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みんなのワードマクロ集 ユーザーマニュアル 

みんなのワードマクロ 新田順也 

 

 

図 1 みんなのワードマクロ集 

 

「みんなのワードマクロ集」には、166個のマクロが入っています。 

必要なマクロをWordのボタンやショートカットキーに登録して使います。 
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０．インストール方法 

 

マクロテンプレートファイル(mwm_Macros_100.dot）を、Wordの「スタートアップ」フォルダに保

存します。インストールはこれだけです。 

 

①Wordを終了します。 

 

②同封の「スタートアップフォルダを開く.vbs」をダブルクリックします。 

 または、  

図 2 スタートアップフォルダを開く.vbs 

 

③スタートアップフォルダが開きます。なお、パソコンの性能によっては、スタートアップフォルダ

が開くまでにしばらく時間がかかることがありますので、ご注意ください。 

 

 

図 3 スタートアップフォルダ（Windows 7の場合） 

通常は何も入っていません。 

「右クリックで Google！」や

「Trados」などソフトウェアをご利

用の場合には、ファイルが入ってい

ることがあります。 
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④このスタートアップフォルダ（図 3）に、マクロテンプレートを保存します。 

（※アンインストールする場合には、このスタートアップフォルダからマクロテンプレートを削除します。） 

 

 

図 4 スタートアップに保存 

 

⑤Word 起動後に、ツールバー（または、[アドイン] タブ）に、以下のボタンが表示されれば、イン

ストール成功です。 

 

 

図 5 マクロ集ボタン（Word 2003 のツールバー） 

 

 

図 6 マクロ集ボタン（Word 2007, Word 2010, Word 2013のアドインタブ） 

 

インストールの手順の動画を用意しました。 

http://goo.gl/oKkaov 

ここに、「マクロテンプレートファイル

(mwm_Macros_100.dot.dot）」を保存し

ます。 

mwm_Macros_100.dot 

http://goo.gl/oKkaov


  4 

もし、表示されていない場合には、以下の手順で表示させます。 

 

キーボードで、以下の３つのキーを一つずつ押します。同時に押さないでください。 

 

[Alt]、[T]、[ I ] 

 

すると、「テンプレートとアドイン」ダイアログボックスが表示されます（図 7）。「アドインとして使

用できるテンプレート」欄にて、「みんなのワードマクロ集」のテンプレートである

「mwm_Macros_100.dot」のチェックボックスをオンにします。 

 

※：アドインを他にも利用されている方は、「アドインとして使用できるテンプレート」欄にいくつかのアドインが表示さ

れています。 

 

 

図 7 「テンプレートとアドイン」ダイアログボックスでの設定（例として別のテンプレートを表示） 

 

次回以降、Wordを起動すると、自動的に「みんなのワードマクロ集」のアドインがオンになります。 

 

上記の操作を動画で説明しました。 

http://goo.gl/p0L3TI 

mwm_Macros_100.dot 

http://goo.gl/p0L3TI
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１．体験版のパスワードの取得 

 

図 5または図 6の[マクロ集] ボタンをクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 

  

図 8 体験版パスワードの入力ダイアログボックス 

 

[ユーザー登録パスワードの取得] ボタンをクリックすると、以下のサイトが開きます。（インターネ

ット接続が必要です） 

 

 

図 9 体験版パスワードの申請フォーム（インターネット接続が必要です） 

 

こちらでメールアドレスをご入力いただくと、そのメールアドレスにパスワードが送信されます。 

取得したパスワードを登録して、ご利用を開始してください。 

 

図 10 体験版パスワードの入力 
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２．ユーザー登録方法 

 

体験版は 30日間ご利用いただけます。試用期間が過ぎると、以下のダイアログが表示されます。 

 

図 11 ユーザー登録のダイアログボックス 

 

試用期間終了後もご利用いただく場合には、図 11 の[ユーザー登録サイトを開く] ボタンをクリック

して表示される以下のサイトからご登録ください。 

 

図 12 正規ユーザーお申し込みフォーム（インターネット接続が必要です） 
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ご入金を確認後、パスワードをご案内いたします。 

 

 

図 13 パスワードの入力 

 

パスワードの入力欄にメールで届いたパスワードを入力いただき、[登録] ボタンをクリックしてくだ

さい。 

 

大文字・小文字の区別がありますので、メールのパスワードをコピーして（Ctrl + C）、パスワードの

入力欄に貼り付ける（Ctrl + V）と正確に入力できます。 

 

パスワードを登録いただくと、［ユーザー登録］タブは消えます。 
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３．ショートカットキーの登録方法 

