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【はじめに：パソコン未経験者または初心者の方へ】 
インターネット上の情報を閲覧するには、Web ブラウザがインストールされていて、かつ、インターネットに接続

しているパソコンが必要です。 
産業翻訳の現場ではパソコンやインターネットの使用は必須となっておりますので、今のうちから慣れておか

れることをお勧めします。 

 
【翻訳におけるインターネット活用とは】 
現在の産業翻訳の現場では、インターネットの活用が欠かせません。 
翻訳会社サン・フレアの品質管理部長として、翻訳チェックを担当してきた杉田はブログ《英日誤訳研究》にて、

下記のように述べています。 

「産業翻訳の前提条件は「原文と訳文は等価（equivalent）でなければならない」ということであり、クライアントが

求める最も重要な要件は「商品価値のある高い品質の訳文」ということです。そうした条件を満たさない訳文には

必ず、誤訳、不正確な訳、不適切な訳語、不自然な表現、文法的なミス、訳抜け、入力ミスなどが含まれていま

す。それを避けるためには、原文を最大限に尊重し、辞書やインターネットを最大限に活用し、最大限の注意を

払って翻訳に臨むということです。」 
http://blog.sunflare.info/sugita_m/rkive/000141.html より引用 

 
本資料ではインターネットにて無料または安価で利用できる各種辞書や文法書など、翻訳講座講師お勧めの

情報をまとめてみました。オンライン版は、書籍や CD-ROM 版ではサポートの難しい「新語」の追加が頻繁に行

なわれているものもあります。インターネットを有効活用し、翻訳学習にお役立てください。 
 

Web 上のデータは不確かな記載を含むこともあります。複数のサイトや辞典などで裏

をとりましょう。また良識の範囲内で活用しましょう。 
 
インターネット上の情報は変更されたり消滅したりする場合があります。 
本 資 料 で ご 案 内 し て い る 情 報 に 関 し て 、 何 か お 気 付 き の 点 が あ り ま し た ら 
academy@sunflare.co.jp までお知らせくださいますようお願いします。 

上記内容が不明な方へ、お勧めの参考書 

『IC3 対策テキスト―2005 スタンダード対応 (よくわかるマスター) (単行本)』 ＦＯＭ出版 

IC3（アイシースリー：INTERNET AND COMPUTING CORE CERTIFICATION）とは、今まで漠然

と判断されてきたコンピュータやインターネットに関する基礎知識とスキルを総合的に証明するための資

格試験です。 

本テキストはその対策本ですが、「Web ページの閲覧方法」だけでなく「電子メールの利用」「パソコン

のメンテナンス」「ファイルとフォルダの操作」「[Word][Excel][PowerPoint]の基本操作」など翻訳者にと

って必要な項目を備えています。翻訳者のための PC 入門書としてお勧めいたします。 
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【無料オンライン辞書】 

 
 
※ 無料オンライン辞書ご紹介の前に 
下記でご紹介する「無料」で使えるオンライン辞書を利用すれば、意味のわからなかった単語につい

ても、何らかの「訳」を見出だすことができます。しかし、それを「的外れな訳」としないためには、

大きな英英辞典で、その単語本来の意味や、使用される文脈を確認したうえで訳出することがきわめて

大切です。また、英訳する場合には、適切な言葉の組合せ（動詞と前置詞など）を必ず英和活用大辞典

などで確認することが重要です。 
「大きな英英辞典」としては Oxford English Dictionary や Webster's Third New International 

Dictionary が、活用大辞典としては研究社『新編英和活用大辞典』が、お勧めです。これらには製本版 
/ CD-ROM 版 / 有料オンライン版（後述）があります。 

