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• Memsourceと翻訳エンジンを統合
した新しい翻訳環境です。

Memsourceにログインしないで翻訳メモリや用語ベース管理が可能。

• MemoQ/Tradosとも連携可能です。

テキスト翻訳
ファイル翻訳（DocSpread)
xliff一括翻訳
PatSpread（外国公報和訳）
エクセル翻訳（指定列翻訳）

翻訳メモリ
用語ベース
組織で共有

機械翻訳エンジン
アダプテーションエンジン
組織で共有

翻訳会社向けProTranslatorとは
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• MemoQ/Trados/Memsourceの
xliffファイルに指定MTエンジン訳を
一括挿入する新しいサービスです。

• 超低料金でご利用いただけます。

テキスト翻訳
Xliff一括翻訳

機械翻訳エンジン
アダプテーションエンジン
翻訳者個人のみ（共有不可）

翻訳者向けEXPRESSとは



4ProTranslator/EXPRESS 日本特許翻訳株式会社

主要な機能

• １．DocSpread (ProTranslatorのみ)
• pdf, docx, pptx, xlsx, xml, csv, txtの文書ファイルを原稿のレイアウト通

りに翻訳するサービスです。mxliffファイルも納品されます。

• 3．マルチNMT (ProTranslator/EXPRESS共通)

• 最大3つのエンジンで機械翻訳と逆翻訳を実行し、逆翻訳の結果が
一番良い翻訳を採用する画期的なサービスです。

• 4．アダプテーションエンジン(ProTranslator/EXPRESS共通)

• ProTranslator画面からマウスクリック操作だけで翻訳メモリなどからアダプ
テーションエンジンを構築することができます。

• 2．xliff一括翻訳(ProTranslator/EXPRESS共通)

• MemoQのmqxlzまたはTrados sdlxliff、Memsource mxliffを一括翻訳
する機能です。



• 機械翻訳エンジンを指定
NICT汎用NT、特許NTのほかに、

アダプテーションエンジンやマルチNMT
も指定可能です。

• 翻訳メモリ、用語ベースを指定

• 原稿のアップロード

DocSpreadで翻訳(ProTranslatorのみ)
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原文PDF例 選べるエンジン

NICT汎用NT

DeepL

翻訳PDF(DocSpread) 欧州言語（上図原文PDF、下図翻訳pdf)

pptx原文 翻訳pptx Memsource mxliffエディター画面

Pdf,docx,pptxなどの文書ファイルをレイアウト通りに翻訳し
ます。翻訳エンジンは、NICT汎用NT、特許NT、特許NMT(韓
国語のみ）およびDeepLから選択可能です。DeepLにより、
欧州言語の翻訳も可能です。（エンジンと言語の詳細は6頁参
照）
特許出願明細書の翻訳にはNICT特許NTが最適です。
さらにMemsource mxliffも翻訳結果として納品されるので、
ポストエディットにより翻訳結果の修正も簡単に行えます。さ
らにMemsourceに登録された用語ベースを用いてMT訳の用語
統制を行うことも可能です。
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ワードやpdf翻訳：DocSpread



•

• Xliff一括翻訳

xliff一括翻訳：EXPRESSの主要機能

MemoQ:mqxlz
Trados:sdlxliff
Memsource:mxliff

・TM事前翻訳済みxliffをアップロード。管理画面で設定した

TM閾値未満のセルに指定エンジン訳を挿入します。
セグメント単位に自動評価スコアが挿入されます。

・MT訳が一括挿入されたxliffと対訳エクセルがダウンロード。

・ポストエディット時に、原文修正セグメントの訳文を空

にしたxliffを再アップロード可能。
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Trados/MemoQ/Memsource xliff一括翻訳

7%完了

xliff一括翻訳
Trados/Memsource/MemoQ xliffファイルを一括翻訳します。事前翻訳済みまた
は原文のみのsdlxliff/mxliff/mqxlzいずれかのファイルをdrag&dropすると、数分
程度で一括翻訳済みのファイルが自動でダウンロードされます。翻訳済みファイ
ルはsdlxliff/mxliff/mqxlz形式になります。

