single Edition を使用して単一 Folio アプリケーションを作成する場合、追加のダウンロード料金は不要です。必要なのは Single Edition 使
用料金と Apple iOS Developer サブスクリプション料金のみです。

Professional Edition は月額料金制で、カスタム Viewer アプリケーションおよび Folio を無制限に作成できます。iPad 用に
は、単一 Folio アプリケーションも複数 Folio アプリケーションも作成できます。Android、Amazon および iOS（iPad および iPhone）プラット
フォーム用には、複数 Folio アプリケーションを作成できます。さらに、iPad および Amazon のストア用に、複数 Folio の購読用アプリケーショ
ンも作成可能です。Professional Edition では、ユーザーデータを追跡する基本的な解析レポートを利用できます。

Enterprise Edition では、Professional Edition のすべての機能に加え、Viewer UI のカスタマイズ、独自の権利付与サーバーの
作成、社内（個人）用 Enterprise アプリケーションの作成機能が利用できます。
価格について詳しくは、www.adobe.com/jp/products/digitalpublishingsuite/pricing/ を参照してください。

関連トピック
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新機能
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このリリースの新機能

ページの先頭へ

ページの先頭へ

v30 リリースでは、以下の機能が利用可能になる予定です。
これまでに公開されたすべてのリリースノートについては、過去の新機能に関するリリースノートを参照してください。
バグ修正の一覧については、DPS バグ修正リリースノートを参照してください。

v30.2 リリース（4 月 28 日）の新機能
v30.2 リリース（2014 年 4 月 28 日）では、以下の機能が含まれる予定です。このリリースには DPS ツールのアップデートは含まれません。

テキスト通知の強化
iOS テキスト通知を送信する際に、テキスト通知をタップしたときにカスタムストアまたは別のカスタムスロットが起動されるか、指定し
たWebページが起動されるかを指定できます。これらの新しいオプションは v30 アプリケーションでのみ機能します。

 

ネイティブの Android Viewer
新しくサポートされたこれらの機能を活用するには、Web ベース DPS App Builder を使用してアプリケーションを作成または更新してください。

HTML 記事のプレビューのサポート。ネイティブの Android Viewer で、HTML 記事の読み込みの初期サポートが提供されるようになりまし
た。現時点では HTML 記事ではハイパーリンクは機能しません。また、タップによりナビゲーションバーを表示する機能はサポートされてい
ません。
HTML ローカルストレージがサポートされるようになりました。
パンおよびズームのオーバーレイがサポートされるようになりました。

Windows Viewer
新しくサポートされたこれらの機能を活用するには、アドビ担当者に Windows アプリケーションを作成または更新するように依頼してください。
オーディオオーバーレイでのコントローラースキンのサポート。現時点ではバックグラウンドオーディオはサポートされていません。
プログレッシブダウンロードの機能向上。ダウンロードされていない記事にユーザーが移動すると、記事のダウンロードが始まります。

バグ修正
解析の修正：記事メトリックで、オーバーレイ開始と、これらの項目を含まないページの URL クリックについて一貫したレポートが表示されるよ
うになりました。また、スライドショーに組み込まれたボタンオーバーレイが正しく追跡されるようになりました。
バグ修正のリリースノートを参照してください。

v30.1 リリース（4 月 7 日）の新機能
v30.1 リリース（2014 年4 月 7 日）では、以下の機能が含まれています。
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詳細レンディションのサポート

Amazon マーケットプレイスでの App 内での購入のサポート終了

ページの先頭へ

ネイティブ Android 用の Web ベース DPS App Builder
Web ベース DPS App Builder を使用してネイティブ Android アプリケーションを作成するときに、Android タブ

レットに表示される Folio レンディションと、Android フォンに表示されるレンディションを指定できます。 ネイティブ Android Viewer 用のレン
ディションを設定するを参照してください。

 

Amazon の App 内での購入が DPS App に含まれなくなりました。Amazon
マーケットプレイスを通じた単一イシューの App 内での購入およびサブスクリプションをサポートする、ネイティブ Android Viewer を作成するた
めのオプションが、Web ベース DPS App Builder から削除されました。
この変更は、Amazon マーケットプレイスで既に公開されている既存のアプリケーションまたは Google Play Store などの他の DPS 対応 Android
マーケットプレイスには影響しません。また、今後も、Amazon の App 内での購入を使用せずに Kindle および Amazon マーケットプレイス用の
新しいアプリケーションを構築することができます。App 内での購入は、直接権利付与アプリケーションやほとんどの企業使用事例では使用され
ません。アドビは、DPS ユーザーにとって重要なデバイス、マーケットプレイス、使用事例に力を注いでいます。

ネイティブの Android Viewer
v30 ネイティブ Android Viewer を構築するときに以下の機能がサポートされるようになりました。
右綴じ。
画像シーケンスをサポート。スワイプによって画像をめくる機能や、他のオーバーレイ内に入れ子になった画像シーケンスオーバーレイにも
対応します。
ベクトルのスクロール可能なフレーム。
カスタム Viewer の ChinaCache（Adobe Content Viewer では提供されません）。
ネイティブの Adobe Content Viewer によって認証資格情報が記憶されるようになったため、繰り返しサインインする必要がありません。

詳しくは、Android デバイス用ネイティブ DPS アプリケーションを作成するを参照してください。

Windows ストア Viewer
v30 Windows ストアアプリケーションを作成するときに以下の機能がサポートされるようになりました。
オーディオオーバーレイに制限付きのサポートが含まれます。コントローラーファイルは現時点ではサポートされません。
進行中のダウンロードのキャンセルがサポートされます。
直接権利付与サインインと Folio 更新に関するバグが修正されました。詳しくは、DPS バグ修正リリースノートを参照してください。

iOS Viewer
v30 iOS Viewer を作成するときに以下の機能がサポートされるようになりました。

iOS Viewer 用の Advertising Identifier オプションが、異なる形式で提供されます。これは発行者が明示的に参照しない限りアプリケーション
バイナリに出現しません。詳しくは、新しいコンシューマーマーケティング API（英語のみ）を参照してください。
DPS App Builder で「ライブラリにサインインボタンを表示しない」オプションが選択されていると、iPhone 設定ダイアログボックスにサイ
ンイン項目が表示されません。
設定オプションがない場合は iPhone Viewer ライブラリに設定ボタン（歯車アイコン）が表示されなくなりました（販売用の Folio やサイン
インがない場合など）。

v30 リリースの新機能（3 月 15 日）
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Folio Producer には v29 以降のツールが必要

利用条件の更新

Android および Windows 用のネイティブ Viewer

相対 navto リンク

相対 navto リンクに対する JS API のサポート（iOS のみ）

パラメーターによるディープリンク（エンタープライズのみ、iOS のみ）

情報画面（iOS のみ）

セキュア Folio（エンタープライズのみ、iOS のみ）

v30 リリース（2014 年 3 月 15 日）には以下の機能が含まれています。ビデオ概要については、DPS のアップデート（2014 年 3 月）の概要（ビ
デオ）（英語のみ）を参照してください。

インストールとサインイン
InDesign ユーザーは、最低でも CC/CS6 – v29（DPS Desktop Tools 用）、CS5.5/CS5 –

v29（Folio Builder のみ）を実行している必要があります。InDesign 内の Folio Builder パネルで v29 以降が実行されていない場合、パネルをアッ
プデートするための指示が表示されます（使用しているバージョンを確認するには、Folio Builder パネルのメニューで「情報」を選択し、最後の 2
桁の数字を調べます）。DPS ツールのインストール手順については、DPS ツールのインストールヘルプ記事を参照してください。

Digital Publishing Suite の利用条件（TOU）が、3 月 14 日金曜日の午後 1 時（PST）前後に更新されます。DPS コンテンツの作
成、公開、表示に使用する Adobe ID で、DPS ダッシュボード（https://digitalpublishing.acrobat.com）にログインしてください。

Viewer の機能
DPS Viewer に対する次の変更が計画されています。

Android および Windows ストア用のネイティブ Viewer が使用可能になりました。これらの
Viewer の機能セットは、現時点では iOS 用 Viewer と同じではありません。これらの Viewer の改良は、3 週間ごとにリリースされる予定です。ネ
イティブ Viewer について詳しくは、このビデオを参照してください。
ネイティブ Android Viewer に関しては、HTML バナーが Web ベースの DPS App Builder で使用可能になりました。Folio の更新がサポートされる
ようになりました。画像シーケンスのオーバーレイは部分的にサポートされます。画像シーケンスのスワイプはネイティブ Android Viewer ではま
だサポートされていません。タップによる再生か自動再生だけです。ネイティブ Android Viewer について詳しくは、Android デバイス用ネイティ
ブ DPS アプリケーションを作成するを参照してください。
Windows ストア Viewer では、画像シーケンスのオーバーレイがサポートされるようになりました。Windows ストア Viewer について詳しく
は、Windows ストア用 DPS アプリケーションを作成するを参照してください。

navto コマンドを使用して、次／前または最初／最後の記事に移動できるようになりました。例えば、navto://relative/first アク
ションを持つボタンは、Folio 内の最初の記事に移動します。有効な形式としては、first、last、next、previous、current があります。また、5 番目
の記事など、位置を指定して Folio 内の特定の記事に移動できます。
相対 navto リンクは、iOS および Windows ストア Viewer でサポートされていますが、ネイティブ Android Viewer、デスクトップ Viewer、Web
Viewer ではまだサポートされていません。相対 navto リンクには v30 アプリケーションバージョンが必要ですが、どの Folio 形式でも動作しま
す。
相対 navto リンクを使用するヘルプ記事を参照してください。

Reading API にアクセスする Web コンテンツオーバーレイまたは HTML 記事を作成
することにより、Folio 内の記事数や、1 つの記事のページ数などの情報を得ることができます。この情報は、表示したり、オーバーレイまたは
HTML 記事内で別の方法で使用したりできます。詳しくは、R30 の新しい API と機能（英語のみ）を参照してください。

v30 アップデートでは、v29 のディープリンクパラメーターのキャプ
チャ機能が強化されています。v29 リリースでは、ディープリンクのリンク先としてカスタムスロット（カスタムストアなど）だけがサポートさ
れていました。v30 の Viewer では、ディープリンクのリンク先が何であっても、JS API を通じてリンクパラメーターが使用できるようになりま
した。例えば、アプリケーション内の特定の Folio と記事を開いて、購読の割引を提供するリンクを作成できます。
アプリケーションへのディープリンクを使用する場合、JavaScript API を通じて Viewer から情報を受け取ることができます。この機能で
は、navto 形式による記事へのリンク、ローカルストレージへの書き込み、および JS API を通じてアクセス可能なアプリケーション内の値の設定
がサポートされます。詳しくは、R30 の新しい API と機能（英語のみ）を参照してください。

iOS Viewer では、アプリケーション内のどこからでも透明な Web ビューを呼び出して、Reading API または Library/Store
API にアクセスし、ライブラリ、カスタムストア、バナー、記事などを表示できます。透明な Web ビューに必要なコンテンツを表示するために、
読者の権利付与状態やその他の動作を調べることができます。
情報画面は、アプリケーションレベル（カスタムライブラリや権利付与バナーなど）または Folio レベル（HTML 記事や Web コンテンツオーバー
レイなど）から呼び出すことができます。情報画面に使用する HTML ファイルは、アプリケーション内部でなく、アプリケーション外部のサー
バーに保存されている必要があります。情報画面を表示するには、ユーザーがインターネットに接続している必要があります。
JS API にアクセスできる機能の一覧については、HTML と JS API を使用して DPS を拡張するを参照してください。
情報画面の作成の例と説明について詳しくは、r30 の新しい API と機能（英語のみ）およびこの情報画面（ビデオ）（英語のみ）を参照してくだ
さい。

アカウント管理ツールを使用してエンタープライズアカウントのアプリケーションロールを
設定する際に、新しく「コンテンツのセキュリティ保護を有効にする」オプションが使用できるようになりました。このオプションは、アプリ
ケーションに機密情報や非公開情報がある場合のみ選択します。セキュアアカウントでは、ソーシャルシェア、Web Viewer、およびバックグラウ
ンドダウンロードは使用できません。
セキュアアカウント内の Folio は、Folio Producer Service（acrobat.com）を通じては使用できません。Folio は、Adobe Distribution Service に公
開された場合のみ使用可能になります。セキュアアカウント内の Folio をプレビューするには、デバイスでのプレビューを使用して Adobe Content
Viewer で表示するか、カスタムアプリケーションを構築して公開した Folio を表示する方法があります。
Folio がセキュアになるのは、v30 アプリケーションに対して「コンテンツのセキュリティ保護を有効にする」を選択し、「Folio を暗号化」を選
択して v30 Folio を公開した場合に限ります。
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カレンダー API のサポート（iOS のみ）

Viewer ライブラリの「他のファイルを表示」の廃止

サインインと購読の拡張（エンタープライズ）

権利付与情報の拡張（エンタープライズ）

テキスト通知の拡張

解析の強化

AEM/DPS ワークフロー

Adobe Content Viewer for Web SDK API の拡張

Web Viewer のブラウザーサポートに関する注意

Web Viewer の追加の解析トラッキング

セキュアコンテンツ機能を使用してアプリケーションに配信された Folio は、デバイスをロックするか電源をオフにしたときに保護されます。パス
コードを使用してデバイスのロックを解除すると、Folio は使用可能になります。これは、オペレーティングシステムによって提供される iOS の標
準機能です。
詳しくは、DPS アカウントのセキュア Folioヘルプ記事と、セキュアコンテンツ（ビデオ）（英語のみ）を参照してください。

カレンダーへのイベントの追加のサポートが JavaScript API に追加されました。例えば、ユーザーがリ
ンクをタップしたときに、将来のイベントをカレンダーアプリケーションに追加することができます（単発のイベントのみ）。また、レシピ材料
のリストなどのアイテムを、ユーザーのリマインダーアプリケーションに追加することもできます。例について詳しくは、DPS デベロッパーセン
ターのr30 の新しい API と機能（英語のみ）を参照してください[記事は未公開]。

iPad では、読者はライブラリ内のコンテンツを連続的にスクロールできるようになりまし
た。他の Folio を表示するために、ライブラリ下部の「他のファイルを表示」ボタンをタップする必要はなくなりました。

ネイティブ Viewer のサインインダイアログボックスと購読ダイアログボックスを、カスタム表示
から呼び出せるようになりました。この変更により、独自のダイアログボックスを作成しなくても、ネイティブの購読またはサインインダイアロ
グボックスを使用して購入オプションを表示できます。ネイティブのサインインダイアログボックスは、Library/Store API で使用できます。ネイ
ティブの購読ダイアログボックスは、Library/Store API と Reading API の両方で使用できます。

アドビでは、社内のクラウドベースのサービスを利用して、プロキシ権利付与情報の提供を開始する予
定です。エンタープライズアカウントを所有する発行者が直接権利付与を提供している場合は、引き続き認証と権利付与の両方を提供することが
できますが、アドビのサービスでは発行者に代わって権利付与をキャッシュすることができます。詳しくは、直接権利付与インフラストラクチャ
の変更テクニカルノート（英語のみ）を参照してください。

Folio Producer サービス
サーバー機能に以下の変更があります。

機能が拡張された新しいプッシュ通知サービスが利用可能になりました。この新しいプッシュ通知ポータルでは、次の機能が
提供されます。
テキスト通知のスケジュール設定と、未送信の通知をキャンセルするオプション。
テキスト通知の履歴の表示。通知を送信し、現在の通知と予定されている通知のステータスを表示できます。
テキスト通知へのディープリンクの記載。例えば、アプリケーションライブラリを開くリンクを通知できます（このオプションにはバージョ
ン v30 の Viewer が必要です）。
SiteCatalyst 解析によるテキスト通知データの評価。

詳しくは、プッシュ通知ヘルプ記事と、スケジュールされたテキスト通知（ビデオ）（英語のみ）を参照してください。
SiteCatalyst 解析で、プッシュが受信された時点から Folio がダウンロードされる時点までのバックグラウンドダウンロードの完全な

トラッキングが可能になりました。
Media Publisher は Adobe Experience Manager（AEM）のモジュールで、システムで DPS コンテンツを公開するために

使用します。AEM とモジュールが設定され、適切なテンプレートを使用していれば、HTML 記事を作成し、DPS Folio を公開することができま
す。記事を Adobe Folio Producer サービスに直接アップロードして、最新の変更が常に記事に反映されていることを継続的に確認できます。AEM
ワークフローについて詳しくは、CMS システムを使用する効率的な DPS ワークフロー（英語のみ）の記事を参照してください。

Web Viewer
Web 用の Adobe Content Viewer（Web Viewer）に以下の変更があります。

埋め込み Web Viewer の新しい Javascript API を使用することで、エンタープライズアカウン
トを所有している発行者は、ホストしている Web ページ上に独自の「次の記事」ボタンと「前の記事」ボタンを作成できます。ユーザーが iframe
内でこれらのボタンをクリックすると、次の記事または分割・統合済みの記事の次のページに移動できます。これらのボタンは、スキンを設定し
て、ホストしているページのブランドとスタイルに合わせることができます。詳しくは、埋め込み Web Viewer SDK（英語のみ）を参照してくだ
さい。

アドビでは、Web Viewer にアクセスするために使用されているブラウザーを検出して、見やす
さを改善するためのブラウザー関連の参考情報を表示するようになりました。http://contentviewer.adobe.com/ にホストされている Web Viewer コ
ンテンツに関しては、サポートされていないブラウザーまたはサポートされているブラウザーの古いバージョンが検出された場合、Web Viewer に
「…向けに最適化されています」ダイアログボックスが表示され、サポートされるブラウザーの最新バージョンを推奨しますが、ユーザーは Folio
コンテンツを表示できます。ブラウザーが古すぎてこのメッセージ自体を表示できない場合は、Web Viewer はエラーメッセージを表示し、サポー
トされるブラウザーの最新バージョンにアップグレードするようにユーザーに促して、コンテンツへのアクセスをブロックします（コンテンツを
適切に表示できない場合が多いため）。
Web Viewer が Adobe Content Viewer for Web SDK を使用している Web サイト上にホストされている場合、発行者は SDK にこのサポート通知
を表示させるか、あるいは単に API コールバックを受け取って、独自のメッセージを表示したり、ユーザーを代わりのコンテンツにリダイレクト
したりできます。詳しくは、埋め込み Web Viewer SDK（英語のみ）を参照してください。

解析トラッキングに以下の変更があります。
権利付与されたコンテンツに関連する購入タイプが追跡されます。読者がサインインして直接権利付与を通じて Web Viewer コンテンツにア
クセスする場合、Web Viewer はコンテンツが購入されたという情報を渡す必要があります。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

Folio 形式仕様が利用可能

予告：DPS v32 で InDesign CS5.5 および CS5 のサポートを終了

TOC クリックが追跡されます。
Web Viewer 解析レポートで、ペイウォールボタンのクリックが追跡されるようになりました。

詳しくは、SiteCatalyst DPS レポートガイド（PDF）（英語のみ）を参照してください。

DPS
Folio 形式仕様が利用可能になりました。商業的発行者は、.folio ファイル形式仕様を受け入れるさまざまなマーケット

プレイスを通じて、コンテンツを拡張できます。広く普及しているデジタルパブリッシングファイル形式である .folio で公開することにより、雑誌
発行者は、それぞれのマーケットプレイスでサポートされている独自のファイル形式でインタラクティブなデジタルコンテンツを作成して公開す
る手間がなくなり、モバイルデバイス向けのデジタルコンテンツをより効率的に作成できるようになります。.folio ファイル形式のライセンスを受
け入れるニューススタンドやマーケットプレイスは、.folio ファイル形式で提供されているデジタル雑誌を表示するための独自のネイティブ Viewer
を作成できます。
Folio 形式仕様ダウンロードページ

v32 リリース（2014 年 9 月予定）では、InDesign CS5.5 および InDesign
CS5 による DPS 用のソースドキュメントの作成は引き続き可能ですが、Folio Producer Service への記事のアップロードには InDesign CS6 以降
が必要になります。
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過去の新機能に関するリリースノート
Digital Publishing Suite のツールは頻繁にアップデートされます。バグ修正の一覧については、DPS バグ修正リリースノートを参照してくださ
い。
リリース 29 — フェーズ 1（最新）
最新のツールセットの新機能の説明については、このリリースの新機能を参照してください。

リリース 28
テキストベースのプッシュ通知（iOS、Professional/Enterprise）
サードパーティのプッシュ通知サービスを使用して、ユーザーにテキスト通知を送信する必要はなくなりました。カスタムテキストメッセージを
送信して読者に新しいコンテンツを通知することで、iOS デバイス上の読者と購読者のリピート利用を促すことができます。テキスト通知はすべ
ての Viewer バージョンで機能します。また SiteCatalyst の解析を使用して、プッシュ通知を受信している読者数など、プッシュ通知へのユーザー
のリアクションを計測できます。
ベースライン分析の向上（ベータ版、英語のみ）
DPS ダッシュボードには、ベースライン分析レポートの新しいベータバージョンが含まれています。新しいベースライン分析では、MPA タブレッ
トメトリックスのガイドラインに準拠した、デジタルリーダーシップのための標準オーディエンス累積メトリックスを表示できます。新しいレ
ポートには、読者の合計数、セッションの合計数、読者ごとの合計利用時間に加え、読者、デバイス、オペレーティングシステムごとの平均セッ
ションなどのデータが表示されます。
データの分析中に、標準メトリックスの累積設定を変更できます。新しいデザインのインターフェイスを使用して、分析にアクセスし、レポート
データを書き出してスプレッドシートで表示できます。
iOS 7 のサポート
v28 アプリケーションは iOS 7 をサポートしています。iOS 7 デバイス上では、v24 以前で作成された Viewer では、良いパフォーマンスを得られ
ません。特に、横置きの Folio は、表示できないか、完全に表示されません。最良の結果を得るために、すべての DPS アプリケーションを v27 ま
たは v28 に更新してください。
iOS 5のサポートの終了
Adobe DPS は iOS 5 のサポートを終了しています。この変更により、v28 アプリケーションは iOS5 および iPad 1 デバイス上で実行できませ
ん。iPad 1 デバイスのサポートを継続するには、既存のアプリケーション（v27 以前）の Viewer バージョンと互換性のある Folio を作成してくだ
さい。
DPS アプリケーションのための iOS 7 の要件
DPS App Builder を使用すると、新しい明るい色のユーザーインターフェイスのデザインテーマを含む、Apple iOS 7 デザインのガイドラインに準
拠した v28 アプリケーションを構築できます。アプリケーションの設計と構築を行うときは、iOS 7 の下記の要件について考慮してください。

iOS 7 では、アプリケーション内にシステムバーの表示が必要です。v28 アプリケーションを構築する場合、20 または 40 ピクセルのシステ
ムステータスバーがすべてのビュー（Folio ビューを含む）のナビゲーションバーに表示されるようになりました。ユーザーがタップしてナ
ビゲーションバーを表示すると、より多くのデザイン領域がカバーされます。記事のレイアウトに必要な調整を行います。
iOS 7 では、ナビゲーションツールバー（Enterprise アカウントのみ）の下部にあるカスタムアイコンの動きが変わります。カスタムツール
バーアイコンで v28 アプリケーションを構築する場合、アップ、ダウン、無効状態の 3 種類の別々のアイコンは提供できません。代わりに、
透明な背景を持つ単一の PNG ファイルを提供します。iOS 7 は表示の色を自動的に変更します（これらのファイルは 30x30 および 60x60 ピ
クセルです）。テキストラベルをナビゲーションアイコンに組み込む必要はもうありません。代わりに、DPS App Builder の「アイコンラベ
ル」フィールドでテキストを指定します。これはカスタムアイコンの下に表示されます。アプリケーションが複数の言語をサポートしている
場合は、このテキストをローカライズできます。これらの新しいアイコンは、アイコンがアクション可能なときにのみ、ナビゲーションバー
に表示されます。例えば、「Viewer」ボタンは folio がダウンロードされるまで表示されません。ナビゲーションツールバーが有効にされて
いる場合、以前のアプリケーションのナビゲーションツールバーよりも少し高さが大きくなっています（SD iPad で 12 ピクセル、HD iPad
で 24 ピクセル）。再度、レイアウトに必要な調整を行います。これらのアイコンについて詳しくは、iPad および iPhone 用 DPS アプリケー
ションを作成するを参照してください。
iOS 7 では、152x152（iPad HD）、76x76（iPad SD）、120x120（iPhone）のアプリケーションアイコンのサイズが必要です。これらの新
しいアイコンファイルは、DPS App Builder で v27 または v28 アプリケーションのどちらかを構築するときに必要となります。
DPS Viewer では、iOS 7 向けにいくつかの UI が変更されています。例えば、ライブラリの背景が以前のバージョンよりも明るくなりまし
た。カバー画像のコントラストを確認してください。アプリケーションに、アプリケーションの使用方法を記載した記事が含まれている場
合、そのヘルプコンテンツを更新することができます。

iOS 7 デバイスで実行される v24 およびそれ以前のアプリケーションには既知の問題があります。最良の結果を得るために、既存のアプリケー
ションを v27 以降に更新してください。
iOS 7 の AirDrop サポート
iOS 7 デバイス上の v28 アプリケーションでは、AirDrop を使っている近くの人と記事を共有できます。受信者が iPad 上の AirDrop を通じて共有
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記事のリンクを受け取ると、新しい v28 Mobile Safari Web Viewer の機能を活用できます。
Mobile Safari Web Viewer（iPad のみ）
iPad ユーザーが、保護されていない共有記事へのリンクをタップすると、その共有記事は Mobile Safari Web Viewer で直接開かれます。この機能
により、共有の受信者は、アプリケーションをダウンロードしなくても iPad のタップ 1 つで記事の Web Viewer バージョンを閲覧できま
す。Mobile Safari Web Viewer（記事 Viewer）は、アプリケーションをダウンロードするためのリンクを提供します。または、iPad で既にダウン
ロードされている場合は記事を表示します。この最初のリリースでは、一部のオーバーレイタイプなど、まだサポートされていない機能がありま
す。
Folio の公開日のスケジュール
特定の日時を定義して、アプリケーションのユーザーが Distribution Service で使用できる Folioのコンテンツを作成します。制作スタッフが新しい
コンテンツライブを手動でプッシュする必要がなくなります。
Folio Producer API（Enterprise アカウントのみ）を使用して、Folio 公開日のスケジュール情報をプログラムで設定することもできます。
Folio の新しいデフォルトの Viewer バージョン
Folio のデフォルトの Viewer バージョンは現在 v20 ではなく v26 です。新しい Folio を作成する場合、v28 Viewer バージョンを使用して v20 を対
象とすることができます。
カメラ API のサポート
デバイスのカメラを使用すると、ユーザーはアプリケーションから写真を撮影し、コンテンツ内での写真の表示や、カメラロールへの保存ができ
ます。例えば、フレーム画像を指定して、ユーザーがフレーム内に表示する写真を撮影（または写真アプリケーションから画像を指定）できるよ
うにします。
Android デバイスのコンテンツの拡大
以前のリリースでは、Android アプリケーション内の小さなレンディションは拡大されず、レターボックスやピラーボックスが表示されまし
た。v28 の AIR ベースの Android アプリケーションでは、小さなレンディションが縦横比を維持したまま拡大されるようになりました。 

方向のロックオプション
DPS App Builder には、ライブラリと Folio ビューが 1 つの方向でのみ表示されるように、アプリケーションの方向をロックできる新しい設定が用
意されています。
SiteCatalyst の解析の強化
特定の作成者または広告主の追跡に便利な作成者メタデータが、新しい SiteCatalyst のレポートで使用できます。追加のカスタム eVar トラッキン
グも利用できます。詳しくは、DPS デベロッパーセンターの関連する解析の記事を参照してください。
Web Viewer のローカライズ
Web 用 Content Viewer（Web Viewer）で 20 言語がサポートされるようになりました。
Distribution Service のパフォーマンスの向上
Adobe Distribution Service へアップロードされた Folios は、高速で信頼性の高い Amazon Web Service サーバーに保存されるようになりまし
た。Folio を公開、アップデート、ダウンロードする際に、パフォーマンスの大幅な向上にお気づきになるでしょう。

リリース 27
ソーシャルシェアでの Pinterest のサポート（iOS、Professional/Enterprise）
DPS App Builder のソーシャルシェアオプションの 1 つとして、Pinterest が追加されました。選択すると、アプリケーションのソーシャルシェア
ドロップダウンメニューに Pinterest のオプションが表示されます。iPad または iPhone でアプリケーションを表示しているユーザーは、記事ペー
ジのプレビュー画像をピンボードにピンすることができます。読者は Pinterest からページの画像をクリックすることで、デバイスまたは Web
Viewer でインタラクティブな記事コンテンツを楽しむことができます。他のソーシャルシェアオプションと同様、表示できる記事の数についてペ
イウォールの上限を設定できます。
デバイスの GPS 機能との連携（iOS、Professional/Enterprise）
GPS 機能との連携により、地理的な位置に基づいて目的のコンテンツを提供できます。アプリケーションで、HTML コンテンツに GPS ロジック
を追加すれば、様々な目的に利用できます。次に例を示します。
ユーザーが記事を閲覧する場所に応じて異なる広告が表示されるように、Web コンテンツオーバーレイまたは HTML 記事を作成できます。
カスタムストア（Enterprise アカウントのみ）で、地域ごとに専用の Folio を表示し、位置に基づいてユーザーに権利を付与できます。
カスタムライブラリ（Enterprise アカウントのみ）で、地域ごとに専用のバナーを表示できます。

追加情報：カスタムストアまたはカスタムライブラリで GPS 機能との連携を有効にするには、カスタムストア／ライブラリの Version 2 の API を
使用します。Web コンテンツオーバーレイまたは HTML 記事で GPS 機能との連携を有効にするには、Reading API を使用します。また、Web コ
ンテンツオーバーレイまたは HTML 記事で GPS 機能との連携を有効にする場合は、「資格情報へのアクセスを許可」オプションも選択します。
ソーシャルシェア／Web Viewer の機能強化（iOS、Professional/Enterprise）
次の強化機能が追加されています。

Folio Producer でアクセス状態が「無料」に設定されている記事を、ペイウォールしきい値に対する残数に影響を及ぼすことなく、デスク
トップ Web Viewer で表示できるようになりました。有料記事および保護されている記事の動作に変更はありません。有料記事はペイウォー
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ルしきい値までカウントされ、保護されている記事は権利が付与された読者のみが利用できます（「無料」、「有料」、「保護」の各設定の
効果は、Web Viewer と無償の記事プレビューの両方で同一になりました）。
以前のバージョンでは、保護されている記事のサムネール画像は Web Viewer の目次にグレーで表示され、マウスを移動すると鍵のアイコン
が表示されました。左右のナビゲーション操作でも、保護されている記事はスキップされました。v27 では、目次での表示およびナビゲー
ション操作において、保護、無料、有料の記事の間に相違はなくなりました。すべての記事が同様に目次に表示され、Folio 内でのナビゲー
ション時も、ユーザーは保護されている記事を含めすべての記事に移動できます。保護されている記事は、ペイウォールのメッセージにより
見にくくなります。
埋め込み Web Viewer では、サインインプロセスが効率化され、発行者が独自の Web サイトでユーザーを認証できるようになりました。

Android Viewer の機能強化（Professional/Enterprise）
AIR ベースの Android Viewer に次の強化機能が追加されました。

Folio のサイズの上限が、2048x2048 ピクセルから 4095x4095 ピクセルに変更されました。これにより、10 インチ型 HD Android タブレッ
トなど、より大型のデバイスを対象とする Folio を作成できます。
Android デバイスで指定したスプラッシュスクリーンを、縦横比を維持したまま拡大／縮小して、対象の画面全体に表示できるようになりま
した。例えば、2560x1600 と 1600x2560 のスプラッシュスクリーンを指定して縮小し、（さらに、縦横比が異なる場合はトリミングして）
より小型のデバイスに使用できます。
10 インチ型 HD タブレットなどの大型 Android デバイスで、アイコンおよび UI 要素が大きくなり、HD デバイスの Viewer でのボタンの
タップやナビゲーションが容易になりました。
カスタムのナビゲーションアイコン（Enterprise アカウントのみ）には、75x43、98x52、214x114 のいずれかのサイズを使用できます。

AIR ベースではないネイティブの Android Viewer は現在開発中です。
Folio のコピー
Folio Producer オーガナイザーでコピーコマンドが利用できるようになりました。自分の Folio をコピー（複製）することも、共有を受けている
Folio を別のアカウントからコピーすることもできます。公開または未公開の Folio をコピーすると、新しい Folio は Distribution Service ではなく
Folio Producer サーバー（acrobat.com）上に作成されます。コピーされた Folio は編集およびパブリッシュが可能です。Folio が別のコンピュー
ターから共有を受けていた場合、記事を編集および更新するには、ソースファイルを入手して記事のリンクを再設定する必要があります。ロック
された Folio はコピーできません。
DPS App Builder に導入された新しい「自動的に開く」オプション
ダウンロード後に権利付与されている最新の Folio を自動的に開くように指定するオプションが、DPS App Builder に新たに追加されました。「初
回起動時に権利付与済みの最新の folio を自動的にダウンロード」を選択すると、初めての読者がアプリケーションをダウンロードしてすぐに読み
始めることができるよう、「自動的に開く」オプションがデフォルトで選択されます。「自動的に開く」オプションをオフにすると、ライブラリ
で Folio のダウンロードが行われても、ユーザーがカバー画像をタップするまで Folio は開きません。これにより、発行者はバナーにメッセージを
表示させ、初めてのユーザーに無料の Folio を提供していることを知らせることができます。
記事プレビューの機能強化
Folio のプレビューで、無料記事に加え、有料記事についても記事のプレビューが可能になりました。Folio のプレビューで読者が有料記事に移動
すると、購入ペインに「記事を読む」ボタンが表示されます。読者はプレビュー時にこのボタンをタップすることで有料記事をデバイスにダウン
ロードできます。読者が表示できる有料記事の数は、発行者が設定したデバイスのペイウォールしきい値によって制御されます。
さらに、無料記事のプレビューにおいていくつかの UI が強化されています。例えば、保護されている記事のプレビュー画像は、メッシュパターン
の背後に表示されるようになりました。参照サムネールにグラデーション処理が適用され、分割・統合された記事のすべてのページ（水平スワイ
プ限定）の参照サムネールが、参照モードおよびメッシュパターン背後のプレビュー画像の両方で、Folio ビューに表示されるようになりました。
解析の機能強化（Professional/Enterprise、要 SiteCatalyst アカウント）
SiteCatalyst レポートに、読者の購読タイプ（新規または更新）別の購入情報、購読期間（1 ヶ月、6 ヶ月など）、アプリケーションのマーケット
プレイス別の購入情報が含まれるようになりました。プッシュ通知の受信を許可した読者の数もレポートされます。さらに、スライドショーおよ
びスクロール可能フレームのオーバーレイのトラッキングも、より詳細になりました。
その他の変更内容
v27 には、その他にも次のような機能強化が追加されています。

iPhone および iPad でプライバシーポリシーが有効になりました。DPS App Builder でプライバシーポリシー URL を指定できます。
sidecar.xml で記事のアクセス設定がサポートされるようになりました。sidecar.xml ファイルを読み込み、Folio の各記事に無料、有料、保護
の設定を適用できます。
Library/Store v2 API のリンクにより、「閉じる」ボタンがある別個の Web ビューウィンドウ（アプリケーション内のブラウザーともいいま
す）をアプリケーション内に表示できるようになりました。この Web ビューウィンドウの HTML は、API を参照できます。

リリース 26
無料記事のプレビュー（iPad のみ）
ユーザーが市販 Folio のコンテンツをプレビューできるように設定します。ユーザーが「プレビュー」ボタンをタップすると、すべての無料記事が
ダウンロードされ、読めるようになります。ユーザーがアプリケーション内の他の記事に移動すると、ペイウォールが表示され、Folio の購読を確
認します。市販 Folio で無料記事のプレビューを有効にするには、アカウント管理ツールで「記事のプレビューを有効にする」設定を選択
し、Folio Producer エディターを使用して個別の記事を「無料」とマークします。（無料記事のプレビューは iPad でのみ有効です。セクションが

21



設定された Folio では、現在使用できません。）
注意：過去の Folio の記事に「無料」を適用するには、Folio Viewer のバージョンを v26 以降に更新し、Folio 内の記事を更新する必要がありま
す。
Android Viewer および Desktop Viewer での PDF 形式の記事のサポート
PDF 形式の記事が Android デバイスおよび Desktop Viewer でサポートされるようになりました。Android Viewer にファイルサイズの小さいPDF
形式を使用したり、PDF 記事を含む iOS の Folio を再利用したり、記事ページ上でピンチ＆ズーム操作を使用したりできます。Desktop Viewer
で、PDF 形式の記事が組み込まれた Folio をプレビューできるようになりました。これは、エラーの確認に Folio をプリフライトするときに特に便
利です。
PDF 記事の表示には、アプリケーションのバージョン v26 以降が必要ですが、PDF 形式の記事を含む Folio は、どのバージョンでも表示できま
す。
（これは、現行の AIR ベースの Android Viewer に対する変更です。現在開発中の Android Viewer に適用されるものではありません。ま
た、Android の PDF のサポートには、App 内のブラウザーでの PDF ファイルの表示は含まれません。）
iPad ライブラリの強化
ライブラリ内の表紙のプレビュー画像の下にアイコンが表示されるようになりました。ユーザーがタップをしなくても、コンテンツが無料か市販
かがわかります。価格の書かれたボタンをタップすると、購入を開始します。「無料」ボタンまたはクラウドボタンをタップすると、ダウンロー
ドを開始します。クラウドアイコンは、ユーザーに権利付与された市販 Folio がまだダウンロードされていない場合に表示されます。
表紙のプレビュー画像をタップすると、プレビューパネルに追加情報が表示されます。カスタムライブラリで、権利付与された Folio のみ表示する
ように設定している場合は、表紙の画像をタップしてもプレビューパネルは表示されません。
（Enterprise アカウントのみ）ユーザーへ権利付与した Folio のみを表示するカスタムライブラリでは、プレビューパネルは表示されません表紙の
画像をタップすると、Folio のダウンロードが開始します。
iPhone 5 の完全なサポート
1136x640 の Folio レンディションを作成して、iPhone 5 でコンテンツがレターボックス表示されるのを回避できるようになりました。Apple の
iPhone 5 アプリケーション要件に準拠するために、DPS App Builder で 640x1136 の起動画像（スプラッシュスクリーン）を追加指定する必要が
あります。
DPS App Builder の強化
DPS App Builder の次の機能が変更されました。
アセットのリンクがサーバーに保存されるようになったため、別のコンピューターを使用してアプリケーションをビルドするときでも、コ
ピーしたアセットのリンクを再設定する必要がなくなりました。例えば、代理店が DPS App Builder で全体の設定やファイルを指定し、その
後、クライアントが証明書を指定してアプリケーションを完成させることができます。既存の Viewer を編集するとき、テキストフィールド
に「サーバーに保存されたアセット」というメッセージが表示されます。アセットの保存は、アプリケーションごとに機能します。複数のア
プリケーションで使用するアセットをサーバーに保存することはできません。
（Enterprise アカウントのみ）新しい API 機能を使ったカスタムストアを作成する場合、カスタムライブラリを作成する必要がなくなりまし
た。
（Enterprise アカウントのみ）以前に作成したストアを継続して使用する場合は、DPS App Builder で「レガシーのストア API を使用」を選
択できます。ただし、このオプションを選択するとカスタムライブラリを指定できません。
「ホットゾーンを有効化して Folio ビューコントロールを表示」オプションで、これまで下部のみだったホットゾーンが、上部と下部で利用
できるようになりました。
オプションのプライバシーポリシーの URL を指定するための新しいオプションが、ライブラリ設定メニューに追加されました。
単一 Folio アプリケーションでオプションの URL スキームが使用できるようになりました。

解析のオプトインの強化
Viewer の設定で解析データのオプトアウトをユーザーに許可している場合、ユーザーは設定メニューを使用して、いつでもオプトインできます。
このオプションは、iOS と Android の両方の Viewer でサポートされます。
Web Viewer の強化
Web Viewer の次の機能が強化されました。
埋め込み Web Viewer。DPS で iframe HTML タグが新たにサポートされ、Web Viewer の共有記事を自分の Web サイトに埋め込めるように
なりました。周囲のデザイン要素も同時に取り込んで、ユーザーに一貫したブランド体験を届けることができます。
Web Viewer 専用 Folio。Web Viewer 専用の Folio レンディションを作成して、デバイスの Viewer には表示させずに Web Viewer ブラウザー
にのみ表示させることができます。例えば、水平方向に表示を限定し、「タップ」ではなく「クリック」などの用語を使用し、サポートされ
ないパノラマを静止画像で置き換える 1024x580 の Folio を作成できます。Web Viewer 専用のレンディションの作成を参照してください。
カスタムストアとカスタムライブラリが Web Viewerでサポートされるようになりました。Web Viewer にカスタムストアとカスタムライブラ
リを統合して、特別なコンテンツやオファー、キャンペーンを掲載できます。
プライバシーポリシーの URL（オプション）。アプリケーションのプライバシーポリシーへの Web リンクを設定できます。このオプション
は、iOS と Android の両方の Viewer でサポートされます。
Web Viewer 解析。Web Viewer の解析データを有効にできます。
水平スワイプのみのサポート（v25 から追加）。Web Viewer で、分割・統合済みの記事を「水平スワイプのみ」を選択して表示できるよう

22



になりました。
購読提供数レポートの強化
DPS ダッシュボードの「購読提供数レポート」に、Folio のコンテンツのダウンロードに関する詳細をわかりやすく表示できます。購読提供数レ
ポートに、情報用ピボットテーブルを簡単に作成できるデータフィールドが追加されました。パブリケーションまたは雑誌号ごとのダウンロード
数、合計ダウンロード数、Web Viewer ごとのダウンロード数を表示できます。新しい連結購読提供数レポート（現在のロールアップレポート）で
は、管理者が、アカウントに関連付けられたすべてのパブリケーションのダウンロード数に関する情報を表示できます。また、これまで週ごとに
記録されていたすべてのレポートの情報が、毎日記録されるようになりました。
購読提供数バンドルのオンライン購入
新しい購読提供数 10,000 バンドルのオンライン購入オプションを利用して、発行者はアカウントを常に良好な状態に保つことができます。購読提
供数の更新を販売代理店またはアドビに直接申し込むと、手続きに数日かかることがあります。購入にかかる時間を短縮するため、発行者がアド
ビストアで購読提供数 10,000 バンドルのシリアル番号を購入し、DPS ダッシュボードからシリアル番号を登録できるようになりました。
解析の強化
次の解析機能が強化されました。
すべて閲覧された記事1 回のアクセスで記事を完全に読んだ読者の数を追跡できます。
目次の追跡「目次」ボタンがタップされた回数を追跡できます。また、目次からナビゲートされた記事も特定できます。
発行者から直接権利を付与された読者 アプリケーションにサインインし、直接権利付与を使って Folio を取得した読者のデータを入手できます。
オプションで、直接権利付与 API から読者の購読 ID と購読タイプを返すことができます。購読タイプと購読 ID の値は SiteCatalyst に渡されるた
め、これらの読者の Folio の利用状況を追跡できます。
無料記事のプレビューユーザーが「プレビュー」ボタンをタップして雑誌号をプレビューすると、「プレビュー」ボタンのタップ回数とプレ
ビューされた無料記事の件数が追跡されます。雑誌号がプレビューされた後で変換された回数も追跡されます。
Omniture ビジター ID とプッシュ通知トークン 読者ごとに、Omniture ビジター ID とプッシュ通知トークン（読者がプッシュ通知を受信するよう
にオプトインしている場合）が SiteCatalyst に追加されます。
Web Viewer Web Viewe の情報が追跡されます。
First Folio Free API の強化
Enterprise アカウントをご利用の発行者は、カスタムライブラリ API を使用して購読バナーを設定し、読者の購読状況に応じてメッセージを表示
したり、無料の市販雑誌号の最新情報を記載したメッセージを適切なタイミングで表示したりできるようになりました。

リリース 25
ライブラリの UI の強化（iPad のみ）
iPad Viewer ライブラリは設計が見直され、グリッド表示でより大きいカバー画像が表示されるようになりました。ダウンロードした Folio のカ
バー画像をタップすると、Folio が開きます。まだダウンロードしていない Folio のカバー画像をタップすると、プレビューペインが開きます。読
者は歯車のメニューボタンを使用して、Folio を選択して削除することができます。
Folio ビューにはいくつかの変更点があります。複数 Folio アプリケーションでホームボタンはライブラリボタンになりました。ブラウズボタンと
下部のスクロールバーの機能が統合されました。スクロールバーを使用して、ブラウズモードで記事をスワイプできます。次または前の記事への
ジャンプに使用していた、スクロールバーの横の矢印は削除されました。
また、DPS App Builder で、Enterprise 購読アプリケーションのライブラリの左上隅に表示される、「購読」ボタンと「サインイン」ボタンを削除
できるようになりました。購読アプリケーションの場合、デザインを変更するにはより大きい購読のタイル画像が必要です。
First retail folio free

アカウント管理ツールでこのオプションを選択すると、発行者は、アプリケーションを初めてダウンロードするユーザーに、最も新しく公開され
た市販 Folio を無料で提供するように設定できます。
条件付き HTML コンテンツ（Enterprise アカウントのみ）
この機能は、First folio free 機能と共に使用するように設計されています。この機能により、発行者は、Folio の入手方法に応じて異なるコンテン
ツを表示する、HTML 記事または Web コンテンツオーバーレイを作成できます。例えば、ユーザーが無料の Folio をダウンロードした場合は、購
読のオファーがコンテンツに表示されるようにできます。ユーザーが購読を通じて Folio を入手した場合は、その他の商品のオファーがコンテンツ
に表示されるようにできます。
この条件付き HTML コンテンツを設定するには、次の 2 つの操作が必要です。まず、Web コンテンツオーバーレイまたは HTML 記事用に、「資
格情報へのアクセスを許可」オプションを選択します。次に、カスタム JavaScript API をHTML コードに追加します。この JavaScript API につい
て詳しくは、アドビの担当者にお問い合わせください。
Auto-download latest entitled issue

DPS App Builder のこの設定を選択した場合、権利付与済みの最新号が自動的にダウンロードされます。ダウンロードされるのは、無料の最初の市
販 Folio（このオプションが有効になっている場合）または最も新しく公開された無料の Folio のどちらかです。このオプションの目的は、アプリ
ケーションを初めて使用するユーザーに有意義な体験を提供することです。
Automatically open background-downloaded issue

DPS App Builder のこの設定を選択した場合、前回の表示セッションからバックグラウンドでダウンロードされた Folio がアプリケーションの起動
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バックグラウンドでのライブラリのダウンロード（iOS）

複数の記事を一度に更新する

セクション

iPad Viewer ライブラリでのカバー表示の無効化

DPS の UI の強化

時に開かれます。このオプションを選択しない場合、前回表示した Folio が、前回読んでいた位置で開かれます。
Folio の前回読んでいた記事を開く
Folio 間で切り替えても、前回表示していた Folio はリセットされなくなります。その代わりに、Viewer ではすべての Folio の前回読んでいた位置
が記憶されます。Folio をリセットするには、記事でナビゲーションバーを表示し、タイトルバーをトリプルタップします。
ダイナミック購読（Enterprise アカウントのみ）
発行者はアプリケーションを更新することなく随時、購読オプションを追加または削除できます。これにより、発行者は購読の期間を評価して最
適なオプションの組み合わせを決定できます。
Amazon アプリケーションのテストの合理化
DPS App Builder を使用して Amazon アプリケーション（apk ファイル）を作成するとき、個別の .json ファイルを読み込むことなく、Amazon デ
バイスで .apk ファイルを読み込み、テストできるようになりました。.json ファイルの使用は、市販コンテンツのテストにのみ必要になります。
Android アプリケーションでのローカルストレージのサポート
以前のバージョンの Android Viewer では、ローカルストレージはサポートされていませんでした。アプリケーションを終了すると、読んでいた位
置やフォームに入力していたデータは失われていました。v25 の Android アプリケーションでは、iOS アプリケーションの場合と同様、この種の
情報は保持されるようになりました。
goto:// ナビゲーション
Enterprise アカウントをご利用の発行者は、goto:// 形式を使用して、ライブラリ内の任意のカスタムアイコンコンテンツへのリンクを Folio ビュー
内に作成できるようになりました。例えば、DPS App Builder で作成した「Store」というラベルのカスタムアイコンがある場合、
「goto://ApplicationViewState/Store」ボタンアクションを作成できます。このボタンアクションでは、ストアの HTML コンテンツが自動的に開き
ます。ちょうどカスタム「ストア」アイコンをタップしたときと同じ動作になります。
上部ナビゲーションバーを表示しない
DPS App Builder のこの設定を選択した場合は、ユーザーが記事をタップしたときのみ、下部のナビゲーションバーが表示されます。これにより、
発行者は Folio 内での移動用に、一貫したナビゲーションバーをすべての記事ページに作成できるようになります。
自動ワークフロー API の強化（Enterprise アカウントのみ）
DPS の自動公開ワークフロー用の API を使用する場合、Folio の公開と更新、記事のメタデータの更新が可能になりました（記事の更新は将来の
リリースで可能になる予定）。
SiteCatalyst の解析の強化
SiteCatalyst で、ビデオの再生時間のレポートなどの機能が強化されました。
購読提供数（ダウンロード数）レポートの生成
発行者は Adobe Distribution Service からのダウンロード数に関する情報が含まれたレポートを生成できるようになりました。アプリケーションの
アカウントを使用して DPS ダッシュボードにサインインした場合、「購読提供数レポート」オプションを選択することで、アプリケーションにつ
いて Adobe Distribution Service からのダウンロード数に関する統計情報が含まれた .csv ファイルをダウンロードできます。このダウンロード数が
課金対象になります。管理者アカウントを使用してサインインした場合は、ダッシュボードでリンクをクリックすることで、購読提供数（ダウン
ロード数）に対する未課金分に関するレポートを取得できます。
iOS4 のサポート終了
v25 以降の Viewer では iOS4 はサポートされなくなりました。iOS5 以降のみサポートされます。
リリース 24

ユーザーが v24 アプリケーションで Folio をダウンロードする場合、アプリケーション
を切り替えて電子メールをチェックしたり、別の Folio を表示したりした後、元のアプリケーションに戻ってダウンロードされた Folio を確認でき
ます。ダウンロードは 10 分後に一時停止します。一度にダウンロードできる Folio は 1 つだけです。

Folio Builder パネルで複数の記事を選択し、「更新」を選択して選択したすべての記事を更新できます。記事を選択
するには、記事を Shift キーを押しながらクリックするか、Ctrl/Command キーを押しながらクリックします。

新しいセクション機能によって、最終的には、ユーザーが Folio の個々のセクションをダウンロードできるようになる予定です。例え
ば、1 つの Folio をニュース、スポーツ、ビジネス、スタイル、マネーの各セクションに分割することができ、ユーザーがスポーツセクションとマ
ネーセクションを選択すると、そのセクションの記事のみをダウンロードできるようになります。セクションの作成を参照してください。

デフォルトでは、すべての iPad Viewer ライブラリにグリッド表示とカバー表示（一度に 1 つの
Folio だけが表示される）の両方が含まれます。v24 DPS App Builder では、iPad でグリッド表示のみを含めるオプションか、グリッド表示とカ
バー表示の両方を含めるオプションを選択できます（Android Viewer では、既に「グリッド表示」、「カバー表示」または「両方」を選択できま
す）。

Folio を作成するときに、「方向」の設定はデフォルトでは選択されなくなりました。「方向」の設定を選択せずに「OK」をク
リックすると、このオプションの周囲に赤いボックスが表示されます。この変更によって、不適切な方向の設定で誤って Folio を作成することを回
避できます。
さらに、多くのエラーメッセージにテクニカルノートを表示するリンクが含まれるようになりました。
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Folio の転送の強化

DPS サーバーの機能向上

「購入を復元」の変更

ライブラリ内の Folio 情報のキャッシュの有効化（iOS）

Enterprise 署名版アプリケーションの機能向上（iOS、Enterprise アカウントのみ）

解析機能の強化

Distribution Service インフラストラクチャの更新

Folio Builder パネルの UI の改良

DPS App Builder（旧 Viewer Builder）の変更点

DPS App Builder へのファイルのドラッグ＆ドロップ

スライドショーおよびスクロール可能なフレームでのベクトルまたはビットマップの選択（iOS のみ）

マルチレンディション記事（iOS のみ）

Creative Cloud メンバーシップによる Single Edition Folio の無制限の作成（iPad のみ）

バックグラウンドでのオーディオ再生（iOS のみ）

最後のフレームで停止（iOS のみ）
インラインビデオのコントロールの無効化（iOS のみ）

無効な Folio に対する Adobe Content Viewer の新しい動作

スムーズスクロールが有効な記事の PDF サポート（iOS のみ）

「アプリケーションの評価」オプション

サーバーエラーのために Folio を正しく転送できなかった場合、サーバーの問題が解決された後、「再試行」ボタンをクリッ
クして転送プロセスを再開できます。

Adobe Distribution Service の帯域幅が拡張されたため、安定性とパフォーマンスが向上しました。
さらに、現在は DPS サーバーが acrobat.com の独立したクラスターに含まれているため、acrobat.com がメンテナンス中であっても、Folio を
アップロードおよびダウンロードできます。

購入を復元ダイアログボックスは、ユーザーがライブラリオプションメニューから「購入を復元」を選択した場合にのみ表
示されるようになりました。

DPS App Builder で、Folio 情報をキャッシュして大規模なライブラリを使用するアプリ
ケーションのパフォーマンスを向上させることができます。このオプションを選択した場合、Folio の情報が最新ではなくなる可能性があります。
例えば、このオプションを選択して、市販 Folio のコストを変更した場合、ライブラリに誤解を招く情報が表示されます。このオプションは、現
在、購読アプリケーションについてのみ利用できます。

明示的な（ワイルドカードではない）アプリケーション ID
を含む Enterprise mobileprovision ファイルを使用して、社内アプリケーションに署名できるようになりました。この変更により、組織内の他のア
プリケーションから独立してアプリケーションを管理できます。

SiteCatalyst で、複数の種類のモバイルデバイスと複数のオペレーティングシステムを区別できるようになりました。新しい URL
トラッキングレポートによって、実際の URL、URL のクリック、URL のソース（ハイパーリンクオーバーレイ、Web コンテンツオーバーレイ、
アプリケーション）および URL を開く方法（Web Viewer、アプリケーションビューワ、デバイスブラウザー）をトラッキングすることができま
す。アプリケーション利用状況レポートでは、ピーク日時のアプリケーションの利用状況および最終更新以降の起動数をトラッキングすることが
できます。これらの変更は、SiteCatalyst 分析にのみ影響し、ベースライン分析には影響しません。
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Distribution Service への Folio の公開が大幅に速くなりました。サーバーを変更したことで、
タイムアウトエラーが減少し、iOS Newsstand のバックグラウンドでのダウンロードの信頼性が向上しています。

Folio Builder パネルの幅が拡大し、ナビゲーション用アイコンがより大きく直感的になりました。ツールヒント
なども増え、オプションの名称もよりわかりやすく変更されているほか、様々な改良によってパネルが使いやすくなっています。さらに、DPS
App Builder（旧 Viewer Builder）を、パネルメニューから起動できるようになりました。

DPS App Builder は、インターフェイスにいくつかの変更が加えられています。InDesign CS6
インストーラーで DPS App Builder をインストールできるようになりました。

アイコン、スプラッシュスクリーン、その他のファイルを Finder から App Builder にド
ラッグ＆ドロップできるようになりました。

PDF 記事のオーバーレイで、ベクトルま
たはビットマップを選択できます。ベクトル画像は鮮明ですが、読み込みに若干時間がかかります。JPG/PNG 記事のオーバーレイでは、スライド
ショーおよびスクロール可能なフレームは必ずビットマップです。

SD および HD 版の両方のデバイスで美しく表示され、かつ正常に機能する PDF 記事を作成できるよう
になりました。オーバーレイの作成時に SD および HD の両方のアセットを Folio に追加します。Viewer では、特定の iOS デバイスに適したオー
バーレイアセットが使用されます。
単一 Folio アプリケーションを作成する場合は、すべての iPad モデルで正常に機能する PDF 記事を使用して Folio を作成できます。複数 Folio ア
プリケーションを作成する場合は、Folio 内にマルチレンディション記事を作成するか、個別の Folio レンディションを作成するかを選択できま
す。iOS デバイス用のマルチレンディションの PDF 記事の作成を参照してください。

Adobe Creative Cloud メンバーシップに登録する
と、iPad 用の単一 Folio アプリケーションを無制限に作成できます。

ユーザーが Folio 内の記事を閲覧中に、オーディオクリップを再生できます。ユーザーは上部
ナビゲーションバーに表示されるオーディオボタンを使用して、オーディオの一時停止や再生を行います。オーディオ＆ビデオオーバーレイを参
照してください。

Folio Overlays パネルに、インラインビデオを最後のフレームで停止するオプションが追加されました。
自動再生に設定されたインラインビデオを作成する場合は、「一時停止しない」オプショ

ンを選択して再生コントロールを無効にできます。この機能は、カバー用ビデオで特に便利です。
以前のバージョンでは、無効な Folio は Adobe Content Viewer に表示されませんで

した。新しいバージョンでは、無効な Folio はライブラリに表示され、ダウンロード時にエラーメッセージが表示されます。この変更によ
り、Adobe Content Viewer ライブラリのパフォーマンスが向上し、より詳細なプリフライト情報が提供されるようになりました。例えば、1 つ以
上の単方向記事で 2 方向 Folio を作成した場合は、エラーメッセージによって問題が指摘されます。

長さを問わず、スムーズスクロールが有効な記事に PDF 画像形式を使用できま
す。ただし、記事のピンチ＆ズームは、スムーズスクロールが有効な記事ではサポートされません。

カスタム Viewer の作成時に、「アプリケーションの評価」プロンプトの表示を許可するオプションを選
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ナビゲーションバーを表示するホットゾーン

「次ページへ移動」と「前ページへ移動」のサポート

「Analytics オプトアウト」オプション

カスタマイズ可能な Viewer の文字列

ソーシャルシェア機能の強化（iOS のみ）

Single Edition 用の新しい Step-by-Step Publishing Guide

ライブラリフィルター

カスタム HTML ライブラリ

ホットゾーンの強化

7 インチ Android デバイス用の厳密なレンディション

スクロールバーを自動的に隠す

HTML ビデオの改善

Android Viewer の AIR キャプティブランタイム

Android Viewer UI の改善

iOS 用に有効になった 2 本指スワイプ

択できます。この機能の設定は、DPS App Builder でカスタマイズできます。
記事ページの左右にあるホットゾーンに加え、記事ページ下部の新たなホットゾーンオプションが追