 
■Excite英和辞書 研究社英和・和英中辞典、国語辞典 http://www.excite.co.jp/dictionary/

新英和中辞典 第 6 版 （研究社）総収録項目数：約 173,000（見出し語・複合語など約 90,000, 句例・文例が約 83,000） 

新和英中辞典 第 4 版 （研究社）総収録項目数：約 135,000（見出し語・複合語など約 70,000, 句例・文例が約 65,000） 

大辞林 第二版 （三省堂）23 万 3,000 語を収録した国語辞典 

 
■Yahoo！辞書 国語・類語・英和・和英辞書の全 85 万 4,000 項目から検索 http://dic.yahoo.co.jp/

大辞泉・大辞林・必携 類語実用辞典・プログレッシブ英和中辞典・プログレッシブ和英中辞典 

新グローバル英和辞典・ニューセンチュリー和英辞典 

 
■goo辞書 http://dictionary.goo.ne.jp/

英和「EXCEED 英和辞典」（約 12 万語） 

和英 「EXCEED 和英辞典」 （約 9 万 4,000 語） 

国語 「大辞林 第二版」および 「デイリー 新語辞典＋α」（約 25 万語） 

 
■Encarta World English Dictionary http://dictionary.msn.com/

Microsoft が百科事典として売り出した Encarta（エンカルタ）ブランド名の英英辞典のウェブ版。 

英語以外にも、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語などの Encarta 百科事典やそれぞれの言語と英語

の 2 ヶ国語辞典もあり。 

 
■英辞郎 http://www.alc.co.jp/

英和：見出語総数 59.7 万語 和英：見出語総数 68 万語弱。 

 
■RNN時事英語辞典 http://rnnnews.jp/

時事英語。検索のほか、カテゴリや注目の話題からも調べられる。 

 
■Cambridge Advanced Learner's Dictionary http://dictionary.cambridge.org/
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■OneLook http://www.onelook.com/
 
■Thesaurus.com http://thesaurus.reference.com/
 
■Visual Thesaurus http://www.visualthesaurus.com/?vt
 英単語の「類義語」「反対語」を線でつなぎ、「一目瞭然」に示してくれる。 

 うにょうにょした動きが面白い。 

■英文法大全 http://www.eibunpou.net/index.html
 
■Biographical Dictionary http://www.s9.com/
 
■American Heritage Dictionary http://www.bartleby.com/61/

米国で定評がある。オンライン版は、さまざまなレファレンス資料や古典文学、ノンフィクション作品などを無料公

開している Bartleby.com のサイトにある。Thesaurus や Quotations、English Usage などとも連動している。 

 
英英辞典 

■Longman社 http://www.longmanwebdict.com/
定評のある学習英英辞典として、Longman社にはングマン現代英英辞典―Longman dictionary of 
contemporary English や Longman Learner's Dictionary 、 ロ ン グ マ ン 現 代 ア メ リ カ 英 語 辞 典 - 

Longman Advanced American Dictionary がある。 
定義文に基本 2000 単語のみを使用しているので、英語を母国語としない者にも分かりやすい。 

 
■Oxford Advanced Learner's Dictionary http://www1.oup.co.uk/elt/oald/

昔からある学習英英辞典。 

 
■Merriam-Webster Collegiate Dictionary （ウェブ版） http://www.m-w.com/

広辞苑のような感覚で、大型辞典としては米国の家庭に最も普及している辞書。 

このウェブ版は Thesaurus（類義語辞典）とも連動している。音声付きなので、発音も調べられる。 

 
■The Phrase Finder http://www.phrases.org.uk/meanings/index.html

The meanings and origins of over 1,200 English sayings, phrases and idioms. 
（ことわざ、フレーズ、イディオムなどの意味と語義を調べるときに便利） 

 
■Urban Dictionary http://www.urbandictionary.com/browse.php?character=A

Urban Dictionary is a slang dictionary with your definitions. Define your world. （スラング辞典。

読者が投稿した定義に、他の読者が投票する形式。スラングやフレーズを調べるにはかなり有益。かなりお

遊びの投稿もあるが、それはそれで楽しい） 
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■The Free Dictionary http://www.thefreedictionary.com/

English, Medical, Legal, Financial, and Computer Dictionaries, Thesaurus, Acronyms, 
Idioms,Encyclopedia, a Literature Reference Library, and a Search Engine all in one! 
（単語を入力すると、次の各辞書における定義がワンクリックで調べられる） 

Dictionary / Thesaurus Computing Dictionary Medical Dictionary

Legal Dictionary Financial Dictionary Acronyms

Idioms Columbia Encyclopedia Wikipedia Encyclopedia

Subscription: Hutchinson Encyclopedia

 
和英辞典 
■Animelab http://www.animelab.com/anime.manga/dictionary/

(他の辞書ではなかなか見つからない旬の単語や日本事象の的確な英訳がヒットすることがあるエキセントリ

ックな和英辞書) 
 
