
AI自動翻訳

『精度95％の翻訳エンジン』  『御社専用データベース』+

 

御社専用にカスタマイズができる自動翻訳 
 
 

+ 『様々なファイル形式に対応』

T-4OO
Translation for Onsha Only 

Ver ３.0 



会社概要 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会社名  Xtra株式会社（Xtra, Inc.） 

代表取締役  池澤 廣和 

本社所在地  〒101-0045 

東京都千代田区神田鍛冶町3-7-21 天翔神田駅前ビル204号室 

創立  2009年2月9日 

主要株主  自動翻訳サービス運営・開発：株式会社メタリアル（東証一部上場） 

事業内容  - フリーランサーへ仕事依頼可能なクラウドソーシングプラットフォーム「Conyac」運営管理 

- 専門分野に対応したオンライン翻訳サービス「スピード翻訳」運営管理 

- AI自動翻訳サービス「Qlingo」運営管理 

‐ AI自動翻訳サービス「T-4OO」「T-3MT」販売 

‐ 音声翻訳サービス「オンヤク」販売 

沿革  2009年02月 株式会社エニドアを設立 

2009年05月 「Conyac」サービス開始 

2013年02月 ビジネス版Conyac、「Conyac for Business」をリリース 

2014年03月 海外の記事を240文字の日本語で読めるアプリ、ReShareリリース 

2015年02月 「Conyac Market」の提供を開始 

2016年09月 M&Aにより株式会社ロゼッタ(現：株式会社メタリアル)の完全子会社化 

2019年03月 商号を「Xtra株式会社」に変更 



T-4OO：３つの特長

御社専用のカスタマイズし自動で翻訳結果に反映 

■ 過去に翻訳したセンテンスをデータベースに登録するだけで、
　 AIがセンテンスから御社の「単語」「フレーズ」を自動で解析し、 
    次の翻訳結果に反映します。 

Word・Excel・PPT・PDFファイルに対応 

■ ファイルをそのままアップロードし、翻訳結果をレイアウト保ったまま
ダウンロードが可能
■ PDFは文字認識して読み込むことも可能 

１ 精度95％を誇る超高精度AI自動翻訳エンジン

■ニューラルネットワークを活用した自社開発翻訳エンジン(独自)のAI翻訳で、 
   プロ翻訳者に匹敵する正確さで翻訳します。
■対応分野 
   法務・医薬・金融・化学・ＩＴ・機械・電気電子 

２

３



①翻訳者に匹敵する超高精度AI自動翻訳エンジン 

＊翻訳精度数値は、人目評価による当社比の指標です  

＊精度95%とは、「プロの専門分野翻訳者以下、非専門の翻訳者以上」として当社が認識する水準です  

＊95%以上の分野は「医学」「化学」「法務」「IT・通信」「金融・財務・経理」分野の英⇔日翻訳、  

　その他の産業翻訳の主要専門分野（「薬事」「機械」「電気電子」「特許等」）は90%以上(最大95％)の精度になります  

T-4OOは、汎用的な自動翻訳とは異なり、 

分野ごとに自動翻訳をチューニングすることで、 

最大95%の精度で翻訳します。 

和訳にかかっていた時間が、10分の１で済みます。 

機械・電気電子・IT・通信・化学・特許・ 

知財・医学・金融・法務・薬事・環境・食品・ 

エネルギー・金融など約2,000分野に対応。 

分野ごとに学習された機械翻訳エンジン(産業翻訳に特化) 

T-4OOは、一般的な機械翻訳エンジンとは異なり、各専門分野ごとにAIを使って機械翻訳エンジンを学習させることで、プロ翻訳者レベルの正確さを実現しています。 

※プロの翻訳者でも1次翻訳の場合、95％～98％の精度と言われております(専門用語が多い文章であれば、90％～98％ほど)  

　そのため、プロ翻訳レベルという表現をしております



サンプル翻訳：英語⇒日本語(選択分野：法務) 

