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日本語の文章を中国語に翻訳します。	

①翻訳方向を指定、②原文を表示し、③翻訳ボタンをクリック。 	

中国語翻訳ソフト	
J北京対訳エディタ	

J北京対訳エディタで翻訳しましょう	

①	

②	

③	 全文翻訳： 
原文をすべて翻訳	

指定文翻訳： 
指定した文だけを翻訳	

④	

④翻訳結果が表示されます。 
⑤簡ボタン／繁ボタンを切り替えることで、字種（簡体字／繁体字）が切り
替わります。 

⑤	
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中国語翻訳ソフト	
J北京対訳エディタ	

翻訳結果を確認しましょう	

第三面を使って、翻訳結果が正しいかどうかを確認します。	

①第三面表示選択で「確認翻訳」を選択。 
翻訳結果をさらに逆翻訳した②確認翻訳が表示されます。 

①	

②	

原文	 確認翻訳	比較	

日本語を比較して、異なる部分は原文を修正。	

中国語がわからなくても、訳質を向上させることができます。	
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中国語翻訳ソフト	
J北京対訳エディタ	

翻訳結果を編集しましょう	

翻訳結果がしっくりこないときは、適切な訳語を選択して、翻訳結果をより
正しい文章に修正します。	

単語をダブルクリックすると、訳語リストボックスが表示されます。翻訳結果
に反映させたいものを選択します。	

「快速」の訳語が「高速の」から「急速に」に変更されました。	

選択した訳語を、今後の翻訳
に反映させることができます。	
訳語リストボックスから「ダイア
ログ表示」を選択します。	
反映させたい訳語を 上段に
移動、【学習】にチェック、	
[ ＯＫ ] ボタンをクリックします。	
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中国語翻訳ソフト	
J北京対訳エディタ	

見出しと本文を訳し分け。タイトル翻訳	

新機能「タイトル翻訳」により、見出しと本文の訳し分けができるようになりまし
た。この技術はすでにECサイトで導入されており、飛躍的な翻訳精度の向上
が認められています。	

New!	

タイトル翻訳なし　＜通常翻訳モード＞	

タイトル翻訳あり　＜自動識別モード＞	

見出しと本文が混在する場合は、	

＜自動識別モード＞を選ぶことに	

より自動で訳し分けされます。	
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中国語翻訳ソフト	
J北京対訳エディタ	

より適切な翻訳に。ユーザー辞書使って	

社名、商品名などの固有名詞をユーザー辞書に登録することで、翻訳結果に
反映させることができます。	

共有辞書	
登録、編集	

複数のパソコンにJ北京7がインストールされている場合、ネットワーク上で	
ユーザ辞書を共有することができます。	
また、ユーザー間でユーザ辞書をファイルとして提供することも可能です。	

複数の単語登録も	

Excelを使えば簡単です。	
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中国語翻訳ソフト	
J北京対訳エディタ	

より高度な翻訳に。翻訳メモリを使って	

原文と訳文をセットで翻訳メモリに登録し、翻訳結果に反映させることがで
きます。過去に作成した文章のリメイクや、既定の文書の微調整（見積書
や注文書など）の翻訳に適しています。	

パターン登録	

New!	
翻訳メモリをさら効果的に利用できる「パターン登録」を	

採用しました。変化する部分を「パターン登録」することで、	

定型文として活用できて便利です。	

旅行会話文例11ジャンルを追加しました。	

日常会話/空港/ホテル/食事/観光/ショッピング/乗り物/エンタメ/通信・郵便/	

銀行・両替/トラブル	

New!	
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中国語翻訳ソフト	
J北京対訳エディタ	

より専門的な翻訳に。専門用語辞書を使って	

専門用語辞書を使って、専門的な文章の	
翻訳精度を向上させることができます。	
	
	

ツールバーから①専門分野指定ボタンを	

クリック、内容に応じて②専門用語辞書を選択して翻訳。	

①	

②	

専門用語辞書が反映された翻訳結果が表示されます。	
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エキスパート3限定	



中国語翻訳ソフト	
J北京対訳エディタ	

より専門的な翻訳に。専門用語辞書を使って	

◆ 専門用語を用いた翻訳例	

系統	 分野	 収録語数	   系統	 分野	 収録語数	

工学系統	 建設	 8,600	  	 理学系統	 医学	 103,200	

 	 機械工学	 155,600	  	  	 生命科学	 30,200	

 	 電気工学	 38,900	  	  	 数学	 8,300	

 	 電子工学	 12,200	  	  	 地質学・地理学	 18,800	

 	 情報処理	 78,700	  	  	 物理学	 15,000	

 	 金属工学	 25,400	  	  	 力学	 10,400	

 	 化学	 42,600	  	 農学系統	 ―	 11,900	

 	 原子力	 12,000	  	 経済学系統	 会計	 5,800	

 	 鉱業	 8,300	  	  	 貿易	 8,900	

 	  	  	  	 スポーツ系統	 スポーツ	 17,200	

 	  	  	  	 ファッション系統	 アパレル	 3,700	

 	  	  	  	 合計	  	 615,700	

日中翻訳	

貿易	 　	
日本語 
原文	

輸出については本邦の輸出港における{本船甲板渡し価格}(FOB)と関連
する。	

未使用	 关于出口与在我国的出口港的{主船甲板摆渡价格}(FOB)有关。	

使用	 关于出口与在我国的出口港的{船上交货价}(FOB)有关。	

中日翻訳	

会計	 　	

中国語 
原文	

企业可以按照工资总额的14%比例计算{应付福利费}，用于支付职工的医
疗卫生费用和职工困难补助。	

未使用	
企業は給与総額の14%割合の計算によって{福利費に対処する}ことができて、
従業員の医療衛生の費用と従業員の困難な補助を支払うことに用いる。	

使用	
企業は給与総額の14%割合によって{未払い福利費}を計算することができて、
従業員の医療衛生の費用と従業員の困難な補助に支払をすることに用いる。	

◆ 専門用語を用いた翻訳例	

Up!	
New!	
New!	

