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NTT ドコモ

Mirai TranslatorTM

最新の機械翻訳エンジンを搭載。
高精度かつ圧倒的なスピードでの
翻訳をセキュアな環境で実現します。
インターネットを通じて Web ブラウザ上で
24 時間 365 日、いつでも利用できます
★高性能な機械翻訳エンジンを利用、
簡単な操作で翻訳を実現します
●長文も高性能な翻訳を実現
●ファイルをドラッグ＆ドロップするだけ
●元のレイアウトのまま瞬時に翻訳

★TOEIC900 点レベルの高精度、
圧倒的なスピードでの翻訳を実現
●英語翻訳は TOEIC900 点レベルを実現
●約 7 時間かかっていた翻訳を 2 分で可能
●翻訳時間短縮で働き方改革の推進に貢献

★セキュアに翻訳が可能
●セキュアな環境でサービスを利用
●情報漏えいを防止できます
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Mirai TranslatorTM

高精度・スピード・セキュアな翻訳を実現
ビジネスの各シーンで効果を発揮する
企業向けテキスト翻訳サービス
NTT ドコモ（以下、ドコモ）が販売している
「Mirai Translator」は、最新の機械翻訳エンジ
ンを搭載した企業向けテキスト翻訳サービス

なコストがかかっている」といった課題が生じています。
ドコモが販売している Mirai Translator は、このような
課題を解決する企業向けテキスト翻訳サービスです。

を実現した「テキスト翻訳」と、ドラッグ＆

最新の高性能な機械翻訳エンジンを搭載した
クラウド型の企業向けテキスト翻訳サービス

ドロップで瞬時に翻訳できる「ファイル翻訳」

Mirai Translator は、株式会社みらい翻訳と NICT（国

です。翻訳機能として、長文でも高性能な翻訳

を実装し、インターネットを通じて Web ブラ
ウザ上で 24 時間 365 日、いつでも翻訳するこ
とができます。グローバルビジネスのさまざ
まなシーンで効果を発揮します。

立研究開発法人情報通信研究機構）が共同開発したニュ
ーラル機械翻訳（NMT）エンジンを搭載した機械翻訳
サービスです。NMT エンジンは、脳の神経回路を模し
たニューラルネットワークを用いた機械翻訳技術です。
膨大な対訳データによりニューラルネットワークを機械

翻訳の需要が高まる中、さまざまな問題が生じている

学習することで、高精度な翻訳を実現します。
Mirai Translator には、翻訳機能として「テキスト翻訳」
と「ファイル翻訳」が実装されています（図 1 参照）。

国外企業との連携や現地での社員採用、世界規模での
マーケティング活動など、企業活動のグローバル化は急

この翻訳機能を、インターネットを通じて Web ブラウ
ザ上で、24 時間 365 日、いつでも利用できます。

速に拡大しています。このような動きと並行して、日常

「テキスト翻訳」は、翻訳言語を選択し翻訳ボタンを

業務では「日本語⇔英語」や「日本語⇔中国語」など、

クリックすると、原文が翻訳されます。逆翻訳も搭載し

さまざまなシーンにおいて翻訳は必要不可欠なものにな

ているので、訳文（翻訳結果）を再翻訳することで、翻

っています。翻訳の需要が高ま
る一方で、グローバルビジネス
の現場では、
「社員の稼動が翻
訳に集中してしましい、本業に
影響を与えている」、「翻訳に時
間がかかるため、パートナーを
待たせてしまっている」、「イン
ターネット翻訳を使用しても最
後は社員が修正している」、「イ
ンターネット翻訳をした情報の
使われ方に不安がある」、「翻訳
を外部に委託しているが、高額
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原文
（日本語）
このような状況を解決するため、高精度な
自動翻訳を実現する企業向けテキスト翻訳
サービス
「Mirai Translator」
をご案内しま
す。

翻訳結果
（英語）
In order to solve this problem, we
introduce a text translation service
"Mirai Translator" for companies that
oﬀers highly accurate automatic
translation.

長文も高性能な翻訳を実現！

STEP1
Webブラウザ上の
枠内に
ドラッグ＆ドロップ！

STEP2
翻訳

STEP3
ほぼそのままの
レイアウトで
翻訳！
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Microsoft OﬃceやPDF形式

【ファイル翻訳】

【テキスト翻訳】
図1

Mirai Translator の翻訳機能
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翻訳

原資料
（日本語）

翻訳後資料
（英語）
図2

ファイル翻訳（PowerPoint）の例

訳文が適切に処理されたかを確認することができます。

Translator は、わずか 2 分で翻訳可能です（99％の時間

「ファイル翻訳」は、翻訳したいファイルをアップロ

短縮）。この圧倒的な時間短縮により、「社員が本業に集

ードしてファイルの文章を翻訳処理します。PowerPoint

中できる」、
「翻訳にかかる費用を削減できる」、
「残業を短

などの Microsoft Office 形式のファイルや PDF ファイル

縮できる」など、業績向上や費用削減、働き方改革の推進

をドラッグ＆ドロップするだけで、元のレイアウトのま

に大いに貢献します。

ま瞬時に翻訳します。図 2 は、PowerPoin ファイルを

③セキュアに翻訳が可能：インターネット翻訳では社内

ファイル翻訳した画像例です。ファイルのレイアウトも

機密情報を翻訳するとインターネットを通して情報漏洩

大きく変わらず、図表やグラフ内のテキストもそのまま

の 可 能 性 が あ り ま す が、Mirai Translator で は AWS

の位置で翻訳され、プレゼンテーションノートの翻訳も

（Amazon Web Services）にてセキュアな環境を構築し、

可能です。PDF 形式の原文を読み込んだ場合は、訳文

翻訳ログの管理を徹底しています。これにより、インタ

は Word 形式で出力しますが、原文の画像やレイアウト

ーネット翻訳で起こりえる情報漏洩を防止します。

は保持されているので、そのまま PDF 化することで訳

Mirai Translator は、製造業界、金融業界、外資系企
業などを中心に幅広く利用されています。会議資料／マ

文も PDF 化されます。

TOEIC900 点レベルの高精度と
99% 時間短縮の圧倒的なスピードでの翻訳を実現

ニュアルの英訳や海外情報の収集、公的機関への報告／
申請といった業務や、海外パートナー企業の社員とのス
トレスのないコミュニケーションをサポートします。

Mirai Translator には 3 つの特徴があります。
①高精度＋さらなる精度向上が可能：NMT エンジンを
活用することで、ビジネスで活用できる高精度な翻訳を
可能にしました。
英語翻訳においては「TOEIC900 点レベ
ル」を実現し、中国語翻訳においても高い精度を実現し
ています。なお NMT エンジンは、随時バージョンアップ
を行っているので、翻訳精度向上が随時行われます。ま
た、カスタマイズ機能として、独自の専門用語や固有名
詞にも対応できる辞書登録機能を実装しています。
②圧倒的なスピード：例えば、400 字原稿用紙 12 枚程
度の日本語を英語に翻訳した場合、TOEIC900 点レベル
のビジネスマンは約 7 時間かかっていましたが、Mirai
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Mirai Translator はインターネットを通して Web ブラ
ウザでご利用いただけるクラウド型の企業向けテキス
ト翻訳サービスです。最新の機械翻訳エンジンを搭載
しているため、高精度な翻訳をご提供いたします。ま
た圧倒的なスピードでの翻訳を実現できますので、業
務の大幅な時間短縮が実現でき、働き方改革としても
貢献することができます。

NTT ドコモ
法人ビジネス本部

法人ビジネス戦略部

クラウド推進担当

千々和 祐貴

●記載されている会社名や製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
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