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第1章: はじめに 
Flare 入門チュートリアルへようこそ。 MadCap Flare の基本機能の使い方を紹介します。 このチュート

リアルでは、MadCap Software 社の所在地の米国カリフォルニア州サンディエゴについてのプロジェク

トを作成し、いくつかの要素を加えて、そこから PDF と HTML5 の出力をします。 
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入門チュートリアルの使用 
この入門チュートリアルは、自己学習型チュートリアルです。 自分のペースで少しずつ学習

できます。 

入門チュートリアルでは、以下の機能について説明します: 

 

1. プロジェクトの開始 -  テンプレートから新規プロジェクトをビルドする方法 (第2章)。 

2. プロジェクトに要素を追加 – プロジェクトにトピック、画像、相互参照、スニペットなどのコンテン

ツを追加する方法 (第3章)。 

3. 外観を設定 – プロジェクトの外観を設定するためのスタイルの使用方法 (第4章)。 

4. ターゲットの定義 – 条件、PDF および HTML5 出力、スキン、目次を使用して出力を準備する

方法 (第5章)。 

5. 出力のビルド – プロジェクトで最終印刷物および Web 出力をビルドする方法 (第6章) 

 

San Diego プロジェクト テンプレートの使用 
入門チュートリアルでは、Flare の San Diego テンプレートを使用して、San Diego に関する

プロジェクトを作成します。このテンプレートは、チュートリアルと一緒に使用するようにデザ

インされていて、Flare でのハンズオン演習体験を提供します。そのため、テンプレートを最

初に開いたときに、一部の設定とコンテンツは有効になっていません。 自己学習ペースの

チュートリアルの手順に従って、残りのコンテンツをテンプレートに追加したり、テンプレート

を他のプロジェクトに使用することもできます。 

San Diego テンプレート用にすでに作成されているトピックに慣れるため、少し時間をとるこ

とを勧めます。インターフェイスの左側にあるコンテンツ エクスプローラでこれらを見つける

ことができます。必要に応じて、インターフェイスの上部にあるプロジェクト リボンを選択し

て、[プライマリのビルド] ボタンをクリックし、テンプレートからすぐにひとつの出力を生成す

ることができます。これで、ひとつのタイプの出力がどのように見えるかを確認できます。 
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詳細について 
このチュートリアルで扱っている機能以外に、たくさんの学ぶべき機能があります。 さらにこの

チュートリアルでタスクを実行するための推奨または最も効率的な方法を説明しますが、通常

は他にもいくつかの方法があります。 Flare をご自身で探求し、最も快適なテクニックを見つ

けてください。 このチュートリアルで扱っている機能の詳細については、Flare のオンラインヘ

ルプをご参照ください。 

初めてのユーザーの場合、次のこともお勧めします: 

 

入門ガイド – この短いガイドブックは、Flare がどのように動作するか、主要な機能や概念を

紹介します。次に、プロジェクトの開発と生産のための 5つの基本的なステップを概説します。 

PDF をダウンロードするには、オンラインヘルプをご参照ください。 

入門ビデオ – この短いビデオは、新しい Flare プロジェクトを開始する方法を示し、完了した

ら何をすべきか洞察できます。MadCap の Web サイトからこのビデオを見ることができま

す。 

 

始める準備は整っていますか? 
San Diego テンプレートを使用して開始するには、「第2章: プロジェクトの開始」をご参照くだ

さい。 
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第2章: プロジェクトの開始 
新しい Flare プロジェクトを作成し、ワークスペースのツアーを開始しましょう。 
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テンプレートからプロジェクトを作成 
テンプレートは、Flare のプロジェクトで、素早くトピックの記述を開始するのに役立つ基本的

なトピック、スタイル、および出力が含まれます。新規のプロジェクトをロードした後で、必要

に応じて変更を加えることができます。 

テンプレートから新規プロジェクトを作成する 

1. Flare を初めて開くと、インターフェイスの中央に [スタートページ] が表示されます。 [スタートページ] で、

[新規プロジェクト] をクリックします。 [新規プロジェクト開始ウィザード] が開きます。ここでプロジェクトの

基本設定を指定できます。 

 

 

 

2. [プロジェクト名] フィールドで、プロジェクトに San Diego と名前を付けます。 

3. (オプション) [プロジェクト フォルダ] フィールドで、プロジェクトを保存する場所を入力します。デフォルトで

は、”Documents > マイ プロジェクト” フォルダに保存されます。 

注意: このチュートリアルでは、英語のプロジェクトを作成しますが、日本語のプロジェクトを作成する場

合、下にある言語オプション設定で [Japanese] を選択してください。 

 

 

4. [次へ] をクリックします。 

ウィザードの次の画面で、作成するプロジェクトの種類を選択します。 テンプレートから新

規、既存から新規、インポートから新規の種類がありますが、ここでは、内蔵テンプレートを

使用してプロジェクトを作成します。 
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5. [内蔵テンプレート] の [Tutorials] フォルダ内にある San Diego テンプレートを選択します。 
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6. [次へ] をクリックします。 

ウィザードの次の画面では、プライマリターゲットを選択することも、プロジェクトを選択すること

もできます。 ターゲットは、PDF ドキュメントや HTML5 オンラインヘルプシステムなど、出力タ

イプの単一インスタンスです。 Flare からの出力を作成すると、デフォルトでプライマリターゲッ

トが生成されます。 

 

7. ひとつのターゲットだけを設定します (あとで、追加します) ので、[完了] をクリックします。 San 

Diego のプロジェクトが作成され、Flare にロードされます。 

詳細について 

このウィザードに関する詳細については、オンラインヘルプをご参照ください。 
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Flare のユーザーインターフェイス 
ファイルを開いてコンテンツを追加する前に、このチュートリアルで使用するワークスペース

を見てみましょう。 

コンテンツ エクスプローラ 

コンテンツ エクスプローラは、画面の左側に表示され、すべてのコンテンツに関連するファイ

ルを見つけられます。 トピックは、メインのコンテンツ フォルダに表示されます。 サブフォル

ダを作成して、コンテンツを整理することもできます。 デフォルトでは、Resources フォルダ

がすべてのコンテンツ (画像、スニペット、マルチメディア、スタイルシートなど) を整理するた

めに使用されます。 

 

 

 

 

 

トピック ファイルを保持する 

カスタム サブフォルダ 

リソースフォルダとファイル 

コンテンツ エクスプローラと 

プロジェクト オーガナイザを 

切り替えるには、アコーディオ

ン タブをクリックします。 

ルート フォルダ レベルの 

トピックファイル 

コンテンツ エクスプローラは、トピック、 

画像、スニペット、その他コンテンツ関連 

のファイルを格納します。 
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プロジェクト オーガナイザ 

プロジェクトオーガナイザは、コンテンツ エクスプローラと同じように画面の左側にあります。 

下部にある アコーディオン タブをクリックすると、コンテンツ エクスプローラとプロジェクト 

オーガナイザを切り替えることができます。 ここでは、ターゲット、目次、スキンなど、プロジェ

クト関連のすべてのファイルを見つけることができます。 これらの種類のファイルは、それぞ

れ独自のフォルダに表示されます。 

 

 

 

 

 

プロジェクト オーガナイザは、ターゲッ

ト、目次、変数、その他プロジェクト関連

のファイルを格納します。 
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スタートページ 

Flare を最初に開くと、スタートページが表示されます。 スタートページでは多くの時間を費や

すことはありませんが、新しいプロジェクトを作成したり、既存のプロジェクトを開いたり、さまざ

まなリソースにアクセスしたりできるため、重要です。 また、このチュートリアルをやめて後で

戻ってくる必要がある場合は、スタートページの「最近使ったプロジェクト」リストから San 

Diego プロジェクトファイルを再度開くことができます。 

 

 

 

 

 

 

スタートページで、新規プロジェクトを開

始、既存および最近使ったプロジェクト

を開いたり、ヘルプリソースにアクセス

できます。 

作成したばかりの San Diego 

プロジェクトがここに追加され、

後でこれを開くことができます。 
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XML エディタ 

XML エディタは、Flare インターフェイスの中央にあります。Flare で使用するプライマリのエ

ディタです。 これは、コンテンツ ファイルの作成、編集、および書式設定に使用されます。その

ため、トピック、スニペット、またはマスターページを開くと、XML エディタ内に表示されます。 

 

 

 

 

 

 