 

「みんなのワードマクロ集」をインストールすると、図 14 または図 15 に記載されているボタンが

表示されます。 

 

図 14 マクロ集ボタン（Word 2003のツールバー） 

 

 

図 15 マクロ集ボタン（Word 2007, Word 2010, Word 2013のアドインタブ） 

 

 

5ステップでショートカットキーの登録が完了します。 

例として、「M100_テキスト貼付」というマクロを[Alt] + [T]に登録してみます。 

 

１．「キーボードのユーザー設定」ダイアログボックスを開く 

このツールバーの[KB]ボタンをクリックして、「キーボードのユーザー設定」ダイアログボックスを

開きます。 

 

 

図 16 「キーボードのユーザー設定」ダイアログボックス（Windows 8 + Word 2010 の場合） 
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２．「分類」欄で「マクロ」を選択 

ダイアログボックスの「分類（C）」欄にて、「マクロ」を選択します。 

 

図 17 「分類」欄 

 

３．「マクロ」欄でマクロ名を選択 

右上の欄に、現在登録されているマクロ名の一覧が表示されます。 

ここに表示されたマクロ名を選択します。 

 

図 18 「マクロ」欄 
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４．割り当てるキーの入力 

入力欄にカーソルを移動させてから、割り当てるキーを押下します。 

 

図 19 割り当てるキーの入力 

 

５．登録完了 

「割り当て」ボタンをクリックして、登録が終了します。 

 

図 20 [割り当て] ボタン 

 

動画を用意しました。 

http://goo.gl/7STZKf 

http://goo.gl/7STZKf
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４．ボタンの作成方法 

図 14の[マクロ集]ボタンをクリックすると、以下のダイアログボックスが表示されます。 

 

 

図 21 「Wordマクロ集☆」の操作画面（初期表示） 

 

マクロを実行するたびにこのダイアログボックスを開くのは面倒ですから、よく使うマクロのボタン

を作成します。ツールバーやアドインタブに以下のようにマクロ実行用のボタンが表示されます。 

 

 

図 22 ボタンの表示例 

 

[☆]、[1]、[2]、[3] ボタンで、それぞれのツールバーの表示のオン・オフを切り替えます。 

 

 

 

図 23 [☆]ツールバーのみを表示させた場合 

 

「Wordマクロ集☆」タブと、「Wordマクロ集 1」タブ～「Wordマクロ集 3」タブでは、ボタンの登

録方法が若干異なります。以下、それぞれ説明します。 

クリックして表示のオン・オフを切り替えます。 
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「Wordマクロ集☆」タブでのボタンの作成方法の 4ステップ 

 

 

図 24 「Wordマクロ集☆」のカスタマイズ例 

 

１．マクロを選択します。 

プルダウンメニューから選択してください。 

 

２．「表示」欄に、表示する名称を入力します。 

プルダウンメニューからマクロを選択すると、隣の「表示」欄にマクロ名が自動的に入力されます。 

このマクロ名を変更する場合、名称を入力してください。 

 

３．チェックマークを入れます。 

ボタンを作成する項目をチェックします。 

 

４．[ツールバーの作成] ボタンをクリックしてボタンを作成します。 

[ツールバーの作成] ボタンをクリックすると、チェックしたマクロのボタンが作成されます。 

ボタンの表記は、「表示」欄に入力した文字です。 

 

ツールバーまたはアドインタブに以下のようにボタンが表示されます。 

 

図 25 [☆]ツールバーの表示例 

 

 

 

１ 2 ３ 

４ 
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「Wordマクロ集 1」タブでのボタンの作成方法の２ステップ 

 

 

図 26 「Wordマクロ集 1」の操作画面 

 

１．チェックマークを入れます。 

ボタンを作成する項目をチェックします。 

 

２．[ツールバーの作成] ボタンをクリックしてボタンを作成します。 

[ツールバーの作成] ボタンをクリックすると、チェックしたマクロのボタンが作成されます。 

ボタンの表記は、「表示」欄に入力した文字です。 

 

ツールバーまたはアドインタブに以下のようにボタンが表示されます。 

 

 

図 27 [1]ツールバーの表示例 

１ 

2 
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以下同様にボタンを作成します。 

 

図 28 「Wordマクロ集 2」の操作画面 

 

 

図 29 [2]ツールバーの表示例 

 

 

図 30 「Wordマクロ集 3」の操作画面 

 

 

