
   

 

 

 

 

 
2016 

 

 

 

 

 

  
簡単マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株）カイネート    

                            



 1 

ズームボタン 

ページタブ 

ステータスバー（ヒント表示） 

下部の 

ツールボタン 

上部の 
ツールボタン 
（アイコン） 

メニュー 

 

「ライフサイエンス英語論文例文辞典」（以下「本例文辞典」という）は、各項目上にカーソ

ルを置くだけでその項目の機能に関する簡単な「ヒント」が表示されますので、初めてご使

用の方でも殆ど問題なく操作することが可能です。ヒントはカーソル付近または画面最下部

のステータスバーに表示されます（図１参照）。 
 
オンラインヘルプでは、上記「ヒント」を補い、不足している点について詳細な説明をして
いますので必要に応じてそちらをご覧下さい。 
 
今回のバージョンでは新たな検索方式「Shiftキー＋マウスクリック」を設けました。（詳細は
８頁をご覧下さい。） 各ページの「English List (英語リスト）」内の項目を、「Shift」キーを
押しながら マウスクリックすると「全例文検索」ページに移行し、人称変化・時制（現在
過去etc）・特殊複数語等の語尾変化を考慮して例文検出を行います。是非お試しください。 
 
以下は、操作法の簡単な説明です操作法は自己の好みに応じてカスタマイズすることができ

ます（１１頁「4-2. カスタマイズ」参照）。 

 
１. 各ぺージの表示  
 
「本例文辞典」は下記の６つのページから構成されています。本例文辞典を立ち上げた直後
は［日本語検索辞書］ページが表示されます。好みのページから開始する選択ができます
（１２頁参照）。 

日本語検索  英語検索  ユーザー和英編集  ユーザー英英編集  英和辞書  全例文検索 

 

各ページはタブ（下図の四角で囲まれた部分）をクリックすると表示されます。 
図１は［日本語検索ページ］を開いた場合を示しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

【図１】 
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2. 検索方法 

2-1. 日本語検索ページ 

[検索] 

・まず検索語欄に表示されている語を消去します（ESCキー、ﾏｳｽﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸでも消去可能）。 

・「日本語・検索」欄に漢字・かな・カナ・英数字を含む語（全角文字）を入力し「Enter」
キーを押す、あるいは右側の「Go」ボタンをクリックすると、[Japanese List] [SubHeading] 
[英語例文] [含有・関連語]が表示されます。 

・「検索」欄内の語句を含む語が、「関連語」として別枠のウィンドウに表示されます（下
図右側四角で囲った部分。入力欄に「回復」と入力した際の例を示しています）。 

例えば、「薬」で検索した場合、「鎮痛薬」「農薬」「麻薬性の」「薬理学」など「薬」
を含む含有語がすべて一覧となって現れます。思うように検索できない場合には、「大」
「小」「痛」「関」「・・・」など簡単な語句を入力してみて下さい。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図２】 

・検索したい語句と語句の間に「全角スペース」を１個入力しますと複数の語句の「AND検索」
が可能です。例えば 「投与」と「回」 の両方を含む語を検索したい場合には、「日
本語・検索」欄に 「投与 回」 と入力し「Enter」キー を押すと「AND検索結果」とし
て次のような語句が検索されます。  

一日一回投与、初回投与現象、数回投与、単回投与、頻回投与、複数回分割投与 etc 

・「検索」欄に全てひらがな入力しても検索ができます。送りがな・漢字の違いのため検索が
できない場合には「ひらがな」入力を推奨いたします。今回のバージョンからはひらがなに加
えて検索語入力に数字も使用できるようにしました。 

・「Japanese List」には、データーベースに収納されている全ての日本語項目が表示されます。
いずれかをクリックすると、その日本語に対応する英語例文が表示されます。 

