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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テキストデータとイメージデータとが分離されて保存された原本コンテンツデータをデ
ータベースに登録するコンテンツ登録部と、
　前記原本コンテンツデータに含まれた前記テキストデータ及び前記イメージデータ、ま
たは前記原本コンテンツデータに翻訳文が追加された翻訳コンテンツデータに含まれた前
記テキストデータ及び前記イメージデータとをそれぞれ選択するデータ選択部と、
　前記テキストデータ及び前記イメージデータを表示するコンテンツデータ・ディスプレ
イ部、及び前記テキストデータに係わる翻訳文を入力することができるテキストデータ編
集部を含む翻訳文エディタをユーザ端末機に提供する翻訳文エディタ提供部と、
　１以上のユーザ端末機から、前記翻訳文エディタを介して入力された第２言語テキスト
を受信し、前記テキストデータ、前記イメージデータ、及び前記受信された前記第２言語
テキストを翻訳コンテンツデータとして保存するコンテンツ保存部と、を含み、
　前記原本コンテンツデータには、前記テキストデータが前記イメージデータとは異なる
レイヤに区分されて保存され、
　前記コンテンツデータ・ディスプレイ部と前記テキストデータ編集部とは、それぞれが
前記ユーザ端末機の画面の異なる領域に表示されているコンテンツ参加翻訳装置。
【請求項２】
　前記テキストデータは、１以上の単位テキストを含み、
　前記テキストデータが保存されたレイヤに、前記イメージデータ上で前記単位テキスト
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が配置される位置の位置情報が保存されることを特徴とする請求項１に記載のコンテンツ
参加翻訳装置。
【請求項３】
　前記原本コンテンツデータ内に含まれたテキストデータは、第１言語テキストのみを含
むことを特徴とする請求項１または２に記載のコンテンツ参加翻訳装置。
【請求項４】
　前記コンテンツ保存部は、前記イメージデータと、前記第１言語テキストと、１以上の
前記ユーザ端末機から受信した１以上の前記第２言語テキストと、を翻訳コンテンツデー
タとして保存することを特徴とする請求項３に記載のコンテンツ参加翻訳装置。
【請求項５】
　前記テキストデータは、１以上の単位テキストを含み、
　前記翻訳文エディタは、前記単位テキスト別に翻訳文を入力させることを特徴とする請
求項１ないし４のうちいずれか１項に記載のコンテンツ参加翻訳装置。
【請求項６】
　前記コンテンツ保存部は、前記各単位テキストをそれぞれ別途のレイヤに区分して保存
することを特徴とする請求項５に記載のコンテンツ参加翻訳装置。
【請求項７】
　翻訳チームの生成及び削除、前記翻訳チームのメンバーの加入及び脱退を管理するチー
ム管理部をさらに含み、
　前記チーム管理部は、特定コンテンツの翻訳に参加することができる権限を、設定され
た前記翻訳チームの前記メンバーにだけ付与することを特徴とする請求項１ないし６のう
ちいずれか１項に記載のコンテンツ参加翻訳装置。
【請求項８】
　前記ユーザ端末機を使用するユーザの翻訳文章数、参加翻訳サイト訪問数、他のユーザ
の翻訳文閲覧回数、前記ユーザのフォロワ数のうち１以上の情報から、前記ユーザの等級
を評価する翻訳評価部をさらに含むことを特徴とする請求項１ないし７のうちいずれか１
項に記載のコンテンツ参加翻訳装置。
【請求項９】
　コンテンツ参加翻訳装置のコンテンツ登録部によって、前記コンテンツ参加翻訳装置に
テキストデータとイメージデータとが分離されて保存された原本コンテンツデータを登録
し、
　前記コンテンツ参加翻訳装置のデータ選択部によって、前記原本コンテンツデータに含
まれた前記テキストデータ及び前記イメージデータ、または前記原本コンテンツデータに
翻訳文が追加された翻訳コンテンツデータに含まれた前記テキストデータ及び前記イメー
ジデータをそれぞれ選択し、
　前記コンテンツ参加翻訳装置の翻訳文エディタ提供部によって、前記テキストデータ及
び前記イメージデータを表示し、前記テキストデータに係わる翻訳文を入力することがで
きる翻訳文エディタをユーザ端末機に提供し、
　前記コンテンツ参加翻訳装置のコンテンツ保存部によって、１以上のユーザ端末機から
、前記翻訳文エディタを介して入力された第２言語テキストを受信し、前記テキストデー
タ、前記イメージデータ、及び前記受信された前記第２言語テキストを翻訳コンテンツデ
ータとして保存する段階と、を含み、
　前記原本コンテンツデータには、前記テキストデータが前記イメージデータとは異なる
レイヤに区分されて保存され、
　前記ユーザ端末機の画面において、前記翻訳文エディタ提供部によって前記テキストデ
ータ及び前記イメージデータがともに表示される領域は、前記翻訳文を入力することがで
きる領域とは異なる領域に表示されるコンテンツ参加翻訳方法。
【請求項１０】
　前記テキストデータは、１以上の単位テキストを含み、
　前記テキストデータが保存されたレイヤに、前記イメージデータ上で前記単位テキスト
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が配置される位置の位置情報が保存されることを特徴とする請求項９に記載のコンテンツ
参加翻訳方法。
【請求項１１】
　前記原本コンテンツデータ内に含まれたテキストデータは、第１言語テキストのみを含
むことを特徴とする請求項９または１０に記載のコンテンツ参加翻訳方法。
【請求項１２】
　前記翻訳コンテンツデータとして保存することは、
　前記イメージデータと、前記第１言語テキストと、１以上の前記ユーザ端末機から受信
した１以上の前記第２言語テキストと、を翻訳コンテンツデータとして保存することを特
徴とする請求項１１に記載のコンテンツ参加翻訳方法。
【請求項１３】
　前記テキストデータは、１以上の単位テキストを含み、
　前記翻訳文エディタは、前記単位テキスト別に翻訳文を入力させることを特徴とする請
求項９ないし１２のうちいずれか１項に記載のコンテンツ参加翻訳方法。
【請求項１４】
　前記翻訳コンテンツデータとして保存することは、
　前記各単位テキストをそれぞれ別途のレイヤに区分して保存することを特徴とする請求
項１３に記載のコンテンツ参加翻訳方法。
【請求項１５】
　前記コンテンツ参加翻訳装置のチーム管理部によって、翻訳チームの生成及び削除、前
記翻訳チームのメンバーの加入及び脱退を管理することをさらに含み、
　前記チーム管理部は、特定コンテンツの翻訳に参加することができる権限を、設定され
た前記翻訳チームの前記メンバーにのみ付与することを特徴とする請求項９ないし１４の
うちいずれか１項に記載のコンテンツ参加翻訳方法。
【請求項１６】
　前記コンテンツ参加翻訳装置の翻訳評価部によって、前記ユーザ端末機を使用するユー
ザの翻訳文章数、参加翻訳サイト訪問数、他のユーザの翻訳文閲覧回数、前記ユーザのフ
ォロワ数のうち１以上の情報から、前記ユーザの等級を評価する段階をさらに含むことを
特徴とする請求項９ないし１５のうちいずれか１項に記載のコンテンツ参加翻訳方法。
【請求項１７】
　請求項９ないし１６のうちいずれか１項に記載の方法をコンピュータに実行させるため
のプログラム。

                                                                                
      
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツ参加翻訳装置、及びそれを利用したコンテンツ参加翻訳方法に係
り、さらに詳細には、ある１つの言語で提供される漫画などのコンテンツに対して、複数
のユーザをして、各テキストに係わる他言語への翻訳文を自ら編集可能にさせ、ユーザ参
加によって、コンテンツに対する多国語への翻訳を行うことができるコンテンツ参加翻訳
装置、及びそれを利用したコンテンツ参加翻訳方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　漫画は、洒落、諧謔、諷刺などを介して、対象の性格を誇張したり省略したりして、人
生や社会を諷刺、批判する描写であり、その内容によって、純情、武侠、アクション、コ
ミック、スポーツ、ＳＦ（ｓｃｉｅｎｃｅ　ｆｉｃｔｉｏｎ）など多様に区分される。漫
画は、絵（イメージ）及び文章（テキスト）という視覚的体系を使用し、人々の複雑な態
度を示すことにより、単に文章だけからなる一般書籍に比べ、読者の関心を引くのにさら



