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npat翻訳サービス利用方法

今後のリリース計画

http://npat.co.jp からスタートします

発注受付後数分以内に「注文受付メール」が
送信されます。
その後、しばらくして「納品メール」が送信
されます。このメールリンクからPatSpread
をダウンロードします。 発注確認のこの画面に見積もり金額が表示

されます。確認の上、発注ボタンで発注処
理をおこないます。

お問い合わせ

会員情報を入
力後、登録ボ
タンクリック
で確認メール
が送信されま
す。
送信メールの
リンククリッ
クして登録完
了します。

入力フォー
マットや
データカバ
レッジ情報
はこの画面
下に表示さ
れます。

npat⽇本特許翻訳株式会社



ポストエディット
エンジン
MT Plus 

段落指定
プロ翻訳

プリエディット
エンジン
MT Plus

語順変換
統計的機械翻訳

(SMT)

汎用
統計的機械翻訳

(SMT)

機械翻訳でも難易度の高い「自動翻訳の高精度化」を実現するため、翻訳エンジン
に統計的機械翻訳(SMT)を用い、SMTの使いこなしのポイントとなるプリエディッ
トとポストエディット処理に独自開発のMT Plusを統合化しました。（MT Plusは
特許庁J-PlatPat中国実案抄録に100万件以上利用されています）
特許コーパスによる語順変換SMTにさらに特許以外の用語にも対応可能な汎用
SMTを組み合わせることにより、技術文書への対応が可能となりました。

Machine Translation Plus (MT Plus)
プリエディットエンジン
特許特有の手がかり句分析をおこない、主題・構成要素の分離など「知識
ベース」処理をおこなってからSMTを行うことで翻訳精度を向上させて
います。
ポストエディットエンジン
SMTで発生する「未知語」処理をおこない中国語やドイツ語で発生しや
すい未知語を抑制するとともに独自xml形式に編集してPatSpreadの見易
い表示のための処理をおこないます。

Professional Translation（プロ翻訳）
企業にとって重要特許で判断が必要となるシーンでは、PatSpread中の重
要段落番号を指定してその指定段落のみプロフェッショナルによる翻訳を
おこない、該当段落をマニュアル翻訳で置き換えたプロ翻訳サービスも提
供されます。段落を絞り込むことで従来の数十分の一の低コストで迅速に
マニュアル翻訳をご利用いただけます。

Statistical Machine Translation(SMT)
特許翻訳は自動翻訳（人間が介在しない）が必要です。英語のように、同
じ単語が複数の意味を持つ場合、自動で訳し分けをおこなうためにはセン
テンス中の他の単語との共起関係で訳語を決定する必要があります。
このような観点から、SMTは特許用翻訳エンジンとして最適です。
英日3000万、中日1000万を超える特許対訳コーパスにより特許翻訳用
SMTとして最高の精度を持つエンジンを構築。さらに英日･中日SMTでは
語順変換処理を行うことで、ルールベースや他のSMTで難しかった「読
んでわかる日本語」を出力可能とします。

Dual SMTエンジンに独自のプリエディット･ポストエディットエンジン
を組み合わせた国内最高水準の自動翻訳システムを可能としました



原文：ドイツ語

原文：中国語

原文：英語

原文：英語

選べる３つのサービス：PatSpread MT(全文）Front(全請求項）Pro（指定段落部分翻訳）

全ての公報は見開き２ページ表示で、最初の２ページに書誌的事項・発明
の名称・(要約・代表図)・請求の範囲がレイアウトされます。続いて詳細
な説明、最後に図面の順に統一されたレイアウトになっています。
特許公報を技術文献としても利用できるように図・表・数式・化学式を見
やすく表示します。

Figure（本文への図の挿入）
「図」と「図の説明」と「本文」は公報中で別々のページに掲載さ
れているため技術文献として利用しにくいという課題がありました。
figrefタグまたはテキスト参照をおこない「図」と「図の説明」を本
文に挿入して技術的な内容を理解しやすくしました。(１つのイメー
ジファイルに複数図面がある場合等では制限があります）

