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 はじめに
本書では、コンテンツCD-ROMに収録されているコンテンツおよび
infoCarry端末のメモ入力方法について説明しています。
infoCarry端末のくわしい操作方法については、オンラインヘルプ
「infoCarry端末ヘルプ」を、取扱いについては「取扱説明書」をご覧くだ
さい。

商標と著作権について
•  およびinfoCarryはソニー株式会社の商標です。
• Windowsは、米国Microsoft Corporation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。

• その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開
発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®
マークは明記していません。

• 地図データの著作権は、株式会社アルプス社が所有しています。
• 本書ではMicrosoft® Windows® 2000 ProfessionalをWindows

2000と記載しています。
• 本書ではMicrosoft® Windows® Millennium EditionをWindows

Meと記載しています。

本ソフトウェアおよびコンテンツについて
s 著作権者の承諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェア、取扱説明書お
よびコンテンツの内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェ
ア、コンテンツを賃貸することは、著作権法上禁止されています。

s 本機に付属のソフトウェアおよびコンテンツを使用したことによって生じた
金銭上の障害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきまして
も、当社は、一切その責任を負いかねます。

s 万一、本機またはディスクの製造上の原因による不良がありましたらお取替
えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

s 本機に付属のソフトウェアは、指定された装置以外ではご使用にならないで
ください。

s 本機に付属のコンテンツは、指定されたソフトウェアでのみご利用ください。

s 本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあ
りますが、ご容赦ください。

s 本機に付属していないソフトウェアおよびコンテンツを使用した際の動作
は、保証しておりません。
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4-651-737-01(1) 以降、infoCarry地図データ以外のコンテンツをインストールする場
合は「各コンテンツをインストールする」を、infoCarry地図データを
インストールする場合は「infoCarry地図データをインストールする」
をご覧ください。

メニュー画面が表示されないときは
「インストーラが起動しないときは」をご覧ください。

各コンテンツをインストールする
infoCarry地図データ以外のコンテンツをインストールする場合は、インス
トーラのメニュー画面で次の操作を行います。

ご注意
infoCarry地図データ以外のコンテンツは、ログインユーザーのinfoCarry Manager
のキャビネットフォルダにインストールされます。

1 インストールしたいコンテンツをクリックする。
コンテンツのインストーラが起動します。

2 以降、インストーラ画面の指示に従って操作する。

3 各コンテンツのインストールが終了したら、「終了」をクリック

する。
インストーラが終了します。

4 infoCarry Managerを起動し、必要に応じてinfoCarry端末へ
データを転送する。
infoCarry Managerのキャビネットエリアにコンテンツフォルダが作
成され、その中にインストールしたコンテンツごとにフォルダが作成さ
れます。infoCarry端末へのデータ転送のしかたについては、オンライ
ンヘルプ「infoCarry Toolsヘルプ」をご覧ください。

infoCarry地図データをインストールする
infoCarry地図データをインストールする場合は、インスト－ラのメニュー
画面で次の操作を行います。

1 インストーラのメニュー画面で ［infoCarry地図データのインス
トール］をクリックする。
地図データのインストールが開始されます。

2 以降、インストーラ画面の指示に従って操作する。
インストールする地図データを選択したい場合は、「セットアップ  タイ
プ」画面で［カスタム］を選択し、「カスタム セットアップ」画面を表示
します。「カスタム セットアップ」画面でインストールしない地図デー

タの  をクリックして［この機能を使用できないようにします］を
選択すると、その地図データはインストールされません。

3 インストールが終了したら、［完了］をクリックする。
インストーラのメニュー画面に戻ります。

4 「終了］をクリックする。
インストーラが終了します。

ご注意
infoCarry地図データをインストールしないと、MapConverterソフトウェアをお使
いになることができません。MapConverterソフトウェアを使ってinfoCarry端末で

