
 

 

                                                                 

 

 

 
 

MADCAP  LINGO 10.1 

 

スタートガイド 

 
 

 

 

 

 

 

 

エクセルソフト株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Copyright 2018 MadCap Software. All rights reserved. 

 
この文書の情報は予告なく変更されることがあります。 本書に記載されているソフトウェアは、使用許諾契約書または非開

示契約に基づいて提供されています。 ソフトウェアは、これらの契約の条項に従ってのみ使用またはコピーすることがで

きます。 本書のいかなる部分も、MadCap ソフトウェアの書面による許可なく、購入者の個人的使用以外の目的でコピー

や録音を含む電子的または機械的な方法で複製、検索システムに保管、または送信することはできません。 

 
MadCap Software 

7777 Fay Avenue 

La Jolla, California 92037 

858-320-0387 

www.madcapsoftware.com 

 
 

 

 

 

Japanese Translation by XLsoft Corporation 

https://www.xlsoft.com/madcap/ 

2018/3/2 

 

http://www.madcapsoftware.com/


iii 目次 

 

 

 

 

 

 
 

目次 

 

 

第 1 章 ......................................................................................................................................... 5 

はじめに....................................................................................................................................... 5 

翻訳できるファイルの種類 ...................................................................................................................... 6 

主な利点 .............................................................................................................................................. 9 

CAT  ツール — 翻訳者 ......................................................................................................................... 10 

翻訳ワークフロー管理 — コンテンツ開発者 ........................................................................................... 12 

その他のヘルプ .................................................................................................................................. 14 

第 2 章 ....................................................................................................................................... 15 

Lingo プロジェクトの開始 ................................................................................................................... 15 

新規プロジェクトの作成 ........................................................................................................................ 16 

プロジェクトを開く ................................................................................................................................ 22 

プロジェクトの更新 ............................................................................................................................... 23 

プロジェクトへのファイルの追加 .......................................................................................................... 25 

第 3 章 ....................................................................................................................................... 26 

翻訳が必要なファイルの表示 ...................................................................................................... 26 

第 4 章 ....................................................................................................................................... 29 

ファイルの翻訳 ........................................................................................................................... 29 



iv 目次 

 

 

第 5 章 ....................................................................................................................................... 31 

翻訳したプロジェクトのエクスポート ............................................................................................. 31 

第 6 章 ....................................................................................................................................... 34 

その他の Lingo の機能 ............................................................................................................. 34 

翻訳メモリ ........................................................................................................................................... 35 

機械翻訳 ............................................................................................................................................ 35 

Termbase ............................................................................................................................................ 35 

コンコーダンス検索 (一致検索) ............................................................................................................ 36 

セグメンテーション ルールと分割/結合 .................................................................................................. 36 

統計レポート ....................................................................................................................................... 36 

品質保証レポート ................................................................................................................................ 37 

レビュー .............................................................................................................................................. 37 

辞書 ................................................................................................................................................... 37 

ソース管理 .......................................................................................................................................... 38 

コマンドラインのエクスポートと更新 ....................................................................................................... 38 

補足 ........................................................................................................................................... 39 

PDF ........................................................................................................................................... 39 

 

 

 

 

 



5 第 1章 

 

 

 

第 1 章 
 

はじめに 
 

MadCap Lingo へようこそ。MadCap Lingo は、最初のネイティブ XML、完全に統合されたコンピュータ

支援翻訳 (CAT) ツールとワークフロー管理ソリューションです。 翻訳者は、ドキュメントを翻訳するため

に Lingoを使用することができます。また、翻訳者がサードパーティ製の CATツールを使用している間

は、Lingoを管理ツールとして使用することもできます。 
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翻訳できるファイルの種類 
Lingo は、以下のファイルを開いて翻訳することができるデスクトップ ソリューションです: 

 Adobe Adobe FrameMaker ファイル (FM、MIF、BOOK) 

 Adobe InDesign ファイル (IDML) 

 DITA ファイル (DITA、DITAMAP、XML) 

 Doc-To-Help プロジェクト (D2H) 

 HTM および HTML ドキュメント 

 MadCap Capture 画像ファイル (BMP、GIF、HDP、JPG、JPEG、PNG、TIF、WDP) 

 

 MadCap Contributor ファイル (MCDOC) 

 MadCap Flare 言語スキン (FLLNG) 

 

 MadCap Flare パッケージ ファイル (FLPRJZIP) 

 MadCap Flare プロジェクト (FLPRJ) 
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 MadCap Flare ターゲット ファイル (FLTAR) 

 

 MadCap Lingo バンドル (ZIP) 

 MadCap Mimic ムービーおよびコレクション (MIMOV、MIPRJ) 

 Microsoft .NET Resource ファイル (RESX) 

 Microsoft Excel ドキュメント (XLS、 XLSX) 

 Microsoft  PowerPoint  ドキュメント (PPT、PPTX) 

 Microsoft Word ドキュメント (DOC、DOCX) 
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 プロパティ ファイル (.properties) 

 

 リッチテキスト ファイル (RTF) 

 SDL Trados 新ファイル (SDLXLIFF) 

 SDL Trados 旧ファイル (TTX) 

 SQL ファイル 

 

 TXT ファイル 

 Wordfast ファイル (TXML) 

 XLIFF 1.2 ファイル (XLF) 

 XML ファイル 
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主な利点 
MadCap Lingo の主な利点は以下の通りです: 

 以下のいずれかの方法で Lingo を使用するか選択できます: 

