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　 『E-DIC 英和｜和英 第2版』使用環境 　

●OS：	 日本語版Windows	2000	(Service	Pack	4)、

	 Windows	XP	(Service	Pack	2以上)、

	 Windows	Vista、Windows	7

	 	いずれも32ビット版。64ビット版では動作いたし

ません。

●CPU：	 Pentium	1GHzおよび同等のプロセッサ	(2GHz推奨)

●メモリ：	 256MB以上、1GB推奨

●ハードディスク：	空き容量500MB以上

●モニタの解像度：	800×600以上、1024×768以上推奨

●カラー：	 256色以上、32ビット推奨

＊ただし搭載OSの最低動作環境以上であること。

＊記載した製品名は、各社の商標あるいは登録商標です。
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　 ご利用の前にご確認ください　

『E-DIC	英和｜和英	第2版』は本ガイドブックのほかに、以下の構成

物から成り立っています。

CD-ROM『E-DIC 英和｜和英 第2版』………１枚

シリアルナンバーシール ……………………… １枚

葉書　封筒 …………………………………… 各１枚

シリアルナンバーシールは、このガイドブックの表紙裏のCD-ROM

の下部に貼り込んであります。初回インストール後も、アフターサー

ビスを受けるための会員登録、再インストールの際などに必要です。

会員登録を葉書で行われる方は、個人情報保護のため、封筒に葉書を

入れてお送りいただくこともできます。

＊シリアルナンバーの再発行はいたしかねますので、ご注意ください。
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　 取り扱い上のご注意 　

○	CD-ROM盤を傷つけたり、破損したりしないようご注意ください。

汚れた際にはやわらかい布で、中心から外側に向かって軽く拭いて

ください。シンナーなどの薬品はご使用にならないでください。

○	音楽用CDプレイヤーには絶対にかけないでください。プレイヤー

を破損したり、聴覚に害をおよぼすことがあります。

○	お客様の誤動作や保管上の過失による破損などにつきましては、責

任を負いかねますので、ご注意ください



1 E-DIC 第2版の特色

E-DICでできること

⃝E-DICで英語を書いてみる
　　メールを英語で書く

　　Twitterで「つぶやき」を英語で書く

⃝E-DICで大統領の演説を読んでみる

＊本文では説明の簡素化のため、『E-DIC 英和｜和英 第2版』をE-DICと表記いたしました。



　特色 1　
類例のない豪華収録辞書データをCD-ROM1枚に収録。単語も、
例文も、ほしい英語情報が瞬時の検索で手に入ります。

○総見出し74万、完全対訳例文13万を収録。

○ 日本語からでも英語からでも、意味を知りたい単語、英語にしたい日本

語、すぐに応用して使いたい例文が、瞬時の検索で見つかります。

○ 記述はすべて信頼のおける執筆陣によるものですので、安心してご利

用いただけます。

○英語のスペルを間違えても代わりの候補を提示します。

○ 動詞の活用形や名詞の複数形をコピー・ペイストなどで入力しても、

原形を検索して提示します。

	単語も!　mouthで単語を検索→275件ヒット!
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E-DIC 第2版の特色



	例文も!　mouthで例文を検索→314件ヒット

収録辞書　
E-DIC英和辞典*、E-DIC和英辞典*、
科学技術用語辞典、アメリカ口語辞典、

英和イディオム完全対訳辞典、

動詞を使いこなすための英和活用辞典**、
米英俗語辞典、会話作文	英語表現辞典、

最新和英口語辞典、最新日米口語辞典、

新語・流行語小辞典**、ニュース英語例文集、
現代用語例文集、海外生活英会話**、
ビジネス例文集、ビジネスeメール例文集**、
社内ｅメール例文集**、経済・金融例文集**、
オフィスの英語フレーズ集、

科学ニュース例文集、

工業英語例文集、

技術ビジネス英語例文集、

特許英語例文集**、
医学英語例文集*

*	 第2版にあたって、大幅増補改訂した辞書です。
**	 第2版にあたって、新規収録した辞書です。
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E-DICの特色

収録辞書の一例



　特色 2　
インターネットの英語の意味がすぐ分かります

○ Internet Explorerで表示した画面の英単語に、カーソルを合わせる

だけで、意味を吹き出し（バルーン）で表示します。

	画面は月刊「CNN	English	Express」（弊社刊）ホームページより
	 http://ee.asahipress.com/index.html

○ インターネットで英語の文章を読むときに、辞書を引く必要も、単語

をコピー・ペイストしてE-DICで検索しなおす必要もありません。

また名詞の複数形や動詞の変化形などのデータも内蔵していますの

で、原形を探し当てて意味を明確に表示します。

　▶くわしくは、p.19およびp.60をご覧ください。
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　特色 3　
お買い求めの後も、新しいデータを無料提供する増量サービスほ
か、アフターサービスも充実しています。

○ 分野別の語彙・例文集など、新しい辞書データを無料でご提供します。

　＊	『E-DIC	英和｜和英	第1版』では、社内外のeメール、新語・流行語、医学、特許、
経済・金融などの幅広い分野から、10の例文集、合計約6,000例文を無料で増
量しました。

	 充実の辞書群に、さらに新しいデータが無料でぞくぞく加わります。

○	会員登録された方には、増量サービスのほか、弊社刊行物の割引販売

などの特典もございます。

9

E-DICの特色



　特色 4　
自分だけの辞書を作成・登録できます。

○ ユーザー辞書登録機能で、見出し語句でも例文でも自分専用の辞書

データを作って登録できます。もちろん収録済みの辞書データ同様に

検索対象となります。

	ユーザー辞書登録データの一覧画面

	ユーザー辞書データの登録画面

○	第２版から、ユーザー辞書データのバックアップ（エクスポート）、

まとめての登録（インポート）機能も完備しました。

　▶くわしくは、p.55をご覧ください。
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　特色 5　
検索するだけでなく、読んで楽しい読書モード

