超高精度 AI 自動翻訳

Super precision Ai automatic translation

T-4OO
Translation for onsha only

最大精度９５％

プロ翻訳者に匹敵する正確さで自動翻訳

https: //any-door.com /t4oo

Database&Logic

翻訳者に匹敵する超高精度 自動翻訳

最大精度

95

%

2,000 分野
90 言語以上に対応
*
*
*

Ｔ−４ＯＯは、汎用的な自動翻訳とは異なり、
分野毎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。

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・金属など約 2,000 分野に対応
英語、中国語、ドイツ語、フランス語、
スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、
ベトナム語、タイ語、マレー語、
インドネシア語など

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
精度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）はに90％以上の精度になります

Safety

セキュアな環境で使えるオンラインサービス
Ｔ−４ＯＯは機密情報を含む重要な企業内文書の翻訳に
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
チェックシートにもご回答させて頂いており、要求仕様を
満たし、安心してご利用いただいております。
セキュリティ上、Ｔ−４ＯＯが自社で使えるかお悩みの方は、
まずはご相談ください。

個人情報保護および機密保持管理の一環として、
プライバシーマークを取得しています。

Word/Excel/PPT/PDF&Web

ファイルをそのまま翻訳、レイアウトに上書き

Ｔ−４ＯＯでは、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
できます（「ファイル翻訳」）。
「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）

A４・約 30 枚まで一度に翻訳可能！（英語 12000 単語、日本語 24000 文字）

PDF が Word に変換されるので
手直し・修正が可能です！

Web サイトは URL を指定するだけ、同じレイアウトで翻訳します！

翻訳結果の画面上でリンクを
クリックすると次の画面を翻
訳します。

「専門文書」から「ビジネス文書」まで精度高く翻訳します !
（海外文献、海外規格、仕様書、マニュアル、ＳＯＰ、契約書、メールやりとり）
サンプル 機械・IT分野（日→英）
原文

訳文

本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格
以内での使用においても、高負荷 (高温および大電流/高電圧
印加、多大な温度変化等) で連続して使用される場合は、信頼
性が著しく低下するおそれがあります。

If the product is used continuously under high load
(high temperature, high current/high voltage application,
large temperature change, etc.), reliability may be
signiﬁcantly degraded even when the product is used
under the operating conditions (operating temperature/
current/voltage, etc.) within the absolute maximum rating.

曲げる速さは、各方向一曲げ約3秒とする。

The bending speed is about 3 seconds in each direction.

対話プログラム機能は、一般的な加工条件に基づいて NC
プログラムを作成しますが、加工条件は最終的にお客様の
責任において決定してください。
対話プログラム機能によるプログラムの加工結果について、
弊社は責任を負いません。

The interactive program function creates a NC program
based on common processing conditions. However,
the processing conditions must be ﬁnally determined at
the user's responsibility.
We are not responsible for the results of the processing
of programs by the interactive program function.

1) 心押軸推力調整ハンドルのロックナットを左に回し、緩める。
2) 心押軸推力用の圧力計を見ながら調整ハンドルを回し、
心押軸の推力を調整する。

1) Rotate the lock nut of the tailstock thrust adjustment
handle to the left and loosen it.
2) Turn the adjustment handle while watching the pressure
gauge for the tailstock thrust to adjust the tailstock thrust.

システム状態値は、'正常'と'異常'の2値を取る。値が'異常'と
なる条件を以下に定める。

The system state value takes two values of “normal” and
“abnormal”. Conditions under which the value is “abnormal”
are deﬁned below.

統合テスト設計者は、本書で定義されたとおりにプログラムが
作成されていることを確認するために、本ソフトウェアの統合
テスト仕様を作成する。

The integrated test designer creates an integrated test
speciﬁcation for the software to ensure that the program
has been created as deﬁned herein.