 CAT ツール (翻訳者向け)  

または 

 翻訳ワークフロー管理ソリューション (翻訳者のためにファイルを入手する必要があるコン

テンツ開発者向け) 

 使いやすいインターフェイス 

 32-bit および 64-bit サポート  

 多言語プロジェクトのサポート 

 左から右(LTR) 言語と右から左(RTL) 言語の完全な Unicode サポート 

 ファイル リスト ウィンドウ ペインで、どのファイルを翻訳する必要があるか、必要ないかを推

測できます 

 主要なインターネット翻訳サービスからの翻訳提案を提供する機械翻訳 

 ソースおよびターゲットセグメントで高度な検索を実行し、機械翻訳された提案を検索するた

めのコンコーダンス(一致) 

 どのくらいの作業が完了し、どれくらいの作業が未完了かを示す統計情報 

 ソースとターゲットの間の相違を見つけるための品質保証レポート 

 Translation Memory eXchange (TMX) ファイル、Termbase eXchange (TBX)ファイル、

Segmentation Rules eXchange (SRX) ファイルのインポートとエクスポートにより、以前の翻訳

作業を活用する機能 

 MadCap Contributor を使用した簡単なレビュー ワークフロー 

 プロジェクト外のファイル転送が不要で、従来のローカリゼーション ワークフローに共通するコン

テンツの破損や書式の問題を回避できます 
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CAT  ツール — 翻訳者 
以下は、Lingoでプロジェクトやスタンドアロン ファイルを翻訳するためにローカリゼーションの専門家

が従う基本的な手順です。 もし、あなたがコンテンツ開発者であり、翻訳者が翻訳を実行するために

サードパーティの CATツールを使用する必要がある場合は、これらの後に記載されている手順を参

照してください。 

1. プロジェクトを開始する - 新しいLingoプロジェクトを作成したり、既存のプロジェクトを開

くことができます。 第2章の「Lingoプロジェクトの開始」を参照してください。 

2. (オプション) 翻訳メモリを作成/インポートする  - 以前の翻訳を再利用できるように、プロジェクト

の翻訳メモリ（TM）データベースを作成することができます。 TMデータベースを作成するには、

Lingoプロジェクトの作成プロセスを実行するか、別々に実行する必要があります。 新しいTMで

使用したい翻訳作業がある場合は、Translation Memory eXchange (TMX) ファイルをTMデータ

ベースにインポートすることもできます。 詳細については、オンラインヘルプまたは「Lingo 

Translation Guide」を参照してください。 

3. 翻訳するファイルの一覧を開く -  翻訳が必要なプロジェクト内のすべてのファイルのリストをすば

やく開くことができます。独自の種類のファイルが多数含まれている Flare プロジェクトなどのソースファ

イルの場合、ローカリゼーション作業を推測するのに役立ちます。 翻訳を必要とするすべてのファイ

ルが [ファイルリスト] ウィンドウ枠に表示されます。 第3章の「翻訳が必要なファイルの表示」を参照して

ください。 

4. ファイルを開いて翻訳する - 開いて翻訳できるファイルにはいくつかの種類があります。 

Lingoの翻訳エディタでは、ソースコンテンツを1列にし、ターゲット言語を次の列に表示する

翻訳（またはグリッド）モードで作業できます。 Flare のトピック、スニペット、マスターページな

ど; Microsoft Excel、PowerPoint、およびWord文書; DITAファイル; HTMLファイル; XML

ファイル; これらのいくつかの種類のファイルについては、ライブ プレビューモードに切り替え

ることもできます。このモードでは、意図したコンテキストでコンテンツを表示できます。翻訳エ

ディタの下部にある候補領域を使用すると、翻訳メモリ（TM）データベースから一致する翻訳

をすばやく選択して挿入することができます。 第4章の「ファイルの翻訳」を参照してください。 

5. (オプション) 機械翻訳を使用する– 翻訳メモリから以前の翻訳を使用することに加えて、機

械翻訳を使用して、Google翻訳、Microsoft Bing Translator、またはMyMemory 

Translated.net のような翻訳サービスから提案を生成することもできます。 これらの提案を使

用して、以前の翻訳が利用できない場合にプロジェクトの事前翻訳時にギャップを埋めるこ

とができます。 また、機械翻訳を使用してプロジェクト全体の提案を行い、適切な翻訳を選

択して既存のTMに追加することもできます。詳細については、オンラインヘルプまたは

「Lingo Translation Guide」を参照してください。 
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6. (オプション) QAレポートを実行する -  Lingo では、翻訳されたプロジェクトの不一致を見つけるのに役立

ついくつかの品質保証 (QA) レポートを提供しています。 これらのレポートは、不正確な書式設定やセグメントの

繰り返し、用語ベースのエラーなど、気づかなかったようなエラーを見つけるのに役立ちます。 QAレポートを実行

することで、翻訳プロセスの早期にエラーを特定して修正し、後で不要な再作業を防ぐことができます。 プロジェ

クトをコンテンツ開発者に返す前に、これらのレポートを実行することができます。 詳細については、オンラインヘ

ルプを参照してください。 

7. 翻訳プロジェクトをエクスポートする - プロジェクトまたはファイル内のすべてのコンテンツを

翻訳したら、そのアプリケーション、ファイル、または場所に内容をエクスポートできます。例え

ば、Flare プロジェクトが翻訳された場合、新しい Flare プロジェクトに作業内容をエクスポート

することができます。 Word文書が翻訳されている場合は、新しいWord文書に作業をエクス

ポートすることができます。 この翻訳されたプロジェクトまたはファイルを開き、そこから出力を

作成することができます。 第5章の「翻訳プロジェクトのエクスポート」を参照してください。 
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翻訳ワークフロー管理 — コンテンツ開発者 
以下は、ソースファイルと翻訳者が使用するサードパーティの CATツールとの間のブリッジとして

