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12121212カカカカ国国国国語語語語のののの相互翻相互翻相互翻相互翻訳訳訳訳がががが可能可能可能可能ななななフリーフリーフリーフリー
のののの翻翻翻翻訳訳訳訳ソフトソフトソフトソフト「「「「iTranslator for JavaiTranslator for JavaiTranslator for JavaiTranslator for Java」」」」 
2006年 1月18日 (水) 00:30 
 

 日本語、英語、イタリ

ア語など12カ国語に対

応しており、Webブラウ

ザー機能を内蔵した翻

訳ソフト「iTranslator 

for Java」v3.40isが、7

日に公開された。

Windows 98/Me/NT 

4.0/2000/XPに対応す

るフリーソフトで、現在作者のホームページか

らダウンロードできる。 

 なお、本ソフトの動作には「Java 2 Runtime」
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「「「「iTranslator for JavaiTranslator for JavaiTranslator for JavaiTranslator for Java」」」」

v3.40isv3.40isv3.40isv3.40is

 
 
注目注目注目注目ののののトピックストピックストピックストピックス 

堀江社長「対策会議して

る」  

容疑者DNA情報 各国で

共有へ  

ザルカウィ氏は生存、英紙  

韓国本物軍艦が海自を迎

撃？  

栃東、朝青龍破り3度目の

V  

モーグル上村が緊急帰国  

アッコが「ホリエモン謝れ」  

トピックス一覧 

1/5 ページ12カ国語の相互翻訳が可能なフリーの翻訳ソフト「iTranslator for Java」 (窓の杜) -...

2006/01/22http://news.goo.ne.jp/news/forest/it/20060118/wf2006011801-forest.html?C=S



v1.3以降が必要。また本ソフトは翻訳エンジン

に、Web上で翻訳エンジンAPIを提供する開発

者向けサービス“WebserviceX.NET”を利用し

ているため、翻訳時にはインターネットに接続

されている必要がある。  

 本ソフトで翻訳できる言語は、“日本語”“英

語”“フランス語”“ドイツ語”“イタリア語”“スペ

イン語”“ポルトガル語”“ギリシャ語”“オランダ

語”“ロシア語”“中国語”“韓国語”の12カ国

語。“英語から日本語”“日本語から韓国語”

“英語からドイツ語”というふうに、翻訳元と翻

訳先の言語を任意に選択できる。  

 翻訳対象となる原文はテキストボックスに入

力したり貼り付けるほか、テキストファイルを本

ソフトにドラッグ＆ドロップして読み込むことも

可能。また、翻訳画面とタブで切り替えられる

Webブラウザーを内蔵しているため、海外の

Webサイトなどから原文を簡単にコピーできる。  

 原文の入力後は、言語を選択して［翻訳］ボ

タンを押せば、翻訳結果が表示される。結果は

選択範囲をクリップボードにコピーできるほか、

全文をテキストファイルとして保存することも可

能。さらに、原文の後ろに訳文を追記した書式

のPDF/HTML/RTFファイルや、原文と訳文を

個別のシートに記載したExcelファイルとしても

保存できる。  

 

 

 

 

googoogoogooのおすすめのおすすめのおすすめのおすすめ情報情報情報情報

自分スタイルの住まい探

し 

 goo 住宅・不動産   

Numberによるスポーツ

情報 

 goo スポーツ  

冬のイベント情報満載 

 goo 冬まるごと特集

2005  

賢く、安く、楽しく買物 

 gooショッピング  

病院検索”160,000”件以

上 

 goo ヘルスケア  

お仕事探しの決定版 

 goo 求人&転職  

あなたの街のお天気情

報 

 goo 天気  

トピックス情報の通知ツ

ール 

 goo ラボ TopicAlert  

googoogoogooニュースニュースニュースニュースについてについてについてについて

・gooニュースの読み方 

・パーソナライズ機能に

ついて 

・サービス案内 

・お問い合わせ 
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【著作権者】KOROSUKE (神原 健一) 氏 

【対応OS】Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP 

【ソフト種別】フリーソフト 

【バージョン】3.40is（06/01/07）  

□iplatform.org（編集部注編集部注編集部注編集部注::::つながりにくくなってつながりにくくなってつながりにくくなってつながりにくくなって

いますいますいますいます） 

http://www.iplatform.org/  

（中村 友次郎）  

 

 この記事でブログを書く

【PR】エア・ドゥで雪の札幌へ - 1月限定宿泊プラン
あり！臨時便も設定！ 
【PR】つらい冷え症でお悩みでは - 薬用養命酒で
冷え症を改善！！ 
【PR】POSはVPNでもっと便利に！ - 経費削減・業
務効率UPの企業成功事例を紹介 
 

 

関関関関連連連連ニュースニュースニュースニュース    

 声を判別、日中携帯通訳機 ＮＥＣが商品化へ 
(朝日新聞) 1月 4日 (水) 08:30 

ランキングランキングランキングランキング 

過去過去過去過去24242424時間時間時間時間にににに読読読読まれたまれたまれたまれたITITITIT情報情報情報情報ニュースニュースニュースニュース  （22日 18時） 

 面白かったNHK大
河ドラマランキング (gooランキング)  1月22日  3:36

 「iPod1日2時間以
内に」、難聴予防で医
師警告 (HOTWIRED)  1月20日 17:39

 「最高のCPUを作
っているのは我々」 (PC Watch)  1月21日  0:30

 やってみたいネッ
ト占いランキング (gooランキング)  1月21日  9:33

 米政府、「ポルノ検
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>>IT情報ニュースランキング

過去過去過去過去48484848時間時間時間時間ににににブログブログブログブログでででで話題話題話題話題ののののニュースニュースニュースニュース  （22日 18時） 

>>ブログで話題のニュースランキング

索の実態」を求めてグ
ーグル社に情報を要
求 (HOTWIRED)  1月20日 17:39

 米国産牛肉、再び禁
輸に 成田の検疫で危
険部位発見 (朝日新聞)  1月21日  3:03

 危険部位混入の疑
い 米国産牛肉、成田で
発覚 (共同通信)  1月20日 18:28

 首都圏や静岡で積
雪、東京都心でも初観
測 (朝日新聞)  1月21日 16:20

 「iPod1日2時間以内
に」、難聴予防で医師警
告 (HOTWIRED)  1月20日 17:39

 「女に嫌われる女」
裕木奈江、国費でギリシ
ャへ (夕刊フジ)  1月20日 16:17

最新最新最新最新ITITITITニュースニュースニュースニュース   

 面白かった
NHK大河ドラマ
ランキング

(gooランキング) 1月22日 (日) 03:36

 やってみたい
ネット占いラン
キング

(gooランキング) 1月21日 (土) 09:33

 MSIから7300 
GS採用の
「NX7300GS-
TD256E」 - 
LowProfile対応
で独自機能も

(MYCOM PC WEB) 1月21日 (土) 05:00

 フランスで光フ
ァイバサービス
の実験開始へ

(MYCOM PC WEB) 1月21日 (土) 05:00
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 TDK、NXTとの
共同開発による
フラットパネルス
ピーカーのニュ
ーモデル発表

(MYCOM PC WEB) 1月21日 (土) 05:00

掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。 
Copyright(C) 2006 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved. 
 

【PR】引越料金を一発回答！その場でわかるオンライン見積り 
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