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動作環境：日本語WindowsXP＋Microsoft AppLocale推奨 

日本語Windows2000／XP／Vista動作確認済 

*日本語Windowsではメニューが文字化けしますが、利用は可能です。 

 

ここでは日本語WindowsXPでのインストールし、Microsoft AppLocaleを使って利用する方法を紹介します。 

《《《《インストールインストールインストールインストール》》》》    

CAJViewer7.0.exeをご利用のパソコンにダウンロードします。 

ダウンロードURL：http://www.toho-shoten.co.jp/cnki/download.html 

 

ダウンロードした CAJViewer7.0.exeをダブルクリックするとインストールが開始されます。 

実際実際実際実際のののの画面画面画面画面    参考 

Step1：インストールの開始  
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Step2：使用許諾のチェックです。  

 

 

Step3：ユーザー情報の入力です。  

全称は必須です。 

使用本机的何人：ご利用 PC の

全てのユーザーアカウントで使

用する。 

僅限本人：インストール実行時

のユーザーのみが使用する。 
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Step4：インストールパスの確認です。  

必要であれば「浏覧」をクリッ

クしてインストールパスを変更

してください。 

 

Step5：インストールタイプの選択です。  
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典型または完整安装をおすすめ

します。 

 

  

  

Step6：ショートカットの設定です。  
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デスクトップ、タスクバーのク

イックメニューにショートカッ

トを作成します。 

 

Step7：インストール完了です。  
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《《《《Microsoft AppLocaleMicrosoft AppLocaleMicrosoft AppLocaleMicrosoft AppLocaleをををを使使使使ってってってって文字化文字化文字化文字化けをけをけをけを解消解消解消解消するするするする》》》》    

日本語Windowsで利用する場合は、下図のようにメニューが文字化けしたままになります。そこでMicrosoft AppLocaleに CAJViewer7.0

を登録し、文字化け解消の方法をご案内します。 

* Microsoft AppLocaleはWindosXPの未対応です。 

* Microsoft AppLocaleのご利用方法、アプリケーションの登録方法などについてのご質問はご遠慮下さい。 

 

奥：日本語WindowsXPで起動 

手前：日本語WindowsXP+ Microsoft AppLocale 

いずれもメニューに文字化けがあります。 
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Step1：Microsoft AppLocaleに登録した CAJViewerを起動する。  
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メニューバーの（V）→（T）→定制（C）

をクリックして「定制」メニューを表示

します。 
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「定制」メニューの「工具条」タブを選

択し、「全部復位」をクリックします。 

  

  

 

左の様なメッセージが表示されますの

で「はい」をクリックします。 
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「関閉」をクリックして「定制」を終了

します。 
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これでもニューの文字化けが解消され

ました。 
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《《《《CAJViewer7.0CAJViewer7.0CAJViewer7.0CAJViewer7.0ののののメニューメニューメニューメニュー》》》》    

メニュー サブメニュー アイコン 機能 

文件 打开  コンピュータ内の保存されているファイルを開きます。 

 关闭  閲覧中のファイルを閉じます。 

 保存  閲覧中のファイルを保存します。 

 别存为  閲覧中のファイルに名前を付けて保存します。 

 当前页别存为  閲覧中のページをテキストファイルで保存します。 

 导出所有标注到Word  添加された標注をMSWordに出力します。 

 选择区域别存为  選択部分をテキストファイルで保存します。 

 选择区域发送至Word  選択部分をMSWordに出力します。 

 加入到 PDL  閲覧中の文献を PDL（个人数字图书馆）に追加します。 

 发送邮件  閲覧中の文献を添付してメールとして送信します。 

 打印预览  印刷プレビュー 

 打印  印刷 

 退出  CAJViewerを終了する。 

编编  复制  選択部分をクリップボードにコピーします。 

 粘贴  コピーされた部分を標注として貼り付けます。 

 撤消  アンドゥ 

 恢复  リドゥ 

 当前页全选  閲覧中のページを全て選択します。 

 取消选择  選択を取り消します。 

 搜索  閲覧中の文献内の文字を検索します。 

 前一结果  前の検索結果を表示します。 

 后一结果  次の検索結果を表示します。 

查看 工具栏  メニューバーの表示、非表示を切り替えます。 

 定制  
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 状态栏  ステータスバーの表示、非表示を切り替えます。 