図 31 [3]ツールバーの表示例 
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５．マクロ紹介 

以下、含まれているマクロ名称とその内容を紹介します。 

図 21 の「Word マクロ集☆」操作画面から、以下の 166 個のマクロをすべて呼び出すことができま

す。 

「Word マクロ集１」（図 26）～「Word マクロ集３」（図 30）の画面には、以下の 166 個のマクロ

のうち一部が、翻訳作業の工程ごとに紹介されています。 

 

マクロ名称 内容 

M100_Google検索 選択されている文字列をインターネットで検索をします。 

ブラウザが自動的に起動し、検索結果を表示します。 M100_英辞郎検索 

M100_Weblio検索 

M100_Weblio検索__英和和英 

M100_コメント入力_任意 コメントを挿入する文字列を選択した状態で実行すると、ダイア

ログボックスが表示されます。コメントを非表示にした状態で、

任意のコメントを挿入できます。 

M100_コメント入力_確認要 コメントを挿入する文字列を選択した状態で実行します。 

コメントを非表示にした状態で、「確認要」というコメントを挿

入できます。 

M100_コメント書出し 文書中のコメントを、ページ番号とともに書き出します。 

M100_コメント削除 文書中のコメントをすべて削除します。 

M100_前回検索語_次 カーソルをジャンプさせます。 

M100_前回検索語_前 

M100_コメント_次 

M100_コメント_前 

M100_表_次 

M100_表_前 

M100_図_次 

M100_図_前 

M100_フィールド_次 

M100_フィールド_前 

M100_段落ジャンプ 【特許用】 

番号（例えば、１５）を入力して 4桁数字（１５に対応する「０

０１５」または、「0015」）にジャンプします。 
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マクロ名称 内容 

M100_段落ジャンプ JP 【特許用】 

番号（例えば、１５）を入力して、墨付き括弧で囲まれた 4桁数

字（１５に対応する【００１５】）にジャンプします。 

 

M100_段落ジャンプ EN 【特許用】 

番号（例えば、１５）を入力して、半角角括弧で囲まれた 4桁数

字（１５に対応する[0015]）にジャンプします。 

 

M100_ファイル統合 

（Word 2000では動作しません） 

マクロを実行すると、フォルダを選択するダイアログが起動しま

す。このダイアログで選択したフォルダ内のWordファイルを１

つの文書に統合します。ヘッダーに文書名を入力します。 

 

M100_ファイル名一覧 

（Word 2000では動作しません） 

選択したフォルダ内のすべてのファイル名を取得して、クリップ

ボードに保存します。 

M100_ファイル名一覧_L 

（Word 2000では動作しません） 

選択したフォルダ内のすべてのファイル名をリンク付きで取得

して、クリップボードに保存します。 

Word文書に貼付けると、以下のようにリンク付きの文字を貼付

けることができます。 
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マクロ名称 内容 

 

M100_図番_強調 EN FIG.1 → FIG.1 

ブログ記事 

M100_図番_解除 EN FIG.1 → FIG.1 

M100_図番_強調 JP 図１ → 図１ 

M100_図番_解除 JP 図１ → 図１ 

M100_一括_赤太字 選択されている文字に、本文中で一括して書式をつけます。 

 

色太字：選択されている文字列の先頭の文字色でマーキングしま

す。 

 

 

蛍光ペン：選択されている蛍光ペンの色でマーキングします。 

M100_一括_青太字 

M100_一括_色太字 

M100_一括_下線_一重 

M100_一括_下線_二重 

M100_一括_囲い文字 

M100_一括_蛍光ペン 

M100_一括_ハイライト 選択されている文字を本文中で一括でハイライトします。 

Word 2007以降で動作します。 

ハイライトは、文字を入力すると解除されます。 

M100_一括_半角数字 本文中の対象となる文字列を、選択されている蛍光ペンの色でマ

ーキングします。 

 

数字の確認に利用できます。 

M100_一括_半角英文字 

M100_一括_半角英数字 

M100_一括_全角数字 

M100_一括_全角英文字 

M100_一括_全角英数字 

M100_一括_半角英数字記号以外 

M100_一括_解除_青太字 文書中の書式を解除します。 

色太字：選択されている文字列の先頭の文字色に該当する箇所を

解除 

下線：すべての種類の下線を解除 

下線 1：下線（一重）のみ解除 

下線 2：下線（二重）のみ解除 

 

 

 

 

M100_一括_解除_赤太字 

M100_一括_解除_色太字 

M100_一括_解除_下線 

M100_一括_解除_下線 1 

M100_一括_解除_下線 2 

M100_一括_解除_文字色 

M100_一括_解除_囲い 

M100_一括_解除_蛍光 

M100_一括_解除_太字 

http://ameblo.jp/gidgeerock/entry-10965489032.html
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マクロ名称 内容 