Lingoを使用するためにコンテンツ開発者が従う基本的な手順です。  あなたが翻訳者であり、翻訳

作業を実行するために Lingoを使用する場合は、このセクションの前にリストされた手順を参照してく

ださい。 

1. Lingo プロジェクトを作成する (著者) -  著者は、翻訳を必要とするプロジェクトまたはファイルに基づいて 

Lingo プロジェクトを作成します。  第2章の「新規プロジェクトの作成」を参照してください。 

2. (オプション) 翻訳メモリの作成/インポートする(著者) -プロジェクト用の新しい翻訳メモリ（TM）

データベースを作成し、翻訳者からの Translation Memory eXchange (TMX) ファイルをインポー

トすることができます。 翻訳者の見積もりには、TMX ファイルからの翻訳が考慮される必要があり

ます (これにより、新しいセグメントを翻訳するより翻訳作業が安価になります)。 プロジェクトの統

計情報 (下のステップ6) を表示して、ソース文書内のセグメントと一致する TMX ファイルからの

翻訳の数を確認できます。 詳細については、オンラインヘルプまたは「Lingo Translation Guide」

を参照してください。 

3. ひとまとめにしたバンドル ファイルの準備と送信 (著者) - Lingoでは、著者がプロジェクトに必要

なファイルをバンドル ファイルにひとまとめにします。 すべてのファイルまたは選択したファイルの

みをバンドルにきます。 これを行うには、File List ウィンドウペインを開き、適切なファイルを選択

し、[Prepare Translation Bundle] ボタン  をクリックします。 その後、ZIP ファイル (翻訳者が

サードパーティツールを使用する場合) またはLIPRJZIPファイル（翻訳者が Lingo を使用する場

合）のいずれかのバンドルを送信します。 このバンドルファイルは、翻訳が必要なコンテンツファ

イルで構成され、翻訳メモリデータベースまたは用語ベースで構成することもできます。 詳細につ

いては、オンラインヘルプを参照してください。 

4. コンテンツの翻訳、ZIP または LIPRJZIP ファイルの送信 (翻訳者) - サードパーティのツールまたは

Lingoを使用して、翻訳者は翻訳作業を実行し、完成したファイルを ZIP または LIPRJZIP ファイルに

入れて、著者に送り返します。 詳細については、オンラインヘルプを参照してください。 

5. 完了したバンドルをマージする (著者) -作成者は、翻訳者の作業を Lingo プロジェクトで再

統合します（[ファイルリスト] ウィンドウ枠の [Merge Completed Bundle] ボタン  をクリック

します）。 詳細については、オンラインヘルプを参照してください。 
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6. 完全性を確実にする (著者) –著者が翻訳の完全性を確実にする方法はいくつ

かあります。詳細については、オンラインヘルプを参照してください。  

 統計 -  [File > Compute Statistics (ファイル > 統計の計算)] を選択できます。これによ

り、プロジェクトおよび各ファイルの詳細情報を示す統計レポートが表示されます。この

レポートを使用すると、コンテンツ開発者は、翻訳された単語とセグメントの数を正確に

把握できます。 

 レポート -  統計レポートを実行するだけでなく、品質保証（QA）レポートを実行して、

プロジェクトのソースセグメントとターゲットセグメント間の差分を見つけることもできま

す。これを行うには、[File > Project QA (ファイル> プロジェクトQA)] を選択し、実行す

る QA レポートのタイプを選択します。 これらのレポートを使用すると、コンテンツ開発

者は、書式設定や句読点の不正確さ、用語ベースの誤用、繰り返しセグメントなど、翻

訳者が見逃した可能性のあるエラーを見つけることができます。 

 ステータス – File List ウィンドウ枠には、各コンテンツファイルとそれぞれのさまざま

な情報が一覧表示されます。このウィンドウ枠内の列の1つに「Status」という名前が

付けられています。 この列には、各ファイルの翻訳状況が表示されます (例：

Untranslated, In Progress, Completed, Reviewed, Approved (未翻訳、作業中、完了、

レビュー済、承認済))。 翻訳ステータスは手動で設定することも、特定の操作が実行

されたときにステータスを自動的に設定することもできます。 翻訳者がバンドルを返

して Lingo プロジェクトにマージした後、状況に応じて各ファイルのステータスが更

新されます。 翻訳者がファイルの一部のみを翻訳する場合、ステータスは「作業中」

に変わります。翻訳者がファイル内のすべてのセグメントの翻訳を完了すると、ス

テータスは「完了」に変わります。翻訳者がファイルをそのまま返すと、ステータスは

「未翻訳」のままです。 

 レビュー - 翻訳されたコンテンツを MadCap Contributor レビュー アーカイブ ファイル 

(LIREV) にエクスポートし、レビューのために第三者に送付することができます。 

7. 翻訳プロジェクトのエクスポート (著者) - すべてが完全に翻訳されたことを確認した後、著者は

Lingo プロジェクトを必要なファイル (新しい Flare プロジェクト、新しい Word 文書など) にエクス

ポートします。 第5章の「翻訳プロジェクトのエクスポート」を参照してください。 
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その他のヘルプ 
このマニュアルでは提供していない追加のヘルプについては、以下のリソースのいずれかを使用す

