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SDL Language Cloud
次世代のインテリジェントな 
翻訳ソリューション

主なメリット

• 単一の総合的なソリューションで、 コンテンツ制作者、 プロジェクト
マネージャー、 翻訳者、 レビュアーなど翻訳プロセスにかかわる作
業者全員をつなぎ、 プロセスの分断を排除します。

• 業界をリードするニューラル機械翻訳を有効利用し、 コンテンツに
合わせたトレーニングによって最適な品質が確保されます。

• SDL の言語処理 AI 「Hai」 を使用して、 プロジェクトの構成時
にコンテンツを自動分析することで、 生産性が向上します。   

• 最も注意が必要な箇所に意識を集中させる最新のプロジェクト
管理インターフェイスにより、 プロセスを最適化します。

SDL Language Cloud

誰でも使用できる翻訳方法により 
あらゆるリポジトリのあらゆる 
コンテンツタイプに対応できる 
単一の翻訳ソリューションです。

• より少量のコンテンツを頻繁にハンドオフするプロセスを容易に管理
できるため、 継続的なローカリゼーションが実現します。

• 一元管理されたワークフロー、 レポート、 ステータスモニタリングに
基づき、 的確な判断を下せます。

• あらゆる翻訳ニーズに適応します。
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徹底したコンテンツ管理

あらゆるファイル形式に対応し、 100 を超
えるコンテンツリポジトリに直接統合できるた
め、 手作業でのインポート／エクスポート作
業を省くことができます。

よりスマートなレポートとダッシュボード

強化されたプロジェクト管理ダッシュボードで
人間の意思決定をサポートし、 問題が 

起こる前に警告を表示します。

翻訳者が作業しやすい環境を構築

SDL Trados Studio と完全に互換性が
あるため、 翻訳者は最適な翻訳メモリや用
語集、 希望する作業環境をいつでも利用
できます。

プロジェクトの作成が容易

シンプルなフォーム、 即時見積もり、 
一般的なコンテンツリポジトリへの 

標準設定のコネクタにより、 誰でも簡単に 
コンテンツを多言語化できます。

高度なニューラル機械翻訳（NMT）：

即時翻訳によりあらゆる翻訳量に対応 
します。 オプションのポストエディットで、 
微妙な言語表現を必要とするコンテンツ 

のみに集中することもできます。  

インテリジェントな翻訳管理

SDL の最先端言語処理 AI 「Hai」 がコンテンツを 
分析し、 翻訳メモリ、 用語集、 機械翻訳エンジン

から最適なデータを判断します。  

Language Servicesが組み込み済み

1,300人以上の社内リンギストと世界中
の 17,000人以上の個人翻訳者および
ベンダーリソースにアクセスできるため、 幅広
い文化に対応し、 専門知識を活用でき 
ます。

将来的なコンテンツの課題に向けて構築された
インテリジェントな翻訳ソリューション
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SDL Language Cloudは誰でも使えます。 経験豊富な翻訳者
でも、 忙しいローカリゼーションマネージャーでも、 効率的なメッセージ
配信方法を求めているマーケターでも、 役割ベースのダッシュボードで
一番重要な作業に集中し、 出力を最適化することができます。 プロ
セス全体でセキュリティを確保できるように構築されています。 既存の
コンテンツリポジトリに直接アクセスし、 プロセス全体で最新の言語処
理 AI を利用して納期を短縮することにより、 あらゆる翻訳ニーズを満
たします。

SDL Language Cloudは、 機械インテリジェンスと人間の専門
知識を利用した唯一のエンドツーエンドの翻訳ソリューションです。
形式、 必須言語、 差し迫った納期を気にすることなく、 多数の既存
プロジェクトを管理しながら、 新規プロジェクトの作成、 コンテンツの追
加、 最適な翻訳リソースの選択、 過去の翻訳の活用を容易に行うこ
とができます。 リンギストは強力なレビュー／編集オプションを利用し、
必要な生産性向上ツールと直接統合して作業することができます。

コンテンツをすばやく効率的に、 品質を落とすことなく多言語化しま
す。 コンテンツ制作者とリポジトリを SDL の統合ソリューションに直接
接続してコンテンツを翻訳することで、 世界で最も広く使用されている
翻訳テクノロジーおよびサービスにアクセスでき、コンテンツのローカリゼー
ションが促進されます。

Haiのサポートによりプロセスを効率化します。 SDLの言語処理 AI
「Hai」 は、 品質を損なうことなく翻訳プロセスをスピードアップし、 タイ
トな市場参入スケジュールに対応します。 SDL Language Cloud
は、 すべてのプロジェクトに最適なリソースを自動的に検出し、 必要に
応じて作業を転送することで、 増え続けるプロジェクトの品質や一貫
性をローカリゼーションマネージャーが監視できるようサポートし、 ステー
タスの変更、 作業のエスカレーション、 継続的な出費について注意を
喚起します。

