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専門用語対訳シリーズ

機械・工学17万語　英和辞典　CD-ROM付
定価（本体32,000円＋税） ISBN978-4-8169-1820-9 冊

お問い合わせは…　日外アソシエーツ　営業局　　TEL.03-3763-5241（代）　FAX.03-3764-0845〒140-0013 東京都品川区南大井6-16-16　http://www.nichigai.co.jp/

【収録分野】

機械工学、計測工学、原子力工学、システム監査、機械
設計、生産管理、エネルギー管理、往復動内燃機関、
火力発電、クレーン、コンベヤ、工業用ミシン、家庭用ミ
シン、自動車、鉄道、造船、航空、飛行力学、印刷、風
力発電、太陽光発電、工作機械、ディーゼル機関、
CAD、金属加工　…etc.

CD-ROM付き対訳用語集
膨大な専門用語を網羅

■書籍とCD-ROMのセットで、紙からでも
パソコンからでも利用できる！
機械・工学分野で使用される専門用語17万語を収録
した対訳辞典と、同じ内容のCD-ROM（EPWING
版）のセットです。（検索ソフト「ViewIng2.43」を収
録）

■全用語に使用分野を明記
全ての用語にその言葉が使われる分野を明記、分野
による訳語の違いがわかります。JIS用語には制定
年・規格番号を表示。文部科学省制定の学術用語
や、海外規格の「MIL用語」「IEEE用語」なども網羅
しました。

■実務翻訳・技術翻訳に必備！
一般の辞書には載っていない最新の専門用語を多数
収録しています。実務翻訳・産業翻訳、技術・工学関
連の研究や教育・学習などに、お役立てください。
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convertible sedan：コンバーティブル・セダン 
車

convertible top：コンバーティブル・トップ（ほ
ろ式屋根） 車

converting：印刷物加工〈95Z8123〉
convertiplane：コンバーティプレイン 航；転換
式航空機 航

convertor：転化器 機；転換機 機；転換装
置 機

convert range telemetry systems 
（CORTS）：距離変換遠隔計測システム I

convex：凸面の 車；中高〈93B0182〉
convex asymmetrical roller：非対称凸面こ
ろ〈91B0104〉

convex closure：凸包 機
convex cutter：外丸カッタ 機；外丸フライス 
機

convex fillet weld：トツスミ肉溶接〈55学船
舶〉；凸すみ肉溶接〈85学機械〉

convex globoidal cam：たる形カム〈85学
機械〉

convex head piston：とつ形ピストン 機
convex hull：凸包 機
convexity ratio：ふくらみ率 機；ふくらみ率（溶
接）〈55学船舶〉

convex lens：凸レンズ〈85学機械〉〈97学
計測〉

convex milling cutter：外丸フライス
〈82B0172〉〈85学機械〉〈93B0172〉

convex mirror：凸面鏡〈85学機械〉〈97
学計測〉

convex offset wheel：凸面円板偏心車輪 車
convex programming：凸形計画法
〈67Z8121〉

convex roller：球面ころ〈91B0104〉；凸面
ころ〈91B0104〉

convex roller （radial） bearing：凸面ころ軸
受〈91B0104〉

convex rule：鋼製巻尺 車
convex side （of  head）：（鏡板の）中高面
〈86B0190〉

convex symmetrical roller：対称凸面ころ
〈91B0104〉

convex wheel：凸面円板車輪 車
conveyer：移送機 機；コンベヤ〈85学機械〉；
搬送機 機；搬送帯 機；聯送機 機

conveyer scale （Eng.）：コンベヤばかり〈73
学計測〉

conveyer scraper：コンベヤスクレーパ
〈86B0126〉〈94B0126〉

conveyer system：コンベヤシステム 車
〈01Z8141〉

conveying capacity test：輸送量試験
〈86B0126〉〈94B0126〉

conveying equipment：搬送装置〈97B0114〉
conveying pump：送水ポンプ〈83B0131〉
conveying system directly connected with 

veneer dryer：乾燥機直結コンベヤ
〈97B0114〉

conveyor：移送機 機；運搬装置 機；コンベ
ヤ〈86B0140〉〈93B0140〉〈55学船舶〉
〈85学機械〉 ；搬送機 機；搬送帯 機；ベ
ルトコンベア〈98F0042〉；聯送機 機