(4) JP 6259804 B2 2018.1.10

10

20

30

40

50

に効果的である。
【０００３】
　一方、最近、通信技術が発展するにつれ、漫画は、伝統的な漫画本から脱し、インター
ネットなどを介してサービスされているが、インターネットなどで提供される漫画は、漫
画に含まれた文章を、多様な国家の言語に翻訳し、独自の言語圏に合わせて提供されたり
する。
【０００４】
　上記のようなインターネットなどで提供されている漫画は、絵及び文章がいずれもイメ
ージとして保存されているために、翻訳漫画を制作するためには、イメージ編集プログラ
ムを利用して漫画にある文章を消去し、代わりに翻訳した文章を入力し、絵と共に漫画イ
メージに変換しなければならない。
【０００５】
　前述の背景技術は、発明者が見た発明の導出のために保有していたり、本発明の導出過
程で習得したりした技術情報であり、必ずしも本発明の出願前に一般公衆に公開された公
知技術とすることはできない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の実施形態は、ある１つの言語で提供される漫画に対して、複数のユーザが各テ
キストから各テキストに関連する他言語への翻訳文を自ら編集可能であり、ユーザ参加に
よって、漫画に対する多国語への翻訳を行うことができるコンテンツ参加翻訳装置、及び
それを利用したコンテンツ参加翻訳方法を提供する。
【０００７】
　本発明の実施形態は、多数のユーザが翻訳に参加するように督励し、さらに普遍性ある
良質の翻訳文を提供することができるコンテンツ参加翻訳装置、及びそれを利用したコン
テンツ参加翻訳方法を提供することができる。
【０００８】
　本発明の実施形態は、翻訳文エディタ上で、ユーザが第２言語テキストを入力する場合
、入力された第２言語テキストがリアルタイムで反映される。漫画データディスプレイ部
に表示されるようにすることにより、ユーザが自分で入力した翻訳文が、イメージデータ
上でどのように反映されて表示されるか、ということをリアルタイムで確認することがで
きる。従って、イメージに最も適する翻訳文を入力することができるコンテンツ参加翻訳
装置、及びそれを利用したコンテンツ参加翻訳方法を提供することができる。
【０００９】
　本発明の実施形態は、翻訳に参加したユーザに対して、多様な方法による評価を可能に
する。その評価結果に基づいて優秀翻訳者に所定の補償を支給することにより、ユーザに
対して、さらに積極的に自発的に翻訳に参加させることができる。このような翻訳システ
ムを介して、翻訳自体の品質を向上させ、専門翻訳家を養成することができるコンテンツ
参加翻訳装置、及びそれを利用したコンテンツ参加翻訳方法を提供することができる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一実施形態は、テキストデータとイメージデータとが分離されて保存された原
本コンテンツデータをデータベースに登録するコンテンツ登録部と、前記原本コンテンツ
データに含まれた前記テキストデータ及び前記イメージデータ、または前記原本コンテン
ツデータに翻訳文が追加された翻訳コンテンツデータに含まれた前記テキストデータ及び
前記イメージデータとをそれぞれ選択するデータ選択部と、前記テキストデータ及び前記
イメージデータを表示するコンテンツデータ・ディスプレイ部、及び前記テキストデータ
に係わる翻訳文を入力することができるテキストデータ編集部を含む翻訳文エディタをユ
ーザ端末機に提供する翻訳文エディタ提供部と、及び１以上のユーザ端末機から、前記翻
訳文エディタを介して入力された第２言語テキストを受信し、前記テキストデータ、前記
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イメージデータ、及び前記受信された前記第２言語テキストを翻訳コンテンツデータとし
て保存するコンテンツ保存部と、を含むコンテンツ参加翻訳装置を開示する。
【００１１】
　本発明の他の一実施形態は、コンテンツ登録部によって、コンテンツ参加翻訳装置に原
本コンテンツデータを登録し、データ選択部によって、前記原本コンテンツデータに含ま
れた前記テキストデータ及び前記イメージデータ、または前記原本コンテンツデータに翻
訳文が追加された翻訳コンテンツデータに含まれた前記テキストデータ及び前記イメージ
データをそれぞれ選択し、翻訳文エディタ提供部によって、前記テキストデータ及び前記
イメージデータを表示し、前記テキストデータに係わる翻訳文を入力することができる翻
訳文エディタをユーザ端末機に提供し、コンテンツ保存部によって、１以上のユーザ端末
機から、前記翻訳文エディタを介して入力された第２言語テキストを受信し、前記テキス
トデータ、前記イメージデータ、及び前記受信された前記第２言語テキストを翻訳コンテ
ンツデータとして保存する段階と、を含むコンテンツ参加翻訳方法を開示する。
【００１２】
　本発明の他の一実施形態は、コンピュータを利用し、前記方法を実行させるために媒体
に保存されたコンピュータプログラムを開示する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によって、ある１つの言語で提供される漫画について、複数のユーザが各テキス
トから各テキストに関連する他言語への翻訳文を自ら編集可能になり、ユーザ参加によっ
て、漫画に対する多国語への翻訳を行うことが可能である。
【００１４】
　また、多数のユーザが翻訳に参加するように督励し、さらに普遍性ある良質の翻訳文を
提供することができる。
【００１５】
　また、ユーザが翻訳文エディタ上で第２言語テキストを入力する場合、入力された第２
言語テキストがリアルタイムで反映され、漫画データディスプレイ部に表示されることに
より、ユーザは、自分で入力した翻訳文がイメージデータ上でどのように反映されて表示
されるかということをリアルタイムで確認することができ、従って、イメージに最も適す
る翻訳文を入力することが可能である。
【００１６】
　また、翻訳に参加したユーザに対して多様な方法による評価を可能にし、その評価結果
に基づいて優秀翻訳者に所定の補償を支給することにより、ユーザに対して、さらに積極
的に自発的に翻訳に参加させ、このような翻訳システムを介して翻訳自体の品質を向上さ
せ、専門翻訳家を養成することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態によるコンテンツ参加翻訳システムの構成を示した図面であ
る。
【図２】図１のコンテンツ参加翻訳装置の内部構成を示したブロック図である。
【図３】図１のユーザ端末機の内部構成を示したブロック図である。
【図４】ユーザ端末機上に、漫画リストが表示されている画面である。
【図５Ａ】ユーザ端末機上に、翻訳文エディタが表示されている画面である。
【図５Ｂ】ユーザ端末機上に、翻訳文エディタが表示されている画面である。
【図５Ｃ】ユーザ端末機上に、翻訳文エディタが表示されている画面である。
【図６Ａ】ユーザ端末機上に、翻訳文エディタがスクロールされている様子を示す画面で
ある。
【図６Ｂ】ユーザ端末機上に、翻訳文エディタがスクロールされている様子を示す画面で
ある。
【図７】ユーザ端末機上に、翻訳掲示板が表示されている画面である。