必要なシステム構成
付属のコンテンツCD-ROMをお使いいただくには、あらかじめinfoCarry
Toolsをインストールしておく必要があります。
infoCarry Toolsのインストール、システム構成等については、「取扱説明書」
をご覧ください。
なお、コンテンツCD-ROMに収録されているコンテンツをインストールす
るには、infoCarry Toolsをお使いいただくために必要なハードディスクの
容量に加え、以下の空き容量が必要です。
地図データをインストールしないとき：10Mバイト以上
すべての地図データをインストールするとき：510Mバイト以上

 付属のコンテンツCD-ROMの内容
付属のコンテンツCD-ROMには、以下のコンテンツが含まれています。

三省堂辞書（英和・和英・国語）

搭載の辞書は、三省堂監修の「現代国語辞典」「ニューセンチュリー英和辞典」
「新クラウン和英辞典」をもとに、見出し語、解説を精選して収録。国語辞書
は約48,000語、英和辞書は約32,000語、和英辞書は約27,000語を収録。そ
れぞれの見出し語にコンパクトでわかりやすい解説が付いています。

小説（新潮文庫）「深夜特急　第1巻」　－香港・マカオ－
インドのデリーからイギリスのロンドンまで、乗合いバスで行く–––。ある
日そう思い立った26歳の＜私＞は、仕事をすべて投げ出して旅に出た……。
著者沢木耕太郎の一年以上にわたるユーラシア放浪の記録であり、新しい旅
のバイブルとしてベストセラーとなった傑作旅行記。

マイペディアinfoCarry版（日立システムアンドサービス）
「今日は何の日」「20世紀の出来事」「春夏秋冬の草花」「コンピュータ用語」の4
コンテンツを一挙収録。その日の気分や用途に応じてinfoCarryに取り込み、
外出先で自由に活用できます。

infoCarry地図データ
アルプス社製の地図データを収録。MapConverterで外出先の地図情報を簡
単に切り出し活用できます。

コンテンツのインストール/
 アンインストール（削除）

ここでは、コンテンツのインストールのしかたおよびアンインストール（削
除）のしかたを説明ます。

ご注意
• Windows 2000をお使いの場合、コンテンツをインストールまたはアンインス
トールするときには、管理者権限（Administrators）のユーザーでログインしてお
く必要があります。

• コンテンツを再インストールするときは、必ずアンインストールをしてから、再イ
ンストールしてください。infoCarry地図データ以外のコンテンツをアンインス
トールする方法については「各コンテンツをアンインストール（削除）するときは」
を、infoCarry地図データをアンインストールする方法については「infoCarry地図
データをアンインストール（削除）するときは」をご覧ください。

• ここでは、Windows 98およびWindows Meでの操作手順を説明します。
Windows 2000で操作手順が異なる箇所には、（Windows 2000の場合）という項
目がありますので、Windows 2000をお使いの場合はそちらをお読みください。

インストーラのメニュー画面を表示する

1 起動中のWindowsプログラムをすべて終了する。
2 コンピュータのCD-ROMドライブにinfoCarryコンテンツCD-

ROMを入れる。
自動的に下記メニュー画面が表示されます。はじめてインストールす
る場合は、「はじめにお読みください」をご覧ください。

地図をご覧になる場合は、必ずインストールを行ってください。

インストーラが起動しないときは
お使いのコンピュータの設定によっては、CD-ROMドライブに付属のコ
ンテンツCD-ROMを入れてもインストーラが起動しない場合がありま
す。この場合は、以下の手順でインストーラを起動してください。

1 ［スタート］ボタンをクリックし、［設定］－［コントロール

パネル］ をクリックする。
「コントロールパネル」が表示されます。

2 ［アプリケーションの追加と削除］をダブルクリックする。
「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」ダイアログボックス
が表示されます。
（Windows 2000の場合）「アプリケーションの追加と削除」ダイア
ログボックスが表示されます。

