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はじめに
本カードは NetWalker専用コンテンツカードです。
本カードには「広辞苑第六版」、「新英和中辞典第 7版」、「新和英中辞典第 5版」、「現代
用語の基礎知識 2009年版」、「新世紀ビジュアル大辞典」、「新冠婚葬祭事典」、「ことば
選び辞典」が収録されており、これらのコンテンツを使って言葉の意味を調べることが
できます。
本コンテンツカードの取り扱いについては、コンテンツカードに付属の『取扱説明
書』を併せて参照してください。また、NetWalker本体の操作や使いかたについては、
NetWalkerの取扱説明書を参照してください。

ことわり
●この製品に収録されている各コンテンツの内容は、それぞれの書籍版コンテン
ツに基づいて、出版社より電子データとして作成、提供された著作物であり、 著
作権法により保護されております。したがって弊社において、その内容を改変
／改良することはできません。

　それぞれのコンテンツにおける、誤記・誤植・誤用につきましては、判明した
ものについて、出版社に連絡させていただいておりますが、修正の是非／時期
については、出版社の意向によるため、改善しかねることがございますので、
あらかじめご了承ください。

●ウェブ辞書は、各運営元より提供されたコンテンツに基づき表示を行っており、
表示されるコンテンツは、著作権法により保護されております。したがって弊
社において、その内容を改変／改良することはできません。また提供される情
報については一切責任を負いません。

■ 記載内容について
本書に記載している情報は、この説明書の制作時点のものです。
ホームページの URLや記載内容などは変更されている場合があります。

■ 画面例について
本書に記載している画面は一例です。画面の背景、画面デザイン、表示される項目名、
アイコンなどの種類や位置などが実際の画面と異なる場合があります。また、操作
状況やこの製品の状態によって表示が異なる項目などは「XXXXX」で表しています。

■ 商標、登録商標について
Mozilla、Firefoxおよび Thunderbirdは、米国Mozilla Foundationの米国およびそ
の他の国における商標または登録商標です。

　microSDは、SDアソシエーションの商標です。

Adobeおよび Flashは、 Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社 ) 
の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

その他、製品名などの固有名詞は各社の商標、または登録商標です。

•

•

•
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本製品でできること
本コンテンツカードは、7種類の辞書や事典が収録された電子辞書です。主な特長には
次のものがあります。

・多彩な検索方法（☞9ページ）
調べたい語の一部しか分からないときでも、その語を含む候補を列記できます。も
ちろん、候補を絞り込むために完全に一致する語のみを検索することもでき、用途
に合わせた検索が可能です。

・再検索機能（☞10ページ）
調べたい語を入力し直さなくても、辞書を再選択するだけで調べ直すことができます。
また、過去に調べた語は履歴として残っているので、もう 1度調べたいときは選
択するだけで意味を表示することができます。

・複数の辞典を 1度に検索できる辞書グループ機能（☞11ページ）
調べたい語を複数の辞書から検索して列記されるので、1度の検索で複数の用途に
スピーディーに対応できます。

・説明文中の分からない語もすぐに検索可能（☞12ページ）
検索した語の説明文で分からない語があるときは、選択して右クリックで辞書を
選ぶだけで検索できます。

・NetWalkerならではの便利な検索機能（☞13ページ）
NetWalkerをインターネットに接続できる場合は、インターネット上の辞書を使用
して検索することができます。
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基本的な使いかた
 
電子辞書の起動と終了
電子辞書をお使いになるためには、NetWalkerにビューワーをインストールする必要が
あります。インストール方法については、コンテンツカードに付属の『取扱説明書』を
参照してください。

 電子辞書を起動する

1  コンテンツカードを差し込む。
・コンテンツカードの差し込みかたについては、付属の『取扱説明書』を参照して
ください。

・ファイル・ブラウザ画面が表示されたら、画面右上の  をクリックして、ウイ
ンドウを閉じます。

・電子辞書使用中はコンテンツカードを取り出さないでください。

2  「アプリケーション」メニューをクリックし、「アクセサリ」―「電子辞書」をクリッ
クする。
電子辞書が起動します。

 電子辞書を終了する
電子辞書の利用が終わったら、画面右上の  をクリックするか、「ファイル」メニュー
をクリックし、「終了」をクリックします。
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画面の説明
電子辞書を起動すると、次の画面が表示されます。この画面で調べたい語を入力して検
索を実行します。
【例】「太陽」を検索した場合

