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Quark AuthorはWebベースのソフトウェア
で、Quark Publishing Platformとの組み合
わせにより、ビジネスおよびITリーダーが
あらゆるチャンネルにわたって価値の高い
顧客コミュニケーションの合理化と自動化
を実現します。Quark Authorによって次の
ようなことが可能になります。

QUARK AUTHOR
スマートコンテンツツール

各部門の専門家がスマートコンテンツの作成、プレ•
ビュー、発行を迅速に行えるようになります。

コンテンツのコンポーネント（テキスト、画像、•
チャート、データ）がどこで使用されたかを追跡
し、コンテンツを効率的に再利用できます。

単一のソースでコンテンツを簡単に更新し、複数の•
ドキュメントにわたってコンテンツの動的な更新を
管理できます。

Webベースのレビューおよび承認を活用し、コメ•
ントや変更の追跡も実行できます。

複数のチャンネルへ自動的にパブリッシングを行い•
、従来の手法と比較して最大85%も効率を向上でき
ます。

非常に直感的なユーザーインターフェイスとワーク•
フローにより、常時作業を行う作成者でも、たまに
しか作業を行わない作成者でも、すぐに習熟できま
す。

包括的なコンテンツ追跡、バージョン管理、ワーク•
フロー、およびアクセス許可により、規制の必要条
件が満たされていることを保証し、コンプライアン
スを効率化できます。

ネイティブのHTML5アプリケーションで、今日の•
あらゆるデスクトップ用Webブラウザでプラグイン
なしに動作するため、企業全体にわたって簡単に展
開できます。

使い慣れたWebテクノロジにより、現在のビジネ•
スシステムと簡単に統合できます。

製品の主要な特徴

スマートコンテンツの作成
レイアウトやデザインを気にする必要なしに、多用途なコ
ンテンツを作成できます。スマートコンテンツにより、作
成者はセクション、段落、リスト、テーブル、チャート、
図などの標準的なコンテンツ機能を使用し、コンテンツの
コンポーネントを作成して編成できます。これらのコンテ
ンツコンポーネントは、どのような出力用にも動的に組み
立てることができます。

ガイド付きオーサリング環境
このソフトウェアは、セクションを主体とするガイド付き
オーサリング手法を使用しています。セクションタイプは
設定可能で、たとえば「Procedure」セクションにはタイト
ル、説明、ステップ、サブステップを含めることができま
す。新しいセクションが追加されると、これらのタグが書
式設定済みで表示され、作成者はそれらを上書きでき
ます。
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オンデマンドのコンテンツ検証
ユーザーに作成手順でルールを強制する替わりに、ユーザ
ーはコンテンツをいつでも検証でき、システムにチェック
インするときに検証を行うこともできます。この検証ルー
ルは完全にカスタマイズ可能で、たとえばドキュメントに
必要なセクションがすべて含まれていることをチェックで
きます。

コンテンツコンポーネントとメディアの再利用
コンテンツコンポーネントを作成する最も重要な利点の1
つは、さまざまなドキュメントやメディアチャンネルにわ
たってコンテンツを簡単に再利用できることです。作成者
はサーバーから任意のコンテンツセクションを直接挿入で
き、インラインビデオなどマルチメディア要素を再利用す
ることもできます。

きめ細かなメタデータのサポート
豊富なメタデータを極めて細かいレベルで追加できます。個
別の単語レベルで追加することもでき、複数の値を持てる
ため、真にスマートなコンテンツとなります。たとえば、
特定のタイプの読者に対して、コンテンツの特定の実行を
タグ付けできます。

マルチチャンネルへの自動パブリッシング
Quark Authorはセマンティクスが豊富なXMLを生成し、そ
れらを使用して、Quark Publishing Platformでのモバイルア
プリ、印刷、PDF、Web用の自動的なマルチチャンネル出
力を駆動できます。コンテンツ、フォーマット、ブラン
ディングはそれぞれの出力チャンネルやバリエーションご
とにカスタマイズできます。