加されました。ページ下部のホットゾーンをタップすると、ナビゲーションバーが表示されます（「HUD」ともいいます）。下部ホットゾーンの
上をタップしても、ナビゲーションバーは表示されません。アプリケーションの詳細パネルを参照してください。
ボタンは下部のホットゾーンより優先され、下部のホットゾーンは左右のホットゾーンより優先され、ホットゾーンはボタン以外のすべてのオー
バーレイより優先されます。

ボタンを作成するときに、「次ページへ移動」アクションと「前ページへ移動」アクション
がサポートされるようになりました。

DPS App Builder では、アプリケーションの使用時に解析を無効にすることをユーザーに許可できます。
このオプションは、データの収集が厳重にコントロールされている地域で特に便利です。

ライブラリのボタンテキストやダイアログボックスのテキストなど、Viewer に保存されている文字列は、サ
ポートされているすべての言語でカスタマイズできます。DPS App Builder で XML テンプレートをダウンロードし、この XML ファイルを編集し
てアプリケーションの作成時に指定できます。アプリケーションの詳細パネルを参照してください。

次のソーシャルシェア機能が強化されています。ソーシャルシェアを使用するを参照してください。
Web Viewer の直接権利付与をサポートします（Enterprise アカウントのみ）。ユーザーが Web Viewer でペイウォールの上限に達した場
合、サブスクリプションアカウントでサインインして記事の閲覧を継続できるようになりました。
Web Viewer は、Internet Explorer 10/Windows 8 をサポートしています。
無料 Folio のペイウォールも設定できます。
Web Viewer では、パノラマおよびオーディオクリップを除くすべてのオーバーレイがサポートされます。
PDF 画像形式で 1024x768 の Folio を作成した場合、コンテンツを PNG 形式で Web Viewer サーバーにアップロードできるようになりまし
た。

ダッシュボードのリンクをクリックして DPS Publishing Companion Guide をダウン
ロードすると、Professional および Enterprise 発行者向けの Companion Guide と Single Edition ユーザー向けの Step-by-Step Publishing Guide が
格納された .zip ファイルがダウンロードされます。Companion Guide および Step-by-Step Guide は DPS App Builder のヘルプメニューからダウ
ンロードすることもできます。Professional および Enterprise 向け Companion Guide は近々新しいデザインに更新されます。
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v22 以降の Folio を作成する場合、Folio Producer Organizer を使用して Folio ごとに「英語」、「スペイン語」、「フラン
ス語」、「ドイツ語」などのフィルターカテゴリーを指定できます。これにより、ユーザーは Viewer ライブラリでフィルターオプションを指定で
きます。例えば、Viewer ライブラリにスペイン語とドイツ語の Folio のみを表示し、英語とフランス語の Folio を表示しないことができます。ラ
イブラリフィルターの作成を参照してください。

Enterprise アカウントをご利用の発行者は、デフォルトの Viewer ライブラリの代わりに独自のライブラリを作成でき
ます。カスタムライブラリの作成（Enterprise）を参照してください。

Enterprise アカウントと Professional アカウントをご利用の発行者は、DPS App Builder でホットゾーンを有効にできるよう
になりました。ホットゾーンを使用することで、ユーザーは記事の端をタップし、次の記事や前の記事に移動できます。オーバーレイの優先ロ
ジックも変更されました。ホットゾーンは、ボタンを除くすべてのオーバーレイよりも優先されます。アプリケーションの詳細パネルを参照して
ください。

デフォルトでは、Android デバイスの Viewer ではどのサイズの Folio も表示されま
す。Viewer でデバイスサイズと一致する Folio のみが表示されるようにするには、Viewer Builder でオプションを選択します。現時点では、厳密
なレンディションによって、Kindle Fire などのデバイス用に 1024x600 のサイズの Folio、大画面の Android デバイス用に 1280x800 の Folio のみ
が表示されます。このオプションは、主に不要な Folio レンディションが Kindle Fire デバイスに表示されるのを避ける場合に便利です。1232x752
の Folio などの Android 用レンディションを作成した場合、Android マーケットプレイス向けの Viewer の作成時に厳密なレンディションを有効に
しないでください。Android および Amazon デバイス用カスタム Viewer アプリケーションを作成するを参照してください。

デフォルトでは、6 ピクセルのスクロールバー領域は Folio 内の記事の右側に表示されます。このオプションを
Viewer Builder で選択した場合、スクロールバーはユーザーが記事内をスクロールしているときにだけ表示されます。Viewer の詳細パネルを参照
してください。

HTML 記事のビデオをビデオオーバーレイのように動作させることができるようになりました。例えば、1 方向の HTML 記
事でデバイスを回転すると、フルスクリーンのビデオも回転します。詳しくは、HTML 記事の読み込みを参照してください。

Android デバイスにインストールされる AIR に依存する代わりに、Viewer に組み込みバージョ
ンの AIR （3.2 以降）が含まれるようになりました。この変更により、Viewer のサイズが約 2 MB から 10 MB 増加しますが、安定性とパフォーマ
ンスが向上します。

ライブラリビューや Folio ビュー内のアイコンなどの UI 要素が大きくなり、特に Kindle Fire の場合にアイコンをタッ
プしやすくなりました。

iPad および iPhone の Viewer 用に 2 本指スワイプが有効になりました。「水平スワイプのみ」が有効に
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ソーシャルシェア機能の強化

Viewer バージョンコントロール

デバイスでアクティブなレイアウトをプレビュー（iOS）

ソーシャルシェアの機能強化

Folio のダウンロード中の自動表示

購読の購入時の自動ダウンロード

表紙の日付

InDesign CS6 の互換性

iPhone のサポート

ソーシャルシェア用の Web Viewer

ソーシャルシェア機能の強化

なっている分割・統合済み記事では、この動作で残りの記事ページを省略して前後の記事に移動できるため、特に便利です。
次のソーシャルシェア機能が強化されています。ソーシャルシェアを使用するを参照してください。

iPhone Viewer でソーシャルシェアがサポートされるようになりました。
レンディションマッピングがサポートされるようになりました。共有された記事をデスクトップ Web ブラウザーで表示する場合、1024x768
の PNG または JPG の記事のみが Web Viewer で適切に表示されます。以前のバージョンでは、iPad HD レンディション（2048x1536）か
ら共有された Folio は Web Viewer で表示できませんでした。iOS デバイス用のレンディションを作成すると、任意のデバイスから記事を共
有したときに、1024x768 バージョンの記事に Web Viewer 内でマッピングされるようになりました。最適な結果を得るには、レンディショ
ンを正しく設定し、記事名の値を各 Folio レンディションで同一にしてください。
Facebook のディープリンクがサポートされるようになりました。ユーザーが iPad の Facebook アプリでウォールへの投稿を表示するとき
に、記事リンクをタップすると、記事が直接開きます。Facebook 開発者サイトでアプリを設定するときに、ディープリンクを必ず有効にし
てください。DPS アプリケーションでのソーシャルネットワーキングの設定（英語のみ）を参照してください。
アカウント管理ツールの新しい「ダウンロード数の上限を有効にする」オプションを使用すると、「売り切れ」機能のように、Web Viewer
での記事の表示数を制限できます。アカウント管理ツールを参照してください。
Web Viewer でスクロール可能なフレームがサポートされるようになりました。
ペイウォールを有効にした場合に、影響を受けるのは市販 Folio のみです。

リリース 21

v21 の Folio Builder パネルで新しい Folio を作成する場合、対象とする Viewer バージョンとして v20 または v21
を選択できます。このオプションは、最新バージョンの Adobe Content Viewer が承認待ちの場合、または v20 の Viewer アプリケーション用に
Folio を作成する場合に特に便利です。デフォルトでは、v20 バージョンが選択されます。v20 の Folio を作成した場合、Folio のプロパティを編集
して v21 に更新できます。ただし、v21 の Folio を v20 に戻すことはできません。また、v20 より前の Viewer バージョンを指定することはできま
せん。Folio を作成するを参照してください。

v21 よりも前のバージョンでは、デバイスでのプレビューは Folio 全体でのみ可能でし
た。v21 では、Folio Overlays パネルのデバイスでプレビュー機能を使用して、現在のレイアウトをプレビューできるようになりました（iOS の
み）。iPad または iPhone をコンピューターに接続し、Adobe Content Viewer アプリケーションを開きます。Folio Overlays パネルで、「[デバイ
ス名] でプレビュー」を選択します。デバイスでプレビューを使用するを参照してください。

ソーシャルシェアに関するいくつかの制限事項が改善されました。ネストされたオーバーレイ、ボタン、ビデ
オ、HTML 記事、スクロール可能なフレームが、Web Viewer で良好に機能するようになりました。さらに、「広告」または「目次に表示しない」
としてマークされている記事が Web Viewer で正しく表示されるようになりました。ソーシャルシェアを使用するを参照してください。
アカウント管理ツールを使用して、iPad でのソーシャルシェアを有効にしたまま Web Viewer を無効にできます。アカウント管理ツールを参照し
てください。

Viewer ライブラリで「ダウンロード」または「購入」ボタンがタップされると、記事のダウンロード中も
Viewer に Folio が表示されます。以前のリリースでは、ダウンロード中に「表示」ボタンはアクティブになりましたが、タップしない限り Folio
は表示されませんでした。

ユーザーが Viewer アプリケーションを購読すると、最も新しい Folio が自動的にダウンロードされます。「ダ
ウンロード」ボタンをタップする必要はありません。

「表紙の日付」オプションを Folio Producer Organizer で使用できるようになりました。このオプションによって、Enterprise アカウ
ントをご利用の発行者は、購読コンテンツの直接権利付与でのメタデータ制御をさらに追加できます。
リリース 20

InDesign CS6 には、InDesign ソースファイルの作成を単純化する新機能が追加されています。代替レイアウトおよびリ
キッドページルール機能によって、異なる方向やターゲットデバイス用の複数のレイアウトを同じドキュメント内で作成できます。「可変幅の段
組」、「テキストフレームの自動サイズ調整」および「レイアウトビューの分割」も動的なレイアウトに役立ちます。さらに、「HTML を挿入」
によって、コードをコピーして Web オーバーレイをすばやく作成でき、InDesign ドキュメントのパッケージングにはオーバーレイアセットが含
まれるようになりました。DPS 用の代替レイアウトの作成（InDesign CS6）を参照してください。

DPS で iPhone 3GS、4 および 4S がサポートされるようになりました（iPhone 3G はサポートされません）。Viewer Builder
を使用すると、iPhone、iPad またはその両方で動作するカスタム Viewer アプリケーションを作成できます。iPad と iPhone の両方に対応したア
プリケーションを作成する場合、ユーザーはサポートされる任意の iOS デバイスで、購入済みの Folio を利用できます。iPhone Viewer には、新し
い設定ページ、強化されたブラウズモード、発行者が管理できるスタートアップスクリーンが含まれています。
iPhone では、ソーシャルシェア、ブックマークおよび自動アーカイブはまだサポートされていません。現時点では、iPhone 用の単一雑誌号
Viewer アプリケーションを作成することはできません。iPhone 向けコンテンツの作成を参照してください。

アプリケーションでソーシャルシェアを有効にすると、Folio の記事の内容が Web サーバーにアップロードさ
れ、デスクトップブラウザーで表示できるようになります。デスクトップで表示できる記事を指定するには、Folio Producer エディターの保護設定
を使用します。表示可能な非保護の記事の数を制限したり、ペイウォール（有料コンテンツの壁）を設定したりするには、アカウント管理ツール
を使用します。ソーシャルシェアを使用するを参照してください。

ソーシャルシェア機能が、Facebook、Twitter、電子メールおよびコピー＆ペーストで使用できるようになりまし
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「目次に表示しない」オプション

バックグラウンド転送

ダウンロードカウンターの表示

サイズ変更が可能になった Desktop Viewer

デバイスでのプレビューの簡素化

UI の改善

URL スキームの設定

カスタムアイコンの HTML の表示方向をロック

Viewer Builder の処理速度の向上
スムーズスクロールでの限定的な PDF のサポート

「ホットゾーン」ナビゲーション

iOS レンディションのサポート

スクロール可能フレームの機能強化

ソーシャルシェア

Folio の自動アーカイブ（iOS のみ）

スムーズスクロールの機能改善

ブックマーク

ライブラリの更新パフォーマンスの向上

た。アプリケーションでソーシャルシェア機能を有効にすると、ユーザーはその記事をブラウズし、Twitter などで共有できます。記事が保護され
ている場合は、ツイート内のリンクはパブリケーション URL を指します。記事が保護されていない場合は、ユーザーがサポートされているデスク
トップブラウザーでリンクをクリックすると、Web Viewer で Folio が表示されます。また、ユーザーが iPad でリンクをクリックした場合は、既
にダウンロードされている内容に応じて、アプリケーションのダウンロード、Folio のダウンロードや購入または記事の表示が行われます。ソー
シャルシェアを使用するを参照してください。

記事を「目次に表示しない」設定によって、記事を広告としてマークすることなく、目次に表示しないように設
定できます。記事のプロパティを変更するを参照してください。

Folio Producer Organizer を使用して記事を転送または更新する場合、ジョブは転送キューに追加されるので、引き続き
Folio Producer Organizer を使用して他の Folio をキューに追加できます。キューのステータスを確認するには、Folio Producer 制作管理で、表示
／転送要求を選択します。Folio を Distribution Service で公開するを参照してください。

Professional および Enterprise アカウントをご利用の場合、DPS ダッシュボードにダウンロードセンターを表示
できるようになりました。ダウンロードカウンターが表示されるのは、正確性のために監査されているアカウントについてのみです。

Desktop Viewer を使用して 2048 x 1536 の Folio をプレビューする場合、Command + 1 キーを押し
て実際のサイズで表示することも、Command + 0 キーを押してウィンドウに合わせて全体を表示することもできます。ズームインまたはズームア
ウトすることもできます。Desktop Viewer でコンテンツをプレビューするを参照してください。

Viewer Builder を使用して iPad 用のカスタム Adobe Content Viewer を作成する場合、デバイスでプレビュー機
能で Phone Disk ユーティリティは不要になりました。デバイスでプレビューを使用するを参照してください。

Folio Builder パネルで、Folio 名の下に Folio のサイズが表示され、レンディションが識別しやすくなっています。Viewer Builder のデザ
インで、iPhone や iPad の様々なモデル用に適切なアイコンが使用されていることを簡単に確認できます。Folio Producer Organizer ウィンドウお
よび Folio Producer エディターウィンドウもデザインが変更されました。

Viewer Builder の「URL スキーム（オプション）」設定は、購読アプリケーションだけではなく、すべての種類の iOS
Viewer アプリケーションで使用できるようになりました。URL スキームによって、別のアプリケーションやモバイル Safari から Viewer アプリ
ケーションにリンクすることができます。

Enterprise アカウントを所有している発行者の場合、カスタムナビゲーションバーのアイコンを
ユーザーがタップしたときに表示される HTML ページの方向を指定できます。ナビゲーションツールバー（Enterprise アカウントのみ）を参照し
てください。

Viewer Builder によるアプリケーションのビルド処理が高速になり、通常、数秒で終了します。
スムーズスクロールが有効な記事の長さが 2 ページを超えない場合は、PDF 画像形式を使用で

きます。記事の長さが 2 ページを超える場合は、スムーズスクロールが有効な記事に JPG または PNG が使用されます。
Enterprise アカウントをご利用の発行者は、すべての記事の左右に配置されるホットゾーンを有効にできます。

目に見えないホットゾーンをタップすることで、次の記事や前の記事に移動できます。ナビゲーションツールバー（Enterprise アカウントのみ）を
参照してください。
リリース 19

最近、新しい HD iPad モデルが発表されました。Viewer Builder で新しいアプリケーションを作成するときに、代
替サイズ用のアイコンとスプラッシュスクリーンを作成できます。iPad デバイス用のレンディションが可能になっているため、代替サイズで Folio
レンディションを作成できます。iOS モデルごとに、タブレットのディスプレイに最適な Folio がダウンロードされます。

Folio Overlays パネルには、「スクロール可能フレーム」という新しいオーバーレイタイプが追加されまし
た。これは、「パンとズーム」の「パンのみ」オプションに置き換わるものです。スクロール可能なコンテンツを作成するときに、スクロール方
向、コンテンツフレームの位置に対する初期ビューの相対位置およびスクロールバーの非表示を設定できます。

アプリケーションを Facebook に登録する場合、カスタム Viewer のナビゲーションバーで「ソーシャルシェア」オプションを
オンにすることができます。ユーザーは、この Facebook オプションをタップしてメッセージを入力することができ、入力したメッセージと掲載
サイトへのリンクがユーザーの Facebook のウォールに投稿されます。現時点では、表示されるのは掲載 Web サイトへのリンクだけで、利用でき
るソーシャルメディアサイトは Facebook のみです。

Viewer Builder では、Folio の自動アーカイブを有効にしたり、Viewer アプリケーションに対して、ダウン
ロード済み Folio の数の上限を指定したりすることができます。個数がしきい値に達すると、前回のダウンロードからの経過時間が最も長い Folio
が自動的にアーカイブされます。ユーザーは、デバイスの設定で自動アーカイブのオン／オフを切り替えることができますが、個数のしきい値を
変更することはできません。ユーザーは、アーカイブされた Folio を再度ダウンロードすることができます。

以前のバージョンでは、スムーズスクロールが有効な 2 方向記事を作成するには、その記事を読み込むことで作成
する必要がありました。現在は、「追加」ボタンを使用して記事を作成するときに、スムーズスクロールのオプションを設定できます。スムーズ
スクロールが有効な記事を読み込むときに、スムーズスクロールのオプションを必ず設定してください。

Viewer Builder でブックマークを有効にすると、ユーザーがブックマークとしてマークした記事がナビゲーションバーのドロップダ
ウンメニューから選択できるようになり、ブックマークした記事に簡単にジャンプできます。ブックマークは、同じ Viewer アプリケーション内の
複数の Folio にまたがって機能します。

Viewer ライブラリに戻ったときに変更箇所のみがチェックされるようになったため、処理がより高速に
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HTML5 ファイルの解析

Folio の制限付き配布（Enterprise アカウントのみ）

ナビゲーションバーアイコンの改善（Enterprise アカウントのみ）

記事からストアへのリンク（Enterprise アカウントのみ）

ネストされたオーバーレイの改善

オーバーレイのスライドショーへの埋め込み

ボタンオーバーレイの強化

スクロール可能なフレーム内の MSO ボタン

すべてのオーバーレイで PDF のピンチ＆ズーム操作が可能

カスタムバージョンの Adobe Content Viewer

iPad 用のデバイスでプレビュー機能のサポート

リンクを再設定

Amazon Appstore 用のカスタム Viewer アプリケーション

Newsstand の無料購読に対応
プッシュ通知用の通知オプション

サードパーティのプッシュ通知サーバー

無料 Folio の配信制限

HTML ストアの強化

なりました。「ライブラリを更新できません」というエラーメッセージが表示される頻度が減りました。このメッセージが表示されるのは、初回
起動時に更新に失敗した場合とライブラリが空で更新に失敗した場合だけです。

iOS および Android デバイス上の HTML5 コンテンツの解析をキャプチャする Javascript API が提供されました。この JS
API を使用すると、発行者は、別々のレポートを表示する代わりに、SiteCatalyst レポート内に HTML5 の解析を含めることができます。詳しく
は、アドビの担当者にお問い合わせください。

Enterprise アカウントを所有している発行者は、サインイン情報に基づいて、ライブラリに
無料の Folio と市販用 Folio を両方表示するかどうかを設定できるようになりました。発行者は、ダウンロード済みの無料 Folio だけがライブラリ
に表示されるように設定することができます。市販用 Folio については、ダウンロード済み／購入済みの市販用 Folio を両方ライブラリに表示でき
ます。発行者は、カスタム Web ストアを使用しなくても、市販用 Folio を利用可能にすることができます。

Enterprise アカウントを所有する発行者は、Viewer Builder で最大 8 個までナ
ビゲーションツールバーアイコンを追加できます。Viewer とライブラリの 2 つのデフォルトアイコンの外観を編集できるようになりました。さら
に、これらのアイコンに使用するローカル HTML ファイルに、最大 5 階層までネストされたアセットフォルダーを含めることができます。HTML
アセットが HTML 構造内の同じ階層にある必要はなくなりました。

ユーザーが記事からストアのページにジャンプするためのボタンまたはハイパーリンク
を作成できます。ボタンまたはハイパーリンクを作成するときに、「URL」フィールドで「http://」を「ww.gotoStore」に置き換えます（「ww」
はタイプミスではありません）。Viewer Builder を使用して、カスタムアイコン用に「ストア」というラベルを作成する必要もあります。

ネストされたオーバーレイに関するバグや制限の多くが修正されました。例えば、スクロール可能フレーム内の
アンカー付きボタンがコンテナフレームの外では表示されない、という問題は修正されました。したがって、レイヤーパネルでスクロール可能フ
レームオブジェクトの名前を変更するという回避策は必要なくなりました。
リリース 18

マルチステートオブジェクトでインタラクティブオブジェクトがサポートされるようになりました。
すべてのインタラクティブオブジェクト（他のスライドショーを除く）がスライドショーのステートでサポートされます。

「ビデオ」および「サウンド」アクションがサポートされ、ボタンを使用してビデオを再生、一時停止、停止できるよ
うになりました。さらに、連続する複数のアクションもサポートされます。例えば、オーディオクリップを再生してオーディオが終わったら新し
いスライドに変更することが、1 つのボタンで可能になりました。

マルチステートオブジェクトのステートをトリガーするボタンアクションを、スクロール可能なフ
レームで使用できるようになりました。コンテンツフレームをコンテナフレームにペーストするとステートアクションが失われるため、ペースト
後に再度アクションを追加する必要があります。

PDF 記事を作成した場合、インタラクティブオブジェクトが含まれていても、すべて
のページでピンチ＆ズームを行うことができます。ピンチ＆ズーム操作は、オーバーレイの再生中でも可能です。PDF ベースの記事は、iPad
Viewer のみで利用できます。デスクトップ用 Viewer やその他の AIR ベースの Viewer では利用できません。カスタム Viewer を作成または更新す
るときは、Viewer Builder で「PDF のズームを有効にする」オプションを必ず選択するようにします。

Professional アカウントまたは Enterprise アカウントをご利用の場合、Viewer Builder を使用して
独自のバージョンの iPad 用 Adobe Content Viewer を作成できます。独自の カスタム Content Viewer を作成できることには 2 つの利点がありま
す。1 つは、新しいバージョンの Folio Producer ツールが利用可能になった場合、Adobe Content Viewer が承認を待機している間に新しい機能を
テストできる点です。もう 1 つは、カスタム Adobe Content Viewer ではデバイスでプレビュー機能が有効になる点です。

Viewer Builder を使用して Adobe Content Viewer を作成した場合、接続されている iPad に Folio
情報を直接コピーできます。Acrobat.com の Web クライアントを使用する必要はありません。ただし、iPad 用のデバイスでプレビュー機能を使
用するには、Phone Disk などのサードパーティのユーティリティが必要です。iPad 用のデバイスでプレビュー機能は、Mac OS でのみ動作
し、Windows では動作しません。

ソースファイルを移動したり名前の変更を行ったりした場合、Folio Builder パネルの「リンクを再設定」コマンドを使用して、記
事レイアウトをソースファイルに再リンクできます。

Amazon Appstore でカスタム Viewer が承認されない問題は解決しました。さら
に、Folio が SD カードの App Data フォルダーに保存されるようになったため、アプリケーションを削除したときに、Folio の残留を防ぐことがで
きます。

作成したカスタム Viewer で Apple の「無料購読」オプションがサポートされるようになりました。
Folio の公開時にプッシュ通知が自動的に実行されることはなくなりました。Folio を公開または更新した

後、Folio Producer Organizer で「通知」ボタンをクリックするとプッシュ通知が実行されます。
Enterprise アカウントをご利用の場合、カスタムサーバーを作成してプッシュ通知をコントロールできま

す。
Enterprise アカウントをご利用の発行者は、Viewer ライブラリで無料コンテンツを非表示にすることができます。このよう

にすることで、サインインアカウントに基づいて顧客に特定のコンテンツをダウンロードする権利を付与することができます。
Enterprise アカウントをご利用の発行者は、Viewer ライブラリと連動する HTML ストアをセットアップできます。例えば、

顧客がサードパーティストアにサインインすると自動的に Viewer にサインインするように設定することが可能です。
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購読の機能改善

Android Viewer 専用のカバー表示

アカウント管理ツールの強化

Single Edition

Viewer Builder の Amazon Appstore のサポート

アカウント管理ツール

インタラクティブオーバーレイを使用したスクロール可能なフレーム

PDF 記事の機能強化

右端綴じオプション

パネルから Folio Producer Organizer を開く

サーバーの信頼性の向上

オフラインワークフロー

Newsstand のサポート

非サブスクリプションユーザー向けの非公開の転送

オーディオアセット用の新しいオプション

Folio Builder パネルの「HTML リソースを読み込み」オプション

強化されたダッシュボード
オーサリングツールおよびパネル用の個別のインストーラー

サーバーの信頼性の向上

新しい解析のカテゴリー

PlayBook のカスタム Viewer

右下隅のボタン領域だけでなく、購読のタイル画像全体がアクティブなタップ領域になりました。ユーザーがアプリケーションを
購読するときには、購読オプションは表示されません。ユーザーが最新の Folio を購入すると、購読オプションが利用できるようになります。

Android Viewer ライブラリでは、「グリッド表示」、「カバー表示」、「両方」のいずれかを使用できます。
小型の Android デバイスでは、カバー表示のみを許可することを望む発行者もいます。

管理ツールを使用して、社内デザイナーおよび契約デザイナー用に制限付きのアカウントを作成できるようになりま
した。作成したアカウントは、会社のアカウントに関連付けられますが、解析などの機能へのアクセスは許可されません。
リリース 17

Professional アカウントや Enterprise アカウントの月額料金を支払わなくても、作成 1 件ごとの単発料金のみのご負担で、Apple
Store に公開する単一 Folio 用 Viewer を作成できるようになりました。

Amazon Appstore で公開するカスタム Viewer アプリケーションを Viewer Builder で作成でき
ます。Amazon Appstore は Android デバイスおよび Amazon Fire タブレットで利用可能です。

アカウント管理ツールを使用することによって、アドビの担当者と電子メールをやり取りせずに、社内のアカウントを作成
およびプロビジョニングすることができます。Adobe ID には、アプリケーション、Viewer Builder、管理者の 3 種類のアカウントを割り当てるこ
とができます。

Folio Producer ツール v17 をインストールした場合は、スライドショーを除
くすべてのオーバーレイをスクロール可能なフレームに追加できます。

PDF 画像形式を使用した記事内のページに URL ベースのボタンまたはハイパーリンクが含まれていても、その他のインタラ
クティブオーバーレイが同じページにない場合にはピンチ＆ズーム操作ができるようになりました。

Folio Producer Organizer でこのオプションを選択すると、記事は Viewer で左から右ではなく右から左の流れで表示されま
す。このオプションはアジア言語の場合に特に重要です。

Folio Builder パネルメニューで「Folio Producer」コマンドを選択すると、デフォルトの Web クラ
イアントで Folio Producer Organizer が開きます。

製品チームでは、Acrobat.com のアップロードとダウンロードのパフォーマンスを向上させるための努力を続けていま
す。
リリース 16

Web サーバーにコンテンツをアップロードせずに、Folio や記事を作成できるようになりました。準備ができた時点で、
コンテンツをアップロードできます。

アップデートされた Viewer Builder（バージョン 1.5.1）には、iPad の購読 Viewer アプリケーション用の Newsstand の
サポートが含まれています。Newsstand に対応した Viewer は Newsstand フォルダーに表示され、新聞や雑誌のパブリケーションにすばやくアク
セスできます。

Enterprise または Professional のサブスクリプションを利用していない場合、Folio Producer
Organizer の「転送」オプションを使用して、コンテンツを非公開として転送できます。このオプションは、特に、Acrobat.com サーバーを使用し
てサイズの大きい Folio をダウンロードできない場合に便利です。転送された Folio の Adobe Distribution Service からのダウンロードは高速で、
信頼性も高くなります。

InDesign CS5.5 を使用している場合は、「初めに最初の画像を表示」オプションを選択すると、指定
したオーディオコントローラーアセットフォルダーにある最初の _play 画像に基づいてオーディオオーバレイフレームのサイズが変更されま
す。InDesign CS5 では、ポスター画像に合わせて、オーバーレイフレームのサイズを手動で変更する必要があります。

Folio Producer エディターに加えて、Folio Builder パネルでも HTML リソース
ファイルを読み込むことができるようになりました。

Digital Publishing Suite ダッシュボードには、ビデオやその他の有用なコンテンツへのリンクが含まれています。
一方のインストーラーを使用して、オーサリングツール（Folio Overlays パネ

ル、InDesign プラグインおよび Desktop Viewer）をインストールします。Folio Builder パネルをインストールするには、別のインストーラーを使
用します。

製品チームでは、Acrobat.com のアップロードとダウンロードのパフォーマンスを向上させるための努力を続けていま
す。例えば、Folio の転送では、Folio のコンテンツを Acrobat.com サーバーから Adobe Distribution Service に直接コピーできます。

解析レポートでは、ダウンロードされた Folio の種類（無料、市販の単一号、購読、外部の権利付与）に関するデータを
表示できます。
リリース 15

Viewer Builder を使用すると、iPad、Android、BlackBerry PlayBook プラットフォーム用にカスタム Viewer アプリ
ケーションを作成できます。
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スクロール可能フレームの機能強化

スクロール可能フレーム内のハイパーリンク

メモリ処理の改善

デバイスでのプレビュー

すべての 5 つのナビゲーションバーアイコンのカスタマイズ

簡単になった社内用 Viewer アプリケーションの作成

Omniture 解析の改善

「サインイン」ボタンを無効にするオプション

ダウンロード時の証明書の追加

ライブラリのパフォーマンスの向上

Android Viewer での HTML 記事の改善

記事の順序を並べ替える

Folio の共有を解除する

記事のサイズ制限の変更

Android Viewer 向けの App 内購入

Android Viewer ですべての購入を復元する

単一 Folio 用 Viewer 向けの書き出しオプション

開発版ビルドのサイドロードオプション

iTunes での多言語掲載を制御する

購入を復元するメニューオプション

解析のアップデート

Viewer のダウンロードの機能改善

コンテナフレーム内にテキストフレームをペーストすることによって、スクロール可能コンテンツを作成でき
るようになりました。さらに、スクロール可能フレームのパフォーマンスも向上しました。

「パンのみ」を使用して作成されたスクロール可能フレームでは、ハイパーリンクとハイパーリンク
ボタンがサポートされるようになりました。レイヤーパネルを使用して作成されたスクロール可能フレームまたはスライドショーのハイパーリン
クはまだサポートされていません。

以前のリリースでは、メモリを大量に消費するオーバーレイを隣接する複数のページ上に作成すると、状況によってパフォーマ
ンスの問題が生じていました。Viewer によるこのような状況の処理が改善され、パフォーマンスが向上しました。

Acrobat.com の Web クライアントを経由せずに、接続されたモバイルデバイスに直接 Folio の情報をコピーできます。
アップデートされた Adobe Content Viewer が App Store で利用可能になるまで、デバイスでのプレビュー機能は Android デバイスでのみ動作しま
す。この最初の提供機能には、追加のセットアップ作業が必要です。

Viewer Builder を使用してカスタムアプリケーションを作成する場合は、Viewer のナ
ビゲーションバーにある「ライブラリ」ボタンと「Viewer」ボタンを置き換えることができるようになりました（Enterprise アカウントのみ）。

Enterprise 署名版 Viewer アプリケーションに配布証明書およびプロビジョニングファイル
を指定する必要がなくなりました（Enterprise アカウントのみ）。

単一 Folio 用 Viewer アプリケーション用にユーザーデータが利用できるようになりました（DPS をご利用の場合のみ）。
また、解析にはダウンロードの統計の詳細な内訳が含まれます。

Enterprise のお客様で、カスタム権利付与 Viewer を作成している場合は、「サインイン」ボタン
を無効にして重複を避けることができます。

Viewer Builder を使用して、証明書を指定しないでカスタム Viewer アプリケーションファイルを作成できるよう
になりました。次に、Viewer ファイルをダウンロードするときに証明書を指定します。これにより、異なるユーザーがアプリケーションをダウン
ロードし、証明書を使用して署名することができます。
カスタム Viewer を作成するときに、Viewer のビルドが完了したかどうかを確認するために、戻るボタンをクリックする必要がなくなりました。

場合によっては、Acrobat.com の Folio はライブラリ内で断続的にしか表示されていませんでした。Adobe
Content Viewer では、すべての利用可能な Folio が常に表示されます。

Android Viewer の HTML 記事でスクロールが有効になりました。
リリース 14（サービスおよび Viewer Builder のみ）

Web クライアントだけでなく Folio Builder パネルでも記事の順序を直接並べ替えることができるようになりました。記
事をドラッグ＆ドロップするだけで記事の順序を変更できます。

Folio を他のユーザーと共有している場合、Folio を削除しないで Folio の共有を解除することができます。Folio Builder
パネルを使用して、共有している Folio を削除することもできます。

以前のリリースでは、アップロードされる 1 つの記事のサイズは 100 MB が上限でした。この上限が現在は 2 GB になり
ました。ただし、モバイルデバイスでは、サイズの大きい記事を適切に処理できない場合があります。

Android Viewer 向けの市販用 Folio を作成できるようになりました。顧客は、Android Viewer ライブラリの
「購入」ボタンをクリックして Folio を購入することができます。

iPad Viewer で可能なように、顧客が Android Viewer ですべての購入を復元できるようになりまし
た。

Folio Producer Organizer に書き出しオプションが追加されました。「書き出し」をクリックす
ると、選択した Folio のコンテンツを含む .zip ファイルが作成されます。Viewer Builder で iPad 向けの単一 Folio 用 Viewer を作成する場合は、こ
の .zip ファイル（または、Content Bundler で作成した .folio ファイル）を指定します。

Viewer Builder で iPad 向けの開発版ビルドを作成するときに、サイドロードをオンにすることができま
す。このオプションを使用すると、（.zip ファイルではなく）.folio ファイルを iTunes 経由で手動で開発版 Viewer にコピーすることができます。

以前のバージョンでは、iTunes Store に 20 言語で Viewer アプリケーションが表示されていました。現在
は、Viewer Builder を使用して Viewer アプリケーションの表示言語を制限できるようになりました。

カスタム Viewer のライブラリに、顧客がオプションの選択によって手動で購入を復元できるメニューが追加
されました。

個々の Folio の統計に加えて購読データも取り込まれるようになりました。
リリース 13

リリース 13（2011 年 6 月）は、Digital Publishing Suite の 2 つ目の公開リリースでした。リリース 13 では、1.1.x インストーラーと Viewer
Builder 1.3 を使用していました。

お客様は Folio のダウンロードが完了する前に Folio の表示を開始できます。また、部分的にダウンロードされ
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最後の画像で停止

すべての Viewer における「水平スワイプのみ」の記事

購入を復元するオプション

ナビゲーションツールバーのカスタムボタン

ナビゲーションツールバーまたはホームボタンを隠す

追加の解析レポート
Android の権利付与
Android Content Viewer のローカライズ

Viewer Builder のローカライズ
利便性の向上

新しい Folio Builder パネル

Web ワークスペース上での Folio の保管

Digital Publishing Suite Web クライアント

共有

Folio Overlays パネルのデザイン変更

用語の変更

Folio のダウンロードの機能改善

Android Viewer の機能強化

た Folio をオフラインで表示することもできます。中断されたダウンロードは、iPad をインターネットに再接続すると、自動的に再開されます。
記事をダウンロードする優先順は、Folio Producer エディターで決定できます。

Folio Overlays パネルで、スライドショーや画像シーケンスの再生時に最初の画像で停止するか最後の画像で停止するかを指定
できるようになりました。

水平スワイプのみに設定した記事（「分割・統合した記事」）が、デスクトップだけでな
く、Android や PlayBook の Viewer の Adobe Content Viewer でも利用可能になりました。

お客様が iPad を復元または交換した場合、購入済みのコンテンツをより簡単にダウンロードできます。Viewer の初回
起動時に、購入を復元するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

Enterprise のお客様は、Viewer に HTML ページを表示するためのボタンを 3 つまで作成できます。
ナビゲーションツールバーに表示されるライブラリボタンと Viewer ボタンに加えて、HTML ページを表示するための「ストア」、「ヘルプ」、
「ニュース」などのボタンを追加できます。

Viewer Builder を使用して Viewer アプリケーションを作成する場合、Viewer の下部のナビ
ゲーションツールバーや Viewer の左上のホームボタンを隠すことができます。

Digital Publishing Suite ダッシュボードの解析ページに、ユーザーデータを追跡するためのレポートがさらに増えました。
Enterprise のお客様は、購読の権利付与を提供できるようになりました。

Android 用の Adobe Content Viewer は、iPad Viewer と同じ言語でローカライズされるようになりまし
た。

Viewer Builder がフランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語および日本語にローカライズされました。
Folio Builder パネル、Folio Producer サイト、Viewer Builder でユーザー体験を向上するための調整が行われました。

リリース 12

リリース 12（2011 年 5 月）は、Digital Publishing Suite の最初の公開リリースでした。リリース 12 では、1.0.x インストーラーと Viewer Builder
1.2 を使用していました。

InDesign の Folio Builder パネルは、Digital Content Bundler アプリケーションに取って代わるものです。Folio
Builder パネルでは、記事および記事レイアウトの追加と、Folio および記事のプロパティを変更できます。

以前のツールでは、記事フォルダーを含んだ 1 つの Folio フォルダーを作成しました。その Folio のフォ
ルダーをバンドルして .folio ファイルを作成し、.folio ファイルをサーバーに アップロードするか iPad にサイドロードするというワークフローで
した。新しいワークフローでは、個々の Folio が Web サーバー上のワークスペースにアップロードされます。Folio が記事によって構成されると
いう点は変わりませんが、記事を別の Folio にコピーすることや、再度バンドルすることなく記事の順序を並べ替えることが可能になりました。
「プレビュー」ボタンをクリックすると、個別の記事または Folio 全体をプレビューできます。また、Adobe Content Viewer にサインインする
と、作成した Folio をダウンロードできます。読み込み機能を使用すると、既存のフォルダー構造から記事を作成できます。

Digital Publishing Suite のサブスクリプションを購入したお客様
は、http://digitalpublishing.acrobat.com で Web クライアントにサインインできます。ダッシュボードには各種ツールおよびサービスへのリンクが
あります。
「解析」ページでは、顧客データのトラッキングができます。
Folio Producer では、Folio の整理、編集、公開を実行できます。Folio Producer 内の「制作管理」ページには選択可能な Folio が表示され、
「エディター」ページには、選択した Folio 内の記事が表示されます。
Viewer Builder では、カスタムアプリケーションを作成できます。

「共有」オプションを使用すると、Folio を他の DPS ユーザーと共有できます。例えば、出版社が、雑誌記事の制作を担当するデザイナーと
の間で Folio を共有することができます。また、広告代理店が 1 つの Folio を複数の出版社と共有して広告を参照できるようにすることもできま
す。この共有ワークフローは、「サイドロード」によるワークフローに取って代わるものです。

Folio Overlays パネルのデザインが変更されました。360 ビューワオーバーレイは、画像シーケンスオー
バーレイという名称に変更されました。Web ビューオーバーレイは、Web コンテンツオーバーレイという名称に変更されました。オブジェクトを
リセットすると、オーバーレイから通常のオブジェクトに変換できます。

「スタック」という用語は「記事」に変更されました。「分割・統合」オプションは「水平スワイプのみ」に変更されました。アップ
ロードサーバーは「Distribution Service」という名称になりました。
リリース 11

リリース 11 は、Content Bundler のワークフローを使用する、Digital Publishing Suite の最後のプレリリースバージョンでした。

iPad でのダウンロードの速度が 2 倍に向上しました。また、Viewer のユーザーは、Folio のダウンロード中に別
の Folio を読むことができます。

Android デバイスでの PNG 記事と HTML 記事のパフォーマンスが向上しました。Android Viewer は、App 内の Web
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ナビゲーションバーのカスタマイズ

購読の機能改善

PDF Folio でのピンチとズームイン

Content Viewer for Android

ローカライズされた Viewer

追加の購読のサポート

同じ Folio の異なるレンディション

HTML 記事でのページ分割

Viewer 内での e コマース購読サービス

デスクトップ用 Viewer の機能強化

右綴じ

Viewer 内の Folio の更新

単方向の Folio での 2 方向のビデオ

データ解析の機能強化

新しい Folio Overlays パネル

デスクトップ用 AIR Viewer

「雑誌号」から「Folio」への変更
ID オプションの廃止

Viewer ライブラリのグリッド表示

順序オプション

バンドル時のロックされた記事

ビューをサポートしています。
Enterprise のお客様は、ナビゲーションバーに、フルスクリーンの Web ビューを表示するアイコンを 3 つま

で追加できます。
独自の権利付与サーバーを設定しなくても、Apple（iOS）の購読を設定できるようになりました。

リリース 10

バンドル時に PDF 書き出しオプションを選択すると、ユーザーはピンチジェスチャーによってページをズー
ムインすることができます。現時点では、インタラクティブオーバーレイを含むページでピンチとズームは有効になりません。

Android デバイス用の Adobe Content Viewer が利用できるようになりました。この Content Viewer に Folio をサイ
ドロードすることはできません。代わりに、アップロードサーバーを使用して、ファイルをアップロードしてダウンロードしてください。Android
用 Viewer は iPad 用 Viewer とほぼ同じですが、一部の機能はサポートされていません。サポートされていない機能には、分割・統合した記事、
インラインビデオ、パノラマオーバーレイ、PDF 形式で書き出した Folio などがあります。HTML 記事と Web ビューオーバーレイでは、パフォー
マンスの問題が生じる場合があります。

Adobe Content Viewer の言語インターフェイスは、デバイスのロケールの設定に基づいています。現時点でサポート
されている言語は、英語、フランス語、ドイツ語、スウェーデン語、スペイン語および日本語です。

App 内での購読提供が可能になりました。アドビでは、独自の権利付与サーバーを設定している発行者向けに Apple の新し
い購読モデルをサポートしています。

モバイルデバイスは様々なサイズのものが利用できるようになりました。複数の Android デバイス用に同じ
1024x768 のサイズの Folio を使用すると、Folio は黒い帯が付いたレターボックスサイズで表示されます。特定のデバイス（1024x600 など）また
は縦横比（16:9）用にデザインする場合、同じ Folio から複数のレンディションを作成できます。レンディションを作成するには、「雑誌タイト
ル」と「Folio の番号」を同じ設定にして、書き出しの「サイズ」を異なる設定にします。Viewer では、デバイスのサイズに最も近いレンディショ
ンのみが提供されます。

HTML 記事をより適切にページに分割できるようになりました。
リリース 9

発行者が独自の購読モデルを設定して、顧客が雑誌またはニュースレターを購読して Folio の定期更新を
受信できるようにすることが可能になりました。顧客は、iPad にダウンロードされたままにする Folio の範囲を指定できます。このオプション
は、ニュース雑誌の場合に特に便利です。

Content Viewer for Desktop で、単方向の Folio や Web ビューオーバーレイなどの以前サポートされていな
かった機能がサポートされるようになりました。

Content Bundler には、アジア言語向けに記事を右から左へ読むことを可能にする綴じ設定があります。右綴じを選択した場合、最初の記
事が右端の記事として表示され、ユーザーは右から左に記事を参照します。

アップロードサーバー上で Folio が更新された場合、ライブラリに更新メッセージが表示されるようになりました。
「更新」ボタンをタップすると、新規または編集済みのミニ .folio ファイルがダウンロードされます。

Folio ファイルが縦置きのみである場合でも、ユーザーはフルスクリーンビデオを横置きモードで再生できま
す。

解析データを使用して利用状況を追跡するときに、広告と記事とを区別できます。オフラインの Viewer のデータも保持さ
れます。
リリース 7／8

InDesign CS5 の Folio Overlays パネルは、Interactive Overlay Creator アプリケーションに取って代わるもので
す。この変更により、InDesign 内ですべてのインタラクティブオーバーレイを作成できるようになりました。Folio Overlays パネルでは、オー
バーレイの作成と設定変更が可能です。

作成した雑誌号（現在は「Folio」と呼ぶ）のテストに、AIR ベースバージョンの Viewer を使用できるようになりま
した。現在、デスクトップ用 Viewer では、すべての機能がサポートされているわけではありません。このため、この Viewer は、基本的なテスト
ツールとしてのみ使用してください。

「雑誌号」は、新たに「Folio」という用語に変更されました。
ほとんどの場合は、水平方向のレイアウトと垂直方向のレイアウトのオーバーレイ ID を同じにしなくても、iPad の回転時の

連続性を維持できるようになりました。Bundler は、ソースアセットと設定に基づいて、関連するオーバーレイを特定します。
Viewer ライブラリでは、グリッド表示で一度に 8 つの Folio を表示できるようになりました。グリッド表示と

単一表示を切り替えることができます。
Content Bundler には、誤って記事の順序を変更しないようにする新しい「順序」列があります。記事が順に表示されるようにし

たい番号を入力すると、記事がその場所に移動します。
Content Bundler には、バンドル時に記事が更新されることを防止する新しい「ロック」列があります。これは、1

33



Viewer 内の「サインアウト」ボタン
3G ダウンロード

分割・統合した記事

フォルダー構造要件の緩和

目次の自動生成

PDF 画像形式

HTML 記事

HTML サムネールの指定

Viewer の UI の改善

スクロール可能フレームの透明性

Bundler の変更点

ネイティブのスライドショーとハイパーリンク

ネイティブのスライドショーの機能強化

特定のページへのリンク
簡単になった navto ハイパーリンク

1 方向の記事

Web ビューでのローカル HTML ファイルのサポート

スクロール可能フレーム

戻るボタン

Bundler の JPEG 出力

Bundler でのエラー処理の改善

Web ビューオーバーレイ

つまたは 2 つの記事での変更をテストする場合に特に便利です。
「サインイン」ボタンを表示するために Adobe ID のパスワードを変更する必要がなくなりました。

iPad への Folio のダウンロードに 3G 接続を利用できるようになりました。
リリース 6

記事（当初は「スタック」と呼ばれました）が分割・統合されると、記事の各ページは基本的に個別の記事になり、ユーザー
は記事のページを横方向にスクロールして表示することができます。目次には分割・統合した記事の最初のページのみが表示されますが、ブラウ
ズモードおよびスクラバーのサムネールにはすべてのページが表示されます。スムーズスクロールに設定された記事は分割・統合できません。

OverlayResources フォルダーを使用しなくても、インタラクティブな雑誌号全体を構築できるようになりました。以
前のリリースでは、オーバーレイのソースファイルを OverlayResources フォルダーに格納する必要があり、また、書き出した SWF ファイルは、
配置先ドキュメントの Links フォルダーに格納する必要がありました。

以前は目次には PNG ファイルが必要でしたが、これはオプションになりました。記事フォルダーに PNG ファイルがない場
合、Content Bundler により記事の最初のページに基づいて自動的に TOC アイコンが生成されます。

Bundler では、PNG および JPEG に加えて PDF 形式でもページ画像を出力できます。PDF 画像形式を使用すると、ファイルサイ
ズが大幅に小さくなるとともに、将来のリリースでピンチとズームやテキストの検索と選択などのさらなる操作を行えるようになります。

InDesign ファイルまたは HTML ファイルを使用して雑誌号の記事を作成できるようになりました。HTML ファイルを使用して記事を
作成する場合、縦置きと横置きの両方に同じ HTML ファイルを使用することも、縦置きと横置き用にそれぞれ別の HTML ファイルを作成すること
もできます。

InDesign 記事の場合、スクラバーをドラッグしたときに表示されるサムネールが Viewer により自動的に生成されます。
しかし、HTML 記事の場合はサムネールの生成に時間がかかり、サムネールのレンダリング品質も低くなることがあります。HTML 記事でのサム
ネールのパフォーマンスを向上するには、各 HTML 記事の最初のページに基づいて Bundler でサムネール画像を生成するようにするか、また
は、HTML 記事フォルダーに手動で画像ファイルを追加します。

各記事の右のスクロールバーが細すぎるというユーザーの声を反映し、スクロールバーの幅を広げました。ブラウズモードで
のページサムネールの外観とパフォーマンスも改善しました。

スクロール可能コンテンツフレームはデフォルトで透明になるようになりました。コンテナフレームのコンテン
ツを表示しないためには、コンテンツフレームに塗りを適用します。

Content Bundler では、雑誌号タイトルのメタデータテキストは Viewer 内に表示されることがなかったため、サイズ／タイプ
の設定情報と同様にこのオプションは削除されました。さらに、「表紙を使用」オプションは「表紙を含める」に変更されました。
リリース 5

インタラクティブなスライドショーとハイパーリンクを作成する唯一の方法は、ネイティブの機能
を使用することです。オブジェクトステートパネル、ボタンパネルおよびハイパーリンクパネルを使用してインタラクティブオブジェクトを作成
します。スクリプトラベルパネルに適切なスクリプトを入力して設定を変更します（次期リリースではこれらの設定用の UI を設ける予定です）。

スライドショーの次のスライドまたは前のスライドにジャンプするナビゲーションボタンを作成できま
す。マルチステートオブジェクトを選択し、スクリプトラベルパネルに「SS_swipeEnabled=yes」という行を追加すると、ユーザーはスライド
ショーのスライド間をスワイプ操作でスクロールできるようになります。

記事内の特定のページにジャンプするハイパーリンクまたはボタンを作成できるようになりました。
ターゲット記事のソースドキュメント名のいずれかを使用して navto ハイパーリンクを指定できます（.html

または .indd 拡張子の有無は問いません）。
縦置きのみまたは横置きのみの雑誌号を作成できます。雑誌号フォルダーに縦置きまたは横置きの InDesign ドキュメントのみを格

納します。iPad を回転しても、雑誌号のレイアウトの方向は維持されます。
Web ビューオーバーレイの作成時にローカルコンピューター上の HTML ファイルを指定で

きます。前のリリースでは、Web ビューオーバーレイの作成時に指定できるのは Web 上の URL だけでした。
ユーザーがコンテンツを縦方向または横方向にスクロールできるビュー領域を作成します。例えば、ユーザーは材料リス

トをスクロールすることができます。
Viewer のナビゲーションバーのホームボタンと目次ボタンの間に、戻るボタンがあります。ユーザーは、このボタンでジャンプ元の

ページに戻ることができます。
Bundler の書き出しオプションダイアログボックスに、コンテンツを PNG 形式で書き出すか JPEG 形式で書き出すかを指

定するオプションが追加されました。
Bundler でのバンドル処理中に、より適切なフィードバックが提供されるようになりました。

リリース 4

指定したビュー領域内にライブの Web ページを埋め込みます。ユーザーが Web コンテンツを操作して他の設定を変更
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

自動開始オプション

360 ビューワの新しいオプション

navto ハイパーリンク

簡単になったネイティブスライドショー

Adobe Content Viewer

アップロードサーバーへの雑誌号のアップロード

Bundler での雑誌号の管理

表紙オプション

オーバーレイフォルダー構造の柔軟性の向上

InDesign のネイティブのインタラクティブ機能

インラインムービー
パノラマ
sidecar.xml

複数の雑誌号

スムーズスクロール

できるようにするかどうかを指定できます。
ページが開かれたときにオーバーレイを自動的に（または指定した遅延時間の経過後に）再生します。自動開始は、360

ビューワ、自動、ビデオおよび Web ビューの各オーバーレイで使用できます。
360 ビューワには、自動開始オプションの他に、再生と一時停止、スワイプおよび画像のループ処理を制御する

オプションも新たに導入されました。
1 つの記事から別の記事にジャンプするハイパーリンクの作成が従来よりもはるかに簡単になりました。InDesign でネイ

ティブのボタンまたはハイパーリンクを作成するときに、「navto://<縦置きの InDesign ドキュメント名>」（例えば「navto://WiFi_v」）として
URL を指定すると、縦置きと横置きのいずれからでも WiFi 記事にジャンプすることができます。

マルチステートオブジェクトをグループ化する必要がなくなりました。スクリプトラベルパネルは、設定
変更のためだけに必要になります。

Adobe Content Viewer を使用すると、アドビのサーバーに対してコンテンツをアップロードおよびダウンロードし、デス
クトップからコンテンツをサイドロードすることができます（注意：サイドロードは現在はご利用いただけません）。

アドビが作成した一時サーバーサイトに雑誌号をアップロードして管理することができます。書
き出し時に、「雑誌号」サブメニューの「複数のファイル」を選択し、サーバーアップロードオプションを指定します。アドビのサーバーにテス
ト用コンテンツをアップロードした後、雑誌号を Viewer にダウンロードすることができます。このリリースの段階では、雑誌号をダウンロードす
るには、アップロードしたユーザーと同じ Adobe ID を使用してサーバーにログインする必要があります。

Bundler では、アップロード済みの雑誌号を表示および管理するインターフェイスをプレビューすることができます。
このリリースでは、アドビのサーバーにアップロード済みの雑誌号の追加、表示、削除が可能です。

最初の記事の最初のページは、サーバーにアップロードする雑誌号に対してライブラリの雑誌号の表紙として使用できるようにな
りました。
リリース 2.5／3

バグ修正。Apple Store を通じて Adobe Content Viewer を提供する以外に新しい機能はありません。
リリース 2

以前のバージョンでは、各記事フォルダーには _h および _v の InDesign ファイル、およびその 2 つ
のファイルの統合したアセットを含む Links フォルダーが必要でした。また、雑誌号全体に使用する単一の OverlayResources フォルダーがありま
した。この構造は現在も有効ですが、_h ファイルと _v ファイルを別々のフォルダーに格納し、各フォルダー内に Links フォルダーと
OverlayResources フォルダーを 1 つずつ配置することが可能になりました。これは、パッケージフォルダーの場合に特に便利です。どちらの方法
にも長所があります。
InDesign ファイルと Links フォルダーが別のフォルダーに表示される方法を使用する場合は、各記事フォルダーに、雑誌号全体の単一の
OverlayResources フォルダーではなく、個別の OverlayResources フォルダーも含める必要があります。
どちらの構造を使用する場合でも、横置き用と縦置き用の InDesign ファイルのサフィックスに _h と _v （horizontal と vertical の意）または _l と
_p （landscape と portrait の意）のどちらでも使用できるようになりました。

Overlay Creator を使用しなくても、InDesign ファイル内のハイパーリンク、ボタンおよびマルチ
ステートオブジェクトを雑誌号に含めることができるようになりました。これらのオブジェクトのデフォルト設定は、スクリプトラベルパネルで
変更できます。

ムービーをフルスクリーンのみでなくインラインでも再生できるようになりました。
Overlay Creator にパノラマオプションが追加されました。
「Info.csv」という CSV ファイルを作成しておくと、Bundler を使用するたびにメタデータを設定する必要がありません。特定の文

字が正しく表示されないという問題があったため、CSV ファイルが XML ファイルに置き換えられました。
Viewer に複数の雑誌号を追加できるようになりました。ホームアイコンをタップすると、現在の雑誌号の先頭ではなく、雑誌号の

ライブラリに戻ります。ライブラリの雑誌号のプレビュー画像を作成できます。現在は、雑誌号を 8 個のみ読み込むことができます。
雑誌号の各記事が連続的にスクロールするか、ページごとにスクロールするかを決定することができます。

リリース 1

Digital Publishing Suite のツールの初期リリースでは、AIR ベースの Content Bundler アプリケーションと Interactive Overlay Creator アプリケー
ションを提供していました。最初の Overlay Creator には、ハイパーリンク、360 ビューワ、スライドショー、オーディオおよびビデオの各オー
バーレイタイプが用意されていました。Overlay Creator は、インタラクティブオブジェクトを作成する唯一の方法でした。
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概要
この記事には、最新の既知の問題と Digital Publishing Suite 各リリースの重要なバグ修正を記載しています。新機能について詳しくは、このリリー
スの新機能を参照してください。
DPS サーバーの既知の問題のリストと今後のメンテナンス予定については、http://status.adobedps.com（英語のみ）をご覧ください。

v30 のホットフィックス
2014 年 4 月 28 日
レガシーの Android Viewer では、ローカルストレージ領域が不足している Android デバイスで Folio がダウンロードされるときにエラーメッセー
ジが表示されませんでした。(3732681)

2014 年 4 月 22 日
大きなプッシュ通知によるボトルネックの問題を解決しました。(3743224)

2014 年 4 月 10 日
レガシー/通知 API を使ったプッシュ通知の送信に関する問題を解決しました。(3735711)

2014 年 3 月 21 日
テキスト通知を送信する際に、全角文字を使用すると、許容される 256 バイトよりも長いメッセージがテキスト入力フィールドに入力できま
す。UI には残りバイト数として負の値が表示されますが、通知を Apple に送信することは可能で、エラーが生じます。このホットフィックスを適
用すると、256 バイトを超えるメッセージをサービスから送信できなくなります。テキストメッセージが許容される長さを超えると、UI にエラー
メッセージが表示され、先に進むには全角文字の数を減らす必要があります。
2014 年 3 月 20 日
v30 ツールがインストールされている場合、アプリケーションロールが割り当てられていない Adobe ID を使用すると、Folio Builder パネルにサイ
ンインできないことがあります。この問題はこのホットフィックスで解決されました。このサインインの問題を回避するには、DPS Desktop
Tools（InDesign CC/CS6）または Folio Builder パネル（InDesign CS5.5/CS5）をアップデートします。インストーラーへのリンクについて
は、この記事を参照してください。

最新の既知の問題とガイダンス
サインイン／インストールに関する問題

DPS ツールのアップデート時に Adobe Content Viewer をインストールできない場合、デスクトップ用 Adobe Content Viewer をインストー
ルできない（英語のみ）を参照してください。
DPS App Builder をインストールできない場合、当該アプリケーションを Applications フォルダーから削除して（存在する場合）ゴミ箱を空
にし、DPS ダッシュボードにサインインして、Mac 用 DPS App Builder をクリックします。
正規の Adobe ID で iPad 上の Adobe Content Viewer にサインインする際に「認証に失敗しました」というエラーメッセージが表示される場
合や、有効な公開済み Folio がカスタム Viewer アプリケーションで表示されない場合、サーバーに問題があるかもしれません。Adobe
Content Viewer のトラブルシューティング（英語のみ）テクニカルノートの「Authentication failed（認証に失敗しました）」の節を参照する
か、アドビの担当者にお問い合わせください。

