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特許コース 
和英 初級 
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Lesson2 テキスト（1） 

 

※第 1課テキスト（1）の続きです 

【発明の分野】 

本発明は半導体レーザーモジュールの製造方法とこの方法によって製造される半導体レ

ーザーモジュールに関するものである。 

 

【発明の背景】 

光通信用の光源として使用されている半導体レーザーモジュールは、半導体レーザー素子

の出力光が出射される前端面と光ファイバとの間に集光レンズが配置され、モニター光が

出射される後端面側にはモニター光によって出力光のパワーを検出する受光素子が配置

されている。 

 

【従来の技術】 

ところで、上記半導体レーザーモジュールにおいては、安定した光通信を行うためには半

導体レーザー素子の出力光のパワーを安定した状態に維持することが重要である。このた

め、上記半導体レーザーモジュールにおいては、前記のように受光素子を用いてモニター

光を測定することにより、出力光のパワーをモニターしている。 

通常の半導体レーザーモジュールの製造方法においては、パッケージ内にベースを配置し

て固定する前に、半導体レーザー素子とモニター受光素子はベースに固定されている。従

来においては、チップキャリアを通ってベース上に半田付けされる前にモニター受光素子

は信号の読み取り用の配線なしでベース上に適当に位置決めされていた。 

 

※訳例は４ページにあります 
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［キーワード］ 

＊ 光源 light source 

＊ 集光レンズ focusing lens 

＊ 受光素子 light receiving element 

＊ 配置される be disposed 

＊ 半田付けする solder 

＊ 配線 wiring 

 

［訳し方］ 

・出力光が出射される前端面 

the front facet ～ from which output light is emitted 

・集光レンズが配置され 

a focusing lens is disposed 

・モニター光が出射される後端面側 

on the rear facet side～from which the monitor light is emitted 

・～を安定した状態に維持する 

maintain ～ in a stable state 

・出力光のパワーをモニターしている 

the power of the output light is monitored 

・ベースを配置して固定する前に 

prior to placing and fixing the base 

・チップキャリアを通ってベース上に半田付けされる前に 

before being soldered on the base through a chip carrier 

・信号の読み取り用の配線なしで 

without wiring for signal read-out 
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Lesson2 テキスト（1）訳例 

 

FIELD OF THE INVENTION 

The present invention relates to a method of producing a semiconductor laser module 

and a semiconductor laser module produced by this method.  

 

BACKGROUND OF THE INVENTION  

In a semiconductor laser module used as a light source for optical communication, a 

focusing lens is disposed between the front facet of a semiconductor laser element 

from which output light is emitted and an optical fiber, and a light receiving element 

that detects the power of the output light for monitoring is disposed on the rear facet 

side of the semiconductor laser element from which the monitor light is emitted. 

 

PRIOR ART 

In the above-mentioned semiconductor laser module, for the purpose of performing a 

stable optical communication, it is important to maintain the power of the output 

light of the semiconductor laser element in a stable state. Thus, in the 

above-mentioned semiconductor laser module, the power of the output light is moni-

tored by measuring the monitor light using a light receiving element as described 

above.  

In a method of producing a typical semiconductor laser module, prior to placing and 

fixing the base in a package, a semiconductor laser element and a monitor light re-

ceiving element are fixed to the base. Conventionally, a monitor light receiving ele-

ment is appropriately positioned on the base without wiring for signal read-out, before 

being soldered on the base through a chip carrier. 
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Lesson2 テキスト（2） 

 

※第 1課テキスト（2）の続きです 

【発明の背景】 

【発明の属する技術分野】 

本発明は、油圧液を利用してアクチュエータを駆動し作業を行う油圧式機械の制御装置および

その制御方法に関する。 

 