 显示标注  文献中に添加して標注などの表示、非表示を切り替えま

す。 

 知识元键接   

 知识元类别   

 目录  文献の目次を表示します。（博士・修士論文など） 

 页面  ページツリーを表示します。 

 标注  閲覧中の文献に保存されている標注を表示します。 

 实际大小  100％表示します。 

 适合宽度  幅に合わせて表示します。 

 适合页面  全体表示します。 

 放大  拡大表示 

 缩小  縮小表示 

 跳转  ページ切替 

 第一页  最初のページを表示します。 

 上一页  1ページ前を表示します。 

 下一页  次のページを表示します。 

 最后一页  最後のページを表示します。 

 数字定位  ページを指定して表示します。 

 前进  前の閲覧記録に戻ります。 

 后退  次の閲覧記録に戻ります。 

 页面布局   

 单页  1ページを表示します。 

 连续  2ページを連続して表示します。 

 对开  2ページを横に並べて表示します。 

 连续对开   

 顺时针旋转  画面を時計回りに転回します。 

 逆时针旋转  画面を反時計回りに転回します。 

 下载信息  www.cnki.netのみに対応 

 文件属性   

 全屏  全画面表示します。 

工具 手形  ハンドツール 

 文本选择  文字選択ツール 

 选择对象  選択ツール 標注などを個別に選択する場合に利用し

ます。 

 选择图像  画像選択ツール 

 文字识别  OCRツール 

 书签  付箋ツール 

 注释  註釈ツール 

 直线工具  直線ツール 
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 曲线工具  曲線ツール 

 矩形工具  矩形ツール 

 椭圆工具  楕円ツール 

 文本编编   

 高亮  ラインマーカーツール 

 册除线  取消線ツール 

 下划线  アンダーラインツール 

 添加知元键接   

 添加为键接   

 清除所有标注   

 清除浏览信息  閲覧中の文献に保存されている全ての標注を削除しま

す。 

 切换到 PDL  PDLに切り替えます。 

 参数设置  CAJViwerの基本設定を変更できます。 

 

 

窗口 层叠  複数の文献を重ねて表示します。 

 平铺  複数の文献を並べて表示します。 

 关闭所有窗口  開いている全ての文献を閉じます。 

 更多窗口   

帮助 CAJViewer帮助  CAJViewerヘルプ（中国語） 

 检查更新  CAJViewer自動更新機能 

 中国知网  http://www.cnki.net/にアクセスします。 

 中国工具书集锦在线   

 CNKI学术论坛  CNKI BBS 

 CNKI英汉／汉英辞典   

 CAJViewer Online   

 与我们联系   

 关于 CAJViewer   
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《《《《PDLPDLPDLPDL（（（（个人数字图书馆个人数字图书馆个人数字图书馆个人数字图书馆）》）》）》）》    

ダウンロードした文献ファイルの管理ツールです。 

独自の分類や文献に対するキーワードなどを設定できます。 

*日本語Windowsでは正常に動作しない機能もございます。 
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《《《《CAJVieweCAJVieweCAJVieweCAJViewe起動時起動時起動時起動時のののの自動更新自動更新自動更新自動更新をををを停止停止停止停止するするするする方法方法方法方法》》》》    

超順でインストールした場合、CAJViewerの起動時に自動更新のプログラムが開始されます。この機能を停

止するには、CAJViewerで下記の操作を行ってください。 

 

CAJViewerを起動します。自動更新が始まったら「いいえ」「Abort」をクリックして停止させます。 

本ソフトのメニューから 

工具 → 参数设置 をクリックします。 

 

表示されたメニューから 

 「通用」を選択し、下方の「自动更新」のラジオボタンを「从不检查（N）」に変更して、「OK」をクリッ

クします。 

以上で、操作は終了です。次回の起動時からは自動更新は起動しなくなります。 