Table (中国語・韓国語表内見出しの翻訳）
表も技術情報としてきわめて重要です。中国特許や韓国語特許の
xmlタグによる表中の用語も翻訳しています。（イメージの表には
対応していません）

Chemical(構造式の本文挿入・構造式の翻訳精度向上）

構造式の本文への挿入やテキスト中の長い化学式なども原文の情報
をそこなわないで翻訳可能です。

Math(mathMLに対応 複雑な数式表示が可能）
USP/EP/CNでは複雑な数式にmathMLという特殊なxmlを用いてい
ます。PatSpreadではmathMLレンダリングを可能としています。
数式が請求の範囲の構成要素となるケースや技術文献として利用す
る場合数式が重要となります。

外国特許公報を技術文献として利用可能
外国翻訳公報PatSpread 外国特許公報番号一括指定で翻訳公報をネットからデリバー



原文：ドイツ語

原文：中国語原文：英語

USP/CN/EP/WO/KR/DE/FR/GB/CAの特許公報に対応

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ます。WOから発行さ
れる公報は、英語・中国語・韓国語・ドイツ語・フランス語と多言語対応が必須に
なってきました。
PatSpreadはWOをはじめとするUSP/CN/EP/KR/DE/FR/GB/CAなど外国特許庁
から発行される英語・中国語・韓国語・ドイツ語・フランス語などの外国語公報の
日本語化に対応します。

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
ます。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します。UPSTOからの公報発行日から１日の遅れ
で提供します。（代表図・全図掲載）

CN (中国特許・実案:中国語）
中国特許・実案の中国語xmlを原文として、中日MT Plusにより日本語に翻訳します。
またxmlの数式タグ、表タグ（表内も翻訳）、図の本文挿入に対応します。翻訳は中
国語から直接日本語に翻訳されます。特許公報発行日からの遅れはありません。
（代表図・全図掲載）

EP(欧州特許:英語/ドイツ語/フランス語）
EPOから発行されるxmlを用いて、発明の名称は原則英語を、それ以外は原語を元に
翻訳されます。ドイツ語で問題となる未知語についてもポスト処理で可能な限り対
応しています。数式タグ、表タグ（表内は原語のまま）、図の本文挿入に対応しま
す。特許公報発行日からの遅れはありません。（代表図・全図掲載）

PCT(国際公開:英語/ドイツ語/フランス語/中国語/韓国語）
WOからのhtml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ます。
特許公報発行日からの遅れはありません。（代表図のみ）（WOは2016年2月～対応
予定）

KR他(韓国、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ各国への対応）
韓国からのpdf公報をベースに、原語から多言語MT Plusにより日本語に翻訳されます。
（代表図・全図）
ドイツ、フランス、イギリス、カナダ各国への対応はEPOからのhtmlにより作成され
ます。（代表図のみ）（2016年3月～対応予定）
注）シンガポール、台湾、ロシア、オーストラリア特許についても対応検討中です。

注）WO/KR/DE/FR/GB/CAは定額従量制契約によりご利用いただけます。



知財関連文書・技術文献にフォーカス
npat翻訳サービスでは、科学技術文献のもつ複雑なレイアウトや図・表・上付き下付き文字、欧文フォン
ト、ハイパーリンクなどのドキュメント情報を正確にレイアウトして翻訳ドキュメントに反映するドキュ
メント翻訳を可能としました。お客様の保有する英語・中国語・ドイツ語・フランス語・韓国語の技術文
献やPatSpreadでカバーされないpdf公報/審決書/拒絶理由通知/補正クレームなどの知財関連文書をアップ
ロードするだけで同じレイアウトで翻訳結果を取得することが可能です。原文ドキュメントはスキャンイ
メージファイル(.jpeg,.tif,.png)またはadobe社のAcrobatかDistillerで作成されたpdfまたはリッチテキスト
を用います。翻訳ドキュメントは、pdfとリッチテキストの２つの形式でダウンロード可能となります。

