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翻訳学習者のための 
Word 活用 

 

 
 
 

ワードプロセッサソフト（通称 ワープロ）とは文書を作成するためのアプリケーション

ソフトです。文字の形や大きさを調整したり、文章の合間に罫線や表や図を埋め込んだり、

字送りや行間の調整をしたりといった機能はよく知られていますが、それ以外にも文書作

成に便利な機能を備えています。 
上手に使いこなせば、あなた専用の秘書や校正者がいつでも控えているようなもの。こ

の資料では Microsoft 社の Word2003 を例に、翻訳作業に便利な機能をまとめてみました。 

 
 

サン・フレア アカデミー 
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Word の校正ツールを使用し、英語の文法とスタイルを確認 

Word の校正ツールを使用し、英語の文法とスタイルを確認することができます。 
※ 言語設定によっては適用されない場合もありますので、まずは Word の最下部にある 
[ステータスバー] に表示されている言語を確認してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ステータスバーに「日本語」と表記されている

場合、校正ツールの設定も日本語用になってし

まいます。 
 

 
[Ctrl] + [A] で「全文選択状態」にした後、 
[ツール]メニューの[その他の校正ツール][言語の選択]
から英語系の言語を設定してください。 
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[ステータスバー] に表示されている言語が 
英語であることを確認し、 
[ツール]メニューの[オプション]を選択 
 
[スペルチェックと文章校正] タブの 
[文書のスタイル] を [Grammar & Style] にしてから 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [詳細設定] に進みます。 
 
 
 
 
 
 
[文書のスタイル] ボックスで、適用するスタイルをクリックします。 
（選択したチェック内容を元の設定に戻すには、[すべて元に戻す] をクリックします。）
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文章校正のオプションと検出内容 

表記規則： 
Comma required before last list item（連続したカンマ）: 

「常に行う」 
Punctuation required with quotes（引用符内の句読点）: 

原則として米国英語は内側、英国英語は外側 
Spaces required between sentences（文章間のスペース数）: 
 原則として米国英語は「1」、英国英語は「2」 
 
文法： 
Capitalization (大文字化) 

固有名詞の大文字化の間違い ("Mr. Jones" を "Mr. jones" と入力した場合)、または固有名

詞の前の敬称の大文字化の間違い ("Aunt Helen" を "aunt Helen" と入力した場合) を検

出します。また、大文字の使いすぎも検出します。 
 
Fragments and Run-ons (断片的な文と長すぎる文) 

断片的な文と、長々と続く文を検出します。 
SV が無く、ピリオドが付く文は引っかかります。 
 
Misused words (誤用単語) 

誤って使われている形容詞と副詞、比較級と最上級、接続詞としての "like"、"nor" と "or"、
"what" と "which"、"who" と "whom"、単位、接続詞、前置詞、および代名詞を検出しま

す。 
 
Negation (否定) 

多重否定を検出します。 
 
Noun phrases (名詞句) 

誤って使われている名詞句、a と an、可算名詞と不可算名詞 ("five machine" を "five 
machines" とするなど) などを検出します。 
 
Possessives and plurals (所有格形と複数形) 

所有格形と複数形の使い分けの誤りを検出します。また、アポストロフィが抜けている所

有格も検出します。 
 
Punctuation (句読点) 

誤って使われている句読点を検出します。たとえば、カンマ、コロン、文末の句読点、引

用符内の句読点、単語間の複数のスペース、カンマやコロンの代わりに使われているセミ
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コロンなどが検出されます。 
 
Questions (疑問文) 

非標準的な疑問文を検出します。たとえば、"He asked if there was any coffee left?"、
"Which makes an offer a good solution?"、"She asked did you go after all?" などが検出さ

れます。 
 
Relative clauses (関係節) 

誤って使われている関係代名詞と句読点を検出します。たとえば、物を指す "which" の代

わりに使われた "who"、人を指す "who" の代わりに使われた "which"、"whatever" や 
"whichever" と共に使われた不要な "that"、"whose" の代わりに使われた "that's" などが

検出されます。 
 
Subject-verb agreement (主語と動詞の一致) 

主語と動詞の不一致、主語と補語の一致、代名詞と数量詞を伴う場合の主語と動詞の一致 
("All of the students have left" を "All of the students has left" とするなど) を検出しま

す。 
 
Verb phrases (動詞句) 

誤って使われている動詞句、動詞の時制、自動詞と他動詞などを検出します。 
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スタイルのオプションと検出内容 