詳細について 

Flare インターフェイスに関する詳細は、オンラインヘルプをご参照ください。 

XML エディタは、コンテンツの記述、編

集、書式設定用に使用されます。 

タブを選択すると、開いたトピック、

スニペット、またはマスターページ

を切り替えられます。 
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第3章: プロジェクトに要素を追加 
プロジェクトを作成したら、次にプロジェクトにコンテンツを追加します。 コンテンツを追加すると、プロ

ジェクトに何らかの実態が加わります。プロジェクトには、さまざまな要素を追加できます。 
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トピックの作成  
San Diego プロジェクトには、既にいくつかのトピックがありますが、新しいトピックを追加す

ることから始めます。 

トピックを作成する 

1. コンテンツ エクスプローラで、コンテンツ フォルダを右クリックし、コンテキスト メニューから [新

規] > [トピック] を選択します。 [ファイルの追加] ダイアログが表示されます。  

 

2. [ファイルの追加] ダイアログで、追加したいトピックの種類を選択できます。 [ソース] エリアで [テンプ

レートから新規] が選択されていることを確認し、内蔵テンプレートのリストから NewTopic.htm を選

択します。これにより、空のトピックが作成されます。 

3. [ファイル名] フィールドで、トピックに FamousSanDiegans という名前を付けます。 

 
 
 
 

注意: ファイル名を入力するとき、このように単語を続けて入力する必要はありません。ス

ペースを入れてもかまいません。 

 

注意: 新規のトピックを作成するために利用できる方法は、この他にもいくつかあります。コン

テンツ エクスプローラで右クリックすることが、新規トピックを格納するフォルダを選択でき、一

番効率的です。 
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4. [最初の見出し] フィールドに、Famous San Diegans と入力します。 このフィールドを空白のままに

しておくと、トピック見出しにファイル名が自動的に使用されます。残りのフィールドは、今のところ空

白のままにしておきます。これらのフィールドは、デフォルト設定で問題ありません。 

 

 

 

使用するテンプレートを

選択します 

ファイル名を入力します。 

トピックの見出しを 

入力します。 
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5. [追加] をクリックします。 コンテンツ フォルダに新規のトピックが表示され、自動的に XML エディタ

で自動的に開かれます。 

トピックを閉じた後で、コンテンツ エクスプローラでファイル名をダブルクリックして、再度

開くことができます。 

 

 

 

 

 

このトピックを空のままにしたくないので、テキストを少し追加してみましょう。 3人の 

San Diego 出身の有名人の名前を追加します。 

6. 「このテキストを削除して自分のコンテンツで置き換えてください。」という暫定のテキストを選択し、

ハイライト表示させ、Some famous people from San Diego are: を入力し、Enter キー

を押します。 

7. Cameron Diaz  と入力して、Enter を押します。 

8. Tony Gwynn  と入力して、Enter を押します。 

9. Sally Ride   と入力して、Enter を押します。 

新規トピックは、 

ここに表示されます。 
トピックは、見出しと暫定

テキストのみです。 
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10. 箇条書きのリストを追加しましょう。 3人のSan Diego の有名人の名前をハイライトし、Flare の上

部にある [ホーム] リボンを選択します。段落セクションで  をクリックします。段落が箇条書き

に変換されます。 

 

 

11. ここまでの作業内容を保存するため、  をクリックします。 
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詳細について 

トピックの詳細については、オンラインヘルプをご参照ください。 

ヒント: トピックの左側に注目してください。 サイド構造バーには、各要素のタグが表示されます。 

XMLやHTML に精通している場合には、これらのタグを認識できます。このトピックでは、<h1> タグ

(見出し1)、  <p> タグ (テキスト段落)、 <ul> タグ (順序なしリスト)、<li> タグ (リスト項目) があります。 

Flare を使用するには、コードを知る必要はありませんが、構造バーを使用して、トピック内の項目を

並べ替えるなど、さまざまなタスクを実行できます。 これらのバーの1つをクリックして、上下にドラッグ

すると、トピック内のどこか他の場所にドロップできれば、青い矢印が表示されます。必要であれば、リス

ト項目の <li> タグをクリックして、箇条書きのリスト内で上下にドラッグしてみてください。 

XML および HTML に慣れている場合は、トピックの下側にある [テキストエディタ] タブをクリックし
てください。内部テキストエディタで XML を手動で変更できます。 

Sally Ride のリスト項目の<li> タグをク

リックして、上にドラッグします。 

ドロップする位置に青い矢印が表示され

ます。 

 

リスト項目をドロップした後、

リストはこのようになります。 

 

テキストエディタ表示 



 

 

  23 第3章: プロジェクトに要素を追加 

 

 

画像の挿入 
トピックにフードのことを少し記述するので、画像を追加してみましょう。 このプロジェクトに

は、既にいくつかの画像が含まれています。デフォルトでは、画像は Resources フォルダの 

Images サブフォルダに保存されます。 

 

 

画像を挿入する 

1. コンテンツ エクスプローラで、Food.htm をダブルクリックします。XML エディタでトピックが開きます。 

2. Mexican food に関する段落の最後にカーソルを持っていきます ("United States." の直後)。 次に、Enter を

押します。 これにより、新しい段落を入力するか、他のコンテンツを挿入するための新しい行が作成されま

す。 

3. Flare の上部で、 [挿入] リボンを選択し、[マルチメディア] セクションから [画像] を選択します。 [画像

の挿入] ダイアログが開きます。 

画像は、Resources フォルダ

に格納されます。 
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4. [ファイルの選択] セクションで、コンテンツ > Resources > Images > tacos.png を見つけます。 

 

 

 

5. OK をクリックします。  プロジェクトにタコスの画像が表示されます。 

6. 作業内容を保存するため、   をクリックします。 

 

詳細について 

画像の詳細については、オンラインヘルプをご参照ください。 

注意: 今回は、プロジェクト内に画像がすでにありますので、それを直接利用します。 

ただし、プロジェクトにまだ含まれていない画像を挿入する必要がある場合、           を 

クリックし、コンピューターまたはネットワーク上の画像を探します。 

ヒント: コンテンツ エクスプローラからトピックに画像を直接ドラッグアンドドロップすることもできます。 

プロジェクトに追加する 

画像を選択します。 

画像をここでプレビュー 

できます。 
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相互参照の挿入 
プロジェクトの他のトピックにリンクするのはかなり一般的です。 トピックをリンクする方法の

1つは相互参照です。 このチュートリアルにある複数の相互参照に既にお気づきかもしれま

せん。 

標準的なハイパーリンク上で相互参照を使用する利点は、相互参照が書式コマンドを使用

してリンクを自動的に更新することです。 書式コマンドを使用すると、相互参照にページ番

号情報、トピックのタイトル、またはファイルパスを指定するように指示できます。 

 

標準的な方法とドラッグ アンド ドロップ方式という 2つの異なる方法を使用して、プロジェ

クトに 2つの相互参照を追加します。 

 

 

 

注意:  このプロジェクトおよび San Diego テンプレートでは、デフォルトの相互参照スタイル

(MadCap：xref) によって状況依存の相互参照が作成されます。 Webベースの出力では、これらの

相互参照は通常のリンクのように見えます。 印刷ベースの出力では、リンク内のテキストは相互参

照とターゲット位置の関係に基づいています (たとえば、26 ページの「トピック」、次のページの「ト

ピック」を参照)。 

 

 

“Food” と “Beer” へのこれらの相互参照は、

状況依存で、関連した場所を表示します。 
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標準的な方法で相互参照を挿入する 

1. コンテンツエクスプローラで、SanDiegoCuisine.htm をダブルクリックします。XML エディタでトピック

が開きます。 

2. 段落の最後で、Enter を押して、新規の行を追加し、そこに See . を入力します (See のあとにスペー

スを1つ入れてピリオドを入力します)。 

3. カーソルを 1つ戻して、ピリオドの前に移動します。 

4. [挿入] リボンを選択します。 [リンク] セクションの [相互参照] を選択します。 [相互参照の挿入] ダ

イアログが開きます。 

5. [リンク先] セクションで、ドロップダウンから [プロジェクト内トピック] が選択されているか確認します。 

6. 下の領域で、相互参照を作成したいトピックを選択できます。 Food.htm を選択します。 
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7. ダイアログの下部は、[相互参照プロパティ] セクションです。 このセクションの左側で相互参照のスタ

イルを選択できます。新規のスタイルを作成したり、既存のものを編集することもできます。右側は、書

式コマンドと Flare 内で表示される相互参照のプレビューが表示されます。 

相互参照クラス フィールドをスクロールすると、"MadCap:xref" というクラスがあります。これ

は、デフォルトの相互参照スタイルです。新規の相互参照を挿入するとき、デフォルトで使用さ

れます。 

 

