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必ずお読みください 
 

本ソフトウェアは、お客様が下記の「ソフトウェア使用許諾契約」の同意を前提にご利用いただけます。以下の
ソフトウェア使用許諾契約の条項に同意いただけない場合は、インストールを実施せずに、速やかに本製品
のお求め先に、ご返却をお申し出ください。 

 

また、クロスランゲージから提供する、ユーザーサポート（使い方等のお問い合わせ）、各種修正プログラム
や、バージョンアップ・サービス（新バージョンの特別価格によるご提供）などをご利用いただく場合は、ユー
ザー登録が必要となります。本ソフトウェアの使用の開始に合わせて、ユーザー登録をお願いいたします。
ユーザー登録は弊社ホームページからお手続きいただけます。 

 

ソフトウェア使用許諾契約 

株式会社クロスランゲージ（以下、クロスランゲージという）は、本使用許諾契約に記載された条項により、クロ
スランゲージが提供するソフトウェア製品（以下、本ソフトウェア）の使用をお客様に許諾いたします。お客様
は、お客様がコンピュータに本ソフトウェアのインストールを行った時点、またはすでにインストールされている
場合は本ソフトウェアの使用を開始した時点で、本契約に同意いただいたこととなります。 

 

第1条 ご使用条件 
（１） お客様は、本ソフトウェア１ライセンス（1つのシリアル番号）につき、1台のコンピュータでのみ使用するこ

とができます。別のコンピュータでのご利用いただく場合は、本ソフトウェアライセンスの追加（本ソフト
ウェアの追加購入）が必要となります。 

（２） ただし、本ソフトウェアの使用者がお客様のみに限られている場合は、本ソフトウェアを同時に使用しな
いという条件で、お客様のみが使用する最大2台までのコンピュータで、ご利用いただくことができま
す。 

（３） Windowsのアカウント追加機能を使い、本ソフトウェアがインストールされた同一のコンピュータを複数人
でご利用になる場合は、本ソフトウェア１ライセンスでご利用いただけます。 

 
第2条 禁止事項 
クロスランゲージはお客様に対して、以下のことを禁止します。 

（１） 本ソフトウェアの全部または一部の再配布、再使用許諾、貸与、譲渡、レンタル、擬似レンタル行為、中
古品（オークション等）取引 

（２） 本ソフトウェアの改変、解析(リバースエンジニアリング)および同等の行為 
（３） 第1条記載内容以外の本ソフトウェアの利用 
 

第3条 免責事項 
（１） 本ソフトウェアは現状有姿で提供されており、クロスランゲージは本ソフトウェアが正常に動作することを

保証するものではありません。また、本ソフトウェアに瑕疵があった場合において、瑕疵修正を保証する
ものではありません。 

（２） クロスランゲージは、本ソフトウェアによって出力された翻訳結果の使用を含み、本ソフトウェアの使用、
使用不能等から生ずるいかなる損害についての責任を負いません。 

 

第4条 提供メディアの品質保証 
クロスランゲージは、製品の受け渡し日から一か月以内にディスク等やプログラムの提供メディアに物理的な
障害が発見された場合、提供メディアを無償で交換いたします。 

 
第5条 有効期間 
本契約の有効期間は、お客様が本ソフトウェアの使用を開始したときから、お客様が本ソフトウェアの使用を
停止するまでとします。 

クロスランゲージは、お客様が本契約条項のいずれかに反した場合は、本契約は自動消滅するものとしま
す。 
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■ ご注意 

 翻訳成果物を公表・販売・領布する場合は、原文著作者の許諾が必要となる場合がありますの

でご注意ください。 

 本製品の仕様は、改良のために予告なく変更することがあります。 

 本製品を日本国外に携行する場合は、輸出貿易管理令等の関係法令にご留意ください。 

 

 

 

 

■ 著作権 

本製品の仕様は、改良のために予告なく変更することがあります。 
本製品を日本国外に携行する場合には、輸出貿易管理令等の関係法令にご留意ください。 
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■ はじめに 
このたびは、本製品をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。本書では、製品の使い方や

使用上の注意事項について記載しています。ご使用の前に本書をご一読の上、正しくお使いください。 

■ 本書の構成 
本書では｢翻訳ピカイチ 韓国語 V10｣（以降、｢翻訳ピカイチ 韓国語｣と表記します）の機能を説明し

ています。 
なお、共通する部分の説明では、韓日翻訳の画面を掲載しています。 
マニュアルの最後には索引があります。 

■ 翻訳結果について 
基本語辞書や文法ルールは逐次改良が加えられているため、画面に表示される結果は、本書の画面や

説明文中にある翻訳結果とは必ずしも一致しません。翻訳結果は、翻訳に関する設定や使用している

専門語辞書によって異なります。 

■ 本書で使用している記号やマークについて 
本書で使用している記号やマークは次のとおりです。 

• 記号について 

[ファイル] メニュー名を示します。 

[ファイル]－[開く] ｢ファイル｣メニューの｢開く｣コマンドを選択することを示します。 

〈登録〉 ダイアログボックスにあるボタン名を示します。 

『  』 参照ページのタイトルを示します。（例）『1.2 動作環境』を参照し

てください。 

• マークについて 

 注意事項です。 

 
 備考事項や補足説明です。 
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 1 翻訳ピカイチ 韓国語について 

この章では、翻訳ピカイチ 韓国語の機能、ヘルプの使い方について説明します。 

 
 

1.1 翻訳ピカイチ 韓国語の主な機能 

翻訳ピカイチ 韓国語は、高い翻訳精度を誇る韓日・日韓双方向の翻訳ソフトです。韓

日・日韓の基本語辞書と14分野の韓日・日韓専門語辞書を搭載し、専門的な分野の翻

訳にも対応できます。また、韓国語のホームページを日本語に翻訳したり、日本語で

書いたメールを韓国語に翻訳するなど、さまざまな場でコミュニケーションツールと

して利用できます。翻訳ピカイチ 韓国語の特徴は以下のとおりです。 

 文書の翻訳、翻訳結果の修正に最適な翻訳エディタ 
翻訳エディタでは、テキストファイルの翻訳、翻訳結果を適切な訳語に変更する訳語

変更、変更した訳語を学習して次回の翻訳に活用する学習機能、辞書に登録のない単

語や訳語を登録するユーザー辞書登録などを実行できます。 
（『2 翻訳エディタ入門』参照） 

 Microsoft Officeアドイン翻訳 
Microsoft Officeに対応したアドイン翻訳では、アプリケーションに組み込まれたボタン

をクリックするだけでWord, Excel, PowerPoint, Outlookに読み込んだ文書を翻訳したり、

辞書引きを行うことができます。（『3.1 Microsoft Officeアドイン翻訳』参照） 

 ホームページの翻訳 
Internet Explorerで表示したWebページを、レイアウトはそのまま、本文のみを翻訳して、

翻訳結果のWebページを作成します。（『3.2 ホームページの翻訳』参照） 

 PDFダイレクトファイル翻訳 
PDFファイルのレイアウト情報を表示し、フォント属性などによる翻訳対象文字列の設

定機能によってレイアウトを保持したまま翻訳することができます。（『3.3 PDFダ
イレクトファイル翻訳』参照） 
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 複数ファイルを一括で翻訳 
翻訳パレットの〈ファイル翻訳〉では、複数ファイルを一括で翻訳することができま

す。（『4.3 ファイル翻訳』参照） 

 キャプチャ翻訳 
翻訳パレットの〈キャプチャ翻訳〉では、範囲指定した画像ファイルに文字認識を実

行し、翻訳することができます。（『4.4 キャプチャ翻訳』参照） 

 文字認識 
翻訳パレットの〈OCR〉では、スキャナから取り込んだ画像ファイルを文字認識でき

ます。（『4.6 OCR』参照） 

 会話の学習用に 
翻訳エディタでは、文章をネイティブスピーカーの発音で読み上げることができます。

（『5.6 音声読み上げ』参照） 
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1.2 動作環境 

翻訳ピカイチ 韓国語を使用するには、次の環境が必要です。 

対応OS 

Windows 7 SP1（32bit/64bit 日本語版） 
Windows 8/8.1（32bit/64bit 日本語版） 
Windows 10（32bit/64bit 日本語版） 
※インストールには、管理者権限が必要です。 

メモリ 2GB以上推奨 

HD容量 

1.1B以上（フルインストール時） 
翻訳ピカイチ 韓国語+専門語辞書：346MB以上 
ツール：205MB以上 
CROSS OCR V2 WORLD：335MB以上 

ホームページ翻訳 
Internet Explorer 10/11 
※Windowsストアアプリ版のInternet Explorerには対応しておりま

せん。 

オフィス翻訳 

Word 2007/2010/2013/ 2016 (2007以外は32bit/64bit) 
Excel 2007/2010/2013/2016 (2007以外は32bit/64bit) 
PowerPoint 2007/2010/2013/2016 (2007以外は32bit/64bit) 
Outlook 2007/2010/2013/2016 (2007以外は32bit/64bit) 
※WindowsRT版の[Office 2013 RT]には対応しておりません。 

PDFダイレクト 
ファイル翻訳 

PDF 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 
※制限事項は「6.4 PDFダイレクトファイル翻訳の設定」をご参照

ください。 

 動作環境に関する最新情報 
動作環境に関する最新の情報はホームページをご覧ください。 

      http:// www.crosslanguage.co.jp 
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1.3 専門語辞書 

 専門語辞書 
以下の専門語辞書が搭載されています。 

 

分野 ファイル名 語数(韓日) 語数（日韓） 
コンピュータ computer 6.8万語 6.8万語 
電気電子 elec 6.5万語 6.7万語 
土木建築 archi 2.0万語 2.1万語 
地球環境 ecology 2.3万語 2.3万語 
医療医学 medical 8.1万語 9.6万語 
化学 chemical  7.9万語 8.4万語 
ビジネス business 2.4万語 2.4万語 
法律 law  1.4万語 1.4万語 
金融 finance 2.9万語 3.0万語 
機械工学 mecha 6.1万語 6.0万語 
自動車工学 car 0.8万語 0.8万語 
光工学 optical 0.3万語 0.3万語 
エネルギー energy 1.2万語 1.2万語 
バイオテクノロジー bio 4.4万語 4.5万語 

 
 

1.4 ユーザーズガイドの表示 

ユーザーズガイドには翻訳ピカイチ 韓国語のすべての機能説明が掲載されています。 

翻訳ピカイチ 韓国語の機能や操作手順を調べるときにご活用ください。 

ユーザーズガイドを表示するには、タスクバーの｢スタート｣ボタンをクリックして[す

べてのプログラム]－[翻訳ピカイチ 韓国語 V10+OCR]－[翻訳ピカイチ 韓国語 V10 
ユーザーズガイド(PDF)]を選択します。 
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 2 翻訳エディタ入門 

翻訳エディタでは、韓日・日韓双方向の翻訳を実行して、訳語の変更、ユーザー辞書

の構築などの翻訳作業を行うことができます。 

この章では、翻訳エディタの使い方について、韓日翻訳を例にして説明します。 

 
 

2.1 翻訳エディタの起動と終了 

2.1.1 翻訳エディタの起動 

 デスクトップのショートカットから起動 

デスクトップに登録された翻訳ピカイチ 韓国語 V10のアイコン をダブルクリッ

クすると翻訳エディタが起動します。 

 ｢スタート｣メニューから起動 
タスクバーの｢スタート｣ボタンをクリックして[すべてのプログラム]－[翻訳ピカイ

チ 韓国語 V10+OCR]とたどると、翻訳ピカイチ 韓国語関連のメニューが表示されま

す。翻訳パレットはここから起動することもできます。 
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 翻訳エディタ 
翻訳は、以下の翻訳エディタで実行します。 
ここでは、韓日韓モードを例にして翻訳エディタの項目名を説明します。 