バージョン管理、ワークフロー、およびコンポーネ
ントコンテンツ管理
Quark Publishing Platformには、バージョン管理、細かいア
クセス制御、ワークフローとコンポーネントコンテンツの
管理機能が最初から組み込まれており、直接統合されてい
るため、Quark Authorは確立されたエンタープライズ級のプ
ラットフォームを活用できます。

リアルタイムでのオムニチャンネルプレビュー
作成者は、コンテンツがどのように表示されるか、Quark
Author内から直接プレビューできます。さらに、各種のメ
ディアタイプやフォーマットを選択できるため、レビュー
と承認のサイクルが劇的に短縮されて、最終形式に合わせ
た適切なコンテンツを作成できます。

新しいコンポーネントを作成、 またはサーバーからコンテンツを再利用
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今日のあらゆるWebブラウザで動作
Quark Author Web Editionは、最新のWeb標準であるHTML5
を使用して構築されました。このため、今日のあらゆるデ
スクトップWebブラウザで、面倒なプラグインなしにQuark
Authorを使用できます。

グループ作業
それぞれの作成者が、ドキュメントの別のセクションに対
して同時に作業を行うことができ、どの作成者がどのセク
ションを編集できるかはアクセス許可制御により決定され
ます。たとえば、ドキュメントの法的なセクションには法
務チームだけがアクセス可能にできます。

レビュー用ツール
変更を追跡し、コメントを付けることで、レビューや承認
のプロセスを効率化できます。すべてのフィードバックを
収集し、コンテンツとともに直接表示できるようにするこ
とで、コンテンツ所有者は提案された編集を簡単に確認
し、その編集を承認するか拒否するかを決定できます。

テキスト、画像、テーブル、マルチメディアなどの
追加
Quark Authorを使用して、テキストの作成だけではなく画
像、ビデオ、オーディオも挿入でき、スライドショーやア
ニメーションなどのインタラクティブ機能を指定すること
もできます。テーブルやチャート同様に、順序付き、順序
なし、およびネスト構造のリストがサポートされていま
す。

意味構造と強調のタグ付け
Quark Authorはセクション、段落、文字のレベルで意味構
造のタグ付けをサポートしているため、コンテンツに意味
を追加できます。また、コンテンツにボールド、イタリッ
ク、アンダーライン、取り消し線、下付き、上付きなどの
強調を追加することもできます。

Excel チャートを含む�
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標準のワードプロセッシングツール
Quark Authorに直接組み込まれている不可欠なツールには、
検索（検索／置換）、取り消し／やり直し、特殊文字の挿
入、サーバーへの下書きドキュメントの自動保存、ブラウ
ザによるスペルチェック、および標準のスペルチェックを
行うWebサービスと統合するオプションが含まれてい
ます。

コンポーネントの使用追跡
作成者はドキュメント内でどのコンポーネントが使用され
ているか、逆に各コンポーネントがどのドキュメントで使
用されているかを参照できます。このため、たとえば特定
の用語や条件のセットを変更する場合、作成者はそれらの
用語が使用され、更新の影響を受けるすべてのドキュメン
トを確認できます。

コンポーネントの固定
コンテンツ、データ、メディアの特定のバージョンをドキ
ュメントに固定し、それらのコンテンツコンポーネントに
システムで変更が加えられても、固定されたドキュメント
内では変更されないようにできます。

拡張性
HTML、CSS、XMLなど標準の使い慣れたWebテクノロジ
とWebサービスを使用することで、Quark Authorと
Quark Publishing Platformを既存のITインフラストラクチ
ャやビジネスシステムへ簡単に統合できます。
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QUARK SOFTWARE INC. について
Quarkのソフトウェアによって、あらゆる規模の組織や企業は、魅力的で適切な情報にいつでもどこでも自由な
方法でアクセスしたいという顧客の要望に応えることができます。Quarkのソリューションは、XMLの力と、柔
軟なレイアウトやデザインを融合させ、印刷物、ウェブ、最新のデジタルデバイスでのインタラクティブエクス
ペリエンスに向けた顧客コミュニケーションの提供を自動化します。世界中の金融サービス企業、製造業、政府
機関が、Quarkのソリューションを使用して、顧客コミュニケーションを新たなレベルに向上させるとともに、
商品化までの期間短縮とコスト削減を実現しています。