Cliché (決まり文句)、Colloquialisms (口語体)、Jargon (専門語) 
辞書で決まり文句として扱われている単語または語句を検出します。  
口語体の単語または語句を含む文を検出します。たとえば、副詞として使われた "real"、
"awfully"、"plenty"、連続する 2 つの所有格、受動態の動詞として使われた "get"、
"somewhat" の代わりに使われた "kind of"、"afraid of" の代わりに使われた "scared of"、
"why" の代わりに使われた "how come" などが検出されます。  
技術、ビジネス、工業分野の専門語を検出します。  
 
Contractions (短縮形) 

スペル アウトする必要がある語句の短縮形、または特定の文書スタイルにおいて略式すぎ

ると思われる短縮形を検出します。たとえば、"We will not leave until tomorrow" の代わ

りに使われた "We won't leave 'til tomorrow" などが検出されます。 
 
Fragment— stylistic suggestions (スタイル上問題がある断片的な文) 

"A beautiful day!" や "Why?" など、公用文に適さない断片的な文を検出します。 
 
Gender-specific words (性別を特定する単語) 

"councilman" や "councilwoman" など、性別を特定する単語を検出します。 
 
Hyphenated and compound words (ハイフンで連結された単語と複合語) 

ハイフンで分割する必要がないのに分割している単語や、ハイフンで分割する必要のある

単語を検出します。また、単語どうしを離す必要があるのに連結している複合語や、単語

どうしを連結する必要があるのに離している複合語も検出します。 
 
Misused words— stylistic suggestions (単語のスタイル上の誤り) 

"ain't" などの非標準的な単語や、"angry with" と "angry at" などさまざまな用法を持つ

単語を検出します。 
 
Numbers (数字) 

スペル アウトする必要のある数字 (nine を 9 と入力した場合) と、スペル アウトする必

要のない数字 (12 を twelve と入力した場合) を検出します。また、"percentage" の代わ

りに使われた誤った "%" も検出します。 
 
Passive sentences (受動態の文) 

受動態で書かれた文を検出します。可能な場合は、能動態に書き直した文を候補として表

示します。 
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Possessives and plurals— stylistic suggestions (所有格と複数形のスタイル上の誤り) 
"Her memory is like an elephant's" や "I stopped by John's."など、誤っている可能性の

ある所有格の用法を検出します。 
 
Punctuation— stylistic suggestions (句読点のスタイル上の誤り) 

日付の中の不要なカンマ、公用文に適さない連続した句読点、引用符の前にカンマがない

文 ("She said 'He is due at noon.'"とするなど) を検出します。 
 
Relative clauses— stylistic suggestions (関係節のスタイル上の誤り) 

"that" と "which"の用法が誤っている可能性のある関係節を検出します。 
 
Sentence length (more than sixty words) (60 単語を超える文) 

60 単語を超える文章を検出します。 
 
Sentence structure (文構造) 

断片的な文、長々と続く文、接続詞 ("and" や "or" など) の使いすぎ、構文が並列ではな

い文 (1 文中に能動態と受動態が混在するなど)、誤った構文の疑問文、および誤った位置

にある修飾語句を検出します。 
 
Sentences beginning with "And," "But," and "Hopefully" ("And"、"But"、"Hopefully" で
始まる文) 

文頭で使われている接続詞や副詞、または 2 つの独立した節の接続詞として使用している 
"plus" を検出します。 
 
Successive nouns (more than three) (4 単語以上の連続した名詞) 

"The income tax office business practices remained the same." のように、複数の名詞が

連続していて不明瞭になっている文字列を検出します。 
 
Successive prepositional phrases (more than three) (4 単語以上の連続した前置詞句) 

"The book on the shelf in the corner at the library on the edge of town was checked out." 
のように、連続した複数の前置詞句から成る文字列を検出します。 
 
Unclear phrasing (不明瞭な語句) 

何とおりかに解釈される語句、たとえば、"more" の後に形容詞と複数名詞または質量名詞

が続くような不明瞭な表現 ("We need more employees who are thorough" ではなく "We 
need more thorough employees" としている場合など) や、複数の指示物が考えられる代

名詞を含む文  ("Not all of the departments filed a report" ではなく  "All of the 
departments did not file a report" としている場合など) が検出されます。 
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Use of first person (一人称の使用) 
科学文書や技術文書では使用しない代名詞である "I" と "me" を検出します。 
 