conveyor belt：コンベアベルト〈01L0308〉；
コンベヤ・ベルト 車；コンベヤベルト
〈86B0141〉〈93B0141〉〈85学機械〉；ベ
ルト〈93B0141〉

conveyor-belt accumulator：コンベアベルト
アキュムレータ〈01L0308〉

conveyor belt cleat type：桟付き（コンベヤ）
ベルト〈93B0141〉

conveyor chain：コンベヤチェーン
〈86B0141〉〈93B0141〉

conveyor dryer：コンベヤ乾燥機
〈01L0308〉〈85L0308〉

Conveyor Equipment Manufacturers 

Association （CEMA）：運搬装置製造者
協会 I

conveyor for winding machine：ワインダの
コンペア装置〈98L0306〉

conveyor pulley：（コンベヤ）プーリ
〈93B0141〉

conveyor scale：コンベアスケール〈82Z9211〉；
コンベヤばかり〈85学機械〉

conveyor scale （Amer.）：コンベヤばかり
〈73学計測〉

conveyor screw：コンベヤスクリュー
〈86B0141〉〈93B0141〉

conveyor steamer：コンベヤースチーマ
〈01L0308〉；コンベヤスチーマ〈85L0308〉

conveyor system：コンベヤシステム 機
conveyor type S/R machine：コンベヤ移載
式のスタッカクレーン〈99B8442〉

convey time：移動時間〈97B8442〉
convolution：たたきこみ 機
convolution diaphragm：転動形ダイアフラム
〈78B0116〉

convoy：護衛部隊 航；護送艦〈55学船舶〉；
護送船団〈55学船舶〉；コンボイ（護衛・
警護自動車） 車

COO〈cost of  ownership〉：（製造業者の）
所有経費〈産業〉

cook：調理員〈55学船舶〉
cookers for thickeners：カラーパン
〈01L0308〉

cooking appliance：調理機器〈85S2091〉
cooking appliances：調理機器〈94S2091〉
cooking cabinet：調理台〈85S2091〉
〈94S2091〉

cooking kettle：サイズクッカ〈82L0306〉
cooking liquor：蒸解液 機
cooking range：クッキングレンジ〈79F0015〉
〈98F0015〉；レンジ〈55学船舶〉

cooking stove：レンジ〈55学船舶〉
cooking table：調理台〈79F0015〉
〈98F0015〉

cooking tables：調理台〈98T0102〉
cooking utensil：調理具〈55学船舶〉
cook-off：自然発射 航
cook's store：料理用品庫〈55学船舶〉
COOL（checkout oriented language）：
チェックアウト指向言語 I

COOL（control oriented language）：制御
指向言語 I

coolant：クーラント〈55学船舶〉；クーラント（冷
却液 ,冷却剤） 車；切削油剤 機；切削油
剤（液状）〈74B6012〉；冷却液〈75学航
空〉；冷却材〈82Z4001〉〈83Z9212〉
〈99Z4001〉〈77学原子力〉〈85学機械〉；
冷却媒体〈83Z9212〉；冷媒〈85学機械〉

coolant apparatus：研削油剤装置
〈78B0106〉

coolant channel：冷却材チャネル〈99Z4001〉
coolant circulation hose：バイパスホース 車
coolant discharge：冷却水の排出 車
Coolant fluid：切削油剤〈98B6012-1〉
coolant gas：冷却ガス〈97学計測〉
coolant gross activity monitor：冷却材放
射能モニタ〈99Z4001〉

coolant hose：クーラント・ホース 車；ラジエー
タホース 車

coolant inflow pipe：クーラント・インレット・
パイプ（冷却液流入管） 車

coolant leakage measuring assembly：冷
却材漏えい測定装置〈99Z4001〉

coolant or cooling medium：冷却剤
〈93B8624〉

coolant pressure boundary：冷却材圧力バ
ウンダリー〈82Z4001〉

coolant pump：切削油剤ポンプ〈74B6012〉；
電池冷却水循環ポンプ〈00C8800〉；冷却
液ポンプ〈75学航空〉；冷却水ポンプ

〈00C8800〉；冷却用ポンプ 機
coolant purification：冷却材浄化系
〈82Z4001〉

coolant salt：冷却材塩〈77学原子力〉
coolant supply unit：研削油剤供給装置
〈96B0106〉；切削油剤供給装置
〈96B0106〉