 

8. OK をクリックします。  Flare が Food.htm への相互参照を MadCap:xref スタイルを使用して作成します。 

9. 作業内容を保存するため、  をクリックします。 

プロジェクト内トピック を選択します。 

相互参照したいトピックを選択します。 

これは、デフォルトの相互参照スタイルです。 
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ドラッグアンドドロップを使用して相互参照を挿入する 

相互参照を挿入する別の一般的な方法は、ドラッグアンドドロップを使用する方法です。 こ

の方法は自動的にメインの MadCap：xref スタイルを使用するので、別のスタイルを選択す

る必要がない場合は、相互参照を挿入するのに適しています。 

1. SanDiegoCuisine.htm トピックファイルは、XMLエディタで開いたままにする必要があります。 すでに追

加した ”Food” 相互参照の後にテキストと別の相互参照を追加します。 カーソルを、相互参照 (単語 

"Food" とピリオド）の間に置く必要があります。 左括弧が表示されるようにします。 

このように: 

 

 

このようではありません: 

 

 

必要に応じて、キーボードから右矢印キーを 2回押すことで、右括弧から左括弧に変わりま

す。 

相互参照から括弧の向きを離すと、入力する新しいコンテンツがリンクの一部にならないよう

になります。 

2. カーソルが正しい向きになったら、 and . を入力します (and の前後にスペースを入れてください)。 

3. コンテンツ エクスプローラで、Beer.htm を選択し、それを XML エディタ内の単語の前 (ピリオドの直前) に

ドラッグします。 
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4. トピックをドロップするとき、赤い線が表示されます。 赤い線が正しい場所にある時に、マウスボタン

を離します。 Flare が Beer.htm への相互参照を MadCap:xref スタイルを使用して作成します。 

 

5. 作業内容を保存するため、  をクリックします。 

 

詳細について 

相互参照に関する詳細は、オンラインヘルプをご参照ください。 

Food と Beer トピックへ

の相互参照は、オンライ

ン出力で表示されます。 
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ドロップダウン テキストの挿入 
非常に長いトピックがある場合は、そのセクションを分割して読みやすくすることができま

す。 これを行う1つの方法は、ドロップダウンテキストを追加することです。 ドロップダウンテ

キストは、トピック内の1つのリンクの下にあるテキストのセクションを折りたたみます (「ド

ロップダウン ホットスポット」と呼ばれます)。 ユーザーが出力でホットスポットをクリックする

と、テキストが展開され、隠されたコンテンツが表示されます。 ホットスポットを再度クリック

すると、テキストを折りたたみます。 

ドロップダウン テキストを挿入する 

1. コンテンツ エクスプローラで、SanDiegoAttractions.htm をダブルクリックします。トピック

が XML エディタで開きます。 

2. 最初の段落の最後 (Petco Park. のあと) で、Enter を押して、新しい行を追加します。 Balboa Park 

と入力します。 

3. マウスを使用して、バルボア パークに関連する 3つの要素 (上記で追加したテキスト、パークに関す

る段落、噴水の画像) を選択します。 

4. [挿入] リボンを選択し、[テキスト] セクションで、[ドロップダウン テキスト] を選択します。 
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5. Flare は、選択したテキストのドロップダウンを作成します。 先ほど追加したテキスト (Balboa Park) は、ク

リック可能なドロップダウン ホットスポットとして区別する特別なスタイル (MadCap:dropDownHotspot) 

が適用されています。ドロップダウンに含まれるすべてのコンテンツは、大きく明るい灰色の括弧で囲

まれています。 

 

 

Zoo と Petco Park に関するセクションのドロップダウンを追加しましょう。 

6. トピックをスクロール ダウンし、San Diego Zoo についての段落の前に新しい行を追加してから、 

San Diego Zoo と入力します。 

7. マウスを使用して、サンディエゴ動物園に関する 3つの要素 (上記で入力したテキスト、Zoo に

関する段落、パンダの画像) を選択します。 

8. [挿入] > [ドロップダウン テキスト] を選択して、このセクションにドロップダウンを追加します。 

9. 下にスクロールダウンして、Petco Park についての段落の前に新しい行を追加して、Petco Park と

入力します。 

これは、ドロップダウン  

ホットスポットです。 

ドロップダウン全体が括弧

で囲まれます。 

ドロップダウンの左側の構造バーは、

ドロップダウンの異なる部分を示しま

す(全体のコンテナ、ヘッド、ボディ) 
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10. マウスを使用して、ペトコ球場に関する 3つの要素 (上記のテキスト、球場に関する段落、球場の画

像) を選択します。 

11. [挿入] > [ドロップダウン テキスト] を選択して、このセクションにドロップダウンを追加します。 

12. 作業内容を保存するため、  をクリックします。 

 

注意: ドロップダウン効果は、オンライン出力でのみサポートされます。PDF などの印刷ベースの出力

を生成する予定がある場合は、それらをトピックに含めることができますが、通常のテキストように見え

ます。 

 

 

 

“条件の使用” で、もう少し説明します。 
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詳細について 

ドロップダウンに関する詳細は、オンラインへルプをご参照ください。 

注意: このチュートリアルを順番に実行している場合、プロジェクトにオンライン ターゲットがまだあり

ません。 HTML5 出力を作成するときに、これらのドロップダウンを再度説明します。 「新規ターゲッ

トの作成」と「HTML5 出力のビルド」をご参照ください。 
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スニペットの使用 
コンテンツを再記述するのではなく、コンテンツの一部を複数回使用する必要がある場合は

いつでも、プロジェクトでスニペットを使用できます。 変更を行う必要がある場合は、スニ

ペットのコンテンツを変更することができ、スニペットを使用した場所に変更が表示されま

す。 同じ変更を複数回行う必要はありません。 

スニペットは短くても長くてもかまいません。 それはほんの数語、文、またはいくつかの段落

になるときもあります。 スニペットには、テキスト、画像、リスト、その他のスニペットなど、あ

らゆるタイプのコンテンツを含めることができます。 

短いスニペットを作成してプロジェクトに配置しましょう。 

 

スニペットを作成する 

HTML5 ターゲットを設定するときには、ランディング ページとして Home.htm を使用します  (「新規

ターゲット」および「HTML5 出力のビルド」 を参照してください) 。 このページには、

AllAboutSanDiego.htm の紹介として使用することができる優れた情報があります。 この

ページは、PDF 出力で最初のトピックとなります (「PDF 出力のビルド」 を参照してください)。 

このテキストを再利用できるようにスニペットを作成しましょう。 

 

1. コンテンツ エクスプローラで、Home.htm をダブルクリックします。 トピックが XML エディタで開きます。 

2. 下にスクロールして、見出し、3つの短い段落、およびリストが含まれる灰色のエリアが表示されます。 

3. 1番目と2番目の段落、およびリスト全体を選択します (“San Diego” で始まり、”San Diegans” で終わ

るテキスト)。 

 

 

4. [ホーム] リボンを選択します。[スニペット] セクションで、[スニペットの作成] を選択します。 [スニペットの

作成] ダイアログが開きます。 

このコンテンツを選択します。 
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5. [スニペット ファイル] フィールドで、SanDiegoIntro と入力します。 これはスニペットの名前です。 

6. [プロジェクト フォルダ] フィールドで、スニペットを保存する場所を入力します。デフォルトでは、スニペッ

トは、Resources/Snippets フォルダの Content フォルダに保存されます。これは、スニペットの推奨場所

ですので、このパスを変更しません。 

7. [スニペット] フィールドで、スクロールバーを使用して内容を確認します。 選択された内容が正確に表

示されます ("San Diego" から始まり、"San Diegans" で終わるテキスト)。 

8. [ソースコンテンツを新規スニペットに置換] チェックボックスが選択されていることを確認してください。 現

在のトピックでスニペットを使用したいので、スニペットを自動的にそのままトピックに挿入します。 
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9. [作成] をクリックします。 Flare は、スニペットを作成し、それをトピックに挿入し、スニペット ファイルを

コンテンツ エクスプローラに追加します。 コンテンツの左側の構造バーが、1つの構造バー(snipet 

block) に置き換えられ、スニペットが薄い灰色の括弧で囲まれていることに注意してください。 

 

 

 

 

10. 作業内容を保存するため、  をクリックします。 

個々の構造バーが 1つの 

構造バーに置き換ります。 

スニペットが括弧で

囲まれます。 
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スニペットを挿入する 

スニペットを作成したので、別のトピックにそれを挿入します。 

 

