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講座のはじめに 

 

特許明細書の英訳の需要が高まっています。WIPO（世界知的所有件機関）が発表した 2017

年の国際特許出願状況によると*1、総出願件数は 24 万件を超えて増加傾向にあります。国別

では連続 1 位が米国、2 位が中国、3 位が日本、以下ドイツ、韓国となっています。企業別で

は 1位・2位がそれぞれファーウェイ、ZTEと中国企業が続き、3位インテル、4位三菱電機、

5 位がクアルコムです。日本企業では、ソニー、パナソニック、富士フィルム、デンソーほか

9社がトップ 30社に入っており*2、特許の英訳需要が見込めます。 

*1  http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2018/article_0002.html 

*2  http://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr_2018_816_annexes.pdf 

 

日米の様式の違い 

特許明細書の様式は日米で若干異なっていますので、これは学ぶ必要があります。通信講

座の「【入門】特許英和」で詳しく述べていますが、【入門】を受講しなかった皆さんにも是非

知っておいて頂きたい内容ですので、参考資料として配布しております。これを読んで、日米

の文章の表現の仕方をマスターすると、大きな強みとなります。特許文の表現は、日米とも少

し独特な表現がありますが、慣れてしまえば問題ありません。 

例えば、日本文の「要約」には「課題」とその「解決手段」があり、米国の Abstract（要

約）とは形式が若干異なっています。言わんとする内容は同じです。 

つまり、 

・発明がどんな発明であるか 

・その発明分野にはどんな課題があるか 

・この課題を解決する本発明には、どのような手段を用いて課題を解決しているか 

を分かりやすく説明しなければなりません。 



 
 

 3 

特許コース 
和英 初級 
第 1 課 

英文の Abstractは 50ワードから 250ワードの範囲内で書くように規定されています。従っ

て翻訳者は「課題」と「解決手段」の内容を読み取り、また本文も読んで理解して、英文用の

内容に作り変えなければなりません。従って、ただ日本文→英文と正確に訳せば良いというも

のでもありません。ここが特許翻訳の難しいといえば難しいところでもあるのです。しかし慣

れればそれほど難しいことではありません。日米の特許形式の相違については、別途『特許翻

訳入門特許コース 参考資料』で詳しく解説していますので参照してください。 

テキストでは、英訳しやすいように、日本文を日本特許庁提出の出願文より手直しをしてい

ます。また、クライアントによっては「日本の特許庁用の出願文を訳してください」という会

社もあれば、そのまま英訳すればいいように日本文を米国用に手直ししてくる会社もあります。

要は「課題」と「解決手段」をまとめれば「Summary」になります。Abstract と Summary

は内容的にダブっています。当然ですね。 
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Lesson1 テキスト（1） 

 

★ 6～7 ページの図を参考にしながら訳して下さい 

 

【発明の名称】半導体レーザーモジュールの製造方法と半導体レーザーモジュール 

 

【要約】 

半導体レーザーモジュールと半導体レーザーモジュールの製造方法とを提供するも

のであり、このモジュールは半導体レーザー素子をもっており、この素子は出力光が出射

される前端面、モニター光を出射する後端面、出力光が入射する光ファイバ、後端面から

出射されるモニター光を受光する受光素子、および半導体レーザー素子と受光素子を支持

する基板から成っている。この半導体レーザーモジュールの製造方法は半導体レーザー素

子から出力されるモニター光を受光素子によって受光する工程と、受光素子における受光

量に基づいて、半導体レーザー素子に対して受光素子の位置調整する工程と、支持部材を

介して基板に受光素子を固定する工程を含む。 

※訳例は 5ページにあります 

 

［キーワード］ 

＊ 半導体レーザーモジュール semiconductor laser module 

＊ 出力光 output light 

＊ 出射する emit 

＊ 前端面 front facet 

＊ 後端面. rear facet 

＊ 光ファイバ optical fiber （light fiberではありません） 

＊ 受光素子 light receiving element 

＊ 受光する receive 

＊ モニター光 monitor light 

＊ 基板 substrate 

＊ 工程 step 

＊ 受光量 amount of received light 
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［訳し方］ 

・～を提供するものであり、～から成っている。 

～are provided, including～（あるいは訳例のように訳しても OKです） 

・～は～を含む 

～comprise～ 

「～から成っている」は include、comprise、have、consist ofなどがありますが、注意しなければならな

い単語です。特に consist of には注意が必要です。分野と場合によっては、使ってはいけません。詳しく

は『特許翻訳入門』を参照してください。 

 

 

 

Lesson1 テキスト（1）訳例 

 

Title of the Invention 

Method of producing semiconductor laser module and semiconductor laser module  

 