○ 紙の辞書ページをめくるように前後の項目の記述を読み進めることが

できます。

○ 本体画面に「見出し＋本文」または「対訳例文」を表示しているとき

に、［前ページ］をクリックすると、収録された辞書データのひとつ

前の「見出し＋本文」または「対訳例文」を表示します。［次ページ］

をクリックすると、ひとつ後の「見出し＋本文」または「対訳例文」

を表示します。

　本のページをめくるように前後の記述を読むことができます。

○	［一覧］をクリックすると前後の「見出し」または「対訳例文」のリ

ストが表示されます。

○	似たようなスペルの単語、また似たような語を含む例文を見てみたい

時にも便利です。

　▶くわしくは、p.52をご覧ください。
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E-DICで英語を書いてみる

仕事で英語を書く必要がある方々、学校での勉強で英語を書かなければ

ならないという方々にかぎらず、メールやTwitter、または学習を兼ね

ての英語日記など、英語を書く機会はどんどん増えています。E-DICで

どんな英文が書けるか、例をご紹介していきます。

メールを英語で書く
●お礼のひとことを始めに書きたい場合
「ありがとう」で［例文検索］→	480件ヒット

このままでも例文の検索結果リストをスクロールして、目的に近い例

文をさがすことができます。
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E-DICでこんなことができる



もう少し例文を絞り込みたい場合は、たとえば2語で検索してみま

しょう（検索語入力欄の2つ目、3つ目に検索語を加えて検索すれば、

絞り込みができます）。

「ありがとう」「招待」で［例文検索］→	7件ヒット

Thank you for including us in your special presentation.

御社の特別プレゼンテーションにご招待いただき、ありがとうござい

ます。

といった例文が収録されています。

「ありがとう」「先日」で［例文検索］→	9件ヒット

Thank you very much for taking the trouble to visit my father 

in the hospital the other day.

先日は父のお見舞い、ごていねいにありがとうございました。

といった例文を「母」であれば‘father’を‘mother’に直すなどして、

使うことができます。

また、研究職の方々の場合

「ありがとう」「資料」で［例文検索］→5件ヒット

Thank you for promptly furnishing us with some written 

information on your products.

貴社の製品に関する資料を早速お送り下さりありがとうございます。

Thank you for the material you provided for our new project.

当社の新プロジェクトのために資料をご提供いただき、ありがとうご

ざいます。

といった例文が収録されています。目的に応じて単語を入れ替えれば、

ネイティブに相談することなく、正確な英文が書けます。
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●返事を出すのが遅れた場合
「返事」で［例文検索］→	165件ヒット

「返事」「遅れ」で絞り込んで［例文検索］→	1件ヒット

Sorry I haven’t answered your letter sooner. I’m such a poor 

letter writer.

返事が遅れてごめんなさいね。本当に筆不精なものですから。

という例がヒットします。手紙であればそのまま英文をコピーして使

えます。メールであれば‘letter’を‘mail’に替えればそのまま使えます。

メールならではのこんな表現も豊富に収録しています。

●添付ファイルについて説明したい場合
「添付」で［例文検索］→	82件ヒット

Please attach the file to the e-mail.

ファイルはメールに添付してください。

I'll send the plan as an attachment.

企画書を添付でお送りします。
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I sent you the e-mail without the attachment.

添付せずにメールを送信してしまいました。

I have attached the time schedule for completing the project.

プロジェクト完成までの日程表を添付しました。

The attached Word file is a conference report of July 10. I 

would appreciate your feedback.

添付しましたワードファイルは７月10日に行われた会議の報告書で

す。ぜひご意見をお聞かせください。

I am sending you an e-mail with the report attached. I will call 

you later regarding this.

レポートを添付ファイルでお送りいたします。これに関して、後ほど

お電話いたします。

といった、そのまま使える表現がリストアップされます。
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Twitterで「つぶやき」を英語で書く
＊	ネイティブのTwitterの書き込みはしばしば文章の省略が用いられますが（主語や、主
語＋動詞の省略など）、日本人が書き込む場合、慣れるまではフルセンテンスで正し
い英語を書くことをお勧めします。

●「もうお昼だ」と書きたい場合

「もう」「昼」で［例文検索］→	16件ヒット

It’s noon already. Time to get up! 

もうお昼よ。起きなさい！

という例文から、It’s	noon	already.が、そのまま使えます。

一番よく使われるのが次の表現でしょうか。

●「今、○○にいる」「○○なう」と書きたい場合
「にいる」で［例文検索］→	429件ヒット

ちょっと例文が多すぎるようです。この場合のように、もう1語、検

索語を増やして絞り込むこともうまくいきそうもないときは、英語を

想像して検索する手もあります。

16



「I’m at」で［例文検索］→	30件ヒット

I’m at Osaka Station now and getting ready to head out your 

way.

今、大阪駅なんだ。これからそっちへ向かうからね。

という例文から、I’m	at	○○	now.でいいことが確認できます。

●「RTの使い方が分からない」と質問を書きたい場合
「使い方」で［例文検索］→	32件ヒット

Why don’t you just admit you don’t know how to use it?

使い方がわからないって正直に言えば？

という例文から、I	don’t	know	how	to	use	RT.という文がすぐ書け

ます。また、

Please tell me how to use this tool.

この道具の使い方を教えて。

という例文を応用すれば、Please	tell	me	how	to	use	RT.となりま

すね。
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あるいは、こんなまったくの「つぶやき」も。

●「今夜は息が白いな」とつぶやいてみたい
「息」「白」で［例文検索］→	10件ヒット

(It was so cold that) I could see my breath.

吐く息が白く見えた。

という例文をそのまま使えます。また

It’s cold tonight. / You’re right. I can see my breath.

「今夜は冷えるわねえ」「本当。吐く息が白いわ」

という対話例文から、It’s	cold	tonight.	I	can	see	my	breath.と書く

こともできます。

●「熱があるみたい。風邪かな」とつぶやいてみたい
「熱が」で［例文検索］→	69件ヒット

「熱がある」で［例文検索］→	18件ヒット

“How do you feel?”  “Not so hot. I think I have a fever.”

「具合はどう？」「あまりよくないね。熱があるみたい」

という対話例文から、まずI	think	I	have	a	fever.がそのまま使えます。

「風邪かな」で［例文検索］→	2件ヒット

Maybe I’m catching a cold.

または

I wonder if I’m coming down with a cold.

という表現がそのまま使えますね。よって

I	think	I	have	a	fever.	Maybe	I’m	catching	a	cold.