ネイティブの Android Viewer に関する既知の問題
ネイティブの Android Viewer でサポートされる機能と制限の一覧については、Android デバイス用ネイティブ DPS アプリケーションを作成
するを参照してください。

ソーシャルシェア／Web Viewer に関する既知の問題
iOS 6 のソーシャルシェアは、2 月 7 日以降に作成されたすべてのアプリケーションで無効になっています。iOS 6 が動作するデバイスで
は、ソーシャルシェアメニュー全体が無効になっています。ソーシャルシェアメニューは iOS 7 デバイスでは現在も使用できます。
スムーズスクロールが設定された記事の長さが Folio の高さの倍数に一致しない場合、Web Viewer で記事の最後のページが正しく表示され
ないことがあります。例えば、1024x2000 の記事では最後のページの一部が欠けて表示されますが、1024x1536（高さの 2 倍）
や1024x2304（高さの 3 倍）は正しく表示されます。この問題は特に縦方向で発生します。解決策として、スムーズスクロールページの高さ
を Folio の高さの倍数に一致させます。または、スムーズスクロール記事に PDF ではなく PNG 形式の画像を使用します。
目次の画像が 70x70 より大きい場合、サイズ調整されずに一部が欠けて表示されます。

その他の既知の問題
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Application Loader を使用して DPS アプリケーションを送信すると、エラーメッセージ「Warning: Version Mismatch」（警告：バージョン
が一致しません）が表示されます。この警告を無視してアプリケーションの送信を続けるか、または iTunes Connect でバージョン番号を編
集してください。現在のところ、Apple がこの問題でアプリケーションを却下することはありません。(3632944)
v29 または v30 アプリケーションでソーシャルシェアを有効にした場合、無料として公開された Folio に含まれる記事は、保護または有料に
設定されている場合でも、Web Viewer および記事の Viewer で閲覧可能になります。

v30.2 バグ修正（2014 年 4 月 28 日）
解析の修正
記事メトリックで、オーバーレイ開始と、これらの項目を含まないページの URL クリックについて一貫したレポートが表示されるようにな
りました。(3726762)
スライドショーに組み込まれたボタンが正しく追跡されるようになりました。(3737243)

レガシー Android Viewer

レガシーの Android Viewer では、ローカルストレージ領域が不足している Android デバイスで Folio がダウンロードされるときにエラーメッ
セージが表示されませんでした。(3732681)

v30.1 バグ修正（2014 年 4 月 7 日）
iOS Viewer に関する修正
更新された直接権利付与アプリケーションで、サインインに関するいくつかの問題が解決されました。これには、サインインボタンが正しく
機能せずユーザーがサインアウトされるという問題も含まれています。(3726004 および 3726005)
iPhone viewer は、Newsstand View の iPhone5 サイズの Folio をカバーするために 16:9 のアスペクト比を維持するようになりまし
た。(3732700)
HTMLResources.zip 内のデータ記述子をスキャンする Viewer コードは、エラーが発生したと誤って判断することがなくなりまし
た。(3724085)
拡張文字は、スライドアップ Web View URL 向けに URL エンコードされなくなりました。(3728362)

ネイティブ Android Viewer に関する修正
一部の自動再生ビデオが自動的に再生されない問題が修正されました。
ダウンロードのキャンセルに関連してライブラリの安定性が向上しました。
直接権利付与のログインに関する問題が修正されました。

Windows ストア Viewer に関する修正
発行者が記事名を変更した場合、ユーザーが Folio を更新しようとしたときに「Folio を開けません」というエラーメッセージが表示されなく
なりました。(3729074)
直接権利付与のログインに関する問題が修正されました。 (3726018)

v30 バグ修正リリースノート（2014 年 3 月）
オーサリングに関する修正
Folio 内のオーバーレイの名前に改行文字が入っていると、オーバーレイが不完全になり、Android でダウンロードが失敗します。この問題は解決
しました。(3653600)

iOS Viewer に関する修正
Newsstand 以外の Viewer および Adobe Content Viewer で、Folio のドキュメント名フィールドにスラッシュ「/」が含まれる場合に、再起動
後にダウンロードした Folio が失われることがなくなりました。(3706229)
iOS7 で Web コンテンツオーバーレイをスワイプしたときに、このオーバーレイがアクティブにされることがなくなりました。(3719813)
セクションが設定された Folio の 1 つのセクションをユーザーがダウンロードし、その Folio が公開停止され、ユーザーがそのフォリオを表
示して操作しようとすると、Viewer がクラッシュしていました。この問題は解決しました。(3712674)
回転と慣性での画像シーケンスのリセットが、スワイプ時に可能になりました。(3711983)
iOS 7 で、スライドショーがスクロール可能なフレームにネストされているときに、デバイスを回転させるとスライドショーボタンが消える
ことがなくなりました。(3710367)
有効な navto リンクをタップしたときに、失敗したり、何も起こらなかったりすることがなくなりました。(3704444)
デバイスを反対方向で再起動したときに、単一方向の Folio の読み取り位置が失われることがなくなりました。(3701061)
デバイスのスリープ後またはホームボタンが押されたときに、Localstorage の値が正しく取得されるようになりました。(3696400)
PDF ページにズームインして画像シーケンスをスワイプしたときに、画像シーケンスが正しく動作するようになりました。(3689978)
ダブルタップでリセットされた自動再生スライドショーが、ページを出たときに再び再生を開始することがなくなりました。(3685543)

37



ページの先頭へ

権利付与されていない Folio についても、バックグラウンドのプッシュによって Newsstand Folio のカバーが正常にアップデートされるよう
になりました。(3684294)
スクロール可能なフレームにネストされた画像シーケンスオーバーレイの自動再生が、場合によって失敗することがなくなりまし
た。(3684291)
Viewer で直接権利付与が設定されていない場合、新しい Folio アラートが Folio ビューに表示されません。この問題は解決しまし
た。(3684290)
ユーザーがカスタムライブラリで複数の Folio を購入するためにタップした後で、デフォルトのライブラリに戻ったときに、Viewer がクラッ
シュすることがなくなりました。(3678047)
スライドショーで非常に速くスワイプすると、スライドが切り替わるのではなく、次の記事に移動することがあります。この問題は修正され
ました。(3673086)
iPhone 5 で、「パスワードを忘れた場合」のテキストがサインインボックスの外部に表示されることがあります。これは、アプリケーション
でパスワードを忘れた場合の URL が設定されているが、アカウントを作成する場合の URL が設定されていない場合に起こります。この問題
は v30 アプリケーションで解決しました。(3671662)
無料記事の隣にある保護された記事をすばやくスワイプすると、購入ウィンドウや網かけが表示されずに、保護された記事が見えてしまうこ
とがあります。この問題は解決しました。(3660132)
カスタム HTML スロットと Web ビューが、Viewer の UI の背後まで正しく拡張されるようになりました。(3658854)
TOC アセットの名前にスペースが見つかった場合でも、プレビューした Folio をダウンロードできるようになりました。(3658214)
スワイプを有効にしてスライドショーまたは画像シーケンスにズームインした場合、縦方向にスワイプしてページをスクロールできるように
なりました。(3656725)
InDesign で画像がトリミングされた水平スクロール可能なフレームでスワイプすると、ページが移動するのではなく、震えるような動作をす
るようになりました。(3653470)
PDF 記事でページにズームインしているときに、MSO のダブルタップで正しくズームインおよびズームアウトするようになりまし
た。(3652078)
利用状況の追跡の停止ウィンドウが、オフラインモードで無効になることがなくなりました。(3650422)
Folio が複数回更新されたときに、ライブラリのタイトルに「ライブラリアラート」と表示されることがなくなりました。(3649220)
垂直スクロール可能なフレームでスワイプして次のページに移動する際に、次のページが一瞬表示されてから元のページに戻ることがなくな
りました。(3647503)
アプリケーション内のブラウザーで Web コンテンツを表示する際の信頼性が向上しました。(3610048)
デバイスが再起動され、ロック解除されずに、Newsstand のプッシュによってアプリケーションが呼び出された場合に、iTunes 購読者レ
シートを検証できるようになりました。(3595346)

Windows ストア Viewer に関する修正
Window ストア Viewer で、発行日または表紙の日付が指定されていない Folio を含むライブラリを開くと、Viewer がクラッシュする問題が
修正されました。(3714037)
ビデオオーバーレイを含む Folio が正しくアーカイブされない場合がありました。その結果、ユーザーは Folio を正しく再ダウロードするこ
とができませんでした。(3707309)

Web ベースの DPS アプリケーションビルダーに関する修正
ネイティブ Android アプリケーションの構築の際に、Professional のお客さまに対する解析の設定を改善するための問題修正が行われました。

v30 のベストプラクティスと了解事項
Folio および記事のメタデータを入力する際には、A ～ Z、0 ～ 9、ダッシュ、下線などの基本的な文字を使用してください。スラッシュ、記
号、拡張 ASCII 文字は使用しないでください。
Folio Producer エディターに「無料」オプションが表示されない場合は、Folio の Viewer バージョンを v26 以降に更新し、その Folio 内の記
事を更新する必要があります（Folio の Viewer バージョンを更新しても、記事の Viewer のバージョンは記事が更新されるまで以前のままで
す）。
PDF は現在 Android でもサポートされていますが、HTMLResources.zip ファイル内の PDF ファイルへのリンク設定は Android ではサポート
されていません。
すべての PDF 記事が iOS Viewer の場合と同じように Android Viewer で動作するわけではありません。特に Web コンテンツオーバーレイの
動作は異なります。パノラマ、インラインビデオおよびその他のいくつかの機能は Android ではまだサポートされていません。
権利付与を使用する購読アプリケーション用 HTML バナーを作成すると、バナーはページ全体に広がります。したがって HTML の調整が必
要になることがあります。
権利付与バナーを指定する場合、タイルが表示されなくても、DPS App Builder で購読タイルアセットの提供を求められます（この修正を試
みましたが、最近見つけたバグによって以前の動作に戻りました）。購読のタイルには空白の「ダミー」画像を使用できます。
Amazon が YouTube ビデオの埋め込みフォーマットを最近変更しました。YouTube の埋め込みコードを編集して、"src=//www.youtube.com"
を "scr=http://www.youtube.com" に変更してください。また、オーバーレイを「自動再生」に設定し、オーバーレイの前にポスター画像を追
加します。
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キーワード： cpsid_92868

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

ページの先頭へ以前のリリースのバグ修正
以前のリリースノートとバグ修正のリストについては、過去の DPS リリースノートを参照してください。
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デザインとレイアウト
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レイアウトデザインの概要

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

Folio は、月刊雑誌の号や単一雑誌号 Viewer アプリケーションのコンテンツなどのパブリケーションです。Folio は 1 つ以上の記事（スタックと
呼ばれることもあります）で構成されています。InDesign CS5 以降を使用して、記事のソースドキュメントを作成します。Folio および記事を作
成するには、Folio Builder パネルを使用します。ドキュメントにインタラクティブオブジェクトを追加するには、Folio Overlays パネルを使用しま
す。
関連記事

目的 参照先：

デザインを決定する デジタル出版物のデザイン

InDesign を使用して記事のソース ドキュメントを作成する InDesign ソースドキュメントの作成

インタラクティブオーバーレイを追加する インタラクティビティ

Folio および記事を作成する Folio と記事

コンテンツをプレビューする Folio と記事のプレビュー

他のユーザーと Folio を共有する Folio を共有する
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デジタル出版物のデザイン

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

InDesign CS6 では、横置きレイアウトと縦置きレイアウトを同じ InDesign ドキュメントに含めることができます。InDesign CS5／5.5 では、横
置きレイアウトと縦置きレイアウトは別の InDesign ドキュメントに保存する必要があります。1 つの Folio 内に横置きと縦置きのレイアウトを組
み合わせて混在させることはできません。Folio 全体を、2 方向、縦置き専用、横置き専用のいずれかに統一する必要があります。
2 方向の記事では、縦置きまたは横置きの 2 種類のレイアウトを使用します。ユーザーがモバイルデバイスの持ち方を変えると、異なる方向のレ
イアウトに表示が切り替わります。1 方向の Folio では、レイアウトが 1 つの方向に固定されています。例えば、縦置き版 InDesign ファイルのみ
を含んだ記事を作成すると、ユーザーがモバイルデバイスの置き方を回転させても、表示の方向は変化しません。ただし、Folio が縦置きのみであ
る場合でも、フルスクリーンビデオは横置きモードで再生できます。

 
iPad 上の横置きレイアウトと縦置きレイアウト

縦置き用および横置き用ドキュメントに含まれるページ数やアセットの内容は、異なるレイアウトの必要に応じて違っていてもかまいません。

デジタルパブリッシングアプリケーションのデザイン上の意思決定（英語のみ）

Bob Bringhurst 氏が、デジタルパブリッシン
グのデザイン上の意思決定に関する詳細な例
を提供しています。... 詳細
http://goo.gl/IfafR

提供者 Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

専門知識を投稿：
Adobe Community Help
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InDesign ソースドキュメントの作成

ページの先頭へ

InDesign ドキュメント作成のガイドライン
InDesign ソースドキュメントの作成（InDesign CS5 および CS5.5）
InDesign ソースドキュメントの作成（InDesign CS6 および CC）
既存の印刷用の記事に基づいて電子雑誌の記事を作成する場合、通常、新規ドキュメントを作成するのが最も簡単な方法です。既存のドキュメン
トを再利用する場合は、ドキュメント設定ダイアログボックスで設定を変更し、ページサイズ（iPad SD 用の 1024x768 など）と方向（縦置きま
たは横置き）を指定します。ユーザーがコンテンツを横方向または縦方向に表示できる 2 方向 Folio の場合は、各記事について 2 つのドキュメン
ト（縦置きと横置きを 1 つずつ）を作成できます。InDesign CS6 を使用している場合は、1 つのドキュメント内に代替レイアウトを作成すること
もできます。
ソースドキュメントでは見開きページは使用せず、必ず 1 ページが 1 スプレッドになるようにしてください。

InDesign ドキュメント作成のガイドライン
「見開きページ」を解除します。ページでスムーズスクロールを使用する場合を除き、ページツールではページサイズを変更しません。
デザインの作成時には、記事のレイアウトの右端が 6 ピクセル幅のスクロールバーと重なって見えなくなることに注意する必要があります。
スクロールバーの場所を示すガイドまたはオブジェクトをマスターページに追加しておくことをお勧めします。
レイアウトのデザイン時に、ユーザーが背景をタップしたときに表示されるナビゲーションバーを作成することがあります。上部ナビゲー
ションバーは、20 または 40 ピクセル（SD または HD）のシステムステータスバーと、44 または 88 ピクセルの上部ナビゲーションバーで
構成します。下部ナビゲーションバーは、44 または 88 ピクセルです。Enterprise アプリケーションでは、カスタムナビゲーションアイコン
で追加のナビゲーションバーを表示できます。この追加のナビゲーションバーは、56 または 112 ピクセルです。
Folio ファイルが大きくなるのを防ぐために、画像シーケンス、画像のパン＆ズーム、パノラマなどのインタラクティブアセットには適切な
サイズの JPEG および PNG ファイルを使用してください。非インタラクティブな画像やスライドショーの画像に
は、PSD、TIFF、AI、PDF、JPEG など、任意の画像形式を使用できます。記事またはレイアウトを作成するときに、各ページの非インタラ
クティブオブジェクトは圧縮され、単一の PNG、JPEG または PDF 背景画像ファイルに変換されます。スライドショーとボタンの画像も同
じように、圧縮された PNG ファイルになります。
インタラクティブオーバーレイで使用される画像を作成するときに、最良の結果を得るには、Photoshop で「Web およびデバイス用に保存」オ
プションを使用することをお勧めします。
InDesign ドキュメントで PDF ファイルを配置する場合は、分割・統合していない PDF 1.4 以降を使用して、不要な白線が表示されないよう
にします。
カラーを正確に再現するために、CMYK や LAB ではなく RGB カラーの画像を使用します。
非インタラクティブコンテンツの場合は、任意の種類の画像を使用できます。非インタラクティブコンテンツは、Folio のサイズと同じサイ
ズになるようにリサンプリングされます。インタラクティブコンテンツの作成のガイドラインについては、オーバーレイ作成のベストプラク
ティスを参照してください。

Digital Publishing Suite 用 iPad レイアウトテンプレート（英語のみ）

スタイルおよびレイヤーの操作（英語のみ）

1024x768 サイズの InDesign CS5 用テンプ
レートが Keith Gilbert 氏により作成されて
います。それらのテンプレートには、iPad
のスクロールバーやメニューと重なる領域を
避けるためのガイドが含まれています。...
詳細
http://goo.gl/yKAUD

提供者 Keith Gilbert 
http://www.gilbertconsulti...

専門知識を投稿：
Adobe Community Help

Colin Fleming 氏が、スタイルを使用してパ
ブリケーションで一貫性のあるデザインを維
持する方法およびレイヤーを使用して DPS
での混乱を回避する方法について説明しま
す。... 詳細

提供者 Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

専門知識を投稿：
Adobe Community Help
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ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

InDesign ソースドキュメントの作成（InDesign CS5 および CS5.5）
InDesign CS5 と InDesign CS5.5 は、2014 年 9 月に予定されている v32 リリースではサポートされなくなります。そのときに、Folio や

記事の作成または編集、Folio Producer への DPS コンテンツのアップロードができなくなります。InDesign CS6 以降が必要となります。

1. InDesign CS5 または InDesign CS5.5 では、ファイル／新規／ドキュメントを選択します。

2. （オプション）「ドキュメントプロファイル」で、「Web」を選択します。
「Web」を選択すると、モバイルデバイスに適したレイアウトを作成しやすくなります。作成済みのドキュメントに「プリント」のドキュメ
ントプロファイルが指定されている場合、この設定を「Web」に変更することはできません。ただし、手動で設定を変更することはできま
す。

3. 「ページサイズ」で、対象となるデバイスリーダーの解像度を指定します。
SD モデルの iPad の解像度は 1024x768 ピクセルです。HD モデルの iPad の解像度は 2048x1536 ピクセルです。最良の結果を得るに
は、1024x768 のドキュメントを作成し、PDF 画像形式を使用して、すべての iPad でコンテンツが適切に表示されるようにします。
ページ右端の幅 6 ピクセル分の領域はモバイルデバイス上では断ち切られるので、実際のデザイン領域は、SD iPad の場合 1018x768（また
は 762x1024）ピクセルになります。
Android デバイスでは、Android Viewer のコンテンツは表示領域に合わせて拡大、縮小され、必要に応じてレターボックス表示されます。複
数のデバイス向けにドキュメントを作成するを参照してください。
スムーズスクロールを有効にする場合は、カスタムのページサイズを指定します（例：1024x3000）。記事のスムーズスクロールを参照して
ください。

4. 「方向」で、「縦置き」または「横置き」を選択します。

 
デバイスリーダー向けドキュメントの作成 
A. 「ドキュメントプロファイル」を「Web」に設定 B. 「ページサイズ」を指定 C. 「縦置き」または「横置き」を選択 

5. 2 方向の記事の場合は、同じ手順をもう一度実行して 2 つ目のドキュメントを作成します。
記事を読み込む場合は、ファイルを保存するときにファイル名に _v サフィックスと _h サフィックスを付けます。例えば、縦置き版のド
キュメントには _v サフィックスを付けて article_v.indd のようにします。

6. ドキュメントをデザインします。
デジタルパブリッシングワークフローでは、InDesign のインタラクティブ機能は一部サポートされません。詳しくは、サポートされている
インタラクティブ機能を参照してください。

InDesign ソースドキュメントの作成（InDesign CS6 および CC）

http://bit.ly/mTj72N
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InDesign CS6 および CC には、DPS ワークフローを単純化する新機能が追加されています。これらの機能について詳しくは、以下のリンクを参
照してください。次の点に注意してください。

InDesign CS6 以降を使用して作成または編集した Folio は、v20 よりも前のどのバージョンの Viewer とも互換性がありません。
代替レイアウトを作成する場合は、「記事を読み込み」ではなく、「記事を追加」機能によってのみ、これらのレイアウトに基づいた記事を
作成できます。複数のファイルの読み込みを多用している場合は、「記事を読み込み」機能で代替レイアウトがサポートされるまで、複数の
異なるドキュメントを継続して使用します。

InDesign CS6 または CC でソースドキュメントを作成するには：

1. InDesign CS6 で、ファイル／新規／ドキュメントを選択します。

2. 「ドキュメントプロファイル」で、「デジタルパブリッシング」を選択します。

3. 「ページサイズ」で、iPad など、対象となるデバイスを指定します。必要に応じて、幅と高さの値を変更します。
SD モデルの iPad の解像度は 1024x768 ピクセルです。HD モデルの iPad の解像度は 2048x1536 ピクセルです。最良の結果を得るに
は、1024x768 のドキュメントを作成し、PDF 画像形式を使用して、すべての iPad でコンテンツが適切に表示されるようにします。
ページ右端の幅 6 ピクセル分の領域はモバイルデバイス上では断ち切られるので、実際のデザイン領域は、SD モデルの iPad の場合
1018x768（または 762x1024）ピクセルになります。
Android デバイスでは、Android Viewer のコンテンツは表示領域に合わせて拡大、縮小され、必要に応じてレターボックス表示されます。複
数のデバイス向けにドキュメントを作成するを参照してください。
スムーズスクロールを有効にする場合は、カスタムのページサイズを指定します（例：1024 x 3000）。記事のスムーズスクロールを参照し
てください。

4. 「方向」で、「縦置き」または「横置き」を選択します。

 
デバイスリーダー向けドキュメントの作成 
A. 「ドキュメントプロファイル」を「Digital Publishing」に設定 B. 「ページサイズ」を指定 C. 「縦置き」または「横置き」を選択 方向 

5. 代替レイアウトを作成するときにテキストを再フローする場合は、「プライマリテキストフレーム」を選択したままにします。記事にメイン
ストーリースレッドがない場合は、このオプションの選択を解除します。

6. ドキュメントをデザインします。
デジタルパブリッシングワークフローでは、InDesign のインタラクティブ機能は一部サポートされません。詳しくは、サポートされている
インタラクティブ機能を参照してください。

7. 2 方向の記事の場合は、次のいずれかの手順を実行します。

方向が異なる別のドキュメントを作成します。記事を読み込む場合は、ファイルを保存するときにファイル名に _v サフィックスと _h サ
フィックスを付けます。例えば、縦置き版のドキュメントには _v サフィックスを付けて article_v.indd のようにします。
代替レイアウトを作成します。

代替レイアウトについて説明するビデオ（英語のみ）

InDesign CS6 でオブジェクトベースのリ
キッドページルールを使用する方法を説明し
ます。... 詳細

提供者 Anne-Marie
Concepcion、Lynda.com
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

リキッドレイアウトルールの概要について説明するビデオ（英語のみ）

基本的なリキッドレイアウトルールの使用について説明するビデオ（英語のみ）

ガイドベースのリキッドレイアウトルールについて説明するビデオ（英語のみ）

オブジェクトベースのリキッドレイアウトルールについて説明するビデオ（英語のみ）

関連トピック

http://www.adobe.com/go/CHLvid60107_id_jp
専門知識を投稿：
Adobe Community Help

InDesign CS6 のリキッドページレイアウト
ルールの基本的な概念について説明しま
す。... 詳細
http://www.adobe.com/go/CHLvid60114_id_en

提供者 Anne-Marie
Concepcion、Lynda.com

専門知識を投稿：
Adobe Community Help

InDesign CS6 でリキッドページルールの拡
大・縮小、中央揃え、基準マスターを使用す
る方法を説明します。... 詳細
http://www.adobe.com/go/CHLvid60115_id_en

提供者 アドビのビデオ

専門知識を投稿：
Adobe Community Help

InDesign CS6 でガイドベースのリキッド
ページルールを使用する方法を説明しま
す。... 詳細
http://www.adobe.com/go/CHLvid60116_id_en

提供者 Anne-Marie
Concepcion、Lynda.com

専門知識を投稿：
Adobe Community Help

InDesign CS6 でオブジェクトベースのリ
キッドページルールを使用する方法を説明し
ます。... 詳細
http://www.adobe.com/go/CHLvid60117_id_en

提供者 Anne-Marie
Concepcion、Lynda.com

専門知識を投稿：
Adobe Community Help
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法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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複数のデバイス向けにドキュメントを作成する

複数のデバイスサイズを考慮して、各種プラットフォームに対応した Folio とカスタム Viewer を作成することができます。例えば、Android プ
ラットフォームには、1024x600、1280x800、1920x1200 など、表示サイズが異なる複数のデバイスがあります。iOS（Apple）プラットフォーム
には、iPad として 1024x768 および 2048x1536 のモデルと、iPhone として 480x320、960x640 および 1136x640 のモデルがあります。

Android と iOS の Viewer では、Folio を表示するための要件が異なります。Android Viewer では、任意のサイズで作成した Folio を表示できま
す。記事は必要に応じて縮小およびレターボックス表示されます。一方、iPad では、Viewer 上に表示できるのは、縦横比が 4:3 の Folio だけで
す。iPhone Viewer では、縦横比が 3:2 または 16:9（1136 x 640）の Folio のみを表示できます。

単一 Folio による方法（推奨）
レンディションを使用する方法もありますが、各プラットフォーム向けに単一 Folio を作成し、コンテンツの拡大縮小を許可することができま
す。iPad には、SD と HD の両方の iPad で機能する 1024x768 の単一 Folio を作成できます。同様に、SD と HD の両方の iPhone で機能する
480x360 の単一 Folio を作成できます。マルチレンディションの記事の作成を参照してください。

Android Viewer には、iPad 向けの 1024x768 の Folio も作成できますが、Android デバイスのサイズにより適した 1280x800 の Folio を作成できま
す。作成された Folio は、Android デバイス上で拡大縮小できます。最良の結果を得るために、複数の Android デバイスで Folio をテストしてくだ
さい。ネイティブ Android Viewer 向けには、電話用とタブレット用に 1 つずつ Folio を作成しておき、アプリケーションを構築する際に、小さい
方の Folio が電話だけに表示され、大きい方がタブレットだけに表示されるようにするという方法もあります。ネイティブ Android Viewer 用のレ
ンディションの設定（英語のみ）を参照してください。

Windows ストアの Viewer には、1024x768 または 1280x800 の単一 Folio を作成することをお勧めします。コンテンツは、必要に応じて拡大また
はレターボックス表示されます。

レンディション

異なるデバイス向けにデザインした同じ Folio の別バージョンを、それぞれレンディションと呼びます。複数の Folio レンディションを作成する場
合は、Viewer ではデバイスのサイズに最も近いレンディションのみが使用可能になります。

Android デバイスでは、デバイスの縦横比と一致しないレンディションが Viewer 上に表示される場合、コンテンツは縦横比を維持して拡大および
縮小され、必要に応じてレターボックス（上下の黒い余白）またはサイドパネル（左右の黒い余白）が付加されます。

レンディションは、以下の場合に便利です。

レターボックス表示されない iPhone のコンテンツを作成する場合。例えば、iPhone 3 および iPhone 4 デバイスに適した 480x320 のレン
ディションと、iPhone 5 以降のデバイスの画面領域を満たす 1136x640 のレンディションを作成できます。
Web Viewer 専用の Folio を作成する場合。Web Viewer のカスタマイズを参照してください。
電話かタブレットのどちらかを対象とする Android デバイス用の Folio を個別に作成する場合。
iPad 用の SD および HD の Folio（1024x768 および 2048x1536）を個別に作成する場合。このオプションは、PDF ではなく PNG または
JPG 形式の記事を使用する場合に、とりわけ便利です。

Folio のレンディションを作成するを参照してください。

 
同じ Folio の異なるレンディション 
A. 1024 x 768 の Folio B. 1024 x 600 の Folio C. 1024 x 768 の Folio（1024 x 600 デバイス上でのレターボックス表示） 

複数レンディション対応のデザインに関するガイドライン

1 つのドキュメントを複数のデバイス向けに再利用する場合は、次のガイドラインに留意してください。

iPad Viewer 上に表示できるのは、縦横比が 4:3（例：1024x768）の Folio だけです。iPhone Viewer では、480x320 や 960x640 など縦横比
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3:2 の Folio のみ表示されます。iPhone 5 では 1136x640 の Folio のみ表示されます。

Android デバイスでは、デバイスのサイズに合わせてコンテンツが 300％まで拡大縮小されます。レターボックスが表示される場合がありま
す。

記事を Folio に追加する際、ドキュメントのページサイズ設定と Folio のサイズ設定の縦横比は同じにする必要があります（スムーズスク
ロールオプションを選択した場合を除く）。例えば、1024x768 の InDesign ドキュメントは縦横比が 4:3 であるため、2048x1536 の Folio に
追加できます。しかし、1280x768 のドキュメントを 1024x800 の Folio に追加することはできません。

Android デバイス用にデザインする際は、システムナビゲーションバーによって表示領域が減ることを考慮してください。例えば、Xoom お
よび Galaxy 10 のナビゲーションバーは 48 ピクセル、Nexus 7 のナビゲーションバーは 64 または 75 ピクセルです。例えば、Xoom ではナ
ビゲーションバーによって実際のレイアウトのサイズが横置きは 1280x752、縦置きは 800x1232 になります。これらの様々なサイズを考慮
した Folio レンディションを作成しようとするのではなく、ある程度の拡大縮小やレターボックス表示の発生を許容することをお勧めしま
す。

非表示レイヤーに配置されているオブジェクトは、書き出し後の Folio に表示されません。異なるモバイルデバイス向けに別々のレイヤーを
用意しておくと、必要な場合にレイヤーを可視にすることでそのレイヤー上のオブジェクトを使用できます。その場合は、ドキュメントから

記事を作成する前に、レイヤーの表示と非表示を適切に切り替え、必要に応じてページサイズを変更します。

Web Viewer でコンテンツを表示するためにソーシャルシェアを有効にしている場合、Web Viewer ブラウザーだけで表示される特別なレン
ディションを作成できます。Web Viewer 専用のレンディションの作成を参照してください。

iOS と Android デバイスに必要に応じて異なるコンテンツを使用できるように、iOS と Android プラットフォームに別々のアプリケーション
ID を使用することをお勧めします。次のセクションで説明するように、iOS でサポートされている機能すべてが Android でサポートされてい
るわけではありません。

他のプラットフォームでサポートされていない機能

iPad で動作する一部の機能は、Android Viewer およびその他のデバイスではサポートされていません。例えば、パノラマやインライン（フルスク
リーンでない）ビデオは Android プラットフォームではサポートされません。HTML コンテンツの場合は、プラットフォームのブラウザーと DPS
Folio でコンテンツが正しく動作することを確認してください。iOS Viewer と Android Viewer の違いと DPS でサポートされる機能のリストを参
照してください。

アプリケーションの作成

Android デバイス用 DPS アプリケーションの作成について詳しくは、Android デバイス用ネイティブ DPS アプリケーションを作成するを参照して
ください

。

Windows ストア用 DPS アプリケーションの作成について詳しくは、Windows ストア用 DPS アプリケーションを作成するを参照してください。
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DPS 用の HTML 記事の作成

注意：

Folio に HTML ベースの記事を読み込んで、Viewer 上に記事として表示させることができます。HTML 記事にはファイルサイズが非常に小さいと
いう利点があり、週刊のパブリケーションや単純なテキスト中心の記事に適しています。Folio Overlays パネルで使用できないインタラクティブ機
能を HTML 記事に含めることもできます。

Adobe Edge を使用して DPS 用 HTML を作成する方法については、Raghu Thricovil 氏の記事、Adobe Edge を使用した HTML アニメーションに
よる DPS Folio の強化（英語のみ）を参照してください。

1. HTML ファイルを含んだフォルダーを作成します。

フォルダーには使用しているアセットだけが含まれていることを確認します。フォルダー内のすべてのアセットは、使用されていない場合で

もアップロードされます。

2. HTML 記事を 1 方向用フォルダーに読み込む場合、.html ファイル名に _h または _v サフィックスを追加します（index_h.html など）。

サフィックスを追加しない場合、記事は 2 方向の記事として読み込まれます。1 方向の Folio をプレビューまたは公開しようとすると、エ
ラーメッセージが表示されます。

3. Folio Builder パネルで、HTML 記事を含める Folio を開きます。

4. Folio Builder パネルの記事ビューで、パネルメニューから「記事を読み込み」をクリックします。

5. 「1 つの記事を読み込み」を選択し、場所フォルダーアイコン 

6. その他の設定（「スムーズスクロール」など）を指定し、「OK」をクリックします。

HTML ファイルを編集する場合は、Folio Builder パネルで HTML 記事を選択し、「更新」を選択します。

v20 より前のバージョンで作成した Folio を編集している場合、Folio のプロパティダイアログボックスを開き、Viewer バージョン設定を
指定します。「指定なし」を選択した場合、現時点では HTML 記事を読み込めません。

HTML 記事の要件

横置きと縦置きの両方で機能する 1 つの HTML ファイルを作成することも、2 方向のそれぞれに対応する個別の HTML ファイルを作成する
こともできます。縦置きと横置きで別々の HTML ファイルを使用する場合は、HTML ファイル名に _v および _h のサフィックスを付けます
（例：index_h.html）。単方向の Folio を作成する場合は、必要な HTML ファイルは 1 つだけです。単方向の Folio では、HTML ファイルに
_h または _v のサフィックスを含めます。

動的 HTML（DHTML）ファイルは、現在、完全にはサポートされていません。

ファイル構造としては、HTML ファイルの関連するすべてのグラフィックとスクリプトを個別の記事フォルダーに配置する方法と、Folio 全
体の関連するグラフィックとスクリプトを HTMLResources.zip ファイルに配置する方法があります。HTMLResources.zip ファイルは、Folio
Builder パネルから、または Web 上の Folio Producer から Folio に読み込みます。HTMLResources を読み込むを参照してください。

HTMLResources フォルダーの例

HTML コードでは、相対パスを使用してください。HTML ファイルと同じレベルにある画像にリンクしている場合は、次のような方法を使用
します。

<img src="GlobalImage.jpg"/>

HTMLResources フォルダーにある画像にリンクしている場合は、次のような方法を使用します。
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標準のビデオ動作

強化されたビデオ動作

Java スクリプト

ストリーミングビデオ

<img src="../HTMLResources/GlobalImage.jpg"/>

HTML 記事間のハイパーリンクの作成については、HTML 記事の navto ハイパーリンクを作成するを参照してください。

Android Viewer に対応した HTML 記事の作成

Android Viewer 向けに HTML 記事を作成する場合の手順説明と要件については、Android Viewer に対応した HTML 記事の作成（英語のみ）を参
照してください。

HTML5 リソース

HTML5 を使用した記事の作成については、Johannes Henseler 氏の記事単一ファイル HTML5 のフレームワーク（英語のみ）を参照してくだ
さい。

CreateJS で Flash Pro を使用して HTML5 を作成する方法については、Toolkit for CreateJS を参照してください。

iPad の HTML 記事および Web ビューオーバーレイで利用可能なフォントについては、www.michaelcritz.com/2010/04/02/fonts-for-ipad-
iphone/（英語のみ）を参照してください。

Rufus Deuchler 氏が、Adobe Muse を使用してデジタルパブリケーション用の HTML コンテンツを作成する方法（英語のみ）についてのビ
デオチュートリアルを作成しました。

HTML 記事のスクラバーサムネールの作成

InDesign 記事の場合、スクラバーをドラッグしたときに表示されるサムネールは、Viewer によって自動的に生成されます。しかし、HTML 記事の
場合はサムネールの生成に時間がかかり、サムネールのレンダリング品質も低くなることがあります。HTML 記事フォルダーに手作業で画像ファ
イルを追加すると、HTML 記事のサムネール処理に関するパフォーマンスを向上できます。

それには、「scrubberthumbnail_h.png」および「scrubberthumbnail_v.png」という名前の png ファイルを作成し（サフィックス _l および _p も
使用できます）、HTML 記事フォルダーに置きます。これらの画像にサイズの制限はありませんが、高さが 166 ピクセルになるように縦横比を
保って拡大縮小されます。基準として、サムネールを生成するときには、横置きのサムネールは 221x166 ピクセル、縦置きのサムネールは
125x166 ピクセルになります。

HTML 記事のビデオをフルスクリーンのビデオオーバーレイのように動作させる

ビデオがリンクされた 1 方向の HTML 記事を作成する場合、デバイスを回転すると、ビデオも同様に回転するようにできます。さらに、ビデオの
再生が終わったときに、ビデオを再生中の App 内ブラウザーを閉じることができます。この動作を有効にするには、HTML ビデオリンク内で
「videofile://」プレフィックスを使用してください。

ビデオ動作の例については、無料の Digital Publishing Suite Tips アプリケーションのエフェクトの問題を参照してください。

次の例では、ビデオは App 内ブラウザーで再生され、1 方向の Folio では回転しません。<a href="Links/video.mp4">ビ
デオを再生</a>

または <a href="../HTMLResources/videos/video.mp4">ビデオを再生</a>

次の例では、ビデオは 1 方向の Folio で適切に回転し、ビデオが終了すると記事に戻ります。<a
href="videfile://Links/video.mp4">ビデオを再生</a>

または <a href="videofile://../HTMLResources/videos/video.mp4">ビデオを再生</a>

次の動作は、ウィンドウオブジェクトに対して playFullscreenVideo 関数を使用する JavaScript によってトリガーすることもで
きます。<a onclick="window.playFullscreenVideo('Links/video.mp4');">ビデオを再生</a>

または <a onclick="window.playFullscreenVideo('../HTMLResources/videos/video.mp4');">ビデオを再生</a>

次の例では、ストリーミングビデオが再生されます。<a href="videohttp://www.mysite.com/video.mp4">ビデオ

を再生</a>

関連トピック
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PDF 画像形式で 1024x768 のみの Folio を作成する （推奨）

1024 x 768 と 2048 x 1536 のレンディションを作成する

2048 x 1536 の Folio を作成する

Retina ディスプレイ搭載の iPad HD では、サイズが SD モデルの 1024 x 768 ピクセルから 2048 x 1536 ピクセルに変更されました。SD と HD
デバイスの両方を対象にした Folio を作成するには、次の方法があります。

マルチレンディションの PDF 記事を使用して、iPad のすべてのモデルで適切に表
示される単一の 1024x768 の Folio を作成できます。例えば、コンテンツがベクトル形式で書き出されたスライドショーとスクロール可能なフレー
ムを作成できます。同じ Folio に SD と HD の両方のアセットを含めることができます。これは画像オーバーレイのパンおよびズームに特に重要で
す。iOS デバイス用のマルチレンディションの PDF 記事の作成を参照してください。この方法は、レンディションをサポートしていない単一
Folio アプリケーションに特に便利です。

Folio のレンディションを作成すると、iPad SD モデルでは 1024 x 768 のレンディショ
ンのみが表示され、iPad HD では 2048 x 1536 のレンディションのみが表示されるようにできます。レンディションの作成には、同じ 1 セットの
ソースファイルか（推奨）、異なる 2 セットのソースファイルを使用できます。手順説明について詳しくは、以降のリンクでご紹介している Bob
Bringhurst 氏と Colin Fleming 氏の記事をご覧ください。

この方法は推奨されません。マルチ雑誌号 Viewer では、2048x1536 の Folio が表示されるのは HD iPad でのみ
です。単一雑誌号 Viewer では、コンテンツは著しくラスタライズされ、パフォーマンスの問題が発生する可能性があります。
レンディションの作成時に重要な考慮事項：

可能な限り、レンディションを別々に公開しないでください。例えば、1024x768 の Folio を公開し、その 1 週間後に同じ Folio の
2048x1536 のレンディションを公開しないでください。iPad 3 ユーザーが、大きい方のレンディションが使用可能になる前にライブラリを
開いた場合、大きい方が使用可能になっても小さい方のレンディションしか使用できません。ユーザーがサイズの大きい方のレンディション
を使用するには、Viewer アプリケーションを削除して再インストールするしかありません（この制限は今後のリリースで修正される予定で
す）。
Newsstand アプリケーションを使用している場合は、すべてのレンディションが公開されて使用可能になるまで、プッシュ通知を実行しない
でください。

iPad 3 向け Folio 作成のためのガイドライン（英語のみ）

新しい iPad でのタブレットパブリッシング（英語のみ）

関連トピック

Bob Bringhurst 氏が、iPad の複数のモデル
向けにデザインする様々な方法を説明しま
す。... 詳細
http://adobe.ly/zSXgyg

提供者 Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

専門知識を投稿：
Adobe Community Help

Colin Fleming 氏が、Adobe Digital
Publishing Suite を使用して、Retina ディス
プレイ搭載の新モデルの iPad に公開するた
めの、ベストプラクティスを紹介します。...
詳細
http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/file...

提供者 Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

専門知識を投稿：
Adobe Community Help
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iPhone 向け DPS コンテンツの作成

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

480x320、960x640、1136x640 のレンディションを作成する

Folio を 1 つだけ作成する

DPS では、iPhone 3GS、4、4S および iPod Touch（第 4 世代以降）がサポートされています。iPhone 3G はサポートされません。iPhone 3GS
は 480x320 ピクセルです。iPhone 4 と 4S は 960x640 ピクセルです。iPhone 5 は 1136x640 ピクセルです。

iPhone と iPad の両方に対応した Viewer アプリケーションを作成できます。iPhone 用の単一雑誌号 Viewer アプリケーションまたは iPhone 専用
の Viewer アプリケーションを作成することはできません。

iPad 用に作成した Folio は、iPhone Viewer では表示されません。iPhone Viewer では、960x640 など縦横比 3:2 の Folio のみ表示されま
す。iPhone 5 では 1136x640 の Folio のみ表示されます。最適な結果を得るには、Folio のレンディションを作成します。レンディションを適切に
設定し、iPhone と iPad の両方をサポートするカスタム Viewer を作成する場合、ユーザーがどの iOS デバイスででも、購入済みの同じ雑誌号を
利用できるようにすることができます。Folio のレンディションを作成するを参照してください。

iPhone 用には、ブックマークはまだサポートされていません。Enterprise ユーザーがナビゲーションバー用に作成できるカスタムアイコンは 3 つ
までです。

iPhone を対象にした Folio を作成するには、次の選択肢があります。

Folio のレンディションを作成すると、iPhone 3GS では小さい方のレンディション
のみが表示され、iPhone 4 または 4S では大きい方のレンディションのみが表示されます。同じソースファイルのセットを使用して、480x320 と
960x640 のレンディションを作成できます。iPhone 5 用の 1136x640 のレンディションは、個別にレイアウトを作成する必要があります。さら
に、iPad 用の 1024x768 と 2048x1536 のレンディションを作成します。

PDF 形式の記事を使用して 480x320 の Folio を 1 つ作成すれば、サポートされる iPhone のすべてのモデルで適切に表
示されます。ただし、1136x640 のコンテンツはレターボックス表示されます。iOS デバイス用のマルチレンディションの PDF 記事の作成を参照
してください。960x640 の Folio のみを作成した場合、iPhone 3GS のライブラリには表示されません。1136x640 の Folio のみを作成した場
合、iPhone 5 のライブラリにのみ表示されます。

重要な考慮事項：

問題を回避するには、レンディションを同時に公開します。例えば、480x320 の Folio を公開し、その 1 週間後に同じ Folio の 960x640 のレ
ンディションを公開しないでください。iPhone 4S ユーザーが、大きい方のレンディションが使用可能になる前にライブラリを開いた場合、
大きい方が使用可能になっても小さい方のレンディションしか使用できません。ユーザーがサイズの大きい方のレンディションを使用するに

は、Viewer アプリケーションを削除して再インストールするしかありません。

Newsstand アプリケーションを使用している場合は、すべてのレンディションが公開されて使用可能になるまで、プッシュ通知を実行しない
でください。

DPS App Builder を使用して Viewer を作成または更新するときは、iPhone サイズをサポートする追加のアイコン、スプラッシュスクリー
ン、その他の画像を作成します。

DPS での InDesign による iPhone 向けのオーサリング

関連トピック

Colin Fleming 氏が、Adobe Digital
Publishing Suite を使用して、iPhone および
iPod Touch に公開するための、ベストプラ
クティスを紹介します。... 詳細

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

提供者 Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

専門知識を投稿：

Adobe Community Help
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DPS での HTML の使用

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

Web サイトへのリンク

Web コンテンツオーバーレイ

HTML 記事

ここでは、DPS ツールを使用して HTML を活用する 3 つの主な方法を示します。

ハイパーリンクまたはボタンを使用して Web サイトを表示します。Web サイトの表示は、外部のモバイルブラウザーと
App 内ブラウザーのいずれかで行うことができます。App 内ブラウザーの場合、閉じるボタンがクリックされると Folio に戻ります。ハイパーリ
ンクオーバーレイを参照してください。

Web サイトまたはローカル HTML ファイルをビュー領域内に表示する Web コンテンツオーバーレイを作成しま
す。Web コンテンツオーバーレイを参照してください。

記事は InDesign ドキュメントから作成するのではなく、HTML アセットを含むフォルダーを作成し、それを記事として読み込むこと
もできます。詳しくは、HTML 記事の読み込みを参照してください。
同一アセット（CSS、JavaScript、画像ファイルなど）を複数の HTML 記事または Web コンテンツオーバーレイで共有する場
合、HTMLResources フォルダーが便利です。HTMLResources を読み込むを参照してください。
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記事のスムーズスクロール

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

スムーズスクロール

縦置きレイアウト／横置きレイアウト（InDesign CS6）

縦置き／横置き（InDesign CS5/CS5.5）

「スムーズスクロール」オプションは個々の記事ごとに設定できます。スムーズスクロール（スクロール可能フレームと混同しないでください）
は、目次をはじめとする長い単一ページレイアウトに便利です。スムーズスクロールを有効にする場合は、この形式に応じてデザインを作成する
必要があります。例えば、iPad 向けの場合、横置き用には 1024x2000、縦置き用には 768x2000 のようなサイズでドキュメントを作成します。
複数のページがあるドキュメントをスムーズスクロールの記事に使用することはできません。PDF 画像形式を使用してスムーズスクロールの記事
を作成すると、ピンチ＆ズームは有効になりません。
ページサイズの指定は、InDesign の新規ドキュメントまたはドキュメント設定ダイアログボックスで行います。

 
ページごとのスクロールとスムーズスクロール 
A. 横置きレイアウトのページごとスクロール B. 横置きレイアウトのスムーズスクロール C. 縦置きレイアウトのページごとスクロール D. 縦置き
レイアウトのスムーズスクロール 

スムーズスクロールが有効な記事を作成するには、次の操作を行います。

1. 1 ページのドキュメントを適切なサイズで作成します。例えば、横置きドキュメントは 1024x2000 で、縦置きドキュメントは 768x2000 で
作成します。

2. Folio Builder パネルの記事ビューで、「追加」をクリックして記事を作成します。

3. 新しい記事ダイアログボックスで、次のオプションを指定します。

スムーズスクロールが有効な横置きレイアウトのみを記事に含める場合は、「水平方向のみ」を選択します。このオプ
ションは、横置き専用 Folio の記事に便利です。また、スムーズスクロールが横置きレイアウトでは有効になり、縦置きレイアウトでは無効
になる（ページにスナップする）記事にも便利です。2 方向 Folio の両方向のレイアウトでスムーズスクロールを有効にする場合は、「2 方
向」を選択します。

記事で使用するレイアウトを指定します。代替レイアウトを作成する場合に特に便
利です。縦置きレイアウトと横置きレイアウトを別のドキュメントに保存している場合は、一方のオプションでは適切なレイアウトを選択
し、もう一方では「なし」を選択します。次に、もう一方のドキュメントを開いて、2 番目のレイアウトとして追加します。

ドキュメントの方向を指定します。例えば、768x2000 のドキュメントには「縦置き」を選択しま
す。1024x2000 のドキュメントには「横置き」を選択します。

4. 「OK」をクリックします。

5. 2 方向 Folio では、2 つ目のレイアウトを記事に追加します。
追加情報
スムーズスクロールが有効な記事を読み込むことで作成することもできます。その場合は、_h および _v ソースファイルを作成し、「記事を読み
込み」オプションを使用します。InDesign 記事の読み込みを参照してください。
現時点では、スムーズスクロールは垂直方向のスクロールにのみ適用できます。記事を水平方向にスクロールさせたい場合は、スクロール可能フ
レームを作成することで実現できます。スクロール可能フレームオーバーレイを参照してください。
スムーズスクロールを使用するページのサイズを調整するには、ページツールを使用してページを選択し、ページの高さを調整します。
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記事の水平スワイプ操作

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

水平方向にのみナビゲーションできる記事を作成するには、記事のプロパティダイアログボックスで「水平スワイプのみ」オプションを選択しま

す。分割・統合した記事では、上下ではなく左右のスワイプ操作によるナビゲーションができます。

 
分割・統合した記事 
A. 分割・統合していない記事 B. 分割・統合した記事 

目次には分割・統合した記事の最初のページのみが表示されますが、ブラウズモードではすべてのページが表示されます。「スムーズスクロー

ル」が設定されている記事を分割・統合することはできません。
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マルチレンディションの記事の作成

スライドショーおよびスクロール可能なフレームにベクトル形式を使用する

SD デバイスと HD デバイスで異なるインタラクティブアセットを使用する

注意：

iPad および iPhone には SD（標準解像度）と HD（高解像度）の両方のモデルがあり、これは発行者にとって難題です。対処法の 1 つは、SD と
HD の両方のモデルで機能する単一の Folio を作成することです。ただし、複数レンディションの記事を作成しない限り、HD デバイスではコンテ
ンツの一部がピクセル化されたり、一部のオーバーレイが不適切に動作したりする場合があります。もう 1 つの対処法は、SD モデル用と HD モ
デル用に異なるレンディションを作成する方法です。ただし、一部の発行者にとってレンディションの管理は難しく、また、単一雑誌号アプリ

ケーションでは Folio の複数レンディションがサポートされていません。

v23 以降のリリースでは、見栄えのする PDF 記事を使用して SD と HD の両方の iPad で正常に機能する、単一の 1024x768 の Folio を作成でき
ます。PDF 画像形式で記事を作成する場合、PDF 画像は以前のバージョンよりも高解像度になります（72 ppi ではなく 108 ppi）。複数レンディ
ションの記事は iPhone 5 で適切に表示されますが、コンテンツがレターボックス表示されます。最良の結果を得るために、1136x640 のレンディ
ションを個別に作成してください。

注意：特定の画像について108 ppi を超える解像度を使用する場合は、その画像を高解像度オーバーレイ（画像ファイルを 1 つだけ持つ画像シーケ
ンスなど）にすることができます。

さらに、次の作業によってマルチレンディションの PDF 記事を作成できます。

スライドショーまたはスクロール可能なフレームのオブジェクトを選

択した場合、Folio Overlays パネルに PDF 記事の書き出し形式オプションが表示され、ラスタライズ形式とベクトル形式のいずれかを選択できま
す。ベクトル形式を選択すると、スライドショーおよびスクロール可能なフレームのコンテンツ（特にテキスト）が HD デバイスでより鮮明に表
示されます。ただし、ベクトル形式のコンテンツはラスタライズ形式のコンテンツよりも読み込みに時間がかかります。最良の結果を得るには、

テキストの多いコンテンツではベクトル形式のオプションを使用して、画像の多いコンテンツではラスタライズ形式のオプションを使用します。

Folio Viewer のバージョンが v23 以降であることを確認してください。そうでないと、このオプションは無効です。
ボタンにはベクトル形式のオプションはありません。ボタンは 108 ppi ではなく 72 ppi へのダウンサンプルが行われ、一部のケースではボタンテ
キストがピクセル化されて表示されます。これを解決するには、ボタンの画像を作成し、その画像の上に目に見えないボタンを配置します。

 
スライドショーでベクトル形式を使用

パノラマ、画像シーケンス、ビデオ、パンとズーム画像、オーディオ

コントローラースキンの場合、異なる 2 つのアセットを追加できます。これを行うには、SD アセットが格納されているフォルダーに「HD」とい
う名前のサブフォルダーを作成します。HD フォルダーには、SD アセットと同一の名前を持つ高解像度の画像を格納します。Folio Overlays パネ
ルで、SD アセットが格納されているフォルダーへのリンクを設定します。SD モデル iPad の Viewer では 1 つのアセットを表示し、HD モデル
iPad の Viewer では HD フォルダーのアセットを表示します。

パンとズーム、画像シーケンス、オーディオスキンの HD アセットは、SD アセットの 2 倍のサイズにする必要があります。例えば、画像
シーケンスに 300x200 の SD 画像が含まれる場合、HD ソースファイルは 600x400 である必要があります。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

ページの先頭へ

 
HD モデルと SD モデルの iPad で異なるパノラマアセットを使用するには、HD フォルダーを作成して低解像度画像と同一の名前を持つ高解像度
の画像を格納します。

ビデオおよびパンとズーム画像の場合は、HD フォルダーを 1 つ作成して複数の高解像度ファイルを格納します。例えば、Links フォルダーに
polarbear.jpg および video01.mp4 が格納されている場合は、Links フォルダー内に HD フォルダーを作成し、高解像度版の polarbear.jpg および
video01.mp4 を格納します。

オーバーレイタイプにアセットを 2 セット追加すると、Folio のサイズが大きくなります。

特にパンおよびズーム画像には、アセットのセットを 2 種類作成することをお勧めします。他の種類のオーバーレイタイプのために SD および
HD バージョンを必ずしも個別に作成する必要はありません。例えば、有効 ppi 値が 108 の画像など、SD と HD 解像度の中間にあたるソースファ
イルを画像シーケンスオーバーレイ用に作成する発行者もいます。SD モデルの iPad で高解像度ビデオを再生する場合、低解像度ビデオを追加作
成する理由はありません。

マルチレンディションの記事の構築

ラスタスライドショーのテキストをシャープに保つ

関連記事

Colin Fleming 氏が、マルチレンディション
の記事を作成する論理的な根拠とプロセスを

説明しています。... 詳細

http://goo.gl/4P6y9

提供者 Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

専門知識を投稿：

Adobe Community Help

Bob Levine 氏が、スライドショーでベクト
ルオプションおよびラスタオプションを使用

した場合の違いについて説明しています。...
詳細

http://boblevine.us/digital-publishing-suite-...

提供者 Bob Levine 
http://boblevine.us/

専門知識を投稿：

Adobe Community Help
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読み込む記事のフォルダー構造の設定

ページの先頭へ

複数の記事を読み込むためのフォルダー構造を作成する
記事読み込み用のメタデータサイドカーファイルを作成する
Folio Builder パネルの「記事を読み込み」コマンドを使用すると、デスクトップから記事を読み込むことができます。ファイルを正しく読み込む
には、Folio に含めるコンテンツを指定するためのファイル配置構造と命名のルールに従う必要があります。

複数の記事を同時に読み込む場合は、複数の記事フォルダーを含んだ 1 つの Folio フォルダーを作成し、「複数の記事を読み込み」を選択し
て、記事サブフォルダーを含んだ Folio フォルダーを指定します。
2 方向 Folio の場合は、記事フォルダー内に 2 つの InDesign ドキュメントを置きます。これらのドキュメントの名前には _h サフィックスと
_v サフィックスを付ける必要があります（例：article1_h.indd、article1_v.indd）。
1 方向 Folio の場合は、記事フォルダー内に、_h または _v いずれかのサフィックスを付けた InDesign ドキュメントを 1 つ置きます。
各記事フォルダーには、目次（TOC）のサムネールに使用する PNG ファイルを含めることができます。このファイルがない場合、目次の画
像は自動的に生成されます。最良の結果を得るために、画像アセットを記事フォルダーではなく Links サブフォルダーに保持し、PNG 画像が
誤って TOC に使用されないようにすることをお勧めします。

DPS のファイル構造の設定（英語のみ）

複数の記事を読み込むためのフォルダー構造を作成する
フォルダー構造をセットアップするときには、様々な方法で記事ファイルを編成できます。InDesign で設定したリンク先のファイルは、記事フォ
ルダー内にある必要はありません。InDesign で検出できる任意のフォルダーに保存できます。
ファイル名とフォルダー名は簡潔にすることをお勧めします。特殊文字は使用しないでください。

 
サンプルファイル構造 
A. Folio フォルダー B. 記事フォルダー 

複数の記事を単方向 Folio に読み込む場合、各記事フォルダー内に置くドキュメントは 1 つずつにしてください。単方向の Folio でも、InDesign
ファイルの名前には _h または _v のサフィックスを付ける必要があります。単方向の記事と 2 方向の記事を同じ Folio 内で組み合わせることはで
きません。

Bob Bringhurst 氏が、Folio 用のソースファ
イルの構造に関するベストプラクティスを紹
介します。... 詳細
http://goo.gl/2N9gb

提供者 Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

専門知識を投稿：
Adobe Community Help
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ページの先頭へ

 
縦置きの記事のみの Folio

記事読み込み用のメタデータサイドカーファイルを作成する
メタデータ sidecar.xml ファイルは、ファイルを読み込むときに記事を順序付けてメタデータを適用するためのオプションの方法です。サイドカー
ファイルを作成するには、テキストエディターまたは XML エディターを使用して個々の記事に関するメタデータを入力し、sidecar.xml という
ファイル名で、Folio フォルダーのルートに保存します。
現時点では、sidecar.xml 形式では一部の記事プロパティが利用できません。

sidecar.xml 生成ツールでの記事の順序の変更（英語のみ）

sidecar.xml 生成ツール（英語のみ）

Johannes Henseler 氏が作成したツールを使
用して sidecar.xml ファイルを生成すること
ができます。Henseler 氏はここでツールの
使用方法について説明しています。... 詳細
http://goo.gl/8bNpO

提供者 Johannes Henseler 
http://digitalpublishing.t...

専門知識を投稿：
Adobe Community Help

このリンクをクリックすると、sidecar.xml
生成ツールに直接移動できます。... 詳細
http://goo.gl/APHme

提供者 Johannes Henseler 
http://digitalpublishing.t...