Abstract 

A semiconductor laser module, and a method of producing the semiconductor laser 

module including a semiconductor laser element having a front facet to emit output 

light and a rear facet to emit monitor light, an optical fiber on which the output light 

is incident, a light receiving element receiving the monitor light emitted from the rear 

facet, and a substrate for supporting the semiconductor laser element and the light 

receiving element. The method of producing the semiconductor laser module compris-

es a step of receiving the monitor light output from the semiconductor laser element 

by the light receiving element, and a step of adjusting the position of the light receiv-

ing element with respect to the semiconductor laser element based on an amount of 

received light at the light receiving element, and a step of fixing the light receiving 

element to the substrate through a supporting member. 
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********************************************************************************** 

参考までに特許庁への「要約」(Summary)を記載しておきます。 
Abstract には、日本のように部品の英数字番号は入らないのが一般的です。 
 

【要約】 

【課題】受光素子を半導体レーザー素子に対して位置調整し、モニター光を正確に測定するこ

とが可能な半導体レーザーモジュールの製造方法と半導体レーザーモジュールを提供する。 

【解決手段】 出力光が出射される前端面 7aとモニター光が出射される後端面 7bを有する半

導体レーザー素子 7、出力光が入射する光ファイバ 14、後端面から出射されるモニター光を受

光する受光素子 11 及び半導体レーザー素子と受講素子を支持する基板 4 を備えた半導体レー

ザーモジュール 1の製造方法と半導体レーザーモジュール 1。半導体レーザー素子 7から出力

されるモニター光を受光素子 11で受光し、受光素子 11における受光量に基づいて、受光素子

11を半導体レーザー素子 7に対して位置調節する工程 A、受光素子 11を支持部材 8を介して

基板 4に固定する工程 Bを含む。 

 

 

【符号の説明】 

1 半導体レーザーモジュール 

2 パッケージ 

3 サーモモジュール 

4 ベース 

7 半導体レーザー素子 

8 支持部材 

9 第１保持部材 
 

 

10第 2保持部材 

11 フォトダイオード 

12 第１レンズユニット 

13 第 2レンズユニット 

14 光ファイバ 

20 精密位置決め装置 

20a ステージ 

Pwd 溶接点 

 

 

 

【図 1】 

 

 

 

 

 

【図 2】 

 



 
 

 7 

特許コース 
和英 初級 
第 1 課 

 

【図 3】 

 

 

【図 4】 
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Lesson1 テキスト（2） 

 

★ 10～11 ページの図を参考にしながら訳して下さい 

 

【発明の名称】油圧式（液圧式）作業機械の制御装置およびその制御方法 

 

【要 約】 

本発明は油圧式（液圧式）作業機械の制御システムと制御方法に関するものであり、排出流量

制御弁がメイン流量制御弁の排出側管路に設置され、操作レバーの操作量はリモートの制御バ

ルブによってパイロット圧に変換され、パイロット圧は次にコントローラに入力され、圧力変

動速度演算部において、操作速度として圧力変動速度に演算され、さらに操作スピードは電磁

比例弁電流演算部において電磁比例弁電流に演算され、次に電磁比例弁電流は指令部から電磁

比例弁へと出力され、排出流量制御弁の開度は電磁比例弁の二次圧によって制御される。 

この構造により、急操作が行われた場合に発生する衝撃や振動を低減するとともに、アクチュ

エータの制動・停止の操作性も向上させることができる。 

※訳例は 10ページにあります 

 

 

［キーワード］ ※機械系の辞典に出ているものが殆どです 

＊ 油圧式（液圧式）作業機械 hydraulic working machine 

＊ 排出流量制御弁 flow discharge control valve 

＊ メイン流量制御弁 main flow control valve 

＊ 排出側管路 discharge side pipe line 

＊ 操作レバー operating lever 

＊ 操作量 the amount of operation, operation amount 

＊ パイロット圧 pilot pressure 

＊ 圧力変動速度 pressure change speed 

＊ 圧力変動速度演算部 pressure change speed calculator 

＊ 電磁比例弁電流演算部 electromagnetic proportional valve current calculator 

＊ 指令弁部 command unit, command valve unit 

＊ 開度 the degree of opening, opening degree 

＊ 急操作 sudden operation 

＊ 低減する diminish, decrease 

＊ 向上する improve 

＊ 操作性 operability 
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［訳し方］ 

・油圧式（液圧式）作業機械の制御システムと制御方法 

a control system and method for a hydraulic working machine 

・排出流量制御弁が～に設置され 

a flow discharge control valve is disposed in～ 

・パイロット圧に変換され 

～is converted to a pilot pressure 

・圧力変動速度に演算され 

～is calculated into a pressure change speed 

・二次圧によって制御される 

～is controlled with a secondary pressure 

・急操作が行われた場合に発生する衝撃や振動 

impact and vibration which occur when there is performed a sudden operation (in the 

case of a sudden operation) 