原文  T-4OO 
一番良く使われている  

フリーソフト

The statutes and judicial decisions regarding the 
duties of directors and officers are often difficult 
to apply, ambiguous, or conflicting, and therefore 
fail to provide such directors and officers with 
adequate, reliable knowledge of legal risks to 
which they are exposed or information regarding 
the proper course of action to take;  

取締役および役員の職務に関する制定法およ
び司法上の決定は、しばしば適用が困難、曖
昧または矛盾するため、当該取締役および役
員がさらされる法的リスクに関する十分かつ信
頼できる知識または適切な行動方針に関する
情報を当該取締役および役員に提供しない;  

取締役および役員の職務に関する法令および
司法上の決定は、 しばしば適用が難しく、あい
まいであるか、または矛盾するため、そのような
取締役および役員に、開示されている法的リス
クまたは適切な情報 取る行動のコース;  

The Representative shall defend, indemnify and 
hold harmless the Company, its officers, 
directors, members, employees and agents from 
and against any loss, liability, claim or damage 
(including reasonable attorneys’ fees and costs) 
relating to or arising from (i) any claim or 
allegation in connection with the marketing of the 
Services by the Representative and (ii) a breach 
of this Agreement by the Representative.  

「代理店」は、(i)「代理店」による「サービス」
のマーケティングに関連する申立てまたは
申立て、および(ii)「代理店」による「本契約」
の違反に関連する、または起因する損失、
負債、申立てまたは損害(合理的な弁護士
費用を含む)につき、「会社」、その役員、取
締役、メンバー、従業員および代理人を防
御し、免責するものとする。

代理人は、（i）本契約書に記載されている紛
争、責任、請求または損害（妥当な弁護士費用
および費用を含む）から、当社およびその役
員、取締役、メンバー、従業員および代理人を
擁護し、補償し、 （ii）代理人による本契約の違
反。



サンプル翻訳：日本語⇒英語(選択分野：医学) 

日本語→英語で翻訳した文章をもう一度英語→日本語に翻訳しても、ほぼ完ぺきな日本語に戻ります。 

日本語→英語で正しく訳せている証拠です！ 
 
※機械翻訳では再翻訳すればするほど精度が落ちていきますが、T-4OOでは保たれたまま翻訳がなされております 

[原文] [日→英翻訳] [英→日再翻訳]

がん手術後の回復の見込み(予後)や 
抗がん剤の効果(薬効)の評価は、生検や手術で摘
出した組織に存在するがん細胞の形態や性状を病
理診断することで行われる。

The chance of recovery after cancer surgery 
(prognosis) and the efficacy of anticancer drugs 
(efficacy) are evaluated by pathologically diagnosing 
the morphology and nature of cancer cells in 
tissues removed during biopsy or surgery.

癌手術後の回復の見込み(予後)や抗癌剤の効果
(有効性)は、生検や手術の際に摘出された組織の
癌細胞の形態や性質を病理学的に診断することで
評価される。

しかし酵素反応に依存した免疫組織化学法は、 
定量性や感度に課題があり、予後や薬効を診断す
る上で十分とは言えなかった。

However, the immunohist ochemistry  method which 
depended on the enzyme reaction had the problem 
in quantitation and sensitivity, and it could not be 
sufficient in diagnosing prognostic and drug efficacy

しかし、酵素反応に依存した免疫組織化学法は、定
量や感度に問題があり、予後や薬効を診断する上
で十分とはいえなかった



②御社専用カスタマイズDB

「専門分野DB」×「企業別DB」でさらに高精度の自動翻訳に 

専門分野データベース 
 

自動翻訳する際に、分野を選択することで、よりその分野に適

切な訳文が得られます。分野は２，０００分野から選択でき、各

分野には国内外の公的文書・ガイドライン等の公的データが収

録(学習)されています。 

企業別データベース 
 

ユーザーの社内にある英語・日本語の文書を企業別データ

ベースに登録することで、社内表現や言い回しをAIが学習しま

す。 



③ファイルをそのまま翻訳、レイアウトに上書き

プレーンなテキストデータを画面に貼り付けて翻訳する  

「テキスト翻訳」だけ でなく、  

Word・Excel・PowerPoint・PDF  ファイルを、ファイルごと  

アップロードしてそのまま翻訳 する「ファイル翻訳」 がございます。  

「ファイル翻訳」では、原文のレイアウトに訳文が自動的に上書きされるので、そ

の後の修正作業 の効率アップ！  

（PDFファイルは翻訳後、Wordファイルに変換されます）  

「WEB翻訳」もご利用可能です。(テキストデータのみDL可)  