①

② 

④

③
⑤ 
⑥ 

⑦ 

① メニュー
電子辞書の終了、検索方法や辞書の選択、再検索、電子辞書の設定が行えます。

②「検索語」
調べたい語を入力します。

③ 項目欄表示切り替えメニュー
「検索語」に入力した語をさらに調べたい場合に「次の 10件」をクリックすると、
クリックするごとに候補が 10件ずつ追加されます。（☞8ページ）

 ／  をクリックすると、1つ前／ 1つ後の項目に切り替わります。
④「項目」欄
検索結果が表示されます。

⑤ [検索 ]
クリックすると検索を実行します。

⑥ 表示切り替えメニュー
詳細画面の表示内容を切り替えたり、履歴やウェブ辞書を表示したりできます。

⑦ 詳細画面
選択した項目の説明が表示されます。
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辞書を引く
ここでは電子辞書の基本的な使いかたを説明しています。文字入力の方法については
NetWalkerの取扱説明書を、電子辞書の起動方法については「電子辞書の起動と終了」
（☞5ページ）を参照してください。
【例】「太陽」を調べる場合

 検索方法を選ぶ
初めて電子辞書を起動したときは「前方一致検索」が選択されており、入力した語を前
に持つ言葉を検索します。検索方法を変更するときは、「検索方法」メニューをクリッ
クし、使いたい検索方法をクリックしてください。（☞9ページ）

 ご参考

2回目以降に電子辞書を起動したときは、前回終了時に選択されていた検索方
法が選ばれた状態で起動します。

 辞書を選ぶ
初めて電子辞書を起動したときは「一括検索」が選択されており、収録されている全て
の辞書から該当する語を検索します。調べたい辞書を限定したいときは、「辞書選択」
メニューをクリックし、調べたい辞書をクリックしてください。

 ご参考

2回目以降に電子辞書を起動したときは、前回終了時に選択されていた辞書が
選ばれた状態で起動します。
一括検索では検索範囲が広すぎる場合、特定の辞書を組み合わせて辞書グルー
プを作成することができます。（☞11ページ）

 検索する
「検索語」に調べたい語を入力し、「検索」をクリックするか【Enter】を押すと、検索
方法に応じて、入力した語を含む見出しが「項目」欄に一覧表示されます。
「オプション」メニューの「設定」でインクリメンタルサーチを有効にしている場合は、
「検索」や【Enter】を押さなくても、1文字入力するごとに「項目」欄に候補が表示さ
れます。（☞14ページ）「項目」欄に表示された見出しをクリックすると、詳細画面に
説明が表示されます。

 ご参考

インクリメンタルサーチを有効にすると、画面の動作や表示が遅くなる場合が
あります。

•

•

•

•
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検索結果の表示を変える
検索結果が表示される「項目」欄と詳細画面は、画面上のアイコンをクリックすること
で表示を切り替えることができます。

① ② ⑥④③ ⑤

① 「次の 10件」
「検索語」に入力した語をさらに調べたい場合にクリックすると、クリックするごと
に候補が 10件ずつ「項目」欄に追加されます。
 ご参考

辞書内に候補がない場合は追加されません。
追加される件数は、「オプション」メニューの「設定」で変更することができ
ます。（☞14ページ）最初は 10件に設定されていますが、変更した数値によっ
てキーの表示も変化します。

② 
クリックするごとに、選択している見出しの 1つ前または 1つ先の項目に切り替わ
ります。

③ 
クリックするごとに、現在の詳細画面表示から 1つ前または 1つ先の表示に切り替
わります。（「項目」欄の見出しとは連動しません。）

④ 
クリックすると、現在詳細画面に表示されている内容が含まれる辞書のトップペー
ジを表示します。（表示できない辞書はクリックできません。）辞書によって内容は
異なりますが、辞書に収録されている写真のみを閲覧できたり、辞書内の記号解説
が閲覧できたりします。

⑤ 
クリックするごとに、詳細画面の文字を大きくまたは小さく表示できます。文字の
大きさは 5段階で切り替えることができます。

⑥ 
クリックするごとに、現在詳細画面に表示されている内容が含まれる辞書で、1つ
前または１つ先の見出しの説明を表示します。（「項目」欄とは連動しません。）

•
•
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いろんな検索方法の使いかた
 
目的に合わせて検索方法を変える
この電子辞書では、調べたい語がはっきりわからなく
ても、わかっている部分だけで検索することができま
す。また、わかっている部分が言葉の始めなのか終わ
りなのかなど、含まれる場所別に検索方法が用意され
ているので、調べたい語を絞り込む際にも役立ちます。
「検索方法」メニューから選択した検索方法により、「項
目」欄に表示される内容が変わります。