M100_一括_解除_斜体  

取消線：取消線を一重、二重ともに解除 

 

M100_一括_解除_取消線 

M100_一括_解除_ハイライト 

M100_ショートカット_設定書出

し 

現在登録されているショートカットを文書に書き出します。 

M100_ショートカット集 ショートカット集を表示します。 

 

M100_リンク解除_α 文書中のテキストに張られたリンクをすべて解除して、文字の色

を「自動」に変更し、下線がある場合は解除します。 

 

↓ 

 

M100_リンク解除 文書中のテキストに張られたリンクをすべて解除します。 

文字色や下線が残ることがあります。 

 

↓ 

 

M100_印刷_現在 P 印刷の設定です。 

現在ページ、1枚に 2ページ分、1枚に 4ページ分のレイアウト

変更した印刷が可能です。 

M100_印刷_2in1 

M100_印刷_4in1 
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マクロ名称 内容 

M100_半角括弧検索 半角括弧で囲まれた文字列を検索します。下記の通り、括弧の前

の半角スペースも同時に選択します。 

 (100) 

英文特許明細書で、クレームに記載された参照符号を削除すると

きに使います。 

M100_半角括弧削除 上記のとおり選択された状態で実行すると選択箇所を削除して

次の半角括弧で囲まれた部分を検索します。 

M100_全角 選択された文字列に対して、文字種を変更します。 

M100_半角 

M100_大文字 

M100_小文字 

M100_大文字_小文字 

M100_上付き 

M100_下付き 

M100_行数増加_All 文書中すべてのページの 1ページ当たりの行数を変更します。 

以下のように［ページ設定］ダイアログボックスにて、1ページ

の行数を変更しています。 

 

 

 

以下のように［段落］ダイアログボックスにて行間が固定値にな

っていたり、「1 ページの行数を指定時に文字を行グリッド線に

合わせる」がオフになっている段落の行数は調整できません。 

M100_行数削減_All 



  20 

マクロ名称 内容 

 

 

M100_行数増加_Sec カーソルがあるセクションの 1 ページ当たりの行数を変更しま

す。 

M100_行数増加_Allの設定と同様の処理をします。 

M100_行数削減_Sec 

M100_余白_上下_増_All 余白を上下左右で調整します。 

 

_All の場合、すべてのセクションの余白を調整します。 

_Sec の場合、カーソルが置かれているセクションの余白のみを

調整します。 

M100_余白_上下_減_All 

M100_余白_左右_増_All 

M100_余白_左右_減_All 

M100_余白_上下_増_Sec 

M100_余白_上下_減_Sec 

M100_余白_左右_増_Sec 

M100_余白_左右_減_Sec 

M100_書出_蛍光箇所 指定した書式の文字列を新しい文書に書き出します。書き出され

るのはテキストだけであり、書式は保持されません。 M100_書出_下線箇所 

M100_書出_囲い文字 

M100_書出_太字箇所 

M100_書出_斜体箇所 

M100_書出_赤字箇所 

M100_書出_蛍光段落 指定した書式の文字列を含む段落をすべて選択して、新しい文書

に書き出します。書式付きでコピーされます。 M100_書出_下線段落 

M100_書出_囲い文字段落 

M100_書出_太字段落 

M100_書出_斜体段落 



  21 

マクロ名称 内容 

M100_書出_赤字段落 

M100_診断_スペル スペルミス、文法ミスの個数を表示します。 

（Word 2000では動作しません） 

 

M100_診断_図表 文書中の図、表、コメント、フィールドの個数を表示します。 

M100_診断_a_idea 不定冠詞の誤用を探し、その箇所にカーソルをジャンプさせま

す。 M100_診断_an_hint 

M100_段落番号_入 EN 【特許用】 

特許明細書の段落番号をフィールドを用いて 1 項目ずつ入力し

ます。 

M100_段落番号_入 JP 

M100_段落番号_消 EN 【特許用】 

「段落番号_消 EN」と「段落番号_消 JP」のマクロで、特許明

細書の段落番号を探して削除します。 

 

段落番号の直後に改行記号がある場合や、以下のとおりスペース

で隔てられて改行記号がある場合にのみ、段落番号を検索できま

す。 

【０００１】□□（改行） 

[0001](改行) 

 

「段落番号_入 EN」と「段落番号_入 JP」のマクロを用いてフ

ィールドで入力した段落番号の場合には検出できません。 

 

