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ニューストップ > コンピュータ > コンピュータ > 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」 （インプレス）
国際

［Infoseek ニュース］ ニュースメルマガの購読はこちら・・・キャンペーン実施中!!

コンピュータニュース
[PR] 銀座まで目と鼻の先。「豊洲」駅徒歩4分
に誕生する新築マンション。
[PR] ●初心者でも安心！【インターネットで
株取引】を始めてみない？！
[PR] 株より簡単ってホント！？ ひまわり証
券のオンライン外国為替取引
[PR] Ｑ：勉強したのになぜ英語が話せない
Ａ：その疑問に裏ワザ大公開！

12カ
12カ国語の相互翻訳
相互翻訳
が可能な
可能なフリーの
フリーの翻訳ソフト
「iTranslator for Java」
Java」 (イン
プレス)
プレス)

・今の旬が一目瞭
然！
・きっとほしいものが
見つかる
・人気アイテムランキ
ング
おすすめコンテンツ
おすすめコンテンツ





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

写真ニュース
アクセスランキング (総合/
芸能/時事...)
ニュースランキングマガジン
を購読
[トラックバックテーマ] 本日
のお題 >>

トピックス


フジ､ライブドアと全面解消
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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
「iTranslator for Java」
Java」
v3.40is
ウンロードできる。
なお、本ソフトの
動作には「Java 2 Runtime」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］


















も
米国産牛肉、再び輸入禁止
へ
ホリエモン ｢Xデー｣ 迫る
2ちゃんねる管理人に賠償
命令
藍＆さくら 15番終え2オーバ
ー
イチロー｢あの人は株の話
ばかり｣
みの TV以外でやり残したこ
と
小池栄子 実生活でも借金
苦か
吉井怜 刺青が映える白い
肌
カラスコ 小倉優子の前で大
暴れ
[ トピックス一覧

注目の
注目の特集

写真ニュース

米国産牛肉に危険部位混入
が判明、対応に追われる農水
省の担当課（２０日夜）
[ 写真ニュース一覧
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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。
【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:つながりにくくな
っています）
っています
http://www.iplatform.org/
（中村 友次郎）
[PR]

[ 2006年1月18
日0時0分 ]

Ads by Google


フランス語の翻訳も当社へ 翻訳会社をお探
しなら迅速対応の ワールドサポートにお任せ下さ
い



中国語を習うなら交流中心 入学金不要! 少
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人数で判り易い授業。 一月あたり八千円から 各
種コース有


英語の先生の検索 写真付 全国で4700人の
英語教師が登録。 レッスンは60分1500円から。入
会金無



英語が勝手に聞えてきます 絶対に英語は聞
いて覚える! "100万人 の英語"の教授陣が監修
する英語ソフト



話せる伝わる 友邦中国語 渋谷・吉祥寺2分
自負の一流講師陣 月謝￥9450より入学金0円振
替可

最新の
最新のコンピュータニュース


CD/DVDライティングやライブラリ管理機能
を追加した「DivX Player」v6.1が公開 - イン
プレス（0時0分）



人工衛星が観測した宇宙の“お天気”をリア
ルタイムに確認「SpaceWeather」 - インプレ
ス（0時0分）



複数HDDのデフラグを手軽に実行できるデ
フラグ支援ソフト「SpeeDefrag」 - インプレス
（0時0分）











Futuremark、“HDR”対応「3DMark06」を公
開、窓の杜からもダウンロード可能【15:10
追記・画像追加】 - インプレス（0時0分）
キヤノン、EFレンズ累計生産3,000万本を達
成 - インプレス（0時0分）
コニカミノルタ、カメラ/フォト事業を3月で終
了 - インプレス（0時0分）
マミヤ、Mamiya ZD用ローパスフィルターを
販売開始 - インプレス（0時0分）
NVIDIA、7シリーズにメインストリーム向け
「GeForce 7300 GS」 - MYCOM PC WEB（0時0
分）

写真特集
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