 

 

 

 

 

 

 翻訳モードの切り替え 

翻訳エディタのモードの切り替えは、ツールバーの〈日韓モード〉 、〈韓日モード〉

、〈日韓日モード〉 、〈韓日韓モード〉 をクリックして行います。 

または、翻訳エディタ左上にあるモードのボタンをクリックして表示されるプルダウ

ンメニューからも切り替えられます。 

 

 

2.1.2 翻訳エディタの終了 
[ファイル]－[終了]または「×」ボタンを選択すると翻訳エディタが終了します。 

 

原文エリア 
翻訳する原文を

入力します。 

 

訳文エリア 
翻訳結果が表示

されます。 

 

 

 

ツールバー 
ツールバーの各ボタンをクリック

すると機能が選択されます。 

 

ステータスバー 
現在の処理状況を表示します。 

 
 

 

属性エリア 
翻訳ロックのマー

クが表示されます。 

 

翻訳モード 
使用中の翻訳モードが表示されま

す。プルダウンメニューから翻訳

モードを切り替えられます。 

 

確認エリア 
韓日韓、日韓日モー

ドの場合、このエリ

アが表示されます。

訳文を再翻訳して、

結果を表示します。 

 

文番号エリア 
一文単位で番号が

振られます。 

 

表示切り替え 
訳文（確認文）、カタカ

ナ、アルファベットの表

示を切り替えます。 
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2.2 韓国語を日本語に翻訳する 

ここでは、翻訳エディタを使って韓国語を日本語に翻訳する方法を説明します。 

 

2.2.1 テキストファイルの翻訳 
韓国語のテキストファイルを読み込んで翻訳する手順を説明します。 
 

 1. 韓日モードで、[ファイル]－[開く]を選択します。 

ファイルを開くダイアログが表示されます。 

 

 
 2. 翻訳するファイルをダブルクリックするか、ファイルを選択して〈開く〉をクリッ

クします。 
原文エリアに対象の原文が読み込まれます。 
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 3. カーソルが文書の先頭の文にあることを確認して、ツールバーの〈翻訳〉 をク

リックします。 
翻訳が開始され、翻訳結果が訳文エリアに表示されます。 

 

 翻訳の中止 

一括翻訳を中止する場合は、ツールバーの〈翻訳中止〉 をクリックします。 
Escキーを押すか、[翻訳]－[翻訳中止]を選択しても中止できます。 

 処理中止操作をしても、実際に処理を中止するまでには、多少時間がかかる場合

があります。 

 

2.2.2 韓⇔日対応と訳語の変更 
翻訳ピカイチ 韓国語には、原文の単語がどの訳語に翻訳されたのかを確認する｢韓⇔

日対応｣機能と、複数の意味を持つ単語の別訳語リストを表示し、適切な訳語に入れ替

える｢訳語変更｣機能があります。 

 韓⇔日対応 
原文の単語をダブルクリックすると、対応する訳文の単語が反転表示されます。逆に、

訳文の単語をダブルクリックすると、対応する原文の単語が反転表示されます。 
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 訳語の変更 

 1. 任意の単語をトリプルクリック（マウスのボタンを3回続けて押す）します。 
訳語変更ダイアログが開き、他の訳語の候補が表示されます。 

 

 2. 適切な訳語をダブルクリックします。 

 

訳文エリアの語句が選択した訳語に置き換わります。 

 訳語の学習 
訳語変更で｢学習｣チェックボックスをオンにして訳語を変更した場合、変更した訳語

は学習され、同じ単語が似た使われ方をすると次回以降の翻訳で学習した訳語が優先

して使用されます。 

 

訳語を学習させない場合は、訳語変更ダイアログの｢学習｣チェックボックスをオフに

して、訳語変更を実行します。 

 訳語変更を元に戻す 
不適切な訳語に変更すると、構文が崩れ、訳質が低下する場合があります。訳語の学

習を解除するには、元の訳語に戻す単語をトリプルクリックして訳語変更ダイアログ

を開き、訳語ダイアログの下部にある((学習解除))をダブルクリックします。 

 

再翻訳が実行されて、元の訳語に戻ります。 
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2.2.3 ユーザー辞書に単語を登録する 
翻訳ピカイチ 韓国語では、｢基本語辞書｣にない単語や訳語を｢ユーザー辞書｣に登録す

ることによって翻訳結果に反映することができます。ユーザー辞書に単語を登録する

手順を説明します。 

 1. 翻訳エディタで辞書登録する語句を選択します。 

 2. ツールバーの〈辞書登録〉 をクリックして、辞書登録ダイアログを表示します。 
 3. ｢単語［原文］｣に選択した語句が入力されます。 

 

 

 
 4. 〈登録〉をクリックします。 

ダイアログの下段の「原文」に、新しく登録する語句が追加されます。原文には、

韓国語で25文字まで入力できます。 

 

 

 1文字の単語はユーザー辞書に登録できません。見出し語には2文字以上の単語を

入力してください。英数字、特殊記号、スペースは登録できません。 
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 5. ｢訳文｣をクリックして訳語を入力し、｢品詞｣の横の▼をクリックして、プルダウン

メニューから名詞または慣用句を選択します。 

 

 

 6. 単語に意味属性を付加する場合は、｢意味属性｣の横の をクリックします。 
次の意味属性テーブルが表示されます。各タブをクリックすると、｢固有名詞｣、｢有

形名詞｣、｢無形名詞(1)｣、｢無形名詞(2)｣のテーブルが開きます。 

 

意味属性を追加するには、追加する意味属性の前にあるチェックボックスをオンにし

ます（韓日ユーザー辞書の意味属性は同時に10個まで選択が可能です）。 
〈OK〉をクリックすると辞書登録ダイアログに戻ります。 
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 7. 原文の前にあるチェックボックスがオンになっていることを確かめて、〈保存〉を

クリックします。 
 8. 〈閉じる〉をクリックします。 

 【訳語変更ダイアログから辞書登録する】 
訳語変更ダイアログにある((辞書登録))をダブルクリックすると、同様に辞書登録

ダイアログが開きます。 

 

2.2.4 韓国語をカタカナやアルファベットに変換する 
韓日モードの訳文エリア、また韓日韓モードの確認エリアで、原文の読みをカタカナ

やアルファベットに変換して表示できます。 
手順は以下のとおりです。 

 1. 翻訳エディタの表示切り替えのプルダウンメニューから、「カタカナ」または「ア

ルファベット」を選択します。 

 

 

 2. ツールバーの〈翻訳〉 をクリックします。 
韓日モードでは訳文エリア、韓日韓モードでは確認エリアに、原文の韓国語の読み

がカタカナまたはアルファベットで表示されます。 

 
（カタカナ変換の例） 
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（アルファベット変換の例） 

 【カタカナ、アルファベット変換】 
カタカナ変換、アルファベット変換に関する詳細は、『付録4 カタカナ／アルファ

ベット変換について』を参照してください。 

2.2.5 翻訳結果の保存 
翻訳ピカイチ 韓国語では、翻訳結果の内容をテキストファイルとして保存できます。

用途に合わせて原文と訳文の両方を含む｢対訳ファイル｣、原文のみの｢原文ファイル｣、

訳文のみの｢訳文ファイル｣で保存できます。 

 1. [ファイル]－[名前を付けて保存]を選択します。 
 2. 名前を付けて保存ダイアログで保存先のフォルダを開き、｢ファイル名｣を入力しま

す。 

 

 3. ｢用途｣の横の▼をクリックし、プルダウンメニューから保存する形式を選択します。 

 

 メモ帳やテキストで保存したファイル開く場合は、「（Unicode）」の形式で保

存してください。 

 
 4. 〈保存〉をクリックします。 
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2.3 韓日韓モード 

韓日韓モードでは、訳出された日本語をさらに韓国語に翻訳して、訳質を確認するこ

とができます。 

ツールバーの〈韓日韓モード〉 をクリックすると韓日韓モードに切り替わります。 
翻訳を実行すると確認エリアには、訳文エリアの日本語を韓国語に翻訳した結果が表

示されます。 

 

 

 訳語変更で訳文を再翻訳しない 
韓日韓モードでも、韓日モードと同様に単語の対応や訳語の変更を実行することがで

きます。また、韓日韓モードの訳語変更では、訳文結果を日韓再翻訳しないこともで

きます。訳語変更ダイアログの｢日韓再翻訳｣チェックボックスをオフにして、訳語変

更を行うと、訳文エリアの語句は置き換わりますが、訳文の再翻訳は行われず、確認

エリアの文はそのまま残ります。 

 

ただし、韓日間（原文エリアと訳文エリア）の韓⇔日対応は表示できますが、日韓間

（訳文エリアと確認エリア）の日⇔韓対応は表示できなくなります。 

 



3.1 Microsoft Officeアドイン翻訳 

 

15 

 3 アプリケーションの翻訳 

翻訳ピカイチ 韓国語には、翻訳エディタのほかに、Microsoft Officeアドイン翻訳、ホー

ムページの翻訳など、便利な翻訳機能があります。 
この章では、アプリケーションから実行する翻訳機能について説明します。 

 
 

3.1 Microsoft Officeアドイン翻訳 

翻訳ピカイチ 韓国語は、Word, Excel, PowerPoint, Outlookの文章を翻訳できます。 

 

 翻訳ピカイチ 韓国語が起動していない状態で、Officeアドイン翻訳を実行するこ

とができます。 

 
すでにMicrosoft Officeがインストールされているパソコンに、初期状態のままで翻訳ピ

カイチ 韓国語をインストールすると、｢Wordアドイン翻訳｣、｢Excelアドイン翻訳｣、

｢PowerPointアドイン翻訳｣、｢Outlookアドイン翻訳｣機能がインストールされます。 

アドイン機能の有効／無効の設定方法については、『3.1.5 アドイン翻訳機能の有効

と無効』を参照してください。 

 

3.1.1 アドイン翻訳の起動と翻訳言語の選択 
各ソフトウェアにアドイン機能がインストールされると、次のアイコンがツールバー

に表示されます。 

 

各アイコンの意味は以下のとおりです。 

ツールバーのボタン 説明 
 

Excel：ワークシート翻訳 
PowerPoint：スライド翻訳 

表示しているワークシート／スライドを翻訳する 
（青い三角） 

〈全文翻訳〉 表示している文書全体／ワークブック全体を翻訳す

る（緑の三角） 
〈選択範囲翻訳〉 選択した部分を翻訳する 
〈アドイン設定〉 翻訳に関する各種設定を行う 
〈ヘルプ〉 Microsoft Officeアドイン翻訳のヘルプを表示する 
このツールバーが表示されない場合は、[表示]－[ツールバー]のサブメニューから｢ア

ドイン翻訳｣チェックボックスをオンにして表示してください。 
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 翻訳言語の切り替え 
韓日翻訳と日韓翻訳を切り替えるには、｢韓国語－日本語｣の横にある▼をクリックし

て表示されるプルダウンメニューから選択してください。 

 

3.1.2 Wordの翻訳 
 1. Wordで翻訳する文章を表示して〈全文翻訳〉 をクリックします。 

 
 

翻訳処理の進捗状況を示すプログレスバーが表示され、翻訳が終わるとプログレス

バーが閉じます。 
元のWordウィンドウの横に翻訳結果のウィンドウが表示されます。 

 