この場合、「フィールド→文字」のマクロで文書中のフィールド

の箇所をすべて編集可能な文字列に変換してから実行します。 

M100_段落番号_消 JP 

M100_フィールド→文字 文書中のフィールドを編集可能な文字列に変換します。 

M100_表の行挿入 表中のカーソルがある行の次の行に新たに行を挿入します。 

３，５，１０とは、以下のダイアログボックスにデフォルトで表

示される「挿入する行数」を示しています。下の図は、「表の行

挿入_5」の場合です。 

M100_表の行挿入_3 

M100_表の行挿入_5 

M100_表の行挿入_10 
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マクロ名称 内容 

 

M100_表の行削除 表中のカーソルがある行以降の行を削除します。 

３，５，１０，１００とは、以下のダイアログボックスにデフォ

ルトで表示される「削除対象となる行数」を示しています。 

削除対象となる行数が表の行数より多い場合には、カーソルがあ

る行以降の行をすべて削除します。下の図は、「表の行削除_5」

の場合です。 

 

M100_表の行削除_3 

M100_表の行削除_5 

M100_表の行削除_10 

M100_表の行削除_100 

M100_表の行削除_全て 表中のカーソルがある行以降の行を全て削除します。 

M100_ズームイン 表示倍率を 5％単位で変更します。 

M100_ズームアウト 

M100_スクロール_上 画面をスクロールさせます。 

３，５は変化させる行数です。 M100_スクロール_上_3 

M100_スクロール_上_5 

M100_スクロール_下 

M100_スクロール_下_3 

M100_スクロール_下_5 

M100_テキスト貼付 テキスト形式で貼付けます。ウェブからコピーした文章を貼付け

る場合に、テキスト情報だけ貼付けることができ便利です。 

M100_すべて_半→全 文書中の半角文字を全角文字に変更し、変更箇所を現在選択され

ている蛍光ペンの色で着色します。 

「すべて」はカタカナも含み、文書中すべて文字を全角にします。 

M100_英数字_半→全 

M100_英文字_半→全 

M100_数字_半→全 

M100_すべて_全→半 文書中の全角文字を半角文字に変更し、変更箇所を現在選択され

ている蛍光ペンの色で着色します。 

「すべて」はカタカナも含み、文書中の半角になりうるすべて文

字を半角にします。 

M100_英数字_全→半 

M100_英文字_全→半 

M100_数字_全→半 

M100_数字_全→半_1桁は全角 上記と同じ条件で全角数字をすべて半角にします。 

1桁の数字だけを全角に戻します。 
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マクロ名称 内容 

M100_約物スタイル 所定の約物の前後に半角スペースを追記します。 

詳細は本マニュアルの ６．「M100_約物スタイル」の説明 をご

覧ください。 

M100_変更履歴を下線 （１）例として、以下の文章を用います 

 

（２）変更履歴を記録しました 

 

「あれは、自動車です。」として、「です」の部分のフォントの色

を変更しました。 

（３）マクロで処理をしました 

 

書式変更した部分（フォントの色を変更した部分）には、下線で

マーキングがされていません。 

 

日本の特許補正書の補正ルールに基づきます。 

ブログ記事をご参照ください。 

 

M100_変更履歴を下線_取り消し

線 

（１）例として、以下の文章を用います 

これは電気自動車です。 

（２）変更履歴を記録しました 

 

「あれは自動車です。」として、「です」の部分のフォントの色を

変更しました。 

（３）マクロで処理をしました 

 

削除部分が取り消し線、追記部分が下線でマーキングされていま

す。 

 

海外の特許補正書の補正ルールに基づきます。 

ブログ記事をご参照ください。 

 

M100_半角スペース削除_段落 英日翻訳で、上書き翻訳をするときに役立ちます。 

カーソルがある段落の半角スペースをすべて削除します。 

以下、半角スペースを灰色で示しました。 

http://ameblo.jp/gidgeerock/image-11282274229-12037744902.html
http://ameblo.jp/gidgeerock/image-11282274229-12037744902.html
http://ameblo.jp/gidgeerock/image-11282274229-12037744900.html
http://ameblo.jp/gidgeerock/image-11282274229-12037744900.html
http://ameblo.jp/gidgeerock/image-11282274229-12037744901.html
http://ameblo.jp/gidgeerock/image-11282274229-12037744901.html
http://ameblo.jp/gidgeerock/entry-11282274229.html
http://ameblo.jp/gidgeerock/entry-11492099859.html
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マクロ名称 内容 

 

ここで実行すると、以下のようになります。 

 

M100_半角スペース削除_文章 上記と同じ用途です。 

カーソルがある文章の半角スペースをすべて削除します。 

 