ダウンロードされたmqxlz/sdlxliff/mxliffはダブルクリックし
てください。なお、自動で逆翻訳も同時におこない、セグメ
ント単位に翻訳評価スコアも表示されます。

翻訳完了で左のエクセルと
xliffファイルのzipファイルが
自動ダウンロードされます

翻訳処理状況をリアルタイム表示

翻訳－逆翻訳ースコアとマルチNMT（３エンジンのみ）ではセグメント単位の最適エンジン名、エンジン採用比率、
平均スコアをまとめた対訳エクセルが添付されます。（単一エンジンでも同様のエクセルが添付されます。）
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翻訳エンジンとして、
NICT汎用NT、特許NT、
アダプテーションエンジ
ン、それらのマルチＮＭ
Ｔが選択可能。
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MT訳のない空のxliffファイル(TMで事前翻訳済みでもOK）をアップロードすると、管理画面で指定したTM閾値以下のセグメントについてMT訳とMTスコア（緑枠部）がxliffに挿入されます。

MemoQ(mqxlz)ケース Trados(sdlxliff)ケース Memsource(mxliff)ケース



•

• マルチNMT

複数翻訳エンジンを同時に用いるマルチNMT
(ProTranslator・EXPRESS共通)
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マルチNMT
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• ・一文ごとに最大３つまでエンジンを動かすことができる

• ・同時に逆翻訳をして、原稿と比較し、類似度の一番高いエンジンの結果を、翻訳
結果として採用する

エンジン１

エンジン２

エンジン３

エンジン２の機械翻訳を採用

逆翻訳の結果
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マルチNMTエンジン評価（日英）

逆翻訳による
評価

①特許NT
②アダプ
テーション
のみ*2

③アダプ
テーション

＋
EBMT*2

①＋②＋③
マルチ
NMT

SCORE>90
以上の件数

51件 130件 203件 255件

BLEU 59.1 67.7 73.0 78.8

RIBES 91.4 93.0 93.5 96.2

SCORE *1 77.7 81.9 84.6 88.5

*1: Score=sqrt((3*BLEU2+RIBES2)/4)
*2: 特許用対訳データ69万文対で日英アダプテーションエン
ジンを構築した。

11
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マルチNMT効果



•

• アダプテーションエンジン

ドメイン適応型機械翻訳と
アダプテーション

(ProTranslator・EXPRESSのオプション機能)
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• ３

• アダプテーションエン
ジン

汎用型機械翻訳： Google翻訳、DeepL、NICT汎用NT、みらい翻訳
ドメイン適応型機械翻訳：ProTranslator（NICT汎用NTや特許NTを対訳でアダプテーション）

【原文】
Pharmacist/designee (i.e. delegated site staff authorized to perform study specific tasks per the “ site
signature/delegation log”) will inspect the content of IP shipment immediately after the receipt.

【汎用型Google翻訳】
薬剤師/被指名人（つまり、「サイト署名/委任ログ」に従って調査固有のタスクを実行する権限を与えられた委任サイトス
タッフ）は、受領後すぐにIP出荷の内容を検査します。

【汎用型DeepL 】
薬剤師／被任命者（「施設の署名／委任記録」に基づいて試験特有の作業を行うことを許可された委任された施設スタッ
フ）は、IP貨物の受領後直ちに内容物を検査します。

【汎用型NICT汎用NT 】
薬剤師/被指名人(すなわち、「サイト署名/委任ログ」に従って試験固有の業務を実施する権限を与えられた委任されたサイ
トスタッフ)は、受領後直ちにIP発送の内容を検査する。

【汎用型みらい翻訳】
薬剤師/被指名人(つまり、 「サイトの署名/委任ログ」 ごとに調査固有のタスクを実行する権限を与えられた、委任された
サイトスタッフ)は、受領後速やかにIP出荷の内容を検査する。

