Adobe RoboHelp (2019 release)

まったく新しい作成方法。優れたエクスペリエンスを顧客に。

バージョンの比較表

Adobe RoboHelp

提供されている機能
10

11

2015 release

2017 release

機能拡張
2019 release

オーサリング
新機能

生産性

スニペット内のスニペット

バゲッジファイルにフォルダーを読み込む機能
変数ビューの切り替え機能
サムネイル追加機能
条件インジケーター

プロジェクトの状態を記憶

Project Manager でのトピック検索
CSS のスタイルを簡単に更新

ユーザー定義変数（UDV）スクリプト *
条件式の指定

コンディショナルビルドタグ

モバイルアプリケーション向けの自動化された状況依存ヘルプ
（CSH）のオーサリング *
出力スクリーンに合わせた自動コンテンツサイズ変更
複数の種類のスクリーンに対応する出力のプレビュー

自動サイズまたはテキストのみのポップアップをハイパーリン
クに変換
画像および表の絶対サイズを相対サイズに変更
iOS デバイスでのピンチズーム

iOS デバイスでの Adobe Captivate HTML5 出力
イベントベースのスクリプトトリガー *

複数のブラウザーでのトピックおよび出力のプレビュー
複数トピックまたは単一トピックを編集するオプション
スニペットを HTML テキストに変換
HTML5 出力内の検索機能

視覚的な CSS スタイルエディター
*RoboHelp Classic (2019 release) で利用可能
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提供されている機能

Adobe RoboHelp

10

11

2015 release

2017 release

機能拡張
2019 release

オーサリング
生産性

UDV（ユーザー定義変数）のサポート

マスターページ（トピックテンプレート）
ブレッドクラム
ミニ目次

スクリプティングと自動化 *
スニペット

新機能

標準規格のサポート

HTML5 オーサリングのサポート

マルチスクリーン対応 HTML5 のサポート *
EPUB 3 のサポート

CSS3 サポートの強化

XML の読み込みおよび出力 *
XHTML 標準のサポート

Unicode および翻訳ワークフローのサポート

World Wide Web Consortium（W3C）準拠のチェック
新機能
新機能

マルチオーサリングのサポート

統合 SharePoint Online のサポート
統合 Git サポート

リアルタイムコラボレーションおよびレビューのための
Shared Topics
Shared Topics での依存関係の自動管理
Shared Topics での相互参照の自動決定

マルチスクリーン対応 HTML5 コンテンツの結合および
パブリッシュ *
エンタープライズネットワークを介したプロジェクトパ
フォーマンスの向上
Microsoft Word ファイルのライブリンクサポート

Adobe RoboSource Control、Team Foundation Server、
Perforce、Visual Source Safe、他の SCC 準拠アプリケー
ションの統合バージョンコントロールに対応 *
新機能

マルチメディアおよび e ラーニング

WebP サポート

YouTube/Vimeo/MP4

Title タグと alt タグを編集可能
Adobe Captivate のサポート
3D モデル

*RoboHelp Classic (2019 release) で利用可能
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提供されている機能
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10

11

2015 release

2017 release

機能拡張
2019 release

オーサリング
新機能
新機能
新機能
新機能
新機能

使いやすさの強化

グローバルスタイル管理サポート
スタイル反映

リアルタイムのオブジェクトプロパティービューア
プロジェクト構造管理の向上
SVG のサポート

すぐに使用できる UI テーマ

Responsive HTML5 レイアウトエディター
コンテンツ CSS からの HTML5 CSS 分離
エディターでのメディアビュー
用語集ポップアップ
スタイルポッド

ビルドタグに関する使用状況レポート

ハイパーリンク、ポップアップ、画像マップ
複数の目次、索引、用語集

グラフィックおよびマルチメディアのサポート

辞書、スペルチェック、シソーラス、オートコレクト

パブリッシング

HTML5 パブリッシング

次世代の Responsive HTML5 レイアウト

Responsive HTML5 レイアウトにお気に入りを追加

コンテンツアクセシビリティ（米国連邦法 508 条準拠）
新しい HTML5 レイアウト

HTML5 出力で目次の状態を維持

すぐに使用できるソーシャルウィジェットのサポート
最適化された HTML5 出力

Responsive HTML5 のワンクリックパブリッシング
Microsoft Word 2010、2013、2016 のサポート

印刷ドキュメントのヘッダーとフッターのカスタマイズ

ダウンロード可能なドキュメントの埋め込み型マルチメディア
Microsoft SharePoint によるスマートパブリッシング *
TOC ベースの出力

SharePoint への出力 *

参照されていないトピックを出力から除外可能
シングルソースから複数チャネルへの出力
Adobe PDF のサポート

*RoboHelp Classic (2019 release) で利用可能
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提供されている機能
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10