と、つぶやけばいいのです。

● 「風邪を引いた」とつぶやいているのに対して、「お大事に」と
言いたければ
「お大事に」で［例文検索］→	6件ヒット

Take	care	of	yourself.またはTake	care.を使えばいいことが分かり

ます。相手が「くしゃみをした」とつぶやいたのなら、Bless	you!

と書けばいいことも分かります。
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E-DICで大統領の演説を読んでみる

E-DICにはInternet	Explorer上に表示された英語にカーソルを当てる

と、単語の意味をマンガの吹き出しのような形で表示する機能があります。

この機能を使って大統領の演説を読んでみましょう。

＊	Internet	Explorer対応についてのご説明はp.60をご覧ください。パソコンの設定に
よってこの機能が働かない場合があります。設定についてはp.61をご覧ください。

以下は2009年に行われたオバマ大統領の就任演説です。

	画面は月刊「CNN	English	Express」（弊社刊）ホームページより
	 http://ee.asahipress.com/index.html

E-DICを起動した状態で、画面の単語にカーソルを当てると、単語の意

味が表示されます。
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このようにして表示される単語の意味を見ていきましょう。

＊名詞の複数形や、動詞の過去形・過去分詞形などに対しては原形の意味を表示します。
＊	同じスペルの語に対しては、E-DICに収録されたデータ順で最初の語の意味を表示
します。

president

《名詞》（時にPresidentで）(1)大統領；長官	(2)上院議長	(3)（企

業の）取締役社長；会長；学長　	※(2)はPresident	of	the	Senateとも

Obama

《名詞》【人名】オバマ［Barack	Hussein；1961 ～	；米国第44代

大統領(2009～	)］

inaugural

《形容詞》就任の，就任式の，開会の，初回の

address

《名詞》(1)あて名，住所，番地	(2)【コンピュータ】アドレス	(3)演説，

あいさつ	(4)提言	(5)〔米〕大統領の教書	(6)【ゴルフ】アドレス

Capitol

《名詞》(1)【建造物】（古代ローマの）カピトル神殿［カピトルの丘

にあったジュピターの神殿］	(2)（米国の）連邦議会議事堂	(3)（capitol

で）（米国の）州会議事堂

humble

《他動詞》(1)辱しめる	(2)謙虚にさせる	(3)（権力や意志などを）弱める

task

《名詞》(1)職務，任務	(2)骨の折れる仕事	(3)【コンピュータ】タス

ク［仕事の単位］

grateful

《形容詞》(1)感謝している；ありがたい	(2)心地良い，快適な

trust

《名詞》(1)信頼，信用	(2)責任，義務	(3)頼みにするもの，頼みにす

る人	(4)信用貸し，掛け売り	(5)【法律】信託	(6)【経済】企業合同，

トラスト	(7)受託団体
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bestow

《他動詞》(1)与える，授ける	(2)使う

mindful

《形容詞》（…を）忘れない；（…に）心を配る；目配りの利く

sacrifice

《名詞》いけにえ，犠牲

ancestor

《名詞》先祖；原型

　　　　　
…
…

このように意味の分からない語にカーソルを当てていけば、辞書を引く

ことなく英文を読むことができます。

バラク・オバマ米国大統領就任演説
米国連邦議会議事堂

2009年1月20日

国民の皆さん、私は今日ここに立ちながら、われ

われを待ち受ける難題に謙虚な気持ちとなり、皆

さんから与えられた信頼に感謝し、先人たちが

払った犠牲に思いを馳せています。

（以下略）

＊	オバマ大統領の演説の日本語全訳をお読みになりたい方は、弊社刊『生声CD付き　
オバマ大統領就任演説』をお読みください。
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2 E-DIC
そのくわしい使い方
◎インストールする
◎画面説明
◎基本的な使い方
◎E-DICを楽しく、より使いこなす

＊本文では説明の簡素化のため、『E-DIC 英和｜和英 第2版』をE-DICと表記いたしました。



E-DICをお使いになるには、あらかじめお使いのパソコンにインストー

ルする必要があります。E-DICはフルインストール方式ですから、次回

からはCD-ROMなしで起動できます。

［ご注意］インストールの際は、管理者権限でログインしてから
　　　　　インストールしてください。

インストールの仕方

❶ CD-ROMをドライブにセットする
製品CD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブ（もしくはDVD	RW

ドライブなどの光学ドライブ）にセットしてください。

次のダイアログが出た場合は、［setup.exeの実行］をダブルクリッ

クしてください。

24

インストールする



❷ デスクトップに何の反応も現れない場合
［コンピュータ／マイコンピュータ］中のCD-ROMドライブを開き

（CD-ROMドライブを右クリック→［開く］を選択）、setup.exeを

ダブルクリックしてください。

❶と同じダイアログが出た場合は、［setup.exeの実行］をダブルクリッ

クしてください。

❸ ウィザードに従ってインストールを進める

［次へ］をクリックしてください。インストール先の選択のダイアロ

グが現れます。
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パソコンのCドライブにE-DICをインストールしてよいときは［次へ］

をクリックしてください。

・	別のドライブにインストールしたいときは、［変更］をクリックし

てください。フォルダの選択画面が現れます。
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インストールしたいドライブを指定して、	［OK］をクリックしてください。

インストール準備の完了のダイアログが現れます。

［インストール］をクリックしてください。インストールが開始され

ます。5分程度の時間がかかります（お持ちのパソコンによって、所

要時間は変わってきます）。
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❹ インストールを終了する
インストールが終了すると、次のように完了のダイアログが現れます。