 

翻訳結果の表示方法、翻訳の際のスタイル、フィールドコードの扱いなどは、〈ア

ドイン設定〉 をクリックすると表示されるアドイン設定ダイアログで変更でき

ます。 
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3.1.3 Excelの翻訳 
 1. Excelで翻訳する文章を表示して〈ワークシート翻訳〉 をクリックします。 

 
 

翻訳処理の進捗状況を示すプログレスバーが表示され、翻訳が終わるとプログレス

バーが閉じます。 
元のExcelウィンドウの横に翻訳結果のウィンドウが表示されます。 

 

 

 

翻訳結果の表示方法、翻訳の際のスタイル、計算式の扱いなどは、〈アドイン設定〉

をクリックすると表示されるアドイン設定ダイアログで変更できます。 
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3.1.4 PowerPointの翻訳 
 1. PowerPointで翻訳する文章を表示して〈スライド翻訳〉 をクリックします。 

 

 

翻訳処理の進捗状況を示すプログレスバーが表示され、翻訳が終わるとプログレス

バーが閉じます。 
元のPowerPointウィンドウの横に翻訳結果のウィンドウが表示されます。 

 

 

 

翻訳結果の表示方法、翻訳の際のスタイルなどは、〈アドイン設定〉 をクリッ

クすると表示されるアドイン設定ダイアログで変更できます。 
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3.1.5 Outlookの翻訳 
 1. Outlookのメール一覧から翻訳したいメールをクリックして選択し、〈全文翻訳〉

をクリックします。 

 
 

翻訳処理の進捗状況を示すプログレスバーが表示され、翻訳が終わるとプログレス

バーが閉じます。 
元のOutlookウィンドウの横に翻訳結果のウィンドウが表示されます。 

 

 

 

翻訳結果の表示方法、翻訳の際のスタイルなどは、〈アドイン設定〉 をクリッ

クすると表示されるアドイン設定ダイアログで変更できます。 
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 Outlook2016で韓国語の翻訳ができない場合は、Outlookオプション-詳細設定の

以下の項目のいずれかを確認してください。 

 

・「送信メッセージのエンコード方法を自動選択する(L)」のチェックを外す 

・「送信メッセージで優先使用するエンコード方法(E)」を「Unicode（UTF-8）」に変更する 
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3.1.6 アドイン翻訳機能の有効と無効 
すでにMicrosoft OfficeやInternet Explorerがインストールされているパソコンに、翻訳ピ

カイチ 韓国語をインストールすると、アドイン翻訳機能がインストールされます。 

インストールの後、アドイン機能を使用するかを指定することができます。 

 

 1. ｢スタート｣ボタンをクリックし、[すべてのプログラム]－ 

[Cross Languageツール]－[Cross Languageアドイン設定]を選択します。 
アドイン設定ダイアログが表示されます。 

 

 WindowsのOSが32bitの場合は、「Internet Explorer アドイン有効（x64）」は、

選択できません。 

 
 2. 使用するアドイン機能のチェックボックスをオンにします。 

チェックボックスがオンの場合、アドイン機能が有効になり使用できます。オフに

するとアドイン機能が無効に設定されて使用できなくなります。 

 3. 各項目を設定したら、〈設定〉をクリックします。 
これで、アドイン機能が有効（無効）に設定されました。 

 インストールしたユーザーと異なる名前でログインし、Microsoft Officeアドイン

を使用する場合は、ここでMicrosoft Officeアドインを「有効」に設定する必要が

あります。 
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3.2 ホームページの翻訳 

｢ホームページ翻訳｣機能は、ブラウザに表示した文章を、画像、表などのレイアウト

を変えずに翻訳します。ホームページ翻訳の設定と制限事項については、『6.3 ホー

ムページ翻訳の設定』を参照してください。アドイン機能の有効／無効の設定方法に

ついては、『3.1.5 アドイン翻訳機能の有効と無効』を参照してください。 

 

3.2.1 翻訳の前に 
ホームページ翻訳は、Internet Explorerアドイン機能を使って実行します。Internet 
Explorerアドイン機能をインストールすると、翻訳ツールバーが表示され、翻訳が実行

できるようになります。翻訳ツールバーが表示されない場合は、以下の手順で表示し

ます。 

 翻訳ツールバーの表示 
Internet Explorerアドイン機能をインストールすると、翻訳ツールバーが表示されます。

翻訳ツールバーの表示方法は以下のとおりです。 

 1. Internet Explorerを起動します。 
 2. [表示]－[ツールバー]－[IEアドイン翻訳]を選択します。 

次の翻訳ツールバーが表示されます。 

 

翻訳ツールバーは、[表示]-[ツールバー]-[ツールバーを固定する]のチェックを外

すことで、任意の場所にスライドできます。 
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 翻訳言語リストの取得 
Internet Explorerアドイン機能をインストールすると、翻訳ツールバーに翻訳可能な言語

ペアの一覧（翻訳言語リストボックス）が表示されます。表示されない場合は、翻訳

の前にあらかじめ翻訳言語リストを取得します。 

 

 1. 翻訳ツールバーの〈設定〉 をクリックし、設定画面を表示します。 

 

 2. 〈言語リスト取得〉をクリックします。 
 3. 〈OK〉をクリックし、設定ダイアログを閉じます。 

これで、使用可能な翻訳言語がツールバーの言語リストに設定されました。 
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3.2.2 ホームページを翻訳する 
ホームページ翻訳の手順は以下のとおりです。 

 1. Internet Explorerで翻訳するページを表示します。 

 

 2. 翻訳する言語ペアを選びます。ツールバーの「韓国語－日本語」の横の▼をクリッ

クし、プルダウンメニューから言語ペアを選びます。 
 3. ｢原文と訳文｣の横の▼をクリックし、翻訳結果の表示方法を選びます。｢原文と訳

文｣または｢訳文のみ｣から選択できます。 
 4. ツールバーの〈翻訳〉 をクリックします。 

翻訳が開始されます。翻訳が終了すると、翻訳結果が表示されます。 

 

 
辞書で見つからない単語は、原文のまま表示されます。また、フレームを含むペー

ジは翻訳できない場合があります。フレームを別ウィンドウで表示するか、翻訳

できない部分は翻訳エディタを使って翻訳してください。 
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 選択した文章の翻訳 
ホームページ翻訳では、選択した文章のみを翻訳することができます。 

Internet Explorerで翻訳するページを表示し、翻訳する文章をマウスでドラッグして選択

します。次に〈選択範囲の翻訳〉 をクリックすると、選択した文章が翻訳されます。 

 【選択範囲を翻訳した場合のレイアウト】 
選択範囲の翻訳を行った場合、元のページのレイアウトは継承されません。 

 キャプチャ翻訳 
ホームページ翻訳では、選択した領域の文字認識を実行し、抽出した文章を翻訳する

｢キャプチャ翻訳｣を実行することができます。 

〈キャプチャ翻訳〉 をクリックすると、キャプチャ翻訳が起動してマウスカーソル

が｢＋｣に変わります。キャプチャ翻訳の詳細については、『4.4 キャプチャ翻訳』を

参照してください。 

 ワンポイント翻訳 
ホームページ翻訳では、翻訳ピカイチ 韓国語を起動していない状態でも、韓日または

日韓翻訳を行う｢ワンポイント翻訳｣を実行することができます。 

〈ワンポイント翻訳〉 をクリックすると、ワンポイント翻訳が起動します。ワンポ

イント翻訳については、『4.5 ワンポイント翻訳』を参照してください。 

 

3.2.3 ホームページの翻訳検索 
｢翻訳検索｣は、指定したキーワードをWebページで検索し、検索結果を翻訳してブラウ

ザに表示します。 

検索では、以下の検索エンジンを使用することができます。検索エンジンの追加方法

については後述する『翻訳検索の設定』を参照してください。 

検索エンジン 
Google 
Yahoo 
Wikipedia 

ホームページ翻訳検索は、Internet Explorerアドイン機能を使って実行します。Internet 
Explorerアドイン機能をインストールすると、Internet Explorerに翻訳ツールバーが表示

されます。翻訳ツールバーが表示されない場合『3.2.1 翻訳の前に』を参照して表示

します。 

翻訳検索の手順は以下のとおりです。 
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 1. Internet Explorerのツールバーの「韓国語－日本語」の横の▼をクリックし、プル

ダウンメニューから「韓国語－日本語」または「日本語－韓国語」を選びます。 
 2. 翻訳検索ボックスにキーワードを入力します。 

 キーワードは韓日翻訳の場合は日本語、日韓翻訳の場合は韓国語で指定します。 

 

 3. 翻訳検索アイコン の横の▼をクリックし、プルダウンメニューから検索エンジ

ンを選択します。 
選択した検索エンジンにチェックマークが付与されます。 

 4. 翻訳検索アイコン をクリックします。 
翻訳検索ダイアログが表示されます。キーワードを指定せずに翻訳検索アイコンを

クリックすると、検索エンジンのページが表示されます。 

 

翻訳検索ダイアログでは、次の操作を実行することができます。 

原文キーワードの翻訳 
〈再翻訳〉をクリックすると、｢原文キーワード｣が翻訳されます。 

翻訳されたキーワード 
検索は、｢翻訳されたキーワード｣の語句で実行されます。 
｢翻訳されたキーワード｣には、キーボードから直接入力することもできます。 

〈検索のみ〉 
｢翻訳されたキーワード｣の語句で検索を実行します。 

〈検索して翻訳〉 
｢翻訳されたキーワード｣の語句で検索を実行し、検索結果を翻訳します。 

 5. 翻訳検索ダイアログで〈OK〉をクリックします。 
検索と翻訳が開始されます。翻訳が終了すると、翻訳結果が表示されます。 
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 翻訳検索の設定 
検索エンジンを指定します。 

翻訳検索アイコン の横の▼をクリックし、プルダウンメニューから｢設定｣を選択す

ると、次のダイアログが表示されます。 

 

検索エンジン一覧 
設定されている検索エンジンが一覧表示されます。 

検索エンジンの追加／変更／削除 
｢検索エンジン一覧｣で内容を変更する項目をクリックして選択すると、各項目に設

定内容が表示されます。各項目を適切に設定し、〈変更〉をクリックすると設定値

が変更されます。〈追加〉をクリックすると新規に検索エンジンが追加されます。 
｢検索エンジン一覧｣で削除する項目を選択し、〈削除〉をクリックすると、リスト

から外されます。 
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タイトル 

検索エンジンのタイトルを設定します。翻訳検索アイコン をクリックすると、こ

こで設定した名称が表示されます。 

サイトURL 
検索エンジンのURLを指定します。 

検索URL 
検索の際に使用するURLの設定（引数）を指定します。 

言語 
検索対象となる言語を指定します。 

キーワードエンコード 
検索キーワードのエンコードを指定します。 

上へ／下へ 
検索エンジンの順番を上下へ1つずつ移動することができます。移動する辞書を選

択して、次のいずれかのボタンをクリックします。 

〈上へ〉  （1つ上へ移動） 

〈下へ〉  （1つ下へ移動） 

 



3.3 PDFダイレクトファイル翻訳 
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3.3 PDFダイレクトファイル翻訳 

PDFダイレクトファイル翻訳では、翻訳ピカイチ 韓国語を起動することなく、PDFファ

イルを翻訳できます。 
PDFダイレクトファイル翻訳の設定と制限事項については、『6.4 PDFダイレクトファ

イル翻訳の設定』を参照してください。 

 

3.3.1 PDFダイレクトファイル翻訳の実行 
PDFダイレクトファイル翻訳は以下の手順で行います。 

 