英語例文は、緑青色に着色された「SubHeading」毎にまとめられて表示されていますが、
それらはSubHeading欄に一覧表示されています。 

・「SubHeading」一覧の中にある語句をクリックすると、英語例文中の対応する部位にカー
ソルが移動します。 

・ユーザーズ和英辞書を作成していて「標準辞書」と「ユーザーズ和英辞書」両方に検索語
が存在する際には、英語例文が同一ページに表示されます。この場合、「ユーザーズ和英
辞書」が優先表示されます。 
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Alt + 「psittacosis」クリック 

・日本語検索ページの例文の数に満足できない場合には  
キーボードの「Shift」キーを押しながら、「SubHeading」 の英単・熟語をマウスクリック
します。全例文検索ページ」へ移行し、クリックした語句の人称・時制（現在、過去etc）
・特殊複数形等の語尾変化等が考慮された例文が表示されます（８頁図９ 全例文検索ペ
ージの使い方（３）参照） 

 
「含有・関連語」リストに関して 

・「含有・関連語」リストの語句をクリックすると、その単語に関する例文が表示され、現
在の関連語リストはそのまま保存されます。 

・「含有・関連語」リストの語句を [Ctrl] キーを押しながらクリックすると、現在の関連語
リストは破棄され、選択された語句に関する関連語リストが作成されます。 

・「含有・関連語」のウィンドウは、一番上のバーをクリックしながら望みの場所までドラ
ッグして移動させることができます。 

・「含有・関連語」の表示の有無に関しては [カスタマイズ] で設定できます(１３頁参照)。
「含有・関連語」ボタンをクリックしたときに表示する に設定すると、「含有・関連語
ボタン」を押したときのみリストが表示される方式に変わります。含有・関連語を表示さ
せたいが毎回表示させるのは鬱陶しいと思う場合に便利です。 

 
[その他] 

・ツールバーの「履歴ボタン」をクリックすると、それまでに検索された検索語のヒストリ
ー一覧が得られます。そのいずれかをクリックすれば、それに対応する英語例文が再び表
示されます。何度も同じ単語をキーボードより入力せずに済みます。 

・現在リストに表示されているレコードの次のレコード（前のレコード）に移行させたい時
は画面上ないしは画面下にある［Next］（［Back］）を押して下さい。 

・英語例文欄の英単熟語の日本語訳を表示させることができます。 
［Alt］キーを押しながら、マウス左ボタンで英語例文中の任意の単語をクリックすると、
その単語の日本語訳が表示されます。 
または、 
英単熟語を強調表示して、マウスを右クリックし「ポップアップメニュー」の「日本語訳」 
を選択します。  

 

 

 

 

 

 

 

【図３】 
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例文の表示「検索語出現順」と「文章長さ順」を切り替えるには、 
タブをクリックするかアイコンをクリックして下さい 

2-2. 英語検索ページ 
 

・まず検索語欄に表示されている語を消去します。 

・「検索・英語」 に検索したい英単熟語を入力し［Enter］キーを押すか、右隣の「Go」ボ
タンをクリックすると、「英語検索標準辞書」と「ユーザーズ英英辞書」の中から該当項
目を探し出します。 

・「English List」欄のスクロールを移動させ英単熟語をクリックしても同様に英語例文を表示
します。 

・英語例文が表示されると同時に、関連語リストが表示されます。図４のように、検索語を
含む語（たとえば count を検索欄に入力した場合、counter、cell countなど）がすべてリス
ト内に表示されます。 

・英語例文の表示方法は「検索語出現順」と「文章長さ順」の二通りあります。 英語例文（
検索語出現順）ないしは英語例文（文章長さ順）と書かれている部分を、マウスでクリッ
クする度に交互に表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図４】 

 

 

 

 

 

 

・「含有・関連語」リストに関しての取り扱い、英語例文欄の英単熟語の「日本語訳」の表
示、「ユーザー辞書」の表示等に関しては、日本語検索ページの場合と同様です（２－３
頁参照）。 

 

・英語検索ページの例文の数に満足できない場合には  
キーボードの「Shift」キーを押しながら、「EnglishList」  の英単・熟語をマウスクリッ
ク下さい。（８頁図９ 全例文検索ページの使い方（３）参照） 
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「ユーザーズ辞書」切り替え 