［完了］を押すとウィザードは終了し、

デスクトップにE-DICのショートカットが

作成されます。

❺ シリアルナンバーを入力する
インストールの終了画面で、［プログラムの起動］をチェックして［完

了］するか、またはデスクトップにできたE-DICのショートカット

をクリックすると、シリアルナンバーの入力を求められます。

シリアルナンバーを半角英数で入力し、［OK］をクリックしてください。
＊シリアルナンバーは本ガイドブックの表紙裏に貼り込んであります。

28



❻ 会員登録をする
シリアルナンバーが認証されると、次のダイアログが出ます。

［OK］で、E-DICと同時にブラウザが起動し、小社サイトにジャンプ

します。画面の指示に従って、会員登録してください。

会員登録を行うことで、E-DICの辞書増量無料ダウンロードや、小社

商品割引などのサービスが受けられます。

インストール時に登録されなかった方も、後でご登録願います（メ

ニューバーの［ヘルプ］から［ヘルプ］を選択し、URLから小社サ

イトにジャンプしてください）。同封のハガキでもご登録いただけま

す。

［ご注意］

画面サイズは、お好みのサイズに調節してお使いください。
アプリケーションの両サイド、天辺、もしくは下辺にカーソルを合わせ、
カーソルが両方向を向いた矢印状になったところで、左クリックしながら
マウスをドラッグすることで画面の大きさを調整できます。

＊２回目以降は前回の終了時の大きさで起動します。
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画面説明

E-DICのアプリケーション画面のご説明をします。

●ボタン・画面

　

1 2
3

4
5

6 7

8

9

10 11 12

13

❶［見出し検索］
収録辞書の見出しを検索対象にします（収録辞書についてはP.64参照）。

❷［例文検索］
収録辞書本文中の個々の英和完全対訳例文を検索対象にします。
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❸［ 英語先頭一致検索／英語完全一致優先検索／英語完全一致
検索］

英語での検索の場合に

○ ［英語先頭一致検索］	 	［見出し検索］では、検索語と一致するスペ

ルで始まる語を含む［見出し］をすべてデータ順にリスト表示しま

す。［例文検索］では、検索語と一致するスペルで始まる語を含む［例

文］をすべてデータ順にリスト表示します（データ順についてはP.53

参照）。

○ ［英語完全一致優先検索］ 	［見出し検索］では、まず、検索語と一

致する［見出し］を、次に、検索語と一致する語を含む［見出し］を、

次に、検索語と一致するスペルで始まる語を含む［見出し］を、そ

れぞれデータ順にリスト表示します。［例文検索］では検索語と一

致する語を含む［例文］を、次に、検索語と一致するスペルで始ま

る語を含む［例文］を、それぞれデータ順にリスト表示します。

○ ［英語完全一致検索］	 	［見出し検索］では、まず、検索語と一致す

る［見出し］を、次に検索語と一致する語を含む［見出し］を、そ

れぞれデータ順にリスト表示します。検索語と一致するスペルで始

まる語を含む［見出し］は検索されません。［例文検索］では、検

索語と一致する語を含む［例文］のみをデータ順にリスト表示しま

す。検索語と一致するスペルで始まる語を含む［例文］は検索され

ません。

＊	初期設定は［英語先頭一致検索］モードになっています。アプリケーションの終了
時に選択されていたモードが、次回起動時のモードになります。（くわしくはp.48）

❹［検索語入力欄］
検索語をボックスに入力します。

❺［検索］
検索を開始し、結果を❾本体画面に表示します。

（検索についてくわしくはp.37）

31

E-DIC	そのくわしい使い方

画
面
説
明



❻［戻る］
ひとつ前の表示の状態に戻ります。

❼［進む］
ひとつ先の表示の状態に進みます。

❽［クリア］
❹［検索語入力欄］の表示をクリアします。

❾本体画面
検索結果のリスト、および辞書データ（「見出し＋本文」または「対

訳例文」）を表示します。

❿［前ページ］（読書モード）
❾本体画面で表示した「見出し＋本文」または「対訳例文」の、デー

タ順でひとつ前のデータを表示します。

（読書モードについてくわしくはp.52）

⓫［一覧］（読書モード）
❾本体画面で表示した「見出し＋本文」または「対訳例文」の、デー

タ順による前後のデータ一覧を表示します。

⓬［次ページ］（読書モード）
❾本体画面で表示した「見出し＋本文」または「対訳例文」の、デー

タ順で次のデータを表示します。

⓭[検索結果］
検索で何件ヒットしたかを表示します。また閲覧しているときに、検

索結果リスト中の何件目を閲覧しているかも表示します。
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●メニューバー

　

1　ファイル

　

　

［ページ設定／印刷／印刷プレビュー］

本体画面を印刷できます。［ページ設定］で用紙サイズなどを設定で

きます。［印刷プレビュー］でどう印刷されるか前もってチェックす

ることができます。［印刷］でプリンタのダイアログ画面が表示され

ます。

［終了］

E-DIC2を終了します。

2　編集
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［すべて選択］

本体画面に表示された「見出し＋本文」または「対訳例文」のすべて

を選択します。

［コピー］

選択した「見出し＋本文」または「対訳例文」をコピーし、ワープロ

ソフトやメールソフトの画面に貼り付けて使うことができます。

＊	本体画面にカーソルを合わせ、左クリックしながらマウスをドラッグすれば、表示
の一部分だけを選択することができます。

3　表示

　

　

［フォント］

本体画面の文字の大きさを３段階に調整できます。

＊初期設定では［中］に設定しています。

4　設定
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［表示辞書設定］

収録辞書から、検索対象にしたい辞書を選択することができます。

検索結果表示の際の辞書の表示順を変えることができます。

（くわしくはp.53）

［ユーザー辞書］

ご自分で英語見出し・日本語見出し・英語例文・日本語例文を登録し、

検索の対象にすることができます。

（くわしくはp.55）

［インポート］

ご自分で作られたcsvファイルの辞書データを［ユーザー辞書］に一

括登録することができます。

［エクスポート］

［ユーザー辞書］に登録したデータをcsvファイルとして保存・バッ

クアップすることができます。

（くわしくはp.57）

［E-DIC1ユーザー辞書インポート］

初版の『E-DIC	英和｜和英』で登録した辞書データを［ユーザー辞書］

に一括で移行・登録することができます。

（くわしくはp.58）

［インターネット対応］

Internet	Explorerの画面上で、英語にカーソルを合わせると、その意

味をバルーン表示します。初期設定ではオンになっています。

（くわしくはp.60）

5　ヘルプ
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［ヘルプ］

E-DICをめぐる情報を掲載したホームページのURL、ご質問の際の

メールアドレスを記載しています。

［バージョン情報］

本ソフトのバージョン情報を表示します。
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基本的な使い方

■1　見出し検索

紙の辞書のいわゆる「見出し」を検索できます。

［見出し検索］をクリックします（初期設定は［見出し検索］です）。

［検索語入力欄］に［mouth］と入力し、［検索］をクリックします。

　