©2014 Quark Inc. All rights reserved. 不正使用ならびに不正複製は、準拠法の侵害にあたります。Quark、Quarkロゴ、およびQuarkXPressは�Quark
Software Inc.と米国のその他の国のQuark関連会社の商標または登録商標です。�その他の商標は、それぞれの所有者に帰属します。�04601IS_JP

Quarkエンタープライズソリューションの詳細はこちらをご覧ください www.quark.com/enterprise
また、ご質問は www.quark.com/contactよりお問い合わせください
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効率的なレビューおよびパブリッシングプロセス
電子メールやPDFに基づいたレビューと承認のプロセス
は、非常に面倒で非効率的なものです。スマートコンテン
ツをマルチチャンネルの出力と直接接続すると、作成者は
自分のコンテンツが最終的な出力でどのように表示され、
収まるかを見ることができ、デザインチームと制作チーム
との間で長いやり取りは必要なくなります。Webベース
のレビューと承認を、自動化されたマルチチャンネルのパ
ブリッシングと組み合わせると、組織でのエンドツーエン
ドのパブリッシングプロセスの効率を最大85％も増大で
きます。

コンテンツの迅速な更新
コンテンツのライフサイクルは、それらが標準の運用手
順、企業ポリシー、調査見解、さらにはマーケティングコ
ピーに関係しているかどうかによって、非常に複雑なもの
となる可能性があります。どのコンテンツ（テキスト、
画像、チャート、データ）がどこで、どの場所と言語で使
用されたかを把握してから、それらのコンテンツを更新す
るのは、一般に手作業でエラーが発生しやすく、コストを
要するプロセスです。スマートコンテンツを作成して管理
することにより、各部門の専門家はコンテンツを1回作成
するだけで、ドキュメントのすべてのインスタンスで即座
に更新できます。

コンプライアンスと規制のコントロールの合理化
多くの業界や部門では、正しいドキュメントにコンテンツ
の正しいバージョンが使われていることの保証が不可欠で
すが、従来のドキュメントベースのワークフローでは、こ
の作業は非常に苦痛で、人手を要し、エラーが発生しやす
くなります。スマートコンテンツ（コンテンツコンポーネ
ントとも呼ばれます）を作成し、Quark Publishing

Platformで別々に追跡、バージョン管理、アクセス許可の
設定を行うと、ユーザーは正しい法的テキスト、宣言、マ
ーケティングコピー、データが使用されていることを確認
し、それぞれのドキュメントと出力チャンネルにおいて、
どのコンテンツのコンポーネントが使用されたかの完全な
監査証跡を得ることができます。

結果までの期間の短縮
Quark Authorは「目的に合わせて構築された」オーサリン
グツールで、各部門の専門家に対して、効率的で直感的
な、望むように機能するオーサリング環境を提供するよう
に設計されています。組み込みのプレビューにより、コン
テンツが各出力チャンネルでどのように表示されるか、ピ
クセル単位まで正確なレンディションが見られるため、作
成者はスマートコンテンツをリアルタイムで作成でき、デ
ザイナーがコンテンツを最終的なデザインに組み立てるま
で待つ必要がありません。

迅速な展開
デスクトップアプリケーションのインストールと管理を行
う必要がなくなるため、IT部門は組織全体にわたって極め
て簡単にQuark�Author�Web�Editionの展開、更新、保
守を行えます。Quark�AuthorはネイティブHTML5コー
ドで構築されているため、今日のあらゆるデスクトップブ
ラウザで、プラグインの必要なしに実行できます。標準の
Webテクノロジを使用しているため、既存のビジネスシ
ステムと簡単に統合できます。

競合他社をリードし、顧客から高い評価を受けることで
しょう。Quark Authorのスマートコンテンツによりスマー
トなビジネスを。お役立ち情報はこちらよりご覧いただけ
ます：www.quark.com/quarkauthor

http://www.quark.com/contact
http://www.quark.com/enterprise

