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警告
さい
しないでくだ
したと考えら
規定」に記載
に、本機お買
またはパーソ
センターまで
上、お問い合

の注意
ってください。電池の使い方を間
や破裂のおそれがあり、機器の故
因となります。
解、加熱、火に入れるなどしない
アルカリ性溶液がもれて眼に入っ
破裂の原因となります。
リ性溶液が皮膚や衣服に付着した
いな水で洗い流し 、眼に入ったと
な水で洗った後、直ちに医師の治
ださい 。
射日光のあたるところや炎天下の
温の場所で使用、 保管、放置しな
。
のおそれがありますので充電非対
充電しないでください。
＋、－の方向）を正しく入れてく

使用した電池、他の種類の電池を
いでください。
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記号は、禁止の行為を示します。記号の中
の図は禁止事項を意味します。
（左図：分解禁止）
記号は、必ず守っていただきたい事柄を示
します。記号の中の図は指示内容を意味し
ます。

車中など、高
いでください

（4）液もれ、破損
応の乾電池は

（5）電池の極性（
ださい。

（6）新しい電池と
まぜて使わな
安全にお使いいただくために

ご使用の前に必ずこの「安全にお使いいただくために」
をよくお読みの上、正しくお使いください。
■絵表示について
本書では本機を安全に正しくお使いいただくために、
守っていただきたい事項を絵表示で示しています。絵表
示の意味は次のとおりです。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、
説明しています。

この警告事項に反した取り扱いをす
ると、人が死亡または重傷を負う可
能性があることを示します。
この注意事項に反した取り扱いをす
ると、人が障害または物的障害を負う
可能性があることを示します。

記号は、取り扱いを誤ると、事故につなが
る可能性があることを示します。記号の中
の図は注意事項を意味します。

警告
注意

分解しないでくだ
本機を絶対に分解
さい。万一、故障
れる場合は、「保証
されていますよう
い上げの販売店、
ナル機器修理受付
保証書をご用意の
わせください。
電池の取り扱い上
次のことを必ず守
違えますと液もれ
障やけがなどの原
（1）ショート、分

でください。
たり、発熱、

（2）万一、アルカ
場合にはきれ
きにはきれい
療を受けてく

（3）火のそばや直

！
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注意
の注意
ってください。電池の使い方を間
や破裂のおそれがあり、機器の故
因となります。
ルチューブをはがしたり傷つけた
ださい。
池はすぐに本体から取り出してく

手の届かない所に置いてください。
扱い上の注意
することはできません。市販の充
てください。
電池は、お使いにならないときでも
って残量が減っていきます。できる
なる直前に充電してください。
なる電池を組み合わせて使わない

、お使いになる環境（気温）によっ
異なります。
取り扱い上の注意
コンピューターに直接接続してく

ついての注意
いようにご注意ください。耳を刺
な音量で長時間聞き続けると、聴
えることがあります。
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医用電気機器の近くでの取り扱いについて
本製品から微弱な磁気が出ています。心臓ペース
メーカーをご使用の方は、本製品を胸部（胸のポケッ
ト）から離してご使用ください。万一、異常を感じ
た場合、ただちに本製品を体より離し、医師に相談
してください。
電池交換時の注意
電池交換の際は次のことを守らないと、データが消
去されます。充分ご注意ください。
（1） 電池は 2 個とも新しいものに交換してください。
（2）電池の極性（＋、－の方向）を間違えないよう

にしてください。
（3）電池を交換する際は、本体の  から電源を

切って交換してください。
USB ケーブルの取り扱い上の注意
USB ケーブルは次のことを守ってご使用ください。
火災や感電の原因になることがあります。
（1）重いものを乗せたり、加熱しないでください。
（2）加工したり、破損しないでください。
（3）ねじったり、引っ張ったりしないでください。
（4）濡れた手でケーブルやプラグの抜き差しをしな

いでください。

注意
テレビやラジオから離してください
テレビやラジオの近くで使用す
ると、映像が乱れたり、雑音が
入ることがあります。テレビや
ラジオから離して使用してくだ
さい。

！

電池の取り扱い上
次のことを必ず守
違えますと液もれ
障やけがなどの原
（1）外装のビニー

りしないでく
（2）使い切った電

ださい。
（3）電池は幼児の
充電式電池の取り
(1）本機から充電

電器で充電し
(2）  ニッケル水素

自然放電によ
だけお使いに

(3）充電状態の異
でください。

(4）  電池の特性上
て動作時間が

USB ケーブルの
USB ケーブルは
ださい。
イヤホンの音量に
音量を上げすぎな
激するような大き
力に悪い影響を与

！

！
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23〕」と書かれた項目は wordtank
23〕」と書かれた項目はwordtank
る項目を表しています。また特に
いかぎり、画像はwordtank V923
。あらかじめご了承ください。

ービス名は、それぞれを表示するた
り、それぞれ各社の登録商標あるい
合があります。

使用上のご注意
上の注意
や本機の故障を防ぐためにもカー
裏、前後）を確認の上カードスロッ
入してください。
に挿入したり、取り外す時は、カー
顔に向けたりして、飛び出してき
ガをしないようご使用ください。
SD メモリーカードにコピーした
操作、SD メモリーカードの紛失、
修理などにより失われることがあ
らのデータは必ずバックアップとし
保存してご使用ください。
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本使用説明書について
本使用説明書中「〔V8
V823にのみに、「〔V9
V923 にのみ該当す
「〔V823〕」と記載がな
のものを使用しています

商標について
会社名および製品・サ
めだけに引用されてお
は出願中の商標である場

その他使用上のご注意
次の場所ではご使用にならないでください

• 温度変化の激しいところ
• 湿度、ごみ、ほこりのあると
ころ

• 直射日光のあたるところ

日常のお手入れについてのお願い
お手入れの際はシンナーなどの
揮発性の液体やぬれ雑巾は避
け、乾いた柔らかい布をお使い
ください。

液晶表示画面を強く押さないでください
液晶表示画面はガラスでできていますので、強く押し
たり強い衝撃を与えないでください。ガラスが割れて
けがをすることがあります。カバンなどに入れて持ち
運ぶ際に混み合った電車内や場所では圧力が強くかか
り、画面が割れる場合がありますのでご注意ください。
故障などの保証の注意
万一、故障や修理、電池交換によるデータの変化や
消失により生じた損害、あるいは、本機使用により
生じた逸失利益、または第三者からのいかなる請求
についても、当社では一切その責任を負えませんの
で、あらかじめご了承ください。
その他使用上の注意
(1）本機カバーの開閉時に、指をはさまないようご

注意ください。
(2）カードスロット（挿入部）、USB 端子部、およ

びイヤホン端子部などに金属製のピンを入れた
り、ゴミを付着させないでください。

！

その他
カードの取り扱い
(1）カードの破損

ドの向き（表
トに正しく挿

(2） カードを本機
ドスロットを
たカードでケ

(3）パソコンから
データは、誤
本機の故障、
ります。それ
てパソコンに

！

！
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......................................................................39
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する ............................................................41
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する
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 ....................................................................48
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し、漢字（中国語）を検索する ..............62
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電源を切る　カバーを閉じる／  を使う  ............................... 22
カーソルキー  と  を使う  ..................... 23
検索画面から調べたい項目を選び検索する ................................ 26
検索方法１【読み検索】 ................................................................. 26
検索方法2【目次検索】 ................................................................. 27
検索方法3【条件検索】 ................................................................. 29
手書き入力をする（検索方法４【漢字検索】） ............................ 30
各種機能を実行する  を使う .................................................. 34
前の操作に戻る  を使う............................................................. 34

別の語句を調べる ......
コンテンツの凡例を見
すぐ出る発音機能を使
TTS発音（合成音声に
発音を録音し聞き比べ
ワイルドカードを入力
音訓読みを入力し、和
部首画数を入力し、和
総画数を入力し、和訳
例文を検索する ..........
検索した成句や例文の
もくじ

ご使用前にお読みください

安全にお使いいただくために
収録コンテンツ ...................................................................................... 7

クイックスタート

はじめてご使用になる前に ................................................................... 9
付属品を確認する .............................................................................. 9
準備［1］付属の乾電池を入れる .................................................... 9
準備［2］リセット操作
（電池タイプの選択・表示画面の濃度調整）をする ...................... 9
本機のおもな特長 ............................................................................... 12
各部の名称 ........................................................................................... 13
電池を交換するには ............................................................................ 14
家庭用電源を使うには ........................................................................ 17
本機に電池が入っていない
（ご購入後、初めてご使用になる等）場合 .................................. 17
本機に電池が入っている場合 ....................................................... 17

キーを押しても動作しないときは .................................................... 19
キーのはたらき ................................................................................... 20
基本の操作 ........................................................................................... 22
電源を入れる　カバーを開ける／  を使う ............................ 22
バックライト機能を使う ............................................................... 22

例文を表示する Iスタ
画面上の表示アイコン

文字を入力する ..............
文字の入力 .................
文字の訂正 .................
ピンインを入力する ..
手書き入力でピンイン
漢字（中国語）を入力
手書き入力で漢字（中
手書き入力で逆引き検
手書き入力でアルファ
手書き入力で数字を入

電子辞書を上手に活用

各種機能の設定 ..............
Change message（
入力方式 .....................
キー入力音 .................
オートパワーオフ時間
手書き認識 .................
電池切替 .....................
画面濃度調整 .............
タッチスクリーンの補
文字サイズ切替 ..........
音量調整 .....................

コンテンツ活用のコツ ...
マイメニューにコンテ
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入力し、中国語訳を調べる ....................95
力し、例文を調べる ................................95
......................................................................96
訳を調べる .................................................96
し、英訳を調べる .....................................96
力し、例文を調べる ...............................97
う .................................................................98
訳を調べる .................................................98
し、意味を調べる .....................................99
句の意味を調べる .....................................99
う ..............................................................100
味を調べる ..............................................100
し、意味を調べる ..................................100
力し、例文を調べる .............................101
子版シソーラス） を使う〔Ｖ923〕 ....102
する .......................................................102
ブックを使う ...........................................103
する .......................................................103
う .............................................................104
を録音し聞き比べる ..............................104
使う〔V823〕 ........................................105
味を調べる ..............................................105
し、意味を調べる ..................................105
う .............................................................105
する ........................................................106
を録音し聞き比べる ..............................106
を使う〔V823〕 ...................................107
...................................................................107
典（日中対訳版）を使う〔Ｖ923〕 .....108
する .......................................................108
訳集を使う ..............................................109
力し、訳語を調べる ............................109
語を調べる ..............................................109
し、訳語を調べる ..................................109
調べる .....................................................110
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なぞなぞを解く ..........

日本の文化としきたり事
【目次検索】内容を表示
日中英・電子技術用語対
【読み検索】日本語を入
ピンインを入力し、訳
漢字（中国語）を入力
英語を入力し、訳語を
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【見出し語検索】英単語を入力し、類語を調べる .....................121
【付録検索】付録を見る ...............................................................121
英会話データベース必須1200 を使う ........................................122
【目次検索】英語表現を調べる ....................................................122
【例文検索】入力した英単語を含む例文を調べる .....................124
オーディオブックを使う .............................................................124
索引から調べる .............................................................................125
発音を確認する /発音を録音し聞き比べる ..............................125

新 TOEIC®テスト英単語・熟語マスタリー2000を使う...........126
【スペル検索】英単語・熟語を入力し、和訳を調べる .............126
【例文検索】入力した英単語を含む例文を調べる .....................127
オーディオブックを使う .............................................................127
英単語・熟語を学習する .............................................................128

テストをする .............
発音を確認する /発音

国語系辞書を使う

国語辞典（スーパー大辞
【読み検索】日本語の語
【漢字検索】漢字を手書
【逆引き検索】 語句の語

逆引き検
【慣用句検索】 語句を入

ことわざ
【略語検索】 略語の正式名
【音声索引】 鳥の鳴き声や音
図版を表示する（大辞
発音を確認する /発音を録

類語大辞典を使う〔V92
【読み検索】単語の類語
【漢字検索】漢字を手書
分類リストから調べる

漢字源を使う ..................
【読み・漢字検索】読み

漢字
【音訓読み検索】音・訓
【名付け検索】名前に使
【部品読み検索】部品名
【部首画数検索】部首画
【総画数検索】総画数を
熟語を表示する I漢字

四字熟語辞典と故事こと
【読み検索】読みを入力
【漢字検索】漢字を手書
【目次検索】使用シーン
カタカナ語辞典を使う ...
【読み検索】日本語の語
【略語検索】略語の正式
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実用コンテンツを使う
パソコン用語事典を使う ..................................................................144
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英語を入力し、意味を調べる .....................................................144
索引から調べる .............................................................................145
付録を見る ....................................................................................146
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テスト結果を見る I不正解問題を復習する  ..............................157
テスト設定を行う .........................................................................158

複数辞書検索機能を使う ..................................................................159
【読み検索】語義や訳を複数辞書検索する
【成句検索】入力した英単語を含む成句を調べる .....................159
【例文検索】入力した単語を含む例文を調べる ........................160
ディクショナリーリンク機能を使う ...............................................161
同じ見出し語を他のコンテンツにジャンプして調べる ...........161

マルチジャンプ機能を使う ..............................................................162
指定したコンテンツへジャンプする ..........................................162
参照ジャンプをする .....................................................................163

関連語句を調べる .............................................................................165
成句、複合語、熟語、慣用連語、類語、関連単語、句動詞を表示する ...165

単語帳を使う .....................................................................................167
覚えたい語句を単語帳に登録する ..............................................167
登録した単語を表示する .............................................................168
単語帳の設定をする .....................................................................170

単語帳のデータを削除
スペルチェック機能を使
ワイルドカードサーチ機
履歴機能を使う ..............
履歴リストから本文画
履歴を削除する ..........

カード（コンテンツカー
カードを挿入する ......
カードを取り出す I コ

テキストビューアー機能
テキストファイルをS
SDメモリーカード内
テキストファイルを読

MP3プレーヤー機能を使
MP3ファイルをSD
MP3ファイルを再生す
アイコンとキーのはた
各種機能の設定 ..........

電卓機能を使う ..............
おぼえておくと便利な

Quick Reference / 中
Quick Reference ........
中文速查手册 ..................

付 録
ローマ字／かな対応表 ...
著作物と著作権など ......
操作中、困った時にお読
よくあるご質問 ..........
メッセージが表示され

おもな仕様 ......................
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トブック （ 103ページ掲載）
0 例文

0〔V823〕 （ 105ページ掲載）
0語

200〔V823〕
（ 107ページ掲載）

問

事典（日中対訳版）〔V923〕
（ 108ページ掲載）

対訳集 第 2版
（ 109ページ掲載）

600語

ま歩き旅行会話 中国語+英語
（ 111ページ掲載）

2,200例／収録単語　約5,200語

第2版 （ 115ページ掲載）
00語

（ 115ページ掲載）
00語

第2版 （ 117ページ掲載）
,000語句
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■中
東方

■中

講談
国語文法用例辞典 （ 100ページ掲載）
書店　収録数　約1,000語

国語類義語活用辞典（電子版シソーラス）〔V923〕
（ 102ページ掲載）

社　収録数　約10,000語／1,300項目

■リーダーズ英和辞典 
研究社　収録数　約270,0

■リーダーズ・プラス
研究社　収録数　約190,0

■ジーニアス和英辞典 
大修館書店　収録数　約82
収録コンテンツ

■講談社中日辞典 第二版 （ 76ページ掲載）
講談社　収録数　約87,000語

■中日大辞典 増訂第二版〔V923〕  （ 82ページ掲載）
愛知大学／大修館書店　収録数　約150,000 語句

■講談社日中辞典 （ 86ページ掲載）
講談社　収録数　約76,000語

■現代漢語詞典 第4版（2002年増補本 〈2004 北京第333次印刷〉）
（ 90ページ掲載）

中国社会科学院語言研究所詞典編輯室 編　収録数　約62,000項目

■オックスフォード英中・中英辞典 第３版 ポケット版
（ 96ページ掲載）

Pocket Oxford Chinese Dictionary English-Chinese Chinese-
English, 3rd Edition
Oxford University Press and The Commercial Press　
収録数　約52,000 語句

■現代中国語新語辞典 （ 98ページ掲載）
講談社　収録数　約13,500 語

■中国語会話パーフェク
ベレ出版　収録数　約3,20

■中国語基本単語140
東方書店　収録数　約1,40

■挑戦！中国なぞなぞ

相原茂 編集　収録数　200

■日本の文化としきたり

講談社　収録数　313項目

■日中英・電子技術用語

日経BP社　収録数　約1,

■ブルーガイド わがま
〔V823〕

実業之日本社　収録例文　約
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語辞典 （ 141ページ掲載）
700項目

とわざ辞典 （ 141ページ掲載）
500項目

ナ新語辞典 改訂第2版
（ 143ページ掲載）

,400語

 2008 （ 144ページ掲載）
200語

ア 
（ 147ページ掲載）

　収録数　約65,700項目
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■オックスフォード現代英英辞典 第 7版
（ 119ページ掲載）

Oxford Advanced Learner's Dictionary, 7th edition
Oxford University Press　収録数　約183,500語

■コンサイスオックスフォード類義語辞典 第 3版
（ 121ページ掲載）

Concise Oxford Thesaurus, 3rd Edition
Oxford University Press　
収録数　300,000 類義語・反義語／30,000 テーマ別名詞

■英会話データベース必須1200 （ 122ページ掲載）
ジャパンタイムズ　収録数　約1,200 例文

■新 TOEIC®テスト英単語・熟語マスタリー2000 改訂版
（ 126ページ掲載）

旺文社　収録数　2,000項目

■スーパー大辞林 3.0 （ 131ページ掲載）
三省堂　収録数　約252,000語

■新明解国語辞典 第六版 （ 131ページ掲載）
三省堂　収録数　約75,000語

■類語大辞典〔V923〕 （ 135ページ掲載）
講談社　収録数　約79,000項目

■改訂新版 漢字源（JIS第１～第４水準版）
（ 137ページ掲載）

学習研究社　収録数　親字13,255字／熟語約48,000語

■用例でわかる 四字熟
学習研究社　収録数　約4,

■用例でわかる 故事こ
学習研究社　収録数　約5,

■用例でわかる カタカ

学習研究社　収録数　約28

■日経パソコン用語事典
日経BP社　収録数　約5,

■百科事典 マイペディ

日立システムアンドサービス
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ッチを押してください。
ないときは  19 ページ参照）

をかけて、上のカバーを開きます。

注意

はさまないよう、ご注意ください。

操作（電池タイプの選択・表示
度調整）をする

RESET
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ご注意
カバーの開閉時に指を
はじめてご使用になる前に

付属品を確認する

ご使用になる前に、下記の付属品がそろっているかご確認
ください。
• USBケーブル（マイクロUSB-B）
• イヤホン（φ2.5ステレオ超ミニプラグ、ステレオ対応＊）
• スタイラス（本体に収納）
• アルカリ乾電池単4形　2本
• 使用説明書 ( 本書 )
＊ 内蔵スピーカーはモノラル対応です。 

準備［1］付属の乾電池を入れる

付属の単4形乾電池（または市販のニッケル水素電池）
2本を14ページの「電池を交換するには」に従って
入れてください。
• 別売のACアダプター（AD-26）を使用する場合は、「家庭用電源を
使うには」（  17ページ）をご参照ください。

準備［2］

1 裏面のリセットスイ
（キーを押しても動作し

2 図のように本体に指

リセット
画面の濃

リセット
スイッチ
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で×印をタップして、タッチスク
」とメッセージが表示されます。
表示されている  をタップする
えます（5画面で行います）。

正  50ページ参照）

正の終了後、画面に「電池の種類を
されます。   でカーソルを移
で入れた電池（ここでは「乾電池」）

実際に入れた電池の種類が異なっている場
 や電池交換のメッセージが正しく表示さ
でご注意ください。

V823_923.book  Page 10  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
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3 表示画面が見やすいように、ディスプレイの角度を調節
してください。

4 本機をはじめてご使用になる場合は、「Yes」をスタイ
ラスでタップ（スタイラスで画面に軽く触れる）して
初期化してください。
「Yes」を反転表示させた状態で  を押しても初期
化できます。

• リセットの操作中、まれにスタイラスがうまく操作できない場合が
あります。そうした場合は  でカーソルを「Yes」に移動さ
せて選択し、  を押してください。

5 画面に「スタイラス
リーンを補正します
スタイラスで画面に
と、  が画面から消
（タッチスクリーンの補

6 タッチスクリーン補
設定します」と表示
動させ、準備［１］
を選択します。

• 設定した電池の種類と
合、電池の残量表示 
れないことがありますの
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7  を押すと、画面濃度調整用の画面が表示されます。
 でカーソルを移動させ、見やすい濃度に調整し

てください。

• スタイラスを使う場合は、画面の   をタップしてくだ
さい。

• スタイラスを使う場合は、画面の  をタップしてください。

8  を押すと、初期化が完了となりメニュー画面が表示
されます。
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ストビューアー
を市販のSDメモリーカードに保存し、
できます。

3 プレーヤー機能
ドに保存されたMP3形式のデータを
。

ちろん、読み方がわからない漢字（日
も手書き入力で検索できます。

て簡単なペンタッチ操作が可能です。
てラクラク操作を実現します。

可能なバックライト機能を搭載。
、快適に検索できます。

手書き入力

によるペンタッチ操作

バックライト

ラスで軽くふれることです。
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英
間
で

＊1 T
本機のおもな特長

外国語学習に必須の発音機能
英語、中国語の見出し語や会話文のネイティブ発音を聞くことが
できます。また新明解国語辞典では日本語も発音します。全コン
テンツで英語部分を選択し、発音するTTS 発音＊1機能も搭載。

55 ～ 62 ページ

多彩な中国語辞書コンテンツ
〔V823〕中国語学習初級から中級者、またビジネスで利用する   
  方に最適。
〔V923〕中日大辞典など上級者に役立つコンテンツを搭載。

76 ～ 114 ページ

中日辞典と中日大辞典〔V923〕の 諺（ことわざ）や 成（成句）
などの略語・記号がついた見出し語を各略語・記号別にまと
めた索引から調べることができます。

113 ページ

英語と中国語のリスニング学習を簡単な操作で行うことがで
きます。本体を閉じた状態でも使用でき、場所を選ばずいつ
でも学習できます。

149 ページ

語と中国語の単語・例文の聞き取りテストができます。
違えた問題を最大50問まで復習可能です。また手書き入力
効率よく行うこともできます。
152 ページ

中国語活用索引

オーディオブック

ディクテーション

テキ
テキスト形式のファイル
電子辞書上で読むことが

183 ページ

MP
市販のSDメモリーカー
再生することができます

186 ページ

ひらがな　カタカナはも
/中）、ピンイン、英語

30 ページ

付属のスタイラスを使っ
アイコンをタップ＊2し

34 ページ

薄暗い環境でも、操作が
採光がむずかしい所でも

22 ページ

スタイラス

TS 発音…Text To Speech（合成音声）のことです。 　　　  ＊2 タップ…画面をスタイ
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ーブルはUSBポートのふたをはずし、
うに接続します
36 ページ参照）

SBケーブル
本機とパソコンの接続に使用します）

マイク

カー

いたり録音するために
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各部の名称

RESET

液晶画面

カードスロット

スタイラス USBケ
下記のよ
（        

U
（

スタイラスホルダー
(ご購入時にはスタイラス
はここに収納されています)

前面

電源ON/OFFキー

キーボード

電池収納部

アルカリ乾電池／
ニッケル水素電池：

単4形×2本

リセットスイッチ

裏面

イヤホンジャック

音量調整ダイヤル

USBポート
（電源ジャック）

イヤホン スピー

発音・音楽を聞
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裏にして図のように電池ぶたの上に

向に押しながらはずします。

注意

とを守らないと、データが消去さ
ださい。

は、必ず本体の キーで電源を
ださい。
いものに交換してください。
方向）を間違えないようにしてく
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電池を交換するには
本体の電池が消耗してきた場合、電源を入れた時に「電池を
交換してください」と表示されますので、電源を切りすみや
かに電池を交換してください。また電池が著しく消耗した時
には「電池残量不足の為 処理を実行出来ません 電源をOFFし
ます」と表示され、電源が切れます。この場合も、ただちに
電池を交換してください。本機で使用できる電池は、単4形
アルカリ乾電池（LR03）か市販の単 4 形ニッケル水素電
池です。交換の際もこれと同じものをお求めください。
指定している電池以外は使用しないでください。電池容量、
電圧が異なるため、誤動作や故障の原因となります。交換
の際には必ず新品の単4形電池2本をご使用ください。
また種類の異なる電池を混ぜて使用することは、絶対に避
けてください。

電池残量は画面右上に表示される電池残量表示アイコン
 の目盛りを目安にしてください。アイコンの表示が
 になると、残量不足のため処理を実行できなくなりま

すので、すみやかに電池交換を行ってください。

1 電源を切り、本機を
指をのせます。
電池ぶたを矢印の方

電池交換時のご注意
電池交換の際は次のこ
れます。 充分ご注意く

• 電池を交換する際
切ってから行ってく

• 電池は2 個とも新し
• 電池の極性（＋、─ の
ださい。
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て
ケル水素電池を使用することができ
充電をしてから、ご使用ください。

機能

ぐため、電源を入れたままキー操作
電源が切れるようになっています。
間は、環境設定画面の「オートパワー
分以内で設定することができます。
 48ページ参照）

音や音声再生を行うと、音がかすれて聞こ
の場合は、すみやかに電池を交換してくだ

池の廃棄について

極と─極をテープで絶縁してから、
則に従って廃棄してください。
体にお問い合わせください。
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2 極性（＋、─ の方向）を間違えないように注意しながら、
電池を2 個同時に交換します。

• はずすときは電池取り出し用リボンを使用すると便利です。また、強
く引っ張りすぎると切れてしまうことがあるのでご注意ください。

3 電池ぶたをもとの位置にもどします。

• 画面に「システムを初期化しますか？（単語帳・履歴データは削除
されます）」と表示された場合は、「No」を選択し、  を押してく
ださい。

• 電池交換後は、環境設定画面にて電池の種類を正しく設定してくだ
さい。
（電池切替  49 ページ参照）

ニッケル水素電池につい
この製品は、市販のニッ
ます。あらかじめ十分に

オートパワーオフ

本機は電池の消耗を防
を行わないと自動的に
電源が切れるまでの時
オフ時間」の項目で30
（オートパワーオフ時間 
• 電池が消耗した状態で発
えることがあります。そ
さい。

日本国内での乾電

使用済みの電池は、＋
地方自治体の条例、規
くわしくは各地方自治
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式電池の廃棄について

サイクル可能な貴重な資源です。
池は、ショートによる発煙、発火
、端子を絶縁するためにテープを
に入れてリサイクル協力店へお持

サイクル協力店については有限責
ームページを参照してください

。
t/hp/contents/index.html
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注意
市販の充電式電池を使用する場合のご注意
• 本機から充電することはできません。市販の充電
器で充電してください。

• ニッケル水素電池は、お使いにならないときでも
自然放電によって残量が減っていきます。できる
だけお使いになる直前に充電してください。

• 充電状態の異なる電池、また種類の異なる電池（充
電式電池と乾電池）を組み合わせて使わないでく
ださい。

• 電池の特性上、お使いになる環境（気温）によって
動作時間が異なります。

！

日本国内での充電

ニッケル水素電池はリ
交換後不要になった電
の恐れがありますので
貼るか、個別にポリ袋
ちください。
充電式電池の回収・リ
任中間法人 JBRC ホ
（2009年 1月現在）
http://www.jbrc.ne
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で×印をタップして、タッチスクリ
のメッセージが表示されます。
い操作してください。
前に  9 ページ参照）
使用可能となります。

ている場合

池を入れた場合、または既にご使用
2 の後で、  を押し電源を入れ

ない場合

場合、｢システムを初期化します
表示された後｢ Yes ｣を選択すると
タはすべて消去され、すべての設定
No ｣を選択した場合、データは失わ
ます。
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4

れますので、本機をはじめてご使用になる場合は、
｢Yes｣を反転表示させた状態で  を押して初期化し
てください。
家庭用電源を使うには
別売りの専用アダプター（AD-26）を使って、家庭用電源
から電源をとることができます。

本機に電池が入っていない（ご購入後、初めてご使用
になる等）場合

1 本機のカバーを開け、左側面の電源ジャック（USBポー
ト共用）のふたを開けます。

2 ACアダプターのDCプラグを電源ジャックに差し込み
ます。

3 AC アダプターをAC100-240V 50/60Hz のコンセ
ントに差し込みます。

• 動作保証については日本国内に限定されています。

｢システムを初期化しますか？｣のメッセージが表示さ

注意
本機を指定のACアダプターで長期間お使いになる時は、
本機から電池を取り出してください。
液もれ等による故障及び損傷の原因になることがあります。

5 画面に｢スタイラス
ーンを補正します｣
以降画面の指示に従
（はじめてご使用になる

• メニュー画面が表示され

本機に電池が入っ

使用説明書に従って電
中の場合は左記の手順
ます。

初めてのご使用で

初めてのご使用でない
か？｣のメッセージが
単語帳、履歴等のデー
が初期化されます。｢
れずそのまま保存され
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注意

アダプター（AD-26）をご使用

よび電源ジャックには触らないで

時には、本機の電源を｢切｣にして、
プラグの順に外してください。
は絶対に使用しないでください。
なります。
布団・毛布などを置いての使用や、
用しないでください。発熱・変形・
ことがあります。
ぐに使用を中止してください。
は、必ずACアダプターをコンセント
。
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ACアダプターの接続方法

注意
本機は、単語帳に記憶させた内容、検索の履歴を通常操作
で電源を切る時にメモリー内部に書き込みます。電源を
突然切断すると前回書き込み済み以降の単語帳への書き
込みと検索の履歴は失われます。電池の交換と AC アダ
プターの本体への差し込みは必ず電源を通常操作で切っ
た後で行うようにしてください。

安全上のご注意
• 必ず弊社指定のAC
ください。

• DCプラグの先端部お
ください。

• ACアダプターを外す
ACアダプター、DC

• 水のかかる場所等で
感電や事故の原因と

• ACアダプターの上に
熱器具の近くでは使
故障等の原因になる

• 異常を感じたら、す
• ご使用にならない時
から抜いてください
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押すと画面のようなメッセージが

せた状態で、  を押します。

注意
帳に登録されたデータ及び履歴デー
すべての設定が初期化されます。
は、データは失われずそのまま保

は 必ず「Yes」を選択してリセット

なるとき
した後で、再びご使用になるとき
いショックを受けたことにより、
、「No」を選択しても「メモリー
れました  システムを初期化しま
というメッセージが表示されます。
容はすべて消去され、設定も初期

V823_923.book  Page 19  Monday, December 1, 2008  1:46 PM
強度の外来ノイズや強
異常が発生した場合は
データに異常が発見さ
す  Yes 【訳・決定】」

 を押すと、記憶内
化されます。
キーを押しても動作しないときは
本機使用中に、強度の外来ノイズや強いショックを受けた
場合など、ごくまれにすべてのキーが機能しなくなる等の
異常が発生することがあります。このような異常が発生し
た場合は、リセットスイッチを押して機能をもとにもどし
てください。

1 本体裏面のリセットスイッチを押します。
• ボールペンなど先の細いもので押してください。ただし、芯の出た
シャープペンシルのような先の折れやすいもの、針のような先の鋭
利なものは使用しないでください。スイッチが押されたままになっ
たり、損傷する可能性があります。

