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第1章
はじめに
Kindleをお買い上げいただきありがとうございます。このガイドでは、Kindleの特長と機
能をご紹介します。Kindleには、お住まいの地域や国によってご利用いただけない機能
があります。各機能の詳細については、www.amazon.com/devicesupportをご覧くださ
い。なお、Audible対応端末は、中国や日本など一部の国では販売されていませんなど
一部の国では販売されていません。

Kindleの初期設定
Kindleは、いくつかのステップで簡単に初期設定できます。
• 端末の言語を選択する
• ワイヤレスネットワークに接続する
• KindleをAmazonアカウントに登録する
Audible（使用可能な場合）使用時のBluetoothオーディオデバイスの初期設定方法につ
いては、「Bluetoothオーディオデバイスをペアリングする」を参照してください。
VoiceView使用時のBluetoothオーディオデバイスの初期設定方法については、
「VoiceViewスクリーンリーダー」を参照してください。
これらの設定をまだ行っていない場合は、ホーム画面を開いて「Kindleのセットアップ」
を選択し、画面の指示に従ってください。Kindleをご自身のAmazonアカウントを使用して
オンラインで購入された場合は、登録済みのKindleをお届けします。登録先を確認する
には、「ホーム」ボタンをタップして、ホーム画面左上に表示されるアカウント名をご覧く
ださい。ご自分のアカウント名ではなく「My Kindle」または以前の持ち主の名前（譲り受
けた場合など）が表示されている場合は、改めてご登録いただく必要があります。
他の人のアカウントに登録されているKindleを自分のアカウントに登録し直すには、ツ
ールバーで「設定」
、「すべての設定」の順にタップし、設定画面で「マイアカウン
ト」、「端末の登録を解除」を選択します。現在のアカウントから登録解除し、その後「端
末を登録」を選択します。ログイン承認が有効になっている場合は（国によってご利用
いただけない場合があります）、端末の登録時にパスコードと携帯電話に送信されるセ
キュリティコードを入力する必要があります。
ワイヤレスネットワークに接続できない場合、または接続についてさらに詳しい情報が
必要な場合は、「ネットワークの接続」を参照してください。セットアップが完了すると、
「Kindleのセットアップ」がホーム画面に表示されなくなります。

Kindleの操作
Kindleの操作は非常にシンプルです。

Kindleユーザーガイド 第5版
第1章はじめに

6

電源ボタン:
Kindleの電源を入れるには、端末の底部の縁にある電源ボタンを押しま
す。Kindleの画面をオフにするには、電源ボタンを「電源」ダイアログボックスが表示さ
れるまで（約9秒間）押し続け、「画面オフ」をタップします。
Kindleは数分間使用しないと自動的にスリープモードになり、スクリーンセーバーが表
示されます。この静止スクリーンセーバーはバッテリーを消費しません。Kindleを手動で
スリープモードにするには、電源ボタンを短く押します。スリープモードを解除する場合
も、同様に電源ボタンを短く押します。
Kindleの電源が入らない場合や、使用中に反応しなくなった場合などは、電源ボタンを
「電源」ダイアログボックスが表示されるまで9秒間長押しし、「再起動」をタップします。
ダイアログボックスが表示されない場合は、電源ボタンを黄色いLEDランプが4回点滅
するまで15秒間押してください。黄色いLEDランプが4回点滅したら「電源」ボタンを放し
ます。
マイクロUSB/
USB/電
電源ポート: 同梱のUSBケーブルを使用してKindleをコンピューターに接
続して、充電したり、ファイルを転送したりすることができます。Kindleを電源コンセント
に接続して充電するには、USBケーブル用のACアダプター（別売）が必要です。
端末の充電中は、ホーム画面の上部のバッテリーアイコンに稲妻のマークが表示され
ます。充電中は、端末の縁にあるインジケーターランプが黄色く点灯し、充電が完了す
ると緑色に変わります。Kindle ACアダプターを使用すると、4時間以内に充電が完了し
ます。純正品ではないサードパーティのアダプターやUSBケーブルを使用しても、通常
は4時間以内で充電が完了しますが、ハードウェアの性能により、それ以上かかる場合
があります。純正品以外のUSBケーブルと充電器の使用に関する詳細な情報について
は、「付録B」を参照してください。
KindleはUSBケーブルでコンピューターに接続して充電しながら使用することもできま
す。ただしその場合は、Kindleをコンピューターからマウント解除（USBドライブモードを
解消）する必要があります。
• Windows
Windows: タスクバーの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンを右クリックし
て、画面の指示にしたがってKindleを取り外します。
• Mac OS X: FinderウィンドウのKindleの隣にある「取り出し」ボタンをクリックする
か、Kindleをデスクトップからごみ箱へドラッグします。
上記の操作を行うと、KindleのUSBドライブモードは解除されますが、充電は継続しま
す。Kindleの底部にある充電インジケーターランプが点灯しない場合は、USBケーブル
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がKindleとコンピューターのUSBポートにしっかりと接続されているか確認してください。
接続されていてもKindleが充電されない場合は、他のUSBポートまたは電源コンセント
に接続して試してください。
低電力型USBポート（例: キーボードや旧型コンピュータ）からは充電に必要な電力が
供給されません。ご注意ください。

ステータスアイコン
ホーム画面の一番上には、Kindleの各ステータスを表すアイコンが表示されます。本や
ドキュメントを開いた状態でこれらのアイコンを表示するには画面の最上部をタップしま
す。
ワイヤレスステータスアイコン
Amazon Whispernetは、Kindleにいつでもどこでもワイヤレスでコンテンツを配信するサ
ービスです。Whispernetには、Wi-Fiで接続します。
Wi-FiでWhispernetに接続されています。バーの数が多いほど、電波が強いこと
を示します。
Kindleが機内モードになっています。ワイヤレスネットワークとBluetoothの接続
が切断されていることを示します。
バッテリーのステータスアイコン
バッテリーの残量を示します。充電中は、バッテリーアイコンの中に稲妻マーク
が表示されます。ワイヤレスの電波が弱いと電力消費が早くなることがあります。
オーディオアイコン
Bluetoothアイコンは、ペアリングモードのオーディオデバイスの検出中や、
Bluetoothオーディオ端末との接続中に表示されます。
BluetoothオーディオデバイスまたはVoiceViewスクリーンリーダーが接続されてい
るか、再生中です。
動作アイコン
このアイコンは、ネットワークのスキャン中や接続中、コンテンツのダウンロード
中、新規アイテムの同期中、アイテム検索中、サイズが大きいPDFファイルを開いてい
るとき、ウェブサイトの読み込み中などに、画面の左上端に表示されます。
機能制限アイコン
このアイコンは、特定の機能を制限したり、Amazon FreeTime（英国ではAmazon
Fire for Kids）プロフィールをアクティブにするなど、機能制限を有効にしたとき表示され
ます。詳細については、「機能制限」を参照してください。
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キーボード
Kindleへの入力はスクリーンキーボードで行います。このキーボードは、検索フィールド
への語句の入力や、その他の情報の入力が必要なとき、画面の下方に自動的に表示
されます。キーをタップして入力し、「完了」や「キャンセル」などのボタンをタップして次
の操作に進みます。入力中、キーボードの上部に入力候補が表示されます。それらの
候補の1つをタップして入力することができます。
ヒント:
• 数字や記号を入力するには「数字・記号」キー
をタップします。
• 通常のキーボードに戻るには、「文字」キー
をタップします。
• 大文字を入力するにはシフトキー
をタップします。シフトキー
を2回タ
ップすると大文字入力モードでロックされ、もう1度タップするとこのモードが解
除されます。
• 別の言語のキーボードを選択するには、ツールバーで「設定」アイコン
をタ
ップして「すべての設定」を選択します。設定画面で「言語と辞書」、「キーボー
ド」の順に選択します。
• 発音記号や特殊文字を表示するには、ベースとなる文字のキーを長押ししま
す。 たとえば「n」を長押しすると、「ǹ」、「ñ」や「ň」が表示されます。
• 複数のキーボードを追加すると、キーボードに地球マークキー
が表示さ
れます。このキーをタップしてキーボードを切り替えることができます。

ネットワーク接続
本、雑誌、その他のコンテンツは、ネットワークでKindleに直接配信されます。Kindleは、
ご家庭のWi-Fiネットワーク、または図書館、コーヒーショップ、空港など世界中に設置さ
れているホットスポットに接続できます。
Kindleは、手動またはWPS対応ルーターでワイヤレスネットワークに接続できます。そ
れぞれの接続方法は以下のとおりです。
手動で接続する方法:
1. ツールバーで「設定」
、「すべての設定」の順に選択し、
2. 「設定」ページで「Wi-FiとBluetooth」、「Wi-Fiネットワーク」の順に選択します。
利用できるWi-Fiネットワークの一覧が表示されます。接続したいネットワーク
が表示されない場合には、「再スキャン」ボタンをタップし、利用可能なWi-Fiネ
ットワークをもう一度確認します。
3. 使用するネットワーク名をタップします。
4. 必要に応じてネットワークパスワードを入力します。ネットワーク名の鍵マーク
は、ネットワークがパスワードで保護されていることを示しています。
5. Wi-FiパスワードをAmazonのサーバーに保存して、他の端末をセットアップす
る際に再利用することができます。この設定をオフにするには、Wi-Fiパスワー
ドを入力する際に、「パスワードをAmazonに保存」をオフにします。詳細につい
ては、「保存済みのWi-Fiを管理する」を参照してください。
6. 「接続」ボタンをタップします。ネットワークへの接続が完了すると、Wi-Fiステー
タスアイコンにネットワークの信号の強さが表示されます。
WPSで接続する方法:

Kindleユーザーガイド 第5版
第1章はじめに

9

1. ツールバーで「設定」
、「すべての設定」の順に選択し、
2. 「設定」ページで「Wi-FiとBluetooth」、「Wi-Fiネットワーク」の順に選択します。
利用できるWi-Fiネットワークの一覧が表示されます。接続したいネットワーク
が表示されない場合には、「再スキャン」ボタンをタップし、利用可能なWi-Fiネ
ットワークをもう一度確認します。
3. 使用するネットワーク名をタップします。
4. ルーターのWPSボタンを押します。
5. 必要に応じてネットワークパスワードを入力します。ネットワーク名の鍵マーク
は、ネットワークがパスワードで保護されていることを示しています。
6. Wi-FiパスワードをAmazonのサーバーに保存して、他の端末をセットアップす
る際に再利用することができます。この設定をオフにするには、Wi-Fiパスワー
ドを入力する際に、「パスワードをAmazonに保存」をオフにします。詳細につい
ては、「保存済みのWi-Fiを管理する」を参照してください。
7. 「WPS」ボタンをタップします。ネットワークへの接続が完了すると、Wi-Fiステー
タスアイコンにネットワークの信号の強さが表示されます。
ヒント:
• ネットワークパスワードを忘れた場合、ルーターに貼られているステッカーでデ
フォルトパスワードを確認できる場合があります。
• 保存したWi-Fiパスワードを削除する方法については、「保存済みのWi-Fiパス
ワードを管理する」を参照してください。
• Kindleでは、アドホック（またはピアツーピア）Wi-Fiネットワークへの接続はサ
ポートされていません。
• 接続に問題がある場合は、「機内モード」をオン/オフにしてみてください。「機
内モード」の設定にアクセスするには、ツールバーの「設定」アイコン
をタッ
プします。
• ネットワークに接続できない場合は、ネットワーク管理者、ネットワークのメンテ
ナンス担当者、またはインターネットサービスプロバイダ ー(ISP) にお問い合
わせください。
保存済みのWi-Fiパスワードを管理する
Wi-Fiネットワークに接続する際に、Wi-FiパスワードをAmazonのサーバーに保存するこ
ともできます。パスワードを保存すると、他の端末をセットアップする際に、Wi-Fiパスワ
ードを毎回入力する必要がなくなります。パスワードは、セキュリティ保護された接続に
よってAmazonサーバーに送信され、暗号化ファイルに保存されます。保存されたWi-Fi
パスワードは、互換性のある端末を接続する目的でのみ使用され、ユーザーの許可な
く第三者に公開されることはありません。Amazonは、Wi-Fiパスワードを含むユーザー
のすべての情報をAmazonのプライバシー規約に従って取り扱います。
この設定をオフにするには、Wi-Fiパスワードを入力する際に、「パスワードをAmazonに
保存」をオフにします。
Wi-Fiパスワードを変更した場合は、Kindleで再度Wi-Fiの設定を行う必要があります。
「パスワードをAmazonに保存」が有効であれば、入力した新しいパスワードが自動的に
Amazonサーバーに保存されます。
保存したWi-Fiパスワードを削除するには、以下の手順に従ってください。
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1. ツールバーで「設定」
、「すべての設定」の順に選択し、
2. 設定画面で、「Wi-FiとBluetooth」、「Wi-Fiパスワードを削除」の順にタップしま
す。
3. 「削除」をタップします。
機内モード
機内モードにすると、ワイヤレスネットワーク（Wi-Fi、Bluetooth）への接続がオフになり
ます。機内モードに切り替えるには、ツールバーで「設定」アイコン
をタップして「機
内モード」をオンにします。機内モードアイコン
がホーム画面の一番上に表示され
ます。読書中にこのアイコンを確認するには、画面の一番上をタップしてツールバーを
開きます。機内モードは、ツールバーで「設定」アイコン
をタップし、「すべての設
定」、「Wi-FiとBluetooth」の順にタップしてオンまたはオフにすることができます。ワイヤ
レス接続を必要とする定期刊行物のダウンロードやその他の保留中のアップデート
は、次回ワイヤレスに接続した時に実行されます。機内モードをオンにすると、
Bluetooth、モバイル通信、Wi-Fiの接続が切断されます。

VoiceViewスクリーンリーダー
VoiceViewスクリーンリーダーを有効にすると、ジェスチャーでKindleを操作したり、画面
操作時に音声フィードバックを利用したりできるほか、本の読み上げ（対応する本は100
万冊以上）も可能となります。VoiceViewスクリーンリーダーで使用するBluetoothオーデ
ィオ端末は、以下のようにKindleの初期設定時にペアリングすることができます。
セットアップを開始する前に、以下の手順をすべてお読みください。すべての手順を完
了するまで、オーディオによる通知やフィードバックは発信されません。
1. 電源ボタンを押してKindleに電源を入れます。電源ボタンは、端末の下の縁、
Micro-USB電源ポートの横にあります。
2. 45秒ほど待機します。
3. Bluetoothオーディオ端末をペアリングモードにします。
4. 電源ボタンを9秒間長押しします。
5. 広げた2本の指で画面のどこかを1秒間押します。発信音が鳴るまで約2分待
機します。
6. Bluetoothデバイスから発信音が聞こえたら、画面のどこかを広げた2本の指
で長押しします。
トラブルシューティング: ステップ5で、2分ほど経過してもBluetoothオーディオ端末から
発信音が聞こえない場合は、オーディオ端末がペアリングモードになっているかもう一
度確認し、ステップ4と5をもう一度繰り返してください。
オーディオ端末が接続されると、VoiceViewが有効になります。初めてVoiceViewを使用
する場合はスタートガイドが開始されます。その後、ワイヤレスネットワークへの接続や
Kindleの登録などの初期設定を完了することができます。
初期設定がすべて完了した後にVoiceViewを有効にするには、まずBluetoothオーディ
オ端末の電源が入っていることを確認してから、Kindleの電源ボタンを押して画面をオ
ンにします。続いて、Kindleの電源ボタンを9秒間長押ししてから、画面の上に指2本を
置きます。6秒後にVoiceViewが起動します。また、設定画面でVoiceViewのオン/オフを
切り替えることもできます。VoiceViewスクリーンリーダーの設定画面を開くには、ツー
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ルバーで「設定」アイコン
をタップし、「すべての設定」を選択して設定画面を開き、
「ユーザー補助」を選択します。VoiceViewがすでに有効になっている場合は、「設定」メ
ニューに「すべての設定」ではなく「VoiceViewの設定」が表示されます。