3 ［インストールと削除］タブをクリックし、［インストール］

をクリックする。
（Windows 2000の場合）［プログラムの追加］をクリックし、［CD
またはフロッピー］をクリックします。

4 コンピュータのCD-ROMドライブに付属のCD-ROMを入
れ、［次へ］をクリックする。
インストーラが起動します。

各コンテンツをアンインストール（削除）するときは
infoCarry地図データ以外のコンテンツは、infoCarry Managerの
キャビネットエリアで削除することができます。削除のしかたについ
ては、オンラインヘルプ「infoCarry Toolsヘルプ」をご覧ください。

infoCarry地図データをアンインス
トール（削除）するときは

1 起動中のWindowsプログラムをすべて終了する。

2 ［スタート］ボタンをクリックし、［設定］－［コントロール

パネル］ をクリックする。
「コントロールパネル」が表示されます。

3 ［アプリケーションの追加と削除］をダブルクリックする。
「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」ダイアログボックス
が表示されます。
（Windows 2000の場合）「アプリケーションの追加と削除」ダイア
ログボックスが表示されます。

4 ［インストールと削除］タブをクリックし、リストボックス

から「infoCarry MapData」を選択する。
（Windows 2000の場合）［プログラムの変更と削除］をクリック
し、リストから「infoCarry MapData」を選択します。

5 ［追加と削除］をクリックする。
インストーラ画面が表示されます。
（Windows 2000の場合）［削除］をクリックし、ファイル削除確認
のダイアログボックスで［はい］をクリックすると、infoCarry地図
データがアンインストールされます。

6 ［次へ］をクリックし、「プログラムの保守」画面で［削除］を

選択して［次へ］をクリックする。
「プログラムの削除」画面が表示されます。

7 ［削除］をクリックする。
infoCarry地図データのアンインストールが開始されます。
infoCarry地図データのアンインストールが完了したら［完了］をク
リックしてください。



 簡易メモの文字入力について
ここでは簡易メモの文字入力のしかたについて説明します。文字入力につ
いてくわしくはオンラインヘルプ「infoCarry端末ヘルプ」をご覧ください。

メモ作成画面を表示する

新規にメモを作成する場合

目次画面でMENUボタンを押して、表示されたメニューから
「新規メモ作成」を選ぶ。
メモ作成画面が表示されます。

既存のメモを修正する場合

1 目次画面で開きたいメモファイルを簡易メモフォルダから選

び、MENUボタンを押す。

2 メニューから「メモ修正」を選び、ジョグダイヤルを押す。
メモ作成画面が表示され、選んだメモの内容が編集枠に表示されます。

メモ作成画面
メモの作成や編集は、メモ作成画面で行います。

キーボード枠：入力する文字を選択します。入力する文字の種類や変
換方法を変更することもできます。

文字入力欄：キーボード枠で選択した文字が入力されます。

候補枠：キーボード枠で入力した文字に応じて変換候補が表示されます。
候補が多い場合は、  または  で候補表示が切り替えられます。

編集枠：候補枠から選択した文字・単語が表示されます。ここでは、
コピーや貼りつけなどの編集作業を行うことができます。既存のメ
モもここで編集します。

一行ヘルプ：メモ作成の状況にあわせて、簡単な説明が表示されます。

メモ作成時のボタンの働き

MODEボタン：キーボード枠→候補枠→編集枠→キーボード枠
の順で、実行できる枠をボタンを押すごとに切り替えます。実行で
きる枠は太線で表示されます。

ジョグダイヤルを回す：キーボード枠では行、文字の選択、候補枠で
は変換候補の選択、編集枠ではカーソルの移動を行います。

ジョグダイヤルを押す：キーボード枠では行、文字の決定、候補枠で
は候補の決定、編集枠では編集メニューの表示を行います。

MENUボタン：メニューを表示します。

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレク�
 トロニクスとエンターテインメントのホームページです。�

この説明書は再生紙を使用しています。�

 キーボード枠と候補枠で文字を入力する

文字入力欄に文字を入力するには

１実行できる枠がキーボード枠にあっていることを確認する。

キーボード枠上にない場合は、MODEボタンを押して実行でき
る枠をキーボード枠にあわせる。

２ジョグダイヤルを動かして、入力したい文字が含まれている行

を選んでから、ジョグダイヤルを押す。
選んだ行が選択されます。

３ジョグダイヤルを動かして、入力したい文字を選んでから、

ジョグダイヤルを押す。
選んだ文字が選択され、文字入力欄に表示されます。

濁点を入れるには

「が」という文字を入れるには、「か」を選択してから「゛」を選択しま
す。

文字を選ばずに行選択に戻るには

 を選択します。

４手順２、３を繰り返す。
入力した文字に応じて候補枠に変換候補の単語や文字列が表示されま
す。文字を入力していくごとに候補がしぼられていきます。

誤って入力した文字を削除するには

キーボード枠でジョグダイヤルを上に動かして、文字入力欄の  を選
んでから、ジョグダイヤルを押します。

1文字ずつ削除されます。

候補枠から変換候補を選ぶには

1 MODEボタンを押して、実行できる枠を候補枠へ移動する。

z ヒント
カーソルが最上段または最下段の位置を過ぎるまでジョグダイヤルを回して、
キーボード枠と候補枠の間で実行できる枠を移動することもできます。

2 ジョグダイヤルを動かして、正しく変換されている変換候補を

選んでから、ジョグダイヤルを押す。
選んだ単語が編集枠に表示されます。

文字入力欄の文字を変換せずに編集枠へ入れるには

１カーソルを文字入力欄の  にあわせてから、ジョグダイヤル
を上に動かす。
入力欄に表示されているすべての文字が反転します。

２ジョグダイヤルを押す。
文字入力欄の文字が変換されずに編集枠に移動します。

入力する文字の種類や変換方法を変更するには

１ジョグダイヤルを動かして、［キーボード切替］を選んでから、

ジョグダイヤルを押す。

２ジョグダイヤルを動かして、文字の種類（ひらがな、カタカナな

ど）や変換方法（前方一致／全一致）を選ぶ。

３ジョグダイヤルを動かして  を選ぶ。

 編集枠で文章を編集する
編集枠では文字が入力されるだけでなく、カーソルの移動や文字のコピー／
切り取り／貼り付けなどの編集作業を行うこともできます。

文字のコピー／切り取り／貼り付けを行うには

１ MODEボタンを押して、編集枠に実行できる枠を合わせる。

２コピー／切り取りを行いたい文字列の範囲を指定する。

1 開始位置にカーソルを移動させ、ジョグダイヤルを押す。
編集メニューが表示されます。

2 ［範囲指定する］を選択する。

3 ジョグダイヤルを動かして、選択範囲の終了位置を選ぶ。
指定された範囲が反転表示されます。

範囲指定の操作を中断するには

ジョグダイヤルを押し、編集メニューから「範囲指定中断」を選びま
す。

３ジョグダイヤルを押し、表示された編集メニューから［コピー

（COPY）］もしくは［切り取り（CUT）］を選択する。
切り取りを選択した場合、反転表示された部分が消去されます。

４コピー／切り取りを行った文字列を貼り付ける場合は、貼り付

けたい位置にカーソルを移動し、ジョグダイヤルを押して、編

集メニューから［貼り付け（PASTE）］を選択する。
カーソルの位置にコピー／切り取りを行った文字列が貼り付けられま
す。

MODE ボタン

ジョグダイヤル

MENU ボタン

メモの作成を終了する

１ MENUボタンを押して、表示されたメニューから「終了」を
選ぶ。
メモを保存するかどうかの確認メッセージが表示されます。

２作成したメモを保存するときは「保存する」を、保存しない

で終了するときは「保存しない」を選んでから、ジョグダイ

ヤルを押す。
「保存する」を選ぶと「新規メモ１」「新規メモ２」などのファイル名
で保存され、メモ入力が終了します。

z ヒント
ファイル名は後から変更することができます。また、保存したファイルの内容を
修正することや、ファイルを削除することもできます。くわしくはオンラインヘ
ルプ「infoCarry端末ヘルプ」をご覧ください。

候補枠

編集枠
文字入力欄

キーボード枠

一行ヘルプ