英和辞典 
■翻訳訳語辞典 http://www.dictjuggler.net//yakugo/

翻訳家の山岡洋一氏が編纂された訳語辞典。信頼できる翻訳家が邦訳した本と、日本語で書かれた本の

英訳を出典にして、実際に使われた訳語を集めたデータベース。非常に利用価値の高い無料辞書。 
 
■類語玉手箱 http://www.dictjuggler.net/tamatebako/

翻訳家の藤本直氏が 30 年の歳月をかけ 40 万語を積み上げた、まったく新しい視点から作られた、文章を

書く人のツール。（ちょっと使いにくい） 
 
★DictJuggler.net  http://www.dictjuggler.net/  
（上記二つの辞書およびその他多くの辞書、データベースが引けるサイト） 

おもに翻訳者、ライター、自然言語処理関連の開発者など、日常的に辞書や検索サイトを利用する人々が

便利に利用できることを目指して開発・公開しているサイト。 
 
多言語間辞書 
●From language to language  http://www.langtolang.com/

英、独、仏、伊、西、トルコ語など 18 言語間の辞書 
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□「Microsoft Office」の翻訳/類義語機能 

Word 2003 / Excel 2003 / Power Point 2003 ならば、作業中に「類義語」「翻訳」機能が使用できる。 

作業ウィンドウの［リサーチ］にインターネット上の辞書・辞典の検索結果を表示する。 

操作：単語の上で右クリックし、ツールメニューから [類義語 (Y)][翻訳 (A)] を選択 またはキーボードの [Alt] 

キーを押しながら調べたい語をクリック 

例：”study” の類義語を探す（[類義語] 機能は日本語では不可） 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
例：「学ぶ」で翻訳コマンドを使用（[翻訳] 機能は英語・日本どちらでも可） 
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【有料オンライン辞書】 
 
■三省堂 Web Dictionary: sanseido.net http://sanseido.net/

グランドコンサイス英和辞典、新グローバル英和辞典、エクシード英和辞典、 

ニューセンチュリー和英辞典、エクシード和英辞典 

 
■研究社Online Dictionary http://kod.kenkyusha.co.jp/service/

研究社の様々な辞書が丸ごと串刺し検索可能、契約項目により料金は異なる 
※ 「個人スタンダード契約」の場合は半年間で 3,150 円 

リーダーズや新英和大辞典などは使えるが新編英和活用大辞典が使えない 
 

■電子ブック閲覧室「私の仕事部屋」 http://www.so-net.ne.jp/myroom/
So-net 課金システムによるサービス 

利用料金（税込）は個別に登録（日額や月額の別あり 数十円～数百円程度） 

著作権や検索サービスの内容は、各々の出版社に帰属 

◆ 用語事典 

現代用語の基礎知識 月額 210 円／日額 74 円  

朝日現代用語事典「知恵蔵」 月額 252 円／日額 105 円 

コンピュータ用語 英和・和英辞典 月額 431 円／日額 105 円 

データパル 9 年分'91～'99 (書籍本体データの主内容（9 年分）を収録) 

◆ 国語辞典 

広辞苑 第五版  国語関係 12 万語他、百科項目 10 万語を収録 

三省堂 Web Dictionary 40 万語、16 タイトルを誇る辞書検索サービス 

明鏡国語辞典  言葉のニュアンスや使分け、誤用情報など、7000 語収録 

漢和辞典 漢字源  検索方法に工夫！漢字が楽に引ける漢和辞典 

◆ 英和／和英辞典 

リーダーズ+プラス V2  46 万語収録の世界最大級の英和辞典 

新編英和活用大辞典  自然な英語を書くための英和辞典.用例 38 万 

ジーニアス英和・和英辞典  「英和第 3 版」「和英第 2 版」の最新版のセット 

◆ 法律書 

模範六法  全法令 447 件を対象にキーワード検索 
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■ジャパンナレッジ http://www.japanknowledge.com/
個人利用：月額¥1,575(税込) 
日本語の辞書や事典の入手が困難な海外の方にもお勧め。 

 
事典・辞書を中心にした総合データベース。 
小学館グループの株式会社ネットアドバンスによる運営。 
複数社がジャパンナレッジにコンテンツを提供しているため、たとえば集英社の『imidas』と、自由国民