クリックすると 
［日本語検索ページ］ 
に移行する 

クリックすると 
［英語検索ページ］ 
に移行する 

2-3. 英和辞書ページ 
 

［検索・英語］に検索語（英語）を半角英数字で入力し、［Enter］キーを押すか、右隣の
「Go」ボタンをクリックすると、その英単熟語の「日本語」および「関連英単熟語」が表示
されます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

【図５】 

 

・「English List」中の語をクリックするとその英単語の日本語訳および関連英単熟語が表示さ
れます。 

・「日本語欄」の語をクリックすると、［日本語検索ページ］に移行することができます。 

・「English List」中の英単・熟語をキーボード「Shift」 キーを押しながらマウスクリックし
ますと、「全例文検索ページ」へ移行し、クリックした語句の人称・時制（現在、過去etc）・
特殊複数形等の語尾変化等が考慮して検索された例文が表示されます。 
（８頁図９ 全例文検索ページの使い方（３）参照） 

・「関連英単熟語」リスト中の語をクリックすると、「英語検索ページ」に移行し、英語例
文が表示されます。 

・「関連英単熟語」リスト中の語を、［Ctrl］キーを押しながらクリックすると、「全例文検
索ページ」に移行します。 

・「ユーザーズ英和辞書」を追加したり編集する場合には、ツールボタン｜「Users」で切り
替えます（図５参照）。 
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2-4. 全例文検索ページ 

検索語欄に入力した英単・熟語を含有する例文を全データベースの中から探し出し、検
索結果のすべてを表示させます。工夫次第で種々の目的に応じた検索が可能です。日本
語検索ページや、英語検索ページで十分な数の例文が探し出せない時など、この全例文
検索ぺージをご利用下さい。 

[検索] 
 
「全例文検索」ページの使い方には次の３通りの方法があります（それぞれの詳細は６頁～８頁を

ご覧下さい）。  

(1）「全例文検索」ページの「検索語入力」欄に検索語を入力して検索する。  

(2）各ページで例文欄などの英単熟語を強調表示した後「全文検索」ボタンをクリックする
(全例文検索ページが表示され「検索語入力」欄に自動的に英単熟語が入力されている)。 

(3）各ページの「English List (英語リスト）」内の項目を、「Shift」キーを押しながらマウス
クリックする（全例文検索ページが表示され自動的に検索が始まる）。 

*（１）および（２）では検索語に完全一致する部分を持つ例文を検出し、  
*（３）では人称変化・時制（現在過去etc）・特殊複数語等の語尾変化を考慮して例文検出を行います。  

 

（１）「全例文検索」ページの「検索語入力」欄に検索語を入力して検索する 
（検索語に完全一致する部分を持つ例文のみ検出） 

・「検索語入力」欄に検索語を入力、「検索条件設定」を確認し［Go］ボタンをクリックしま
すと検索を開始します。二つ以上の英単熟語を検索したい場合はEnterで改行して追加して
ください。 

・「検索条件設定」はまず、例文を「累積」表示か「一括」表示にするかを決めます。「累積」
を選択した場合、画面下方（例文／頁）設定欄で設定した数の例文が検出されると、それ
を１頁として扱い表示します。多数の例文が検出されることが予想される時などは便利で
す。 一方、「一括」は全例文を検索し終えてからそれを１頁として表示します。次いで、
「ＡＮＤ」検索か「ＯＲ」検索かを選択します。 

・必要に応じて「大文字・小文字を区別して検索」するかも選択します。区別しないときは
チェックをはずします。単語の前後にスペースを入れたり、入れなかったり、必要に応じ
て選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図６】 
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例文欄で文字列を選択（強調表示）し、 
「全文検索」ボタンをクリック 