 この機能は、PDFファイルを開いているアプリケーション上から実行することは

できません。 

 
 1. 翻訳するPDFファイルのアイコンを右クリックし、ショートカットメニューから

「ダイレクト翻訳」を選択します。 
名前を付けて保存ダイアログが表示されます。 

 

 

 2. 「保存する場所」で、翻訳結果のファイルを保存する場所を指定し、「ファイル名」

で翻訳結果のファイル名を指定します。初期状態では、原文のファイル名に「_tran」

を付加します。 
 3. 「エンジン」で翻訳するエンジンを指定します。 

〈保存〉をクリックすると、翻訳が実行されます。翻訳が終了すると、「保存する

場所」に指定したフォルダに、翻訳結果のファイルが保存されます。 
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3.3.2 PDFダイレクトファイル翻訳の有効と無効 
翻訳ピカイチ 韓国語をインストールすると、PDFダイレクトファイル翻訳機能がイン

ストールされます。インストールの後、この機能を使用するかを指定することができ

ます。 

 1. ｢スタート｣ボタンをクリックし、[すべてのプログラム]－ 

[Cross Language ツール]－[Cross Language ダイレクトファイル翻訳設定]を

選択します。 
ダイレクトファイル翻訳設定ダイアログが表示されます。 

 

 2. ｢PDFファイル｣のチェックボックスがオンの場合、右クリックで表示されるショー

トカットメニューに｢ダイレクト翻訳｣が追加されます。オフにするとショートカッ

トメニューから｢ダイレクト翻訳｣が削除されます。 
 3. 〈OK〉をクリックします。 

これで、PDFダイレクトファイル翻訳機能が有効、または、無効に設定されました。 

 

 設定・制限事項については「6.4 PDFダイレクトファイル翻訳の設定」をご参照く

ださい。 

 



4.1 翻訳パレットの起動と終了 
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 4 翻訳パレット入門 

｢翻訳パレット｣は、便利で手軽な翻訳コマンドの入ったツールバーです。翻訳パレッ

トには、他のアプリケーションにある文の翻訳や辞書引き機能などが登録されていま

す。 

この章では、翻訳パレットの起動、終了、機能と操作方法について説明します。 

 
 

4.1 翻訳パレットの起動と終了 

翻訳パレットの起動と終了方法について説明します。 

 

4.1.1 翻訳パレットの起動 

デスクトップにある翻訳ピカイチ 韓国語 V10 翻訳パレットのアイコン をダブル

クリックすると、翻訳パレットが起動します。 

または、タスクバーの｢スタート｣ボタンをクリックして[すべてのプログラム]－[翻訳

ピカイチ 韓国語 V10+OCR]－[翻訳ピカイチ 韓国語 V10 翻訳パレット]を選択する

と翻訳パレットが起動します。 

翻訳パレットが起動すると次のパレットが表示されます。 

メモ インストールされていない機能のボタンは翻訳パレットには表示されません。 

 
 
翻訳パレットには、以下の機能があります。 

翻訳エディタ 
翻訳ピカイチ 韓国語の翻訳エディタを起動します。 

ファイル翻訳 
ファイル翻訳を起動します。複数のファイルをまとめて翻訳できます。 

PDFダイレクトファイル翻訳 
PDFダイレクトファイル翻訳ツールを起動します。 

キャプチャ翻訳 

画像データを文字認識し、抽出した文章を翻訳します。 
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ワンポイント翻訳 
翻訳ピカイチ 韓国語を起動しないで、翻訳を実行できます。 

 OCR 
 OCRソフト｢CROSS OCR V2 WORLD｣を起動します。 

設定 
翻訳パレットに表示するボタンの設定と翻訳パレットのバージョン情報の表示を行い

ます。 

 翻訳パレットの並べ方 
初期状態では、翻訳パレットのボタンは横に並んでいます。 
翻訳パレットのタイトルバーをダブルクリックすると、縦または横に並べ替えること

ができます。翻訳パレットを縦に並べると、ウィンドウを広く使うことができます。 

 

4.1.2 翻訳パレットの終了 
翻訳パレットを終了するには、右上にある閉じるボタン（）をクリックします。 

 

 

4.2 翻訳エディタ 

〈翻訳エディタ〉  は、翻訳エディタを起動します。 

ホームページや他のアプリケーションにある文章を翻訳エディタに貼り付けて翻訳す

ることができます。翻訳エディタでは、訳語の変更、辞書引き、ユーザー辞書の更新

など、翻訳結果の編集を行うことができます。また、翻訳結果を印刷したり、テキス

トファイルに保存することができます。 
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4.3 ファイル翻訳 

｢ファイル翻訳｣では、複数のファイルをまとめて翻訳することができます。 
同じ条件で複数のファイルを翻訳したい場合に便利です。 

 

4.3.1 ファイル翻訳を実行する 
ファイル翻訳は、以下の手順で行います。 

 1. 翻訳パレットの〈ファイル翻訳〉 をクリックします。 
ファイル翻訳が起動します。 

 

 2. 言語選択ボタン をクリックして、翻訳する言語（「日本語→韓国語」または

「韓国語→日本語」）を選択します。 

 3. 〈翻訳するファイルを選択〉 をクリックして、ファイル指定ダイアログからファ

イルを選択します。 

 

翻訳したいファイルを選んで、〈追加〉をクリックすると、「原文ファイル」にファ

イル名が追加されます。翻訳できるファイルはテキストファイルまたはHTMLファ

イルで、最大20個まで選択できます。ファイルを指定して〈閉じる〉をクリックし、

ダイアログを閉じます。 
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選択したファイルをリストから外す場合は、ファイルを選択して をクリックし

ます。すべてのファイルを外す場合は、 をクリックします。 

 4. 翻訳結果のファイル名と保存する場所を指定します。 
初期設定では、韓日翻訳の場合はファイル名に「_kj」、日韓翻訳の場合はファイル

名に「_jk」が付加され、原文と同じフォルダに保存されます。保存先のフォルダを

変更する場合は、「フォルダ指定」の横の をクリックしてフォルダを指定して

ください。 

 5. 〈翻訳〉 をクリックすると、翻訳が開始され、「進行状況」に翻訳の進み具合

が表示されます。翻訳を中止する場合は、 をクリックしてください。 

 6. ファイル翻訳を終了するには、右上の閉じるボタン、または をクリックします。 

 【｢スタート｣ボタンから起動】 
ファイル翻訳は、｢スタート｣ボタンをクリックし、[すべてのプログラム]－[翻訳

ピカイチ 韓国語 V10+OCR]－[翻訳ピカイチ 韓国語 V10 ファイル翻訳]を選択

して起動することができます。 
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各ボタンの説明 

  ファイル翻訳を開始する 

  ファイル指定ダイアログを表示する 

  選択したファイルが保存されているフォルダを開く 

  選択したファイルの内容を、右のプレビューウィンドウに表示する 

  選択した翻訳結果のファイルを、翻訳エディタに転送して表示する 

  選択したファイルの内容を、Wordに転送する 

  ファイル翻訳の設定ダイアログを開く 

  ファイル翻訳を終了する 

訳文テキスト 
テキストファイルの翻訳結果の文字コードを指定します。ローカルコードを選択す

ると訳文の言語のコードで、unicodeを選択するとunicodeで出力されます。 

訳文HTML 
HTMLファイルの翻訳結果の出力方法を指定します。「訳文のみ」、「原文と訳文」

が選択できます。 

 

4.3.2 ファイル翻訳の設定 
〈翻訳設定を表示〉 をクリックすると、ファイル翻訳の設定ダイアログが開きます。

ファイル翻訳はこの設定にしたがって実行されます。 

日韓辞書 
日韓翻訳の専門語辞書を選択します。 

韓日辞書 
韓日翻訳の専門語辞書を選択します。 

配色 
HTMLファイルの訳文の配色を設定します。「色指定」のラジオボタンをチェック

し、〈色選択〉をクリックして色を設定してください。 
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4.4 キャプチャ翻訳 

｢キャプチャ翻訳｣は、画像データに文字認識を実行し、抽出した文を翻訳する機能で

す。たとえばホームページでは、広告や宣伝文を画像データで配置することがありま

す。キャプチャ翻訳を使えばキーボードから入力する必要がなく、画像データを範囲

指定するだけで文字認識して、翻訳を実行することができます。また、キャプチャ翻

訳では、文字認識のみを実行することもできます。本ツールの設定については、『6.5 

ツールの設定』を参照してください。 

 

4.4.1 キャプチャ翻訳の実行 
キャプチャ翻訳の手順は以下のとおりです。 

 1. 翻訳パレットの〈キャプチャ翻訳〉 をクリックします。 
キャプチャ翻訳が起動します。 

 2. ダイアログの〈キャプチャ翻訳〉をクリックします。 
キャプチャ翻訳が開始され、マウスカーソルが｢＋｣に変わります。 

 3. マウスをドラッグすると矩形が表示されるので、翻訳する部分を囲みます。 

 

キャプチャ翻訳が開始されます。 
結果はキャプチャ翻訳ウィンドウに表示されます。 
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｢画像｣には、文字認識の対象となる画像が表示されます。 
｢原文｣：文字認識の結果が表示されます。 
｢訳文｣：｢原文｣に入力された文章の翻訳結果が表示されます。 
再度キャプチャ翻訳を実行する場合は、〈キャプチャ翻訳〉をクリックして、手順

2のように、範囲を指定します。 

 

 【｢スタート｣ボタンから起動】 
キャプチャ翻訳は、｢スタート｣ボタンをクリックし、[すべてのプログラム]－

[Cross Language ツール]－[Cross Language キャプチャ翻訳]を選択して起

動することができます。 

 

 【Internet Explorerの翻訳ツールバーから起動】 
Internet Explorerの翻訳ツールバーの〈キャプチャ翻訳〉 をクリックすると、

キャプチャ翻訳が起動します。 

 

 【ホットキーで呼び出し】 
キャプチャ翻訳は、ホットキーで呼び出すことができます。ホットキーの設定に

ついては、『6.5 ツールの設定』を参照してください。 

 中止 
マウスカーソルが｢＋｣に変わった後、キャプチャ翻訳を中止する場合は、Escキーを押

します。 

 翻訳言語の指定 
キャプチャ翻訳では、韓日と日韓翻訳を実行することができます。 
｢エンジン｣には、翻訳を実行する言語が表示されます。 
言語を変更する場合は、右端にある▼をクリックして表示される一覧から言語を指定

します。 

 認識言語 
韓国語または日本語を認識することができます。 
認識言語は、｢エンジン｣で指定した翻訳言語の原語で指定されます。 
｢韓国語－日本語｣の場合は韓国語、｢日本語－韓国語｣の場合は日本語の文字認識が実

行されます。 
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 認識可能な文字 
文字認識は、白地に黒文字で、明朝またはゴシックフォントの場合、精度が上がりま

す。以下のケースでは、正しく認識できないことがあります。 

• 背景に模様、影、ノイズなどがある 

• 文字と背景色が識別しにくい（たとえば、水色や黄色などの背景色に白い文字。

黒の背景色に青い文字。） 
• 認識対象の画像の文字サイズが200 x 200dpi以下である 

• 斜体、筆文字、ポップ文字などデザインされたフォントである 

 文字認識のみ実行 
文字認識のみを実行する場合は、〈キャプチャのみ〉をクリックします。マウスカー

ソルが｢＋｣に変わったら、文字認識を実行する範囲を指定します。 
文字認識が実行されて、結果がキャプチャ翻訳ウィンドウに表示されます。 

 再翻訳 
背景色と文字色のコントラストが不鮮明であったり、斜体、筆文字、ポップ文字のよ

うにデザインされたフォントの場合、文字が正しく認識されないことがあります。こ

のような場合は、｢原文｣ボックスの認識結果を修正してから〈翻訳のみ〉をクリック

して、再翻訳を実行します。 

 