RESETリ セット
スイッチ

2 リセットスイッチを
表示されます。
「No」を反転表示さ

「Yes」を選ぶと、単語
タはすべて消去され、
「No」を選択した場合
存されます。
ただし、次のような場合
してください。

•本機をはじめてご使用に
•長時間電池を入れず放置
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れている時に押すと電源が入り、英和辞
画面が表示されます。２回押すと和英辞
画面が表示されます。

れている時に押すと電源が入り、現代漢語
索画面が表示されます。

れている時に押すと電源が入り、現代漢語
索画面が表示されます。２回押すと中日大
索画面が表示されます。

FFの時に押すとONになり、中日辞典の検索
示されます。２回押すと日中辞典の検索画
されます。

26～27

12～13

25

9

21
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20

2

3

4

キーのはたらき

1

6

7

5

電源が切れている時に押すと電源が入り、メインメ
ニューが表示されます。２回押すと単語帳の検索画
面が表示されます。

電源が切れている時に押すと電源が入り、複数辞書
検索画面が表示されます。

電源が切れている時に押すと電源が入り、大辞林の
検索画面が表示されます。２回押すと新明解国語辞
典の検索画面が表示されます。

電源のON/OFF切り替えに使用します。
電源が切
典の検索
典の検索

電源が切
詞典の検

電源が切
詞典の検
辞典の検

電源がO
画面が表
面が表示

〔V823〕

〔V923〕

メニュー／
単語帳キー

複数検索キー

国語キー

英和／和英キー

現漢キー

現漢／中日大キー

中日／日中キー

ON/OFFキー

英和/和英

現漢

現漢/中日大

中日/日中

10

14～20

22～24

11

1

2～8
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力画面で入力した語句のスペルチェックを
使用します。

サイズの切り替えを行う時に使用します。

力欄の表示・非表示を切り替えます。

の時に録音をすることができます。

く時に使用します。

画面ではコンテンツのカテゴリーを選択す
用します。本文画面では前後の見出し語に
使用します。また見出し語リスト画面では
に移ることができます。

を上下に移動させることができます。前の
次の行に１行ずつスクロールすることがで

を左右に移動させることができます。また
では前／次画面に移ることができます。

すごとに、今まで表示した画面をさかのぼ
します。

の検索および各種機能を実行する時に使
。電卓機能使用時は「＝」を意味します。
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19

21

22

23

20

18

9

10

11

17

文字入力キー

12

13

14

15

16

24

25

26

カ
ー
ソ
ル
キ
ー

27

8
電源が切れている時に押すと電源が入り、英中辞
典の検索画面が表示されます。2回押すと中英辞
典の検索画面が表示されます。

電源が入っている時に押すとバックライトが使用で
きます。

文字、数字の入力時また電卓機能で使用します。

成句検索や部品読み検索等の入力画面で押すと
単語や部品名を結ぶ「＆」を入力できます。また「？」
と「＊」を入力して、ワイルドカード検索機能を利用す
ることができます。テスト画面で、部分的に単語や訳
語を表示するヒント表示ができます。
「－（長音・ハイフン）」を入力できます。ピンイン、漢
字 （中）検索で四声を入力する時に使用します。また
単語帳、テスト画面や学習コンテンツなどで     を入
れることができます。

文字入力中に押すと、1文字ずつさかのぼって文字を
消去します。各コンテンツの本文画面で押すと、表示
中の見出し語が単語帳に登録されます。

ジャンプを実行したい語句を選択する時に使用します。

辞書リンク画面が表示されます。

今までに調べた語句を一覧表示します（最新のものか
ら順に500件まで記憶されます）。

本文画面で押すと、例文表示されます。

本文画面で                                              が表示さ
れているとき成句、複合語、熟語、句動詞、類語、関
連単語のリストを表示させることができます。

スペル入
行う時に

表示文字

手書き入

発音比較

発音を聞

メニュー
る時に使
移る時に
前/次画面

カーソル
行および
きます。

カーソル
本文画面

キーを押
って表示

文字や訳
用します

前見出し／
次見出しキー

バックライト

削除／登録キー

ハイフン／四声
     チェックマークキー

＆/？/＊キー/
ヒントキー 録音キー

発音キー

戻るキー

訳・決定キー

ジャンプキー

辞書リンクキー

履歴キー

例文展開キー

関連語句キー

スペルチェックキー

文字サイズ

手書き入力キー

英中／中英キー

英中/中英
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ーを閉じる／  を使う

に本機のカバーを閉じるか、  を
。MP3再生中は、カバーを閉じた
ます。

使う  186ページ参照）
、電源を入れたままキー操作を行わないと
ようになっています（オートパワーオフ機
の時間は環境設定画面で設定することがで

  48 ページ参照）
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22
基本の操作

電源を入れる　カバーを開ける／  を使う

本機のカバーを開けるか、  を押すと電源が入り、前回電
源を切った状態の画面が表示されます（レジューム機能）。
また  、  、  、  、 〔V823〕、 
〔V923〕、  、  を押しても電源が入り、各コンテン
ツの検索画面が表示されます。

バックライト機能を使う

 を押すと、薄暗い環境でも操作ができるようバック
ライトが点灯し、画面が明るくなります。
バックライトはキー操作を行わないと、電池消耗を抑える
ため1分後に自動的に消灯します（ただし、USBバスパ
ワー使用時は15分）。

バックライト使用時の電池寿命
1時間あたりバックライト点灯1分を5回繰り返す場合、
アルカリ乾電池で約60時間、充電式ニッケル水素電池で
約50時間使用できます。

電源を切る　カバ

電源が入っている時
押すと電源が切れます
ままでも再生を継続し
（MP3プレーヤー機能を
• 電池の消耗を防ぐために
自動的に電源が切れる
能）。電源が切れるまで
きます（最大30分）。
（オートパワーオフ時間
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テンツの検索画面が表示されます。
左のアルファベットを、文字入力キーで
できます。
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カーソルキー  と  を使う

メニュー画面からコンテンツを選ぶ

1  を押し、メニュー画面を表示させます。

2  でカーソルを移動させ、コンテンツのカテゴリー
を選択します。カテゴリーを選択した後、  でカー
ソルを移動させ、コンテンツを選択します。

3  を押すと、コン
• 表示されたコンテンツ名
入力して選択することも
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〉 新明解国語辞典
漢字源
故事ことわざ辞典

百科事典マイペディア

（中国語）
（中国語）
（英語）
（英語）

カード
カードメニュー
•  を押すと、挿入したカードの
コンテンツ名が表示されます。

表記名です。
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各コンテンツの分類先
中国語1
中日辞典
中日大辞典〔V923〕
日中辞典
現代漢語詞典
英中辞典
中英辞典
現代中国語新語辞典
中国語文法用例辞典
中国語類義語活用辞典 (電子版シソーラス )〔V923〕
〈中国語類義語活用辞典〉

中国語2
中国語会話パーフェクトブック
中国語基本単語1400〔V823〕
挑戦！中国なぞなぞ200〔V823〕
日本の文化としきたり事典（日中対訳版）〔V923〕
〈日本の文化としきたり事典〉
日中英・電子技術用語対訳集
旅行会話 《中国語》〔V823〕
中国語活用索引

英語
リーダーズ+プラス英和辞典〈英和辞典〉
ジーニアス和英辞典〈和英辞典〉
Oxford 英英辞典 (OALD)〈OALD〉
Oxford 類語
英会話データベース必須1200
新 TOEIC® テストマスタリー2000〈新 TOEIC® テストマスタリー〉

国語
スーパー大辞林〈大辞林
類語大辞典〔V923〕
四字熟語辞典
カタカナ語辞典

実用
パソコン用語事典 

書く
ディクテーション：単語
ディクテーション：例文
ディクテーション：単語
ディクテーション：例文

ツール
複数辞書検索
テキストビューアー
単語帳
MP3
電卓
環境設定

マイメニュー
（  52 ページ参照）

•〈　〉内は使用説明書中の
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る
と、収録語順に次の見出し語の本文

見出し語の本文画面を表示します。
により、候補リストの表示順と本文画面から
表示させた場合の順序が異なる場合があり

⇨
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画面のスクロール
画面に表示しきれない内容があるときに画面を送ります。

をスタイラスでタップして行うこともできます
（OALDの「photograph」の本文画面を例とします）。
（画面上の表示アイコンについて  36ページ参照）

1行ずつ送る場合
 を押すと画面が1行ずつ送られます。
 を押すと1行ずつ戻ります。

スタイラスでは  をタップすると画面が１行ずつ送られ、
 をタップすると１行ずつ戻ります。

1画面ずつ送る場合
 を押すと画面が1画面ずつ送られます。
 を押すと1 画面ずつ戻ります。

スタイラスでは  をタップすると画面が1画面ずつ送られ、
 をタップすると1画面ずつ戻ります。

前後の見出し語に移
本文画面で  を押す
画面を表示します。
 を押すと、1つ前の

• コンテンツまたは検索方法
前見出し語、次見出し語を
ます。
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検索】

入力欄に入力し、検索します。 
に、入力した文字から始まる単語や
す（すぐ出る検索）。
ページ参照）

然（せつぜん）」を調べます

大辞林の検索画面を表示させます。
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検索画面から調べたい項目を選び検索する

コンテンツにより、いろいろな検索方法がありますが、
下記4つがおもな検索方法です。

検索方法１【読み

調べたい単語や語句を
文字を入力すると同時
語句が候補表示されま
（文字を入力する  37

例 題 大辞林で「截

1  を１回押して

検索方法 内　容 参照ページ

検索方法１ 【読み検索】読み・スペルを入力して
調べる 26 ページ

検索方法2 【目次検索】目次から調べる 27 ページ

検索方法3 【条件検索】複数の条件を入力して
調べる 29 ページ

検索方法4 【漢字検索】漢字を入力して調べる 30 ページ



27

ク
イ
ッ
ク
ス
タ
｜
ト

検索】

や索引としてまとめられているコン
項目を選んでいくことによって目的
ができます。

ーフェクトブックで
たずねる」を調べます

クトブックの検索画面を表示させ

テンツを選ぶ  23 ページ参照 )
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2 文字入力キーを使い、「読み」欄に調べたい単語や語句
（ここでは「せつぜん」）を入力します。
すぐ出る検索機能で候補が表示されるので  で
カーソルを移動させ、調べたい単語や語句を選択しま
す。スタイラスを使う場合は、候補表示画面の単語や語
句をタップします。
（スタイラスを使う  34ページ参照）

• 候補表示画面で  を押すと、前ページまたは次ページの候補
表示画面が表示されます。

3 を押すと、選択した単語や語句の本文画面が表示
されます。スタイラスを使う場合は、選択した候補を
タップすると本文画面が表示されます。

検索方法2【目次

語句、表現などが目次
テンツでは、調べたい
の内容を探し出すこと

例 題 中国語会話パ
「天気について

1 中国語会話パーフェ
ます。
(メニュー画面からコン
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、手順3と同様に調べたいカテゴリー
スト（ここでは「 天気」→「天気
を選択し  を押します。

した項目の本文画面が表示されます。

⇨
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2  で「3章　機能別・場面別表現」を選択します。

3  を押すと、目次の検索画面が表示されます。
 でカーソルを移動させ調べたい分類（ここでは

「5. 天気・季節」）を選択し、  を押して分類リスト
を表示します。

4 小分類がある場合は
が含まれる小分類リ
についてたずねる」）

5 を押すと、選択
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を移動させ、「部首画数」欄に漢字の
「   〈数字の11〉」）を入力し

画面の候補表示から「黒」を選択し、

」で部首画数は「11」です。

ここでは「   〈数字の15〉」）
表示画面に「黙」が表示されます。

、さらに条件を追加するために入力欄を移
を使用します。
がある場合は  を押すか、漢字を
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検索方法3【条件検索】

検索条件を入力して調べます。検索対象を絞り込み、より
効率的に検索することが可能です。また複数の条件を同時
に入力することができます。部首画数は中国語の場合、簡
体字を基準としています。

例 題 漢字源で「黙」を部首画数 .総画数の複数条件から調べます

1 メニュー画面から「国語」→「漢字源」を選択し、検索
画面を表示させます。
（メニュー画面からコンテンツを選ぶ  23 ページ参照）

2  で「親字検索」タブを選択します。

3  でカーソル
部首画数（ここでは
ます。

 で
 を押します。

•「黙」の部首は「黒へん

4 を押して総画数（
を入力します。候補

• 条件を設定しているとき
動する場合は  

• 候補表示画面に複数候補
タップして選択します。
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（検索方法４【漢字検索】）

できるコンテンツでは、スタイラス
字（日本語、中国語）、アルファベッ
力することができます（ここでは漢
力の操作を紹介します。漢字（中国
各入力方法別の手順については「文
をご参照ください）。

7ページ参照 )

なつく）」を手書き入力（漢字検索）で調べます

林の検索画面を表示させます。
を「漢字（日）」欄に移動させます。
日）」欄をタップします。
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5  を押して本文画面を表示させます。

• 中日辞典、中日大辞典〔Ｖ923〕、現代漢語辞典の部首画数検索に
ついては64ページ、総画数検索については65ページを参照くだ
さい。

手書き入力をする

検索画面で文字入力が
を使用して、かな、漢
ト、数字を手書きで入
字＜日本語＞とかな入
語）、英語、数字などの
字を入力する」の項目
( 文字を入力する  3

例 題 大辞林から「懐く（

1  を押し、大辞
 でカーソル

• スタイラスでは「漢字（
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字（日）」欄に文字候補が表示されます。
文字から始まる見出し語が五十音順
。
文字を認識するまでの検索時間が長い場合

調べたい文字と違う場合は文字候補表示欄
、スタイラスでタップします｡

識」ですが、「手動認識」に切り替えること

ページ参照）
されるアイコン  33ページ参照）
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2  を押し、手書き入力画面を表示させます。
もう1度押すと手書き入カ画面が閉じます。

3 手書き入力欄に１文字ずつ（ここでは「懐」）入力します。
（手書き入力で認識できる文字  33 ページ参照）

4 文字候補表示欄と「漢
また手書き入力欄の
に候補表示されます

• 手書きした文字により、
があります｡

•「漢字（日）」欄の文字が
から該当する文字を探し

• 初期設定では「自動認
ができます。
（手書き認識  49
（手書き入力画面で表示

文字候補表示欄 手書き入力欄
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合のヒント

、ひらがな･カタカナのどちらを入
す。
する場合は、大文字･小文字のどち
できます。ただし筆記体は認識で

じたい場合は  を押すか  を
。
も１文字ずつ入力してください。
当する文字がない場合は、該当す
かったということになります。
し、入力欄に表示されている漢字
一度手書き入力してください。
される漢字候補は入力時の漢字の
、表示される漢字や配列順序が違

の書き方によっては、文字認識でき
。書き方の良い例を参考に、再度
い。
意  33 ページ参照）
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5 続けて文字（ここでは「く」）を手書き入力欄に入力し
ます｡

• ひらがなは手書きあるいは文字入力キーの両方で入力することが
できます。

6 見出し語リストから調べたい語句（ここでは「なつく
【懐く】」）をダブルタップし、本文画面を表示させます。

• 漢字入力検索は「漢字（日）」欄のあるコンテンツで使用できます。
• 漢字入力検索ではワイルドカードサーチを使用することができま
せん。

手書き入力する場

• かな入力する場合は
力しても検索できま

• アルファベット入力
らを入力しても検索
きません。

• 手書き入力画面を閉
タップしてください

• 拗音だけでなく促音
• 文字候補表示欄に該
る漢字を認識できな
その場合は  を押
を削除した後、もう

• 手書き入力後、表示
書き方や形によって
う場合があります。

• 手書き入力時の文字
ない場合があります
入力し直してくださ
（文字を書くときのご注
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ご注意

入力してください。文字を構成する
崩れすぎないようにご注意ください。

しないでください。
ってくるため、正しく認識できなく

書き入力してください。
入力しないようご注意ください。

（悪い例）

（悪い例）

（悪い例）
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手書き入力で認識できる文字

検索画面の入力欄の右に、手書き入力で認識できる文字
が以下のように表示されています。
…ひらがな、カタカナ
…アルファベット（大文字･小文字）
…数字（アラビア数字）
…漢字（日本語）、ひらがな、カタカナ
…漢字（中国語＜繁体字・簡体字＞）

• 四字熟語辞典の「漢字」欄では漢字のみ認識します。

手書き入力画面で表示されるアイコン

…入力欄の文字が削除されます。
…＊、？、＆が入力されます。
…長音またはハイフンが入力されます。
（手動認識時のみ表示）…手書き入力欄の文字が

消去されます。
（手動認識時のみ表示）…手書き入力欄の文字が

認識されます。
(手書き認識  49 ページ参照 )

文字を書くときの

• 楷書で丁寧に手書き
各部分のバランスが

• 続け字で手書き入力
続け字は総画数が違
なります。

• 歪みがないように手
極端に傾いた文字を

（良い例）

（良い例）

（良い例）
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 が表示されている場合は、
表示させることができます。

ことでキーでの操作を省略すること
やアイコン等の選択、手書き入力など
｡

候補などの選択・決定
ンテンツや、検索画面の入力欄、検索
どで使用することができます。
し、続けてタップ（ダブルタップ）
ことができます。

や「いいえ（またはNo）」をタップする場合
されますので、ご注意ください。

⇨
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各種機能を実行する  を使う

候補リストから検索語を選ぶときなどに使用します。
反転バー  を移動させて  を押します。

前の操作に戻る  を使う

１つ前の操作に戻ります。

例文を表示する

本文画面で 
 を押すと例文を

スタイラスを使う

スタイラスを使用する
ができます｡見出し語
をすることができます

メニュー画面や検索
メニュー画面上のコ
時の候補一覧画面な
1回のタップで選択
することで決定する
•「はい（またはYes）」
は1回のタップで決定

⇨

⇨
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ンプしたい語句を選択したり、TTS
能などで、選択範囲を広げたい場合、
面の語句を選択することができます。

の文字を軽くタップし、文字を反転
ラスを離さずに最後の文字までスラ
を広げてください。
合は、本文画面の空白部分をタップしてく

する場合  164ページ参照）

録した単語などにチェックマーク

用できるコンテンツでは、スタイラス
タップし、チェックを入れることがで

169ページ参照）
ページ参照）
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手書き入力をして検索する
（検索方法4  30ページ参照）

画面のスクロール
画面右側に、画面スクロールアイコンが表示されている
ときは、タップすることで画面のスクロールや項目の移
動ができます。
（カーソルキー  と  を使う   23 ページ
参照）

例文の表示
本文画面上の  をタップすると、タップ
した箇所を先頭に例文が表示されます。再度、アイコン
をタップすると元に戻ります。
（画面上の表示アイコンについて  36ページ参照）

選択を広げる
マルチジャンプでジャ
発音、すぐ出る発音機
スタイラスを使って画

選択したい語句の最初
させ、そのままスタイ
イドし、反転文字範囲

• 選択部分を解除させたい場
ださい｡
（2文字以上の語句を選択

学習項目や単語帳に登
を入れる

チェックボックスが使
でチェックボックスを
きます。
（チェックボックス  
（単語帳を使う  167

⇨
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表示アイコンの説明
出し語に関連語句があることを示します。
関連語句を調べる  165ページ参照）

示しきれない前後の画面を、１行ずつスク
せ見ることができます。
（画面のスクロール  25 ページ参照）

示しきれない前後の画面を、１画面ずつ
ルさせ見ることができます。
（画面のスクロール  25 ページ参照）

示します。AC アダプターか USB ケー
ソコンから電源が供給されると表示が
わります。この場合オートパワーオフ機能
ります。
が古かったり、USB ハブ経由で接続した
源の供給量が十分でなくなり、通常の操作
くなることがあります。その場合は、電池
ください。

（各部の名称  13 ページ参照）
電池を交換するには  14 ページ参照）
庭用電源を使うには  17 ページ参照）

いたり録音をするときにタップします。 
（発音を確認する  55 ページ参照）

出る発音機能を使う  57 ページ参照）
TTS発音機能を使う  58 ページ参照）

上に表示されている場合、見出し語の
示することができます。 

（例文の表示  35 ページ参照）
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画面上の表示アイコンについて

キーを押す代わりに、画面上に表示されるアイコンを付属
のスタイラスでタップして操作することができます。

4
5

6

1

3
2

番号 アイコン

1

表示中の見
（

2
画面に表
ロールさ

3
画面に表
スクロー

4

電池残量を
ブルでパ

 に変
が無効にな
• パソコン
場合は電
ができな
をご使用

（
（家

5

発音を聞

（すぐ
（

6
本文画面
例文を表
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れぞれひらがなの1行が割り当てら

入力のポイント
ぅぇぉっゃゅょゎ）の入力
たるキーを押すと、はじめにその
き、次に小文字が入力できます。
」        ⇒「ぃ」
み合わせて入力します。
」
組み合わせて入力します。
」
ときの入力
うに同じ行の文字が続くときは、
した後、  を使ってカーソルを
文字を入力します。
⇒「かき」
力後、約2秒で次の入力位置に移動します。

うょ
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[
[

■「
[

■そ
例 ]      ⇒「やっと」
例 ]       ⇒「しりょう」    
ん」の入力  を 2回続けて押します。
例 ]      ⇒「はんい」
の他注意を要する入力
  /   ⇒「じ」     ⇒「ず」     ⇒「ふぁ」
  ⇒「ぢ」                         ⇒「づ」        ⇒「う゛ぁ」

• 入力カーソルは、文字入
文字を入力する

文字の入力

日本語の文字入力には、『ローマ字入力』と『かな入力』
の2つの方式があります。
（入力方式  48 ページ参照）

『ローマ字入力』のとき

（ローマ字／かな対応表  234ページ参照）

ローマ字入力のポイント
■小文字（ぁぃぅぇぉっゃゅょゎ）の入力

 を押した後、小文字の読みを入力します。
ただし、促音（っ）を入力するときは、次にくる子音を
続けて押しても入力できます。
また拗音（ゃゅょ）を入力するときには、直前の文字
との組み合わせで入力することもできます。
[ 例 ]    ⇒「ゃ」

だ ちょ う

『かな入力』のとき

 から  の行にそ
れています。

かな
■大文字と小文字（ぁぃ
該当する文字行に当
行の大文字が入力で
[ 例 ]   ⇒「い

■濁音の入力  と組
[ 例 ]   ⇒「が

■半濁音の入力  と
[ 例 ]   ⇒「ぱ

■同じ行の文字が続く
例えば、「かき」のよ
はじめの文字を入力
一つ送ってから次の
[ 例 ]     

ちだ
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合

文字にカーソルを移動させます
l」を削除します）。
上の文字だけが削除されます。

合

したい位置にカーソルを移動させ、
します（「p」「l」の間に「p」を挿
を「l」に移動させ、「p」を入力し
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文字の訂正

検索したい文字を間違えて入力した時は、直したい文字
だけを選んで訂正することができます。

例 題 OALDの入力画面で「aplle」を「apple」に訂正します

OALDの検索画面を表示させます。英単語（ここでは「aplle」）
を入力します。
（OALDを使う  119ページ参照）

文字を削除する場

 で削除したい
（ここでは2つめの「

 を押すとカーソル

文字を挿入する場

 で文字を挿入
挿入したい文字を入力
入する場合はカーソル
ます）。
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を移動させ、調べたい語句（ここでは
を選択します。
画面を表示させます。

声なら を1回、2声なら を2
ください。ピンインの上に四声記号
3声）、（4声）が表示されます。
力してください。
て入力した後でも戻って追加することが
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ピンインを入力する

例 題 中日辞典で｢旅行( )｣をピンインで入力し、
和訳を調べます

1 を1回押し、中日辞典の検索画面を表示させます。

2「ピンイン」欄に文字入力キーを使ってピンイン（ここ
では「 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、

、 ）を入力します。
画面に入力文字に該当する語句が候補表示されます。

• 本機で のピンインを入力するときは「v」と入力してください。
• 収録されていない語句を入力した場合は、その語句に一番近いもの
を候補表示します。

• 四声を入力することで、より効率的に検索することができます。

3 でカーソル
「【旅行】 」）

を押して、本文

luxing

luxing

四声の入力方法

四声の入力方法は、1
回というように押して
（1声）、（2声）、 （
• 四声は、母音の位置で入
• 四声は、ピンインをすべ
できます。

luxing
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が候補表示されます。調べたい語句
）】 」）をダブル

ます。

chuang
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手書き入力でピンインを入力する

例 題 中日辞典で「窗 」をピンインで入力し、
和訳を調べます

1 を 1 回押し、中日辞典の検索画面を表示させます。
を押し、手書き入力画面を表示させます。

手書き入力欄に1文字ずつピンイン（ここでは「 」）
を入力します。
（手書き入力する場合のヒント  32ページ参照）
（手書き入力で認識できる文字  33 ページ参照）

2 画面に該当する語句
（ここでは「【窗（
タップします。

3 本文画面が表示され

chuang

chuang
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を移動させ、入力したい漢字（ここ
選択します。
字目の漢字が表示されます。

）」欄に2文字目（ここでは「pai」 
力します。
が候補表示されます。
を移動させ、入力したい漢字（ここで
択します。
字目の漢字が表示されます。
を移動させ、調べたい語句（ここでは
選択します。
は、その語句に一番近いものを候補表示します。
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漢字（中国語）を入力する

例 題 中日辞典で「安排（ ）」を漢字入力し、
和訳を調べます

1 を1回押し、中日辞典の検索画面を表示させます。
でカーソルを「漢字（中）」欄に移動させます。

2「漢字（中）」欄に文字入力キーを使って1文字目（ここで
は「an」 、 ）を入力します。
画面に該当する漢字が候補表示されます。

3 でカーソル
では「【安】 」）を

を押すと、1文

4 つづけて「漢字（中
、 、 ）を入

画面に該当する漢字
でカーソル

は「【排】 」）を選
を押すと、2文

でカーソル
「【安排】 」）を

• 該当する語句がない場合

anpai

an

pai

anpai
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（中国語）を入力する

｣を手書き入力し、和訳を

日辞典の検索画面を表示させます。
き入力画面を表示させます。手書き
では「华」）を入力します。
ヒント  32ページ参照）
る文字  33 ページ参照）

hua
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5  を押して、本文画面を表示させます。

• 中国語漢字入力では、四声を入力して検索することもできます。
その場合、候補表示上は漢字の発音に該当する四声が表示されます。
（四声の入力方法  39 ページ参照）
「【安】 」をピンインで入力する場合→（ 、 、 ）
「【排】 」をピンインで入力する場合→（ 、 、 、 、  ）

手書き入力で漢字

例 題 中日辞典で｢
調べます

1 を1回押し、中
を押し、手書

入力欄に漢字（ここ
（手書き入力する場合の
（手書き入力で認識でき

an
pai
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き検索する

で語尾に「いろ」がつく語句を調べます

ーニアス和英の検索画面を表示させ
、手書き入力画面を表示させます。
ヒント  32 ページ参照）

プし、「＊」を入力します。「いろ」と
めながら、1文字ずつ手書き入力欄
。「読み」欄に「＊いろ」と表示さ

ページ参照）
、  を 1回だけタップしてください。
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2 画面に該当する語句が候補表示されます。調べたい語句
（ここでは「 」）をタップします。

3 本文画面が表示されます。

手書き入力で逆引

例 題 ジーニアス和英

1  を2回押し、ジ
ます。  を押し
（手書き入力する場合の

2  を 2 回タッ
入力されるのを確か
に手書き入力します
れます。
（検索方法４  30

•「？」を入力する場合は

華 huá
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ファベットを入力する

ld」と「on」を使った成句や句動詞を調べます
表示させます。  を押し、手書
せます。
タブを選択します。
19ページ参照）
ヒント  32 ページ参照）

V823_923.book  Page 44  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
44

3 画面に語尾に「いろ」がつく語句が候補表示されます。
調べたい語句（ここでは「あかねいろ【茜色】」）をダブ
ルタップします。本文画面が表示されます。

• ワイルドカードを挿入した逆引き検索は、コンテンツ・検索モードに
より異なりますが、かな、英語による入力で実行できます。
（ワイルドカードサーチ機能を使う  174ページ参照）
（語句の語尾につく文字を入力し、逆引き検索する  132ページ参照）

手書き入力でアル

例 題 成句検索から「ho

1 OALDの検索画面を
き入力画面を表示さ
 で「成句検索」

（OALDを使う  1
（手書き入力する場合の
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を入力する

部首検索から画数を手書き入力して調べます

表示させます。  を押し、手書き
ます。  で「親字検索」タブを選択し
「部首画数」欄をタップします。
7ページ参照）
ヒント  32 ページ参照）

画数「6」を数字で手書き入力します
」で、画数は「6」です）。
る文字  33 ページ参照）
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2 アルファベットで「hold」と入力されるのを確かめなが
ら､１文字ずつ手書き入力欄に手書き入力します。

 をタップし､「＆」を入力します。同様に「on」
と１文字ずつ手書き入力します。 
（手書き入力で認識できる文字  33 ページ参照）

3 画面に入力した単語すべてを含む成句が候補表示され
ます。調べたい成句（ここでは「hold on」）をダブル
タップし、本文画面を表示させます。

手書き入力で数字

例 題 「翁（おきな）」を

1 漢字源の検索画面を
入力画面を表示させ
ます。スタイラスで
（漢字源を使う  13
（手書き入力する場合の

2 手書き入力欄に部首
（「翁」の部首は「羽
（手書き入力で認識でき
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ます。
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3 6画の部首が候補表示されます。調べたい部首（ここでは
「羽」）をダブルタップします｡

4「羽」の親字を候補表示させます。調べたい親字（ここ
では「【翁】オウ・ヲウ・ウ・おきな」）をダブルタップ
します｡

5 本文画面が表示され
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ge（表示メッセージ切替）

セージを日本語／英語に切り替え

e 」です。
を選択した場合です。 

Change message 」を選択して
ッセージ言語を選択します。選択
セージが切り替わります。
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ります。
各種機能の設定
入力方式や表示メッセージなど、本機の各種機能の設定を
切り替えることができます。

1  を押すと、メニュー画面が表示されます。
• 設定を切り替える際はMP3を停止した状態で行ってください。

2 メニュー画面から「ツール」→「環境設定」を選択し、
環境設定画面を表示させます。
（メニュー画面からコンテンツを選ぶ  23 ページ参照）

•  でカーソルを移動させ項目を選択した後、  で設
定／切り替えを行ってください。なお項目の選択、設定／切り替え
はスタイラスの操作でもできます。

• メニュー画面に戻る場合は、「設定終了」を選択して  を押すか
 を押してください。すべての設定は選択すると同時に切り替わ

Change messa

画面に表示されるメッ
ることができます。
• 初期設定は「Japanes
• 下の画面は「Chinese」

 で画面上の「
ください。 でメ
すると同時に表示メッ
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時間
ぐため、電源を入れたままキー操
に電源が切れるようになっていま
れるまでの時間を設定することが

。
ワーオフ時間に応じ、画面を消灯します。
 を押します。

ケーブルでパソコンに接続して使用してい
フが無効になります。

オートパワーオフ時間」を選択し
 で電源が切れるまでの時間を 1 、
0、30分の中から選択します。
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入力方式
文字入力の際の入力方式を切り替えることができます。
• 初期設定は「ローマ字入力」です。 
（文字を入力する  37 ページ参照）