pdf

注）ドキュメント翻訳は定額従量制契約によりご利用いただけます。

原文ハイパーリンクも翻訳ドキュメントに維持され、リンクからブラウザ起動が可能。

原文 英文（人名などに欧文フォント混在）pdf

Editable
フォント文字と線画で構成された複雑な化学構造式も正確に原文通りのレイアウトで、
コピーペーストが可能です。

原文 翻訳ドキュメント

ユーザーは、リッチテキスト形式の翻訳ドキュメントを利用して、必要に応じて、
ユーザのMS officeワード環境で翻訳編集が可能となります。



注）テキスト翻訳は定額従量制契約によりご利用いただけます。

npat翻訳サービスでは、ドキュメントの一部を取り出して、プレーンテキストをコピー
ペーストで貼り付けることで容易に翻訳結果を表示するテキスト翻訳もご利用いただけ
ます。中日（簡体字）、中日（繁体字は２月リリース予定）、英日、仏日、独日がご利
用いただけます。表示された翻訳結果は「クリップボードへコピー」ボタンでクリップ
ボードコピーをおこない、ワード文書などへペースト可能です。

Cost
従量課金の料金体系は以下の通りです。

定額従量課金契約でご利用いただけるサービス料金

サービス区分 仕様 納品形態 言語対 価格

PatSpread MT

日本語翻訳と原文のセット 発注単位の単数/複数
ファイルを1zipファイ
ルとして納品メールの
リンクからダウンロー
ド。日本語明細書リン
クと原文明細書リンク
の２つのリンクからな
る。

中日、英日、
韓日 1500円/件・日本語明細書全文

（図表数式化学式含む）
・原文明細書全文

（図表数式化学式含む） 独日、仏日 1800円/件

PatSpread Front

全請求項とフロント情報の 発注単位のファイルを
1pdfファイルとして納
品メールのリンクから
ダウンロード。日本語
クレーム抄録リンクと
原文クレーム抄録リン
クの２つのリンクから
なる。

中日、英日 400円/件
日本語翻訳と原文のセット

・原文書誌・代表図 日本語発
明の名称、要約、全請求項
・原文書誌・代表図 原文発明
の名称、 要約、全請求項 独日、仏日 500円/件

サービス区分 仕様 納品形態 言語対 価格

テキスト
ボックスか
らの翻訳

汎用MTPlus画面のテキストボックス
からの入力。
テキストボックスへの最大入力可能
バイト数は１０Kバイトです。

汎用MTPlus画面
の翻訳結果テキス
トボックスからの
コピーペーストに
よる

中日、英日、韓日
独日、仏日

4Kバイトまで200円/
件
4Kバイト超え
1Kバイト50円（1バ
イト単位で計算）

ドキュメン
ト翻訳

アドビ社acrobat pdf形式またはリッ
チテキストの原文レイアウトの原語
テキスト部分をMT Plus翻訳文に置換
し、原文レイアウトに準じたpdfファ
イルとして納品します。
原文pdfファイル10ページまで1件と
して課金されます。10ページ超え部
分は1頁単位で課金されます。

pdfとリッチテキス
トファイル形式。

中日、英日、韓日

10ページまで1500円、
10頁超えの場合は1
頁150円

独日、仏日
公報以外10ページま
で1800円、10頁超え
の場合は1頁180円

紙文書（ス
キャンイ
メージ）の
翻訳

ユーザーから送信されたイメージ
ファイル(.jpeg,.tif,.png)をＯＣＲによ
り生成したpdfから翻訳します。ＯＣ
Ｒは領域認識（画像、段落部、表部
分）、句読点誤りを人手で行い、文
字認識誤りの修正は行いません。

pdfとリッチテキス
トファイル形式。

英日
中日
韓日

OCR料金10ページま
で1500円、10頁超え
の場合は1頁150円に
ファイル翻訳料金を
加算。

USP補正クレームのテキスト翻訳結果。

サービス料金は、スポット利用中心の従量課金と毎月の支払いが一定の定額従量課金の２つの
サービス体系からお選びいただけます。