M100_一括上付き <↑>と</↑>で囲まれた文字列を上付に変換します。 

変換した箇所は、現在選択されている蛍光ペンでマーキングされ

ます。以下は、「明るい緑」の蛍光ペンが選択されている場合に

実行した例です。 

 

（実行前） 

10<↑>20</↑>, 10<↑>-1</↑>, 10<↑>n</↑> 

 

（実行後） 

1020, 10-1, 10n 

M100_一括下付き <↓>と</↓>で囲まれた文字列を下付に変換します。 

変換した箇所は、現在選択されている蛍光ペンでマーキングされ

ます。以下は、「黄色」の蛍光ペンが選択されている場合に実行

した例です。 

 

（実行前） 

10<↓>20</↓>, 10<↓>-1</↓>, 10<↓>n</↓> 

 

（実行後） 

1020, 10-1, 10n 

http://ameblo.jp/gidgeerock/image-11031269929-11512065765.html
http://ameblo.jp/gidgeerock/image-11031269929-11512065765.html
http://ameblo.jp/gidgeerock/image-11031269929-11512065767.html
http://ameblo.jp/gidgeerock/image-11031269929-11512065767.html
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マクロ名称 内容 

M100_検索と置換_条件リセット 「検索と置換」ダイアログボックスの書式や文字列の入力欄をす

べてリセットします。オプションもすべてリセットします。 

「検索と置換」ダイアログボックスを閉じてから実行します。 

（実行前） 

 

（実行後） 

 

M100_蛍光ペン_上付き 本文中の上付き文字を現在選択されている蛍光ペンで着色しま

す。現在、蛍光ペンの「色なし」が選択されている場合には、黄

色で着色します。 

 

100 m3  

 

M100_蛍光ペン_下付き 本文中の下付き文字を現在選択されている蛍光ペンで着色しま

す。現在、蛍光ペンの「色なし」が選択されている場合には、黄

色で着色します。 

 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 

 

M100_蛍光ペン_一重下線 本文中の一重下線の文字を現在選択されている蛍光ペンで着色

します。現在、蛍光ペンの「色なし」が選択されている場合には、

黄色で着色します。 

 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 
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マクロ名称 内容 

M100_蛍光ペン_太字 本文中の太字を現在選択されている蛍光ペンで着色します。現

在、蛍光ペンの「色なし」が選択されている場合には、黄色で着

色します。 

 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 

 

M100_ギリシャ文字_Symbol フ

ォント化 

（実行前） 

αβγδεζηθι 

 

（実行後） 

 

 

M100_表内の文字カウント Wordの文字カウント機能の場合、表内の文字列のカウントを正

確に行うことができません。 

 

このマクロを使うと、以下の通りカウントできます。 
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マクロ名称 内容 

M100_Google_Patent_PDF 特許番号を選択して実行すると、Googe Patentで対応する特許

情報を検索します。PDF ファイルがある場合、デスクトップに

瞬時に保存します。 

M100_オートコレクト_デフォル

ト 

「オートコレクト」ダイアログボックスをデフォルトの設定にし

ます。 

 

[オートコレクト] タブ 

 

 

[数式オートフォーマット] タブ 

 

 

[入力オートフォーマット] タブ 
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マクロ名称 内容 

 

 

[オートフォーマット] タブ 

 

 

M100_オートコレクト_すべてオ

フ 

上記のチェックボックスをすべてオフにします。 

 



  29 

マクロ名称 内容 

M100_オートコレクト_お奨め設

定 

以下の 2項目だけオンにします。それ以外はオフです。 

 

 長音とダッシュを正しく使い分ける 

 かっこを正しく組み合わせる 

 

[入力オートフォーマット] タブ 

 

 

M100_検索と置換_条件リセット このマクロを実行すると、以下のように検索オプションをすべて

リセットします。［検索と置換］ダイアログボックスを開くわけ

ではありません。 

 

ショートカットキー（例えば Alt + F）に登録しておき、必要な

時に実行してもいいと思います。 
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マクロ名称 内容 

M100_並べて比較 作業対象のファイルを表示して実行します。 

すると、同じファイルが別画面で開き、左右に並べて表示されま

す。 

 

↓ 
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マクロ名称 内容 

M100_並べて比較_変更履歴 作業対象のファイルを表示して実行します。 

すると、同じファイルが別画面で開き、左右に並べて表示されま

す。変更履歴が表示されます。 

 

 

↓ 

 

左：修正個所表示、右：最終版 

 

M100_用語の一括登録 Wordファイルに用語を列挙します。 

このファイルを開いた状態でマクロを実行すると、記載されてい

る用語をユーザー辞書に一括で登録します。 

 