なお、
システム要求番号は、[上位文書1]で定義された番号で
あり、該当するソフトウェア要求がある場合にはソフトウェア
要求番号が記載される。
ソフトウェア要求番号欄に'---'印が付されている場合には、
該当するソフトウェア要求が存在しないことを示す。

The system requirement number is a number deﬁned in
[upper document 1 ], and when there is a corresponding
software request, the software request number is described.
When the “-----" mark is attached to the software
requirement number column, it indicates that the
corresponding software request does not exist.

サンプル 機械・IT分野（英→日）
原文

訳文

The mobile application will need to communicate to a GPS
application within the mobile phone, which in turn
communicates with a physical GPS device to ﬁnd the
location of the user, see Figure 1.
The GPS will provide the mobile application with locations
of both the user and the restaurants and the distance
between them, but it will also provide maps and the
functionality to display the application's data on the map.

モバイルアプリケーションは、携帯電話内のGPSアプリケーシ
ョンと通信する必要があり、GPSアプリケーションは、物理的な
GPS機器と通信して利用者の位置を見つけ(図1参照)、GPSは、
利用者とレストランの両方の位置およびそれらの間の距離を
モバイルアプリケーションに提供するが、地図およびアプリ
ケーションのデータを地図上に表示する機能も提供する。

A user should be able to select the information link,
which is included on all result items.

利用者は、全ての結果項目に含まれる情報リンクを選択する
ことができなければならない。

サンプル 医薬分野（英→日）
原文

訳文

We compared the electrocardiographic data and longterm
outcomes between patients with apical HCM versus asymmetric HCM.

心電図データおよび長期転帰を、心尖部 HCM 患者と非対称
HCM 患者間で比較した。

Patient selection is also important, which needs collaboration
with ear, nose, and throat specialists.

患者の選択も重要であり、耳鼻咽喉科専門医との協力が必要で
ある。

A high correlation between necrosis and vacuolation in the
heart and TnT and TnI levels was noted.

心臓の壊死と空胞化とTnTおよびTnI値との間には高い相関が
認められた。

Their physical function was measured using the Chinese
Mini-Physical Performance Testing (CMPPT).

身体機能は中国のミニ身体機能検査 (CMPPT) を用いて測定し
た。

32 patients with multiple sclerosis (ICD10-G35) and 20
healthy subjects were recruited for the study.

多発性硬化症患者 32 例 (ICD10-G35) と健常被験者 20 例を試
験に組み入れた。

The response rate was 90.9%.

奏効率は 90.9% であった。

Increase in empagliflozin exposure was proportional to dose.

エンパグリフロジン曝露量の増加は用量に比例していた。

This study aimed to identify the effects of normobaric
hyperoxia on the recovery of local muscle fatigue.

本研究の目的は、正常圧高酸素が局所筋疲労の回復に及ぼす
影響を特定することであった。

MWCNT and chrysotile were incompletely internalized in the
cells and localized in the cytoplasm.

MWCNT およびクリソタイルは細胞内に完全には取り込まれて
おらず、細胞質に局在していた。

Urinary Pi excretion levels were significantly higher in
Cd-injected WT mice than in control group.

尿中 Pi 排泄量は、対照群よりもカドミウムを注射した WT マウ
スで有意に高かった。

Strict use of the definition of FUO is thus unwarranted when
managing patients with prolonged fever.

したがって、長期間発熱している患者を管理する場合は、FUO
の定義を厳密に使用する必要はない。

The control group was divided into 2 groups: normal and
prehypertensive.

対照群は正常血圧群と高血圧前症群の 2 群に分けた。

Wound infection, deep venous thrombosis, and edema were
not observed.

創傷感染、深部静脈血栓症、浮腫は認められなかった。

We report a case involving a 12-year follow-up after treatment
for chronic periodontitis with furcation involvement.

本稿では、分岐部病変を伴う慢性歯周炎に対する治療後 12 年
間の追跡調査を行った症例を報告する。

He suffered from repeated attacks of pancreatitis since 5
years old and underwent pancreaticojejunostomy.

5 歳以降、膵炎発作を繰り返し、膵管空腸吻合術を施行した。

Long-term clinical outcomes remain unclear due to limited
data.

