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変更履歴

2022 年 10 月
• 展開の準備状況チェックリストを更新しました。

• サポートされている出力ファイル形式に関して情報を追加しました。

• サポートされているソース言語を更新しました。

• 以下の手順を追加しました。

– 翻訳済みドキュメントを印刷する

– 翻訳済みドキュメントを E メールの添付ファイルとして送信する

2022 年 4 月
• 初の文書のリリース
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概要

Translation Assistant を理解する
LexmarkTM Translation Assistant は、ソース言語で原稿をスキャンし、ターゲット言語に翻訳できる組込みソリュー
ションフレームワーク（eSF）アプリケーションです。翻訳済みのドキュメントは、印刷したり E メールで送信したりでき
ます。

Translation Assistant は、光学式文字認識（OCR）を使用してスキャンした原稿のテキストを認識し、機械翻訳のた
めに Azure Cognitive Services に送信します。

このドキュメントでは、Translation Assistant eSF アプリケーションの使用方法、設定方法、トラブルシューティング
方法について説明します。

メモ： また Lexmark は、Translation Assistant Web ポータルも提供しています。このクラウドソリューションを使用
すると、ソース言語でファイルをアップロードし、ターゲット言語に翻訳できます。翻訳済みのドキュメントは、ダウンロ
ードしたり E メールで送信したりできます（⇒ 『Lexmark クラウドサービス管理者ガイド』にある Translation Assistant
ポータルの章）。

サポートされる形式と言語

出力ファイル形式
• PDF

• DOCX

メモ：

• OCR は、PDF と DOCX の原稿を異なる方法で処理し、異なる出力を生成する場合があります。

• Translation Assistant は、書式が設定されていないテキストで 適に機能します。グラフィックスを含むドキュメ
ントでは、PDF が推奨される形式です。

• 書式設定されたテキスト、筆記体のテキスト、手書きのテキスト、または画像に重なっているテキストがあるドキ
ュメントの使用は推奨されません。

ソース言語

ポルトガル語（ブラジル） 日本語

クロアチア語 韓国語

キリル文字セルビア語 ノルウェー語

チェコ語 ポーランド語

デンマーク語 ルーマニア語

オランダ語 ロシア語

英語 簡体中国語

フィンランド語 スロバキア語

フランス語 スロベニア語

ドイツ語 スペイン語
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ギリシャ語 スウェーデン語

ハンガリー語 繁体中国語

イタリア語 トルコ語

ターゲット言語

アラビア語 パシュトー語

ダリー語 ロシア語

オランダ語 スペイン語

英語 簡体中国語

フィリピン語 スワヒリ語

フランス語 テルグ語

ドイツ語 繁体中国語

ハイチ語 ウルドゥー語

ヒンディー語 ベトナム語

イタリア語 ウェールズ語

韓国語

メモ： 一部の言語に翻訳されたドキュメントを印刷する際、プリンタにフォントをインストールする必要がある場合が
あります。詳細については、Lexmark の担当者に問い合わせてください。
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はじめに

展開の準備状況チェックリスト

以下の点を確認します。

プリンタは、4.3 インチ、7 インチ、または 10 インチの画面を搭載した複合製品（MFP）です。

プリンタファームウェアは、076.xxx 以降で実行されています。

プリンタのハードディスクが取り付けられている。

OCR ライセンスは有効です。

プリンタは Lexmark クラウドサービスに登録されています。

メモ： （⇒ 『Lexmark クラウドサービス管理者ガイド』）。

Lexmark クラウドサービスアカウントは、すべてのユーザーに設定されています。

組織で Translation Assistant が有効になっています。

アプリケーションをインストールする
Translation Assistant アプリケーションをインストールする手順は次のとおりです。

1 構成設定を作成します。

2 構成設定をプリンタに展開します。

構成設定を作成する

1 Lexmark クラウドサービスダッシュボードにアクセスします。

メモ： （⇒ 『Lexmark クラウドサービス管理者ガイド』）。

2 フリート管理 Web ポータルにアクセスします。次のいずれかを実行します。

• Lexmark クラウドサービスダッシュボードから［フリート管理］カードをクリックします。

• 現在の Web ポータルで、ページの右上隅にある  をクリックし、［フリート管理］をクリックします。

3 構成設定を作成します。次のいずれかを実行します。

• ［構成設定］ > ［構成設定］をクリックし、［作成］または［構成設定を作成］をクリックします。

• ［プリンタ］ > ［設定］ > ［構成設定を作成］をクリックします。

4 一意の構成設定名と説明を入力します。

たとえば、クラウド認証とともに Translation Assistant をインストールします。

メモ：

• Translation Assistant アプリケーションをインストールすると、クラウド認証アプリケーションの新しいバージ
ョンがすでにインストールされていない限り、クラウド認証アプリケーションもプリンタにインストールされます。
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• クラウド認証アプリケーションがプリンタにインストールされている場合、アプリケーション設定はインストール
時の新しい値で上書きされます。