(6) JP 6259804 B2 2018.1.10

10

20

30

40

50

【図８】ユーザ端末機上に、翻訳リストが表示されている画面である。
【図９】ユーザ端末機上に、翻訳者リストが表示されている画面である。
【図１０】ユーザ端末機上に、翻訳者プロフィールが表示されている画面である。
【図１１】ユーザ端末機上に、本人プロフィールが表示されている画面である。
【図１２】ユーザ端末機上に、翻訳者活動内訳が表示されている画面である。
【図１３】ユーザ端末機上に、チームバージョンの翻訳文エディタが表示されている画面
である。
【図１４】ユーザ端末機上に、翻訳評価画面が表示されている画面である。
【図１５】本発明の一実施形態による漫画参加翻訳方法の流れを示した図面である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明は、多様な変更を加えることができ、さまざまな実施形態を有することができる
が、特定の実施形態を図面に例示し、詳細な説明によって詳細に説明する。本発明の効果
、特徴、及びそれらを達成する方法は、図面と共に詳細に説明する実施形態を参照すれば
、明確になるであろう。しかし、本発明は、以下で開示される実施形態に限定されるもの
ではなく、多様な形態で具現されるものである。以下の実施形態において、第１、第２の
ような用語は、限定的な意味ではなく、１つの構成要素を他の構成要素と区別する目的に
使用されている。また、単数の表現は、文脈上明白に異なる意味で使用しない限り、複数
の表現を含む。また、「含んで」あるいは「有する」というような用語は、明細書上に記
載された特徴または構成要素が存在するということを意味するものであり、１以上の他の
特徴または構成要素が付加される可能性をあらかじめ排除するものではない。また、図面
では、説明の便宜のために、構成要素の大きさが誇張されていたり縮小されていたりする
場合がある。例えば、図面に示された各構成の大きさ及び厚みは、説明の便宜のために任
意に示されており、本発明は、必ずしも図示されたところに限定されるものではない。
【００１９】
　以下、添付された図面を参照し、本発明の実施形態について詳細に説明するが、図面を
参照して説明するとき、同一であるか、あるいは対応する構成要素は、同一図面符号を付
し、それに係わる重複説明は省略する。
【００２０】
　図１は、本発明の一実施形態によるコンテンツ参加翻訳システムの構成を示した図面で
ある。
【００２１】
　図１を参照すれば、本発明の一実施形態によるコンテンツ参加翻訳システム１は、コン
テンツ参加翻訳装置１００及びユーザ端末機２００を含む。また、複数個のユーザ端末機
２００と、コンテンツ参加翻訳装置１００とを相互接続する通信網４００を含む。
【００２２】
　本発明の一実施形態によるコンテンツ参加翻訳装置１００は、ユーザ端末機２００への
漫画参加翻訳手段の提供において、ある１つの言語で提供される漫画について、複数のユ
ーザが各テキストから各テキストに関連する他言語への翻訳文を自ら編集可能であり、ユ
ーザ参加によって、漫画に対する多国語への翻訳を行うようにすることを一特徴とする。
【００２３】
　ここで、本発明のコンテンツ参加翻訳装置１００は、ポータル（ｐｏｒｔａｌ）サービ
スを提供するサーバでもある。図１には、１つのコンテンツ参加翻訳装置を表示している
が、接続量あるいはデータ量によって、複数個の装置が存在することができるということ
は言うまでもない。
【００２４】
　コンテンツ参加翻訳装置１００は、ユーザ端末機２００に漫画参加翻訳手段を提供する
以外にも、一般的な検索サービス、及びその他ユーザの便宜を増進させる多様なサービス
を提供することもできる。すなわち、本発明のコンテンツ参加翻訳装置１００は、検索、
電子メール、ブログ、ソーシャルネットワークサービス（Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
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　Ｓｅｒｖｉｃｅ；ＳＮＳ）、ニュース、ショッピング情報提供のような多様なサービス
を提供することができる。
【００２５】
　または、コンテンツ参加翻訳装置１００は、検索、電子メール、ニュース、ショッピン
グのようなポータルサービスを提供するサーバに接続され、ポータルサービスに情報提供
を要請するユーザ端末機２００に、ポータルサービスが提供する漫画参加翻訳手段を提供
するサーバでもある。ここで、コンテンツ参加翻訳装置１００と、ポータルサービス提供
サーバ（図示せず）は、物理的に分離された個別のサーバでもあり、概念的に分離された
同一サーバであってもよい。
【００２６】
　複数個のユーザ端末機２００は、有無線通信環境でウェブサービスを利用することがで
きる通信端末機を意味する。ここで、ユーザ端末機２００は、ユーザのパソコン２０１で
あってもよく、またはユーザの携帯用端末機２０２であってもよい。図１では、携帯用端
末機２０２がスマートフォン（ｓｍａｒｔ　ｐｈｏｎｅ）として図示されているが、本発
明の思想は、それに制限されるものではなく、前述のように、ウェブブラウジングが可能
なアプリケーションを搭載した端末を用いることができる。
【００２７】
　それについてさらに詳細に説明すれば、ユーザ端末機２００は、コンピュータ（例えば
、デスクトップ、ラップトップ、タブレットなど）、メディアコンピュータプラットホー
ム（例えば、ケーブル、衛星セットトップボックス、デジタルビデオレコーダ）、ハンド
ヘルドコンピュータデバイス（例えば、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａ
ｓｓｉｓｔａｎｔ）、電子メールクライアントなど）、携帯電話の任意の形態、あるいは
他種のコンピュータ、またはコミュニケーションプラットホームの任意の形態を含んでも
よいが、本発明は、それらに限定されるものではない。
【００２８】
　一方、通信網４００は、複数個のユーザ端末機２００と、コンテンツ参加翻訳装置１０
０とを接続する役割を有する。すなわち、通信網４００は、ユーザ端末機２００がコンテ
ンツ参加翻訳装置１００に接続した後、データを送受信することができるように接続経路
を提供する通信網を意味する。通信網４００は、例えばＬＡＮｓ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ
　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ）、ＷＡＮｓ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ）、ＭＡＮｓ
（Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ）、ＩＳＤＮｓ（Ｉｎｔｅｇ
ｒａｔｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ）などの有線ネットワ
ークや、無線ＬＡＮｓ、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａ
ｃｃｅｓｓ）、ブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））、衛星通信などの無
線ネットワークを用いることができるが、本発明の範囲は、それらに限定されるものでは
ない。
【００２９】
　図２は、図１のコンテンツ参加翻訳装置の内部構成を示したブロック図である。
【００３０】
　図２を参照すれば、本発明の一実施形態によるコンテンツ参加翻訳システム１のコンテ
ンツ参加翻訳装置１００は、インターフェース部１１０、コンテンツ登録部１２０、デー
タ選択部１３０、翻訳文エディタ提供部１４０、コンテンツ保存部１５０及びデータベー
ス（ＤＢ）１９０を含む。また、コンテンツ参加翻訳装置１００は、チーム管理部１６０
、翻訳評価部１７０、リスト提供部１８０などをさらに含んでもよい。
【００３１】
　詳細には、インターフェース部１１０は、通信網４００と連動し、コンテンツ参加翻訳
装置１００とユーザ端末機２００との間の信号の送受信を、パケットデータ形態で提供す
るのに必要な通信インターフェースを提供する。さらに、インターフェース部１１０は、
ユーザ端末機２００からウェブページ提供要請を受信する役割を有することができる。こ
こで、ユーザ端末機２００から受信されるウェブページ提供要請は、例えば、ポータルサ
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イトのメインページまたはある特定ページに対する提供要請であってもよい。又は、漫画
リストページに対する提供要請であってもよい。又は、翻訳文エディタに対する提供要請
でもあってもよく、全ての類型のウェブページに対する提供要請を含んでもよい。
【００３２】
　コンテンツ登録部１２０は、コンテンツ参加翻訳装置１００のデータベース１９０に、
翻訳対象である原本漫画データを登録する役割を有する。このとき、コンテンツ登録部１
２０は、コンテンツ参加翻訳装置１００に具備された入出力部（図示せず）を介して、直
接原本漫画データを入力し、それをデータベース１９０に登録することもできる。または
通信網４００を介して、外部（例えば、漫画作家の端末機）から原本漫画データを受信し
、それをデータベース１９０に登録することもできる。このとき、登録される原本漫画デ
ータ内には、テキストデータとイメージデータとが互いに区分されて保存される。また、
該原本漫画データ内に含まれたテキストデータは、第１言語テキストのみを含むことが一
般的である。
【００３３】
　データ選択部１３０は、登録された原本漫画データに含まれたテキストデータ及びイメ
ージデータ、または翻訳文が追加された翻訳漫画データに含まれたテキストデータ及びイ
メージデータをそれぞれ選択する役割を有する。詳細には、従来インターネットなどで提
供されている漫画は、絵及び文章がいずれもイメージ形態に保存されているため、漫画の
翻訳本を制作するためには、漫画にある文章を、イメージ編集プログラムを利用して消去
し、代わりに翻訳した文章を入力し、絵と共に漫画イメージに変換させなければならない
という煩雑さが存在した。または、文字認識プログラムを使用して、漫画にある文章を抽
出する方式を使用する必要があったが、文字認識プログラムの文字認識率が高くなかった
。特に、漫画の特性の上、テキストに多様な効果が入ることがあるが、その場合、文字認
識率がさらに低くなるという問題点が存在した。
【００３４】
　上記のような問題点を解決するために、本発明の一実施形態によるコンテンツ参加翻訳
システムのコンテンツ参加翻訳装置１００は、テキストデータとイメージデータとが互い
に区分されて保存された漫画データを原本データとして使用し、テキストデータとイメー
ジデータとのそれぞれを個別のイメージ編集プログラムまたは文字認識プログラムを要す
ることなく、容易に正確に分離することを一つの特徴とする。
【００３５】
　具体的には、漫画著作ツールは、漫画作家が漫画データ原本を作成するときに生成する
イメージデータとテキストデータとを、それぞれ個別のレイヤ（ｌａｙｅｒ）に保存し、
原本漫画データが生成される。ここで、テキストデータを構成するそれぞれの単位テキス
トは、イメージデータ上で、当該単位テキストが配置される位置の位置情報を含んでもよ
い。
【００３６】
　しかし、上記のような漫画データ原本がインターネット上に載せられるときには、容量
などの問題により、ＪＰＧファイルのような一般イメージファイルに変換されて載せられ
、上記のような一般イメージファイルに変換された後には、テキストデータとイメージデ
ータとが区分されない形態に保存される。
【００３７】
　従って、本発明の一実施形態によるコンテンツ参加翻訳システムのコンテンツ参加翻訳
装置１００は、テキストデータとイメージデータとがそれぞれ個別のレイヤに区分されて
保存された漫画作家から提供された原本漫画データを参加翻訳システムに活用することに
より、テキストとイメージとを分離して提供及び編集しなければならない漫画参加翻訳を
非常に容易かつ正確に実現することができる。
【００３８】
　このとき、テキストデータは、１以上の単位テキスト（例えば、１つの文章、１つの段
落、または１つの台詞など）を含んでもよく、各単位テキストは、それぞれ個別のレイヤ
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に区分されて保存されてもよい。詳細には、漫画原作者は、漫画原本データを作成すると
き、１つの文章、１つの段落または１つの台詞などをそれぞれ個別の単位テキストに区分
して保存することができる。例えば、漫画原作者は、１つの吹き出しに入るテキストを、
１つの単位テキストで区分して保存することができる。このように漫画原作者によって区
分されて保存される単位テキストは、その後、参加翻訳段階でも翻訳の基本単位として活
用される。
【００３９】
　一方、原本漫画データ内には、第１言語テキストだけが含まれていることが一般的であ
るが、翻訳中であったり翻訳が完了したりした翻訳漫画データには、第１言語テキストだ
けではなく、１以上の第２言語テキストが含まれる。従って、データ選択部１３０は、第
１言語テキスト及び第２言語テキストを含むテキストデータをイメージデータと分離して
選択することができる。また、第１言語テキストと第２言語テキストとをそれぞれ個別に
選択することもできる。
【００４０】
　一方、図面には、データ選択部１３０が、コンテンツ参加翻訳装置１００側に具備され
ている例が図示されているが、本発明の思想は、それに制限されるものではない。例えば
、データ選択部１３０がユーザ端末機側に具備され、コンテンツ参加翻訳装置からユーザ
端末機に原本データが直接伝達されてもよい。このようにすることで、ユーザ端末機にお
いて、漫画データに含まれたテキストデータとイメージデータとをそれぞれ選択すること
ができる。
【００４１】
　翻訳文エディタ提供部１４０は、１以上のユーザ端末機２００に、翻訳文エディタを提
供する。ここで、翻訳文エディタ５００ａ（図５Ａ），５００ｂ（図５Ｂ），５００ｃ（
図５Ｃ）は、テキストデータとイメージデータとを表示する漫画データディスプレイ部５
３０（図５Ａ）と、各単位テキスト別に翻訳文を入力することができるテキストデータ編
集部５４０（図５Ａ）とを互いに個別の領域に分離して提供する。詳細には、漫画データ