New!	
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中国語翻訳ソフト	
J北京対訳エディタ	

第三面表示を活用しましょう	

第三面表示は「確認翻訳」をはじめ、用途に合わせて選べる表示域です。	

簡繁表示（簡体字と繁体字を表示）	

声調付きピンイン	 声調なしピンイン	 数字声調ピンイン	

カタカナ	 翻訳メモリ	

中央には翻訳メモリを使用しない翻訳結果、	

第三面には翻訳メモリ使用した翻訳結果が表示されます。 
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中国語翻訳ソフト	
アドイン翻訳	

Office文書を翻訳しましょう	

Microsoft Office（Word、Excel、PowerPoint）、ブラウザ（Internet 
Explorer）、メールソフト（Windows Live メールなど）、一太郎に対応してい
ます。 

①翻訳方向を指定、②翻訳ボタンをクリック。	 ①	 ②	
Excelで使用	

Wordで使用	

レイアウトを保ったまま	

翻訳できます。	
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中国語翻訳ソフト	
アドイン翻訳	

WEBページ・メールを翻訳しましょう	

Internet Explorerで使用	

メールソフトで使用	

クリック。 
 
 

クリック。 
 

対訳エディタが起動し、原文テキストと翻訳結果が表示されます。 
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中国語翻訳ソフト	
ファイル翻訳	

ファイルエクスプローラからダイレクトに翻訳	

ファイルエクスプローラで表示されるファイルを右クリックして、翻訳方向を
選ぶだけ。元のファイル形式のまま、開くことなく翻訳することができます。
複数のファイルをまとめて翻訳したいときに便利です。 

New!	
PDF もこのとおり。 	
レイアウトはそのままで翻訳！ 	

※原文によっては、レイアウトが保持されない場合があります。	

ファイルを選択して、 
翻訳方向に適した 
ファイル翻訳をクリック！ 
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中国語翻訳ソフト	
J北京ナビゲータ	

翻訳・辞書検索・読み上げをクイックスタディ	
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知りたい単語やフレーズをサッと選んでワンクリック。	
翻訳、辞書検索、音声の読み上げができるクイックスタディ機能です。	
メールや文書の作成時にも手早く活用できます。 

「ChineseWriter11」と	
併用すれば、5冊の辞書が	
使えるようになります。	

スタンダード3 
エキスパート3	

翻訳、ピンイン表示、読み上げが可能 

翻訳、ピンイン表示、読み上げ 
辞書検索が可能 



中国語翻訳ソフト	
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くらべてきすと！	

テキストファイル文字比較ツール	

「くらべてきすと！」は、２つのウインドウ上のテキストを比較して、	
相違点を色分け表示できるツールです。	
	

左右のウインドウを同時にスクロール 

表示された結果を直接編集可能！（追加・変更・削除）	

翻訳結果を比較・校正するのに大変便利な機能です。	

色分け表示で相違点が明確！	



中国語翻訳ソフト	
ChineseWriterLT	

中国語を入力しましょう	

中国本土で使用されている簡体字(GB2312コード)IME。	

台湾などで使用されている繁体字（BIG5コード）IME。	

GB2312コード　文字 フォント名	 簡体字

1 KF-GB Mincho  ,  KF-GB P Mincho 中国 

2 KF-GB Gothic   ,   KF-GB P Gothic 中国 

BIG５コード　文字フォント名	 繁体字

1  KF-B5 Mincho  ,  KF-B5 P Mincho 中國 

2  KF-B5 Gothic   ,   KF-B5 P Gothic 中國 

●　ChineseWriterLT（GB) 

●　ChineseWriterLT（BIG5) 

繁体字の入力・編集	簡体字の入力・編集	

J北京対訳エディタでの編集に	

中国語IMEの定番「ChineseWriter」のライト版と中国語フォントを標準搭載。	
翻訳しながら中国語入力ができる「日中どこでも翻訳」は特に人気の機能
です。 
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中国語翻訳ソフト	
ChineseWriterLT	

中国語を入力しましょう	

一度に翻訳できる文字数は、
大128文字です。	

中国語がよく分からなくても大丈夫！	
日本語を入力するだけで簡単に中国語が入力できます。 

日中どこでも翻訳	

ピンイン入力	

中国語を入力したい位置に	
カーソルを表示し、「日中ど	
こでも翻訳」ボタンをクリック	

日本語を入力して[確定] 	
 すると、日中翻訳を	
実行します　　	

再度、[確定] で	
アプリケーションに転送！ 　	

ピンインを入力して	 変換！	
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