4.4.2 キャプチャ翻訳の編集作業と表示機能 
キャプチャ翻訳で行える編集作業と表示機能について説明します。 

 編集 
キャプチャ翻訳では、一般的なエディタと同じように、｢原文｣または｢訳文｣に表示さ

れている文字列を選択して、編集メニューから[切り取り]、[コピー]などを行えます。 

 常に手前に表示 
表示メニューの[常に手前に表示]にチェックマークが付与されている場合、キャプ

チャ翻訳は、常に最前面に表示されます。このコマンドを選択するごとにチェックマー

クのオン／オフが切り替わります。 
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4.5 ワンポイント翻訳 

｢ワンポイント翻訳｣では、翻訳ピカイチ 韓国語を起動していない状態でも、すばやく

翻訳を実行できます。ここでは、ワンポイント翻訳の手順について説明します。 
本ツールの設定については、『6.5 ツールの設定』を参照してください。 

 1. 翻訳パレットの〈ワンポイント翻訳〉 をクリックします。 
ワンポイント翻訳ウィンドウが表示されます。 

 2. 翻訳言語を選択します。｢エンジン｣の右端にある▼をクリックして表示される一覧

から翻訳言語の組み合わせを選択します。 
 3. ｢原文｣に翻訳したい文を入力し〈翻訳〉をクリックします。 

｢訳文｣に翻訳結果が表示されます。 

 

 【｢スタート｣ボタンから起動】 
ワンポイント翻訳は、｢スタート｣ボタンをクリックし、[すべてのプログラム]－

[Cross Language ツール]－[Cross Language ワンポイント翻訳]を選択して

起動することができます。 

 

 【Internet Explorerの翻訳ツールバーから起動】 
Internet Explorerの翻訳ツールバーの〈ワンポイント翻訳〉 をクリックすると、

ワンポイント翻訳が起動します。 

 

 【ホットキーで呼び出し】 
ワンポイント翻訳は、ホットキーで呼び出すことができます。ホットキーの設定

については、『6.5 ツールの設定』を参照してください。 
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4.6 OCR 

翻訳パレットの｢OCR｣は、新聞、書類、雑誌の記事や画像などをスキャナから読み込

んで、テキストデータにするソフトです。 

スキャンした画像は文字のフォント情報がないため、PDFダイレクトファイル翻訳

ができません。OCRで文字認識させて、フォント情報がわかるデータにする必要

があります。 

 

 1. 翻訳パレットの〈OCR〉 をクリックします。 
CROSS OCRが起動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCR機能については、『CROSS OCRのユーザーズガイド』を参照してください。 
 

CROSS OCRのユーザーズガイド（PDF）閲覧方法 

 [スタート] → [すべてのプログラム]→ [翻訳ピカイチ 韓国語 V10+OCR] 

→ [CROSS OCR V2 WORLD ユーザーズガイド(PDF)] 
※ メイン画面の[ヘルプ]－[ヘルプトピック]をクリックした際、ご利用のPDFリーダーの種類によっては、 

『CROSS OCRのユーザーズガイド』が閲覧できない場合があります。 

 

【画像データの文字を翻訳する方法】 

1．テキストデータで保存した後、翻訳エディタで翻訳してください。翻訳方法は『2.2 

韓国語を日本語に翻訳する』を参照してください。 

2．Wordデータで保存した後、アドイン翻訳で翻訳してください。翻訳方法は 
『3.1.2 Wordの翻訳』を参照してください。 

3．PDFデータで保存した後、PDFダイレクトファイル翻訳で翻訳してください。翻

訳方法は『3.3 PDFダイレクトファイル翻訳』を参照してください。 
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4.7 翻訳パレットの設定 

翻訳パレットに表示するボタン、バージョンなどの設定を行います。 

翻訳パレットの〈設定〉 をクリックすると、次の設定ダイアログが表示されます。 

 

 ｢パレット｣タブ 
｢パレット｣タブでは、以下の設定を行います。 

• 表示するボタン 
翻訳パレットに表示するボタンを設定します。チェックボックスをオンにしたボタン

が翻訳パレットに表示されます。 

• ボタンの設定 
初期状態で翻訳パレットのボタンは横に並んでいます。｢ボタンを縦に並べる｣チェッ

クボックスがオンの場合、ボタンは縦に並びます。 

 ｢その他｣タブ 
｢その他｣タブの〈バージョン情報〉をクリックすると、翻訳パレットのバージョンが

表示されます。 
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 5 翻訳エディタの機能 

この章では、翻訳エディタの使い方について説明します。翻訳エディタでは、韓日・

日韓双方向の翻訳を実行して、訳語の変更、ユーザー辞書の構築などの翻訳作業を行

うことができます。 
翻訳エディタの基本的な操作、韓日翻訳については、『2 翻訳エディタ入門』を参照

してください。 

 
 

5.1 日本語を韓国語に翻訳する 

この章では、翻訳エディタで韓国語を日本語に翻訳する方法を説明します。 

 

5.1.1 日韓日モードで翻訳する 
日韓日モードで韓国語の文章を翻訳する手順を説明します。 

 1. 日韓日モードに設定します。 

翻訳エディタが日韓日モードになっていない場合は、翻訳モードのプルダウンメ

ニューから を選択してください。 

 

 2. 原文エリアにカーソルを置いて、[ファイル]－[開く]を選択します。 
ファイルを開くダイアログが表示されます。 
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 3. 翻訳するファイルをダブルクリックするか、ファイルを選択して〈開く〉をクリッ

クします。 
原文エリアに原文が読み込まれます。 

 

 4. カーソルが、文番号1にあることを確認して、ツールバーの〈翻訳〉 をクリック

します。 
翻訳が開始され、翻訳結果が訳文エリアに表示されます。 

 

 一文翻訳 

マウスポインタを文番号へ置くと手の形  に変わるので、クリックすると一文翻訳

が実行されます。 

 複数文の翻訳 
翻訳エディタで、文番号をドラッグして選択し、マウスボタンを離すと、選択した文

章が再翻訳されます。または、翻訳を開始する文から最終文までを選択し、ツールバー

の〈翻訳〉 をクリックすると、再翻訳されます。 
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5.1.2 単語の対応と訳語の変更 
翻訳エディタでは、原文と訳文の対応を表示したり、訳語を変更することができます。 

 日⇔韓対応 
原文の単語をダブルクリックすると、対応する訳文の単語が反転表示され、文中の単

語の訳を調べることができます。逆に、訳文の単語をダブルクリックすると、対応す

る原文の単語が反転表示されます。 

 

 訳語の変更 
訳が適切でない場合、他の訳語に変更することができます。 
手順は以下のとおりです。 

 

 1. 単語を3回続けてクリック（トリプルクリック）します。 
 2. 訳語変更ダイアログが開き、訳語の候補が表示されます。 

 

 

 
 3. 適切な訳語をダブルクリックして訳を変更します。 
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 訳語の学習 
訳語変更で｢学習｣チェックボックスをオンにして訳語を変更した場合、変更した訳語

は学習され、同じ単語が似た使われ方をすると学習した訳語が採用されます。 

 

訳語を学習させたくない場合は、訳語変更ダイアログの｢学習｣チェックボックスをオ

フにします。 

 訳語変更を元に戻す 
不適切な訳語に変更すると、構文が崩れ、訳質が低下する場合があります。訳語の学

習を解除するには、元の訳語に戻す単語をトリプルクリックして訳語変更ダイアログ

を開き、訳語ダイアログの下部にある((学習解除))をダブルクリックします。 

 

再翻訳が実行されて、元の訳語に戻ります。 

 訳語変更で訳文を再翻訳しない 
日韓日モードで訳語変更の際、訳文を再翻訳しないことができます。訳語変更ダイア

ログの｢日韓再翻訳｣チェックボックスをオフにして、訳語変更を行うと、訳文エリア

の語句は置き換わりますが、訳文の再翻訳は行われず、確認エリアの文はそのまま残

ります。 

 

ただし、日韓間（原文エリアと訳文エリア）の単語の対応は表示できますが、韓日間

（訳文エリアと確認エリア）の単語の対応は表示できなくなります。 
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5.1.3 ユーザー辞書に単語を登録する 
人名や製品名などの固有名詞は、翻訳されなかったり、別の意味として翻訳されてし

まいます。辞書にない単語はユーザー辞書に登録します。 

 1. 翻訳エディタで辞書登録する語句を選択します。 

 2. ツールバーの〈辞書登録〉 をクリックして、辞書登録ダイアログを表示します。 
 3. ｢単語［原文］｣に選択した語句が入力されます。 

 

 

  
 4. 〈登録〉をクリックします。 

ダイアログの下段の「原文」に、新しく登録する語句が追加されます。原文には、

韓国語で25文字まで入力できます。 

 

 

 1文字の単語はユーザー辞書に登録しても反映されないため、登録できません。見

出し語には2文字以上の単語を入力してください。英数字、特殊記号、スペースは

登録できません。 
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 5. 「訳文」をクリックして訳語を入力し、「品詞」の横の▼をクリックして、プルダ

ウンメニューから名詞または慣用句を選択します。 

 

 6. 単語に意味属性を付加する場合は、「意味属性」の横の をクリックします。 
次の意味属性テーブルが表示されます。各タブをクリックすると、｢固有名詞｣、｢有

形名詞｣、｢無形名詞(1)｣、｢無形名詞(2)｣のテーブルが開きます。 

 

意味属性を追加するには、追加する意味属性の前にあるチェックボックスをオンに

します（韓日ユーザー辞書の意味属性は同時に10個まで選択が可能です）。 
〈OK〉をクリックすると辞書登録ダイアログに戻ります。 
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 7. 原文の前にあるチェックボックスがオンになっていることを確かめて、〈保存〉を

クリックします。 
 8. 〈閉じる〉をクリックします。 

 

 【訳語変更ダイアログから辞書登録する】 
訳語変更ダイアログにある((辞書登録))をダブルクリックすると、同様に辞書登録

ダイアログが開きます。 

 

5.1.4 韓国語をカタカナやアルファベットに変換する 
日韓日モードでは、翻訳した韓国語の読みをカタカナやアルファベットに変換して表

示できます。 
手順は以下のとおりです。 

 1. 翻訳エディタの表示切り替えのプルダウンメニューから、「カタカナ」または「ア

ルファベット」を選択します。 

 

 2. ツールバーの〈翻訳〉 をクリックします。 
韓日モードでは訳文エリア、韓日韓モードでは確認エリアに、原文の韓国語の読み

がカタカナまたはアルファベットで表示されます。 

 
（カタカナ変換の例） 
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（アルファベット変換の例） 

 

 【カタカナ、アルファベット変換】 
カタカナ変換、アルファベット変換に関する詳細は、『付録4 カタカナ／アルファ

ベット変換について』を参照してください。 

 
 

5.2 文書の読み込みと書き出し 

ここでは、ファイルの読み込みと翻訳結果の保存について説明します。 

 

5.2.1 テキストファイル読み込み時のモード 
翻訳エディタでは、テキストファイルを読み込む際、ファイルが韓国語なのか、日本

語なのかをチェックします。現在開いているモードと異なる場合は、その内容をプレ

ビュー画面に表示して、モードを変更するか、現在のモードに読み込むかを指定でき

ます。 

 

