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1.ヤラクゼンとは 

ヤラクゼンの仕組み 

ヤラクゼンでは、ユーザーが登録するフレーズと用語をベースに自動翻訳されます。 

そして、その自動翻訳結果を人が編集することで、 

さらにフレーズ集や用語集が登録され、次の自動翻訳に活用されます。 

使えば使うほど学習し、ユーザーに合った翻訳結果が期待できる翻訳編集ソフトです。 

 

 

 

 

 

①スタートページ：翻訳したいファイルをドラッグしてスタート 

 

 

 

翻訳したいファイルをドロップして言語を選択すると、自動翻訳がスタート。 

ヤラクゼンが一文ずつ解析し、最適な翻訳文を生成します。  

 

  

ヤラクゼンは、AI 翻訳から編集・共有、翻訳会社への発注までを

一つにする翻訳プラットフォームです。 

使い方はカンタン！ 

ヤラクゼンには５つのページがあるよ。 
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1.ヤラクゼンとは  

②編集ページ：自動翻訳を編集→そのままの形式でダウンロード 

 

自動翻訳の後、テキストを編集。そして、元レイアウトそのままで翻訳ドキュメントがダウンロードで

きます。編集には「自分で編集」「他ユーザーに共有」「注文」の 3 つの方法があります。 

 

1. 自分で編集する 

   右サイドパネルに出る文例や辞書を参照しながら、自動翻訳結果を編集します。 

2. 誰かに共有し、編集を依頼する 

    外国語が得意な方に翻訳ドキュメントを共有して、編集を行ってもらうことができます。 

3. 外部翻訳者に注文する（有償） 

    注文したい文だけ、実績のある複数の翻訳会社に一括相見積もりして注文できます。 

③ドキュメント一覧ページ：翻訳状況を一目で確認 

 

 

過去の翻訳文は、ドキュメントページで一元管理できます。ドキュメントには３つの種類があります。 

マイドキュメント 

自分が今までに翻訳したドキュメントです。他のユーザーに共有することもできます。 

カンパニードキュメント 

翻訳マネージャーが共有したドキュメントです。 

契約書や IR 資料、メールひな形など、社内テンプレートとして利用できます。 

ヤラクドキュメント 

ヤラクゼンの全ユーザーが利用できるテンプレート集です。一般的なビジネスメールや飲食店のメニュ

ー、議事録のテンプレートが利用できます。 
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1.ヤラクゼンとは 

④フレーズ集ページ：編集した文をフレーズ集に蓄積、そして再利用。 

 

 

編集したテキストはフレーズ集に自動で蓄積され、次回からの自動翻訳に活用されます。 

フレーズには２つの種類があります。 

 

マイフレーズ 

自分が編集した翻訳文です。 

カンパニーフレーズ 

翻訳マネージャーが編集した翻訳文です。全メンバーに共有され、常にマイフレーズより優先適用され

ます。 

⑤用語集ページ：用語の表記ゆれの防止 

 

 

用語集に単語を登録できます。社内用語や業界用語、専門用語を登録して表記ゆれを防ぎます。 

従来のエクセル管理が不要になり、用語検索にかかる時間を節約できます。 

 

マイ用語集 

自分が登録した用語です。 

カンパニー用語集 

翻訳マネージャーが登録した用語です。社内で共有され、常にマイ用語より優先的に適用されます。 
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2.自動翻訳スタート 

 

 

ファイルのアップロード 

テキストを直接入力、またはファイルをそのままアッ

プロードできます。「アップロード」をクリックする

か、ドラッグ＆ドロップでアップロードします。 

ヤラクゼン カンパニープランでは、100,000 字まで

一度に入力、アップロードできます。上限を超える場

合は、ファイルを分割してアップロードしてくださ

い。（自動翻訳の回数は無制限） 

原文、翻訳文の言語の選択 

言語をクリックして、原文の言語と、翻訳したい言語

を選択します。真ん中の矢印をクリックすると両言語

を入れ替えることができます。 

 

自動翻訳エンジンの選択 

Google Translate / Microsoft / DeepL / みんなの自

動翻訳（有償）から選択できます。 

自動翻訳のオン / オフも設定できます。 

 

 

カンパニーカテゴリの選択 

自動翻訳に適用したいカンパニーカテゴリを選択でき

ます。 

 

翻訳スタート 

真ん中の赤いボタンをクリックすると自動翻訳がスタ

ートします。  

さっそくヤラクゼンを使ってみよう！ 

ファイルをドロップして言語や翻訳エンジンを選んでスタート！ 

対応ファイルは以下の通りです。 

.docx/.xlsx/.pptx/.html/.pdf (*)/.csv 

※ PDF はテキスト情報を保持しているファイルに限りま

す。また、ダウンロード時は.docx ファイルとなります。 
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3.３つの編集表示モード 