ることができます。 

 

ナレッジベース 

一般的なサポートの問題を扱う記事については、オンライン ナレッジベースを参照できます。 

http://kb.madcapsoftware.com/ 

ピア ツー ピア のオンライン フォーラム 

オンライン フォーラムにアクセスし、他のユーザーから学ぶか、あるいは自分の専門知識を共有することが

できます。 

http://forums.madcapsoftware.com/ 

Lingo サポートに連絡 

Lingoサポートチームに連絡して、特定のサポートに関する問題への回答を得ることができます。 

http://madcapsoftware.com/support/ 

http://kb.madcapsoftware.com/
http://forums.madcapsoftware.com/
http://madcapsoftware.com/support/
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第 2 章 
 

Lingo プロジェクトの開始 
 

Lingo を起動した後のプロジェクトの翻訳の最初のステップは、プロジェクトを開始することです。 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くことができます。 さらに、以前のプロジェクトを更

新したり、作業中のプロジェクトにファイルを追加することができます。 
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新規プロジェクトの作成 
新規プロジェクトの開始ウィザードを使用して、新規の Lingo翻訳プロジェクトを作成できます。 この

ウィザードでは、MadCap Flareプロジェクト、Doc-To-Helpプロジェクト、Microsoft Word文書、Adobe 

Framemaker、Adobe InDesign、XMLファイル、DITAファイルなど、さまざまな種類のファイルから選

択できます。 また、1つ以上のターゲット言語も選択できます。 フォルダ全体をプロジェクトに追加して

から、翻訳するファイルタイプを選択することもできます。 

 

新規プロジェクトを作成するには 

 

1. 利用しているユーザーインターフェイスに応じて、次のいずれかを実行します: 

 リボン -  File > New Project を選択します。 

 キーボード ショートカット - CTRL+SHIFT+N を押します。 

[Start New Project Wizard] が開きます。 

2. Name フィールドに、プロジェクトの適切な名前を入力します。 
 

3. デフォルトでは、ハードディスク上の Documents\My Translated Projects フォルダへのパス

が Folder フィールドに入力されます (Lingo をインストールすると、My Translated Projects

フォルダが作成されます)。 翻訳されたプロジェクトに関連するすべてのサブフォルダとファ

イルは、プロジェクトの作業中にこのフォルダに配置されます。 
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4. (オプション) [Domain] フィールドに、プロジェクトのサブジェクトカテゴリを入力するか、ドロップダウンから

サブジェクトカテゴリを選択します。 [Domain] フィールドに独自のカスタムカテゴリを入力すると、次に新し

いプロジェクトを作成するときにドロップダウンに表示されます。 翻訳メモリ内の提案を選択するときなど、

プロジェクト全体にドメイン メタデータが表示されます。 
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5. (オプション) [Client] フィールドには、翻訳プロジェクトを作成するクライアントの名前を入力

できます。 フィールドにクライアント名を入力すると、次回新しいプロジェクトを作成するときに

クライアントのドロップダウンに表示されます。 翻訳メモリ内の提案を選択したときなど、プロ

ジェクト全体にクライアント メタデータが表示されます。 

6. [Source Language] ドロップダウンで、翻訳プロジェクトで使用されている元の言語を選択しま

す。 この言語がソースと正確に一致することを確認してください。 たとえば、English (en) はここ

で選択できますが、ソースファイルは実際に English United States (en-us) 言語で表示されま

す。 したがって、このフィールドでは代わりに English (United States) を選択する必要がありま

す。 

 

 

 



20 第 2章 

 

 

 

7. [Target Languages] グリッドで、翻訳に使用する言語を選択し、  をクリックし [Selected Languages] 

グリッドに移動します。 選択した言語グリッドから言語を削除する必要がある場合は、  をクリックし

ます。 

8. (オプション) Lingo プロジェクトをソース管理システムにバインドする場合は、[Bind to source 

control] を選択します。 

9. Next をクリックします。 

10. (オプション) [Bind to Source Control] オプションを選択した場合は、[Bind Project] をクリックしま

す。 次に、[Bind Project] ダイアログで、使用するソース管理アプリケーションに応じてフィールド

を入力します。 完了したら、[Nex] をクリックします。 ソース管理へのバインドの詳細については、

オンラインヘルプを参照してください。 

    例 

プロジェクトをフランス語、イタリア語、スペイン語に翻訳する必要がある場合は、

Target Languages グリッドから3つの言語を選択してから、  をクリックします。 
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11. [Add File] または [Add Folder] をクリックして、ファイルまたはフォルダをそれぞれ新しいプロジェ