データが限られているため、長期臨床転帰は依然として不明で
ある。

サンプル 法務分野（英→日）
原文
This Agreement may be executed in two or more
counterparts, each of which shall be deemed an original, but
all of which together shall constitute one and the same
instrument.
FORCE MAJEURE
Neither party is in breach of this Agreement for delay in
performing any obligation to the extent that, and for so long
as, such delay is caused by an event beyond the reasonable
control of the affected party including but not limited to fires,
earthquakes, floods, embargoes, wars, acts of war (whether
war is declared or not), insurrections, riots, civil disturbances,
strikes, lockouts or other labor disturbances, acts of God,
unavailability of key personnel, denial of an export license, or
any acts, omissions, or delays in acting by any governmental
authority or the other party.
This services agreement (“Agreement”) is dated May __,
2017 (“Effective Date”), and is between ABC International, a
California nonprofit public benefit corporation (“ABC”), and
XYZ Corp., a Japanese corporation (“Client”).

訳文
本契約は、2 部以上の副本で締結され、各副本は原本と見な
されるが、そのすべてを合わせて 1 つの同一の文書を構成す
るものとする。
不可抗力
いずれの当事者も、火災、地震、洪水、禁輸、戦争、戦争行為(宣戦
布告の有無を問わない)、反乱、暴動、内乱、
ストライキ、ロックア
ウトまたはその他の労働争議、天変地異、主要人員の不在、輸出
許可の拒否、
または政府機関もしくは他方当事者の行動におけ
る作為、不作為もしくは遅延を含むがこれらに限定されない、影
響を受ける当事者の合理的な支配を超える事態により、当該遅
延が生じる範囲において、義務の履行遅延につき本契約に違反
するものではない。

で、
本サービス契約（「契約」）は、2017年5月̲̲日付（「発効日」）
カリフォルニア州の非営利公益法人ABC Internationa（
l「ABC」）
と日本法人 XYZ Corp（「クライアント」）
との間で締結される。

Client keep the ABC Platform Software in confidence and
destroy all copies thereof upon the completion of their
contract.

クライアントは、ABC プラットフォームソフトウェアを秘密に保
持し、契約完了時にそのコピーをすべて破棄する。

If the other party voluntarily commences any action or seeks
any relief regarding its liquidation, reorganization, dissolution
or similar act or under any bankruptcy, insolvency, or similar
law;

相手方当事者が自発的にその清算、会社更生、解散もしくは
類似の行為または破産、支払不能もしくは類似の法律に基づ
いて訴訟を開始し、または救済を求める場合。

In witness whereof, authorized representatives of each party
have signed this Agreement as of the Effective Date.

以上の証として、各当事者の授権代表者は、発効日現在、本
契約に署名した。

サンプル 金融分野（英→日）
原文

訳文

They have been prepared on an accrual basis and under the
historical cost convention, unless stated otherwise.

それらは、別段の記載がない限り、発生主義及び取得原価主
義に基づき作成されている。

This was mainly due to an increase in interest-bearing and
other financial liabilities increasing by 464 million yen.

これは主に、有利子負債及びその他の金融負債が464百万円増
加したことによるものであります。

The consolidated financial statements 2015 were approved
for issue by the board of directors on 17 February 2016 and
are subject to approval by the annual general meeting on 7
April 2016.

2015 年度の連結財務諸表は、2016 年 2 月 17 日開催の取締
役会で承認され、2016 年 4 月 7 日開催
の定時株主総会で承認されます。

The effect on retained earnings and deferred tax assets at the
beginning of the first quarter of the consolidated accounting
period due to this change is minor.