Verb phrases— stylistic suggestions (動詞句のスタイル上の誤り) 

仮定法が望ましいのに直説法が使われている文、分割された動詞句、受動態の動詞句 ("The 
pepper is able to be chopped without burning fingers.") を検出します。 
 
Wordiness (冗長さ) 

冗長な関係節やあいまいな修飾語句 ("fairly"、"pretty" など)、冗長な副詞、多すぎる否定、

"whether or not" での不要な "or not"、"possible … will" の代わりに使われた "possible 
… may" などを検出します。 
 
Words in split infinitives (more than one) (不定詞の間にある 2 単語以上の語句) 

"to very boldly enter the market." のような、不定詞の "to" と動詞の間にある 2 個以上

の単語を検出します。 
 

 分野別留意点 
【医学・薬学】地の文が米国英語でも、一部英国英語を使用する場合があります。 
【コンピュータ】新語やプログラミング言語が引っかかってしまう場合があります。 
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翻訳／類義語機能 

「類義語」「翻訳」機能を使用すると、作業ウィンドウの［リサーチ］にインターネット上

の辞書・辞典の検索結果を表示します。 

 

操作：単語の上で右クリックし、ツールメニューから [類義語 (Y)][翻訳 (A)] を選択 

 
 
例 1：”study” の類義語を探す（[類義語] 機能は日本語では不可） 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[リサーチ] 作業ウィンドウについて 

インターネットに接続している場合は、[リサーチ] 作業ウィンドウでさまざまなリファレン

ス情報や幅広いリソースを参照できます。これは MS-Office 2003 からの機能です。 

キーボードの [Alt] キーを押しながら調べたい語をクリックしても、［リサーチ］作業ウィン

ドウは出現します。このやり方は Excel 2003 や Power Point 2003 でも同様に使えます。 
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例 2：「学ぶ」で翻訳コマンドを使用（[翻訳] 機能は英語・日本どちらでも可） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆ Office 2007では新たに[英文ライティング アシスタント]という機能も付加されました。 
 
[英文ライティングアシスタント] 
英単語の最初の部分しか分からないという場合、英文ライティングアシスタントで正しい

単語のスペルを調べることができる。 
 英単語の和訳や最新の用例、文脈に適した使い方も参照できる。 
 
【操作手順】英単語を右クリック → 「英文アシスタント」  
 

 上記のように、MS-Word にはいくつかのバージョンがあり、その違いによって使用で

きる機能や操作方法に違いが生じることもあります。参考書などお求めになる場合は

できるかぎりバージョンに合わせたほうが便利です。 
お使いの Word のバージョンは[ヘルプ]メニューの[バージョン情報]から確認できます。 
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「°C」を入力するには 

「°C」の入力には、「ど」と入力して変換候補の中から選択する以外にも、下記の方法があ

ります。このやり方でしたら、1 バイト文字（欧文フォント）使用時でも可能です。 
 
1） [挿入(I)］メニューの［記号と特殊文字(S)…］を選択 
2） [種類(U)]で「ラテン 1 補助」を選択 

 ※ [フォント(F)]で「Symbol」を選択した場合は[種類(U)]はありません。 
3） 「º」を選択し[挿入(I)]をクリック 
4） 「º」が入力されるので、「C」を右隣に通常入力する 
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文字列を上付きまたは下付きに設定するには 

X2×Y3＝Z のような数式に使われている、同じ行の他の文字よりも少し上に表示される文

字を MS-Word では「上付き文字」と呼びます。同様に“H2O” の “2” のように同じ行の他

の文字よりも少し下に表示される文字は「下付き文字」と呼びます。 
 
文字列を上付きまたは下付きに設定するには 

5） 書式設定する文字列を選択します。  
6） [書式] メニューの [フォント] をクリックし、[フォント] タブをクリックします。  
7） [上付き] または [下付き] チェック ボックスをオンにします。   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 

ツールバーのカスタマイズ；下付き書式設定ボタン（ X2 ボタン)の表示 

 [上付き] または [下付き] の設定を、[太字] や [斜体] のように、ツールバーから行うた

めのボタンを表示させることもできます。 
 

1） [ツール]メニューの[ユーザー設定]を クリック 
2） [ユーザー設定]の【コマンド】タブを選択 
3） 左側の「分類」から "書式" をクリック 
4） 右側の「コマンド」から "下付き"を クリック 

 

