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【 Neural Translator サービスレベル 】
１．本サービスの内容
日本特許翻訳株式会社独自のニューラル機械翻訳システム『Neural Translator』を用いた機械翻
訳サービスの提供
２．本サービス利用可能時間（除くシステムメンテナンス、障害発生時）
除くシステムメンテナンス、障害発生時）
Neural Translator サービス

1 日 24 時間、1 週 7 日。

３．サポートサービス
当社がサポートサービスを提供する場合、サービスの内容は以下のとおりとします。
（１）内容と種類
①本サービスに関する質問への回答
②障害復旧に関する質問への回答
（２）サービス窓口（連絡先）
電話

03-5652-8935

電子メールアドレス

info@npat.co.jp

を定めるものとします。
（３）サービス時間
電子メールによる問い合わせを基本とし、
月曜から金曜（祝日を除く）の 9 時～17 時
緊急の場合のみ電話の問い合わせが可能、月曜から金曜（祝日を除く）10 時～17 時
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【 Neural Translator サービス利用規約 】
第１章 総則
第１条（利用規約の適用）
１．日本特許翻訳株式会社は、Neural Translator サービス契約利用規約（以下「利用規約」とい
う）に基づき、本サービスを提供し、Neural Translator サービスユーザに対し本サービスの非
独占的利用を許諾する。
第２条（定義）
利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
（１）本サービス
Neural Translator サービス利用規約に基づきおこなう Neural Translator サービス（詳細は
第 4 章参照）
（２）Neural Translator サービスユーザ
メールアドレスで識別されるユニークなユーザ ID をもち、本サービス提供を受ける者
（３）利用規約
本サービスの提供に関する日本特許翻訳株式会社及び Neural Translator サービスユーザの
責任とユーザが遵守すべき事項を利用規約としてまとめる。
（4）本サービス用設備
本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機
器及びソフトウェア及び当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
（5）ユーザＩＤ
Neural Translator サービスユーザとその他の者を識別するために用いられる符号
（6）パスワード
ユーザＩＤと組み合わせて、Neural Translator サービスユーザとその他の者を識別するため
に用いられる符号
以下、Neural Translator サービスユーザを Neural Translator ユーザと記載する。
第３条（通知）
１．当社から Neural Translator ユーザへの通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内
容を電子メール、ＦＡＸ，書面又は当社ホームページ、本サービスのＷＥＢサイトに掲載する
など、当社が適当と判断する方法により行います。
２．前項の規定に基づき、当社から Neural Translator ユーザへの通知を行う場合には、Neural
Translator ユーザに対する当該通知は、それぞれ電子メール等の送信時又はＷＥＢサイト等への
掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
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第４条（知的財産権）
１．本サービスに関する著作権等の知的財産権は当社に帰属し、本サービスは日本の著作権法そ
の他に関連して適用される法律等によって保護されています。本サービスとともに提供される
ドキュメント、パンフレット、技術資料等の関連資料についても同様とします。
２．当社は Neural Translator ユーザに対し、本サービスの利用を非独占的に許諾するものであり、
本サービスに関する知的財産権その他の権利を Neural Translator ユーザが取得するものではあ
りません。
３．19 ページに定める一般ユーザがその所属機関および関連会社（親会社、子会社など資本関係
にある会社）内において、電子的手段による複製、データベース化、フォーマット変換、編集、
印刷、印刷物の複製を許諾します。
４．３項に規定する範囲を超えて、所属機関外へ Neural Translator 翻訳結果の全文または一部の
複製物提供または著作物内への引用あるいは分析結果などの二次的情報を開示することは、19
ページに定める特定ユーザならびに小規模特定ユーザに限り許諾されます。
第５条（権利義務譲渡の禁止）
Neural Translator ユーザは、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、Neural Translator
ユーザ上の地位、利用規約等に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡し、または担保の
目的に供してはならないものとします。
第６条（再委託）
当社は、Neural Translator ユーザに対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又
は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先
（以下「再委託先」という）に対し、利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるもの
とします。
第７条（表明保証）
当社および Neural Translator ユーザは、利用契約締結前、利用契約締結時から契約終了までの
すべての時点において、次の各号の事項を表明し保証します。
（１）自己およびその従業員、役員等の構成員、株主、関連会社、その他 Neural Translator ユー
ザの実質的支配権を有する者等（以下総称して「関係者」という）が暴力団、暴力団員、
暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢
力」という)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなこと
はないこと。
（２）自己およびその関係者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、
また今後もそのようなことはないこと。
（３）自己またはその関係者がが、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのような
ことはないこと。
（４）自己またはその関係者が、反社会的勢力に対して賃金等を提供し、または便宜を供給する
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など、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと、また今後もそのよ
うなことはないこと。
（５）自己または第三者を利用して、当社に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、当社
および当社の関係先等の名誉や信用を毀損せず、当社および当社の関係先等の業務を妨害
しないこと。
第８条（合意管轄）
Neural Translator ユーザと当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、その訴額に応じて当社本
店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第９条（準拠法）
利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
第１０条（協議等）
利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持っ
て協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利
用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨
に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第１１条（利用規約の変更）
１．当社は、利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、Neural Translator
ユーザの利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
２．当社は、前項の変更を行う場合は、３０日の猶予期間をおいて、変更後の新利用規約の内容
を Neural Translator ユーザに通知するものとします。