5 ［アプリ］タブで、［アプリの選択］をクリックします。

6 ［Translation Assistant］を選択し、［次へ］をクリックします。

7 ［終了］をクリックします。

8 必要に応じて、アプリケーションの名前をクリックし、構成設定を変更します。

メモ： 詳細については、「アプリケーション設定を構成する」、8 ページ を参照してください。

9 ［構成設定を作成］をクリックします

Translation Assistant 構成設定をプリンタに展開する

1 フリート管理 Web ポータルで［プリンタ］をクリックし、プリンタを選択します（複数選択可）。

メモ： プリンタが Translation Assistant のインストール要件を満たしていることを確認します。詳細については、
「展開の準備状況チェックリスト」、6 ページ を参照してください。

2 ［構成］ > ［構成を展開］をクリックします。

3 ［構成を展開］ウィンドウで、作成した Translation Assistant 構成設定を選択し、［構成を展開］をクリックします。

メモ： 構成設定のリストは、 終更新日に従ってソートされます。 新の構成設定は、リストの一番上に表示され
ます。

メモ：

• 展開した構成設定は編集できませんが、コピーして保存し、編集可能な新しい構成設定を作成できます。（⇒
『Lexmark クラウドサービス管理者ガイド』）。

• 構成設定が展開されると、アプリケーション設定をフリート管理 Web ポータルから構成できなくなります。内蔵
Web サーバーからは、アプリケーションの設定を構成できます。詳細については、「アプリケーション設定を構成
する」、8 ページ を参照してください。
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アプリケーションを設定する
アプリケーションは、展開前にフリート管理ポータルを使用するか、展開後に EWS を使用して設定できます。

次のアプリケーション設定を変更できます。

• Cloud Print Provider

• 初期設定のターゲット言語

• Default Mode（標準設定モード）

• ファイル形式

• アイコンのテキスト

• ウェルカム画面の上アイコン

• 翻訳タイムアウト

メモ： ［翻訳タイムアウト］は、翻訳が完了するまでアプリケーションが待機する時間です。初期設定では、アプリ
ケーションは 300 秒待機します。この値は 小値の 30 秒まで調整できます。

• スキャン設定

メモ： スキャン設定を変更できるように、［スキャン設定］を［表示］に設定する必要があります。

• 初期設定のコピー部数

• 初期設定の宛先

• 初期設定の件名

• 初期設定のメッセージ

• 初期設定のファイル名

メモ： アプリケーションを設定するには、管理者権限が必要になることがあります。

アプリケーション設定を構成する

フリート管理 Web ポータルから

メモ： 構成設定がまだプリンタに展開されていない場合にのみ、フリート管理 Web ポータルからアプリケーション設
定を構成できます。詳細については、「アプリケーションをインストールする」、6 ページ を参照してください。

1 フリート管理 Web ポータルで、以下のいずれかを実行します。

• ［構成設定］ > ［構成設定］をクリックします。

• ［プリンタ］ > ［設定］ > ［構成を管理］をクリックします。

2 構成設定名をクリックします。

3 ［アプリ］タブで、［Translation Assistant］をクリックします。

4 アプリケーション設定を構成します。

5 ［変更を保存する］をクリックします。

Embedded Web Server での設定

1 Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレスを入力します。

2 EWS で、［アプリ］をクリックします。
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3 ［Translation Assistant］ > ［設定］をクリックします。

4 アプリケーション設定を構成します。

5 ［適用］をクリックします。
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アプリケーションを使用する

翻訳済みドキュメントを印刷する
1 プリンタの操作パネルで、プリンタログインの設定に応じて以下のいずれかを実行します。

• カードリーダーのバッジをタップします。

• ［PIN ログイン］または［セキュアログイン］をタッチし、ログイン資格情報を入力します。

2 原稿を、自動原稿フィーダー（ADF）トレイの中、または原稿台の上にセットします。

3 ホーム画面で［Translation Assistant］をタッチしてから、ユーザー契約とプライバシーポリシーに同意します。

4 ソース言語を選択し、［次へ］をタッチします。

5 ターゲット言語を選択し、［次へ］をタッチします。

6 ［印刷］を選択し、［次へ］をタッチします。

7 コピー部数を入力して、［次へ］をタッチします。

8 必要に応じてスキャン設定を変更し、［終了］をタッチします。

メモ：

• たとえば、横方向に印刷する原稿の場合は、［スキャン設定］メニューの［横］を選択します。

• スキャン設定を変更できるように、アプリケーション設定で［スキャン設定］を［表示］に設定する必要がありま
す。

• スキャンが完了し、原稿のアップロードが開始された後に料金が適用されます。スキャンの完了後に翻訳ジ
ョブをキャンセルしても、料金はキャンセルされません。

9 原稿台からスキャンしている場合は、［送信］をタッチしてから、翻訳が完了するまで待ちます。ADF からスキャ
ンしている場合は、［送信］をタッチする必要はありません。

