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前置き
みんなで翻訳にご登録いただきありがとうございます。

このガイドではマンガ・ボイス/ASMR作品を翻訳する際の審査基準を説明し、どのような翻訳が合
格・不合格になるのかを説明します。

なお、みんなで翻訳はネイティブレベルの方に向けた翻訳サービスでございます。ネイティブレベル、

もしくはそれに近い言語力がない翻訳は不合格と判断される可能性が高いです。
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翻訳について

翻訳の品質

みんなで翻訳で翻訳を行う際、高い翻訳の質が求められます。ネイティブレベル、もしくはそれに近

い言語力がない場合は不合格対象になる可能性がとても高いと考えて下さい。

不合格対象になる翻訳の例は：

● ネイティブが確認して機械翻訳と思わるような不自然な翻訳

（例：主語の使い方がおかしいなど）

● 誤字・脱字が複数個所にある

（5ページに1つ程度のミスは弊社側で修正を行うことがありますが、
　それ以上の場合は不合格対象として差し戻します）

● 原文と訳文の意味が大きく異なる

○ 例：シナリオと離れた独自の内容翻訳、受けを取るための人物設定と

　　関係のない方言形式のセリフ表現、度が過ぎる無関係のネタ使用、等

● 直訳を使用し、訳文で意味が伝わらない文章

● 固有名詞（キャラクターの名前等）の翻訳が統一されてない

翻訳文の変更について

日本国以外の文化や法律の違いのため、やむを得ずご提供いただいた翻訳文章を修正を行うこと

があることをご了承ください。
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＜マンガ＞翻訳ツール　Mantraの使い方
マンガ翻訳は全てMantraを通して行っていただきます。使用方法に関しましてはユーザーマニュア
ルをご確認ください。

＜マンガ＞翻訳対象
表紙をのぞく全てのページが翻訳対象になります。おまけページ、差分ページ（例：泣いてるシーン

あり版・泣いてるシーンなし版）等も全て翻訳してください。

システムの都合上、元の作品にJPG版とPDF版が両方含まれている場合、同一のページが重複して
表示されることがあります。ファイル形式の差分で重複されたページは翻訳必須ではありませんが

（翻訳されても問題ありません）翻訳対象のページが未翻訳の場合は不合格対象になります。

翻訳対象 翻訳対象外

以下の項目は必ず翻訳してください

● マンガ本編

● おまけ

● あとがき

● 差分ページ
↳全てのバージョン全ページを翻訳
　

以下の項目は未翻訳でも大丈夫です

● 表紙・裏表紙

● 複数ファイル形式による重複ページ

● 高画質版・低画質版がある場合は低画

質版は翻訳不要

● 単ページ版と見開き版がある場合は見

開き版は翻訳不要

● フルカラー版とモノクロ版がある場合は

モノクロ版は翻訳不要

高画質版等の特定方法

低画質版・高画質版等のファイルはMantra上で見分けることが難しい場合があります。Mantra上で
ページの順番は元作品のファイルの順番に依存しますので、元作品をDLsite Playでご確認下さい。
低画質版が最初に表示される場合、Mantra上で最初に表示されるのが低画質版になります。

例：「高解像度版」が２番目のファイルになるため
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Mantra上で２番目に表示される作品データが「高解像度版」になります。

レタッチの難易度や作品名の翻訳版が統一されない関係上、表紙・裏表紙は翻訳しなくても大丈夫

です。ただし、翻訳いただいても大丈夫ですので、翻訳したい場合はご対応ください。 作品名が、す

でにDLsiteで翻訳済みの場合は、DLsite内で使われている表現を優先ください。違うタイトルを入れ
る場合はDLsite上で作品が検索しづらくなるため、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

画像編集ソフトの使用が出来ない方には表紙の翻訳は勧めておりません。

※ 作品名の翻訳については、DLsiteからの校正が入る場合がございます。ご了承ください。

NG例：レタッチが絵に被る表紙は基本的に行わないください（右を参照）。
このような場合はレタッチ・翻訳は全て消去し、未翻訳状態の表紙の状態に戻します。

OK例：（左）違和感がなく、綺麗に日本語テキストを消して翻訳文を追加した表紙のみが採用されます。
（右）文字を綺麗に消すのが難しい場合は日本語タイトルの近くにタイトルを入れてください。
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＜マンガ＞ページ内の翻訳対象
基本的に全てのテキストが翻訳対象になります。吹き出し内のセリフ、吹き出し外のモノローグやセ