誰でも使用できる翻訳方法により、 あらゆる 
リポジトリのあらゆるコンテンツタイプに対応 
できます。

ローカリゼーションのニーズが増えるにつれ、 これまでコンテンツの翻訳に
使用してきたプロセスとシステムでは、 もはや十分に要求に応えられな
くなっています。 企業は、カスタマージャーニーをサポートするために、コン
テンツサプライチェーンの効率化と自動化にますます力を注いでいます。
しかし、 コンテンツの多言語化にはまだまだ時間がかかります。 世界中
のユーザーに優れた顧客体験を提供することは困難であり、 多くの場
合不可能なことです。

そこで、 より統合され、 自動化された、 総合的なアプローチが必要に
なります。

多すぎるコンテンツ、 
少なすぎる時間
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コンテンツ 
依頼者

コンテンツアナライザー

コンテンツコネクタ

翻訳メモリ

ファイルフィルタ

用語集管理

ワークフローの自動化

機械翻訳

レポート作成ダッシュボード

プロジェクト 
マネージャー

翻訳者 レビュアー

SDL Language Cloudは誰でも使えます。

主要機能
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インテリジェントな翻訳 
ソリューションによるメリット

統合
より短期間でより多くのコンテンツを翻訳。 SDL Language Cloud
に搭載された幅広いコネクタにより、 コンテンツ制作者は自身の環境
内で翻訳を簡単に依頼し、 プロジェクトのステータスを確認することが
できます。 包括的なエンドツーエンドのソリューションで、 翻訳データの
管理、 生産性指標の把握、 各プロジェクトの可視化が容易に実現
します。 その結果、 データ主導の意思決定を通じてローカリゼーション
プロセスを最適化できるようになります。

簡単
プロセスを簡素化。 SDL Language Cloud は手作業を排除し、
最も広く導入されている翻訳テクノロジーおよびサービスにコンテンツ依
頼者、 プロジェクトマネージャー、 翻訳者、 レビュアーをつなげます。
手作業のステップを多用していたワークフローが、 いくつかの簡単なイン
タラクションに軽減されます。 自動化と言語処理 AI を利用することで、
プロセス管理ではなく、 納期を厳守してプロジェクトを完了させるための
業務にじっくり取り組めるようになります。

インテリジェント
より簡単かつスマートに作業。 ニューラル機械翻訳（NMT）により、
大半のコンテンツを即時翻訳し、 貴重な翻訳者の時間を開放して更
新頻度を高めることができます。

優れた互換性
翻訳者にとって使いやすい。 SDL Language Cloudは、 現在市
場で最も人気のある翻訳ツールである SDL Trados Studio と完全
に互換性があり、 顧客は容易に導入することができます。   

拡張性
制限なし？心配はご無用です。 あらゆる翻訳量に対応し、 必要に
応じて何回でも翻訳できます。 SDL Language Cloud では、 大き
いファイル 1つでも、小さなファイルが数千個ある場合でも簡単に翻訳、
管理できます。

高度なセキュリティ
ご安心ください。 当社がサポートします。 SDL のセキュアな翻訳サプ
ライチェーンでは、あらゆる段階を制御する安全なホスト環境内で、デー
タを企業の管轄下で完全に管理することができます。 ドキュメントの作
成、 翻訳から、 レビューサイクルを経てパブリッシングに至るまで、 あら
ゆる段階が SDL のワークフローを通じて安全に調整され、 コンテンツ
ジャーニー全体を追跡することができます。  
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クラウドとセキュリティに 
対応

SDL Language Cloudは、 最初からクラウド
向けに構築された唯一のエンドツーエンドの翻
訳ソリューション。 簡単に導入でき、 常に最新
状態に維持される、 セキュアなマイクロサービス
で構成されています。  

アップグレードに頭を悩ませたり ITの障害を心配したりする必要は
ありません。 SDL Language Cloudは常に最新バージョンで最
新の状態を保つことができます。

SDL Language Cloudは、 ISO/IEC 27001:2005認定を受け
た唯一のインテリジェントな翻訳ソリューションです。 データセキュリティに
関心を持つグローバル企業にとって、 自社の情報を常に保護してくれ
る SDL Language Cloudは、 当然の選択肢となります。 SDLは、 
最高水準のリスクマネジメントと顧客データ保護を提供し、 情報セキュ
リティの本格的な管理に取り組んでいます。
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