
　　翻訳ブログビルダーガイド

　　簡単使い方マニュアル

翻訳ブログビルダーを使いこなす方法！
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は じ め に

このマニュアルは、翻訳ブログビルダーを利用する方のための、

各種機能の使い方の説明マニュアルです。

「翻訳ブログビルダー・・・本当に使いこなせるのだろうか・・・」

「翻訳ブログで被リンク用ブログを作りたい！！！」

という方は、まずこのマニュアルを参考にしていただければ幸いです！
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1 . 各 種 設 定
本章では、翻訳ブログビルダーの設定についてご説明します。

設定情報アイコンをクリックすることで、様々な設定が可能です。

1.1.ブログの設定

1.1.1.投稿先ブログの設定

翻訳記事の投稿先となるブログを設定します。

【ブログ設定】タブを選択します。

「新規」ボタンをクリックし、[ブログ情報設定]サブウィンドウを開きます。
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ブログタイプ、URL、ユーザー名、パスワード等のアカウント情報を入力します。

※画像アップロードや投稿後の Twitter 自動つぶやきの設定は必要に応じて行って

ください。

「新規キャンペーンを作成」ボタンをクリックすると、ブログをキャンペーンに

登録することができます。

※キャンペーンについては「8.キャンペーン」参照

入力後、「OK」ボタンをクリックするとサブウィンドウが閉じます。

【ブログ設定】タブに設定した投稿先ブログが追加されていることを確認してく

ださい。

追加したブログの編集・削除・全削除は、それぞれボタンで行うことができます
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1.2.Twittter の設定

1.2.1．Twitter 情報設定

Twitter 情報の設定を行います。

【Twitter 設定】タブを選択します。

「新規」ボタンをクリックすることで、[Twitter 設定]サブウィンドウが開き、

Twitter 情報の設定を行うことができます。

PIN 取得にて翻訳ブログビルダーと Twitter の連携認証を行なってください。

追加した Twitter 情報の編集・削除・全削除は、それぞれボタンで行うことができます
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1.3.共通設定

1.3.1．アプリ共通の設定

使用する翻訳サービスや諸所の編集、挿入する被リンクの位置などの設定を

行ないます。
【共通設定】タブを選択します。
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1.4.リンク設定

1.4.1．翻訳記事に挿入する被リンクの設定

使用する翻訳サービスや諸所の編集、挿入する被リンクの位置などの設定を

行ないます。
【リンク設定】タブを選択します。

「新規」ボタンをクリックすることで、[テキストリンク]サブウィンドウが開き、リンク

情報の設定を行うことができます。
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2 . 記 事 を 探 す
本章では、翻訳元となるブログ記事の探し方についてご説明します。

記事検索アイコンをクリックすることで、記事検索が可能となります。

2.1.記事検索

2.1.1.記事を検索する

翻訳元のブログ記事を検索します。

【検索】タブを選択します。

キーワードを入力し、検索ボタンをクリックすると、画面中央に翻訳元となる

海外ブログが表示されます。
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検索するブログサービスをプルダウンから選択します。

「すべて」を選択すると全ブログサービスで縦断検索を行ないます。

また、「日本語タイトル」にチェックを入れることで、検索結果のタイトルを日

本語で表示することができます。
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2.2.リライト翻訳

2.2.1.日本語⇒英語⇒日本語によるリライト

リライト翻訳とは、日本語のブログを一度英語に翻訳し、再度日本語に

翻訳し直す機能です。

再翻訳することで元の記事と異なる記事が出来上がります。

【リライト】タブを選択します。

リライトしたい記事の一部をコピーし貼り付け、「リライト翻訳」ボタンをク

リックします。
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3 . 記 事 の 編 集
本章では、翻訳した記事の編集方法についてご説明します。

エディターアイコンをクリックすることで、様々な編集が可能です。

3.1.編集機能

エディター画面の左側が翻訳記事エリア、右側が投稿エリアとなります。

記事検索で検索した翻訳記事が、左側の翻訳記事エリアに表示され、

タブの切り替えを行うことができます。

左側の翻訳記事を参考に、右側のエリアにリライト文を書いていきます。
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3.1.1.翻訳記事の編集

■キャンペーンに追加

翻訳記事によっては「キャンペーンに追加」アイコンが表示され、クリックする

と現在編集している記事の取得元ブログをキャンペーンに追加することができま

す。

※キャンペーンについては「8.キャンペーン」参照

■ランダムコピー

ランダムコピーをクリックすると、翻訳記事から段落単位でランダムにコピーし、

右側の投稿エリアにペーストすることができます。

抜粋する段落と順序はランダムになっています。
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3.1.2.投稿エリアの編集