・例文/頁で示される数の例文を検索が終わると、それが画面に表示されます。 

・同じ検索語をさらに続けて検索するには［Go］ボタンをクリックします。 

・検出された例文はこれまではアルファベット順に表示されましたが、今回のバージョンか
らはランダムに表示されます。 

・検索語は熟語でも検索可能です。記号（αβγ・・・）は（a b g・・・）と入力します 

・検索の途中で、いくつか前の頁に戻って調べたい場合には［Go to 頁］欄に希望する頁数を
入力し、「Enter」キーを押します。 

・別な検索語で検索したい場合には、ツールボタン[Reset] を押した後、「検索語」欄に再入
力します。 

・[履歴]ボタンをクリックすると、これまでに検索語リストに表示された内容が保存されてい
ますので、好みのものを選択し、検索条件などを変更して再検索ができます。 

・現在画面に表示されているレコードの中での検索は「二次検索」欄に検索語を入力し、右
側の「Go」ボタンを押します。 

 
途中で検索を中止するには！  
 
検索途中、砂時計が表示されて検索がなかなか終了しない場合、途中で検索を中止すること

ができます。「Go」ボタンの隣にある「Stop」ボタンを砂時計マークのままクリックします。
検索が直ちに中止となり、「全例文検索」は Reset ボタンを押した時と同じように初期化され
ます。 
注意：「例文／頁」の数を1000など大きい数値に設定したり、検索条件設定で「一括」を選

択した場合、検索に時間がかかる(マシンの性能に依存）ことがあります。  
 
 
 
（２）日本語検索ページなどで例文欄などの英単熟語を強調表示した後「全文検索」ボタン

をクリックする 
 
・日本語検索ページなどで、マウスで  英語例文中の熟語を選択（強調表示）  してから    

[全文検索] ボタンをクリックすると「全例文検索ページ」へ移行し、「検索語入力」 欄に
貼り付けられ、大変便利です。「検索条件設定」を確認し［Go］ボタンをクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図７】 
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「全文検索」ボタンをクリック 

  

「Shift」キーを押しながら、英単・熟語をマウスクリック 

・「英語検索」ページ及び「英和辞書」ページは、[全文検索] ボタンをクリックするだけで、
現在表示されているリストの語句が、「全例文検索ページ」の検索語欄に貼り付けられます。
下図に例を示します。 

 
 
 
 
 

【図８】 
 

 
（３）各ページの 「English List (英語リスト）*」 内の項目を「Shift」キーを押しなが

らマウスクリックする 

* 日本語検索ページでは 「SubHeading」内の項目  
* 英語検索ページ、英和辞書ページでは 「English List」内の項目  
* 全例文検索ページでは 「検索語入力」欄の語句  

(ユーザーズ和英、ユーザーズ英英ページではこの機能は使用できません） 

・キーボードの「Shift」キーを押しながら、「SubHeading」あるいは「English List」内の英単・
熟語をマウスクリックします。 

・「全例文検索ページ」へ移行し、クリックした語句の人称・時制（現在、過去etc）・特殊複
数形等の語尾変化等が考慮された例文が表示されます。                               
***この方法では「検索条件設定」を行うことはできません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図９】 
 

・人称・時制（現在、過去etc）・特殊複数形等が考慮されるため、それに伴い若干検索スピ
ードが低下する場合があります。異常に長い時間がかかり検索を中止したい場合には、「
Go」ボタン下に「Shift＋English List」の「End」ボタンが表示されますので、このボタンを
押下ください。検索は中止され「Shift＋English List」モードは解除されます。 
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３．  ユーザーズ辞書編集 （和英、英英、英和） 
 

・「日本語検索ページ」「英語検索ページ」「英和辞書ページ」と同じスタイルで、ユーザー独
自の「和英」および「英英」例文検索辞書を作成・編集します。 

・ユーザーが英語学術論文を書くに当たって、標準辞書に未収録の項目や、様々な例文のう
ち、自己の学問領域に、より適した例文が早い順番で検索・表示されるようにしたり、例
文を加えたり、不要となった例文を削除することなどができます。 