ディスプレイ部５３０（図５Ａ）には、イメージデータと、テキストデータに含まれた第
１言語テキストまたは第２言語テキストとが表示される。一方、翻訳文エディタは、原本
漫画データに含まれた第１言語テキストを、第１言語テキスト表示部５４２（図５Ａ）に
表示すると同時に、その一部には、第１言語テキストに係わる第２言語への翻訳文を入力
することができる第２言語テキスト入力部５４３（図５Ａ）を提供することができる。例
えば、第２言語テキスト入力部５４３は、各々の第１言語テキスト表示部５４２に隣接す
る領域に設けられた空欄領域であってもよい。また、翻訳文エディタは、漫画データディ
スプレイ部５３０（図５Ａ）上で、イメージデータがスクロールされる場合、それに対応
し、第１言語テキスト表示部５４２（図５Ａ）及び第２言語テキスト入力部５４３（図５
Ａ）も、漫画データディスプレイ部５３０（図５Ａ）と共に移動させる。上記のような翻
訳文エディタについては、後でさらに詳細に説明する。
【００４２】
　コンテンツ保存部１５０は、ユーザ端末機２００から、イメージデータ、第１言語テキ
スト及び第２言語テキストを受信し、それを併合して翻訳漫画データとして保存する役割
を有する。または、コンテンツ保存部１５０は、ユーザ端末機２００から、第２言語テキ
ストのみを受信し、既に保存された原本漫画データのイメージデータ、第１言語テキスト
、及び受信された第２言語テキストを併合し、翻訳漫画データとして保存することもでき
る。または、コンテンツ保存部１５０は、ユーザ端末機２００において、すでにイメージ
データ、第１言語テキスト、第２言語テキストが併合されて生成された翻訳漫画データを
受信して保存することもできる。
【００４３】
　チーム管理部１６０は、翻訳チームメンバーを管理する役割を有することができる。
【００４４】
　本発明の一実施形態によるコンテンツ参加翻訳システムは、ｗｉｋｉ翻訳とチーム翻訳
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とを同時にまたは選択的に提供することを一つの特徴とする。ここで、ｗｉｋｉ翻訳とは
、ユーザのだれもが参加して自由に翻訳に参加することができる翻訳を意味する。すなわ
ち、１つの漫画について、多数のユーザが参加し、翻訳文を入力、修正、削除することが
できる翻訳を意味する。このとき、多数のユーザが入力した多数の翻訳文がそれぞれ保存
され、または入力された最新の翻訳文にアップデートされるなど、多様な形態が可能であ
る。
【００４５】
　一方、チーム翻訳とは、翻訳に参加することができる権限を、既に設定されたチームの
メンバーにのみ付与する翻訳を意味する。すなわち、多数のユーザが参加することができ
る翻訳である点は、ｗｉｋｉ翻訳と類似しているが、参加することができる権限が、全て
のユーザに与えられるものではなく、既に設定されたチームのメンバーだけが翻訳に参加
することができるという点で、前述のｗｉｋｉ翻訳と若干異なる。ここでも同様に、１つ
の漫画について多数のチーム構成員が参加し、翻訳文を入力、修正、削除することができ
、このとき、多数のチーム構成員が入力した多数の翻訳文がそれぞれ保存されてもよく、
または入力された最新の翻訳文にアップデートされるなど、多様な形態が可能である。
【００４６】
　ここで、チーム管理部１６０は、翻訳チームの生成及び削除、メンバーの加入及び脱退
などを管理することができる。また、チーム管理部１６０は、それぞれの翻訳チームに属
したメンバー及びマネージャ情報を保存し、各メンバー及びマネージャに、所定の権限を
付与する役割を有することができる。すなわち、チーム管理部１６０は、特定翻訳チーム
において進行中である翻訳文には、当該チームに属したメンバーだけがアクセス可能であ
り、１つのチームに属した多数の翻訳者が翻訳文をアップロードした場合、マネージャが
、そのうちベスト翻訳文を選択させるというような役割を有することができる。
【００４７】
　翻訳評価部１７０は、翻訳に参加したユーザに対する所定の評価を行うことができる。
すなわち、翻訳評価部１７０は、個別の翻訳者の活動量、例えば、翻訳文章数、参加翻訳
サイト訪問数、他のユーザの翻訳文閲覧回数、フォロワ（ｆｏｌｌｏｗｅｒ）数などの定
量的な数値を基に、各翻訳者に対する評価を行い、該評価によって、各翻訳者に所定の翻
訳等級を付与することができる。さらに、評価が優秀な翻訳者には、所定の補償（ｃｒｅ
ｄｉｔ）を付与することができる。そのように、翻訳に参加したユーザに対して多様な方
法で評価を可能にし、該評価結果に基づいて優秀翻訳者に所定の補償を支給することによ
り、ユーザに対して、さらに積極的に自発的に翻訳に参加させることができる。このよう
な翻訳システムを用いることで翻訳自体の品質を向上させ、専門翻訳家を養成するという
効果を得ることができる。
【００４８】
　リスト提供部１８０は、漫画リスト、各漫画の回次数リスト、翻訳者リスト、翻訳チー
ムリストなどの多様なリストをデータベースから抽出し、それをユーザ端末機２００に提
供する役割を有する。
【００４９】
　図３は、図１のユーザ端末機２００の内部構成を示したブロック図である。
【００５０】
　図３を参照すれば、本発明のユーザ端末機２００は、ネットワークインターフェース部
２１０、メモリ２２０、入出力部２３０、プログラム保存部２４０、制御部２５０、翻訳
文エディタディスプレイ部２６０スクロール制御部２７０などを含む。
【００５１】
　詳細には、ネットワークインターフェース部２１０は、通信網４００（図１）と連動し
、漫画データ及び翻訳文エディタを、コンテンツ参加翻訳装置１００から伝送されるのに
必要な通信インターフェースを提供する。
【００５２】
　メモリ２２０は、制御部２５０が処理するデータを、一時的に保存したり、あるいはユ
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ーザ端末機２００に伝送された漫画データを一時的に保存したりする機能を行う。
【００５３】
　入出力部２３０は、タッチ認識ディスプレイ制御器またはその他入出力制御器によって
構成される。タッチ認識ディスプレイ制御器は、装置とユーザとの間で、出力インターフ
ェース及び入力インターフェースを提供する。タッチ認識ディスプレイ制御器は、電気信
号を制御部２５０と送受信する。また、タッチ認識ディスプレイ制御器はユーザに視覚的
な出力を表示する。該視覚的出力は、テキスト、グラフィック、イメージ、ビデオや、そ
れらの組み合わせを含んでもよい。一方、その他入力制御器は、電源及びスピーカ、マイ
クロフォンのようなその他周辺機器の入力及び出力を制御することができる。このような
入出力部２３０は、例えば、タッチ認識が可能なＯＬＥＤ（ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ
　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｓｐｌａｙ）またはＬＣＤ（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　
ｄｉｓｐｌａｙ）のような所定のディスプレイ部材であってもよい。
【００５４】
　プログラム保存部２４０は、コンテンツ参加翻訳装置１００から、漫画データ及び翻訳
文エディタを受信する作業、ユーザ端末機２００の入出力部２３０上に、漫画データ及び
翻訳文エディタを表示する作業、翻訳文を入力される作業などを実行する制御ソフトウェ
アを搭載している。
【００５５】
　制御部２５０は、一種の中央処理装置であり、ユーザ端末機２００において、漫画参加
翻訳サービスを提供する全体過程を制御する。すなわち、制御部２５０は、プログラム保
存部２４０に搭載された制御ソフトウェアを駆動し、翻訳文エディタディスプレイ部２６
０を制御し、ユーザ端末機２００の入出力部２３０上に翻訳文エディタを表示すると同時
に、翻訳文エディタ上に、漫画データを表示するというような多様なサービスを提供する
。
【００５６】
　翻訳文エディタディスプレイ部２６０は、コンテンツ参加翻訳装置１００から提供され
る翻訳文エディタをユーザ端末機２００上に表示する役割を行う。また、後述するように
、翻訳文エディタ５００ａ（図５Ａ）、５００ｂ（図５Ｂ）、５００ｃ（５５０Ｃ）には
、漫画データディスプレイ部５３０（図５Ａ）と、テキストデータ編集部５４０（図５Ａ
）とが提供される。翻訳文エディタディスプレイ部２６０は、漫画データディスプレイ部
５３０（図５Ａ）に、漫画のイメージデータ及びテキストデータを表示し、テキストデー
タ編集部５４０（図５Ａ）に第１言語テキストを表示すると同時に、第２言語テキスト入
力部５４３（図５Ａ）を提供する役割を有することができる。
【００５７】
　スクロール制御部２７０は、漫画データディスプレイ部またはテキストデータ編集部の
うちいずれか一方に対するスクロール実行要請に対して、スクロール実行が要請された漫
画データディスプレイ部またはテキストデータ編集部に対するスクロール動作と共に、漫
画データディスプレイ部またはテキストデータ編集部のうちの他方に対するスクロール動
作を共に実行するように制御する役割を有する。
【００５８】
　詳細には、漫画、特に、インターネット上で最も活発に消費される漫画コンテンツであ
るウェブトゥーン（ｗｅｂｔｏｏｎ）は縦方向に長く制作される場合が多い。従って、１
画面に漫画の全てのイメージデータが表示されるものではなく、画面を上下にスクロール
（ｓｃｒｏｌｌ）しながら、漫画を作成及び鑑賞する場合が一般的である。従って、漫画
データディスプレイ部５３０（図５Ａ）上に、スクロール部５３３（図５Ａ及び図５Ｃの
）が形成され、ユーザ入力によってスクロール部５３３（図５Ａ及び図５Ｃの）が操作さ
れれば、それによってイメージデータが上下にスクロールされる。
【００５９】
　このとき、翻訳文を作成するユーザの便宜のため、スクロール制御部２７０は、漫画デ
ータディスプレイ部５３０（図５Ａ）でイメージデータがスクロールされる場合、それに
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対応してテキストデータ編集部５４０（図５Ａ）をスクロールされたイメージデータと共
に移動させ、現在表示されているイメージデータに対応する単位テキストデータが、テキ
ストデータ編集部５４０（図５Ａ）上に表示される。
【００６０】
　または、スクロール制御部２７０は、テキストデータ編集部５４０（図５Ａ）がスクロ
ールされる場合、それに対応して漫画データディスプレイ部５３０（図５Ａ）のイメージ
データをスクロールされたテキストデータ編集部５４０（図５Ａ）と共に移動させ、現在
表示されている単位テキストデータに対応するイメージデータが、漫画データディスプレ
イ部５３０（図５Ａ）上に表示される。
【００６１】
　このとき、テキストデータを構成するそれぞれの単位テキストは、イメージデータ上で
、当該単位テキストが配置される位置の位置情報を含んでもよい。
【００６２】
　従って、翻訳文エディタディスプレイ部２６０は、漫画データディスプレイ部５３０（
図５Ａ）の各テキストデータ表示部の一部に、当該テキストデータ表示部に対応する単位
テキスト編集部（図５の５４１参照）が位置するように表示することができる。そして、
スクロール制御部２７０は、漫画データディスプレイ部５３０（図５Ａ）及びテキストデ
ータ編集部５４０（図５Ａ）が一体に共にスクロールされるように制御することができる
。言い換えれば、単位テキスト編集部（図５の５４１参照）が漫画データディスプレイ部
５３０（図５Ａ）に表示されるイメージ及びテキストと、テキストデータ編集部５４０（
図５Ａ）の単位テキスト編集部（図５の５４１参照）とを同期化することで、スクロール
を行う際に漫画データディスプレイ部５３０（図５Ａ）及びテキストデータ編集部５４０
（図５Ａ）が一体に共にスクロールされる。
【００６３】
　または、漫画データディスプレイ部５３０（図５Ａ）がスクロールされるときに、翻訳
文エディタディスプレイ部２６０は、それぞれの単位テキストの位置情報を抽出し、スク
ロール制御部２７０は、テキストデータ編集部５４０（図５Ａ）上に表示されるように、
スクロールされ、移動し、現在表示されているイメージデータの位置に対応する単位テキ
スト編集部（図５の５４１参照）を制御することもできる。または、スクロール制御部２
７０は、テキストデータ編集部５４０（図５Ａ）がスクロールされると、漫画データディ
スプレイ部５３０（図５Ａ）上にディスプレイされるように、スクロールされて移動した
テキストデータ編集部５４０（図５Ａ）の現在表示されている位置に対応するイメージデ
ータ及びテキストデータを制御することもできる。言い換えれば、スクロール動作が実行
され、漫画データディスプレイ部５３０（図５Ａ）またはテキストデータ編集部５４０（
図５Ａ）のいずれか一方がスクロールされると、それぞれの単位テキストの位置情報から
、他方の位置情報が計算され、対応する領域が表示される。
【００６４】
　上記のような本発明によって、現在画面上に表示されるイメージ領域に対して、イメー
ジの一部に単位テキスト編集部が同期化されて提供されることにより、個別にスクロール
する必要なく翻訳文を入力できる。これにより、翻訳の便宜性が非常に向上するという効
果を得ることができる。
【００６５】
　図４は、ユーザ端末機上に、漫画リストが表示されている画面である。
【００６６】
　図４を参照すれば、ユーザ端末機２００上には、漫画情報表示部４１０、翻訳者情報表
示部４２０、翻訳チーム情報表示部４３０が表示されている。
【００６７】
　このとき、漫画情報表示部４１０は、複数個表示され、それぞれの漫画情報表示部４１
０は、イメージ表示部４１１、題目表示部４１２、翻訳者表示部４１３、翻訳言語表示部
４１４、翻訳進行率表示部４１５を含んでもよい。
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【００６８】
　ここで、複数個の漫画情報表示部４１０は、最新順（更新日が新しい順）に整列されて
表示されてもよく、または翻訳進行率順、人気順序など多様な方法によって整列されて表
示されてもよい。また、漫画情報表示部４１０には、翻訳進行率が一定（例えば、５０％
）以上の漫画だけが表示されてもよい。また、当該ユーザの言語情報が登録されている場
合、登録された言語に翻訳された漫画を、漫画情報表示部４１０に優先的に表示すること
もできる。また、当該ユーザ端末機のＯＳ（ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ）の言語