クトにインポートします。 代わりに、[Add From Source Control] をクリックして、ソース管理からプ

ロジェクトにファイルまたはフォルダを追加します。 フォルダを選択すると、フォルダ内のファイル

が追加されます。 ファイルとフォルダをプロジェクトに追加する方法の詳細については、オンライ

ンヘルプを参照してください。 

12. Next をクリックします。 

13. (オプション) MadCap Flare または DITA ソースファイルを使用してプロジェクトを作成する場合

は、追加のプロジェクト設定を選択します。 Flare および DITA プロジェクト設定の詳細につい

ては、オンラインヘルプを参照してください。 

14. Next をクリックします。 

15. (オプション) 使用可能な翻訳メモリ（TM）データベースがグリッド内に表示され、それらの横

にある [Use] チェックボックスをクリックして、現在のプロジェクトに使用するデータベースを選

択できます。 ウィザードのこのページから TM を追加、作成、またはインポートすることもでき

ます。 プロジェクトの作成中に実行できる TM タスクの詳細については、オンラインヘルプを

参照してください。 

16. Next をクリックします。 

17. (オプション) 使用可能な termbase はグリッドに表示され、その隣にある [Use] チェックボックスを

クリックすると、現在のプロジェクトに使用する termbase を選択できます。 また、ウィザードのこの

ページから termbase を追加、作成、またはインポートすることもできます。 プロジェクトの作成中

に実行できる termbase タスクの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。 

18. Finish をクリックします。 

新しい Lingoプロジェクトを作成すると、拡張子が.liprjのファイル (My Project Italian.liprjなど) が自動的

に生成されます。 これはプロジェクトのメインファイルで、Windowsのプロジェクトフォルダのルートレベル

に保存されます (例：Documents\My Translated Projects\My Project Italian\My Project Italian.liprj）。 この

ファイルをダブルクリックしてプロジェクトを開くことができます。 
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プロジェクトを開く 
既存のプロジェクトを開くには複数の方法があります。インターフェイス オプションを使用するか、

Windows エクスプローラーからファイルをドラッグすることができます。 

 

インターフェイス オプションを使用してプロジェクトを開く方法 
 

使用しているインターフェイスに応じて、次のいずれかを実行します: 

 Start Page - Start Page の左側で、[Open] をクリックします。 最近開いたプロジェクトを開く

こともできます。 Start Page が表示されない場合、View > Start Page を選択します。 

 リボン – [File] > [Open] を選択します。 [Open] ダイアログが表示されます。 ファイルの種類 

フィールドに Lingo プロジェクト ファイル拡張子 (.liprj) が表示されます。 [Open] ダイアログで、

目的のプロジェクトに移動して、[Open] をクリックします。 

 キーボード ショートカット – CTRL + O を押します。 [Open] ダイアログが表示されます。 ファイ

ルの種類 フィールドに Lingo プロジェクト ファイル拡張子 (.liprj) が表示されます。 [Open] ダイ

アログで、目的のプロジェクトに移動して、[Open] をクリックします。 

 

Windows  エクスプローラーからファイルをドラッグしてプロジェクトを開く方法 

 

1. Windows を開き、プロジェクト ファイルを含むフォルダに移動します。 

2. Lingo を起動します。 

3. プロジェクト ファイルを Windows からアプリケーション ウィンドウにドラッグし、Lingo のタイトルバー

にドロップします。 



23 第 2章 

 

 

 

プロジェクトの更新 
特定のプロジェクトやドキュメントの以前のバージョンのために Lingoプロジェクトを既に作成したとし

ます。 そして、既にそれを翻訳し、新しいプロジェクトやファイルにエクスポートし、それを著者に渡し

ました。 その後、著者はソース言語でプロジェクトやファイルを多く変更します。 これで、著者はそれ

らの変更をターゲット言語に翻訳する必要があります。 これを行うには、Lingoプロジェクトを更新し

ます。 

 

プロジェクトを更新する方法 

 

1. Lingoプロジェクトを開きます。 

2. File > Update Project を選択します。 

3. 表示されたダイアログで、翻訳が必要な更新されたプロジェクトまたはファイルに移動し、該

当するファイルをダブルクリックします。 変更されたファイルがLingoプロジェクトに統合される

と、処理ダイアログが一時的に表示されます。 このダイアログは、処理が終了すると自動的に

閉じます。 

4. (オプション) Lingoプロジェクトのローカライズされた画像をソースプロジェクトの画像で更新する

場合は、[Replace localized images for this project] を選択します。 OK をクリックします。 
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プロジェクトへのファイルの追加 
多くの場合、プロジェクトの作成後にプロジェクトにファイルを追加することができます。 これにより、

新しいプロジェクトを作成することなく、いつでも Lingoプロジェクトに変更を加えることができます。 

また、複数のプロジェクトを翻訳者や校閲者に送る必要もありません。 

Word文書や XMLファイルなど、他の個別のファイルから作成されたプロジェクトにファイルを追加

することができます。 また、フォルダから作成したプロジェクトにファイルを追加することもできます。 

 

プロジェクトファイルを追加する方法 
 

1. File List ウィンドウペインのローカルツールバーで、  をクリックします。 プロジェクトファイルの追

加ウィザードが開きます。 

2. [Add] をクリックします。 

3. 表示されるダイアログで、Lingo プロジェクトに追加するファイルを選択します。 [Open] をクリックし

ます。 

4. (オプション) ファイルを削除する必要がある場合は、ウィザードでファイルを選択して [Remove] 

をクリックします。 

5. (オプション) プロジェクトに Word、XML、またはテキストファイルを追加する場合は、ファイルの

特定の部分だけをインポートするファイルタイプフィルタを作成できます。 詳細については、オ

ンラインヘルプを参照してください。 

6. ファイルの追加が完了したら、[Finish] をクリックします。 ファイルがプロジェクトに追加されます。 
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第 3 章 
 