第２章

利用契約の締結等

第１２条（利用契約の締結）
１．利用契約は、本サービスの利用申込者が、本利用規約を基に弊社所定 Neural Translator サー
ビス申し込み書により申し込み、受理したときに成立するものとします。
２．本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サー
ビスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容
を承諾しているものとみなすことができます。
第１３条（認定利用者による利用の禁止）
Neural Translator ユーザは、認定利用者などユーザ本人以外にユーザ ID・パスワードを貸し出
して、本サービスを利用させることはできません。
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第１４条（変更通知）
１．Neural Translator ユーザは、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その
他利用申込書の Neural Translator ユーザにかかわる事項に変更があるときは、当社の定めるブ
ラウザのユーザ情報変更方法もしくは当社への電子メール、書面などの手段により相手方に通
知するものとします。
第１５条（Neural Translator ユーザからの利用契約の解約）
１．Neural Translator ユーザは、当社が定めるブラウザでの解約方法または当社への電子メール、
書面などの手段によって当社に通知することにより、利用契約を解約することができるものとし
ます。
２．Neural Translator ユーザは、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用
料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
第１６条（当社からの利用契約の解約）
１．当社は、Neural Translator ユーザが次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、Neural
Translator ユーザへの事前の通知または催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を
解約することができるものとします。
（１）利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に利用者の故意又は重過失による虚偽記入
又は記入もれがあった場合
（２）支払停止、支払不能又は手形・小切手が不渡りとなった場合
（３）差押、仮差押若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
（４）破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又
は信用状態に重大な不安が生じた場合
（５）監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
（６）利用料金の支払日から１０日以上経過しても利用料金の一部又は全部を支払わない場合
（７）第３５条第１項に該当する行為が行われた場合
（８）利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない
場合
（９）解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
（10）第７条各号の定めに反していることが判明した場合
（11）その他利用契約を履行することが不可能又は著しく困難となる事由が生じた場合
２．Neural Translator ユーザは、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用
料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
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第３章

サービス

第１７条（本サービスの種類と内容）
１．当社が一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、第４章に定めるとおりとし、
Neural Translator ユーザはそのサービスメニューセット１または２を利用できるものとする。
２．Neural Translator ユーザは以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
（１）第３８第１項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる
場合があること
（２）当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
３．次の事項は、本サービスの内容には含まれず、当社は対応する義務を負いません。
（１）Neural Translator ユーザ等の利用するソフトウェア及びハ－ドウェアに関する問合わせ
並びに障害対応等
（２）本サービスにかかるデータの内容、変更等に関する問合せ
第１８条（本サービスの提供区域）
本サービスの提供区域は、利用契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものと
します。海外からの利用を妨げるものではありませんが、その不具合等について当社一切その責
を免れるものとします。
第１９条（利用期間と契約の自動更新）
本サービスの利用期間は、利用開始日から、利用申込書に記載された期間までとします。利用
終了日の 1 ヶ月前までに連絡がない場合、自動で 1 年間延長されるものとします。
第２０条（最短利用期間）
１．本サービスの最短利用期間は、利用開始日から起算して１２ヶ月とします。
２．Neural Translator ユーザは、前項の最短利用期間内に利用契約の解約を行う場合は、第１５
条に従うことに加え、当社が定める期限までに、解約日以降最短利用期間満了日までの残余の
期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括して当社に支払うものとし
ます。
第２１条（導入支援及びサポート）
当社は、本サービスのサポートサービスを利用契約に基づき Neural Translator ユーザに対して
提供するものとします。
第２２条（善管注意義務）
当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するもの
とします。
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第２３条（本サービス用設備の障害等）
１．当社は、本サービス用設備について障害があることを知ったときは、遅滞なく Neural
Translator ユーザにその旨を通知するものとします。
２．当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サ
ービス用設備を修理又は復旧します。
３．当社は、本サービス用設備のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信
回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に
修理又は復旧を指示するものとします。
４．上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、Neural Translator ユーザ及び当社はそ
れぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそ
れを実施するものとします。
第２４条（一時的な中断及び提供停止）
１．当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、Neural Translator ユーザへの事前の通知
又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。ただし、
当該中断時には速やかに Neural Translator ユーザへ通知をします。
（１）本サービス用設備の故障により保守を行う場合
（２）運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
（３）その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
２．当社は、本サービス用設備の定期点検を行うため、Neural Translator ユーザにホームページ
のお知らせなどの手段を通じて事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるもの
とします。
３．当社は、Neural Translator ユーザが第１６条第１項各号のいずれかに該当する場合又は Neural
Translator ユーザが利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、Neural Translator
ユーザへ事前の通知若しくは催告を要することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止
することができるものとします。
４．当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して
Neural Translator ユーザ等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負
わないものとします。
第２５条（本サービスの廃止）
１．当社は、次の各号に該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日
をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
（１）天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
（２）廃止日の６０日前に Neural Translator ユーザに通知した場合
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第４章
第２６条

サービスメニューと利用料金

サービスメニュー

本サービスは、以下のメニューから構成されます。
1. Neural TranslatorTEXT

発明の名称、要約、請求の範囲、詳細な説明段落指定した特許公報、

明細書のテキスト翻訳です。（英日、日英・中日（簡体字・繁体字）、日中（簡体字）・韓日に
対応）
2. Neural TranslatorEXCEL

発明の名称、要約、請求の範囲の列を指定して、最大 1000 行までの

エクセルを翻訳します。
（英日、中日（簡体字・繁体字）、韓日に対応）
3. Neural TranslatorPatSpread

PatSpread は CN/EP/KR/TW/US/WO の外国特許庁から発

行される英語・中国語（簡体字・繁体字）・韓国語の外国語公報の日本語化に対応します。
4. Neural TranslatorWORD

Neural TranslatorWORD はマイクロソフト社 WORD アドインアプリ

ケーションで、マウス選択された領域のテキストをその場翻訳して対訳ワード文書が作成さ
れます。ワード文書は数字、未知語などをハイライト表示する簡易チェッカー機能を含みま
す。翻訳可能言語は、英日、日英、中日、日中の４言語セットです。
5. 汎用テキスト翻訳

日本語、英語、中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン

語、ポルトガル語、タイ語、ベトナム語、およびその他言語(合計 29 カ国）のテキスト翻訳シ
ステムです。
（表２，表３の「メニューセット２」でのみ利用可能）

Neural Translator サービスメニューと各サービス画面遷移図（メニューセット 1 ケース）
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1.Neural TranslatorTEXT

:テキスト翻訳

英日、日英、中日（簡体字）、中日（繁体字）、日中（簡体字）、韓日の言語に対応したプレーンテキ
ストベースの Neural Translator 翻訳が 1 回最大 10 万文字まで可能となる。大量の文を改行コード単
位に分割して翻訳表示される。