【ドメイン適応型ProTranslator（NICT汎用NTを医薬のあるドメインの対訳でアダプテーション）】
薬剤師/被指名者(すなわち、「実施医療機関の署名/委任記録」に従って治験特有の業務を遂行する権限を与えられた委任さ
れた実施医療機関の職員)は、受領後直ちに治験薬の発送内容を確認する。
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ドメイン適応型機械翻訳の文例



アダプテーションに必要な5つのスキルを提供
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• 翻訳メモリから訓練データを準備します

• 訓練データから不要なデータを削除します

• アダプテーション学習ツールを提供します

• エンジンを自動評価（BLEU/RIBES)します

• エンジンを動かすためのUIを提供します

• 訓練データの準備

• UI構築

• データのフィルタリ
ング

• アダプテーション学習

• エンジン評価

1414
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訓練用データの作成

• 煩わしい操作はありません。

• 原文言語と訳文言語を指定

• 文対の繰り返し数を指定

• 翻訳メモリを指定

15 15
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アダプテーションエンジンを作成

• アダプテーションのための特別なスキルは
不要です。

• 原文言語と訳文言語を指定

• ベースエンジンを指定

• アダプテーションの種類を指定

16 16
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BLEU

言語 エンジン BLEU RIBES Score

日英

NICT日英特許ＮＴ＋
MTPlus 44.6 83.6 67.5 

NICT adaptation1
(繰り返し20) 61.0 88.9 76.3

NICT 
adaptation+EBMT

(繰り返し5) 65.3 90.6 79.0

T-3MT002 57.2 87.7 74.6 

Google 40.3 67.2 55.4

DeepL 27.6 70.5 53.5

1717
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汎用型エンジンと分野特化型エンジンと
ドメイン適応型エンジンの精度比較

RIBES



さらなる特徴

• １．テキスト翻訳(ProTranslator・EXPRESS)
• 英語、中国語、韓国語、欧州言語と日本語の間のテキスト翻訳と逆翻訳を提供す

るサービスです。自動評価スコアも表示されます。

• ２．エクセル翻訳(ProTranslatorのみ)
• 特許情報検索システムから出力されたエクセルファイルのうち、発明の名称、要

約、請求項の列または行を翻訳するサービスです。

• ３．PatSpread翻訳(ProTranslatorのみ)
• 特許番号と種別を入力するだけで、原文全文と和訳全文 PDF を同一レイアウト

で出力するサービスです。
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さらなる特徴 続き(ProTranslator・EXPRESS共通機能)

• 4．最新のNICTエンジン
• NICT汎用NTと特許NTに加え、

NICT最新技術であるEBMT エン
ジンを搭載し、ドメイン適応型機
械翻訳が可能です。

• 6．高速な翻訳エンジン

• 最新のNvidiaA40GPUと並列処
理により、高速な翻訳が可能

• 5．独自の前処理、後処理
• 機械翻訳エンジンが学習しきれな

い不具合パターン（数字と単位の
間に空白を入れるなど）に対応
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• 7．2022年2月新機能搭載
• リッチテキスト翻訳により、ワードからの書

式付きリッチテキストの翻訳が可能
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テキスト翻訳

翻訳エンジン（含むアダプテーションエンジン）と言語を指定して、原文蘭にテキストを貼り付け、即時翻訳できます。
行末改行の入ったpdfからのコピーペーストに対して、「行末改行連結」ボタンで1文にまとめることができます。
逆翻訳にチェックを入れると逆翻訳まで自動実行した後、翻訳欄ならびに対訳欄には、【逆翻訳】翻訳エンジン名
BLEU,RIBES,スコア が同一行に表示されます。同時に原文文字数と逆翻訳文文字数およびその割合を表示します。訳
抜けチェックに有効です。
複数エンジンについてこの逆翻訳による比較をおこない、どのエンジンが好適かを簡単にチェックできます。