翻訳が必要なファイルの表示 
 

翻訳が必要なプロジェクト内のすべてのファイルのリストをすばやく開くことができます。 多くのユ

ニークなファイルタイプを含む Flare プロジェクトなどのソースファイルの場合、これは場所を特定す

る作業から推測するのに役立ちます。 翻訳が必要なすべてのファイルが [File List] ウィンドウ枠に

表示されます。 

[File List] ウィンドウ枠のフィルタ機能を使用すると、グリッド表示を使用しているときにファイルの種

類 (トピック、スニペット、画像、マスターページ、ムービーなど) をリストすることができます。 [All 

Files] フィルタ オプションは、プロジェクト内のすべての翻訳可能ファイルを表示します。 
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翻訳を必要とするファイルを見る方法 
 

1. デフォルトでは、Lingo を初めて起動したときに、インターフェイスの左側に [File List] ウィン

ドウ枠が自動的に開きます。 開いていない場合は、使用しているインターフェイスに応じて、

次のいずれかを実行します: 

 リボン - View リボンを選択します。 [Pane] セクションで、[File List] を選択します。 

 キーボードショートカット - CTRL + Rを押します。 

2. (オプション) デフォルトでは、ファイルはグリッドで表示されます。 フォルダ構造で表示する

場合は、ローカルツールバーの  をクリックします。 このボタンをもう一度クリックすると、

グリッド表示に戻ります。 

3. (オプション - グリッドビューを使用している場合) ウィンドウ枠の上部にある[Filer] フィールド

の横にある下矢印をクリックして、表示されているファイルタイプ (スニペットなど) を制限する

オプションを選択できます。 Lingo を初めて使用している場合は、プロジェクト内の翻訳可能

なファイルをすべて表示するには、「All files」を選択します。 

 

 

 

4. 翻訳用のファイルを開くには、そのファイルをダブルクリックします。 
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ファイルの翻訳 
 

Lingo の翻訳エディタを使用すると、翻訳 (またはグリッド) モードで作業できます。1つの列にはソー

スコンテンツ、次の列にはターゲット言語が表示されます。いくつかの種類のファイル - たとえば、

Flare のトピック、スニペット、マスターページなど; Microsoft Excel、PowerPoint、および Word 文書; 

DITA ファイル; HTML ファイル; XML ファイルなど - ライブプレビュー モードに切り替えることもでき

ます。このモードでは、意図したコンテキストでコンテンツを表示できます。 翻訳エディタの下部にあ

る候補領域を使用すると、翻訳メモリ (TM) データベースから一致する翻訳をすばやく選択して挿入

することができます。 

ファイルを翻訳するときに TM を使用する必要はありませんが、そうすることをお勧めします。 した

がって、以下の手順を実行する前に、TM に必要な設定作業を行っていることを確認してください。 

詳細については、オンラインヘルプまたは「Lingo Translation Guide」を参照してください。 
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ファイルを翻訳する方法 
 

1. (オプション) テキストの翻訳を開始する前に、[Home] > [Translate project with TM] を選択

します。 これにより、翻訳メモリがスキャンされ、翻訳されていないセグメントの 100% 一致が

検索され、それに応じて翻訳が適用されます。 

2. File List ウィンドウ枠で、翻訳するファイルを開きます。 

ファイル セグメントは、翻訳エディタに表示されます。 ソーステキストは左の列に表示され

ます。 右側の列は、デフォルトでは最初は空ですが、翻訳を入力する場所です。 

3. セグメント行のターゲットセル (右列) をクリックします。 セルに入力するまで、セルは空のまま

でもかまいません。 セルが TM から完全に一致する翻訳ですぐに埋められることもあります。 

4. 次のいずれかを実行します: 

 翻訳を入力します。  

または 

 下の TM Suggestions タブに、使用するセグメントの一致が表示されたら、それをダブ

ルクリックします。ターゲットセルはその翻訳で埋められます。翻訳はそのまま、セルを

クリックして調整することができます。 

5. 使用しているユーザーインターフェイスに応じて、次のいずれかを実行します: 

 リボン - Home リボンを選択します。Translation セクションで、[Confirm] ボタンの 1つを

選択します。 

 キーボードショートカット - Enter キーを押します。 

または 

キーボードで [Ctrl + Shift + 下矢印] または [Ctrl + Shift + 上矢印] (それぞれ次のまたは

未変換のセグメントに移動する) を押します。 

 右クリック - セル内を右クリックし、コンテキストメニューから [Confirm] を選択します。 

翻訳が確認され、フォーカスが次の適切なセルに移動します。セグメントが翻訳されて確認

された後、ステータスセルは灰色になり、チェックマークが表示されます。また、TM を使用し

ている場合、翻訳は自動的にデータベースにアップロードされます。 

6.  をクリックして作業を保存します。 

翻訳エディタで利用可能なその他の機能や、ファイルの翻訳に関する補足情報については、オンラ

インヘルプまたは Translation Guide の PDF を参照してください。 
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第 5 章 
 

翻訳したプロジェクトのエクス

ポート 
 

プロジェクトまたはファイル内のすべてのコンテンツが翻訳されたら、そのアプリケーション、ファイ

ル、または場所に作業内容をエクスポートできます。 たとえば、Flare プロジェクトが翻訳されている

場合、新しい Flare プロジェクトに作業内容をエクスポートすることができます。 Word 文書が翻訳さ

れていれば、新しい Word 文書に作業内容をエクスポートすることができます。 この翻訳されたプロ

ジェクトまたはファイルを開き、そこからアウトプットを作成することができます。 
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翻訳したプロジェクトをエクスポートする方法 
 