【従来の技術】 

油圧式作業機械においては、アクチュエータの速度を制御する操作レバーが急操作されると、

アクチュエータ速度は急速に変化し、大きな衝撃や振動が生じることになる。このような問題

を解決するため、従来からメインの流量制御弁を制御するパイロットラインに絞りを挿入する

ことにより、レバー操作に関連して流量制御弁の応答の遅れを持たせる技術が提案されている。

ところが、前記従来技術では、レバー操作に比較してアクチュエータ速度の追随性能が悪くな

り、操作性も悪くなってしまった。この問題を解決するために、流量制御バルブ用にパイロッ

トラインに挿入する絞りを可変絞りとして用い、あるいは又、アクチュエータと制御バルブを

互いに連結する両側管路間に連通用の管路を設ける技術が開示されている。 

 

※訳例は６ページにあります 

 

 

［キーワード］ 

＊ 操作レバー operating lever 

＊ 急操作されると is operated suddenly 

＊ 衝撃や振動 impact or vibration 

＊ 流量制御弁 flow control valve 

＊ 絞り throttle 

＊ 遅れ delay 

＊ 応答 response 

＊ 追随性能 follow-up performance 

＊ 可変 variable 

＊ 連結する connect 

＊ 連通する communicate 

＊ 開示されている be disclosed, be known 
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［訳し方］ 

・操作レバーが急操作されると 

if an operating lever is operated suddenly 

・大きな衝撃や振動が生じることになる 

causes a violent impact and vibration 

・～に絞りを挿入する 

a throttle is inserted in ～ 

・レバー操作に関連して 

relative to a lever operation 

・～の応答の遅れを持たせる 

to delay the response of ～ 

・アクチュエータ速度の追随性能が悪くなり 

the follow-up performance of the actuator speed ～ is deteriorated 

・連通用の管路を設ける 

a pipe is provided for communication 

 

 

Lesson2 テキスト（2）訳例 

 

BACKGROUND OF THE INVENTION  

Field of the Invention  

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

machine which performs works by driving an actuator with use of hydraulic fluid. 

 

Description of the Related Art 

If an operating lever for controlling an actuator speed in a hydraulic working machine 

is operated suddenly, the actuator speed will change suddenly, causing a violent im-

pact or vibration. In an effort to solve this problem, there has been proposed a tech-

nique in which a throttle is inserted in a pilot line for controlling a main flow control 
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valve to delay the response of the flow control valve relative to a lever operation. With 

this technique, however, the follow-up performance of the actuator speed relative to a 

lever operation is deteriorated and so is the operability. As a countermeasure there is 

known a technique in which a variable throttle is used as the throttle inserted in the 

pilot line for the flow control valve or a pipe is provided for communication between 

both side pipes which connect the actuator and the control valve with each other. 
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Lesson2 翻訳豆知識 

 

■単語編 

1 つの日本語に対して複数の英単語がある場合でも、必ずベストな単語をセレクトする必要が

あります。 

例えば「抵抗」とある場合、resistanceか resistorか、いずれが内容に合っているかは、技術

的に判断するしかありません。 

 

・A地点まで to a point（この場合 a pointには到達していない） 

 through a point（この場合 a pointも入っている） 

・～と～の両方 both the ～ and ～ 

 the は bothの後に挿入する。the both ～and ～

は間違い。 

・それほど大きな問題とはならない ～does not pose a major problem 

・～を模式的に示す ～schematically illustrating～ 

・開閉自在の be freely open and close 

・汎用性の面で問題があった be problematic in terms of its general applica-

bility 

・繰り返し何度も repeatedly used many number of times 

・高画質化が可能である be capable of realizing high quality image 

・その真下部分の an area immediately below 

・状況に応じて depending on the circumstances 

・全体の見栄え overall appearance of ～ 

・きめ細かく in a precise manner 

・線形増加画数 a linearly-increasing function (linearlyと副詞に

したのがミソ) 

・～の値を取る ～takes on the value of ～ 

・0、1、5、31・・・255まで 0, 1, 5, 31 and son on up to 255 

・右肩上がり、右肩下がり upward-sloping, downward-sloping 

・短冊状に stripe-shaped 

・有底箱形状 a box-shape with a bottom 

・開口部（空隙） void、opening portion（図面を見て適切に選ぶ） 

・ランタン・ニッケル酸化物 lanthanum nickel oxcide 

・チタン酸ジルコン酸鉛 lead zicronate titanate 

 

上記のような化学成分の英和表記は、インターネットからすぐに判明する。こういう化学材料

名は何万語あるかは知らないが、インターネットで検索すれば必ずある。それでもないケース

ではクライアントに問い合わせればいい。インターネットにないものを聞いても全く恥ずかし

くないのだ。 
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・総称単数 

A cat has nine lives. 