バージョンを把握し、当該言語に翻訳された漫画を、漫画情報表示部４１０に優先的に表
示することもできる。
【００６９】
　イメージ表示部４１１には、当該漫画の代表イメージが表示される。
【００７０】
　題目表示部４１２には、漫画の題目が表示され、それと共に、漫画の回次数（第何話か
を示す数）が共に表示されてもよい。例えば、図４に図示された題目表示部４１２には、
「ノーブレス（Ｎｏｂｌｅｓｓ）」という漫画の１１５回目（ｅｐｉｓｏｄｅ １１５）
であるということが表示されている。
【００７１】
　翻訳者表示部４１３には、漫画の翻訳者または翻訳チームの名称が表示される。このと
き、ｗｉｋｉバージョンの場合、当該回次数に翻訳文を最も多く登録した１人の名前が翻
訳者に表示され、チームバージョンの場合、当該翻訳チームの名称が表示される。
【００７２】
　翻訳言語表示部４１４には、翻訳された言語が表示される。例えば、ロシア語に翻訳さ
れた場合、「ＲＵＳ」という文字に表示され、または色、記号など多様な方式によって翻
訳された言語が表示される。
【００７３】
　翻訳進行率表示部４１５には、当該回次数の翻訳進行率が表示される。このとき、翻訳
進行率は、｛（当該回次数の翻訳入力文章数）／（当該回次数の全体文章数）｝のような
方法で求めることができる。
【００７４】
　翻訳者情報表示部４２０は、複数個表示され、それぞれの翻訳者情報表示部４２０は、
イメージ表示部４２１、名称表示部４２２、翻訳言語表示部４２３を含んでもよい。イメ
ージ表示部４２１には、当該翻訳者の代表イメージが表示され、名称表示部４２２には、
当該翻訳者の名称（または、ニックネームなど）が表示され、翻訳言語表示部４２３には
、翻訳された言語が表示される。ここで、翻訳者情報表示部４２０には、一定期間におけ
る翻訳文章数が最も多い翻訳者が表示されてもよく、翻訳回次数順、人気順など多様な方
法で翻訳者が整列されて表示されてもよい。
【００７５】
　翻訳チーム情報表示部４３０は、複数個表示され、それぞれの翻訳チーム情報表示部４
３０は、イメージ表示部４３１、名称表示部４３２、翻訳言語表示部４３３を含んでもよ
い。イメージ表示部４３１には、当該翻訳チームの代表イメージが表示され、名称表示部
４３２には、当該翻訳チームの名称（または、ニックネームなど）が表示され、翻訳言語
表示部４３３には、翻訳された言語が表示される。ここで、翻訳チーム情報表示部４３０
には、一定期間において翻訳文章数が最も多い翻訳チームが表示されてもよく、翻訳回次
数順、人気順など多様な方法によって翻訳チームが整列されて表示されてもよい。
【００７６】
　一方、図４には、翻訳参加要請ボタン４４０が表示されており、ユーザ入力によって、
翻訳参加要請ボタン４４０が選択される場合、図５Ａ、図５Ｂ及び図５Ｃに図示された翻
訳文エディタがユーザ端末機２００上に提供される。以下、翻訳文エディタについて詳細
に説明する。
【００７７】
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　図５Ａは、ユーザ端末機上に、翻訳文エディタ５００ａが表示されている画面であり、
対象の言語への翻訳における最初の画面である。図５Ｂ及び図５Ｃは、ユーザ端末機上に
、翻訳文エディタ５００ｂ、５００ｃが表示されている画面であり、対象の言語への翻訳
が進行中である場合の画面である。ここで、図５Ｂは、フォント編集部が全体テキストに
対して適用される場合の画面であり、図５Ｃは、フォント編集部が個別の単位テキストに
対して適用される場合の画面である。
【００７８】
　図５Ａを参照すれば、ユーザ端末機２００上には、翻訳文エディタ５００ａが提供され
、翻訳文エディタ５００ａ上には、漫画選択部５１１、回次数選択部５１３、第１言語選
択部５１５、第２言語選択部５１７、翻訳状況表示部５１９、漫画データディスプレイ部
５３０及びテキストデータ編集部５４０が提供される。
【００７９】
　漫画選択部５１１には、翻訳参加が可能な漫画のリストが表示され、ユーザ入力によっ
て、翻訳に参加しようとする漫画を選択する。漫画選択部５１１は、セレクトボックスな
どの形態で提供される。
【００８０】
　回次数選択部５１３には、当該漫画に翻訳参加が可能な漫画の回次数リストが表示され
、ユーザ入力によって翻訳に参加しようとする回次数を選択する。回次数選択部５１３は
、セレクトボックスなどの形態で提供される。
【００８１】
　例えば、図５Ａないし図５Ｃには、「神の塔（Ｔｏｗｅｒ　ｏｆ　Ｇｏｄ）」という漫
画のシーズン２の１１５話（ｓｅａｓｏｎ　０２　ＥＰ．１１５）の翻訳に参加中の状態
が図示されている。
【００８２】
　第１言語選択部５１５には、選択することができる第１言語のリストが表示され、ユー
ザ入力によって第１言語が選択される。前述のように、第１言語は、漫画原作者またはシ
ステム管理者などによってアップロードされた原本漫画データ内に含まれたテキストデー
タの作成言語である。このような第１言語選択部５１５は、セレクトボックスなどの形態
で提供される。
【００８３】
　第２言語選択部５１７には、選択することができる第２言語のリストが表示され、ユー
ザ入力によって第２言語が選択される。前述のように、第２言語は、翻訳しようとするタ
ーゲット（ｔａｒｇｅｔ）言語である。従って、第１言語選択部５１５に表示されるリス
トよりさらに多様な場合が一般的である。このような第２言語選択部５１７は、セレクト
ボックスなどの形態で提供される。
【００８４】
　翻訳状況表示部５１９には、対象の漫画の当該回次数の翻訳進行状況が表示される。図
５Ａでは、対象の言語への翻訳における最初の状態を想定しているため、翻訳状況表示部
５１９に翻訳進行状況が表示されていない。一方、図５Ｂ及び図５Ｃでは、翻訳状況表示
部５１９に当該回次数の翻訳進行率が表示され、さらには、当該回次数の翻訳に参加した
ユーザ名称及びユーザ数が追加されて表示される。
【００８５】
　漫画データディスプレイ部５３０は、イメージデータ表示部５３１、テキストデータ表
示部５３２、スクロール部５３３を含む。また、漫画データディスプレイ部５３０は、フ
ォント編集部５３５、５３６をさらに含んでもよい。漫画データディスプレイ部５３０に
は、コンテンツ参加翻訳装置１００から受信した漫画のイメージデータ及びテキストデー
タが表示される。また、テキストデータ編集部５４０を介して第２言語テキストが入力さ
れると、入力された第２言語テキストが漫画データディスプレイ部５３０のテキストデー
タ表示部５３２に反映されて表示される。
【００８６】
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　詳細には、漫画データディスプレイ部５３０のイメージデータ表示部５３１には、漫画
のイメージデータが表示される。このとき、漫画、特に、インターネット上で最も活発に
消費される漫画コンテンツであるウェブトゥーンは縦方向に長く制作される場合が多い。
従って、１画面に漫画の全てのイメージデータが表示されるものではなく、画面を上下に
スクロールしながら漫画を作成及び鑑賞する場合が一般的である。従って、漫画データデ
ィスプレイ部５３０の一側にも、スクロール部５３３が形成され、ユーザ入力によってス
クロール部５３３が操作されれば、イメージデータがそれによって、上下にスクロールさ
れる。
【００８７】
　漫画データディスプレイ部５３０のテキストデータ表示部５３２には、漫画のテキスト
データが表示される。このとき、テキストデータ表示部５３２には、複数個が表示され、
それぞれのテキストデータ表示部５３２には、それぞれの単位テキストが表示される。例
えば、それぞれのテキストデータ表示部５３２は、それぞれの吹き出しに対応する。
【００８８】
　まず、テキストデータ表示部５３２には、原本漫画データまたは翻訳漫画データに含ま
れた第１言語テキストが表示される。例えば、図５Ａに図示されているように、漫画のあ
る回次数の翻訳漫画データが存在しない場合、ユーザは当該回次数のある言語への翻訳に
最初に参加し、当該言語への翻訳漫画データが存在しない場合、テキストデータ表示部５
３２には、原本漫画データに含まれた第１言語テキストが表示される。または、当該漫画
の当該回次数の翻訳漫画データがすでに存在する場合、原本漫画データまたは翻訳漫画デ
ータに含まれた第１言語テキストがテキストデータ表示部５３２に表示されるように設定
されてもよい。
【００８９】
　または、図５Ｂ及び図５Ｃに図示されているように、当該漫画の当該回次数の翻訳漫画
データがすでに存在する場合には、テキストデータ表示部５３２には、翻訳漫画データに
含まれた第２言語テキストが表示される。このとき、翻訳漫画データには、互いに異なる
翻訳者が翻訳を行った多数個の第２言語テキストが存在する。その場合、保存された最新
の第２言語テキストがテキストデータ表示部５３２に表示され、または管理者によって選
択されたり、あるいはユーザが最も好む第２言語テキストがテキストデータ表示部５３２
にデフォルト（ｄｅｆａｕｌｔ）として表示されたりしてもよい。
【００９０】
　一方、後述するテキストデータ編集部５４０の第２言語テキスト入力部５４３を介して
、ユーザが第２言語テキストを入力する場合、入力された第２言語テキストがリアルタイ
ム、または所定の時間間隔をおいて、テキストデータ表示部５３２に反映されてプレビュ
ーされる。そのように、ユーザが第２言語テキストを入力する場合、入力された第２言語
テキストがリアルタイムで反映され、漫画データディスプレイ部５３０にプレビュー形態
に表示されることにより、ユーザは、自分で入力した翻訳文が、イメージデータ上でどの
ように反映されて表示されるかということを、リアルタイムで確認することができる。従
って、イメージに最も適する翻訳文を入力するという効果を得ることができる。
【００９１】
　一方、図５Ｂに図示されているように、漫画データディスプレイ部５３０は、フォント
編集部５３５をさらに含んでもよい。図５Ｂには、フォント編集部５３５が全体テキスト
に対して適用される場合が図示されている。
【００９２】
　フォント編集部５３５は、イメージデータ表示部５３１上に表示されるテキストデータ
表示部５３２内の全体テキストのフォントを編集する役割を有する。例えば、フォント編
集部５３５は、全体テキストのフォント種類、フォントサイズ、フォント色相、フォント
特性（例えば、ボールド体、イタリック体など）、外郭線色相、外郭線太さなどを選択さ
せる機能を提供することができる。このとき、主要言語の場合、当該言語の基本フォント
種類及びフォントサイズが指定されている。さらに、フォント編集部５３５は、吹き出し
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形態で提供されるテキストデータ表示部５３２の背景色、透明度、大きさ、回転角度及び
位置などを編集させる機能を提供することができる。
【００９３】
　一方、図５Ｃには、フォント編集部５３６が個別の単位テキスト別に提供される場合が
図示されている。
【００９４】
　フォント編集部５３６は、イメージデータ表示部５３１上に表示されるテキストデータ
表示部５３２内のそれぞれの単位テキストのフォントを個別に編集する役割を有する。例
えば、フォント編集部５３６は、各テキストのフォント種類、フォントサイズ、フォント
色相、フォント特性（例えば、ボールド体、イタリック体など）、外郭線色相、外郭線太
さなどを選択させる機能を提供することができる。このとき、主要言語の場合、当該言語
の基本フォント種類及びフォントサイズが指定されている。さらに、フォント編集部５３
６は、吹き出し形態で提供されるテキストデータ表示部５３２の背景色、透明度、大きさ
、回転角度及び位置などを選択させる機能を提供することができる。
【００９５】
　すなわち、本発明の実施形態による翻訳文エディタ提供装置は、ユーザ（翻訳者）から
の入力によって表示されるテキストのフォント、大きさ、色相を調節することができ、ユ
ーザが調節したテキストに係わる情報（フォント、大きさ、色相情報）は、設定ファイル
に保存される。ユーザが入力した設定ファイルに保存されたテキストに係わる情報を基に
、表示されるテキストのフォント、大きさ、色相を調節して表示することができる。また
、ユーザは、作品別に、個別にテキストのフォント、大きさ、色相を指定することができ
る。設定ファイルは、ユーザのテキスト情報（フォント、大きさ、色相情報）を作品別に
保存して管理することができる。
【００９６】
　他の実施形態において、本発明の実施形態による翻訳文エディタ提供装置は、第１作品
に関連する第１ユーザによるテキスト入力に係わる情報（フォント、大きさ、色相情報な
ど）を、第１ユーザだけではなく第２ユーザにも提供することができる。例えば、第１ユ
ーザが、第１作品について、テキストのフォントをＧｕｌｌｉｍ体、テキストの大きさを
１２、テキストの色相を青色に指定した場合、第２ユーザが第１作品に対して翻訳文を入
力するとき、第１ユーザと同一に、テキストのフォントをＧｕｌｌｉｍ体、テキストの大
きさを１２、テキストの色相を青色に指定して提供することができる。
【００９７】
　テキストデータ編集部５４０は、複数個の単位テキスト編集部５４１を含む。それぞれ
の単位テキスト編集部５４１は、それぞれの単位テキストを編集することができる。ここ
で、単位テキストは、前述のように、１つの文章、１つの段落または１つの台詞などであ
り、作家が、原本漫画データの生成時、単位テキストとして区分して保存したそれぞれの
テキストを意味する。例えば、漫画原作者は、１つの吹き出しに入るテキストを、１つの
単位テキストとして区分して保存することができる。そして、そのように漫画原作者によ
って区分されて保存される単位テキストは、その後の参加翻訳段階でも、翻訳の基本単位
として活用される。
【００９８】
　それぞれの単位テキスト編集部５４１は、第１言語テキスト表示部５４２、第２言語テ
キスト入力部５４３、保存ボタン５４４及び取り消しボタン５４５を含んでもよい。また
、それぞれの単位テキスト編集部５４１は、他翻訳ビューボタン５４６及び他翻訳文表示
部５４７をさらに含んでもよい。
【００９９】
　第１言語テキスト表示部５４２には、原本漫画データまたは翻訳漫画データに含まれた
第１言語テキストが表示される。
【０１００】
　第２言語テキスト入力部５４３は、第２言語への翻訳文を入力することができるテキス
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ト入力ウインドウ形態で提供される。