1. [File] > [Export] を選択します。 [Export Finished Translation] ダイアログが開きます。 

2.  (オプション) 多言語プロジェクトを使用している場合は、Language ドロップダウンから、エクスポートし

たプロジェクトに含める言語を選択します。 

 

3. (オプション) [Destination Filename] フィールドに、Lingo プロジェクトに指定した名前が表示さ

れます。 エクスポートしたプロジェクトに同じ名前を付けたり、別の名前を入力したりすることがで

きます。 

4. (オプション) [Destination Folder] フィールドで、入力したフォルダの場所を受け入れるか、

[Browse] をクリックして別の場所を探して選択します。 通常、ファイルを著者に別の方法 (電

子メールなど) で送付する予定がない限り、著者がファイルを取得できる場所にプロジェクトを

エクスポートします。 

5. (オプション) プロジェクトをエクスポートするときに追加の ZIP ファイルを作成する場合は、[Make a zip 

file after export] を選択します。 チェックボックスをオンにしないと、プロジェクトファイルはエクスポー

トされますが、ZIP ファイルは作成されません。 チェックボックスをオンにすると、プロジェクトファイルが

エクスポートされ、さらに ZIP ファイルが作成されます。 

6. [Export] をクリックします。 

7. (オプション) プロジェクト内のすべてのファイルを翻訳していない場合、翻訳していないファ

イルと一緒にプロジェクトをエクスポートするかを確認する確認ダイアログが表示されます。 

[Continue] をクリックしてプロジェクトをエクスポートするか、[Cancel] をクリックします。 

8. (オプション) プロジェクトが選択した宛先にすでにエクスポートされている場合は、宛先がすでに

存在することを示すダイアログが表示されます。 Lingo は更新されたファイルを永久的に上書き

します。 [OK] をクリックして更新されたファイルと新しいファイルをエクスポートするか、[Cancel] 

をクリックします。
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9. エクスポートが完了すると、ダイアログが開きます。 [Yes] をクリックして新しいプロジェクトを表示

するか、[No] をクリックします。 

10. (オプション) [Exporting] ダイアログで、次のいずれかまたは両方をクリックします: 

 Open Exported Project - 適切なプログラムでエクスポートされたプロジェクトを開きます。 

 Save Log - エクスポートログをプロジェクトフォルダに保存します。 

 

11. [Close] をクリックします。 
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第 6 章 
 

その他の Lingo の機能 
 

Lingo で使用する可能性があるその他の機能には、翻訳メモリ、機械翻訳、Termbase、コンコーダンス

(一致)検索、セグメンテーション ルール、辞書、ソース管理などがあります。 
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翻訳メモリ 
翻訳メモリ (TM) システムは、ソース言語のコンテンツと隣接する 1つ以上のターゲット言語で翻訳さ

れたコンテンツで構成されデータベースです。 TM システムの大きな利点は、以前のプロジェクトで

すでに翻訳したことを覚えておき、将来の翻訳作業のためにそれを使用することです。 Lingo プロ

ジェクトを 1つ以上の TM データベースに接続することができます。 

詳細については、オンラインヘルプまたは「Lingo Translation Guide」を参照してください。 このマニュ

アルおよびその他へのリンクについては、オンラインヘルプを参照してください。 

 

機械翻訳 
機械翻訳 (MT) は、Google 翻訳などのコンピュータまたは翻訳プログラムによるテキストの翻訳で

す。 MT の大きな利点は、翻訳者が自動翻訳システムを使用して大量のコンテンツをすばやく翻訳

し、ケースバイケースで必要な翻訳を行うことです (たとえば、Termbase を使用して特定の単語を置

換したり、コンテキスト内の正確ではない翻訳を修正する)。 その後、翻訳者は、インストールされた翻

訳メモリ (TM) にターゲットセグメントを追加することができ、将来の翻訳のスピードを向上させることが

できます。 

詳細については、オンラインヘルプまたは「Lingo Translation Guide」を参照してください。 このマニュ

アルおよびその他へのリンクについては、オンラインヘルプを参照してください。 

 

Termbase 
Lingo では、コンセプト指向の用語データベースを使用して、翻訳作業をより簡単かつ迅速に行うこと

ができます。 Termbase を使用すると、単一の記憶域から多言語の用語を作成、管理、再利用できま

す。 このシステムは、翻訳プロセス中に Termbase から以前に翻訳された単語を自動的に表示し、翻

訳の信頼性を向上させます。 

Termbase は辞書より強力です。 Termbase の背後にあるアイデアは、翻訳する必要のない単語やフ

レーズのデータベースを作成することです。 

詳細については、オンラインヘルプまたは「Lingo Termbase Guide」を参照してください。 このマニュ

アルおよびその他へのリンクについては、オンラインヘルプを参照してください。 
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コンコーダンス検索 (一致検索) 
Lingo では、1つまたは複数の翻訳メモリ (TM) データベースで高度な検索を実行するためコンコー

ダンス (一致) を利用できます。 また、機械翻訳 (MT) プロバイダから提案を検索することもできます。 

つまり、一貫性を維持するために既に翻訳した単語を検索することができます。 このコンコーダンス

は TM と MT からの提案を検索します。 これとは対照的に、翻訳エディタの検索フィルタは現在の

ファイルのみを検索します。 

詳細については、オンラインヘルプを参照してください。 

 