社の『現代用語の基礎知識』を同時に検索などもできる。 
 

総項目数約 186 万、書籍約 2 万冊分の膨大な知識データの一括検索を行う、メインコンテンツの

『OneLook 検索』をはじめ、時事用語や経済情報などの日変わり・週変わりのコンテンツ、目で見て理

解できるマルチメディアコンテンツなどがある。 
 

カテゴリ「事典」「辞書」「記事・コラム」「書籍」「書籍検索」「マルチメディア」「その他」 
 

◆ 使用可能な辞書・事典 

『日本大百科全書(ニッポニカ)』 『デジタル大辞泉』 『数え方の辞典』 

『情報・知識 imidas』 『現代用語の基礎知識』 『亀井肇の新語探検』 

『JK Who's Who』 『日本人名大辞典』 『会社四季報』 

『科学技術略語大辞典』 『Web 版・最新英語情報辞典』 

『ランダムハウス英和大辞典』 『プログレッシブ英和中辞典』 『プログレッシブ和英中辞典』 

『Encyclopedia of Japan』 『COBUILD 英英辞典』 『CAMBRIDGE 英英辞典』 

 
 
 
■Oxford English Dictionary: Version 3.0  http://oed.com/

OED として知られる大型英英辞典 

ウェブでの使用は、年間 350 ポンド（+税）または 550 ドル 

 
■Webster's Third New International Dictionary, Unabridged  http://m-w.com/

米国での最大の辞典。紙でも 1 巻本なので、OED に比べると小ぶり。 

ウェブで使用は、年間 29.95 ドル、月間 4.95 ドル。 2 週間の試用期間有。 

7/19 

http://www.japanknowledge.com/
http://oed.com/
http://m-w.com/


 

【分野別関連サイト】 
※ 適語・適訳の選択で最も重要な点は、やはり内容の理解、すなわち背景知識（業務知識）の深さと言えます。

単に言葉を検索してもその内のどれを選択するかは、偏に背景となる正しい知識を備えているか否かに掛かっ

ています。 
ツールをいくら充実させても”宝の持ち腐れ”にならぬよう、まずはバックグラウンドとなる正しい業務知識を備え

ることが先決ですので、「入門書、参考書」などにより、およその業務知識を理解しておきましょう。下記にご紹介

するサイトも、そうした背景知識があってこそ、活用価値があります。 
----------------------------------- 

■翻訳の基本 

サン・フレア アカデミー副学院長 杉田光雄と岡田信弘による、翻訳学習支援サイト 

「英日誤訳研究」（入門者対象） 
http://blog.sunflare.info/sugita_m/
基本的な産業翻訳（技術翻訳）のあり方について誤訳例をもとにさまざまな角度から検討。 
著者は杉田光雄。 
 
「翻訳の泉」（中級もしくは上級翻訳者対象） 
http://www.honyakunoizumi.info/
「誤訳パターン克服法」のタイトルでイカロス出版「通訳翻訳ジャーナル」に 1998 年５月号から連載したもの。 
著者は翻訳会社サン・フレアにて長年、主に特許翻訳のチェックを担当している岡田信弘。 
【翻訳教室】と【コラム】の 2 部構成で、翻訳者として更なるレベルアップを目指す方へ翻訳のコツなどをわかりや

すく解説している。 
 

【翻訳教室】 
多くの翻訳者がミスを犯しがちな英文和訳の注意ポイントや、辞書などにはその意味が載っていない翻訳

者泣かせの表現、さらに、直訳に基づいて明瞭で読みやすい日本語をつくるためのコツなどを収録してい

ます。 
【コラム】 

翻訳原稿をつくるための基本的なマナーをまとめてみました。 
また、法律・生物・特許など特定の専門分野を翻訳する際の常識で、一般的な翻訳でも時々必要となる知

識も付け加えてあります。 
 
「トライアル突破ブログ」（「英日誤訳研究」続編） 
http://www.hon-yaku.net/sugita/index.html
「英日誤訳研究ブログ」と同じく、杉田光雄によるブログ。 
トライアルの共通課題に焦点を絞って説明し、トライアルの基本要件をクリアすることを目的としている。 
サン・フレアアカデミー主催の翻訳検定試験 TQE（Translator Qualifying Examination）対策としても有効。 
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■科学知識読み物 

英語で読む日経サイエンス 

http://www.nikkei-science.com/english_read/index.html
『日経サイエンス』に掲載された記事を原文と英訳文の対比で読むことが出来ます。 
 