テキスト翻訳画面
・表題（発明の名称）、要約、請求項、一般（詳細な説明）の 4 タイプの段落種別指定が必要。
・英日、中日（簡体字・繁体字）
、韓日、日英、日中の各言語に対応し、中央の翻訳結果と右の上下対
訳表示からなる。
・改 行 単 位 に 翻 訳 し ま す 。（ 空 白 行 不 要 ）
請求項は請求項単位（自動認識）に翻訳します。
・1 回の翻訳要求で最大 10 万文字まで翻訳可能。翻訳結果は『クリップボードへコピー』ボタンでコ
ピーできる。
・複数クレーム（改行なし）でも請求項単位に自動分離することで正確な翻訳が可能。
・下図にあるように、pdf からのペースト後、行末で改行が挿入される場合、『行改行連結ボタン』で
連結する。
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pdf のコピーペースト後の行末連結処理

複数請求項の翻訳例

複数請求項も、空白行を挿入することで、1 回の翻訳要求で請求項単位の翻訳処理を逐次行い、順次
翻訳結果が表示される。上図はワード翻訳と同一の原文を、ワードからコピーペーストして、1 回の翻
訳で請求項１から３までを翻訳したものである。
ワードでは左右に対訳表示するが、テキスト翻訳では上下に対訳文を表示する。ハイライト機能や書
式の保持、辞書機能などはテキスト翻訳にはない。テキスト翻訳のメリットは html や pdf など、あらゆ
る文書からコピーペーストできるテキストについても翻訳が可能であると同時に、ワードでは翻訳でき
ない言語（韓日、中日繁体字など）に対応している点である。
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2.Neural TranslatorEXCEL

:エクセル翻訳

特許情報検索システムからダウンロードしたエクセルファイルで、英語、中国語、韓国語が混在し
ているものであっても、自動でセル単位に言語判定をおこない、下図のように翻訳行を指定列の右に
挿入して、書式なしの簡易エクセルで結果をメール送信するサービスである。なお、１つのセルに全
請求項があっても、指定された最大請求項までの翻訳を行う。

①

アップロードしたいエクセルファイルを指定

②

翻訳対象のエクセル列と段落種別（文章種別）の紐づけ

③
④

翻訳する最大請求項数を選択(1,2,3・・10,all）
納品メールの追加納品先指定
（メールアドレスは 1 個のみ）

エクセル翻訳画面。翻訳結果は、指定メールアドレスにも転送が可能。

アップロードする原文エクセル（上側）と翻訳結果のエクセル（下側）。翻訳結果では、請求項 2 以降が
指定された最大請求項まで挿入される。
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3. Neural TranslatorPatSpread :和訳公報
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）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
デリバーされる。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する。
PatSpread は次頁表 1 にある公報全文の PatSpread MT と、全クレーム抄録の PatSpread Front の 2
形式あり、発注時に選択する。

Neural TranslatorPatSpread 品質保証：訳抜け、発振（同じ単語が繰り返し続けて３回以上出現す

る不具合）の不具合については、無償で再納品を行う。
なお、WO 公報に限定して発生する OCR 処理に起因する請求項番の誤りについては、品質保証の対
象外とするが、ユーザからの希望があれば再翻訳を行う。この場合、１件 500 円で請け負うものとす
る。
各国のサービスの詳細
USP（米国特許:英語）
USPTOのxml（3.1.10参照）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）
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:英語のみ）
EPOから発行される公報原文（3.1.11参照）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）
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（3.1.12参照）
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）
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~
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表 1. Neural TranslatorPatSpread サービス詳細
サービス区分

仕様

納品形態

日本語翻訳と原文とエクセルの
セット

PatSpread
MT
(公報全文）

文字数カウ
ント方法

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
原文明細書リンクと納
品エクセルの合計３つ
のリンクからなる。
なお、エクセルには納品
された日本語明細書へ
中日（簡体字、
の pdf アイコンリンクが
原文テキスト
繁体字）、英
付随する。
の文字数の２
日
倍を利用され
韓日
た文字数とし
てカウントし
発注単位のファイルを
US/EP/WO/
ます。
1pdf ファイルとして納
CN/TW/KR
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
と納品エクセルの合計
３つのリンクからなる。
なお、エクセルには納品
された日本語明細書へ
の pdf アイコンリンクが
付随する。

・書誌・代表図 日本語発明の
名称、要約、全請求項、詳細な
説明

・書誌・代表図 原文発明の名
称、要約、全請求項、詳細な説
明

日本語翻訳と原文とエクセルの
セット

PatSpread
Front
（全クレー
ム抄録）

言語対
発行国コー
ド

・書誌・代表図 日本語発明の
名称、要約、全請求項

・書誌・代表図 原文発明の名
称、要約、全請求項
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4. Neural TranslatorWORD :ワード翻訳
Neural TranslatorWORD は、英日、日英、中日（簡体字）、日中（簡体字）のワード文書を簡単に翻訳
可能であり、翻訳したい段落をマウスで選択してハイライトしてから、右マウスボタンクリックして
表示されるメニューから『Neural Translator』を選択する。(下図参照)

ワード文書から Neural TranslatorWORD を利用して翻訳を行う例。

ポップアップダイアローグ

右マウスメニュー選択後、図左のポップアップ画面が表示される。選択領域の言語方向と段落種別に
該当するラジオボタン（上図の例ではクレーム部を領域選択したので『特許請求の範囲』）を選択して、
『開始』ボタンをクリックすると、図右の開始ボタンが中止ボタンに代わると同時に緑色バーで翻訳進
行状況が確認できる。翻訳完了と同時にポップアップ画面は消えて、以下の対訳表示のワード文書が立
ち上がる。書式を保持するにチェックすると、上付き、下付き文字の書式情報を原文側から読み取り、
タグ展開して、翻訳結果もその書式通りに翻訳結果を表示する。
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請求の範囲の対訳表示例
1. A method for operating a portable media player, said
method comprising: (a) receiving a first command to
power down the portable media player; (b) obtaining
media player status information for the portable media
player after the command to power down the portable
media player has been received, wherein the media
player status information includes media play mode
information effectively identifying one of a plurality of
media play modes of the portable media player when the
first command to power down the portable media player
is received, wherein the plurality of media play modes
includes at least a continuous play mode and a shuffle
play mode; (c) storing the media player status
information in persistent memory of the portable media
player; and (d) subsequently powering down the media
player.