専門知識を投稿：
Adobe Community Help

このテキストをテキストエディターにコピー＆ペーストし、必要に応じて編集してください。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<sidecar>

<entry>

<folderName>Article One</folderName>

<articleTitle>title</articleTitle>

<byline>byline</byline>

<kicker>kicker</kicker>

<description>description</description>

<tags>tag1, tag2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>
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<isAd>、<isFlattenedStack>、<isTrustedContent> の有効な値は「true」と「false」です。HTML 記事に対して、<isFlattenedStack> の値により
「水平スワイプのみ」が有効かどうか、<isTrustedContent> の値により「Allow Access to Entitlement Information」が有効かどうかが決まりま
す。
<smoothScrolling> タグに指定できる値は「always」、「portrait」、「landscape」および「never」です。デフォルト値は「never」で、スクロー
ルの動作がページにスナップすることを意味します。
有効な <articleAccess> の値には「free」、「metered」および「protected」が含まれています。
Byline メタデータとしては <byline> または <author> のいずれかを使用できます。
<section> のエントリーには、「Lifestyle」などの文字列を指定します。セクションの値は、v23 以降の Folio でのみ有効です。
<entry> セクションの順序によって、プロジェクトを作成または更新するときにプロジェクトの記事の順序が決まります。ここに既述されていない
フォルダー名の記事は、他の記事の下に表示されます。各 <entry> 内のアイテムの順序は重要ではありません。

sidecar.xml を使用して複数の記事をインポートする
1. サイドカーファイルを作成するには、テキストエディターまたは XML エディターを使用して個々の記事に関するメタデータを入力します。

2. sidecar.xml というファイル名で、Folio フォルダーのルートに保存します。

3. Folio Builder パネルで、Folio を選択し、パネルメニューから「記事を読み込み」を選択します。記事を読み込みダイアログボックスで、
「複数の記事を読み込み」を選択し、sidecar.xml ファイルを含むフォルダーを指定して、「OK」をクリックします。

sidecar.xml を使用して記事のプロパティを更新する
sidecar.xml ファイルを使用して記事のメタデータを更新するか、記事の順序を変更する場合は、Folio Builder パネルを使用して sidecar.xml ファ
イルを読み込むことができます。
この方法は、サーバーにアップロード済みの Folio に対してのみ有効であり、ローカルの Folio には有効ではありません。

1. Folio の sidecar.xml ファイルを作成または編集します。記事読み込み用のメタデータサイドカーファイルを作成するを参照してください。

2. sidecar.xml ファイルをそれ自身のフォルダーにコピーまたは移動します。

3. Folio Builder パネルで、編集する Folio を開き、パネルメニューから「記事を読み込み」を選択します。

4. 「複数の記事を読み込み」を選択し、sidecar.xml ファイルがあるフォルダーを指定して、「OK」をクリックします。

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>free</articleAccess>

<section>section name</section>

</entry>

<entry>

<folderName>Article Two</folderName>

<articleTitle>article 2</articleTitle>

<byline>byline</byline>

<kicker>kicker</kicker>

<description>description</description>

<tags>tag1, tag2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>metered</articleAccess>

<section>section name</section>

</entry>

</sidecar>
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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DPS でサポートされる機能のリスト

ページの先頭へ

次の表にサポートされている機能を示します。

= サポートされている

= サポートされていない

= 完全には実装されていない、または部分的にサポートされている

 

Viewer の種類

iPad Viewer および iPhone Viewer：iPad 向けに DPS コンテンツを作成する、iPhone 向け DPS コンテンツの作成

ネイティブ Android Viewer ／レガシー Android Viewer：Android Viewer用 DPS アプリケーションを作成する

Windows ストア Viewer：Windowsストア用 DPS アプリケーションを作成する

Web Viewer／記事 Viewer：ソーシャルシェアを使用する

デスクトッププレビュー（デスクトップ用 Adobe Content Viewer）：Folio と記事のプレビュー

記事の機能

 現時点で、縦置きでは常にライブラリが表示されます。また、2 方向 Folio は縦置きとして開き、ネイティブ Android Viewer では向きを変更でき
ません。

 ネイティブ Android Viewer では、HTML 記事でハイパーリンクやタップしてナビゲーションバーを表示する機能は現時点ではサポートされませ
ん。

 ネイティブ Android Viewer では、ピンチ＆ズームは PDF、PNG、および JPEG 形式の記事でサポートされます。その他のすべての Viewer で
は、ピンチ＆ズームは PDF 形式の記事でのみサポートされます。

 PDF 記事は Web Viewer 用に PNG 画像で自動的にアップロードされます。

 ソーシャルシェアは複数 Folio アプリケーションでのみ機能します。ソーシャルシェアは Adobe Content Viewer ではサポートされていません。

 ブックマークは Adobe Content Viewer および単一 Folio アプリケーションでは使用できません。
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Android
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 v2 直接権利付与サーバーが必要です（v1 はサポートされません）。

 ネイティブ Android Viewer のレンディションは、現在、無料の Folio のみサポートされます。

 Mac OS のみ。

インタラクティブ機能

 goto:// 形式は AIR ベースの Viewer ではサポートされません。

 パノラマオーバーレイは非推奨となりました。iOS 以外のプラットフォームでパノラマをサポートする予定はありません。

現時点では、バックグラウンドオーディオは Windows Viewer ではサポートされていません。
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インタラクティブオーバーレイ
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インタラクティブオーバーレイの概要
Folio Overlays パネルを使用して、インタラクティブオブジェクトを作成および編集します。Folio Overlays パネルを開くには、ウィンドウ／エク
ステンション／Folio Overlays（InDesign CS5 または CS5.5）またはウィンドウ／Folio Overlays（InDesign CS6）を選択します。
インタラクティブオブジェクトが「オーバーレイ」と呼ばれるのは、ページの前面にレイヤーを重ねるようにして実現されているからです。Folio
を作成すると、ページ上にあるすべての非インタラクティブアイテムは圧縮されて 1 枚の画像になります。画像の形式は PDF、JPG、PNG のい
ずれかで、記事の画像形式の設定によって異なります。ドキュメント内でインタラクティブオーバーレイの上に別のオブジェクトが重ねて配置さ
れている場合、Folio 内では、オーバーレイがレイアウトの前面に表示されます。オーバーレイを隠すことができるのは別のオーバーレイのみで
す。

 
インタラクティブオブジェクトは、非インタラクティブアイテムの前面に表示されます。

オーバーレイの作成方法
オーバーレイを作成する方法は、オーバーレイの種類によって異なります。

スライドショー、ハイパーリンク、オーディオ、ビデオ、パン＆ズーム画像、スクロール可能コンテンツの場合は、InDesign ドキュメントで
オブジェクトを作成または配置し、Folio Overlays パネルを使用して設定を編集します。
画像シーケンス、パノラマ、Web コンテンツオーバーレイの場合は、プレースホルダーとして長方形のフレームを指定するか、ポスターとし
て使用する画像を配置します。次に、オブジェクトを選択し、Folio Overlays パネルを使用してソースを指定し、設定を変更します。

 
マルチステートオブジェクトを選択すると、スライドショーの設定が表示されます。

インタラクティブオブジェクトの連続性の維持
横置きと縦置きのレイアウトで同じオーバーレイを使用する場合は、モバイルデバイスの持ち方が変化したときにもオーバーレイの状態を維持す
る必要があると考えられます。例えば、3 枚目のスライドが表示されているときにユーザーがデバイスを回転させた場合、方向が変化した後も 3
枚目のスライドが表示されているのが自然です。
何も設定しなくても、ほとんどのオーバーレイの連続性が維持されます。同じソースファイルとオーバーレイ設定を使用します。スライドショー
については、オブジェクトステートパネルで、横置きおよび縦置きレイアウト用のマルチステートオブジェクトに同じオブジェクト名を指定しま
す。さらに、個々のステート名を 2 つのレイアウトで同一にする必要があります。

Folio Overlays パネルの概要説明ビデオ、パート 1（英語のみ）

Rufus Deuchler 氏が、Folio Overlays パネ 提供者 Rufus Deuchler 
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Folio Overlays パネルの概要説明ビデオ、パート 2（英語のみ）

関連トピック
インタラクティブオーバーレイのトラブルシューティング

ルを使用してボタン、ハイパーリンク、スラ
イドショーを作成する方法について説明しま
す。... 詳細
http://tv.adobe.com/watch/csinsider-design/in...

http://rufus.deuchler.net/

専門知識を投稿：
Adobe Community Help

Rufus Deuchler 氏が、Folio Overlays パネ
ルを使用してパノラマ、Web コンテンツ
オーバーレイ、パン画像、スクロール可能フ
レームを作成する方法について説明しま
す。... 詳細
http://tv.adobe.com/watch/csinsider-design/in...

提供者 Rufus Deuchler 
http://rufus.deuchler.net/

専門知識を投稿：
Adobe Community Help
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マルチステートオブジェクト
ハイパーリンク
ボタン

オーディオ
ビデオ

その他インタラクティブオーバーレイ

アニメーション

特定のハイパーリンク
特定のボタンアクション

サポートされていないその他の機能

InDesign には、SWF および PDF に書き出すことができる数多くのインタラクティブ機能があります。これらの機能の一部（すべてではありませ
ん）は、デジタルパブリッシングワークフローでサポートされています。
サポートされているインタラクティブ機能

スライドショーを作成するには、MSO を使用します。
URL、電子メールおよび Navto ハイパーリンクを作成します。

サポートされているイベントは「リリース時」のみです。複数のボタンアクションを使用できます。ボタンアクションは同時にではなく、
順番に実行されます。
サポートされているハイパーリンクアクションは、先頭ページへ移動、最終ページへ移動、URL へ移動、サウンド、ビデオ、およびページへ移動
です。サポートされているスライドショーアクションは、ステートに移動、前のステートに移動、次のステートに移動です。

配置された MP3 ファイルを再生します。現時点では、オーディオのループ再生やストリーミング再生はできません。
サポートされているビデオファイル（h.264 でエンコードされた MP4）を再生します。現時点では、ビデオのループ再生はできません。ビ

デオのストリーミング再生を行うには、Web コンテンツオーバーレイまたは HTML 記事を使用します。
Web コンテンツオーバーレイ、画像シーケンス、パンとズーム、パノラマ、スクロール可能フレームも作

成できます。
サポートされていないインタラクティブ機能

アニメーションオブジェクトは、記事の作成時に分割・統合されます。解決策の 1 つとして、アニメーション化された InDesign
ドキュメントを FLA 形式で書き出し、Flash Professional CS6 の CreateJS プラグインを使用して HTML5 ファイルを書き出してから、Web コン
テンツオーバーレイとして HTML5 ファイルを表示するという方法があります。多くの発行者は、Adobe Edge を使用してアニメーションを作成し
ます。

テキストアンカーおよび共有の移動先のハイパーリンクはサポートされていません。
配置先へ移動、次ページへ移動、前ページへ移動、ボタンを表示／隠すの各アクションはサポートされていません。ク

リック時イベントとロールオーバー時イベントはサポートされていません。
ブックマーク、相互参照およびページ効果はサポートされていません。

関連トピック
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オーバーレイ作成のベストプラクティス
ソースファイル

オーバーレイのソースアセットを作成するときに役立つのは、アップロード時にリサンプリング（圧縮）されるオーバーレイと、そのまま
アップロードされるオーバーレイを把握することです。スライドショー、スクロール可能なフレーム、ボタンのソースアセットは、PNG 画
像としてリサンプリングされます。これらのオーバーレイには、任意の画像形式を使用できます。
パノラマ、画像シーケンス、パンとズーム画像、オーディオスキンのソースアセットは、アップロード時にリサンプリングされず、そのまま
アップロードされます。これらのオーバーレイには、JPEG または PNG の画像形式を使用します。ファイルサイズを最小限にするために、
ソースファイルには、圧縮レベルが 50 ～ 80 ％の JPEG 画像を使用し、透明部分を含んだ画像の場合にのみ PNG を使用するようにしてくだ
さい。オーバーレイ画像を圧縮すると、Folio のファイルサイズが大幅に小さくなる可能性があります。
ソース記事ファイルが Folio と同じサイズである場合は、正確なピクセル単位のサイズと 72 ppi を使用して、パノラマ、画像シーケンス、イ
ンラインビデオ、パン＆ズーム画像、オーディオコントローラーのソースファイルを作成します。2048x1536 の Folio で 1024x768 の記事を
使用する場合など、ソースファイルのサイズが Folio と異なる場合、SD および HD の両方の iOS デバイスを対象とするマルチ解像度の PDF
記事を作成することを検討してください。iOS デバイス向けにマルチ解像度の PDF 記事を作成するを参照してください。

Photoshop および Illustrator のファイルメニューにある「Web 用に保存」コマンドは、特定の縦横ピクセル数で画像ファイルを保存するとき非
常に便利です。
メモリを大量に消費するオーバーレイを作成した場合、事前読み込みの際に、Viewer のパフォーマンスが大幅に低下する可能性があります。
可能であれば、複数のオーバーレイが同時に読み込まれないように、オーバーレイをデザイン内で分散させてください。例えば、スライド
ショー内にオーバーレイがネストされている 2 つの記事がある場合、広告または基本の記事をこの 2 つの記事の間に配置することを検討しま
す。
解析データの解釈が簡単になるように、可能な限り、オーバーレイには実物に即した名前を付けてください。例えば、「Button 4」の代わり
「Twitter Link」を、「multi-state object 2」の代わりに「Cricket Slideshow」を使用します。
スライドショーステートのコンテンツまたはスクロール可能フレームのコンテンツに PDF ファイルを配置する場合は、分割・統合していな
い PDF 1.4 以降を使用して、白線が表示されないようにします。

セットアップ

パノラマ、画像シーケンス、オーディオスキン、ローカル Web コンテンツオーバーレイの場合は、オーバーレイファイル用に独立したフォ
ルダーを作成します。Folio Overlays パネルを使用して、このフォルダーへのリンクを作成します。SD および HD の両方の iOS デバイス用
に異なるアセットを使用する Folio を作成する場合は、SD アセットと同じ名前を使用したファイルを格納する HD サブフォルダーを作成
し、SD アセットが格納されているフォルダーにリンクを設定します。
インタラクティブオブジェクトが裁ち落とし領域にかからないようにします。ページサイズ領域内にインタラクティブオブジェクトを配置し
てください。

ヒントとガイドライン

オーバーレイを扱う作業では、ウィンドウ／ワークスペース／インタラクティブ（InDesign CS5/CS5.5）またはウィンドウ／ワークスペース
／Digital Publishing（InDesign CS6 以降）を選択すると、インタラクティブパネルにアクセスしやすくなります。
どのオブジェクトがインタラクティブなのかを、一貫性のある方法でユーザーに伝えるようにしてください。例えば、インタラクティビティ
のタイプを見分けられるアイコンをポスター画像として使用することなどが考えられます。
InDesign でオーバーレイファイルを配置すると、インタラクティブコンテンツをアクティブにするタップ位置がフレームサイズに応じて変わ
ります。
オーバーレイはスクロール可能なフレームおよびスライドショーに埋め込むことができます。アンカー付きフレームのテクニックによっての
み、スライドショー内にスライドショーを埋め込むことができます。詳しくは、無料の Digital Publishing Suite Tips アプリケーションの例を
参照してください。
インタラクティブコンテンツでは、不透明度や乗算など、基本的な透明効果のみサポートされています。描画モードはサポートされていませ
ん。
状況によっては、ビデオのマスクなど、オーバーレイ上に画像を表示することもできます。そのためには、「ダミー」のオーバーレイを作成
します。この手法の例としては、Bob Bringhurst 氏による無料の Digital Publishing Suite Tips アプリケーションの例や、Johannes Henseler
氏によるスーパーオーバーレイの作成（英語のみ）をご覧ください。

関連トピック
インタラクティブオーバーレイのトラブルシューティング
サポートされているインタラクティブ機能
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ハイパーリンクオーバーレイとボタンオーバーレイ

ページの先頭へ

ボタンパネルでリンクを作成する

ハイパーリンクパネルでリンクを作成する

他の記事へのリンクを作成する

相対 navto ハイパーリンクを作成する
HTML 記事の navto ハイパーリンクを作成する
カスタムアイコンへの goto リンクを作成する
HTMLResources フォルダーのアセットへのリンクを作成する
外部のアプリケーションやサービスへのリンクを作成する

ハイパーリンクとスライドショーの Viewer 上での外観を制御する

ハイパーリンクパネルまたはボタンパネルを使用して、Web サイトや他の記事などにジャンプするリンクを作成することができます。ボタンアク
ションまたはハイパーリンクのタイプによっては、Folio でサポートされていない場合があります。

ハイパーリンクオーバーレイはスクロール可能フレームおよびスライドショーでサポートされていますが、その他のオーバーレイはサポートされ

ていません。

ボタンパネルでリンクを作成する

ドキュメントの先頭ページや末尾ページへのリンク、別の記事へのリンクを作成するには、ボタンパネルを使用します。

1. InDesign で、ボタンとして使用できるオブジェクトを作成します。

例えば、Web サイトにジャンプするボタンを作成する場合は、テキストフレームを作成するか、画像を配置します。

2. ボタンパネルを開き（ウィンドウ／インタラクティブ／ボタン）、オブジェクトを選択して、オブジェクトをボタンに変換アイコンをクリッ
クします。

3. イベントの種類として「リリース時」を選択します。

サポートされているボタンイベントは「リリース時」のみです。

4. 「アクション」の横のプラス記号をクリックし、サポートされているアクションのいずれかを選択します。

 
サポートされているボタンアクション 
A. サポートされているハイパーリンクボタンのアクション B. サポートされているスライドショーボタンのアクション 

サポートされているハイパーリンクアクションには、「先頭ページへ移動」、「最終ページへ移動」、「次ページへ移動」、「前ページへ移

動」、「URL へ移動」、「サウンド」、「ビデオ」および「ページへ移動」があります。次のステートに移動、前のステートに移動、ス
テートに移動の各アクションは、スライドショーでサポートされています。

別の記事にジャンプする場合は、「配置先へ移動」アクションを使用せず、navto 形式の「URL へ移動」アクションを使用します。

5. 必要に応じて、ボタンアクションを追加します。
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ページの先頭へ

URL

注意：

電子メール

ページ

Folio で開く

デバイスのブラウザーで開く

注意：

ページの先頭へ

アクションは順番に実行されます。例えば、最初のアクションがビデオを再生し、2 番目のアクションが別のスライドを表示する場合、ビデ
オが再生されてからスライドが表示されます。

ハイパーリンクパネルでリンクを作成する

InDesign のハイパーリンクパネルを使用すると、ハイパーリンクを追加できます。ハイパーリンクは、特にテキストに適用するのが有効です。フ
レームをハイパーリンクにする必要が生じた場合は、ハイパーリンクパネルよりもボタンパネルを使用するとよい可能性があります。ボタンのほ

うが用途が広く、表示が崩れることも少ないからです。

1. ハイパーリンクとして使用するフレームまたはテキストを選択します。

2. ハイパーリンクパネルを開きます（ウィンドウ／インタラクティブ／ハイパーリンク）。

3. ハイパーリンクパネルで、パネルメニューから「新規ハイパーリンク」を選択します。

4. 「共有の移動先」の選択を解除します。

「共有の移動先」はハイパーリンクに名前を付けて再利用可能にするオプションですが、DPS ワークフローではお勧めしません。

5. リンク先メニューで、必要に応じて次のオプションを指定し、「OK」をクリックします。

URL ハイパーリンクをタップすると、Web ページ（http://）、App Store アプリケーション（itms://）、Amazon Appstore アプリケー
ション（amzn://）または他の記事（navto://）が表示されます。

例：http://www.adobe.com

Web サイトにリンクする場合は、「http://」を含めて URL 全体を入力します。

iTunes URL にリンクする場合は、Folio Overlays パネルで「Folio で開く」の選択を解除します。このようにしないと、ハイパーリ
ンクをタップしたときに、「ページを開けません」というエラーメッセージが表示されます。同様に、itms:// 形式または amzn:// 形式を使用
して App Store 内のアプリケーションにリンクする場合も、「Folio で開く」をオフにします。

navto:// ハイパーリンクをタップすると、別の記事または同じ記事内の別のページにジャンプします。「navto://」と入力し、それに続け
て、Folio Builder パネルに表示される記事名を入力します。「タイトル」ではなく「記事名」の値を使用することに注意してください。ペー
ジ番号を含める場合は、# を追加し、その後に数字を入力します。ただし、最初のページが 0 になることに注意してください。#2 を追加す
ると、3 ページにジャンプします。

例：navto://newsarticle

例：navto://newsarticle#2（3 ページ目にジャンプ）

電子メールハイパーリンクをタップすると、「メール」App が起動し、「宛先」フィールドが自動的に入力されます。

ページハイパーリンクをタップすると、同じ記事内にある別のページにジャンプします。別の記事にジャンプする場合は、このオプ

ションを使用しないでください。

テキストアンカーハイパーリンクはサポートされていません。

6. ハイパーリンクの設定を変更するには、ハイパーリンクオブジェクトを選択し、Folio Overlays パネルで以下の設定を指定します。

Viewer 上の Web ビュー内にコンテンツを表示します。iTunes、itms:// または amzn:// URL にリンクする場合は、このオプ
ションの選択を解除します。

Viewer 上ではなく、モバイルデバイスのブラウザー（例：iPad のモバイル Safari）にコンテンツを表示しま
す。リンクがユーザーにタップされたときプロンプトを表示するには、「操作を選択」を選択します。このオプションは、「Folio で開く」
が選択されている場合は無効です。

Folio Overlays パネルの設定は、テキストハイパーリンクでは使用できません。テキストハイパーリンクの設定はデフォルトで
「Folio で開く」に設定され、変更することはできません。

ハイパーリンクの作成について詳しくは、InDesign CS5.5 のヘルプでハイパーリンクの作成を参照してください。

他の記事へのリンクを作成する

Folio の記事はサーバー上に格納されているので、InDesign ファイルのパスを参照するリンクはプレビュー時に機能しません。他の記事にリンクす
るには navto 形式を使用します。

ボタンやハイパーリンクを作成するとき、URL フィールドの「http://」を「navto://」に置き換えます。続いて、Folio Builder パネルに表示されて
いるターゲット記事名を指定します。「タイトル」ではなく「記事名」の値を使用することに注意してください。有効な navto 形式
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注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

HTML 記事にジャンプする

は、navto://[記事名] および navto://[記事名]#n です。「#n」を付加するとページ番号を指定できます。ドキュメントの先頭ページは 0 な
ので、#2 という指定は 3 ページへのジャンプを意味します。

 
別の記事のページ 3 にジャンプ

navto の例：

navto://biking

navto://biking#2（biking 記事の 3 ページ目にジャンプ）

旧バージョンのツールで、ターゲット記事名とは異なるフォルダー名または記事名を使用して navto リンクを作成した場合は、リンクが無
効になります。navto リンクを修正するには、記事名（タイトルではなく名前）を変更するか、Folio Creator パネルに表示される記事名を参照す
るように navto リンクを編集します。

相対 navto ハイパーリンクを作成する
v30 リリースでは、記事とページのナビゲーションに新しく相対オプションが導入されました。相対 navto 形式がサポートされるのは v30 以降の
アプリケーションだけですが、Folio 形式は任意のもの（v20 以降）が使用できます。相対 navto リンクは、iOS および Windows ストア Viewer で
サポートされていますが、ネイティブ Android Viewer と Web Viewer ではまだサポートされていません。

各種の navto://relative 形式を使用して、次、前、最初、または最後の記事に移動できます。例えば、navto://relative/first アクションを持つボタン
は、Folio 内の最初の記事に移動します。有効な形式としては、first、last、next、previous、current があります。また、5 番目の記事など、位置を
指定して Folio 内の特定の記事に移動できます。

例：navto://relative/last（Folio 内の最後の記事に移動）

例：navto://relative/last#last（Folio 内の最後の記事の最後のページに移動）

例：navto://relative/4（Folio 内の 5 番目の記事に移動）

例：navto://relative/4#2（Folio 内の 5 番目の記事の 3 ページ目に移動）

特にページのナビゲーションには、「current」形式が便利です。#previous、#next、#first、#last が使用できます。また、特定のページに移動する
には、例えば #3 で記事の 4 ページ目に移動します。

例：navto://relative/current#previous（記事の前のページに移動）

例：navto://relative/current#last（記事の最後のページに移動）

例：navto://relative/current#3（記事の 4 ページ目に移動）

スムーズスクロール記事では、小数またはパーセンテージを使用して、特定の位置に移動できます。

例：navto://myarticle#3.3（スムーズスクロール記事で、4 ページ目の下部と 5 ページ目の上部が表示される位置に移動）

例：navto://myarticle#50%（スムーズスクロール記事の中央部に移動）

これらの相対 navto 機能を拡張するには、Web コンテンツオーバーレイまたは HTML 記事を作成して、Reading API にアクセスします。例え
ば、Folio 内の記事数や、1 つの記事のページ数などの情報を得ることができます。この情報は、表示したり、オーバーレイまたは HTML 記事内で
別の方法で使用したりできます。詳しくは、DPS デベロッパーセンターのR30 の新しい API と機能（英語のみ）を参照してください。

HTML 記事の navto ハイパーリンクを作成する
URL ベースのハイパーリンクまたはボタンを作成するときに、「navto://」URL を使用して別の記事にジャンプできます。navto は HTML 記事に
ジャンプするときに特に便利です。 

「navto://」に続けて、HTML 記事名を入力します（記事のタイトルは使用できません）。
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HTML 記事内のアンカーにジャンプする

注意：

HTML 記事から InDesign 記事にジャンプする

HTML から HTML にジャンプする

ページの先頭へ

ページの先頭へ

InDesign ソースドキュメント

HTML 記事

Web コンテンツオーバーレイ

注意：

例：navto://newsarticle

HTML 記事内の特定のページにジャンプすることはできませんが、「navto://<フォルダー名>#<アン
カー名>」と入力してアンカーにジャンプすることができます。

例：navto://newsarticle#part4

HTML ファイルでアンカーを定義するには、HTML ファイルをテキストエディターで開きます。アンカーを設定する対象のテキスト（「こ
れは記事の第 4 部です。」など）に移動し、そのテキストをアンカータグで囲みます。

HTML 記事から InDesign 記事へのハイパーリンクを作成するには、navto 形式を使用します。
例：

<a href="navto://newsarticle">ニュース記事を参照してください</a>

ドキュメント名の後にページ番号を追加することによって、InDesign 記事内のページに移動することもできます。ドキュメントの先頭ページを示
すには 0 を、2 ページ目を示すには 1 を指定します。例：
<a href="navto://Cycling#3">サイクリング記事の 4 ページ目に移動します</a>

HTML 記事から別の HTML 記事にジャンプするには、navto 形式でフォルダー名を指定します。例：
<a href="navto://newsarticle">ニュース記事を参照してください</a>

カスタムアイコンへの goto リンクを作成する
ライブラリ、セクションのリスト、または最後の表示に移動するためのボタンを作成できます（最後の表示の場合は「戻る」ボタン）。以下の

goto:// 形式のどれかをボタンのアクションに使用します。

goto://ApplicationViewState/library

goto://ApplicationViewState/sections

goto://FolioNavigation/lastview

これらの goto:// 形式は、AIR ベースのレガシー Android Viewer ではサポートされません。ネイティブ Android Viewer では、現時点では
「library」および「lastview」形式だけがサポートされます。

DPS の Enterprise アカウントをお持ちの場合は、goto 形式を使用して、記事から、カスタムアイコンに関連付けた HTML コンテンツへのリンク
を作成できます。例えば、DPS App Builder を使用して、「ストア」、「ヘルプ」、「Terms」のカスタムアイコンを指定できます。これらのボタ
ンは Viewer ライブラリ内に表示されます。これらのカスタムアイコンのいずれかに関連付けた HTML コンテンツを開くボタンを記事内に作成す
るには、次の形式を使用します。

goto://ApplicationViewState/[ラベル]

例えば、goto://ApplicationViewState/Store ボタンアクションでは、HTML ストアコンテンツが開きます。ちょうどライブラリ内でカス
タム「ストア」アイコンをタップしたときと同じ動作になります。

DPS App Builder を使用して、カスタムアイコンを作成し、ラベルを指定します。ナビゲーションツールバー（Enterprise アカウントのみ）を参照
してください。

HTMLResources フォルダーのアセットへのリンクを作成する
Viewer の App 内ブラウザーでローカル HTML、画像または PDF ファイルを表示するハイパーリンクやボタンを作成できます。

1. HTMLResources フォルダー内に、ローカル HTML ファイルを含んだフォルダーを追加します。

HTMLResources フォルダーを必ず Folio に含めてください。HTMLResources を読み込むを参照してください。

2. App 内ブラウザーに HTML ファイルを表示するためのリンクを作成します。

ハイパーリンクまたはボタンの「URL」フィールドにパスを入力します。http://、navto:// などのプレフィッ
クスは付けません。次に例を示します。

HTMLResources/Cartoons/train1.html

HTML 記事から場所を指定します。次に例を示します。

<a href=”../HTMLResources/Cartoons/train1”>列車漫画のギャラリーを参照してください</a>

Web コンテンツオーバーレイは、HTML 記事より 2 階層深いネストされたコンテンツです。例：

<a href=”../../../HTMLResources/Cartoons/train1”>列車漫画のギャラリーを参照してください</a>

最良の結果を得るために、HTML フォルダーとファイルにスペースや特殊文字を使用しないでください。フォルダーまたはファイル
名にスペースを使用する場合は、スペース文字用の適切な HTML コードを使用します。例えば、「Cartoon Files」という名前のフォルダー
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ページの先頭へ

注意：

ページの先頭へ

には「Cartoon%20Files」を使用します。

外部のアプリケーションやサービスへのリンクを作成する

iPhone の記事から電子メールメッセージ（mailto：）やテキストメッセージ（SMS）を送信したり、電話したり（tel：）するためのリンクを作成
できます。また、YouTube アプリケーションまたは iTunes の楽曲やアルバムを開くリンクを作成することもできます。iPad で使用するために必
要な形式について詳しくは、Apple URL スキームリファレンス（英語のみ）を参照してください。

高度な電子メール（mailto:）リンクの作成について詳しくは、James Lockman 氏によるDPS パブリケーションからの電子メールおよび添付ファ
イルの送信（英語のみ）の記事を参照してください。

DPS App Builder でアプリケーションを作成中に URL スキーム（オプション）を指定すると、別のアプリケーションまたはモバイル Safari で表示
されている Web ページから、作成中のアプリケーションにリンクすることができます。Viewer の詳細パネルを参照してください。

外部アプリケーションやサービスへのリンクを作成するときには、常に、ボタンを選択し、Overlays パネルで「デバイスのブラウザーで開
く」オプションを選択します。

ハイパーリンクとスライドショーの Viewer 上での外観を制御する
モバイルデバイス上でユーザーが Folio ファイルを読む際に表示される縦置き版と横置き版のページは、InDesign ドキュメントの各ページをラス
タライズした画像です。また、モバイルデバイスのブラウズボタンをタップしたときや下部のスクラバーを使ったときに表示されるページサム

ネールも、ラスタライズ画像です。これらのラスタライズ画像に含まれるハイパーリンクやスライドショーの外観は設定により変更できます。

ハイパーリンクとスライドショーの外観を設定するには、設定用テキストファイルを作成して InDesign アプリケーションフォルダーに保存しま
す。この設定ファイルでは、ネイティブハイパーリンクとスライドショーを表示するかどうかを指定できます。

1. テキストエディターを開きます。

2. 次の設定項目を必要に応じて入力します。

（設定項目名の「Asset」はメインのページ表示、「Thumbnail」はブラウズアイコン画像、「Scrubber」はスクラバーをドラッグしたとき
に表示される画像を意味します）。

SuppressOverlayTypesForAssets: <slideshow, hyperlink>

SuppressOverlayTypesForThumbnails: <slideshow, hyperlink>

SuppressOverlayTypesForScrubbers: <slideshow, hyperlink>

ResetHyperlinksToTopState: <ThumbnailPass, ScrubberPass, AssetPass, All>

ResetHyperlinksToTopState は、「URL へ移動」アクションを設定したボタンを「クリック」ステートではなく「通常」ステートで表示す
ることを指定します。

ResetSlideshowsToTopState: < ThumbnailPass, ScrubberPass, AssetPass, All>

ResetSlideshowsToTopState は、マルチステートオブジェクトをリセットし、InDesign ドキュメントにおけるマルチステートオブジェクト
のトップステートを表示することを指定します。オーバーレイを表示しない場合、リセット設定は適用されません。

ResetHyperlinksToTopState および ResetSlideshowsToTopState を指定しない場合のデフォルト動作では、スライドショーとハイパーリン
クの両方がトップステートにリセットされます。

例:

SuppressOverlayTypesForAssets: slideshow 
SuppressOverlayTypesForThumbnails: hyperlink 
SuppressOverlayTypesForScrubbers: slideshow, -hyperlink 
ResetHyperlinksToTopState: All 
ResetSlideshowsToTopState: ThumbnailPass, ScrubberPass

オーバーレイタイプの前にマイナス記号を付けると、そのタイプは非表示になりません。

3. このファイルを NativeOverlays.config という名前で保存します。

4. 次のいずれかの方法で、NativeOverlays.config ファイルを InDesign アプリケーションフォルダーに移動します。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

Windows

Mac OS

InDesign.exe ファイルが置かれているのと同じ階層にファイルを移動します。

Adobe InDesign CS5 アプリケーションアイコンを選択して右クリックし、「パッケージの内容を表示」を選択しま
す。Content/MacOS フォルダーにファイルを移動します。

関連トピック
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スライドショーオーバーレイ

注意：

スライドショーの画像のセットを作成するには、オブジェクトステートパネルを使用します。各ステート（つまりスライド）には複数のオブジェ
クトを含めることができます。例えば、各画像で異なるテキストフレームが表示されるようにする場合は、1 つのステートで画像とテキストフレー
ムを結合します。
スライドショーのステートでは、スライドショーを除くあらゆるインタラクティブオーバーレイがサポートされます。

 
オブジェクトステートパネルでスライドショーを作成する

ホットスポットボタンに関する回避策（英語のみ）

スライドショー画像は、Folio 内では PNG 画像に変換されます。
現在、HTML を使用せずに、フルスクリーンモードでスライドショーを再生することはできません。

1. InDesign で、オブジェクトステートパネル（ウィンドウ／インタラクティブ／オブジェクトステート）を使用してスライドショーを作成し
ます（詳しくは、InDesign のヘルプでマルチステートオブジェクトのスライドショーの作成を参照）。
マルチステートオブジェクトを作成するには、画像を挿入し、それらの画像を並べて 1 つの記事にし、さらに、その記事をマルチステートオ
ブジェクトに変換します。

2. オブジェクトステートパネルで、オブジェクト名を指定します。
横置きのドキュメントと縦置きのドキュメントに含まれるマルチステートオブジェクトのオブジェクト名と個々のステート名が同じである場
合、iPad を回転させてもスライドショーは続行されます。さらに、わかりやすい名前を使用することで、解析レポートが理解しやすくなり
ます。

エラーを防ぐために、オブジェクト名とオブジェクトステート名には、記号や拡張文字セットの文字を使用しないでください。

3. マルチステートオブジェクトのステート間を行き来するためのナビゲーションボタンを作成します。
特定のスライドを参照するには、「ステートに移動」アクションを使用します。スライド間を順に移動するには、「次のステートに移動」お

ボタンを表示／隠すアクションは、DPS の
記事ではサポートされていません。それで
は、ホットスポットボタンはどのように作成
すればよいでしょうか。Bob Bringhurst 氏が
回避策を示しています。 詳細情報
http://goo.gl/eMVjF

Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

コメントを
Adobe Community Help へ投稿
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自動再生

タップして再生 / 一時停止

遅延

間隔

_ 回再生

ループ

最後の画像で停止

クロスフェード

スワイプ操作で画像を変更

最初と最後の画像で停止

再生する前に隠す

逆順に再生

PDF 記事の書き出し形式

よび「前のステートに移動」アクションを使用します。

InDesign のサンプルボタンパネルには、ナビゲーションボタンのライブラリが用意されています。これらのサンプルボタンを使用する場
合は、既存のアクションを削除し、「次のステートに移動」および「前のステートに移動」アクションに置き換えます。

4. タップ時にボタンの外観を変化させるには、「外観」の「クリック」をクリックし、外観に変更を加えます。
「次のステートに移動」アクションを使用するボタンでは、指定のステートが選択されると「クリック」ステートが表示されます。例えば、
ボタンの「通常」ステートに黒い枠線、「クリック」ステートに赤い枠線を付けてある場合、iPad 上でこのボタンをタップすると赤い枠線
が表示されます（モバイルデバイスでは「ロールオーバー」ステートがサポートされていません）。

5. スライドショーの設定を変更するには、マルチステートオブジェクトを選択し、Folio Overlays パネルで以下の設定を指定します。

このオプションを選択すると、ユーザーが該当ページを表示した時点でスライドショーの再生が開始されます。

このオプションを選択すると、自動実行されるスライドショーをユーザーがタップ操作で再生および一時停止で
きるようになります。ダブルタップすると最初に戻って再生が開始されます。

「自動再生」が選択されている場合に、ページを読み込んでからスライドショーの再生を開始するまでの遅延時間を指定できます。値
の範囲は 0 ～ 60（秒単位）で指定します。

「自動再生」または「タップして再生 / 一時停止」が選択されている場合、スライド 1 枚ずつの表示時間を「間隔」で指定できます。

「自動再生」または「タップして再生 / 一時停止」が選択されている場合、スライドショーの再生回数を指定できます。「ルー
プ」が選択されている場合、このオプションは選択できません。

「自動再生」または「タップして再生 / 一時停止」が選択されている場合、「ループ」を選択すると、ユーザーがスライドをダブル
タップするかページをめくるまで、スライドショーが連続再生されます。

「自動再生」または「タップして再生 / 一時停止」が選択されている場合、「最後の画像で停止」を選択すると、スライ
ドショーの最初ではなく最後の画像で停止します。

このオプションを選択すると、次のスライドに移るときのフェード効果を指定できます。デフォルトの長さは 0.5（秒単
位）で、値の範囲は 0.125 ～ 60 です。この設定値は、スライドショーの自動再生と手動送りの両方に適用されます。

このオプションを有効にすると、ユーザーがスワイプ操作でスライド間を移動できるようになります。

このオプションを有効にすると、正方向の再生時には最後のスライドに達すると停止し、逆方向の再生時には最初
のスライドに達すると停止します。このオプションはスワイプにのみ影響します。

選択すると、ユーザーがボタンをタップしてスライドを開始するまで、スライドショーは非表示になります。

このオプションを有効にすると、スライドショーの再生は画像の順序を反転して実行されます。

PDF 形式を使用した記事でスライドショーを表示する場合、ビットマップかベクトルを選択できます。SD と HD
の両方の iPad または iPhone 用に単一の Folio を作成する場合は、ベクトルを選択すると便利です。ベクトルオプションを選択する
と、Folio が HD の iOS デバイスで表示されるときにテキストが鮮明になりますが、読み込みに若干時間がかかります。最良の結果を得るた
めに、テキスト中心のスライドショーにはベクトルを使用し、画像ベースのスライドショーにはラスタライズを使用し、また、SD および
HD の iOS デバイス用に個別のレンディションを作成する場合もラスタライズを使用します。ラスタライズを使用したスライドショー
は、72 ppi 以下にリサンプリングされます。
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マルチステートオブジェクトを他のドキュメントにコピーすると、オブジェクトの名前が変更されます。例えば、「sea slugs」をコピーすると
「sea slugs2」という名前になります。デバイスの方向が変化したときに連続性を維持するには、横置き用ドキュメント内と縦置き用ドキュメント
内のオブジェクト名を同じにする必要があります。オブジェクト名の末尾にスペースを残さないようにしてください。また、各レイアウトの対応
するステート名も同一にする必要があります。

関連トピック
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画像シーケンスオーバーレイ

初めに最初の画像を表示

自動再生

タップして再生 / 一時停止

遅延

速度

再生 _ 回

画像シーケンスオーバーレイは、一連の画像を順に表示するインタラクティブオブジェクトです。これを使用すると、例えば 360°回転するオブ
ジェクトなどをモバイルデバイス上で表現できます。

360 ビューワで、共通の基本名と連番のサフィックスを持つ PNG 画像または JPG 画像ファイルのセット
（例：Tower001.jpg、Tower002.jpg、...）を使用します。画像のサイズはモバイルデバイス上の表示領域に正確に合わせる必要があります
（例：500x400 ピクセル、72 dpi）。
360°の回転をスムーズに表現するには、30 枚以上の画像を使用してください。むやみに多数の画像を使用すると、ファイルサイズが不必要
に大きくなります。ファイルサイズを小さくするには、圧縮レベルが 50～80 ％の JPEG 画像を使用し、透明部分を含んだ画像の場合にのみ
PNG ファイルを使用するようにしてください。
ポスターを透明な画像シーケンスとともに使用しないでください（または最初の画像として表示しないでください）。ソースアセットに透明
な PNG 画像が含まれている場合、画像シーケンスの実行中にも指定したポスターが表示されます。回避策として、2 つのステートを持つマ
ルチステートオブジェクトを作成し、ポスターを、2 番目のステートの画像シーケンスにリンクする、最初のステートのボタンとして設定し
ます。

 
画像シーケンスで使用する画像のセットを作成

3D オブジェクトの回転画像はいろいろな方法で作成できます。その 1 つは、Adobe Photoshop® Extended で 3D オブジェクトの画像シーケン
スを書き出す方法です。Adobe Flash® Professional または Adobe After Effects® でアニメーションのフレームを書き出すことが考えられま
す。何らかの 3D オーサリングアプリケーションを使用して 3D モデルの画像を生成する方法もあります。

1. 画像シーケンスオブジェクトのソースアセットを作成し、フォルダーに配置します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

長方形ツールまたは長方形フレームツールでドラッグして、プレースホルダーのフレームを作成します。
画像シーケンスのポスターにする画像を配置します。表示が歪むのを防ぐために、ポスター画像のサイズは画像シーケンスに使用する画
像と同じにしてください（ポスター画像を使用する場合、Viewer で画像をダブルタップすると、画像シーケンスが非表示になり、ポス
ターが表示されます）。

3. プレースホルダーオブジェクトを選択し、Folio Overlays パネルを開き、「画像シーケンス」を選択します。

4. Folio Overlays パネルで、画像を読み込みフォルダーアイコンをクリックし、画像が保存されているフォルダーを選択して、「開く」をク
リックします。

5. 必要に応じて、レイアウトに合わせてフレームとその内容を拡大縮小します。

6. Folio Overlays パネルで次の設定を指定します。

このオプションを選択すると、最初の画像がポスターとして使用されます。画像シーケンスが透明な PNG ファイ
ルで構成されている場合は、このオプションの選択を解除してください。「逆順に再生」が選択されている場合は、最後の画像がポスターと
して使用されます。

このオプションを選択すると、画像シーケンスが出現するページまたは状態にユーザーが移動すると画像シーケンスの再生が開始
されます。

このオプションを選択すると、ユーザーがタップ操作で画像シーケンスの再生を開始および一時停止できるよう
になります。ダブルタップすると最初に戻ってオブジェクトの再生が開始されます。

「自動再生」が選択されている場合に、ページを読み込んでから画像シーケンスの再生を開始するまでの遅延時間を指定できます。値
の範囲は 0 ～ 60（秒単位）で指定します。

オブジェクトの進行速度を 1 秒あたりのフレーム数で指定します。最小値は 1（1 秒あたり 1 フレーム）、最大値は 30 です。

「自動再生」または「タップして再生 / 一時停止」が選択されている場合、画像シーケンスの再生回数を指定できます。「ルー
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ループ

最後の画像で停止

スワイプ操作で画像を変更

最初と最後の画像で停止

逆順に再生

プ」が選択されている場合、このオプションは選択できません。

「ページの読み込み時に再生」または「タップして再生 / 一時停止」が選択されている場合、「ループ」を選択すると、画像シーケ
ンスが連続再生されます。スライドショーをダブルタップする操作やページをめくる操作でも再生は停止しません。

「自動再生」または「タップして再生 / 一時停止」が選択されている場合、「最後の画像で停止」を選択すると、画像
シーケンスの最初ではなく最後の画像で停止します。

このオプションを有効にすると、ユーザーがスワイプ操作で画像間を移動できるようになります。
「スワイプ操作で画像を変更」を選択しない場合は、画像シーケンスをインタラクティブにするために「自動再生」または「タップして再生
/ 一時停止」を選択してください。

このオプションを有効にすると、正方向の再生時には最後の画像に達すると停止し、逆方向の再生時には最初の画
像に達すると停止します。このオプションはスワイプにのみ影響します。

このオプションを有効にすると、画像シーケンスの再生は画像の順序を反転して実行されます。

関連トピック
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パノラマオーバーレイ

パノラマ（Panorama）オーバーレイでは、空間内から外を見ているかのような視覚効果を出すことができます。例えば、飛行機のコクピットから
機外を見渡すようなパノラマ表現が可能です。ユーザーは、操作パネルを使用してビューを 360°回転したりズームインしたりできます。

パノラマの作成では、必要な画像をどのようにして用意するかが重要になります。パノラマ効果を作成するには、立方体の 6 面を内側から見た様
子に相当する 6 枚の画像が必要です。フルパノラマ画像を基にして作業を始める場合は、まず、その画像を立方体 6 面の画像に変換します。

PTgui（http://www.ptgui.com）は、パノラマ画像を作成するのに便利なツールです。WRwave Web サイト（http://www.vrwave.com）ではパノラ
マ写真を撮影するために役立つ情報が提供されています。

 
パノラマの作成 
A. 元のパノラマ画像 B. パノラマ画像を立方体 6 面の内側に変換 C. iPad に表示したパノラマ 

水平十字画像を基にする場合は、Photoshop または何らかの画面キャプチャユーティリティを使用して、必要な 6 枚の画像を作成します。

 
パノラマ十字画像を個別の画像に分割する場合は、このパターンに従ってください。

パノラマアセットの作成

Bob Bringhurst 氏が、パノラマオーバーレイ
を追加するために必要な 6 つの立方体画像
を作成する方法を紹介します。... 詳細

提供者 Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...
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最初の画像をポスターに使用

ズーム初期値

垂直／水平

表示フィールド

垂直方向のパンの制限

水平方向パンの制限

注意：

パノラマの作成について説明するビデオ

1. パノラマのソースアセットを作成し、フォルダーに配置します。

最良の結果を得るには、72 dpi で保存した JPEG 画像の使用をお勧めします。高解像度の画像を使用すると、ユーザーがズーム操作をした
場合の表示が鮮明になりますが、ファイルサイズは大きくなります。

2. 次のいずれかの操作を行います。

長方形ツールまたは長方形フレームツールでドラッグして、プレースホルダーのフレームを作成します。

パノラマのポスターにする画像を配置します。

3. プレースホルダーオブジェクトを選択し、Folio Overlays パネルを開き、「パノラマ」を選択します。

4. Folio Overlays パネルで、アセットフォルダーアイコンをクリックし、6 つの画像が保存されているフォルダーを選択して、「開く」をク
リックします。

5. 必要に応じて、レイアウトに合わせてフレームとその内容を拡大縮小します。

6. Folio Overlays パネルで次の設定を指定します。

このオプションを選択すると、最初のパノラマ画像がポスターとして使用されます。ポスター用の画像を別途

用意していない場合に選択します。

最初の画像の拡大縮小率を決定する値を指定します。「表示フィールド」で指定する最小と最大（デフォルト値：30、80）の
範囲で値を入力します。

初期状態としてパノラマのどこの部分を表示するかを指定します。「垂直」については、-90（上端まで見上げる）～ 90（下端
まで見下ろす）の範囲の値を指定します。「水平」については、-180（左端いっぱいまで回転）～ 180（右端いっぱいまで回転）の範囲の値
を指定します。

ユーザーのズームインおよびズームアウト操作を一定範囲内に制限する場合は、ここで最小値と最大値を指定します。

ユーザーの見上げる角度を真上の 2/3 までに制限する場合は、「垂直方向のパンの制限」を選択し、-60 を指定しま
す。見下ろす角度を真下の 2/3 までに制限する場合は、60 を指定します。小さい値（例：1）を指定すると、垂直方向のパンができなくなり
ます。

ユーザーが左右を向く角度を真後ろの 2/3 までに制限する場合は、「水平方向パンの制限」を選択し、左に -120、右に
120 を指定します。

パノラマ設定を変更して「プレビュー」をクリックすると、効果を確認できます。

関連トピック

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2013/08/c...
専門知識を投稿：

Adobe Community Help

この Lynda.com ビデオでは、James Fritz
氏がパノラマを作成してプレビューする方法

について説明します。... 詳細

http://goo.gl/ed5W0

提供者 James Fritz 
http://indesignsecrets.com...

専門知識を投稿：

Adobe Community Help
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オーディオオーバーレイ

URL またはファイル

オーディオコントローラーファイル

サポートされている形式のオーディオファイルを InDesign で配置すると、DPS Viewer 上ではタップ操作により再生できます。デバイス用の DPS
Viewer 上で再生できるオーディオファイルは、MP3 のみです。Web Viewer 専用の Folio では、AAC/MP4 でエンコードされたオーディオファイ
ルもサポートされています。
オーディオファイルは、ユーザーが表示領域をタップしたときに再生されるように設定するか、または、「サウンド」アクションが設定された個
別のボタンで再生されるように設定することができます。再生ボタンと一時停止ボタンを切り替え表示する単純な効果を作成すると、コントロー
ラースキンをシミュレートできます。また、より高度な効果を作成してオーディオの進行状況を表示することもできます。
URL を指定して、Web サイト（http:）にあるオーディオファイルをストリーミング再生することもできます。

オーディオファイルのベストプラクティス
オーディオファイルは、ユーザーが表示領域をタップしたときに再生されるように設定するか、または、「オーディオ」アクションが設定さ
れた個別のボタンで再生されるように設定することができます。「再生」、「一時停止」、「停止」オプションがサポートされています。
「再開」および「すべて停止」はサポートされていません。
URL を指定して、Web サイト（http: のみ）にあるオーディオをストリーミング再生することもできます。
ユーザーが別の記事に移動すると、オーディオクリップは停止します。同じ記事内の別のページでは再生を続けます。ページをめくったとき
にオーディオクリップ（またはビデオ）を停止するには、「ダミー」のメディアファイルを自動再生する方法があります。詳しく
は、Johannes Henseler 氏の記事、記事の次のページに移動したときにビデオを停止する（英語）を参照してください。

オーディオオーバーレイの作成
1. ファイル／配置を選択し、ドキュメントに MP3 オーディオファイルを配置します。

2. 配置したオブジェクトを選択し、メディアパネル（ウィンドウ／インタラクティブ／メディア）を開き、必要に応じてポスターを指定しま
す。

透明な再生ボタンなど、非インタラクティブなオブジェクトをオーディオオブジェクトの上部に配置して、簡単にポスター画像を作成するこ
ともできます。

3. オーディオオブジェクトを選択し、Folio Overlays パネルで、次のオプションを必要に応じて指定します。

 

URL を指定してオーディオクリップをストリーミング再生するか、またはファイル／配置を使用してオーディオファ
イルを配置していない場合は、フォルダーを選択してオーディオファイルを指定します。ストリーミング URL の指定では、自動再生やコン
トローラーファイルなど、すべてのオーバーレイオプションがサポートされています。
ストリーミングオーディオは http で始まる URL をサポートし、https はサポートしていません。
オーディオファイルを配置して、さらにストリーミング URL を指定する場合は、先に行った操作が優先されます。例えば、まず URL を指
定して、それからオーディオクリップを配置した場合は、オーバーレイは URL を使用し、埋め込みオーディオは使用しません。

フォルダーアイコンをクリックし、オーディオファイル用の再生ボタンと一時停止ボタンが保存されて
いるフォルダーを指定します。
オーディオクリップの再生中に、再生ボタンと一時停止ボタンを持つコントローラースキンを表示する場合は、フォルダー内に .png ファイ
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初めに最初の画像を表示（InDesign CS5.5 以降のみ）

自動再生

Folio をまたいで再生

タップでコントローラーを表示（iOS のみ）

ルのセットを作成します。これらの画像には _pause または _play というサフィックスを付ける必要があります。_play ボタンと _pause ボ
タンの組み合わせは 1 ペアのみ作成するか、または複数のペアを用意します。複数ある場合は進行状況を表示するステータスバーとして機能
します。
AudioAsset001_play.png
AudioAsset002_play.png 
AudioAsset003_play.png 
AudioAsset004_play.png 
AudioAsset005_play.png 
AudioAsset001_pause.png 
AudioAsset002_pause.png 
AudioAsset003_pause.png 
AudioAsset004_pause.png 
AudioAsset005_pause.png

オーディオの再生が半分まで進行している場合、この例では AudioAsset003_play.png ボタンが表示されます。タップして一時停止する
と、AudioAsset003_pause ボタンが表示されます。

このオプションを選択すると、指定したオーディオコントローラーアセットフォル
ダーにある最初の _play.png ファイルがオーディオフレームに表示され、フレームのサイズが適切に変更されます。
InDesign CS5 では、ポスター画像を指定し、フレームとポスター画像のサイズを手動で変更する必要があります。

このオプションを選択すると、ページがモバイルデバイスに読み込まれるのと同時にオーディオファイルが再生されます。遅延の
秒数を指定することもできます。自動再生は Android Viewer ではサポートされていません。

このオプションを選択すると、ユーザーが記事を閲覧中にオーディオファイルがバックグラウンドで再生されます。
ユーザーは上部ナビゲーションバーのオーディオアイコンをタップすることで、オーディオを一時停止または再開できます。この機能
は、iPad または iPhone でのみ利用できます。

このオプションを選択すると、再生中のインラインビデオをタップしたときに、一時停止と再
生のコントロールを含む、コントローラーバーが表示されます。このオプションが選択されていない場合、ビデオをタップすると、一時停止
および再開されます。

関連トピック
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Web コンテンツオーバーレイ

自動再生

透明な背景

ユーザーのインタラクティブ操作を許可

コンテンツを幅に合わせる

資格情報へのアクセスを許可

Web コンテンツオーバーレイを使用すると、Web ページをビュー領域内に表示できます。ユーザーは App 内ブラウザーを別途開くことなく、
ビュー領域内で Web ページのコンテンツを見ることができます。コンテンツとしては Web URL またはローカル HTML ファイルを指定できま
す。次の点に注意してください。
ローカル HTML ファイルを指定する場合は、目的の .html ファイルおよび関連するファイルやフォルダーを、同じフォルダー内に置く必要が
あります。記事のコンテンツが作成されると、.html ファイルと同じフォルダーのすべてのファイルがアップロードされるので、その HTML
フォルダーは必要なアセットだけに制限します。例えば、.html ファイルを Documents フォルダーに追加する場合、Documents フォルダー
内のすべてのファイルおよびサブフォルダーがアップロードされます。
モバイル用の URL へと自動的にリダイレクトされる URL については、元の URL（例：http://twitter.com/）ではなく必ずモバイル用
URL（例：http://mobile.twitter.com/）を指定してください。
Web コンテンツオーバーレイに HTML アニメーションを指定する場合、オーバーレイを最小遅延（0.125 秒など）の「自動再生」に設定
し、アニメーションが適切に再生されるようにします。遅延を設定することで、ページがメモリにプリロードされたときにオーバーレイが自
動再生されるのを防ぐことができます。
InDesign CS6 以降では、「HTML を挿入」コマンドを使用して YouTube クリップの埋め込みコードを挿入できます。最良の結果を得るため
に、YouTube の埋め込みコードを編集して、「src=//www.youtube.com」を「src=https://www.youtube.com」に変更してください。オー
バーレイを「自動再生」に設定し、オーバーレイの前にポスター画像を追加します。

Web コンテンツオーバーレイを作成するには、次の手順を実行します。

1. 次のいずれかの操作を行います。

長方形ツールまたは長方形フレームツールでドラッグして、Web コンテンツを表示するフレームを作成します。
Web コンテンツのポスターにする画像を配置します。

2. フレームを選択し、Folio Overlays パネルで「Web コンテンツ」を選択します。

3. 次のいずれかの操作を行います。

URL を指定するには、「アセット」フィールドに URL を入力またはペーストします。「http://」を含めて URL 全体を入力します。
ローカル HTML ファイルを使用するには、フォルダーアイコンをクリックし、ローカル HTML ファイルを指定します。HTML ファイル
（index.html など）は、HTML ファイルで使用される画像やスクリプトが含まれているフォルダーに格納されている必要があります。

4. 次のいずれかのオプションを指定します。

このオプションを選択すると、ページがモバイルデバイスに読み込まれるのと同時に Web ページも読み込まれます。遅延の秒数
を指定することもできます。対象の HTML が再生するアニメーションの場合、最小遅延を指定します。

このオプションを選択すると、Web ページ内の背景が透明に保たれます。ユーザーは背景を透過して背景の DPS コンテンツを
見ることができます。選択解除すると、Web コンテンツの背景色が使用されます。

このオプションを選択すると、Web ページに対するユーザーのインタラクティブ操作が可能になり
ます。例えば、ハイパーリンクをタップして別の Web ページに移動できます。

このオプションを選択すると、オーバーレイファイル内で指定したサイズに収まるように Web ページのサイズ
が調整されます。選択解除すると、Web ページはデバイスのブラウザーに表示される場合と同じサイズで表示されます。収まりきれない場
合は HTML ページの表示が切れることがあります。

Reading API を参照する Web コンテンツオーバーレイを作成して、Camera API、Geolocation API、デジタル
販促用カードおよびカレンダーといった機能を利用できます。詳しくは、HTML および Java Script API を使用して DPS を拡張するを参照
してください。
オーバーレイでは、このオプションを選択するほか、カスタム JavaScript API を HTML コードに追加します。
また、HTML 記事用にこの種の条件付き HTML コンテンツを Web コンテンツオーバーレイの代わりに作成することもできます。その場合は
HTML 記事用に、Folio Producer Editor で「資格情報へのアクセスを許可」オプションを選択します。

関連トピック
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パンおよびズーム操作可能な小さい領域に大きい画像を表示できます。

1. JPEG または PNG 画像を配置します。

2. 画像のサイズは変更せず、選択ツールで選択ハンドルをドラッグし、表示をトリミングするフレームを指定します。フレームはビュー領域の
サイズにします。フレーム内に画像を配置して、初期ビュー領域を決定します。
コンテナフレームのサイズは画像よりも小さくしてください。フレームの幅または高さを画像と同じにすると、そのオブジェクトはスクロー
ル可能コンテンツとして扱われます。
パンとズームオーバーレイにポスターを追加するには、パン画像と同じ寸法のフレームを作成し、パンとズームオーバーレイに配置しま
す。ユーザーがポスターをタップすると、パン画像がアクティブになり、ポスターは非表示になります。ユーザーがパン画像をダブル
タップすると、再びポスターが表示されます。

3. 初期ビューの表示比率を変更するには、ダイレクト選択ツールを使用して（フレームではなく）画像を選択し、画像を拡大縮小します。
画像サイズは 100 ％またはそれ以下にすることができます。最大スケールは 100 ％です。

4. 画像フレームを選択し、Folio Overlays パネルを開きます。「パンとズーム」タブをクリックし、「オン」を選択します。
記事のページ全体をピンチ＆ズームするには、PDF 画像形式で記事を作成します。記事のピンチ＆ズームの有効化を参照してください。
パンとズームに関するガイダンス
次の点に注意してください。

現在のところ、ビュー領域の形は長方形のみです。
最良の結果を得るには JPEG 画像の使用をお勧めします。
72 ppi で 2000x2000 ピクセルを超えるパンとズームオーバーレイを作成する場合、モバイルデバイスで詳細にテストしてください。画像が
大きいとファイルサイズが増大し、モバイルデバイス上でメモリの問題が発生する原因になることがあります。
一般的に、画像はあらかじめ使用時のサイズにしておく必要があります。例えば、200x200 ピクセルのビュー領域に 1024x1024 ピクセルの
画像をパン表示する場合は、サイズが 1024x1024 で 72 ppi の画像を作成します。一方で、1024x768 のソースドキュメントを 2048x1536 の
Folio で使用する場合、72 ppi の画像を使用すると、iPad のモデルによって初期ビューが異なる可能性があります。これを防ぐには、HD サ
ブフォルダーに高解像度バージョンの画像を作成します。iOS デバイス向けにマルチ解像度の PDF 記事を作成するを参照してください。
今のところ、パンとズームの機能では、透明部分を含んだ画像が使われることを想定していません。パン画像のあるページが読み込まれたと
きはポスターが表示され、実際のオーバーレイはタップされるまでは表示されません。オーバーレイがダブルタップされると、オーバーレイ
は非表示になり、ポスターが表示されます。パン画像に透明部分があると、そこからポスターが見え、画像が重複したようになります。回避
策として、2 つのステートを持つマルチステートオブジェクトを作成し、ポスターを、2 番目のステートのパンとズームの画像にリンクす
る、最初のステートのボタンとして設定します。

関連トピック
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スクロール可能フレームオーバーレイ

注意：

スクロール方向

スクロールインジケーター

コンテンツの初期位置

PDF 記事の書き出し形式

注意：

スクロール可能なフレームを作成すると、スクロール操作によってユーザーに多くのコンテンツを見せることができます。例えば、料理の材料リ
ストと作り方の手順をすべて 1 ページに収めれば、スワイプ操作でスクロールするだけで長い説明を読むことができ、ページをめくる必要があり
ません。
デフォルトでは、スクロール可能コンテンツの初期ビューは、コンテナフレームの左上隅です。この初期ビューを変更して、コンテンツフレーム
の位置に基づいて初期ビューが配置されるようにします。
すべてのインタラクティブオーバーレイをスクロール可能フレームに追加できます（インタラクティブオーバーレイのネストを参照）。以前は、
レイヤーを使用してスクロール可能フレームを作成することができましたが、現在、この方法はサポートされていません。

1. 縦方向にスクロールするフレームを作成するには、コンテンツフレームとコンテナフレームを作成します。

コンテンツフレームには、テキストフレーム、画像またはオブジェクトグループを使用できます。
コンテンツフレームには、スライドショーを除くすべてのインタラクティブオブジェクトを追加できます。インタラクティブオブジェク
トをテキストフレームにアンカー付きオブジェクトとして追加することも、他のオブジェクトと共にグループインタラクティブオブジェ
クトを追加することも可能です。

2. コンテナフレームに対する初期ビュー領域の相対位置にコンテンツフレームを移動します。
デフォルト設定を使用する場合、コンテンツフレームはコンテナフレームの左上隅に揃えられます。ただし、コンテンツフレームのドキュメ
ントの位置で初期ビューを決定することができます。

3. コンテンツフレームを選択し、編集／カットを選択します。
誤動作を回避するには、コンテンツがペーストボードではなく、レイアウトページ領域に表示されていることを確認します。

4. コンテナフレームを選択し、編集／選択範囲内へペーストを選択します。
コンテンツフレームをコンテナフレームにペーストすると、MSO ステートアクションが設定されたボタンのアクションがすべて失わ

れます。ボタンを選択してアクションを再度追加してください（非表示のボタンを選択するときには、ツールバーの選択ボタンが便利です。
レイヤーパネルでも、ネストされたオブジェクトを選択できます）。

5. コンテナフレームを選択したままの状態で、Folio Overlays パネルを開きます。「スクロール可能フレーム」タブをクリックし、次のオプ
ションを指定します。

「自動検出」を選択すると、コンテナフレームとコンテンツフレームの高さと幅に基づいてスクロール方向が決定されま
す。フレームの高さが同じで幅が違う場合、コンテンツは水平方向にのみスクロールします。コンテナフレームの方がコンテンツフレームよ
り幅が狭くて高さが低くても、1 方向にのみコンテンツがスクロールするように指定するには、「水平方向」または「垂直方法」を選択しま
す。「水平および垂直」オプションを選択した場合は、「自動検出」と同じ動作になります。

スクロール時にスクロールバーを非表示にするには、「非表示」を選択します。

「左上」を選択すると、初期ビューとして、コンテナフレームの左上隅にコンテンツフレームが揃えられます。「ド
キュメントの位置を使用」を選択すると、初期ビューとして、コンテンツフレームの位置が使用されます。

PDF 形式を使用した記事でスクロール可能なフレームを表示する場合、ビットマップかベクトルを選択できま
す。SD および HD の両方の iPad または iPhone 用に単一の Folio を作成する場合は、ベクトルを選択すると便利です。ベクトルオプション
を選択すると、Folio が HD の iOS デバイスで表示されるときにテキストが鮮明になりますが、読み込みに若干時間がかかります。最良の結
果を得るために、テキスト中心のスクロール可能なフレームにはベクトルを使用し、画像ベースのスクロール可能なフレームまたは SD およ
び HD の iOS デバイス用に個別のレンディションを作成する場合にはラスタライズを使用します。ラスタライズを選択した場合、スクロー
ル可能なフレームのコンテンツは 72 ppi 以下にリサンプリングされます。
無料の DPS Tips アプリケーションで、ネストされたスクロール可能フレームや展開可能なタブ効果など、様々なスクロール可能フレーム

の例をご覧いただけます。

高度なスクロール可能フレーム

Johannes Henseler 氏が、スクロール可能フ
レームを使用してフェードアウト効果を作成
しました。... 詳細
http://goo.gl/qbWE4

提供者 Johannes Henseler 
http://digitalpublishing.t...