キャンペーン情報とスポンサースクリーンセーバー
Kindleのキャンペーン情報付きモデルでは、ホーム画面およびスクリーンセーバー画面
にキャンペーン情報やスポンサースクリーンセーバーが表示されます。これらは読書中
には表示されません。キャンペーン情報およびスポンサースクリーンセーバーは、すべ
ての国で提供されているわけではありません。
スクリーンセーバー
Kindleがスリープ状態になると、スクリーンセーバーにキャンペーン情報が表示されま
す。キャンペーンの詳細を見るには、Kindleをオンにして「詳細を見る」をタップします。
キャンペーンの詳細を表示せずにKindleを使用するには、スワイプしてロック解除しま
す。キャンペーン情報とスポンサースクリーンセーバーは、Kindleのネットワーク接続中
に定期的に更新されます。
キャンペーン情報のバナー
キャンペーン情報のバナーは、ホーム画面の一番下に表示されます。バナーをタップ
するとキャンペーンの詳細が表示されます。
実施中のキャンペーンをすべて見るには、以下の手順に従ってください。
1. 「ホーム」アイコン、「メニュー」アイコンの順にタップします。
2. 「キャンペーン情報を表示」をタップします。
3. 各キャンペーンをタップすると詳細が表示されます。
Kindleがオフラインの時にキャンペーン対象の商品を購入すると、注文はすぐに処理さ
れず、待機状態となります。この注文は次回ネットワークに接続した時に自動的に完了
します。キャンペーン情報の表示の設定を変更するには、ツールバーで「設定」ボタン
、「すべての設定」の順にタップし、「設定」画面で「マイアカウント」、「キャンペーン
情報」の順に選択します。
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第2章
Kindleの基本操作
Kindleのタッチスクリーンインターフェースでは、タップまたは指でスワイプするだけで多
くのタスクを実行できます。アイテムを選択するには、そのアイテムをタップします。アイ
テムを選択するには、そのアイテムをタップします。たとえば、本の表紙やタイトルをタッ
プすると、本が開きます。また、アイテムの表紙にある「メニュー」アイコンをタップする
と、利用可能なオプションが表示されます。

Kindleのホーム画面
Kindleのホーム画面は、最近開いたアイテム、読書リスト、おすすめの本の3つのセクシ
ョンで構成されています。
最近開いたアイテム: ホーム画面の左側には、最近開いたコンテンツが3つ表示されま
す。本の表紙には、その本の読書の進捗状況が表示されます。ホーム画面で「ライブラ
リ」リンクをタップすると、ライブラリにある他のコンテンツが表示されます。
読書リスト:
ホーム画面の右側には、無料サンプル、Amazonのほしい物リストの本、
Goodreadsの「読みたい本」に追加したKindle本とAudibleオーディオブックが表示されま
す。
おすすめ: ホームの最初のページの下に、おすすめの本、Kindleのヒント、Goodreadsの
友達からの本などが表示されます。スワイプ、スクロール、またはタップすると、ホーム
の2ページ目にあなたへのおすすめがさらに表示されます。詳細については、「おすす
め」を参照してください。
ライブラリを開くには、ホーム画面の左上にある「ライブラリ」をタップします。ライブラリ
の管理方法については、「Kindleライブラリを管理する」を参照してください。

ツールバー
画面の上端をタップすると、ツールバーが表示されます。ツールバーのオプションは、
表示中の画面により異なります。

標準ツールバー
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ホーム: タップするとホーム画面に戻ります。ホーム画面にはKindleに保存済みの本や
その他のコンテンツの一覧が表示されます。
戻る: タップするたびに1つ前のページに戻ります。たとえば、本からリンク先に飛んだ後
に、「戻る」アイコンをタップすると本の元の位置に戻ります。
設定: 「画面の明るさ」、「機内モード」、「Bluetooth」、「Kindleを同期」、「すべての設定」
オプションが表示されます。VoiceViewを有効にすると、「すべての設定」オプションは
「VoiceViewの設定」に変わります。
画面ライト: タップして「画面ライト」メニューにアクセスします。画面の明るさを
調整する方法はいくつかあります。
• スライダーをドラッグして、希望の明るさになるようにします。
• 特定の明るさを選択するには、スライダの任意の場所をタップしま
す。
• より明るい設定を使用するには、
アイコンをタップし。低い光設
定を使用するには、
アイコンをタップし。
• 最大明るさ設定を選択するには、
記号を押し続けます。最小輝
度設定を選択するには、

記号を押し続けます。

機内モード: Kindleが機内モードになり、ワイヤレスとBluetoothへの接続が無
効になります。
Bluetooth
Bluetooth: 選択すると、Bluetoothがオンになります。
Kindleを同期
Kindleを同期: Kindleを他の対応端末やKindleアプリと同期します。
すべての設定: Kindleをより詳細にカスタマイズするための設定画面が開きま
す。設定画面は、「メニュー」アイコンをタップして「設定」を選択して開くことも
できます。
Goodreads
Goodreads: Goodreads on Kindleが開きます。Goodreadsにサインインするか、新規アカ
ウントを作成します（Kindleの初期設定時に作成しなかった場合）。
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ストア: KindleストアおよびAudibleストアにアクセスします。この機能を使用するには、
KindleをWi-Fiに接続する必要があります。
検索: 語句を検索できます。検索モードを終了するには、検索ボックスの外側をタップし
ます。
メニュー: 「ライブラリ」、「読書リスト」、「Kindleストア」、「Audibleストア」、「Goodreads」、
「Amazon FreeTime（英国ではAmazon Fire for Kids）」、「単語帳」、「ブラウザ（体験
版）」、「設定」、「キャンペーン情報を表示」（Kindleキャンペーン情報付きモデルのみ）、
「新しいコレクションを作成」などのオプションがあります。
本を開いた状態で「メニュー」ボタンを押すと、「Kindleストアでお買い物」、「単語帳」、
「設定」、「メモ」、「X-Ray」、「シェア」、「この本について」、「著者について」、「読み進め
た最後のページに同期」、「Word Wise」などのメニューが表示されます。「著者につい
て」オプションは、著者情報を含む本でのみ表示されます。

読書ツールバー
読書中に画面の一番上をタップすると、読書ツールバーが表示されます。

ページの表示: タップすると、さまざまな設定から選択してブックページの表示をカスタ
マイズできます。これらの設定を使用すると、フォントや行間などの読み込み設定を簡
単にカスタマイズできます。たとえば、トレッドミルで読んでいるときに大きなフォントと幅
の広いスペースを使い、ベッドで読むときに小さいフォントを使用する場合は、好みの
設定をすばやく切り替えることができます。独自のカスタマイズした設定を作成して保
存することもできます。「テキストの表示をカスタマイズする」を参照してください。
移動: 「目次」タブには、本の目次（「最初のページ」、章タイトルなど）が表示されます。
特定の箇所へ移動するには、「ページまたは位置No.」を選択します。このダイアログボ
ックスのオプションは本によって異なります。「メモ」タブをタップすると、メモやハイライト
の場所へ移動できます。「メモ」タブで、ポピュラー・ハイライトを見ることもできます。

Kindleユーザーガイド 第5版
第2章 Kindleの基本操作

15

ブックマーク: 現在開いているページにブックマークを追加したり、既存のブックマークの
一覧を表示したり、ブックマークを削除することができます。また、読書ツールバーの
「ブックマーク」アイコンが白から黒に変わります。プレビューペーンをタップすると、その
位置へ移動します。ブックマークの位置へ移動しないでプレビューペーンを閉じるに
は、Xをタップします。ブックマークリストを閉じるには、ブックマークドロップダウン以外
の場所をタップします。

読書ナビゲーションツールバー
読書中に読書ナビゲーションツールバーを開くには、画面の一番上をタップします。こ
のツールバーには、章のタイトル（該当する場合）、読書の進捗状況、本の中で移動す
るためのオプションが表示されます。詳細については、「本の中を移動する」を参照して
ください。

朗読に切り替え: 1冊の本のKindle版とAudibleオーディオブックを持っている場合、読書
画面の一番上をタップして読書ナビゲーションツールバーを開くと、ヘッドホンアイコン
が画面の右下端に表示されます。アイコンをタップすると、Audibleプレーヤーが
開き、オーディオブックに切り替えることができます。

定期刊行物ツールバー
定期刊行物では独自のツールバーが表示されます。ツールバーを表示するには画面
の上端をタップします。

定期刊行物ホーム
定期刊行物ホーム: タップすると、その号のハイライトが表示されます。
セクションと記事: タップすると、新聞や雑誌のセクション/記事のリストが階層的に表示
されます。このオプションはブログでは表示されません。
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定期刊行物の記事ページでも、第2ツールバーが表示されます。このツールバーには
以下のようなオプションが表示されます。
表示設定（Aa）
（Aa）: タップすると、定期刊行物のフォントやテキストのオプション（フォント、フ
ォントサイズ、太字、行間、余白、画面方向、文字の配置）が表示されます。また、読書
の進捗状況の表示方法を選択することもできます。詳細については、「テキストの表示
をカスタマイズする」を参照してください。
この記事をクリップ:
タップすると、記事の全文が「マイクリップ」ファイルに保存されま
す。「マイクリップ」はライブラリから開くことができ、この中にはメモ、ブックマーク、ハイ
ライト、クリップした記事が保存されます。

タップエリア
KindleのEasyReach機能を使うと、片手で持ちながら本や定期刊行物のページを簡単
にめくることができます。左右どちらの手で持っていても、楽に届く範囲でタップすれば
次のページに進みます。前のページに戻るには、画面の右端（洋書など横書きの本で
は左端）をタップします。EasyReachのタップエリアの範囲は、縦画面モードと横画面モ
ードで異なります。読書中に画面方向を変更するには、画面の上部をタップしてツール
バーを表示し、「ページの表示」をタップし、「ページの表示」ダイアログの「ページ」タブ
で方向を選択します。

縦画面モード
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画面をスワイプしてページをめくることもできます。次のページに移動するには、画面上
で左から右へ（洋書など左綴じの本では右から左へ）スワイプします。前のページに戻
るには、指を画面上で右から左へ（左綴じの本では左から右へ）スワイプします。画面
の左右にあるボタンでページをめくることもできます。
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第3章
Kindleコンテンツの取得と管理
Kindleストアでコンテンツを購入する
Kindleストアでは、Kindle本、Kindle Singles、新聞、雑誌、ブログなど豊富な品揃えをご
用意しています。Kindleストアにアクセスするには、画面の最上部をタップしてツールバ
ーを開き、「ストア」アイコンをタップします。ストアには、その他のメニューからアクセス
できる場合もあります。
KindleストアとAudibleストアでは、好きなジャンルやカテゴリーをタップし、ページやリス
ト内をスワイプして移動できます。タイトルを検索したり、カテゴリー別に表示したり、最
新のベストセラーやおすすめ商品を見ることができます。各タイトルの詳細情報やカス
タマーレビューを読むこともできます。本のサンプルをダウンロードすることも可能で
す。
Kindleストアでの商品購入には、安全なAmazon 1-Click支払い方法が使用されます。
購入したアイテムは、Amazon WhispernetサービスによってKindleに直接ワイヤレスで
配信されます。本はまもなく端末にダウンロードされます（マンガは少々時間がかかる
場合があります）。オーディオブックやマンガなど、ファイルサイズの大きい本をダウンロ
ードする場合は、Wi-Fiに接続してください。ダウンロードの進捗状況は、ホーム画面に
表示される購入した本の表紙またはタイトルの下の進捗バーで確認できます。ダウンロ
ードが完了すると、表紙またはタイトルの上に「New」と表示され、すぐに本を開くことが
できます。新聞や雑誌、ブログなどの定期刊行物は、発行され次第配信されるため、印
刷版より早く入手できることもあります。定期刊行物の発行時にKindleが機内モードに
なっている場合は、次回ワイヤレス接続が確立されたときに配信されます。
Whispersyncテクノロジーによって、購入した本またはダウンロードしたサンプルを
Amazonアカウントに登録されているすべてのKindle端末または無料Kindleアプリで読む
ことができます。たとえば、iPhone、iPad、Android端末のKindleアプリで読んだ本または
聞いたオーディオブックの続きを、Kindle端末で読んだり聞いたりすることができます。
詳細については、「Kindleのコンテンツを他の端末で読む」を参照してください。
Kindle Unlimited（フランスではAbonnement Kindle）は、任意で加入できる月額サービス
で、100万冊以上の本、数千本のオーディオブックを、あらゆる端末で制限なく利用でき
ます。ミステリー、ロマンス、SFなどの幅広いジャンルの作家や本を自由に試すことが
できます。詳細は、Kindleストアでご覧ください。

おすすめのコンテンツ
Kindleのホーム画面には、KindleストアやAudibleストアからのおすすめコンテンツ、
Kindle電子書籍端末のヒント、お楽しみコンテンツなどが表示されます。おすすめアイテ
ムをタップすると、Kindleストアが開き、詳細情報やカスタマーレビューを読んだり、その
アイテムを購入したりすることができます。おすすめコンテンツを非表示にするには、ツ
ールバーで「設定」アイコン
をタップして「すべての設定」を選択します。「設定」ペー
ジの「端末オプション」、「詳細設定」の順に選択し、「ホーム画面の表示」をオフにしま
す。
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Kindleライブラリを管理する
Kindleには、本、オーディオブック、パーソナル・ドキュメント、新聞、ブログ、雑誌（この
ガイドではまとめて「コンテンツ」と呼びます）を保存できます。
コンテンツの一覧を表示するには、ホーム画面で「ライブラリ」をタップします。デフォル
トでは、クラウドと端末のすべてのコンテンツが表示されます。Kindleにダウンロード済
みのアイテムの表紙の左下（グリッド表示）またはタイトルの右側（リスト表示）には、チ
ェックマークが表示されます。Kindleにダウンロードされたコンテンツのみを表示するに
は、画面の左上にある「ダウンロード済み」をタップします。
ライブラリのコンテンツは、グリッド表示（デフォルト）またはリスト表示で表示できます。
表示方法を変更するには、「すべてのアイテム」または現在の絞り込みオプションをタッ
プして、「リスト表示」または「グリッド表示」を選択します。
各アイテムの詳細情報やオプションメニューを表示するには、アイテムの表紙右下（グ
リッド表示）またはタイトルの右側（リスト表示）にある「メニュー」アイコン をタップしま
す。たとえば、「Audibleを再生」、「Amazon
FreeTimeライブラリに追加」（英国では
「Amazon Fire for Kidsライブラリに追加」）、「ホームに追加」、「コレクションに追加」、
「移動」、「本文検索」、「ブックマークを表示」、「端末から削除」、「Goodreadsで見る」、
「Goodreadsの本棚に追加」、「シェア」などのオプションが表示されます。このメニュー
は、アイテムの表紙（グリッド表示）またはタイトル（リスト表示）を長押しして開くこともで
きます。
コンテンツを並べ替える
デフォルトでは、コンテンツは「最新」順に表示されます。すなわち、新着アイテムや現
在読書中のアイテムから順に表示されます。並べ替えオプションを変更するには、画面
右のツールバーにある現在の並べ替え順の名前をタップします。「最新」、「タイトル」、
「著者」、「コレクション」などから選択できます。
コンテンツを絞り込む
コンテンツを絞り込むには、ライブラリ画面で「フィルター」をタップします。複数のフィル
ターオプションを利用できます。
次の既読ステータスで絞り込むこともできます。
• 既読
• 未読
既読アイテムのみを表示するには「既読」をタップします。未読アイテムのみを表示する
には「未読」をタップします。読み終えた本は自動的に「既読」になります。
次のコンテンツの種類で絞り込むこともできます。
•
•
•
•
•

本
マンガ
サンプル
定期刊行物
ドキュメント
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• コレクション
家族アカウントをセットアップしてコンテンツの共有を有効にすると、「すべて」の下の絞
り込みフィルターに次の2つのオプションが追加されます。
• マイアイテム
• 共有アイテム
自分のアイテムだけを表示するには「マイアイテム」をタップします。家族アカウントの別
の大人用プロフィールから共有されたアイテムだけを表示するには「共有アイテム」をタ
ップします。
少なくとも1つの絞り込みフィルターオプションを選択すると、ツールバーにアクティブな
絞り込みフィルターオプションがすべて表示されます。ツールバーのXをクリックすると、
有効な絞り込みフィルターオプションがすべて消去され、バーが閉じます。
クラウドのアイテムの表示も絞り込むことができます。クラウドのコンテンツを表示する
には、画面左上にある「すべて」をタップします。
ライブラリ内を移動する
ライブラリで次のページまたは前のページに移動するには、画面を左右にスワイプしま
す。また、画面の右下にあるページ数をタップして移動することもできます。たとえば、
1/2はライブラリの全2ページ中1ページ目が表示されていることを意味します。ダイアロ
グボックスで、ページ番号を入力するか、タイトルや著者名（現在の並べ替えオプション
により異なります）の冒頭の文字をいくつか入力します。
クラウドコレクション
Kindleのコンテンツは、クラウドに保存可能なクラウドコレクションで自由にカテゴリー分
けすることができます。クラウドコレクションは、アカウントに登録されている、クラウドコ
レクション機能をサポートするすべての端末およびKindleアプリに同期されます。クラウ
ドコレクションは、お客様のアカウントに登録されているクラウドコレクション機能をサポ
ートするすべての端末およびKindleアプリに同期されます。コレクションに追加できるア
イテム数には制限がありません。1つのアイテムを複数のコレクションに追加することも
できます。Audibleコンテンツはコレクションに追加できませんが、同じ本のKindle本は追
加できます。ご使用の端末またはアプリがクラウドコレクションをサポートしているかどう
かについては、www.amazon.com/devicesupportでご確認ください。
新しいコレクションは、以下の手順で作成します。
1.
2.
3.
4.