・「日本語検索」ページ、あるいは 「英語検索」ページで検索し、標準辞書の例文と共に作
成したユーザーズの例文を表示することができます。 「メニュー｜オプション｜カスタマ
イズを表示し、 基本設定｜基本１｜「標準・ユーザーズ例文の同時表示を行う」 にチ
ェックをいれます。デフォルトでは、この項目にチェックがはいっていますので、両者を
表示します。 

・ユーザーズ辞書作成に関する詳細は、ユーザーズ和英編集 ページのhelpボタンをクリック
してご参照下さい。また、オンラインヘルプの「ユーザーズ和英編集ページ」あるいは「
ユーザーズ英英編集ページ」、「ユーザーズ英和辞書の編集」を参照して下さい。 

・ユーザーズ辞書はユーザーが直接データベースに書き込み、削除等を行うため、不注意に
よるデーターベースの破壊など、いろいろの危険を伴います。ヘルプの「ユーザーズ辞書
共通の注意」をお読みのうえ、別のディレクトリーを作って、常に最新のバージョンのも
のを保管するよう心がけて下さい。ファイル名は 

「ユーザーズ和英辞書」が UserJE5.DB UserJE5.MB 
「ユーザーズ英英辞書」が UserEE5.DB UserEE5.MB 
「ユーザーズ英和辞書」が UserEJ5.DB UserEJ5.MB  です。 

・新しいレコードを作成するためには、画面上部のツールバー、あるいは下部のツールボタ
ン［NewPage］ボタンを押します。必要な事項を入力し、必ず「Save」ボタンをクリック
して下さい。 

・ユーザーズ辞書に入力しますと、自動的にリストが作成されます。ユーザーズ辞書のリス
トの並びを「アルファベット」「あいうえお」順に並べ変えるには、例文辞典をいったん
終了し、「スタートボタン｜すべてのプログラム｜英語論文例文辞典2016｜Utilityツール」
を使用します。 

Utilityツール を開く（１３頁図１１参照）と下図１０が表示されますので、ソートしたい
ページのユーザーズ辞書のソートを選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１０】 
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４．その他 
 

4-1. 便利な使用法 
 

I. 英語例文欄の英単熟語の日本語訳を知る。 

・［Alt］キーを押しながら、マウス左ボタンで英語例文中の任意の「単語」をクリックする
と、その単語の日本語訳が別フォームに表示されます（３頁図３参照）。あるいは、「英
単熟語」を強調表示して、マウスを右クリックし、ポップアップメニューの 「日本語訳」 
を選択します。  

 

・英和辞書検索ページへの移行。 
１つの単語でなく、熟語を検索する場合は、マウスで英語例文中の熟語を選択（強調表示）
してから、ファンクションキー［F9］または下部ツールボタン「EJDic」 を押しますと、
英和辞書ページに自動的に切り替わり、その熟語の日本語訳が表示されます。もちろん１
つの単語の場合でも可能です。元のページ・位置に戻るには［Return］をクリックします。 

 

II. 英語例文欄の英単語・英熟語に関する例文を更に調べる。 

（「英語検索」ページへの移行） 

・［Ctrl］キーを押しながら、「英語例文」内の調べたい英単語を、マウスで左クリックする
と、自動的に「英語検索ページ」に移行し、その英単語に関する例文が表示されます。こ
の場合、元のページ・位置に戻るには［Return］ツールボタンをクリックします。 

 
・「英語例文」内の英単熟語を強調表示してキーボード上のファンクションキー「F8」を押

すか、画面ツールボタン「English」をクリックしても、その英単熟語に関する例文が表示
されます。この場合も、元のページ・位置に戻るには［Return］をクリックします。 