　
＊［Enter］キーを押しても同じです。
＊入力は、キーボード入力のほか、文字列の［貼り付け］でもできます。
＊	入力は英語か、日本語か、どちらかを３語まで入力し、And検索をすることができ
ます。英語と日本語、両方を一度に検索することはできません。

　

　275件ヒットしました。
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今度は日本語で検索してみましょう。

［検索語入力欄］に［口］と入力し、［検索］をクリックします。

　

　

2571件ヒットしました。

検索結果は、［表示辞書設定］で指定されている順に並びます（［表示辞

書設定］についてはp.53参照）。

また、［検索語入力欄］に入力された文字列と一致する文字列が、探し

やすいように赤い文字で表示されます。

画面の左側には、上から１項目ごとに［英語見出し］［日本語見出し］［本

文の冒頭の記述］が表示されます。要素のないものは１行あきになります。

画面の右側には、上から１項目ごとに［収録辞書の略称］［この語句を

含む例文を検索］［全文を表示］が表示されます。
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［この語句を含む例文を検索］をクリックすると［英語見出し］に相当

する語句を含む例文を検索します。［英語見出し］のない項目の場合は

［日本語見出し］を含む例文を検索します。

［例］	［mouth］の項の［この語句を含む例文を検索］をクリックした場合

　 　

　

　

mouthを含む例文を検索して、結果をリスト表示します。
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［全文を表示］をクリックすると、項目全体を表示します。

［例］	［アメリカ口語］の［put	one’s	foot	in	one’s	mouth］の［全文

を表示］をクリックした場合

　

　

　

見出し[put	one’s	foot	in	one’s	mouth]の項の本文を表示します。

クリック{
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■2　例文検索

収録されているすべての［対訳例文］を直接検索します。

［例文検索］をクリックします。

［検索語入力欄］に［appointment］と入力し、［検索］をクリックし

ます。

　

　

＊［Enter］キーを押しても同じです。
＊入力は、キーボード入力のほか、文字列の［貼り付け］でもできます。
＊	入力は英語か、日本語か、どちらかを３語まで入力し、And検索をすることができ
ます。英語と日本語、両方を一度に検索することはできません。

　

　

110件ヒットしました。
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今度は日本語で検索してみましょう。

［検索語入力欄］に［予定］と入力し、［検索］をクリックします。

　

402件ヒットしました。

検索結果は、［表示辞書設定］で指定されている順に並びます（［表示辞

書設定］についてはP.53参照）。

また、［検索語入力欄］に入力された文字列と一致する文字列が、探し

やすいように赤い文字で表示されます。

画面の左側には、上から１項目ごとに［英語例文］［日本語例文］が表

示されます。

画面の右側には、上から１項目ごとに［収録辞書の略称］［全文を表示］

が表示されます。
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［全文を表示］をクリックすると、例文全体を表示します。

［例］［アメリカ口語］の［仕事は軌道に乗ってフル回転しているから、

予定どおり完成すると思われる。］の［全文を表示］をクリック

した場合

　

　

　

対訳例文全文ともともとの収録辞書見出しを表示します。
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例文の下の［収録辞書見出し］の青くなっている文字をクリックする

と、この例文がもともと収録されている辞書の本文を表示します。

　

　

　

例文がもともと収録されている辞書の本文を表示します。
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■3　検索のヒント

英語の文字について
英語の検索では、大文字・小文字の別、ハイフンのあるなしは無視され

ます。

日本語の文字について
日本語の検索では、ひらがな・カタカナの別、音引き（ー）やナカグロ

（・）は無視されます。

変化形について
E-DICは名詞の複数形、動詞・形容詞・副詞の変化形のデータを内蔵し

ています。変化形を入力して検索すると、個々の原形がヒットします。

文書などから単語をコピー・ペイストしても、原形に直すことなく検索

ができます。

	 	synthesesで検索。［見出し］synthesesが「《名詞》synthesisの複数形」としてヒッ
ト。［全文を表示］をクリックすると、単数形synthesisの本文を表示します。
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＊［見出し検索］で検索語が１語の場合。対象となるのは「英和辞典」のデータです。
＊	検索結果リストでは、検索語入力欄に入力された活用形が「見出し」として表示され
ます。［全文を表示］で表示される本文は原形のものです。

スペルミスの場合
英単語の意味を調べる際にスペルミスをした場合、代わりの候補を提示

します。本文画面の青く表示された語をクリックすると、その語の本文

へジャンプします。

	 	ventureを誤ってventuraと入力。「該当する項目がありません。以下の言葉で検索し
なおしますか？」の下に表示されたventureをクリックすれば、ventureの本文画面
を表示します。

＊［見出し検索］で検索語が１語の場合。対象となるのは「英和辞典」のデータです。

該当件数が多いとき
・検索結果が20,000件以上のとき
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［検索結果が20,000件以上あります。20,000件まで表示します。

キャンセルをクリックすると検索を中止します］というメッセージが

出ます。［OK］をクリックすると、20,000件まで表示します。［キャ

ンセル］をクリックすると検索を中止します。

・	検索結果が20,000件以下だが時間がかかるのでやめたいとき、［ク

リア］またはキーボードの［Esc］を押すと［検索を中止しますか。］

というメッセージが出ます。

　

［OK］をクリックすると、検索を中止します。

＊	この動作は前記の［検索結果が20,000件以上あります。20,000件まで表示し
ます。キャンセルをクリックすると検索を中止します］の［OK］をクリックした後で
も有効です。