 で画面上の「入力方式」を選択してください。
 で入力方式を選択します。

キー入力音
ピッというキー入力音の有無を設定することができます。
• 初期設定は入力音「なし」です。 

 で画面上の「キー入力音」を選択してください。
 でキー入力音の有無を選択します。

オートパワーオフ
本機は電池の消耗を防
作を行わないと自動的
す。ここでは電源が切
できます。
• 初期設定は「3分」です
• MP3再生中もオートパ
再表示したい場合は、 

• AC アダプターか USB
る場合はオートパワーオ

 で画面上の「
てください。 
3 、5 、7 、10、2
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類を選択します。
実際に入れた電池の種類が異なっ
量表示  や電池交換のメッセー
いことがありますのでご注意くだ

す。 

電池切替」を選択してください。
を選択します。

V823_923.book  Page 49  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
手書き認識

手書き入力後、即座に文字を認識し自動で文字の候補表示
をする「自動認識」と、画面の  をタップしてから
認識を開始する「手動認識」のいずれかを選択することが
できます。
（手書き入力画面で表示されるアイコン  33 ページ参照）
• 初期設定は「自動認識」です。

 で画面上の「手書き認識」を選択してください。
 で手書き認識のタイプを選択します。

•「自動認識」
手書き入力後即座に文字認識をするため、スムーズな検索をする
ことができます。

•「手動認識」
文字の書き終わりを自分で設定することができるため、自分の書
いた文字を確認してから検索をすることができます。手書き認識
に慣れていない方におすすめです。

電池切替

装着している電池の種
設定した電池の種類と
ている場合、電池の残
ジが正しく表示されな
さい。
• 初期設定は「乾電池」で

 で画面上の「
 で電池の種類
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の補正

使用しなかったり、温度の変化な
イラスが正しく反応しなくなった

クリーンの補正」を選択し、  を
で×印をタップして、タッチスク
とメッセージが表示されます。
示されている  をタップ（画面に
  が画面から消えます。5ヶ所の
と環境設定画面に戻ります。
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画面濃度調整

画面の明るさを調整することができます。
• 初期設定は「15/30」です。

 で画面上の「画面濃度調整」を選択してください。
 を押すか  をタップします。

 を押すか   をタップし、明るさを
調整します。
調整が完了したら  を押すか  をタップします。

タッチスクリーン

長い時間スタイラスを
どの原因により、スタ
場合に行います。

 で「タッチス
押します。「スタイラス
リーンを補正します」
スタイラスで画面に表
軽く触れる）すると、
 をすべてタップする
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ダイヤルを回して、音量を調整す

ャックの方に回すと小さく、反対
ます。

量大
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文字サイズ切替

画面に表示される文字のサイズを「標準」サイズ（16dot）／
「縮小」サイズ（12dot）／「拡大」サイズ（24dot ／ 48dot）
に切り替えることができます。
• 初期設定は「標準」サイズです。

本文表示画面で  を押すと、「標準」サイズから「拡大」／
「縮小」サイズに切り替わります（検索モードの一部では「標
準」サイズ固定のものがあります）。
一部の画面を除き16dot→24dot→48dot→12dot
の順に切り替わります。
見出し語候補リスト表示画面では  を押すと、「標準」
サイズと「縮小」サイズの2サイズで切り替えることがで
きます。再度  を押すと、もとのサイズに戻ります。

⇨

「標準」サイズ（16dot） 「拡大」サイズ（24dot）

音量調整

本機左側面の音量調整
ることができます。
ダイヤルをイヤホンジ
側に回すと大きくなり

音量小　　　音
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い欄で  を押すと、コンテンツ
ます。 
カーソルを移動させ、登録したい
は「漢字源」）を選択します。
ツ選択画面を表示することができます。
ます。
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用
す
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コンテンツ活用のコツ

マイメニューにコンテンツを登録する

頻繁に使用するコンテンツを「マイメニュー」として
メニュー画面に登録することができます。

マイメニューにコンテンツを登録する

1 メニュー画面からマイメニューを表示させます。
（メニュー画面からコンテンツを選ぶ  23 ページ参照）

2 何も登録されていな
選択画面が表示され

 で
コンテンツ（ここで

•  で 2/2 のコンテン
 でもとの画面に戻り
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を削除する
ンテンツずつ、または一度にまとめて
することができます。
イメニューを表示させます。

除したいコンテンツの欄（ここでは
す。  を押すと、削除画面が表示

ているモードのみ削除」を選びます。
んで  を押します。
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3  を押すと、自動的に手順１の画面に戻り、選択した
コンテンツが登録されます。

• コンテンツが選択された状態で  を押すと、検索画面が表示され
ます。

• コンテンツを追加登録するには手順3の後、  でカーソルをコン
テンツ名が登録されていない欄に移動させ、  を押します。コン
テンツ選択画面が表示され、コンテンツを追加登録することができ
ます（画面は 欄へ追加登録をするところです）。

• マイメニューに登録したコンテンツを再び登録しようとすると、
「既にマイメニューに登録されています」とメッセージが表示され
ます。

登録したコンテンツ
登録コンテンツは1コ
マイメニューから削除

1 メニュー画面からマ

2  でカーソルを削
欄）に移動させま

されます。
 で「選択され

 で「はい」を選
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ツ・検索モードで別の語句を調べる
示されたまま、文字入力キーを使っ

面に切り替わり、入力欄に文字が入

⇨
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3 選択したコンテンツ（ここでは 欄に登録した「百科事典
マイペディア」）が削除されます。 別の語句を調べる

検索後、同じコンテン
場合は、本文画面が表
て語句を入力します。
画面が自動的に検索画
力されます。

手順2にて            で「すべて削除」を選択します。
    で「はい」を選択し       を押すと、登録しているすべて
のコンテンツがマイメニューから削除されます。

すべてのコンテンツを削除する場合

コンテンツの入ったカードを挿入すると、コンテンツ選択
画面にカードコンテンツもいっしょに表示され、マイメニュ
ーに登録することができます。
• 一度カードを抜くと、マイメニューのカードコンテンツ名は自動的に
削除されます。

カードコンテンツを登録させる場合
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することができます。

hotograph」の発音を確認します

ph」の本文画面を表示させます。
ていることを確認し  を押すと、
示され見出し語が発音されます。
9ページ参照）
る場合、それぞれの発音を確認することが

認する場合  58 ページ参照）
をダブルタップしてください。

23〕 の本文画面では が表示されませんが、
を確認できます。
合は、発音機能が作動しないことがあります。
はできません。
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コンテンツの凡例を見る

各コンテンツの検索画面上に「凡例」の表示がある場合は、
表示中のコンテンツの凡例（編集方針・記号の解説など）
を見ることができます。

1 検索画面を表示させ、  で「索引・凡例」タブを選択します。
 でカーソルを「 凡例を表示します」に移動させます。

2  を押し、凡例画面を表示させます。
表示されたリストから項目を選んで  を押すと、
選択した項目の凡例画面が表示されます。

発音を確認する

ネイティブ発音を確認

例 題 OALDで「p

OALDで「photogra
画面に が表示され
画面左上に  と表
（英英辞典を使う  11

• 複数の発音が収録されてい
できます。
（発音リストから発音を確

• スタイラスを使う場合は、
• 中日辞典、中日大辞典〔V9

を押すと見出し語の発音
• 電池容量が不足している場
• 発音中に画面のスクロール
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されている場合には、      を押すと
て発音されます。例えば英英辞典
発音を連続して発音します。
はスタイラスで      をタップする
み確認することができます。
を         で選び、発音を確認する

う         57 ページ参照）
        58 ページ参照）
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ジャンプキーを使って英語発音と米語発音を確認する場合
英英辞典では英語発音と米語発音を聞き比べることが
できます。

1 英英辞典「photograph」の本文画面で  を押します。

2  でカーソルを移動させ、 を選択し
ます。   を押すと、見出し語の米語発音が確認でき
ます。

• 英語発音を確認したい場合は  を選択します。

•  複数の発音が収録
複数の発音が連続し
では英語発音と米語
        を使うと（また
と）、選択した発音の

•  本文や例文中の英語
こともできます。
（すぐ出る発音機能を使
（TTS発音機能を使う 
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 で、カーソルを移動させ、
｡

上に  と表示され「苹果」の発音
す｡
で中日辞典の音声データにない語の場合は
うメッセージが表示され、音声は出ません。
（アルファベット表記）で OALD の音声
TTS発音で読み上げます。
 58ページ参照）

音比較機能は行えません｡
または中日辞典の音声データを使用していま

典以外のコンテンツですぐ出る発音を使用した
発音記号と異なる発音をすることがあります。
ルはできません。

guǒ
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すぐ出る発音機能を使う

本文や例文にある英語や中国語の単語のネイティブ発音を
すぐ出る発音機能を使って確認することができます。英語の
発音は OALD の、中国語の発音は中日辞典の音声データに
収録されている単語のみとなります。単語を  で選択
できるすべてのコンテンツで使用できます。
中国語のすぐ出る発音は、ピンイン表記では対応しません。
中国語漢字表記を選択ください。

例 題    日中辞典の本文画面で「苹果」の発音を確認します

1 日中辞典の「りんご【林檎】」の本文画面を表示させます｡
（日中辞典を使う  86 ページ参照）

2  を押し、 
「苹果」を選択します

3  を押すと、画面左
を聞くことができま

• 選択した単語が中国語
「発音できません」とい
また選択した単語が英語
データにない語の場合は
（TTS発音機能を使う 

• すぐ出る発音機能では発
• すぐ出る発音は、OALD
す。OALDまたは中日辞
場合、そのコンテンツの

• 発音中に画面のスクロー

píng
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声による発音）機能を使う

載されたコンテンツでは英語部分を
TS 発音：Text To Speech< 合成
とができます。

画面で TTS発音を確認します

raph」の本文画面を表示させます。
 でカーソルを移動させ、

119ページ参照）
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TTS発音（合成音

本文や例文に英語が掲
選択し、その発音（T
音声>）を確認するこ

例 題 OALDの本文

1 OALDで「photog
 を押し、 

「a」を選択します。
（英英辞典を使う  

発音リストから発音を確認する場合

を押した後、発音リストが表示された場合は 
で聞きたい語句を選択し、  を押してください。リスト
画面を閉じたい場合は  を押すか、スタイラスで  を
タップしてください｡



59

電
子
辞
書
を
上
手
に
活
用
す
る

て

能は米国 Fonix Corporation 社の
います。
誤りなく文章を読み上げることを
ません。TTS発音機能の使用によ
利益、または第三者からのいかな
社および使用許諾権者では一切そ
で、あらかじめご了承ください。
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2  を再度押すと、画面上の  が反転します。その
後、  を押して反転文字範囲を「it」まで広げます。
（2文字以上の語句を選択する場合  164ページ参照）

3  を押すと、選択部分の英語を TTS発音します。

• 英語と他の言語や記号をいっしょに選択した場合は、選択した表記
通りに読み上げない場合があります。

• 発音中に画面のスクロールはできません。

TTS発音につい

本製品の TTS 発音機
DECtalkTM を使用して
TTS発音機能は一切の
保証するものではあり
り発生した損害、逸失
る請求についても、当
の責任を負えませんの
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ジ表示とともに、ネイティブ発音が
録音中」のメッセージ表示に切り替
ますので、ネイティブ発音にならっ
が完了したら  で録音を終了し

マイクに向かって発音してください。
ージ参照）
動的に録音が終了されます。
合には  を押してください。録音がキャ
戻ります。
のスクロールはできません。
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発音を録音し聞き比べる

自分の発音を録音して収録されているネイティブ発音と
聞き比べることができます。

例 題  中日辞典で「数码相机 ( デジタルカメラ )」の
発音を録音し、ネイティブ発音と聞き比べます

1 中日辞典で「数码相机」の本文画面を表示させ、  を押し
ます。
（中日辞典を使う  76 ページ参照）

• 本文画面に があるコンテンツでは でカーソル
を移動させ、本文中の を反転させ、 を押します。

2「発音中」のメッセー
流れます。続いて「
わり録音が開始され
て発音します。発音
ます。

•  と  の間にある
（各部の名称  13ペ

• 1分間操作をしないと自
• 途中で録音を中止する場
ンセルされ、本文画面に

• 発音および録音中に画面
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コンテンツ・検索モード

トブック
V823〕
823〕       

1200
タリー
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3 録音が終了すると、「発音比較中」のメッセージ表示と
ともに、自動的に録音の再生が行われます。まず、ネイ
ティブ発音が再生され、その後に録音した自分の発音が
再生されます。

4 発音の比較が終わると、「音声比較を続けますか？」と
メッセージが表示されます。もうー度聞き比べたい場合
は「はい」を選択して  を押します。「いいえ」を
選択して  を押すと、音声比較は終了し本文画面に
戻ります。

• 録音した音声は、音声比較を終了するとともに消去されます。
保存することはできません。

• 発音再生中、および録音中に  を押しても発音は繰り返されませ
ん。また画面をタップしても操作は実行されません。

発音比較ができる

中国語
中日辞典 
中日大辞典〔V923〕
中国語会話パーフェク
中国語基本単語1400〔
旅行会話《中国語》〔V
中国語活用索引  

英語
OALD
英会話データベース必須
新 TOEIC® テストマス

国語
新明解国語辞典
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力し、漢字（中国語）を検索する

ないところに「＊」や「？」（ワイ
て、調べたい語句の候補を絞り込む
では、漢字（中国語）による検索の

一？一？」と入力し、同じ配置に
含んだ四字熟語を調べます

中日辞典の検索画面を表示させ、
漢字（中）」欄に移動させます。
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ワイルドカードを入

熟語など語句のわから
ルドカード）を入力し
ことができます。ここ
方法を説明します。

例 題 中日辞典で「
「一 ( )」を

1 を1回押して
でカーソルを「

中国語発音のヒント

第3声の発音
第3声の発音は、第1声、2声、4声、軽声の音節の
前では低く押さえ込むように発音し、そのまま次の音節
の発音をします。
また、第3声や一部の軽声（もとは第3声だったものが
軽声に変わったもの）の音節の前では、第2声に声調変
化します。
（例）【好使】： ⇒ 実際の発音は
「－」の発音
「－」は第 1 声ですが、第 1 声、2 声、3 声の音節の
前では第4声の発音に声調変化し、第4声や一部の軽
声（もとは第４声だったものが軽声に変わったもの）の
音節の前では、第2声に声調変化します。
（例）【一定】： ⇒ 実際の発音は 
     【一心】： ⇒ 実際の発音は 
「不」の発音
「不」は第 4 声ですが、第 4 声の音節の前では、第 2
声の発音に声調変化します。
（例）【不大】： ⇒ 実際の発音は 
「r 化」の発音
音節の最後に「r」をつけて発音する音節です。音節の
種類により、発音が変化します。 
（例）

• 声調変化を起こす言葉におけるピンイン表記は、各コンテンツの
編集方針に従って表示しています。

●

●

●

b ’u dà

●
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、和訳を調べる

音訓読み（日本語）からの検索ができ

车」を音訓検索から調べます
」の簡体字です）

を表示させ、 で「親字検索」タブ
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2「漢字（中）」欄に漢字（ここでは「一 ( )」 「一 ( )」
）を入力します。

（ピンインを入力する  39 ページ参照）　
（漢字＜中国語＞を入力する  41 ページ参照）

 

3 該当する四字熟語が候補表示されます。

• ワイルドカードを挿入した検索は、コンテンツ・検索モードにより異
なりますが、日本語、ピンイン、英語による入力でも実行できます。　
（ワイルドカードサーチ機能を使う  174ページ参照）
（語句の語尾につく文字を入力し、逆引き検索する  132ページ参照）

音訓読みを入力し

中日辞典、漢字源では
ます。

例 題 中日辞典で「
（「车」は「車

1 中日辞典の検索画面
を選択します。
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、和訳を調べる

〔V923〕 、現代漢語詞典、漢字源
検索ができます。部首画数は中国語
としています。
ついては29ページを参照ください。

｣を部首画数から調べます
｢ ｣で部首画数は「4」です）

を表示させ、  で「親字検索」タブを
ーソルを「部首画数」欄に移動させ、

 ＜数字の4＞」）を入力します。
示されます。  でカー
べたい部首（ここでは｢ ｣）を選択

または を押してください。
画まで入力できます（現代漢語詞典では14画
では15、16画の部首はありません。
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2「音訓」欄に日本語の訓読み（ここでは「くるま」）を入
力します。画面に入力文字に該当する親字が候補表示さ
れます。 でカーソルを移動させ、調べたい漢字
（ここでは「【 】 」）を選択します。

• 収録されていない読みを入力した場合は、「一致する親字がありま
せん　検索条件を変えるかさらに条件を入力してください」とメッ
セージが表示されます。

• 音訓の読み方が複数ある漢字の場合、複数の読みを｢＆｣で結んで入
力すると検索結果が絞り込まれます（ を押すと｢＆｣が表示され
ます）。

3   を押して、本文画面を表示させます。

部首画数を入力し

中日辞典、中日大辞典
では、部首画数からの
の場合、簡体字を基準
• 漢字源の部首画数検索に

例 題 中日辞典で｢熬
（｢熬｣の部首は

1 中日辞典の検索画面
選択します。  でカ
部首画数（ここでは「
4画の部首が候補表
ソルを移動させ、調
します。

• 画数を入力し直す場合は
• 部首画数は1画から17
まで）。ただし中日辞典

che
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和訳を調べる

〔V923〕、現代漢語詞典、漢字源
索ができます。総画数は中国語の場
ています。
ては29ページを参照ください。

百」を総画数から調べます
数は「6」です）

を表示させます。  で「親字検索」タ
 でカーソルを「総画数」欄に移動
では「  ＜数字の 6 ＞」）を入力
画の親字が候補表示されます。
は  または  を押してください。

ら36画まで入力できます。
合は「一致する親字がありません」とメッ

のアルファベット順に表示されます。
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2  を押して、部首に「 ｣をもつ親字を候補表示させ
ます。

 でカーソルを移動させ、調べたい親字（ここで
は｢【熬】 ｣ ) を選択します。

• 親字の候補は、ピンインのアルファベット順に表示されます。

3  を押して、本文画面を表示させます。

総画数を入力し、

中日辞典、中日大辞典
では総画数からの検
合、簡体字を基準とし

• 漢字源の総画数検索につい

例 題 中日辞典で「
（「百」の総画

1 中日辞典の検索画面
ブを選択します。 
させ、総画数（ここ
します。総画数が6

• 総画数を入力し直す場合
• 総画数の候補は1画か
• 該当する総画数がない場
セージが表示されます。

• 親字の候補は、ピンイン

ao
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移動させて、音訓、部首画数、総画
入力することができます。例えば
み「か」の候補を表示させたあと、
3 ｣を入力し、該当する部首を選択
結果が絞り込まれ、候補欄に「哥」
する親字がない場合は「一致する親
条件を変えるか　さらに条件を入
示されます。
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66

2  でカーソルを移動させ、調べたい親字（ここで
は「【百】 」）を選択します。

3  を押して、本文画面を表示させます。

bai 素早い親字検索

 でカーソルを
数の条件を複数同時に
「哥」の場合、音訓読
部首「口」の部首画数｢
し、 を押すと、検索
が表示されます。該当
字がありません　検索
力してください」と表
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（ ）｣を入力し、
）｣を使った例文を調べます

を表示させます。  で「例文検索」
検索（中）」欄にピンイン（ここで
力します。画面に該当する漢字が候

 でカーソルを移動させ、入力
は「【双】 」）を選択します。
が入力欄に表示されます。

 39ページ参照）
する  41ページ参照）
んで入力すると、入力した漢字をすべて含
できます。

合は、「一致する例文がありません」とメッ

shuang

shuang
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例文を検索する

英語あるいは漢字（中国語）を含んだ例文を検索すること
ができます。

例 題 中日辞典で｢双
｢双（

1 中日辞典の検索画面
タブを選択し、「例文
は「 」）を入
補表示されます。 
したい漢字（ここで

を押すと、漢字
（ピンインを入力する 
（漢字＜中国語＞を入力

• 複数の漢字を「＆」で結
む例文を検索することが

• 該当する例文がない場
セージが表示されます。

例文検索ができるコンテンツ

中国語
中日辞典                 中日大辞典〔V923〕     日中辞典
現代漢語詞典           英中辞典                    中英辞典
中国語文法用例辞典  旅行会話《中国語》〔V823〕

英語系
英和辞典                 和英辞典                    OALD
英会話データベース必須1200
新TOEIC® テストマスタリー

shuang

shuang
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有効活用するために

同じ漢字を入力した場合でも、入
  の有無）により検索結果が異
そのため中国語例文検索をうまく
区切り方を複数試すなどを行って

構成する語句とその前後関係、言語データ
り判断を行っています。そのため、例文を
で検索するものではありません。

う語句を調べる場合は、「想不到」、
＆到」、「想＆不到」といった入力を
とで「想不到」を含んだ例文をよ
することができます。
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68

2  でカーソルを移動させ、調べたい例文（ここで
は「～【才貌】双全」）を選択します。 を押して、例
文を表示させます。

中国語例文検索を

中国語例文検索では、
力方法（区切る場所や
なる場合があります。
活用するには、語句の
ください。
• 中国語例文検索は例文を
ベースの単語の有無によ
構成するすべての単漢字

例えば「想不到」とい
「想＆不＆到」、「想不
試します。そうするこ
り多く、効率よく検索
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参照ジャンプできるコンテンツ

中日大辞典〔V923〕    日中辞典          
英中辞典                   中英辞典
     

和英辞典                   OALD            
須1200
タリー
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検索した成句や例文の本文画面に参照ジャンプする

成句および例文の検索結果画面で  にジャンプする
と、検索した成句や例文の本文画面を参照することができ
ます。

1 前ページ手順2の本文画面にある を反転させます。

2  が反転されている状態で  を押すと、「【才貌】
」の本文画面が表示されます。

（参照ジャンプをする  163ページ参照）

• 手順2の後  を押すと、全面表示されます。続けて  を押
すと  が表示され、検索した例文を確認することができます。  

caimao

コンテンツ本文画面に

中国語
中日辞典                 
現代漢語詞典           
中国語文法用例辞典  

英語
英和辞典                 
英会話データベース必
新TOEIC® テストマス
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450単語」を選択し、  を押すと、
れる小分類項目のリストが表示され

選択し、  を押します。

認します。
73ページ参照）

小分類項目
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学習コンテンツに共通する基本の操作

ツリー形式リスト - 項目の選択方法

学習コンテンツでは、項目をツリー形式のリストから選択し
ます（ここでは、新TOEIC ®テストマスタリーを例に説明し
ます）。

例 題 新 TOEIC ®テストマスタリーを学習します

1 メニュー画面から「英語」→「新TOEIC ® テストマスタリー
2000」を選択し、検索画面を表示させます。
検索画面から、  で「学習」タブを選択します。
「 学習項目を表示します」を選択し  を押すと、
ツリー形式のリストが表示されます。
（新TOEIC ®テスト英単語・熟語マスタリー2000を使う  126ページ
参照）

2「最もよく出る基本
選択した項目に含ま
ます。

 で「1 - 50」を

3 学習設定の内容を確
（学習設定の方法  
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、項目を直接タップすると小分類項目の
再度タップすると、元の状態に戻ります。

が表示されます。
テストの進捗がわかります。
項目
た項目
ない項目

□に戻すことができます。
73ページ参照）
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4  を押すと、本文画面が表示されます。

5  を押すと、次の単語が表示されます。

ツリー形式リスト   についての説明
項目の頭に  が表示されている場合は、さらに小分類の
項目があることを示しています。
 が表示されている項目を選択して  または  を

押すと、小分類項目のリストを表示することができます。
 または  を押すと、小分類項目のリストを表示させ

る前の状態に戻ります。  が表示されている場合は、そ
の項目には、それ以上表示できる小分類項目がないことを
示しています。

• スタイラスを使う場合は
リストが表示されます。

進捗の記録
                                      しんちょく

リスト上に進捗の記録
ボックスの色で学習や
■は学習し終わった
は途中まで学習し

□はまだ学習してい
を示しています。

• 進捗記録は削除し、元の
（学習設定の方法  
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に□（チェックボックス）のあるコ
た単語や、見直したい項目などに
ておくことができます。
クボックスにチェックマーク  を
。再度  を押すと、チェックマー

チェックボックスを直接タップします。
マークが解除されます。
て解除することもできます。またチェック
習設定画面で表示・非表示の設定を行うこと

ページ参照）
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72

すでに学習し終えた項目を選択した場合、学習設定画面で
｢もう一度学習しますか？｣とメッセージが表示されます。

 で｢はい｣か｢いいえ｣を選択し、  を押します。

テストの場合、最後までテストした項目を選択した場合
は、｢この単元はテスト済みです｣とメッセージが表示され
ます。  で｢再テストする｣か｢不正解の問題をテス
トする｣のどちらかを選択し、  を押します。

チェックボックス

本文画面の見出しの頭
ンテンツでは、覚え
チェックマークを入れ

 を押すと、チェッ
入れることができます
クが解除されます。

• スタイラスを使う場合は、
再度タップするとチェック

• チェックマークはまとめ
マークを入れた単語は、学
ができます。
（学習設定の方法  73
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ト画面の表示方法や順序を設定する
では、新 TOEIC ®テストマスタリー
説明します）。
「学習」タブを選択します。
します」を選択し  を押すと、
が表示されます。
小項目がない小分類項目を選択し、
定画面が表示されます。
を選択し、  で各項目の設定

始｣を選択し、  を押すと、設定し
され、本文画面が表示されます。

V823_923.book  Page 73  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
テスト結果の表示

新 TOEIC ®テストマスタリーとディクテーションでは、テ
ストの正解率を表示することができます。
検索画面から、  で「テスト」タブを選択します。 

 でカーソルを移動させ、｢ テスト結果を表示し
ます｣を選択します。  を押すと、テスト結果画面が表
示されます。また、各ランク（ここでは「Rank A」＜単語
テスト＞）を選択し、 を押すと正解率がグラフで表示さ
れます。

• 単元の最後までテストしていない場合も、テスト結果が表示されま
す。またテスト結果は削除することができます。
（学習設定の方法  73 ページ参照）

• ディクテーションの場合は、テスト結果はグラフで表示されません。

学習設定の方法

設定画面で学習・テス
ことができます（ここ
の学習設定画面を例に

1 検索画面から、  で
「 学習項目を表示
ツリー形式のリスト

2 それ以上、表示する
 を押すと学習設

 で設定項目
内容を選択します。

3  で｢学習開
た内容が保存・反映⇨
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マーク、テスト記録の削除
面で、記録を削除したい項目を選択し
ように削除をすることができます。

学習記録、チェックマークの削除画面
が表示されます。

テスト記録の削除画面が表示されます。
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74

学習記録、チェック
ツリー形式のリスト画

 を押すと、以下の

設定項目とその内容

以下を参考に項目を選んで設定してください。
学習コンテンツによって設定する項目は異なります。
表示方法 学習画面での単語の表示方法を選択します。

すべて 単語・意味・解説のすべてを表示します。
初期設定では｢すべて｣に設定されています。

単語隠し 意味・解説部分は表示し、単語を隠して表示します。
意味隠し 単語の意味・解説部分を隠して表示します。

チェック済み チェックマーク（ ）を入れた単語の表示を
選択します。

表示する チェック済み単語を含むすべての単語を表示
します。
初期設定では｢表示する｣に設定されています。

表示しない チェック済み単語を表示しません。
表示順 単語の表示順、テストの出題順を選択します。

単語順 コンテンツに収録されている順番に表示しま
す。初期設定では「単語順」に設定されています。

逆順 コンテンツに収録されている順番の逆の順番
で表示します。

ランダム 単語や問題の順序を入れ替えて表示します。
学習開始 学習の開始位置を選択します。

最初から 項目の最初から学習します。初めて学習する場
合は「最初から」に設定されています。

続きから 前回の続きから学習します。
戻る ツリー形式のリストに戻ります。

• 学習を開始する場合は「学習開始」を選択し、 を押して
ください。

• ディクテーションの設定内容については、「ディクテーション
を使う」152ページも参照ください。

検索画面で「学習」を
選択した場合

検索画面で「テスト」を
選択した場合
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し」を選択した場合
と、単語が隠されて表示されます。
表示されます。
次の見出し語の本文画面が、単語が
。

し」を選択した場合
と、単語の意味が隠されて表示され

表示されます。
次の見出し語の本文画面が、意味が
。
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 で削除したい項目（ここでは「すべての学習記録
を削除します」）を選択します。  で「はい」か「い
いえ」を選択し、  を押します。

表示内容で「単語隠
本文画面を表示させる

 を押すと、単語が
再度  を押すと、
隠されて表示されます

表示内容で「意味隠
本文画面を表示させる
ます。

 を押すと、意味が
再度  を押すと、
隠されて表示されます
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義語、派生ツリーを表示する

コンがある場合、それぞれの内容を表
す（ここでは逆引き単語帳の場合を例

の逆引き単語帳を表示させます

イン（ここでは「 」）を入力します。
当する語句が候補表示されます。

 39ページ参照）

内　容

検索した漢字が語尾につく単語を表
示することができます。
検索した語とその類義語との相違点
を表示することができます。
親字と語義の間に派生関係があるも
のについては、派生関係図（派生ツ
リー）を表示することができます。

cha

V823_923.book  Page 76  Thursday, December 18, 2008  1:39 PM
76

を
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中日辞典を使う
ピンイン、漢字（中国語）、音訓読み（日本語）、画数を入
力し、日本語訳を調べることができます。すべての見出し語
の発音を確認することができます。また付録から地名人名
の中国語や類義語を検索することができます。

• 下記操作については、各ページをご参照ください。中日辞典で検索で
きる文字は簡体字を基準としています。
（ピンイン入力  39 ページ参照）
（漢字＜中国語＞入力  41 ページ参照）
（音訓入力  63 ページ参照）
（部首画数入力  64 ページ参照）
（総画数入力  65ページ参照）
（例文検索  67 ページ参照）

 を１回押し、検索画面を表示させます。

逆引き単語帳、類

本文中に下記のアイ
示することができま
として説明します）。

例 題 「茶（ ）」

1「ピンイン」欄にピン
画面に入力文字に該
（ピンインを入力する 

本文画面上の 
アイコン

逆引き
単語帳

類義語

派生
ツリー

cha
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ンプ

同様の手順で内容を表示できます。
プしたい場合はジャンプしたい番号
移動させ、矢印を反転させた状態で
義の説明個所にジャンプします。

 163ページ参照）
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2  でカーソルを移動させ、調べたい語句（ここで
は「【茶】 」）を選択します。  を押して、本文画
面を表示させます。

3 を反転させた状態で  を押して、
内容を表示させます。
（参照ジャンプをする  163ページ参照）

• 手順3の後  を押すと、逆引き単語帳の内容が全面表示されます。
 を押すと本文画面に戻ります。

cha 派生ツリーのジャ

「派生ツリー」の場合も
各番号の語義にジャン
の左の  にカーソルを

 を押すと、その語

（参照ジャンプをする 
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を移動させ、熟語を選択して  を
イン（ここでは「【茶场】 」）

文画面が表示されます。

chachang
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78

熟語を表示する

本文画面右上に が表示されている場合は、表示中の文字を
含む熟語を表示させることができます（ここでは「【茶】 」
を例として説明します）。

1 本文画面の表示中に  を押すと、熟語が候補表示さ
れます。

• スタイラスを使う場合は、画面右上の を直接タップすると熟語が
候補表示されます。

2  でカーソル
押すと、熟語とピン
が表示されます。 

 を押すと、本cha
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 を押し  を反転表示させた状態
順表示画面に切り替わり、親字の筆順
 を押すと本文画面に戻ります。