【０１０１】
　このとき、図５Ａのように、漫画のある回次数の翻訳漫画データが存在しない場合、ユ
ーザは当該回次数のある言語への翻訳に最初に参加し、当該言語への翻訳漫画データが存
在しない場合、第２言語テキスト入力部５４３には、何のテキストも表示されていない状
態で提供される。または、当該漫画の当該回次数の翻訳漫画データがすでに存在する場合
にも、最初の第２言語テキスト入力部５４３には、何のテキストも表示されていない状態
で提供される。
【０１０２】
　または、図５Ｂ及び図５Ｃのように、当該漫画の当該回次数の翻訳漫画データがすでに
存在する場合には、第２言語テキスト入力部５４３には、翻訳漫画データに含まれた第２
言語テキストが表示される。このとき、翻訳漫画データには、互いに異なる翻訳者が翻訳
を行った多数個の第２言語テキストが存在してもよい。その場合、保存された最新の第２
言語テキストが第２言語テキスト入力部５４３に表示され、または管理者によって選択さ
れたり、あるいはユーザが最も好む第２言語テキストが第２言語テキスト入力部５４３に
デフォルトとして表示されたりしてもよい。
【０１０３】
　この状態（すなわち、いかなるテキストも表示されないか、あるいは既存の第２言語テ
キストが表示された状態）で、ユーザは、第２言語テキスト入力部５４３に翻訳文を編集
（入力、修正、削除など）することができる。
【０１０４】
　前述のように、テキストデータ編集部５４０の第２言語テキスト入力部５４３を介して
、ユーザが第２言語テキストを入力する場合、入力された第２言語テキストがリアルタイ
ム、または所定の時間間隔をおいて、テキストデータ表示部５３２に反映されてプレビュ
ー形態で表示される。そのように、ユーザが第２言語テキストを入力する場合、入力され
た第２言語テキストがリアルタイムで反映され、漫画データディスプレイ部５３０に表示
されることにより、ユーザは、自分で入力した翻訳文がイメージデータ上でいかように反
映されて表示されるかということをリアルタイムで確認することができる。従って、イメ
ージに最も適する翻訳文を入力するという効果を得ることができる。
【０１０５】
　保存ボタン５４４は、第２言語テキスト入力部５４３に入力された第２言語テキストを
保存する役割を有することができる。ユーザが保存ボタン５４４を押せば、第２言語テキ
スト入力部５４３に入力された第２言語テキストがコンテンツ参加翻訳装置１００に伝送
され、コンテンツ参加翻訳装置１００のコンテンツ保存部１５０は、既に保存された原本
漫画データのイメージデータ及び第１言語テキストと、受信された第２言語テキストとを
併合し、翻訳漫画データとして保存することができる。このとき、コンテンツ保存部１５
０は、既に保存されていた第２言語テキストを、新たに受信した第２言語テキストにアッ
プデートすることもできる。または既に保存されていた第２言語テキストを維持したまま
、新たに受信した第２言語テキストを新たに保存することもできる。すなわち、１つの単
位テキストに対して、複数個の第２言語テキストが保存することも可能である。このとき
、各ユーザが入力したそれぞれの第２言語テキストは、単位テキスト別に個別のレイヤに
保存されてもよい。
【０１０６】
　図面には、保存ボタン５４４がそれぞれの単位テキスト編集部５４１別に具備された例
が示されているが、本発明の思想は、この例に制限されるものではなく、一括保存ボタン
（図示せず）が追加して具備され、全ての単位テキスト編集部５４１に入力された第２言
語テキストを１回で保存することも可能である。
【０１０７】
　取り消しボタン５４５は、第２言語テキスト入力部５４３に入力された第２言語テキス
トを削除、すなわち、リセット（ｒｅｓｅｔ）する役割を有することができる。
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【０１０８】
　他翻訳ビューボタン５４６は、互いに異なる翻訳者が翻訳を行った多数個の第２言語テ
キストを表示する役割を有することができる。そして、他翻訳ビューボタン５４６の一部
には、互いに異なる翻訳者が翻訳を行った多数個の第２言語テキストの個数が表示されて
もよい。
【０１０９】
　ユーザが他翻訳ビューボタン５４６を選択すると、第２言語テキスト入力部５４３の一
部には、他翻訳文表示部５４７が提供され、他の人々が入力した翻訳文が表示される。こ
のような他翻訳文表示部５４７には、翻訳者名称及び翻訳文が表示され、管理者の場合、
各翻訳文を修正または削除する権限が与えられる。
【０１１０】
　図６Ａ及び図６Ｂは、ユーザ端末機上に、翻訳文エディタがスクロールされている様子
を示す画面である。
【０１１１】
　まず、図６Ａは，ユーザが漫画データディスプレイ部５３０のスクロール部５３３を操
作し、表示されたイメージを図６Ａの矢印方向にスクロールする場合、それによってテキ
ストデータ編集部５４０がイメージと共に移動し、現在表示されているイメージデータに
対応するテキストデータが、テキストデータ編集部５４０上に表示される様子を示す。す
なわち、図６Ａの左側図面に図示されているように、ユーザが矢印方向にイメージをスク
ロールする場合、図６Ａの右側図面に図示されているように、イメージデータが移動する
と共にテキストデータ編集部５４０も移動し、現在画面上に表示されているイメージと同
期化された単位テキスト編集部５４１が継続的に画面上に表示される。このとき、テキス
トデータ編集部５４０のスクロール部５４９は、テキストデータ編集部５４０が移動した
量に伴って下側に移動されている。
【０１１２】
　次に、図６Ｂは、ユーザがテキストデータ編集部５４０のスクロール部５４９を操作し
、テキストデータ編集部５４０を図６Ｂの矢印方向にスクロールする例を示す。このスク
ロールによって、漫画データディスプレイ部５３０のイメージデータが共に移動し、現在
表示されている単位テキストに対応するイメージデータの領域が漫画データディスプレイ
部５３０上に表示される様子を示す。すなわち、図６Ｂの左側図面に図示されているよう
に、ユーザが矢印方向にテキストデータ編集部５４０をスクロールする場合、図６Ｂの右
側図面に図示されているように、テキストデータ編集部５４０が移動すると共に漫画デー
タディスプレイ部５３０上のイメージデータも移動し、現在画面上に表示されている単位
テキスト編集部５４１と同期化されたイメージが、継続的に画面上に表示される。
【０１１３】
　一方、図面には、ユーザが漫画データディスプレイ部５３０のスクロール部５３３、ま
たはテキストデータ編集部５４０のスクロール部５４９を選択してスクロールを行う場合
だけ図示されているが、本発明の思想は、それに制限されるものではない。例えば、ユー
ザがマウスのホイールを回転させたり、あるいはタッチ・アンド・ドラッグ（ｔｏｕｃｈ
　ａｎｄ　ｄｒａｇ）を利用したりするような多様な方法でスクロールを行うような多様
な場合も、本発明の思想に含まれる。
【０１１４】
　図７は、ユーザ端末機上に、翻訳掲示板が表示されている画面である。
【０１１５】
　図７を参照すれば、ユーザ端末機２００上に翻訳掲示板６００が表示され、翻訳掲示板
６００上には、翻訳意見入力部６１０と、翻訳意見ディスプレイ部６２０とが表示される
。
【０１１６】
　詳細には、ユーザは、翻訳文に対して所定の意見を述べることができ、このような意見
が翻訳掲示板上に表示される。翻訳意見入力部６１０は、翻訳文に対して所定の意見を入
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力することができるテキスト入力ウインドウ形態で提供される。そして、入力された複数
個のユーザ意見は、翻訳意見ディスプレイ部６２０上にリスティングされる。
【０１１７】
　このように、ユーザが翻訳文に対して自由に意見を述べることができる掲示板を提供す
ることにより、参加翻訳の品質がさらに高くなり、ユーザ参加がさらに活発になるという
効果を得ることができる。
【０１１８】
　図８は、ユーザ端末機上に、翻訳リストが表示されている画面である。
【０１１９】
　図８を参照すれば、ユーザ端末機上には、漫画に対する各回次数別翻訳リストが表示さ
れている。このとき、翻訳リスト上には、翻訳情報表示部７１０が複数個表示され、それ
ぞれの翻訳情報表示部７１０は、回次数情報表示部７１１、翻訳進行率表示部７１２、翻
訳必要文章数表示部７１３、最新翻訳時間表示部７１４、参加翻訳者表示部７１５を含ん
でもよい。
【０１２０】
　ここで、複数個の翻訳情報表示部７１０は、最新の回次数順に整列されて表示されても
よく、または翻訳進行率順、人気順など多様な方法によって整列されて表示されてもよい
。
【０１２１】
　回次数情報表示部７１１には、各翻訳文が当該漫画の第何話目であるかということに係
わる回次数情報が表示される。
【０１２２】
　翻訳進行率表示部７１２には、当該回次数の翻訳進行率が表示される。このとき、翻訳
進行率は、｛（当該回次数の翻訳入力文章数）／（当該回次数の全体文章数）｝のような
方法で求めることができる。このとき、翻訳進行率表示部７１２には、翻訳進行率が％（
パーセント）形態で表示され、進行バー（ｐｒｏｇｒｅｓｓ　ｂａｒ）形態で表示されて
もよい。一方、翻訳進行率表示部７１２には、翻訳完了指示子７１２ａがさらに表示され
てもよい。すなわち、翻訳及び検収が完了して参加翻訳が終わり、それ以上翻訳に参加す
ることができない件については、翻訳完了指示子７１２ａを表示し、ユーザの参加を制限
することもできる。
【０１２３】
　翻訳必要文章数表示部７１３には、当該回次数において、いまだに翻訳が行われておら
ず、追加して翻訳が必要な文章数が表示される。ここで、翻訳が必要な文章数は、前述の
ように、翻訳が必要な単位テキストの個数でもある。
【０１２４】
　最新翻訳時間表示部７１４には、当該回次数に対して最新の翻訳が行われた時間が表示
される。図面には、最新の翻訳時間が今から何時間前という形態で表示されているが、本
発明の思想は、それに制限されるものではなく、最新翻訳が行われた時刻が直接表示され
てもよい。
【０１２５】
　参加翻訳者表示部７１５には、当該回次数への翻訳に参加した翻訳者が表示される。こ
のとき、翻訳者が複数である場合、代表翻訳者（例えば、最多文章を翻訳した翻訳者）人
が表示されてもよい。
【０１２６】
　図９は、ユーザ端末機上に、翻訳者リストが表示されている画面である。
【０１２７】
　図９を参照すれば、ユーザ端末機上には、漫画の翻訳に参加した翻訳者リストが表示さ
れている。このとき、翻訳者リスト上には、翻訳者情報表示部８１０が複数個表示され、
それぞれの翻訳者情報表示部８１０は、翻訳言語表示部８１１、翻訳者名称表示部８１２
、翻訳文章数表示部８１３、最新翻訳時間表示部８１４、加入日表示部８１５を含んでも
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よい。
【０１２８】
　ここで、複数個の翻訳者情報表示部８１０は、翻訳文章数順に整列されて表示されても
よく、または最新翻訳順、人気順など多様な方法によって整列されて表示されてもよい。
【０１２９】
　翻訳言語表示部８１１には、翻訳者が翻訳した言語が表示される。例えば、フランス語
に翻訳を行った場合、「ＦＲＡ」という文字で表示され、または色、記号など多様な方式
によって翻訳された言語が表示される。
【０１３０】
　翻訳者表示部８１２には、漫画の翻訳者（または、翻訳チーム）の名称が表示される。
【０１３１】
　翻訳文章数表示部８１３には、翻訳者が翻訳した文章数が表示される。このとき、文章
数は、全体漫画に対する全体翻訳文章数であってもよく、特定漫画に係わる翻訳文章数で
あってもよく、特定漫画の特定回次数に係わる翻訳文章数であってもよい。
【０１３２】
　最新翻訳時間表示部８１４には、翻訳者が最新の翻訳を行った時間が表示される。図面
には、最新翻訳時間が今から何時間前であるかという形態で表示されているが、本発明の
思想は、それに制限されるものではなく、最新翻訳を行った時刻が直接表示されてもよい
。
【０１３３】
　加入日表示部８１５には、翻訳者が参加翻訳サイトに加入した加入日が表示される。
【０１３４】
　一方、それぞれの翻訳者情報表示部８１０を選択すれば、図１０に図示される当該翻訳
者のプロフィールページに移動することができる。
【０１３５】
　図１０は、ユーザ端末機上に、翻訳者プロフィールが表示されている画面である。
【０１３６】
　図１０を参照すれば、ユーザ端末機上には、特定翻訳者のプロフィールが表示されてい
る。このとき、翻訳者プロフィール上には、翻訳者情報表示部９１０、翻訳参加作品表示
部９２０が表示される。
【０１３７】
　翻訳者情報表示部９１０には、翻訳者の代表イメージ、翻訳者の加入日、翻訳者の使用
言語、翻訳者の所属チーム情報、翻訳者のランキング情報などが表示される。
【０１３８】
　翻訳参加作品表示部９２０は、参加作品情報表示部９２１及び回次数情報表示部９２２
を含んでもよい。ここで、当該翻訳者が翻訳に参加した作品がいくつかある場合、翻訳参
加作品表示部９２０は、複数個表示される。詳細には、参加作品情報表示部９２１には、
当該翻訳者が翻訳に参加している漫画の代表イメージ、題目、参加回次数などが表示され
る。回次数情報表示部９２２には、当該翻訳者が翻訳に参加している回次数の代表イメー
ジ、回次数情報、翻訳進行率などが表示される。
【０１３９】
　図１１は、ユーザ端末機上に、本人プロフィールが表示されている画面である。
【０１４０】
　図１１を参照すれば、ユーザ端末機上には、ログインした翻訳者本人のプロフィールが
表示されている。このとき、翻訳者本人のプロフィールページ上には、翻訳者情報表示部
１０１０、翻訳参加作品表示部１０２０が表示される。
【０１４１】
　翻訳者情報表示部１０１０には、翻訳者の代表イメージ、翻訳者の加入日、翻訳者の使
用言語、翻訳者の所属チーム情報、翻訳者のランキング情報などが表示される。
【０１４２】
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　さらに、ログインした翻訳者本人の翻訳者情報表示部１０１０には、自分が参加した言
語別ランキング、または各作品別翻訳ランキングと、翻訳目標値（例えば、１００，３０
０，５００，１０００文章など）まで残った翻訳文章数が追加して表示イされる。また、
ある言語における目標達成者数も表示することができる。
【０１４３】
　翻訳参加作品表示部１０２０は、参加作品情報表示部１０２１及び回次数情報表示部１