2. A method as recited in claim 1, wherein said method
further comprises: (e) thereafter receiving a second
command to power on the portable media player; (f)
retrieving the media player status information including
the media play mode information from the persistent
memory of the portable media player when the second
command to power on the media player is received; and
(g) operating the media player in accordance with the
retrieved media player status information and in the
media play mode effectively identified by the retrieved
media play mode information.

3. A method as recited in claim 2, wherein the first
command is supplied by a user of the portable media
player.

1. 携帯型メディアプレーヤを動作させるための方法に
おいて、前記方法であって、
(a) 第 1 のコマンドをパワーダウンするための第 1 のコ
マンドを受信するステップと、
(b) ポータブルメディアプレーヤをパワーダウンする
コマンドが受信された後、ポータブルメディアプレー
ヤのメディアプレーヤステータス情報を取得し、
ここで、前記メディアプレーヤステータス情報は、ポ
ータブルメディアプレーヤをパワーダウンする第 1 の
コマンドが受信されたときに、ポータブルメディアプ
レーヤの複数のメディアプレイモードのうちの一つを
有効に識別するメディアプレイモード情報を含み、
前記複数のメディア再生モードは、少なくとも連続再
生モードとシャッフル再生モードとを含み、
(c) ポータブルメディアプレーヤの永続メモリ内にメ
ディアプレーヤステータス情報を記憶し、
および、
(d)続いてメディアプレーヤをパワーダウンすることを
特徴とする方法。
2. 請求項 1 に記載されている方法であって、
前記方法はさらに、以下を含み、
(e) その後、携帯型メディアプレーヤを電源投入するた
めの第 2 のコマンドを受信し、
(f) メディアプレーヤの電源をオンにする第 2 のコマン
ドが受信されたときに、ポータブルメディアプレーヤ
の永続メモリからメディアプレイモード情報を含むメ
ディアプレーヤステータス情報を検索し、
(g) 検索されたメディアプレーヤステータス情報に従
って、および検索されたメディアプレイモード情報に
よって有効に識別されたメディアプレイモードに従っ
てメディアプレーヤを動作させることを含む請求項 1
に記載されている方法。
3. 前記第 1 のコマンドは、前記ポータブルメディアプ
レーヤのユーザによって供給されることを特徴とする
請求項 2 に記載の方法。

翻訳簡易チェッカー機能
① 数字を検知して原文側と翻訳結果の数字双方を青色＋Bold とする。原文の数値と翻訳文の数値の
相違などを検知できる。序数（first⇒第１）や分数も数字として青色＋Bold とする。
（表 5.6.1 参
照）ただし、
「一つ」などの日本語は数字としてハイライト対象外とする。
② 全大文字アルファベットは、原文側、翻訳側双方で赤色+Bold とする。文頭の冠詞 A もハイライ
トされる。
③ アルファベットの小文字を含む単語は赤色+Bold にさらに蛍光色黄色ハイライトする。未知語な
どはこの機能で容易に発見できる。
詳細な説明の冒頭部の翻訳例を以下に示すが、領域選択後、Neural Translator を右マウスメニュー
から選択した後ポップアップするダイアローグでデフォルトの詳細な説明のまま開始ボタンをクリッ
クして以下を得る。この図では AChE などが未知語扱いでハイライトされている。また分数 a third に対
応して、3 分の 1 が表示されている。

詳細な説明部の対訳表示例。
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DESCRIPTION
BACKGROUND OF THE INVENTION
Field of the Invention
Attempts to augment central cholinergic function
through the administration of choline or
phosphatidylcholine have not been successful. AChE
inhibitors have shown therapeutic efficacy, but have
been found to have frequent cholinergic side effects
due to peripheral acetylcholine stimulation,
including abdominal cramps, nausea, vomiting, and
diarrhea. These gastrointestinal side effects have
been observed in about a third of the patients
treated. In addition, some AChE inhibitors, such as
tacrine, have also been found to cause significant
hepatotoxicity with elevated liver transaminases
observed in about 30% of patients. The adverse
effects of AChE inhibitors have severely limited their
clinical utility. An alternative approach to
pharmacologically target cholinergic hypofunction is
the activation of mAChRs, which are widely
expressed throughout the body.
The mAChRs are members of the family A GPCRs
and include five subtypes, designated M1-M5. The
M1, M3 and M5 subtypes mainly couple to Gq and
activate phospholipase C, whereas the M2 and M4
subtypes mainly couple to Gi/o and associated
effector systems. These five distinct mAChR
subtypes have been identified in the mammalian
central nervous system where they are prevalent
and differentially expressed. The mAChR M1- M5
subtypes have varying roles in cognitive, sensory,
motor and autonomic functions. Thus, without
wishing to be bound by a particular theory, it is
believed that selective agonists of mAChR subtypes
that regulate processes involved in cognitive
function could prove superior to be superior
therapeutics
for
treatment
of
psychosis,
schizophrenia and related disorders. The muscarinic
M4 receptor has been shown to have a major role in
cognitive processing and is believed to have a major
role in the pathophysiology of psychotic disorders,
including schizophrenia.