基本的なテクニック
2日本語の場合

・活用形はできるだけ語根で検索すればヒットがふえます。
?例文検索の例

［連絡する］で検索　→　9件のヒット

［連絡］　→	［連絡をとらなかった］［連絡できる］［連絡します］など、

291件がヒット

・日本語の慣用句は語幹と活用しない一部分でAnd検索します。
?例文検索の例

［手を借りる］で検索　→　0件のヒット

［手を借り］で検索　　→　2件のヒット

［手］［借り］でAnd検索　→	［猫の手も借りたい］［誰の手も借りずに］

など、25件のヒット
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2英語の場合

・	［a lot of］など形の変わらない連語は、１つの入力欄に入力すれば、

そのままの形で検索できます。
?例文検索の例

　［a lot of］で検索　→　950件のヒット

・	［make use of］など活用するものは、［ma］＋［use of］のように

分けてAnd検索します。
?例文検索の例

［make use of］で検索　→　8件のヒット

［ma］［use of］でAnd検索　→	［makes use of］［making good 

use of］など、43件のヒット

［英語完全一致優先検索／英語完全一致検索］を使いこなす

　
［英語先頭一致検索］の場合　［見出し検索］［例文検索］ともに、検

索語と一致するスペルで始まる語を含む［見出し］［例文］をすべて

検索し、データ順にリスト表示します（データ順についてはP.53参照）。

［英語完全一致優先検索］の場合　［見出し検索］では、検索語と一致

する［見出し］、検索語と一致する語を含む［見出し］、検索語と一致

するスペルで始まる語を含む［見出し］の順に検索し、データ順にリ

スト表示します。［例文検索］では、検索語と一致する語を含む［例文］、

検索語と一致するスペルで始まる語を含む［例文］の順に検索し、デー

タ順にリスト表示します。

［英語完全一致検索］の場合　［見出し検索］では、検索語と一致する

［見出し］、検索語と一致する語を含む［見出し］の順に検索し、デー
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タ順にリスト表示します。検索語と一致するスペルで始まる語を含む

［見出し］は検索されません。［例文検索］では、検索語と一致する語

を含む［例文］のみをデータ順にリスト表示します。検索語と一致す

るスペルで始まる語を含む［例文］は検索されません。

［例］［PR］という語は何の略か調べたいとき

［英語先頭一致検索］で［見出し検索］すると、［PR］［pr］で始まる

語をすべて検索するので時間もかかり、しかも検索結果は［access	

program］［acidic	protein］など、目的と違う見出しが多数ならびます。

そんなとき［英語完全一致検索］を使うと［PR］［pr］という単独の

語および［PR］［pr］という語を含む語群のみを検索し、しかも［PR］

［pr］のみの見出しが先頭に表示されますので、ストレスなく検索す

ることができます。［例文検索］でも同様に、［PR］［pr］という単独

の語を含む例文のみを検索し、データ順にリスト表示します。

　

　

　

	［PR］を［英語完全一致検索］で［見出し検索］した場合
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［英語完全一致優先検索］では、［PR］［pr］という単独の語および［PR］

［pr］という語を含む語群を検索結果の先頭に表示し、［PR］［pr］で

始まる語はその後に表示されます。［例文検索］でも同様に、［PR］

［pr］という単独の語を含む例文をまずデータ順にリスト表示し、そ

の後に［PR］［pr］で始まる語を含む例文を表示します。

＊［英語完全一致検索］では［PR?］［PR,］［PR.］のような形も排除されます。ご
了解ください。

＊	初期設定は［英語先頭一致検索］モードになっています。アプリケーションの終了
時に選択されていたモードが、次回起動時のモードになります。

＊日本語での検索には影響しません。

戻る／進む／クリア
［戻る］［進む］はアプリケーションの動作の前後の表示に移動します。

［クリア］は［検索語入力欄］の表示をすべて消します。［Esc］を押

しても同じです。

検索履歴を使う
検索語入力欄の１行目の右端の▼マークをクリックすると、それまで
に検索した語が表示されます。再検索したいときに便利です。
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　ショートカット一覧　

［見出し検索］モード	 Ctrl 	+	w
［例文検索］モード	 Ctrl 	+	e
［検索］　	 E
［戻る］　	 Ctrl 	+	z
［進む］　	 Ctrl 	+	y
［クリア］　	 X
［前ページ］　	 Ctrl 	+	s
［一覧］　	 Ctrl 	+	f
［次ページ］　	 Ctrl 	+	d

本文表示の文字中にカーソルを合わせた上で

［全文を選択］	 Ctrl 	+	a
［コピー］　	 Ctrl 	+	c

・そのほか
Tキーで、検索語入力欄から、検索結果の各［全文を表示］

まで、カーソルで選択するのと同じように、フォーカス（アク

ティブな項目）を移動できます。



E-DICを楽しく、より使いこなす

読書モード

E-DICでは、紙の辞書のページを眺めてはめくるように、収録辞書デー

タを読むことができます。

○ 本体画面に「見出し＋本文」または「対訳例文」を表示しているとき

に、［一覧］をクリックすると、「見出し」（「英語見出し」＋「日本語

見出し」＋「本文の冒頭」）または「対訳例文」（「英語例文」＋「日

本語例文」）の前後の一覧が表示されます。

○ 本体画面に「見出し＋本文」または「対訳例文」を表示しているとき

に、［前ページ］をクリックすると、ひとつ前の「見出し＋本文」ま

たは「対訳例文」を表示します。［次ページ］をクリックすると、ひ

とつ後の「見出し＋本文」または「対訳例文」を表示します。

　

	 本体画面に「見出し＋本文」または「対訳例文」を表示すると、［前ページ］［一
覧］［次ページ］のボタンがアクティブになります。

＊［読書モード］では、収録辞書１冊ごとのデータを巡回します。
＊［読書モード］は検索結果をリスト表示しているときは、使えません。

E-
DIC
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検索する辞書を選ぶ、順番を変える

メニューバーの［設定］をクリックして

　

［表示辞書設定］を選ぶと、収録辞書の一覧画面が出ます。

　

初期の設定では［すべての

辞書を選択］の状態で、辞

書が収録順に並んでいます。

・	検索結果に表示される順

番を変えたい辞書の名前

をクリックしてハイライ

トさせます。そのまま、

右にある［上へ］［下へ］

をクリックして位置を変

え、検索結果に表示され

る順番を変えることがで

きます。

・	検索対象から外したい辞

書名またはチェックボッ

クスをダブルクリックす

ると、検索対象から外す

ことができます（［検索

する辞書を選択］に自動

的に切り替わります）。
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・	［検索する辞書を選択］をクリックすると、すべての辞書のチェックボッ