ホーム画面の左上にある「ライブラリ」をタップします。
ライブラリページで「メニュー」アイコンをタップします。
「新しいコレクションを作成」を選択します。
キーボードでコレクション名とふりがなを入力し、「OK」をタップします。コレクシ
ョンに追加できるアイテムのリストが表示されます。
5. コレクションに追加するアイテムのチェックボックスをすべて選択して、「完了」
をタップします。
アイテムの追加と削除は後からでも可能です。グリッド表示の場合はコレクションの表
紙上、リスト表示の場合は画面右側にある「メニュー」アイコンをタップしてから、「アイテ
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ムの追加/削除」をタップします。コレクション名または表紙を長押しして、このオプション
を表示することもできます。このオプション以外には、「名前の変更」、「端末から削除」、
「削除」があります。コレクションを閉じるには、「ホーム」または「戻る」アイコンをタップし
ます。
ライブラリでコレクションだけを表示するには、「すべて」または現在選択されている絞り
込みオプションをタップして、「コレクション」を選択します。
端末にダウンロードしたコレクションは、「すべてのアイテム」、「本」、「定期刊行物」、「ド
キュメント」の画面で表示されます。コレクションをダウンロードするには、コレクションの
表紙右下（グリッド表示）またはタイトルの右側（リスト表示）にある「メニュー」アイコンを
タップして、「端末に追加」をタップします。または、コレクションの表紙（グリッド表示）ま
たはタイトル（リスト表示）を長押ししてこのメニューを開くこともできます。端末に追加し
たコレクションは、端末の登録を解除すると端末から削除されます。コレクションを端末
から削除するには、コレクションの表紙の上（グリッド表示）またはタイトルの右側（リスト
表示）にある「メニュー」アイコンをタップして、「端末から削除」をタップします。または、
コレクションの表紙（グリッド表示）またはタイトル（リスト表示）を長押ししてこのメニュー
を開くこともできます。
ヒント:
• クラウドコレクション対応端末（Kindleなど）やKindleアプリで作成したコレクショ
ンを削除すると、そのコレクションはクラウド、および同じAmazonアカウントに
登録されている他のクラウドコレクション対応端末とKindleアプリからも削除さ
れます。
• Kindleでコレクションを削除しても、それに含まれるコンテンツは端末とクラウド
から削除されません。コレクション内のダウンロード済みコンテンツは、そのコ
レクションを削除するとホーム画面およびクラウドに直接表示されます。

端末とクラウドストレージ
Kindleストアで購入したコンテンツは、Amazonのクラウドに保存されます。たとえば、
本、オーディオブック、最近の新聞や雑誌などのコンテンツがすべて保存されます。クラ
ウドのコンテンツをKindleにダウンロードするには、ライブラリで「すべて」をタップしてコ
ンテンツを選択します。
ライブラリ画面の左上端にある「すべて」をタップすると、端末の登録先アカウントのす
べてのコンテンツ（ダウンロード済みコンテンツ、ケーブルを介して端末にコピーしたコン
テンツを含む）が表示されます。
Kindleにダウンロード済みのコンテンツだけを表示するには、ホーム画面の左上にある
「ライブラリ」をタップし、ライブラリページの左上にある「ダウンロード済み」をタップしま
す。
Kindleのコンテンツ、設定、アカウント情報は、ウェブブラウザで「コンテンツと端末の管
理」ページ（www.amazon.com/devicesupport）を開いて確認または変更できます。
ヒント:
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• クラウドのコンテンツをKindleにダウンロードするには、ライブラリ画面で「すべ
て」をタップし、ダウンロードするアイテムをタップします。ダウンロードを途中で
キャンセルするにはアイテムをもう一度タップします。
• ライブラリの「すべて」の画面では、Kindleにダウンロード済みのアイテムの表
紙の左下（グリッド表示）またはタイトルの右側（リスト表示）にチェックマークが
表示されます。
• ダウンロード済みのアイテムはホーム画面または「ライブラリ」のどちらからで
も開くことができます。
• パーソナルドキュメントをKindleにEメールで送信して、クラウドに保存すること
ができます。これを行うには、「コンテンツと端末の管理」ページ
（www.amazon.com/devicesupport）で「パーソナル・ドキュメントの保存」を有効
する必要があります。パーソナル・ドキュメントの管理については、「パーソナ
ル・ドキュメントを利用する」を参照してください。
• Kindleをインターネットに接続せずに使うには、ライブラリ画面で「すべて」をタッ
プし、必要なコンテンツを事前にKindleにダウンロードします。
• ライブラリの管理方法（並べ替え、絞り込みなど）については、「Kindleライブラ
リを管理する」を参照してください。
ストレージ容量
新しいコンテンツを保存できるKindleのストレージの空き容量を確認するには、以下の
手順に従ってください。
1. ツールバーで「設定」
、「すべての設定」の順に選択し、
2. 設定画面で、「メニュー」アイコンをタップして「端末情報」を選択します。
他のKindleからコンテンツを転送する
古いKindleから新しいKindleへのコンテンツの転送方法は、コンテンツの入手先によっ
て異なります。Kindleストアで購入した本、定期刊行物、雑誌などのコンテンツは、
Amazonのクラウドで安全に保存されているため、いつでもダウンロードできます。
パーソナルドキュメントをKindleにEメールで送信して、クラウドに保存することができま
す。Eメールで送信する以外の方法でKindleに保存したパーソナルコンテンツはクラウド
に保存されないため、別のKindleには個々に手動でコピーする必要があります。
クラウドに保存されているコンテンツを新しいKindleにダウンロードするには:
1. ホーム画面の左上にある「ライブラリ」をタップします。
2. ライブラリページの左上にある「すべて」をタップします。
クラウドに保存されていないパーソナルコンテンツを手動で転送するには:
1. Kindleを同梱のUSBケーブルでコンピューターに接続します。
2. ファイル/フォルダーをドキュメントフォルダーに手動でコピーします。コレクショ
ンのサイズが大きい場合、「documents」フォルダーに複数のサブフォルダーを
作成して、各サブフォルダーに格納するファイルを2,000個までにすることをお
すすめします。
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Kindleからアイテムを削除する
Kindleの空き容量を増やすために、アイテムを個別に削除したり、コンテンツの種類を
指定してアイテムを削除したり、アイテムをクラウドに移動したりできます。
アイテムを個別に削除するには、アイテムの表紙（グリッド表示の場合）、画面の右側
（リスト表示の場合）に表示されている「メニュー」アイコンをタップし、「端末から削除」を
選択します。「端末を削除」オプションは、コレクション名または表紙を長押しして表示す
ることもできます。グリッド表示とリスト表示を切り替えるには、すべてのアイテムまたは
現在絞り込み選択しているアイテムをタップしてから、リスト表示かグリッド表示のいず
れかを選択します。表示される削除のオプションは、削除対象のコンテンツの種類に応
じて変わります。コンテンツは、引き続きクラウド上に安全に保存され、後からダウンロ
ードすることが可能です。パーソナル・ドキュメントは、KindleにEメールで送信され、「パ
ーソナル・ドキュメントの保存」を有効にしている場合にのみクラウドに保存されます。
USBケーブルを使用してKindleに転送されたファイルはクラウドに保存されないため、い
ったん削除すると完全に削除される点にご注意ください。
コンテンツの種類を指定してアイテムを選択したり、アイテムをすばやくクラウドへ移動
したりするには、ツールバーの「設定」アイコン
、「すべての設定」の順にタップし、
設定画面で「端末オプション」、「詳細設定」、「ストレージ管理」順にタップします。次の
オプションを選択できます。
アイテムを選択して削除: Kindleから削除するアイテムをコンテンツの種類（本、オーディ
オブック、定期刊行物、ドキュメント、サンプル、その他）に基づいて選択します。クラウ
ドに保存されているアイテムは、Kindleから削除しても、ライブラリ画面で「すべて」をタッ
プして再びダウンロードできます。クラウドに保存されていない、コンピューターから
Kindleにケーブルを使ってコピーしたアイテムは、永久的に削除されます。
クイッククラウド保存: Kindleのストレージの空き容量を増やすために、最近使われてい
ないダウンロード済みアイテムを削除することができます。クラウドに保存されているア
イテムは、Kindleから削除しても、ライブラリ画面で「すべて」をタップして再びダウンロー
ドできます。クラウドに保存されていない、コンピューターからKindleにケーブルを使って
コピーしたアイテムは、永久的に削除されます。
定期刊行物
新聞と雑誌は、それぞれのタイトルのフォルダー内に表示されます。フォルダーを開
き、「すべて」を選択するとクラウドに保存されているすべての号が、「ダウンロード済
み」を選択するとKindleにダウンロードした号だけが表示されます。Audibleの定期刊行
物は、フォルダーの中ではなく、1冊ずつ表示されます。
8号以上前のバックナンバーは、新しいコンテンツの保存スペースを確保するために、
端末から自動的に削除されます。14号以上前の新聞、40号以上前の雑誌は、クラウド
からも自動的に削除されます。まもなく削除される定期刊行物の隣には「期限切れ間
近」と表示されます。定期刊行物の各フォルダーを長押しすると、「最新号をダウンロー
ド」、「すべてのバックナンバーを削除」などのオプションが表示されます。Audibleの定
期刊行物は、期限切れにならないため、端末とクラウドに永久的に保存されます。
定期刊行物の表紙の右下（グリッド表示）またはタイトルの右側（リスト表示）にある「メ
ニュー」アイコンをタップすると、「ホームに追加」、「コレクションに追加」、「最初のペー
ジに移動」、「セクション＆記事に移動」、「この号で検索」、「この号を保存」、「メモ＆ブ
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ックマークを表示」、「バックナンバーを表示」、「この号を削除」などのオプションが表示
されます。タイトルまたは表紙を長押しして表示することもできます。
定期刊行物の特定の号を端末から自動的に削除されないよう保存するには以下の2つ
の方法があります。
• ライブラリ画面で「ダウンロード済み」をタップし、保存する号の表紙の右下（グ
リッド表示）またはタイトルの右側（リスト表示）にある「メニュー」アイコンをタッ
プし、「この号を保存する」を選択します。このオプションは、タイトルまたは表
紙を長押しして開くこともできます。
• 保存する号を開いた状態で「メニュー」アイコンをタップし、「この号を保存する」
を選択します。
「コンテンツと端末の管理」ページ（www.amazon.com/devicesupport）では、過去のすべ
てのバックナンバーにアクセスできます。
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第4章
Kindleで読書する
Kindleのディスプレイ技術について
Kindleは、電子ペーパーという高解像度のディスプレイ技術を使用しています。このディ
スプレイは反射光を利用するため、明るい日差しの中でも楽に読むことができます。電
子ペーパーでは、本や新聞で使用されるのと同様のインクの粒子を電子的に移動させ
て文字を表示します。
ページをめくる時に、画面が反転する場合があります。これは、電子書籍端末の画面
更新時に発生する正常な動作です。Kindleは、デフォルトでページの反転回数を抑える
よう設定されているため、ページを素早く滑らかにめくることができます。ページをめくる
たびに画面全体を更新するには、ツールバーの「設定」アイコン
、「すべての設定」
の順にタップし、設定画面で「読書オプション」を選択し、「ページの更新」をオンにしま
す。マンガや絵本では、読書画面で「メニュー」アイコンをタップしてページ更新のオン/
オフを切り替えることができます。

テキストの表示をカスタマイズする
Kindleでは、本や定期刊行物の表示を簡単に調整できます。読書中に画面の上部をタ
ップしてツールバーを表示し、 「ページの表示」アイコン（Aa）をタップします。プルダウン
メニューには、ブックページの表示をカスタマイズするためのさまざまな設定が用意され
ています。これらの設定により、フォント、太字、行間隔などの読み込み設定を簡単にカ
スタマイズできます。プルダウンメニューから[フォントとページの設定]オプションを選択
すると、ブックページの表示をさらにカスタマイズできます。
「フォント」タブでは、以下の設定を変更できます。
• フォントの種類。本によっては、出版社が独自に提供するフォントも選択できる
場合もあります。
• フォントサイズ。スライダー上でドラッグするか、プラス/マイナス記号をタップし
て変更できます。読書中に、画面でピンチインまたはピンチアウトしてフォント
サイズを変更することもできます。
• 太字の太さ。スライダー上でドラッグするか、プラス/マイナス記号をタップし
て、すべてのフォントの太字の太さを5段階で調整できます。
「ページ」タブでは、以下の設定を変更できます。
•
•
•
•

行間。
余白。
画面の方向（縦または横）。
テキストの配置（両端揃えまたは左揃え）。

「読書設定」タブでは、以下の設定を変更できます。
• 読書の進捗状況の表示。
• 読書画面での時計の表示。
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[テーマ]タブをタップします。
• フォント、ページ、および読み取りオプションの現在の設定を新しいページ表示
テーマに保存します。そして、「ページ表示」ドロップダウンの選択肢として利用
可能になります。
• 「ページ表示」ドロップダウンメニューで読み上げテーマの名前を変更し、削除
して管理する。
表示設定は端末ごとに保存されます。また、表示設定は、そのKindleで読むすべての
本に適用されます。読みやすさを維持するために、どのフォントを選択しても、設定内
容に応じて、カーニング、フォントサイズを大きくした場合のレイアウト、行間隔が自動
的に最適化されます。

マンガ
マンガでは、ピンチイン・ピンチアウト（2本指でつまんだり広げたりする動作）で画面を
拡大または縮小できます。画面の上をスワイプしたり、画面の左右の端をタップしてコ
マを移動することができます。
またマンガでは、画面をダブルタップして、Kindleパネルビューに切り替えることもできま
す。この機能を使用するには、まずマンガを開いた状態で「メニュー」をタップし、「バー
チャルパネル」をオンにする必要があります。その後、画面をタップしてKindleパネルビ
ューに切り替えることができます。マンガのページ画面更新の設定を変えるには、「メニ
ュー」をタップし、「ページの更新」をオンまたはオフにします。
さらに、画面を長押ししてページをすばやく連続してめくる機能も追加されました。画面
を長押しすると、ページを連続して素早くめくれます。左右にドラッグして、ページをめく
る速度や方向を調節できます。この機能にはすでに何千冊ものマンガが対応しており、
現在も対応するタイトル数が増え続けています。
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マンガは、ライブラリでシリーズごとに表示されるため、読みたいマンガが簡単に見つ
かります。各シリーズの表紙には、一番最後に開いた巻が使用され、表紙の左下端の
アイコンには、所有している巻数またはダウンロード済みの巻数が表示されます。表紙
をタップすると、所有している/ダウンロード済みの巻の一覧が表示され、各巻を選択し
て開くことができます。また、シリーズ内の表示順序を、最近読んだ順（昇順または降
順）、または出版日順（昇順または降順）で並べ替えることもできます。この機能をオフ
にするには、ツールバーで「設定」アイコン
、「すべての設定」の順に選択し、設定
画面で「端末オプション」、「詳細オプション」の順に選択し、「マンガをシリーズごとに表
示」をオフにします。シリーズに誤ったマンガが表示されている場合は、その巻の表紙
を長押しし、「シリーズに関するフィードバックを送信」を選択して、報告することができ
ます。

子供向けの本
子供向けのKindle本には、文字を読みやすくするためのテキストポップアップ機能を使
用できるものがあります。前後のテキストポップアップへ移動するには、画面をスワイプ
するか、画面の端をタップします。この機能に対応する子供向けの本を開くと、自動的
にこのモードで表示されます。テキストポップアップを終了するには、画面をダブルタッ
プします。

画像

Kindle本の画像は、拡大することができます。 画像を長押しして指を離すと、画像の上
に拡大鏡アイコンが表示されます。他にも、「ハイライト」、「メモ」、「シェア」、「検索」など
のオプションが表示されます。 「メニュー」アイコンをタップすると、さらに別のオプション
（「コンテンツエラーを報告」など）が表示されます。画像の大きさを元に戻すには画像を
タップします。
一部のKindle本では、画面の真ん中で閉じた2本の指を押し広げるように動かして（ピン
チアウト）、さらに拡大することもできます。縮小するには2本の指を少し離した状態で画
面に置き、つまむように動かします（ピンチイン）。また、画像を拡大してから指でドラッ
グして表示場所を移動することもできます。読書画面に戻るには、画像の右上端にある
X印をタップします。

表
表を長押しして指を離すと、画面移動アイコンと拡大鏡アイコンが表示されます。これら
のアイコンを使用して、表を拡大したり、拡大した表の中を移動することができます。
画面を移動するには、画面移動アイコンをタップしてから、指で移動する方向に画面全
体をドラッグします。表のテキストを選択するには、テキストを長押ししてから、ドラッグ
します。テキストのハイライトの範囲を変更するには、ハイライトの開始または終了部分
にあるハンドルを長押ししてドラッグします。テキストを選択すると、「ハイライト」、「メ
モ」、「シェア」、「検索」などのオプションが表示されます。オプションバーの「メニュー」ア
イコンをタップすると、さらに別のオプション（「Wikipedia」、「翻訳」、「コンテンツエラーを
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報告」など）が表示されます。また、カードを左右にスワイプして、X-Ray（対応する本の
み）、辞書、Wikipediaの説明を読んだり、選択した語句を翻訳することもできます（対応
している場合のみ）。画面移動モードを終了するには、表をタップします。
表を拡大するには、拡大鏡アイコンをタップします。拡大した表の真ん中で閉じた2本の
指を押し広げるように動かして（ピンチアウト）、さらに拡大することもできます。縮小す
るには2本の指を少し離した状態で画面に置き、つまむように動かします（ピンチイン）。
また、拡大した表を指でドラッグして表示場所を移動することもできます。読書画面に戻
るには、表の右上端にあるX印をタップします。