 
III. 英語例文欄の英単語・英熟語に関する例文を「全例文検索」ページで更に調べる。 

（「全例文検索」ページへの移行。 ７，８頁参照） 

 
・日本語検索ページなどで、マウスで 英語例文中の熟語を選択（強調表示） してから [全

文検索] ツールボタンをクリックすると「全例文検索ページ」へ移行し、「検索語リスト」 
欄に貼り付けられ、大変便利です。（７頁図７参照） 

 
・「英語検索」ページ及び「英和辞書」ページは、[全文検索]ボタンをクリックするだけで、

現在表示されているリストの語句が、「全例文検索ページ」の検索語入力欄に貼り付けられ
ます。（８頁図８参照） 

 
・各ページの「English List (英語リスト）*」内の項目を、「Shift」キーを押しながらマウ

スクリックすると、画面は「全例文検索」ページに切り替わり、データーベース内に存在
する全ての該当例文が表示されます（８頁図９参照）。 

* 日本語検索ページでは「SubHeading」 
* 英語検索、英和辞書ページでは「English List」 
* 全例文検索ページでは「検索語入力」欄 

クリックした語句の人称・時制（現在、過去etc）・特殊複数形等の語尾変化等が考慮され
た例文が自動的に検出されます。 
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4-2. カスタマイズ 

メニュー｜オプション｜カスタマイズ クリックし、カスタマイズ画面を表示させてユーザ
ーの好みに応じて、種々の設定を変更できます。 
変更した設定をすべて元に戻すには メニュー｜オプション｜カスタマイズ｜基本設定｜全
設定を初期設定に戻す をクリックして下さい。インストール直後の設定に戻ります。 

 

 

 

 

     

 

 

 
 
 
 
 

【図１１】 
 
 
[基本設定・基本１] 
 

 

 

 

 

 

 

 

【図１２】 

 

次の項目を選択できます。 

 
・標準・ユーザーズ例文の同時表示を行う  

ユーザーがユーザー独自の辞書を作成した場合に、それを標準辞書と同一の画面に表示さ
せるか否かを選択します。「ユーザーズ」の内容が優先表示されます。  

 

・画面下部のツールボタンを表示する  

下部のツールボタンが不要の場合にはチェックをはずしてください。  
「画面下部のツールボタン」 と 「画面上部のツールボタン」 の機能上の違いは殆ど
ありませんが、一番大きな違いは、日本語検索ページ、英語検索ページ、英和辞書ページ
における 「画面下部のツールボタン」の「Next」と「Back」は、押し続けると、「Next」
ないし「Back」が継続することです。  
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・英和辞書で類似語の検索を行う  

英和辞書ページで検索語が見あたらない場合、類似語を検索します。最初の何文字が合致
する語を検索するか、その文字数は、基本設定・基本２「英和辞書・曖昧検索の文字数」
で設定することができます。  

 
・メッセージ・警告をメッセージボックスに表示する  

プログラム実行中に表示させるメッセージや警告を、「メッセージボックス」に表示します。
チェックをはずしますと、「ステータスバー」に表示するようになります。  

 
・ユーザーズ和英のSubHeadingは日本語検索と同じ形式にする  

ユーザーズ和英辞書を作成する際に、英語例文欄を日本語検索ページと同じ書式にするか
、あるいは形式にとらわれない方式にするかを選択できます。「ユーザーズ和英」ページを
「日本語検索」ページとスタイルと同じくしたい場合はチェックをいれてください。形式
にとらわれないで自由な書式で例文を作成したい場合(subheadingは不要)や、論文を丸ご
と貼り付けたい場合などは、チェックをはずしてください。  

 
・警告音（Beep)を鳴らす  

Beep音がうるさく感じられたら、チェックをはずしてください。警告音がなりません。 

 

[基本設定・基本２] 

・起動直後のページ指定：プログラムを立ち上げた時に、どのページから開始するかを指定
します。いずれのページでも指定できます。 

 
・Undoの制限回数：ユーザーズ編集ページにおいて例文欄のUndo操作が何回まで可能かを選

択できます 
 
・英和辞書・曖昧検索の文字数：検索語が見あたらない場合、最初の何文字が合致する語を

検索するか、その文字数を選択します（上記基本設定・基本１で「英和辞書で類似語の検
索を行う」設定にしている場合）。 

 
・連続Next・Back時の繰り返し速度： ボタンを押し始めてから連続動作が開始されるまで

の時間間隔を設定します。 
 

[ヒント] 