れている場合のみ筆順を表示することが

表示しますが、画数通りには表示されない

いる常用漢字の筆順を表示することができま
準文字コード GB2312 に定められた一級漢
ものです。
在する場合があります。
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漢字の筆順を表示する

例 題 ｢车｣の筆順を調べます

1 63ページの「音訓読みを入力し、和訳を調べる」の項目
の手順にしたがい、｢车｣の本文画面を表示させます。

2 本文画面表示中に 
で  を押すと筆
が表示されます。 

• 本文画面に  が表示さ
できます。

• 筆順表示画面では筆順を
場合もあります。

• コンテンツに収録されて
す。常用漢字は中国語標
字3,755字の範囲内の

• 漢字により別の筆順が存
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い各方面の知識や話題を調べるこ

選択します。「 コラム」を選択し、
べたいテーマとその目次（ここでは
タクシーの中で」）を選択し、 

ジ参照）

音を確認することができます。
55ページ参照）

⇨
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80

付録を見る

英文字で始まる見出し語を見る
アルファベットで始まる中国語を調べることができます。
 で「付録」タブを選択します。「 英文字で始まる見

出し語」を選択し、  を押します。調べたい語句（こ
こでは「【AA制】」）を選択し、  を押します。
（検索方法２  27ページ参照）

• 本文画面上に  が表示されている場合は、例文を表示させるこ
とができます。
（例文を表示する  34 ページ参照）

コラムを見る
中国語学習に欠かせな
とができます。
 で「付録」タブを
 を押します。調

「話してみよう」→「
を押します。
（検索方法２  27ペー

•  がついている所は発
（発音を確認する  

⇨
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認する /発音を録音し聞き比べる

発音を確認することができます。
5ページ参照）

音を録音して収録されているネイ
ることができます。

   60 ページ参照）
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類義語、地名人名を見る
類義語では主要な類義語の意味、用法比較を調べることが
できます。また地名人名では、地名人名の中国語訳を調べ
ることができます(ここでは類義語を例として説明します)。

1 で「付録」タブを選択します。「 類義語」を選択
し、 を押します。  でカーソルを移動させ、
ピンインの頭文字（ここでは「A」）を選択します。

でカーソルを移動させ、調べたい語句（ここでは
「爱 喜欢 」）を選択します。

• 文字入力キーでピンインの頭文字を入力して選択することもできます。

2  を押して、本文画面を表示させます。

•「地名人名」の場合も「 地名人名」を選択し、同様の手順で見る
ことができます。

見出し語の発音を確

見出し語のネイティブ
（発音を確認する   5

を押し、自分の発
ティブ発音と聞き比べ
（発音を録音し聞き比べる

ai xihuan

⇨



中
国
語
系
辞
書

入力し、意味を調べる

い場合、  で「漢字（中）」欄を選
と入力し、調べることができます。
る  41 ページ参照）

⇨
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中日大辞典を使う〔Ｖ923〕
約 15 万の収録語句からピンイン、漢字（中国語）、画数
などを入力し、語義を調べることができます。また中国語
の例文を検索することができます。

 を 2回押し、検索画面を表示させます。

ピンインを入力し、意味を調べる

「吃」の意味を調べたい場合、「ピンイン」欄に「 」と入力
します。画面の候補表示から「【吃 .喫】 」を選択し、

 を押します。
（ピンインを入力する  39 ページ参照）

chi
chi

漢字 (中国語 )を

「尝」の意味を調べた
択します。「 」
（漢字＜中国語＞を入力す

chang
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漢字を調べる

、  で「親字検索」タブを選択しま
数（ここでは「 ＜数字の9＞」）
ができます。

調べる  65ページ参照）
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部首画数を入力し、漢字を調べる

「风」を調べたい場合、  で「親字検索」タブを選択しま
す。「部首画数」欄に画数（ここでは「 ＜数字の2＞」）
を入力し、調べることができます。
（部首画数を入力し、和訳を調べる  64 ページ参照）

総画数を入力し、

「按」を調べたい場合
す。「総画数」欄に画
を入力し、調べること
（総画数を入力し、和訳を
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する

調べることができます。
 79ページ参照）
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84

日本語を入力し、中国語訳を調べる

訳語から日本語を検索し、中国語の意味を調べることがで
きます。ひらがな入力検索のため、日本語の同音異義語の
中国語表現を簡単に調べることができます。
「鑑賞」を調べたい場合、  で「訳語検索」タブを選択し
ます。「訳語（日）」欄に「かんしょう」と入力します。画
面の候補表示から「【欣赏】鑑賞」を選択し、  を押し
ます。
（検索方法１  26ページ参照）

• ここでは候補表示の他の語を選択すると、「鑑賞（かんしょう）」の
同音異義語である「干渉」の意味も調べることができます。

漢字の筆順を表示

検索した漢字の筆順を
（漢字の筆順を表示する 

⇨
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認する /発音を録音し聞き比べる

発音を確認することができます。
5ページ参照）

音を録音して収録されているネイ
ることができます。

   60 ページ参照）
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【例文検索】中国語を入力し、例文を調べる

「就」を使った例文を調べたい場合、  で「例文検索」タブ
を選択します。「例文検索（中）」欄にピンイン（ここでは
「 」）を入力し、調べることができます。
（例文を検索する  67 ページ参照）

• 本文画面上に  がある場合は、検索した例文の本文画面を参照
することができます。
（検索した成句や例文の本文画面に参照ジャンプする  69ページ
参照）

見出し語の発音を確

見出し語のネイティブ
（発音を確認する   5

を押し、自分の発
ティブ発音と聞き比べ
（発音を録音し聞き比べる

jiu

⇨
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されている場合は、参照見出しへのジャンプ

 163ページ参照）
表示されている場合は、例文を表示させるこ

34ページ参照）

本語）を入力し、中国語訳を調べる

語訳を漢字検索で調べる

させ、「漢字（日）」欄を選択しま
書き入力欄を表示させます。手書き
きします。
さと・る【悟る】」をダブルタップし、
す。
ページ参照）

」と漢字（手書き入力）とひらがな（手書
入力して検索することもできます。

ルドカードサーチを使用することができま
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•「漢字（日）」欄に「悟る
きあるいはキー入力）を

• 漢字入力検索ではワイ
せん。
日中辞典を使う
日本語を入力し、中国語訳を調べることができます。また
中国語を入力し、本文中に掲載している中国語の例文を検索
することができます。

 を 2回押し、検索画面を表示させます。

【読み検索】日本語の読みを入力し、中国語訳を調べる

「しごと」の中国語訳を調べたい場合、「読み」欄に「しご
と」と入力します。画面の候補表示から「しごと【仕事】」
を選択し、  を押します。
（検索方法 1  26ページ参照）

• 本文画面上に  が表示
ができます。
（参照ジャンプをする 

• 本文画面上に  が
とができます。
（例文を表示する  

【漢字検索】漢字（日

例 題 「悟る」の中国

  でカーソルを移動
す。  を押し、手
入力欄に「悟」と手書
画面の候補表示から「
本文画面を表示させま
（検索方法４   30
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なる語(複合語)がある場合 
調べることができます。
示したい場合、「読み」欄に「かー」
の候補表示から「カー」を選択し、
文画面に「カー」を含む複合語が表

ージ参照）

語句は、見出し語の複合語であることを示

V823_923.book  Page 87  Monday, December 1, 2008  6:56 PM
【例文検索】中国語を入力し、例文を調べる
「而且」を使った例文を調べたい場合、  で「例文検索」
タブを選択します。「例文検索（中）」欄にピンイン（ここ
では「 」）を入力し、調べることができます。
（例文を検索する  67 ページ参照）

• 本文画面上に  がある場合は、検索した例文の本文画面を参照
することができます。
（検索した成句や例文の本文画面に参照ジャンプする  69ページ
参照）

複合語を調べる

検索語に2語以上から
が表示され、複合語を
「カー」の複合語を表
と入力します。画面

 を押します。本
示されます。
（検索方法1  26 ペ

• 候補リストに  のある
しています。

er qie

⇨
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を移動させ、調べたい語句（ここでは
選択します。 
画面を表示させます。  を押し、
。
34ページ参照）

で  を押し、内容を表示させます。
 163ページ参照）

と、翻訳ルール  の内容が全面表示され
画面に戻ります。
ーラス」、「表現」は「付録」タブの「 その他
まとめて掲載されています。

V823_923.book  Page 88  Monday, December 1, 2008  2:15 PM
88

翻訳ルール46、シソーラス、表現、単語帳コラムを表示する

本文中に下記のアイコンがある場合、それぞれの内容を表
示することができます（ここでは「翻訳ルール46」を例と
して説明します）。

例 題 「要る」の本文から翻訳ルールを表示します

1「読み」欄に読み（ここでは「いる」）を入力します。

2  でカーソル
「い・る【要る】」）を

 を押して、本文
例文を表示させます
（例文を表示する  

3  を反転させた状態
（参照ジャンプをする 

• 手順3の後  を押す
ます。  を押すと本文

•「翻訳ルール46」、「シソ
の付録を表示します」に

本文画面上の
アイコン

内　容

翻訳ルール46
日中の発想の違いを知り、中国語ら
しい表現を身につけるための「翻訳
ルール」を表示することができます。

シソーラス
中国語の語彙を調べるためのシソ
－ラス（類義語集）を表示するこ
とができます。

表現
中国語のさまざまな表現を紹介し
ます。

単語帳コラム
見出し語に関連のある単語を紹介
します。
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文画面を表示させます。

ール以前」、「シソーラス」、「表現」のリスト
示します」を選択し、見ることができます。

V823_923.book  Page 89  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
付録を見る

地名人名の中国語、また日中辞典に収録されている「翻訳
ルール46」、「シソーラス」、「表現」や中国語の基本用法
がわかる「ルール以前」を見ることができます（ここでは
「地名人名」を例として説明します）。

1 で「付録」タブを選択します。「 地名人名」を選択し、
 を押します。

 でカーソルを移動させ、頭文字の五十音行（こ
こでは「な」）を選択します。  でカーソルを移
動させ、調べたい地名人名（ここでは「ナイル川（アフ
リカ）」）を選択します。

• 文字入力キーで頭文字の五十音行を入力して選択することもでき
ます。

2  を押して、本

•「翻訳ルール46」、「ル
は「 その他の付録を表

⇨
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、意味を調べる

い場合、「ピンイン」欄に「 」と
候補表示から「 」を選択
。
 39ページ参照）

V823_923.book  Page 90  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
90

を
使
う

現代漢語詞典を使う
ピンイン、漢字（中国語）、画数を入力し、中国語の漢字、
語句や例文を中国語で調べることができます。また簡体字
のほか旧字も調べることができます。
〔Ｖ923〕  を１回押し、検索画面を表示させます。

•〔Ｖ823〕  を押し、検索画面を表示させます。
（メニュー画面からコンテンツを選ぶ  23 ページ参照）

ピンインを入力し

「花」の意味を調べた
入力します。画面の
し、  を押します
（ピンインを入力する 
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首画数を入力し、漢字を調べる

、  で「親字検索」タブを選択しま
数（ここでは「 ＜数字の2＞」）
ができます。
14画まで入力できます。
を調べる  64 ページ参照）

V823_923.book  Page 91  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
漢字（中国語）を入力し、意味を調べる

「先生」の意味を調べたい場合、  で「漢字（中）」欄を
選択します。「 」と入力し、調べることができ
ます。
（漢字＜中国語＞を入力する  41 ページ参照）

【部首画数検索】部

「阿」を調べたい場合
す。「部首画数」欄に画
を入力し、調べること

• 部首画数の候補は1画から
（部首画数を入力し、和訳

xian sheng

⇨
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する

調べることができます。
 79ページ参照）

V823_923.book  Page 92  Monday, December 1, 2008  2:17 PM
92

【総画数入力検索】総画数を入力し、漢字を調べる

「毕」を調べたい場合、  で「親字検索」タブを選択し
ます。  でカーソルを移動させ、「総画数」欄に画数（こ
こでは「 ＜数字の 6＞」）を入力し、調べることがで
きます。
（総画数を入力し、和訳を調べる  65ページ参照）

漢字の筆順を表示

検索した漢字の筆順を
（漢字の筆順を表示する 
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偏旁名称を見る
ンインの方案を、漢字偏旁名称では
名を参照することができます（ここ
合を例として説明します）。

録」タブに移動させます。「 漢語
  を押します。

⇨

⇨

V823_923.book  Page 93  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
【例文検索】中国語を入力し、例文を調べる

「看」を使った例文を調べたい場合、  で「例文検索」タブ
を選択します。「例文検索（中）」欄にピンイン（ここでは
「 」）を入力し、調べることができます。
（例文を検索する  67 ページ参照）

• 本文画面上に  がある場合は、検索した例文の本文画面を参照す
ることができます。
（検索した成句や例文の本文画面に参照ジャンプする  69ページ
参照）

付録を見る

漢語 音方案、漢字
漢語 音方案ではピ
漢字（中国語）の部首
では漢語 音方案の場

 でカーソルを「付
音方案」を選択し、

kan

⇨

拼
拼

拼

拼
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V823_923.book  Page 94  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
94

新詞新義、西文字母を見る
新詞新義では中国語の新語を、西文字母ではアルファベッ
トで始まる語を調べることができます（ここでは新詞新義
の場合を例として説明します）。
 で「付録」タブを選択します。「 新詞新義」を選択し、
 を押します。

 でカーソルを移動させ、ピンインの頭文字（ここ
では「E」）を選択します。  でカーソルを移動させ、
調べたい語句（ここでは「【厄尔尼诺现象】

」）を選択します。

• 文字入力キーで頭文字を入力して選択することもできます。
• 本文画面上に が表示されている場合は、参照見出しへのジャンプが
できます。
（参照ジャンプをする  163ページ参照）

• 本文画面上に  が表示されている場合は、例文を表示させること
ができます。
（例文を表示する  34 ページ参照）

⇨

è ernínuò 
xiànxiàng

⇨
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を入力し、例文を調べる

調べたい場合、  で「例文検索」タ
文検索（中）」欄に「 」と入力し

「世界上最好的之一 .」を選択し、

7ページ参照）

場合は、検索した例文の本文画面を参照す

文画面に参照ジャンプする  69 ページ

hao

⇨

V823_923.book  Page 95  Monday, December 1, 2008  6:57 PM
英中辞典を使う
英単語を入力し、中国語表現と用例を調べることができます。

 を１回押し、検索画面を表示させます。

【スペル検索】 英単語を入力し、中国語訳を調べる

「elegant」の中国語訳を調べたい場合、「スペル」欄に
「elegant」と入力します。画面の候補表示から「elegant」
を選択し、  を押します。
（検索方法１  26ページ参照）

【例文検索】 中国語

「好」を使った例文を
ブを選択します。「例
ます。
画面の候補表示から

 を押します。
（例文を検索する  6

• 本文画面上に  がある
ることができます。
（検索した成句や例文の本
参照）
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たい場合、「ピンイン」欄に「 」
候補表示から「【美丽（麗）】 」
ます。
 39ページ参照）

入力し、英訳を調べる

たい場合、 で「漢字（中）」欄を
と入力し、調べることができます。

る  41ページ参照）

meili
meili

⇨

V823_923.book  Page 96  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
96
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中英辞典を使う

ピンイン、漢字（中国語）を入力し、英語表現と用例を調べる
ことができます。中英辞典で検索できる文字は簡体字を基準と
しています。

 を 2回押し、検索画面を表示させます。

ピンインを入力し

「美丽」の意味を調べ
と入力します。画面の
を選択し、 を押し
（ピンインを入力する 

漢字（中国語）を

「一直」の意味を調べ
選択します。「 」
（漢字＜中国語＞を入力す

yi zhi
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V823_923.book  Page 97  Monday, December 1, 2008  5:48 PM
【例文検索】中国語を入力し、例文を調べる

「来」を使った例文を調べたい場合、 で「例文検索」タブ
を選択します。「例文検索（中）」欄にピンイン（ここでは
「 」）を入力し、調べることができます。
（例文を検索する  67 ページ参照）

• 本文画面上に  がある場合は、検索した例文の本文画面を参照す
ることができます。
（検索した成句や例文の本文画面に参照ジャンプする  69ページ
参照）

lai

⇨
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、英訳を調べる

たい場合、「ピンイン」欄に「 」
候補表示から「【博客】 」を選択

 39ページ参照）

boke
boke

V823_923.book  Page 98  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
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現代中国語新語辞典を使う

現在中国でよく使われる語句や表現をその語源とともに調
べることができます。
メニュー画面から「中国語１」→「現代中国語新語辞典」
を選択し、検索画面を表示させます。
（メニュー画面からコンテンツを選ぶ  23ページ参照） 

ピンインを入力し

「博客」の意味を調べ
と入力します。画面の
し、 を押します。
（ピンインを入力する 
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る語句の意味を調べる

タブを選択します。「 英数リスト
し、 を押します。 でカー
字（ここでは「I」）を選択します。
移動させ、調べたい語句「【IC        卡】IC
押します。

入力して選択することもできます。

⇨

⇨

V823_923.book  Page 99  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
漢字（中国語）を入力し、意味を調べる

「佳能」の意味を調べたい場合、 で「漢字（中）」欄を選
択します。「 」と入力し、調べることができます。
（漢字＜中国語＞を入力する  41ページ参照）

英語・数字で始ま

で「索引・凡例」
を表示します」を選択
ソルを移動させ、頭文

でカーソルを
」を選択し、 を

• 文字入力キーで頭文字を

⇨

ka
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入力し、意味を調べる

たい場合、 で「漢字（中）」欄を
と入力し、調べることができます。
る  41 ページ参照）

⇨

V823_923.book  Page 100  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
100

を
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中国語文法用例辞典を使う
中国語の個々の語の用法や文法を調べることができます。
メニュー画面から「中国語１」→「中国語文法用例辞典」
を選択し、検索画面を表示させます。
（メニュー画面からコンテンツを選ぶ  23ページ参照） 

ピンインを入力し、意味を調べる

「可」の意味を調べたい場合、「ピンイン」欄に「 」と
入力します。画面の候補表示から「可1 」を選択し、

を押します。
（ピンインを入力する  39ページ参照）

ke
ke

漢字（中国語）を

「哪里」の意味を調べ
選択します。「 」
（漢字＜中国語＞を入力す

na li
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V823_923.book  Page 101  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
【例文検索】 中国語を入力し、例文を調べる

「了」を使った例文を調べたい場合、 で「例文検索」タブ
を選択します。「例文検索（中）」欄にピンイン（ここでは
「 」）を入力し、調べることができます。
（例文を検索する  67ページ参照）

• 本文画面上に がある場合は、検索した例文の本文画面を参照
することができます。
（検索した成句や例文の本文画面に参照ジャンプする  69ページ
参照）

le

⇨
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」を選択し、  を押します。
を移動させ、頭文字の五十音行（ここ
択します。
を移動させ、調べたい語句（ここでは
を選択します。

画面を表示させます。

る場合は、例文を表示させることができます。
 34ページ参照）

V823_923.book  Page 102  Monday, December 1, 2008  7:05 PM
102
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• 本文画面上に があ
（例文を表示する 
中国語類義語活用辞典（電子版シソーラス） 

を使う〔Ｖ923〕
よく使われる日本語1,300語を取り上げ、それに相当する
意味の中国語の類義語を調べることができます。
メニュー画面から「中国語１」→「中国語類義語活用辞典
（電子版シソーラス）」を選択し、検索画面を表示させます。
（メニュー画面からコンテンツを選ぶ  23ページ参照）

【目次検索】内容を

1「 目次を表示します
 でカーソル

では「さ」行）を選
 でカーソル

「さいのう【才能】」）

2 を押して、本文
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表示する

たい場合、  でカーソルを移動さ
・場面別表現」を選択します。
ページ参照）

目のリストが表示されます。
こでは「3．紹介」→「②　相手の
る」→「住所・電話番号・Eメー
択します。

⇨

V823_923.book  Page 103  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
中国語会話パーフェクトブックを使う
中国語のフレーズを発音、23のキーワード、場面別・機能別
表現の3つのテーマで習得することができます。
コンテンツの構成は以下のとおりです。

メニュー画面から「中国語２」→「中国語会話パーフェクト
ブック」を選択し、検索画面を表示させます。
（メニュー画面からコンテンツを選ぶ  23ページ参照）

1章
中国語の発音

中国語の発音用語の解説、基本知識
などを紹介しています。

2章　
重要キーワード別表現23

中国語会話で頻繁に出てくる単語を
文法などとあわせ紹介しています。

3章　
機能別・場面別表現 中国語会話集を搭載しています。

【目次検索】内容を

1 3 章の内容を表示し
せ 「3章　機能別
（検索方法2  27

2   を押すと、項
 で項目（こ

ことについてたずね
ルアドレス」）を選
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音を録音し聞き比べる

示されている場合は、ネイティブ発
きます。
ページ参照）

収録されているネイティブ発音
きます。
  60ページ参照）

V823_923.book  Page 104  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
104

3   を押して、本文画面を表示させます。

オーディオブックを使う

オーディオブックを使う場合、検索画面を表示させ  で
「聞く」タブを選択します。「 オーディオブックで学習を
します」を選択し、  を押します。
（オーディオブックを使う  149ページ参照）

発音を確認する /発

本文画面上に が表
音を確認することがで
（発音を確認する  55

自分の発音を録音して
と聞き比べることがで
（発音を録音し聞き比べる
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入力し、意味を調べる

たい場合、 で「漢字（中）」欄を
」と入力し、調べることができます。

る  41 ページ参照）

を使う

う場合、検索画面を表示させ で
ます。「 オーディオブックで学習

を押します。
  149 ページ参照）

g

⇨

V823_923.book  Page 105  Monday, December 1, 2008  3:14 PM
中国語基本単語1400を使う〔V823〕
中国語でのコミュニケーションに必要な基本単語・フレーズ
を学習することができます。
メニュー画面から「中国語2」→「中国語基本単語1400」
を選択し、検索画面を表示させます。
（メニュー画面からコンテンツを選ぶ  23ページ参照） 

ピンインを入力し、意味を調べる

「上课」の意味を調べたい場合、「ピンイン」欄に
「 」と入力します。画面の候補表示から「上课

」を選択し、 を押します。
（ピンインを入力する  39ページ参照）

shangke
shang//ke

漢字（中国語）を

「机场」の意味を調べ
選択します。「
（漢字＜中国語＞を入力す

オーディオブック

オーディオブックを使
「聞く」タブを選択し
をします」を選択し、
（オーディオブックを使う

ji chan
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音を録音し聞き比べる

示されている場合は、ネイティブ発
きます。
ページ参照）

収録されているネイティブ発音
きます。
  60ページ参照）
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【目次検索】 目次を表示する

1 で「目次」タブを選択します。「 目次を表示します」
を選択し、 を押します。画面の候補表示から「動詞」
を選択し、 を押します。
（検索方法２  27ページ参照）

2 画面の候補表示から「生活」→「有 」を選択し、
を押します。

発音を確認する /発

本文画面上に が表
音を確認することがで
（発音を確認する  55

自分の発音を録音して
と聞き比べることがで
（発音を録音し聞き比べる

⇨

you

⇨
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を確認し、  を押します。
 73ページ参照）

ます。  または  を押すと、答え

すと、次のなぞなぞが表示されます。

⇨

（中国語）の発音を確認すること

 55ページ参照）

V823_923.book  Page 107  Friday, December 19, 2008  2:49 PM
4
     を押し、なぞなぞ
ができます。
（発音を確認する         
挑戦！中国なぞなぞ２００を使う〔V823〕
200の中国のなぞなぞに挑戦し、中国語の比喩を学び、
リズムを感じ、語彙を増やすことができます。
メニュー画面から「中国語２」→「挑戦！中国なぞなぞ200」
を選択し、検索画面を表示させます。
（メニュー画面からコンテンツを選ぶ  23ページ参照）

なぞなぞを解く

1「 学習項目を表示します」を選択し、  を押します。
「なぞなぞ［１］～［20］」を選択し、   を押します。
（学習コンテンツに共通する基本の操作  70ページ参照）

2 学習設定画面の内容
（学習設定の方法 

3 なぞなぞが表示され
が表示されます。

 または  を押
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表示する

」を選択し、  を押します。
選択し、  を押します。

 を押します。
ージ参照）

⇨

V823_923.book  Page 108  Thursday, December 18, 2008  1:50 PM
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日本の文化としきたり事典（日中対訳版）を使う〔Ｖ923〕
中国人には馴染みの薄い日本の文化やしきたりなど313
項目を日本語と中国語で調べることができます。
メニュー画面から「中国語２」→「日本の文化としきたり
事典（日中対訳版）」を選択し、検索画面を表示させます。
（メニュー画面からコンテンツを選ぶ  23 ページ参照）

【目次検索】内容を

「 目次を表示します
「現代文化、風俗」を
｢おたく｣を選択し、 
（検索方法2  27 ペ
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、訳語を調べる

、「ピンイン」欄に「 」と入力し
から「【码】 」を選択し、 を

 39ページ参照）

入力し、訳語を調べる

合、 で「漢字（中）」欄を選択し
し、調べることができます。
る  41 ページ参照）

ma
ma

⇨

V823_923.book  Page 109  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
日中英・電子技術用語対訳集を使う

電子技術に関する用語を日本語、中国語、英語で入力し、
その訳語を調べることができます。
メニュー画面から「中国語２」→「日中英・電子技術用語
対訳集」を選択し、検索画面を表示させます。

【読み検索】日本語を入力し、訳語を調べる

「走査線（そうさせん）」を調べたい場合、「日本語」欄に
「そうさせん」と入力します。画面の候補表示から「走査
線」を選択し、 を押します。
（検索方法１  26ページ参照）

ピンインを入力し

「码」を調べたい場合
ます。画面の候補表示
押します。
（ピンインを入力する 

漢字（中国語）を

「比特」を調べたい場
ます。「 」と入力
（漢字＜中国語＞を入力す

bi te
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英語を入力し、訳語を調べる

「buffer」の訳語を調べたい場合、「英語」欄に「buffer」
と入力します。画面の候補表示から「buffer」を選択し、

 を押します。
（検索方法1  26ページ参照）
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語の単語を入力し、その訳を調べる

訳を調べたい場合、  で「見出し語
す。「和中英辞書」欄に「うれしい」

うれしい」を選択し、  を押し

ージ参照）

⇨
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⇨

旅行会話《中国語》を使う〔V823〕
旅行に役立つ会話例文と基本単語を調べることができます。
メニュー画面から「中国語２」→「旅行会話《中国語》」を
選びます。

【場面別検索】場面別検索から調べる

「場面別会話」からレストランで使う会話例文を調べたい
場合、「 場面別検索」を選択し、  を押します。
「場面別会話」→「レストラン」→「店を探す」→「評判
の店を教えてください。」の順に選択し、  を押します。
（検索方法２  27ページ参照）

【見出し語検索】日本

「うれしい」の中国語
検索」タブを選択しま
と入力します。
画面の候補表示から「
ます。
（検索方法１  26ペ
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音を録音し聞き比べる

示されている場合は、ネイティブ発
きます。
ページ参照）

収録されているネイティブ発音
きます。
  60ページ参照）
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【例文検索】語句を入力し、会話例文を調べる

各言語 (日本語、中国語、英語 ) を入力し、入力した語句
を含む例文を調べることができます。
「さがす」を使った例文を調べたい場合、  で「例文検索」
タブを選択します。「例文検索（日）」欄に「さがす」と入
力します。
画面の候補表示から｢代わりの便を探してください。｣を
選択し、  を押します。
（例文を検索する  67 ページ参照）

• 動詞を入力する場合は終止形で入力してください。
（例 さがして→さがす）

• 複数の単語を「＆」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含
む例文を調べることができます。

• 該当する例文がない場合は「一致する例文がありません」という
メッセージが表示されます。

発音を確認する /発

本文画面上に が表
音を確認することがで
（発音を確認する  55

自分の発音を録音して
と聞き比べることがで
（発音を録音し聞き比べる

⇨
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「 ことわざ」を選択し、  を押
収録されたことわざに関する見出し
れます。
を移動させ、頭文字（ここでは「B」）

を移動させ、調べたい語句（ここで
长一智】」）を選択します。

ルファベット順に表示されます。また文字
することもできます。

と、中日大辞典の索引に移動することができ
 を押すと中日辞典の索引に戻ります。

 を押すと、「索引２」タブから「索引5」タブ
できます。

V823_923.book  Page 113  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
• 検索画面を表示させ 
の画面を表示することが
中国語活用索引を使う
中日辞典と中日大辞典〔Ｖ923〕に収録された見出し語を
略号・記号の索引から調べることができます（ここでは「こ
とわざ」の場合を例として説明します）。
メニュー画面から「中国語２」→「中国語活用索引」を選
択し、検索画面を表示させます。
（メニュー画面からコンテンツを選ぶ  23 ページ参照）

• 中国語活用索引は、コンテンツ本文に存在する  や  などの略号・
記号をもつ見出し語を表示している機能で、その言葉のみを抽出して
表示しているものではありません。

ことわざを調べる

1「索引１」タブから
します。中日辞典に
語のリストが表示さ

 でカーソル
を選択します。

 でカーソル
は「【不经一事，不

• 見出し語はピンインのア
入力キーで頭文字を選択

•〔Ｖ923〕  を押す
ます。再び 
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2  を押して本文画面を表示させます。

•「俗語」「罵り言葉」に掲載されている語について
語の成り立ちから差別的、侮蔑的意味を含んでいる表現が掲載され
ている場合があります。このような語については人権を侵したり、
人を傷つける目的などに使用されないよう十分ご注意ください。
その他のジャンルに収録された語についてもご使用の際はご配慮
くださいますようお願い致します。
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語を入力し、和訳を調べる

訳を調べたい場合、「スペル」欄に
力します。画面の候補表示から
選択し、  を押します。
ジ参照）

れている場合は、成句を表示させることがで
がある場合は、例文を表示させるこ

165ページ参照）
ページ参照）

リーダーズ英和辞典」、 は「リーダーズ・
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英和辞典を使う

英単語の和訳や英語例文などを調べることができます。
 を 1回押し、検索画面を表示させます。

【スペル検索】英単

「understand」の和
「understand」と入
「  understand」を
（検索方法1  26 ペー

• 本文画面上に が表示さ
きます。また本文画面上に
とができます。
（関連語句を調べる  
（例文を表示する  34

• 単語の頭についた は「
プラス」を表しています。



英
語
系
辞
書
を
使
う

た英単語を含む例文を調べる

を調べたい場合、  で「例文検索」
例文検索（英）」欄に「effect」と入
表示から「 cause and effect」を
す。
ページ参照）

で入力すると、入力した単語をすべて含む
す。
「一致する例文がありません」とメッセー

場合は、検索した例文の本文画面を参照する

文画面に参照ジャンプする  69ページ

V823_923.book  Page 116  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
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【成句検索】入力した英単語を含む成句を調べる

「take」と「care」を使った成句を調べたい場合、  で「成句
検索」タブを選択します。「成句検索」欄に「take」 「care」
と入力します。画面の候補表示から「 take care of
business」を選択し、  を押します。
（検索方法1  26ページ参照）