専門用語はWord の通常の辞書に登録されていないため、赤い波

線でスペルミスと表示されることが多いです。この誤判定をなく

すために、一括で用語集を登録することができます。 

 

 



  32 

マクロ名称 内容 

M100_カーソル位置_記録 カーソルがある位置を記録します。 

Web レイアウト表示では、カーソル位置が記録されている間、

文書の背景色が灰色になります。 

（記録前） 

 

↓ 

（記録後） 

 

M100_カーソル位置_戻る カーソル位置を記録後、カーソルを文書中で動かした後に実行す

ると、背景色が元に戻り、カーソルも元の位置に戻ります。 

M100_カーソル位置_貼り付け カーソル位置を記録後、文字列を選択した状態でこのマクロを実

行すると、選択された文字列が記録したカーソル位置に挿入され

ます。 

カーソル位置が記録されていない状態では、この機能は使えませ

ん。 

（実行前） 

 

↓ 

（実行後） 

 

M100_カーソル位置_リセット カーソル位置の記録をリセットします。 

背景色も元に戻ります。 

M100_ マ ー キ ン グ _ 赤 文 字

_Excel_本文 

Excelファイルの 1シート目のA列に 2行目から記載されたキー

ワードを赤色のフォント色にマーキングします。 

本文中のみ処理します。 

M100_ マ ー キ ン グ _ 赤 文 字

_Excel_すべて 

Excelファイルの 1シート目のA列に 2行目から記載されたキー

ワードを赤色のフォント色にマーキングします。 

ヘッダーやテキストボックスの文字列もマーキングします。 

M100_マーキング_蛍光_Excel_

本文 

Excelファイルの 1シート目のA列に 2行目から記載されたキー

ワードを現在選択されている蛍光ペン色でマーキングします。 

本文中のみ処理します。 
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マクロ名称 内容 

M100_マーキング_蛍光_Excel_

すべて 

Excelファイルの 1シート目のA列に 2行目から記載されたキー

ワードを現在選択されている蛍光ペン色でマーキングします。 

ヘッダーやテキストボックスの文字列もマーキングします。 

M100_ マ ー キ ン グ _ 蛍 光

WC_Excel_本文 

Excelファイルの 1 シート目の A 列に 2 行目から記載されたキ

ーワードを現在選択されている蛍光ペン色でマーキングしま

す。 

「ワイルドカードを使用する」をオンにして置換します。 

本文中のみ処理します。 

M100_ マ ー キ ン グ _ 蛍 光

WC_Excel_すべて 

Excelファイルの 1 シート目の A 列に 2 行目から記載されたキ

ーワードを現在選択されている蛍光ペン色でマーキングしま

す。 

「ワイルドカードを使用する」をオンにして置換します。 

ヘッダーやテキストボックスの文字列もマーキングします。 
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６．「M100_約物スタイル」の説明 

（１）概要 

 

半角文字※の前後に半角スペースを挿入します。 

ただし、約物（やくもの）などの前後では、半角スペースを挿入しません。 

 

※：半角文字とは、以下の赤線で囲んだ部分に示されたアルファベット・数字・記号を意味します。 

 

 

 

以下のように半角スペースを挿入します（注：_は半角スペース）。 

 

された)CE-7 ペルヒドロラーゼ   →  された)_CE-7_ペルヒドロラーゼ 

 

 

（２）半角スペースを挿入しない場合 

以下のルール１～３の場合、半角スペースを挿入しません。 

 

■ルール 1 

半角括弧の 4 種類「() <> [] {}」に関しては、以下の通り対応します。 

括弧開きの前には半角スペースを挿入しますが、括弧開きの後には挿入しません。 

括弧閉じの前には半角スペースを挿入しませんが、括弧閉じの後には挿入します。 

 

■ルール 2 

半角スラッシュ「/」の前後には半角スペースを入れません。 
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■ルール３ 

以下の約物の前後では、半角文字があっても、スペースを挿入しません。 

 

約物 

【,】 全角太カッコ 

（,） 全角丸カッコ 

｛,｝ 全角中カッコ 

「,」 全角カギカッコ 

『,』 全角二重カギカッコ 

＜,＞ 全角より大きい・小さい 

≪,≫ 全角より非常に大きい・小さい 

〈,〉 全角山カッコ 

《,》 全角二重山カッコ 

〔,〕 全角きっこうカッコ 

_   半角スペース 

□  全角スペース 

、  全角読点 

。  全角句点 

タブ 

改行・ページ区切り 

ソフトリターン 

ハードリターン 

 

 