クスが空になります。検索対象にしたい辞書のチェックボックスをダ

ブルクリックしてください。

・	検索対象にしたい辞書の選択、順番の移動が終わったら［OK］をクリッ

クしてください。

・［初期の設定に戻す］をクリックするとダイアログが出ます。

　

［OK］をクリックすると初期の設定に戻ります。
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ユーザー辞書

ユーザーがオリジナルの辞書データをE-DICに登録し、検索の対象に

することができます。

●登録する

メニューバーの［設定］をクリックして

　

［ユーザー辞書］を選ぶと、登録ずみデータ一覧の画面が出ます（初

めはデータは空の状態です）。

　

左上の［登録］をクリックすると、登録画面が出ます。
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登録したい「英語見出し」「日本語見出し」「英語例文」「日本語例文」

をそれぞれの入力欄に入力し、［登録］をクリックします。

＊入力できるのは英語、日本語とも100文字までです。
＊「英語見出し」「日本語見出し」のみの入力（例文なし）でも登録できます。

●編集する

登録ずみデータ一覧の画面から、修正したい項目をクリックしてハイ

ライトさせます。［編集］をクリックすると、該当する項目を記載し

た登録画面が出ます。修正して［登録］をクリックします。

　

修正したい項目
を選んで［編集］
をクリック
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●削除する

登録ずみデータ一覧の画面から、削除したい項目をクリックしてハイ

ライトさせます。［削除］をクリックすると、確認のダイアログが出

ます。

　

［OK］をクリックすると削除できます。

作業を終了したら、右上の［×］をクリックすれば、登録ずみデータ

一覧の画面が閉じます。

●インポート

メニューバーの［設定］をクリックして［インポート］を選ぶと、イ

ンポートしたいファイルをたずねるダイアログが出ます。

インポートできるファイルはcsvファイルです。まとめてのデータ登

録の際は、まず［ユーザー辞書］の登録画面でご自分のデータを数例

ご登録いただき、そのデータを［エクスポート］したファイルを元に、

データを整備されると、問題なくインポートできます（インポートは

上書きではなく、すでに登録されているデータに追加する形になりま

すので、登録ずみのデータは重複しないよう、削除した上でインポー

トしてください）。

●エクスポート

登録した辞書のバックアップをとることができます。パソコンのトラ

ブルなどによってE-DICが使えなくなった場合、再インストールし
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てもユーザー辞書データは復元されません。ぜひバックアップをおと

りください。

メニューバーの［設定］をクリックして［エクスポート］を選ぶと、

保存場所をたずねるダイアログが出ます。ご自分で分かりやすい場所

に保存してください。E-DICを再インストール、あるいは別のマシン

にインストールするような場合に、このファイルをインポートすれば

そのままご自分で登録した辞書を移行することができます。

●E-DIC1ユーザー辞書インポート

初版の『E-DIC	英和｜和英』で登録した辞書データを移行すること

ができます。初版の『E-DIC	英和｜和英』と同じパソコンでお使い

の場合は［E-DIC1ユーザー辞書インポート］をクリックするだけで、

データを移行できます。

・違うパソコンでお使いの場合

❶ まず、初版の『E-DIC	英和｜和英』で登録された辞書データを

CD-R、USBメモリーなどに保存してください。ファイルの場所は

以下です。

【Windows VISTA、7の場合】

Cドライブ→「User」もしくは「ユーザー」フォルダ→（初版の『E-DIC	

英和｜和英』をインストールしたユーザー名）フォルダ→「AppData」

フォルダ→「Roaming」フォルダ内にある「SENTENC2-USERDATA.

dat」ファイル

【Windows XP、2000の場合】

Cドライブ→「Documents	and	Settings」フォルダ→（初版の『E-DIC	

英和｜和英』をインストールしたユーザー名）フォルダ→「Application	

Data」フォルダ内にある「SENTENC2-USERDATA.dat」ファイル

＊	「SENTENC2-USERDATA.dat」ファイルは特殊処理されていますので、ファイ
ルを開かずにそのまま保存してください。
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❷ 次に保存した「SENTENC2-USERDATA.dat」ファイルを、E-DIC

第２版をお使いのパソコンのハードディスクにコピーしてくださ

い。保存する場所は上記と同様、以下です。

【Windows VISTA、7の場合】

Cドライブ→「User」もしくは「ユーザー」フォルダ→（E-DICをお

使いのユーザー名）フォルダ→「AppData」フォルダ→「Roaming」

フォルダ内

【Windows XP、2000の場合】

Cドライブ→「Documents	and	Settings」フォルダ→（E-DICをお

使いのユーザー名）フォルダ→「Application	Data」フォルダ内

以上の作業を行った上で［E-DIC1ユーザー辞書インポート］をクリッ

クしてください。
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インターネットで英語を読む

メニューバーの［設定］をクリックして、［インターネット対応］の

チェックボックスをオンにします。（初期設定ではオンになっていま

す）

　

Internet	Explorerの本文画面で英語のページを読むときに、意味を知り

たい単語にカーソルを合わせるとバルーン表示で意味が出ます。

	画面は月刊「CNN	English	Express」（弊社刊）ホームページより
	 http://ee.asahipress.com/index.html
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＊	対象となる語の品詞などの識別はできません。英語読解の一助とお考えください。同
一スペルの単語の場合、データ順でE-DICの「英和辞典」の最初に収録されている
語の意味が表示されます。

＊	名詞の複数形、動詞、形容詞、副詞の変化形にも対応しています。表示されるのは
原形の意味です。連語には対応していません。画像処理された文字には反応しません。

＊	Internet	Explorer以外のブラウザでは動作しません。Internet	Explorer上でも、特
殊な加工を施された文書では反応しない場合があります。

［ご注意！］

Windows VISTAもしくはWindows 7をお使いで、Internet Explorerの
英文表示にE-DICが反応しない場合は、以下の説明にしたがってください。