上記の例は、韓日または韓日韓モードで、日本語のテキストファイルを開こうとした

場合です。 
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5.2.2 翻訳結果の保存 
翻訳ピカイチ 韓国語では、翻訳結果の内容をテキストファイルとして保存できます。

用途に合わせて原文と訳文の両方を含む｢対訳ファイル｣、原文のみの｢原文ファイル｣、

訳文のみの｢訳文ファイル｣で保存できます。 

 

 1. [ファイル]－[名前を付けて保存]を選択します。 
 2. 名前を付けて保存ダイアログで保存先のフォルダを開き、｢ファイル名｣を入力しま

す。 

 

 
 3. ｢用途｣の横の▼をクリックし、プルダウンメニューから保存する形式を選択します。 

 

 

 用途が「訳文ファイル」「対訳ファイル」「原文ファイル」で保存した場合は、

保存したファイルをメモ帳やテキストで開く際、文字コードの影響で文字化けす

る場合があります。 

 
 4. 〈保存〉をクリックします。 
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5.2.3 ファイルの種類 
翻訳ピカイチ 韓国語では、以下の形式のテキストファイルを作成します。また、

「(Unicode)」を選択すると、Unicodeのテキストファイルとして保存されます。 

ファイルの種類 ファイル名、拡張子 説明 
訳文ファイル 訳文が韓国語の場合： 

    ファイル名に"_kを付加 
訳文が日本語の場合： 
    ファイル名に"_jを付加 

訳文をテキストファイルに保存 

対訳ファイル 原文が日本語の場合：ファイル名に

"_kj"を付加し、拡張子".out"を付加 
原文が韓国語の場合：ファイル名に

"_jk"を付加し、拡張子".out"を付加 

"++/M"記号、原文、訳文の順で対訳

をテキストファイルに保存 

原文ファイル 原文が日本語の場合： 
    ファイル名に"_jを付加 
原文が韓国語の場合： 
    ファイル名に"_kを付加 

原文の韓国語をテキストファイル

に保存 
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5.3 ユーザー辞書の更新 

ユーザー辞書に登録した訳語は、翻訳ピカイチ 韓国語の基本語辞書よりも優先順位が

高く設定されています。そのため、過去にユーザー辞書に登録した不適切な訳語を削

除したり、改めて登録しなおしたりといったユーザー辞書のメンテナンスが大切です。 
ここでは、ユーザー辞書に登録されている語句の検索と削除について説明します。 

 ユーザー辞書のファイル名と保存場所 
翻訳ピカイチ 韓国語のユーザー辞書のファイル名と保存場所は以下のとおりです。 

韓日ユーザー辞書 
Windows 7：[ライブラリ]→[ドキュメント]→[CrossLanguage]→[Kourai]→[kj]→[userdict.kj] 
Windows 8/8.1/10：[PC]→[ドキュメント]→[CrossLanguage]→[Kourai]→[kj]→[userdict.kj] 

日韓ユーザー辞書 
Windows 7：[ライブラリ]→[ドキュメント]→[CrossLanguage]→[Kourai]→[jk]→[UserDict.jk] 
Windows 8/8.1/10：[PC]→[ドキュメント]→[CrossLanguage]→[Kourai]→[kj]→[UserDict.jk] 

 

 ユーザー辞書に登録されている単語を検索する 
ユーザー辞書に登録した訳語は、翻訳ピカイチ 韓国語の基本語辞書よりも優先順位が

高く設定されています。そのため、過去にユーザー辞書に登録した不適切な訳語を削

除したり、改めて登録しなおしたりといったユーザー辞書のメンテナンスが大切です。 
ユーザー辞書に登録されている単語は、次の手順で検索できます。 

 

 1. ツールバーの〈辞書登録〉 をクリックして、辞書登録ダイアログを表示します。 
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 2. ｢単語[原文]｣に語句を入力し、〈検索〉をクリックします。 
ユーザー辞書内に該当する語句がなかった場合、次のメッセージが表示されます。 

 

 

 
 3. 〈OK〉をクリックすると訳語登録ダイアログに戻ります。その単語を新たに辞書

登録する場合は、〈追加〉をクリックして登録します。 
 

ユーザー辞書内に該当する語句が見つかった場合、その語句が反転表示されます。

ここで各項目を修正することができます。 

 

 

訳語を修正したら、チェックボックスをオンにして、〈保存〉をクリックします。 
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 ユーザー辞書に登録されている訳語を削除する 
ユーザー辞書に登録されている訳語は、以下の手順で削除できます。 

 

 1. 辞書登録ダイアログを表示し、削除する訳語の前にあるチェックボックスをオンに

して、〈削除〉をクリックします。 
 

 

 
次のメッセージが表示されます。 

 

 
〈OK〉をクリックすると訳語登録ダイアログに戻ります。〈保存〉をクリックす

ると、ユーザー辞書から単語が削除されます。 
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5.4 翻訳ロック／韓日（日韓）ロック／ロック解除 

翻訳結果の訳文を直接修正したり、学習機能を使わずに訳語変更しても、その文章を

再翻訳すると元の翻訳結果に戻ってしまいます。このように、再翻訳したくない文を

保護するのが「翻訳ロック」機能です。 

 
翻訳ロックを設定するには、ロックする文番号の左、属性エリアにマウスポインタを

移動して、ポインタの形が に変わったところでクリックします。翻訳ロックを解除す

るには、鍵のマークをクリックして、 マークを消します。 

 
ロックされている文の文番号をクリックすると、ステータスバーに警告が表示され、

翻訳できません。 

 
また、韓日韓（日韓日）モードには、｢翻訳韓日（日韓）ロック｣機能があります。翻

訳韓日（日韓）ロックがかかっていると、原文エリアの翻訳は実行されず、訳文エリ

アの翻訳だけが実行されます。 

 

韓日韓（日韓日）モードで、属性エリアにマウスポインタを移動し、ポインタの形が

に変わったところで一度クリックすると、文番号の前に が付き翻訳ロックがかかり

ます。再度クリックすると、  が付き翻訳韓日（日韓）ロックがかかり、3回目のクリッ

クで、ロックが解除されます。 
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5.5 編集機能 

ここでは、翻訳エディタの編集機能について説明します。 

 

5.5.1 翻訳エディタに文章を入力する 
左側の原文エリアに翻訳する文を1文ずつ入力します。あるいは、ブラウザや他のアプ

リケーションの文章をコピーして、原文エリアへ貼り付けます。貼り付けた文章が、

読点（。）やピリオド(.)の位置で自動的に1文ずつ改行されない場合は、読点やピリオ

ドの後にカーソルを置き、Enterキーを押して改行してください。 

 

ツールバーの〈翻訳〉 をクリックすると、カーソル位置より下方向へ文章の翻訳が

実行されます。翻訳結果は右側の訳文エリアへ表示されます。 
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5.5.2 原文や訳文の削除 
翻訳エディタで文字を削除するには、文字列を選択して、Deleteキーを押します。Back 
Spaceキーを押すと、ひとつ左の文字が削除されます。原文エリアの文章を削除しても、

訳文エリアの文章は残ったままです。原文と訳文の各々を削除してください。または、

中央ラインを超えて原文の先頭から訳文の最後までを、マウスでドラッグして選択す

ると、原文と訳文を同時に選択できます。この状態で、Deleteキーを押すと、原文と訳

文を一度に削除できます。 

 

5.5.3 文字の検索と置換 
原文や訳文に含まれる文字列を検索したり、検索した文字列を他の文字に置き換える

ことができます。原文に含まれる文字列を検索／置換する場合は原文エリアの先頭に、

訳文の場合は訳文エリアの先頭に、カーソルを置きます。 

 文字列の検索 

 1. ｢検索｣を実行するエリアの開始する位置へカーソルを置いて、[編集]－[検索]を選

択します。 

 このコマンドは、カーソルのあるエリア（原文、訳文または確認エリア）で実行

されます。 

 

 2. ｢検索する文字列｣に検索語を入力します。 

 3. 英語の大文字と小文字を区別して検索する場合は、｢大文字と小文字を区別する｣

チェックボックスをオンにします。 
 4. すべての項目を正しく入力したら、〈次を検索〉をクリックします。 

検索文字列が見つかると、検索結果が反転表示されます。 

 5. 同じ語を続けて検索する場合は、〈次を検索〉をクリックします。 
検索を中止するには、〈キャンセル〉をクリックします。 

 文字列の置換 

 1. ｢置換｣を実行するエリアの開始する位置へカーソルを置いて、[編集]－[置換]を選

択します。 

 このコマンドは、カーソルのあるエリア（原文、訳文または確認エリア）で実行

されます。 



5.5 編集機能 

 

58 

 

 
 2. ｢検索する文字列｣と｢置換する文字列｣に各々の文字列を入力します。 
 3. 英語の大文字と小文字を区別して検索するには、｢大文字と小文字を区別する｣

チェックボックスをオンにします。 
 4. 〈次を検索〉をクリックすると、見つかった語が反転表示されます。 
 5. 〈置換して次を検索〉をクリックすると、文字列を置換して、次に該当する文字列

を検索します。置換しないで次に該当する文字列を検索する場合は、〈次を検索〉

をクリックします。 
置換を中止するには、〈キャンセル〉をクリックします。 

 

5.5.4 指定文へジャンプ 
ジャンプ機能で、指定した文へすばやく移動できます。 

 1. [編集]－[ジャンプ]を選択し、ジャンプダイアログを表示します。 
 2. 移動先の文番号を入力して〈OK〉をクリックします。 

 

 

 
 3. 指定した文へスクロールしてカーソルが移動します。 
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5.6 音声読み上げ 

｢音声読み上げ｣は、韓国語を読み上げる機能です。 
また、韓国語の音声を保存することもできます。 

メモ ｢音声読み上げ｣は、Windows 7では使用することができません。 

 

5.6.1 音声読み上げ 
音声読み上げの手順は以下のとおりです。 

 1. 音声読み上げを行う文へカーソルを置きます。 
 2. カーソル位置の文のみを読み上げる場合は、[ツール]－[音声読み上げ(一文)]を選択

します。 
全文を読み上げる場合は、[ツール]－[音声読み上げ(全文)]を選択します。 
中止する場合は、[ツール]－[音声出力中止]を選択します。 

 

5.6.2 音声保存 
音声を保存する手順は以下のとおりです。 

 1. 読み上げの音声を保存する文へカーソルを置きます。 
 2. カーソル位置の文のみの音声を保存する場合は、[ツール]－[音声保存(一文)]を選択

します。 
全文の音声を保存する場合は、[ツール]－[音声保存(全文)]を選択します。 
名前を付けて保存ダイアログが開きます。 

 

 

 
「保存する場所」を指定し、「ファイル名」を入力します。 
〈保存〉をクリックすると、音声ファイルとして保存されます。 
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5.7 韓国語文法チェック 

日本語は漢字とかなを交ぜて書くので、意味の切れ目が比較的分かりやすくなってい

ます。しかし、韓国語では適切な箇所にスペースを入れないと、意味が通じない場合

があります。これを「分かち書き」といいます。 
翻訳ピカイチ 韓国語の文法チェックを使えば、この分かち書きやつづりの間違い、外

来語、方言などを自動補正し、翻訳精度を向上させることができます。 

文法チェックに関する設定については、『6.1.3 文法チェックの設定』を参照してく

ださい。 

 

5.7.1 韓国語文法チェックの手順 
「번역이끝나면파일에보존합시다.」という文章を例に説明します。この文章を翻訳ピ

カイチ 韓国語でそのまま翻訳すると「ボンヨックイクッナミョンパイルエボゾンしま

しょう。」という結果になります。 

 

 

 
ここで、文法チェックを行う文章にカーソルを置き、[ツール]－[韓国語文法チェック

（一文）]を選択すると、韓国語の分かち書きが自動補正され、翻訳した結果が表示さ

れます。 
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全文を一括して文法チェックする場合は、[ツール]－[韓国語文法チェック（前文）]

を選択してください。 

 韓国語文法チェックを実行すると、元の文章には戻せませんのでご注意ください。 

 日韓モード、日韓日モードでは、訳文エリアに表示された韓国語を文法チェック

します。 

 

5.7.2 韓国語文法チェックの動作 
翻訳ピカイチ 韓国語の韓国語文法チェックでは、主に以下の内容についてチェックし、

修正を行います。 

文法チェックの内容 チェック前の例文 チェック後の例文 

韓国語基本文法 
경매에 붙이는 경매에 부치는 

실지 안타. 싫지 않다. 