• 複数の単語を入力する場合は、単語の後に を押して「＆」を入力
してから次の単語を入力してください。入力した単語をすべて含む
成句が表示されます。

•「＆」は成句検索では入力できますが、スペル検索では入力できません。
• 該当する成句がない場合は「一致する成句がありません」とメッセー
ジが表示されます。

• 本文画面上に がある場合は、検索した成句の本文画面を参照する
ことができます。
（検索した成句や例文の本文画面に参照ジャンプする  69ページ
参照）

【例文検索】入力し

「effect」を使った例文
タブを選択します。「
力します。画面の候補
選択し、  を押しま
（例文を検索する  67

• 複数の単語を「＆」で結ん
例文を調べることができま

• 該当する例文がない場合は
ジが表示されます。

• 本文画面上に がある
ことができます。
（検索した成句や例文の本
参照）
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の読みを入力し、英訳を調べる

訳を調べたい場合、「読み」欄に「め
画面の候補表示から「めいよ【名

 を押します。
ジ参照）

れている場合は、複合語を表示させること
ある場合は、例文を表示させることができ

165ページ参照）
ページ参照）
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和英辞典 を使う
日本語を入力し、英訳を調べることができます。また英語を
入力し、本文中に掲載している英語の例文を調べることがで
きます。

 を 2回押し、検索画面を表示させます。

【読み検索】日本語

「名誉（めいよ）」の英
いよ」と入力します。
誉】」を選択し、 
（検索方法1  26 ペー

• 本文画面上に  が表示さ
ができます。また が
ます。
（関連語句を調べる  
（例文を表示する  34
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た英単語を含む例文を調べる

を調べたい場合、  で「例文検索」タ
検索（英）」欄に「touch」と入力し
示から「He felt a touch of
し、  を押します。
ページ参照）

単語を結んで入力すると、候補を絞り込んで

きますが、スペル検索では入力できません。
場合は、調べた例文の本文画面にジャンプす

文画面に参照ジャンプする  69ページ
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【漢字検索】漢字を手書き入力し、調べる

「快い」という語句を調べたい場合、  でカーソルを移動
させ、「漢字（日）」欄を選択します。  を押し、手書
き入力欄を表示させます。手書き入力欄に「快」と手書き
します。
画面の候補表示から「こころよい【快い】」をダブルタップ
し、本文画面を表示させます。
（検索方法４  30ページ参照）

•「漢字（日）」欄に「快い」と漢字（手書き入力）とひらがな（手書きあ
るいはキー入力）を入力して検索することもできます。

• 漢字入力検索ではワイルドカードサーチを使用することができません。

【例文検索】入力し

「touch」を使った例文
ブを選択します。「例文
ます。画面の候補表
uneasiness.」を選択
（例文を検索する  67

•  を押し「＆」で複数の
調べることができます。

•「＆」は例文検索では入力で
• 本文画面上に  がある
ることができます。
（検索した成句や例文の本
参照）
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 が表示されている場合は、成句や句動詞を
す。また  がある場合は、例文を
す。
 165ページ参照）

 34ページ参照）

た英単語を含む成句を調べる

った成句を調べたい場合、  で「成句
ます。「成句検索」欄に「hold」 
画面の候補表示から「hold on」を
ます。
ージ参照）

できますが、スペル検索では入力できません。
場合は、検索した成句の本文画面を参照する

文画面に参照ジャンプする  69ページ
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ことができます。
（検索した成句や例文の本
参照）
英英辞典を使う
英語を入力し、その意味を英語で調べることができます。
また英語の成句、例文を検索することができます。
メニュー画面から「英語」→「Oxford 英英（OALD）」を
選択し、検索画面を表示させます。
（メニュー画面からコンテンツを選ぶ  23 ページ参照）

【スペル検索】英単語を入力し、語義を調べる

「picture」の語義を調べたい場合、「スペル」欄に
「picture」と入力します。画面の候補表示から「picture」
を選択し、  を押します。
（検索方法1  26ページ参照）

• 本文画面右上に 
表示させることができま
表示させることができま
（関連語句を調べる 
（例文を表示する 

【成句検索】入力し

「hold」と「on」を使
検索」タブを選択し
「on」と入力します。
選択し、  を押し
（検索方法1  26 ペ

•「＆」は成句検索では入力
• 本文画面上に  がある
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ついた派生語がある場合は、派生元の単語
ば「photographic」の 派 生 語 で あ る

文画面を表示させ何も選択せずに  を押
tographic」が発音されます）。その場合は
生語または派生語の  を選択して発音を

収録されているネイティブ発音と
ます。
  60ページ参照）
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【例文検索】入力した英単語を含む例文を調べる

「home」を使った例文を調べたい場合、  で「例文検索」タブ
を選択します。「例文検索（英）」欄に「home」と入力します。
画面の候補表示から「people of no fixed address」を選択し、

 を押します。
（例文を検索する  67 ページ参照）

• 複数の単語を「＆」で結んで入力すると、入力した単語をすべて含
む例文を調べることができます。

• 本文画面上に  がある場合は、検索した例文の本文画面を参照
することができます。
（検索した成句や例文の本文画面に参照ジャンプする  69ページ
参照）

見出し語の発音を確認する／発音を録音し聞き比べる

本文画面上に  が表示されている場合は、ネイティブ発音
を確認することができます。
（発音を確認する  55 ページ参照）

• 画面の候補表示上に  の
が 発 音 さ れ ま す（例 え
「photographically」の本
した場合は派生元の「pho
本文画面から  で派
確認することができます。

自分の発音を録音して
聞き比べることができ
（発音を録音し聞き比べる
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見る

関連する単語のリストを見ることが

語を調べたい場合、  で「付録」タブ

g」と入力します。画面の候補表示
、  を押します。

ージ参照）

⇨
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英類語辞典を使う
英単語を入力し、似た意味を持つ英単語を調べることができ
ます。
メニュー画面から「英語」→「Oxford 類語」を選択し、
検索画面を表示させます。

【見出し語検索】英単語を入力し、類語を調べる

「ability」の類語を調べたい場合、「スペル」欄に「ability」
と入力します。
画面の候補表示から「ability」を選択し、  を押します。
（検索方法1  26ページ参照）

【付録検索】付録を

付録検索では、各語に
できます。
「dog」に関連する単
を選択します。
「付録検索」欄に「do
から「dog」を選択し
（検索方法1  26 ペ
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現を調べる

たい場合、「1章　自分のこと」を
押すと、項目のリストが表示されます。
こでは「2．性格（Character）」→
んで を押します。

ページ参照）

文画面を表示させます。

⇨
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122

使
う

英会話データベース必須1200 を使う

日々の会話の中で使われる1200文例の英語表現をテーマ
別に調べることができます。
メニュー画面から「英語」→「英会話データベース必須
1200」を選択し、検索画面を表示させます。
（メニュー画面からコンテンツを選ぶ  23ページ参照）

【目次検索】英語表

1 1章の内容を表示し
選択します。 を

で項目（こ
「§単文（１）」）を選
（検索方法１  26

2  を押して、本
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する
行、5行、10行のまとまった英文
音を確認することができます。
面でカーソルを移動させ「2．性格
§使ってみよう」を選択します。

文画面を表示させます。
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使ってみようを表示
単文の応用例として3
を表示し、その全文発

1 前ページ手順1の画
（Character）」→「

2 を押して、本

本文画面右上に    が表示されている場合は        を押し、
太字で表記された表現をまとめた「Expressions」の項目
を参照することができます（スタイラスでは    をタップ
します）。再び       を押すと、内容が全面表示されます。
     を押すと本文画面に戻ります。
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を使う

う場合、検索画面を表示させ で
ます。「 オーディオブックで学習

を押します。
  149ページ参照）
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124

【例文検索】入力した英単語を含む例文を調べる

「be」と「to」を使った例文を調べたい場合、 で「例文
検索」タブを選択します。「例文検索（英）」欄に「be」

「to」と入力します。画面の候補表示から調べたい例文
を選択し、 を押します。
（例文を検索する  67 ページ参照）

• 本文画面上に がある場合は、検索した例文の本文画面を参照す
ることができます。　
（検索した成句や例文の本文画面に参照ジャンプする  69ページ
参照）

オーディオブック

オーディオブックを使
「聞く」タブを選択し
をします」を選択し、
（オーディオブックを使う
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音を録音し聞き比べる

示されている場合は、ネイティブ発
きます。
ページ参照）

収録されているネイティブ発音
きます。
  60ページ参照）
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索引から調べる

本文中太字で表記された表現をまとめた「Expressions」
に収録されている項目を日本語と英語の索引から調べる
ことができます。

1  で「索引・凡例」タブを選択します。「 索引を表示し
ます」を選択し、 を押します。

でカーソルを移動させ、頭文字（ここでは「E」）
を選択します。 でカーソルを移動させ､調べた
い語句（ここでは「【eat out】外食する」）を選択します。

• アルファベット順に候補表示されます。また文字入力キーで頭文字
を選択することもできます。

•  を押すと、日本語か英語いずれかの索引に移動することが
できます（ここでは英語の索引が表示されているため、次に 
を押すと、日本語の索引に移動します）。　

2 を押して、本文画面を表示させます。

発音を確認する /発

本文画面上に が表
音を確認することがで
（発音を確認する  55

自分の発音を録音して
と聞き比べることがで
（発音を録音し聞き比べる
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調べたい場合、「スペル」欄に
す。画面の候補表示から「precise」

します。
ージ参照）
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126

使
う

新TOEIC®テスト英単語・
熟語マスタリー2000を使う
英単熟語や例文の発音を確認しながら、実践的な TOEIC®

テスト対策の学習をすることができます。

【スペル検索】英単語・熟語を入力し、和訳を調べる

メニュー画面から「英語」→「新TOEIC®テストマスタリー
2000」を選んで、検索画面を表示させます。
（メニュー画面からコンテンツを選ぶ   23ページ参照）

「precise」の和訳を
「precise」と入力しま
を選択し、 を押
（検索方法1  26 ペ
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を使う

う場合、検索画面を表示させ で
ます。「 オーディオブックで学習を

を押します。
  149ページ参照）
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【例文検索】入力した英単語を含む例文を調べる

「try」と「to」を使った例文を調べたい場合、 で「例
文検索」タブを選択します。「例文検索（英）」欄に「  try」

「  to」と入力します。画面の候補表示から調べたい例
文を選択し、 を押します。
（例文を検索する  67 ページ参照）

• 本文画面上に がある場合は、検索した例文の本文画面を参照する
ことができます。
（検索した成句や例文の本文画面に参照ジャンプする  69ページ
参照）

オーディオブック

オーディオブックを使
「聞く」タブを選択し
します」を選択し、
（オーディオブックを使う
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ます。

単語が表示されます。
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128

英単語・熟語を学習する

1 で「学習」タブを選択します。「 学習項目を表示し
ます」を選択し、 を押します。「よく出る必須450
単語　Rank B 451-900」→「451-500」を選択し、

を押します。
（ツリー形式リスト - 項目の選択方法  70 ページ参照）

2 学習設定画面の内容を確認し、 を押します。
（学習設定の方法  73 ページ参照）

3 本文画面が表示され

4  を押すと、次の
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。空欄箇所にスペルを入力します。
ルが正しい場合は「◎正解」、正し
正解」のメッセージと正解が表示さ

の問題が表示されます。
例に説明しましたが、単語テストも同じ手順
ます。
果を表示します」を選んで を押すと、
とができます。
 73ページ参照）

⇨
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テストをする

1 で「テスト」タブを選択します。「 テスト項目を表
示します」を選択し、 を押します。「例文テスト」→
「重要な必須450単語　Rank C 901-1350」→「901-
950」を選択し、 を押します。
（ツリー形式リスト - 項目の選択方法  70 ページ参照）

2 テスト設定画面の内容を確認し、 を押します。
（学習設定の方法  73 ページ参照）

3 問題が表示されます
を押すと、スペ

くない場合は「×不
れます。

4 を押すと、次
• ここでは、例文テストを
でテストすることができ

• 検索画面で「 テスト結
テスト結果を表示するこ
（テスト結果の表示 
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V823_923.book  Page 130  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
130

発音を確認する /発音を録音し聞き比べる

本文画面上に が表示されている場合は、ネイティブ発
音を確認することができます。
（発音を確認する  55 ページ参照）

自分の発音を録音して収録されているネイティブ発音
と聞き比べることができます。
（発音を録音し聞き比べる  60ページ参照）
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の語義を調べる

たい場合、「読み」欄に「きら」と入
表示から「きら【 綺羅】」を選択

ジ参照）

手書き入力し、調べる
ージ参照）
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国語辞典（スーパー大辞林と新明解国語辞典） を使う
語句の意味を調べることができます。大辞林では慣用句や
ことわざを調べたり、音声データを聞くことができます。
新明解国語辞典では発音と録音の機能（見出し語のみ）を
使うことができます。（ここでは大辞林を例として説明し
ます）。

 を１回押し、検索画面を表示させます。
•  を 2回押すと新明解国語辞典の検索画面が表示されます。

【読み検索】日本語

「綺羅」の語義を調べ
力します。画面の候補
し、  を押します。
（検索方法１  26ペー

【漢字検索】漢字を
（検索方法４  30 ペ
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を含む慣用句やことわざを調べたい
タブを選択します。「慣用句」欄に
と入力します。画面の候補表示から
ねずみ）を捕（と）らぬ」を選択し、

ジ参照）

を入力し、その語句を含む慣用
ことわざを調べる（大辞林のみ）
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132

【逆引き検索】

「なぎ」が語尾につく文字を調べたい場合、  で「逆引き」
タブを選択します。「逆引き」欄に「なぎ」と入力します。
画面の候補表示から「いとやなぎ【糸柳】」を選択し、 

 を押します。
（検索方法１  26ページ参照）
（ワイルドカードサーチ機能を使う  174ページ参照）

【慣用句検索】

「ねこ」と「ねずみ」
場合、  で「慣用句」
「ねこ」  「ねずみ」
「鳴く猫（ねこ）は鼠（

 を押します。
（検索方法１  26ペー

語句の語尾につく文字を入力し、
逆引き検索する（大辞林のみ）

語句
句や
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シック音楽のさわりが収録された
聞くことができます。
」の音声データを調べたい場合、 
タブを選択します。
ます」を選択し、  を押します。
「『カ～コ』で始まる作曲家」 →
」を選択します。
タを聞きます。
ージ参照）

べる方法ですが、本文画面の  を選択し、
きます。
5ページ参照）

き声や音楽などの音声
を調べる（大辞林のみ）

⇨
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【略語検索】

「bcc」の正式名称を調べたい場合、  で「略語」タブを
選択します。「略語」欄に「bcc」と入力します。画面の
候補表示から「bcc blind carbon copy 」を選択し、

 を押します。
（検索方法１  26ページ参照）

【音声索引】

鳥や虫の鳴き声やクラ
音声データを検索し、
「グノー アベ - マリア

 で「索引・凡例」
「 音声索引を表示し
「クラシック音楽」→
「グノー アベ - マリア

 を押し、音声デー
（検索方法 2  27 ペ

• 上記は「音声索引」から調
音声データを聞くこともで
（発音を確認する  5

略語の正式名称とその意味を調べる
（大辞林のみ）

鳥の鳴
データ
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表示されている場合は、ネイティブ
できます。
ページ参照）

収録されているネイティブ発音と
ます。

  60ページ参照）

音を録音し聞き比べる
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134

図版を表示する（大辞林のみ）

調べた語句に関連した図版を表示することができます。
「かぶとがに」の図版を調べたい場合、「読み」欄に「かぶ
とがに」と入力します。画面の候補表示から「かぶとが
に」を選択し、 を押します。

を押し、  で本文画面の を選択
します。

が反転されている状態で  を押して、図版を表示
させます。
（検索方法1  26ページ参照）

本文画面上に  が
発音を確認することが
（発音を確認する  55

自分の発音を録音して
聞き比べることができ
（発音を録音し聞き比べる

⇨

発音を確認する /発
（新明解国語辞典のみ）
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たら、 を押して類語リストを表示

る（おさめる）」の類語「受領（ジュリョウ
示させます。
ページ参照）

、画面右上の を直接タップします。

⇨
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•
 表示中の語句が分類されているカテゴリー、小分類、品詞、小見出し
がそれぞれ表示されます。

⇨

類語大辞典を使う〔V923〕
言葉の意味とその類語を調べることができます。
メニュー画面から「国語」→「類語大辞典」を選択し、検索
画面を表示させます。

（メニュー画面からコンテンツを選ぶ  23 ページ参照）

【読み検索】単語の類語をさがす

1「納める（おさめる）」の意味とその類語を調べたい場合、
「読み」欄に「おさめる」と入力します。画面の候補表示
から「納める（おさめる）」を選択し、  を押します。
（検索方法１  26ページ参照）

2 本文内容が表示され
させます。

 を押して、「納め
する）」の本文画面を表
（検索方法１  26

• スタイラスを使う場合は
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べる

」タブを選択します。「  分類リス
選択し、  を押します。

ページ参照）

に入る」の類語とその意味を調べたい
「愛する 好む（愛情・愛好）」→
類」→「●気に入る」→「気に染む
し、  を押します。

⇨
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136

【漢字検索】漢字を手書き入力し、調べる

「承」という漢字で始まる語句を調べたい場合、  でカー
ソルを移動させ、「漢字（日）」欄を選択します。  を
押し、手書き入力欄を表示させます。手書き入力欄に「承」
と手書きします。
画面の候補表示から「承る（うけたまわる）」をダブルタッ
プし、本文画面を表示させます。
（検索方法 4  30ページ参照）

•「漢字（日）」欄に「承る」と漢字（手書き入力）とひらがな（手書
きあるいはキー入力）を入力して検索することもできます。

• 漢字入力検索ではワイルドカードサーチを使用することができま
せん。

分類リストから調

1  で「索引・凡例
トを表示します」を
（検索方法 2  27

2 分類リストから「気
場合、分類リストの
「好む」→「動詞の
（キにそむ）」を選択
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を調べたい場合、「読み」欄に「しゅ
。画面の候補表示から「【珠玉】シュ
 を押します。

ージ参照）
ージ参照）

読みまたは漢字を手書き入力し、
漢字や熟語を調べる
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漢字源を使う
音訓読み、部首画数、総画数からの検索はもちろん、漢字
を構成する部品の読みや名前に使われる読みからの検索も
できます。また筆順を表示することもできます。
メニュー画面から「国語」→「漢字源」を選択し、検索画面
を表示させます。
（メニュー画面からコンテンツを選ぶ  23 ページ参照）

【読み・漢字検索】

「珠玉」の漢字と意味
ぎょく」と入力します
ギョク」を選択し、 
（検索方法１  26ペ
（検索方法 4  30 ペ
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に使われる漢字を調べる

漢字と意味を調べたい場合、  で
択します。  でカーソルを移動さ
ひろ」と入力します。画面の候補表
し、  を押します。

ージ参照）

人名漢字285字を検索することができます。
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138

【音訓読み検索】音・訓読みを入力し、漢字を調べる

訓読み「しらべ」の漢字と意味を調べたい場合、  で「親
字検索」タブを選択します。「音訓読み」欄に「しらべ」と
入力します。画面の候補表示から「【調】」を選択し、 
を押します。
（検索方法 3  29ページ参照）

• 複数の音訓読みを「＆」で結んで入力すると、入力した音訓読みを
すべて持つ親字を検索することができます。

【名付け検索】名前

名前「優（ひろ）」の
「親字検索」タブを選
せ、「名付け」欄に「
示から「【優】」を選択
（検索方法 3  29 ペ

• 漢字源に収録されている
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数を入力し、漢字を調べる

たい場合、  で「親字検索」タブを
ーソルを移動させ、「総画数」欄に
＞」と入力します。画面の候補表示
、  を押します。
ージ参照）

移動させて音訓読み、名付け、部
画数の条件を複数同時に入力する
により検索対象が絞られ、更に効
きます。例えば「露」の場合、部
の候補を表示させた後、  を押し
力し「雨（あめかんむり）」を選択
1画面 に「露」が表示されます。
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【部品読み検索】部品名を入力し、漢字を調べる

漢字の読みがわからない時に使います。
「露」を部品名から調べたい場合（「露」は「雨 ( あめ )」
「足 ( あし )」「各 ( かく )」の部品から構成されています）、

 で「親字検索」タブを選択します。  でカーソルを移動
させ、「部品読み」欄に「あめ＆あし＆かく」と入力します。
画面の候補表示から「【露】」を選択し、  を押します。
（検索方法 3  29ページ参照）

• 複数の部品を「＆」で結んで入力すると、入力した部品すべてから
成る親字を検索することができます。

【部首画数検索】部首画数を入力し、漢字を調べる

（検索方法3  29ページ参照）

【総画数検索】総画

「 」を総画数から調べ
選択します。  でカ
「  ＜数字の 16
から「 」を選択し
（検索方法3  29 ペ

素早い漢字検索

 でカーソルを
品読み、部首画数、総
ことができます。それ
率的に調べることがで
品読み「あし（足）」
て部首画数「8」を入
すれば、検索結果第
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を
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う

する

 を押し  を選択した状態で
示画面に切り替わり、見出しの漢字
。

ていない場合は、筆順を表示することはで

示しますが、画数通りには表示されない場

用漢字1,945 字と人名漢字285字の筆順
。
ータに基づいて収録されています。漢字に
合があります。また収録後変更されている
承ください。

筆
順
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熟語を表示する

本文画面右上に が表示されている場合は、表示中の見
出しの漢字を含む熟語を表示させることができます。
139 ページで調べた「露」の本文画面を表示させます。

 を 1回押すと、熟語が表示されます。画面の候補表
示から「【露華】ロカ」を選択し、  を押します。

漢字の筆順を表示

本文画面表示中に 
 を押すと筆順表

の筆順が表示されます

• 親字の横に が表示され
きません。

• 筆順表示画面では筆順を表
合もあります。

• 漢字源に収録されている常
を表示することができます

• 筆順は「漢字源新版」のデ
より別の筆順が存在する場
場合もありますので、ご了

筆
順
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入力し、意味を調べる

深謀遠慮）」の意味を調べたい場合、
うえんりょ」と入力します。画面の
うえんりょ【深謀遠慮】」を選択し、

ージ参照）
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四字熟語辞典と故事ことわざ辞典を使う
四字熟語辞典では一般的に使われる四字熟語について意味、
用例、類句などを、故事ことわざ辞典では故事・ことわざ
の意味、用例、類句などを調べることができます（ここでは
四字熟語辞典を例として説明します）。
メニュー画面から「国語」→「四字熟語辞典」を選択し、
検索画面を表示させます。
（メニュー画面からコンテンツを選ぶ  23 ページ参照）

【読み検索】読みを

「しんぼうえんりょ（
「読み」欄に「しんぼ
候補表示から「しんぼ

 を押します。
（検索方法１  26ペ
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ーン /内容から調べる

葉」を調べたい場合、  で「索引・
  を押します。「 使用シーン /
「使用シーン」→「成人式」と選択
。画面の候補表示から「しんぼうえ
を選択し、  を押します。
ージ参照）

⇨
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【漢字検索】漢字を手書き入力し、調べる

「晴」という漢字を用いた四字熟語を調べたい場合、  で
カーソルを移動させ、「漢字」欄を選択します。  を
押し、手書き入力欄を表示させます。手書き入力欄に「晴」
と手書きします。
画面の候補表示から「晴耕雨読」をダブルタップし、本文
画面を表示させます。
（検索方法４  30ページ参照）

• 四字熟語辞典では漢字の手書き入力のみできます。
• 故事ことわざ辞典では「漢字（日）」欄に例えば「目から鼻へ抜け
る」と漢字（手書き入力）とひらがな（手書きあるいはキー入力）
を入力して検索することもできます。

• 漢字入力検索ではワイルドカードサーチを使用することができません。

【目次検索】使用シ

「成人式に関係する言
凡例」タブを選択し、
内容から探します」→
し、  を押します
んりょ【深謀遠慮】」
（検索方法2  27 ペ
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の正式名称とその意味を調べる

調べたい場合、  で「略語」タブを
欄に「un」と入力します。画面の候
ited Nations］」を選択し、  を

ージ参照）
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カタカナ語辞典を使う
外来語や和製英語などの意味を調べることができます。
アルファベット略語の検索もできます。
メニュー画面から「国語」→「カタカナ語辞典」を選択
し、検索画面を表示させます。
（メニュー画面からコンテンツを選ぶ  23 ページ参照）

【読み検索】日本語の語義を調べる

「ダウ式平均株価」の語義を調べたい場合、「読み」欄に
「ダウ」と入力します。画面の候補表示から「ダウ式平均
株価」を選択し、  を押します。
（検索方法１  26ページ参照）

【略語検索】略語

「UN」の正式名称を
選択します。「略語」
補表示から「UN［Un
押します。
（検索方法１  26ペ
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味を調べる

べたい場合、「英語」欄に「dram」
の候補表示から「DRAM[dynamic

を押します。
ージ参照）

基本となる用語には 、最新の用語につ
見出し語右端に表示されます。
ら調べる  145 ページ参照）

語を日本語入力で調べることもで
をひらがなで入力します（例えば
場合は、「日本語」欄に「でぃーらむ」
とき、見出し語のカッコ（[　]）や中
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ツ
を
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「DRAM」を調べたい
と入力します）。入力の
点（・）は省略します。
パソコン用語事典を使う

パソコン用語を日本語と英語で検索できます。また基本語、
最新語のリストを表示させ、用語の検索ができます。
メニュー画面から「実用」→「パソコン用語事典」を選択
し、検索画面を表示させます。

【読み検索】日本語を入力し、意味を調べる

「アイソクロナス転送」の意味を調べたい場合、「日本語」
欄に「あいそ」と入力します。画面の候補表示から「アイ
ソクロナス転送」を選択し、 を押します。
（検索方法1  26ページ参照）

英語を入力し、意

「DRAM」の意味を調
と入力します。画面
RAM]」を選択し、
（検索方法1  26 ペ

• パソコンを利用するうえで
いては のアイコンが
（基本語、最新語の分類か

検索語により英語の用
きます。その場合読み
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類から調べる
を例として説明します。
択します。  で「 最新」を選択し、

移動させ、頭文字の五十音行（ここ
ます。  でカーソルを移動さ
ここでは「クアッドコア」）を選択

の五十音行を入力して選択することもでき

か「英数」いずれかのリストに移動するこ
は「読み」のリストが表示されているため、
英数」のリストに移動します）。
されている場合は、参照見出しへのジャンプ

 163ページ参照）
基本」を選択し、同じ手順で調べることが

⇨
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索引から調べる

記号・数字で始まるPC用語の解説を表示する
索引から記号・数字で始まる用語を調べたい場合、 で
「索引」タブを選択します。「 記号・数字」を選択し、

を押します。
画面の候補表示から「1000BASE-T」を選択し、 を
押します。
（検索方法2  27ページ参照）

• 日本語入力で「せんべーすてぃー」と入力して検索することもでき
ます。

基本語、最新語の分
ここでは最新語の場合

で「索引」タブを選
を押します。
でカーソルを

では「か」）を選択し
せ、調べたい最新語（
します。

• 文字入力キーで頭文字
ます。

• を押して「読み」
とができます（ここで
次に を押すと、「

• 本文画面上に  が表示
ができます。
（参照ジャンプをする 

• 基本語も検索画面で「
できます。

⇨
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付録を見る

ウィンドウズの拡張子やエクセル関数早見表を見ることが
できます（ここでは「Windows の拡張子」の場合を例と
して説明します）。

1 で「付録・凡例」タブを選択します。「 付録を表
示します」を選択し、 を押します。画面の候補表示
から「Windows の拡張子」を選択し、 を押します。
（検索方法２  27 ページ参照）

2 画面の候補表示から「全部」→「avi」を選択し、 を
押します。

•「EXCEL関数早見表」も手順1の方法で候補表示から「EXCEL関数
早見表」を選択し、各項目を見ることができます。

⇨

⇨
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の読みを入力し、意味を調べる

べたい場合、「読み」欄に「ぱすた」
候補表示から「パスタ」を選択し、

ージ参照）

V823_923.book  Page 147  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
百科事典マイペディアを使う
幅広いジャンルの基礎項目を調べることができます。
メニュー画面から「実用」→「百科事典マイペディア」を
選択し、検索画面を表示させます。
（メニュー画面からコンテンツを選ぶ  23 ページ参照）

【読み検索】日本語

「パスタ」の意味を調
と入力します。画面の

 を押します。
（検索方法１  26ペ
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【漢字検索】漢字を手書き入力し、調べる

「電子」という漢字で始まる語句を調べたい場合、  で
カーソルを移動させ、「漢字（日）」欄を選択します。  
を押し、手書き入力欄を表示させます。手書き入力欄に
「電子」と手書きします。
画面の候補表示から「でんしカルテ【電子カルテ】」をダブル
タップし、本文画面を表示させます。
（検索方法４  30ページ参照）

•「漢字（日）」欄に「電子カルテ」と漢字（手書き入力）とカタカナ
またはひらがな（手書きあるいはキー入力）を入力して検索するこ
ともできます。

• 漢字入力検索ではワイルドカードサーチを使用することができま
せん。
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クで学習をします」を選択し、  を
ドの設定画面の内容を確認します。
する  151ページ参照）

が表示されます。 でカーソルを
こでは「第3章　機能別・場面別表
たずねる」）を選択します。
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オーディオブックを使う

中国語または英語のコンテンツを発音練習に特化したオー
ディオブックとしてまとめました。再生設定を変更できる
ため、単語やフレーズの発音をくりかえし練習したいとき
に便利です（ここでは中国語会話パーフェクトブックの場合
を例として説明します）。

オーディオブックから単語やフレーズを再生する

1 中国語会話パーフェクトブックの検索画面を表示させ
ます。 で「聞く」タブを選択します。
（中国語会話パーフェクトブックを使う  103ページ参照）

オーディオブックが使用できるコンテンツ
中国語会話パーフェクトブック        中国語基本単語1400〔V823〕
英会話データベース必須1200　  新TOEIC®テストマスタリー

2「 オーディオブッ
押します。再生モー
（再生モード設定を選択

3 を押すと、目次
移動させ、項目（こ
現」→「２．近況を
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次タイトルが表示されます。

号、右に選択したコンテンツのトラック
。

ータが表示されます。

ータが反転表示されます。
イリストに入りきらない場合は、テキスト
れます。

操　作
停止中にタップするか押すとプレイリス
ト画面を送ることができます。 
停止中にタップするか押すと音声データ
を送ることができます。

停止中に をタップするか  を
押すと再生します。
再生中に をタップするか  を押
すと一時停止します。
再生中にタップするか押すと、停止し
ます。
停止中にタップするか押すと音声デー
タを送ることができます。
再生中にタップするか押すと前後の音
声データを頭出しします。
停止中にタップするか押すと前後の節
にジャンプします。
再生中にタップするか押すと前後の節
を頭出しします。
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4 を押して、プレイリスト画面を表示させます。
選択した項目の音声データから再生します。

アイコンとキーのはたらき

 

6
7
8

9

1
3

4 5

2

1 現在再生している目

2 左に現在のトラック番
総数が表示されます

3 現在再生中の音声デ

4
現在再生中の音声デ
• テキストが長くプレ
の右側に が表示さ

アイコン／キー入力

5
 ／  

 ／   

6 ／ ／

7 ／

8 ／   

9 ／  
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移動させ、以下の設定から選びます。
開始」にカーソルを移動させ を
ップします。

。

の電池寿命
て連続再生した場合、アルカリ乾電池
ッケル水素電池で約7.5時間使用で

間使用する場合は、充電池または外部電源
売りのAC アダプター）でのご使用をお勧

データを収録順に再生します。
言語の音声データのみ収録順に再生
す。
言語の音声データの順序を入れ替えて
します。
後は現在再生中の音声データも章が変わる
順序が入れ替わり再生されます。
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再生モード設定を選択する 