デフォルト設定では、ヒントをカーソル付近とステータスバーに時間を長めに表示させるよ
うに設定しております。本例文辞典の操作に慣れてヒント表示を鬱陶しく感じたら設定を自
由にご変更下さい。 

・ヒントを表示させる場合は、「カーソル周辺」 「全てステータスバーに」  「ツールボタ
ンのみカーソル周辺に、他は全てステータスバーに表示」 のいずれかを選択します 

・ヒントを表示させない場合は、「ヒントの表示」欄で、「表示しない」を選択します。この
場合、以降の項目は表示されなくなります。必要に応じて「オンラインヘルプ」をご活用
下さい。 

・「ヒントの表示持続時間」はミリ秒単位で設定します。デフォルト設定では４秒間です。 

・「ヒントの表示する迄の時間」カーソルを置いてから、ヒントが表示されるまでの時間をミ
リ秒単位で設定します。 
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【図１３】 

 

[含有語・関連語の表示] 

日本語検索ページおよび、英語検索ページの「含有語・関連語」リストの表示に関する取り

扱いを３通りから選択できます。  

 

・デフォルト設定では、「含有語が存在すれば常に表示する」設定になっています。 

・「含有・関連語」ボタンをクリックしたときに表示する に設定すると、「含有・関連語ボ

タン」を押したときのみリストが表示される方式に変わります。含有・関連語を表示させ

たいが毎回表示させるのは鬱陶しいと思う場合に便利です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１４】 

 

 

[強調文字の色] 

英語例文欄の検索語該当文字 などの強調文字の色をカスタマイズします。 

たとえば全例文検索ページでは例文欄強調文字色はデフォルト設定では「赤」、その他のペー
ジでは「青」となっています。この強調文字色を自由に変更させることができます。 

英語例文欄 検索語該当文字 は ページ共通に設定 または ページ別に設定ができます。 

その他 次の文字色も変更できます 
日本語索ページ・英語例文内・Heading  
英語検索ページ・含有関連語  
ユーザー和英ページ・英語例文内・Heading  
英和辞書・日本語リストマークの色 
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[フォント] 

文字のフォント、大きさ、色、スタイルをカスタマイズします。ページ共通に設定 または  ペ
ージ別コンポーネント別に設定ができます。フォントを変更しますと検索結果の表示に時間
がかかるようになりますのでご了承ください。 

設定を変更したい部位を選択すると、フォント設定ダイアログが表示されます。フォント、
大きさ、色、スタイルを変更後「OK」ボタンを押します。 

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 での「フォント」設定 注意事項 

上記カスタマイズでフォントを変更する際に、フォント選択ダイアログ に arial など
変更したいフォントが全く表示されてないことがあります。  
 
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ではインストールされたフォントが必ずしも全て表示されるわけ
ではありません。全フォントを表示させるには、  
コントロールパネル｜デスクトップのカスタマイズ｜フォントの設定の変更 を開き、  
「入力言語の設定に基づいて一部のフォントを非表示にする」 のチェックを外し、  
「OK」をクリックします。  

 
以後、フォント選択ダイアログに全フォントを表示させることができます。  
好みのフォントのみ表示にしたい場合には コントロールパネル｜デスクトップのカス
タマイズ｜フォント｜フォントのプレビュー、削除、表示または非表示 をクリックして、
手動で表示したいフォントのみを 非表示→表示 に変更してください。  

 
 

[リスト・行間隔] 

各ページのリストの行間隔をカスタマイズします。 

行間を変化させたいリストを選択しますと、現在の行間設定が表示されていますので、その
数字より小さなものを選択すれば行間は短く、大きな数字を選択すれば行間は長くなります。
変更して、「設定」 「End」を押します。 

 

 

 

****************************************** 
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