投稿記事の編集を行うことができ、

編集後は「投稿」アイコンをっクリックして投稿します。

「テキストリンク差し込み」アイコンをクリックすることで、

リンク設定で設定したリンクを挿入することができます。
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4 .  投 稿 す る
本章では、ブログへの投稿について説明します。

編集画面の「投稿」アイコンをクリックすることで、[投稿]サブウィンドウを表示するこ

とができます。

4.1.ブログに投稿する

翻訳記事をブログに投稿します。

投稿先のブログを選択し、[投稿]サブウィンドウの「投稿」ボタンをクリックします。

ステータスが完了になったら投稿完了です。

「下書き投稿」ボタンをクリックすることで、ブログに下書きとして投稿することが

できます。

15



「予約投稿」ボタンをクリックすることで、予約投稿時間を指定して投稿予約を行な

うことができます。

ここでの「予約投稿」とは、ブログサービス内の予約投稿とは異なり、2chまとめビ

ルダー内で予約情報として保持しておき、指定した時刻になったら投稿処理を行なう

という機能です。

よって、2chまとめビルダーを起動しておく必要があります。

予約投稿した記事については、「予約情報」にて確認することができます。
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5 . 履 歴 情 報
本章では、投稿した記事の履歴情報について説明します。

履歴情報アイコンをクリックすることで、投稿した記事の履歴を確認することができます。

5.1.投稿履歴の確認と再編集

投稿履歴については確認するだけではなく、「編集」ボタンをクリックすることで

再編集を行なうことができます。
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6 . p i n g 送 信
本章では、ping 送信について説明します。

ping 送信アイコンをクリックすることで、様々な設定が可能です。

6.1.ping を送信する

ブログリストおよび ping 送信先サーバーを選択し、ping を送信します。

ping 送信対象のブログにチェックを入れます。

ping 送信先サーバーにチェックを入れます

「送信」アイコンをクリックし、送信を開始します。
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7 . 予 約 情 報
本章では予約投稿した記事の確認を行なう「予約情報」について説明します。

予約情報アイコンをクリックすることで、予約中の記事の確認が可能です。

7.1.予約状況の確認

7.1.1.予約中記事の確認

予約リストタブを選択すると、予約投稿した記事を確認することができます。

「予定変更」ボタンをクリックすると、予約投稿時刻を変更することができます。

また、「元記事」ボタンをクリックすることで、翻訳元の記事を確認することが

できます。
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7.1.2.予約投稿済みブログの確認

投稿済みタブを選択すると、予約投稿済みのブログを確認することができます。
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8 . キ ャ ン ペ ー ン
本章ではお気に入りの海外ブログの更新記事を取得して投稿する「キャンペーン」につい

て説明します。

キャンペーンアイコンをクリックすることで、キャンペーンの設定を行うことができます。

8.1.キャンペーンの概要と設定

8.1.1.キャンペーンとは

キャンペーンとは翻訳元ブログと投稿先ブログの紐付けを行い、

翻訳元ブログが更新された場合、更新された記事を取得し、投稿先ブログ

に一括で投稿する機能です。

お気に入りの海外ブログを見つけた際に、キャンペーンとして登録しておけば、

新着記事が投稿される度に自分のブログに投稿することができるので、わざわざ

更新情報を確認する必要がありません。

8.1.2.投稿先ブログをキャンペーンに登録

キャンペーンを利用するためには、まず投稿先のブログのキャンペーンを

作成する必要があります。

ブログ設定画面にて、ブログ情報を入力後、「新規キャンペーンを作成」ボタン

をクリックし、キャンペーンを作成します。
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8.1.3.翻訳元ブログを投稿先ブログのキャンペーンとして登録する

ブログ設定で登録したキャンペーンに、翻訳元ブログの更新情報を設定

します。

編集画面にて、キャンペーンアイコンが表示されている記事については、

元のブログの更新情報をキャンペーンに設定することができます。

キャンペーンアイコンをクリックすると、ブログ設定で作成した

投稿先ブログのキャンペーン情報を選択することができます。

キャンペーンとして登録したい投稿先ブログを選択し、OK ボタンを

クリックします。
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これで、キャンペーンの設定は完了です。
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8.2.新着記事を一括投稿

8.2.1.キャンペーンの新着記事を一括で投稿する

「新着記事を一括投稿する」ボタンをクリックすると、自分のブログにキャン

ペーンとして登録した翻訳元ブログの新着記事を一括で投稿することができます。

「RSS編集」ボタンをクリックすると、翻訳元ブログの新着記事取得元 RSSを編

集することができます。
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