 
----------------------------------- 

■高校レベル知識の復習 

NHK 高校講座 
http://www.nhk.or.jp/kokokoza/
Web 上で、NHK 高校講座バックナンバーが無料視聴できる。 
 講座によっては PDF 版資料のダウンロードやチェックテストもあり。 
 生物や物理は「医薬」「理工系」翻訳初学者にお薦め。 
 
楽しい高校化学 
http://www2.yamamura.ac.jp/chemistry/
高校や塾の先生や大学生など、複数講師による「高校化学」の解説 
 
----------------------------------- 
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■化学 

一家に 1 枚周期表 
http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/week/shuki.htm
文部科学省サイト。元素周期表 PDF 版のダウンロードが無料でできる。 

 
chem-station 
http://www.chem-station.com/s-index.htm

化学全般にわたり、分野別に多数のリンクが設けられているので検索に便利。 
入門編として活用できる。 

 
化学物質データベース 
http://w-chemdb.nies.go.jp/

環境リスク研究センターで運営しているサイト。化学物質の安全情報などを提供している。 
 
American Chemical Society アメリカ化学会 
https://portal.acs.org/portal/acs/corg/memberapp

CAS (Chemical Abstract Service) を行っている機関で、CAS のメンバーになると約 3,100 万種の物質に

ついてのデータベースを閲覧することができる。 
 
IUPAC 
http://www.iupac.org/dhtml_home.html

世界の化学物質の命名を行っている機関で化学に関するあらゆる情報が網羅されており、化学会社や製薬

会社などのリンクもある。かなり専門的で英語力も必要。 
 
Let's Study 石油化学 
http://www.jpca.or.jp/junior/index.htm
石油化学工業協会のサイト。 
石油化学工場の特徴や製品（プラスチックや合成繊維、塗料など）がわかりやすく紹介されている。 

 
----------------------------------- 
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■医薬 

メルクマニュアル（万有製薬） 
英語版  http://www.merck.com/pubs/
日本語版  http://merckmanual.banyu.co.jp/

 英訳表現の勉強などにも便利 

 不確かな記載もありますので、必ず他のサイトや辞典などで裏をとること 

 

 
医薬品医療機器情報提供ホームページ 
http://www.info.pmda.go.jp/

医薬品医療機器総合機構（PMDA）のホームページ。上記の添付文書情報以外にも、副作用が疑われる症例情

報、緊急安全情報、機器安全対策通知などの情報を提供。 

☆添付文書情報メニュー 
http://www.info.pmda.go.jp/psearch/html/menu_tenpu_base.html
医療用医薬品の添付文書を一般名・販売名で検索可能。 

内容は各製薬企業で電子化されたもので信頼できる。 

☆ICH ガイドライン 

http://www.pmda.go.jp/ich/ich_index.html
ICH とは日・米・EU とで薬事申請フォームの統一を図ることを目的とした官民一体の国際的組織（各地域

の規制当局と製薬団体により構成、http://www.pmda.go.jp/ich/sosiki.htm）で策定された様々なガイド

ライン。 

ICH ガイドラインは大きく以下の 4 つに分類される。 

・品質に関するガイドライン            Q1～Q10 

・非臨床に関するガイドライン         S1～S9 

・臨床に関するガイドライン            E1～E15 

・複数領域に関するガイドライン      M1～M4 

＊各ガイドラインの英字は、品質=Quality、安全性（非臨床）＝Safety、有効性（臨床）＝Efficacy、 

 複合領域＝Multidisciplinary の頭文字 

 

 
薬学用語解説 
http://www.pharm.or.jp/dictionary/

（社）日本薬学会提供。日本語、英語の両方で検索が可能。用語説明も詳しい。 
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医歯薬英語辞書 Medical English Dictionary Online 

http://www.medo.jp/0.htm
歯学用語や解剖名、疾患名、病原体名、薬品名、化合物名、元素名など医学用語だけでなく、 

一般用語・略語も収載。 

 
くすりのしおり 
http://www.rad-ar.or.jp/siori/

くすりの適正使用協議会のホームページにある処方薬の情報提供サイト。 

 
上手なセルフメディケーション ‐おくすり検索‐ 
http://www.jsmi.jp/search/index.html

日本大衆薬工業協会のホームページにある大衆薬の情報提供サイト。 

 
orphan 
http://www.nibio.go.jp/shinko/orphan.html

希少疾病用医薬品等（オーファンドラッグ）指定品目一覧などの情報を提供。 

 
国立医薬品食品衛生研究所 http://www.nihs.go.jp/index-j.html

医薬品安全情報Drug Safety Information http://www.nihs.go.jp/dig/jindex.html
厚生労働省関連情報 http://www.nihs.go.jp/mhlw/