参考：日本文が長い時、英文をいくつかの文章に分解する方法もありますが、テキスト（２）にあ

るように「～に関するものであり、～設置され、～に変換され、～入力され、～演算され、～演算

され、～出力され、～によって制御される」と逐次的に部品とその機能が説明される場合は、 

～ machine characterized by having a construction wherein ～, ～, ～.と続けます。 

この文章の構成を理解すると英訳が楽になります。 

 

 

 専門用語で辞書に載っていればその訳語を用いますが、載っていない場合（それ程

専門性がない場合が多い）は日本語の語順通りの英訳語をまず並べてみます。そし

て、英語的なセンスで語順を確認します。形容詞などは英語の語順と日本語の語順

が異なる場合があります。どうやって見分けるか・・・経験を積み重ねる以外にあ

りません。形容詞が英語的にどの単語を修飾しているかを見分けるのがコツです。 

 
以上のキーワードの訳語を見ますと、殆ど直訳でいいことがわかります。 
特許文の英訳は一見難しそうにみえますが、勉強して慣れていくうちに難し

くないということがわかってきます。 

 

 

ちょこっと 

アドバイス 
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Lesson1 翻訳豆知識 

 

■単語編 

辞書を引いてもなかなかうまい訳が出てこない単語あるいは単語の組み合わせを説明してお

きます。ABC 順あるいはあいうえお順になっておらずランダムですが、知っておくと役に立

つはずです。 

 

・姿勢保持手段 an orientation holding member 

・同様な作用効果を得ることができる ～can achieve the same effect as～ 

・係合及び係合解除可能に ～is capable of engaging with and disengaging 

from 

・以下の作用を奏する ～provides the following effects 

・入りこもうとする ～attempts to enter 

・言うまでもない it goes without saying that ～ 

・色ムラ color unevenness 

・一部欠載斜視図 a partially transparent perspective view 

・互い違いになるように移動する ～are shifted so as to alternate 

・粒状感（視覚的に感じる粒状の粗さ） a sense of graininess（ a visually-perceptible 

grainy coarseness） 

・結果として eventually（時制が過去の時） 

finally（時制が現在の時） 

・Aの中で among A（対象が可算名詞の時） 

within A（対象が不可算名詞の時） 

・全体としての機器は A whole device is ～ ※wholeの次は単数動詞 

・不定冠詞“a”に対応する単語  

one、another、some、any、each、every、either、neither、no 

・定冠詞“the”がつく単語  

宇宙に唯一存在するもの 

 例：The sun、The moon、The golden Bridge（全門橋）、The Hein Shrineなど 

ただし英国内ものは無冠詞 London Bridgeなど 

 ただし超有名なものは theを省略する傾向がある。 

 （The）Harvard Universityなど 

これら定冠詞がつくか、不定冠詞がつくか、あるいは無冠詞かは必ずインターネットでそ

の単語にアクセスして調べること。10 秒以内に到達するはず。くよくよ悩むよりまず調

査。 

翻訳文の品質はこれら動詞で大きく左右されるし、これで採否を決める会社が多いことも

事実である。この定冠詞、不定冠詞の問題は英訳に慣れてくると大した問題ではなくなる。 

・さまざまなソフトウェア various types of software 

softwaresと訳してはだめ。hardware、metalware、vaseware（瀬戸物）など語尾が ware

になっているものに“s”をつけてはだめ。equipmentesも不可。 

・～という問題があった there has been a problem in that 

・ラインごとに調整する ～is adjusted on a line-by-line basis 
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・しかしながら～することがある However, there are cases where～ 

・分解斜視図 a broken-down perspective view 

・時系列的に ～as time passes 

・重畳するように in an overlapping manner 

 in a superimposing manner 

・再帰的に利用する recycle 

・剥離型の接着剤 delamination-type addhesive 

日本では「接着剤」と「粘着剤」を峻別しているが英語では addhesiveのみ。通常では日

本語 1つに対して英語 3つぐらいある。文化度の差？ 

・水平右方向に in the horizontal-right direction 

・左側上方向から from the upper-left 

・2点鎖線 dot-dot-dash line 
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Lesson1 テキスト（2）訳例 

 

Title of the Invention 

Control system and method for hydraulic working machine 

 

Abstract 

The present invention relates to a control system and method for a hydraulic working 

machine characterized by having a construction wherein a flow discharge control 

valve is disposed in a discharge-side pipe line of a main flow control valve, the amount 

of operation of an operating lever is converted to a pilot pressure by a remote con-

trolled valve, the pilot pressure is then input to a controller and is calculated into a 

pressure change speed as operation speed in a pressure change speed calculator, fur-

ther, the operation speed is calculated into an electromagnetic proportional valve cur-

rent in an electromagnetic proportional valve current calculator, then the electro-

magnetic proportional valve current is output to an electromagnetic proportional 

valve from a command unit, and the degree of opening of the flow discharge control 

valve is controlled with a secondary pressure in the electromagnetic proportional 

valve. 