読書に役立つ機能
Kindleでは、言葉の意味をすぐに辞書で調べたり、タップ1つで脚注を参照したり、本の
評価やソーシャルネットワークでのシェアなど、紙の本にはない機能を活用できます。
また、紙の本と同様に、気に入った文章をハイライトしたり、メモやブックマークを追加す
ることもできます。単語または語句を選択すると、「ハイライト」、「メモ」、「シェア」、「検
索」などのオプションが表示されます。また、「X-Ray」、「Wikipedia」、「辞書」、「翻訳」の
スマートカードが表示されます。スマートカード間を移動するには、左右にスワイプしま
す。
この本について
新しい本を読み始める前に、その本に関する情報をチェックしたり、読書をより楽しくす
るためのさまざまなオプションを表示することができます。主に以下の情報が表示され
ます（詳細は本によって異なります）。
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

標準的なリーディングタイム
このシリーズについて
Goodreadsで読書の進捗をアップデート
著者について
この著者のその他の作品
X-Ray
すべての画像を見る
ポピュラー・ハイライト
この作品に出てくる本
この本を買った人はこんな商品も買っています
設定

この機能を有効または無効にするには、ツールバーの「設定」アイコン
、「すべての
設定」の順にタップします。「設定」画面で、「読書オプション」、「ハイライトとこの本につ
いて」、「この本について」をタップします。
アイテムメニュー
個々のアイテムについての詳細を表示して、選択可能なオプションのメニューにアクセ
スするには、「メニュー」アイコン をタップします。「メニュー」アイコンは、グリッド表示
の場合はアイテムの表紙上、リスト表示の場合は画面の右側に表示されます。アイテ
ム名または表紙を長押しして表示することもできます。表示されるオプションは、実行し
ようとしている端末の操作、サービス、サブスクリプションに応じて変わります。たとえ
ば、「Audibleを再生」、「Goodreadsの本棚に追加」、「FreeTimeライブラリに追加」（英国
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では「Amazon Fire for Kidsライブラリに追加」）、 「Kindle Unlimited本の利用を終了す
る」（フランスでは、「Return Abonnement Kindle Book」）、「コレクションに追加」、「移
動」、「本文検索」、「端末から削除」、「Goodreadsで見る」、「シェア」などが表示されま
す。「著者について」は、著者のプロフィールをサポートしている本の場合にのみ表示さ
れます。
辞書
Kindleでは、サポートされている各言語で1つまたは複数の辞書を使用できます。これら
の辞書はすべて、Kindle登録後、ホーム画面またはクラウドの「辞書」コレクション内に
表示されます。使用可能な辞書は選択した言語により異なります。
デフォルト辞書は、以下の手順で変更できます。
1. ホーム画面または本を開いた状態で、ツールバーの「設定」アイコン
をタッ
プし、「すべての設定」を選択します。
2. 設定画面で「言語と辞書」を選択します。
3. 「辞書」をタップします。
4. 各言語名の下に、現在選択されている辞書が表示されます。右側に矢印が表
示されている場合は、その言語に複数の辞書オプションがあることを示しま
す。この場合、その言語をタップすると選択可能な辞書の一覧が表示されま
す。
5. 使用する辞書のラジオボタンをオンにして、「OK」ボタンをタップします。
読書中に言葉の意味を調べるには、その言葉を長押しします。スマートカードの1つに、
辞書の意味が表示されます。辞書を変更するには、現在の辞書の名前をタップし、ダイ
アログボックスで別の辞書を選択します。
スマート検索機能によって、読んでいるページを離れることなく、辞書、X-Ray、
Wikipedia、Word Wise、Bing翻訳を使用したり、設定やその他の操作を行うことができま
す。スマートカード間を移動するには、カードを左右にスワイプするか、ドロップダウンメ
ニューから「Word Wise」、「Wikipedia」などを選択します。「X-Ray」タブは、選択した言葉
がX-Ray要素である場合にのみ表示されます。詳しくは、「X-Ray」をご覧ください。
検索
「検索」アイコン
をタップすると、検索語句を入力するためのスクリーンキーボード
が開きます。ホーム画面で「検索」アイコンをタップした場合は、ライブラリ、Kindleスト
ア、Audibleストアがデフォルトの検索場所となります。検索語句の入力を開始すると開
くドロップダウンリストで「すべての場所で～を検索」をタップすると、ライブラリ、Kindleス
トア、Audibleストア、Goodreads、本の全文、辞書とWikipediaでの検索結果が表示され
ます。
読んでいる本またはドキュメントの中で語句を検索するには、画面の一番上をタップし
てツールバーを開き、「検索」アイコンをタップして検索語句を入力します。検索範囲に
は、本またはドキュメント、自分が追加したメモ、ハイライトが含まれます。
ヒント:
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• 「すべて」が選択されている場合は、検索語句の入力を開始すると同時に、一
致するタイトル/著者がドロップダウンリストに表示されます。ドロップダウンリ
ストの候補をタップすると、そのアイテムが開きます。タップしたアイテムが本
のタイトルである場合、その本で前回読んでいたページが開きます。その本が
クラウドにある場合はダウンロードが開始されます。
• 検索語句の入力を開始すると、 Kindleストアでの検索候補もドロップダウンリ
ストに表示されます。候補の1つをタップすると、Kindleストアでの検索結果が
表示されます。すべての場所で検索するには、「すべての場所で検索」オプシ
ョンをタップします。
• ウェブブラウザ（体験版）では、アドレスフィールドの左側をタップして検索先オ
プション（ウェブアドレス、Google、Kindleで検索）を選択できます。
• 機能制限が有効になっていると検索範囲が制限されます。Kindleストア、
Goodreads、Wikipediaでは検索されません。
• 検索履歴を削除するには、「履歴を消去」リンクをタップします。
• Goodreads on Kindleで検索を開始すると、デフォルトではGoodreadsのすべて
のタイトルまたは著者が検索対象となります。検索結果の本をGoodreadsの本
棚に追加するには、その本の「読みたい本」をタップするか本棚アイコン
を
タップします。また、検索結果の本のタイトルまたは表紙をタップすると、レビュ
ーやKindleストアの詳細情報を見ることができます。詳細については、
「Goodreads on Kindle」のセクションを参照してください。
「検索」オプションは、表または画像を選択して単語や文章をハイライトした場合にも表
示されます。
検索を終了するには、検索バーの右端にあるXをタップします。
メモとハイライト
メモやハイライトを追加するには、テキストを長押ししてから、指でドラッグして選択しま
す。
ヒント:
• 次のページに渡って文章を選択するには、右綴じの本ではページの左下隅、
左綴じの本では右下隅まで指をドラッグして次のページに移動します。そのま
ま隅を押し続けると、複数ページに渡って選択できます。
• 前のページに渡って文章を選択するには、右綴じの本ではページの右上隅、
左綴じの本では左上隅まで指をドラッグして前のページに移動します。そのま
ま隅を押し続けると、複数ページに渡って選択できます。
• テキストのハイライトの範囲を変更するには、ハイライトの開始または終了部
分にあるハンドルを長押ししてドラッグします。
メモを追加するには、単語、語句、文章を選択して、「メモ」をタップします。その他にも、
テキストをハイライトしたり、Goodreads on Kindleなどのソーシャルネットワークでシェア
したり、本、端末の全テキスト、Kindleストアで検索することもできます。オプションバー
の「メニュー」アイコンをタップすると、「辞書を開く」、「コンテンツのエラーを報告」などの
オプションが表示されます。スマートカードには、X-Ray（対応する本のみ）、辞書、
Wikipediaの説明や、選択したテキストの翻訳が表示されます。
メモを追加した部分には、上付き数字が表示されます。この数字をタップすると、メモが
表示されます。本のすべてのメモとハイライトを表示するには、本を開いた状態で第2ツ
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ールバーの「移動」ボタンをタップし、「メモ」タブをタップします。または「メニュー」アイコ
ンをタップして「メモ」を選択します。メモとハイライトは、現在開いている箇所に一番近
い順に表示されます。
今読んでいる本に何人かの他のKindleユーザーがハイライトした箇所がある場合、そ
の箇所が下線で表示されます。これらのハイライトをオフにするには、ツールバーの
「設定」アイコン
、「すべての設定」の順にタップします。「設定」画面で、「読書オプ
ション」、「ハイライトとこの本について」をタップし、「ポピュラー・ハイライト」設定を変更
します。
作成したメモとハイライトは、ライブラリの「マイクリップ」というファイルに追加されます。
「本のWhispersync」を有効にすると、メモとハイライトがクラウドに保存され、失われる
心配がありません。Whispersyncを有効または無効にするには、ツールバーで「設定」ア
イコン
をタップして「すべての設定」を選択し、設定画面で「端末オプション」、「詳細
設定」、「本のWhispersync」の順にタップします。
ブックマーク
Kindleで本を開くと、AmazonのWhispersyncテクノロジーによって現在読んでいる位置が
自動的に保存されます。ページにブックマークを付けるには、読書ツールバーで「ブック
マーク」アイコンをタップし位置No.またはページ番号の横に表示されるプラス記号をタッ
プします。または、画面の右上端をタップしてブックマークを追加することもできます。ブ
ックマークを付けたページの右上には黒いブックマークが追加され、位置No.と章が表
示されます。また、読書ツールバーの「ブックマーク」アイコンが白から黒に変わります。
ヒント:
• 本につけたブックマークのリストを表示するには、読書ツールバーにある「ブッ
クマーク」アイコンをタップするか、本のページの右上隅をタップします。
• リストにあるブックマークをタップすると、そのページまたは位置No.のプレビュ
ーが表示されます。その場所へ移動するには、プレビューペーンの中をタップ
します。移動しないでプレビューペーンを閉じるには、プレビューペーン以外の
どこかをタップします。
• ブックマークを削除するには、読書ツールバーの「ブックマーク」アイコンをタッ
プし、削除するブックマークをタップして選択し、その横にあるXをタップします。
• メモとハイライトは、ライブラリにある「マイクリップ」というファイルに追加されま
す。「本のWhispersync」を有効にすると、メモとハイライトがクラウドに保存さ
れ、失われる心配がありません。
Audibleのオーディオブックにブックマークを追加するには、オーディオブック再生中に、
ブックマークを追加したい箇所で、Audibleプレーヤーの上部にあるツールバーの「ブッ
クマークの追加」ボタンをタップします。これらのブックマークは、オーディオブック内で
のみ有効です。ブックマークにメモを追加するには、「メモを追加」ボタンをタップします。
脚注、巻末の注釈、章の注釈
注釈をタップすると、現在読んでいる本のページを見失わずに脚注、巻末の注釈、章の
注釈のプレビューを見ることができます。注釈のプレビューはポップアップパネル（注釈
の長さに応じて、ページの下方、または全画面）に表示されます。プレビューウィンドウ
の一番下までスクロールして「移動」オプションをタップすると、その注釈の場所へ移動
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します。元の場所に戻るには、プレビューウィンドウをタップします。なお、すべての本が
この機能に対応しているわけではありません。
この機能を使うと、今読んでいる本に書かれた本について詳しく知ることができます。下
線の引かれた本の名前をクリックしてみてください。なお、この機能はすべての本で利
用できるわけではありません。
本を閉じる前に...
「本を閉じる前に...」ダイアログボックスは、本を読み終えたとき、または本の最後のペ
ージからさらにページをめくったとき表示されます。本を星の数で評価したり、著者の情
報を読んだり、Goodreadsで読書の進捗をアップデートしたり、続編を購入したりするこ
とができます。

本の中を移動する
本の中を素早く移動するには以下の方法があります。
• Page Flip
• 移動
Page Flip
Page Flipとは、現在読んでいるページから離れることなく、パラパラとページをめくるよ
うに他のページのプレビューを見る機能です。Page Flipを使用するには、画面の一番
上をタップして読書ナビゲーションツールバーを開き、画面の一番下に表示される
「Page Flip」アイコンをのどちらかをタップします。

左のアイコンをタップすると、1ページずつプレビューを見ることができます。右のアイコ
ン（対応する本でのみ有効）をタップすると、9ページ同時にプレビューを見ることができ
ます。画面の一番下から上にスワイプすると、直接Page Flipの画面が開きます。

Page Flipの画面で、進捗バーの白い丸を前後にドラッグするか、バーのどこかをタップ
すると、別のページまたは位置No.をプレビューできます。また、左右の矢印をタップす
るか、プレビューウィンドウをスワイプして他のページに移動できます。

Kindleユーザーガイド 第5版
第4章 Kindleで読書する

34

ヒント:
• 章単位でジャンプするには左右にある矢印をタップします。
• ページを移動せずに元の場所へ戻るには、プレビューペーンのXをタップしま
す。
• Page Flipウィンドウ内で元のページに戻るには、 画面の一番下の「< ～ペー
ジ」または「< 位置No.～」をタップします。
• プレビューペーンに表示されている場所へ移動するには、プレビューペーンを
タップします。
移動
画面の一番上をタップすると表示される読書ツールバーで「移動」をタップして本の中を
移動することもできます。「目次」タブには、「最初のページ」、「最後のページ」、各章の
名前など、本の目次が表示されます。「ページまたは位置No.」をタップすると、特定の
ページまたは位置No.に移動できます。このダイアログボックスのオプションは本によっ
て異なります。「メモ」タブをタップすると、メモやハイライトの場所へ移動できます。
これまでの移動履歴を見ることもできます。履歴を見るには、画面の一番下から上へス
ワイプしてPage Flipを開き、位置No.の横にある矢印をタップします。履歴は、本を閉じ
ると消去されます。
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第5章
Audibleオーディオブックを再生する
Kindle端末上でAudibleのオーディオブックを購入し、聴くことができます。Audibleは、中
国を含むすべての国で利用できるわけではありません。この機能の詳細については、
www.amazon.com/devicesupportをご覧ください。オーディオコンテンツは、Kindle端末
からAudibleストアにアクセスして購入するか、Kindleストアにアクセスしてオーディオブッ
クとKindle本をペアで購入することができます。KindleストアまたはAudibleストアにアク
セスするには、画面上部をタップしてツールバーを表示し、「ストア」アイコンをタップしま
す。Kindleストアは、その他のメニューからアクセスできる場合もあります。
Audible会員ではない場合は、 Audibleストアのホーム画面またはAudibleオーディオブッ
クの詳細ページで会員登録することができます。なお、Audible対応端末は、中国や日
本など一部の国では販売されていません。

Bluetoothオーディオデバイスをペアリングする
KindleでAudibleのオーディオブックを再生するには、まずBluetoothオーディオデバイス
（ヘッドホンやスピーカーなど）をペアリングする必要があります。Bluetoothオーディオ
デバイスは、2通りの方法でペアリングできます。
ライブラリでオーディオブックを選択することで、Bluetoothデバイスとのペアリングを開
始できます。
1. ホーム画面で「ライブラリ」をタップし、「ダウンロード済み」をタップします。
2. 再生したいオーディオブックをタップします。「再生」ボタンを押すと、Bluetooth
デバイスがまだペアリングされていない場合は、ペアリングを開始する画面が
表示されます。
3. Bluetoothオーディオ端末をペアリングモードにします。
4. 使用するBluetoothデバイスをタップします。
5. デバイスのペアリングが完了すると、オーディオブックの再生が開始されま
す。
設定画面でBluetoothデバイスをペアリングすることもできます。
1. Bluetoothオーディオ端末をペアリングモードにします。
2. ホーム画面の左上にある「ライブラリ」をタップし、ツールバーで「設定」
、
「すべての設定」の順に選択し、設定画面で「Wi-FiとBluetooth」、「Bluetoothデ
バイス」の順にタップします。
3. ダウンロード済みのオーディオブックを開き、「接続済みのBluetoothなし」をタ
ップして「Bluetooth」ダイアログを開きます。
デバイスをペアリングできない場合は、次のような方法でトラブルシューティングできま
す。
• デバイスに電源が入っており、ペアリングモードになっていることを確認しま
す。
• デバイスの電源をオフにしてからもう一度オンにします。
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• 「再スキャン」をタップして検出デバイスのリストを更新します。
• 「Bluetooth」ダイアログボックスを一度閉じてもう一度開きます。
• Bluetoothの設定を一度オフにしてもう一度オンにします。