 前方一致検索／後方一致検索
検索語を前または後ろに含む見出しを一覧表示します。
【例】「太陽」を前方一致で検索した場合
「太陽儀」など、「太陽」を前に含む見出しが検索されます。
【例】「太陽」を後方一致で検索した場合
「真太陽」など、「太陽」を後ろに含む見出しが検索されます。

 部分一致検索
検索語を含む見出しを一覧表示します。検索語が含まれる場所は限定されないため、前
方一致検索や後方一致検索で検索される見出しも検索結果に含まれます。
【例】「太陽」を部分一致で検索した場合
「旧太陽暦」など、「太陽」を含む見出しが検索されます。

完全一致検索
検索語と完全に一致する見出しのみを一覧表示します。調べたい語があらかじめ分かっ
ている場合に余計な候補を表示させないときや、一括検索（☞7ページ）で複数の辞
書を使って意味を引き比べたいときに便利です。
【例】「太陽」を完全一致で検索した場合
「太陽」という見出しのみが検索されます。

全文検索
辞書の見出しだけでなく説明文など辞書全体を検索し、検索語を説明文中に含む見出し
を一覧表示します。
【例】「太陽」を全文検索した場合
説明文中に「太陽」を含む、「愛日」という見出しが
検索されます。
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検索方法や辞書を変えて再検索する
1度調べた語は、入力し直さなくても検索方法や辞書を選択し直すだけで再検索できます。

検索方法を変える
「検索方法」メニューをクリックし、「前方一致再検索」など、「～再検索」と表示され
た項目をクリックすると再検索されます。

辞書を変える
「再検索」メニューをクリックし、調べたい辞書をクリックすると再検索されます。

 ご参考

「再検索」メニューで選択した辞書は、再検索時のみ有効です。語を入力し直し
たときなどは、「辞書選択」メニューで選ばれている辞書が有効になります。
ウェブ辞書検索、検定検索については、「ウェブ検索機能を使う」（☞13ペー
ジ）を参照してください。

履歴を使って調べる
過去に検索した見出しは履歴として残っています。表示切り替えメニューの  をク
リックすると履歴画面が表示されます。再度調べたい見出しをクリックし、「OK」をク
リックしてください。

 ご参考

「検索語」入力欄右端の  をクリックすると、過去に入力した履歴が表示され、
選択することができます。

•

•

•
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辞書グループを編集して使う
本電子辞書は、収録されている 7種の辞書全てを使った「一括検索」が可能ですが、特
定の辞書をグループ化することで、1度に複数の辞書で検索することができます。

辞書グループを作成する

1  「辞書選択」メニューをクリックし、「辞書グループの編集」をクリックする。
2  「辞書グループ一覧」の「新しい辞書グループを作成」または「新規」をクリックする。

3  「辞書グループ名」に任意の名前を入力し、「OK」をクリックする。（例：グループ 1）
4  作成したグループ名をクリックし、「辞書名」一覧からグループに含める辞書をク

リックして  をクリックする。
選択しているグループに辞書が追加され、グループ名の左側に が表示されます。
をクリックするとグループに含まれる辞書が表示されます。

5  「OK」をクリックする。
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6  再起動画面が表示されるので、「はい」をクリックする。
電子辞書が再起動され、辞書グループの登録が完了します。
 ご参考

グループに含まれる辞書を変更または削除したい場合は、手順 4の画面で行います。
グループに辞書を追加するときは、「辞書グループ一覧」から編集したいグルー
プ名をクリックし、[辞書名」一覧から辞書をクリックして  をクリッ
クします。
グループから辞書を削除するときは、「辞書グループ一覧」から編集したいグ
ループ名左横の をクリックし、不要な辞書をクリックして  をクリッ
クします。
辞書グループを削除するときは、「辞書グループ一覧」から削除するグループ
をクリックし、「削除」をクリックします。

辞書グループを使って検索する
「辞書選択」メニューをクリックし、使用する辞書グループ名をクリックしてください。

説明文中の語を調べる
調べた語の説明文中で分からない語があった場合、わざわざ入力して検索し直さなくて
も、かんたんに検索することができます。

1  詳細画面に表示される説明文中の語を選択する。
マウスをドラッグして反転表示させた部分が選択範囲となります。操作のしかた
については、NetWalkerに付属の『取扱説明書』を参照してください。