※表示の画像では、1度にできる上限12,000単語(A4約30枚)と記載がございますが、既に

「36,000単語(A4約100枚)」まで翻訳が可能となっております 

(2021年10月20日現在) 



ご質問 



セキュアな環境で使えるオンラインクラウドサービス

T-4OOは機密情報を含む重要な企業内文章の翻訳に際し、セキュアな環境でお使いいただけるよう細心の注意を払っております。 

セキュリティに厳しい企業・部門からのセキュリティチェックシートに関して企業様の要求仕様を満たし、安心してご利用いただいております。 

(※自社開発翻訳エンジンは２３言語対応。その他の言語に関しては、他社エンジンのAPIを一部繋いでいます。 )

秘密保持契約 

■ 弊社と秘密保持契約を締結できます

■ 万一漏洩した場合も損害を補償いたします 

データの消去 

■ サーバーに保存された翻訳データは14日間で自動で削除

■ ユーザーの任意のタイミングで消去することも可能 

１ 堅牢なセキュリティで情報漏洩の心配なし

■ SSLを用いた暗号化通信

■ ISMS認証取得のデータセンターにてサーバーを管理 

２

３



自社開発翻訳エンジン(23言語一覧) 

・日本語 ⇔ 多言語  

・英語 ⇔ 多言語  

・多言語 ⇔ 多言語  

 

【23言語 詳細】 

英語,中国語(簡体字・繁体字),韓国語,アラビア語, ベンガル語, ドイツ語,  

ギリシャ語,スペイン語, ペルシャ語, フィンランド語, フランス語, 

ヒンディー語, インドネシア語, イタリア語,マレー語, ポーランド語, 

 ポルトガル語, ロシア語,スウェーデン語, タイ語, タガログ語,トルコ語,ベトナム語 

セキュアな環境で23言語(以下ご参照)がご利用可能です。 
他社翻訳エンジンは利用せず、全て自社で開発した翻訳エンジンとなります。 
翻訳精度も他社翻訳エンジンを利用するよりも高精度で翻訳することができます！ 
※対訳データ登録は英語・中国語間のみとなります 
※用語登録は多言語登録も可能です 



対応言語について 

１００言語以上に対応 

＊学習可能(対訳データ利用可能)な言語は「英語・中国語」のみです  

＊英語⇔日本語、中国語⇔日本語を含む２３言語以外の  

　言語の翻訳は一部当社以外の翻訳APIを利用しています。  

　当社以外の翻訳APIのプライバシーポリシーはこちらで  

　ご参照いただけます  

　https://www.jukkou.com/z/member/policies.html  

 

日本語 英語 多言語

例：日本語⇒多言語

自社開発エンジン 他社エンジン

多言語 英語 日本語

例：多言語⇒日本語

他社エンジン
自社開発エンジン

＊自社開発翻訳エンジン内で自動的に日本語⇒英語、英語⇒日本語に変換している為、 
　 多言語への翻訳品質は他社エンジンより高品質です。 
　※他社エンジン：Google翻訳・Microsoft translatorなど 

多言語翻訳の仕組み



＜電気機器＞ 

ヒロセ電機、ＮＥＣ、沖電気工業、オムロン、キヤノン、京セラ、ＪＶＣケンウッド、シャープ、ソニー、東芝、日本電産、パイオニア、日立製作所、富士通、古河電気工業、マブチモーター、三菱電機、村田製作所、富士ゼロックス等  