Audibleプレーヤーを使用する

Audibleプレーヤーの一番上にあるスライダーを使って、オーディオブックの好きな場所
に移動できます。スライダーの上には、その章の残り再生時間が表示されます。スライ
ダーの上にはその章の残り再生時間が表示され、スライダーの下には、現在再生中の
章が表示されます。
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早戻しボタン
早戻しボタン: 30秒前に戻ります。
再生/一時停止ボタン: オーディオブックを再生または一時停止します。対応する
Bluetoothデバイスの再生を制御することもできます。
早送りボタン
早送りボタン: 30秒後にスキップします。
速度
速度: 再生速度を表示します。速度を変更することもできます。
章: タップして別の章を選択して、その章から再生を開始できます。各章の再生時間を
確認することもできます。
ブックマークを追加: ブックマークを追加します。詳細については、「オーディオブックの
ブックマーク」を参照してください。
音量ボタン: Kindleの音量を調節します。対応するBluetoothデバイスの音量を調
節することもできます。オーディオブックの音量を上げるには
をタップし、音量を下
げるには

をタップします。

Bluetooth
Bluetooth接
接続済み: Bluetoothデバイスが接続済みの場合は、そのデバイス名が表示
されます。ここをタップして、前回ペアリングしたBluetoothデバイスに再接続したり、新し
いBluetoothデバイスをペアリングすることもできます。
読書モードに切り替え: このオプションは、1冊の本のKindle本とオーディオブック
を両方持っている場合に表示されます。タップすると、オーディオブックで聞いていた箇
所の続きを、Kindle本で読むことができます。

オーディオブックのブックマーク
オーディオブックの再生中にAudibleプレーヤーの一番下にある「ブックマークを追加」
ボタンをタップすると、その場所にブックマークが追加されます。このブックマークは、オ
ーディオブックにだけ適用されます。これらのブックマークは、オーディオブック内での
み有効です。ブックマークにメモを追加するには、「メモを追加」ボタンをタップします。オ
ーディオブックのブックマークとメモをすべて見るには、メニューアイコン をタップして
「ブックマークとメモ」を選択します。
ヒント:
• ブックマークを選択すると、自動的にその場所から再生が開始されます。
• 既存のブックマークを編集するには、そのブックマークの「メニュー」アイコン
をタップして、「ブックマークの編集」を選択します。
• ブックマークを削除するには、そのブックマークの「メニュー」アイコン をタッ
プして、「ブックマークの削除」を選択します。
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Audibleオーディオブックをダウンロードする
オーディオブックが端末にダウンロードされていない場合でも、Wi-Fiに接続中であれ
ば、Audibleプレーヤーから直接ダウンロードを開始することができます。そのオーディ
オブックのKindle本も持っている場合、本で読み進めた箇所までダウンロードが完了し
た時点で、オーディオブックの再生を開始できます。本もオーディオブックのどちらも読
んでいない場合、オーディオブックは5%以上ダウンロードが完了した時点で再生を開始
できます。
メニューアイコン からAudibleオーディオブックをダウンロードすることもできます。ホ
ーム画面の左上にある「ライブラリ」をタップします。本の表紙（グリッド表示）またはタイ
トルの右（リスト表示）にあるメニューアイコン をタップして「Audibleをダウンロード」を
選択します。
Audibleオーディオブックだけをダウンロードするには、ホーム画面の左上にある「ライブ
ラリ」をタップし、本の表紙をタップすると、ダウンロードが開始されます。5%までダウン
ロードが完了すると、オーディオブックの再生を開始できます。
ダウンロードをキャンセルするには、ホーム画面の左上にある「ライブラリ」をタップし、
メニューアイコン 、「ダウンロードをキャンセル」の順にタップします。Audibleプレーヤ
ーで本の表紙にある「キャンセル」アイコン
ます。

をタップしてキャンセルすることもでき

オーディオブックライブラリの管理
オーディオブックとそれに対応するKindle本がある場合、ライブラリではそれらがヘッド
ホン
アイコン付きで1つのアイテムとして表示されます。ヘッドフォンアイコンは、リ
スト表示の場合には本の名前の右側に、グリッド表示の場合には表紙の右上に表示さ
れます。Kindle本を削除すると、オーディオブックも削除されます。
Audibleオーディオブック版だけを所有している本の表紙の下（グリッド表示）またはタイ
トルの下（リスト表示）には、「Audible」と表示されます。
ライブラリでAudibleオーディオブックだけを表示することもできます。コンテンツの絞り込
みについて詳しくは、「コンテンツを絞り込む」を参照してください。
Kindle本を開いた状態で、その本のオーディオブックをダウンロードすることができま
す。画面の上部をタップしてツールバーを開き、ヘッドホンアイコン
をタップしてオ
ーディオプレーヤーを開き、オーディオブックの表紙の「ダウンロード」ボタンをタップす
ると、ダウンロードが開始されます。
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第6章
便利な機能
X-Ray
X-Rayは、タップ1つで本全体の「骨組み」を表示する機能で、特定の概念、登場キャラ
クター、実在人物、場所、話題、用語が使用されている文章を一度にすべて表示するこ
とができます。また、本の重要な抜粋、人物、用語、画像が、タイムラインに沿ってカー
ド形式で表示され、ぱらぱらとめくって全体に目を通すことができます。
読書中に登場人物の名前や場所を長押しすると、そのX-Rayトピックが表示されます。
カードをタップすると、X-Rayトピック全体が表示されます。X-Ray画面は、画面上部をタ
ップして読書ツールバーを開き、「X-Ray」ボタンをタップして開くこともできます。このオ
プションは、X-Rayに対応していない本では表示されません。X-Rayは本全体をスキャ
ンし、その結果をダイアログボックスに表示します。「人物」、「トピック」または「画像」の
リンクをタップして項目別にトピックを表示することもできます。タイムラインをタップする
と、重要部分の抜粋が表示されます。デフォルトでは未読部分の抜粋は非表示になっ
ていますが、表示されるよう設定を変更することもできます。X-Ray機能は、すべての
Kindle本またはすべての国でご利用いただけるとは限りません。X-Ray機能に対応して
いる本では、Kindleストアの説明に「X-Rayが有効」と記載されています。

Word Wise
Word Wiseは、英語の学習者や、一人で読書を始めたばかりの子供たちが少々難しい
本にチャレンジする際の手助けとなる機能で、多数の英語の本で利用できます。対応
する本でWord Wiseを有効にすると、難しい単語の上に分かりやすい言葉による意味の
説明が自動的に表示され、単語の意味を逐次辞書で調べることなく読書を続けること
ができます。その単語をタップすると、定義、同義語、文脈に応じた別の意味などを示
すカードが表示され、その言葉の理解をさらに深めることができます。言葉のヒントの
表示頻度は、画面の右下端にある「Word Wise」をタップし、スライダーを使って調節でき
ます。Word Wiseを有効または無効にするには、「メニュー｣アイコンをタップして「設定」、
「読書オプション」、「語学の学習」の順にタップし、「Word Wise」をオンまたはオフにしま
す。
1つの言葉に複数の意味があり、端末が文脈に最も適した意味を判断できない場合も
あります。そのような場合は、一番最適と推定される意味が単語の上に表示されます。
その意味をタップすると、その他の候補の一覧が表示され、その中から最も正しい意味
を選択して、Kindleに学習させることができます。 この機能を無効にするには、「メニュ
ー」アイコンをタップして「Word Wise」を選択し、複数のヒントの表示を無効にします。

単語帳
読書中に辞書で調べた単語は、自動的に単語帳に追加されます。追加された単語の
一覧を見たり、フラッシュカードで単語の習得度をチェックするには、ホーム画面または
読書中に「メニュー」ボタンをタップして「単語帳」を選択します。
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単語帳の画面左上で「単語」をタップすると、単語リストが表示されます。各単語をタッ
プすると、辞書の意味と用例が表示されます。画面左上で「本」をタップすると、単語の
リストが本別に表示されます。
画面の一番下にある「フラッシュカード」をタップすると、単語帳のリストから自動的に選
択された単語がフラッシュカードのように1つずつ表示されます。単語の意味を確認する
には、左上端の「辞書を見る」をタップします。単語帳の画面に戻るには、「フラッシュカ
ードを終了」をタップします。単語帳のメイン画面で「学習中」リンクをタップすると、学習
中の単語数と、習得済みの単語数が表示されます。
単語帳を無効にするには、ツールバーで「設定」アイコン
をタップして「すべての設
定」を選択し、「設定」画面で「読書オプション」、「語学の学習」の順に選択し、「単語帳」
オプションをオフにします。単語帳を無効にすると、辞書で調べた単語が単語帳に追加
されません。

Amazon FreeTime（英国ではAmazon Fire for Kids）
この章は、標準のKindle（第10世代）をご購入のお客様向けです。Kindleキッズモデルを
ご購入の場合は、Kindleキッズモデルをご覧ください。
Amazon FreeTime（英国ではAmazon Fire for Kids）では、お子様一人ずつにプロフィー
ルを作成して、使用するコンテンツを制限することができます。プロフィールは4つまで
作成できます。お子様は、それぞれの読書の目標達成状況に応じてバッジを獲得でき
ます。Kindleストア、Audibleストア、ウェブブラウザ（体験版）、Goodreads、Wikipediaへの
アクセスは自動的に制限されます。お子様は、保護者によってお子様のプロフィールに
追加された本だけを読むことができます。AmazonアカウントがAmazon
FreeTime
Unlimited（英国ではAmazon Fire for Kids Unlimited）に加入されていれば、お子様用プ
ロフィールでもFreeTime
Unlimitedの本が読み放題です。一部の国では、Amazon
FreeTime Unlimited（英国ではAmazon Fire for Kids Unlimited）をご利用いただけませ
ん。国によっては、Amazon FreeTime Unlimited（英国ではAmazon Fire for Kids
Unlimited）の一部のコンテンツタイプをご利用いただけません。
Amazon FreeTime（英国ではAmazon Fire for Kids）の起動
起動するには、「メニュー」アイコンをタップして、「Amazon
FreeTime」（英国では
「Amazon Fire for Kids」）をタップします。「今すぐ開始」をタップすると、機能制限パスワ
ードを設定する画面が表示されます（まだ設定していない場合）。続いて、お子様の下
の名前、生年月日、性別を入力してプロフィールを作成します。プロフィールが完成す
ると、Amazon FreeTime Unlimited（英国ではAmazon Fire for Kids Unlimited）への加入
方法を案内する画面が開きます。
続いて、ライブラリのタイトルのリストが表示されます。お子様のAmazon Freetime（また
はAmazon Fire for Kids）ライブラリに追加するアイテムのチェックボックスをすべてオン
にして、「OK」をタップします。
「達成項目を表示」をオンにすると、お子様が自分の達成項目を見ることができます。
「1日の読書の目標時間」では、1日の読書の目標時間を分単位で設定できます。「終
了」をタップすると、プロフィールの作成が完了します。
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お子様のライブラリのコンテンツを追加、削除するには、Amazon
Freetime（または
Amazon Fire for Kids）のメイン画面でお子様の名前の横にあるプロフィールアイコン
をタップし、「ライブラリ」をタップします。
Amazon FreeTime（またはAmazon Fire for Kids）ではプロフィールを4つまで作成できま
す。作成したプロフィールは、ホーム画面で「メニュー」アイコン、「Amazon Freetime」（ま
たは「Amazon Fire for Kids」）の順にタップすると表示されます。プロフィールの設定を
変更するには、お子様の名前の隣にあるプロフィールアイコン
をタップします。オプ
ションには、「進捗」、「ライブラリ」、「編集」、「削除」、「契約」などがあります。「削除」を
選択すると、読書の記録、達成項目を含むプロフィール全体が永久に削除されます。
終了するには、ツールバーの「戻る」ボタンをタップします。再度開くには、「メニュー」ア
イコンをタップして「Amazon Freetime」（または「Amazon Fire for Kids」）をタップします。
セッションを開始するには、プロフィールをタップします。セッションを終了するには、「メ
ニュー」アイコンを押して「Amazon Freetimeを終了」（または「Amazon Fire for Kidsを終
了」）をタップします。終了する際には、機能制限のパスワードを入力する必要がありま
す。
Amazon Freetime （英国ではAmazon Fire for Kids）を使用する
お子様は、お子様用プロフィールでAmazon FreeTime（英国ではAmazon Fire for Kids）
にアクセスできます。Amazon FreeTimeは、大人用のKindleエクスペリエンスに似ていま
すが、次の点で異なります。
コンテンツのパーソナライズとフィルタリング: Amazon FreeTime（英国ではAmazon Fire
for Kids）では、お子様が閲覧できるコンテンツを制限できます。お子様のプロフィール
を開き、ドロップダウンメニューからライブラリを選択して、お子様と共有したいタイトル
を選択します。Amazon FreeTime Unlimited（英国ではAmazon Fire for Kids Unlimited）
に加入されている場合は、お子様向けのコンテンツもご利用いただけます。生年月日を
もとに、お子様のプロフィールごとに年齢に応じた関連のあるコンテンツをフィルタリン
グできます。
お子様向けの環境:
お子様の年齢にふさわしい環境を提供するため、Amazon
FreeTimeではお子様の次の機能へのアクセスを制限しています。Kindleストア、Audible
ストア、ウェブブラウザ（体験版）、Goodreads、Wikipediaが対象です。設定メニューから
機能制限パスワードを入力し、お子様のプロフィールを終了することで、保護者の方は
これらの機能にアクセスしていただけます。
進捗状況、
況、目
目標、
標、ご
ごほうび、
び、達
達成状況: お子様のプロフィールで読書をすると、達成状
況に応じてごほうびを獲得できます。 お子様がお子様用プロフィールで読書をされてい
る間は、保護者の方も進捗をご確認いただけます。
お子様の読書の進み具合を確認するには、プロフィールアイコン
をタップしてメニュ
ーから「進捗」を選択します。画面の左上にある「本」をタップすると、読み終えた分量、
合計読書時間、平均読書時間、辞書で調べた単語数が本ごとに表示されます。
画面上方の「アクティビティ」をタップすると、達成項目数、読書の目標時間までの残り
時間、読んだページ数、読書した時間（分単位）、読み終えた本、辞書で調べた単語数
が表示されます。画面上方の左右の矢印をタップして、1週間の記録を表示できます。
また、中央の日付をタップして日別、月別、全体の記録を見ることもできます。画面上方
の「達成項目」をタップすると、お子様の達成項目を見ることができます。
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お子様のホーム画面には保護者の方が選んだ本が表示されます。ツールバーには
「進捗」アイコン
が表示されます。このアイコンをタップすると、「本」リンクと「アクテ
ィビティ」リンクが表示されます。「達成項目を表示」をオンに設定した場合は、「達成項
目」リンクも表示されます。

Amazonの家族アカウントを管理する
家族アカウントに2つ目の大人用プロフィールを追加して、両方のプロフィールから
Amazon Freetime（英国ではAmazon Fire for Kids）の子供用プロフィールを管理できま
す。ファミリーライブラリの本やデジタルコンテンツは、大人用プロフィール間で共有し、
あらゆるAmazon端末とKindleアプリで利用できます。この機能を有効にしても各自のメ
モ、ハイライト、前回読んでいたページ、読み進めた最後のページが影響を受けること
はありません。家族アカウントをセットアップする前に、このセクションをよくお読みにな
り、そのしくみと用語について十分ご理解ください。
家族アカウントに2つ目の大人用アカウントを追加するには以下の手順に従ってくださ
い。
1. ツールバーで「設定」
、「すべての設定」の順に選択し、設定画面で「家族
アカウントとファミリーライブラリ」をタップします。
2. 「新しいプロフィールを追加」をタップして「大人用プロフィールを追加」をタップ
します。家族アカウントに追加するユーザー本人にKindleを手渡します。
3. 2つ目の大人用プロフィールのユーザーが、固有のAmazonアカウントのIDとパ
スワードを入力します。Amazonアカウントを持っていない場合は、リンクをタッ
プして新しく作成することができます。
4. 2つ目の大人用プロフィールのユーザーは、共有機能を有効にするかどうか選
択できます。有効にすると、購入済みのすべての本または特定の本を、もう一
方の大人用プロフィールと共有することができます。コンテンツの共有を有効
にすると、1つ目の大人用プロフィールのユーザーに対して、2つ目のプロフィ
ールのAmazonアカウントのクレジットカードを使ってAmazonの商品を購入する
ことを許可することになります。
5. 2つ目の大人用プロフィールのユーザーがKindleを１つ目の大人用プロフィー
ルのユーザーに返します。
6. 1つ目の大人用プロフィールのユーザーも、購入済みのすべての本または特
定の本を、2つ目の大人用プロフィールと共有するかどうかを選択できます。有
効にすると、購入済みのすべての本または特定の本を、もう一方の大人用プ
ロフィールと共有することができます。コンテンツの共有を有効にすると、もう
一方の大人用プロフィールのユーザーに対して、1つ目のプロフィールの
Amazonアカウントのクレジットカードを使ってAmazonの商品を購入することを
許可することになります。
家族アカウントに子供用アカウントを追加するには以下の手順に従ってください。
1. 機能制限用のパスワードを設定するダイアログボックスが表示されます（未設
定の場合）。
2. 続いて、お子様の下の名前、生年月日、性別を入力してプロフィールを作成し
ます。子供用プロフィールは、Amazon Freetime（英国ではAmazon Fire for
Kids）プロフィールとして使用されます。これらのプロフィールの設定と管理の
方法については、「Amazon Freetime（または「Amazon Fire for Kids 」）」を参照
してください。
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家族アカウントの大人用プロフィールの設定を変更するには、ツールバーで「設定」
、「すべての設定」の順に選択し、設定画面で「家族アカウントとファミリーライブラ
リ」をタップします。各プロフィールの名前をタップして、以下の操作を行うことができま
す。
•
•
•
•
•