学習言語のみの再生またはランダム再生などの設定を選
択することができます。

1 149ページの手順２と同様の操作手順で「 オーディ
オブックで学習をします」を選択し、 を押します。
再生モードの設定画面が表示されます。

2 でカーソルを「再生モード設定」に移動させます。

3 / でカーソルを
「オーディオブック
押すか、 をタ

• 初期設定は「すべて」です

オーディオブック使用時
中間音量でイヤホンに
で約10時間、充電式ニ
きます。

• オーディオブックを長時
（USB バスパワーまたは別
めします。

すべて 音声
中国語（または
英語）のみ

学習
しま

ランダム

学習
再生
• 設定
など
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」を選択し、 を押します。 
ィクテーション画面が表示され自動
生されます。聞き取った例文のピン
を使って入力します。

をタップし、カーソルを移動させる

場合は  を押すか  をタップします。
ンでは手書き入力ができます。
を入力する  40 ページ参照）
力する  42 ページ参照）
ベットを入力する  44 ページ参照）
声を入力する必要はありません。
解答までの時間の経過を示します。

場合は、  を押すか  か  をタップ
聴き直すことができます。
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• ピンイン入力の場合、四
• が少しずつ変化し、
• 発音を繰り返し聴く
発音が聴き取れなかった
すると何度でも繰り返し
ディクテーションを使う

単語や例文の音声を聴き取り、スペル、漢字あるいはピン
インを入力して学習することができます（ここでは中国語
会話パーフェクトブックの例文ディクテーションの場合を
例として説明します）。

メニュー画面から「書く」→「ディクテーション：例文
（中国語）」を選択し、検索画面を表示させます。
（メニュー画面からコンテンツを選ぶ  23 ページ参照）

ディクテーションに収録されているコンテンツ
ディクテーション ： 単語（中国語）
   中日辞典の重要熟語（見出し語に★、  が付く語）
ディクテーション ： 例文（中国語）
   中国語会話パーフェクトブックの例文
ディクテーション ： 単語（英語） ・ 例文（英語）
   新TOEIC®テストマスタリーの単語 ・ 例文

**

ピンインテストを

1「 ピンインテスト
を押すと、デ

的に例文の発音が再
インを文字入力キー

• を押すか
ことができます。

• 入力した文字を削除する
• すべてのディクテーショ
（手書き入力でピンイン
（手書き入力で漢字を入
（手書き入力でアルファ
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を使って1単語を入力します。

し聴いても聴き取れないので 
。次の1単語が表示されます。

に1単語（あるいはアルファ
表示されます。
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2 入力後 を押すか  か  をタップすると、解答
が表示されます。正解の場合は○、不正解の場合は×が
表示されます。 

を押すか  か  をタップし、次のテスト問題
を表示させます。

• 画面の左下に正解、ヒント、回答数、問題数を表示します（順番を
ランダムに設定した場合、問題数は表示されません）。

• 解答が表示されている画面で  を押すか をタップすると、
中国語会話パーフェクトブックの参照画面が表示されます。  を
押すとディクテーション画面に戻ります。

ヒントを使う

文字入力キー

発音を繰り返
 を押します

を押すごと
ベット）ずつ
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をする

例文（中国語）の検索画面を表示させ

 漢字（中）テスト」に移動させます。
クテーション画面が表示され自動的
されます。聞き取った例文の漢字
を手書き入力します。

は手書き入力のみできます。文字入力キー
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漢字（中）テスト

1 ディクテーション：
ます。 

でカーソルを「
を押すと、ディ

に例文の発音が再生
（ここでは「我吃」）

• 漢字（中）テストの場合
での入力はできません。

• スタイラスでは  をタップします。
• 単語のディクテーションの場合、ヒントは１文字（あるいはアルファ
ベット）ずつ表示されます。

• 単語の場合は文字（アルファベット）数、例文の場合は単語数で
力ウントします（例えば「Flowers always cheer up a room.」）
が正解の例文ディクテーションでは、6単語なので3ヒントまで
表示できます。

単語・文字（アルファベット）数 ヒント数

─1

─2

トンヒ13

トンヒ24-5

トンヒ3上以6
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ップすると、各コンテンツの参照画
きます（下は中国語会話パーフェク
す）。    を押すとディクテーション画

イコンを選択したり、全面表示することはで
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2 文字候補表示欄に文字候補が表示されます。入力した文
字が正しく認識されなかった場合は、候補欄から入力し
たい文字をタップし、入力します。

• / を押すか をタップし、カーソルを移動させる
ことができます。

• 入力した文字を削除する場合は  を押すか をタップします。

3 を押すか  または  をタップすると、解答が表
示されます。正解の場合は○、不正解の場合は×が表示さ
れます。 を押すか  または  をタップして、次
のテスト問題を表示させます。

       を押すか       をタ
面を表示することがで
トブックの参照画面で
面に戻ります。

参照画面では文字やア
きません。
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て行う
合、検索画面でディクテーションテ
前回のテストの続きから始めます
表示されます。前回解答した次の問
  で「はい」を、最初からテ
「いいえ」を選択します。

V823_923.book  Page 156  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
156

ディクテーションを終了する

 を押すか  をタップします。

前回のテストを続け
一度テストを行った場
ストを選択すると「
か？」とメッセージが
題から開始する場合は
ストを行いたい場合は

同音異義語をディクテーションする場合

ディクテーション：単語（中国語）の漢字（中）テスト
では同音異義語が出題された場合、区別してディクテー
ションできるよう、以下のように表示されます。
1.同音の見出し語があり、本文中
   に用例がある場合

2.同音の見出し語があり、本文中
   に用例がない場合

   用例が表示されます。    品詞分類、画数が表示されます。
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する

トの不正解問題を復習画面に表示
用することができます。
文（中国語）の検索画面を表示させ

習」タブに移動させます。 
解の単語または例文のリストが表示

項目を選択し を押すと、本文

から50問まで保存されます。
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テスト結果を見る

「テスト」タブを選択し、検索画面で「 テスト結果を表示
します」を選んで  を押すと、テスト結果を表示する
ことができます。

• テスト出題順序をランダム設定にした場合、テスト結果は反映され
ません。

•（　）内は正答数のうち、ヒントを使用して正答できた数を示して
います。

不正解問題を復習

ディクテーションテス
して、復習用として活
ディクテーション：例
ます。

でカーソルを「復
を押すと、不正

されます。
で復習したい

画面が表示されます。

• 不正解問題は最新のもの
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容

んで設定してください。
定する項目は異なります。

の出題範囲を選択します。
定は「すべて」です。

の出題順を選択します。

ンツに収録されている順番に表示します。
定は「書籍順」です。

順序を入れ替えて表示します。
の記録を削除します。
記録を削除します。

V823_923.book  Page 158  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
158

テスト設定を行う

ディクテーションでは、テスト画面の表示方法や順序など
を設定することができます。
ディクテーション：例文（中国語）の検索画面を表示させ
ます。  でカーソルを「設定」タブに移動させます。

 を押すと、設定画面が表示されます。
 / でカーソルを移動させ、以下の設定から選びます。

「設定保存」にカーソルを移動させ  を押します。
（学習設定の方法  73 ページ参照）

設定項目とその内

以下を参考に項目を選
コンテンツによって設

テスト範囲            テスト
                          初期設

順 番            テスト
           書籍順  コンテ

                初期設

ランダム  問題の
テスト進捗クリア  テスト
不正解記録クリア  不正解
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た英単語を含む成句を調べる

を使った成句を調べたい場合、  で
択します。「成句」欄に「effect」 
。画面の候補表示から「  bring/
」を選択し、  を押します。
ージ参照）

で入力すると、入力した単語をすべて含む
ます。
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複数辞書検索機能を使う

調べたい語句、成句または例文を複数のコンテンツから同時
に調べることができます。

 を押し、検索画面を表示させます。

【読み検索】語義や訳を複数辞書検索する
（「読み」の複数辞書検索を例に説明します）

「いん」という語句を複数のコンテンツで同時に調べたい場
合、「読み」欄に「いん」と入力します。画面の候補表示
から「  イン in 」を選択し、  を押します。
（検索方法 1  26 ページ参照）

【成句検索】入力し

「effect」と「into」
「成句検索」タブを選
「into」と入力します
put sth into effect
（検索方法 1  26 ペ

• 複数の単語を「＆」で結ん
成句を検索することができ
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、候補表示リスト上にカードアイコンが表示

表示されるアイコンとコンテンツ・ 検索モード

中日大辞典〔V923〕（例文）
日中辞典（例文）
現代漢語詞典（例文）
英中辞典（例文）
中英辞典（例文）

典 文法用例辞典
文）

用語対訳集

英和辞典（成句）
和英辞典
OALD
OALD（例文）

新明解国語辞典
漢字源
故事ことわざ辞典

マイペディア

カタカナ語辞典（略語）

中日辞典（例文）
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【例文検索】入力した単語を含む例文を調べる

「问 ( )」を使った例文を調べたい場合、  で「例文
検索」タブを選択します。中国語を漢字で調べたい場合、
「例文 」欄に「 」と入力します。画面の候補表示
から「 [行～【啊】, 没有问题 ]」〔V923〕を選択し、

 を押します。
（例文を検索する  67 ページ参照）

• V823では中日大辞典は表示されません。
• 複数の語句を「＆」で結んで入力すると、入力した語句をすべて含む
例文を検索することができます。

• カードコンテンツの場合は
されます。

wen

wen

複数辞書検索の候補表示で
中国語１

中国語２

英語

国語

中日大辞典〔V923〕
日中辞典
現代漢語詞典
英中辞典
中英辞典
現代中国語新語辞
文法用例辞典（例

日中英・電子技術

英和辞典
英和辞典（例文）
和英辞典（例文）
OALD（成句）

実用

大辞林
類語大辞典〔V923〕
四字熟語辞典
カタカナ語辞典

パソコン用語事典

Oxford類語

中日辞典
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機能が使用できるコンテンツ

中日大辞典〔V923〕
現代漢語詞典
中英辞典

辞典 文法用例辞典

術用語対訳集

和英辞典
Oxford類語

新明解国語辞典
923〕 漢字源

故事ことわざ辞典

事典 マイペディア
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•

•

 でカーソルを移動させ、調べたいコンテンツを
選択します。  を押して本文画面を表示させます。
表示中の見出し語と同じ見出し語が他のコンテンツにない場合は、
ジャンプしません。またジャンプ先のコンテンツが１つだけの場合
は、ジャンプ先のコンテンツの本文画面が表示されます。
ジャンプ先の本文画面からもとの画面に戻る場合は、  を押します。

実用

大辞林
類語大辞典〔V
四字熟語辞典
カタカナ語辞典

パソコン用語
ディクショナリーリンク機能を使う

同じ見出し語を他のコンテンツにジャンプして調べる

表示中の見出し語と同じ見出し語が他のコンテンツにある
場合、  で他のコンテンツにジャンプして調べること
ができます。

例 題 ジーニアス和英の本文画面から大辞林の本文画面にジャンプします

1「おうかくまく【横隔膜】」の本文画面を表示させます。
（和英辞典を使う  117ページ参照）

2  を押します。画面に該当する語句が収録コンテンツ
を表示するアイコンとともに候補表示されます。

ディクショナリーリンク

中国語１

中国語２

英語

国語

中日辞典
日中辞典
英中辞典
現代中国語新語

日中英・電子技

英和辞典
OALD
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ンプ先の画面の候補表示が表示され

ルを移動しジャンプ先（ここでは
】」）を指定します。再度  を押
します。

本文画面が表示されます。
合、リスト表示されますので、  で
ンプ先を指定します。候補が一つしかない
画面にジャンプします。
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マルチジャンプ機能を使う

指定したコンテンツへジャンプする

調べた言葉の意味や、例文の中に使われている単語を選択
し、他の「コンテンツ」または参照見出しに移ってそれら
の意味をさらに詳しく調べることができます。

例 題  「various」の本文画面中の「幾多」の意味を調べます

1 英和辞典で「various」の本文画面を表示させます。
 を押すと、 が画面右上に表示されます。 

 でカーソルを移動させ、本文中の
「幾多」を反転表示させます。

• ジャンプを解除する場合は、  を押してください。
（英和辞典を使う  115 ページ参照）
（2 文字以上の語句を選択する場合  164 ページ参照）

2  を押すとジャ
ます。

 でカーソ
「 いくた【幾多
してジャンプを実行

3 大辞林の「幾多」の
• 2語以上の候補がある場
カーソルを移動し、ジャ
場合、直接その語の本文
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る

る際に「 」が画面上に表示された
項目にジャンプすることができます。

本文画面中にある参照項目に
す

us」の本文画面を表示させます。
画面右上に表示されます。
カーソルを移動させ、「 」を反転

は  を押してください。
115ページ参照）
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前の画面に戻る
一つ前の画面に戻るときは  を押します。
• ジャンプ後の本文画面で  を押すと、ジャンプ先選択の画面に戻り
ます。

参照ジャンプをす

訳語や語義を調べてい
場合は、その語の参照

例 題
  「various」の
ジャンプしま

1 英和辞典で「vario
 を押すと が

 で
させます。

• ジャンプを解除する場合
（英和辞典を使う  

ジャンプ先を指定する画面は、選択している語句によって3つに分類されます。
中国語選択されている場合、ジャンプ先になるコンテンツ

英語選択されている場合、ジャンプ先になるコンテンツ

日本語選択されている場合、ジャンプ先になるコンテンツ

日中英・電子技術用語対訳集
英和辞典

和英辞典

OALD
Oxford類語 大辞林（略語）

パソコン用語事典

日中英・電子技術用語対訳集 日中辞典
大辞林

新明解国語辞典 類語大辞典〔V923〕
漢字源
故事ことわざ辞典
カタカナ語辞典

パソコン用語事典
百科事典マイペディア

カタカナ語辞典（略語）

四字熟語辞典

中日大辞典〔V923〕中日辞典
現代漢語詞典

英中辞典

中英辞典
現代中国語新語辞典 文法用例辞典
日中英・電子技術用語対訳集
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2「 」が反転表示されている状態で  を押すと、参照
項目「variegated」の本文画面へジャンプします。

2 文字以上の語句を選択する場合

• ジャンプしたい語句が2文字以上である場合は、 
を押した後  でカーソルを選択したい
語句の最初の文字まで移動させます。  を再度押
すと画面上の が反転します。その後、  を押して反
転文字範囲をひろげてください。

•  を押すとジャンプを解除します。
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句リストを表示させます。
を移動させ、調べたい成句（ここで
hat it takes」）を選択します。

に句動詞  のリストも表示することがで
を行う際に2回  を押すと、句動詞の
またもう1度（3回）押すと本文画面に戻
数は、検索した単語により異なります。
関連語句アイコン  166ページ参照）

句本文画面を表示させます。
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関連語句を調べる

成句、複合語、熟語、慣用連語、類語、関連単語、
句動詞を表示する

コンテンツの本文画面右上に関連語句アイコンが表示
されている場合は、その見出し語を使った成句、複合語
（派生語を含む）、熟語、慣用連語、類語、関連単語、句動
詞のリスト画面を表示することができます。

例 題 OALDで本文画面から成句リストを表示します

1 OALD で「take」の本文画面を表示させます。画面右
上に  が表示されていることを確認します。
（英英辞典を使う  119ページ参照）

2  を押して、成
 でカーソル

は「have (got) w

•「take」には成句のほか
きます。手順2の操作
リストが表示されます。
ります。  を押す回
（本文画面に表示される

3  を押して、成
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動詞を先頭にして本文画面が表示さ

連アイコン
表示される関連語句アイコン

 熟語

3〕  関連単語
 成句
 複合語
 成句

 句動詞
 慣用連語

 類語
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例 題 OALDで本文画面から句動詞リストを表示します

1 OALDで「take」の本文画面を表示させます。「take」の
本文画面右上に が表示されていることを確認します。
（英和辞典を使う  115ページ参照）

2  を２回押し、「take」の句動詞リストを表示させ
ます。  でカーソルを移動させ、調べたい句動詞
（ここでは「take after sb」）を選択します。

• 句動詞リスト画面で  を再度押すと、本文画面に戻ります。
 を押す回数は、検索した単語により異なります。

3   を押すと、句
れます。

本文画面に表示される関
コンテンツ
中日辞典
中日大辞典〔V923〕
現代漢語詞典
漢字源
旅行会話《中国語》〔V82
英和辞典
和英辞典

OALD

新明解国語辞典

類語大辞典
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に「単語帳に登録されました」とメッ
表示中の単語本文画面が単語帳に登

テンツ1000 件とカードコンテンツの単語
件を登録することができます。

の単語を登録する

単語を単語帳に登録することがで
まで）。カードのリストに登録され

別のカードを挿入した状態の時は
ません」と表示され、登録した単語
できません。
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を表示させることが
単語帳を使う
各コンテンツに収録されている単語やカードコンテンツの
単語を単語帳に登録することができます。

覚えたい語句を単語帳に登録する

例 題 英英辞典の「photograph」を単語帳に登録します

1 OALDで「photograph」の本文画面を表示させます。
（英英辞典を使う  119ページ参照）

2  を押すと、画面
セージが表示され、
録されます。

• 単語帳には本機収録コン
1000件、合計2000

カードコンテンツ

• カードコンテンツの
きます（1000 件
ます。

• カードを外したり、
「コンテンツがあり
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帳に登録されているすべての単語が
 でカーソルを移動させ、「 

択します。

画面を表示させます。
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登録した単語を表示する

例 題 登録した「photograph」を表示します

1  を 2回押し、単語帳画面を表示させます。
 でカーソルを移動させ、すべてのコンテンツ

あるいは特定のコンテンツから登録した単語を表示さ
せます（ここでは「すべて」タブを選択します）。

• 登録した総単語数が多い場合やコンテンツ名から調べたい場合は、
コンテンツ名を選択します（その場合例題では「英語」→「Oxford
英英 (OALD )」を選択します）。

• カードコンテンツの単語は「すべて」のリストには登録されません。

2  を押すと、単語
表示されます。 
photograph」を選

3  を押して、本文
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クス

ト画面または本文画面の見出し語の頭に
、チェックを入れることができます。再度
を解除することができます。
 72ページ参照）
ェックを削除する  172ページ参照）
クを付けた単語の表示・非表示を設定する
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• 上記以外のコンテンツ・検索モード（例文検索など）で表示した本文
画面は単語帳に登録することができません。

• 単語帳ではパソコン用語事典と百科事典マイぺディアは「国語」の
リストに分類されています。

単語帳リスト画面に表示されるアイコンとコンテンツ・検索モード
中国語

英語

国語

実用

中日大辞典〔V923〕中日辞典
日中辞典 現代漢語詞典
英中辞典 中英辞典
現代中国語新語辞典 文法用例辞典
日中英・電子技術用語対訳集

英和辞典 英和辞典（成句）
和英辞典 OALD
OALD（成句） Oxford類語

大辞林 大辞林（慣用句）
大辞林（略語） 新明解国語辞典
類語大辞典〔V923〕 漢字源
四字熟語辞典 故事ことわざ辞典
カタカナ語辞典 カタカナ語辞典（略語）

パソコン用語事典 百科事典マイペディア

 チェックボッ

• を押すと単語帳リス
あるチェックボックスに

を押すと、チェック
（チェックボックス 
（指定項目の単語またはチ

• 単語帳設定画面でチェッ
ことができます。
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コンテンツにより順不同になることがあり

録単語の表示順序を設定します。
語帳に登録した順番です。初期設定は
録順」に設定されています。
単語ならアルファベット順、日本語なら
十音順に表示します。
ェック済み単語の表示順序を設定します。

ェック済み単語の表示順を特に設定し
せん。初期設定は「なし」に設定されて
ます。
ェック済み単語から順に表示します。
ェックなしの単語から順に表示します。

ェックマーク（ ）を付けた単語の表示
設定します。
ェック済み単語を表示します。初期設定
「表示する」に設定されています。
ェック済み単語を表示しません。
語の表示方法を設定します。
語、単語の本文内容をすべて表示します。
期設定は「全表示」に設定されています。
語を隠して表示します。
語の本文内容を隠して表示します。
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単語帳の設定をする

1  を 2回押し、単語帳画面を表示させ、  で「設定」
タブを選択します。

2  を押すと単語帳設定画面が表示されます。
 で設定したい項目を選択し、  で内容を

選択します。「設定終了」を選択し、  を押して設定
内容を保存します。

•「アルファベット順」は
ます。

表示順 登
登録順 単

「登
アルファベット順 英

五
チェック済み単語の
扱い

チ

なし チ
ま
い

チェックが先 チ
チェックが後 チ

チェック済み単語 チ
を

表示する チ
は

表示しない チ
表示方法 単

全表示 単
初

見出し語を隠す 単
内容を隠す 単
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削除する

したい単語（ここでは「photograph」）
ます。
「選択されている単語を削除します」
れます。

 を押すと、「単語を削除しました」
され、表示中の単語が単語帳から削
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表示方法について
表示方法で「見出し語を隠す」か「内容を隠す」のいずれか
を選んで設定すると、単語帳に登録された単語の本文画面で
それぞれの項目が隠されて表示されます。

 を押すと、隠されていた内容が表示されます。
暗記をしたり、どの程度理解できたかをテストして確かめる
のに便利です。
再度  を押すと次の単語に進みます。
• 下は「見出し語を隠す」を選択した画面です。

•「見出し語を隠す」と「内容を隠す」の表示画面では単語帳のデータ削除
はできません。それぞれの項目を表示させてから削除することができます。

単語帳のデータを

1単語ずつ削除する

1 単語帳リストから削除
の本文画面を表示させ

 を押すと、画面に
とメッセージが表示さ

2「はい」を選択し、 
とメッセージが表示
除されます。
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したい単語に応じて項目を選びます。

び、  で「はい」を選択しま
選択した単語またはリスト上の全単
されます。

が登録されていない場合は、「単語が登録さ
ージが表示されます。

された単語にチェックマークが付いていな
みの項目はありません」とメッセージが表

押すか「いいえ」を選んで  を押します。

選択した単語のみ削除する場合

）を付けた単語を削除する場合
トで選ぶと、選択した単語帳のチェッ
をすべて削除します。
ツの単語帳ごと、または登録されてい
単語を削除する場合
いコンテンツの単語帳を表示させると、
単語帳のすべての単語を削除します。
面で「すべて」を選ぶと、単語帳に登録
ードコンテンツ以外のすべての単語を
す。

トの全単語のチェックを一度に解除し
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指定項目の単語またはチェックを削除する

1 単語帳リスト画面を表示させます。  でカーソルを削
除したい単語へ移動させます。
ここでは、「すべて」→「  photograph」の順に
選択します。

2  を押すと、「単語 , チェック解除」の画面が表示され
ます。

3 以下の項目から削除

4  で項目を選
す。  を押すと、
語のチェックが削除

• 選択した単語帳に単語
れていません」とメッセ

• 選択した単語帳に登録
い場合は、「チェック済
示されます。

• 削除しない場合は、  を

選択してい
る単語

リスト上で

チェック済
みの単語

チェック（
単語帳リス
ク済み単語

リスト上の
全単語

各コンテン
るすべての
• 削除した
選択した

• 単語帳画
されたカ
削除しま

リスト上の
全単語の
チェック

単語帳リス
ます。
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を移動させ、調べたい英単語（ここ
l」）を選択します。  を押し、本
す。

ことができます。

用できるコンテンツ・検索モード

英和辞典
Oxford類語
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スペルチェック機能を使う
英単語のつづりがはっきりわからないときは、曖昧なつづ
りのまま候補を絞り込むことができます。

例 題 英和辞典で｢fizical｣と入力して｢physical｣を検索してみます

1 英和辞典で検索画面を表示させます。「スペル」欄に、
曖昧なつづりの英単語（ここでは「fizical」）を入力し
ます。
（英和辞典を使う  115ページ参照）

2 を押すと、入力した文字にスペルチェックがかけ
られ、該当する英単語が画面の候補表示に表示されます。

• 該当する単語がない場合は、入力文字に類似した単語が画面の候補
表示に表示されます。

3  でカーソル
では「 physica
文画面を表示させま

● 「スペル」欄にて使用する

スペルチェック機能が使

英中辞典
OALD
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に｢そら｣のつく語句を逆引きします

示させます。「読み」欄に「＊そら」

句が五十音順に候補表示されます。
1ページ参照）

と、「＊」を入力せずに逆引き検索をするこ

力し、逆引き検索する  132ページ参照）
って検索する際に「＊」を使った場合、検
ります。途中で検索を中止する場合は、 
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さ
（英
れます。
和辞典を使う  115ページ参照）
ワイルドカードサーチ機能を使う
英単語のつづりや曖昧な語句を調べる時に、わかるところ
まで文字を入力し、不明なところは「？」（クエスチョン）
または「＊」（アスタリスク）を入力して候補を絞り込む
ことができます。

例題1 英和辞典で「トリケラトプス (triceratops)」のつづりを「＊」を使って調べます

英和辞典の検索画面を表示させます。「スペル」欄に「tri＊s」
と入力します。
検索対象となる単語は「tri」で始まり、最後が「s」であ
れば、その間はどんな文字で何文字でもかまわないという
ことになります。
「tri＊s」で検索できる単語がアルファベット順に候補表示

不明な文字の代わりに入力する「＊」/「？」をワイルドカー
ドといいます。「＊」は指定文字数に制限がないことを意
味します。それに対して「？」は、1つで1文字のみ指定しま
す（「？？」と入力すれば2文字を指定したことになります）。
「？」を入力するには      を1回押し、「＊」を入力するには
     を2回押します。「＊」は一ヶ所のみ入力できます。

例題2 大辞林で語尾

大辞林の検索画面を表
と入力します。
「そら」が最後につく語
（国語辞典を使う  13

• 大辞林逆引き検索を使う
とができます。
（語句の語尾につく文字を入

• ワイルドカードサーチを使
索時間が長くなることがあ
を押してください。 
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ドカードサーチを使用することができません。

イン・漢字・訳語）  
           
字） 
           

  
イン・漢字）   
字） 

823〕（ピンイン・漢字）   
集（日本語・ピンイン・漢字・英語）   
〕（和中英辞書）   

           

            
）   
ー（スペル） 

           

）           

            
  

）       

英語） 
    

使用できるコンテンツ・検索モード
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例題3  英和辞典で｢orange ｣の２文字目が｢ r ｣か｢ I ｣か曖昧です。｢？｣を使って調べます

英和辞典の検索画面を表示させます。「スペル」欄に「o？ange」
と入力します。検索対象となる単語の文字数は 6 文字と決めら
れます。その上で 2 文字目はどの文字でもよいということにな
ります。「？」は、単語の文字数がわかっているときの検索に便
利です。
（英和辞典を使う  115ページ参照）

• 該当する候補がない場合は、「見出し語にありません」が表示されます。

•「漢字（日）」欄ではワイル

中国語１
中日辞典（ピンイン・漢字）
中日大辞典〔V923〕（ピン
日中辞典（読み）             
現代漢語詞典（ピンイン・漢
英中辞典（スペル）          
中英辞典（ピンイン・漢字） 
現代中国語新語辞典（ピン
文法用例辞典（ピンイン・漢
中国語2
中国語基本単語1400〔V
日中英・電子技術用語対訳
旅行会話《中国語》〔V823
英語
英和辞典（スペル）    
和英辞典（読み）  
OALD（スペル）    
Oxford類語（スペル・付録
新TOEIC® テストマスタリ
国語
大辞林（読み・逆引き・略語）
新明解国語辞典（読み）   
類語大辞典〔V923〕（読み
漢字源（読み） 
四字熟語辞典（読み）       
故事ことわざ辞典（読み） 
カタカナ語辞典（読み・略語
実用
パソコン用語事典（日本語・
マイペディア（読み）  

ワイルドカードサーチが
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英和辞典で今までに調べた英単語が

を移動させ、調べたい英単語（ここ
ond」を選択します。
画面を表示させます。
索モードとカードコンテンツより最新のも
記憶されます（履歴が 500 件以上になっ
調べる度に、古いものから順に消去されて
された語句は上に、古いものは下へと順に
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履歴機能を使う
今までに調べた語句を一覧表示させ、見出し語を引き直す
ことができます。またカード使用時はカードコンテンツの
履歴も保存されます。

履歴リストから本文画面を表示する

例 題 英和辞典で調べた「beyond」を引き直します

1  を1回押し、英和辞典の検索画面を表示させます。

2 を押します。
履歴表示されます。

 でカーソル
では「 bey

 を押して、本文
• 履歴は、コンテンツ・検
のから合計 500 件まで
た場合は、新しく語句を
いきます）。新しく記憶
表示されます。
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ツの履歴を表示する場合

カードを取り外すまで本体に履歴
ができます。「すべて」と「カード
されます。
、それまでのカードコンテンツの履歴は消

の履歴リストで検索することがむず
  で調べたいコンテンツをさがし、
下は大辞林の履歴リストを表示さ

、画面上の       をタップします。
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メニュー画面から履歴リスト画面を表示する
メニュー画面からコンテンツを指定せずに履歴を表示す
ることができます。

1 メニュー画面を表示させ、  を押します。

2「すべて」というタイトルの履歴リストが表示されます。
ここでは、すべてのコンテンツの履歴を検索することが
できます。

 カードコンテン

カードコンテンツは
データを保存すること
メニュー」に履歴表示
• 一度カードを取り外すと
去されます。

件数が多く、「すべて」
かしい場合は、         
履歴を表示させます（
せた画面です）。
●  スタイラスを使う場合は
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削除の画面が表示されます。
れている履歴のみ削除」を選択し、
を選んで  を押します。

され、履歴リスト画面に戻ります。
 を押すか、「いいえ」を選択した後  を
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履歴を削除する

各コンテンツの履歴は、1件ずつまたはコンテンツごと
にまとめて削除することができます。

例 題 １件ずつ削除します

1 英和辞典から履歴リスト画面を表示させます。
 でカーソルを移動させ、履歴リストから削除したい

単語（ここでは「  beyond」）を選択します。

2  を押すと、履歴
 で「選択さ
 で「はい」

3 選択した履歴が削除
• 削除を中止する場合は 
押してください。
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履歴が残らない場合があります。

〔V823〕 日中英・電子技術用語対訳集
〔V823〕

英和辞典（成句）
和英辞典
OALD
OALD（例文）
新TOEIC® テストマスタリー

リー（例文）

大辞林（慣用句）
新明解国語辞典

23〕 漢字源
故事ことわざ辞典
カタカナ語辞典（略語）

百科事典マイペディア

ンテンツ

23〕 中日大辞典〔V923〕（例文）
中日辞典（例文）

日中辞典（例文）
現代漢語詞典（例文）
英中辞典（例文）
中英辞典（例文）

典 文法用例辞典
文）
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例 題 コンテンツごとにまとめて削除します