猫は九生、容易に死なない。 

総称単数の場合は、おおよその見当を言っているのであって catの中には早く死ぬものもい

るということ。この文章は有名な譬え。昔の参考書に必ず載っていた。 

 

・総称複数 

Pandas are becoming almost extinct. 

日本のトキと同じですね。 

The panda is becoming almost extinct. 

Theをつけて単数にするとかなり学術論文ぽい文となる。「パンダという種は」と訳す。 

A panda is becoming almost extinct. 

この英文は不可。“a”の不定冠詞がついていることで、「ある種のパンダ」が絶滅しかかっ

ていることになってします。つまり他の（the other）パンダは大丈夫ということ。 

これほど左様に a、the、複数、単数は英文においては大きな意味を持つことを理解して欲し

い。 

また、次の文も参考にして欲しい。 

Cars are useful vehicles. The steering wheel of a car～ 

欧米人は一般論を言う時は総称複数で表現する。そして、具体的な話になるとすぐに単数（a  

car）で表現する。これは文法的に正しい正しくないの話ではなく、一般的な傾向を示した

だけです。 

よくサマリーで一般論（複数）から入って、具体的な話になると単数形で表現するのが多い

のは、この傾向が一般的なのであろう。 
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Lesson2 添削課題 
 

※第 1課 添削課題の続きです 

【技術分野】 

本発明はアルミニウム合金製の熱交換器に関するものであり、さらに詳しくは、アルミニウム

合金ブレージングシートを用いて製造された、ラジエータとオイルクーラーの一体型の熱交換

器に関するものである。 

 

【従来技術】 

ラジエータとオイルクーラーを組み合わせた熱交換器はラジエータコア部（10）とオイルクー

ラー部（11）を組み立てて製造されている（ブレージングシート（8）を合わせて形成された

オイル通路（7）が図面上に簡略化して示されている）、そして例えば図 4に斜視図で示すよう

に、これらをタンク（6）と機械的に連結させている。 

 

ラジエータ部は次のように組み立てられている。チューブ材とヘッダー材に関してはブレージ

ングシートが用いられている。このブレージングシートの芯材としては、例えば JIS3003合金

が使われ、芯材の内側には、つまり冷媒が常に触れている側には、内張材として JIS7072合金

がコーティングされ、芯材の外側では、例えば JIS4045のような、通常のろう材を使い、チュ

ーブとヘッダーはブレージングによりコルゲートフィンと他の部材と共に一体に製造されて

いる。 

 

［キーワード］ 

＊ さらに詳しくは , and more particularly 

＊ ブレージングシート brazing sheets 

＊ ラジエータコア部 radiator core part 

＊ オイルクーラー部 oil cooler part 

＊ オイル通路 oil passage 

＊ 簡略化されて in a simplified manner 

＊ 斜視図で示すように shown perspectively 

＊ チューブ材 tube material 

＊ ヘッダー材 header material 

＊ 芯材 core material 

＊ 触れている contact 

＊ 内張材 lining material 
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［訳し方］ 

・図面上に簡略化して示されている 

～are illustrated in a simplified manner in the drawings 

・タンクと機械的に連結させている 

～mechanically associating them with tanks 

・～は次のように組み立てられている 

～is assembled as follows: 

・冷媒が常に触れている側には 

The side to which the refrigerant constantly contacts～ 

・ブレージングによりコルゲートフィンと他の部材と共に一体に製造されている 

～are integrated with corrugated fins and other members by brazing  