 

 

 

原文ビュー 

 

自動翻訳が終わると、編集ページが開きます。 

上部のタブをクリックすることでビューモードを変え

られます。 

一番左が原文ビューです。入力、アップロードした原

文を見ることができます。 

また、原文を変更し、「翻訳する」をクリックするこ

とで自動翻訳を更新することもできます。 

 

並列ビュー 

 

入力した原文と自動翻訳された訳文が、文単位で対と

なってセグメントごとに表示されます。基本的に「並

列ビュー」モードで原文、訳文の修正を行います。 

基本的には句点と改行、改ページでセグメント分けさ

れます。 

Excel ファイルの場合はセルごとに分けられます。  

 

プレビュー 

 

翻訳された文を、アップロードしたファイルの元のフ

ォーマットに近い形で確認することができるビューモ

ードです。このビューモードでも、原文と訳文を編集

することができます。  

次は、翻訳編集に入るよ。編集ページには「原文ビュー」「並列ビュー」「プ

レビュー」の３つモードがあります。 
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4.４つの自動翻訳ステータス 

 

 

 

 

 

４つの色分け 

ヤラクゼンでは、入力されたフレーズとの一致率に応じてセグメントを

色分け（緑・青・黄・赤）して表示します。エディタ画面上部のパーセ

ンテージ表示をクリックすることで確認できます。 

 

 

緑色（マイフレーズとの完全一致） 

原文がマイフレーズと完全に（句読点やカッコ、大文

字小文字などもすべて）一致する場合、緑色になりま

す。翻訳結果には、マイフレーズに保存されたフレー

ズがそのまま表示されます。 

 

青色（カンパニーフレーズとの完全一致） 

原文がカンパニーフレーズと完全に一致する場合、青

色になります。 

翻訳結果には、カンパニーフレーズに保存されたフレ

ーズがそのまま表示されます。 

 

黄色（部分一致） 

フレーズが 50%以上 100％未満で一致する場合、黄色

になります。訳文セグメントには自動翻訳の結果が表

示されます。部分一致したフレーズは、右サイドパネ

ルに表示されます。 

 

赤色（一致なし） 

原文とフレーズの一致が 50％未満の場合、赤色になり

ます。訳文セグメントには、自動翻訳の結果が表示さ

れます。 

      訳文セグメントには、選択した自動翻訳がそのまま出ることもあれ

ば、保存したフレーズから機械学習した「パーソナライズ翻訳」が 

出ることもあります。  

次は、翻訳編集に入るよ。 

編集ページには「原文ビュー」「並列ビュー」「プレビュー」の３つモードがあります。 
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5.自動翻訳の編集方法① - 自分で編集 

原文・翻訳文を編集する 

セグメントごとにフレーズを編集して保存していきます。編集したい文をクリック

すると、その文に合わせて、フレーズや単語が右サイドパネルに表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   翻訳マネージャーがカンパニーフレーズではなくマイフレーズのみに保存したい場合は、 

             「ドキュメント公開」アイコンからすべてのカンパニーカテゴリのチェックを外してください。 

   

原文を保存する（更新） 

原文を編集した場合は、必ず更新ボタンを押してくださ

い。更新しない限り、原文は保存されません。 

ハイライト検索 

検索したい単語をハイライトすると、直接 Google や

Wikipedia に飛べます。 

ブックマーク 

クリック（黄色）すると、重要なドキュメントに

目印をつけたり、フィルターしたりできます。 

タイトル 

ドキュメントのタイトルを修正できます。 

セグメント番号 

セグメント番号を表示・非表示することができます。 ドキュメント公開（翻訳マネージャーのみ） 

カンパニードキュメントとして登録したい時に使います。 

翻訳文を保存する 

翻訳文を編集後「保存する」ボタンを押すことで、原

文と翻訳文の対（フレーズ）がフレーズ集に自動で登

録されます。 

ダウンロード 

原文、翻訳文、対訳をそれぞれダウンロードできます。 
分割：カーソルが置かれている位置で原文が分割されます。 

統合：選択している原文とその下の原文が統合されます。 

翻訳文の編集を「より早く」「より良く」「より楽しく」。 

ヤラクゼンには様々な翻訳サポート機能が搭載されているよ！ 
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5.自動翻訳の編集方法① - 自分で編集 

 

 

 

 

右サイドパネル 

編集するセグメントをクリックすると、右のサイドパネルに様々な参考データが一覧表示されます。 

  