1. コンテンツ エクスプローラで、AllAboutSanDiego.htm をダブルクリックします。 トピックが XML エディ

タで開きます。 

2. All About San Diego 見出しの最後をクリックし、Enter を押して、新しい空の段落を作成します。 こ

こにスニペット(断片)を挿入します。 

3. [挿入] リボンを選択します。 [シングルソース] セクションで、[断片] を選択します。 [スニペット リンク

の挿入] ダイアログが開きます。 

4. [スニペットの選択] セクションで、コンテンツ > Resources > Snippets > SanDiegoIntro.flsnp 

に移動します。 このスニペットを選択したとき、[プレビュー] セクションで正しいスニペットが選択されてい

るか確認することができます。 

 

挿入するスニペット

を選択します。 

プレビューにスニペットが

表示されます。 
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5. OK をクリックします。 スニペットが見出しと History セクションの間に表示されます。 

 

 

6. 作業内容を保存するため、  をクリックします。 

 

 

 

詳細について 

スニペットの詳細については、オンラインヘルプをご参照ください。 

ヒント: コンテンツ エクスプローラからスニペットをトピックにドラッグアンドドロップすることもできます。 

ヒント: スニペットの編集が必要な場合は、コンテンツ エクスプローラでそれをダブルクリックすることでで

きます。 トピックのように XML エディタで開きます。 しかし、多くのスニペットを作成した場合、必要な正

確なスニペットを見つけるのが難しくなることがあります。スニペットを素早く編集する方法は、トピックに

挿入されているスニペットを右クリックし、コンテキストメニューから [リンクを開く] を選択することです。 

スニペットがトピックに

追加されます。 
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表の挿入 
Flare では、多くの目的のために表を使用できます。 いくつかの情報を比較するために、小

さな表をトピックに挿入します。 

表を挿入する 

1. コンテンツエクスプローラで、AllAboutSanDiego.htm をダブルクリックします。 トピックが XML エディタ

で開きます。 

2. トピックの History セクションまでスクロールダウンします。 このセクションの 2つの段落の間に空の

段落を追加します。 

 

3. [挿入] リボンを選択します。 [表] セクションから [表] を選択します(ボタンの表面をクリック、下矢

印ではありません)。 [表の挿入] ダイアログが開きます。 

注意: [表] ボタンの下にある下矢印をクリックすると、基本的な表を挿入するグリッドが開き

ます。多くの場合にこれを利用しますが、このチュートリアルでは、矢印の代わりに、ボタン

のアイコンをクリックしてください。 [表の挿入] ダイアログでいくつかのプロパティを設定す

ることができます。 

 

[表の挿入] ダイアログを

開くには、ボタンのアイコ

ンをクリックします。 

ボタンの下の矢印を使っ

て、素早く書式設定されて

いない表を追加できます。 
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4. [表のサイズ] セクションで、次の変更をするために矢印を使用します: 

a. [列の数] を 2 に設定します。 

b. [行の数] を 4 に設定します。 

c. [ヘッダー行の数] を 1 に設定します。 

これらの設定を変更すると、[プレビュー] 内の表が更新され、Flare でどのように表示さ

れるか示されます。 

 

表のサイズ設定を 

調整します。 

表をプレビュー

します。 



 

 

  41 第3章: プロジェクトに要素を追加 

 

 

 

5. [表スタイル] セクションで、表スタイル ドロップダウンから、BasicAlternateRows.css を選択します。 

これらの設定を変更すると、[プレビュー] 内の表が更新され、Flare でどのように表示さ

れるか示されます。 

 

6. OK をクリックします。History セクションに空の表が表示されます。 

表のスタイルを 

適用すると… 

プレビューが 

変わります。 
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表にいくつかデータを追加してみましょう。 

7. 表の一番上の左のセルをクリックします。 これは、ヘッダー行です。 Historical Affiliation 

と入力します。 

8. 表の一番上の右のセルをクリックします。 Date と入力します。 

9. Historical Affiliation 列で、次のように入力します: 

a. 最初のセルで、Spanish   Empire と入力します。 

b. 2番目のセルで、First Mexican Empire と入力します。 

c. 3番目のセルで、United Mexican States と入力します。 

d. 4番目(最後) のセルで、United States と入力します。 

10. Date 列で、次のように入力します: 

a. 最初のセルで、1769－1821 と入力します。 

b. 2番目のセルで、1821－1823 と入力します。 

c. 3番目のセルで、1823－1848 と入力します。 

d. 4番目(最後) のセルで、1848－present と入力します。 

 

11. 作業内容を保存するため、  をクリックします。 
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表スタイルについて 

Flare は表スタイルを使用してテーブルの外観を決定します。 これらは、すべての表が一貫

した外観を持つことを確実にするために便利な方法です。 たとえば、表スタイルシートを使

用して、表の行と列、またはその境界線の色を決定できます。 1つの表またはプロジェクト

内のすべての表に表スタイルを適用できます。 表スタイルは通常のスタイルシートとは別

に取り扱われます。 

表スタイルを使用して、セル内容のデフォルトスタイルを設定することもできます。 この

チュートリアルで適用した表スタイルでは、ヘッダー行は太字で中央に配置され 

(p.TableTextHead スタイルクラス)、残りの行は左揃えおよび標準の太さ (p.TableText ス

タイルクラス) です。 

 

 

詳細について 

表および表スタイルの詳細については、オンラインヘルプをご参照ください。 

p.TableTextHead スタイルクラス

を使用 

p.TableText スタイルクラス 

を使用 
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変数の編集 
変数は、会社名、Web サイト、製品名など、プロジェクト全体で表示される短い情報を含み

ます。 任意のものに対して変数を作成することができます。 変数はスニペットのように機能

します:  プロジェクト全体で変数を使用できます。 変数を変更すると、変数を使用した場所に

変更が表示されます。 これにより、日付やバージョン番号など頻繁に変更される可能性のあ

る情報に対して、変数は最適なオプションになります。 

新しいプロジェクトを作成すると、Flare はプロジェクトにいくつかの標準変数を自動的に追加

します。 これらの変数のいくつかを編集して、完成したプロジェクトが少し一般的になるよう

にしましょう。 

変数を編集する 

ここまでは、コンテンツ エクスプローラに格納されているリソースを使用して作業してきま

した。 変数は、プロジェクト リソースであるため、プロジェクト オーガナイザに置かれてい

ます。 

1. プロジェクト オーガナイザを開きます。 

2. 変数 フォルダを展開します。 

3. General 変数セットをダブルクリックします。変数セット エディタが右側に表示されます。 

このプロジェクトの様々な変数を見てください。会社名、住所(市、州、zip コード(米国の郵便

番号) の異なる変数を含む)、電話番号、Web サイト、西暦の変数があります。このガイドブッ

クの名前の変数もあります。 

各変数の名前が [名前] 欄に表示されます。変数が使用されている場所には、[定義] 欄の

内容が表示されます。変数定義のいくつかを編集してみましょう。 
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4. [定義] 欄で、My Company, LLC をダブルクリックします。このフィールドに会社名 (MadCap 

Software) を入力して、Enter を押します。 

 

 

5.  (オプション)  [定義] 欄で、カスタマイズする他の変数の定義をダブルクリックして、変更します。 

 

6. 作業内容を保存するため、  をクリックします。 

注意: Year 変数に、時計  が付いた、少し異なるアイコンが表示されています。 これは、

Date/Time の変数であることを示します。 Date/Time 変数は、日付または時刻を表す書式指

定子を使用します。Year 変数は、現在の西暦 (4桁の数字) を表すため、”yyyy” という形式を使

用します。 

 

Date/Time 変数に関する詳細は、オンラインヘルプをご参照ください。 
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詳細について 

変数についての詳細は、オンラインヘルプをご参照ください。 

例 

変数の変更が終わったら、トピックを見ることができます。コンテンツ エクスプローラを開き、

PrintOnlyTopics フォルダを展開します。Copyright.htm をダブルクリックします。 

 

このページで灰色のハイライトフィールドはすべて、変数です。 XML: エディタのローカルツールバー

にある [タグの表示]  ドロップダウン フィールドを使用すると、マーカーを調整して、挿入された変数を

様々な方法で表示することができます (例えば、エディタで変数名を表示/非表示にする)。 

変数を再度編集した場合、このトピックに戻ると、更新された情報が表示されます。 

このプロジェクトから PDF を作成するとき、このトピックをあとで再度使用します。 "PDF 出力のビルド"

を参照してください。 

Copyright トピックに、今変更した

CompanyName などの変数があ

ります。 
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第4章: 外観を良くする 
Flare には、出力の外観の見栄えを良くするたくさんの方法があります。 このチュートリアルでは、ドキュ