 図書室 http://www.nihs.go.jp/gaiyou/tosho.html
 
国立がんセンター 
 日本語版 http://www.ncc.go.jp/jp/
 英語版  http://www.ncc.go.jp/index.html
 がん情報サービス 一般向け http://ganjoho.ncc.go.jp/public/index.html
 がん情報サービス 医療関係者向け http://ganjoho.ncc.go.jp/professional/index.html
 
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/
厚生労働省サイト内  

所管の法令、告示・通達等 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html
日本薬局方ホームページ 

日本語版 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/yakkyoku/
  英語版  http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/yakkyoku/english.html
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Minds 医療情報サービス 
http://minds.jcqhc.or.jp/index.aspx

日本医療機能評価機構が実施する医療情報サービス。提供する診療ガイドラインは、診療ガイドライン選定部会で

厳密に選定され、その他の情報についても各部会にて検討・選定されたものを掲載。

 
診療ガイドライン 
http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/guideline/

東邦大学医学情報メディアセンターが提供するガイドライン集。Mindsとは異なり、評価せず幅広く集めている。 

 
JANCOC HomePage 
http://cochrane.umin.ac.jp/

日本でコクラン共同計画を利用する方法に関して解説があり、世界の Cochrane Center にリンクされている。 

 
治験ナビ 

http://www.chikennavi.net/i_word_index.htm
治験一般（特に臨床パート）に詳しいサイト。 

ここの「治験・医薬」用語集は初学者向けに平易な言葉で解説されており、略語等もメジャー所は大方カバーされ

ている。関連する用語間で相互リンクあり。 
 
Health Care Clinical Practice Guidelines Subdirectory Page 
http://www.ahrq.gov/clinic/cpgsix.htm

United State Department of Health & Human Service の一部門で、Clinical Practice Guidelines 以外に

EBM の情報なども提供。 

 
PubMed 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/

米国立図書館提供。世界約 70 ヵ国、約 4800 誌の医学文献を検索できるデータベース。 

 
 
毒性試験用語集 
http://www.nihs.go.jp/center/yougo/

毒性試験用語集は、症状観察・病理試験・催奇形性用語を含むもので、国立衛生試験所安全性生物試験研究セ

ンターが中心となり、1994 年に発行された。「一般状態用語集」「病理所見用語集」「催奇形性所見用語集」がある。

実験に特有の用語が調べられる。 

 
メディカルオンライン 

http://www.meteo-intergate.com/index.html
医学論文をダウンロードできる！医療の総合ウェブサイト 
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日経メディカルオンライン 
http://medical.nikkeibp.co.jp/

日経 BP 社発行の総合医療情報誌『日経メディカル』のサイト。最新の医学・医療情報の取材記事やコラムが充実。

医師を対象とした会員登録制（無料）サイトだが、医師以外も登録は可能。 

 
-------------------------------------- 
 

■ 統計解析 

青木 繁伸（群馬大）おしゃべりな部屋 
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/index.htm
 統計に関するページでは秀逸 
 
堀 啓造（香川大）のホームページ 
http://www.ec.kagawa-u.ac.jp/~hori/index.html
 統計学習のページの情報量はピカイチ 
 
HyperStat Online Statistics Textbook 
http://davidmlane.com/hyperstat/index.html
 統計に関する分かりやすい解説を掲載している英文サイト。 
 
中西寛子（成蹊大）Hiroko's Note 
http://sun.econ.seikei.ac.jp/~nakanisi/
 初心者向けのリンクが良いです。  
 
鈴木冶朗（信州大医療技短大）のホームページ 
http://www.takenet.or.jp/~hayakawa/u-tan%20index.htm
 基本知識を再確認するページ 
 
統計学（Statistics）運営：東京医科歯科大学 
http://www.tmd.ac.jp/med/phy1/static/static1.html
 統計に関する詳細な解説ページ 
 
-------------------------------------- 
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■バイオ（医学を含む） 