メモ： 複数のページをスキャンしている場合、プロンプトが表示されたら、［次原稿あり］をタッチします。

10 翻訳の概要画面で、以下のどちらかを実行します。

• ［排紙］をタッチします

•  > ［新規翻訳］をタッチして、新しい翻訳を開始します。

翻訳済みドキュメントを E メールの添付ファイルとして送信する
1 プリンタの操作パネルで、プリンタログインの設定に応じて以下のいずれかを実行します。

• カードリーダーのバッジをタップします。

• ［PIN ログイン］または［セキュアログイン］をタッチし、ログイン資格情報を入力します。

2 原稿を ADF トレイの中、または原稿台の上にセットします。

3 ホーム画面で［Translation Assistant］をタッチしてから、ユーザー契約とプライバシーポリシーに同意します。

4 ソース言語を選択し、［次へ］をタッチします。

5 ターゲット言語を選択し、［次へ］をタッチします。

6 ［E メール］を選択し、［次へ］をタッチします。
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7 E メールアドレスとその他の情報を入力して、［次へ］をタッチします。

メモ： 複数の E メールアドレスを指定する場合はカンマまたはセミコロンで区切ります。

8 必要に応じてスキャン設定を変更し、［終了］をタッチします。

メモ：

• たとえば、横方向に印刷する原稿の場合は、［スキャン設定］メニューの［横］を選択します。

• 出力ファイルの形式を変更するには、［送信形式］にタッチして、［スキャン設定］メニューでファイルタイプを
選択します。（⇒『「サポートされる形式と言語」、4 ページ』）。

• スキャン設定を変更できるように、アプリケーション設定で［スキャン設定］を［表示］に設定する必要がありま
す。

• スキャンが完了し、原稿のアップロードが開始された後に料金が適用されます。スキャンの完了後に翻訳ジ
ョブをキャンセルしても、料金はキャンセルされません。

9 原稿台からスキャンしている場合は、［送信］をタッチしてから、翻訳が完了するまで待ちます。ADF からスキャ
ンしている場合は、［送信］をタッチする必要はありません。

メモ：

• 複数のページをスキャンしている場合、プロンプトが表示されたら、［次原稿あり］をタッチします。

• E メールは返信をサポートしていません。

10 翻訳の概要画面で、以下のどちらかを実行します。

• ［排紙］をタッチします

•  > ［新規翻訳］をタッチして、新しい翻訳を開始します。
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問題に対処する

ドキュメントの処理中にエラーが発生する
次の手順を 1 つ以上実行します。

ドキュメントの向きが正しく設定されていることを確認する

たとえば、横方向に印刷する原稿の場合は、スキャン設定で［横］を選択します。

メモ： スキャン設定を変更できるように、アプリケーション設定で［スキャン設定］を［表示］に設定する必要があ
ります。

（⇒ 本機の『ユーザーズガイド』）。

［翻訳タイムアウト］に大きな値を設定する

［翻訳タイムアウト］の 大値は 300 秒です。詳細については、「アプリケーション設定を構成する」、8 ページ を
参照してください。

スキャンを再試行する

Lexmark 担当者に問い合わせる

翻訳済みドキュメントを印刷できないか E メールの添付ファイル
として送信できない
次の手順を 1 つ以上実行します。

出荷時の構成設定に戻す

1 アプリケーションの構成設定ページにアクセスします。詳細については、「アプリケーション設定を構成する」、
8 ページ を参照してください。

2 ［出荷時設定に戻す］をクリックして、設定の出荷時設定値を復元します。

3 ［適用］をクリックします。

Lexmark 担当者に問い合わせる
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アプリケーションが応答していない
次の手順を 1 つ以上実行します。