＜精密機器＞ 

オリンパス、国際計測器、コニカミノルタホールディングス、テルモ、ニコン、ゲートウェイ、ＨＯＹＡ等  

＜機械＞ 

アマダ、ＩＨＩ、川崎重工業、シンワ機械、島津製作所、住友重機械工業、住友精密工業、ダイキン工業、椿本チエイン、ＴＣＭ、東芝機械、日機装、日立建機、三菱重工業等  

＜輸送機器＞ 

日産自動車、ダイハツディーゼル、日野自動車、近畿車輛、三共ラヂエーター、ジャムコ、三井造船等  

＜化学＞ 

旭化成、エステー、花王、カネボウ、クレハ、資生堂、住友化学、積水化学工業、積水化成品工業、ダイソー、日東電工、大陽日酸、富士フイルム、フマキラー、三井化学、三菱化学、三菱ガス化学、三菱レイヨン、ライオン等  

＜医薬＞ 

旭化成ファーマ、味の素製薬、アステラス製薬、エーザイ、エスエス製薬、大塚製薬、小野薬品工業、キッセイ薬品工業、協和発酵キリン、サノフィ・アベンティス、沢井製薬、塩野義製薬、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ゼリア新薬工業、大日本住友製薬、武

田薬品工業、第一三共、帝人ファーマ、ノボノルディスクファーマ、ファイザー、ユーシービージャパン  

電気・機械・精密機器分野 鉄鋼・金属・非金属・繊維分野 医薬・化学・食品分野

約5,000社以上の企業で導入実績がございます！

お取引実績　 



ご利用事例 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補足資料：AI自動翻訳とは 

17

統計翻訳 従来、人力翻訳の際に利用されていた  2010年代頭打ちとなってきた際 

NMT(ニューラルネットマシントランスレーション)   という新たな仕組みが登場！ 

ディープラーニング(深層学習)をベースとしたモデルで、人間の脳のような思考能力を持ち合わせています。 
NMTでの翻訳は、人間が翻訳したかのような正確な文章の作成ができるようになった上、 
対応言語もより幅広くなり、多言語翻訳が可能となりました。 

がNMTを採用し、格段に精度が上がったことが注目されました。 Google翻訳  2016年に 

しかしGoogle翻訳のようなフリー翻訳は、2次利用が懸念点としてあげられ、 
近年では、セキュリティが安全でフリー翻訳より高精度なNMTの自動翻訳サービスが登場しました。 
多くの企業様で採用されており、人力翻訳に代わる手段として注目されております。 
 



補足資料：翻訳の経営課題 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翻訳業務の主な課題 

・翻訳外注費が高額 
・納品までに時間を要する 

・社員が翻訳作業しているので、本業に支障 
・海外人材とコミュニケーションを取れる人が限定的 

・パブリッククラウド利用による情報漏洩リスク 
・翻訳元データの二次利用/共有ができない 

翻訳業務が起因の経営課題 

①　翻訳会社へ外注しているが・・・ 

②　語学力のある社員が翻訳しているが・・・ 

③　無償webサービスで翻訳しているが・・・ 

働き方改革の遅れ 

グローバル展開の阻害要因 

人材不足 

情報セキュリティ 



補足資料：AI自動翻訳で課題解決 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働き方改革の遅れ

グローバル展開の阻害要因

人材不足

情報セキュリティ

経営課題をAI自動翻訳で解決！ 

翻訳外注 

・年間2億円分の翻訳外注費を最大年間1000万円まで削減可能（1/20）　 

AI自動翻訳 

社員 
(語学優秀者・無料WEB翻訳) 

AI自動翻訳 

・業務時間の削減時間：週1.5時間、年間70時間/人の削減 
・500名で1.3億円/年の人件費削減 
・優秀な人材を、コア業務へ集中 
・高セキュリティAI自動翻訳の利用により、 情報漏洩リスクを低減 

翻訳を諦めている  AI自動翻訳 

・研究開発のスピードアップや、情報収集漏れによる業務品質アップ 