1 英和辞典の履歴リスト画面で  を押すと、履歴削除の
画面が表示されます。  で「すべて削除」を選択
し、  で「はい」を選んで  を押します。

2 選択したコンテンツの履歴がすべて削除されます。
• 削除を中止する場合は  を押すか「いいえ」を選択した後、  を
押してください。

• 別のコンテンツの履歴を削除する場合は、履歴リスト画面から
 で別のコンテンツあるいは「すべて」の履歴リストから、

削除したい履歴を表示させます。
• 全コンテンツの履歴をまとめて削除する場合は、「すべて」の履歴
リストから行ってください。

• 検索モードなどにより、

中国語２

英語

国語

実用

中国語基本単語1400
旅行会話《中国語》

英和辞典
英和辞典（例文）
和英辞典（例文）
OALD（成句）
Oxford類語
新TOEIC® テストマスタ

大辞林
大辞林（略語）
類語大辞典〔V9
四字熟語辞典
カタカナ語辞典

パソコン用語事典

中国語１
履歴機能が使用できるコ

中日大辞典〔V9
中日辞典

日中辞典
現代漢語詞典
英中辞典
中英辞典
現代中国語新語辞
文法用例辞典（例
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向きが印刷されています。
ンテンツカードやSDメモリーカードを
」と表記します。
のが使用できます。
/128MB/256MB/512MB/1GB/2GB
リーカードやコンテンツカードの詳しい情

ank」よりご覧ください(2009年1月現在)。
す。
め、画面が表示されるまでに時間がかかる

ドの容量や書き込まれているデータ量によ
間が異なります）。

注意
る時のご注意

は、上部のへこみにツメをかけて
てください。ふたは強く引っぱる

が切れることがあります。無理に
ないでください。
本機の故障を防ぐためにもカード
前後）を確認の上カードスロット
てください。

のを挿入しないでください。カー
損する恐れがあります。
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• カード以外のも
ドや挿入部が破
カード（コンテンツカードやSDメモリーカード等） を使う

オプションのコンテンツカードを使用したり、市販のSD
メモリーカードに保存されたテキストファイルを読んだり
MP3形式のデータを再生することができます。

カードを挿入する

1 電子辞書の電源を切ります。

2 カードスロットのふたをはずします。カードのラベル面
を上に、また切り欠きの向きを画面のようにして、「カ
チッ」と音がするまでゆっくりカードスロットの奥まで
入れます。

• 本機裏面にカードの挿入
• コンテンツを収録したコ
使用説明書では「カード

• カードは下記の容量のも
16MB/32MB/64MB

• 動作確認済みのSDメモ
報は「canon.jp/wordt
  ロゴは登録商標で

• カード内の情報確認のた
ことがあります（カー
り、表示されるまでの時

カードを挿入す

• ふたをはずす時
ゆっくりはずし
と取り付け部
引っ張ったりし

• カードの破損や
の向き（表裏、
に正しく挿入し

！

！
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を使う

ツカードを本体に挿入し、コンテン
ことができます。
法詳細については、必ずコンテンツ
ご覧ください。
状態でカードを挿入し、本体を開い

カード」を選択し、  を押します。
テンツを選ぶ  23 ページ参照）
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カードを取り出す

1 電子辞書の電源を切ります。カードスロットのふたをは
ずし、カードを軽く押し込みます。

• カードは軽く押し込んで手を離すと少し飛び出してきますので、指
で軽くおさえてください。

2 カードを取り出します。
• ゆっくりとまっすぐ引き抜いてください。

コンテンツカード

オプションのコンテン
ツを追加して使用する
操作方法や取り扱い方
カードの使用説明書を

1 本体を閉じたままの
て電源を入れます。
メニュー画面から「
（メニュー画面からコン

注意
カードを取り出す時のご注意

• データの読み出し中や書き込み中は、絶対にカー
ドを取り外したり、電池を取り外さないでくださ
い。カードや電子辞書本体が破損する恐れがあり
ます。
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2 カードコンテンツのメニュー画面が表示されます。
 でコンテンツを選択し、  を押します。

• カードコンテンツと本体のコンテンツとでは、使用できる機能が一部
異なる場合があります。
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タイトルのフォルダを作成し、
中に「Document」というタイトル
ます。

ルダ内にパソコンなどで作成したテ
ピーします。

の画面表示は異なる場合があります。また
使用説明書もあわせてご確認ください。
なる場合、電子辞書実機画面に「テキスト
ん」または「次のフォルダにファイルを入

n￥Document）」とメッセージが表示され、
ことができません。
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• 動作環境によりパソコン
パソコンや各対応機器の

• ファイルの保存先が異
ファイルがみつかりませ
れてください（￥Cano
テキストファイルを読む
テキストビューアー機能を使う
市販のSDメモリーカードに保存されたテキストファイル
を電子辞書上で読むことができます。

テキストファイルをSDメモリーカードにコピーする

テキストファイルを電子辞書で読む前に、以下の手順にて
SDメモリーカードの指定のフォルダにコピーします。

1 パソコンのマイ コンピュータ上の SD メモリーカード
ドライブ（ここでは「リムーバブルディスク（I:）」）を
開きます。 

2「Canon」という
「Canon」フォルダの
のフォルダを作成し

3「Document」フォ
キストファイルをコ
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を読む

ツール」→「テキストビューアー」
ファイルのタイトルリストを表示

ファイルを選択し、  を押します。
テンツを選ぶ  23 ページ参照 )
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SDメモリーカード内のフォルダとファイルの条件

テキストビューアー機能を使用する前に次の条件をお守
りください。

テキストファイル

1 メニュー画面から「
を選択し、テキスト
させます。

 でテキスト
(メニュー画面からコン

備　考
フォルダ内の
ファイル数

1フォルダ内に
100件まで表
示することがで
きます。

ファイル数が100件を超えた場合、
「100件を超えるテキストファイル
がみつかりました　テキストファ
イルを表示できません」とメッセー
ジが表示され、テキストファイルを
読むことができません。
ただし5MBの容量を超えたテキス
トファイルは件数にカウントされ
ません。

ファイル
サイズ

1ファイルに
つき5MBまで

テキストファイルが5MBの容量を
超えた場合、テキストファイルを読
むことができません。
また、ファイル名も表示されません。

ファイル名
の文字数

全角・半角とも
「X:￥Canon
￥Document
￥」を含む
256文字まで
（パス名、拡張
子も含む）

パス名とはファイルが保存してある
フォルダ名と区切りの記号（￥）の
ことです。

拡張子 .txt
1行の文字数 半角文字で

5120文字（全
角文字で2560
文字）まで

これを超えた場合、強制改行されて
表示されます。
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ルの取り扱いについて

成や編集、およびSDメモリーカー
ではできません。パソコンなどの
てください。

リーカードにコピーしたテキストファイル
失、本機の故障、修理などにより失われる
のデータは必ずバックアップとしてパソコ
さい。
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2 テキストファイルの本文画面が表示されます。 

• エンコード ( 文字コードの設定 ) 対応は日本語 Shift JIS と中国語
GB2312です。またユニコードは非対応です。

• 対応していない文字や記号はタイトル、本文ともに「 」に置き換
えられて表示されます。

• テキストファイルの語句を選択し、他のコンテンツにジャンプして
その意味などを調べることができます。また英単語や英文を選択
し、その発音を確認することができます。なおテキストビューアー
では英単語もアルファベットごとに反転表示されますので、反転文
字範囲を広げて選択してください。
（すぐ出る発音を使う  57 ページ参照）
（TTS発音機能を使う  58 ページ参照）
（マルチジャンプ機能を使う  162ページ参照）

 テキストファイ

テキストファイルの作
ドへの書き込みは本機
対応機器を用いて行っ
• パソコンから SD メモ
は、誤操作、カードの紛
ことがあります。それら
ンに保存してご使用くだ
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タイトルのフォルダを作成し、
の中に「MP3」というタイトルの
す。

にパソコンなどで作成したMP3
ます。

の画面表示は異なる場合があります。また
使用説明書もあわせてご確認ください。
る場合、電子辞書実機画面に「MP3ファイ
たは「次のフォルダにファイルを入れてく
3)」とメッセージが表示され、MP3ファイ
ません。
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• 動作環境によりパソコン
パソコンや各対応機器の

• ファイルの保存先が異な
ルがみつかりません」ま
ださい (￥Canon￥MP
ルを再生することができ
MP3プレーヤー機能を使う
MP3形式のファイル（以降「MP3ファイル」と表記し
ます）が収録されたSDメモリーカードを本体に挿入し、
再生することができます。

MP3ファイルをSDメモリーカードにコピーする

MP3ファイルを電子辞書で再生する前に、以下の手順に
てSDメモリーカードの指定のフォルダにコピーします。

1 パソコンのマイ コンピュータ上の SD メモリーカード
ドライブ（ここでは「リムーバブルディスク（I:）」）を
開きます。

2「Canon」という
「Canon」フォルダ
フォルダを作成しま

3「MP3」フォルダ内
ファイルをコピーし
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再生する

り、SDメモリーカードを本体に挿

入れ、メニュー画面から「ツール」
、MP3プレーヤー画面を表示させ

0ページ参照）
テンツを選ぶ  23 ページ参照）
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mp3

MP3ファイルを

1 電子辞書の電源を切
入します。
本体を開いて電源を
→「MP3」を選択し
ます。
（カードを使う  18
（メニュー画面からコン

備　考

MP3ファイル
の保管先

X:¥ Canon 
¥ MP3 ¥

1フォルダ内に100件まで作
成することができます。

SDメモリー
カード内の
フォルダ数

100件まで
表示することが
できます。

「MP3」フォルダ内にはサブフォ
ルダを作成することができます。
MP3ファイルまたはフォルダが
100件を超えた場合、  「MP3
ファイルまたはフォルダが100
件を超えています　MP3ファ
イルを表示できません」とメッ
セージが表示されます。

フォルダ内の
ファイル数

1フォルダ内に
100件まで表
示することがで
きます。

ファイルサイズ 1ファイルにつ
き10MBまで

10MBの容量を超えたファイル
を保存して使用した場合、動作
保証はいたしません。

ファイル名の
文字数

全角・半角とも
「X:￥Canon￥
MP3」を含む
256文字まで
（パス名、拡張
子も含む）

パス名とはファイルが保存して
あるフォルダ名と区切りの記号
（￥）のことです。

MP3プレーヤー機能使用時のSDメモリーカード内
のフォルダとファイルについて
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ルリストからMP3フォルダリストに戻す場
す。手順 2 の画面に戻りたい場合は続けて

ルダがない場合は、MP3ファイルリスト上
す。
再生することができます。
ツを表示させたり、検索などの操作を行う
、高ビットレートのファイルを再生すると、
ったり、音が途切れたりすることがあります。
能、オーディオブック、ディクテーション
とするとメッセージが表示されます（下の

録音機能を使用した場合の画面です）。MP3
いいえ」、そうではない場合は「はい」を
。

フ時間に応じ、画面を消灯します。再表示
します。
  48 ページ参照）
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2 複数のMP3フォルダがある場合は、  でフォルダ
（ここでは「MP3 songs」）を選択し  を押します。

3  でカーソルをMP3ファイルリストに移動させます。
 でタイトル（ここでは「浦島太郎」）を選択し

 を押します。

• カーソルをMP3ファイ
合は、  を 1 回押しま

 を押します。
• MP3フォルダ内にフォ
にカーソルが表示されま

• カバーを閉じたままでも
• 再生中でも他のコンテン
ことができます。ただし
検索などの時間が長くな

• 再生中に、発音・録音機
などを同時に実行しよう
画面は MP3 再生中に
の再生を続ける場合は「
選択し  を押します

• 再生中もオートパワーオ
したい場合は、  を押
（オートパワーオフ時間
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はたらき

はキー入力によりMP3プレーヤー
ます。

ーは押すことで、下記の操作ができ

で表示されるアイコンを表しています。
して操作することもできます。

ディション キー操作後の動作
を表示しているとき

（  ） 選択した MP3 ファ
イルを再生します。

（  ） 一時停止します。

止中（  ） 再生します。

た MP3 ファ
再生中（  ）

一時停止します。

の場合 選択した MP3 ファ
イルを再生します。

た MP3 ファ
再生中（  ）

停止します。

の場合 選択したMP3ファ
イルを再生します。

画面を表示しているとき

停止します。
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MP3ファイルリスト画面について

• ファイルの形式やSDメモリーカードの状態、保存方法などにより、
再生できないことがあります。

• ダウンロードした音楽も再生できます。
• 再生音は、イヤホンやスピーカーから聞くことができます。

アイコンとキーの

画面上のアイコンまた
を操作することができ

アイコンはタップ、キ
ます。

•（　）は各コンディション
表示中のアイコンをタップ

1 選択したファイルのパス
2「X:￥Canon￥MP3￥」内のMP3フォルダリスト

3
MP3ファイルリスト
• タイトルをスタイラスでダブルタップすると選択したMP3ファ
イルを再生することができます。

4 各MP3ファイルごとの再生時間

5

ダッシュボード（MP3 アイコンと再生中の MP3 ファイ
ルの再生経過時間、タイトル、アーティスト名が表示され
ます）
• タイトルやアーティスト名が長くリストに入りきらない場合
は、 が表示されます。

• アーティスト名はデータの形式や保存方法などにより表示され
ない場合があります。

5

1

4

2
3

キー操作 コン
MP3プレーヤーの画面

 を押します。

停止中

再生中

一時停

 を押します。

選択し
イルを

その他

 を2秒間以
上押して離します。

選択し
イルを

その他

MP3プレーヤー以外の

 を2秒間押し
ます。

再生中
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する
 をタップします。リピート設定の

でカーソルを移動させ、以
。

」です。

ァイルはリピートされず、すべての
を再生し終わると、停止します。

MP3ファイルを繰り返し再生します。

ルダ内の MP3 ファイルをすべてリ
ます。
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その他のアイコンのはたらき

• MP3プレーヤーを再生しながら、他のコンテンツの検索もすることが
できます。

• 本機左側面の音量調整ダイヤルを回して、音量を調整することができ
ます。
（音量調整  51 ページ参照）

各種機能の設定

リピート設定を選択
 キーを押すか 

画面が表示されます。
下の設定から選びます

• 初期設定は「リピートなし

再生中にタップすると前の曲を頭出しします。

再生中にタップすると次の曲を頭出しします。

 ／ リピート設定を選ぶことができます。
（リピート設定を選択する  右コラム参照）

 ／ 表示言語の設定を選ぶことができます。
（言語設定を選択する  191 ページ参照）

リピートなし
MP3フ
トラック

ー曲リピート 選択した

全曲リピート
再生フォ
ピートし
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トレート192Kbps）再生時の電池

てカバーを閉じた状態で連続再生
電池で約5時間、充電式ニッケル水
用できます。
生する場合は、外部電源（USBバスパワー
ター）でのご使用をお勧めします。

保存先と取り扱いについて

、および SD メモリーカードへの
できません。パソコン等の対応機
イルを作成後、市販のSDメモリー
ださい。
や文字は表示されません。
ーカードにコピーしたMP3 ファイルは、
本機の故障、修理などにより失われること
ァイルは必ずバックアップとしてパソコン
い。
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言語設定を選択する
MP3プレーヤー機能の画面に表示される言語を選ぶこと
ができます。例えば、MP3ファイルをパソコンで作成し
た時、ファイル名やタイトルを以下の言語で保存した場合
は、言語設定を選択し正しく表示させることができます。

 を押すか  をタップします。言語設定の画面が
表示されます。

 でカーソルを移動させ、以下の設定から選択し、
 を押します。

• 初期設定は「オート」です。
• ファイル名やタイトルに表示できない文字が含まれる場合、「 」と
表記されます。

MP3ファイル（ビッ
寿命
中間音量でイヤホンに
した場合、アルカリ乾
素電池で約4.5 時間使

• 長時間MP3ファイルを再
または別売りのACアダプ

 日本語 日本語の文字を基準とした表示になります。
 中国語 中国語の文字を基準とした表示になります。
 韓国語 韓国語の文字を基準とした表示になります。
 オート 自動で言語判断します。

MP3ファイルの

MP3 ファイルの作成
書き込みは、本機では
器を用いてMP3ファ
カードに書き込んでく
• ファイル名に特殊な記号
• パソコンからSDメモリ
誤操作、カードの紛失、
があります。それらのフ
に保存してご使用くださ
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 操　作 表　示

140  35  22 ( 127.)

140   35  22 ( -153.)

2  2  3 ( 6.)

9  5  3  2  7 ( 12.76)

2  4  3  8  1 ( 16.2)

4  ( 16.)

（n-1）回押すと、n乗が得られます。

5  (  0.2)

すと、逆数が求められます。
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電卓機能を使う
文字入力キーやバーチャルキーを使って、四則計算やメモ
リ計算などをすることができます。

1 メニュー画面から「ツール」→「電卓」を選んで、電卓
画面を表示させます。
（メニュー画面からコンテンツを選ぶ  23 ページ参照）

2 以下の計算例を参考に計算を行います。
• 計算を行う前に、  を押してください。
• 画面上のバーチャルキーをタップして入力することもできます。

電卓機能使用時のキーボード

計算例
▼一般計算

140 - 35 + 22 = 127

 サインチェンジキー
を使った計算
（おぼえておくと便利な
キーのはたらき  194
ページ参照）
-140 - 35 + 22 = 127

2×     3 = 6

9÷5×3.2 + 7 = 12.76

(2+4) ÷ 3×8.1 = 16.2

▼自乗・べき乗

42  = 16 

■  の後続けて  を
▼逆数計算

1/5 = 0.2 

■  の後続けて  を押
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を超えた場合、演算結果は上位12 桁のみ
されます。そのとき演算結果に小数点が表
小数点までを数えると、カットされた下位
ます（例の場合、2桁カットされているこ

算を続ける場合は  を、新たな計算を始
ください。
に戻ります。

オーバーフロー
える計算または計算結果の場合、または除
、オーバーフローサイン（ERROR）を表
を停止します。

操　作 表　示

1234567890 

10000 
(E 12.3456789000)

6  0 (E                          0.)
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• 演算結果の整数部が12 桁
を表示し、下位桁はカット
示されます。最上位桁から
桁の桁数を知ることができ
とがわかります）。

•「E」と表示されたとき、計
めるときは  を押して

•  を押すとメニュー画面

▼定数計算

2 + 3 = 5 2 3 (           5.)

4 + 3 = 7 4 (           7.)

1 -  2 = -1 1 2 (          -1.)

2 -  2 = 0 2 (           0.)

2 ×3 = 6 2 3 (           6.)

2 ×4 = 8 4 (           8.)

6 ÷3 = 2 6 3 (           2.)

9 ÷3 = 3 9 (           3.)

■アンダーラインが引かれた数字が自動的に定数になります。乗数の
場合は、定数を先に入力します。

▼メモリ計算

   3× 4 = 12 3  4 (M      12.)

-) 6÷ 0.2 = 30 6   2  (M      30.)

           -18 (M     -18.)

+)            200 200 (M    200.)

          182 (M    182.)

(      182.)

 
数値の整数部が12桁を越
数０の割り算を行った場合
示して、以降の置数、計算

計算例

6÷0 = 0 

1234567890×10000=
12345678900000

オーバーフロー
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おぼえておくと便利なキーのはたらき

クリアオールキー 計算中にこのキーを押すと、メモリも含
めたすべての計算をクリアにします。

入力訂正キー

入力した数値を訂正するキーです。誤っ
て数値を入力した直後にこのキーを押
すと、表示がクリアされるので、正しい
数値を入力し直すことができます。2回
続けて押すと、計算途中の内容をすべて
クリアできます（メモリ計算の内容はク
リアされません）。

メモリプラス／
イコールキー

数値または演算結果をメモリに加算す
るときに使用します。

メモリマイナス／
イコールキー

数値または演算結果をメモリから引く
ときに使用します。

リコールメモリ／
クリアメモリキー

1 回押すとメモリ内の数値を呼び出し
ます。2回続けて押すと、メモリ内の数
値をクリアします。

サインチェンジ
キー

表示数値の符号を反転させるときに使
用します。
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スタイラスで x 印をタップして、
補正します 点选 x 标记以校准手
ark to calibrate the touch screen" is
at five positions with the stylus. And

ared.

attery type setting and the contrast
the menu will be displayed, and the
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uage

screen, the display language can be
nese, Chinese and English. The Setup
und on the Menu screen.
enu screen  Refer to P.197.)

RESET
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■

1

2

Reset the device
Press Reset at the back of the device.
Open the device cover and adjust the display angle for the
best visibility.
When a message " システムを初期化しますか ?／是否
要初始化系统？／ Do you want to reset?" is displayed,
select "Yes" and press  button to reset the system.

4 After display the b
adjustment setting, 
device is ready for u

■Switch display lang
At the Setup menu 
switched among Japa
menu screen can be fo
(Select contents from the m
Quick Reference
＊The screen images in Quick Reference are wordtank V923.

Before Starting

■Insert batteries

1 Turn off the device and position your thumbs on the bat-
tery cover located at the back of the device. Push the
cover in the direction of the arrows to remove the cover.

2 Insert the two attached AAA size batteries with the
product and make sure that their poles (+ and -) are cor-
rectly aligned.
Install the battery cover again.

3 When a message "
タッチスクリーンを
写屏幕 Tap the x m
displayed, tap the
they will be disappe
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25～26

11～12

24

2～8

9

20

V823_923.book  Page 196  Monday, December 1, 2008  2:31 PM
196

Key Functions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ON/OFF Key

Menu / Wordmemo Key

Multiple Search Key

Daijirin / Shin Meikai JPN Dictionary Key

Eng-Jpn / Jpn-Eng Key

V823 XianDai Chn-Chn Dictionary Key

V923 XianDai Chn-Chn Dictionary / CHU-NICHI DAI Key

Chn-Jpn / Jpn-Chn Key

Eng-Chn / Chn-Eng Key

Backlight Key

Inputs * or ? in wild card search.
Inputs & to link words in the example search.
Shows some hints in the Dictation.
Inputs hyphen (-)
Selects 4 tones in pinyin input.
Checks a tick box in Wordmemo and Study Series contents.

Delete / Register Key

Jump Key
For the Multi Jump function.
Dictionary Link Key
Refers to the corresponding dictionaries.
Displays the previous history of searched words in the 
current dictionary.
Example Sentence Key
Displays the sentence of Example.
Refers to common expressions, compound words, fixed 
expressions, phrasal verbs and idioms.

Runs spell ch

Alters displa

Displays the

Voice Record
Starts voice 

Pronunciatio

Previous / N

Cursor Key (

Return Key

Enter / Trans

18

19

20

21

22

23

24

25

26

現漢

英中/中英

英和/和英

中日/日中

13～19

21～23

10

1

現漢/中日大
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Basic Operations

■Turn the power on <Open the device cover / Press >

Open the device cover or press  to turn on. The last
viewed screen appears on the display.
The device can also be turned on by pressing any of following

keys: , , , , 〔V823〕, 〔V923〕,
, .

The initial screen of the selected content appears on the dis-
play.

■Turn the backlight on

Press  to enable reading in poorly lit environments.

■Turn the power off <Close the device cover/Press >

To turn off the device, close the cover or press  . If the

cover is closed during MP3 playback, the playback continues

with the cover closed.

The unit itself will automatically turn off to save energy in
case keys have not been pressed for a certain period of
time.

■Select contents fro

1 Press  to disp
category by movin
selecting a category,

2 Press  to display

＊Contents can also be se
ter at the head of the di
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Chn 1

Chn 2

English

Chinese-Japanese
CHU-NICHI DAI-JITEN V923
Japanese-Chinese
XianDai Chinese-Chinese
Oxford English-Chinese
Oxford Chinese-English
Chin-Jpn Dictionary of New Words
Chinese Grammar and Usage Dictionary
Practical Chinese Thesaurus V923

Daily Chinese Conversation
Chinese Basic Vocablary 1400 V823
Challenge! Chinese Riddles 200 V823
Jpn-Chin Encyclopedia of Japanese Culture V923
Jpn-Chin-Eng Electronic Terms 
Travel Conversation Chinese V823
Chinese Usage Index

Reader's+Plus English-Japanese
Genius Japanese-English
Oxford English-English (OALD)
Oxford Thesaurus
English Expressions Database 1200
New TOEIC® Test Mastery 2000

Category of each content

Japanese

Practical

Write

Tools

Card

MyMenu

Super Daijirin
Shin Meikai Jap
Japanese Thesa
Kanjigen, Kanji
Four-Kanji Dict
Dictionary of P
Katakana Dictio

PC Encyclopedia
Mypaedia

Dictation: Word 
Dictation: Examp
Dictation: Word 
Dictation: Examp

Multiple Search
Text Viewer
Wordmemo
MP3
Calculator
Setup

Card Menu

The content nam

Category of each con
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  ) indicate that the contents of the
lly displayed. Press  to scroll
 at a time.
ist, press  (or tap  ) to scroll up by
or tap  ) to scroll down by screen.
r the searched word, press  (or tap

 the next screen or press  (or tap  )
previous screen of the text.
or the searched word, press  to dis-
try or  to display the next entry.

ntences

 appear on the main screen,
example sentences. Press  again

sult screen

 is displayed, press  to return to the

e

 search screen, Press  and select
isplay Usage" and press  to refer
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■Search words/phrases/sentences

1 Move  to select an input field. Enter a search
word or a phrase with the character keys.

2 A list of matched words/phrases will be displayed on the
lower side. A preview of the chosen headword is dis-
played on the upper side.

3 Move  to select the appropriate word/phrase on
the list and press  to display the main screen for the
selected word/phrase.

＊Press  to change the font size.
＊Select from the list, enter a list or icons by tapping with the stylus.

■Scroll screen

• Arrows (   or 
screen cannot be fu
up or down one line

• In the search result l
screen or press  (

• In the main screen fo
) to scroll down to

to scroll back to the 
• In the main screen f

play the previous en

■Display example se

When  and 
press  to display 
to close.

■Return to search re

While the main screen
search result screen.

■See dictionary guid

Move  in the
"Usage". Select"  D
to the guide.
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 that there are related words or phrases.

splay the previous or next line of text that
t be displayed in the current screen.

isplay the previous or next screen of text
ld not be displayed in the current screen.

 the amount of power remaining in the
. As the power remaining in the batteries
 low ( ), fewer segments are displayed
n.  Indicates using power from PC or

ter.

ar the pronunciation.
icon and press  to record a pronuncia-

compare it with the native pronunciation.)

ny of these icons appear in the search
een, example sentences can be displayed.
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■Tree structure list < Descriptions of  and  >

 in front of an item on the tree structure list indicates that
the item contains sub-items. Select an item with  and
press the  or  key to display the list of sub-items.

Press the  or  key to hide sub-items.  indicates that
no sub-items are contained for the items.

＊When using the stylus, tap an item to display a list of sub-items. Tap the
same item to return to the condition before the sub-items were dis-
played.

Smart Icons

Various functions can be used by tapping the icons
with the stylus.

4
5

6

1

3
2

1 Indicates

2
Tap to di
could no

3
Tap to d
that cou

4

Indicates
batteries
becomes
in the ico
AC adap

5
Tap to he
(Tap the 

tion and 

6
 

When a
result scr
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 only handle one character at a time.
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an be recognized are displayed as
right side of the input field in the

 and Japanese Katakana
se and lowercase)
ers (Arabic numbers)

 and Japanese Katakana (except 
ary)
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How to search (e.g. using Chinese-Japanese Dictionary)

With the Chinese-Japanese dictionary, you can conduct a
search using Pinyin (Chinese pronunciation), Japanese
pronunciation, the radical stroke count or the total stroke
count. You can also search by writing the character.

■Search a Chinese word by pinyin
When entering pinyin, press  to select appropriate tone.
(After inputting the pinyin, press  to change the tone
symbols;  <first tone>,  <second tone>, <third tone>,
or  <fourth tone>. The tone options will be different
depending on the pinyin letter inputted. The unavailable
tone will be skipped in selection.
e.g.) When searching " 旅行 " ( ), key in as below.
(For pinyin letter " ", use "v" instead.)

， ， ， ， ， ， ， ， ， ，

■Search by writing

1 Press  and display the handwriting box.
Write a character carefully in the handwriting box with
the stylus.

2 Candidate characters will be shown in the list box area.
Select the appropriate character and tap it with the stylus.

＊The handwriting box can
＊Compound words can o

luxing

The characters that c
shown below at the 
search screen.

…Japanese Hiragana
…Alphabet (upperca
…Numerical charact
…Japanese Kanji 

Japanese Hiragana
Four-Kanji Diction
…Chinese character
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o highlight  on the display. After
end the highlighted area to "it".

pears on the display and the selected
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The pronunciation

1 If the  mark appears on the main screen for each dictio-
nary, the pronunciation of the entry word or example sen-
tence are available. Press  to check the pronunciation data.

＊When the main screen of Chinese-Japanese,CHU-NICHI DAI-JITEN

〔V923〕 and Challenge! Chinese Riddles 200〔V823〕is shown, there is
no  mark. Directly press  to check the pronunciation data.

2 For touch screen operation, directly tap  with the stylus
once to select and twice to play back the pronunciation.

Use Quick Speech function

Using Quick Speech function, you can check the native
voice pronunciation of English and Chinese words on
the main screen or in examples. This function can be
used for all contents which can be selected by .
The pronunciation is based on the sound data by
Oxford English-English (English) and Chinese-Japanese
dictionary (Chinese). This function is only applied to
the words recorded in such dictionary. A whole sen-
tence cannot be pronounced as native voice. The pro-
nunciation of Chinese is based on Mandarin.

1 Press and move  to select the word.
(Use the Multi Jump function  Refer to P.208.)

2 Press  to hear the pronunciation.
＊Directly tapping  with the stylus after the word selection can also

hear the pronunciation.

■TTS pronunciation

English text appearing
(Text To Speech), if a
sound data of Oxford 

1 Display the search
English-English.
Press   and mo

2 Press  again t
that, press  to ext

3 Press . "TTS" ap
word/phrase is read 
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eadword in the Chinese-Japanese
AI-JITEN〔Ｖ923〕 from different
erred in dictionaries.

hinese Usage Index " from the menu
earch screen.
enu screen  Refer to P.197.)

indicates headwords with codes and symbols
 in the content texts.

d press  to display a list of the
ing the proverbs recorded in the Chi-

 to move the cursor and select
 word that you want to look up.
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Check your pronunciation

1 Press  .

＊If the  mark appears on the main screen, select  mark first and
press (except Super Daijirin and Challenge! Chinese Riddles 200).

2 While the message "Playing..." is displayed, the sample
pronunciation is played back.

3 When the message "Recording..." appears, the recording
will then be started. Please pronounce the word.

4 After about one minute, recording will be ended. Both the
sample and recorded pronunciations will be automatically
played back while the message "Comparing..." is dis-
played.

5 When the pronunciation comparison is finished, the mes-
sage "Do you want to continue the comparison?" appears.
Select "Yes" and press  to hear the recorded pronunci-
ation again. If "No" is selected, the pronunciation compari-
son ends and return to the search result screen.

＊The recorded pronunciation will be deleted when the pronunciation
comparison is finished. It cannot be saved.

Use Chinese Usa

You can look up a h
and CHU-NICHI D
indexes of usage ref

■Check proverbs

Select "Chn 2" → "C
screen to display the s
(Select contents from the m

＊The Chinese Usage Index 
such as  or  that are

1 Select "Index 1"an
headwords concern
nese-Japanese. Use 
the first letter of the
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 the use of audio book
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y 1400 V823
base 1200      
y 2000
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＊You can also select a headword by entering the first letter with the
character key.

＊When you press  , you can display the index of CHU-NICHI DAI-
JITEN〔Ｖ923〕 . When you press  again, the screen will return to
the index of the Chinese-Japanese.

2 Press  to display the main text screen.
＊Words listed in "Slang" and "Profanity"

As a component in the language, some expressions containing dis-
criminatory and insulting meaning may be included in the content.
Ensure that you do not use such words for the purpose of violating
human rights and hurting people. When using the words for other
genres, your consideration is also appreciated.