ファミリーライブラリの設定
本の共有の設定
共有コンテンツを表示する端末
支払い方法の設定
プロフィールをすべての端末において家族アカウントから削除

大人用プロフィールの１つを家族アカウントから削除すると、両方の大人用プロフィール
のユーザーはその後180日間、別の家族アカウントに属したり、新しい家族アカウントを
作成することができなくなります。この期間中、この家族アカウントに別の大人用プロフ
ィールを追加することもできません。大人用プロフィール間で共有していた購入済みデ
ジタルコンテンツと支払い方法は、共有できなくなります。また削除した大人用プロフィ
ールのユーザーは家族アカウントの子供用アカウントを管理できなくなります。「コンテ
ンツと端末の管理」ページ（www.amazon.com/devicesupport）で特定の本を共有するこ
とはできます。

Goodreads on Kindle
Goodreads on Kindleで世界最大規模の読書コミュニティにアクセスして、自分の好みに
合ったおすすめ本、これまでに読んだ本やこれから読みたい本の記録、友達が読んで
いる本を見たりすることができます。Goodreadsの使用を開始するには、ツールバーの
「Goodreads」アイコン
をタップします。Goodreadsにサインインするか、新規ア
カウントを作成します（Kindleの初期設定時に作成しなかった場合）。
既存のGoodreadsアカウントでログインすると、Kindleにアカウントデータ（友達のリスト、
あなたの読みたい本、今読んでいる本、読んだ本など）が同期されます。
今読んでいる本、読みたい本、これまでに読んだ本を、Goodreadsの本棚に追加できま
す。アカウントのセットアップ時に、Amazonで購入した本（紙の本とデジタル本）を各本
棚に追加できます。これまでに読んだ本を星の数（1～5）で評価することもできます。評
価した本は自動的に「読んだ本」の本棚に追加されます。また、本棚アイコン
をタッ
プして「今読んでいる本」、「読みたい本」の本棚に分類することもできます。本棚の本と
本の評価は、あなたのGoodreadsプロフィールに表示され、他のユーザーに公開されま
す。本棚の本は、本棚アイコン
をタップして「本棚から削除」を選択して、いつでも削
除できます。
Kindleのホーム画面からGoodreadsの本棚に本を追加することもできます。表紙右上
（グリッド表示の場合）またはタイトルの右側（リスト表示の場合）にある「メニュー」アイ
コンをタップし、「Goodreadsの本棚に追加」をタップします。このオプションは、本のタイ
トルまたは表紙を長押しして開くこともできます。「Goodreadsの本棚を選択」ウィンドウ
で「読んだ本」、「今読んでいる本」、「読みたい本」のいずれかを選択します。
Goodreads on Kindleの画面左上には4つのタブがあります。
アップデート: 友達やフォロー先ユーザーに関するアップデート（本のレビュー、今読ん
でいる本など）が表示されます。それらの本のレビューに「いいね!」と言ったり、コメント
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を書き込んだりすることができます。アップデートフィードの本を評価したり、本棚に追加
することもできます。本をタップすると、他の人たちのレビューが表示されます。レビュー
アの名前をタップして、その人のGoodreadsプロフィールと本棚の本を見ることができま
す。
本棚: すべての本棚の本が表示されます。特定の本棚（読んだ本、今読んでいる本、読
みたい本）の本だけを表示したり、本を別の本棚へ移したり、Amazonの本を本棚に追
加したりすることができます。
おすすめ: あなたの好きなジャンルとこれまでの本の評価に基いて、あなただけにおす
すめの本が表示されます。これらの本を「読みたい本」の本棚に追加したり、評価する
ことができます。評価した本の数が多いほど、おすすめの精度が上がります。
友達: あなたのGoodreadsネットワークのユーザーがすべて表示されます。友達、フォロ
ー中、フォロワー別に表示を絞り込むことができます。「おすすめのフォロー先を見る」
をタップして、新しいフォロー先を追加することも可能です。各ユーザーの名前をタップ
して、Goodreadsプロフィールや本棚の本を見ることができます。
画面右上にある自分のプロフィールアイコンをタップすると、自分のGoodreadsプロフィ
ール、本棚の本、友達、最近のアップデートなどが表示されます。
ヒント:
• 気になる本を見つけた時は、その本で「読みたい本」をタップします。本棚アイ
コン
をタップして、「読んだ本」、「今読んでいる本」、「読みたい本」の本棚
に追加することもできます。
• 本を評価するには、星をタップします（星1～5つ）。
• 本の表紙をタップすると、レビューを読んだり、Kindleストアの製品ページを開
いたり、1-Clickで本（対応するタイトルのみ）を購入することができます。
• 友達の検索、友達リクエストの承認、あなただけのおすすめ本のチェックは、
www.goodreads.comでのみ行えます。
Goodreads on Kindleのほとんどの機能はWi-Fiへの接続を必要とします。お住まいの国
によってはGoodreadsをご利用いただけない場合があります。

リーディングタイム
「リーディングタイム」は、章や本を読み終えるまでの時間を予測する機能です。この情
報は、画面の一番下の読書ナビゲーションツールバーに表示されます。この機能の設
定を変更するには、画面の上部をタップしてツールバーを表示し、「表示設定」アイコン
（Aa）をタップします。表示されるダイアログボックスには、「フォント」、「ページ」、「読書
設定」という3つのタブがあります。「読書設定」タブをタップし、以下のいずれかのオプ
ションを選択します。
•
•
•
•
•

本の位置No.
本のページ番号
章を読み終えるまで
本を読み終えるまで
なし

Kindleユーザーガイド 第5版
第6章 便利な機能

45

ページ番号は、すべてのKindle本で使われているとは限りません。読書の進捗状況を
非表示にするには、「なし」オプションを選択します。
Kindle本はさまざまな画面サイズの端末に対応しているため、本の中の特定の位置を
示す方法として、ページ番号のかわりに位置No.が使われています。位置No.を使用す
ることで、Kindle本の中の特定の箇所を他の人に正確に伝えることができます。なお、
印刷版の実際のページ番号に対応するページ番号の情報を含むKindle本も数多くあり
ます。
リーディングタイム機能は、あなたのそれまでの読書の速さを元に、独自のアルゴリズ
ムで章や本を読み終えるまでの時間を計算します。読書の速さはKindleにのみ保存さ
れ、Amazonのサーバーには保存されません。
読書ナビゲーションツールバーは画面の一番上をタップすると開きます。各章にタイト
ルが付けられている本では、このツールバーに章のタイトルも表示されます。

ライブラリ画面では、本のタイトルの下に、本全体の長さに対して読み終えた分量が点
線で表示されます。
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第7章
Kindleキッズモデル
この章は、Kindleキッズモデルを購入されたお客様向けです。一部の国では、Kindleキ
ッズモデルをご利用いただけません。
Kindleキッズモデルには、Kindle（第10世代）のすべての機能、1年間のAmazon
FreeTime Unlimited（英国ではAmazon Fire for Kids Unlimited）が搭載されており、お子
様向けのカバーと壊れても安心の2年間の限定保証が付いています。 KKE（日本では
KKM）端末は、デバイスパッケージに記載されているKindleキッズモデルのタイトルで識
別できます。

Kindleキッズモデルの初期設定
Kindleキッズモデルはいくつかの簡単な手順で初期設定できます。
• 端末の言語を選択します。
• ワイヤレスネットワークに接続します。
• KindleをAmazonアカウントに登録します。保護者様がKKE（日本ではKKM）端
末を購入する際に使用されたAmazonアカウントで登録します。お子様用に
Amazonアカウントを新規作成しないでください。
• 既存のお子様用プロフィールを設定するか、新しいお子様用プロフィールを作
成し、KKE（日本ではKKM）に付属の1年間のAmazon
FreeTime（英国では
Amazon Fire for Kids Unlimited）のサブスクリプションを有効にします。
• 機能制限パスワードを設定します。
• お持ちの本のコレクションから、お子様と共有するタイトルを選択します。
初期設定が完了したら、お子様に端末をお渡しください。 デバイスにはお子様用プロフ
ィールのホーム画面が表示されています。

Kindleキッズモデルの使用
お子様用プロフィールのホームページには、保護者様のコレクションから共有された
本、キャラクターやテーマ、新しい本、人気の本、保護者様がお子様用にダウンロード
された本が表示されます。
お子様用のプロフィールを切り替えるか、お子様のセッションを終了してKindleの全機
能を利用される場合は、メニューアイコンをタップして、「Amazon FreeTime（英国では
Amazon Fire for Kids）を終了」を選択します。終了する際には、機能制限のパスワード
を入力する必要があります。大人用エクスペリエンスを終了し、お子様用のプロフィー
ルでAmazon FreeTime（英国ではAmazon Fire for Kids）にアクセスするには、メニューア
イコンをタップして、Amazon FreeTime（英国ではAmazon Fire for Kids）を選択します。
お子様用のプロフィールでのエクスペリエンスについては、Amazon FreeTimeの使用を
参照してください。
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第8章
Kindleを使いこなす
パーソナル・ドキュメントを読む
パーソナル・ドキュメントをKindleに保存すると、印刷しなくても手軽に持ち運ぶことがで
きます。ドキュメントをKindleに保存するには、AmazonアカウントのログインEメールアド
レスまたはその他の承認済みEメールアドレスから、KindleのSend-to-Kindle Eメールア
ドレス宛にドキュメントを送信します。Send-to-Kindle Eメールアドレスは、ツールバーで
「設定」アイコン
、「すべての設定」の順にタップし、設定画面で「マイアカウント」をタ
ップして、「Send-to-Kindle
Eメールアドレス」のセクションで確認できます。Amazonの
「コンテンツと端末の管理」ページ（www.amazon.com/devicesupport）で「パーソナル・ド
キュメントの保存」を有効にすると、Send-to-Kindle Eメールアドレスに送信したパーソ
ナル・ドキュメントがクラウドのライブラリにも保存され、いつでもダウンロードできます。
詳細については「コンテンツと端末の管理」ページを参照してください。
Microsoft Word（DOC, DOCX）、PDF、HTML、TXT、RTF、JPEG、GIF、PNG、BMP、PRC
およびMOBIファイルをKindleに送信して、Kindleフォーマットで読むことができます。これ
らのドキュメントは、メモ、ハイライト、ブックマークを追加したり、Whispersyncテクノロジ
ーによって複数の端末間で前回読んでいたページを同期することもできます。メモ、ハ
イライト、ブックマーク、前回読んでいたページの同期は、Kindleフォーマットでクラウド
に格納したパーソナル・ドキュメントでのみ利用できます。PDFおよびTXTフォーマットの
ドキュメントは、そのままの形式で読むこともできます。

Kindleのコンテンツを他の端末で読む
Kindle本は、他の対応端末、またはKindleアプリに同期することができます。読み進め
た最後のページ、メモ、ハイライト、ブックマークは、AmazonのWhispersyncテクノロジー
によって自動的に同期されます。したがって、iPhone、iPad、Android端末のKindleアプリ
で数ページ読み、続きをKindle端末で読むことも可能です。サポートされる端末のリスト
や端末間の同期の設定については、www.amazon.com/devicesupportをご覧ください。

シェアする
本の情報、ハイライトした文章、コメントを、ソーシャルネットワークで友達とシェアするこ
とができます。并非所有国家/地区都提供此功能。 Goodreads on Kindleでは、本を評
価したり、各本棚に分類したり、著名な作家とつながることができます。Kindleとソーシャ
ルネットワークのアカウントを関連付けるには、ツールバーで「設定」
、「すべての設
定」の順に選択し、設定画面で「マイアカウント」、「ソーシャルネットワーク」の順にタッ
プします。
読書中にシェア機能を使うには、読書ツールバーの 「シェア」アイコンをタップしま
す。本の抜粋をシェアするには、その文章の開始点を長押ししてからドラッグして全体
を選択し、「シェア」をタップします。リストから、シェアする方法を選択します。
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Kindleとパソコンの連携
Kindleの本、定期刊行物、パーソナル・ドキュメント、Kindle Singles、ブログなどのコンテ
ンツは、AmazonのWhispernetによってKindleに直接配信されるため、パソコンを必要と
しません。
Kindleを初めてパソコンのUSBポートに接続すると、パソコンのデスクトップに外部ストレ
ージまたはボリュームとして表示されます。Kindleのボリュームには、「documents」とい
うフォルダーが含まれます。このフォルダーに、Kindleと互換性のあるファイルを追加し
たり、既存のファイルをコピー、移動、削除することができます。コレクションのサイズが
大きい場合、「documents」フォルダーに複数のサブフォルダーを作成して、各サブフォ
ルダーに格納するファイルを2,000個までにすることをおすすめします。サポートされる
ファイルタイプの詳細については、Kindleサポートのウェブサイト（www.amazon.com/
devicesupport）をご覧ください。
Kindleにお好みのフォントをインストールして、電子書籍を読むときに「表示設定」（Aa）
メニューからフォントを選択できるようになりました。Kindleをコンピューターに接続し、
「fonts」フォルダーの「Read Me」ファイルで詳細をご確認ください。
KindleはUSBドライブモードでは読書端末として利用できません。パソコンに接続して充
電しながら本を読むには、パソコン側で「ハードウェアの取り外し」を行ってKindleをマウ
ント解除する必要があります。