説明。
【背景】
【発明の属する技術分野】
コリンまたは、ホスファチジルコリンの投与を通じ
て中枢コリン作動性機能を増強する試みは成功し
ていない。 AChE 阻害剤は治療効果を示したが、腹
部痙攣、悪心、嘔吐および下痢を含む末梢アセチル
コリン刺激に起因する頻繁なコリン作動性副作用
を有することが見出されている。 これらの胃腸の
副作用は、治療された患者の約 3 分の 1 で観察され
ている。 さらに、タクリンなどのいくつかの AChE
阻害剤も、患者の約 30%において観察される上昇し
た肝臓トランスアミナーゼを伴う有意な肝毒性を
引き起こすことが見出されている。 AChE 阻害剤の
副作用は、臨床的有用性を厳しく制限してきた。 コ
リン作動性機能低下を薬理学的に標的化するため
の別のアプローチは、全身の全体にわたって広く発
現される mAChR の活性化である。

mAChR は、ファミリーA GPCR のメンバー、そし
て M1〜M5 と命名された 5 つのサブタイプを含む。
M1, M3 および M5。 サブタイプは、主として Gq
に結合し、ホスホリパーゼ C を活性化することは、
M2 および M4 サブタイプは主に Gi/o および関連す
るエフェクター系に結合する。 これらの 5 つの別
個の mAChR サブタイプは、それらが優勢、そして
示差的に発現される哺乳動物の中枢神経系におい
て同定されている。 mAChR M1－M5 サブタイプ
は、認知機能、感覚機能、運動機能、および自律神
経機能において様々な役割を有する。 従って、特
定の理論に拘束されることを望まないが、認知機能
に関与するプロセスを調節する mAChR サブタイプ
の選択的アゴニストは、精神病、統合失調症および
関連する障害の治療のための優れた治療剤より優
れていることが証明し得ると考えられる。 ムスカ
リン M4 受容体は、認知処理において主要な役割を
有することが示されており、統合失調症を含む精神
病性障害の病態生理において主要な役割を有する
と考えられている。

編集が終わり最終翻訳原稿を提出する場合、ハイライトが邪魔になるので、このハイライト消すには、
ワードの上部アドインメニューから Neural Translator 『戻す』を選択すると、ハイライトはすべて消
える。再びハイライト状態とするには、ctrl ＋Z ボタンで、undo 機能を用いて、ハイライト状態に戻
す。
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上付き下付きタグは原文側、翻訳側とも緑色でハイライトされるため、タグのチェックが容易にでき
る。
The mAChRs are members of the family A GPCRs and
include
five
subtypes,
designated
M<sub>1</sub>-M<sub>5</sub>.
The
M<sub>1</sub>, M<sub>3 </sub>and M<sub>5
</sub>subtypes
mainly
couple
to
G<sub>q</sub>and activate phospholipase C,
whereas the M<sub>2 </sub>and M<sub>4
</sub>subtypes mainly couple to G<sub>i/o
</sub>and associated effector systems. These five
distinct mAChR subtypes have been identified in the
mammalian central nervous system where they are
prevalent and differentially expressed. The mAchR
M<sub>1</sub>-M<sub>5 </sub>subtypes have
varying roles in cognitive, sensory, motor and
autonomic functions. Thus, without wishing to be
bound by a particular theory, it is believed that
selective agonists of mAchR subtypes that regulate
processes involved in cognitive function could prove
superior to be superior therapeutics for treatment of
psychosis, schizophrenia and related disorders. The
muscarinic M<sub>4 </sub>receptor has been shown
to have a major role in cognitive processing and is
believed to have a major role in the pathophysiology of
psychotic disorders, including schizophrenia.

mAChR は、ファミリーA GPCR のメンバーであり、M
<sub>1</sub>-M <sub>5</sub>と命名された 5 つの
サ ブ タ イ プ を 含 む 。 M <sub>1</sub>, M
<sub>3</sub>および M <sub>5</sub>サブタイプは、
主に G <sub>q</sub>に結合し、ホスホリパーゼ C を活
性 化 す る こ と は 、 M <sub>2</sub> お よ び M
<sub>4</sub>サブタイプは主に G<sub>i/o</sub>お
よび関連するエフェクター系に結合する。 これらの 5 つ
の別個の mAChR サブタイプは、それらが優勢、そして
示差的に発現される哺乳動物の中枢神経系において同定
さ れ て い る 。
mAChRM <sub>1</sub>-M
<sub>5</sub>subtypes は、認知機能、感覚機能、運動
機能、および自律神経機能において様々な役割を有する。
従って、特定の理論に拘束されることを望まないが、認
知機能に関与するプロセスを調節する mAChR サブタイ
プの選択的アゴニストは、精神病、統合失調症および関
連する障害の治療のための優れた治療剤より優れている
ことが証明し得ると考えられる。 ムスカリン M
<sub>4</sub>受容体は、認知処理において主要な役割
を有することが示されており、統合失調症を含む精神病
性障害の病態生理において主要な役割を有すると考えら
れている。

原文側がワードで上付き、下付き表示されている場合は、ダイアローグの『書式を保持する』にチェ
ックを入れて、翻訳を行うと、

対訳表示で、翻訳側も書式が保持されて表示される。なお、現在のところ下線やボールド・イタリッ
ク体の書式には対応していないので注意が必要である。
The mAChRs are members of the family A GPCRs and
include five subtypes, designated M1-M5. The M1, M3
and M5 subtypes mainly couple to Gq and activate
phospholipase C, whereas the M2 and M4 subtypes
mainly couple to Gi/o and associated effector systems.
These five distinct mAChR subtypes have been
identified in the mammalian central nervous system
where they are prevalent and differentially expressed.
The mAchR M1-M5 subtypes have varying roles in
cognitive, sensory, motor and autonomic functions.
Thus, without wishing to be bound by a particular
theory, it is believed that selective agonists of mAchR
subtypes that regulate processes involved in cognitive
function could prove superior to be superior
therapeutics for treatment of psychosis, schizophrenia
and related disorders. The muscarinic M4 receptor has
been shown to have a major role in cognitive
processing and is believed to have a major role in the
pathophysiology of psychotic disorders, including
schizophrenia.