Use Audio Book

The contents of En
are compiled as the
nunciation exercise.

■Play back words an

1 Select "Chn 2" →"
menu screen to disp
Press  to select "L
(Select contents from th

Codes and symbols represent the following contents.

 Proverbs  Idioms  Phrases  Joke

 Metaphor  Derivative  Slang(CHU-NICHI DAI)  Dialects

 Colloquial  Honorific  Humble

 Profanity

 (Chinese-Japanese) /            (CHU-NICHI DAI) Loan words

 (Chinese-Japanese) /       (CHU-NICHI DAI) Greetings

The contents that allow
Daily Chinese Conversat
Chinese Basic Vocabular
English Expressions Data
New TOEIC® Test Master
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data that is currently played.

 

6
7

8

9

4 5

2

V823_923.book  Page 205  Friday, November 28, 2008  4:29 PM
2 Press  to display the setting of Audio Book. 

3 Press  to display the table of contents. Use 
to move the cursor and select the item.

4 Press  to display the play list screen. Play words and
phrases from the audio data of the selected item.

■ Icons and keys for 

 1 Display the title of t

 2
Display the current
number of tracks of

 3 Display the audio da

 4 Highlight the audio 

1

3
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tation

he Chinese-Japanese 
g added to the headwords)

e)               
se Conversation

(English)     
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Use Dictation

You can study Englis
ing, Chinese charact
sound of words and

■Test Pinyin

1 Select "Write"→ "D
Menu screen to di
select " Pinyin" an
displayed and the p
cally played. Enter t
tened to by typing k
(Select contents from th

Icon  / key entry Operation

 5  ／  
 ／   

<When not in the playback mode>
Tap   or press   to move the
play list screen backward or forward. 
Tap   or press   to move audio
data backward or forward.

 6 ／ ／

<When not in the playback mode>
Tap  or press  to playback.
<During playback>
Tap  or press  to pause playback.

 7 ／
<During playback>
Tap the icon or press  to stop play-
back.

 8 ／   

<When not in the playback mode>
Tap either icon or press either key to
jump to previous or next section.
<During playback>
Tap either icon or press either key to
playback to previous or next section.

 9 ／  

<When not in the playback mode>
Tap either icon or press either key to
jump to previous or next audio data.
<During playback>
Tap either icon or press either key to
playback to previous or next audio
data.

The contents in the dic
Dictation: Word (Chinese)
    Important phrases in t
    (Words with ★,   bein

Dictation: Example (Chines
    Examples of Daily Chine

Dictation: Word / Example 
    Words and examples of 
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＊To delete the character you have entered, press  or tap .
＊In case of the pinyin entry, it is not necessary to enter the four tones.

＊The gradual change of  indicates the passage of the time that you
have used for the answer.

＊When you have failed to listen to the pronunciation, if you press  or
tap  or ,  you can listen to the pronunciation as many times as
needed.

＊In case of Character (C) test, only handwritten entry is allowed. The
use of the character keys are not allowed.

2 After entering pinyin, press  or tap  or  to dis-
play the answer. If your entry is correct, " " will be dis-
played, and if your entry is incorrect, "X" will be displayed.

Press  or tap  or  to display the next question.

＊Display the correct answer, hint, the number of answers, and the num-
ber of questions in the lower-left corner of the screen. When the order
has been set at random, the number of questions is not displayed.

＊Press  or tap  to display the reference screen of Daily Chi-

nese Conversation. Press  to return the screen to the dictation
screen.

■End dictation

Press  or tap  .

■Continue the previous test

When you have answered the question once, if you select
the dictation test on the search screen, the message"Do you
want to start from the previous question?"will be displayed.
When you want to start from the next of the previous ques-
tion, use  ／   to select "Yes" . When you want to start
the test from the beginning,  use  ／   to select "No".

■See the test results

Choose the"  Displa
play the test results.

＊When the question order h
be counted.

■Review incorrectly

You can display the i
dictation test on the r
Display the Dictation m
to "Review". Press 
answered words or exa

＊Up to 50 incorrectly answ
order. The most recent que

■Make test setting

Display the Dictation m
to "Setup". Press 
the cursor to make the
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Use the Wordmemo

Register headwords

In the main screen for dictionaries, press  to copy the
word into the Wordmemo. Press  twice to see the list
of headwords previously registered.
Headwords are categorized by dictionary name automati-
cally. Select "All" to display all registered headwords.

Delete Wordmemo data

In the list of headwords, move  to select the head-
word to delete and press  . When the message "Delete
the words from Wordmemo " appears, move  to
select the appropriate item and select "Yes". Press  to
confirm the deletion of number of characters.

Use Wild Card S

1 In Japanese (kana),P
input, "?" and "＊" c
is entered at the sta
can be used.
While "?" represents
of number of charact

2 For example, enterin
search result "chris
that start with "chr"

Use the Multi Ju

1 In the main screen o
 to

another dictionary. I
press  to expand t
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 Order

ain screen of Chinese-Japanese,CHU-

923〕and XianDai Chinese-Chinese,
 to view the stroke order of the Chi-

he main screen.

r

lculator" from the menu screen to dis-

 area before performing calculations.
sing the virtual keys on the screen.
ress  to continue the current calculation.
 calculation.
enu screen.
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2 Press  to display destinations. Use  to select
the appropriate dictionary and press  to jump to the
destination.

＊If there is only one jump target, the jump will be directly executed.
＊If  is shown in the main screen, use Jump function to select .

Press  to see the reference.

Use the History function

1 In the initial search screen and main screen of any dictio-
nary, press  to display the History of headwords pre-
viously searched in the current dictionary.

2 Use  to select any dictionary and use  to
select any headword listed, press  to display the main
screen for the word. Press  to remove the word from
History.

View the Stroke

If  appears in the m

NICHI DAI-JITEN〔Ｖ
press  and 

nese character.

Press  to return to t

Use the calculato

Select "Tools" → "Ca
play calculator screen.

＊Press  to clear the entry
＊Numbers can be entered u
＊When "E" is displayed, p

Press  to perform a new
＊Press  to return to the m

筆
順
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xt files stored in a SD memory card
tionary.

s and folders in the SD memory card
 requirements before using the Text

Remark
When the stored location is incor-
rect, a message "Please store text
files in the following folder (\Canon\
Document)" appears and the text
files cannot be read.

s 
in 
er.

s 
 in 

When the number of files exceeds 100,
a message "More than 100 text files
found Text files will not be listed"
appears and the text files cannot be
read.

When a file is larger than 5MB, it
cannot be listed.

r-
h 
 
ac-
 
e 
)

The path name means the folder
name and partition mark (\) where
the files are stored.
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Use cards (Content Card and SD Memory Card)

■Insert cards

Open the cover of the card slot.
With the label facing upward, carefully slide the card into
the slot until it clicks into place. Close the cover of the card
slot.

＊Do not insert anything other than cards into the slot. Other objects may
damage the slot and cards.

■Remove cards

Turn power off. Open the cover of the card slot. Gently
push the card inward. It will automatically eject from the
card slot. Carefully pull the card out straight.

＊When you release your hand, the end of the card may spring out, there-
fore keep one finger gently pressed against the edge of the card.

■Use content cards

Insert a content card into the device.
Select "Card" from the menu screen to display the card
content menu screen. Use  to select the content,
and press  .

Use the Text Vie

You can read the te
on the electronic dic

■Requirements of file
Observe the following
Viewer function.

Location X: \Canon\
Document

Display 
format

The file name
are displayed 
ascending ord

Maximum 
number of 
files

Up to 100 file
can be shown
one folder.

File size Up to 5MB

Number of 
characters 
in the file 
name

Up to 256 cha
acters for bot
one-byte and
two-byte char
ters (including
the path nam
and extension

Extension .txt
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 a folder, and press  .
rsor to the MP3 file list. Use 
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■Reading text files

1 Select "Tools" → "Text Viewer" from the menu screen to
display Text Viewer screen.
Use  to select a text file, and press  .

(Select contents from the menu screen  Refer to P.197.)

2 Press  to display the main screen for the selected text
file.

＊Supporting encoding (language setting) is Japanese (Shift-JIS) and Chi-
nese (GB 2312) . Unicode is not supported.

＊Unsupported characters in file names and texts will be displayed as “ “.
＊You can select a word in a text file and jump to other contents for

looking up its meaning.

(Use the Multi Jump function  Refer to P.208.)

Use the MP3 pla

■Play back MP3 dat

Open the cover of the
Insert a SD Memory C
slot.

Select "Tools" → "M
MP3 player screen.
(Select contents from the m

Use  to select
Use  to move the cu
to select a title, and pr



Q
uick R

eference

ed back because of the file format, SD mem-
ethod, etc.

o be played back.
 be heard from the earphones or speaker.

card

 MP3 file

 icon and the playback elapsed time,
f the playing MP3 file are displayed.)

 name is too long to be shown in the list, 

displayed in Japanese (Shift-JIS), Chinese
(KS5601). The name may not be displayed
ype, stored method, etc.

5

4

3
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＊To move the cursor again from the MP3 file list to the MP3 folder list,
press  once.

＊When no folder exists in the MP3 folder, the cursor appears on the MP3
file list.

＊To change the setting, stop the MP3.
＊You can display other contents or start an operation such as searching

during playback. However, if you play a high bit rate file, the searching
may take longer time and the audio may be interrupted.

＊If you try to start the pronunciation, recording, Audio Book or Dictation
at the same time, a message will appear. To continue playing the MP3,
select "No", and if you do not want to continue, select "Yes" and press

.

MP3 file list screen

＊The folder may not be play
ory card condition, stored m

＊Downloaded music can als
＊The reproduced sound can

1 Selected file path

2 MP3 folder list in the 

3 MP3 file list

4 Playback time of each

5

Dashboard (The MP3
title and artist name o
＊If the title or the artist

appears.
＊The artist name is 

(GB2312) and Korean 
according to the data t

1

2
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 contents while playing back MP3.
e the volume control knob at the left side of

you tap this key during playback, the
s music will be played.

you tap this key during playback, the
usic will be played.

repeated playback.

the display language.
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■Icons and keys for using the MP3 player

The following operations can be performed by tapping
icons or pressing keys.

•（　） indicates the icons appeared under each condition. You can also tap
these icons instead of key operations.

Other icons

＊You can also search other
＊To adjust the volume, us

the device.

Key 
operation Condition of MP3 player

Action after the key 
operation

When MP3 player is displayed,

Press 

While stopping（  ） Play highlighted MP3 file

While playing（  ） Pause

While pausing（  ） Resume

Press 

While playing highlighted

MP3 file（  ）
Pause

Otherwise Play highlighted MP3 file

Press  
for 2 seconds

While playing highlighted

MP3 file（  ）
Stop

Otherwise Play highlighted MP3 file

When other content is displayed,

Press  for 
2 seconds

While playing Stop

When 
previou

When 
next m

 ／ Select 

 ／ Select 
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 an external power supply (USB bus power or
 play back the MP3 files.

3 files and write them in SD memory
 Use the appropriate devices such as
 files and then write the MP3 files in

ers cannot be displayed in the file name.
m a PC to the SD memory card may be lost     
rd damage, failure or repair of this device. 
 these files in your PC as backups. For the 
storing the MP3 files from your PC to the SD 
truction manual of the appropriate device.

ling MP3 files
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＊It is recommended to use
an AC adapter) when you

Remark

Location X: Canon MP3

Display format The folder and file 
names are 
displayed in 
ascending order.

Maximum 
number of the 
folders in one 
SD memory 
card

Up to 100 folders 
can be created.

When the number of folders 
exceeds 100, a message “More 
than 100 folders and MP3 files 
found. Please reduce number of 
folders.” appears.

Maximum 
number of files 
in one folder

Up to 100 files can 
be created in one 
folder.

When the number of the files 
exceeds 100, a message “More 
than 100 MP3 files found. Files 
will not be listed.” appears.

File size Up to 10MB When a file is larger than 10MB, 
proper operation is not 
guaranteed.

Number of 
characters in 
file names

Up to 256 charac-
ters for both one-
byte and two-byte
characters 
(including the 
path name and 
extension)

The path name means the 
folder name and partition mark 
( ) where the files are stored.

Folders and files in the SD memory card while 
the MP3 player function is used

You cannot create MP
cards with this device.
a PC to create the MP3
an SD memory card.

Special marks or charact
The MP3 file copied fro
by wrong operation, ca
There-fore, always store
operationprocedure for 
memorycard, see the ins

Storing and hand

＊
＊
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＊ worktank V923

初次使用之前

■插入电池

1

2 4

■机器重设

1 RESET

2 :  /
?/Do you want to reset?

Yes     

システムを初期化しますか？

3
x  Tap

the x mark to calibrate the touch screen   
  

4
 

■切换语言环境

 (   217 )

RESET

スタイラスで x 印をタップして、タッチス
クリーンを補正します
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按键功能

＊
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基本操作

■开启电源 < 打开顶盖或按  >

   
 

    

V823  V923  .

■打开背光灯

  

■关闭电源 < 关闭顶盖或按  >

  

MP3 

■使用主菜单画面选择内容

1     
  

2   

＊
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V923

V923

1400 V823
200 V823

V923
・

V823

Reader’s+Plus 
Genius
Oxford
Oxford

1200
TOEIC 2000

1

2

®

V923

PC
Mypaedia

MP3
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■查询单词 / 短语 / 句子

1   

2 /

3   /
 /

＊    
＊

■滚动画面

•     
  

•   
  

•   
  

•    
 

■显示例句

     
 

■返回查询结果一览画面

  

■查看词典凡例
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■树状结构一览列表 <   和  说明 >

  
  

   

    
  

＊

智能图标

4
5

6

1

3
2

1

2

3

4
  ( )

  PC
AC

5   

6
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使用查询 （以汉日辞典为例）

在汉日词典中，您可输入拼音（中文发音）、中文汉字、日

文音训、部首笔画数或总笔画数来进行查询。你也可通过手

写文字来查询。

■通过拼音查询中文字

在汉语拼音栏输入拼音时，按  可选择所需声调。（输入

拼音之后，按  可改变声调， -（第一声）、′（第二声）、

（̌第三声）、或  ̀（第四声），声调选项会因应所输入拼音

而不同，不存在的声调会被跳过）。

例如，当查询 “旅行”（ ）时，可键入如下字符：
（拼音字母中的 “  ”用 “v ”代替。）

， ， ， ， ， ， ， ， ，  和  。

■通过手写查询

1 按  显示手写框。 使用触笔在手写框中书写字符。

2 候选字符将显示在候选框中。选择所需字符并使用触笔

轻触。
＊手写识别框一次只能处理一个字符。

＊多个文字只能逐个输入。

luxing

如下所示，书写时可以被识别的字符显示在查询画面中输入栏的右侧。

乧平假名、片假名

乧字母 （大写字母、小写字母）

乧数字 （阿拉伯数字）

乧汉字 （日语）

        平假名、片假名 ( 日本成语辞典除外 )

乧汉字 （繁体字、简体字）
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聆听发音

1   
  

＊ V923 !  200 V823
    

2   

使用快速语音功能

   
Oxford

1     
(   228

)

2   
＊   

■TTS

TTS -

1 photograph
    a

2        
it

3   TTS
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检查您的发音

1   

＊     
200

2 ...  

3 ...  

4 ...

5     
    

  

＊

使用汉语活用索引

V923

■谚语查询

2 →  
(   217 )

＊    
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1 1   

  

＊
＊   V923    

2   

＊

使用有声书本

■播放有声书本中的单词和短语

1   2  →  
  

(   217 ) 

 

1400 V823
1200 TOEIC®  2000
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2    

3      /   

4   

■ 使用有声书本的图标和操作键

1

2

3

4

5
  

   

< >

        

        

6

< >

    

< >
    

 

6
7

8

9

1

3

4 5

2
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使用默写

■拼音测验

1 → ( ) 
  

(   217 )

＊    
＊
＊
＊       
＊

7 < >

    

8   

< >

< >

9  

< >

< >

TOEIC ® 2000
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2       

X       
＊

＊       

■结束默写

    .

■继续上一次测验

  
  

■查看测验结果

  

＊

■复习回答不正确的问题

    

＊ 50

■进行测验设定

   
 

使用单词本

■登记词条

  
2   

 

■删除单词本记录

  /  
   / 
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使用复数辞书跳查功能

1   
 

    

2    
  /     

＊
＊     

 

使用模糊查询

1
?

?

2  chr m chrism chrysanthemum
chr m  

使用历史记录功能

1   
  

2   /    /  
    

查看笔顺

      
  

使用计算器

→
＊   
＊
＊ E       
＊   
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使用卡 ( 扩充卡和 SD 卡 )

■插入卡

＊

■弹出卡

＊

■使用扩充卡

   /  
 

使用文本浏览器功能

SD

■SD

X: \Canon\
Document (\Canon\Document)

100
100

100  

5MB 5MB

256
\

.txt
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■使用文本浏览器功能

1  →   

    
(   217 )

2   
＊ (Shift JIS) (GB2312) Unicode

＊
＊

  228

使用 MP3 播放器

■播放 MP3 数据

SD 
  →  MP3  MP3

(   217 )

    
  MP3    
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＊ MP3 MP3
＊ MP3 MP3
＊ MP3
＊  

＊  
MP3  

文件列表画面 

＊ SD

＊
＊

1

2 MP3

3 MP3

4 MP3

5

MP3 MP3

＊
＊ Shift JIS GB2312 KS5601

 

5

1

4

2
3
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■使用于 MP3 播放器的图标和操作键

＊    

其它图标

＊ MP3
＊

MP3

MP3

 

MP3

 

MP3

MP3

  2

MP3

MP3

  2
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＊ MP3 USB

X: \Canon\MP3\

SD
100

100
MP3

100 MP3

100

10MB 10MB

256

MP3 SD 存储和处理 MP3 文件

MP3 SD  PC
MP3 MP3

SD
＊
＊ PC SD MP3

 PC
 MP3 PC SD
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＊「ん
と
【例
」の次に「あ行」の文字、または 「な行」「や行」の文字がくる
きは、「ん」は「ＮＮ」と入力します。
】「はんい」...
「そんな」...
それ以外は「ん」は「Ｎ」と入力してかまいません。
ローマ字／かな対応表
ローマ字の入力方法がわからないときは、この表で確認し
てください。
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は、次にくる文字の子音を続けて入力す
することができます。

でぃ
でゅ
でぇ
くぁ
くぃ
くぅ
くぇ
くぉ
ぐぁ
ぐぃ
ぐぅ
ぐぇ
ぐぉ
とぅ
どぅ
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促音（小文字の「っ」）
ることによっても入力
【例】「さっき」...

ぴぃ

ぴぇ

みぃ

ひぃ

ふゃ

ふゅ

ふょ

りぇ

ぎぃ

ぎぇ

じぃ

ぢぃ

みぇ

りぃ

びゃ
びぃ
びゅ
びぇ
びょ
ヴァ

ヴェ

ヴョ

うぁ(　　)
うぃ(　　)
うぇ(　　)
うぉ(　　)
うゃ(　　)
うゅ(　　)
うょ(　　)

つぉ
いぇ
てゃ
てぃ
てゅ
てぇ
てょ
でゃ

うぁ
うぃ
うぇ
うぉ
つぁ
つぃ
つぇ

●小文字
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＊
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Oxford University P
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TEL （03） 5395

©

©
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変した部分があります。写真、付録、一部の
などは収録されていません。
表示の都合上、一部簡略化しており、正確に
ります。
は、それぞれの書籍出版辞典に基づいて作成
の辞典における誤記（誤植）、誤用につきま
責任を負いかねますので、あらかじめご了承

問合せ先は予告なく変更する場合がござい
と異なることがございますので、ご了承くだ

先
テムアンドサービス
3-0542
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『改訂新版 漢字源 （JIS 第１～第４水準版）』
Gakken, 2006

編者 /藤堂明保、松本昭、竹田晃、加納喜光
＊『改訂新版 漢字源 JIS 第 1～第4水準版』は、書籍版に基づいて、
JIS 第 1 ～第 4 水準 (JIS X0213-2004)、　補助漢字 (JIS X
0212-1990) 等を親字とする電子版として編集したものです。

『用例でわかる 四字熟語辞典』
Gakken, 2005

＊収録辞典は書籍版『用例でわかる 四字熟語辞典』を基に電子デー
タ化されたものです。書籍の内容とは一部異なります。

『用例でわかる 故事ことわざ辞典』
Gakken, 2005

＊収録辞典は書籍版『用例でわかる 故事ことわざ辞典』を基に電子
データ化されたものです。書籍の内容とは一部異なります。

『用例でわかる カタカナ新語辞典 改訂第2版』
Gakken, 2007

＊収録辞典は書籍版『用例でわかる カタカナ新語辞典 改訂第２版』
を基に電子データ化されたものです。書籍の内容とは一部異なり
ます。

『百科事典 マイペディア』
All Rights Reserved. Copyright  2008 Hitachi Systems &
Services, Ltd.
＊書籍版に最新（2007年 7月）のデータ・項目を改訂および追加
収録しております。なお、書籍版（平凡社発行）は現在刊行されて
おりません。

収録辞典の内容について
※本機の各収録辞典のデ
私的使用の範囲を超え
た、格納されているデ
出典名・発行所を明記

※電子化の仕様上、その
いて書籍版の内容を改
図表、図版、囲み記事

※画数の多い漢字は液晶
表示できないものがあ

※本機に収録した各辞典
しています。それぞれ
しては、弊社ではその
ください。

※本書の記述内容および
ます。また発行後実情
さい。

記述内容のお問合せ先
株式会社 三省堂　TEL （03） 3230-9416

記述内容のお問合せ先
株式会社 学習研究社　TEL （03） 3493-3286

©

©

©

©

©

記述内容のお問合せ
株式会社 日立シス
FAX （03）376
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合
。

長時間使用する場合は、外部電源
(USB バスパワーまたは別売りの
AC アダプター）でのご使用をお勧
めします。

度
に

頻繁に使用するコンテンツを「マイメ
ニュー」に登録することができます。
（  52 ページ参照）

に 書籍版からのコンテンツを収録して
いるため、発行後実情に合っていない
場合がございます。ご了承ください。

テ
い

SDメモリーカードとコンテンツ
カードは別売りとなっております。
動作確認済みの SDメモリーカード
やコンテンツカードの詳しい情報は
「canon.jp/wordtank」よりご覧
ください (2009年 1月現在 )。
や の表示された入力欄に漢字

の手書き入力をしているなど、手書
き文字に対応していない入力欄を選
択している可能性があります。検索
したい文字に適した入力欄を選択く
ださい。
（  33 ページ参照）
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スピ
ない

電源
ーカーから音が聞こえ
。

んか。あるいは、本機左側面の音量
調整ダイヤルで音量を調整してみて
ください。
（  51 ページ参照）

がすぐに切れる。

オートパワーオフ機能が作動してい
るためです。電源が切れるまでの時
間を設定することができます。
（  48 ページ参照）

手書き検索ができない。
操作中、困った時にお読みください

よくあるご質問

Q. A.

電源が入らない。

●電池が消耗していませんか。
（  14 ページ参照）

●指定の電池が入っていますか。
（  14 ページ参照）

●電池の向きは正しいですか。
（  15 ページ参照）

●画面の濃度は適切に調整されてい
ますか。
（  50 ページ参照）

どれにも該当しない場合は、本機裏
面のリセットスイッチを押してくだ
さい。
（  19 ページ参照）

バックライトが点灯しない。電池を交換してください。
（  14 ページ参照）

イヤホンが実機に接続されていませ

長時間電池を使用した場
に、電池の消耗が気になる

よく使うコンテンツが何
もキーを押さないと画面
表示できない。

コンテンツの内容が実情
合っていない。

SDメモリーカードやコン
ンツカードが同梱されて
ない。
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された時は

れるおもなメッセージを一覧にし
セージが表示されたときは以下のよ
りなおしてください。

部を省略していることを示しています。

対処方法

た

電池を交換してください。
（  14 ページ参照）

め

発  を押して、設定を初期化して
ください。
（  19 ページ参照）

さ
選択したコンテンツは登録済みのよ
うです。未登録のコンテンツを選択
してください。
（  52 ページ参照）
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メッセージが表示

電子辞書画面に表示さ
ました。操作中にメッ
うに対処し、操作をや
•「～」はメッセージの一

タッチパネルが反応しない。

液晶保護フィルタなど、キヤノン製
品以外のオプション品をお使いの場
合は、一度本体から外してお試しく
ださい。

液晶画面がフリーズした。

本体裏のリセットボタンを押してく
ださい。
（  19 ページ参照）
また頻繁に起きる場合は、検査の必
要があります。キヤノンパーソナル
機器修理受付センターまでお問い合
わせください。

付属品をなくしてしまった
ため、購入したい。

ご購入いただいた販売店、またはキ
ヤノンお客様相談センターまでお問
い合わせください。

初めて使用する時、スタイラ
スがどこに収納されている
かわからない。

本使用説明書「各部の名称」をご参
照ください。
（  13 ページ参照）

メッセージ
■電池
電池容量が低下している
め～（使用）できません
電池を交換してください
電池容量が低下しています
電池を交換してください
電池残量不足のため
処理を実行できません
電源をOFFします
電池容量が低下しているた
録音を中止します
■システムエラー
メモリーデータに異常が
見されました
システムを初期化します
■メインメニュー

既にマイメニューに登録
れています
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)

選択した項目すべてにチェックが
入っています。選択した項目の
チェックをいくつかはずすか、学習
設定画面で「チェック済み：表示す
る」を選択してください。
（  74 ページ参照）

り
チェックした項目がありません。結
果削除画面を再度確認してください。
（  74 ～ 75ページ参照）
まだ学習記録がありません。進捗の
記録を再度確認してください。
（  71 ページ参照）

単語帳に単語を登録してください。
（  167ページ参照）

り
単語帳の単語、チェック解除画面を
再度確認してください。
（  170 ～ 172ページ参照）

き
単語帳に登録されている不要な単語
を削除して、再登録してください。
（  171ページ参照）

か
テキストファイルを指定の場所に保
存してください。
（  183ページ参照）
SDメモリーカード内に「Document」
というタイトルのフォルダを作成し、
そのフォルダ内にテキストファイル
を保存してください。
（  183ページ参照）
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カードコンテンツがみつか
りません

本機対応のコンテンツカードを正し
く挿入してください。
（  コンテンツカードの使用説明
書参照）

■検索全般

一致する～がありません
該当する語句がコンテンツにないよ
うです。別の語句を再入力してくだ
さい。

候補が見つかりませんでした

該当する単語がコンテンツにないよ
うです。また入力した単語の文字数
が多すぎるようです。単語を再入力
してください。

該当する項目がありません
選択した語句などを他のコンテンツ
へジャンプして調べることができま
せん。選択し直してください。

この画数の部首はありません
検索条件を変えるかさらに
条件を入力してください

該当する画数の部首がないようです。
別の画数の部首を再入力してくださ
い。

～-～画以内で部首画数を入
力してください

表示された画数の範囲で入力してく
ださい。

■カード

カードを挿入してください
カードを正しく挿入してください。
（  180ページ参照）

■発音

発音できません
発音できない文字や記号を選択して
います。選択し直してください。
（  55 ～ 59ページ参照）

■手書き入力

認識できません
書き方の良い例を参考に、再度入力
してください。
（  33 ページ参照）

■学習・テスト

表示する単語がありません
( すべてチェック済みです

チェック済みの項目はあ
ません

記録はありません

■単語帳

単語が登録されていません

チェック済みの項目はあ
ません

これ以上単語帳に登録で
ません

■テキストビューアー

テキストファイルがみつ
りません

次のフォルダにファイルを
入れてください 
(￥Canon￥Document)
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• メッセージは、改良のため予告なく変更することがございますので、
ご了承ください。

100 件を超えるテキスト
ファイルがみつかりました
　テキストファイルを表示
できません

不要なテキストファイルを削除して
ください。
（  184ページ参照）

■MP3プレーヤー

MP3ファイルがみつかりま
せん

指定のフォルダにMP3ファイルを
保存してください。
（  186ページ参照）

MP3ファイルまたはフォル
ダが100件を超えています
　MP3ファイルを表示でき
ません

不要なフォルダまたはMP3ファイル
を削除してください。
（  187ページ参照）

次のフォルダにファイルを
入れてください
(￥Canon￥MP3￥)

MP3ファイルを指定の場所に保存
してください。
（  186 ページ参照）

《不明なファイル》

MP3 ファイル以外のファイルに
「.mp3」という拡張子がついていま
す。正しい拡張子かどうかご確認く
ださい。
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より、実際の表示画面と異なる場合が

る間は、電源はパソコン本体から供給
せん。（  36 ページ参照）

様の変更を行うことがありますので、
。

3時間（カード非装着、英和辞典の
で連続表示）
8時間（カード非装着、5秒間10文
内の入力と  キー入力を繰り
、55秒間待つ場合）
以内で設定可能
40℃

107ｍｍ

×103× 20.5ｍｍ（最厚部閉時）

3〕329g（電池含む）
3〕334g（電池含む）

置等電波障害自主規制協議会（VCCI）
B情報技術装置です。この装置は、家
目的としていますが、この装置がラ
機に近接して使用されると、受信障
ります。使用説明書に従って正しい
。
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電卓

対応
(MP

電源

消費
機能 結果         ：上位桁優先12桁
小数点方式：浮動小数点

ファイル形式
3プレーヤー機能)

MPEG1 Audio layer 3 CBR 
32-320kbps

＊2 単 4形アルカリ乾電池（LR03）2本
単4形ニッケル水素電池　2本

電力 1.5W

この装置は、情報処理装
の基準に基づくクラス
庭環境で使用することを
ジオやテレビジョン受信
害を引き起こすことがあ
取り扱いをしてください
おもな仕様

型　式 wordtank V823
wordtank V923

収録
コンテンツ

コンテンツの名前・出版社名については「著
作物と著作権など」にてご確認ください。
（  236ページ参照）

表示 480×320ドットマトリックス液晶表示

文字表示＊1 

（文字×行）

文字
（16ドットフォント）全角　29× 17
                               半角　58× 17
縮小文字
（12ドットフォント）全角　39× 22
                               半角　78× 22
拡大文字
（24ドットフォント）全角　19× 11
                               半角　38× 11

（48ドットフォント）全角　  9 × 6
                               半角　18× 6

筆順表示 200ドットフォント
演算桁数   ：置数、被演算数、演算数と

もに12桁

＊1 掲載の文字表示方法に
ございます。

＊2 パソコンに接続してい
され電池は消耗されま

改良のため、予告なしに仕
あらかじめご了承ください

使用時間
(乾電池使用
使用温度25℃にて)

• 約8
画面

• 約7
字以
返し

オートパワーオフ 30分
使用温度 0℃～
画面サイズ
（たて×よこ） 66×

外形寸法
（幅×奥行き×高さ）142

重量 〔V82
〔V92
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修理お問い合わせ専用窓口

パーソナル機器修理受付センター（全国共通番号） 0

キヤノンお客様相談センター（全国共通番号） 05

［受付時間］　　9:00 ～ 18:00　(日曜、祝日と年末年始弊社休業日は休ませて

［受付時間］　　＜平日＞9:00 ～ 20:00　＜土日祝日＞10:00 ～ 17:00
　　　　　　　(１月1日～1月３日は休ませていただきます。 )

製品取扱い方法ご相談窓口

※上記番号をご利用頂けない場合は、043-211-9632 をご利用ください。
※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合が
※上記記載内容は、都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承くだ
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