０２２を含んでもよい。ここで、翻訳者が翻訳に参加した作品がいくつかある場合、翻訳
参加作品表示部１０２０は、複数個表示される。
【０１４４】
　図１０及び図１１に表示される翻訳者の代表イメージは、翻訳者によって登録された写
真やイメージが登録される。もし登録された写真またはイメージがない場合であるならば
、翻訳者の要請により、当該翻訳者が翻訳した作品のキャラクタのイメージにもなる。他
の実施形態において、翻訳者の代表イメージは、翻訳者が翻訳した作品が複数である場合
には、作品に含まれた１以上のキャラクタ、またはキャラクタのイメージのうちさまざま
な基準によって選択されたイメージであってもよい。ここで、さまざまな基準とは、翻訳
者によって選択される場合や、あるいは翻訳者による翻訳部分との関連性が高い部分に含
まれたイメージが選択される場合などがある。
【０１４５】
　具体的には、翻訳者の代表イメージは、当該翻訳者が翻訳した作品において、翻訳者が
参加した部分に含まれるイメージであってもよく、当該翻訳者が翻訳した作品の主人公の
イメージであってもよい。また、翻訳者が翻訳した作品において、翻訳者が参加した１以
上の部分を総合的に分析し、最も多く登場するキャラクタのイメージを翻訳者の代表イメ
ージとしてもよい。
【０１４６】
　一般的には、プロフィール写真がない場合、ブランク処理や人物枠イメージのように、
意味なしに統一されたイメージでもって提供されている。一方で、本発明の実施形態によ
る方法を介して、ユーザに提供される画面に楽しさの要素が付加され、ユーザに提供され
る画面構成がさらに豊かになり、翻訳者の代表イメージを介して、翻訳者が参加した作品
に対する情報も共に提供することができる。
【０１４７】
　図１２は、ユーザ端末機上に、翻訳者活動内訳が表示されている画面である。
【０１４８】
　図１２を参照すれば、ユーザ端末機上には、特定翻訳者の活動内訳が表示されている。
このとき、翻訳者活動内訳上には、翻訳量表示部１１１０、翻訳文章表示部１１２０が表
示される。
【０１４９】
　翻訳量表示部１１１０には、当該翻訳者の総翻訳文章数及び各言語別翻訳文章数が表示
される。
【０１５０】
　翻訳文章表示部１１２０には、翻訳者が翻訳した各文章が表示される。ここで、当該翻
訳者が翻訳した文章が複数個である場合、複数個の翻訳文章表示部１１２０が表示され、
複数個の翻訳文章表示部１１２０は、更新順などによって整列されて表示される。
【０１５１】
　それぞれの翻訳文章表示部１１２０は、原文テキスト（第１言語テキスト）、または翻
訳者が翻訳した翻訳文テキスト（第２言語テキスト）が表示され、また当該テキストが含
まれた漫画情報及び回次数情報が表示される。また、翻訳が行われた時間が表示されても
よい。
【０１５２】
　また、翻訳文章表示部１１２０は、翻訳者が「好き（又は、「ｌｉｋｅ」や「いいね」
）」ボタンを入力した作品、翻訳文などが表示されてもよい。
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【０１５３】
　図１３は、ユーザ端末機上に、チームバージョンの翻訳文エディタが表示されている画
面である。
【０１５４】
　前述のように、本発明の一実施形態によるコンテンツ参加翻訳システムは、ｗｉｋｉ翻
訳及びチーム翻訳を、同時にまたは選択的に提供することを一つの特徴とする。ここで、
ｗｉｋｉ翻訳とは、前述の図１ないし図１２で説明したように、ユーザであるならば、だ
れでも自由に翻訳に参加することができる翻訳を意味する。すなわち、１つの漫画につい
て、多数のユーザが参加して翻訳文を入力、修正、削除することができる翻訳を意味する
。このとき、多数のユーザが入力した多数の翻訳文がそれぞれ保存され、または入力され
た最新の翻訳文にアップデートされるというように、多様な形態が可能である。
【０１５５】
　一方、チーム翻訳とは、翻訳に参加することができる権限を、既に設定されたチームの
メンバーにのみ付与する翻訳を意味する。すなわち、多数のユーザが参加することができ
る翻訳であるという点は、ｗｉｋｉ翻訳と類似しているが、参加することができる権限が
、全てのユーザに与えられているものではなく、既に設定されたチームのメンバーだけが
翻訳に参加することができるという点で、前述のｗｉｋｉ翻訳と若干異なる。ここでも同
様に、１つの漫画について多数のチーム構成員が参加し、翻訳文を入力、修正、削除する
ことができ、このとき、多数のチーム構成員が入力した多数の翻訳文がそれぞれ保存され
てもよく、または入力された最新の翻訳文にアップデートされるなど、多様な形態が可能
である。
【０１５６】
　このとき、１つのチーム内でも、チームマネージャ、チームメンバーなどに権限が区分
され、多数のチームメンバーが入力した多数の翻訳文のうち最善の翻訳文をチームマネー
ジャが選択し、チームメンバーの加入、脱退などをチームマネージャが管理する形態も可
能である。
【０１５７】
　図１３に図示されたチームバージョンの翻訳文エディタが、図５のｗｉｋｉバージョン
のエディタと異なる点は、バージョン選択部１２１０が追加して提供され、チームバージ
ョン翻訳への参加と、ｗｉｋｉバージョン翻訳への参加とを選択することができるという
点である。特に、ユーザが多数個のチームに属している場合、当該ユーザが属したチーム
をいずれも示し、そのうち、当該漫画の翻訳に参加するチームを選択可能とさせる。
【０１５８】
　図１４は、ユーザ端末機上に、翻訳評価画面が表示されている画面である。
【０１５９】
　前述のように、本発明の一実施形態によるコンテンツ参加翻訳システムは、ユーザによ
る参加翻訳が可能であると同時に、翻訳に参加したユーザに対する定量的な評価が可能で
あるということを一つの特徴とする。すなわち、個別の翻訳者の活動量、例えば、翻訳文
章数、参加翻訳サイト訪問数、他のユーザの翻訳文閲覧回数、フォロワ数などの定量的な
数値を基に、各翻訳者に対する評価を行い、当該評価によって各翻訳者に、所定の翻訳等
級を付与することができる。さらに、評価が優秀な翻訳者には、所定の補償を付与するこ
とができる。
【０１６０】
　または、本発明の一実施形態によるコンテンツ参加翻訳システムは、ユーザによる参加
翻訳が可能であると同時に、翻訳に参加したユーザに対する他のユーザの翻訳評価も可能
にする。すなわち、翻訳文を閲覧したユーザは、当該翻訳者または翻訳チームに対する「
好き」ボタン１３１０を入力し、当該翻訳者または翻訳チームを評価することができる。
【０１６１】
　または、本発明の一実施形態によるコンテンツ参加翻訳システムは、翻訳者または翻訳
チーム個人に対する評価だけではなく、当該漫画に対する評価、または当該漫画の当該回
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次数に対する評価なども可能にする。
【０１６２】
　そのように、翻訳に参加したユーザに対して多様な方法で評価を可能にし、評価結果に
よって、優秀翻訳者に所定の補償を支給することにより、ユーザをして、さらに積極的に
自発的に翻訳に参加させ、このような翻訳システムを介して翻訳自体の品質を向上させ、
専門翻訳家を養成するという効果を得ることができる。
【０１６３】
　以下では、本発明の一実施形態による漫画参加翻訳方法について詳細に説明する。
【０１６４】
　図１５は、本発明の一実施形態による漫画参加翻訳方法の流れを示した図面である。図
１５を参照すれば、本発明の一実施形態による漫画参加翻訳方法は、コンテンツ参加翻訳
装置１００に原本漫画データを登録する段階（Ｓ１１０段階）、ユーザ端末機２００から
、コンテンツ参加翻訳装置１００に翻訳参加要請信号が伝送される段階（Ｓ１２０段階）
、翻訳参加要請信号を受信した漫画データに対して、コンテンツ参加翻訳装置１００のデ
ータ選択部１３０が、テキストデータと、イメージデータとをそれぞれ選択する段階（Ｓ
１３０段階）、コンテンツ参加翻訳装置１００からユーザ端末機２００に、イメージデー
タ、テキストデータ及び翻訳文エディタを提供する段階（Ｓ１４０段階）、ユーザ端末機
２００上に、翻訳文エディタが表示される段階（Ｓ１５０段階）、ユーザ端末機２００上
で、ユーザ入力信号によって翻訳文が編集される段階（Ｓ１６０段階）、ユーザ端末機２
００からコンテンツ参加翻訳装置１００に編集された翻訳文が伝送される段階（Ｓ１７０
段階）、コンテンツ参加翻訳装置１００のコンテンツ保存部１５０が、伝送された翻訳文
が反映された漫画データを保存する段階（Ｓ１８０段階）を含む。
【０１６５】
　以上について、さらに詳細に説明すれば、次の通りである。
【０１６６】
　まず、コンテンツ参加翻訳装置１００に、原本漫画データを登録する（Ｓ１１０段階）
。詳細には、コンテンツ登録部１２０は、コンテンツ参加翻訳装置１００のデータベース
１９０に、翻訳対象である原本漫画データを登録する。このとき、コンテンツ登録部１２
０は、コンテンツ参加翻訳装置１００に具備された入出力部（図示せず）を介して、直接
原本漫画データを入力され、それをデータベース１９０に登録することもでき、または通
信網４００を介して、外部（例えば、漫画作家）から原本漫画データを受信し、それをデ
ータベース１９０に登録することもできる。このとき、登録される原本漫画データ内には
、テキストデータとイメージデータとが互いに区分されて保存される。また、この原本漫
画データ内に含まれたテキストデータは、第１言語テキストのみを含むことが一般的であ
る。
【０１６７】
　次に、ユーザ端末機２００からコンテンツ参加翻訳装置１００に、翻訳参加要請信号が
伝送される（Ｓ１２０段階）。すなわち、翻訳に参加しようとするユーザは、漫画リスト
ページなどにおいて翻訳参加ボタンを入力し、コンテンツ参加翻訳装置１００に翻訳参加
要請信号を伝送する。
【０１６８】
　次に、翻訳参加要請信号を受信した漫画データについて、コンテンツ参加翻訳装置１０
０のデータ選択部１３０が、漫画データのテキストデータと、イメージデータとをそれぞ
れ選択する（Ｓ１３０段階）。詳細には、本発明の一実施形態による漫画参加翻訳方法は
、テキストデータとイメージデータとが互いに区分されて保存された漫画データを使用し
、テキストデータとイメージデータとの分離を個別のイメージ編集プログラムまたは文字
認識プログラムがなくても、容易かつ正確に行うことを一つの特徴とする。すなわち、テ
キストデータとイメージデータとがそれぞれ個別のレイヤに区分されて保存された原本漫
画データを、漫画作家から提供され、それを参加翻訳システムに活用することにより、テ
キストとイメージとを分離して提供及び編集しなければならない漫画参加翻訳を、容易か
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つ正確に実現することができるのである。
【０１６９】
　このとき、テキストデータは、１以上の単位テキスト（例えば、１つの文章、１つの段
落、または１つの台詞など）を含んでもよく、各単位テキストは、それぞれ個別のレイヤ
に区分されて保存されてもよい。
【０１７０】
　一方、原本漫画データ内には、第１言語テキストだけが含まれていることが一般的であ
るが、翻訳中、あるいは翻訳が完了した翻訳漫画データには、第１言語テキストだけでは
なく、１以上の第２言語テキストが含まれる。従って、データ選択部１３０は、第１言語
テキストと第２言語テキストとの両方を含むテキストデータをイメージデータと分離して
選択することができ、また第１言語テキストと第２言語テキストとをそれぞれ別に選択す
ることもできる。
【０１７１】
　次に、コンテンツ参加翻訳装置１００からユーザ端末機２００に、イメージデータ、テ
キストデータ及び翻訳文エディタを提供すれば（Ｓ１４０段階）、ユーザ端末機２００上
に、翻訳文エディタが表示される（Ｓ１５０段階）。詳細には、コンテンツ参加翻訳装置
１００は、データ選択部１３０で選択したイメージデータ及びテキストデータを、ユーザ
端末機２００に伝送する。また、コンテンツ参加翻訳装置１００の翻訳文エディタ提供部
１４０は、翻訳文エディタをユーザ端末機２００に伝送する。
【０１７２】
　詳細には、翻訳文エディタ提供部１４０は、１以上のユーザ端末機２００に、翻訳文エ
ディタを提供する。ここで、翻訳文エディタは、テキストデータと、イメージデータとを
表示する漫画データディスプレイ部５３０（図５Ａ）と、各単位テキスト別に翻訳文を入
力することができるテキストデータ編集部５４０（図５Ａ）とを分離して表示する。すな
わち、翻訳文エディタは、原本漫画データに含まれた第１言語テキストを第１言語テキス
ト表示部５４２（図５Ａ）に表示すると同時に、その一部には、第１言語テキストに係わ
る第２言語の翻訳文を入力することができる第２言語テキスト入力部５４３（図５Ａ）を
提供することができる。また、翻訳文エディタは、漫画データディスプレイ部５３０（図
５Ａ）上でイメージデータがスクロールされる場合、それに対応し、第１言語テキスト表
示部５４２（図５Ａ）及び第２言語テキスト入力部５４３（図５Ａ）も、漫画データディ
スプレイ部５３０（図５Ａ）と共に移動させる。
【０１７３】
　次に、ユーザ端末機２００上で、ユーザ入力信号によって翻訳文が編集される（Ｓ１６
０段階）。また、図５Ａないし図５Ｃを参照すれば、テキストデータ編集部５４０は、複
数個の単位テキスト編集部５４１を含む。それぞれの単位テキスト編集部５４１は、それ
ぞれの単位テキストを編集することができる。そして、それぞれの単位テキスト編集部５
４１は、第１言語テキスト表示部５４２、第２言語テキスト入力部５４３、保存ボタン５
４４及び取り消しボタン５４５を含んでもよく、また他翻訳ビューボタン５４６及び他翻
訳文表示部５４７をさらに含んでもよい。
【０１７４】
　第１言語テキスト表示部５４２に、原本漫画データまたは翻訳漫画データに含まれた第
１言語テキストが表示されている状態で、ユーザは、第２言語テキスト入力部５４３にお
いて、翻訳文を編集（入力、修正、削除など）できる。
【０１７５】
　このとき、テキストデータ編集部５４０の第２言語テキスト入力部５４３を介して、ユ
ーザが第２言語テキストを入力する場合、入力された第２言語テキストがリアルタイム、
または所定の時間間隔をおいて、テキストデータ表示部５３２に反映されて表示される。
そのように、ユーザが第２言語テキストを入力する場合、入力された第２言語テキストが
リアルタイムで反映され、漫画データディスプレイ部５３０に表示されることにより、ユ
ーザは、自分で入力した翻訳文がイメージデータ上でいかように反映されて表示されるか