mAChR は、
ファミリーA GPCR のメンバーであり、
M1-M5
と命名された 5 つのサブタイプを含む。 M1, M3 および
M5 サブタイプは、主に Gq に結合し、ホスホリパーゼ C
を活性化することは、
M2 および M4 サブタイプは主に Gi/o
および関連するエフェクター系に結合する。 これらの 5
つの別個の mAChR サブタイプは、それらが優勢、そし
て示差的に発現される哺乳動物の中枢神経系において同
定されている。 mAChR M1-M5 サブタイプは、認知機能、
感覚機能、運動機能、および自律神経機能において様々
な役割を有する。 従って、特定の理論に拘束されること
を望まないが、認知機能に関与するプロセスを調節する
mAChR サブタイプの選択的アゴニストは、精神病、統合
失調症および関連する障害の治療のための優れた治療剤
より優れていることが証明し得ると考えられる。 ムスカ
リン M4 受容体は、認知処理において主要な役割を有する
ことが示されており、統合失調症を含む精神病性障害の
病態生理において主要な役割を有すると考えられてい
る。
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5. 汎用テキスト翻訳

汎用テキスト翻訳は、以下の汎用テキスト翻訳画面により、入力言語、出力言語とも、
英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、日本語に加え、アラビア語、ブルガリア語、クロアチア語、チェコ語、
デンマーク語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ヘブライ語、ヒンディー語、アイスランド語、
インドネシア語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スロバ
キア語、スペイン語、スウェーデン語、タイ語、トルコ語、ベトナム語 からなる、合計２９か国の言語選択可
能であり、これらの言語の汎用用途の翻訳に利用可能である。契約のメニューセット 2 で利用可能となる。

第２７条

契約内容と料金体系

契約内容は、月間最大翻訳可能な文字数と ID 数のセットで以下の諸条件の下、契約を行う。た
だし、Neural TranslatorWORD のみ同時利用者数、インストール PC 台数は無制限とする。
契約にあたって、一般ユーザと特定ユーザで翻訳可能文字数が２倍異なるので注意が必要。
・契約期間１年間（毎年自動更新）
・５ID 以上の基本契約については、月単位に表２または表３の任意の ID 数の追加契約が可能で
ある。

・メニューセット 1:テキスト翻訳、ワード翻訳（対訳表示）、エクセル翻訳、公報和訳 PatSpread(pdf)
・メニューセット 2: メニューセット 1 に加えて、汎用２９か国テキスト翻訳が利用可能。
・PatSpread/Excel 翻訳に関しては、集計される文字数は原文テキスト文字数×２と定義する。
・一般ユーザとは、知財・法務部門・技術情報部門・企業内翻訳部門、研究開発部門、その関連
部門に所属するユーザを指す。企業の子会社である調査会社も一般ユーザに含まれる。
・特定ユーザとは、翻訳会社、調査専門企業、データベースサービス提供業者、小規模特定ユー
ザとは、フリーランス翻訳者、小規模特許事務所などの小規模事業者、などのユーザを指す。
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表 2．

月額利用
料金（円）

一般ユーザ向け Neural Translator サービス料金表（税抜き価格）

月間翻訳可能最大文
字数

ID 数注 1

サービスメニュー

言語

5,000

400,000

1

メニューセット 1 注２

特許用：言語セット１（４か国注 3）

6,000

400,000

1

メニューセット 2 注 4

特許用：言語セット１（４か国注 3）
汎用：２９か国注 5

10,000

1,000,000

2

メニューセット 1 注２

特許用：言語セット１（４か国注 3）

12,000

1,000,000

2

メニューセット 2 注 4

特許用：言語セット１（４か国注 5）
汎用：２９か国注 5

20,000

3,000,000

5

メニューセット 1 注２

特許用：言語セット１（４か国注 3）

24,000

3,000,000

5

メニューセット 2 注 4

特許用：言語セット１（４か国注 3）
汎用：２９か国注 5

50,000

10,000,000

10

メニューセット 1 注２

特許用：言語セット１（４か国注 3）

60,000

10,000,000

10

メニューセット 2 注 4

特許用：言語セット１（４か国注 3）
汎用：２９か国注 5

80,000

16,000,000

16

メニューセット 1 注２

特許用：言語セット１（４か国注 3）

96,000

16,000,000

16

メニューセット 2 注 4

特許用：言語セット１（４か国注 3）
汎用：２９か国注 5

100,000

20,000,000

20

メニューセット 3 注 8

特許用：言語セット１（４か国注 3）

120,000

20,000,000

20

メニューセット 4 注 9

無制限

メニューセット 3 注 8

無制限

メニューセット 3 注 8

300,000
100,000

注１)
注２)

注３)
注４)
注５)
注６)
注７)
注８)
注９)

無制限基本注 6
(４並列エンジン）
無制限追加注 7
(４並列エンジン）

特許用：言語セット１（４か国注 3）
汎用：２９か国注 5
特許用：言語セット１（４か国注 3）
から１言語を選択
特許用：言語セット１（４か国注 3）
から追加用１言語を選択

ID 数とは登録ユーザの上限数を指す。
メニューセット 1 には、①特許用テキスト翻訳、②ワードプラグインによる対訳表示翻訳、③
エクセルファイル翻訳、④外国公報の和訳公報 PatSpread が選択可能。１ID につき、Neural
TranslatorWORD 以外は同時に１ユーザが利用できる。Neural TranslatorWORD のみすべての契約
においてインストール PC 台数および同時利用者数とも無制限の利用が可能。
言語セット 1 は特許専用日英、英日、日中（簡体字）、中日（簡体字）、中日(繁体字)、韓日。
ワードプラグインのみ、特許専用日英、英日、日中（簡体字）、中日(簡体字)のみに対応。
メニューセット２には、メニューセット 1 に加え、汎用２９か国対応の言語セットに対するテ
キスト翻訳が追加される。
19 ページの 5. 汎用テキスト翻訳参照。
4 並列エンジンで１翻訳システム＝選択１言語により翻訳システムを構築する。この１翻訳シ
ステムの能力範囲内で利用者数、文字数とも無制限の利用が可能となる。
無制限基本契約を行っている場合の言語追加オプション。１言語＝追加４翻訳エンジンを新た
に追加することができるオプション。
メニューセット１に加え顧客カスタマイズ API での利用を可能とする。
メニューセット２に加え顧客カスタマイズ API での利用を可能とする。
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表 3-1．