Windows	VISTAおよびWindows	7はセキュリティを厳重にした関係

で、E-DICの［インターネット対応］が反応しない場合があります。そ

の際は［ユーザーアカウント制御］を無効にしていたければ、［インター

ネット対応］がお使いになれます。

［ユーザー アカウント制御］を無効にする

●Windows Vistaの場合

1)	［スタート］ボタンから［コントロールパネル］をクリックします。

2)	コントロールパネルの画面左側で［クラシック表示］をクリック

します。

3)	画面右側の［ユーザー アカウント］をダブルクリックします。

4)	［ユーザー アカウントの制御の有効化または無効化］をクリック

します。

5)	［ユーザー アカウント制御］ダイアログが表示されるので、［続行］	

をクリックします。	

6)	［ユーザー アカウント制御（UAC）を使ってコンピュータの保護

に役立たせる］のチェックをはずします。

7)	［OK］をクリックします。

8)	マシンを再起動してください。
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●Windows 7の場合

1)		［スタート］ボタンから［コントロールパネル］をクリックします。

2)　 表示方法が［カテゴリ］の場合 　コントロールパネルの画面左

上にある［システムとセキュリティ］をクリックします。［システ

ムとセキュリティ］画面上方の［ユーザー アカウント制御設定の

変更］をクリックします。

　　 表示方法が［大きいアイコン］［小さいアイコン］の場合 　［ユー

ザー アカウント］をクリックします。［ユーザー アカウント］画

面の［ユーザー アカウント制御設定の変更］をクリックします。

3)		［ユーザー アカウント制御の設定］の画面で左に表示されるバーの

四角いマークを［通知しない］に合わせ、［OK］をクリックします。

4)		マシンを再起動してください。

＊	管理者権限のない方は、管理者の方にご相談ください。
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増量サービスについて

E-DICをお求めいただき会員登録された方には、小社からメールで増量

サービスのご案内が届きます。ご案内いたしますURLで小社E-DICサ

イトをご覧いただき、指示に従って辞書を増量してください（無料）。
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E-DIC英和辞典（英和辞典）　E-DIC編集部	編
E-DIC和英辞典（和英辞典）　E-DIC編集部	編
科学技術用語辞典（科学技術用語）　独立行政法人	科学技術振興機構	編
アメリカ口語辞典（アメリカ口語）　エドワード・G・サイデンステッカー	監

修／ジャン・マケーレブ＋安田一郎	共著

英和イディオム完全対訳辞典（イディオム）　ジャン・マケーレブ＋岩垣守彦	
編著

動詞を使いこなすための英和活用辞典（動詞句）　ジャン・マケーレブ＋マ
ケーレブ恒子	編著

米英俗語辞典（米英俗語）　藤井章雄	監修／内野泰子＋小西和久	編集／マー
ク・ジュエル＋アントニー・ニューエル	校閲

会話作文 英語表現辞典（会話作文）　ドナルド・キーン＋羽鳥博愛	監修／山
田晴子＋伊良部祥子	編集

対話例文 最新和英口語辞典（対話例文）　マーク・ジュエル＋羽鳥博愛	編
最新日米口語辞典（日米口語）　エドワード・G・サイデンステッカー＋松本
道弘	共編

新語・流行語小辞典（新語・流行語）　英語新語研究会	編／代表	宮元倫好
ニュース英語例文集（ニュース）　E-DIC編集部	編
現代用語例文集（現代用語）　E-DIC編集部	編
海外生活英会話（海外生活）　E-DIC編集部	編
ビジネス例文集（ビジネス）　フランシス・J・クディラ	編著
ビジネスｅメール例文集（ｅメール）　高島康司	監修・執筆
社内ｅメール例文集（社内ｅメール）　高島康司	監修・執筆
オフィスの英語フレーズ集（オフィス）　堀越千春	著
経済・金融例文集（経済金融）　吉本秀人	監修・執筆
科学ニュース例文集（科学ニュース）　E-DIC編集部	編
工業英語例文集（工業）　吉川潔	監修・執筆
技術ビジネス英語例文集（技術ビジネス）　小西和久	監修・執筆
特許英語例文集（特許）

医学英語例文集（医学）　大井毅	監修・執筆

収録辞書一覧
（　）内は検索結果画面での略称
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E-DICにはこんな辞書が全文収録されています

ネイティブの発想まで理解できる。生きた英語の語句を精選し、使うシチュ
エーションや感覚までも解説。
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『アメリカ口語辞典』
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最新の用法まで、英語の気持ちがぴったり訳せる。英語の意味を日本語で
つかむ、最新・最大のイディオム辞典。

『英和イディオム完全対訳辞典』
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ネイティブの生活に密着した、日本人の苦手な動詞句を徹底収録。的確な
訳語と例文で解説。

『動詞を使いこなすための英和活用辞典』
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日常口語から、くだけた表現、卑語・侮蔑語まで、普通の辞書には載って
いない生きた英語を収録。

『米英俗語辞典』
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単語の継ぎはぎではない正しい英文を書き、話すのに役立つ、英作文・英
会話辞典のベストセラー。

『会話作文 英語表現辞典』
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毎日、口にする会話の日本語をそのまま対話形式で和英対訳で収録した、
新感覚の和英辞典。

『最新和英口語辞典』
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よく使う日本語にぴったりの英語を提示！　口語英語辞典のさきがけとなっ
たベストセラー。

『最新日米口語辞典』



お問い合わせは	メールアドレス	dic@asahipress.com	までお願いします

E-DIC		英和│和英　第2版
イーディック

2010年3月30日　第1刷発行

発行者	 原　雅久
発行所	 株式会社朝日出版社
	 〒101-0065	東京都千代田区西神田	3-3-5
	 TEL	03-3263-3321		FAX	03-5226-9599
	 URL	http://www.asahipress.com/（PC）
	 	 http://asahipress.jp/（携帯）
	 メール	dic@asahipress.com

プログラム制作：GuyEnTec
パッケージ・デザイン：朝日出版社デザイン室
本文D T P：メディア	アート
印刷・製本：図書印刷株式会社

ISBN978-4-255-00512-6
©Asahi	Shuppan-sha	2010		Printed	in	Japan

著作権について
本CD-ROMの著作権は朝日出版社および著作者に帰属します。本
CD-ROM収録データの一部または全部を許可なく第三者にコピー・
配布・転載することはできません。
本CD-ROMおよび収録データの複製、また本CD-ROMのデータを
利用しての著作物の作成などは、法律により固く禁じられています。