coolant system geometry：冷却系配置
〈77学原子力〉

coolant tank：冷却液タンク〈99B0109-5〉；
冷却水タンク〈84B0110〉〈99B0109-5〉

coolant temperature：冷媒温度（電気機器）
〈83Z9212〉

coolant temperature detector：クーラント温
度センディング・ユニット 車

coolant temperature gauge：水温計（冷却） 
車

coolant temperature gauge casing：水温
計ケース 車

coolant temperature indicator：冷却液温
度計〈73学計測〉〈75学航空〉

Coolant temperature sensor：水温計センサ 
車

cooled blade：冷却羽根〈85学機械〉；（ター
ビン）冷却ブレード〈83B0128〉〈98B0128〉；
（タービン）冷却翼〈98B0128〉

cooled combustion chamber：冷却式燃焼
室 機

cooled nozzle：冷却ノズル〈01D0116-2〉
cooled nozzle holder：冷却形ノズルホルダ
〈01D0116-2〉

cooled turbine：冷却式タービン〈55学船舶〉
cooler：クーラ〈85学機械〉；冷却器
〈84B0142〉〈94B0142〉〈55学船舶〉〈75
学航空〉〈85学機械〉〈97学計測〉

cooler nail：クーラーくぎ 機
cool flame：冷炎〈85学機械〉
Coolidge tube：クーリッジ管〈77学原子力〉
cooling：冷し 機；放射能冷却〈77学原子力〉；
〔放射能〕冷却〈99Z4001〉；冷却
〈77学原子力〉〈85学機械〉；冷却（放射能）
〈82Z4001〉；冷房〈87W0110〉〈85学機械〉
cooling air channel：冷却空気溝〈00C8800〉
cooling air discharge：冷却空気の噴射 車
cooling air duct：導風板 機；道風板
〈84B0110〉；冷却空気ダクト〈99B0109-5〉

cooling air jacket：冷却空気ジャケット〈55
学船舶〉

cooling area：冷却面〈55学船舶〉；冷却面
積 機

cooling blade：冷却式羽根 機；冷却式羽根
（ガスタービン）〈55学船舶〉；冷却翼 機

cooling capacity of  chiller：熱源冷却能力
〈93B8624〉

cooling coil：冷却器 機；冷却コイル〈77学
原子力〉〈85学機械〉；冷却コイル（空気
圧縮機）〈55学船舶〉

cooling degree day：冷房デグリーデー 機
cooling device：冷却装置〈01L0308〉
cooling down：冷却運転〈83B0128〉
〈98B0128〉

cooling drag：冷却抗力〈75学航空〉
cooling effect：冷却効果〈55学船舶〉
cooling efficiency：冷却効率 機
cooling equipment：冷却系装置
〈00D0113〉；冷房装置〈87W0110〉

cooling fan：クーリング・ファン 車；冷却ファ
ン〈00D0115〉〈84B0110〉〈99B0109-5〉

cooling fin：クーリング・フィン 車；クーリングフィ
ン（冷却ひれ） 車；冷却ひれ〈75学航空〉；
冷却鰭 機；冷却フィン〈84B0109〉〈85学
機械〉；冷却片 機

cooling fins：冷却フィン〈99B0109-5〉；冷
却リブ〈99B0109-5〉

cooling fixture：冷却装置 機
cooling fluid consumption：冷却液消費量

convertible sedan：コンバーティブル・セダン 
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convertible top：コンバーティブル・トップ（ほ
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convertiplane：コンバーティプレイン 航；転換
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convertor：転化器 機；転換機 機；転換装
置 機

convert range telemetry systems 
（CORTS）：距離変換遠隔計測システム I
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機
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cooking table：調理台〈79F0015〉
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却液 ,冷却剤） 車；切削油剤 機；切削油
剤（液状）〈74B6012〉；冷却液〈75学航
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〈78B0106〉

coolant channel：冷却材チャネル〈99Z4001〉
coolant circulation hose：バイパスホース 車
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183 COOL
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機械・工学17万語 英和事典 内容見本

使用される分野
JIS用語（制定年と規格番号）
学術用語（文部科学省が制定している学術用語集を出典とするもの）