ウェブブラウザ（体験版）を利用する
Kindleの体験版ウェブブラウザでは、様々なウェブサイトにアクセスしたり、Amazonウェ
ブサイトのほとんどのページを閲覧することができます。この体験版ブラウザは
JavaScript、SSL、Cookieに対応していますが、メディアプラグインには対応していませ
ん。なお、多くのウェブサイトにアクセスするにはWi-Fiに接続する必要があります。
ウェブブラウザ（体験版）を起動するには、ホーム画面の「メニュー」アイコンをタップし、
「ブラウザ（体験版）」を選択します。このページに初めてアクセスすると、よく利用する
サイトのデフォルトのブックマークリストが表示されます。後からこのブックマークにアク
セスするには、ウェブブラウザのメニューから「ブックマーク」を選択します。
URLを入力するには、画面の最上部にある検索フィールドをタップし、スクリーンキーボ
ードを使用してウェブアドレスを入力します。URL入力時には、キーボードに.comキーが
表示されます。アドレスフィールドには、最後に入力したURLが表示されています。
ヒント:
• ウェブページまたは画像を拡大するには、2本の指を閉じて拡大する部分に置
き、押し広げるように動かします（ピンチアウト）。縮小するには2本の指を少し
離した状態で画面に置き、つまむように動かします（ピンチイン）。
• リンクをタップするとウェブページが開きます。
• ウェブページ内を移動するには前後上下にドラッグします。
• 元のページに戻るには、左上にある「戻る」アイコンをタップします。
• ウェブページをスクロールダウンするには、画面上で上に向かってドラッグしま
す。
• ウェブページのフィールドに情報を入力するには、フィールドをタップしてスクリ
ーンキーボードを開きます。
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• 以前開いたウェブページに再度アクセスするには、「メニュー」アイコンをタップ
して「履歴」を選択します。
ウェブブラウザのメニュー
ウェブブラウザの「メニュー」アイコンをタップすると、「記事モード」、「ブックマーク」、「こ
のページをブックマーク」、「履歴」、「ブラウザの設定」などのオプションが表示されま
す。「ブラウザの設定」をタップすると、「履歴を消去」、「Cookieを削除」、「JavaScriptを
無効にする」、「画像を無効にする」などのオプションが表示されます。JavaScriptを無
効にするとウェブページの読み込みが速くなります。
ウェブの記事を読む際は、「記事モード」を選択すると、周囲に画像や広告がないシン
プルな1段組のテキスト表示にレイアウトが変更されます。
ブックマーク
ウェブページにブックマークをつけるには、「メニュー」アイコンをタップして「このページ
をブックマーク」を選択します。ブックマークを削除するには、「メニュー」アイコンから「ブ
ックマーク」を選択し、ページの一番下にある「削除」ボタンをタップし、削除するURLの
チェックボックスを選択し、再度「削除」ボタンをタップします。
ファイルをダウンロードする
一般のウェブページからKindleと互換性のある本またはドキュメントをダウンロードして
Kindleで読むことができます。このようなアイテムのダウンロードを試みると、Kindleへの
アイテムのダウンロードを確定するための画面が表示されます。ダウンロード可能なフ
ァイル形式は、Kindle用コンテンツ（.AZW、.AZW1、.AZW3、.KFX）、保護されていない
Mobipocket本（.MOBI、.PRC）、テキストファイル（.TXT）です。
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第9章
設定
Kindleの設定を変更する
設定画面を開くには、ツールバーで「設定」アイコン
をタップして「すべての設定」を
選択します。または、「メニュー」アイコン をタップして「設定」を選択します。すべての
設定項目を表示するには、Kindleを登録する必要があります。設定項目には、設定項
目には、「マイアカウント」、「家族アカウントとファミリーライブラリ」、「Wi-Fiと
Bluetooth」、「端末オプション」、「読書オプション」、「言語と辞書」、「ユーザー補助」、
「機能制限」、「法律に関する通知」のカテゴリがあります。
マイアカウント
端末名
端末名: ホーム画面の右上端に表示される端末名を変更できます。
端末メモ: このKindleを容易に特定できるよう（紛失時など）、個人情報や住所や電話番
号などの連絡先情報をこのフィールドに追加することができます。
ソーシャルネットワーク: Kindleをソーシャルネットワークのアカウントにリンクして、ハイ
ライトした文章を友達とシェアすることができます。
端末の登録を解除: Kindleをアカウントから登録解除します。登録解除すると、端末から
コンテンツがすべて削除され、アカウントに関連付けられている機能の多くが無効にな
ります。Amazonストアから購入したアイテムはクラウドに保存されているため、再びダ
ウンロードできます。登録解除したKindleは、別のAmazonアカウントに登録できます。
キャンペーン情報: キャンペーン情報の表示を設定します。（Kindleキャンペーン情報付
きモデルのみ）
Send-to-Kindle Eメール: Kindleにドキュメントを送信する際の送信先Eメールアドレスを
確認できます。サポートされる形式のドキュメントは、Kindleフォーマットに変換されます
(有料となる場合があります)。この機能の詳細については、www.amazon.com/
devicesupportを参照してください。
家族アカウントとファミリーライブラリ
家族アカウントに複数のユーザーのプロフィールを追加してコンテンツを共有できます。
詳細については、「Amazonの家族アカウントを管理する」を参照してください。この機能
は国によってはご利用いただけない場合があります。
Wi-FiとBluetooth
機内モード
機内モード: Kindleが機内モードになり、ワイヤレスへの接続が切断されます。
Wi-Fi
Wi-Fiネ
ネットワーク: Wi-Fiネットワークに接続したり、接続可能なWi-Fiネットワークを表示
したり、現在接続中のネットワークを確認することができます。
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Wi-Fi
Wi-Fiパ
パスワードを削除: Amazonに保存済みのWi-Fiパスワードをこの端末から削除し
ます。詳細については、「保存済みのWi-Fiを管理する」を参照してください。
Bluetooth
Bluetooth: Bluetoothをオンにします。
Bluetooth
Bluetoothデ
デバイス: Bluetoothオーディオデバイスを追加、削除、表示します。Kindleは、
多くのBluetoothデバイス（ヘッドフォン、スピーカーなど）とペアリングすることができま
す。
端末オプション
端末情報: 端末のWi-Fi MACアドレス、シリアル番号、ネットワーク、ファームウェアのバ
ージョン、空き容量を確認できます。Kindleのアップデートが最近インストールされた場
合は、この画面で「新機能」をタップして新しい機能の情報を見ることができます。
端末のパスワード: Kindleへのアクセスを制限するためにパスワードを設定します。パス
ワードを設定すると、端末の電源を入れたり、スリープモードを解除する際に、パスワー
ドの入力が必要となります。パスワードを忘れるとKindleカスタマーサービスに連絡する
必要が生じます。
端末の時刻設定: 画面の右上端に表示される時刻を設定します。読書中に時刻を見る
には、画面の上方をタップします。
再起動: Kindleを再起動します。再起動しても、Kindleに保存されている本、クリップ、そ
の他のファイルは失われません。Kindleが反応しなくなった場合は、電源ボタンを9秒間
長押しして、表示されるダイアログボックスで「再起動」を選択します。ダイアログボック
スが表示されない場合は、電源ボタンを黄色いLEDランプが4回点滅するまで15秒間押
してください。黄色いLEDランプが4回点滅したら「電源」ボタンを放します。
リセット: Kindleを工場出荷時の状態にリセットして、再起動します。この操作は、Kindle
カスタマーサービスから指示された場合にのみ行ってください。Kindleを工場出荷時の
状態にリセットする場合は、事前にパーソナル・ドキュメントのバックアップを作成してく
ださい。Kindleのリセットと再起動が完了したら、Kindleを再度登録してクラウドからアイ
テムをダウンロードする必要があります。Kindleをパスワードで保護する場合は、再度
パスワードを設定する必要があります。
詳細設定: ホームとライブラリのオプションを設定し、Kindleを更新します（利用可能な場
合）。また、デバイスの電源、プライバシー、ストレージ管理を管理し、「本の
Whispersync」を有効にすることもできます。
ホームとライブラリ
ホーム画面の表示: Kindleストアのおすすめ商品と読書リストの表
示を有効または無効にします。
Audible
Audibleコ
コンテンツ: Audibleのオーディオブックをホーム画面とライブ
ラリに表示するかどうかを指定できます。クラウドに保存されている
オーディオブックを、ライブラリの絞り込みフィルターで「Audible」を
選択した場合にのみ表示することもできます。この場合でも、ダウ
ンロード済みのオーディオブックは、ホーム画面に表示されます。
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ライブラリとホームで表示: Audibleオーディオブックをライ
ブラリとホーム画面に表示します。
ライブラリの絞り込みフィルターのみ: Kindleにダウンロー
ドしていないAudibleオーディオブックを、ライブラリで
「Audible」絞り込みフィルターを選択した時にだけ表示し
ます。このオプションを選択しても、KindleまたはAudibleア
カウントからコンテンツが削除されることはありません。
マンガをシリーズごとに表示: ライブラリ画面で、マンガをシリーズご
とにグループで表示します。
Kindle
Kindleを
をアップデート: Kindleの最新ソフトウェアをインストールします。このオ
プションはソフトウェアアップデートがない時は無効になります。
本のWhispersync
Whispersync: メモとハイライト、前回読んでいたページ、読み進めた最後
のページ、コレクションのAmazonサーバーへの自動バックアップ機能を有効
または無効にします。
パワーセーブモード: 端末を使用していないときにバッテリー消費を節約しま
す。パワーセーブを無効にすると端末の起動は速くなりますが、バッテリーの
消耗が著しく激しくなります。
プライバシー: 端末のオペレーティングシステムによって収集した個人情報デ
ータをマーケティングや製品の改善のために使用することを有効または無効
にします。
ストレージ管理
ストレージ管理: 端末にダウンロードしたアイテムを管理します。
アイテムを選択して削除: Kindleから削除するアイテムをコンテンツ
の種類（本、オーディオブック、定期刊行物、ドキュメント、サンプ
ル、その他）に基づいて選択します。クラウドに保存されているアイ
テムは、Kindleから削除しても、ライブラリ画面で「すべて」をタップし
て再びダウンロードできます。クラウドに保存されていない、コンピ
ューターからKindleにケーブルを使ってコピーしたアイテムは、永久
的に削除されます。
クイッククラウド保存: Kindleのストレージの空き容量を増やすため
に、最近使われていないダウンロード済みアイテムを削除すること
ができます。クラウドに保存されているアイテムは、Kindleから削除
しても、ライブラリ画面で「すべて」をタップして再びダウンロードでき
ます。クラウドに保存されていない、コンピューターからKindleにケ
ーブルを使ってコピーしたアイテムは、永久的に削除されます。
読書オプション
ページの更新
ページの更新: ページをめくる度に画面を更新するかどうか設定します。
続編: 有効にすると、本の終わりに近づいたときシリーズの次の作品を購入するオプシ
ョンが表示されます。
語学の学習
語学の学習: Word Wiseと単語帳の設定を変更します。
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Word Wise
Wise: 難しい言葉の上に意味を表示します（対応する英語の本のみ）。
1つの単語に対して複数のヒントが表示されないようにするには、「複数のヒン
トを表示」をオフにします。ヒントは英語または中国語で表示できます。言語
の切り替えは「言語」設定画面で行います。
単語帳: 単語帳を有効または無効にします。無効にすると、辞書で調べた言
葉が単語帳に追加されません。
拼音
拼音: 中国語の文字の上に発音を表示します。
ハイライトとこの本について: ポピュラー・ハイライト、「この本について」の表示を設定し
ます。
ハイライトメニュー: テキスト選択時に自動的にハイライトメニューを表示する
かどうかを指定します。
ポピュラー・ハイライト: 他の多数のKindleユーザーがハイライトした箇所を表
示する機能を有効または無効にします。
公開メモ: Kindleコミュニティでフォローしている他のユーザーからのハイライト
やメモの表示を切り替えます。
この本について: 初めて本を開いたときに、その本に関する情報を表示する
機能を有効または無効にします。
作品に出てくる本: 1回のクリックで、作品内に出てくる別の本の詳細を表示す
るオプションを有効または無効にします。
言語と辞書
言語
言語: メニュー、アラート、ダイアログボックスの表示言語を設定します。
キーボード: 各言語のキーボードを追加することができます。複数のキーボードを追加
すると、キーボードに地球マークキーが表示されます。このキーをタップしてキーボード
を切り替えることができます。
辞書
辞書: 各言語のデフォルト辞書を設定します。
ユーザー補助
VoiceView
VoiceViewス
スクリーンリーダー: VoiceViewをオンまたはオフにします。VoiceViewスクリ
ーンリーダーを有効にすると、ジェスチャーでKindleを操作したり、画面操作時に音声フ
ィードバックを利用したりできるほか、本の読み上げ（対応する本は100万冊以上）も可
能となります。
スタートガイド: VoiceViewを有効にしてKindleを使用する際に役立つヒント（ジ
ェスチャー、テキスト入力など）を紹介します。スタートガイドは、画面の一番
下にある「終了」ボタンでいつでも終了できます。
読み上げ速度:
す。

VoiceViewの音声フィードバックの読み上げ速度を設定しま

Kindleユーザーガイド 第5版
第9章 設定

54

音量
音量: VoiceViewの音声フィードバックの音量を設定します。
Bluetooth
Bluetooth:
Bluetoothオーディオデバイスを追加、削除、表示します。Kindle
は、多くのBluetoothデバイス（ヘッドフォン、スピーカーなど）とペアリングする
ことができます。
機能制限
Amazon Freetime（ま
Freetime（また
たはAmazon Fire for Kids）
Kids）: お子様一人ずつにプロフィールを作成
して、ライブラリから子供向きの本だけをシェアしたり、1日の読書時間の目標を設定し
たりできるほか、Kindleストア、Audibleストア、Goodreads on Kindle、ウェブブラウザ（体
験版）などお子様に適さない機能へのアクセスを制限できます。Amazon Freetime（また
はAmazon Fire for Kids）のプロフィールをアクティブにすると、画面の一番上のWi-Fiス
テータスアイコンの隣に鍵アイコンが表示され、「登録解除」、「家族プロフィールとファミ
リーライブラリ」、「リセット」オプションが無効になります。
制限: ブラウザ（体験版）、Kindleストア、Audibleストア、Goodreads on Kindleの使用制限
を個々に設定できます。機能を制限すると、画面上部のWi-Fi/モバイルステータスアイ
コンの隣に鍵のアイコンが表示され、「登録解除」、「家族アカウントとファミリーライブラ
リ」、「リセット」オプションが無効になります。
パスワードを変更: Amazon Freetime （またはAmazon Fire for Kids）をセットアップする
時、または機能制限を初めて有効にすると、パスワードを指定する画面が表示されま
す。このパスワードは、「機能制限」の設定を変更するときに必要となります。パスワー
ドを忘れた場合は、www.amazon.com/devicesupportで端末の登録を解除するか、
Kindleカスタマーサービスに連絡して端末をリセットする必要が生じます。
お問い合わせ
このセクションでは、問題が発生した場合にヘルプを参照したり、フィードバックを送信
したりすることができます。これらを利用するには、ワイヤレスネットワークへの接続が
必要です。

「設定」ページのメニュー
「設定」ページで「メニュー」アイコン
表示されます。

をタップすると、このページ固有のオプションが

Kindleストア
Kindleストア: Kindleストアを開きます。
Audibleストア
Audibleストア: Audibleストアを開きます。
Kindle
Kindleを
をアップデート: Kindleの最新ソフトウェアをインストールします。このオプションは
ソフトウェアアップデートがない時は無効になります。
再起動: Kindleを再起動します。再起動しても、Kindleに保存されている本、クリップ、そ
の他のファイルは失われません。Kindleが反応しなくなった場合は、電源ボタンを9秒間
長押しして、表示されるダイアログボックスで「再起動」を選択します。ダイアログボック
スが表示されない場合は、電源ボタンを黄色いLEDランプが4回点滅するまで15秒間押
してください。黄色いLEDランプが4回点滅したら「電源」ボタンを放します。
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リセット: Kindleを工場出荷時の状態にリセットして、再起動します。この操作は、Kindle
カスタマーサービスから指示された場合にのみ行ってください。Kindleを工場出荷時の
状態にリセットする場合は、事前にパーソナル・ドキュメントのバックアップを作成してく
ださい。Kindleのリセットと再起動が完了したら、Kindleを再度登録してクラウドからアイ
テムをダウンロードする必要があります。Kindleをパスワードで保護する場合は、再度
パスワードを設定する必要があります。
端末情報: 端末のWi-Fi MACアドレス、シリアル番号、ネットワーク、ファームウェアのバ
ージョン、空き容量を確認できます。最近Kindleのアップデートをインストールした場合、
この画面から新機能の情報を見ることができます。
法律に関する通知
法律に関する通知: 端末の法律に関する通知が表示されます。
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第10章
サポートに関する情報
Kindleカスタマーサービスのウェブサイトwww.amazon.com/devicesupportには、よくある
質問やハウツービデオなど役に立つ情報が掲載されています。

Kindleユーザーガイド 第5版
付録A 安全に関する情報

57

付録A
安全に関する情報
適切にお使いください。
適切にお使いください。使用前にすべての使用説明書と安全に関する情報をお読みく
ださい。

これらの安全に関する指示に従わないと、火災、感電、損害をこうむる恐れが
あります。

Kindle端末のメンテナンス
雨の中、水周り、その他の濡れた環境や湿度の高い環境では、誰にもKindleやアクセ
サリーを使用させないでください。Kindleやアクセサリーに食べ物や液体をこぼさないよ
うご注意ください。Kindleが濡れた場合はすべてのケーブルを抜き、Wi-Fiをオフにして
（「設定」アイコンをタップして機内モードを有効にします）、スクリーンセーバー画面に切
り替えてください。その後、端末が完全に乾いてから電源ボタンを押します。Kindleやア
クセサリーを、電子レンジやヘアドライヤーなどの電熱器具で乾かさないでください。

お手入れ方法
画面は柔らかい布で拭いてください。Kindleをバッグや書類ケースに入れて持ち運ぶ際
は、キズを避けるためのカバーを使用してください。
Kindleを高温や低温にさらさないでください。たとえば、氷点下や非常に高温となる車の
中に放置しないでください。
第三者が提供するアクセサリを使用すると、端末の動作に影響が出る場合がありま
す。限定的な状況においては、第三者の提供するアクセサリの使用により、限定保証
の対象外となることがあります。Kindleのご使用前に必ずアクセサリの安全に関する指
示をすべてお読みください。

端末のアフターサービス
端末のアフターサービスが必要な場合は、Amazonカスタマーサービスにご連絡くださ
い。連絡先の詳細については、www.amazon.com/devicesupportをご覧ください。
誤った対処を行うと、保証の対象外となることがあります。
避け高音量聆听。大量に長時間プレイヤーを聴くと、ユーザーの聴覚が損なわ
れる可能性があります。聴力障害の可能性を防ぐために、ユーザーは長時間大音量で
聴かないでください。
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バッテリーの安全に関する注意事項

丁寧にお取り扱いください。Kindleの充電式リチウムバッテリーの交換は、必ず
正規のサービスセンターにご依頼ください。Kindle内蔵のバッテリーを、分解したり、こじ
開けたり、破壊したり、ねじ曲げたり、変形させたり、穿孔または裁断したり、露出させ
ないでください。バッテリーを改造または再製造しないでください。バッテリーやバッテリ
ーの接点部周辺に異物を挿入しないでください。水などの液体や火気に晒したり、爆発
性物質、危険物の近くに置かないでください。 システム専用のバッテリーのみを使用し
てください。認証されていないバッテリーや充電器を使用すると、火災、爆発、液漏れ、
その他の危険を招く恐れがあります。バッテリーをショートさせたり、金属やその他導電
性のあるものをバッテリーのターミナルに接触させたりしないでください。端末やバッテ
リーを落下させないでください。固い表面の上に、端末やバッテリーを落として故障した
可能性がある場合は、自ら修理を試みず、Amazonカスタマーサービスにご連絡くださ
い。
端末とその電源アダプターは、通気の良い場所で使用、充電、保管し、熱源の近くに置
かないでください。バッテリーに関するその他の詳細情報については、
www.amazon.com/devicesupportをご覧ください。Kindleは、付属のUSBケーブルと、IEC
60950などの安全規格と互換性のあるUSB充電器またはUSBポートを使用します。
Kindleを、水の近くまたは非常に湿度の高い環境で充電しないでください。