メントの外観 – スタイルを制御するもっとも一般的な方法に焦点を当てます。 

ただし、このチュートリアルでは、スタイルの使用方法の簡単な一部分のみを紹介します。 
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スタイル クラスの作成 
要素を書式設定するために、プロジェクトでスタイルを使用することができます。ローカルの

書式設定 (1つの単語を選択し、[ホーム] リボンの [色] ボタンを使用して赤にするなど) を使

用することはできますが、スタイルを使用すると時間が節約されます。スタイルシート内のス

タイルのプロパティを変更すると、その変更は、そのスタイルクラスを使用しているすべての

ところで変更されます。 すべてのトピックの変更を個々に行う必要はありません。 

新しい Flare プロジェクトを作成すると、すでに多くのスタイルが使用されていることがわかり

ます。 また、これらのスタイルのいずれかのプロパティを変更して外観を調整できます。 

すでに配置されているスタイルを使用することに加えて、今必要なものを見つけて独自のス

タイルクラスを作成することができます。 スタイルクラスを「親」スタイルの「子」と考えてくださ

い。 スタイルクラスを使用すると、スタイルを使用する際の柔軟性が増します。 たとえば、赤

色の h1 (見出し1) スタイルクラスと青色の h1 スタイルクラスを作成できます。 これらは、ど

ちらも h1 スタイルの子になります (例： h1.red、h1.blue)。 

スタイル クラスを作成する 

親画像 (img) スタイルのスタイル クラスを作成します。次に、スタイル クラスを変更して、

オンライン画像をサムネイルに変換します。 言い換えると、画像は最初小さく表示されま

すが、オンライン出力でクリックされるとフルサイズの画像をポップアップ表示します。 

1. コンテンツ エクスプローラで、Resources > Stylesheets を開きます。 

2. MainStyles.css スタイルシートをダブルクリックします。 スタイルシート エディタが右に開きます。 

3. スタイルシートを編集するとき、簡単表示または高度表示を使用できます。後者を使用してみましょう。

スタイルシート エディタのローカル ツールバーで、最初のボタンが [ビュー: 高度] と表示されているこ

とを確認します。 [ビュー: 簡単] の場合は、それをクリックして、高度表示に変更します。 
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4. エディタの左上隅のドロップダウンが次のように[画像スタイル] に設定されていることを確認します。 

 

 

5. スタイル セクションで、img を選択します。 

6. エディタのローカルのツールバーで、   をクリックします。[新規セレクタ] ダイアログ

が開きます。 
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7. [クラス名] フィールドで、thumbnail と入力します。 
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8. OK をクリックします。 thumbnail スタイルがスタイルシートに表示され、img 親スタイルの下にインデント

されます。 

 

スタイル クラスが追加されましたが、img スタイルから継承したプロパティだけが追加され

ています。 次に、thumbnail スタイルクラスに一意のプロパティを追加します。 

9. 新規の thumbnail クラスを選択した状態で、エディタの右上隅にある [表示] フィールドから [表示: 

様々な関連プロパティ] を選択します。これにより、画像に関連するプロパティのみが表示されるため、

設定が必要なプロパティを簡単に見つけることができます。 
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10. エディタの右側のプロパティがグループビューの表示になっていることを確認します。つまり、展開お

よび折りたたむことができるカテゴリ異なります。ローカルツールバーにグループビュー  ボタンが

表示されます。アルファベット順ビュー のボタンが表示されている場合は、それをクリックしてグ

ループビューに切り替えます。 

 

 

11. Thumbnail グループを展開します。 

12. mc-thumbnail プロパティの横にあるドロップダウンをクリックし、popup を選択します。 他のサムネイ

ル設定はそのままにします。 

 

13. 作業内容を保存するため、   をクリックします。 

詳細について 

スタイルおよびクラス作成の詳細については、オンラインヘルプをご参照ください。 
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スタイルの適用 
サムネイル スタイルを作成したので、これを画像に適用することができます。 

 

スタイルを適用する 

1. コンテンツ エクスプローラで、SanDiegoAttractions.htm をダブルクリックします。 XML エ

ディタでトピックが開きます。 

2. [ホーム] リボンを選択し、[スタイル] セクションで [スタイル ウィンドウ] を選択します。スタイル 

ウィンドウ ペインが Flare インターフェイスの右側に開きます。 

スタイルウィンドウ ペインには、現在選択しているテキストの書式設定オプションが表示されま

す。 たとえば、段落をクリックした場合、見出しスタイルや親 p スタイルの子など、テキストを書

式設定するためのスタイルがいくつか表示されます。 

3. XML エディタで、噴水の画像を選択します。 スタイル ウィンドウ ペインの [利用可能なスタイル] セクションで

は、現在噴水の画像に適用されているスタイル (つまり、img スタイル) が、上部に表示され、その下でハイライ

トされています。 

 

これは、カレントのスタイルです。 

新しいスタイルも利用可能 

になっています。 

カレントのスタイルが 

ハイライトされています 
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4. スタイル ウィンドウ ペインで、img.thumbnail をクリックします。 XML エディタでは、噴水の画像が 

(スタイルシートで指定された) サムネイルのサイズに縮小されます  (ただし、ウェブ レイアウトが選択されて

いる場合のみ縮小され、印刷レイアウト になっている場合は、縮小されません)。 

 

 

5. img.thumbnail スタイルをパンダとPetco Park の画像にも適用します。 

6. 作業内容を保存するため、  をクリックします。 

 

 

詳細について 

スタイルの適用の詳細については、オンラインヘルプをご参照ください。 

注意: 必要に応じて、img.thumbnail スタイルを San Diego プロジェクトの他の画像にも適用す

ることができます。 

Img.thumbnail スタイルクラスが

ここに適用されています… 

しかし、ここには 

適用されていません。 
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第5章: ターゲットの開発 
プロジェクトのスタイル設定が完了したら、出力ファイルの準備を開始できます。 様々な出力タイプ (例

えば、PDF、HTML5、EPUB など) を設定し、最終ドキュメントに含める情報を Flare に指示する設定を

定義することができます。 
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新規ターゲットの作成 
新しい種類の出力を生成する場合は、プロジェクトにターゲットを追加する必要があります。

ターゲットは、PDF、オンラインヘルプ システム、eBook、Word ドキュメントなど出力タイプ

の単一インスタンスです。必要な数のターゲットを作成できます。 

現時点では、San Diego プロジェクトが設定されているので、単一の PDF ターゲットを作成できま

す。  さらに、オンライン ターゲットを作成します。 オンライン出力のタイプは、HTML5 を推奨します。 

新規の HTML5 ターゲットを作成する 

1. プロジェクトオーガナイザで、[ターゲット] フォルダを右クリックします。 コンテキストメニューから [ター

ゲットの追加] を選択します。 [ファイルの追加] ダイアログが開きます。 

2. [ファイルの追加] ダイアログで、作成するターゲットのタイプを選択できます。 [ソース] エリアで、[テン

プレートから新規] が選択されていることを確認します。 次に、内蔵テンプレートのリストから 

MyTarget を選択します (これは、デフォルトで選択されています)。 これにより、デフォルト設定が選択

されたターゲットが作成されます。 

3. [出力形式] ドロップダウンから、HTML5 を選択します。 

4. [ファイル名] フィールドで、All About San Diego HTML5 と入力します。 

 

5. [追加] をクリックします。新規のターゲットがプロジェクト オーガナイザのターゲット フォルダに追加され

ます。 

ターゲットの名前

を入力します。 

作成する出力形

式を選択します。 
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ターゲットのスタートアップ トピックを設定する 

オンライン ターゲットのランディング ページには、特別なトピック (Home.htm) を使用します。 

 

1. 新しいターゲットのエディタは既に開いているはずです。そうでない場合は、プロジェクト オーガナイザの 

All About San Diego HTML5 ターゲットをダブルクリックします。 

2. ターゲット エディタで、[一般] タブを選択します。 

3. 次に、[スタートアップ トピック] フィールドの横にある  をクリックします。トピックを選択するダイアロ

グが開きます。 

4. トピックの一覧で、Home.htm を選択します。 

5. [開く] をクリックします。 Home.htm が、スタートアップ トピックとして、関連付けられました。 

 

6. 作業内容を保存するため、  をクリックします。 

 

 