分かち書き 

배영준씨일본에서도인기가
있어요. 

배영준씨 일본에서도 인기가 
있어요. 

그이상의 조건 그 이상의 조건 

方言 
했당게 했다니까 

했어유 했어요 

記号・スペル 
초.주둥학교 초・중등학교 

사과,배,오렌지 사과, 배, 오렌지 

外来語 
써비스 서비스 

마이클 조단 마이클 조던 

複数名詞・複数名詞

の分かち書き 
만리 장성 만리장성 

띄엄 띄엄 띄엄띄엄 
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5.8 アップデート 

製品ごとにアップデートプログラムをリリースされる場合があります。｢アップデート

の確認｣機能は、アップデートプログラムをチェックします。新しいバージョンのプロ

グラムがある場合は、ダウンロードサイトから、アップデートプログラムをダウンロー

ドしてください。 
初期状態では、翻訳エディタの起動時にアップデートプログラムのチェックが実行さ

れます。起動時のチェックに関しては、頻度を設定することができます。頻度の設定

については、後述する『アップデートのお知らせ設定』を参照してください。 
アップデートが必要な場合は、アップデータの情報ダイアログが表示されます。 
アップデートを実行する場合は、〈ダウンロードページへ〉をクリックします。 
各種製品のダウンロードページが表示されるので、必要な製品のアップデートを実行

します。 

 アップデートの確認 
アップデートプログラムの有無は翻訳エディタの起動時にチェックすることができま

す。また翻訳エディタの[ヘルプ]－[アップデートの確認]を選択しても確認すること

ができます。 

 アップデートのお知らせ設定 
アップデートの確認を行う頻度を指定することができます。 

アップデータの情報ダイアログで〈設定〉をクリックすると、アップデートのお知ら

せ設定ダイアログが表示されます。 

頻度の設定 
翻訳エディタの起動時にアップデートの確認を実行する頻度を指定します。 

確認しない 
アップデートの確認を行わないアプリケーションを指定します。 
弊社製品を複数インストールしている場合、処理対象となるアプリケーションが一

覧表示されます。確認を行わないアプリケーションのチェックボックスをオンにし

ます。 



6.1 翻訳の設定 

 

63 

 6 環境の設定 

翻訳ピカイチ 韓国語では翻訳作業の環境を自由に設定することができます。環境を適

切に設定すれば、翻訳時間の短縮、翻訳精度の向上を図ることができます。 
この章では、環境の設定について説明します。 

 
 

6.1 翻訳の設定 

翻訳ピカイチ 韓国語では翻訳作業の環境を自由に設定することができます。環境を適

切に設定することにより、翻訳時間を短縮し翻訳精度を向上させることができます。 
ここでは、翻訳で使用する専門語辞書の指定、ツールバーの設定や、翻訳エディタに

表示するフォントの設定などについて説明します。 

 

6.1.1 専門語辞書の設定 
専門語辞書はインストールしただけでは使用できません。韓日／日韓各々の設定ダイ

アログで使用する辞書として専門語辞書を追加する必要があります。 
また翻訳では、｢使用中の辞書｣リストの先頭の辞書から優先的に使用されるので、辞

書の優先順位を指定することができます。 

ツールバーの〈設定〉 をクリックし、｢日韓辞書｣または｢韓日辞書｣タブをクリック

します。 

 

「使用可能な辞書」から追加する専門語辞書を選択し、〈→ 追加〉をクリックすると、

「使用中の辞書」に移動します。選択中の専門語辞書を解除する場合は、〈← 削除〉

をクリックします。また、「↑」「↓」で辞書の優先順位も変えられます。 
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6.1.2 フォントの設定 
翻訳エディタに表示されるフォント、韓日韓モードまたは日韓日モードで確認エリア

に表示される文字色を変更することができます。 

ツールバーの〈設定〉 をクリックし、｢フォントと配色｣タブをクリックします。 

 

フォント 

翻訳エディタで使用するフォントを指定します。 

段落 

行の間隔を指定します。 

3面モードでの右側言語フォント 
韓日韓モードまたは日韓日モードで確認エリアに表示される文字色を指定します。 
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6.1.3 文法チェックの設定 
読み上げ品質や韓国語文法チェック、アルファベット変換の表示法が設定できます。 

ツールバーの〈設定〉 をクリックし、｢韓国語｣タブをクリックします。 

 

 韓国語文法チェック 

文法チェックの実行後、再翻訳 
このチェックボックスがオンの場合、文法チェックを実行した時、当該文が再翻訳

されます。オフの場合、文法チェックを実行しても再翻訳されません。 

ファイル読み込み時に実行 
このチェックボックスがオンの場合、[ファイル]－[開く]で韓国語を読み込む際

に、文法チェックを実行します。 

テキスト貼り付け時に実行 
このチェックボックスがオンの場合、コピー＆ペーストで韓国語のテキストを貼り

付ける際に、文法チェックを実行します。 

 アルファベット変換 
アルファベット変換の表示法を設定します。「語の先頭文字を大文字で表示」チェッ

クボックスがオンの場合、語の先頭が大文字で表示されます。 
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6.2 ツールバーカスタマイズ 

翻訳エディタのツールバーに表示するボタンを変更できます。よく使うコマンドを

ツールバーへ登録しておくと、クリックでコマンドを実行できるので便利です。 

 1. [ツール]－[ツールバーカスタマイズ]を選択します。 

 

 2. ツールバーにボタンを追加する場合は、｢追加できるツールバーボタン｣にあるコマ

ンドを選択して、〈追加〉をクリックします。 
 3. ツールバーからボタンを削除する場合は、｢現在のツールバーボタン｣にあるコマン

ド選択して、〈削除〉をクリックします。 
 4. 正しく設定したら〈OK〉をクリックしてダイアログを閉じます。 

 
 

6.3 ホームページ翻訳の設定 

翻訳ツールバーの〈設定〉 をクリックすると、ホームページ翻訳の設定ダイアログ

が開きます。翻訳結果のウィンドウの表示方法や訳文のフォント・色などが指定でき

ます。 
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• 翻訳結果表示 
翻訳結果を新規にブラウザを起動して表示するか、アクティブなブラウザに表示する

かを設定します。 

新規ブラウザウィンドウ 新規にブラウザを起動して翻訳結果を表示します。 
メインウィンドウ アクティブなブラウザに翻訳結果を表示します。 

• 訳語フォント 
翻訳結果ページに表示する訳文のフォントサイズ、スタイル、色を設定します。 

フォントサイズ 訳文のフォントサイズを設定します。原文を100%とし

てパーセンテージで指定しますが、fontタグでサイズが

指定されていると、原文に対するパーセンテージとな

らない場合があります。 
フォントスタイル 訳文のフォントスタイルを設定します。 
フォントカラー 訳文の色を設定します。 

 制限事項 
1. 翻訳対象はテキストデータのみです。画像やFlashなどを翻訳することはできません。 

2. 翻訳結果の訳文において、フォームが正しく機能しない場合があります。 

3. HTML形式以外で作成された文書の翻訳はできません。 

4. Internet Explorerにgoogleツールバーをインストールしている場合、googleツールバー

の[オプション]－[アクセサリ]－[ポップアップブロッカー]にチェックマークをつ

けてオンにすると、翻訳結果を新規ブラウザウィンドウで表示することができません。 

5. JavaScriptとFlashの両方を使用しているページの場合、翻訳結果のページでFlashが再

生されないことがあります。 
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6.4 PDFダイレクトファイル翻訳の設定 

原文のPDFファイルに合わせて、翻訳の単位などを設定することで、より適切な翻訳を

行うことができます。 
名前を付けて保存ダイアログの〈設定〉をクリックすると、PDFダイレクトファイル翻

訳の設定ダイアログが表示されます。 

 

 翻訳単位（ユニット） 
翻訳の単位を指定します。 

要素 
原文PDFファイルデータの最小単位を指します。 

行 
｢ユニットの区切り｣と｢ユニットの間隔｣の｢横方向｣の条件で、｢要素｣を結合したも

のを指します。 

ブロック 
｢ユニットの区切り｣と｢ユニットの間隔｣の条件で、｢行｣を結合したものを指しま

す。 

 ユニットの区切り／ユニットの間隔 
｢翻訳単位（ユニット）｣で、｢行｣と｢ブロック｣を選択した際に、区切りと間隔を指定

します。 

 翻訳文フォント 
訳文のフォントを指定します。設定を変更し〈プレビュー〉をクリックすると、原文

の翻訳単位が表示されます。〈OK〉をクリックすると、名前を付けて保存ダイアログ

に戻ります。 
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 制限事項 
PDFダイレクトファイル翻訳は、原文のPDFファイルからテキストを抽出し、翻訳結果

のPDFファイルを作成します。翻訳結果ではフォントの種類、サイズ、レイアウトなど

を原文と同様にします。 
ただし、PDFファイルが作成された環境や状態によって、以下のファイルは翻訳できな

かったり、翻訳結果のレイアウトが保てない場合があります。 
• セキュリティ保護機能が使われているPDFファイル 

• しおり機能が使われているPDFファイル 

• 複雑なレイアウトで構成されているPDFファイル（DTPソフトなどから作成され

たPDFファイル） 

• Adobe Acrobat5.0以前の環境でFlate（Zip）以外の圧縮方法（LZWなど）で作成さ

れたPDFファイル 

• Windows以外のOSで生成されたPDFファイル 

以下の場合はレイアウトが保てません。 
• 複雑なレイアウトで構成されているPDFファイル（DTPソフトなどから作成され

たPDFファイル） 

• 表が多用されているPDFファイル 

 

 文字が画像データであるPDFファイルは翻訳できません。 
透明テキストデータであるPDFファイルは、画像の上にテキスト文が表示されま

す。画像については、キャプチャ翻訳機能をご利用ください。 

  

 PDFファイルがうまく翻訳できない場合は、Adobe AcrobatまたはAcrobat 
ReaderでPDFを開いてテキストをコピーして、翻訳エディタの原文エリアにテキ

ストを貼り付けて翻訳を行ってください。 

 

 Adobe Acrobatをお持ちの場合、Adobe Acrbatで開いて、[印刷]からAdobe 
Acrobatを選択し、PDFに再保存することで、翻訳可能なPDFにできる場合があり

ます。 
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6.5 ツールの設定 

ここでは、キャプチャ翻訳の環境設定を中心に以下のツールの設定について説明しま

す。 

• キャプチャ翻訳 

• ワンポイント翻訳 

各ツールで[ツール]－[オプション]を選択すると、オプション設定ダイアログが表示

されます。 

 