National Center for Biotechnology Information 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
文献、遺伝子、タンパク質、病気等々バイオに関するあらゆる最先端の学術用語や、翻訳に必要な知識を仕入

れるためのサイト（予備知識は必要） 
 

WebLSD http://lsd.pharm.kyoto-u.ac.jp/ja/index.html
生命科学（ライフサイエンス）の学問領域で使われる専門用語、対訳、用法、各種の統計情報を分析、収集する

とともに、電子メディアで活用することのできる電子辞書やパソコンツールを開発しているLSD（Life Science 
Dictionary）プロジェクトが公開しているオンライン辞書  
 
-------------------------------------- 

■特許明細書 

国内特許の検索 
特許庁 特許電子図書館 http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl
特許庁ホームページ http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
公報テキスト検索  http://www7.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl?N0000=108

国外特許の検索 
米国特許商標庁特許検索 http://www.uspto.gov/patft/index.html
WIPO PCT公開公報検索 http://www.wipo.int/pctdb/en/ 
欧州特許庁（日本語） http://ep.espacenet.com/quickSearch?locale=jp_EP
 ※ 初学者の方には左サイドメニューの「クイツクサーチ」が便利でしょう 
 

和英特許用語集／英和特許用語辞典／和英特許用語辞典 
（株）パトロインフォメーション 用語集・辞典 http://www.patro.co.jp/glossaries.html

検索ウィンドウが設置されており、「AND」「OR」検索が可能 
 

-------------------------------------- 
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■IT・通信・コンピュータ 

アスキー デジタル用語辞典 http://yougo.ascii24.com/
基礎的なパソコン用語から難しい専門用語まで、コンピュータに関連する用語を幅広く収録した 

インターネット上の用語辞典 

 
ＩＴ用語辞典 e-Words  http://e-words.jp/  
 
ＩＴ関連技術の解説 http://www.atmarkit.co.jp/index.html 
 
CNET Japan http://japan.cnet.com/

テクノロジー＆ビジネス情報のメディアサイト。ニュースだけでなく、オピニオンリーダーによるコラムや

インタビュー、ブログなども掲載。「ホワイトペーパーライブラリー」では、製品情報や技術資料、導入事

例などを、PDF などで提供。 
Internet Week 「レクチャーノート」「チュートリアル資料」 
http://internetweek.jp/outline/index.html#history

「Internet Week」とはインターネットに関する技術の研究・開発、構築・運用・サービスに関わる人々

が一堂に会し、主にインターネットの基盤技術の基礎知識や最新動向を学び、議論し、理解と交流を

深めるためのイベント。主催は社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)。 
「レクチャーノート」「チュートリアル資料」が公開されており、上記 URL より無料閲覧が可能。 

 
インターネットワーキング用語・略語集 
http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/info/tips/terms/index.shtml
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日本アイ･ビー･エム株式会社 
ＩＢＭ情報処理用語英和対訳集 http://www-06.ibm.com/jp/manuals/nlsdic/nlsdic.html
マニュアル / Redbooks   http://www.ibm.com/support/publications/jp/ja/

「マニュアル検索」「インフォメーションセンター」ともに、日本語版と英語版あり 
比較検討すれば対訳の良い学習素材として活用可能 

・マニュアル検索 
導入ガイド、ユーザーガイドなど日本語マニュアル約 7,000、英語マニュアル約 4 万 5,000 の検索が

可能。その多くを無料でダウンロードできる 

・インフォメーションセンター 
SW および HW 製品の導入・設計・開発・管理などのすべてのフェーズに必要な情報が製品ごとにカ

テゴライズされて参照することが可能 
 
その他マニュアルの閲覧やダウンロードが可能な会社 

シスコシステムズ株式会社  http://www.cisco.com/jp/index.shtml
アップルコンピュータ株式会社  http://www.apple.com/jp/
日本ヒューレット・パッカード株式会社 http://welcome.hp.com/country/jp/ja/welcome.html
株式会社バッファロー   http://buffalo.jp/
サン･マイクロシステムズ株式会社 http://jp.sun.com/
日本オラクル株式会社   http://www.oracle.co.jp/
株式会社エーピーシー･ジャパン  http://www.apc.com/jp/
エム･エス･アイ･コンピューター･ジャパン株式会社 http://www.msi-computer.co.jp/