セグメンテーション ルールと分割/結合 
セグメント区切りを自動的に制御したい場合は、セグメンテーション ルールを作成することができま

す。 Lingo は、Segmentation Rules eXchange (SRX) で指定されたフォーマットに従います。 したがっ

て、セグメンテーション ルールを作成した後、SRX ファイルにエクスポートすることができます。 Lingo 

で生成された SRX ファイルをインポートすることもできます。 

アラインメント ツールと同様に、翻訳エディタでセグメントを手動で分割および結合 (Split / Join) する

ことができます。 素早くセグメントを分割または結合する必要があり、将来の翻訳では自動的にそうす

る必要はないと考えるとき、セグメンテーション ルールの代わりにこの手動プロセスを選択します。 

詳細については、オンラインヘルプを参照してください。 

 

統計レポート 
翻訳作業に関する情報を表示して、Lingo プロジェクトの統計を計算することができます。 これは、プ

ロジェクトのファイルを翻訳メモリ データベースと比較して、どれくらいの翻訳作業が完了し、どれくら

いの作業がまだ残っているかを確認する方法です。 このレポートは、翻訳者がクライアントに見積もり

を提供する必要がある場合、または Lingo を使用して翻訳プロセスを管理するコンテンツ開発者の場

合に役立ちます。 

詳細については、オンラインヘルプを参照してください。 
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品質保証レポート 
品質保証 (QA) レポートを実行して、翻訳されたプロジェクトのソース セグメントとターゲット セグメント

間の相違点を確認することができます。 これは、レビューしたり、翻訳をクライアントに返したり、翻訳

された最終プロジェクトをエクスポートしたりする前に、翻訳の品質をチェックする方法です。 これらの

レポートは、不正確な書式設定やセグメントの繰り返し、Termbase のエラーなど、気づかなかったよう

なエラーを見つけるのに役立ちます。 QAレポートを実行することで、翻訳プロセスの早期にエラーを

特定し修正し、後で不必要な再作業を防ぐことができます。 

詳細については、オンラインヘルプを参照してください。 

 

レビュー 
翻訳されたコンテンツをレビューのために個人に送信することができます。 たとえば、翻訳者からファ

イルを受け取り、翻訳が正しいことを確認するために (Lingo にアクセスできない) 第三者に送信する

場合は、この機能を使用できます。 この機能を使用すると、翻訳を MadCap Contributor レビューパッ

ケージとしてエクスポートできます。 

Contributor レビューパッケージをレビュー担当者に送信する前に、レビュー担当者に最新バージョン

の Contributor がインストールされているかを確認してください。 レビュー担当者は Lingo ファイルを

レビューするため Contributor を使用するライセンスを購入する必要はありません。 代わりに、

Contributor の無料レビューモードを使用して Lingo ファイルをレビューすることができます。 

詳細については、オンラインヘルプを参照してください。 

 

辞書 
どの辞書がコンピュータにインストールされているかは、[Options] ダイアログを開き、[Spelling] タブを

選択することで確認できます。 [Options] ダイアログを使用して、ダウンロードした辞書をさらにイン

ポートすることもできます。 

コンピュータにインストールされているすべてのビルトイン辞書と、ダウンロードした辞書に加えて、カ

スタムグローバルまたはプロジェクト辞書を使用することもできます。 

詳細については、オンラインヘルプを参照してください。 
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ソース管理 
Lingo は、バージョン管理アプリケーションの統合サポートを提供します。 組み込みのサポートは、

Microsoft Team Foundation Server、Perforce、Git、および Apache Subversion で利用できます。 さ

らに、Lingo はワイドオープンなアーキテクチャを使用し、ファイルを独立した XML ファイル (XLF 

など) として保存するため、外部ソース管理システムでファイルを手動で管理することができます。 

詳細については、オンラインヘルプまたは「Lingo Source Control Guides」を参照してください。 こ

れらのマニュアルやその他へのリンクについては、オンラインヘルプを参照してください。 

 

コマンドラインのエクスポートと更新 
コマンドライン プロンプトを使用してプロジェクトを管理することができます。 これにより、自動プロセ

ス (Windows のタスクスケジューラ ユーティリティなど) を使用して、エクスポートまたは更新をスケ

ジュールできます。 使用されているコマンドに応じて、次のいずれかを実行できます。 

 Lingo プロジェクトをエクスポートする 

 Lingo プロジェクトをソースファイルで更新/同期する 

 特定の言語で Lingo プロジェクトをエクスポートする  

詳細については、オンラインヘルプを参照してください。 
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PDF 
 

次の PDF ファイルは、オンラインヘルプからダウンロードできます。 

https://help.madcapsoftware.com/lingo10/Content/Lingo/PDF-Guides/PDF-Guides-Lingo.htm 

 

Alignment Guide  （アラインメント ガイド） 

Getting Started Guide (スタートガイド) 

Key Features Guide (主要機能ガイド) 

Shortcuts Guide(ショートカット ガイド) 

Source Control Guide: Git (ソース管理ガイド : Git) 

Source Control Guide: Perforce (ソース管理ガイド : Perforce) 

Source Control Guide: Subversion (ソース管理ガイド : Subversion) 

Source Control Guide: Team Foundation Server (ソース管理ガイド : Team Foundation Server) 

Termbases Guide (Termbase ガイド) 

Touring the Workspace Guide (ワークスペースのガイド) 

Translation Guide (翻訳ガイド) 

What's New Guide (新機能ガイド) 

https://help.madcapsoftware.com/lingo10/Content/Lingo/PDF-Guides/PDF-Guides-Lingo.htm