月額利用
料金（円）

特定ユーザ向け Neural Translator サービス料金表（税抜き価格）

月間翻訳可能最大文
字数

ID 数注 1

サービスメニュー

言語

50,000

5,000,000

10

メニューセット 1 注２

特許用：言語セット１（４か国注 3）

60,000

5,000,000

10

メニューセット 2 注 4

特許用：言語セット１（４か国注 3）
汎用：２９か国注 5

80,000

8,000,000

16

メニューセット 1 注２

特許用：言語セット１（４か国注 3）

96,000

8,000,000

16

メニューセット 2 注 4

特許用：言語セット１（４か国注 3）
汎用：２９か国注 5

100,000

10,000,000

20

メニューセット 3 注 8

特許用：言語セット１（４か国注 3）

120,000

10,000,000

20

メニューセット 4 注 9

無制限

メニューセット 3 注 8

無制限

メニューセット 3 注 8

400,000
120,000

表 3-2．

月額利用
料金（円）
5,000

無制限基本注 6
(４並列エンジン）
無制限追加注 7
(４並列エンジン）

特許用：言語セット１（４か国注 3）
汎用：２９か国注 5
特許用：言語セット１（４か国注 3）
から１言語を選択
特許用：言語セット１（４か国注 3）
から追加用１言語を選択

小規模特定ユーザ向け Neural Translator サービス料金表（税抜き価格）

月間翻訳可能最大文
字数

200,000

ID 数注 1

サービスメニュー

言語

1

メニューセット 1 注２

特許用：言語セット１（４か国注 3）

注4

特許用：言語セット１（４か国注 3）
汎用：２９か国注 5

6,000

200,000

1

メニューセット 2

10,000

500,000

2

メニューセット 1 注２

特許用：言語セット１（４か国注 3）

12,000

500,000

2

メニューセット 2 注 4

特許用：言語セット１（４か国注 5）
汎用：２９か国注 5

20,000

1,500,000

5

メニューセット 1 注２

特許用：言語セット１（４か国注 3）

24,000

1,500,000

5

メニューセット 2 注 4

特許用：言語セット１（４か国注 3）
汎用：２９か国注 5

注１) ID 数とは登録ユーザの上限数を指す。
注２)
メニューセット 1 には、①特許用テキスト翻訳、②ワードプラグインによる対訳表示翻訳、
③エクセルファイル翻訳、④外国公報の和訳公報 PatSpread が選択可能。１ID につき、ワードプ
ラグイン以外は同時に１ユーザが利用できる。Neural TranslatorWORD のみすべての契約において
インストール PC 台数および同時利用者数とも無制限の利用が可能。
注３)
言語セット 1 は特許専用日英、英日、日中（簡体字）
、中日（簡体字）、中日(繁体字)、韓日。
ワードプラグインのみ、特許専用日英、英日、日中（簡体字）、中日(簡体字)のみに対応。
注４) メニューセット２には、メニューセット 1 に加え、汎用２９か国対応の言語セットに対するテ
キスト翻訳が追加される
注５) 19 ページの 5. 汎用テキスト翻訳参照。
注６) 4 並列エンジンで１翻訳システム＝選択１言語により翻訳システムを構築する。この１翻訳シ
ステムの能力範囲内で利用者数、文字数とも無制限の利用が可能となる。

注７)

無制限基本契約を行っている場合の言語追加オプション。１言語＝追加４翻訳エンジンを新

たに追加することができるオプション。

注８)

メニューセット１に加え顧客カスタマイズ API での利用を可能とする。

注９)

メニューセット２に加え顧客カスタマイズ API での利用を可能とする。
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第２８条（利用料金の支払義務）
１．Neural Translator ユーザは、本サービスの Neural Translator サービス料金表(表 2 または表
3-1 または表 3-2)記載の利用料金及びこれにかかる消費税等を支払うものとします。なお、
Neural Translator ユーザが本条に定める支払を完了しない場合、当社は、第２４条第３項の定
めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
第２９条（利用開始日、毎月の集計と請求書の支払方法）
１．当社は、利用開始日から月末、または翌月 1 日から月末までの全サービス利用文字数を集計
し、①契約文字数以内であれば表 2 または表 3-1 または表 3-2 の契約月額料金を、②契約文字
数を超える場合は一般ユーザでは 10 万文字あたり 1,000 円の超過料金を、特定ユーザでは 10
万文字あたり 2,000 円を加えた合計金額を、③WO 公報の請求項番の修正をユーザの希望で実
施した場合（13 ページ）
、公報 1 件当たり 500 円の金額を集計し、それら①，②，③を合算し
た請求書並びに利用集計明細書を発行します。各 Neural Translator ユーザは請求書発行日から
60 日以内に請求書に記載された銀行口座に振り込むことにより支払うものとします。なお、支
払に必要な振込手数料その他の費用は、Neural Translator ユーザの負担とします。
２．Neural Translator ユーザと集金代行等を行う金融機関との間で利用料金の決済をめぐって紛
争が発生した場合、Neural Translator ユーザ自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一
切の責任を負わないものとします。
第３０条（遅延利息）
Neural Translator ユーザが、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の
支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、Neural Translator ユーザは、所定の支払期日の翌日か
ら支払日の前日までの日数に、年５.０％の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの
料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うもの
とします。 なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、Neural Translator ユーザの負担とし
ます。