（３）半角スペースの挿入例 

以下のように半角スペースを挿入します（注：_は半角スペース）。 

 

実行前 実行後 備考 

された)CE-7 ペルヒドロラーゼ された)_CE-7_ペルヒドロラーゼ ルール１ 

された]})CE-7 ペルヒドロラーゼ された]})_CE-7_ペルヒドロラーゼ ルール１ 

された CE-7(ペルヒドロラーゼ された_CE-7_(ペルヒドロラーゼ ルール１ 

された CE-7({[ペルヒドロラーゼ された_CE-7_({[ペルヒドロラーゼ ルール１ 

～説明されている (米国特許第

6,545,047 号明細書 

～説明されている _(米国特許第

_6,545,047_号明細書 

ルール１ 

「P/H」比 「P/H」比 ルール２ 

ルール３ 

殺菌および/または消毒 殺菌および/または消毒 ルール２ 

□□(a) □□(a) ルール３ 

注：□は全角スペース 
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７．お知らせ 

▼Wordマクロセミナーのお知らせ（2回コース） 

「Word を翻訳マシンにチューニングする」をコンセプトに、Word マクロのプログラミングを学ぶセ

ミナーを開催しております。ゼロからプログラムを作るのではなく、完成品をどのように改造するの

か？自分好みに作りかえるのか？を学びます。市販の Word本に書かれていないおいしいヒント満載＋

仲間作りに最適な勉強会です。ご興味のある方はご連絡ください。優先的にご案内いたします（毎回、

すぐに定員に達してしまいます）。  http://ameblo.jp/gidgeerock/entry-11208892061.html 

 

 

▼関連サイト 

・みんなのワードマクロ ブログ http://ameblo.jp/gidgeerock/ 

ワードマクロに関する情報（マクロテンプレート、プログラムのコードと解説、書籍紹介、ウェブ

サイト紹介など）を公開しています。 

一括置換翻訳の支援ソフト「ぱらぱら」など、有料アドインの解説もしています。関連セミナーの

ご案内もいたしますので、お見逃しなく！ 

 

 

▼おすすめアドイン 

・翻訳のチェックソフトの新定番 「色 deチェック」 

http://www.taiyaki-align.com/ 

原文と訳文から自動で対訳表を作成し、英数字記号の誤訳、約抜けを自動でチェックします。用語集

を読み込んで、より精度の高いチェックも可能です。 

 

・上書き翻訳の一括置換支援ソフト 「ぱらぱら」 

http://www.para2translation.com/ 

Wordで上書き翻訳をする場合の置換ソフトです。12種類の辞書を用いて、ワイルドカードを駆使して

一気に置換をします。多くの特許翻訳者にご利用をいただいております。 

 

・上書き翻訳の必須ツール 「山猫の手」 

http://www.yamanekonote.com/ 

上書き翻訳で一括置換をした後の、翻訳作業での置換作業を徹底的に自動化します。置換の履歴から

ぱらぱらの辞書作りも自動化します。 

 

http://ameblo.jp/gidgeerock/entry-11208892061.html
http://ameblo.jp/gidgeerock/
http://www.taiyaki-align.com/
http://www.para2translation.com/
http://www.yamanekonote.com/
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▼メルマガ 

【みんなのワードマクロ】メルマガ http://www.mag2.com/m/0001007563.html 

マクロテンプレートの更新情報や上記ブログの内容を月に１回発信します。 

一般公開のマクロに関するバグの修正や更新があった場合には、このメルマガを通じてご連絡いたし

ますので、必要な方はご登録ください。 

 

 

▼情報記録用のファイル 

ユーザーテンプレートフォルダ（Templates）に、フォルダ（フォルダ名：みんなのワードマクロ）を

作成します。そして、その中にマクロ実行用の.ini ファイル（ファイル名：M100_Macros.ini）を作成し

ます。この.iniファイルに、ソフトの設定情報を記録しています。 

 

 

▼マクロの使用上の注意 

プログラムの作成と動作確認は万全を尽くしておりますが、本ソフトにより引き起こされたいかなる

事態へも責任は負いかねますので、ご了承ください。 

 

 

▼動作確認をしたシステム （Wordは全て 32ビット版） 

Windows 7 + (Word 2003, Word 2007, Word 2010) 

Windows 8 + (Word 2003, Word 2007, Word 2010, Word 2013) 

 

 

▼連絡先 

新田順也 （nitta@n-i-t.jp) 

 

 

▼著作権について 

マクロのマニュアルおよびソフトウェアの著作権は、作者である新田順也が所有しています。 

http://www.mag2.com/m/0001007563.html