リフはもちろん、作者のあとがき等も翻訳対象に含まれます。効果音は翻訳対象ではありませんが、

翻訳しても不合格対象にはなりません。

例：原文（左）の「ん？顔についてる？」と「い いえ…」は翻訳対象になり、
「ドキッ」が翻訳されなくても不合格対象になりません（真ん中）。

しかし、効果音を翻訳しても不合格対象にならないうえに

よりリーダーに分かりやすい翻訳になります（右）。

手書きのセリフで意味のないもの（「あああ！」のような叫び声等）は効果音と同じく翻訳対象ではあ

りませんが翻訳しても不合格対象にはなりません。

例：左のコマの叫び声は未翻訳でも大丈夫です。

例：「たのむ！」はセリフなので翻訳対象になります。
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逆に原文に存在しないテキストを翻訳テキストとして追記することは基本的に不合格対象になりま

す。注釈の使用は翻訳文を補足する意味では使用は認められますが、原文に全く関係ない場合は

不合格対象になります。

例：注釈（*Ta-da）で効果音やセリフの説明やを行うのはOKです。

翻訳者名の記載は絵の邪魔にならない程度であれば裏表紙や最後に１ページに記載することはOK
です。なお、翻訳者名を入れる際はこちらのテンプレをご使用ください。

英　語：Translated by {翻訳者名}
　　　　Powered by DLsite’s Translators Unite
簡体字：翻译人员： {翻訳者名}
　　　　由DLsite大家一起来翻译制作而成
繁体字：譯者： {翻訳者名}
　　　　由DLsite大家一起來翻譯出品
韓国語：Translated by翻訳者名
　　　　Powered by DLsite다함께 번역

　　　　　
例：「Translated by DLsite」（訳：DLsite）のような翻訳者名の記載は作品の途中（左参照）であればNG。
最後のページ（右参照）や裏表紙等での記載はOKですが、絵の邪魔にならないようにご注意ください。
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＜マンガ＞デザインの品質について
「みんなで翻訳」で求められるスキルは“翻訳”だけではなく、日本語文字の白塗りをはじめとする“画
像加工”のスキルも求められます。

テキストの配置

テキストの位置はなるべく吹き出しの中央に起き、吹き出しの外に漏れないようにしてください。英語

のような横書きの言語の場合は吹き出しの漏れは不合格対象にはなりませんが、下記のような場合

は修正などをご検討下さい。縦書き言語の場合は不合格対象にさせていただきます。

レタッチ

日本語文字の白塗りは主にMantraのレタッチ機能を使います。しかし、レタッチを文字を消す以外で
の目的で使用することは不合格対象になります。

吹き出しの中の日本語を消す場合は吹き出し内でレタッチを完結させて下さい。レタッチが吹き出し

の枠を超えた場合は不合格対象になります。

例：レタッチを使用して文字が消されてますが吹き出しと絵の一部も消されているため不合格対象。

吹き出し外の文字を消す場合、日本語を消すために白塗りすることは許可されますが、極力絵を消

さないように工夫をお願いします。

8



例：日本語の文字を消すために、

吹き出し外の文字を消す際は絵の一部が消されても不合格対象にはなりません。

レタッチ機能の使い方はこちらから確認できます。

吹き出し外の文字を白塗りする際はレタッチが難しい場合があります。その際は訳文テキストの縁取

りを大きくしたり、訳文の位置を工夫してみてください。

例：文字の縁取りを大きくして文字を塗りつぶす。

（ただし日本語文字の90%以上消えている場合のみ。
上記の例は修正が必要です。）

例：近くに注釈のようにテキストを入れる。
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例：枠を追加する。今回の場合はこちらが最善だと思われます。

自動レタッチの修正

自動レタッチで漫画の一部が消される場合がございます、その場合は自動レタッチを消去してくださ

い。

カラー作品のレタッチ

Mantraはカラー作品に関する自動レタッチがうまく行かない例が多くあります。そのような場合もレ
タッチを使用してください。

レタッチは四角の丸の形が用意されているので、該当箇所のテキストが四角や丸の吹き出しの中の

場合はレタッチに枠（縁取り）を付けてみてください。
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例：吹き出し内の色は変えられますが

基本的には白にしたほうがテキストが読みやすくなる。

例：枠の付いた丸レタッチ二つと枠のない四角レタッチで対処。

枠が歪な場合は文字が全体的に覆われるレタッチを行ってください。

→
例：吹き出しが歪な形をしている場合は

単色になるようにレタッチを追加することをおすすめします。

（完璧に白くすることは難しいので、大部分が覆われていれば大丈夫です。）
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書式設定

Mantra上でフォント、サイズ、行間サイズ、文字間サイズ等様々な変更ができます。基本的には書式
は自由に設定しても大丈夫ですが、訳文が読みにくくなる場合は注意対象になります。