メモ： ドキュメントが比較的複雑な場合は、翻訳が完了するまで 300 秒待ちます。

［翻訳タイムアウト］に小さな値を設定する

初期設定では、アプリケーションは翻訳が完了するまで 300 秒待ちまます。詳細については、「アプリケーション
設定を構成する」、8 ページ を参照してください。

Lexmark 担当者に問い合わせる

文字化けしたテキストが印刷される
次の手順を 1 つ以上実行します。

スキャン設定で正しい向きを設定していることを確認する

次のいずれかを実行します。

• 元の原稿の方向を横から縦に、または縦から横に変更します。

• ［スキャン設定］メニューで［自動回転］を［オン］に設定します。

原稿が ADF トレイまたは原稿台に正しくセットされていることを確認する

次のいずれかを実行します。

• 原稿が裏返しになっていないことを確認します。

• ［スキャン設定］メニューで［自動回転］を［オン］に設定します。

ADF トレイには一度に 1 つの原稿のみをセットする

ファイル形式を PDF に設定した場合、ADF にセットされた複数の原稿は、1 つのファイルとして保存できます。

スキャン設定で別のファイル形式を選択する

元のドキュメントのファイル形式に応じて、ファイル形式を PDF または DOCX に変更します。

Lexmark 担当者に問い合わせる

翻訳済みドキュメント内で改ページが正しくない
次の手順を 1 つ以上実行します。

スキャンする原稿が 1 ページだけであることを確認する

原稿内の複数ページをスキャンすると、改ページが正しく検出されないことがあります。
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Lexmark 担当者に問い合わせる
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よくある質問（FAQ）

Translation Assistant では、どのような種類の原稿を使用で
きますか？
Translation Assistant は、白または明るい紙にプレーンテキストが印刷された原稿に適しています。

次のような原稿は、Translation Assistant に適していません。

• 複雑な書式が設定されたテキスト、筆記体のテキスト、または手書きのテキスト

• 画像に重なっているテキスト

• 一部の新聞など、列が互いに近い位置にあるテキスト

• 色が印刷された紙または色の付いた紙

DOCX 形式を使用する必要があるのはいつですか？
通常、シンプルなテキストドキュメント、権限スリップ、フォームには DOCX を使用できます。

PDF 形式を使用する必要があるのはいつですか？
高解像度の画像コンテンツ、複雑なレイアウト、ニュースレターを含むドキュメントには PDF を使用します。

サポートされている用紙サイズは何ですか？
レターと A4 です。

住所と名前は翻訳されていますか？
翻訳される場合があります。OCR プロセスが住所または正式な名前のテキストをキャプチャする方法によっては、
翻訳エンジンがこのテキストを翻訳する場合もあります。

レイアウト、構造、書式設定はどの程度維持されますか？
ソース言語からターゲット言語へテキストを翻訳すると、翻訳されたテキストの全体的な長さが、ソース言語と異なっ
ていることがあります。このプロセスにより、ページ間でテキストが再配置される可能性があります。ソース言語とタ
ーゲット言語の両方では、同じフォントを使用できない場合があります。通常は、書式をソースに近づけるために、タ
ーゲット言語にも同じフォントスタイルが適用されます。

ドキュメントは機械翻訳されており、翻訳が不正確になる場合があります。

よくある質問（FAQ） 15



画像に埋め込まれているテキストはアプリケーションで翻訳でき
ますか？
No.
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通知

改訂通知

2022 年 10 月

この章に記載された内容は、これらの条項と地域法とに矛盾が生じる国では適用されないものとします。Lexmark
International, Inc. は本ドキュメントを「現状有姿」で提供し、明示的または黙示的であるかを問わず、商品性および
特定目的に対する適合性の黙示的保証を含み、これに限定されないその他すべての保証を否認します。一部の地
域では特定の商取引での明示的または黙示的な保証に対する免責を許可していない場合があり、これらの地域で
はお客様に対して本条項が適用されない場合があります。

本ドキュメントには、不正確な技術情報または誤植が含まれている場合があります。ここに記載された情報は定期
的に変更され、今後のバージョンにはその変更が含まれます。記載された製品またはプログラムは、任意の時期に
改良または変更が加えられる場合があります。

本ドキュメントで特定の製品、プログラム、またはサービスについて言及している場合でも、すべての国々でそれらが
使用可能であることを黙示的に意味しているものではありません。特定の製品、プログラム、またはサービスについ
てのすべての記述は、それらの製品、プログラム、またはサービスのみを使用することを明示的または黙示的に示
しているものではありません。既存の知的財産権を侵害しない、同等の機能を持つすべての製品、プログラム、また
はサービスを代替して使用することができます。製造元が明示的に指定した以外の製品、プログラム、またはサービ
スと組み合わせた場合の動作の評価および検証は、ユーザーの責任において行ってください。

Lexmark テクニカルサポートについては、http: //support.lexmark.com にアクセスしてください。

本製品の使用に関する Lexmark のプライバシーポリシーの詳細については、www.lexmark.com/privacy にアク
セスしてください。

消耗品およびダウンロードについては、www.lexmark.com にアクセスしてください。

© 2022 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

商標

Lexmark、Lexmark ロゴ、AccuRead は、米国およびその他の国における Lexmark International, Inc. の商標ま
たは登録商標です。

その他のすべての商標は各所有者に帰属します。
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