翻訳編集に便利な様々なデータを一覧表示！ 

用語の追加 

編集ページからも用語を追加登録することができます。 

検索エンジン 

ヤラクゼンに搭載されている辞書の検索や、用語・

フレーズの検索ができます。 

翻訳文の提案 

フレーズ集の中に登録されているフレーズと完全一致/部

分一致したフレーズや、自動翻訳結果が参照できます。 

原文の提案 

入力された原文に基づき、自動翻訳しやすいようにパ

ラフレーズされた原文とその翻訳文を表示します。 

用語との一致 

その他、用語と一致する場合には、登録済みの用語が参照できます。 

辞書との一致 

関連する単語の辞書の定義と例文が参照できます。 

文の置換 

「←」をクリックすると、翻訳文をまるごと置換できます。 

コメント追加 

「コメント」をクリックして、セグメントにコメントを追加できます。共有時や編集中の目印などに使えます。  

改訂履歴 

過去に修正した履歴が参照できます。 
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6.自動翻訳の編集方法② - ドキュメント共有 

 

 

【ユーザー側】 

「共有」をクリックする 

「ダウンロード」右の「共有」ボタンからはじめます。  

 

 

共有したい相手を選択 

共有したい相手のメールアドレスを入力し、依頼内容

をコメント欄に記入して完了ボタンを押すと、相手に

メールが届きます。 

※アカウントを持っていない人に共有した場合は、受け取った人がヤ

ラクゼン無料アカウントを作成することで共有ドキュメントを開くこ

とができます。 

共有ドキュメントは、共有したユーザーと共有されたユーザー両方の

マイドキュメントに保存されます。 

【共有される側】 

共有の通知を受ける 

共有を受けると、メールアドレスに通知メールが届き

ます。通知メールの中には、共有したユーザー名、記

入されたコメントに加え、共有されたドキュメントの

リンクが含まれています。リンクをクリックすること

で、編集ページにアクセスできます。 

 

共有ドキュメントを確認する 

共有されたドキュメントはマイドキュメントに保存さ

れます。タイトル横に共有アイコンが表示されます。 

 

共有されたドキュメントを編集する 

共有されたドキュメントを必要に応じて編集していき

ます。  

ヤラクゼンユーザーは、誰にでもドキュメントを共有することができます。翻

訳やダブルチェックを依頼したり、複数の人と共同で翻訳に取り組んだりする

ことで、作業効率を大幅に上げられます。 
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7.自動翻訳の編集方法③ - 外部翻訳者に注文（有償） 

 

 

 

 

 

1. 相見積もりをする場合 

見積もりを依頼したいドキュメントを開いて、 

「お見積り」ボタンを押します。 

カテゴリ・ドキュメント種別を選択します。 

予算と期限が決まっている場合は入力します。 

注文頻度やその他の要望をコメント欄に入力します。 

依頼したい翻訳会社（複数可）を選択して「お見積り」

ボタンをクリックするとお見積り依頼完了です。 

お見積り期間は、当日～2 日以内です。 

各翻訳会社の詳細は、翻訳会社（右）の矢印アイコン

から確認できます。 

※現在、お見積り後はメールでやり取りをさせていただいていますが、

今後は見積もり～発注、翻訳完了まで全て自動化される予定です。 

2. 即時注文をする場合 

即時注文を依頼したいドキュメントを開いて、 

「注文する」ボタンをクリックします。 

カテゴリ・ドキュメント種別や翻訳を依頼する翻訳会

社を選択します。 

翻訳を依頼する文の種類（マイフレーズとの完全一致、

カンパニーフレーズとの完全一致、部分一致、一致な

し）を選択すると金額が表示されます。 

コメントを記入し、「依頼内容を確認する」に進んで

ください。クレジットカードまたは PayPal 情報を登

録し、「注文する」ボタンをクリックすると即時注文

完了です。 

※一度依頼をした翻訳については、キャンセルをすることができませ

ん。ご了承ください。 

      翻訳会社は、登録されているフレーズと用語を反映させて翻訳します。 翻訳完了後、カンパニーフレーズに戻されるため、カンパニ

ーアカウント内、また次回の発注時に再利用できます。  

定期的に翻訳が必要なドキュメントは、実績のある複数の翻訳会社に 

相見積もりして、最適な会社に発注できます。または、スピードを重視する場合

は事前に決められた単価で即時注文をすることも可能です。 
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8.ドキュメント一覧ページ 

 