詳細について 

ターゲットに関する詳細は、オンラインヘルプをご参照ください。 

注意: HTML5 スタートアップ トピックを使用しているホームページは、独自のスタイルシートとマスター

ページを使用しています (これらは、既に設定されています)。 これは、他のページとは異なるルック&

フィールを持つ理由です。HTML5 出力の設定を構成する方法の詳細については、オンラインヘルプの 

Top Navigation Tutorial  をご参照ください。 
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条件の使用 
San Diego プロジェクトのいくつかのドロップダウンや見出しに赤と青のインジケータが表

示されています (Food.htm を見てください )。 これらの色のインジケータ は、条件タグで

す。 San Diego プロジェクトは、印刷用とオンライン用の出力のための条件タグが設定され

ています。 

条件タグを適用する 

1. コンテンツエクスプローラで、AllAboutSanDiego.htm をダブルクリックします。トピックが XML エディタ

で開きます。  

2. トピックの History セクションまでスクロールします。  

History セクションには、ドロップダウンと見出し2 の両方が含まれています。 30ページの「ドロックダウン

の挿入」で説明したようにドロップダウンの効果は、オンライン出力でのみ機能します。PDF では、ドロップ

ダウンを静的テキストとして使用できますが、代わりに見出し2 を使用します。 PDF のブックマーク(しおり)

機能が効果的です。オンライン出力でドロップダウンを使用します。 

 

 

 

 

このセクションは、

Headin2 です。 

このセクションは、 

ドロップダウンです。 
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どの出力でテキストを使用するかを Flare に指示するために、各要素に条件タグを割り

当てます。 

3. 見出し2 を使用している History の単語を右クリックします。 

4. コンテキスト メニューから [条件] を選択します。 [条件タグ] ダイアログが開きます。 

このダイアログで、Default 条件タグ セットが表示されています。セットには、PrintOnly と 

ScreenOnly の2つの条件があります。 

 

 

5. この見出しを PDF に表示するので、PrintOnly の横のチェックボックスをオンにします。 

注意: プロジェクトでは、条件タグセットと条件を必要な数だけ作成できます。 また、用意され

ている Default 条件タグ セットを使用する必要はありません。これらは、単に便利な出発点とし

て用意されています。 
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6. OK をクリックします。 

マーカーがオンになっている場合(ローカル ツールバーの  の横の下矢印をクリック

し、[マーカーの表示] を選択)、見出し2 全体が赤くハイライトされます。

 

 

 

7. 作業内容を保存するため、  をクリックします。 

次に、ドロップダウン ホットスポットにオンライン条件タグを適用します。しかし、今度は少

し違う方法で行います。 条件は、スタイルに関連付けることもできるので、その方法を使

用します。 

8. コンテンツ エクスプローラで、Resources > Stylesheets に移動し、MainStyles.css をダブルクリッ

クします。 スタイルシートエディタが開きます。 

9. ローカル ツールバーで、[セレクタの追加] をクリックします。 [新規セレクタ] ダイアログが開きます。 

10. 以前、このチュートリアルで、親 img スタイルのクラスを作成しました ( 48 ページの "スタイルクラスの

作成” を参照)。 今度は、”汎用スタイル クラス” と呼ばれるものを作成します。 このクラスは、どの親スタイ

ルにも直接関連付けられません。 つまり、任意の親スタイルで使用できます。 [HTML 要素] フィールド

で、テキストを消去します。 

注意: それでも赤くハイライトされない場合、条件インジケータをオンにする必要がありま

す。 これを行うには、XML エディタの下部のツールバーの  をクリックします。 

PrintOnly 条件が適用されました。 
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11. [クラス名] フィールドで、OnlineOnly と入力します。 

 

12. OK をクリックします。 
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13. スタイルシート エディタで、左上隅のドロップダウンをクリックし、[すべてのスタイル] を選択します。 

 

 

14. 下のスタイル リストで、(汎用クラス) を展開します。 

15. OnlineOnly を選択します。 作成したばかりのクラスが表示されています。 
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16. [表示] ドロップダウン フィールドで、[表示: すべてのプロパティ] を選択します。 

 

 

17. [Unclassified] グループを展開します。 
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18. mc-conditions プロパティが見つかるまで、スクロールダウンします。 その横の  をクリックします。 

[条件タグ] ダイアログが開きます。 

 

 

19. 新しい汎用スタイル クラスは、オンライン コンテンツのみを対象としているので、[ScreenOnly] の横の

チェックボックスをオンにします。 

20. OK をクリックします。 

21. 作業内容を保存するため、  をクリックします。 

22. つぎに、この新しい汎用スタイル クラスをトピックのドロップダウンに適用します。

AlllAboutSanDiego.htm トピックに戻ります。 



 

 

  65 第5章: ターゲットの開発 

 

 

 

23. History ドロップダウン ホットスポットの左にあるドロップダウンの構造バーを右クリックします。 

 

 

24. コンテキスト メニューで、[スタイルクラス] を選択し、次に [.OnlineOnly] を選択します。 

 

この構造バーを右クリックします。 
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25. ドロップダウンの “History” の単語の横に青いボックスが表示されます。条件インジケータがオンの

場合、ドロップダウン見出し全体が青くハイライトします。 

 

 

この 2番目の方法は、ステップ操作が多いように見えますが、スタイルクラスを作成し、それ

を条件に関連付けることは、一度の設定です。 これが完了すると、オンライン出力でのみ表

示する親タグ (例、p、ol、img) に汎用スタイルクラスを適用できます。 これは、迅速にできる

作業です。 

26. (オプション)  このトピックの History セクションの下にある Climate セクションの条件にも適用できます。 

27. 作業内容を保存するため、  をクリックします。 

 

 

注意: ドロップダウン テキストと見出し2 を San Diego Attractions トピックに追加した場合 (30ページ

の "ドロップダウンテキストの挿入” を参照)、このトピックに条件を追加することができます。 

しかし、これは必須ではありません。 実際に、見出しと条件を追加する前に一度 PDF を作成し、追

加した後で再度 PDF 出力を作成して、印刷用出力の見出しとドロップダウンの違いを確認できま

す。 

ヒント: トピックをプレビューして変更を確認することもできます。 XML エディタのローカル ツールバー

で、  をクリックします。  PDF とHTML5 の両方のターゲットを使用してトピックをプレビューし、違

いを確認します。 

HTML5 ターゲットでトピックをプレビューする場合、トピックでオンラインと印刷用に正しく条件を設

定しても、ドロップダウンと見出し2 の両方を見れます。それは、まだ新しいターゲットにその条件関

連づけられていないからです。さらに、トピックを変更するとプレビューは自動的に更新されます。 

OnlineOnly スタイル クラスが 

適用されました。 
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条件タグをターゲットに関連付ける 

トピックに条件タグを適用しましたが、ビルドするターゲットにも条件タグを関連付けないと何

もしません。ターゲットに条件タグを関連付けると、Flare に出力をビルドするときに、どの条

件を含めるか除外するかを指示できます。 

すでに、PDF ターゲットは条件が関連付けられています。しかし、新しい HTML5 ターゲッ

トに条件を関連付ける必要があります。 

1. プロジェクト オーガナイザで、ターゲット フォルダを展開します。 

2. All About San Diego HTML5 ターゲットをダブルクリックします。 ターゲットエディタが右側に開きます。 

3. [条件付きテキスト] タブを選択します。 このタブで、含める条件と出力から除外する条件を選択できます。 

4. Default.PrintOnly 条件の横にある [除外] チェックボックスをオンにします。 HTML5 ターゲットには、印

刷条件でマークされたコンテンツを表示させません。 

5. Default.ScreenOnly 条件の横にある [含む] チェックボックスをオンにします。 HTML5 ターゲットに

画面条件でマークされたコンテンツを表示させます。 

 

6. 作業内容を保存するために、  をクリックします。 

詳細について 

条件の詳細については、オンラインヘルプをご参照ください。 
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スキンの使用 
オンライン出力を使用しているとき、ページに構造とスタイルを与えると便利です。 スキン

は、最終出力のためにあらかじめデザインされたルックアンドフィールです。メインのトピック 

コンテンツの周りの領域のロゴ、色、フォントなどを設定できます。 

第4章の「外観を良くする」 でスキンについて記載しましたが、スキンは、オンライン ター

ゲットにリンクする必要があり、HTML5 ターゲットをまだ作成していませんでした。 そのた

め、今ここでスキンを見てみましょう。 

 

 