第５章

Neural Translator ユーザの義務等

第３１条（自己責任の原則）
１．Neural Translator ユーザは、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者（認
定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。）に対して損害を与え
た場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、
解決するものとします。Neural Translator ユーザが本サービスの利用に伴い、第三者から損害
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を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
２．本サービスを利用して Neural Translator ユーザ等が提供又は伝送する情報（コンテンツ）に
ついては、Neural Translator ユーザの責任で提供されるものであり、当社はその内容等につい
ていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないもの
とします。
３．Neural Translator ユーザは、Neural Translator ユーザ等がその故意又は過失により当社に損
害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
第３２条（ユーザＩＤ及びパスワードの管理）
１．Neural Translator ユーザは、認定利用者に対して利用契約等に基づき開示する場合を除きユ
ーザＩＤ及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩すること
のないよう厳重に管理（パスワードの適宜変更を含みます。）するものとします。ユーザＩＤ及
びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により Neural Translator ユーザ自身
及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。Neural
Translator ユーザのユーザＩＤ及びパスワードによる利用その他の行為は、全て Neural
Translator ユーザによる利用とみなすものとします。
２．第三者が Neural Translator ユーザのユーザＩＤ及びパスワードを用いて、本サービスを利用
した場合、当該行為は Neural Translator ユーザの行為とみなされるものとし、Neural Translator
ユーザはかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。ま
た、当該行為により当社が損害を被った場合は、Neural Translator ユーザは当該損害を補填す
るものとします。ただし、当社の故意又は重過失によりユーザＩＤ及びパスワードが第三者に
利用された場合はこの限りではありません。
３． Neural Translator ユーザがパスワードを紛失した場合（パスワード忘れ）に対処できるよう
ブラウザログイン画面からパスワード忘れの対応を可能とします。
第３３条（禁止事項）
１．Neural Translator ユーザは本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
（１）当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又
は侵害するおそれのある行為
（２）本サービスの内容や本サービスにより利用しうるプログラムを改ざん又は消去する行為
（３）利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
（４）法令若しくは公序良俗に違反し、当社若しくは第三者に不利益を与える行為
（５）他者を差別若しくは誹謗中傷し、その名誉若しくは信用を毀損する行為
（６）詐欺等の犯罪行為に結びつく又は結びつくおそれがある行為
（７）わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
（８）無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
（９）第三者になりすまして本サービスを利用する行為
（10）ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
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（11）本サービスに関して逆コンパイル、逆アセンブルその他のリバース・エンジニアリング
行為、または本サービスのソースコードもしくはプロトコルの解析行為
（12）無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感
を抱く若しくはそのおそれのあるメール（嫌がらせメール)を送信する行為
（13）本サービスを利用して特定商取引法又は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
に違反する電子メールを送信する行為
（14）第三者の設備等又は本サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与 え
るおそれのある行為
（15）その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的
でリンクをはる行為
２．Neural Translator ユーザは、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場
合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するもの
とします。
３．当社は、本サービスの利用に関して、Neural Translator ユーザ等の行為が第１項各号のいず
れかに該当するものであること又は Neural Translator ユーザ等の提供した情報が第１項各号の
いずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に Neural Translator ユーザに通
知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第１項各号に該当する
行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、Neural Translator
ユーザ等の行為又は Neural Translator ユーザ等が提供又は伝送する情報（データ、コンテンツ
を含みます。
）を監視する義務を負うものではありません。

第６章

秘密情報等の取り扱い

第３４条（秘密情報の取り扱い）
１．Neural Translator ユーザ及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上
又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した
情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報（以下
「秘密情報」という）を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあら
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かじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限
りではありません。
（１）秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
（２）秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
（３）相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
（４）利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
（５）本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
２．前項の定めにかかわらず、利用申込書において定める秘密情報については、前項に定める秘
密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
３．前各項の定めにかかわらず、Neural Translator ユーザ及び当社は、秘密情報のうち法令の定
めに基づき又は権限ある官公署からの要求若しくは指導により開示すべき情報を、当該法令の
定め若しくは当該官公署の要求若しくは指導に基づく開示先又は当該官公署に対し開示するこ
とができるものとします。この場合、Neural Translator ユーザ及び当社は、関連法令に反しな
い限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことがで
きない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
４．秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
５．秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的
の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等（以下本
条において「資料等」という）を複製又は改変（以下本項においてあわせて「複製等」という）
することができるものとします。この場合、Neural Translator ユーザ及び当社は、当該複製等
された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サ
ービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承
諾を受けるものとします。
６．前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第６条所定の再委託先に対して、
再委託のために必要な範囲で、Neural Translator ユーザから事前の書面による承諾を受けるこ
となく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条
に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
７．秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときまたは本サービス終了後、資
料等（本条第４項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。）を相手方
に返還または消去するものとします。
８．本条の規定は、本サービス終了後、１年間有効に存続するものとします。
第 3５条（個人情報の取り扱い）
１．Neural Translator ユーザ及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上
その他業務上の情報に含まれる個人情報（個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」
をいいます。以下同じとします。）を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示
又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関
連法令を遵守するものとします。
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２．個人情報の取り扱いについては、前条第４項乃至第７項の規定を準用するものとします。
３．本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

第７章

損害賠償等

第３６条（利用不能時の料金減額措置）
１．当社の責めに帰すべき事由により、Neural Translator ユーザ等が本サービスを全く利用し得
ない状態（以下「利用不能状態」という）が生じた場合においても料金減額措置は講じられま
せん。
第３７条（損害賠償の制限）
１．債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は
利用契約等に関して、当社が Neural Translator ユーザに対して負う損害賠償責任の範囲は、当
社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で Neural
Translator ユーザに現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は当月利用料金相当額
を超えないものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の
予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わない
ものとします。
第３８条（免責）
１．本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限
られるものとし、当社は、以下の事由により Neural Translator ユーザ等に発生した損害につい
ては、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任
を負わないものとします。
（１）天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
（２）Neural Translator ユーザ設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サ
ービスの不具合

等 Neural Translator ユーザの接続環境の障害

（３）本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能に起因する損害
（４）当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者
からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュー
タウィルスの本サービス用設備への侵入
（５）善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備への第三者によ
る不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
（６）当社が定める手順・セキュリティ手段等を Neural Translator ユーザ等が遵守しないこと
に起因して発生

した損害

（７）本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(ＯＳ、ミドルウェア、ＤＢ
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ＭＳ)及びデータベースに起因して発生した損害
（８）本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
（９）電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
（10）刑事訴訟法第２１８条（令状による差押え・捜索・検証）、犯罪捜査のための通信傍受に
関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的
な処分
（11）再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責
事由がない場合
（12）その他当社の責に帰すべからざる事由
２．当社は、Neural Translator ユーザ等が本サービスを利用することにより Neural Translator ユ
ーザと第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
以上
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