マイドキュメント 

あなたの翻訳ドキュメントです。自動翻訳を実行す

ると自動で作成されます。 

左メニュー「ドキュメント」をクリックすると表示

されます。 

「すべて削除する」ボタン（左上）をから、登録し

たドキュメントをすべて一括削除できます。 

一度削除したドキュメントは、３０日間はゴミ箱

（右上）に保存されます。 

カンパニードキュメント 

翻訳マネージャーが編集したドキュメント集です。

契約書や IR 資料、メールひな形など、社内テンプレ

ートとして利用できます。 

左メニュー「ドキュメント」→「カンパニードキュ

メント」タブをクリックするとカンパニードキュメ

ント一覧が表示されます。 

利用したいドキュメントを開いて、「ドキュメント

を使用する」をクリックすると、マイドキュメント

にダウンロードされ、利用が可能になります。 

ヤラクドキュメント 

ヤラクゼンの全ユーザーが利用できるテンプレート

集です。一般的なビジネスメールや飲食店のメニュ

ー、議事録のテンプレートが利用できます。 

左メニュー「ドキュメント」の「ヤラクドキュメン

ト」タブをクリックすると表示されます。 

カンパニードキュメントと同様の方法でダウンロー

ドできます。  

翻訳したドキュメントは自動で保存され、ドキュメント一覧ページで確認できるよ。 
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9.マイフレーズ・マイ単語 

 

マイフレーズの参照 

マイフレーズは、左メニューの「フレーズ集」から確認しま

す。他ユーザーが登録したマイフレーズを確認することはで

きません。フレーズは自動翻訳の際に利用されます。100%

完全一致したフレーズはそのまま利用され、50%以上部分一

致したフレーズは編集ページの右サイドパネルで参照できま

す。 

マイフレーズのインポート 

「マイフレーズ」タブの右上のアイコンから、マイフレーズ

を一括登録することが可能です。（サポートしているファイ

ル形式：TMX 及び CSV） 

言語を選択し、「ファイルの追加」ボタンより、ファイルを

インポートします。「サポート形式]」からファイルのサン

プルフォーマットを参照できます。言語コードは、「サポー

ト言語」で確認できます。 

マイ用語集の参照・登録 

左メニュー内の「用語集」からマイ用語集の一覧を確認する

ことができます。任意の言語ペアで用語の登録が可能です。 

左上の「表示する言語」をクリックし、言語を追加すること

ができます。また、一括登録も可能です。 

（サポートしているファイル形式：TBX 及び CSV） 

 

用語はフレーズと違い、文脈等は一切考慮せず強制的に原文を置換します。 

マイ用語集は、自分のアカウントで行う自動翻訳のみに影響を与えます。 

用語のエクスポート 

「インポート・エクスポート」アイコンをクリックして、

「用語集のエクスポート」タブをクリックすると用語のク

スポートができます。  

編集・保存した文は、「マイフレーズ」として自動登録されます。 

そして、次回の自動翻訳より活用されます！ 
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10.設定ページ 

 

必要に応じて、各設定を変更できます。 

マイアカウント 

設定 

お名前 お名前、メールアドレスを修正する場合、最後に 

「更新」ボタンを押して変更します。 
メールアドレス 

パスワード 「変更」ボタンでパスワードを変更します。 

言語 言語は、英語、日本語、中国語から選べます。 

文字サイズ デフォルトでは、標準サイズに設定されています。 

チュートリアルを 

有効にする 

一番初めに自動翻訳を実行した後に出てくるチュート

リアルのポップアップを再度有効にしたい場合はチェ

ックを入れてください。 

ドキュメントコメント 

通知メールを受信する 

共有ドキュメントにコメントが追記されたことのメー

ル通知がほしい場合は、チェックを入れてください。 

最終ログイン日 あなたが最後にログインした日 

アカウント登録日 あなたがアカウント作成した日 

アカウント – 無効化する アカウントを無効にします。自身で再度有効に戻すこ

とができませんので、ご注意ください。 

最新情報を受け取る チェックをいれておくと定期的なアップデート情報や 

ウェビナーのお知らせがメールで届きます。 

マイアカウント 

プラン 

現在ご利用中のプランを確認できます。カンパニー管理者の場合は、カンパニー

下「プラン」をクリックすると、現行の契約情報が確認できます。 

自動翻訳 

設定 

自動翻訳の使用有無を選択できます。 

自動翻訳を使用せずに編集ページで一から翻訳したい場合は、「自動翻訳を使用

する」にチェックを外します。（スタートページの歯車アイコンからも使用有無

の選択ができます。） 

また、自動翻訳時に適用するカテゴリの優先順位を設定できます。優先度の高い

ものより順にドラッグしてください。 
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11.困ったら 

 

 

 

 

 

ヘルプ 

ヤラクゼン各ページの右上にヘルプがあります。 

各機能について調べたいときはご参照ください。 

 

 

FAQ 

ヤラクゼンウェブサイトの FAQ では、よくあるお問

い合わせを参照できます。 

https://www.yarakuzen.com/faq 

 

 

 

お問い合わせページ 

ヤラクゼンの左メニューの一番下にあるお問い合わせ

アイコンから、八楽アカウントサポートまでお問い合

わせできます。 

 

 

 

その他 

直接問い合わせしたい場合、下記アドレスまでご連絡

ください。 

support@yaraku.com 

 

 

困った… ら、まずはヘルプと FAQ を確認！ 

 

 