 

6.5.1 OCR設定 キャプチャ翻訳のみ 
｢OCR設定｣タブでは、文字認識の対象である領域の文字の方向、認識する言語、認識

結果の処理方法などについて設定します。 

 認識領域 
認識対象とする文字の方向が横書きか縦書きか指定します。 

 改行 
画像文書での改行に対し、認識結果に改行記号を追加するか、または自動的に判断す

るかを設定します。 

 領域精度 

単語レベルの自動判定を利用 
このチェックボックスがオンの場合、文字認識時、システムが保持している辞書を

参照して文字の並び（スペルチェック）を解析し、誤認識を検出します。 

認識率が低い文字を詳細処理 
このチェックボックスがオンの場合、認識できない画像パターンに対して、いくつ

ものパターンと比較して認識結果を出力します。 
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ノイズを考慮して処理 
原稿にノイズが多い場合に、このチェックボックスをオンにします。 

イタリック体も認識 
原稿にイタリック体が含まれている場合に、このチェックボックスをオンにしま

す。 

下線・取り消し線文字認識 
原稿に下線・取り消し線文字が含まれている場合に、このチェックボックスをオン

にします。 

 言語設定 
文字認識エンジンの言語ごとの設定を行います。文字認識エンジンの言語は、｢エンジ

ン｣に設定されている原語です。｢エンジン｣が｢韓国語 – 日本語｣の場合は｢韓国語｣、

｢日本語 – 韓国語｣の場合は｢日本語｣を選択します。 

半角全角変換 
各文字について、全角で出力するか半角で出力するか指定します。 

認識対象文字 
認識を行う記号と文字を指定します。 

 

6.5.2 常駐機能 
｢常駐機能｣タブでは、タスクトレイに常駐させる設定を行えます。 
｢常駐機能｣タブをクリックすると次のダイアログが表示されます。 

 

 タスクトレイに常駐する 
タスクトレイを使うかを指定します。このチェックボックスがオンの場合、キャプチャ

翻訳を最小化すると非表示になり、タスクトレイに格納されます。また、以下の設定

を行うことができます。 
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ホットキー 
タスクトレイにあるキャプチャ翻訳をキー操作で呼び出すためのホットキーを設

定します。 

ESCキーでタスクトレイに格納する 
このチェックボックスがオンの場合、ESCキーを押すと、キャプチャ翻訳は最小化

してタスクトレイに格納されます。 

閉じるボタンでタスクトレイに格納する 
このチェックボックスがオンの場合、キャプチャ翻訳の閉じるボタン（）をクリッ

クすると、最小化してタスクトレイに格納されます。 

Windows起動時にタスクトレイに格納する 
このチェックボックスがオンの場合、Windows起動時にキャプチャ翻訳が起動しま

す。 

 【タスクトレイからの取り出し】 
タスクトレイに格納されている場合、タスクトレイアイコンをクリックすると、

キャプチャ翻訳を表示することができます。 

 タスクトレイについて 
タスクトレイはタスクバーの右端に配置され、起動中のツールのアイコンを表示する

ことができます。たとえば翻訳ピカイチ 韓国語でキャプチャ翻訳をタスクトレイに常

駐させると、次のとおりに表示されます。 

アクティブでないインジケーターが隠れてしまい表示されない

場合は、通知領域にある△をクリックして、通知領域を拡大し、

表示されるアイコンをクリックして選択します。 

 

6.5.3 フォント 
｢フォント｣タブでは、｢原文｣と｢訳文｣で使用するフォントを指定します。 
｢フォント｣タブをクリックすると次のダイアログが表示されます。 

 

各言語の右端にある▼をクリックして表示される一覧からフォントを選択します。 
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6.5.4 その他 
｢その他｣タブでは、キャプチャ翻訳ウィンドウの配置方法と翻訳を実行するタイミン

グを指定します。 
｢その他｣タブをクリックすると次のダイアログが表示されます。 

 

 画面端でウィンドウを吸い付かせる 
このチェックボックスがオンの場合、ウィンドウを移動すると画面からはみ出さず、

画面の端に配置されます。 

 ホットキーが押されたらキャプチャ翻訳を実行する（キャプチャ翻訳の設定） 
このチェックボックスがオンの場合、｢常駐機能｣タブで設定した｢ホットキー｣を押下

するとキャプチャ翻訳を呼び出すことができます。 

 ホットキーが押されたらクリップボード翻訳を実行する（ワンポイント翻訳の設定） 
このチェックボックスがオンの場合、このチェックボックスがオンの場合、｢常駐機能｣

タブで設定した｢ホットキー｣を押下すると、クリップボードに保存されているテキス

トを翻訳します。 

ウィンドウをアクティブにする 
このチェックボックスがオンの場合、｢常駐機能｣タブで設定した｢ホットキー｣を押

下すると、ウィンドウが最前面に表示されます。 
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付録 

 

付録1 Office起動時の｢セキュリティの警告｣ 

Microsoft Officeで｢セキュリティの警告｣が表示される場合があります。Microsoft Office
では、マクロ・ウィルス対策のために、認証されたマクロでない場合に、この警告を

表示するようになりました。この警告を表示させないために以下の手順を試してくだ

さい。 

ここではExcelで表示された場合について説明していますが、Word、PowerPointの場合

の操作も同じです。 

 

 1. 〈アプリケーション アドインが無効にされました。〉をクリックします。 

 

 
「コンテンツの有効化」を選択しても、メニューに「アドイン」は表示されるよう

になりますが、Officeを再起動した場合、「セキュリティの警告」は表示され続け

ます。 
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2. 「コンテンツの有効化」の〈詳細オプション〉をクリックします。 

 

Microsoft Office セキュリティ オプションが表示されます。 

 

 3. 〈この発行元から発行されたコードをすべて有効にする〉を選択します。 

 
Officeを再起動した際、「セキュリティの警告」は表示されなくなります。 
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4. 〈信頼できる発行元〉に「Cross Language Inc.」が表示されるようになります。 
 

 

 
Officeメニューの以下で確認できます。 

ファイル-オプション-セキュリティセンター 
         -セキュリティセンターの設定-信頼できる発行元 
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付録2 韓国語IMEの設定 

翻訳ピカイチ 韓国語で韓国語を入力するためには、韓国語IMEを設定する必要があり

ます。 
ここでは、OSごとに韓国語IMEの設定方法について説明します。 

 

2-1 Windows 7の場合 
以下の手順で、IMEを設定します。 

 1. コントロールパネルの｢地域と言語｣を開き、｢キーボードと言語｣タブをクリックし

ます。 
次のダイアログが表示されます。 

 

 2. 〈キーボードの変更〉をクリックします。 
｢テキストサービスと入力言語｣ダイアログが表示されます。 
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 3. 〈追加〉をクリックします。 
｢入力言語の追加｣ダイアログが表示されます。 

 

 4. ｢入力言語｣から｢韓国語｣を選択します。 

 

 5. 〈OK〉をクリックします。 
｢テキストサービスと入力言語｣ダイアログに戻り、｢インストールされているサー

ビス｣に韓国語が追加されていることを確認することができます。 
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〈OK〉をクリックすると、設定が適用されます。 

 6. 言語バーの｢JP｣をクリックします。 
使用可能な入力言語が表示されます。 

 7. ｢韓国語｣を選択します。 

 

言語バーが韓国語入力に切り替わります。 
これで、韓国語を入力するための設定が終了しました。 
韓国語IMEの操作方法については、Windowsのヘルプを参照してください。 
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2-2 Windows 8/8.1の場合 
以下の手順で、IMEを設定します。 

 1. コントロールパネルの｢時計、言語および地域｣を開き、言語-｢言語の追加｣をクリッ

クします。 
次のダイアログが表示されます。 

 

2.〈言語の追加〉をクリックします。 

｢言語の追加｣ダイアログが表示されます。 

 

 3. 「韓国語」を選択し、〈追加〉をクリックします。 
｢言語｣ダイアログが表示され、韓国語が追加されます。 
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 4. 韓国語の｢オプション｣を選択し、「言語パックをダウンロード」します。 

 

インストール中は以下のようになります。 
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 5. インストールの完了を確認したら、〈閉じる〉をクリックします。 
 6. 言語バーの｢J｣マークをクリックします。 

使用可能な入力言語が表示されます。 

 7. ｢韓国語｣を選択します。 

 

言語バーが韓国語入力に切り替わります。 
これで、韓国語を入力するための設定が終了しました。 
韓国語IMEの操作方法については、Windowsのヘルプを参照してください。 

 8. 「音声の設定」を確認します。 
翻訳エディタのツール-音声の設定で言語「Korean」が選択可能になることを確認し

てください。 
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2-3 Windows 10の場合 
以下の手順で、IMEを設定します。 

 1. コントロールパネルの｢時刻と言語｣を開き、｢時刻と言語｣メニューをクリックしま

す。 
次のダイアログが表示されます。 

 

 2. 〈言語を追加する〉をクリックします。 
｢言語を追加する｣ダイアログが表示されます。 

 

 3. 「韓国語」を選択し、〈追加〉をクリックします。 
｢時刻と言語｣ダイアログが表示されます。 
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 4. 韓国語の｢オプション｣を選択し、「言語パックのダウンロード」「音声認識」をダ

ウンロードします。 

 

インストール中は以下のようになります。 
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 5. インストールの完了を確認したら、〈←〉ボタンをクリックします。 

6. 言語バーの｢J｣マークをクリックします。 
使用可能な入力言語が表示されます。 

 7. ｢韓国語｣を選択します。 

 

言語バーが韓国語入力に切り替わります。 
これで、韓国語を入力するための設定が終了しました。 
韓国語IMEの操作方法については、Windowsのヘルプを参照してください。 

 8. 「音声の設定」を確認します。 
翻訳エディタのツール-音声の設定で言語「Korean」が選択可能になることを確認し

てください。 
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付録3 日韓翻訳のコツ 

ここでは、翻訳ピカイチ 韓国語で日本語を韓国語に翻訳する際のヒントをご紹介しま

す。 

 原文はなるべく漢字で書く 
単語がひらがなで書かれていると、訳語の登録がなく、訳されない場合があります。

原文の日本語は、なるべく漢字で書きます。 

【例】 

原文1 
涙がほほに流れる。 

訳文1 

눈물에 흐른다. 

修正した原文2 
涙が頬に流れる。 

訳文2 

눈물이 뺨에 흐른다. 

 訳文の中で、余分な句点は省く 
韓国語では、たとえば色の種類などを羅列するときや、複数の節を含むときには「,」
を使いますが、それ以外の場合には使用しません。 
翻訳ピカイチ 韓国語では日本語の句点はそのまま「,」に置き換わりますので、翻訳後

に不要な「,」を削除すると、より自然な韓国語になります。 

【例】 

原文 
韓国では、外来語を韓国語表記することが多く、赤はレッド、茶色はブラウンと表

記します。 

訳文 

한국에서는, 외래어를 한국어 표기하는 것이 많아, 빨강은 레드, 갈색은 
브라운이라고 표기합니다. 

   ↓ 

修正した訳文 

한국에서는 외래어를 한국어 표기하는 것이 많아 빨강은 레드, 갈색은 
브라운이라고 표기합니다. 
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付録4 カタカナ／アルファベット変換について 

翻訳ピカイチ 韓国語のカタカナ変換、アルファベット変換は、下の表に従って韓国語

の読みを変換しています。ただし、連音化する語については、必ずしも下表のとおり

には変換されません。 

 母音・子音の変換表 
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 パッチムの変換表 
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