94

http://idiom-q-win-1/content/help/jp/digital-publishing-suite/help/nesting-interactive-overlays.html#nesting_interactive_overlays
http://www.adobe.com/go/learn_dps_tips_jp
http://goo.gl/qbWE4
http://goo.gl/qbWE4
http://digitalpublishing.tumblr.com/
http://digitalpublishing.tumblr.com/


  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

スクロールコンテンツについて説明するビデオ

スクロールするプルタブの作成

スクロールするスライドショーを作成する

関連トピック
インタラクティブオーバーレイの概要

専門知識を投稿：
Adobe Community Help

Colin Fleming 氏のこのビデオは、新しいス
クロールコンテンツの手法が簡単であること
およびスクロールコンテンツにハイパーリン
クやボタンを追加できるようになったことを
示しています。... 詳細
http://goo.gl/A7WsB

提供者 Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

専門知識を投稿：
Adobe Community Help

Colin Fleming 氏のこのビデオでは、スク
ロール可能フレームを使用して、スライドす
ると表示されるタブ（スライド式トレイ）を
作成する方法を紹介します。... 詳細
http://goo.gl/3Oywd

提供者 Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

専門知識を投稿：
Adobe Community Help

Terry White 氏が、画像やキャプションだけ
でなくムービーまでも含めることができる、
スクロールするスライドショーを作成する方
法を紹介します。... 詳細
http://tv.adobe.com/watch/creative-suite-podc...

提供者 Terry White 
http://terrywhite.com/tech...

専門知識を投稿：
Adobe Community Help
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スライドショー

スクロール可能フレーム

インタラクティブオーバーレイは、スクロール可能なフレームとスライドショー（マルチステートオブジェクト）のいずれかに埋め込むことがで

きます。ただし、マルチステートオブジェクトをスクロール可能なフレームや他のスライドショーに埋め込むことはできません。

オーバーレイをスライドショーのステートに追加するには、様々な方法があります。例えば、ステートを選択して「選択範囲内へ

ペースト」を選択します。オーバーレイの位置をマルチステートオブジェクトに揃えて調整し、両方を選択してから、オブジェクトを選択したス

テートにペーストするか、新しいステートを作成することができます。また、オーバーレイを他のオブジェクトとグループ化し、そのグループを

さらに別のオブジェクトに揃えて調整してから、マルチステートオブジェクトを作成することもできます。

画像シーケンスやボタンなどのインタラクティブオーバーレイを作成します。オーバーレイオブジェクトをコンテンツフ

レーム内の他のオブジェクトとグループ化するか、オーバーレイをテキストにペーストしてアンカー付きオブジェクトを作成します。次に、コン

テンツフレームをコンテナフレームにペーストし、Folio Overlays パネルで「パンのみ」を選択します。

次のガイドラインに注意してください。

スクロール可能なフレームにスライドショーのステートを変更するボタンを追加できます。ボタンをコンテンツフレーム内にペーストする

と、ステートベースのボタンアクションは失われます。ボタンを再度選択してアクションを作成し直してください。ボタンが非表示の場合

は、コントロールバーの「内容を選択」および次を選択するアイコンを使用してオブジェクトを選択します。

マルチステートオブジェクトをインタラクティブなスライドショーにするには、1 つのアクションで 1 つ以上のステートの変更がトリガーさ
れるようにする必要があります。そうでないと、現在のステートのみが Viewer に表示されます。MSO をスライドショーにするには、Folio
Overlays パネルで「自動再生」などのオプションを選択します。MSO ステートアクションを設定したボタンを作成することもできます。た
だし、ステート内のボタンで MSO がインタラクティブになることはありません。MSO 内のボタンだけを使用してスライドを変更したい場合
は、表示されない「ダミー」ボタンを MSO の外部に作成してインタラクティブにします。

ホットスポットエフェクトを作成するには、2 つのステートのうち 1 つが空のマルチステートオブジェクトとボタンを結合します。例えば、
ボタンをタップすることで画像シーケンスか Web コンテンツオーバーレイをトリガーできます。

その他の埋め込みオーバーレイの例（スライドショー内にネストされたスライドショーなど）については、Digital Publishing Suite Tips アプ
リケーションの「Advanced Overlays」（英語のみ）を参照してください。

関連トピック

オーバーレイ作成のベストプラクティス
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ビデオオーバーレイ

サポートされている形式のビデオファイルを InDesign で配置すると、Viewer 上ではタップ操作により再生できます。ビデオファイルについて
は、h.264 でエンコードされた MP4 ファイルなど、Apple iTunes と互換性のある形式を使用します。ビデオを作成するときは、Android デバイス
との最適な互換性を保つために、ベースラインプロファイルを使用します。Web Viewer でサポートされていない .mov ファイルの代わりに .mp4
を使用します。ビデオが Viewer 上で正しく再生されない場合は、Adobe Media Encoder または Handbrake などのサードパーティ製ツールを使っ
てビデオを .mp4 h.264 に再エンコードしてください。

ビデオファイルのベストプラクティス

iOS Viewer では、ビデオをインラインまたはフルスクリーンモードで再生できます。Android Viewer では、ビデオはフルスクリーンモード
でのみ再生できます。

ビデオファイルは、ユーザーが表示領域をタップしたときに再生されるように設定するか、または、「ビデオ」アクションが設定された個別

のボタンで再生されるように設定することができます。「再生」、「一時停止」、「停止」オプションがサポートされています。「再開」お

よび「すべて停止」はサポートされていません。

インラインビデオで最良の結果を得るには、400 x 300 ピクセルなど、適切なサイズで動画を作成します。フルスクリーンムービーの横幅
を、1024 ピクセルに設定することを検討してください。HD モデルの iPad の最大ビデオサイズは 1920x1080 ですが、その大きさのビデオ
を作成すると、Folio サイズが増加します。ファイルサイズと画質のバランスをとる目安として、フィルム 1 分あたり 10 ～ 12 MB 程度の
データサイズにすることをお勧めします。ビデオサイズを小さくするために、Adobe Media Encoder または HandBrake などのサードパー
ティ製アプリケーションを使用することもできます。詳しくは、Keith Gilbert 氏の記事、DPS 向けにビデオを圧縮する（英語のみ）を参照し
てください。

URL を指定して、Web サイト（http: のみ）にあるビデオをストリーミング再生することもできます。YouTube や Vimeo など、https: で始
まる Web サイトを使用してビデオをストリーミング再生するには、Web コンテンツオーバーレイを作成します。InDesign CS6 以降では、
「HTML を挿入」コマンドを使用して YouTube クリップの埋め込みコードを挿入できます。埋め込みコードには
src="http://www.youtube.com/..." のように「http://」プレフィックスが含まれていることを確認してください。最良の結果を得るには、
オーバーレイを自動再生に設定し、オーバーレイの上部にポスター画像を追加します。作例と説明については、無料の DPS Tips アプリケー
ションの Advanced Overlays の号を参照してください。
ユーザーが別の記事に移動すると、ビデオクリップは停止します。同じ記事内の別のページでは再生を続けます。ページをめくったときにビ

デオクリップを停止するには、「ダミー」のビデオを自動再生する方法があります。詳しくは、Johannes Henseler 氏の記事、記事の次の
ページに移動したときにビデオを停止する（英語）を参照してください。

ビデオ（ストリーミングビデオを含む）を HTML 記事に追加することができます。詳しくは、HTML 記事の読み込みを参照してください。

ビデオオーバーレイの作成

1. ファイル／配置を選択し、ドキュメントにビデオファイルを配置します。

2. 配置したオブジェクトを選択し、メディアパネル（ウィンドウ／インタラクティブ／メディア）を開き、ポスターを指定します。

ビデオファイルの場合は、画像を選択するか、そのビデオ内のフレームを 1 つ選択します。最良の結果を得るために、そのページアイテムの
インタラクティブ性がユーザーに伝わる画像を選択することをお勧めします。透明な再生ボタンなど、非インタラクティブなオブジェクトを

ビデオオブジェクトの上部に配置して、簡単にポスター画像を作成することもできます。

3. ビデオオブジェクトを選択し、Folio Overlays パネルで、次のオプションを必要に応じて指定します。
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URL またはファイル

自動再生

フルスクリーン再生（iOS のみ）

タップでコントローラーを表示（iOS のみ）

一時停止しない（iOS のみ）

最後のフレームで停止（iOS のみ）

 

URL を指定してビデオクリップをストリーミング再生するか、またはビデオファイルを配置していない場合は、フォ
ルダーを選択してファイルを指定します。ストリーミング URL の指定では、自動再生やフルスクリーンなど、すべてのオーバーレイオプ
ションがサポートされています。

ストリーミングビデオは http をサポートし、https はサポートしていません。YouTube や Vimeo などのサービスはサポートされていませ
ん。代わりに、上の「最良の結果」の項目で説明したように、Web コンテンツオーバーレイを使用します。

ビデオファイルを配置して、さらにストリーミング URL を指定する場合は、先に行った操作が優先されます。例えば、まず URL を指定し
て、それからビデオクリップを配置した場合は、オーバーレイは URL を使用し、埋め込みビデオは使用しません（実際は、ストリーミング
ビデオのポスターを選択すれば、この機能を利用できます）。

このオプションを選択すると、ページがモバイルデバイスに読み込まれるのと同時にビデオファイルが再生されます。遅延の秒数

を指定することもできます。自動再生は Android Viewer ではサポートされていません。

このオプションを選択すると、ビデオはフルスクリーンモードで再生されます。選択しないと、ビデオは

それ自体の境界線ボックス内で再生されます。Android デバイスのビデオはすべてフルスクリーンモードで再生されます。

このオプションを選択すると、再生中のインラインビデオをタップしたときに、一時停止と再

生のコントロールを含む、コントローラーバーが表示されます。このオプションが選択されていない場合、ビデオをタップすると、一時停止

および再開されます。

このオプションを選択すると、ユーザーはビデオをタップして一時停止または停止することはできなくなりま

す。このオプションは、自動再生が選択され、フルスクリーン再生が選択されていないときに限り使用できます。

インラインビデオの再生が停止したときにビデオの最後の画像を表示する場合は、このオプションを選

択します。このオプションは、フルスクリーン再生が選択されていないときに限り使用できます。

関連トピック
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Folio と記事
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Folio の作成

トップへ

Folio Builder パネルの概要
Folio Builder パネルにサインインする
Folio を作成する
Folio のプロパティを変更する
オフライン Folio を作成する
Folio を共有する
Folio をコピーする
Folio を削除する

Folio には、1 つまたは複数のデジタル出版の記事が含まれます。Folio は、汎用の Adobe Content Viewer とカスタムのマルチ雑誌号 Viewer のい
ずれのライブラリでも雑誌号として表示されます。カスタムの単一雑誌号 Viewer を作成する場合、Folio にはその Viewer アプリケーションのコン
テンツが含まれます。

Folio Builder パネルの概要

Folio を作成して記事を追加するには、Folio Builder パネルを使用します。パネルを開くには、ウィンドウ／Folio Builder（InDesign CS6）または
ウィンドウ／エクステンション／Folio Builder（InDesign CS5 または CS5.5）を選択します。Folio Builder パネル上にはアクセスできる Folio の
一覧が表示されます。Folio Builder パネルには、Folio ビュー、記事ビュー、レイアウトビューの 3 つのビューが含まれます。ナビゲーションする
には、必要に応じて次のアクションを実行します。

Folio をダブルクリックするか、Folio の右側の矢印をクリックして、Folio の記事を表示します。
記事をダブルクリックするか、記事の右側の矢印をクリックして、記事のレイアウトを表示します。
パネルの左上隅にある矢印アイコンをクリックすると、上のレベルに移動します。

 
Folio Builder パネル 
A. Folio ビュー B. 記事ビュー C. レイアウトビュー 

表示する Folio を絞り込む

どの Folio を表示するかを指定するには、Folio ビューのドロップダウンメニューから、「すべて」、「すべて（ローカル）」、「クラウド内」
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トップへ

トップへ

（ローカル Folio を隠す場合）、「非公開」（共有 Folio を隠す場合）、「共有」のいずれかを選択します。

Folio を並べ替える

Folio ビューで、「ソート」ドロップダウンメニューのオプションを選択すると、Folio Builder パネルに表示される Folio の順序を指定できます。
「リストを反転」を選択すると、選択される Folio の並び順が逆になります。

Folio Builder パネルにサインインする

Folio Builder パネルへのサインインは任意です。パネルにサインインすると、Acrobat.com サイトに Folio をアップロードできます。その後、モバ
イルデバイスの Adobe Content Viewer に Folio をダウンロードして、他のユーザーと共有できます。パネルにサインインしなくても、ローカル
Folio の作成およびプレビュー、Single Edition アプリケーションの作成は行うことができます。有効な Adobe ID を使用して Folio Builder パネル
にサインインします。

1. お使いのコンピューターはインターネットに接続されている必要があります。

2. Folio Builder パネルで、「サインイン」をクリックし、有効な Adobe ID を使用してサインインします。

3. 有効な Adobe ID を所有していない場合は、次のいずれかの操作を行います。

DPS の Enterprise または Professional のサブスクリプションをご利用の場合、アカウント管理ツールを使用して、アプリケーションの
ロールが割り当てられている Adobe ID を作成します。適切な Adobe ID を使用して Folio Builder パネルにサインインします。アカウン
ト管理ツールを参照してください。
Adobe ID の有効性を確認して DPS で作業するには、https://digitalpublishing.acrobat.com/ にアクセスして「アカウントを作成」をク
リックします。有効な電子メールアドレスを使用してアカウントにサインアップします。電子メールアドレスの有効性を確認するための
メッセージがアドビから届きます。そのメッセージを表示し、確認手続きを実行します。その後、この Adobe ID を使用して Folio
Builder パネルにサインインします。DPS での Adobe ID の使用を参照してください。

Folio を作成する

Folio は記事の集まりです。InDesign CS5 以降を使用しているユーザーはだれでも、Folio を作成できます。
サインインして Folio を作成すると、Acrobat.com の Web サーバー上にワークスペースが作成されます。Folio に追加するすべての記事の内容が、
このワークスペースにアップロードされます。

1. Folio Builder パネルを開くには、ウィンドウ／エクステンション／Folio Builder（InDesign CS5 または CS5.5）またはウィンドウ／Folio
Builder（InDesign CS6）を選択します。

2. まだサインインしていない場合は、「サインイン」をクリックし、有効性確認済みの Adobe ID でサインインします。
Folio Builder パネルにサインインしない場合、オフライン Folio を作成できます。サインインした後で、オフライン Folio をアップロードで
きます。

3. 「新規」をクリックして、新しい Folio を作成します。
InDesign CS6 でファイル／新規／Folio を選択して Folio を作成することもできます。

4. 次の項目を設定して、「OK」をクリックします。
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Folio 名

Viewer バージョン

ターゲットデバイス

方向

デフォルトの形式

デフォルトの JPEG 画質

カバーのプレビュー

 
新しい Folio を作成する

Folio の名前を指定します。これは、Viewer 上に表示されるパブリケーション名とは異なります。Folio 名は内部でのみ使用される
ため、シンプルにし、拡張文字は使用しないでください。Folio 名の最大文字数は 60 です。

対象とする Viewer バージョンを指定します。このオプションは、最新バージョンの Adobe Content Viewer が承認待ち
の場合、またはまだ更新されていない以前のバージョンの Viewer アプリケーション用に Folio を作成する場合に特に便利です。Folio の作成
後、Folio のプロパティを編集してバージョン番号を大きくすることはできますが、以前のバージョンに戻すことはできません。代わりに、
新しい Folio を作成します。v20 より前の Viewer バージョンを指定することはできません。

ターゲットデバイスを選択するか、HD iPad に 2048x1536 など、ターゲットデバイスのカスタムサイズを指定しま
す。
ターゲットデバイスの Folio サイズを指定する場合は、そのデバイスにナビゲーションバーが表示されるかどうかを考慮します。例えば、一
部の Android デバイスには 48 または 75 ピクセルのナビゲーションバーが表示されるので、Folio サイズは 1280x800 に拡大されます。代わ
りに、2 方向 Folio 用により小さい Folio サイズ（1205x725 など）を作成します。複数のデバイス向けにドキュメントを作成するを参照して
ください。

Folio を縦置きのみ、横置きのみ、2 方向のいずれにするかを指定します。Folio をプレビューまたは公開するには、すべての記事が
Folio の方向と一致している必要があります。例えば、2 方向の Folio に縦置きレイアウトのみの記事が含まれている場合、この Folio は
Adobe Content Viewer ライブラリにダウンロードできません。

Folio のデフォルトオプションを選択します。記事形式の設定は記事ごとに異なる可能性があります。
ページを書き出す画像形式として JPEG、PNG のいずれを使用するかを InDesign に自動判定させる場合は、「自動」を選択します。
「PDF」を選択すると、ピンチによる拡大・縮小、ベクトルの保持、ファイルサイズの削減が可能になります。デフォルトの形式の指定は、
複数の記事を読み込むときに特に重要です。複数の記事に属する記事を読み込むときに、デフォルトの画像形式が使用されます。PDF 画像
形式と JPG/PNG 画像形式の違い（英語のみ）を参照してください。

「デフォルトの画像形式」で「自動」または「JPEG」を選択した場合、JPEG の画質をここで指定します。高画
質を選択するとファイルサイズが大きくなります。

プレビュー画像は、Viewer に追加した個々の Folio を Viewer ライブラリに表示する際に使用されます。縦置きと横置
きのカバー画像を指定します。カバー画像の作成時には、ターゲットデバイスと同じ縦横ピクセル数（例：1024x768）で 72 dpi の JPG ま
たは PNG ファイルを作成してください。
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オフライン Folio を作成

トップへ

パブリケーション名

注意：

Viewer バージョン

注意：

右端綴じ

現時点で、Folio のコンテンツをサーバーにアップロードしない場合は、このオプションを選択します。後でパネル
メニューから「Folio Producer にアップロード」を選択して、Folio の内容をアップロードできます。

Folio Builder のトラブルシューティングについて詳しくは、Folio Builder のトラブルシューティング（英語のみ）およびFolio Builder パネルでの記
事のアップロードエラーに関するトラブルシューティング（英語のみ）を参照してください。

Folio のプロパティを変更する

Folio を作成した後には、Folio のプロパティダイアログボックスで、パブリケーション名の指定、Viewer バージョンの変更、カバープレビュー画
像の選択を行うことができます。方向、画像形式、Folio サイズなどの一部の Folio プロパティは Folio のプロパティダイアログボックスでは編集
できません。必要に応じて、適切な設定で新しい Folio を作成します。
Folio の公開準備が整ったら、Folio Producer Organizer を使用して、Folio の公開用プロパティを指定します。

1. Folio Builder パネルで編集する Folio を選択します。

2. Folio Builder パネルメニューで「Folio のプロパティ」を選択します。

 
Folio のプロパティの編集

3. 次の項目を設定してから、「OK」をクリックします。

ここで指定するパブリケーション名が Viewer ライブラリに表示されます。ただし、アプリケーションに表示されるす
べての Folio に同じパブリケーション名の値を使用し、かつ DPS App Builder の「タイトル（ライブラリビュー）」に同じ値を使用すると、
そのパブリケーション名はライブラリから意図的に除外されます。
パブリケーション名の最大文字数は 60 です。

問題を回避するには、パブリケーション名に英数字のみを使用します。アポストロフィー（‘）などの特殊文字を使用すると、
「[svr.InvalidParameter]」エラーメッセージなどの予期しない結果が発生する場合があります。

Folio に異なる Viewer バージョンを指定する場合は、目的のバージョンを選択します。新しいバージョンを選択すること
はできますが、以前のバージョンは選択できません。以前のバージョンを対象とする場合は、新しい Folio を作成します。
Folio の Viewer バージョンを更新しても、その Folio の記事は自動的に更新されません。新しいバージョンの Viewer の機能を利用するため
には、記事も更新してください。

v20 より前のバージョンで作成した Folio を編集している場合、Viewer バージョン設定を必ず指定してください。

このオプションを選択すると、記事は Viewer で左から右ではなく右から左の流れで表示されます。このオプションはアジア言語
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カバーのプレビュー

Folio 名

パブリケーション名

Folio 番号

発行日

製品 ID

の場合に特に重要です。

プレビュー画像は、Viewer に追加した個々の Folio を Viewer ライブラリに表示する際に使用されます。縦置きと横置
きのカバー画像を指定します。カバー画像の作成時には、ターゲットデバイスと同じ縦横ピクセル数（例：1024x768）で 72 dpi の JPG ま
たは PNG ファイルを作成してください。

4. Folio のその他の公開用プロパティを変更するには、Folio Builder パネルメニューから「Folio Producer」を選択し、Folio Producer
Organizer でプロパティを指定します。Folio Producer Organizer を参照してください。

Folio 名は、Folio Producer と Folio Builder パネルに表示されますが、Viewer には表示されません。複数のデバイス向けにレンディ
ションを作成している場合は、各レンディションで Folio 名の設定が同じであることを確認します。

パブリケーション名は、Viewer のライブラリと Viewer ナビゲーションバーに表示されます。ただし、アプリケーショ
ン内のすべての Folio に同じパブリケーション名を使用している場合は、仕様により、ライブラリにパブリケーション名が表示されません。
パブリケーション名の最大文字数は 60 です。

Folio 番号には、数字を指定することも説明を指定することもできます（例：2013 年 5 月号）。Folio 番号の最大文字数は 60 で
す。

 
パブリケーション名と Folio 番号は Viewer に表示されます。

発行日設定によって、ライブラリ内の Folio の順序が決まります。最新の Folio が先頭に表示されます。発行日設定は、購読用の
Viewer では特に重要です。購読用の Viewer では、発行日設定に基づいて決められた特定期間の Folio の権利がユーザーに付与されます。最
良の結果を得るには、手動で発行日設定を選択してください。

Folio を公開するときに指定した製品 ID が表示されます。このフィールドは直接編集できません。製品 ID は市販 Folio には特に重
要です。この ID により、アプリケーションストア内で Folio が App 内購入製品 ID に関連付けられます。製品 ID の最大文字数は 60 です。
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公開済み

ロック

表紙のプレビュー

説明

ライブラリフィルター

右端綴じ

表紙の日付

トップへ

Folio が公開されると、「公開済み」列にチェックマークが表示されます。

このオプションを選択すると、ユーザーによってその記事の新しいバージョンがアップロードされたり、記事のメタデータが変更さ
れたりするのを防止できます。その Folio にアクセスできるユーザーの Folio Builder パネルでは、該当する記事の横にロックアイコンが表示
されます。

Viewer のライブラリに表示する画像の .png または .jpg ファイルを指定します。

説明は、Viewer のライブラリと Viewer ナビゲーションバーに表示されます。

アプリケーション内の Folio ごとに、フィルター名を入力します。ライブラリフィルターの最大文字数は 60 です。ラ
イブラリフィルターを作成するを参照してください。

Folio の詳細領域でこのオプションを選択すると、記事は Viewer で左から右ではなく右から左の流れで表示されます。このオプ
ションはアジア言語の場合に特に重要です。

「表紙の日付」は追加のメタデータ制御であり、特定の Enterprise アカウントをご利用の発行者は、直接権利付与をさらに制御
できます。

オフライン Folio を作成する

オフライン Folio、つまりローカル Folio は Web 上の Acrobat.com サービスにアップロードされません。オフライン Folio の作成は、インター
ネットに接続していないときや、Acrobat.com サービスが一時的にサービスを停止している場合に便利です。

アップロードされた Folio をオフライン Folio に変換することはできません。

 
Folio がオフラインであることを示すアイコン

1. オフライン Folio を作成するには、次のいずれかの操作を行います。

サインインしていないときに Folio Builder パネルの「新しい Folio を作成」をクリックします。
Folio Builder パネルの「新しい Folio を作成」をクリックし、「オフライン Folio を作成」をクリックします。

2. 記事を追加し、Folio を編集します。
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トップへ

Folio の共有を解除する

共有を受けている Folio を削除する

トップへ

オフライン Folio は、デスクトップでプレビューすることも、「デバイスでプレビュー」を使用してプレビューすることもできます。Folio
と記事のプレビューを参照してください。
オフライン Folio をプレビューまたはアップロードする場合、Folio はソース InDesign ドキュメントに対する変更を考慮して自動的に更新さ
れます。「更新」を選択してオフライン Folio を更新する必要はありません。

3. Folio をアップロードするには、Folio Builder パネルにサインインし、Folio を選択して、パネルメニューから「Folio Producer にアップロー
ド」を選択します。
オフライン Folio をアップロードできるのは、ソースファイルが使用できる場合だけです。
アップロードした Folio をローカル Folio にすることはできません。

Folio を共有する

作業対象の Folio を他のユーザーに見せたりレビューを依頼したりする場合は、Folio を共有することができます。例えば、広告会社が出版社の広
告制作を請け負っている場合、その広告を含めた Folio を出版社と共有することが考えられます。また、出版社の立場であれば、1 つの Folio を複
数のデザイナーと共有し、デザイナーからアップロードされる記事を受け付けるようにすることも考えられます。
共有 Folio の記事を更新すると、受信者が Adobe Content Viewer でライブラリを開いたときに、更新が入手可能であることが通知されます。受信
者に対して更新を表示しない場合は、Folio の共有を解除します。

1. Folio Builder パネルで、Folio を選択します。

2. Folio Builder パネルメニューで「共有」を選択します。

3. 共有ダイアログボックスに、Folio の共有相手とするユーザーの電子メールアドレスを入力します。複数の電子メールアドレスを区切るに
は、コンマまたはセミコロンを使用してください。Tab キーを押すと次のフィールドに移動できます。

4. 件名とメッセージを入力してから、「共有」をクリックしてください。

受信者がモバイルデバイスで Adobe Content Viewer を開くと、共有 Folio をダウンロードできます。
受信者が Folio Builder パネルで Folio を開くと、Folio Builder の Folio 名の横に共有アイコン  が表示されます。受信者は、この Folio を開いて
記事を追加できますが、既存の記事を編集することはできません。

他のユーザーと共有していた Folio の共有を解除するには、Folio Builder パネルで Folio を選択し、パネルメニューから
「共有解除」を選択します。共有を解除する受信者を選択し、「OK」をクリックします。共有を解除すると、その Folio はダウンロードできなく
なり、共有していた受信者の Folio Builder パネルから削除されます。ただし、デバイスにダウンロード済みの Folio は削除されません。共有 Folio
を削除した場合も、Folio はダウンロードできなくなります。

他のユーザーから共有を受けている Folio へのアクセスが必要なくなった場合は、Folio Builder パネルでその
Folio を選択し、ごみ箱アイコンをクリックします。共有を受けている Folio を削除すると、所有者の共有受信者リストから、その操作を行った
ユーザーの情報が削除されます。

Folio をコピーする

Folio を自分のアカウントからコピーすることも、共有を受けている Folio を別のアカウントからコピーすることもできます。公開または未公開の
Folio をコピーすると、新しい Folio は Distribution Service ではなく Folio Producer サーバー（acrobat.com）上に作成されます。コピーされた
Folio は編集およびパブリッシュが可能です。Folio が別のコンピューターから共有を受けていた場合、Folio コンテンツを編集するために、ソース
ファイルを入手して記事のリンクを再設定することができます。ロックされた Folio はコピーできません。
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  Twitter™ および Facebook の投稿は Creative Commons の条項の対象ではありません。

法律上の注意事項   |   プライバシーポリシー

トップへ

1. Folio Producer Organizer で Folio を選択し、「コピー」をクリックします。

2. コピーされた Folio の名前を指定し、「コピー」をクリックします。

Folio を削除する

Folio を削除すると、ワークスペースがサーバー上から削除され、その Folio 内の記事がすべて削除されます。ただし、ソースドキュメントは削除
されません。Distribution Service で公開されている Folio の場合は、削除する前に Folio Producer Organizer を使用して公開を取り消す必要があり
ます。市販 Folio は公開の取り消しまたは削除をしないようにしてください。

1. Folio が公開されている場合は、Folio Producer Organizer の「公開の取り消し」ボタンをクリックして Distribution Service から Folio を除去
します。

2. Folio Builder パネルで Folio を選択し、ごみ箱ボタンをクリックします。

Folio を削除前に Viewer にダウンロードした場合、その Folio は除去されるまで、Viewer ライブラリに残ります。
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記事とレイアウトの作成

ページの先頭へ

記事名

記事の形式

JPEG 画質

スムーズスクロール

開いているドキュメントから記事を作成する
記事にレイアウトを追加する
InDesign の記事を読み込む
Folio は複数の記事で構成されます。記事は InDesign ドキュメントまたは HTML ファイルをベースにして作成できます。Folio に記事を追加する
には 2 つの方法があります。「記事を追加」ボタンを使用して、開いている InDesign ドキュメントに基づいて記事を作成する方法と、フォルダー
から記事を読み込む方法です。

開いているドキュメントから記事を作成する
記事には、モバイルデバイスを縦置き、および横置きで使用する場合に対応する 2 つの方向いずれかのレイアウトを含めることができます。ただ
し、公開する Folio の内部には一貫性がなくてはなりません。公開する 1 つの Folio に含まれるすべての記事は、縦置き専用、横置き専用、2 方向
対応のいずれかに統一されている必要があります。

 
記事ビュー

1. デジタルパブリッシング用にデザインした InDesign ドキュメントを開きます。デジタル出版物のデザインを参照してください。
ドキュメントのサイズと Folio のサイズが異なっていてもよい状況は 2 つ考えられます。

Folio とドキュメントページサイズの縦横比が同一である場合。例えば、1024x768 のドキュメントは、縦横比が同じ 4:3 である
2048x1536 の Folio に追加できます。
スムーズスクロール用にドキュメントをデザインした場合。例えば、1024x2000 で単一ページのドキュメントを作成した場合、追加する
記事にはスムーズスクロールを設定する必要があります。

2. Folio Builder パネルで、記事を含める Folio を作成または開きます。

3. Folio Builder パネルの記事ビューで、「追加」をクリックします。

4. 次のオプションを指定して、「OK」をクリックします。

記事名を指定します。記事名は Viewer には表示されません。記事名は記事間のリンクの作成に使用されるので、
「city_guide_h.indd」などのファイル名ではなく、「City_Guide」などの名前を使用します。記事名の最大文字数は 60 です。

記事の画像形式を指定します。例えば「PDF」を選択すると、その記事ではピンチ＆ズーム操作ができます。PDF 画像形式と
JPG/PNG 画像形式の違い（英語のみ）を参照してください。

「Image Format」で「Automatic」または「JPG」を選択する場合、JPEG の画質をここで指定します。高画質を選択すると
ファイルサイズが大きくなります。

追加しているレイアウトだけではなく、記事についてスムーズスクロールを設定します。例えば、2 方向 Folio に縦置
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注意：

ページの先頭へ

ページの先頭へ

きのレイアウトのみを追加している場合、両方のレイアウトがスムーズスクロールであるときには「2 方向」を選択します。1 方向の記事で
ある場合や、一方のレイアウトだけがスムーズスクロールである場合は、「水平方向のみ」または「垂直方向のみ」を選択します。

InDesign CS6 で「スムーズスクロール」オプションを選択する場合は、代替レイアウトを指定できます。スムーズスクロールドキュ
メントのレイアウトが 1 つだけである場合、適切なレイアウトに対してスムーズスクロールを選択し、後で追加する他のレイアウトには「な
し」を選択します。

記事にレイアウトを追加する
InDesign CS6 および InDesign CC ドキュメントには、複数のレイアウトを含めることができます。記事を追加するときに、横置きのレイアウト
と縦置きのレイアウトの両方を指定できます。InDesign CS5 または CS5.5 を使用している場合や、InDesign CS6 または CC でレイアウトを 1 つ
だけ作成した場合は、別のドキュメントからレイアウトを追加できます。2 方向の Folio 内に表示するには、もう 1 つのレイアウトを記事に追加す
る必要があります。

1. 既存の記事レイアウトと異なる方向のレイアウトでデザインした InDesign ドキュメントを開きます。

2. Folio Builder パネルで、2 つ目のレイアウトを追加する記事をダブルクリックします。

3. Folio Builder パネルの記事ビューで、「レイアウトを追加」をクリックします。ドキュメントに複数のレイアウトが含まれている場合は、適
切なレイアウトを指定します。

InDesign の記事を読み込む
適切な配置構造およびファイル名規則に従うと、単一の記事または複数記事のセットを読み込むことができます。現在、InDesign CS6 または CC
ドキュメントに複数のレイアウトが含まれている場合、そのドキュメントを記事として読み込むことができません。代わりに、「記事を追加」オ
プションを使用します。
スムーズスクロールオプションを選択した場合を除き、記事を読み込むときは、記事の縦横比と Folio の縦横比を同一にする必要があります。

1. InDesign ドキュメントを含んだフォルダーを 1 つまたは複数作成します。読み込む記事のフォルダー構造の設定を参照してください。

2. Folio Builder パネルで、記事を含める Folio を開きます。

3. Folio Builder パネルの記事ビューで、パネルメニューから「記事を読み込み」をクリックします。

 
記事を読み込みダイアログボックス

4. 次のいずれかの操作を行います。

「1 つの記事を読み込み」を選択し、場所フォルダーアイコンをクリックして記事フォルダーを指定します。
「複数の記事を読み込み」を選択し、場所フォルダーアイコンをクリックして、記事フォルダーを含んだ Folio フォルダーを指定しま
す。

5. 記事のスムーズスクロール設定を選択します。例えば、2 方向 Folio の記事を読み込み、横置き方向のレイアウトのみスムーズスクロールを
有効にする場合は、「水平方向」を選択します。

6. 画像形式を設定して、「OK」をクリックします。
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記事のフォルダーに InDesign ドキュメントと同じレベルの .png 画像が含まれている場合、その画像は目次アイコンとして使用されます。Folio
フォルダーに sidecar.xml ファイルが含まれている複数の記事を読み込むと、sidecar.xml ファイルによって記事の順序が決まり、記事のプロパ
ティが自動的に入力されます。記事読み込み用のメタデータサイドカーファイルを作成するを参照してください。
記事を正常に読み込むことができない場合は、Folio Builder パネルでの記事のアップロードエラーに関するトラブルシューティング（英語のみ）
を参照してください。

関連記事
記事の管理
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記事の管理

ページの先頭へ

記事のプロパティを変更する

記事を編集して更新する

記事を別の Folio にコピーする
記事名を変更する

記事を削除する

記事の順序を変更する

記事をソースファイルに再リンクする

Folio Builder パネルメニューでは、記事の更新、コピー、名前変更を実行できます。

 
Folio Builder パネルメニュー

記事のプロパティを変更する

記事が Viewer 上でどのように表示されるかは、記事のプロパティに設定する内容によって決まります。Folio Builder パネルの「記事のプロパ
ティ」オプション、または Folio Producer エディターを使用して、記事のプロパティを変更できます。sidecar.xml ファイルを使用し、記事の読み
込み時またはそれ以降に、記事のメタデータを Folio 内のすべての記事に適用することもできます。

 
記事のプロパティ 
A. 説明 B. セクションタイトル C. タイトル D. 署名 
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タイトル

署名

セクションタイトル

説明

広告

目次に表示しない

スムーズスクロール

水平スワイプのみ

目次のプレビュー

1. Folio Builder パネルで、記事を選択します。

2. Folio Builder パネルメニューで「記事のプロパティ」を選択します。

3. 次のオプションを指定して、「OK」をクリックします。

Viewer に表示する記事のタイトルを指定します。「タイトル」の値は、Folio Builder パネルに表示される記事名とは異なります。
記事間のリンクを作成する際に使用するのは記事名です。タイトルは目次と Folio ナビゲーションビューに表示されます。タイトルの最大文
字数は 60 です。

著者の名前を指定します。署名の最大文字数は 40 です。

雑誌のセクションタイトル（例：「レビュー」、「特集」、「社説」など）を指定します。セクションタイトルは目次

と Folio ナビゲーションビューに表示されます。セクションタイトルの最大文字数は 35 です。

記事についての説明を入力します。Folio をブラウズモードで表示すると説明が表示されます。説明は目次と Folio ナビゲーション
ビューに表示されます。説明の最大文字数は 120 です。

記事を解析レポートの広告としてマークするには、このオプションを選択します。

ユーザーが Viewer のナビゲーションバーの目次ボタンをタップしたときに、記事が表示されないようにするには、この
オプションを選択します。

「スムーズスクロール」列では、各記事のスクロール表示を連続的に行うか、ページ境界にスナップさせるかを指定し

ます。スムーズスクロールの設定は、垂直方向のスワイプ操作にのみ対応しています。複数のページがあるドキュメントにスムーズスクロー

ルを設定することはできません。レイアウト方向については、横置き専用、縦置き専用、2 方向のいずれのレイアウトを使用する記事にもス
ムーズスクロールを設定できます。記事のスムーズスクロールを参照してください。

「水平スワイプのみ」を選択すると、その記事に対しては、上下ではなく左右のスワイプ操作によるナビゲーションは可

能になります。これは、従来「分割・統合」と呼ばれていたオプションです。記事の水平スワイプ操作を参照してください。

Viewer 上でユーザーがナビゲーションバーの目次ボタンをタップすると、各記事の横に 70 x 70 ピクセルの目次アイコン
が表示されます。デフォルトの目次アイコンは記事の先頭ページから自動生成されますが、別のアイコンを使用する場合は、フォルダーアイ

コンをクリックし、PNG ファイルを指定します。70x70 ピクセルの PNG ファイルを使用します。70x70 ピクセルより大きい画像を使用す
る場合は、記事フォルダーに画像を追加してから読み込みます。
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順序

ロック

ダウンロードの優先度

タグ

記事のアクセス

 
Viewer の目次

4. 記事のプロパティダイアログボックスで見つからない、記事のその他のプロパティを変更するには、Folio Producer Editor を使用します。パ
ネルメニューから「Folio Producer」を選択して、Folio Producer Organizer を開きます。Folio を選択し、「開く」を選択します。記事を選
択し、次のプロパティを編集します。Folio Producer エディターを参照してください。

数字を入力して記事の順序を指定します。

記事をロックすると更新を禁止できます。

カスタム Viewer をダウンロードする際、ユーザーは、ダウンロードが完了する前にファイルを読み始めることがで
きます。優先度を変更しない限り、記事は先頭から末尾へと順番にダウンロードされます。

タグは、Viewer のブラウズモードで表示されます。タグの最大文字数は 75 です。

記事のプレビューを有効にする設定がオンの場合に、共有記事を Web Viewer に表示させるかどうかを指定します。Folio
Viewer のバージョンが v26 以降で、Folio 内の記事が Folio Builder パネルで更新される場合は、「無料」、「有料」、「保護」のいずれか
を選択できます。バージョン v25 以前の Folio Viewer では、「有料」または「保護」を選択できます。
保護とマークされた記事は、Web Viewer および記事のプレビューを有効にする設定がオンの市販 Folio に表示されません。
有料とマークされた記事は、サーバーにアップロードされ、Web Viewer に表示されます。発行者によって設定されたペイウォールしき
い値に達しない限り、ユーザーはWeb Viewer および記事のプレビューを有効にする設定がオンの市販 Folio で有料の記事を表示できま
す。

無料とマークされた記事（v26 以降のみ）は、Web Viewer および記事のプレビューを有効にする設定がオンの市販 Folio でプレビューで
きます。無料の記事の表示は、ペイウォールしきい値に対してカウントされません。

詳しくは、ソーシャルシェアを使用するおよび無料コンテンツの提供方法を参照してください。
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資格情報へのアクセスを許可

セクション

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

Reading API を参照する HTML 記事を作成できます。このオプションは、Web コンテンツオーバーレイにも
使用できます。詳しくは、HTML および JavaScript を使用して DPS を拡張するを参照してください。

Folio をスポーツ、ビジネス、スタイルなどのセクションに分割する場合は、Folio 内の記事ごとにセクション名を指定します。
セクションの最大文字数は 60 です。セクションの作成を参照してください。

記事を編集して更新する

記事または記事レイアウトを作成すると、その InDesign ドキュメントの内容がサーバー上のワークスペースにアップロードされます。記事の構成
要素になっているドキュメントを編集して保存すると、その変更内容はローカルに保存され、記事を更新するまでは反映されません。複数の記事

を選択して更新することができます。

1. ドキュメントを編集するには、Folio Builder パネル上でレイアウトをダブルクリックし、変更を加えます。ドキュメントを開く方法に制限は
ありません。

記事ドキュメントを編集する際、サインインする必要やインターネットに接続されている必要はありません。

2. ドキュメント編集して保存した後は、Folio Builder パネルにサインインし、編集したドキュメントを含んでいる記事を選択します。

複数の記事のソースファイルを編集した場合は、Shift キーまたは Ctrl/Command キーを押しながら、更新する複数の記事を選択できます。

3. Folio Builder パネルメニューで「更新」を選択します。

記事を更新すると、2 つのレイアウトが両方とも更新されます。公開されている Viewer アプリケーション内で、更新された記事を使用できるよう
にするには、Folio Producer Organizer を使用して Folio を更新します。

同じソースドキュメントを複数の Folio で使用する場合、各 Folio の記事を更新する必要があります。

記事を別の Folio にコピーする
あるドキュメントから記事を一度作成した後で、同じ記事を別の Folio にも含める場合、記事の作成をやり直す必要はありません。Folio 内の記事
を別の Folio にコピーすることができます。

1. Folio Builder パネルで、目的の記事を含んでいる Folio を開き、記事を選択します。

2. Folio Builder パネルメニューで「コピー先」を選択します。

3. コピー先ダイアログボックスで、コピー先となる Folio を選択し、「OK」をクリックします。

Folio Producer を使用して Folio 間で記事をコピーすることもできます。さらに、Folio Producer Organizer で「コピー」コマンドを使用して Folio
全体をコピーできます。

記事名を変更する

記事の名前を変更すると、その記事を参照するすべてのリンクが無効になるおそれがあります。

1. Folio Builder パネルで、記事を選択します。

2. Folio Builder パネルメニューで「名前を変更」を選択し、新しい名前を入力します。

記事を削除する

記事を削除すると、Folio からその記事が削除されるのに加えて、サーバー上のワークスペースからも削除されます。ただし、元の InDesign ド
キュメントは削除されません。

1. Folio Builder パネルで、記事を選択します。

2. ごみ箱ボタンをクリックし、「削除」をクリックします。

記事の順序を変更する

記事の順序を変更するには、Folio Builder パネルで記事をドラッグ＆ドロップするか、Folio Producer エディターを使用して記事の順序を変更しま
す。Folio Producer エディターを参照してください。

sidecar.xml ファイルを使用して、記事の順序の並べ替えとメタデータの更新を行うこともできます。記事読み込み用のメタデータサイドカーファ
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ページの先頭へ

イルを作成するを参照してください。

記事をソースファイルに再リンクする

記事のソースドキュメントを新たな場所に移動したり、別のコンピューターに転送したりした場合、Folio Builder パネルでソースファイルを記事
レイアウトに再接続できます。

1. ファイルを別のコンピューターに転送した場合は、リンク切れが解決されていることを確認します。また、インタラクティブオーバーレイが
適切なファイルまたはフォルダーを参照していることも確認します。

オーバーレイが適切な場所を参照していないと、記事の作成時に「アセットの場所が無効です」というエラーメッセージが表示されます。

2. Folio Builder パネルのパネルメニューで、「リンクを再設定」を選択します。

3. 一方または両方のレイアウトと再リンクするファイルの場所を指定します。
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Folio と記事のプレビュー

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

DPS コンテンツのプレビューに関する説明
Desktop Viewer でコンテンツをプレビューする
iPad または iPhone で Folio をプレビューする
Viewer でのナビゲーション
Viewer から Folio を削除する
Android Viewer でコンテンツをプレビューする
デバイスでプレビューを使用する
Windows 8.1 で Adobe Content Viewer ベータ版を使用してプレビューする
Folio をプレビューするには、Adobe Content Viewer を使用します。Adobe Content Viewer にはデスクトップアプリケーション版（「Desktop
Viewer」と呼ばれる）とモバイルデバイスアプリケーション版があります。Desktop Viewer は、InDesign CS6/CC で DPS Desktop Tools を更
新、または InDesign CS5/CS5.5 で Folio Producer ツールをインストールすると、自動的にインストールされます。モバイルデバイス用の Viewer
は、iPad App Store、Google Play Store、および Amazon Appstore からダウンロードできます。デバイスのストアで「Content Viewer」を検索し
てください。

DPS コンテンツのプレビューに関する説明
Desktop Viewer とデバイスの Viewer コンテンツの簡単なプレビューには Desktop Viewer を使用します。詳細なプレビューにはターゲット
デバイスの Adobe Content Viewer を使用します。Adobe Content Viewer は、iPad および iPhone の iTunes App Store、Google Play
Store、Amazon Appstore、および Windows ストア（8.1 のみ）で入手できます。Android については、新しいネイティブ Android Viewer と
レガシーのAndroid Viewer のコンテンツのテスト用に、2 つのバージョンがあります。
正しく作成された Folio Folio または記事を作成すると、Desktop Viewer またはモバイルデバイス上の Viewer でその Folio または記事をすぐ
にプレビューできるようになります。ただし、プレビューするには Folio を正しく作成する必要があります。例えば、2 方向の記事と横置き
専用の記事が混在している Folio をプレビューすることはできません。作成が不適切な Folio を Desktop Viewer でプレビューすると、エラー
メッセージにエラーの内容が表示されます。
アップロード/ダウンロードとデバイスでのプレビュー デバイスの Adobe Content Viewer でコンテンツをプレビューするには 2 つの方法があ
ります。1 つは、Folio Producer に Folio をアップロードしてから、同じ Adobe ID で Adobe Content Viewer にサインインし、Folio をダウ
ンロードする方法です。もう 1 つは、コンピューターに iPad を接続し、デバイスでのプレビューを使用する方法です（Mac OS のみ）。
レイアウト、記事、Folio のプレビュー InDesign には、コンテンツのプレビュー方法がいくつかあり、使用する方法によってプレビューの対
象が異なります。Overlays パネルまたはファイル／Folio のプレビューを使用してプレビューする場合、レイアウトのみプレビューできま
す。記事はプレビューできません。Folio Builder パネルを使用してプレビューする場合、選択内容に応じて、記事または Folio のいずれかを
プレビューできます。スムーズスクロールが有効な記事または PDF 画像形式の記事は、Folio Builder パネルを使用してプレビューします。
他の方法は使用できません。

Desktop Viewer でコンテンツをプレビューする
デスクトップ用 Adobe Content Viewer（別名 Desktop Viewer）は、デスクトップで Folio、記事、またはレイアウトをプレビューできる AIR アプ
リケーションです。
デスクトップ Viewer では一部の DPS 機能がサポートされません。簡単なプレビュー用に使用してください。最良の結果を得るには、デバイス上
で Adobe Content Viewer を使用してコンテンツをプレビューします。

1. InDesign の Folio Builder パネルで、プレビューする Folio または記事を選択します。
Folio を選択した場合は、Folio 内のすべての記事をプレビューできます。記事を選択した場合は、その記事のみをプレビューできます。

2. パネルの下部にある「プレビュー」ボタンを使用します。表示メニューからオプションを選択し、コンテンツを回転またはサイズ変更しま
す。パノラマなどのオーバーレイ上でズームインをシミュレートするには、+ キーまたは - キーを押します。
ファイル／Folio のプレビューを選択するか、Folio Overlays パネルで「プレビュー」をクリックして、ドキュメントをプレビューすることもで
きます。前もって記事を作成する必要はありません。この方法は、特にコンピューターがインターネットに接続されていないときに有効です。
ただし、1 つのレイアウトが PNG 画像形式でプレビューされるだけです。記事または Folio をプレビューするには、Folio Builder パネルを使用
します。

iPad または iPhone で Folio をプレビューする
iPad/iPhone 用 Adobe Content Viewer は、作成したデジタルコンテンツを iPad または iPhone 上でテストするために使用する、汎用バージョンの
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Viewer です。Folio Producer ツールがアップデートされると、この Viewer も必ずアップデートされます。Adobe Content Viewer では、iPad 1 モ
デルなど iOS 5 搭載のデバイスはサポートされません。

新しいツールセットがリリースされた場合、新しいバージョンの Adobe Content Viewer が Apple によって承認されるまで、新しいバー
ジョンの Viewer で作成した Folio は正しく動作しない可能性があります。その場合、Folio を開こうとすると、「App をアップデートしてくださ
い」というメッセージが表示されます。Professional アカウントまたは Enterprise アカウントをご利用の場合は、カスタムバージョンの Adobe
Content Viewer を作成できます。カスタムバージョンの iPad 用 Adobe Content Viewer の作成を参照してください。それ以外の場合は、サポート
されている以前のバージョンの Viewer を使用して Folio を作成してください。
Adobe Content Viewer ライブラリでは、Folio Producer サーバーおよび Distribution Service の 2 か所で Folio を確認します。Folio
Producer（acrobat.com によりホスト）では、すべての Folio が Folio Builder パネルに表示されます。Distribution Service には、すべての発行済
み Folio が含まれています。Folio サムネールに表示された青い帯に稲妻のアイコンは、Folio Producer サーバーからダウンロードした Folio であ
ることを示します。青い帯にプラグのアイコンは、デバイスでプレビュー機能で読み込んだ Folio であることを示します。「市販」として公開され
た Folio は、Adobe Content Viewer には表示されません。

 
青い帯に稲妻のアイコンは、Folio Producer サーバーでホストされている Folio であることを示します。

1. ご使用のデバイスで、App Store から Adobe Content Viewer をダウンロードまたは更新します。

2. iPad 上で Adobe Viewer を起動し、Folio Builder パネルで使用したのと同じ Adobe ID でサインインします。
自分がアクセス権を持っている Folio のダウンロードとプレビューが可能になります。

Folio が Viewer ライブラリに表示されない場合、2 方向 Folio 内に横置きのみの記事を配置するなど、Folio の方向に合わない記事が
Folio 内に組み込まれていないことを確認してください。

Viewer でのナビゲーション
汎用の Adobe Content Viewer とカスタム Viewer のいずれを使用している場合でも、以下のナビゲーション操作が可能です。

2 方向 Folio の場合は、モバイルデバイスを回転させると、縦置き表示と横置き表示が切り替わります。
上下にスワイプすると、記事を読むことができます。左右にスワイプすると、別の記事に切り替わります（または、分割・統合された記事の
別のページに切り替わります）。
インタラクティブ領域をタップまたはスワイプします。
非インタラクティブ領域をタップすると、ナビゲーションバーが表示されます。マルチ雑誌号アプリケーションでライブラリにジャンプする
には、ライブラリボタンをタップします。戻るボタンをタップすると、直前の表示に戻ります。目次ボタンをタップすると、目次が表示され
ます。ブラウズモードでサムネール画像をスクロールするには、スクラバーをドラッグします。
ナビゲーションバーでタイトルをタップすると、先頭の記事に戻ります。タイトルをダブルタップすると、タイトルの表示と、タイトルと
バージョンの表示とを切り替えることができます。タイトルをトリプルタップすると、雑誌号がリセットされ、各記事は前回表示していた
ページではなく、先頭ページから開始されます。
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iPad 用 Adobe Content Viewer 
A. ライブラリボタン B. 戻るボタン C. 目次ボタン D. スクラバー 

Viewer から Folio を削除する
Viewer から Folio を削除するには、ライブラリの右上隅にある歯車のアイコンをタップし、「iPad から雑誌号を削除」を選択してから、Folio を
選択して削除します（v25 以前の Viewer では、「アーカイブ」ボタンをタップします）。Folio がサーバー上でまだ利用可能な場合、その Folio は
Viewer にまだダウンロードできます。Folio をサーバーからダウンロードできない場合は、Folio がライブラリから消去されます。
iPhone ライブラリから Folio を削除するには、Folio の名前を右から左へスワイプします。スワイプすると、「表示」ボタンが「削除」ボタンに変
わります。

Android Viewer でコンテンツをプレビューする
Adobe Content Viewer には、ネイティブ Android Viewer 用とレガシーの Android Viewer 用の 2 つのバージョンがあります。