例：筆記体（Cursive）フォントを使用してすべて大文字を使うと読みにくいので不合格対象になる。

例：文字間が小さい、フォントが小さい場合は読みにくくなる。

吹き出し内の翻訳を行う際、訳文が吹き出しから大きくはみ出る場合は不合格対象になります。は

み出る場合は書式の調整や訳文の変更などを検討してください。

例：上記のようなはみ出しは不合格対象になりません。
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縦長の吹き出し内で翻訳を行うさい、単語内で改行が行われることが多くなります。しかし、改行が

多くなると読みにくくなるので、単語内の改行はなるべく１回に納めてください。

例：「Beautiful」が２回改行され読みにくく、注意対象になります。

追加情報の記載について

Mantra外で翻訳を行った場合、Mantra上のフォント以外を使用する際は著作元からフォントの出所
の記載する必要がある場合は裏表紙や最後に１ページに記載を行ってください。
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＜ボイス/ASMR＞翻訳対象
翻訳システム上にアップロードされているファイルは全て翻訳対象となります。

MP3版 / WAV版などの拡張子違いの重複ファイルも含めて翻訳を行ってください。

なお、重複ファイルの場合は、翻訳システム内に翻訳済みのデータをコピーできる機能を用意してお

りますので、活用ください。

音声ファイル以外のおまけデータ（マンガ、画像、テキストファイル）は翻訳対象外とさせていただき

ます。

音声ファイルで「次回作の予告」や「過去作の予告」の音声ファイル翻訳必須にはいたしませんが、

翻訳を行っても差し戻し対象にはいたしません。

音声ファイル内の翻訳対象

音声ファイル内のセリフは全て翻訳対象になります。翻訳漏れや字幕漏れがありましたら不合格に

なります。笑い声、喘ぎ声、効果音は翻訳対象外になりますが、翻訳を入れても不合格にはなりませ

ん。

音声ファイルに入ってない情報を記載は全て不合格対象になります。

注釈や”Translator’s Notes”等を入れて翻訳を分かりやすくするテキストは一言までなら許容いたし
ますが、長い説明文などは全てNGとさせていただきます。

例：わたし、たこ焼きが大好きなの！

英：NG　I love takoyaki! [a ball-shaped Japanese snack made with batter and octopus]
英：OK　I love takoyaki [grilled octopus balls]!

字幕の表示時間の長さ

一つの字幕の表示時間は最低1.5秒、最大8秒に収めて下さい。

なお、短い字幕をいくつも設定すると字幕が表示・非表示の多くなるため、短い字幕の乱用はなるべ

く避けてください。

改行の使用

基本的に改行は行わないで下さい。

改行は一度の字幕に複数名が話す場合のみ使用してください。

例：-私の名前は太郎です。
　　-私の名前は次郎です。
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文字化けの可能性のある特殊文字について（英語翻訳）

英語翻訳時に三点リーダー（…）のような特殊文字はPlay上で文字化けが発生する可能性がござい

ます。使用はなるべく控え、三点リーダーの場合はピリオド三つ（...）を使用する等を対応をおねがい
いたします。
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差し戻し（不合格だった場合）

コメント

翻訳の差し戻しをされてしまった場合は審査担当のコメントを参考に修正などを行い、再度提出して

ください。なお、審査担当が用意するコメントは２種類ございます：

● 「修正希望」と書かれているコメントに沿った修正は必ず行ってください。修正がない場合は

再提出を行っても再度差し戻しになります。

● 「提案」と書かれているコメントに関する修正・変更は行う必要はございません。翻訳をよりよ

くするための対案ではありますが、ご自身の翻訳のスタイルを優先していただいても問題ご

ざいません。

差し戻しのタイミング

提出された翻訳に修正が必要な個所が多く見られる場合は作品の全体を確認をする前に差し戻し

を行う場合がございます。

漫画

・10ページの間、「修正希望」が5箇所以上の場合

音声

・15分の間、「修正希望」が5箇所以上の場合

なお、作品全体を通して問題が多くみられる場合はコメントをせずに差し戻しを行うこともあります。

予めご了承ください。

翻訳のペナルティ

再度提出した際に問題が３回以上続く場合はペナルティが課され、審査が一時的に停止、もしくは審

査の受付を停止します。

● 修正希望に関連する差し戻しはペナルティには含まれません。

● ペナルティが課される前に警告が行われます。

● 警告後、問題が修繕されなかった場合、一時的に審査を停止するか、同作品での再審査をお

断りさせていただく場合があります。
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発売後の修正に関して
審査が通った後に翻訳に変更を行いたい場合や原作に追加されたページの追加依頼等は

「translation@dlsite.com」にお問い合わせください。

お問い合わせ
みんなで翻訳サービスに関するご質問がございましたらサークルヘルプページからご連絡いただけ

れば幸いです。

お問い合わせ(サークル)：https://www.dlsite.com/home/helpdesk/circle

©鬼姫さんこちら　輪立さく/ comipo comics
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