 ご参考

外字など、説明文中の選択できない文字にこの機能を適用することはできません。

2  選択した部分を右クリックし、調べたい辞書をクリックする。
選択した語が「検索語」に自動的に入力され、検索結果が表示されます。
 ご参考

 をクリックすると、1つ前の詳細表示に戻ります。（「項目」欄の見出は連動
しません。）

•

•

•
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ウェブ検索機能を使う
NetWalkerがインターネットに接続できる場合、インターネット上の辞書を使って再検
索することができます。電子辞書にはあらかじめ 3種類のウェブ辞書が登録されていま
す。ウェブ辞書は、「オプション」メニューの「設定」で編集することができます。
（☞15ページ）

ウェブ辞書を起動する
表示切り替えメニューの  をクリックするとWebブラウザが起動し、検索語に入力
されている語の検索結果が表示されます。

初めて  をクリックしたときは、「Weblio辞書」が表示されます。
 ご参考

2回目以降に  をクリックしたときは、前回選択したウェブ辞書が選ばれた
状態でWebブラウザが起動します。
ウェブ辞書の利用には、インターネット接続環境が必要です。

ウェブ辞書を選ぶ
「再検索」メニューをクリックし、「ウェブ辞書検索」から使いたい辞書をクリックして
ください。

検定検索機能について
電子辞書にはあらかじめ 3件の検定作成サイトへのリンクが登録されています。「再
検索」メニューをクリックし、「検定検索」から任意の検定作成サイトを選択すると、
Webブラウザが起動し、検索語に入力されている語を使った問題やクイズなどを検索
することができます。

•

•
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電子辞書の設定について
 
設定項目について

「オプション」メニューをクリックし、「設定」をクリックするとアプリケーションの設
定画面が表示されます。ここでは電子辞書で使用するアプリケーションやウェブ辞書な
どの設定が行えます。
各設定は 5つのタブにわかれており、クリックして切り替えることができます。設定し
たあとは再起動画面が表示されるので、「はい」をクリックして再起動してください。

タブ 設定項目 内容 初期値
動画 動画再生に使用するアプリ

ケーションへのパス
ここで指定したアプリケーションが、電
子辞書からリンクしている動画ファイル
の再生に使用されます。

/usr/bin
/totem

動画コンテンツの一時指定
先

動画再生時の一時保存場所を指定しま
す。日本語を含まないパスを指定してく
ださい。

/tmp
/jetmobile
/movie/

音声 音声再生に使用するアプリ
ケーションへのパス

ここで指定したアプリケーションが、電
子辞書からリンクしている音声ファイル
の再生に使用されます。

/usr/bin/
totem

音声コンテンツの一時指定
先

音声再生時の一時保存場所を指定しま
す。日本語を含まないパスを指定してく
ださい。

/tmp
/jetmobile
/sound/

ブラウザ
連携

起動するWebブラウザへ
のパス

ここで指定したブラウザが、ウェブ辞書
の閲覧に使用されます。

/usr/bin
/fi refox

ウェブ連携 「ウェブ辞書を編集する」（☞15ページ）を参照してください。
検索
オプション

検索件数の最大値 検索画面で次候補を追加する際の件数を
指定します。（1～ 50件）数値を変更す
ると、電子辞書画面の「次の XX件」の数
値が変わり、クリックするごとに指定し
た件数の候補が「項目」欄に追加されます。

10件

インクリメンタルサーチを
有効にする

インクリメンタルサーチを有効にするか
どうか設定します。有効にすると、「検
索語」に 1文字入力するごとに、「項目」
欄に候補が表示されます。
（有効にすると、画面の動作や表示が遅
くなる場合があります。）

□（無効）

 ご参考

動画再生時や音声再生時はコンテンツが一時保存されるため、空きユーザーエ
リアが少ない場合は再生できないことがあります。
•
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ウェブ辞書を編集する
アプリケーションの設定画面の「ウェブ連携」タブでは、ウェブ辞書グループやウェブ
辞書の追加など、ウェブ辞書に関する編集ができます。
追加･編集したウェブ辞書は、「再検索」メニューから選択できます。

 ご参考

電子辞書にはあらかじめ次のウェブ辞書が登録されています。
グループ名 ウェブ辞書名 ウェブ検索設定
ウェブ辞書
検索

Weblio辞書 検索 名前：Weblio辞書 検索
検索語の前に連結する文字列：

http://www.weblio.jp/content/
検索語の文字コード：UTF-8

Yahoo!百科事典 検
索

名前：Yahoo!百科事典 検索
検索語の前に連結する文字列：

http://100.yahoo.co.jp/search?p=
検索語の文字コード：UTF-8
検索語の後に連結する文字列：&fr=snw

Metapedia 検索 名前：Metapedia 検索
検索語の前に連結する文字列：

http://metapedia.jp/?cx=partner-pub-
1175263777233757%3Acvherp-3o1i&hl=ja&lr
=lang_ja&cof=FORID%3A10&ie=Shift_JIS&q=