スキンにロゴを設定する 

スキンに独自のスタイルを与えるためにできることはたくさんあります。スキンを設定するとき

に最初に行うことの 1つは、会社または製品のロゴを置くことです。スキンにロゴを入れてみ

ましょう。 

1. プロジェクト オーガナイザで、[スキン] フォルダを展開します。 

2. HTML5 - Top Navigation スキンをダブルクリックします。 HTML5 スキン エディタが右に開きます。 

3. [スタイル] タブを選択します。 スキンスタイルが左に、ダイナミック プレビューエリアが右に表示されま

す。ダイナミックでは、実際にプレビュー エリアをクリックして、スキンの様々な部分に移動できます。 

また、エディタの上部にある 3つのメディア (Web、Tablet、Mobile) に注意してください。 こ

れらは、デバイスのサイズに応じて、スキンの様々なスタイル設定を提供します。 この

チュートリアルでは、Web メディアだけに焦点を当てているので、それを選択したままにしま

す。 

注意: このチュートリアルの多くのタスクは、必ずしも正確な順序で実行する必要はありません。 例え

ば、プロジェクトの終わりに近づいたとき、最終的な出力を生成する準備をする(プロセス全体の最終ス

テップ) 場合がありますが、それをする前に、新しい要素といくつかのコンテンツを追加すること (全体の

プロセスのステップ 2) があります。 
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プレビュー エリアでデフォルトのロゴを表示することができます。 
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4. ロゴ グループは、エディタの左にありますが、変更が必要なスタイルを見つけるのが難しい場合があ

ります。少しトリックがあります。 エディタのローカル ツールバーで、[ハイライト] をクリックします。 
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5. このボタンは、左のスタイルをプレビュー エリアでクリックしたものと同期させます。 プレビューでロゴを

クリックしてみましょう。 

左のロゴ グループが選択され、展開します。 これで変更が必要な一般的な場所がわかり

ます。 
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6. [Logo] セクションで、[Background] セクション展開します。 

 

7. [Image] フィールドの横の  をクリックします。[画像の挿入] ダイアログが開きます。 

8. ダイアログで、  をクリックします。 
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9. [ファイルを開く] ダイアログで、次のフォルダに移動します。  

…\Documents\MyProjects\SanDiego\Content\ Resources\Images  

次に、SanDiegoLogoTransparent.png を選択します。 

10. [開く] をクリックします。 

11. OK をクリックします。 ロゴがスキンに表示されます。  HTML5 スキンエディタの右側で、ロゴの最終

出力がどのように表示されるかプレビュー表示できます。 

 

 

12. 作業内容を保存するため、  をクリックします。 

 

注意: これは、10ページの「テンプレートからプロジェクトを作成」 でプロジェクトを使用した場合

のロゴの場所です。 さもなければ、San Diego プロジェクト ファイルを保存した場所で、ロゴを

見つけることができます。 

注意: このプロジェクトでは、ホームページの外観を制御するHome Page マスターページにもロゴが

表示されます。このロゴは、既に設定されていますが、それを表示または変更したい場合、コンテンツ エ

クスプローラで、コンテンツ > Resources > MasterPages > HomePage.flmsp  に移動して、Flare 

プロジェクトのマスターページを開くことができます。 

ロゴがスキンに 

プレビューされます。 
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スキンをターゲットに割り当てる 

スキンを作成したので、これを作成した HTML5 ターゲットに割り当てることができます。 

 

1. プロジェクト オーガナイザで、ターゲット フォルダを展開します。 

2. All About San Diego HTML5 ターゲットをダブルクリックします。 ターゲット エディタが右に開きます。 

3. [スキン] タブを選択します。 

4. [スキン] フィールドで、[HTML5 - Top Navigation] を選択します。 

 

 

5. 作業内容を保存するため、  をクリックします。 

詳細について 

スキンの詳細については、オンラインヘルプをご参照ください。 
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目次の使用 
トピックを整理する目次 (TOC) を作成し、ターゲットに追加しましょう。 

しかし、これを行う際に、重要なことを心に留めておいてください。 オンライン出力の TOC 

ファイルは、オンライン ナビゲーションとして機能します。 しかし、印刷ベースの出力では、

TOC ファイルは、アウトラインのように機能します。 Flare にどのようなトピックを印刷出力

にどの順序で含めるかを指示するために使用されます。印刷ベースの出力で実際に生成

される TOC は少し異なります。 それは、”TOC Proxy” と呼ばれるものを使用します。 詳細

については、オンラインヘルプをご参照ください。 

San Diego テンプレートには、すでに 2つの TOC ファイルがあります:  1つは、印刷出力

用、もう1つはオンライン出力用です。 このプロジェクトに策にトピックを追加したので 

(FamousSanDiegans.htm : 18 ページの「トピックの作成」を参照)、出力をビルドする前に、

これらの TOC にトピックを追加する必要があります。 

オンライン目次にトピックを追加する 

1. プロジェクト オーガナイザで、[目次] フォルダを展開します。 

2. Online TOC をダブルクリックします。 目次エディタが右に開きます。 

3. コンテンツ エクスプローラを開きます。 

4. コンテンツ エクスプローラで、FamousSanDiegans.htm を選択し、右の目次エディタにドラッグします。 

それをドロップできるとき、青い矢印が表示されます。 San Diego Cuisine の下にトピックをドロップし

ます。 

 

 

目次の他の場所をクリックすると、新しい目次項目が青色で表示されます。 これは、出力に

テキストが青色で表示されることを意味するものではありません。 代わりに、目次項目にシ

ステム変数が含まれ散ることを意味します。 この変数は、”LinkedTitle” を呼ばれ、目次項

目テキストがそのトピックのタイトルに関連付けられています。トピックのタイトルが変更され

た場合、目次項目も自動的に変更されるので、手動で行う必要がありません。詳細につい

ては、オンラインヘルプをご参照ください。 

FamousSanDiegans を

ここにドロップします。 
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5. 作業内容を保存するため、  をクリックします。 

注意: 目次項目にシステム変数を使用する必要はありません。 青色の変数テキストの代わり

に任意のテキストを入力するだけでシステム変数を上書きすることができます。 これを行うと、

テキストは目次エディタ内で黒色で表示されます。 

注意: このトピックは、San Diego Cuisine の下に表示され、Food および Beer と同じレベルに

は表示されません。 Famous San Diegans を Food  および Beer と同じレベルにドロップした場

合、目次エディタの ローカル ツールバーの青い矢印   を使用して、San Diego Cuisine と同じレ

ベルに移動します。 

  

 

ここをクリックして 

移動します。 

トピックをここにドロップ 

した場合は、… 
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印刷目次にトピックを追加する 

印刷用目次 (Print TOC) にトピックを追加することは、基本的に同じ手順に従います。ただ

し、新しいトピックに対して、印刷出力の設定を行う必要があるため、いくつかの追加ステッ

プがあります。  

1. プロジェクト オーガナイザで、[目次] フォルダを展開します。 

2. Print TOC をダブルクリックします。 目次エディタが右に開きます。 

3. コンテンツ エクスプローラで、FamousSanDiegans.htm を選択し、Print TOC にドラッグします。 それ

をドロップできるとき、青い矢印が表示されます。 トピックを San Diego Cuisine の下、References の

前にドロップします。 

 

 

4. 目次エディタで、Famous San Diegans をダブルクリックします。[プロパティ] ダイアログが開きます。 

 

注意: Print TOC は、実際の目次ではなく、アウトラインとして機能することに注意してください。 

目次項目が青色 (システム変数にリンクしています) でも、これは実際には問題になりません。こ

の目次は、トピックが出力に含まれることを決定しますが、目次項目のラベルは、出力には使用

されません。 これらは、情報のためだけです。 

注意: 目次項目をダブルクリックして、[プロパティ] ダイアログの代わりにトピックが開く場合、 

目次エディタのローカル ツールバーにある  をクリックすると、ダブルクリックの動作が切り

替わります。 
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5. [印刷出力] タブを選択します。 

Famous San Diegans を PDF ガイドで新しい章にしますので、この設定をします。 

6. [区切りの種類] フィールドで、[章区切り] を選択します。 

7. [ページ レイアウト] フィールドで、[Chapters] を選択します。 これは、San Diego テンプレートに含まれ

ているページレイアウトです。 

8. [ページ種類] フィールドで、[右 第1] を選択します。これは、自動的に章が右のページから開始します。 

 

9. OK をクリックします。 PDF 出力をビルドするとき、これらの設定に気付くでしょう。 

10. 作業内容を保存するため、   をクリックします。 

 