Android 向け Adobe Content Viewer は、Android 4.0.3 以降を実行するスマートフォンまたはタブレットで作成したデジタルコンテンツのテ
ストに使用します。このバージョンを、新しいネイティブ Android Viewer のコンテンツのテストに使用します。
Android 向け Adobe Content Viewer （レガシー）は、Android 2.2 以降を実行するタブレットで作成したデジタルコンテンツのテストに使用
します。

1. Android Market または Amazon Appstore から Adobe Content Viewer をダウンロードします。

2. Android デバイス上で Adobe Viewer を起動し、Folio Builder パネルで使用したのと同じ Adobe ID でサインインします。
自分がアクセス権を持っている Folio のダウンロードとプレビューが可能になります。

デバイスでプレビューを使用する
サーバーから Folio をダウンロードするのではなく、デバイスでのプレビュー機能を使用してコンピューターからモバイルデバイスに直接 Folio を
コピーできます。
Mac OS のコンピューターを使用して、iPad または iPhone で直接コンテンツをプレビューできます。Windows または Mac OS のコンピューター
を使用して、Android デバイスで直接コンテンツをプレビューできます。Amazon タブレットのデバイスでのプレビューはサポートされません。

iPad および iPhone のデバイスでのプレビュー（Mac OS のみ）
1. iPad または iPhone をコンピューターに接続します。

2. DPS App Builder で作成したカスタムバージョンの Adobe Content Viewer を iPad または iPhone で起動します。
サインインする必要はありません。
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3. 記事または Folio をプレビューするには、InDesign の Folio Builder パネルでプレビューする記事または Folio を選択し、パネルの下部にある
プレビューメニューから「[デバイス名] でプレビュー」を選択します。
プレビューした Folio がコンピューターからデバイスにコピーされます。接続を解除しても、Folio はデバイスに残ります。Folio をアーカイ
ブすると、Folio がライブラリから削除されます。

4. 現在のレイアウトのみをプレビューするには、Folio Overlays パネルを開き、パネルの下部にあるプレビューメニューから「[デバイス名] で
プレビュー」を選択します。
接続を解除しても、プレビューしたレイアウトはデバイスに残ります。ライブラリに戻ると、プレビューしたレイアウトは削除されます。
Folio Overlays パネルのデバイスでプレビュー機能では、現在のレイアウトのページのみが PNG 形式で表示されます。InDesign CS6/CC の
代替レイアウトは、このプレビューには含まれません。

Android タブレットのデバイスでのプレビュー
現在、デバイスでのプレビューは、レガシー版の Android 向け Adobe Content Viewer でのみサポートされます。ネイティブ版ではサポートされま
せん。

1. 以下を実行して、お使いの Android デバイスがコンピューターと正常に通信できることを確認してください。
USB デバッグをオンにします。USB デバッグオプションの場所は Android デバイスによって異なります。一部のデバイスでは、設定／
アプリケーション／開発にあります。
（Windows のみ）必要なデバイスドライバーをインストールし、Android デバイスがコンピューターと通信できるようにします。Flash
Builder のヘルプには、Google Android デバイスでのアプリケーションのデバッグおよびAndroid デバイス用の USB デバイスドライバー
のインストール（Windows）に役立つ情報が記載されています。

2. Android デバイスをコンピューターに接続します。

3. デバイスで Adobe Content Viewer を起動します。

4. InDesign の Folio Builder パネルで、プレビューする記事または Folio を選択し、パネルの下部にあるプレビューメニューからデバイス名を
選択します。Folio Overlays パネルの「プレビュー」オプションを使用して、レイアウトのみをラスター形式でプレビューすることもできま
す。

Colin Fleming 氏のビデオ Android デバイスでのプレビュー（英語のみ）
をご覧ください。

Windows 8.1 で Adobe Content Viewer ベータ版を使用してプレビューする
Adobe Content Viewer アプリケーションが Windows ストアで入手できます。Windows ストアで「Adobe Content Viewer」を検索します。このア
プリケーションは、Windows 8.1 を実行しているデバイスでのみ使用できます。
現時点で、Adobe Content Viewer には限定的な機能が含まれています。ハイパーリンク、スライドショー、スクロール可能フレーム、およびビデ
オがサポートされます。Web コンテンツのオーバーレイは部分的にサポートされます。画像シーケンス、パンとズーム、オーディオ、パノラマは
まだサポートされていません。ソーシャルシェア、セクション、アプリケーション内購入など、その他の DPS 機能はまだサポートされていませ
ん。Windows ストア用 DPS アプリケーションを作成するを参照してください。

関連トピック
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Folio のレンディションを作成する
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異なるデバイス向けにデザインした同じ Folio の別バージョンを、それぞれレンディションと呼びます。複数の Folio レンディションを作成する場
合は、Viewer ではデバイスのサイズに最も近いレンディションのみが使用可能になります。
レンディションは、以下の 3 つの場合にとりわけ便利です。
レターボックス表示されない iPhone のコンテンツを作成する場合。例えば、iPhone 3 および iPhone 4 デバイスに適した 480x320 のレン
ディションと、iPhone 5 以降のデバイスの画面領域を満たす 1136x640 のレンディションを作成できます。
Web Viewer 専用の Folio を作成する場合。Web Viewer のカスタマイズを参照してください。
拡大縮小やレターボックス表示をそれほど必要としない、または様々なデバイスサイズを対象とする Android デバイス用の Folio を作成する
場合。

レンディションは複数 Folio 用のアプリケーションにのみ対応しています。単一 Folio 用のアプリケーションを作成している場合、Folio のレン
ディションはサポートされません。代わりに、マルチレンディションの記事の作成を参照してください。
複数の Folio に同一の Folio 名を使用すると、一式のレンディションとして束ねられます。Folio 名は複数のレンディションに同じ値を使用する必
要がありますが、サイズの値は個別に指定する必要があります（Web Viewer専用のレンディションを除く）。また、Folio のレンディションが市
販アプリケーションに属する場合は、すべてのレンディションに同じ製品 ID を使用する（レンディションのセットごとに異なる製品 ID を使用す
る）ことをお勧めします。購読アプリケーションのレンディションでは、発行日の値を同一にする必要があります。カレンダーウィジェットから
日付を選択します。

購読 Viewer 用の Folio のレンディションを作成するときは、カレンダー Widget からの各レンディションに対し、同じ「発行日」設定を選
択します。

 
同じ「Folio 名」設定で異なる「サイズ」設定の複数の Folio のレンディションの作成

Viewer には、Distribution Service をチェックして最もモバイルデバイスのサイズに近いレンディションのみがダウンロードされます。
iPad デバイスには、PDF 画像形式の記事を含む 1024x768 の Folio を作成する方法が推奨されます。レンディションを作成するという方法もあり
ます。例えば、サイズの設定が 2048 x 1536 である Folio レンディションと、1024 x 768 である別の Folio がアップロードされている場合、iPad
の HD モデルでは、2048 x 1536 の Folio がダウンロードされます。SD モデルでは小さいほうのサイズのレンディションがダウンロードされま
す。iPad の Viewer には、4:3 の縦横比の Folio のみがダウンロードされます。iPhone の Viewer には、3:2 の縦横比の Folio のみがダウンロード
されます（1136x640 のレンディションの場合の縦横比は 16:9）。iPad と iPhone の両方をサポートする Viewer アプリケーションを作成する場
合、最良の結果を得るには複数のレンディションを作成します。iPad の異なるモデル向けに DPS コンテンツを作成するおよびiPhone 向け DPS
コンテンツの作成を参照してください。
Android Viewer については、ネイティブ Android Viewer 用のレンディションの設定（英語のみ）を参照してください。

最良の結果を得るために、Folio のすべてのレンディションで、「Folio 名」、「パブリケーション名」、「Folio 番号」、「発行日」など
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の Folio のメタデータに同じ設定を使用します。レンディションを公開するときは、同じ製品 ID を使用します。ソーシャルシェアを有効にする場
合、「記事名」に同じ値を使用する必要があります。
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注意：

セクション機能（iPad のみ）を使用すると、ユーザーは定義された Folio の個々のセクションをダウンロードできます。例えば、1 つの Folio を
ニュース、スポーツ、ビジネス、スタイル、マネーの各セクションに分割することができ、ユーザーには特定のセクションの記事のみをダウン
ロードしたり、すべてのセクションを一度にダウンロードしたりするオプションが提供されます。

DPS のセクション（英語のみ）

セクションの割り当て
Folio Producer エディターで、各記事のセクション情報を指定します。少なくとも 2 つの記事に同一のセクション名を使用します。最良の結果を
得るには、v24 以降の Folio を作成し、Folio Builder パネルで Folio 内の記事を更新してセクションの表紙画像を作成します。セクションを表示す
るには、v24 以降の Viewer を使用します。
記事のセクションは、sidecar.xml ファイルの <section> タグを使って指定することもできます。記事読み込み用のメタデータサイドカーファイル
を作成するを参照してください。
セクションの仕組み
Folio に含まれる記事にセクション情報を指定すると、iPad Viewer ライブラリに、「ダウンロード」または「購入」ボタンではなく「表示」ボタ
ンが表示されます。「表示」ボタンをタップすると、その記事で利用できるセクションが表示されます。各セクションの最初の記事の最初のペー
ジが、セクションの表紙画像として使用されます。ユーザーがセクションの表紙画像をタップすると、そのセクションのすべての記事がダウン
ロードまたは表示されます。
セクション情報が指定されていない記事は、どのセクションともダウンロードできます。例えば、表紙記事および目次記事にセクション情報を指
定しない場合、これらの記事は、ユーザーがダウンロードする最初の記事と一緒にダウンロードされます。
セクションが指定された Folio で「目次」ボタンをタップすると、この時点では記事ではなくセクションタイトルのみが表示されます。目次内のセ
クション名をタップすると、そのセクションの最初の記事に移動します。
記事の元の順序は、セクションと共に Folio に保持されます。最良の結果を得るためには、Folio 内の同一セクションの互いに隣接する記事をグ
ループ化します。

ユーザーが 1 つのセクションをダウンロードすると、Folio 全体のダウンロードとしてカウントされます。それ以降の同じ Folio に含まれ
るセクションのダウンロードは、ダウンロードとしてカウントされません。
セクションのテスト
セクション機能をテストするには、iPad の開発版 App を作成します。セクションは Adobe Content Viewer に完全に実装されているわけではあり
ません。

Bob Bringhurst がセクション機能のスクリー
ンショットとベストプラクティスを示しま
す。... 詳細
http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2012/12/d...

提供者 Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

専門知識を投稿：
Adobe Community Help
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Folio Producer Organizer で各 Folio に対してフィルター名を指定すると、Viewer ライブラリのドロップダウンメニューにフィルターオプションが
表示されます。

例えば、同じ Folio の別の版を異なる言語で作成する場合、これを使用することで、ユーザーは 1 つの言語の Folio のみを表示して他の言語の
Folio を表示しないようにできます。または、「2011 年発行」や「2012 年発行」などの特定の期間の Folio のみを表示するフィルターを作成でき
ます。

フィルターは 1 つのレベルのみ作成できます。ただし、ユーザーはドロップダウンリストからフィルターの複数のオプションを選択できます。例
えば、ユーザーはフランス語とドイツ語の Folio のみを表示し、英語とスペイン語の Folio を表示しないことができます。

フィルターは iPad でのみサポートされています。

 
このアプリケーションでは、基本と情報の Folio のみが表示されます。

1. Folio は v22 以降のバージョンの Viewer を使用して作成してください。

2. Folio Producer Organizer で Folio を選択し、「ライブラリフィルター」テキストボックスにフィルター名を指定します。

特定のカテゴリーに属する Folio に同じフィルター名を使用する必要があります。例えば、別々の Folio に「ドイツ語」と「ドイツ」のフィ
ルターを指定した場合、ライブラリにはそれぞれのオプションが表示されます。

3. DPS App Builder を使用して Viewer を作成します。ライブラリでフィルターをテストし、意図したとおりに動作することを確認します。
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共有

コピー先

Folio Builder パネルで Folio 内に作成した記事や読み込んだ記事は、すべて、その Folio 内に表示されます。記事を Folio に追加するには、これら
の他にも 2 つの方法があります。

Folio Builder パネルで、Folio を選択し、パネルメニューから「共有」を選択します。共有相手となったユーザーはだれでも、その Folio に記
事を追加できます。こうすると、別のアカウントを使用している場合でも、「コピー先」を使用して記事を共有 Folio から別の Folio にコピーでき
ます。Folio を共有するを参照してください。

Folio Builder パネルで、記事を選択し、パネルメニューから「コピー先」を選択します。記事が別の Folio にコピーされます。すべての
メタデータが転送されます。コピーした記事のソースファイルは、自分で作成した記事と同じように編集したり更新したりできます。記事のコ

ピー操作は Folio Producer エディターで実行することもできます。記事を別の Folio にコピーするを参照してください。
あるアカウントから別のアカウントに Folio を移す必要がある場合は、Folio Producer の「コピー」コマンドを使用します。Folio を作成するの
「Folio をコピーする」の節を参照してください。

関連トピック
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ネイティブ Android Viewer 用のレンディションを設定する
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ページの先頭へ

Web ベース DPS App Builder を使用してネイティブ Android アプリケーションを作成するときに、Android タブレットに表示される Folio レン
ディションと、Android フォンに表示されるレンディションを指定できます。

ネイティブ Android Viewer 用のレンディションを設定する
Android フォンには小さなレンディションを作成し、Android タブレットにはそれよりも大きなレンディションを作成することをお勧めします。例
えば、iOS アプリケーションと同じサイズを使用する場合は、Android フォンに 480x320 のレンディション、Android タブレットに 1024x768 の
レンディションを作成できます。Android デバイスのアスペクト比により近いデザインを使用するには、800x480 および 1280x800 のレンディ
ションを作成できます。
追加のレンディションを作成して、Viewer が Folio をデバイス上に表示するときに必要な拡大縮小の量を減らすことができます。例え
ば、1280x800、1920x1200、2560x1600 の Folio レンディションを作成できます。その後、Web ベース DPS App Builder のタブレットでこれら
すべてのレンディションを使用するように指定できます。Viewer では、タブレットのサイズに最も近いレンディションのみが選択されます。
一連のレンディションを作成するには、すべての Folio レンディションについて Folio 名、発効日、Product ID の値を同一にします。詳しく
は、Folio のレンディションを作成するを参照してください。

拡張されたレンディション用にアプリケーションを構成する
Web ベース DPS App Builder では、アプリケーションアカウントで使用する Adobe ID によって、選択できる Folio サイズが決まります。
DPS App Builder で「詳細レンディションのサポートを設定」オプションが選択された場合：
選択した Folio サイズのみが、その種類のデバイスで使用可能です。例えば、480x320 の Folio と 1024x768 の Folio を作成し、スマート
フォン用に 480x320 のみを選択すると、Android フォンに 480x320 の Folio は表示されますが、1024x768 の Folio は表示されません。
1 つの種類のデバイスに複数の Folio サイズを選択してレンディションを設定すると、デバイスのサイズに最も近いレンディションのみが選
択されます。
それぞれのデバイスの種類について Folio を選択しないと、アプリケーションライブラリは空になります。デバイスの種類ごとに少なくとも
1 つの Folio サイズを選択することをお勧めします。携帯電話をサポートしたくない場合は、例えば、その種類のデバイスでそのアプリケー
ションを使用できないことをユーザーに通知するために特別なレンディションを公開します。

拡張されたレンディションを有効にするには、以下の操作を行います。

1. Web ベース DPS App Builder で、「詳細レンディションのサポートを設定」オプションを選択してこの機能を有効にします。

 

2. 「タブレットレンディション」で、タブレットで使用する、アプリケーションアカウントで使用できる Folio サイズを 1 つ以上指定します。

3. 「スマートフォンレンディション」で、携帯電話で使用する、アプリケーションアカウントで使用できる Folio サイズを 1 つ以上指定しま
す。

アプリケーションを作成して送信した後に、アプリケーションに含める Folio サイズを追加する場合は、アプリケーションを編集し、新しい Folio
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サイズを追加して、アプリケーションを再送信します。
詳しくは、Android デバイス用ネイティブ DPS アプリケーションを作成するを参照してください。
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Folio の公開
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Folio の作成と公開
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Digital Publishing Suite ダッシュボードには、Professional および Enterprise アカウントで Folio の公開やカスタム Viewer アプリケーションの作
成を行うときに必要なツールが含まれています。Folio Producer は、Folio に最終的な仕上げをして公開するために使用します。DPS App Builder
は、Apple App Store、Google Play または Amazon Appstore に掲載できるカスタム Viewer アプリケーションを作成するために使用します。
Professional および Enterprise アカウントのお客様は、Folio の公開や、カスタム Viewer アプリケーションの作成を行えます。DPS サブスクリプ
ションを購入していない場合は、Creative Cloud メンバーシップまたは Single Edition ライセンスを使用して単一雑誌号 Viewer を公開できます。
関連記事

方法： 参照先：

公開のためのアカウント ID の設定（購読のみ） アカウント管理ツール

Viewer アプリケーションの種類について理解する カスタム Viewer アプリケーションの種類

Folio を編成、編集および公開する Folio Producer Organizer

記事を配置し、メタデータを編集する Folio Producer エディター

Single Edition の Viewer アプリケーションを作成する Single Edition の概要

カスタム Viewer アプリケーションを作成してストアに送信する DPS App Builder
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各種 DPS アプリケーションについて
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カスタム Viewer アプリケーションの種類
アプリケーションの配布方法

権利付与とダウンロードについて

Folio Producer ツールをインストールしたユーザーはだれでも Folio を作成して他のユーザーと共有できます。カスタム Viewer アプリケーション
を作成し、Apple App Store、Google Play、Windows Store などの対応マーケットプレイスに送信するには、Digital Publishing Suite の
Professional または Enterprise のサブスクリプションが必要です。ビルトイン Single Edition アプリケーション（iPad のみ）を作成するに
は、Creative Cloud メンバーシップまたは Single Edition ライセンスが必要です。

Digital Publishing Suite のサブスクリプションについて詳しくは、www.adobe.com/jp/products/digitalpublishingsuite/ を参照してください。

カスタム Viewer アプリケーションの種類
Adobe Content Viewer を使用すると、Folio をプレビューしたり、他のユーザーと共有したりできます。Folio をストアで共有できるようにするに
は、DPS App Builder を使用してカスタム Viewer アプリケーションを作成します。

単一 Folio 用の Viewer アプリケーション

単一 Folio 用の Viewer アプリケーションでは、Folio は Viewer アプリケーションに内蔵されます。この Viewer にはライブラリがありません。

Single Edition ライセンスを使用して単一 Folio 用アプリケーションを作成するには、Folio Builder パネルで Folio を選択し、パネルメニューから
「アプリケーションを作成」を選択します。次に、アプリケーションをビルドし、Apple Store にアップロードします。Professional および
Enterprise のサブスクリプション購入を使用して単一 Folio 用アプリケーションを作成するには、Folio Producer Organizer を使用して .zip ファイ
ルを書き出し、DPS App Builder を使用してその .zip ファイルを指定します。

単一 Folio 用アプリケーションでは、ブックマークとソーシャルシェアがサポートされません。単一 Folio 用アプリケーションは Newsstand に表
示できません。現時点では、単一 Folio 用の Viewer アプリケーションは iPad 向けには作成できますが、iPhone、Android または Windows デバイ
ス向けには作成できません。

 
単一 Folio 用の Viewer にはライブラリがありません。

複数 Folio 用の Viewer アプリケーション

複数 Folio 用の Viewer アプリケーションでは、DPS App Builder を使用して Viewer を基本的にはシェルとして作成します。送信する Viewer アプ
リケーションにはコンテンツが含まれていません。Folio を Adobe Distribution Service に公開するには、Folio Producer Organizer を使用します。
お客様は Viewer のライブラリを使用して、使用権がある Folio をダウンロードします。

複数 Folio 用の Viewer アプリケーションを作成するたびに異なる Adobe ID を使用してください。DPS での Adobe ID の使用を参照してくださ
い。
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お客様は、複数 Folio 用の Viewer アプリケーションのライブラリで Folio のダウンロード、表示、購入ができます。

複数 Folio 用の Viewer アプリケーションは、無料版と市販版の 2 種類の Folio を作成できます。Folio を「無料」および「公開」として発行する
と、Folio はユーザーの Viewer のライブラリに自動的に表示され、「ダウンロード」ボタンが付きます。

Folio を「市販」および「公開」として発行する場合は、iTunes Connect、Google Play で設定した App 内の購入と Folio を関連付ける必要があり
ます。App 内購入の設定時と同じ製品 ID を使用して Folio を公開してください。市販用の Folio は、カスタム Viewer のライブラリに表示され、
「購入」ボタンが付きます。ユーザーは、「購入」をタップして Folio を購入することができます。

複数 Folio 用の購読 Viewer アプリケーション

購読 Viewer アプリケーションには、「サインイン」ボタンと、ユーザーが希望する購読の種類を選択できるライブラリオプションが表示されま
す。例えば、3 か月、6 か月、1 年のオプションを選択できます。ユーザーがサインインすると、ストアからダウンロードできる Folio が Viewer
によって確認されます。

Apple App Store で有効な購読を設定できます。さらに、Enterprise のお客様の場合は、独自の権利付与サーバーをセットアップし、ユーザーがス
トアから購読するか、独自のサーバーのサービスから購読するかの選択肢を提供できます。

 
購読 Viewer のライブラリ

Enterprise 署名版 Viewer アプリケーション

Enterprise 版を購読すると、iPad アプリケーションを社内配布用に限って作成できます。Enterprise 署名版 iPad Viewer アプリケーションは、社
内だけで配布します。Apple Store からはダウンロードしません。Enterprise 署名版 iPad Viewer アプリケーションの作成を参照してください。

アプリケーションの配布方法
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一般のアプリケーションストアから

一般のアプリケーションストアから制限付き配布を使用して（Enterprise のみ）

非公開サーバーから（Enterprise のみ）

ページの先頭へ

次の方法を使用して DPS コンテンツを配布できます。

アプリケーションを作成し、Apple App Store、Google Play Store または Windows Store に送信します。

購読アプリケーションを作成し、Apple、Google または
Windows ストアに送信します。独自の権利付与サーバーを使用して、ユーザーのサインインアカウントに基づいて、ダウンロードおよび表示を許
可する Folio を決定します。Digital Publishing Suite を使用した制限付き配布（英語のみ）をご覧ください。

社内用アプリケーションを作成し、ファイアウォール内でホストします。Enterprise 署名版 iPad Viewer
アプリケーションの作成を参照してください。

権利付与とダウンロードについて

権利付与とは、アイテムのダウンロードを許可することです。ダウンロードとは、使用権があるコンテンツをお客様がダウンロードできるように

することです。ストアとは、Apple の App Store や Google Play Store など、Viewer アプリケーションをダウンロードできる場所です。ストア向
けのカスタムアプリケーションは DPS App Builder で作成します。Distribution Service とは、Folio をダウンロードできる場所です。Folio を
Distribution Service に公開するには、Folio Producer を使用します。

単一 Folio 用アプリケーションはすべて App Store からダウンロードできます。お客様が 複数 Folio 用アプリケーションをダウンロードしてライ
ブラリを開くと、Adobe Distribution Service からダウンロードできる Folio が Viewer によって確認されます。
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Professional

Enterprise

管理者ロール

アプリケーションロール

DPS App Builder ロール

有効な Adobe ID を持っているユーザーはだれでも Digital Publishing Suite ダッシュボード（https://digitalpublishing.acrobat.com）にサインインし
て Folio を編集できます。サインインに使用する Adobe ID によって、使用できる機能が決まります。

 
サインインに使用したアカウントの種類に応じて、DPS ダッシュボードに様々なオプションとサービスが表示されます。

Digital Publishing Suite サブスクリプションの種類

Digital Publishing Suite には Enterprise Edition と Professional Edition の 2 つがあります。

Professional アカウントをご利用のお客様は、オーサリングツールとダッシュボードのツールやサービスを使用して、カスタム
Viewer アプリケーションを無制限に作成できます。

Enterprise アカウントをご利用のお客様は、Professional アカウントで利用できるすべてのツールとサービスに加え、Viewer UI のカ
スタマイズ、独自の権利付与サーバーの作成、社内用 Enterprise アプリケーションの作成を行う機能を利用できます。

Single Edition を使用して、Apple App Store に公開する単一雑誌号 Viewer アプリケーションを作成することもできます。Single Edition では、ア
プリケーションの公開にダッシュボードの使用は必要ではありません。

Digital Publishing Suite のロール

Digital Publishing Suite のサブスクリプションを購入すると、アドビの担当者がマスターアカウントをセットアップします。その後、アカウント管
理ツールを使用して異なる Adobe ID にロールを割り当てることが可能になります。

管理者アカウントは、アカウントの種類を割り当てるために使用します。

アプリケーションロールは、公開された Folio を特定の複数 Folio 用のカスタム Viewer に関連付けます。例えば、発行者
が屋外スポーツに関する雑誌を作成する場合、Viewer アプリケーションごとに「cycling@publisher.com」および「hiking@publisher.com」な
ど、1 つの Adobe ID を作成する必要があります。
個人の名前（「johnsmith@publisher.com」など）をアプリケーションロールに使用しないようにしてください。ただし、その個人の Adobe ID に
関連付けられた既存のカスタム Viewer がある場合を除きます。

DPS App Builder Adobe ID を使用して DPS App Builder にサインインし、カスタム Viewer アプリケーションを作成し
ます。

関連トピック
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ダッシュボード（https://digitalpublishing.acrobat.com）の Folio Producer リンクをクリックすると、Folio Producer が表示されます。Folio
Producer を使用すると、Folio を整理して編集できます。購読アカウントを使用してサインインする場合は、Folio を公開できます。Folio
Producer 内の「制作管理」ページには選択可能な Folio が表示され、「エディター」ページには、Folio 内の記事が表示されます。

 
選択可能な Folio が制作管理パネルに表示される

Folio Producer Organizer を直接開くには、Folio Builder パネルメニューで「Folio Producer」を選択します。

関連トピック
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Folio を Distribution Service で公開する

「今すぐ」と「スケジュール設定」

非公開または公開

無料または市販

注意：

公開済みの Folio を更新する
サーバーから Folio を除去する

Folio と記事は、作成されると acrobat.com の Folio Producer サーバーにアップロードされますが、その時点では、まだ Adobe Distribution
Service（「フルフィルメントサーバー」とも呼ばれる）上で見えるようにはなりません。Distribution Service には、ユーザーによるダウンロード
が可能なすべての Folio が格納されます。

Folio を「市販」または「公開」として転送するには、DPS Professional または Enterprise アカウントを使用して DPS ダッシュボードにサインイ
ンする必要があります。一方、デバイス上の Adobe Content Viewer でのダウンロードパフォーマンスを改善するために、Folio を非公開として公
開することは誰にでもできます。

 
Distribution Service でのコンテンツ公開

1. Adobe Digital Publishing Suite ダッシュボードにサインインします。

2. ダッシュボードで、「Folio Producer」をクリックします。Folio Producer Organizer で Folio を選択し、「公開」をクリックします。

3. Folio のステータスを設定します。

「今すぐ」を選択すると、「公開」をクリックしたときに Folio はすぐに公開されます。ステータスと
して「非公開」を選択します。Folio がライブでプッシュされるときに、ステータスは「非公開」から「公開」に変わります。Folio が公開さ
れるが更新されないようにスケジュール設定できます。

「スケジュール設定」を選択すると、Folio はユーザーが指定したときに公開されます（現在の時刻の 30 分後から 7 日後の間で指定しま
す）。日時は GMT で表示されるため、タイムゾーンに必要な調整を行います。

この時点では、スケジュール設定された Folio のみが公開されます。プッシュ通知は送信されません。

「公開」を設定した Folio は、ストア上に掲載されるとすぐ、ユーザーによるダウンロードが可能になります。DPS
Professional または Enterprise アカウントは Folio を「公開」として公開する必要があります。Folio が「非公開」に設定されている場合、
ユーザーがカスタム Viewer アプリケーションでダウンロードすることはできません。非公開の Folio は Adobe Content Viewer でのみ利用が
可能です。

「市販」を設定した Folio は、App 内での購入または購読によってユーザーが代金を支払った場合にのみダウンロードが可
能になります。市販 Folio の場合は、Apple Developer サイトの App 内購入プロセスまたは Google Play Developer サイトの App 内課金プ
ロセスに従って、市販 Folio のダウンロードの価格を決定します。

「市販」として公開された Folio は、Adobe Content Viewer には表示されません。作成したカスタム開発アプリケーションを使用して市販
Folio をプレビューします。

市販 Folio にするために、「無料」に設定したステータスを後から「市販」に設定しないでください。このようにすると、Folio がカ
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スタム Viewer で利用できなくなる可能性があります。このような場合は、Folio の公開を取り消して「公開」または「市販」として再公開し
ます。

4. 製品 ID を指定します。

製品 ID を指定するときに、com.publisher.publication.issue の形式にすることをお勧めします
（例：com.adobepress.inspire.july2013）。また、製品 ID には大文字を使用しないでください。大文字は Amazon の App 内購入で機能し
ない場合があります。

有料コンテンツの場合、Folio の公開ダイアログボックスで、アプリケーション内の購入を設定したときに作成したものと同じ製品 ID を使用
してください。

アプリケーション内の個別の Folio ごとに、異なる製品 ID を使用してください。ただし、Folio のレンディションを作成する場合
は、セット内のすべてのレンディションに同じ製品 ID を使用してください。

5. 「公開」をクリックします。

Folio に含まれる記事のレイアウトの方向または縦横比が統一されていない場合、その Folio は公開されません。パブリッシュ済みの Folio の
場合は、「公開」ボタンではなく「更新」ボタンが表示され、「削除」ボタンがアクティブになります。

Folio を公開または更新する場合、ジョブはキューに送信されるので、制作管理で作業を続行し、他の Folio を公開または更新することができま
す。キューのステータスを確認するには、表示／転送要求を選択します。ジョブが失敗した場合はもう一度試してください。公開を取り消して、

再度「公開」を選択しなければならない可能性があります。公開に影響する可能性があるサーバーの障害については、DPSステータスページを参
照してください。

保護されていない記事は、Web サーバーにアップロードされ、デスクトップで表示できるようになります。

カスタム Viewer でプッシュ通知機能が有効になっている場合は、「通知」ボタンをクリックしてプッシュ通知を実行します。プッシュ通知を参照
してください。

公開済みの Folio を更新する
Folio の公開後、Folio Producer Organizer で「更新」ボタンをクリックすると、公開した Folio が更新されます。Adobe Content Viewer によっ
て、ダウンロード済みの Folio が更新されていることが検出されると、更新された Folio のダウンロードが促されます。パブリケーション名、Folio
番号、製品 ID、サイズの値を変更されないように注意してください。これらの値のいずれかを変更する必要がある場合は、Folio を更新するのでは
なく、公開を取り消してから再公開します。

1. Folio と記事に、必要に応じた変更を加えます。

記事のソースドキュメントを編集した場合は、Folio Builder パネルの「更新」コマンドを使用します。

2. Folio Producer Organizer を表示します。

3. 「パブリケーション名」と「Folio 番号」の設定が既存の Folio と同じになっていることを確認します。

いずれかが異なっていると、その新しい Folio は別の雑誌号として扱われます。

4. Folio を選択し、「更新」を選択します。

5. 適切なステータス設定と製品 ID を指定します。

製品 ID は変更しないでください。別の製品 ID を使用する必要がある場合は、「公開の取り消し」オプションを使用して、再度 Folio を公開
します。

Folio が市販用である場合は、製品 ID が、iPad アプリケーションの App 内購入プロセスまたは Android アプリケーションや Amazon アプリ
ケーションの関連プロセスで指定された製品 ID と一致することを確認してください。異なる製品 ID を指定した Folio は、そのカスタム
Viewer アプリケーションには表示されません。

「コンテンツを更新」が選択されている場合は、Folio のコンテンツとメタデータが更新されます。このオプションの選択を解除すると、
「更新」をクリックしたときにステータスだけが変更されます。最良の結果を得るために、「コンテンツを更新」は選択されたままにしてし

てください。

サーバーから Folio を除去する
Folio Producer Organizer には、「公開の取り消し」コマンドと「削除」コマンドがあります。

「公開の取り消し」コマンドは、公開済みの Folio を Distribution Service から除去します。ストアに複数 Folio 用の Viewer アプリケーショ
ンがある場合、除去された Folio はダウンロードできなくなります。

もうひとつの「削除」コマンドは、Folio とそのコンテンツを削除します。削除された Folio は、Folio Producer Organizer または Folio
Builder パネルに表示されなくなります。
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除去または削除された Folio が、既にダウンロードされているデバイスから削除されることはありません。「アーカイブ」ボタンをタップすると、
削除した Folio が Viewer ライブラリから除去されます。

関連トピック
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Folio Producer エディター
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順序の並べ替え

サムネールビューで記事をプレビューする

記事の設定を編集する

Folio Producer エディターでは記事の設定を編集できます。ここで指定できる設定項目の中には、Folio Builder パネルに表示されないものもありま
す。エディターには 2 つのビューがあります。サムネールビューでは、記事のプレビューとプロパティの変更ができます。リストビューでは、並
べ替え、ロック、その他設定項目の変更ができます。

 
Folio 内の記事 
A. 選択中の記事 B. リストビューとサムネールビュー C. 横置きまたは縦置きレイアウト 

リストビューでは、手動による記事の並べ替え、ダウンロード優先度の変更、その他設定項目の編集ができます。

 
リストビューに表示された Folio 内の記事

サムネールビューで記事をプレビューする

JPEG または PNG 画像形式を使用している HTML 記事や InDesign 記事では、Folio Producer エディター内にサムネール画像が表示されます。た
だし、PDF 画像形式を使用している記事ではサムネールは表示されません。

1. Adobe Digital Publishing Suite ダッシュボードにサインインし、「Folio Producer」をクリックします。

2. 編集する Folio を選択し、「開く」をクリックします。

3. 必要に応じて次の操作を行います。

記事をドラッグすると並べ替えることができます。
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記事のプロパティの編集

横置きレイアウトと縦置きレイアウトの確認

記事の追加

HTMLResources.zip ファイルの読み込み

記事名の変更

ページの先頭へ

記事のプロパティ設定に変更を加えると、Folio Builder パネルに反映されます。記事のプロパティを変更するを参
照してください。

横置きボタンと縦置きボタンをクリックすると、レイアウトが変化します。サムネールのサイ

ズスライダーをドラッグすると、記事のサムネールのサイズが変化します。

「追加」をクリックし、コピー元の Folio から記事を選択します。記事のポップアップメニューから「コピー先」を選択する
と、記事を別の Folio にコピーすることもできます。

クリックして、HTMLResources.zip ファイルを読み込みます。HTMLResources を読み込むを参
照してください。

記事のポップアップメニューから「名前を変更」を選択し、記事名を入力します。この操作で変更されるのは記事名で

す。Viewer に表示される記事のタイトルではありません。記事名を変更すると、記事間の navto リンクが無効になることがあります。

記事の設定を編集する

1. Folio Producer Editor で Folio を選択して開きます。

2. サムネール表示またはリスト表示のいずれかを使用して、記事の任意の設定を変更します。記事のプロパティを変更するを参照してくださ
い。

139

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/ja_JP/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_jp
http://idiom-q-win-1/content/help/jp/digital-publishing-suite/help/create-articles.html#change_article_properties
http://idiom-q-win-1/content/help/jp/digital-publishing-suite/help/import-htmlresources.html#import_htmlresources
http://idiom-q-win-1/content/help/jp/digital-publishing-suite/help/import-htmlresources.html#import_htmlresources
http://idiom-q-win-1/content/help/jp/digital-publishing-suite/help/create-articles.html#change_article_properties


HTMLResources を読み込む

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

注意：

InDesign ドキュメントではなく HTML から記事を作成した場合は、画像、スクリプト、CSS ファイルを共有するためのリソースフォルダーを用
意することができます。このリソースフォルダーには HTMLResources.zip という名前を付ける必要があります。1 つの Folio に読み込める
HTMLResources フォルダーは 1 つのみです。HTMLResources.zip ファイルはプレビューできる記事ではありません。共有リソース用、または画
像や PDF ファイルなどのコンテンツを App 内ブラウザーで表示するためのファイルです。HTML 記事の作成については、HTML 記事の読み込
みを参照してください。

.zip ファイルを作成する際には、HTMLResources フォルダー自体ではなく、このフォルダーの内容を選択する必要があります。

複数人で HTML 記事の作業を進める場合は、全員が常に最新の内容の HTMLResources フォルダーを参照するようにしてください。

1. HTML リソースを含んだフォルダーを開いて、内容を選択し、圧縮して 1 個の .zip ファイルを作成します。

2. Adobe Digital Publishing Suite ダッシュボードにサインインします。「Folio Producer」をクリックします。

3. Folio を選び、「開く」を選択します。

4. Folio Producer エディターで、HTML リソースを読み込みボタン 

5. 「参照」をクリックし、HTMLResources.zip ファイルを選択して「開く」をクリックします。

HTMLResources.zip ファイルを編集する必要が生じた場合は、変更を加えた後に新しい圧縮ファイルを作成し、読み込みをもう一度実行してくだ
さい。

Folio Builder パネルメニューで「HTML リソースを読み込み」を選択して HTMLResources.zip ファイルを読み込むこともできます。

関連トピック
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Folio の公開設定を変更する

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

制作管理パネルでは、Folio の情報入力と設定変更ができます。一部の設定項目は、内部でのトラッキング用途にのみ使用されます。アスタリスク
（*）が付いている項目は、Folio を公開するために必須です。

1. 適切な Adobe ID を使用して Adobe Digital Publishing Suite ダッシュボードにサインインします。

2. ダッシュボードで、「Folio Producer」をクリックします。

InDesign の Folio Builder パネルメニューからも「Folio Producer」を選択できます。

3. Folio のプロパティに変更を加えます。Folio のプロパティを変更するを参照してください。
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単一 Folio 用の Viewer 向けに Folio を書き出す

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

Professional または Enterprise アカウントをご利用の場合は、Folio を .zip ファイルとして書き出して、DPS App Builder で指定できます。Folio
は、公開してから書き出す必要があります。
Creative Cloud サブスクリプションまたは Single Edition ライセンスを使用して単一 Folio アプリケーションを作成する際には「書き出し」機能を
使用しないでください。代わりに、Folio Builder パネルで Folio を選択し、パネルメニューから「アプリケーションを作成」を選択します。詳しく
は、DPS App Builder のヘルプメニューからダウンロードできる Single Edition 向け Step-by-Step Publishing Guide を参照してください。

1. サブスクリプションアカウントを使用して Adobe Digital Publishing Suite ダッシュボードにサインインします。

2. ダッシュボードで、「Folio Producer」をクリックします。Folio Producer Organizer で Folio を公開します。Folio を Distribution Service で
公開するを参照してください。

3. Folio Producer Organizer で公開済みの Folio を選択し、「書き出し」をクリックします。

4. .zip ファイルの名前と保存場所を指定して、「保存」をクリックします。
DPS App Builder を使用して単一 Folio 用 Viewer アプリケーションを作成する場合は、この .zip ファイルを指定します。iPad および iPhone 用カ
スタム Viewer アプリケーションを作成するを参照してください。
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HTML および Java Script API を使用して DPS を拡張する
DPS には、HTML および JavaScript API を使用して使い勝手を改善するためのいくつかの方法が用意されています。カスタムライブラリ、カスタ
ムストア、または権利付与バナーの HTML コンテンツを作成する場合は、Library/Store API（英語のみ）を参照できます。

HTML 記事や Web コンテンツオーバーレイなど、Folio 内の HTML コンテンツでは、Reading API（英語のみ）を参照できます。Reading API に
は、Library/Store API で利用できるいくつかの機能のほかに、地理位置情報、カメラ、カレンダー、およびデバイス検出に関する API が含まれて
います。

DPS App Builder で指定する HTML コンテンツはすべて、Library/Store API を参照できます。Folio 内の HTML 記事や Web コンテンツオーバーレ
イは、Reading API を参照できます。

以下の機能は、JavaScript API へのアクセスを提供します。

カスタムライブラリ

Viewer ライブラリのネイティブ実装を、ニーズに合わせて HTML、JavaScript および CSS で置き換えることができます。API にアクセスするこ
とにより、デフォルトのライブラリの電子商取引機能を利用して、プロジェクトのデザインに合わせてカスタマイズすることができます。カスタ

ムライブラリとカスタムストアの作成について詳しくは、カスタムストアフロントおよびライブラリ（英語のみ）を参照してください。

 

 Library/Store API Reading API

カスタムライブラリ *  

カスタムストア *  

カスタムスロット（Web ビュー） *  

権利付与バナー *  

スタートアップスクリーン *  

情報画面 * *

Web コンテンツオーバーレイ  *

HTML 記事  *
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カスタムライブラリは、Library/Store API にアクセスできます。

カスタムスロット

カスタムスロット（「カスタムナビゲーションアイコン」とも呼ばれる）は、下部のナビゲーションバーに表示されます。カスタムスロットを

タップすると、カスタムストアや FAQ ページなどの Web ビューが表示されます。Web ビューの HTML には、Library/Store API への参照を含め
ることができます。

 
ナビゲーションアイコンをタップすると、Web ビューが表示されます。各 Web ビューの HTML コンテンツは、Library/Store API を参照できま
す。

権利付与バナー

アプリケーションに直接権利付与が含まれる場合、上の図に示すように、ライブラリビューの上部に表示される HTML バナーを定義できます。こ
のバナーは、印刷版の購読者をコンテンツへの即時アクセスに誘導したり、お勧めの購読を表示したり、広告を表示したりするために使用できま

す。権利付与バナーは、すべての Library/Store API にアクセスできます。詳しくは、DPS で直接権利付与を利用する（英語のみ）を参照してくだ
さい。

スタートアップスクリーン

スタートアップスクリーンは透明な Web ビューで、スプラッシュスクリーンとライブラリ／ストア間に HTML コンテンツを表示します。HTML
コンテンツは、ユーザーがアプリケーションをインストール後に初めて起動したときか、アップデート後に初めて起動したときに表示されます。

スタートアップスクリーンは、すべての Library/Store API にアクセスできます。詳しくは、DPS デベロッパーセンターのスタートアップスクリー
ンファーストステップガイド（英語のみ）を参照してください。

 
Library/Store API から情報を収集するスタートアップスクリーンの例。

情報画面
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

v30 リリースでは、アプリケーションでユーザーがコンテンツを表示している任意の場所に情報画面を表示できます。例えば、読者に対して、ア
カウントの作成、コンパニオンアプリケーションのダウンロード、ヘルプコンテンツへのアクセス、あるいは他のカスタマイズされたサービスの

表示などを、透明の Web ビューを通じて案内することができます。情報画面は、すべての JavaScript API にアクセスできます。これには、情報画
面がどこで起動されたかに応じて、Library/Store API または Reading API が含まれます。

情報画面は、アプリケーションレベル（カスタムライブラリや権利付与バナーなど）または Folio レベル（HTML 記事や Web コンテンツオーバー
レイなど）から呼び出すことができます。情報画面に使用する HTML ファイルは、アプリケーション内部でなく、アプリケーション外部のサー
バーに存在します。情報画面を表示するには、ユーザーがインターネットに接続している必要があります。

詳しくは、R30 の新しい API と機能（英語のみ）を参照してください。

HTML 記事／Web コンテンツオーバーレイ
ライブラリでなく Folio から JS API にアクセスするには、HTML 記事または Web コンテンツオーバーレイを作成します。そして、デジタル販促
用カード（英語のみ）を作成することにより、記事が取得された方法に応じて異なるコンテンツを表示したり、Camera API（英語の
み）、Geolocation API（英語のみ）、または各種のコンシューママーケティング API（英語のみ）を利用したりできます。

 
この Web コンテンツオーバーレイ内の HTML は、Reading API を呼び出してこの雑誌号がどのように取得されたかを判定し、それに基づいてコ
ンテンツを表示します。
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プレリリースツールで公開された Folio を更新する

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

Content Bundler を使用して複数 Folio 用の Viewer に Folio を公開した場合、Folio は Folio Builder パネルまたは Folio Producer には表示されませ
ん。ただし、公開された Folio は、引き続きユーザーがダウンロードして表示することができます。Content Bundler が利用できる限り、引き続き
Content Bundler でこれらの Folio を編集して更新することができます。

ワークフローを更新して Folio Builder パネルを使用する場合は、既存の Folio とともに利用できる Folio を作成することができます。Content
Bundler で使用したのと同じ Adobe ID を使用する必要があります。また、最新のツールを使用して作成された Folio を表示できるように、カスタ
ム Viewer をアップデートして再送信します。

この時点で、Content Bundler を使用して公開された既存の Folio を編集する場合は、引き続き Content Bundler を使用します。
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DPS App Builder
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カスタム Viewer アプリケーションのチェックリスト

ページの先頭へ

ページの先頭へ

単一 Folio 用 Viewer のチェックリスト（iPad のみ）
複数 Folio 用 Viewer のチェックリスト（iPad および iPhone）
購読 Viewer のチェックリスト（iPad および iPhone）
複数 Folio 用 Viewer のチェックリスト（Windows ストア）
ネイティブの複数 Folio 用 Viewer のチェックリスト（Android）
レガシーの複数 Folio 用 Viewer のチェックリスト（Android）

必要なファイルと情報がすべて揃っていれば、DPS App Builder でカスタム Viewer アプリケーションを作成するプロセスは簡単です。適切な
チェックリストを使用して必要なファイルを確実に用意します。

単一 Folio 用 Viewer のチェックリスト（iPad のみ）
iPad で使用する単一 Folio 用 Viewer を作成するには、次のファイルと情報が必要です。

カスタム Viewer を Apple App Store に送信するための証明書および画像の作成については、Adobe Digital Publishing Suite ダッシュボードまたは
DPS App Builder から Step-by-Step Publishing Guide をダウンロードしてください。

一般

アプリケーションで使用する Adobe ID

Creative Cloud メンバーシップアカウントまたは Single Edition シリアル番号（Single Edition のみ）

アプリケーションをセキュリティ保護するために必要なファイル

配布版 P12 証明書（およびパスワード）

配布版 mobileprovision ファイル

開発版 P12 証明書（およびパスワード）

開発版 mobileprovision ファイル

アプリケーションでブランドを示すために必要なアートワーク

SD の App アイコン：PNG 形式で 29x29、50x50、72x72、76x76、512x512 ピクセルのアイコン画像。光沢効果を加えたり、角を丸めたり
する必要はありません。

HD の App アイコン：PNG 形式で 58x58、100x100、144x144、152x152、1024x1024 ピクセルのアイコン画像。光沢効果を加えたり、角
を丸めたりする必要はありません。

SD のスプラッシュスクリーン：PNG 形式で 1024x768 および 768x1024 ピクセルの画像。

複数 Folio 用 Viewer のチェックリスト（iPad および iPhone）
iPad で使用する複数 Folio 用 Viewer を作成するには、次のファイルと情報が必要です。

Folio

アプリケーションで使用する Adobe ID

アプリケーションの Adobe ID を使用して「公開」として公開された 1 つ以上の無料 Folio

公開されたすべての市販 Folio の App 内購入。App 内購入の作成時と Folio の公開時に同じ製品 ID を使用します。

アプリケーションをセキュリティ保護するために必要なファイル

配布版 P12 証明書（およびパスワード）

配布版 mobileprovision ファイル

開発版 P12 証明書（およびパスワード）

開発版 mobileprovision ファイル

実稼働環境プッシュ用 P12 証明書およびパスワード（オプション）
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ページの先頭へ

開発環境プッシュ用 P12 証明書およびパスワード（オプション）

アプリケーションでブランドを示すために必要なアートワーク

SD の iPad App アイコン：PNG 形式で 29x29、50x50、72x72、76x76、512x512 ピクセルのアイコン画像。光沢効果を加えたり、角を丸
めたりする必要はありません。

SD の iPhone App アイコン：PNG 形式で 29x29 および 57x57 ピクセルのアイコン画像。光沢効果を加えたり、角を丸めたりする必要はあ
りません。

HD の iPad App アイコン：PNG 形式で 58x58、100x100、144x144、152x152、1024x1024 ピクセルのアイコン画像。光沢効果を加えた
り、角を丸めたりする必要はありません。

HD iPhone の App アイコン：PNG 形式で 58x58、114x114、120x120 ピクセルのアイコン画像。光沢効果を加えたり、角を丸めたりする必
要はありません。

iPad 用 SD のスプラッシュスクリーン：PNG 形式で 1024x768 および 768x1024 ピクセルの画像。
iPad 用 HD のスプラッシュスクリーン：PNG 形式で 2048x1536 および 1536x2048 ピクセルの画像。ファイルサイズを小さくするには、8-
bit PNG 形式を使用します。
iPhone 用スプラッシュスクリーン：PNG 形式で 320x480、640x960 および 640x1136 ピクセルの画像。

購読 Viewer のチェックリスト（iPad および iPhone）
iPad で使用する複数 Folio 用の購読 Viewer を作成するには、特定のファイルと情報が必要です。

独自の権利付与によって Viewer を作成している場合、またはカスタムストアやカスタムライブラリを作成する場合は、追加の要件について、DPS
デベロッパーセンターの記事を参照してください。

Folio

アプリケーションで使用する Adobe ID

「公開」として公開された 1 つ以上の無料 Folio

公開されたすべての市販 Folio の App 内購入。App 内購入の作成時と Folio の公開時に同じ製品 ID を使用します。

すべての購読期間のアプリケーション内購入。無料の購読アプリケーションを作成している場合、無料の購読のアプリケーション内購入を作

成する必要があります。

アプリケーションの Adobe ID に関連付けられている Shared Secret（アカウント管理ツールを参照）

アプリケーションをセキュリティ保護するために必要なファイル

配布版 P12 証明書（およびパスワード）

配布版 mobileprovision ファイル

開発版 P12 証明書（およびパスワード）

開発版 mobileprovision ファイル

実稼働環境プッシュ用 P12 証明書およびパスワード（Newsstand に必要）

開発環境プッシュ用 P12 証明書およびパスワード（Newsstand に必要）

アプリケーションでブランドを示すために必要なアートワーク

SD の iPad App アイコン：PNG 形式で 29x29、50x50、72x72、76x76、512x512 ピクセルのアイコン画像。光沢効果を加えたり、角を丸
めたりする必要はありません。

SD の iPhone App アイコン：PNG 形式で 29x29 および 57x57 ピクセルのアイコン画像。光沢効果を加えたり、角を丸めたりする必要はあ
りません。

HD の iPad App アイコン：PNG 形式で 58x58、100x100、144x144、152x152、1024x1024 ピクセルのアイコン画像。光沢効果を加えた
り、角を丸めたりする必要はありません。

HD iPhone の App アイコン：PNG 形式で 58x58、114x114、120x120 ピクセルのアイコン画像。光沢効果を加えたり、角を丸めたりする必
要はありません。

SD のスプラッシュスクリーン：PNG 形式で 1024x768 および 768x1024 ピクセルの画像。

HD のスプラッシュスクリーン：PNG 形式で 2048x1536 および 1536x2048 ピクセルの画像。ファイルサイズを小さくするには、8-bit PNG
形式を使用します。

iPhone 用スプラッシュスクリーン：PNG 形式で 320x480、640x960 および 640x1136 ピクセルの画像。

SD の Newsstand アイコン：PNG 形式で 96x128 ピクセルのアイコン画像（Newsstand に必要）

HD の Newsstand アイコン：PNG 形式で 192 x 256 ピクセルのアイコン画像（Newsstand に必要）
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ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

SD の購読のタイル画像：PNG 形式で 964x184 および 708x250 ピクセルの画像。

HD の購読のタイル画像：PNG 形式で 1928 x 368 および 1416 x 500 ピクセルの画像。

カスタムナビゲーションアイコン（オプション、Enterprise アカウントのみ）：透明な背景が含まれる PNG 形式で 30x30（SD）および
60x60（HD）ピクセルの画像。OS は、透明でないピクセルの色をシステムの色に置き換えます。

複数 Folio 用 Viewer のチェックリスト（Windows ストア）
Windows ストアで使用する複数 Folio 用 Viewer を作成するには、次のファイルと情報が必要です。これらのファイルの作成について詳しく
は、Windows ストア用 DPS アプリケーションを作成するを参照してください。

Folio

アプリケーションで使用する Adobe ID
公開されたすべての市販 Folio の App 内課金。App 内課金の作成時と Folio の公開時に同じ製品 ID を使用します。
アプリケーションの Adobe ID に関連付けられている Shared Secret（アカウント管理ツールを参照）

アプリケーションの送信に必要な情報

有効な Microsoft 開発者アカウント
プライバシーポリシー Web ページの URL

アプリケーションでブランドを示すために必要なアートワーク

スタート画面、ストア、および検索結果でのアプリケーションに使用する 310x310 ピクセルの PNG 画像
スタート画面のアプリケーションに使用する 310x150 ピクセルの PNG 画像
アプリケーションのスプラッシュスクリーンに使用する 620x300 ピクセルの透明の PNG 画像

ネイティブの複数 Folio 用 Viewer のチェックリスト（Android）
Google Play Store で使用する複数 Folio 用 Viewer を作成するには、次のファイルと情報が必要です。これらのファイルの作成について詳しく
は、Android および Amazon デバイス用公開プロセス（英語のみ）を参照してください。

Folio

アプリケーションで使用する Adobe ID
公開されたすべての市販 Folio の App 内課金。App 内課金の作成時と Folio の公開時に同じ製品 ID を使用します。
アプリケーションの Adobe ID に関連付けられている Shared Secret（アカウント管理ツールを参照）

アプリケーションをセキュリティ保護するために必要なファイル

有効な .p12 証明書（およびパスワード）または .keystore ファイル（およびパスワード／エイリアス情報）

アプリケーションでブランドを示すために必要なアートワーク

PNG 形式で任意のサイズのアプリケーションアイコン（96x96 にサイズ調整されます）

レガシーの複数 Folio 用 Viewer のチェックリスト（Android）
Google Play Store で使用する複数 Folio 用 Viewer を作成するには、次のファイルと情報が必要です。これらのファイルの作成について詳しく
は、Android および Amazon デバイス用公開プロセス（英語のみ）を参照してください。

Folio

アプリケーションで使用する Adobe ID

公開されたすべての市販 Folio の App 内課金。App 内課金の作成時と Folio の公開時に同じ製品 ID を使用します。

アプリケーションの Adobe ID に関連付けられている Shared Secret（アカウント管理ツールを参照）

アプリケーションをセキュリティ保護するために必要なファイル

有効な P12 証明書（およびパスワード）

アプリケーションでブランドを示すために必要なアートワーク

App アイコン：PNG 形式で 36x36、48x48、72x72 ピクセルのアイコン画像
スプラッシュスクリーン：8-bit PNG 形式で 1280x800/800x1280、1920x1200/1200x1920、2048x1536/1536x2048 または
2560x1600/1600x2560 ピクセルの画像。
カスタムナビゲーションアイコン（オプション、Enterprise アカウントのみ）：PNG 形式で 75x43、98x52 および 214x114 ピクセルの画
像。各アイコンについて、アップ状態、ダウン状態、無効状態の画像を個別に作成します。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

関連トピック

151

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/ja_JP/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_jp


DPS App Builder の概要

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

DPS App Builder（旧 Viewer Builder）は、Apple Store や Google Play Store などのストアに提供できるカスタム Viewer アプリケーションをビル
ドするためのツールです。デスクトップの DPS App Builder は現在 Mac OS でのみ利用できます。新しい Web ベースの DPS App Builder
は、Windows と Mac OS の両方で動作し、現在、ネイティブ Android アプリケーションを作成できます。Web ベースの DPS App Builder は、将
来、他のプラットフォームにも対応し、デスクトップ版と置き換わる予定です。

デスクトップの DPS App Builder では、単一 Folio 用、複数 Folio 用および購読用の Viewer アプリケーションを作成できます。Google Play
Store、Amazon Appstore、または Windows ストア向けの単一 Folio 用 Viewer アプリケーションを作成することはできません。単一 Folio 用 アプ
リケーションは iPad に限定されます。

最新バージョンのデスクトップ DPS App Builder をダウンロードするには、www.adobe.com/go/digpubsuite_vb_mac_jpにアクセスしてください。

DPS App Builder について説明するビデオ（英語のみ）

iPad に単一 Folio アプリケーションを公開する（英語のみ）

iPad に複数 Folio アプリケーションを公開する（英語のみ）

関連トピック

Colin Fleming 氏が、DPS App Builder を使
用してカスタム Viewer アプリケーションを
作成する方法を説明しています。... 詳細

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

提供者 Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

専門知識を投稿：

Adobe Community Help

新しい DPS Single Edition を使用して単一
雑誌号アプリケーションを iPad App Store
に公開する方法について説明します。... 詳
細

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

提供者 Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

専門知識を投稿：

Adobe Community Help

Professional または Enterprise Edition を使
用して、コンテンツをタブレットデバイスの

アプリケーションストアに公開する方法につ

いて説明します。... 詳細

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

提供者 Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

専門知識を投稿：

Adobe Community Help
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iPad および iPhone 用 DPS アプリケーションを作成する
アプリケーションの詳細パネル
権利付与の詳細（Enterprise アカウントのみ）
購読の詳細
アイコンとスプラッシュスクリーンパネル
Newsstand
ナビゲーションツールバー（Enterprise アカウントのみ）
ソーシャルシェア
証明書
ビルドの詳細
Viewer App のダウンロードとテスト
Viewer App の送信と管理
DPS App Builder を使用して iPad 向けまたは iPad と iPhone 向けカスタム Viewer アプリケーションを作成します。有効なファイルおよび情報を
指定すると、開発版 App と配布版 App の両方が生成されます。開発版 App はテスト用です。これが正常に動作することを確認した上で、配布版
.zip ファイルを Apple Store に送信します。
指定する証明書やパスワードなどの情報は、アドビのサーバーには保存されません。サーバー上に置かれるのはアプリケーションファイルのみで
す。

Professional または Enterprise DPS アカウントをお持ちの場合、必要な証明書および画像の作成について、Professional および Enterprise 向
け iOS Publishing Companion Guide（英語のみ）を参照してください。
Creative Cloud または Single Edition のユーザーである場合は、Single Edition 向け Step-by-Step iPad Publishing Guide（英語のみ）を参照
してください。

DPS App Builder で iOS Viewer アプリケーションを作成する場合に必要な環境
必要システム構成：

iOS Viewer アプリケーションには Mac OSX 10.6 Snow Leopard 以降（Application Loader を使用する場合は Max OSX 10.7 以降を推奨）
インターネット接続
DPS App Builder