検索語の文字コード：Shift JIS
検定検索 Yahoo!みんなの検

定
名前：Yahoo!みんなの検定
検索語の前に連結する文字列：

http://minna.cert.yahoo.co.jp/LIST/keyword?k=
検索語の文字コード：UTF-8

けんてーごっこ 名前：けんてーごっこ
検索語の前に連結する文字列：

http://kentei.cc/kentei/search/?word=
検索語の文字コード：UTF-8

プチ検定 名前：プチ検定
検索語の前に連結する文字列：

http://www.puchi-kentei.jp/answer/search.php?cx
=partner-pub-5592466624522727%3Anza3jplpeif
&cof=FORID%3A10&ie=EUC-JP&q=

検索語の文字コード：EUC

•
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ウェブ辞書検索グループを作成する

1  「新規」をクリックする。
2  「検索グループ名」に任意の名前を入力し、「OK」をクリックする。
（例：Webグループ 1）
 ご参考

ウェブ辞書検索グループを削除するときは、「辞書グループ一覧」から削除す
るグループをクリックし、「削除」をクリックします。この場合、グループに
含まれるウェブ辞書も全て削除されます。

ウェブ辞書を追加する

1  「グループ名」一覧からウェブ辞書を追加するグループ名をクリックする。
2  「ウェブ検索設定」の各項目を入力する。
・名前：ウェブ辞書の名前を入力します。
・検索語の前に連結する文字列：ウェブ辞書のURLを入力します。
・検索語の文字コード：検索に使用する語の文字コードを選択します。
・検索語の後に連結する文字列：検索語の後に連結する文字があれば入力します。

3  「追加」をクリックする。
選択しているグループ名の左横に が付き、ウェブ辞書が追加されます。
 ご参考

ウェブ辞書の設定を編集したいときは、編集したいウェブ辞書をクリックし、
設定内容を編集したあと「適用」をクリックします。「クリア」をクリックす
ると、設定内容がすべて消去されます。ただし、「適用」をクリックしない限
り反映されません。
グループからウェブ辞書を削除するときは、「グループ名」一覧から編集した
いグループ名左横の をクリックし、不要なウェブ辞書をクリックして [削除 ]
をクリックします。

•

•

•
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困ったときは
 
故障かな？と思ったら

“故障かな？”と思っても、調べてみると故障ではないこともあります。
修理をご依頼になる前に、ここに記載されている内容および下記の説明書やヘルプを参
照して問題の解決方法がないか、もう一度よくお確かめください。
NetWalker Webマニュアル
（http://www.sharp.co.jp/support/mit/mndl_agreement.html）
サポートページ（http://www.sharp.co.jp/support/mit/）

 

電子辞書が選択できない

『取扱説明書』（付属）を参照して電子辞書をインストールしてください

辞書コンテンツが SD内に見つからないという画面が表示された

コンテンツカードをmicroSDカードスロットに差し込んでください

コンテンツカードが正しく挿入されているか確認してください
NetWalkerの取扱説明書を参照し、カードが奥まで差し込まれているか、
差し込み方法に誤りがないかなどを確認してください。

異なるmicroSDカードが差し込まれていないか確認してください

ウェブ辞書が使えない

NetWalkerの取扱説明書を参照して、インターネットに接続できるか確認
してください

動画、音声が再生できない

空きユーザーエリアが少なくなっている可能性があります
動画再生時や音声再生時はコンテンツが一時保存されるため、空きユーザー
エリアが少ない場合は再生できないことがあります。動画、音声が再生さ
れないときは、電子辞書を終了したのち、電子辞書を再度起動してくださ
い。 電子辞書を再起動しても動画や音声が再生できない場合は、不要なデー
タを削除して空きユーザーエリアを確保してください。

•

•
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電子辞書を削除する
電子辞書を削除するときは、電子辞書を終了させてから、次の手順で削除してください。

1  「アプリケーション」メニューをクリックし、「アクセサリ」－「端末」をクリックする。
2  「sudo dpkg -r netwalker-dictionary」と入力し、【Tab】を押す。
3  【Enter】を押す。

電子辞書の削除が実行されます。パスワードの入力画面が表示されたら、ログイン
時のパスワードを入力し、「OK」をクリックしてください。
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