なお、
この変更による当第 1 四半期連結会計期間の期首の利益
剰余金及び繰延税金資産への影響は軽微であります。

Ultimate Dictionary

分野の訳語頻度を表示する “究極の辞書”
「究極の辞書」は、単語やフレーズの訳語を、2,000 以上に細分化された専門分野別に、
使用頻度を解析し、各分野での頻度スコアを表示します。
分野ごとの定訳が瞬時にわかるので、訳語のリサーチにかかっていた時間を大幅に
短縮することができます。
実証

” power” という単純な単語でも、分野ごとに定訳が異なるのを瞬時にリサーチできます

臨床試験分野

眼内レンズ分野

電気電子分野

検出力

53 %

屈折力

63 %

電源

34 %

度数

24 %

度数

20 %

電力

28 %

分野は 2000 分野以上に細分化されており、ニーズに合った専門分野を選択することができます。
■専門分野分類
医学・ライフサイエンス・薬事・医療機器・化学・環境・食品
農林水産・ＩＴ・通信・機械・電気電子・金属・土木・建築・鉱山
エネルギー・プラント・物流・運輸・交通・生産管理・内部統制
人事・労務・会社法関連文書・総務・法務・特許・知財・金融
財務・経理・貿易・広報・・・等から細分化して 2000 分野に
※右図は、「IT・機械・電気電子」⇒「機械」
⇒「理化学・分析科学機器」⇒「液体成分測定装置」と細分化した例。

訳語の出典元も表示します。
出典元として表示される中には、国内外の公式文書やガイドラインも多数含まれているので、
その訳語が正しいという確証を得るための手がかりとなります。
また、出典元付きの訳例を多数表示するので、専門分野ごとの訳語の使い方、表現方法などが
確認できます。
訳例の原文

訳例の訳文

出典

欧州化学物質生態毒性・毒性センター

European Centre for Ecotoxicology and
Toxicology Chemicals

【内分泌かく乱化学物質の
科学的現状に関する全地球
規模での評価】

急性生態毒性試験の結果を表 2 に示す

Results of acute ecotoxicology testsd are
given in Table 2

【国際科学物質簡潔評価文書
（CICAD）】

料金プラン
■ 【英語⇔日本語】
BASIC プラン：
10 名でご利用の場合
1 名あたり

￥3,000 / 月

●お問合せ・見積依頼・お申し込み●
Web から
メールで
お電話で

… https://any-door.com/t4oo
… t4oo@any-door.com
… 03-6206-8084

●お申し込みからご利用開始の流れ●
お申し込み後
法人様の場合→翌営業日からご利用開始
個人様の場合→ご入金確認次第ご利用開始

※ 年間契約・別途初期費用あり
※ 利用できる文字数に上限あり

会社概要

社

名

株式会社 エニドア

設立年月日

2009 年 2 月

本社所在地

東京都千代田区内神田 2-15-2

TEL

03-6206-8084

代表取締役

山田

事業内容

・バイリンガル人材を擁した
クラウドソーシングサービス

尚貴

・AI 自動翻訳「T-4OO」の販売
グループ会社 株式会社 ロゼッタ

設 立 : 2004 年 2 月
代表取締役 : 五石順一
事業内容：
超高精度 AI 自動翻訳「T-4OO」の
開発・運営

取引実績 （一部抜粋、順不同、敬称略）
＜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、パナソニック、
マブチモーター、三菱電機、村田製作所、富士ゼロックス
＜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
＜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
＜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
＜化学・化粧品＞旭化成、旭化成ケミカルズ、エステー、花王、
カネボウ化粧品、クレハ、資生堂、住友化学、住友ベークライト、
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、
ファンケル、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
＜繊維＞オンワード樫山、クラレ、グンゼ、帝人、東洋紡、東レ、
日清紡ホールディングス、三菱レイヨン、ユニチカ、ワコール
＜食品＞アサヒビール、味の素、カゴメ、キユーピー、キリンビール、
サッポロビール、ＪＴ、ダノンジャパン、日清食品、日清製粉グループ、
ハウス食品 、森永乳業、ヤクルト本社、雪印メグミルク
＜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、科研製薬、キッセイ薬品工業、
協和発酵キリン、サノフィ、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、第一三共、大正製薬、
大日本住 友 製 薬 、武田薬品工業、帝人ファーマ、ノボ ノルディスク
ファーマ、久光製薬、ファイザー、ユーシービージャパン、ロート製薬
＜シンクタンク＞野村総合研究所、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング
三菱総合研究所
官公庁・教育機関の取引実績も多数あります