According to this construction, it is possible to diminish impact and vibration which 

occur when there is performed a sudden operation, and also possible to improve the 

operability for braking and stopping an actuator. 

 

【符号の説明】 

5 油圧シリンダー（液圧式アクチュエータ） 

5a ヘッド側油室 

5b ロッド側油室 

6 ポンプ（液圧ポンプ） 

7 メイン流量制御弁（切り替え手段） 

8 リモコン弁（操作手段） 

8a 操作レバー 

10a 圧力センサー（パイロット圧センサー） 

10b 圧力センサー（パイロット圧センサー） 

11 排出流量制御弁（排出流量制御手段） 

12 電磁比例弁 

13 コントローラ（制御手段） 

13a 圧力変動速度演算部（圧力変動速度演算手段） 

13b 電磁比例弁電流演算部（電磁比例弁電流演算手段） 

13c 指令部（指令手段） 

14 再生管路 

15 第 1 管路 

15a 排出側管路 

16 第 2 管路 

16a 供給側管路 

17a パイロットライン 

17b パイロットライン 

18 電磁弁二次圧 

19 制御装置 

20 再生流量制御弁（再生流量制御手段） 
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           【図 1】             【図 2】 

 

【図 3】        【図 4】        【図 5】 

 

 

【図 6】       【図 7】             【図 8】 
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【図 9】 

 

【図 10】 
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Lesson1 添削課題 
 

【発明の名称】アルミニウム合金製熱交換器 

 

【要 約】 

ラジエータ部とオイルクーラー部を組み合わせた、ブレージング工法により、一体に製造され

るアルミニウム合金製熱交換器であって、オイルクーラー部を覆って密閉する冷媒タンクはア

ルミニウム合金製であり、オイルクーラー部に使用されタンク内でろう付けされるブレージン

グシートのろう材として、7.0wt％を越え 12.0wt％以下の Si、0.05wt％を越え 0.5wt％以下の

Fe、0.4wt％を越え 8.0wt％以下の Cu、0.5wt％を越え 10.0wt％以下の Znを含有し、残部ア

ルミニウムと不可避的不純物とから成るアルミニウム合金を使用し、冷媒タンクはラジエータ

部とオイルクーラー部を一体にブレージング材によりろう付けして組立てられている。 

 

 

【図 1】 

 

【符号の説明】※訳さなくて良い 

1 フィン 

2 タンク部の空間 

3 扁平チューブ 

4 ヘッダー 

7 オイル通路 

8 ブレージングシート 

10 ラジエータ部 

11 オイルクーラー部 

12 サイドサポート 

13 アルミニウム合金製タンク 

14 管状オイルクーラー 

15 インナーパイプ 

16 アウタータイプ 

19 アルミニウム合金製タンク 

20 オイルクーラー 

21 インナーフィン 

22 チューブレート 

23 アルミニウム合金製タンク 

【図 2】 
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【図 3】                  【図 4】 

 
【図 5】 

 

 

 

 

［キーワード］ 

＊ ラジエータ部 radiator part 

＊ オイルクーラー部 oil cooler part 

＊ ブレージング工法 brazing method 

＊ 一体に integrally 

＊ 熱交換器 heat exchanger 

＊ 覆う cover 

＊ 密閉する seal 

＊ 冷媒タンク refrigerant tank 

＊ ろう付けする braze 

＊ ろう材 brazing material 

＊ ～を越え～以下の in an amount from more than ～ to ～ 

＊ 残部 balance 

＊ 不可避的不純物 inevitable impurities 
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［訳し方］ 

・～を組み合わせた 

～in combination 

・一体に製造される～ 

～is manufactured integrally by～ 

・オイルクーラー部を覆って密閉する冷媒タンク 

a refrigerant tank for covering and sealing the oil cooler part～ 

・ブレージングシートのろう材として 

as a filler material of brazing sheets 

・～を超え、～以下の 

～in an amount from more than～to～ 

・ラジエータ部とオイルクーラー部を一体にブレージング材によりろう付けして組立てられて

いる 

～is assembled integrally with the radiator part and the oil cooler part by brazing with 

the brazing material. 