 
マイクロソフト社 
WHDC（Windows Hardware anc Driver Central） サイトにて、ハードウェア関連の情報をタイムリーに提供

しています。英語サイトと日本語サイトがありますので対訳の学習素材にもなります。 
英語サイト http://www.microsoft.com/whdc/
日本語サイト http://www.microsoft.com/japan/whdc/

-------------------------------------- 
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■機械・機器・電気・電子 

度量衡変換ができるサイト（インチ⇔ミリメートル、ポンド⇔グラム、摂氏⇔華氏など）  
 度量衡変換：http://hp.vector.co.jp/authors/VA018451/javascript/jdoryoko.htm
 
英語－日本語電気専門用語辞書(項目数 30460)：http://www.geocities.jp/ps_dictionary/

「全文バージョンはこちらへどうぞ」をクリック 
 
もの作りのための機械設計工学：http://www.nmri.go.jp/eng/khirata/design/index_j.html
 機械設計の基礎をわかりやすく解説 元は理工学部機械工学科 3 年生向けの資料 
 
-------------------------------------- 

■金融・経済 

内閣府 http://www,cao.go.jp/
経済諮問会議の資料や政府の経済見通し、景気動向指数等の統計を調査 

 
財務省 http://www.mof.go.jp

予算の概要、税制、国債情報、貿易収支の統計など 
 
日銀 http://www.boj.or.jp

金融政策決定会合の議事録、マネーサプライなどの金融関連統計や景気の見方などＱ＆Ａ形式の分

かりやすい解説 
 
金融庁 http://www.fsa.go.jp

金融監督の動向や金融商品に関する扱いなど 
 
国際通貨基金 http://www.imf.org/

世界経済予測の要旨やＩＭＦの融資基準、途上国支援などを英文で参照 
経済・金融記事の読解力に役立つ 

 
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ） http://www.federalreserve.gov

米金融政策、各種金利などの金融関係統計 
 
経済・金融訳語辞典 http://www.dictjuggler.net/

1994 年に刊行された「CD-ROM 経済・金融 英和/和英実用辞典」（山岡洋一編、日経 BP）をベースに、最新

の用語を追加したもの。 
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http://www.geocities.jp/ps_dictionary/
http://www.nmri.go.jp/eng/khirata/design/index_j.html
http://www,cao.go.jp/
http://www.mof.go.jp/
http://www.boj.or.jp/
http://www.fsa.go.jp/
http://www.imf.org/
http://www.federalreserve.gov/
http://www.dictjuggler.net/


 

金融大学 http://www.findai.com/index.html
金融のしくみや重要なコンセプトをやさしく解説 

 
ビジネス英語辞書 http://home.alc.co.jp/db/owa/bdicn_sch
 
証券用語辞典 http://secwords.com/
 
Investopedia http://www.investopedia.com/?viewed=1

投資を中心にビジネス情報を幅広く提供 
JBpress http://jbpress.ismedia.jp/

海外情報と地方情報に力を入れた情報サイト 
日本ビジネスプレス http://jbpress.ismedia.jp/

Economist 誌、Financial Times 誌などの海外雑誌の翻訳が無料で入手できるサイト 

 
-------------------------------------- 

■法務契約書 

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
総務省行政管理局による「法令データ提供システム」のサイトです。 
総務省行政管理局が整備している憲法、法律、政令、勅令、府令、省令及び規則のデータを検索で

きます。「新規法令一覧」「未施行法令一覧」「廃止法令等一覧」もあります。 
 
日本の法律の正式英語名称：所轄の省庁のホームページ 

官公庁リンク集 http://www.kantei.go.jp/jp/link/server_j.html
 

英文（米国）契約書サンプルや判例の検索 http://www.findlaw.com/
 
金融庁のホームページ http://www.fsa.go.jp/common/law/index.html

英語版が充実。法律も英訳されています。 
 
※ web 上で参考書を検索する場合は、「英文契約書」「法律翻訳」に限らず、「米国法」「英国法」「ビ

ジネス法」「国際取引」「国際法務」など、キーワードを工夫してみましょう。 
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http://www.investopedia.com/?viewed=1
http://jbpress.ismedia.jp/
http://jbpress.ismedia.jp/
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
http://www.kantei.go.jp/jp/link/server_j.html
http://www.findlaw.com/
http://www.fsa.go.jp/common/law/index.html
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