1. 選択された "下付き"を、ツールバーの任意の場所へ drag ＆ drop すると X2 ボタン

が表示されます。 
※ 上付き書式設定ボタンは、上記手順の 4・5 で"上付き"を選択すると X2 ボタンが表示

されます。 
2. 文字を選択し、 X2 ボタンを click すれば、下付き書式の設定 or 解除ができます。 
 

ツールバーとメニューのカスタマイズ 

Microsoft Office では、上記のように既存のツールバーに、ボタンを追加したり削除したり

することもできます。また、よく使うコマンドを集め、自分用のメニューをデザインする

ことができます。 
自分用のツールバーとメニューを作成する方法や、既存のツールバーとメニューを変更す

る方法は、マイクロソフト社のトレーニングサイトでも確認できます。 
http://office.microsoft.com/training/training.aspx?AssetID=RC010036361041 
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Word2007 使用時に、常に Word2003 形式（.doc）で保存する方法 

現在発売されている Word のバージョンは 2007 です。2007 ではデータの保存方法がこ

れまでの Word とは異なるため、翻訳会社への納品時などに支障を来す場合もあります。 
下記手順で保存オプションを設定することにより、希望の保存形式を選択できます。 
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文書内の改行を一度に削除する方法 

Word に[コピー][貼り付け]で入力した文章は、不要な改行がされていることがあります。 
置換機能を使い、文書内の改行を一度に削除することができます。 

【操作手順】 
5） [検索と置換]のダイアログボックスを表示する 

（メニュー[編集]から[置換]を選択、または [Ctrl]+[H]キーを押す） 
6） [置換]タブの[オプション]ボタンをクリックし、[検索オプション]にある[あいまい検

索(日)]のチェックを外す 
7） [検索する文字列]に[^13]と半角英数で入力 
8） [置換後の文字列]は空白のまま、[すべて置換(A)]ボタンをクリック 
9） 検索が終了し、[文書の検索が終了しました。○個の項目を置換しました。]という

メッセージダイアログが表示されたら、[OK]ボタンをクリック 
10） [検索と置換]ダイアログの[×(閉じる)]ボタンをクリックし、[検索と置換]ダイアロ

グボックスを閉じる 

【補足】2 つの改行記号について 
Word の改行は 2 種類あります。 
編集記号で「↵」と表示される改行と「↓」と表示される改行です。 
通常の、[Enter] キーなどで挿入される改行は「↵」です（MS-Word は「↵」で囲まれた

データを [段落] とみなしています）。 
1 つの [段落] として書式設定などを施したいが、その部分内で改行も行いたい場合は 

[強制改行] を行います。これは[Shift]キー+[Enter]キーで挿入することができ、編集記号

は「↓」と表示されます。 
改行号ではなく、この「↓（強制改行）」を削除する場合は、上記【操作手順】(3) [検索す

る文字列]に[^11]と指定します。 

【補足】改行の削除を個々に選択するには 
文書内の改行を一度に削除するのではなく、残したい改行もある場合は、【操作手順】(4)
でまずは [次を検索(F)]ボタンをクリックします。 

• 選択された改行マークを削除したい場合は [置換(R)]ボタンをクリックします。 
• 選択された改行マークを残したい場合は [次を検索(F)]ボタンをクリックします。 
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MS-Word の学び方 

 
マイクロソフト社では Web 上にデモとトレーニングを公開しており、自分のペースにあっ

たトレーニング コースを利用して Word／Excel／PowerPoint を学習できます。 
 
MS Office 活用トレーニング日本語版 

http://office.microsoft.com/ja-jp/training/FX100565001041.aspx 
 
初心者の場合はまずは「デモ」で機能を「見学」した後、「トレーニング」へ進むのが良い

でしょう。 
 
デモ一覧 http://office.microsoft.com/ja-jp/help/FX100485311041.aspx 

Word2003 http://office.microsoft.com/ja-jp/training/CR061958171041.aspx 
Word2007 http://office.microsoft.com/ja-jp/word/CH100740901041.aspx 

 
トレーニング http://office.microsoft.com/ja-jp/training/FX100565001041.aspx 

Word2003 http://office.microsoft.com/ja-jp/training/CR061958171041.aspx 
Word2007 http://office.microsoft.com/ja-jp/training/CR100654561041.aspx 

 
英語版サイトもありますので、英日版を比較しながら受講することも可能です。 

http://office.microsoft.com/en-us/training/default.aspx 
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