11

2015 release

2017 release

機能拡張
2019 release

パブリッシング

HTML5 パブリッシング
Adobe AIR ヘルプ *

Adobe JavaHelp、OracleHelp for Java への出力 *

コンテンツのパーソナル化
動的コンテンツフィルター
タグ付きの出力表示

CSH の動的フィルターのサポート
DUCC 出力の強化

モバイルアプリ出力のサポート

iOS のモバイルアプリのネイティブサポート
EPUB ファイルのカスタムフォント

Android のモバイルアプリのネイティブサポート
スクリーンのレイアウト
Kindle 出力 *

モバイルデバイス、タブレット、電子書籍リーダーへの
EPUB 形式での出力

レビューと共同作業
TOC ベースレビュー *

DHTML コンテンツのレビュー *
Facebook ウィジェット
Tweet ウィジェット

作成者、各分野の専門家（SME）、エンドユーザーの間で、
PDF を使用した連携
再利用可能な共有リソース

Adobe FrameMaker との統合 *

コミュニティで生成されたコンテンツ、コメント、フィー
ドバック、外部 Web コンテンツ
モデレーションに対応したエンドユーザーのコメント
ワークフロー *
新機能

エンドユーザー検索
検索オートコレクト

検索オートコンプリート

ページごとに固有の URL
メタデータメニュー
ハイライト検索

外部コンテンツ検索 *

参照されていないバゲッジファイルを検索から除外可能
*RoboHelp Classic (2019 release) で利用可能
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10

11

2015 release

2017 release

機能拡張
2019 release

エンドユーザー検索
キーワードベースで検索
同義語

停止リスト

レーティング（オプション）、ブール演算子、
メタデータによる検索の絞り込み
フレーズ検索

PDF および Microsoft Office 文書の検索

高度な機能

Mobile Help API ライブラリ *

高度なフィードバック解析による Adobe Robohelp Server 10*
のコンテンツ最適化

その他の強化機能

Windows 10 サポート

Windows®8.1 サポート

64 ビット OS のサポート

Chrome ブラウザーのサポート
ポッド環境

IPv6 のサポート

Adobe RoboScreen Capture ユーティリティ

翻訳とローカライズ
多言語のサポート

Unicode および翻訳ワークフローのサポート

Adobe RoboHelp (2019 release) のスタートガイド
体験版で試してみる

*RoboHelp Classic (2019 release) で利用可能

デモのリクエスト

さらに詳しく
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お客様用デモの紹介またはご質問は、以下までご連絡ください。
techcomm@adobe.com
+1-866-647-1213

www.facebook.com/adobetcs

www.linkedin.com/groups/2381149/

www.twitter.com/AdobeTCS

blogs.adobe.com/techcomm

www.youtube.com/AdobeTCS

partners.adobetechcomm.com

ユーザーの皆様へ

この製品を使用するには、使用許諾契約および保証条件に同意していただく必要があります。詳しくは、www.adobe.com/go/eualas_jp をご覧ください。
インストールから 30 日以内にインターネットで製品ライセンス認証を行ってください。詳しくは、www.adobe.com/go/activation_jp をご覧ください。

この製品は、Adobe またはサードパーティがホスティングする特定のオンラインサービス（「オンラインサービス」）を統合、またはそのようなサービ

アドビ システムズ株式会社

〒 141-0032

東京都品川区大崎 1-11-2

ゲートシティ大崎イーストタワー
www.adobe.com/jp

スへのアクセスを許可することがあります。オンラインサービスは、13 歳以上のユーザーのみを対象としており、その使用には追加の利用条件および

アドビのプライバシーポリシー（www.adobe.com/go/terms_jp）に同意していただく必要があります。オンラインサービスは、国や言語によっては
提供されていない場合や、ユーザー登録が必要な場合があり、その全体または一部が予告なく中止または変更になることもあります。また、追加料金
やサブスクリプション費用が適用される場合もあります。

Adobe、Adobe ロゴ、RoboHelp は、米国およびその他の国で登録された Adobe Systems Incorporated の商標です。その他すべての商標は、各所有者の
所有物です。
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