アカウント管理ツール（Professional または Enterprise）を使用して DPS APP Builder ロールが割り当てられた有効な Adobe ID

カスタム Viewer アプリケーションを作成する

1. 必要なファイルおよび情報を取得します。カスタム Viewer アプリケーションのチェックリストを参照してください。

2. DPS App Builder をダウンロードしてインストールします。
DPS App Builder は、Digital Publishing Suite ダッシュボードで入手可能です。InDesign CS6 または InDesign CC を使用している場合
は、DPS Desktop Tools の更新時に DPS App Builder がインストールされます。

3. DPS App Builder を起動し、有効な Adobe ID を使用してサインインします。
DPS App Builder にサインインするために使用する Adobe ID は、アプリケーションの詳細パネルの「タイトル ID」を指定するために使用す
る Adobe ID と異なる可能性があります。
アカウント管理ツールによって管理者などが DPS App Builder のロールを Adobe ID に割り当てます。アカウント管理ツールを参照してくだ
さい。

4. 「新規」をクリックし、「iOS」を選択し、「iPad」または「iPad および iPhone」を選択します。「次へ」をクリックします。
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注意：

ページの先頭へ

アプリケーション名

アプリケーションのバージョン

 

5. 画面の指示に従ってファイルと情報を指定します。
（Professional／Enterprise）単一 Folio 用アプリケーションを作成する場合は、Folio Builder パネルで Folio を選択し、パネルメニューか

ら「アプリケーションを作成」を選択します。Folio の作成に使用するアカウントには、アプリケーションと DPS App Builder ロールの両方を含め
てください。

アプリケーションの詳細パネル
アプリケーションの詳細パネルでは、Viewer の名前とアカウント ID 情報を設定します。

 

iPad 上で App アイコンの下に表示される Viewer 名を設定します。末尾が省略されないように、13 文字以下を目安として名
前を付けることをお勧めします。

iPad 上で App 名をテストするには、iPad Safari で何か Web サイトを開いて、Safari メニューから「ホーム画面に追加」を選択し、Viewer に
付けたい名前を入力します。末尾まで表示されない場合は、それよりも短い名前を使用します。

最新の Viewer を指定します。
DPS App Builder には、バックアップ用に前のバージョンが含まれています。v28 リリースで、iOS 5 および iPad 1をサポートする v27 Viewer を
作成することもできます。v28 Viewer は iOS 7 機能をサポートしますが、iOS 5 はサポートしません。
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アプリケーションのタイプ

マルチ Folio

ビルトイン Single Edition アプリケーション

マルチ Folio（権利付与を使用）

マルチ Folio（iTunes 購読を使用）
マルチ Folio（権利付与および iOS 購読を使用）

Adobe Content Viewer

タイトル（ライブラリビュー）

タイトル ID／パスワード

URL スキーム（オプション）

書き出された Folio

プライバシーポリシーの URL（オプション）

スタートアップスクリーン（オプション）

Viewer タイプを指定します（カスタム Viewer アプリケーションの種類を参照）。使用できるオプションはアカウント
の種類によって異なります。

複数 Folio のライブラリを備えた Viewer アプリケーション。Adobe Distribution Service 上に提供されるコンテンツをユー
ザーがダウンロードできます。

コンテンツを内蔵した単一 Folio のアプリケーション。このオプションを選択すると、「書
き出された Folio」オプションが表示されます。Folio Producer Organizer の書き出しオプションを使用して作成された .zip ファイルを指定
します。iPhone が選択されている場合、このオプションは利用できません。

（Enterprise アカウントのみ）どのユーザーにコンテンツのダウンロードを許可するかを決定するために
独自の権利付与サーバーを使用する Viewer アプリケーションを作成します。このオプションを選択する場合は独自の購読サービスを使用
する必要があります。詳しくは Apple にお問い合わせください。権利付与のみのアプリケーションは、Newsstand 用に有効にすることは
できません。

Apple の App Store 購読モデルを使用する Viewer アプリケーションを作成します。
（Enterprise アカウントのみ）どのユーザーにコンテンツのダウンロードを許可するか

を決定するために独自の権利付与サーバーを使用する Viewer アプリケーションを作成します。ユーザーは、出版社の提供する購読サービ
スを使用して購読することも、Apple の App Store を使用して購読することもできます。

App Store からダウンロードするのではなく、Adobe Content Viewer の 1 つのバージョンを作成します。カスタ
ムバージョンの iPad 用 Adobe Content Viewer を作成するを参照 てください。

ライブラリの上部に表示される Viewer タイトルを設定します。最良の結果を得るために、長さは 35 文字以内に
することをお勧めします。

そのアプリケーションに使用する適切な Adobe ID とパスワードを指定します。このタイトルの Folio の作成に使用する
Adobe ID と同じ Adobe ID を指定します。アカウント管理ツールで、Adobe ID にアプリケーションロールが割り当てられていることを確認しま
す。アプリケーションのタイトル ID は、DPS App Builder にサインインするために使用された Adobe ID とは異なる場合があります。

この Viewer アプリケーションを Safari や他のアプリケーションから起動するための URL スキームを指定します。
他との競合を防ぐために、Apple は逆ドメイン形式（com.publisher.publication）の使用を推奨しています。Twitter によるソーシャルシェアで最良
の結果を得るには、32 文字以下にしてください。
例えば、URL スキームとして「com.sportspub.kayaking」を指定するとします。Web ページに「com.sportspub.kayaking://」リンクを埋め込んだ
場合、モバイルブラウザーからリンクをクリックすると、Viewer アプリケーションが開きます。詳しくは、Apple の開発者向け Web サイトを参照
してください。

アプリケーションのタイプにビルトイン Single Edition アプリケーションを選択した場合、Viewer に組み込む .zip ファイルを
指定します。.zip ファイルを作成するには、Folio Producer Organizer の書き出しオプションを使用します。単一 Folio 用の Viewer 向けに Folio を
書き出すを参照してください（書き出した .zip ファイルを使用する代わりに、Folio Builder パネルで Folio を選択し、「アプリケーションを作成」
を選択できます）。

プライバシーポリシーの URL を指定すると、ライブラリ設定メニューに「プライバシーポリシー」
が表示されます。ユーザーが「プライバシーポリシー」をタップすると、App 内ブラウザーにその Web ページが表示されます。

（Enterprise アカウントのみ）スタートアップスクリーンは透明な Web ビューで、自由に選択した
HTML コンテンツを表示できます。HTML コンテンツは、ユーザーがアプリケーションをインストール後に初めて起動したときか、アップデート
後に初めて起動したときに表示されます。例えば、スタートアップスクリーンを使用して、読者にアカウントを作成するように勧めたり、利用条
件への同意、雑誌号のプレビューの参照、アプリケーションへの誘導を行ったりすることができます。スタートアップスクリーンは Library/Store
JavaScript API へそのままアクセスすることが可能で、体験を完全にコントロールできます。
HTML ファイルを格納した .zip ファイルを指定します。アプリケーションで iPad と iPhone の両方をサポートしている場合、どちらのデバイスサ
イズでも機能する HTML ファイルのコンテンツが表示されます。手順と HTML ファイルのサンプルについては、DPS デベロッパーセンターのス
タートアップスクリーンの記事を参照してください。
詳細オプション
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PDF のズームを有効にする

お気に入りを有効にする

Folio のスクロールバーを自動的に隠す

バックグラウンドでダウンロードされた雑誌号を常に開く

左右のホットゾーンナビゲーションを有効にする

ホットゾーンを有効化して Folio ビューコントロールを表示

Folio ビューに上部ナビゲーションバーを表示しない

Folio の自動アーカイブを有効にする

ライブラリ情報のキャッシュを有効にする

ライブラリに「サインイン」ボタンを表示しない（Enterprise アカウントのみ）

 

非インタラクティブページでピンチ＆ズーム操作を可能にする場合に選択します。Folio の作成時には PDF 画像形式
のオプションを選択する必要があります。

ユーザーがお気に入りの記事をアプリケーションにブックマークできるようにするには、このオプションを選択します。
有効になっている場合、Viewer のナビゲーションバーの右上隅にお気に入りアイコンが表示されます。お気に入りは iPhone Viewer では使用でき
ません。

デフォルトでは、6 ピクセルのスクロールバー領域は Folio 内の記事の右側に表示されます。このオプ
ションを選択した場合、スクロールバーはユーザーが記事をスクロールしているときにだけ表示されます。

このオプションを選択した場合、前回の表示セッションからバックグラウンドでダウン
ロードされた Folio がアプリケーションの起動時に開かれます。このオプションを選択しない場合、前回表示していた Folio が、その前回読んでい
た位置で開かれます。このオプションは、日刊誌および週刊誌で特に便利です。

このオプションを選択すると、目に見えないホットゾーンがすべての記事（記事が水平方向にの
みスクロールされる場合はすべてのページ）の左右に配置されます。ホットゾーンをタップすることで、次の記事や前の記事に移動できます。
ホットゾーンは、スライドショーなどのフルスクリーンのオーバーレイで特に便利です。ホットゾーンは、iPad および iPhone の Viewer で使用で
きます。
ホットゾーン領域にボタンが表示される場合、領域をタップすることでボタンをトリガーできます。ホットゾーン領域に表示されるその他のオー
バーレイの場合、領域をタップすることでホットゾーンをトリガーできます。

このオプションを選択した場合、ページの上部と下部にあるホットゾーンをタップす
ると、ナビゲーションバーが表示されます（「HUD」ともいいます）。ホットゾーン以外の場所をタップしても、ナビゲーションバーは表示され
ません。ホットゾーンは、iPad および iPhone の Viewer で使用できます。
ボタンは Folio ビューのホットゾーンより優先され、Folio ビューのホットゾーンは左右のホットゾーンより優先され、Folio ビューのホットゾーン
はボタン以外のすべてのオーバーレイより優先されます。

このオプションを選択した場合、ユーザーが記事をタップしたときにのみ、下部のナビゲー
ションバーが表示されます。これにより、発行者は Folio 内での移動用に、カスタムナビゲーションバーをすべての記事ページに作成できるように
なります。

ユーザーがダウンロードした Folio の数が上限に達したときの Folio の自動アーカイブを有効にするには、こ
のオプションを選択します。デフォルトでアーカイブをオンにするかどうかを指定します。ユーザーは、デバイスの設定で自動アーカイブのオン
／オフを切り替えることができます。また、Viewer アプリケーションに対して、ダウンロード済み Folio の数の上限（6 ～ 90）を指定します。個
数がしきい値に達すると、前回のアップデートからの経過時間が最も長い Folio が自動的にアーカイブされます。ユーザーが個数のしきい値を変更
することはできません。ユーザーは、アーカイブされた Folio を再度ダウンロードすることができます。

このオプションを選択すると、Folio の価格などの Folio 情報がキャッシュされます。このオプションを
選択すると、大規模なライブラリを使用するアプリケーションのパフォーマンスが向上します。これは、ライブラリが読み込まれるたび
に、Viewer が Apple サーバーをチェックしないからです。ただし、このオプションを選択した場合、Folio の情報が最新ではなくなる可能性があ
ります。例えば、このオプションを選択して、市販 Folio のコストを変更した場合、ライブラリに誤解を招く情報が表示されます。このオプション
は、現在、購読アプリケーションについてのみ利用できます。

デフォルトでは、「サインイン」ボタンは、カスタム権利付与済
みの購読アプリケーションでライブラリの左上隅に表示されます。カスタムライブラリに別のサインイン手段を用意する場合は、「サインイン」
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ライブラリに「購読」ボタンを表示しない（Enterprise アカウントのみ）

初回起動時に権利付与済みの最新の Folio を自動的にダウンロード

ダウンロード後に権利付与済みの最新の Folio を自動的に開く

アプリケーションの評価ダイアログを有効にする

解析オプトインダイアログを表示

レガシーのストア API を使用（Enterprise アカウントのみ）

サポートする言語

カスタマイズした文字列を使用

ページの先頭へ

ボタンを表示しないようにできます。
デフォルトでは、「購読」ボタンは購読アプリケーションでライブラリ

の左上隅に表示されます。「購読」ボタンを表示しないようにできます。
このオプションを選択すると、最も新しく権利が付与された Folio がアプリ

ケーションの起動時に自動的にダウンロードされます。初めてダウンロードする市販 Folio を無料にするには、アカウント管理ツールを使用しま
す。

「初回起動時に権利付与済みの最新の folio を自動的にダウンロード」を選択する
と、初めての読者がアプリケーションをダウンロードして最新の Folio をすぐに読み始めることができるよう、この「自動的に開く」オプションが
デフォルトで選択されます。「自動的に開く」オプションをオフにすると、ライブラリで Folio のダウンロードが行われても、ユーザーがカバー画
像をタップするまで Folio は開きません。これにより、発行者はバナーにメッセージを表示させ、初めてのユーザーに無料の Folio を提供している
ことを知らせることができます。

このオプションを選択すると、ユーザーが一定回数アプリケーションを起動した後に、アプリ
ケーションの評価を求めるプロンプトが表示されます。例えば、「アプリケーションの評価ダイアログカウント」を 5 に設定すると、ユーザーが
5 回目にアプリケーションを起動したときに、評価を求めるプロンプトが表示されます。ユーザーが「後で通知する」を選択した場合は、次の起動
時にプロンプトが表示されます。
アプリケーションに 9 桁のアプリケーション ID を指定します。この ID を取得するには、itunesconnect.apple.com にサインインし、「Manage
Your Applications」をクリックして、アプリケーションをクリックします。9 桁の Apple ID 文字列（バンドル ID ではありません）をコピーしま
す。

このオプションを選択すると、ユーザーはデータの追跡をオプトアウトできます。Viewer アプリケーションの
ライブラリ設定を使用して、いつでもオプトインできます。このオプションは、データの追跡をユーザーがオプトアウトできるように義務付けら
れている地域で特に便利です。
表示されるデフォルトのテキストを編集するには、「カスタマイズした文字列を使用」を選択し、「解析オプトインダイアログのタイトル」と
「解析オプトインダイアログのテキスト」の値をダウンロードして編集します。

古いカスタムストア設定を使用する場合、このオプションを選択します。このオプ
ションを選択すると、カスタムライブラリを指定できません。

iTunes には、利用可能な Viewer アプリケーションの言語が表示されます。Viewer のインターフェイスは複数の言語に翻訳さ
れますが、Folio のコンテンツはほとんどの場合翻訳されません。Viewer を表示する言語を少なくとも 1 つ選択してください。

Viewer に保存されているすべての文字列を、サポートされているすべての言語でカスタマイズできます。例え
ば、ライブラリのボタンテキストおよびダイアログボックスのテキストをカスタマイズできます。このオプションを選択し、「テンプレートを生
成」をクリックして XML テンプレートを Documents フォルダーにダウンロードします。この XML ファイルを編集して、DPS App Builder で指定
できます。以前のバージョン用に作成した Viewer を編集する場合、最適な結果を得るには、最新のテンプレートをダウンロードして編集します。
XML ファイルを編集する際、各 UI 要素には 1 つの <key name> と複数の言語文字列（英語の場合は <en> など）が含まれています。言語コード
（<en> など）内のテキストを編集し、<key name> 文字列は変更しません。
（Enterprise）この XML ファイルを使用して「ライブラリ」および「Viewer」ラベルを編集し、ナビゲーションツールバーのカスタムアイコンの
下のラベルの言語文字列を含めることもできます。UI 要素のセットが XML ファイルの末尾の近くに出現します。これには、「Library」、「iPad
viewer label」、「iPad Custom slot 1 label」などのキー名が含まれます。カスタムスロット番号は、ナビゲーションツールバーセクションのライ
ブラリボタンと Viewer ボタンの間に追加したカスタムアイコンの、左から右への順序に対応しています。カスタムスロットラベルでは、言語文字
列を指定します。例えば、英語とスペイン語に「<en>Help</en>」や「<es>Ayuda</es>」を指定します。

 
Viewer アプリケーションでのオプション名の編集

権利付与の詳細（Enterprise アカウントのみ）
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注意：

サービスの URL

サービス認証 URL

インテグレーター ID

アカウントを作成する場合の URL（オプション）

パスワードを忘れた場合の URL

オプションの既存の購読 URL

アプリケーション ID とバージョンを送信する

権利付与バナーを有効にする

バナーページの URL

オフラインのバナーアセット

バナーの高さ

ページの先頭へ

 

Viewer タイプに対するいずれかの権利付与オプションを選択すると、次のオプションが表示されます。
カスタムの権利付与サーバーの設定について詳しくは、アドビの担当者にお問い合わせください。

URL は http://[:]/contextroot/api/ という形式で指定します。例えば、http://lighthouse.adobe.com/dps/entitlement_starter/api と指
定します。サービスの URL とサービス認証 URL は、インテグレーター ID と一致させますが、異なる場合は、インテグレーター ID の値が優先さ
れます。詳しくは、直接権利付与 API に関するドキュメントを参照するか、アドビの担当者にお問い合わせください。

サービスの URL に使用するのと同じ情報を指定します。
権利付与アカウントがアドビのサーバー上でプロビジョニングされると、アドビからインテグレーター ID が発行されます。

複数のアプリケーションに同じインテグレーター ID を使用できます。API の各メソッドに「appId」と「appVersion」が含まれるため、資格情報
を要求しているアプリケーションを実装で検出できます。
インテグレーター ID について詳しくは、アドビの担当者にお問い合わせください。

Apple の購読プロセスを通じた申し込みではなく、発行者を通じて購読を申し込む URL を指定
します。この URL は、権利付与サービスにリンクする「購読」ボタンをユーザーがタップしたときに使用されます。

パスワードを忘れたユーザーがパスワードを回復する場合に使用する URL を指定します。
ユーザーがデジタル版の購読を申し込む際、既に紙ベースの出版物を購読していることを表明するための URL を指

定します。Viewer で印刷版購読のリンクボタンを無効にするには、このフィールドを空白のままにしておきます。
Viewer アプリケーションの ID およびバージョン文字列を権利付与 API 呼び出しに含めて送信する

ことを許可する場合は選択します。アドビはこのオプションの選択を推奨します。
このオプションを選択すると、購読のタイル画像が表示される代わりに Viewer ライブラリの全幅にわたって購読バ

ナーが表示されます。このオプションが選択されていない場合、購読のタイル画像のみがライブラリに表示されます。購読のタイルの代わりにバ
ナーを使用する場合、HTML コンテンツに購読オプションへのリンクを含めることを検討してください。

ユーザーがインターネットに接続した場合に購読バナーを表示する URL を指定します。このバナーは、Viewer ライブラリ
の上部セクション（購読のタイル画像と利用可能な Folio の上）に、全幅にわたって表示されます。SD デバイスおよび HD デバイスには別の
URL を指定できます。

インターネットに接続されていないときにバナーを表示するためのアセットを格納した .zip ファイルを指定します。
この .zip ファイルには、HTML ファイル 1 つ、画像ファイル 1 つまたは複数、また、必要に応じて CSS ファイルを含めます。.zip ファイルには
サブフォルダーを含めることができません。すべてのコンテンツは同じ階層にある必要があります。対象とする SD デバイスおよび HD デバイス
には別の .zip ファイルを指定できます。

Viewer ライブラリに表示されるバナーの高さを、固定サイズまたはライブラリ領域に対するパーセントで指定します。値は 1 ～
1280 の範囲で指定できますが、表示されるバナーの高さがライブラリ領域の 40％を超えることはできません。
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購読のタイル画像

オプションのライブラリ購読のタイル画像 URL

オプションのリモートカスタムダイアログ URL

購読タイプ/購読製品

注意：

ページの先頭へ

購読の詳細

 

Viewer タイプに対するいずれかの購読オプションを選択すると、次のオプションが表示されます。

Apple（iOS）購読オプションを識別する背景画像を指定します。デバイスを横向きにしたときに表示される横置き用タイル画像
については、iPad SD には 964x184 ピクセルの画像を指定し、iPad HD には 1928x368 ピクセルの画像を指定します。縦置き用タイル画像につい
ては、iPad の異なるサイズに対し、それぞれ 708x250 ピクセルおよび 1416x500 ピクセルの画像を指定します。
タイル画像のどこをタップしても、iOS 購読オプションが起動します。これらのオプションは、iTunes Connect で指定する購読の App 内購入情報
によって決定します。
注意：権利付与バナーを有効にすると、購読のタイル画像に代わって権利付与バナーが表示されます（購読のタイル画像は表示されません）。た
だし、DPS App Builder のバグにより、アプリケーションで使用されていなくても、購読のタイルを指定することが必要です。

購読のタイル画像がタップされたときに App 内のブラウザーウィンドウに表示される URL を指
定します。この Web ページには、購読に関係のないメッセージが含まれていてもかまいません。

購読プロセスが完了すると、この URL が読み込まれます。例えば、ユーザー情報の要求や、製品
に関する追加の詳細情報の提供を行うことができます。

市販の購読アプリケーションがある場合は、「有料」を選択します。購読製品の場合、プラスアイコンをクリックして 1 つ
以上の Apple iTunes Connect 製品 ID と対応する期間を指定します。これらのオプションは、購読タイル画像または「購読」ボタンがタップされ
たときに表示されます。
Apple の無料購読オプションで Newsstand アプリケーションを作成する場合は、「無料」を選択します。iTunes Connect で指定した無料購読製品
ID を指定します。

購読アプリケーションには Shared Secret 情報が必要です。Shared Secret を作成または表示するには、iTunes Connect を使用します。ア
カウント管理ツールを使用して、アプリケーションアカウントの Shared Secret の文字列を指定します。次に、Folio Producer Organizer にサイン
インして、Shared Secret の更新を実行してください。

アイコンとスプラッシュスクリーンパネル
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App アイコン

注意：

スプラッシュスクリーン

アートワーク（オプション）

アプリケーションアイコンの光沢効果を有効にする

HTML 用オプショナルフォント ZIP

 

このパネルでは、iTunes および iPad 上に表示される App アイコンとスプラッシュスクリーンを指定します。
各アイコンファイルを一度に 1 つずつ指定する代わりに、Finder ウィンドウでファイルを選択し、アイコンとスプラッシュスクリーンパネルに
ドラッグすることができます。

指定したアイコンが、Viewer をインストールした iPad のホーム画面と、iPad 上に表示したデバイス App Store に表示されま
す。iPad SD デバイスには、PNG 形式の 29x29、50x50、72x72 および 76x76 ピクセルのアイコンを指定します。iPad HD デバイスには、PNG
形式の 58x58、100x100、144x144 および 152x152 ピクセルのアイコンを指定します。iPhone には、29x29、57x57、58x58、114x114 および
120x120 ピクセルのアイコンを指定します。アイコンの四隅は自動的に丸められます。小さいアートワークを拡大して使用することは避け、72
ppi、RGB、分割・統合済みの高品質な PNG ファイルを使用してください。

画像ファイル名の .png 拡張子は必ず指定してください。

Viewer を起動すると、スプラッシュスクリーン（起動画像）が約 3 秒間表示されます。スプラッシュスクリーンに対
し、72 ppi、RGB、分割・統合済みの高品質な PNG ファイルを使用して、以下の画像を指定します。ファイルサイズを小さくするに
は、Photoshop の「Web およびデバイス用に保存」を使用して 8 bit PNG ファイルとして保存します。

iPad SD の場合は、1024x768 および 768x1024 ピクセルの画像
iPad HD の場合は、2048x1536 および 1536x2048 ピクセルの画像
iPhone SD の場合は、320x480 ピクセルの画像
iPhone HD の場合は 640x960 ピクセルの画像、iPhone 5 の場合は 640x1136 ピクセルの画像

最良の結果を得るために、スプラッシュスクリーンと表紙には異なる画像を使用することをお勧めします。表紙とスプラッシュスクリーンを同じ
画像にすると、起動時に App がフリーズしたと誤解される可能性があります。一部の発行者は、「読み込み中...」という表示をスプラッシュ画像
に追加しています。

この大きい App アイコンは、デスクトップ App Store に表示されるほか、この App が App Store のお勧めとして表
示される場合に使われます。低解像度の iPad および iPhone デバイスの場合は 512x512 ピクセルの画像を、高解像度の iPad および iPhone デバ
イスの場合は 1024x1024 ピクセルの画像を指定します。最適な結果を得るには、Photoshop の「Web およびデバイス用に保存」を使用して 8 bit
PNG ファイルとして保存することをお勧めします。この画像は、Apple Store に App を送信する際に指定することもできます。小さいアートワー
クを拡大して使用することは避け、72 ppi、8 bit、RGB、分割・統合済みの高品質な PNG ファイルを使用してください。ファイルサイズを小さく
するには、24 bit PNG ファイルでなく 8 bit のファイルとして保存します。

上から光が当たっているように見える光沢効果をアイコンに適用するかどうかを指定します。

 
光沢なし（左）、光沢あり（右）

HTML スタックまたは Web ビューオーバーレイのテキストにフォントを適用した場合は、それらのフォント
を .folio ファイルまたは Viewer のいずれかに含めます。Viewer に含める場合は、フォントを圧縮して 1 個の .zip フォルダーにします。.zip ファイ
ルにはサブフォルダーを含めることができません。すべてのコンテンツは同じレベルにある必要があります。
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ページの先頭へ

Newsstand を有効にする
雑誌／新聞
綴じしろ

Newsstand アイコン

ページの先頭へ

Newsstand

 

Newsstand を有効にすると、iOS5 がインストールされた iPad の Newsstand フォルダーに Viewer アプリケーションが表示されます。Newsstand
を有効にするには、iTunes 購読を使用して Viewer アプリケーションを作成する必要があります。iTunes 購読のみまたは権利付与と iTunes 購読
は使用できますが、権利付与のみは使用できません。さらに、プッシュ通知を有効にする必要があります。

Newsstand フォルダーに Viewer が表示されるようにするには、このオプションを選択します。
Newsstand で Viewer アプリケーションを雑誌と新聞のどちらとして分類するかを指定します。
ユーザーがホームボタンをダブルタップしてアクティブなアプリケーションを表示するときに、Newsstand アイコンにどのような装飾を

表示するかを指定するオプションを選択します。例えば、綴じしろで「左」を選択すると、左側に綴じしろが表示され、右側にページの装飾が表
示されます。

Newsstand フォルダーに表示される PNG アイコンを指定します。iPad SD には 96x128 ピクセル、iPad HD には 192x256
ピクセルで、72 ppi、RGB、分割・統合済みの高品質な PNG ファイルを使用します。このアイコンは Newsstand でのカバー画像として使用され
ます。このアイコンは、最近公開された Folio のカバー画像に置き換えられます。

ナビゲーションツールバー（Enterprise アカウントのみ）
このパネルでは、カスタム Viewer のライブラリ下部に表示するナビゲーションツールバーをカスタマイズできます。
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ライブラリボタンを隠す

ナビゲーションツールバーを表示

Viewer アイコンを表示しない

購入ボタンを隠す
サインインボタンを隠す

無料 Folio を隠す

アプリケーションの方向をロック

ツールバーおよびカスタムアイコンのカスタマイズとプレビュー

カスタムの Viewer ライブラリを使用

カスタムアイコン

アイコンラベル

 

ナビゲーションツールバーが表示されている場合、下部のナビゲーションバーにあるライブラリボタンをタップしても、
左上のナビゲーションバーにあるライブラリボタンをタップしても、同じ結果になります。この重複を解消するため、下部のナビゲーションツー
ルバーが有効な場合に限り、ライブラリボタンを隠すことができます。

このオプションを選択すると、Viewer の下部にナビゲーションツールバーが表示されます。
ナビゲーションツールバーをライブラリと Folio ビューを含むすべてのビューに表示するか、Folio の表示時には隠すかを指定できます。

「ナビゲーションツールバーを表示」を選択している場合は、デフォルトで表示される Viewer アイコンを隠すこと
ができます。Viewer アイコンをタップすると、前に表示されていた Folio が表示されます。

Folio を個々の購入ではなく購読を通じてのみ購入できるようにするには、このオプションを選択します。
このオプションを選択すると、カスタムアイコンがタップされたときに、画面の左上隅に「サインイン」ボタンが表示さ

れなくなります。
ライブラリで無料 Folio を非表示にするには、このオプションを選択します。このオプションは、カスタムサーバーを使用し

て、サインインアカウント情報に基づいて顧客に Folio を指定する権利を付与する場合に特に便利です。
Folio の制限方法については、Digital Publishing Suite を使用した制限付き配布（英語のみ）をご覧ください。

縦置きまたは横置きを選択すると、アプリケーションは iPad 上でその方向を維持します。この設定は、Folio が
デュアル方向であっても、ライブラリビューや Folio ビューを含むすべてのビューに影響します。

このセクションは、デフォルトライブラリのナビゲーションツールバー用にカス
タムアイコンを指定する、またはカスタムの HTML ライブラリを指定するために使用します。

DPS App Builder の「ナビゲーションツールバー」セクションでライブラリアイコンをクリックすると、
「カスタムの Viewer ライブラリを使用」オプションが表示されます。このオプションアイコンをクリックすると、HTML コードを含む .zip ファイ
ルを指定できます。このオプションは、アプリケーションの詳細ページで「レガシーのストア API を使用」を選択した場合は表示されません。カ
スタムライブラリの作成について詳しくは、カスタムライブラリの作成（Enterprise）を参照してください。

パネルの右側のプラスアイコンをクリックすると、ナビゲーションツールバーのカスタムボタン（カスタムスロットともいいま
す）を作成できます。ライブラリアイコンまたは Viewer アイコンを選択し、デフォルトのアイコンをそのライブラリアイコンまたは Viewer アイ
コンに置き換えることもできます。
iPad では最大 8 個のナビゲーションアイコン（カスタム 6 個とライブラリおよび Viewer アイコン）、iPhone では最大 2 個のアイコン（カスタム
1 個とライブラリ）を使用できます。
各アイコンに、30x30 および 60x60 ピクセルの透明な背景の PNG ファイルを指定します。前景の画像にはすべての色を使用できます。iOS は、
システムの色（通常は明るい青）を透明でないピクセルに適用し、選択されたかどうかを示すためにアイコンの外観を変更します。
ユーザーがカスタムアイコンをタップすると、アプリケーション内ブラウザーにストアの Web サイト、ニュースフィード、ヘルプページなど、指
定した HTML ファイルの内容が表示されます。閉じるボタンをタップすると、ライブラリビューに戻ります。

アイコンの下に表示される「ストア」や「ヘルプ」などのテキストを指定します。
アプリケーションの UI に複数の言語が含まれる場合、「アプリケーションの詳細」セクションの「カスタマイズされた文字列を使用」を選択した
ときにダウンロードされる XML ファイルを編集できます。この XML ファイルを使用して「ライブラリ」および「Viewer」ラベルを変更すること
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タイプ

Navto リンク名

アイコン HTML リソース ZIP

方向をロック

タイトルバーを隠す

ナビゲーションコントロールを表示

自動起動

注意：

ページの先頭へ

共有を有効にする

パブリケーション URL（v28 のみ）

もできます。詳しくは、前述の「カスタマイズした文字列を使用」を参照してください。
指定した HTML ファイルのコンテンツを表示する Web ビューを選択します。インテントメタデータを使用して表紙、目次またはヘルプ記

事にジャンプすることができる Woodwing ベースのアプリケーションを発行する場合は、「ナビゲーション」のみを選択します。「インテント」
フィールドに名前を指定します。

このオプションでは、カスタムアイコンに関連付けた HTML コンテンツを開く goto:// 形式のリンクを記事内に作成できます。例
えば、リンク名が「Store」の場合、goto://ApplicationViewState/Storeアクションのボタンを作成すると、このボタンアクションでスト
アの Web ビューが開きます。カスタムアイコンへの goto リンクを作成するを参照してください。

ツールバーボタンがユーザーにタップされたときに Web ビューで使用するアセットを格納した .zip ファイルを指定
します。この .zip ファイルには、HTML ファイル 1 つと、必要に応じた画像ファイルおよび CSS ファイルを含めます。.zip ファイルにはサブフォ
ルダーを含めることができません。すべてのコンテンツは同じレベルにある必要があります。

ユーザーがツールバーボタンをタップしたときに表示される Web ビューを単一方向でのみ表示する場合は、「横置き」または「縦
置き」を選択します。

このオプションを選択すると、カスタムアイコンの HTML コンテンツが表示されているときに、Viewer ライブラリの上部に
表示されるタイトルバーを隠すことができます。

Web ページの戻るボタンや更新ボタンなどのナビゲーションコントロールを表示します。これらのオプショ
ンは、HTML コンテンツの上部のタイトルバーに表示されます。

ツールバーのカスタムボタンの 1 つを「自動起動」に設定できます。「自動起動」をオンにすると、Viewer のライブラリを開いたとき
に、HTML ページが自動的に表示されます。

ナビゲーションツールバーパネルの右側のプラスアイコンをクリックすると、iPad アプリケーションのボタンを 8 つまで含めることがで
きます。デフォルトのライブラリボタンと Viewer ボタンを置き換えることもできます。ボタンをプレビューバーでクリックすると、ボタン間を切
り替えることができます。

ソーシャルシェア
ソーシャルシェアの設定によって、ユーザーが Facebook、Twitter、電子メールまたはコピー＆ペーストによってアプリケーションの記事を共有で
きるかどうかを制御します。iPad および iPhone Viewer 用にソーシャルシェアを使用できます。ただし、この機能は単一雑誌号アプリケーション
または Android Viewer 用には使用できません。ソーシャルシェアのワークフローについては、ソーシャルシェアを使用するを参照してください。

 

「共有を有効にする」を選択すると、iOS 7 デバイスのアクティビティシートに、すべての有効な共有オプションが表示されま
す。現時点では、iOS 7 の共有オプションをオフにすることはできません。
iOS 6 を実行するデバイスでは、Facebook SDK の広告 ID 参照に関する新しい制限により、2014 年 2 月 11 日以降に作成するすべてのアプリ
ケーションでソーシャルシェアメニューが使用できなくなりました。「iOS 6 固有設定」の各オプションは適用外となりました。

v28 アプリケーションでは、パブリケーションに関する情報が含まれた URL を指定します。パブリケーショ
ン URL へのリンクは、ユーザーが保護された記事を共有したときに表示されます。v29 アプリケーションでは、パブリケーション URL は必要な
くなりました。保護された記事が共有されると、完全な記事の URL がリンクに含まれ、ペイウォールのメッセージが表示されるようになりまし
た。
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ページの先頭へ

Enterprise 署名版 Viewer アプリケーション

開発版 Mobileprovision

配布版 Mobileprovision

サイドロード可能な開発版ビルド

プッシュ通知機能を有効にする

アドビのプッシュサーバーを使用する

ページの先頭へ

証明書

 

Apple の規定により、iPad 上で動作するすべてのアプリケーションには、有効な証明書による署名が適用され、使用できる状態に設定されている
必要があります。プロビジョニングセクションでは、mobileprovision ファイルを指定します。生成された Viewer アプリケーションをダウンロー
ドするときに証明書を指定します。
証明書および mobileprovision ファイルの作成について詳しくは、iPad Publishing Companion Guide PDF を参照してください。このファイルは、
ダッシュボードまたは DPS App Builder のヘルプメニューから入手できます。

このオプションは、Enterprise のプロビジョニング証明書を使用して Viewer が組織内でのみ配布さ
れるようにする場合にだけ選択してください。App ID と Enterprise の mobileprovision ファイルを指定します。Enterprise 署名版アプリケーショ
ンでプッシュ通知機能を有効にすることもできます。mobileprovision ファイルには、ワイルドカード以外のバンドル ID を含める必要がありま
す。Enterprise 署名版 iPad Viewer アプリケーションの作成を参照してください。

mobileprovision ファイルは、作成した Viewer App をどの iPad にインストールして使用できるかを指定するファイルで
す。開発版 App の mobileprovision には、UDID と呼ばれる iPad ID のリストが含まれています。

mobileprovision ファイルは、作成した Viewer App をどの iPad にインストールして使用できるかを指定するファイルで
す。

このオプションを選択すると、.folio ファイルを iTunes 経由で手動で開発版 Viewer に追加することができま
す。Folio Producer Organizer で「書き出し」ボタンを使用して作成された（.zip ファイルではなく）.folio ファイルのみ使用できます。

アドビのプッシュ通知機能を有効にするには、このオプションを選択します。このオプションを選択する
と、Viewer App アイコンに赤いバッジが表示され、使用可能な Folio の数が示されます。または、Newsstand でプッシュ通知プロセスがアクティ
ブになります。Newsstand を有効にしている場合、このオプションは必須です。

このオプションを選択すると、アドビのサーバーによってプッシュ通知が処理されます。Apple Developer
サイトで作成した制作証明書とパスワードを指定します。プッシュ通知を設定するには、App ID を設定し、新しい mobileprovision ファイルを作
成し、制作プッシュ通知を作成します。手順について詳しくは、iPad Publishing Companion Guide PDF を参照してください。このファイルは
DPS App Builder のヘルプメニューからダウンロードできます。
このオプションの選択を解除すると（Enterprise アカウントのみ）、サードパーティのプッシュサーバーを選択できます。「プッシュ URL」
フィールドでサーバーを指定します。「カスタムプッシュパラメーター」フィールドで、サーバーに必要な追加のサーバー要求をすべて指定しま
す。プッシュサーバーの基本的な設定要件については、プッシュ通知を参照してください。

ビルドの詳細
Omniture のトラッキング用にプロビジョニングされた Adobe ID を使用してサインインした場合、ユーザーデータのトラッキング用の設定が「ビ
ルドの詳細」ページに表示されます。このデータは自動的に入力されます。Enterprise アカウントのお客様は、このオプションが表示されない場合
はアドビの担当者にお問い合わせください。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

ページの先頭へ

開発版 P12 証明書

開発版 P12 パスワード

ページの先頭へ

開発版 App の送信

アプリケーションの更新

ビルドの削除

すべての必須フィールドの情報またはファイルを指定したら、「ビルドを送信」をクリックし、「完了」をクリックします。
開発版および配布版 App の作成に要する時間の長さは、サーバーの混雑状況によって変化します。

Viewer App のダウンロードとテスト
開発版 Viewer App と配布版 Viewer App にそれぞれ別の証明書が必要です。開発版 App はテスト用です。配布版 App は、開発版によるテストと
承認が済んだ後で Apple に送信するものです。

1. カスタム Viewer ビルドが表示される管理ページで Viewer App を選択します。

2. 開発版 Viewer（.ipa）をクリックして開発版 App をダウンロードします。

3. 開発版 p12 証明書とパスワードを指定し、「ダウンロードして署名」をクリックします。

.p12 ファイルには、証明書の秘密鍵情報が保存されています。.p12 証明書を作成するには、Apple Developer サイトで
証明書を作成してダウンロードしてから、Keychain Access ユーティリティで、その証明書の秘密鍵を .p12 証明書として書き出します。

.p12 証明書の作成時にはパスワードの指定を要求されます。空のパスワードは無効です。空のパスワードを指定し
た場合は、有効なパスワードを入力して .p12 証明書を作成し直す必要があります。

4. 開発版 App（.ipa）を iTunes ライブラリに追加し、iPad Publishing Companion Guide.pdf の手順に従ってアプリケーションをテストしま
す。

5. 開発版 App が設計のとおりに動作することを確認したら、DPS App Builder の管理ページに戻って、配布版 Viewer（.zip）をクリックしま
す。配布証明書情報を指定し、「ダウンロードして署名」をクリックします。

Viewer App の送信と管理
カスタム Viewer をダウンロードしてテストしたら、配布版 Viewer（.zip）を Apple に送信します。

開発版 App が設計のとおりに動作することを確認したら、配布版 App（.zip）を Apple Store に送信します。詳しくは、iPad
Publishing Companion Guide.pdf ファイルを参照してください。

別のアイコンを作成するなどして変更を加える必要が生じた場合は、メインページで Viewer App を選択し、「編集」を
クリックします。作成時に入力した開発者の情報や設定内容が表示されます。必要に応じて変更を加えてから、もう一度ビルドを送信します。以
上の操作でアプリケーションが更新されます。
新しいバージョンの App を Apple に送信する場合、既存の App を編集することも新しく作成することもできます。新しいバージョンの App を作
成したら、以前に構築した App と同じ App ID を基に mobileprovision ファイルを使用できます。バージョン情報は自動的に更新されます。
Viewer のタイプを変更する場合、例えばマルチ Folio アプリケーションをマルチ Folio（iTunes 購読を使用）アプリケーションに変換する場合に
は、既存のアプリケーションを編集することはできません。このような場合は、同じ mobileprovision ファイルを使用して新しいアプリケーション
を作成します。

開発版および配布版 App が不要になった場合は、メインページで Viewer App を選択し、「削除」をクリックします。App に使用し
たのと同じ App ID を基に mobileprovision ファイルを使用すれば、いつでも新しいビルドを作成できます。

165

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/ja_JP/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_jp


iPad 用カスタム Viewer アプリケーションの作成（Single Edition）

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

Single Edition ライセンスを使用して iPad 用のカスタムアプリケーションを作成する手順については、Single Edition 向け Step-by-Step iPad
Publishing Guide（英語のみ）をダウンロードして参照してください。
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Android デバイス用レガシー DPS アプリケーションを作成する

ページの先頭へ

ページの先頭へ

ページの先頭へ

アプリケーション名

アプリケーションのバージョン

レガシー Android アプリケーションと新しいネイティブ Android アプリケーション
Android デバイス用レガシーアプリケーションの作成
アプリケーションの詳細パネル
権利付与の詳細（Enterprise アカウントのみ）
購読の詳細パネル
アイコンとスプラッシュスクリーンパネル
ナビゲーションツールバー（Enterprise アカウントのみ）
プロビジョニング
ビルドの詳細
Android Viewer App のダウンロードとテスト
Viewer App の送信と管理

レガシー Android アプリケーションと新しいネイティブ Android アプリケーション
Android および Amazon デバイス用に、レガシーの AIR ベースのアプリケーションと新しいネイティブ Android アプリケーションの 2 種類のアプ
リケーションを作成できます。この記事では、レガシーの AIR ベースのアプリケーションを作成する方法を説明します。ネイティブ Android アプ
リケーションの作成手順については、Android デバイス用ネイティブ DPS アプリケーションを作成するを参照してください。
機能の比較一覧については、DPS でサポートされる機能のリストを参照してください。

Android デバイス用レガシーアプリケーションの作成
デスクトップの DPS App Builder を使用して、Android デバイス用のレガシー（AIR ベース）のアプリケーションを作成できます。複数 Folio 用の
Viewer アプリケーションを作成できます。単一 Folio 用の Viewer アプリケーションは作成できません。Google Play Store（旧 Android Market）
での App 内購入が利用できます。Android モバイルデバイス用の公開プロセス（英語のみ）を参照してください。
有効なファイルおよび情報を指定することで .apk ファイルが生成されます。正常に動作することを確認した上で、.apk ファイルを Google Play
Store に送信します。
指定する証明書やパスワードなどの情報は、アドビのサーバーには保存されません。サーバー上に置かれるのはアプリケーションファイルのみで
す。

1. 必要なファイルおよび情報を取得します。複数 Folio 用 Viewer のチェックリスト（Android）と Android モバイルデバイス用の公開プロセ
ス（英語のみ）を参照してください。

2. DPS App Builder をダウンロードしてインストールします。
DPS App Builder はDigital Publishing Suite ダッシュボードで入手できます。DPS Desktop Tools の更新時に InDesign CS6 と一緒にインス
トールされます。

3. DPS App Builder を起動し、有効な Adobe ID を使用してサインインします。
DPS App Builder にサインインするために使用する Adobe ID は、アプリケーションの詳細パネルの「タイトル ID」を指定するために使用す
る Adobe ID と異なる可能性があります。

4. 「新規」をクリックし、「Android（レガシー）」を選択して「次へ」をクリックします。

5. 画面の指示に従ってファイルと情報を指定します。

アプリケーションの詳細パネル
アプリケーションの詳細パネルでは、Viewer の名前とアカウント ID 情報を設定します。

App アイコンの下に表示される Viewer 名を設定します。末尾が省略されないように、13 文字以下を目安として名前を付ける
ことをお勧めします。

Viewer 名をテストするには、Android のホーム画面にブックマークを追加します。

最新の Viewer を指定します。
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アプリケーションのタイプ

マルチ Folio

マルチ Folio（権利付与を使用）

利用可能なライブラリビュー

タイトル（ライブラリビュー）

タイトル ID／パスワード

厳密なレンディションのロジックの使用

お気に入りを有効にする

Folio のスクロールバーを自動的に隠す

左右のホットゾーンナビゲーションを有効にする

ホットゾーンを有効化して Folio ビューコントロールを表示

解析オプトインダイアログを表示

カスタマイズした文字列を使用

ページの先頭へ

注意：

インテグレーター ID

DPS App Builder には、バックアップ用に前のバージョンが含まれています。
Viewer タイプを指定します（カスタム Viewer アプリケーションの種類を参照）。使用できるオプションはアカウント

の種類によって異なります。
複数 Folio のライブラリを備えた Viewer アプリケーション。Adobe Distribution Service 上に提供されるコンテンツをユー

ザーがダウンロードできます。
（Enterprise アカウントのみ）どのユーザーにコンテンツのダウンロードを許可するかを決定するために

独自の権利付与サーバーを使用する Viewer アプリケーションを作成します。このオプションを選択する場合は独自の購読サービスを使用
する必要があります。

ライブラリをグリッド表示のみ、カバー表示のみ、その両方のいずれで表示するかを示します。グリッド表示で
は、1 ページにつき 8 つの Folio が表示されます。カバー表示では、1 ページにつき 1 つの Folio が表示されます。小型のデバイスでは、カバー表
示のみを許可することを望む発行者もいます。

ライブラリの上部に表示される Viewer タイトルを設定します。最良の結果を得るために、長さは 35 文字以内に
することをお勧めします。このとき、英数字のみを使用してください。アポストロフィー（‘）などの特殊文字は使用しないでください。Android
デバイスで予期しない結果が生じる場合があります。

そのアプリケーションに使用する適切な Adobe ID とパスワードを指定します。このアプリケーション用の Folio を公開
するために使用する Adobe ID と同じものを指定します。アカウント管理ツールで、Adobe ID にアプリケーションロールが割り当てられているこ
とを確認します。
詳細オプション

デフォルトでは、Android デバイスの Viewer ではどのサイズの Folio も表示されます。Viewer でデバイ
スサイズと一致する Folio のみが表示されるようにするには、DPS App Builder でオプションを選択します。現時点で、厳密なレンディションのロ
ジックは7 インチのデバイスにのみ適用されます。このオプションは、主に iOS Folio レンディションが 7 インチの Kindle Fire デバイスに表示さ
れるのを避ける場合に便利です。1232x752 の Folio などの Android 用レンディションを作成した場合、Google Play Store 向けの Viewer の作成時
に厳密なレンディションを有効にしないでください。

ユーザーがお気に入りの記事をアプリケーションにブックマークできるようにするには、このオプションを選択します。
有効になっている場合、Viewer のナビゲーションバーの右上隅にお気に入りアイコンが表示されます。 

デフォルトでは、6 ピクセルのスクロールバー領域は Folio 内の記事の右側に表示されます。このオプ
ションを選択した場合、スクロールバーはユーザーが記事をスクロールしているときにだけ表示されます。

このオプションを選択すると、目に見えないホットゾーンがすべての記事（記事が水平方向にの
みスクロールされる場合はすべてのページ）の左右に配置されます。ホットゾーンをタップすることで、次の記事や前の記事に移動できます。
ホットゾーンは、スライドショーなどのフルスクリーンのオーバーレイで特に便利です。ホットゾーンは iPhone Viewer 用には使用できません。
ホットゾーン領域にボタンが表示される場合、領域をタップすることでボタンをトリガーできます。ホットゾーン領域に表示されるその他のオー
バーレイの場合、領域をタップすることでホットゾーンをトリガーできます。

このオプションを選択した場合、ページの上部と下部にあるホットゾーンをタップす
ると、ナビゲーションバーが表示されます（「HUD」ともいいます）。ホットゾーン以外の場所をタップしても、ナビゲーションバーは表示され
ません。
ボタンは Folio ビューのホットゾーンより優先され、Folio ビューのホットゾーンは左右のホットゾーンより優先され、Folio ビューのホットゾーン
はボタン以外のすべてのオーバーレイより優先されます。

このオプションを選択すると、ユーザーはデータの追跡をオプトアウトできます。Viewer アプリケーションの
ライブラリ設定を使用して、いつでもオプトインできます。このオプションは、データの追跡をユーザーがオプトアウトできるように義務付けら
れている地域で特に便利です。

Viewer に保存されているすべての文字列を、サポートされているすべての言語でカスタマイズできます。例え
ば、ライブラリのボタンテキストおよびダイアログボックスのテキストをカスタマイズできます。このオプションを選択し、「テンプレートを生
成」をクリックして XML テンプレートを Documents フォルダーにダウンロードします。この XML ファイルを編集して、DPS App Builder で指定
できます。以前のバージョン用に作成した Viewer を編集する場合、最適な結果を得るには、最新のテンプレートをダウンロードして編集します。
XML ファイルを編集する際、各 UI 要素には 1 つの <key name> と複数の言語文字列（英語の場合は <en> など）が含まれています。言語コード
内のテキストを編集し、<key name> 文字列は変更しません。

権利付与の詳細（Enterprise アカウントのみ）
Viewer タイプとして「権利付与」を選択すると、次のオプションが表示されます。

カスタムの権利付与サーバーの設定について詳しくは、アドビの担当者にお問い合わせください。

権利付与アカウントがアドビのサーバー上でプロビジョニングされると、アドビからインテグレーター ID が発行されます。
このオプションを使用できるのは DPS Enterprise のお客様のみです。インテグレーター ID について詳しくは、アドビの担当者にお問い合わせく
ださい。
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アカウントを作成する場合の URL（オプション）

パスワードを忘れた場合の URL

アプリケーション ID とバージョンを送信する

権利付与バナーを有効にする

バナーページの URL

オフラインのバナーアセット

バナーの高さ

ページの先頭へ

横置き購読のタイル画像

縦置き購読のタイル画像

カスタム購読ダイアログ URL（オプション）

ページの先頭へ

36x36/48x48/72x72 アイコン

注意：

横置きのスプラッシュスクリーン

縦置きのスプラッシュスクリーン
HTML 用オプショナルフォント ZIP

ページの先頭へ

ページの先頭へ

発行者を通じて購読を申し込める URL を指定します。この URL は、ユーザーが Viewer で「今
すぐ購読」ボタンをタップしたときに使用されます。

パスワードを忘れたユーザーがパスワードを回復する場合に使用する URL を指定します。
Viewer アプリケーションの ID およびバージョン文字列を権利付与 API 呼び出しに含めて送信する

ことを許可する場合は選択します。
このオプションを選択すると、Viewer ライブラリの全幅にわたって購読バナーが表示されます。Android Viewer で

は、権利付与バナーは購読バナーの上に表示されます。
Viewer ライブラリの上部に表示されるコンテンツを含む URL を指定します。

インターネットに接続されていないときにバナーとして表示するアセットを含む .zip ファイルを指定しますこの .zip
ファイルには、HTML ファイル 1 つと画像ファイル 1 つ以上を含め、CSS ファイルは含めません。.zip ファイルにはサブフォルダーを含めること
ができません。すべてのコンテンツは同じレベルにある必要があります。

Viewer ライブラリに表示されるバナーの高さを、固定サイズまたはライブラリ領域に対するパーセントで指定します。値は 1 ～
1280 の範囲で指定できますが、表示されるバナーの高さがライブラリ領域の 40％を超えることはできません。

購読の詳細パネル
このパネルを使用してAmazon 購読用の Viewer を設定します。

.png 拡張子が付いた 467 x 120 ピクセル（推奨）のボタン画像を指定します。この画像は、デバイスを横向きにしたと
きにライブラリに表示されます。

.png 拡張子が付いた 255 x 145 ピクセル（推奨）のボタン画像を指定します。この画像は、デバイスを縦向きにしたと
きにライブラリに表示されます。

購読のタイル画像がタップされたときに App 内のブラウザーウィンドウに表示される URL を指定
します。この Web ページには、購読に関係のないメッセージが含まれていてもかまいません。ユーザーが購読を購入する前後にこのダイアログ
ボックスを表示するかどうかを指定します。

アイコンとスプラッシュスクリーンパネル
このパネルを使用して、Google Play Store、Amazon Appstore または Android デバイスで表示されるアプリケーションのアイコンやスプラッシュ
スクリーンを指定します。

指定したアイコンは、Viewer をインストールした Android のホーム画面と、アプリケーションストアに表示されま
す。PNG 形式で 36x36、48x48、72x72 ピクセルのアイコンを指定します。小さいアートワークを拡大して使用することは避け、72 ppi、RGB、
分割・統合済みの高品質な PNG ファイルを使用してください。

画像ファイル名の .png 拡張子は必ず指定してください。

Viewer の起動時にはスプラッシュスクリーンが約 3 秒間表示されます。1280x800、1920x1200 または
2048x1536 の、72 ppi、8-bit PNG ファイルを指定します。
スプラッシュスクリーンは、すべての Android デバイスで共通に使用されます。画面サイズの小さいデバイス（例：800x600）でもデザインの主
要部分が確実に表示されるように注意し、周辺部分は裁ち落とし領域と考えてください。小さいデバイス上では、スプラッシュスクリーンの周辺
部分は断ち切れて表示されます。
最良の結果を得るために、スプラッシュスクリーンと表紙には異なる画像を使用することをお勧めします。表紙とスプラッシュスクリーンを同じ
画像にすると、起動時に App がフリーズしたと誤解される可能性があります。

800 x 1280、1200 x 1920 または 1536 x 2048 の、72 ppi、8-bit PNG ファイルを指定します。
HTML スタックまたは Web ビューオーバーレイのテキストにフォントを適用した場合は、それらのフォント

を Folio または Viewer のいずれかに含めます。Viewer に含める場合は、フォントを圧縮して 1 個の .zip フォルダーにします。.zip ファイルには
サブフォルダーを含めることができません。すべてのコンテンツは同じレベルにある必要があります。

ナビゲーションツールバー（Enterprise アカウントのみ）
このパネルでは、カスタム Viewer のライブラリ下部に表示するナビゲーションツールバーをカスタマイズできます。Android Viewer のナビゲー
ションツールバーについては、75x43、98x52 または 214x114 ピクセルのアイコンを指定できます。ナビゲーションツールバー（Enterprise アカ
ウントのみ）を参照してください。

プロビジョニング
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

アプリケーション ID

注意：

ページの先頭へ

開発版 App のテスト

ページの先頭へ

ページの先頭へ

開発版 App の送信

ビルドの更新

ビルドの削除

そのアプリケーションに固有のアプリケーション ID を指定します。可能であれば、「com.publisher.publication」など、逆の
ドメイン構文を使用します。使用できる文字は、ピリオド、ハイフンおよび基本的な半角英数字（a ～ z、A ～ Z、0 ～ 9）のみです。

以前のバージョンでは、「air.」のプリフィックスがアプリケーション ID に追加されました（「air.com.adobe.dpstips」など）。Amazon
Appstore に送信済みのアプリケーションに「air.」のプリフィックスが含まれている場合、これを DPS App Builder でアプリケーション ID に追加
します。Amazon Appstore の既存のアプリケーション ID を表示するには、Amazon Developer Portal にサインインしてアプリケーションを開
き、Binary File タブをクリックして「Package」設定を表示します。

ビルドの詳細
すべての必須フィールドの情報またはファイルを指定したら、「ビルドを送信」をクリックし、「完了」をクリックします。
開発版および配布版 App の作成に要する時間の長さは、サーバーの混雑状況によって変化します。

.apk ビルドをダウンロードし、1 つまたは複数の Android デバイス上に追加して App のテストを実施します。作業手順につ
いては、Android モバイルデバイス用の公開プロセス（英語のみ）を参照してください。

Android Viewer App のダウンロードとテスト
生成された .apk ファイルをダウンロードすると、証明書情報を指定するように促すプロンプトが表示されます。Google の規定により、Android デ
バイス上で動作するすべてのアプリケーションには、有効な証明書による署名が適用されている必要があります。この証明書の作成手順について
は、Android モバイルデバイス用の公開プロセス（英語のみ）を参照してください。

1. カスタム Viewer ビルドが表示される管理ページで Viewer App を選択します。

2. Android インストーラー（.apk）をクリックして Android Viewer App をダウンロードします。

3. 開発版 p12 証明書とパスワードを指定し、「ダウンロードして署名」をクリックします。

4. .apk ファイルを 1 つまたは複数の Android デバイスに追加します。

Viewer App の送信と管理
カスタム Viewer のダウンロードとテストの完了後、配布版 Viewer（.zip）を Google Play Store に送信します。

開発版 App が設計のとおりに動作することを確認したら、App（.apk ファイル）を Google Play Store に送信します。作業手
順については、Android モバイルデバイス用の公開プロセス（英語のみ）を参照してください。

別のアイコンを作成するなどして変更を加える必要が生じた場合は、メインページで Viewer App を選択し、「編集」をクリックし
ます。作成時に入力した開発者の情報や設定内容が表示されます。必要に応じて変更を加えてから、もう一度ビルドを送信します。以上の操作で
アプリケーションが更新されます。

開発版および配布版 App が不要になった場合は、メインページで Viewer App を選択し、「削除」をクリックします。
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iOS Viewer と Android Viewer の違い

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

Android デバイスでは、レガシーの AIR ベースの Viewer と新しいネイティブ Viewer の 2 種類の DPS Viewer を利用できます。iPad Viewer で動
作する機能の一部は、この 2 種類の Android Viewer の一方または両方でサポートされていません。

Web コンテンツオーバーレイと HTML 記事は、Android Viewer で完全にはサポートされていません。モバイル Safari で動作する HTML コン
テンツは、他のデバイスのブラウザーでは動作が異なる場合があります。HTML5 ストレージは Android ではサポートされていませ
ん。Android Viewer 向けの記事の作成（英語のみ）を参照してください。
iOS と Amazon Appstore 用の購読がサポートされていますが、Google Play Store 用にはサポートされていません。
iOS の Viewer 上に表示できるのは、縦横比が4:3（iPad）または 3:2/16:9（iPhone）の Folio のみです。Folio のコンテンツは、画面に合わ
せて拡大縮小されます。ただし、Android Viewer では任意の Folio のサイズで表示されます。コンテンツは、必要に応じて拡大されたりレ
ターボックスが表示されます。