注意: 印刷ベースの出力のためのプロジェクトを準備することは、ここで説明したよりも多くあります。

出力をどの程度複雑にするかによって決まります。 詳細については、オンラインヘルプをご参照くださ

い。 
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目次をターゲットに割り当てる 

Print TOC ファイルは、すでに PDF ターゲットに関連付けられています。 しかし、Online 

TOC は、HTML5 ターゲットに割り当てる必要があります。 

1. プロジェクト オーガナイザで、[ターゲット] フォルダを展開します。 

2. All About San Diego HTML5 ターゲットをダブルクリックします。 ターゲット エディタが右に開きま

す。 

3. [一般] タブを選択します。 

4. [マスター目次] フィールドで、[Online TOC] を選択します。 

 

 

5. 作業内容を保存するため、  をクリックします。 

 

詳細について 

目次の詳細については,オンラインヘルプをご参照ください。 
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第6章: 出力のビルド 
ターゲットの準備できたら、最終出力をビルドする準備が整いました。 このチュートリアルでは、PDF と 

HTML 出力を作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意:  PDF ターゲットは、San Diego テンプレートの一部として作成されています。た

だし、HTML5 出力を作成する場合は、まずチュートリアルの手順に従って HTML5 

ターゲットを作成する必要があります。 56 ページの 「新規ターゲットの作成」 をご参照く

ださい。 
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HTML5 出力のビルド 
すべてのコンテンツをプロジェクト に追加し、すべてのスタイルとターゲット設定が確実に設

定されたら、最終出力をビルドする準備が整いました。 

HTML5 出力をビルドする 

1. プロジェクト オーガナイザで、[ターゲット] フォルダを展開します。 

2. All About San Diego HTML5 ターゲットをダブルクリックします。 

3. ターゲット エディタのローカルツールバーで、  をクリックします。 ビルド ウィンドウ ペイン

がFlare インターフェイスの下側に開き、ターゲットのビルドが開始します。 

 

 

注意: ビルド ウィンドウ ペインは、ターゲットをビルドしているとき自動的に開きます。 このペインでター

ゲットのビルド状況を監視できます。 [ビルド状況] 欄で薄い緑色のプログレスバーが表示され、ビルド

が正常に完了すると、プログレスバーは濃い緑色に変わります。 エラーが発生しビルドが完了しない

場合、バーは赤くなり、ビルドは停止します。  

 

 

ビルド ウィンドウ ペインオ詳細に関しては、オンラインヘルプをご参照ください。 

注意: ビルドウィンドウ ペインおよびプロジェクト リボンからなど、ターゲットをビルドする方法は、いく

つかの方法があります。 
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HTML5 出力を表示する 

出力をビルドしたら、それを表示することができます。 ビルド ウィンドウ ペインで、その行を

ダブルクリックします。 または、ターゲット エディタのローカルツールバーで、  をク

リックします。 HTML5 出力がデフォルトの Web ブラウザーで開きます。 

 

 

 

ヒント: ビルドが完了したら、自動的に出力を開くように Flare を設定することができます。 これをする

には、ファイル > オプション (メニュー項目の下にあります) を選択します。 [オプション] ダイアログ

で、[ビルド] タブを選択し、[ビルドが成功したら出力を表示する] をオンにします。 

注意: Flare の評価版を使用して出力をビルドした場合は、出力の文字をランダムに置換します。 

ライセンスを購入すると、正常に出力することができます。 
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SAN DIEGO プロジェクトの HTML5 出力をレビューする 

ここまで、 San Diego プロジェクトに多くの変更を加えてきました。ここでは、HTML5 の出

力で見たいもののリストを示します。 PDF 出力を作成したとき(次のページの「PDF 出力

のビルド」を参照)、2つを比較し、これらの項目がどのように異なるかを確認してください。 

ホームページ : スタートアップ トピックを見てください。 また、他のトピックとは異なるルックア

ンドフィールを持っていることに注意してください。 これは、異なるスタイルシートとマスター

ページを使用しているためです。 

相互参照 : San Diego Cuisine トピックで、相互参照リンクを探します。 

条件タグ : 条件タグがドロップダウン テキストに、または条件タグを追加した他のエリアにど

のように影響するか確認します。 

ドロップダウン テキスト : ドロップダウン テキストを探し、その動作を見ます。 

スキン : トピックの上部を見て、追加したロゴを確認します。 

スタイル : San Diego Attractions トピックで、画像上のポップアップ サムネイル スタイルを

試してください。 

目次 : HTML5 出力でのナビゲーションの方法と PDF 出力の目次の違いに注目してください。この

ような HTML5 Top Navigation 出力で、目次はメニューに変換されます。 状況依存のサイドメニュー

を追加することもできます (プロジェクトを作成するとき、Top Navigation プロジェクト テンプレートの1

つを使用して、実際に試してください)。 Tripane 出力では、ナビゲーションはオンラインヘルプ 

システムの従来の目次のようになります。 

詳細について 

出力および HTML5 ターゲットのビルドの詳細については、オンラインヘルプをご参照くださ

い。 
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PDF 出力のビルド 
ここでは、PDF 出力をビルドします。 

 

PDF 出力をビルドする 

1. プロジェクト オーガナイザで、[ターゲット] フォルダを展開します。 

2. All About San Diego PDF ターゲットをダブルクリックします。 

3. ターゲット エディタのローカルツーバーで、  をクリックします。 ビルド ウィンドウ ペインが

Flare インターフェイスの下部に開き、ターゲットのビルドが開始されます。 

PDF 出力を表示する 

出力をビルドしたら、それを表示することができます。 ビルド ウィンドウ ペインで、その行を

ダブルクリックします。 または、ターゲット エディタのローカルツールバーで、  をク

リックします。 PDF 出力がデフォルトの PDF ビューアで開きます。 

 



 

 

86 Madcap Flare 入門チュートリアル 

 

 

SAN DIEGO プロジェクトの PDF 出力をレビューする 

PDF 出力で確認したい項目のリストを示します。 HTML5 出力を作成したとき (前のセクション

の「HTML5 出力のビルド」を参照)、2つを比較し、これらの項目がどのように異なるかを確認してく

ださい。 

条件タグ : 条件タグがドロップダウン テキスト、見出しに、または条件タグを追加した他のエ

リアにどのように影響するか確認します。 

相互参照 : San Diego Cuisine トピックで、状況依存の相互参照を探します。 

ドロップダウン テキスト : San Diego Attractions トピックでドロップダウンテキストの条件を解

除しなかった場合、印刷出力に残っているときの表示を確認してください。 

スタイル : San Diego Attractions トピック (サムネイル ポップアップ スタイルを適用した場

所) の画像を確認し、サムネイルの設定が印刷ベースの出力には適用されないため、無視

されていることに注意してください。 

目次 : HTML5 出力のナビゲーションとの違いを見てください。 また、章が右ページから始ま

り、前の左ページは空白ページになっていることに注意してください。 これには、新しい章の

開始となる Famous San Diegans トピックが含まれます。 

変数 : Copyright ページで変数を確認します。 

 

詳細について 

PDF ターゲットの詳細については、オンラインヘルプをご参照ください。 
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補足: PDF 
以下の PDF がオンラインヘルプからダウンロードできます。 

 

チュートリアル 

 

Getting Started Tutorial 

Product Foldout Tutorial 

Top Navigation Tutorial 

Tripane and PDF Tutorial 

 

ユーザーガイド 

 

Accessibility Guide Global Project Linking Guide 

 

Analyzer Guide HTML Help Guide 

 

Autonumbers Guide HTML5 Guide 

 

Condition Tags Guide Images Guide 

 

Context-sensitive Help Guide Importing Guide 

 

DotNet Help Guide Index Guide 

 

Eclipse Help Guide Key Features Guide 

 

Getting Started Guide Language Support Guide 
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MadCap Central Integration Guide Source Control Guide: Subversion 

 

Movies Guide Source Control Guide: Team Foundation Server 

 

Navigation Links Guide Source Control Guide: Visual SourceSafe 

 

Print-based Output Guide Styles Guide 

 

Project Creation Guide Tables Guide 

 

Pulse Guide Tables of Contents Guide 

 

QR Codes Guide Targets Guide 

 

Reports Guide Templates Guide 

 

Reviews & Contributions Guide Topics Guide 

 

Search Guide Touring the Workspace Guide 

 

SharePoint Guide Transition From FrameMaker Guide 

 

Skins Guide Variables Guide 

 

Snippets Guide WebHelp Outputs Guide 

 

Source Control Guide: Git What's New Guide 

Source Control Guide: Perforce 

 

ヒント 

 

Folders and Files Cheat Sheet 

Print Output Cheat Sheet 

Shortcuts Cheat Sheet 

Structure Bars Cheat Sheet 

Styles Cheat Sheet 
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