特許情報検索システムからダウンロードされたエクセルの指定列を翻訳します。
指定列のセルの言語は英語・中国語・韓国語混在可。
任意のエクセルファイルをアップロードします。
翻訳対象言語：英語、中国語（簡体字）、韓国語。
翻訳エンジン：特許NTのみ
翻訳対象項目：発明の名称、要約、請求項（請求項数を指定）
最大翻訳行数：1000（請求項が10の場合は100行）
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エクセル翻訳



PatSpread翻訳
中国公報の場合

USP(米国特許)/EP（欧州特許）/WO（国際出願公報）/CN（中国特許・実案）
/TW（台湾特許）/KR（韓国特許・実案）/DE（公開・登録）の公報番号を複数
指定するだけで、見開きpdf形式の原文公報とその和訳公報がデリバーされます。
また、サマリーのエクセルファイルも添付される。PatSpreadでは図面はもとよ
りxml公報のもつ表、数式や上付き、下付き文字も忠実に再現します。

各国のサービスの詳細
USP（米国特許:英語）
USPTOのxmlを翻訳原文として、実績のある英日MT Plusを用いて高精度に翻訳される。PatSpread
はxmlの階層構造を反映した表示や数式タグ・表タグ（表内は原語の まま）・本文中への図の挿入に
対応する。USPTOからの公報発行日から１日の遅れで提供される。
☆ 公報発行年：1976~2000  タグなしフルテキスト（図面なし・表は崩れることがある。）
☆ 公報発行年：2001~SGML/xml 図面あり

CN (中国特許・実案:中国語簡体字）
中国特許庁から発行される原文をもとに中日簡体字NMTにより日本語に翻訳する。翻訳は中国語から
直接日本語に翻訳される。特許公報発行日からの遅れは数日程度である。 （代表図・全図掲載）
☆ 公報発行年：1985~ 

EP(欧州特許:英語/ドイツ語/フランス語）
EPOから発行される公報原文をもとに英語の公報が翻訳されます。特許公報発行日から数日の遅れが
ある。（代表図・全図掲載）
☆ 公報発行年：1980~ 

WO(国際公開:英語/中国語/韓国語/ドイツ語/フランス語）
グローバルな特許戦略にPCT出願の重要性が高まってきている。WOから発行される公報は、多言語対
応が必須になってきた。 PatSpreadはWIPOから発行される英語・中国語・韓国語・ドイツ語、フラ
ンス語公報で、公報発行日から数日の遅れがある。（代表図・全図掲載）
☆ 公報発行年：1980~ 

KR (韓国特許:韓国語）
韓国特許庁から発行される原文をベースに、原語から多言語MT Plusにより日本語に翻訳される。
（代表図・全図）
☆ 公報発行年：1979~ 

TW(台湾特許:中国語繁体字）
台湾特許については繁体字中日NMTを用いて翻訳される。 （図面なし イメージ公報添付）
☆ 公報発行年：1993~ 
DE(ドイツ特許 公開/登録 ドイツ語）
ドイツ国内特許について、DeepL Pro（独英）+特許NMT（英日）を用いて翻訳される。
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PatSpread



リッチテキスト翻訳(2022/2～ProTranslator・EXPRESS共通)
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npat日本特許翻訳株式会社

対訳xlsxダウンロード

特徴
１．①ワード文書などをコピーペースト＋②
「MTPlus翻訳」ボタンクリックで書式・レイアウ
ト通りに翻訳します。

２．翻訳結果の③「クリップボードへコピー」ボタ
ン＋白紙ワードへのペーストで、簡単に翻訳結果を
もとのレイアウトのワードとして取得できます。

３．フォントや上付き下付きの書式を保ったままの
エクセル対訳がダウンロードできます。

①ワード文書をコピー、原文テキ
ストボックスへペースト

③白紙ワードへのペースト

②翻訳開始



ご清聴ありがとうございます

日本特許翻訳株式会社https://npat.co.jp

お問い合わせは info2@npat.co.jp までお願いいたします。