(25) JP 6259804 B2 2018.1.10

10

20

30

40

50

ということをリアルタイムで確認することができる。従って、イメージに最も適する翻訳
文を入力するという効果を得ることができる。
【０１７６】
　次に、ユーザ端末機２００からコンテンツ参加翻訳装置１００に、編集された翻訳文が
伝送される（Ｓ１７０段階）。すなわち、ユーザが保存ボタン５４４を押せば、第２言語
テキスト入力部５４３に入力された第２言語テキストがコンテンツ参加翻訳装置１００に
伝送され、最後に、コンテンツ参加翻訳装置１００のコンテンツ保存部１５０が、伝送さ
れた翻訳文が反映された漫画データを保存する（Ｓ１８０段階）。詳細には、コンテンツ
保存部１５０は、ユーザ端末機２００から、イメージデータと第１言語テキストと第２言
語テキストとを受信してそれらを併合し、翻訳漫画データとして保存する役割を有する。
または、コンテンツ保存部１５０は、ユーザ端末機２００から第２言語テキストのみを受
信し、既保存の原本漫画データのイメージデータ及び第１言語テキストと、受信された第
２言語テキストとを併合し、翻訳漫画データとして保存することもできる。
【０１７７】
　以上で説明した本発明による実施形態は、コンピュータ上で多様な構成要素を介して実
行されるコンピュータプログラムの形態に具現され、かようなコンピュータプログラムは
、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録される。このとき、当該記録媒体は、ハ
ードディスク、プロッピィーディスク及び磁気テープのような磁気媒体、ＣＤ（ｃｏｍｐ
ａｃｔ　ｄｉｓｃ）－ＲＯＭ（ｒｅａｄ　ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）及びＤＶＤ（ｄｉｇ
ｉｔａｌ　ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　ｄｉｓｃ）のような光記録媒体、フロプティカルディス
ク（ｆｌｏｐｔｉｃａｌ　ｄｉｓｋ）のような磁気－光媒体（ｍａｇｎｅｔｏ－ｏｐｔｉ
ｃａｌ　ｍｅｄｉｕｍ）、並びにＲＯＭ、ＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍ
ｏｒｙ）、フラッシュメモリのような、プログラム命令語を保存して実行するように特別
に構成されたハードウェア装置を含んでもよい。さらに、当該記録媒体は、ネットワーク
上で伝送可能な形態に具現される無形の媒体を含んでもよく、例えば、ソフトウェアまた
はアプリケーションの形態で具現され、ネットワークを介して伝送及び流通が可能な形態
の媒体であってもよい。
【０１７８】
　一方、前記コンピュータプログラムは、本発明のために特別に設計されて構成されたも
のであってもよく、コンピュータソフトウェア分野の当業者に公知されて使用可能なもの
であってもよい。コンピュータプログラムの例としては、コンパイラによって作われるよ
うな機械語コードだけではなく、インタープリタなどを使用して、コンピュータによって
実行される高級言語コードも含まれる。
【０１７９】
　本発明で説明する特定実行は、一実施形態であり、どんな方法によっても、本発明の範
囲を限定するものではない。明細書の簡潔さのために、従来の電子的な構成、制御システ
ム、ソフトウェア、前記システムの他の機能的な側面の記載は省略される。また、図面に
図示された構成要素間の線の連結または連結部材は、機能的な連結及び／または物理的ま
たは回路的な連結を例示的に示したものであり、実際装置では、代替や追加が可能である
多様な機能的な連結、物理的な連結または回路的な連結として示される。また、「必須な
」、「重要に」というような具体的な言及がなければ、本発明の適用のために、必ずしも
必要な構成要素ではないこともある。
【０１８０】
　従って、本発明の思想は、前述の実施形態に限って定められるものではなく、特許請求
の範囲だけではなく、該特許請求の範囲と均等であったり、あるいはそれから等価的に変
更された全ての範囲は、本発明の思想の範疇に属するものである。
【産業上の利用可能性】
【０１８１】
　本発明のコンテンツ参加翻訳装置、及びそれを利用したコンテンツ参加翻訳方法、翻訳
文エディタ提供装置、並びに翻訳文エディタ提供方法は、例えば、ウェブトゥーン関連の
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技術分野に効果的に適用可能である。
【符号の説明】
【０１８２】
１    コンテンツ参加翻訳システム
１００    コンテンツ参加翻訳装置
１１０    インターフェース部
１２０    コンテンツ登録部
１３０    データ選択部
１４０    翻訳文エディタ提供部
１５０    コンテンツ保存部
１６０    チーム管理部
１７０    翻訳評価部
１８０    リスト提供部
１９０    データベース

【図１】 【図２】
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