プッシュ通知は Android ではサポートされていません。
Web Viewer によるソーシャルシェアは Android ではサポートされていません。
単一 Folio アプリケーションは Android ではサポートされていません。
セクションは Android ではサポートされていません。
パノラマは Android ではサポートされていません。
インラインビデオはネイティブの Android Viewer でサポートされていますが、レガシーの AndroidViewer ではサポートされていません。

Viewer のタイプごとにサポートされる機能の比較一覧については、DPS でサポートされる機能のリストを参照してください。

Android デバイス用 DPS アプリケーションの作成について詳しくは、以下を参照してください。

Android デバイス用ネイティブ DPS アプリケーションを作成する
Android および Amazon デバイス用 DPS アプリケーションを作成する
Android および Amazon 用 DPS アプリケーション公開プロセスガイド（英語のみ）

関連トピック
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カスタムバージョンのテスト用 Adobe Content Viewer の作成

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

Professional アカウントまたは Enterprise アカウントをご利用の場合、DPS App Builder を使用して独自のバージョンの iPad 用 Adobe Content
Viewer を作成できます。独自のカスタム Content Viewer を構築できれば、新バージョンの Folio Producer ツールがリリースされた時に特に便利
ですが、Adobe Content Viewer は Apple の承認待ちです。

Enterprise アカウントを使用してサインインすると、社内で配布できる Enterprise 署名版アプリケーションを作成できます。Enterprise 署名版アプ
リケーションを作成していない場合、Adobe Content Viewer は、デバイス ID（UDID）が開発版 mobileprovision ファイルで指定されている iPad
でのみ利用できます。この場合、競合を避けるため、他の開発アプリケーションで使用されていない mobileprovision ファイルを使用するのが最適
です。mobileprovision ファイルの作成について詳しくは、Publishing Companion Guide for the iPad PDFを参照してください。

1. Professional または Enterprise アカウントを使用して DPS App Builder にサインインします。

2. DPS App Builder で「新規」をクリックし、「iPad」を選択して「次へ」をクリックします。

3. 「Viewer バージョン」は「Adobe Content Viewer」を選択します。「次へ」をクリックします。

4. 次のいずれかの操作を行い、「次へ」をクリックします。

（Professional）開発版 mobileprovision ファイルを指定します。競合を避けるため、別の開発アプリケーションで使用されていない
mobileprovision ファイルを作成します。

（Enterprise）「エンタープライズ署名付きビルド」を選択した場合、対象のアプリケーション ID （「com.publisher.viewer」など）と
Enterprise mobileprovision ファイルを指定します。Apple Developer サイトで使用したアプリケーション ID と同じ ID を使用して
Enterprise mobileprovision ファイルを作成します。Enterprise 署名版アプリケーションについて詳しくは、Enterprise 署名版 iPad
Viewer アプリケーションの作成を参照してください。

5. 「次へ」をクリックし、画面の指示に従います。

6. Adobe Content Viewer をダウンロードして署名します。

7. 必要に応じて、Adobe Content Viewer（content-viewer.ipa）を配布できるようにします。

Adobe Content Viewer をインストールするには、content-viewer.ipa ファイルを iTunes ライブラリにドラッグしてから iPad と同期します。

App Store 版の Adobe Content Viewer を削除する必要はありません。iPad には異なるバージョンの Adobe Content Viewer をインストールしてお
くことができます。実際、異なるアカウントを使用して 2 つの Viewer にサインインすることも可能です。

開発版 mobileprovision ファイルの有効期限が切れると、Adobe Content Viewer は使用できなくなります。

関連トピック

172

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/ja_JP/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_jp
http://help.adobe.com/ja_JP/ppcompdoc/Adobe_Publishing_Companion_Guide_for_iPad.pdf
http://idiom-q-win-1/content/help/jp/digital-publishing-suite/help/creating-enterprise-signed-viewer-app.html#creating_an_enterprise_signed_viewer_app
http://idiom-q-win-1/content/help/jp/digital-publishing-suite/help/creating-enterprise-signed-viewer-app.html#creating_an_enterprise_signed_viewer_app
http://idiom-q-win-1/content/help/jp/digital-publishing-suite/help/creating-enterprise-signed-viewer-app.html#creating_an_enterprise_signed_viewer_app
http://idiom-q-win-1/content/help/jp/digital-publishing-suite/help/creating-enterprise-signed-viewer-app.html#creating_an_enterprise_signed_viewer_app
http://idiom-q-win-1/content/help/jp/digital-publishing-suite/help/creating-enterprise-signed-viewer-app.html#creating_an_enterprise_signed_viewer_app


非公開配布のための Viewer アプリケーションの作成

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

Digital Publishing Suite の Enterprise Edition をお持ちの場合は、社内配布限定の iPad および iPhone アプリケーションを作成できま
す。Enterprise 署名版 Viewer アプリケーションは、社内だけで配布されます。Apple Store からはダウンロードされません。
Enterprise 署名版 Viewer アプリケーションを作成するには、Apple の iOS Developer Enterprise Program のサブスクリプションが必要で
す。Apple のエンタープライズサブスクリプションを購入すると、開発アプリケーション用デバイス 100 台の制限がなくなります。

Digital Publishing Suite を使用したエンタープライズ iOS Viewer アプリケーションの配布（英語のみ）

1. Enterprise ID を使用して Apple iOS Dev Center にサインインし、Enterprise .p12 証明書および mobileprovision ファイルを作成します。

2. Folio Producer Web クライアントで、「無料」と「公開」の設定を使用して社内用アプリケーションに含める Folio を発行します。

3. DPS App Builder で、基本情報パネルとスプラッシュスクリーンパネルに詳細を指定します。

4. DPS App Builder の「証明書」セクションで、開発用と配布用の .p12 証明書、パスワード、mobileprovision、およびプッシュ通知情報を指
定します。（プッシュ通知を有効にする場合、mobileprovision ファイルにワイルドカードバンドル ID を含めることはできません。）
配布版の詳細は社内用アプリケーションに不要なので、Apple Store に送信しないようにします。

5. 「エンタープライズ署名 ID」オプションを選択し、「対象のアプリケーション ID」を指定します。
通常、対象のアプリケーション ID の形式は「com.publisher.publication」です。

6. アプリケーションを構築し、開発版テスト Viewer（.ipa）ファイルをダウンロードします。

7. 電子メールまたはサーバーを通じて mobileprovision ファイルと .ipa ファイルを配布します。各ユーザーに指示し、両方のファイルを各自の
iTunes ライブラリにドラッグし iPad と同期してインストールしてもらいます。

詳しい手順については、Digital Publishing Suite を使用したエンタープライズ iOS Viewer アプリケーションの配布（英語のみ）を参照してくださ
い。

Viewer アプリケーションを組織の従業員や
構成員に、アプリケーションストア経由では
なく、直接デプロイする方法を説明しま
す。... 詳細
http://adobe.ly/GAYV5A

提供者 Derek Lu

専門知識を投稿：
Adobe Community Help

173

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/ja_JP/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_jp
http://developer.apple.com/jp/programs/ios/enterprise/
http://adobe.ly/GAYV5A
http://adobe.ly/GAYV5A
http://adobe.ly/GAYV5A
http://adobe.ly/GAYV5A
http://adobe.ly/GAYV5A
http://adobe.ly/GAYV5A
http://www.adobe.com/jp/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/jp/community/publishing/download.html


購読と権利付与

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

App 内での購読オプションが iOS と Amazon で使用できるようになりました。Apple の購読モデル（Professional および Enterprise）やカスタム
の権利付与サーバー（Enterprise のみ）など、様々な購読オプションを利用できます。
Apple および Amazon 購読
iOS または Amazon 購読を通じてアプリケーションを購読すると、発行日が開始日から終了日の間に該当するすべての Folio の権利がユーザーに
付与されます。また、最初の購読時点で公開されている最新の Folio の権利も付与されます。例えば、11 月 10 日に 6 か月の購読にサインアップ
した場合、開始日は 11 月 10 日になり、終了日は 5 月 10 日になります。購読後、ユーザーはその時点で公開されている最新の Folio と、発行日
が 11 月 10 日から 5 月 10 日の間に当たる Folio をダウンロードできます。購読を更新しなくても、ユーザーはこの 6 か月間のコンテンツの権利
を保有できます。
ベストプラクティスとして、Folio Producer Organizer を使用して Folio の発行日設定を管理してください。3 か月に 1 度雑誌を発行する場合は、
実際の Folio の発行日が毎回異なる日付であっても、発行日設定では 1 月 1 日、4 月 1 日、7 月 1 日、10 月 1 日のように一貫した日付を使用して
ください。一貫した発行を継続している限り、購読者にはコンテンツの権利が適切に付与されます。
カスタム iPad Viewer アプリケーションの購読および権利付与の設定については、iPad Publishing Companion Guide PDF（英語のみ）を入手して
ください。
カスタム権利付与サーバー
独自のサイトから購読を管理するカスタム権利付与サーバーの設定について詳しくは、アドビの担当者にお問い合わせください。開発者向けのコ
ンテンツは、Digital Publishing Suite デベロッパーセンター（英語のみ）でも利用可能です。
制限付き配布
制限付き配布の目的は、ユーザーのプロファイルや資格情報に基づいて、ユーザーの少数グループのみがコンテンツを利用できるようにすること
です。デフォルトでは、一部の Folio のみがユーザーに表示されます。ユーザーがアプリケーションにサインインした後にのみ、その他の Folio が
ユーザーに表示されます。表示される Folio はユーザーのサインイン資格情報に基づいて選定されます。制限付き配布について詳しくは、Digital
Publishing Suite を使用した制限付き配布（英語のみ）をご覧ください。

174

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/ja_JP/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_jp
http://help.adobe.com/ja_JP/ppcompdoc/Adobe_Publishing_Companion_Guide_for_iPad.pdf
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/restricted-distribution-with-digital-publishing-suite.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/restricted-distribution-with-digital-publishing-suite.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/restricted-distribution-with-digital-publishing-suite.html


カスタムライブラリの作成（Enterprise）

  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

Enterprise アカウントをご利用の発行者は、作成したカスタムライブラリでデフォルトの Viewer ライブラリを置き換えることができます。

1. カスタムライブラリに使用する HTML コードを格納した .zip ファイルを作成します。HTML ファイルの作成について詳しくは、個別のライ
ブラリとストア機能の実装（英語のみ）を参照してください。

2. DPS App Builder で権利付与 Viewer を作成または編集します。

3. DPS App Builder の「ナビゲーションツールバー」セクションで、「ツールバーおよびカスタムアイコンのカスタマイズとテスト」の下にあ
る黒いバーのライブラリアイコンをクリックします。

4. 「Use Custom Viewer Library」の横のアイコンをクリックし、作成した HTML コードを含む .zip ファイルを指定します。

カスタムライブラリの作成について詳しくは、Derek Lu 氏による DPS デフォルトライブラリの HTML 実装の作成（英語のみ）を参照してくださ
い。
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解析とサービス
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DPS の解析

別の種類のレポートの表示

日付範囲の変更

Folio の指定

レポートの更新

DPS ダッシュボードの「解析」ページでは、カスタム Viewer アプリケーションのユーザーデータをトラックできます。Professional または
Enterprise アカウントで Adobe Digital Publishing Suite のサブスクリプションを購入すると、ご使用のすべてのアプリケーションを対象
に、Omniture® による基本的な解析を行えるようになります。この解析データでは、ダウンロードおよび購入された雑誌号の数、人気のコンテン
ツおよび広告と、アプリケーションのインストール数を知ることができます。ベース解析にはデバイスやオペレーティングシステムなど、様々な
種類のレポートが大量に含まれています。Omniture SiteCatalyst® アカウントをお持ちの場合は、より詳細なユーザーデータを利用できるようにな
ります。
すべての Professional および Enterprise アプリケーションは、単一 Folio や複数の Folio のアプリケーションを含め、すべての種類のアプリケー
ションのための匿名の利用データを収集します。このデータは、ユーザーがオンラインまたはオフラインのどちらのときでも収集されます。解析
データ収集の中止をユーザーに許可する必要がある場合、DPS App Builder でアプリケーションを構築するときにオプトインオプションを有効にで
きます。解析データは、Single Edition ライセンスで作成されたアプリケーションでは収集されません。
解析データが「::unspecified::」と表示されないようにするには、記事のプロパティですべての記事のタイトルを指定します。また、解析データ
の解釈が簡単になるように、可能な限り、オーバーレイには実物に即した名前を付けてください。例えば、「Button 4」の代わりに「Twitter
Link」を使用します。

解析リソース
ホワイトペーパー

解析について詳しくは、Digital Publishing Suite 解析チュートリアル（PDF）を参照してください。
解析の最適化について詳しくは、Adobe® Digital Publishing Suite の 解析サービス（PDF）（英語のみ）を参照してください。
SiteCatalyst 解析ツールの使用方法については、Adobe® SiteCatalyst デジタルパブリッシングレポートガイト（英語のみ）を参照してくだ
さい。

SiteCatalyst ビデオ
DPS 解析：入門
DPS 解析：SiteCatalyst の基本
DPS 解析：Site atalyst レポートおよびダッシュボード

Omniture 解析の設定
Digital Publishing Suite サブスクリプション（Professional または Enterprise）にサインアップすると、マスターアカウント ID が割り当てられ、こ
の ID でアカウント管理ツールを使用できます。このツールを使用して、Adobe ID に「アプリケーション」ロールを割り当てます。そのプロセス
の一環として、Omniture 解析を有効にするために必要な情報を指定します。この情報を指定すると、最大 5 日間、解析を有効にすることができま
す。アカウント管理ツールを参照してください。
SiteCatalyst アカウントが正しく設定されていないと考えられる場合は、アドビの担当者にお問い合わせください。ゴールドサポートの問い合わせ
先情報は、DPS ダッシュボードに表示されています。
Omniture® SiteCatalyst® のアカウントをお持ちの場合は、my.omniture.com で Omniture SiteCatalyst の全機能にアクセスできます。
解析データの表示

1. Adobe Digital Publishing Suite ダッシュボードにサインインします。
アプリケーションロールを使用してプロビジョニングされた Adobe ID アカウントだけが解析ページを表示できます。解析を表示するに
は、Folio Builder パネルで使用するのと同じ Adobe ID を使用してカスタム Viewer App のコンテンツをアップロードします。

2. 「解析」をクリックしてベースライン解析レポートを表示します。
カスタム Viewer アプリケーションに関するレポートが読み込まれます。

3. 解析データを表示するには、必要に応じて次の操作を行います。

解析ページの左側で、カテゴリーを選択し、別の種類のレポートをクリックします（例：「Folio」／「合計利用
時間」）

「開始日」および「終了日」カレンダーアイコンを使用して日付の範囲を指定します。次に「更新」をクリックします。

一部のレポートでは、解析に別の Folio を選択できます。

データを更新するにはこのオプションをクリックします。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

データの書き出し

累積設定

現在のレポートについてファイルに書き出すには、「データの書き出し」をクリックします。スプレッドシートでその
データファイルを開くことができます。

標準オーディエンスで、「累積設定」をクリックします。Folio の横にあるレンチアイコンをクリックし、Folio の開始日と公開頻
度を指定します。例えば、Folio を毎月 15 日に公開する場合は、最初の Folio の開始日を設定してから各 Folio に「月次」を選択できます。
その後、データを解析するために、累積セッションや読者ごとの累積利用時間などのレポートをクリックできます。

 
カスタム Viewer App に関する解析データ

4. 課金対象のダウンロード数に関する情報が含まれた .csv ファイル（表計算シートアプリケーションで表示可能）をダウンロードするには、
「購読提供数レポート」をクリックします。
この .csv ファイルには、Adobe Distribution Service からのダウンロード数が含まれており、このダウンロード数が課金対象になります。
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アカウント管理ツール

ページの先頭へ

注意：

管理者

アプリケーション

DPS アカウントについて
アカウント管理ツールを使用したロールの割り当て

アプリケーションアカウントの設定

購読提供数バンドルのステータス受信のオプトイン

アカウント管理ツールによって、会社内の管理者がアカウントの作成および承認作業を実行できます。アカウントには 3 種類のロールを割り当て
ることができ、その管理はすべて Adobe ID に基づいて行われます。

Adobe ID について詳しくは、DPS での Adobe ID の使用を参照してください。

DPS パブリッシングアカウントの概要と基本的なタスクについては、Adobe DPS 概要ガイド（PDF）を参照してください。

 
アカウント管理ツール 
A. アプリケーションのロールが割り当てられている委任アカウント B. ロールが割り当てられていない委任アカウント（推奨されません） 

DPS アカウントについて
Digital Publishing Suite のサブスクリプションを購入するときに、会社のアカウントの 1 つに管理者のロールが割り当てられます。これをマスター
アカウントと呼びます。マスターアカウントは、アカウント管理ツールには表示されません。また、削除も編集もできません。マスターアカウン

トをアプリケーションアカウントとして使用することはできません。Folio の公開には別の Adobe ID を使用してください。

マスターアカウントを使用してアカウント管理ツールにサインインすると、他のアカウントに委任ロールを割り当てることができます。委任ロー

ルは、割り当てを行ったマスターアカウントと直接に関連付けられています。個々の委任アカウントでは、それぞれ異なる電子メールアドレスを

使用する必要があります。DPS を利用するための確認が完了していない既存の Adobe ID に基づいて、委任ロールを割り当てることができます。
または、既存の電子メールアカウントに基づいて新しい委任 Adobe ID を作成できます。しかし、DPS を利用するための確認が完了している
Adobe ID から委任アカウントを作成することはできません。

いったん委任アカウントとして使用された Adobe ID（および電子メールアドレス）は、委任アカウントとの関連付けを簡単に解除することはでき
ません。

個人の電子メールアドレスに対する委任アカウントの割り当ては慎重に行ってください。委任アカウントとなった Adobe ID で実行できる
デジタルパブリッシング作業は、該当する会社のものだけです。Adobe ID を削除すると、その Adobe ID では DPS の機能をいっさい使用できな
くなります。

どの会社のアカウントにも関連付けられていない Adobe ID は、デザイナーアカウントと呼ばれます。デザイナーアカウントは
https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html で作成できます。

Adobe ID と関連付けられている電子メールアカウントの変更方法については、Adobe ID と関連付けられている電子メールの変更（英語のみ）を
参照してください。

委任ロールの種類

委任アカウントを会社に追加した後は、そのアカウントにロールを 3 つまで割り当てることができます。

管理者ロールはマスターアカウントに割り当てられていますが、他のアカウントにも管理者ロールを割り当てることができます。管理者

ロールを割り当てたアカウントでは、アカウント管理ツールを使用できるようになります。

アプリケーションロールでは、公開される Folio にカスタム Viewer を関連付けることができます。カスタム Viewer を作成する
たびに異なる Adobe ID を使用してください。ただし、個人の Adobe ID を使用することはお勧めできません。例として複数の種類のクッキング雑
誌を発行する場合を考えると、グリル料理の雑誌には dps.grillcooking@cooktoday.com、クレオール料理の雑誌には
dps.creolecooking@cooktoday.com というように、それぞれ異なる Adobe ID を取得します。
Folio を作成して公開したり、解析を表示したりするには、アプリケーションアカウントを使用します。DPS App Builder でアプリケーション ID
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DPS App Builder

ページの先頭へ

を指定すると、作成したカスタム Viewer に、このアカウントで公開した Folio が表示されるようになります。

DPS App Builder アカウントを使用して DPS App Builder にサインインし、カスタム Viewer アプリケーションを作成できま
す。アプリケーションアカウントと DPS App Builder アカウントには両方同じ Adobe ID を使用することもできます。また、DPS App Builder アカ
ウントは 1 つだけ作成し、複数のアプリケーションアカウントを使用してアプリケーションを作成することもできます。

アカウント管理のベストプラクティス

委任アカウントには、会社のドメインを使用して委任アカウント専用の電子メールアドレスを作成することをお勧めします。例えば、クッキング

雑誌の出版社であれば次のようなアカウントを作成します。

アプリケーションアカウント：dps.grillcooking@cooktoday.com、dps.creolecooking@cooktoday.com、dps.frenchcooking@cooktoday.com

DPS App Builder アカウント：dps.builder@cooktoday.com

管理者アカウント：dps.admin@cooktoday.com

ロールを割り当てない委任アカウント：dps.janedoe@cooktoday.com

この場合、サインインして 3 つの雑誌 Viewer アプリケーションを公開する作業に使用する DPS App Builder アカウントは 1 つだけです。これと
は別の管理方法として、アプリケーションロールと DPS App Builder ロールを同じアカウントに割り当てるようにすることもできます。

この例では、Jane Doe というユーザーのために特別な委任アカウントが作成されています。Jane は、このアカウントを使用して、この出版社独
自の情報を公開します。Jane は、この特定の出版社のコンテンツを作成する目的にのみ、このアカウントを使用します。

個人デザイナーの Adobe ID を、管理ツールを使用して作成または会社に割り当てることはしないでください（ただし、アカウントをその会社の
DPS ツール作業専用にする意図がある場合は問題ありません）。個人デザイナーは、DPS ダッシュボード
（https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html）を使用して有効な Adobe ID を作成できます。

委任アカウントは、マスターアカウントの影響を直接受けます。マスターアカウントが閉鎖された場合は委任アカウントもすべて閉鎖されます。

委任アカウントでコンテンツをダウンロードすると、その料金はマスターアカウントに課金されます。委任アカウントでコンテンツを公開する

と、その料金はダウンロードとしてマスターアカウントに課金されます。

DPS のアカウント、ロールおよびツール

他の Adobe ID からの Folio の移行

DPS サブスクリプションの利用を開始する前に Adobe ID を使用して Folio を構築する場合、以前の Adobe ID にアプリケーションロールを割り当
てることができない場合があります。その場合は、新しい委任アカウントにアプリケーションロールを割り当てて、新しい Folio を作成する必要が
あります。新しい Folio に記事を追加する方法は 2 つあります。

読み込みができるようにソースファイルの構造を設定されており、sidecar.xml ファイルが作成されている場合は、簡単に Folio を再構築でき
ます。読み込む記事のフォルダー構造の設定を参照してください。

「共有」コマンドを使用して、古い Adobe ID の Folio を新しい Adobe ID で共有します。そして Folio Producer Organizer の「コピー」コマ
ンドを使用して、共有された Folio を新しいアカウントにコピーします。別のコンピューターから共有している場合は、ソースファイルを
パッケージ化して移し、記事のリンクを再設定します。

アカウント管理ツールを使用したロールの割り当て

1. Adobe Digital Publishing Suite ダッシュボードにサインインします。

2. 「アカウント管理」をクリックします。

「アカウント管理」オプションを選択できない場合は、サインインに使用したアカウントに管理者権限がありません。プライマリアカウント

ID でサインインしてアカウント管理ツールにアクセスできない場合は、アドビの担当者またはゴールドサポートに問い合わせてください
（DPS ダッシュボードにサインインするとテクニカルサポートの電話番号が一覧表示されます）。プライマリアカウントが有効になった
ら、サインインして追加の管理者アカウントを有効にすることができます。

3. アカウント管理パネルで、「新規ユーザーを追加」をクリックします。

4. 新規ユーザーダイアログボックスで、次のいずれかの操作を行います。

この記事は、マーケティング部門、クリエイ

ティブ部門、IT 部門の管理者が企業の DPS
パブリッシングワークフローにおけるチーム

の役割と責任を計画する際に役立ちます。...
詳細

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

提供者 Nissan Dachs 
http://www.adobe.com/devne...

専門知識を投稿：

Adobe Community Help
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ページの先頭へ

注意：

新規ユーザーに最新号の権利を付与

記事のプレビューを有効にする

DPS を利用するための確認が完了していない既存の Adobe ID の場合、変更するユーザーの Adobe ID を指定し、「送信」をクリックし
ます。DPS を利用するための確認が完了している Adobe ID は追加できません。

新しい Adobe ID を作成するには、まず有効な電子メールアカウントを作成し、DPS サービスにはサインインしないでおきます。「新規
Adobe ID を作成する」をクリックし、情報を指定して、「アカウントを作成」をクリックします。メッセージが電子メールアカウント
に送信されます。このメッセージの中のリンクをクリックし、パスワードを指定してアカウントを確認します。

5. アカウント管理パネルで、ユーザーを選択し、「ユーザーを設定」をクリックします。

6. 「ロールを追加」で、アカウントに割り当てるロールの種類として、「アプリケーションアカウント」、「DPS App Builder アカウント」、
「アカウント管理者」のいずれかを指定します。「有効にする」をクリックし、必要な情報を指定します。

 
Adobe ID にアプリケーションアカウントを割り当てる

アプリケーションアカウントの設定

アプリケーションアカウントの設定では、ソーシャルシェアや解析など、アプリケーションの動作を制御する設定を指定できます。

ストア設定

アプリケーションアカウントを編集するときに、Shared Secret 情報を指定できます。購読 Viewer アプリケーションと、市販 Folio があるすべて
の Amazon Viewer アプリケーションには、iOS で Shared Secret 情報が必要です。

この情報コードのことを Apple では「Shared Secret」と呼びますが、Android では「Public Key」、Amazon では「Shared Key」と呼びま
す。Amazon Appstore に掲載の Viewer 用に市販コンテンツを提供する場合は、Shared Key が必要です。Shared Secret の取得について詳しく
は、プラットフォームに関連するパブリッシングガイドを参照してください。

すべてのアプリケーションで同じ Shared Secret 情報を使用します。Shared Secret は変更しないでください。

Shared Secret 情報を指定した後、そのアプリケーションアカウントを使用して DPS ダッシュボードにサインインします。ダッシュボー
ドにサインインすると、Shared Secret の認証が行われます。

ストア設定で iTunes アプリケーションの URL を指定することもできます。この URL は、ソーシャルシェアのワークフローで使用され、シェア
の相手は、アプリケーションをインストールしていない場合、ダウンロードできるようになります。シェアの相手がリンクをタップしてアプリ

ケーションをダウンロードまたは開くことができるように、この URL を指定することは重要です。

iTunes アプリケーションの URL は、Apple がまだアプリケーションを承認していなくても取得できます。iTunes Connect でアプリケーションを
クリックして「View in App Store」リンクを使用するか、アプリケーションを右クリックしてリンクのアドレスをコピーする機能を選択します。

デバイスの Viewer 設定

「デバイスの Viewer」セクションで、iPad などのデバイス上のアプリケーションの動作を指定できます。

このオプションを選択すると、最新の市販 Folio が iPad アプリケーションを初めてダウンロードするユー
ザーに提供されます。このオプションは、市販の App 内購入のアプリケーションに限り機能します。このオプションが選択されると、最新の発行
日の Folio の権利がユーザーに付与されます。
有料の市販 Folio は、削除しても再びダウンロードできます。アプリケーションをアンインストールした後に再インストールした場合、元の販促用
の Folio についてのみ権利が付与され、最も新しく公開された Folio については権利が付与されません。詳しくは、First Folio Free とデジタル販促
用カード（英語のみ）を参照してください。

Apple にアプリケーションを送信する場合、Apple がアプリケーション内の購入をテストできるように、少なくとも 2 つの市販 Folio が含まれるよ
うにすることを推奨します。

「記事のプレビューを有効にする」オプションを選択すると、ユーザーが「無料」とマークされた記事を含むすべ
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アプリケーション名

注意：

Web 用 Content Viewer を有効にする

注意：

ホスティング URL

リダイレクト URL

ダウンロード数の上限を有効にする

ペイウォールを有効にする

注意：

ペイウォールボタン URL

ペイウォールテキスト

ての市販 Folio をプレビューできます（Folio を「無料」とマークするには、Folio Producer エディターを使用します）。ライブラリに無料の記事
を含む市販 Folio の表紙画像をユーザーがタップすると、「購入」または「購読」ボタン（使用できる場合）の下にあるプレビューパネルに「プレ
ビュー」ボタンが表示されます。ユーザーが「プレビュー」をタップすると、無料とマークされたすべての記事と、保護された記事のプレビュー

画像がダウンロードされます。ユーザーが参照モードに切り替えるか、スワイプ操作で保護された記事を表示すると、保護された記事のほとんど

の部分がペイウォールパネルで隠されます。

現時点で、無料記事のプレビュー機能は iPad でのみ有効で、市販 Folio でのみ機能します。セクションを含む Folio はサポートされません。
発行者のダウンロード数については、無料記事は、市販 Folio の記事の合計数とダウンロードされた無料記事数に基づき、ダウンロード数に対して
課金されます。市販 Folio に合計 20 個の記事があり、そのうち 5 個が無料プレビュー記事である場合は、4 人のユーザーが Folio をプレビューす
ると 1 ダウンロードとカウントされます。
デバイスの Viewer のペイウォールしきい値を設定すると、ユーザーは市販 Folio で記事をプレビューする際に、「有料」とマークされた記事を指
定された数までダウンロードして表示することができます。Folio Producer エディターを使用して、記事に有料とマークします。ペイウォールしき
い値で指定した上限回数に達すると、ユーザーが有料または保護された記事を表示するとき、ペイウォールメッセージが表示されます。アプリ

ケーションに指定するしきい値は、各 Folio に適用されます。しきい値を 3 に設定すると、ユーザーは各 Folio で 3 つの有料記事をプレビューで
き、4 つ目の有料記事に移動するときにペイウォールが表示されます。
詳しくは、DPS デベロッパーセンターの無料記事のプレビューに関する記事（英語のみ）を参照してください。

Web 用 Content Viewer の設定

Web 用 Content Viewer のオプションは、ユーザーがコンピューター上で Web 用 Content Viewer（別名「Web Viewer」） を使用して記事を閲覧
する際に表示される記事の動作に影響します。

指定したアプリケーション名は、シェアした記事が Web Viewer ブラウザーで表示されるときに、タイトルバーに表示されま
す。

ストア設定では、iTunes アプリケーションの URL を指定することもできます。これにより、シェアの相手は、そのアプリケーションをイ
ンストールしていない場合、ダウンロードするように促されます。

このオプションを選択すると、ユーザーはコンピューター上の Web 用 Content Viewer（「Web Viewer」
とも呼ばれる） で記事を表示できます。市販 Folio の記事を Web Viewer で表示するには、Folio Producer エディターを使用して記事を無料また
は有料に設定します。Web Viewer を有効にすると、ソーシャルメディアによるダウンロード数で説明されているように、記事の表示回数がダウン
ロード数としてカウントされます。

ソーシャルシェア機能を動作させるためには、「Web 用 Content Viewer を有効にする」オプションを選択する必要があります。

「Web 用 Content Viewer を有効にする」オプションは体験版アカウントでは無効になっています。

ホスティング URL は、Web Viewer の共有コンテンツを自分の Web サイトに iframe で埋め込むときに指定します。詳しく
は、埋め込み Web Viewerに関する記事（英語のみ）を参照してください。

共有された記事が見つからない場合、指定するリダイレクト URL が使用されます。アプリケーションに関する情報を記載した
Web ページを作成します。
共有記事が保護されたときに表示させるリンクを、DPS App Builder の「パブリケーション URL」で指定します。

このオプションは、Web Viewer で表示できる記事の全体数の制限を設ける場合に便利です。この上限に到達
すると、デスクトップ上の Web Viewer で共有された記事を表示しようとするユーザーは、ダウンロード数の上限に達したときの URL として指定
した URL にリダイレクトされます。アプリケーションに関する情報を記載した Web ページを作成します。

Web Viewer で表示する市販 Folio の記事のペイウォールを設定できます。Folio Producer エディターで、記事に「無
料」、「有料」、または「保護」とマークできます。ユーザーは市販 Folio の保護された記事を Web Viewer で表示できません。有料の記事はペイ
ウォールしきい値に達するまで表示できます。無料または有料の記事が上限数に達すると、指定したメッセージとリンクのついたペイウォールが

ユーザーに表示されます。ユーザーはペイウォールしきい値に達しても無料の記事を表示できます。アプリケーションに指定するしきい値は、各

Folio に適用されます。しきい値を 3 に設定すると、ユーザーは各 Folio で 3 つの有料記事を読むことができ、4 つ目の有料記事に移動するときに
ペイウォールが表示されます。

ペイウォールを設定しない場合、「無料」または「有料」とマークされた記事をペイウォールしきい値なしで表示できます。

Folio が無料として公開された場合、保護または有料とマークされた記事であっても、ユーザーは Folio のすべての記事を表示できます。

アプリケーションのダウンロードおよび購入に関する情報をユーザーに提供するページの URL を指定します。発行者に
よって、アプリケーションの情報を記載した Web ページを作成したり、iTunes 内のアプリケーションの URL を指定しています。

ペイウォールページに表示される短いメッセージを指定します。例えば、記事の表示回数が上限に達したことを知らせ、リ

ンクをクリックすることでアプリケーションに関する詳細な情報を確認できることを説明します。

コンテンツのセキュリティ保護を有効にする（Enterprise のみ）

「コンテンツのセキュリティ保護を有効にする」を選択し、「Folio を暗号化」オプションが選択された状態で市販 Folio を発行すると、それらの
Folio のコンテンツは、クラウド内および iOS デバイス上でセキュリティ保護されます。
このオプションは、アプリケーションに機密情報や非公開情報がある場合のみ使用します。セキュアアカウントでは、ソーシャルシェア、Web
Viewer、およびバックグラウンドダウンロードは使用できません。このオプションは、直接権利付与のアプリケーションと v30 以降で公開された
市販 Folio に対してのみ使用できます。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

Professional

Enterprise

注意：

ページの先頭へ

詳しくは、DPS アカウントでのコンテンツのセキュリティ保護を参照してください。

解析情報の指定

アプリケーションアカウントを編集するときに、Omniture 解析アカウントを設定するための情報を指定できます。Professional アカウントおよび
Enterprise アカウントのお客様に対しては、コンテンツのユーザーデータが自動的に収集および提供されます。解析機能の統合に関する設定方法
は、Professional アカウントと Enterprise アカウントとでやや異なります。

「解析」フィールドに入力するデータは必須ではありません。Professional アカウントで、既に SiteCatalyst をご利用中の場合
は、SiteCatalyst アカウント内に作成した専用レポートスイートに解析データがすべて送信されます。SiteCatalyst アカウントを所有していない場
合は、レポートデータを入力しないでください。解析データは、アドビ内部のアカウントで収集されます。

Enterprise アカウントで、既に SiteCatalyst アカウントをお持ちの場合は、レポートスイート名および会社名を指定してください（会
社名は必須ではありません）。

レポートスイートの指定時に、adp.ln、adp.da、adp.sj の予約されたプリフィックスは使用しないでください。

この SiteCatalyst 情報を送信すると、アプリケーションの Omniture 解析が約 5 営業日後に設定されます。Omniture 解析を参照してください。

購読提供数バンドルのステータス受信のオプトイン

アカウント管理ツール上部の「アカウントの設定」をクリックすると、購読提供数バンドルのステータスを通知する電子メールの受信をオプトイ

ンできます。

 
購読提供数バンドルのステータスを受信する電子メールアドレスを指定します。

詳しくは、購読提供数バンドルのステータスアップデートの受信（英語のみ）を参照してください。

関連記事

DPS 概要ガイド

Folio のダウンロード数について
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プッシュ通知

Newsstand 以外のアプリケーション

Newsstand アプリケーション

新しい Folio を公開したり Folio を更新したりした場合に、ユーザーが Folio 用の Viewer アプリケーションを開く前に通知できます。アドビの
プッシュサーバーを使用してプッシュ通知を設定すると、新しい雑誌号が利用可能になったときにユーザーに通知できます。また、アプリケー
ションが iOS Newsstand にある場合は、新しい雑誌号をバックグラウンドでダウンロードすることができます。
Folio を公開してもプッシュ通知は自動的に送信されません。Folio を公開または更新した後で、Folio Producer Organizer で「通知」ボタンをク
リックすると、プッシュ通知が実行されます。デバイスへのコンテンツの配信をより確実に行うために、アドビのプッシュサーバーでは、すべて
の通知を一斉に送信するのではなく、一定の速度で徐々に送信します。
プッシュ通知機能は、複数 Folio アプリケーションでのみ使用可能で、単一 Folio アプリケーションでは使用できません。標準のプッシュに、テキ
ストメッセージの送信機能が加わりました。これについてはこの後で説明します。
プッシュ通知の動作は Newsstand とそれ以外のアプリケーションで異なります。

発行者が「通知」ボタンをクリックして新しい Folio や更新された Folio について通知すると、アプリケー
ションアイコンに赤いバッジが表示されます。

 
新しい Folio が 1 件提供されたことを示すプッシュ通知

発行者が「通知」ボタンをクリックして新しい Folio や更新された Folio について通知すると、アプリケーションの
購読者に限り、Newsstand アイコンに赤いバッジが表示されます。バッジの数字はバックグラウンドでダウンロードされた Folio の数を示しま
す。iOS 7 では、購読者がアプリケーションを開くまで、Newsstand のアプリケーションの表紙の下に青い点が表示されます。購読者の場合も非
購読者の場合も、表紙の画像は最新の Folio の表紙を反映して更新されます。Newsstand アプリケーションではプッシュ通知は必須です。
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Newsstand アプリケーションの購読者である場合、表紙画像の下に青い点が表示され、Newsstand アイコンに赤いバッジが表示されます。

Apple で必要となるプッシュ通知証明書の作成について詳しくは、iPad Publishing Companion Guide.pdf を DPS ダッシュボードからダウンロード
して参照してください。

プッシュ通知の送信
1. アプリケーションロールアカウントを使用して DPS ダッシュボードにサインインし、Folio Producer をクリックします。

2. Folio またはすべての Folio レンディションが公開されていることを確認します。

3. Folio Producer Organizer で「通知」をクリックします。

サードパーティのプッシュ通知のセットアップ（Enterprise のみ）
DPS App Builder を使用してカスタム Viewer アプリケーションを作成するときには、アドビのプッシュ通知サーバーを使用することも、独自の
プッシュ通知サーバーを指定することもできます。
サードパーティのプッシュ通知サーバーを作成する場合は、様々なオプションがあります。サーバーのセットアップ時には、Viewer から次の情報
が送信されます。

newsstandEnabled    => 0 (this is ‘8’ when newsstand is enabled) 
badgeEnabled    => 1 
token => <device specific token> 
soundEnabled => 2 
devId => <device_specific guid> 
alertEnabled => 4 
targetDimension => <device specific string>

これらの基本的なプロパティに加え、追加のプロパティを作成できます。例えば、複数のアプリケーションで同じプッシュサーバーを使用する場
合は、サーバーのセットアップ時に追加の名前／値プロパティ（「app => cycling」など）を指定します。これらの追加プロパティは、DPS App
Builder のプロビジョニングパネルの「カスタムプッシュパラメーター」フィールドで指定します。

テキスト通知の送信
カスタムテキストメッセージを送信して読者に新しいコンテンツを通知することで、iOS デバイス上の読者と購読者のリピート利用を促すことが
できます。テキスト通知はすべてのバージョンの Viewer で機能しますが、アプリケーションライブラリを開くオプションには v30 以降の Viewer
が必要です。

1. Adobe ID と適切なアプリケーションロールを使用して DPS ダッシュボード（https://digitalpublishing.acrobat.com）にサインインします。

2. 「通知」をクリックします。
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アプリケーションのタイプ

対象オーディエンス

 

3. 次の設定を変更し、「次へ」をクリックします。
テキスト通知をタップしたときの動作を指定します。「アプリケーションを起動」を選択すると、読んでいる位置でアプリケーションが
起動します。v30 以降のアプリケーションを持っている場合は、アプリケーションを起動してライブラリ、カスタムストア、またはス
ロットを表示するか、指定した URL の Web ページを表示できます。
ユーザーに送信するテキスト通知メッセージを入力します。

 

4. 次のオプションを指定します。

テストアプリケーション（開発版）またはライブアプリケーション（配布版）のどちらに通知を送信するかを決
めます。

テキスト通知の対象を指定します。例えば、iPhone を選択して、テキスト通知を iPhone 版のアプリケーションをダウ
ンロードした顧客にのみ送信できます。
30 日以上アプリケーションを使用していないユーザーにテキスト通知を送ることもできます。
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通知時刻

SiteCatalyst 解析アカウントをお持ちの方は、顧客サブグループの情報を CSV ファイルで集めることができます。テキストベースのプッ
シュ通知を送信するときに、この CSV ファイルを指定することもできます。詳しくは、DPS デベロッパーセンターのプッシュ通知のセグメ
ント化（英語のみ）を参照してください。

テキスト通知を後で配信するように設定するには、「カスタム」を選択し、カレンダーアイコンから日付と時刻を選択します。テ
キストを編集して日付と時刻を変更することもできます。

5. 「送信」をクリックして、テキスト通知を送信するか、スケジュール設定したテキスト通知をキューに送信します。

 
アプリケーションに関して送信したテキスト通知の履歴を表示できます。スケジュール設定したテキスト通知がまだ送信されていない場合
は、「キャンセル」をクリックしてテキスト通知をキャンセルできます。

 
iPad に表示されたテキスト通知

テキスト通知は、アプリケーションがインストールされていてユーザーがプッシュ通知の受信を選択している、すべての iOS デバイスに表示され
ます。
HTTP ステータスメッセージ 417

プッシュ通知を試みたときに、HTTP 417 ステータスメッセージを受信した場合、プッシュ通知証明書を使用して Apple APNS の SSL 接続を確立
できません。プッシュ通知証明書が有効であり、期限切れでないことを確認してください。

Digital Publishing Suite で Apple のプッシュ通知を使用する（英語）

Urban Airship を DPS のプッシュプロバイダーとして使用する（英語）

Adobe DPS アプリケーションで Apple の
プッシュ通知を使用すると、ユーザーに新し
い雑誌号について通知し、Newsstand で
バックグラウンドによるダウンロードを行う
ことができます。... 詳細
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

提供者 Scott Dreier

専門知識を投稿：
Adobe Community Help

Urban Airship のリソースを活用して iOS デ
バイスに DPS アラート通知を送信
し、Newsstand でのダウンロードを開始す
る方法について、Scott が説明します。... 詳

提供者 Scott Dreier

専門知識を投稿：
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

細
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

Adobe Community Help
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ソーシャルシェアを使用する

iPad または iPhone 用のカスタムマルチ雑誌号 Viewer アプリケーションを作成するときに、ソーシャルシェアを有効にすることができます。発行
者またはユーザーが Viewer アプリケーションでオプションを選択することによって、Facebook、Twitter、Pinterest、電子メールまたはコピー＆
ペーストで記事を共有できます。共有するメッセージに、記事へのリンクが含まれます。

「Web 用 Content Viewer」オプションを有効にしている場合、コンピューター上で記事のリンクをクリックすると、ブラウザー内の Web 用
Adobe Content Viewer（別名「Web Viewer」）で記事のコンテンツをだれでも表示できます。iPad の記事のリンクをタップすると、Mobile Safari
Web Viewer （別名「記事 Viewer」） バージョンの記事をだれでも表示できます。レンディションが適切に設定されている場合、iPhone の記事の
リンクをタップすると、だれでもアプリケーションを開くかダウンロードして記事を表示できます。

市販 Folio の記事が保護されている場合、コンピューターの Web Viewer および iPad の記事 Viewer の記事にペイウォールが表示されます。ペイ
ウォールは、有料に設定された記事についても、ユーザーが有料記事の表示上限に達すると表示されます。v29 以降のアプリケーションでは、無
料としてマークされている記事、または無料で公開されている Folio の記事にはペイウォールは表示されません。

ソーシャルシェアのワークフローについては、DPS アプリケーションへのソーシャルシェアの統合（英語のみ）を参照してください。

Web Viewer での共有記事の表示は、ダウンロード数にカウントされます。詳しくは、ソーシャルメディアによるダウンロード数を参照してくださ
い。

アプリケーションのソーシャルシェアを有効にする手順の概要

次の手順に従って（どの順序でも可能）、アプリケーションのソーシャルシェアを有効にします。

1. DPS App Builder でアプリケーションをビルドするとき、「共有を有効にする」を選択してソーシャルシェアをオンにします。

 
アプリケーションでソーシャルシェアを有効にする

iOS 7 デバイスでは、アプリケーションのメニューで使用可能にするソーシャルシェアオプションをアクティビティシートで指定します。
「共有を有効にする」オプションを選択します。iOS 6 を実行するデバイスでは、Facebook SDK の広告 ID 参照に関する新しい制限によ
り、2014 年 2 月 11 日以降に作成するすべてのアプリケーションでソーシャルシェアメニューが使用できなくなりました。「iOS 6 固有設
定」の各オプションは適用外となりました。

注意： iOS 7では、読者が iOS 設定に Facebook または Twitter の資格情報を入力していない場合、Facebook または Twitter は、Apple 以外
のアプリケーションの共有メニューに表示されません。Facebook または Twitter の共有を有効にする方法を読者が理解しやすいよう
に、DPS のダイアログでユーザーが資格情報を入力するように促されます。読者はダイアログを閉じるか、次回共有を選択したときに再度
このダイアログボックスを表示するように「後で通知する」を選択できます。

2. アカウント管理ツールを使用して、アプリケーションの iTunes アプリケーションの URL を指定します。

この URL により、共有の受信者は、デバイス上のリンクをタップして、アプリケーションをダウンロードするか開くことができます。
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3. アカウント管理ツールを使用して Web Viewer のアプリケーションアカウントを構成します。「Web 用 Content Viewer を有効にする」を選
択し、他の設定を指定します。詳しくは、アカウント管理ツールを参照してください。

 
Web 用 Content Viewer での共有記事の表示を許可する

4. Folio を作成する際、レンディションを適切に設定します。アプリケーションが iPad と iPhone の両方に対応する場合は、すべてのレンディ
ションで同じ記事名の値を使用します。Web Viewer 専用のレンディションを作成しない限り、1024x768 の Folio が Web Viewer に使用さ
れます。Web Viewer 専用のレンディションは、有効なサイズであればどのようなサイズでも使用できます。

5. Folio Producer エディターを使用して、Folio 内の記事を無料、有料、保護のいずれかに指定し、Folio を公開または更新します。Web
Viewer では、ユーザーはペイウォールしきい値に達しても無料の記事を表示できます。ユーザーは、有料の記事をその市販 Folio のペイ
ウォールしきい値に達するまで表示でき、しきい値に達したらペイウォールが表示されます。ユーザーは Folio への権利が付与されている場
合に限り、保護された記事を表示できます。

これらの記事のアクセス設定は、ユーザーのアプリケーションで有効にすると、無料記事のプレビューにも影響します。
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記事へのアクセスを無料、有料または保護に変更する

コンピューターでの DPS Tips の表示

ソーシャルシェアのユーザーワークフロー

最良の結果を得るには、Folio の設定時に次のように対応することをお勧めします。

任意の画像形式を使用して 1024x768 の Folio を作成します。現在は PNG 形式を使用して PDF 記事を Web Viewer サーバーにアップロード
できます。Web Viewer 専用の Folio を作成する場合、どのようなサイズの Folio でも、「Web Viewer のみ」を選択して作成できます。Web
Viewer 専用のレンディションの作成を参照してください。

すべてのデバイスモデル用の Folio のレンディションを作成します。iPhone または iPad HD から共有される記事は、Web Viewer 内で iPad
SD（1024x768）レンディションまたは Web Viewer 専用のレンディションと対応付けられ、記事のリンクはデバイス上の適切なレンディ
ションと対応付けられます。

レンディションを作成している場合、各レンディション内の対応する記事に、同じ記事名の値を使用し、共有された記事が Web Viewer とデ
バイス間で適切に対応付けられるようにします。また、Folio のレンディションが適切に設定されていることを確認してください。Folio のレ
ンディションを作成するを参照してください。

ユーザーは iOS 7 デバイスの Viewer アプリケーションで記事を開いたら、シェアアイコンをタップして、有効になっているソーシャルメディアオ
プション（Facebook、Twitter、Pinterest、電子メール、リンクをコピー）のいずれかを選択できます。ソーシャルシェアメニューは、2014 年 2
月 7 日以降に作成するアプリケーションでは、iOS 6 デバイスの Viewer で使用できなくなりました。

デスクトップブラウザーに表示される DPS
記事の例を表示します。... 詳細

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2013/01/v...

提供者 Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

専門知識を投稿：

Adobe Community Help
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2048x1536（HD）の Folio を共有する場合

1024x768（SD）の Folio を共有する場合

iPhone の Folio を共有する場合

ユーザーが iPad で記事のリンクをタップした場合

 
アプリケーションでのソーシャルシェアオプションの選択（iOS 7）

選択したオプションに応じて、ユーザーはサインイン、コメントの入力、その他の情報の指定を行うことができます。例えば、「電子メール」を

選択した場合は、受信者を指定し、メッセージを入力できます。

記事を共有すると、記事へのフルパス名がリンクに含まれます。市販 Folio では、保護されている記事、およびユーザーが上限に達すると有料の記
事に、ペイウォールが表示されます。

記事が Web Viewer で利用できなくなった場合、Web Viewer にエラーメッセージが表示されるか、アカウント管理ツールで指定したリダイレクト
URL が表示されます。

ユーザーは、デスクトップブラウザーで記事のリンクをクリックするか、iPad または iPhone でリンクをタップすることができます。ユーザーが
記事のリンクをクリックまたはタップしたときの動作は、次の要因によって異なります。

共有メッセージのデフォルトのテキストを編集するには、DPS App Builder のアプリケーションの詳細ページにある「詳細設定」で、カスタマ
イズした文字列の XML ファイルを編集します。XML ファイルを生成し、ファイルを開いて、「I saw this in」を検索します。文字列 %1$@ は
記事名の変数、%2$@ は Folio 名の変数です。言語タグ（<en> など）を忘れずに編集してください。<key> タグは変更しません。詳しく
は、iPad および iPhone 用 DPS アプリケーションを作成するを参照してください。

2048x1536 の Folio の無料記事または有料記事をユーザーが共有した場合、その記事リンクは、記事
名が一致する 1024x768 のレンディションまたは Web Viewer 専用のレンディションを設定した場合にのみ、Web Viewer で使用できます。

1024x768 の Folio の無料記事または有料記事をユーザーが共有した場合、Web Viewer 内のリンクをク
リックすると、だれでも記事を表示できます。SD iPad（1024x768）の Folio を Web Viewer に表示しないようにするには、Web Viewer 専用のレ
ンディションを作成します。

iPhone から無料記事または有料記事をユーザーが共有した場合、その記事リンクは、記事名が一致する
1024x768 のレンディションまたは Web Viewer 専用のレンディションを設定した場合にのみ、Web Viewer で使用できます。

ユーザーが iPad で共有のリンクをタップすると、iPad の記事 Viewer に記事のバージョンが
表示されます。（記事が保護されている場合、ペイウォールが表示されます。）ユーザーが共有の記事をプレビューするには、スクロールダウン

してサポートされているオーバーレイとやりとりできます。サポートされていないオーバーレイは、プレースホルダーアイコンでカバーされま

す。記事の上部と下部にあるバナーは、アプリケーションをダウンロードするか、既にインストールされている場合はアプリケーションを開くた

めのリンクを提供します。共有の受信者がアプリケーションを開くかダウンロードできるように、アカウント管理ツールで iTunes アプリケーショ
ンの URL を必ず指定してください。

192

http://idiom-q-win-1/content/help/jp/digital-publishing-suite/help/creating-dps-content-iphone.html
http://idiom-q-win-1/content/help/jp/digital-publishing-suite/help/creating-dps-content-iphone.html
http://idiom-q-win-1/content/help/jp/digital-publishing-suite/help/creating-dps-content-iphone.html
http://idiom-q-win-1/content/help/jp/digital-publishing-suite/help/creating-dps-content-iphone.html
http://idiom-q-win-1/content/help/jp/digital-publishing-suite/help/creating-dps-content-iphone.html
http://idiom-q-win-1/content/help/jp/digital-publishing-suite/help/creating-dps-content-iphone.html
http://idiom-q-win-1/content/help/jp/digital-publishing-suite/help/creating-web-viewer-only-rendition.html
http://idiom-q-win-1/content/help/jp/digital-publishing-suite/help/creating-web-viewer-only-rendition.html


ユーザーが iPhone で記事のリンクをタップした場合

ユーザーが Web Viewer の記事の上限に達した場合

Web Viewer でアプリケーションの記事の上限に達した場合

Folio が無料で公開されている場合

 
iPad の記事 Viewer でプレビューしている記事

ユーザーが iPhone でソーシャルシェアリンクをタップした場合、「Open Article in the
App」ボタンが含まれたランディングページが表示されます。
アプリケーションがユーザーのデバイスにダウンロードされていない場合、アカウント管理ツールで iTunes の URL が指定されていると、ア
プリケーションが App Store に表示されます。iTunes の URL が指定されていない場合は、ペイウォールボタン URL が使用されま
す。iTunes の URL もペイウォールボタン URL も指定されていない場合、その記事は利用できないことを示すメッセージが表示されます。
ダウンロードが完了すると、アプリケーションが通常どおり起動します。これで、ユーザーは共有された記事に含まれる Folio を購入してダ
ウンロードできます。

アプリケーションが既にユーザーのデバイスにダウンロードされている場合、ランディングページの「Open Article in the App」をタップする
と、Folio の購入またはダウンロードをユーザーに確認するメッセージが表示されます。Folio をダウンロードするときには、リンクされた記
事が最初にダウンロードされ、ユーザーが「表示」をタップすると表示されます。

アプリケーションと Folio の両方をダウンロードする場合は、「Open Article in the App」をタップすると記事が表示されます。

ペイウォールページと共に「さらに詳しく」ボタンが表示されます。アカウント管理ツールを

使用して、これらの設定を変更してください。

ダウンロード数の上限に達したときの URL としてアカウント管理ツールに指定した
URL が表示されます。

v29 以降のアプリケーションで無料で公開されている Folio については、記事が「保護」または「有料」に設
定されている場合でも、無料 Folio のすべての記事を Web Viewer で閲覧できます。

サポートされる Web Viewer の機能
サポートされる Web Viewer ブラウザーは、Internet Explorer 9、Explorer 10、Safari、Firefox および Chrome です。Internet Explorer 8 は部分的
にサポートされていますが、HTML 記事、ビデオおよびその他のオーバーレイが正しく処理されません。現時点では、モバイルブラウザーで Web
Viewer バージョンの記事を表示できません。

記事を共有するには、共有するユーザーの iPad に iOS5 以上が搭載されている必要があります。

現在、Web Viewer では、すべてのオーバーレイがサポートされているわけではありません。パノラマはまだサポートされておらず、特定の Web
コンテンツのオーバーレイは予期しない動作になることがあります。ビデオには、h.264 でエンコードされた M4V または MP4 を使用してくださ
い。MOV はサポートされません。オーディオファイルには、MP3 ファイルか AAC/MP4 でエンコードされたオーディオファイルを使用してくだ
さい。最適な結果を得るには、DPS App Builder を使用して開発アプリケーションを作成し、無料または有料の記事を Web Viewer でテストしま
す。

モバイルアプリに表示されるのとは異なるコンテンツを持つ Web Viewer 専用の Folio レンディションを作成できます。また、Web サイトに Web
Viewer を埋め込んでブランド体験を作ることができます。詳しくは、Web Viewer のカスタマイズを参照してください。

サポートされる記事 Viewer の機能
Mobile Safari Web Viewer（記事 Viewer）向けにサポートされているオーバーレイとして、ハイパーリンク、ボタン、スライドショー、ビデオ、
スクロール可能なフレーム、Web オーバーレイがあります。入れ子にされたオーバーレイと HTML 記事もサポートされます。

現時点でサポートされていないオーバーレイは、画像のパンとズーム、画像シーケンス、オーディオ、パノラマです。ユーザーが操作しないよう
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に、サポートされていないオーバーレイの上にはプレースホルダー画像が表示されます。ページごとのスワイプおよび水平スワイプのみはサポー

トされていません。

iOS 7 デバイスでの AirDrop 共有
読者が AirDrop（iOS 7）を通じて記事を共有すると、受信者には、その共有を受け入れるか拒否するかを選ぶダイアログボックスが表示されま
す。受信者が受け入れると、共有された記事は Safari の Web 記事 Viewer（iPad）で開きます。iPhone で共有を受け取ると、iTunes または読者
へのメッセージにアクセスするための Web ランディングページが表示されます。

関連トピック
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。
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このヘルプシステムの他に、デジタルパブリッシングに関する次のリソースがあります。

ユーザーフォーラム

公開されている Digital Publishing Suite ユーザーフォーラムにアクセスして、他のユーザーに質問したり、意見を交換したりすることができます。

アドビ Web サイト

Digital Publishing Suite ヘルプ＆サポートページには、サポートによく寄せられるお問い合わせと、参考になる記事やコンテンツのリンクが
掲載されています。

Digital Publishing Suite 製品ページには、概要と事例、価格、デジタルパブリッシング FAQ などの情報が掲載されています。

Digital Publishing ギャラリー（英語のみ）には、Digital Publishing Suite ツールで作成された出版物のリンクが掲載されています。

Digital Publishing Suite デベロッパーセンター（英語のみ）には、解析の理解を深めたり、プッシュ通知の設定を行ったりするなど、高度な
タスクに関するリソースが掲載されています。

「DPS Status」ページ（英語のみ）には、停止中のサービスや予定されているメンテナンスに関する情報が掲載されています。

学習用リソース

Digital Publishing Suite Tipsアプリケーションを Apple App Store で提供しています。 これはユーザーガイド、ブログ、クックブックを合わせたよ
うなアプリケーションです。このアプリケーションは、Google Play Store および Amazon Appstore でも入手できます（「Digital Publishing Suite
Tips」で検索してください）。iPad またはモバイルデバイスをお持ちでない場合は、コンピューターで DPS Tips 雑誌号を表示（英語のみ）を参
照してください。

デジタルパブリッシングプロセスの詳細やサンプルファイルについては、DPS オーサリングチュートリアル（英語のみ）または Digital Publishing
Suite ハンズオンチュートリアル（英語のみ）を参照してください。

Digital Publishing Suite Twitter フィードまたは Digital Publishing Suite Facebook ページを参照してください。

Viewer アプリケーションの公開に関するドキュメント

Professional および Enterprise 向け iOS Publishing Companion Guide PDF（英語のみ）および Single Edition 向け Step-by-Step iPad
Publishing Guide PDF（英語のみ）では、カスタム Viewer アプリケーションを Apple App Store に送信するために必要な証明書、スプラッ
シュスクリーンおよびアイコンを作成するプロセスを順に説明しています。これらのガイドは DPS App Builder のヘルプメニューからダウン
ロードすることもできます。

Android モバイルデバイス用のパブリッシングプロセスガイド（英語のみ）では、Google Play Store または Amazon Appstore に掲載するカ
スタム Viewer アプリケーションの作成方法が説明されています。

関連トピック
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