安全に関するその他の注意事項
• 同じ動作（キーを押すなど）を長時間続けると、手、腕、肩、首などに違和感が
生じる場合があります。また、端末を使用中に点滅や同じパターンを繰り返す
光を見ると、ごくまれに頭痛、失神、発作、ひきつけ、目や筋肉のけいれん、意
識消失、不随意運動、見当識障害といった不快な反応を生じる場合がありま
す。このような症状が現れた場合は端末の使用を中止し、医師の診断を受け
てください。 このような症状に陥るリスクは、長時間の使用を避け、端末を目
から適度に離して適度な明るさで読書することを心がけ、頻繁に休憩をとるこ
とによって軽減されます。
• 端末やアクセサリーに使用されている小さな部品により、小さなお子様が窒息
する危険があります。十分にご注意ください。
• Kindleを運転中に使用しないでください。地域によっては、このような行為は法
律により禁止または制限されています。Kindleを運転中に使用することが禁じ
られていない地域においても、自動車の運転に細心の注意を払い、Kindleを
使用することで注意散漫になる場合は使用を中止してください。
• ペースメーカーなどの医療機器は、磁場や電磁場によって影響を受ける場合
があります。Kindleおよび一部のKindleアクセサリーは磁気と電磁波を放出す
るため、医療機器から約15cm以上離して使用してください。干渉が発生した場
合は、医師に相談のうえで使用を続行してください。磁気によってデータが保
存されているクレジットカードやハードディスクドライブなども、磁場や電磁場に
よって影響を受ける場合があるため、これらのKindle製品の近くに置かないで
ください。
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ワイヤレスの安全とコンプライアンス
ワイヤレスの使用が禁止されている場所、またワイヤレス信号が何らかに対して妨害
や危険を及ぼす可能性がある場所では、ワイヤレス接続をオフにしてください。このよ
うな場合の例を以下に記載します。一般的に、携帯電話の使用が禁止されている場所
では、Kindleをワイヤレスに接続しないでください。

飛行機への搭乗時はワイヤレス接続を切断する
航空機システムとの干渉を避けるために、米国連邦航空局、国土交通省およびその他
の規則では、航空機内でワイヤレスサービスを利用する際には乗務員の許可を得るこ
とが義務付けられています。

Kindleを他の電子機器類のそばで使用する
Kindleは無線周波（RF）のエネルギーを生成、使用、発散するため、指示に従って使用
しないと、無線通信や電子機器に対して干渉を起こすことがあります。適切に設置また
は保護されていない電子オペレーティングシステム、エンターテインメントシステム、個
人用医療機器は、外部RF信号によって影響を受ける可能性があります。現在では多く
の電子機器が外部RFから保護されていますが、不明な場合はメーカーにお問い合わ
せください。個人用医療機器（ペースメーカーや補聴器など）については、医師やメーカ
ーにご相談の上、外部RF信号から適切に保護されているかをお確かめください。

干渉を軽減する手順
Kindleがラジオやテレビの受信に干渉している場合は（Kindleをオン/オフすることで分
かります）、ラジオまたはテレビの受信アンテナの方向または場所を変えるか、ラジオ
やテレビとKindleを離れた場所におくか、機器や受信機を別のコンセントにつなぐか、ラ
ジオやテレビのメーカーまたはラジオ/テレビ技術者に相談するなどして、状況を改善
することができます。

掲示/標識に注意する
医療機関や建設現場など、RF信号によりリスクが生じる場所があります。不明な場合
は、双方向無線機や携帯電話の電源を切ることを求める掲示類がないか確認してくだ
さい。
さらに、起爆性のある環境では火花により爆発や火災が引き起こされる危険があるた
め、端末の電源を切り、充電も行わないでください。そのような場所では、通常その危
険性が明示されています（必ずではありません）。一般に、自動車のエンジンを切るよう
指示されている場所がこれにあたります。
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付録B
Kindleキッズモデルの安全に関する情報
保護者の方へ
保護者の方へ: 使用前にすべての使用説明書と安全に関する情報をお読みください。

これらの安全に関する指示に従わないと、火災、感電、損害をこうむる恐れが
あります。

端末と付属のアクセサリーはおもちゃではありません。お子様が端末を適切に使用す
るよう監督してください。また、保護者の方が、端末に損傷や破損の兆候がないか、お
子様が使用できる安全な状態になっているかを定期的に確認する必要があります。7
歳未満のお子様には使用させないでください（日本では6歳未満）。
濡らさないでください。雨の中、水周り、その他の濡れた環境や湿度の高い環境では、
誰にもKindleやアクセサリーを使用させないでください。Kindleやアクセサリーに食べ物
や液体をこぼさないようご注意ください。端末が濡れた場合はすべてのケーブルを抜
き、Wi-Fiをオフにして（「クイック設定」メニューを下にドラッグし、機内モードを有効にし
ます）、スクリーンセーバー画面に切り替えてください。その後、端末が完全に乾いてか
ら電源ボタンを押します。Kindleやアクセサリーを、電子レンジ、オーブン、ヘアドライヤ
ーなどの電熱器具で乾かさないでください。
常に破損がないかを確認し、お子様向けカバーを装着してご使用ください。万が一 端
末を落としたりぶつけたりした場合は、お子様に再び使用させる前に必ず保護者の方
が お子様向けカバーを外し、端末やカバーの破損、破片、ヒビがないかを確認してか
ら カバーを装着してください。

お手入れ方法
画面は柔らかい布で拭いてください。Kindleをバッグや書類ケースに入れて持ち運ぶ際
は、キズを避けるためのカバーを使用してください。

端末のアフターサービス
端末のアフターサービスが必要な場合は、Amazonカスタマーサービスにご連絡くださ
い。連絡先の詳細については、www.amazon.com/devicesupportをご覧ください。
誤った対処を行うと、保証の対象外となることがあります。

バッテリーの安全に関する注意事項

丁寧にお取り扱いください。Kindleの充電式リチウムバッテリーの交換は、必ず
正規のサービスセンターにご依頼ください。Kindle内蔵のバッテリーを、分解したり、こじ
開けたり、破壊したり、ねじ曲げたり、変形させたり、穿孔または裁断したり、露出させ
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ないでください。バッテリーを改造または再製造しないでください。バッテリーやバッテリ
ーの接点部周辺に異物を挿入しないでください。水などの液体や火気に晒したり、爆発
性物質、危険物の近くに置かないでください。 システム専用のバッテリーのみを使用し
てください。認証されていないバッテリーや充電器を使用すると、火災、爆発、液漏れ、
その他の危険を招く恐れがあります。バッテリーをショートさせたり、金属やその他導電
性のあるものをバッテリーのターミナルに接触させたりしないでください。端末やバッテ
リーを落下させないでください。固い表面の上に、端末やバッテリーを落として故障した
可能性がある場合は、自ら修理を試みず、Amazonカスタマーサービスにご連絡くださ
い。

端末とその電源アダプターは、通気の良い場所で使用、充電、保管し、熱源の
近くに置かないでください。バッテリーに関するその他の詳細情報については、
www.amazon.com/devicesupportをご覧ください。Kindleは、付属のUSBケーブルと、IEC
60950などの安全規格と互換性のあるUSB充電器またはUSBポートを使用します。
Kindleを、水の近くまたは非常に湿度の高い環境で充電しないでください。
大音量で長時間再生しないでください。端末を大音量で長時間聴くことにより、
耳に異常をきたすおそれがあります。聴覚異常を避けるために、大音量で長時間再生
することは避けてください。
Bluetoothヘッドフォンを使ってオーディオブックを再生する場合は、周囲の雑音からオ
ーディオを遮断するヘッドフォンを使用する必要があります。使用中は、保護者の方が
使用状態や音量を監視し、お子様が適切に使用されるようにしてください。

安全に関するその他の注意事項
• 同じ動作（キーを押すなど）を長時間続けると、手、腕、肩、首などに違和感が
生じる場合があります。また、端末を使用中に点滅や同じパターンを繰り返す
光を見ると、ごくまれに頭痛、失神、発作、ひきつけ、目や筋肉のけいれん、意
識消失、不随意運動、見当識障害といった不快な反応を生じる場合がありま
す。このような症状が現れた場合は端末の使用を中止し、医師の診断を受け
てください。このような症状に陥るリスクは、長時間の使用を避け、端末を目か
ら適度に離して適度な明るさで読書することを心がけ、頻繁に休憩をとること
によって軽減されます。
•

小さな部品は窒息の危険があります。端末やアクセサリーに使用され
ている小さな部品により、小さなお子様が窒息する危険があります。十分にご
注意ください。
• ペースメーカーなどの医療機器の近くでは慎重に使用してください。ペースメ
ーカーなどの医療機器は、磁場や電磁場によって影響を受ける場合がありま
す。Kindleおよび一部のKindleアクセサリーは磁気と電磁波を放出するため、
医療機器から約15cm以上離して使用してください。干渉が発生した場合は、
医師に相談のうえで使用を続行してください。磁気によってデータが保存され
ているクレジットカードやハードディスクドライブなども、磁場や電磁場によって
影響を受ける場合があるため、これらの製品の近くに置かないでください。
• Kindleを高温や低温にさらさないでください。たとえば、氷点下や非常に高温と
なる車の中に放置しないでください。サードパーティ製のアクセサリーを使用す
ると、端末の動作に影響が出る場合があります。限定的な状況においては、

Kindleユーザーガイド 第5版
付録B Kindleキッズモデルの安全に関する情報

62

サードパーティ製アクセサリーの使用により、限定保証の対象外となることが
あります。Kindleのご使用前に必ずアクセサリーの安全に関する指示をすべて
お読みください。
Kindle端末の安全、コンプライアンス、その他の重要な情報については、「設定」メニュ
ーの「法的事項」のセクション、およびKindle端末のKindleユーザーガイドにある製品情
報セクションを参照してください。

ワイヤレスの安全とコンプライアンス
ワイヤレスの使用が禁止されている場所、またワイヤレス信号が何らかに対して妨害
や危険を及ぼす可能性がある場所では、Kindleのワイヤレス接続をオフにしてくださ
い。このような場合の例を以下に記載します。一般的に、携帯電話の使用が禁止され
ている場所では、Kindleをワイヤレスに接続しないでください。

飛行機への搭乗時はワイヤレス接続を切断する
航空機システムとの干渉を避けるために、米国連邦航空局、国土交通省およびその他
の規則では、航空機内でワイヤレスサービスを利用する際には使用者が乗務員の許
可を得ることが義務付けられています。

Kindleを他の電子機器類のそばで使用する
Kindleは無線周波（RF）のエネルギーを生成、使用、発散するため、指示に従って使用
しないと、無線通信や電子機器に対して干渉を起こすことがあります。適切に設置また
は保護されていない電子オペレーティングシステム、エンターテインメントシステム、個
人用医療機器は、外部RF信号によって影響を受ける可能性があります。現在では多く
の電子機器が外部RFから保護されていますが、不明な場合はメーカーにお問い合わ
せください。個人用医療機器（ペースメーカーや補聴器など）については、医師やメーカ
ーにご相談の上、外部RF信号から適切に保護されているかをお確かめください。

干渉を最小化する
Kindleがラジオやテレビの受信に干渉している場合は（Kindleをオン/オフすることで分
かります）、ラジオまたはテレビの受信アンテナの方向または場所を変えるか、ラジオ
やテレビとKindleを離れた場所におくか、機器や受信機を別のコンセントにつなぐか、ラ
ジオやテレビのメーカーまたはラジオ/テレビ技術者に相談するなどして、状況を改善
することができます。

掲示/標識に注意する
医療機関や建設現場など、RF信号によりリスクが生じる場所があります。不明な場合
は、双方向無線機や携帯電話の電源を切ることを求める掲示類がないか確認してくだ
さい。
さらに、起爆性のある環境では火花により爆発や火災が引き起こされる危険があるた
め、端末の電源を切り、充電も行わないでください。そのような場所では、通常その危
険性が明示されています（必ずではありません）。一般に、自動車のエンジンを切るよう
指示されている場所がこれにあたります。
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付録C
コンプライアンスと保証に関する情報
FCCコンプライアンスステートメント
この端末およびアダプターなどの関連アクセサリー（「製品」と呼びます）は、FCC規則
第15部に適合しています。各製品の操作には、以下の2条件が要求されます。(1) 各製
品が有害な干渉を引き起こさないこと、(2) 各製品が不適切な操作を引き起こす可能性
がある干渉を含み、干渉を受けてもこれに対応していること。
メモ: この製品は、FCC規則第15部に従ってテストされ、クラスBのデジタル端末または
外部スイッチ電源供給に対する規制に準拠していることが確認されています。こうした
規制は、住宅地域を有害な干渉から適切に保護することを目的としています。この製品
は、適切な取り付け/使用方法に従わないと、無線周波数エネルギーを生成、使用し、
また発散する可能性があり、無線通信に対して有害な干渉を起こす場合があります。
また、各使用環境において干渉が絶対に発生しないという保証はありません。この製
品が無線またはテレビの受信に対して干渉を起こしている場合（製品の電源をオン/オ
フにして確認できます）は、次の方法で解決を試みてください。
•
•
•
•

ラジオまたはテレビの受信アンテナの方向を変えるか場所を変える。
この端末をラジオやテレビから離れた場所に置く。
受信機が接続されているコンセントと別のコンセントに機器をつなぐ。
ラジオやテレビのメーカーまたは経験を有するラジオやテレビの技術者に相談
する。

コンプライアンスに関する責任を負う団体により明示的に承認を受けていない変更また
は修正を行うと、FCC規則の下で機器の操作に関するユーザーの権限が無効になる
場合があります
この端末は、FCC高周波放出ガイドラインに準拠しており、FCCの認定を受けていま
す。FCC IDは端末の背面に記載されています。

無線周波エネルギーへの曝露に関する情報
この端末は、米国連邦通信委員会（FCC）が定めたRFエネルギーへの曝露に関する放
出限度を超えないように設計および製造されていますこの情報はFCCに提出されてお
り、製品のFCC ID番号を<https://www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page>の検索フ
ォームに入力して確認することができます。FCC IDは、端末の背面に記載されていま
す。

For Canadian Customers
Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
Compliance
This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with
Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s).
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Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause
interference; and (2) This device must accept any interference, including interference
that may cause undesired operation of the device.
Information Regarding Exposure to Radio Frequency Energy

This equipment complies with IC RSS-102 RF exposure limits set forth for an
uncontrolled environment.

Conformité Innovation Sciences et Développement Économique Canada
(ISDE)
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux
deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage; et (2)
l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
Renseignements relatifs l’exposition l’énergie des radiofréquences
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition IC CNR-102 prévues pour
environnements non contrôlés.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

EU適合
ヨーロッパのお客様向け
Amazon.com Services, Inc.は、J9G29Rの無線機器が2014/53/EU指令に準拠している
ことを宣言します。
EU適合宣言の全文を参照するにはwww.amazon.com/device_eu_complianceをご覧くだ
さい。
ワイヤレス機能: Wi-Fi 2.4 GHz, BT/BLE
最大無線周波数パワー:
Wi-Fi: 2.4 GHz: 2412-2472 MHz (20 dBm)
ブルートゥース: 2402-2480 MHz (11.5 dBm)
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ブルートゥースLE: 2402-2480 MHz (10 dBm)

高周波無線に関するコンプライアンス
人の健康を守るために、この装置は、Council Recommendation 1999/519 / ECに従っ
た、一般大衆の電磁界ばく露の基準を満たしています。

メキシコにおけるコンプライアンス
PARA LOS CLIENTES DE MÉXICO La operacion de este equipo esta sujeta a las
siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause
interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada.

ブラジルにおけるコンプライアンス
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não
pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados
Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos
regulamentados pela Resolução n˚ 242/2000 e atende aos requisitos técnicos
aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente
a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com
as resoluções n˚ 303/2002 e 533/2009.

Kindleの廃棄とリサイクルについて
地域により特定の電子機器の廃棄は制限されています。Kindleを廃棄またはリサイク
ルする際は、お住まいの地域の法規制および条例に従って適切に処理してください。
Kindleのリサイクルの詳細についてはwww.amazon.com/devicesupportをご覧ください。

製品仕様
製品型番： J9G29R
ディスプレイ: 6インチ（対角）ディスプレイ、800 x 600ピクセル、解像度167ppi 、16諧調
グレースケール
サイズ
サイズ: 160 mm x 115 mm x 9.0 mm
重量
重量: 161 g
ストレージ: 4GB内部ストレージ（ユーザー利用可能ストレージ約3GB）、または8GB内部
ストレージ（ユーザー利用可能ストレージ約6GB）。
実際の重量は、構成および製造プロセスに応じて若干異なる場合があります。
電源
電源: AC充電器（別売）および充電式リチウムイオンポリマーバッテリー。
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接続
接続: USB2.0(マイクロBコネクタ)。802.11b/g/n Kindleワイヤレスモデム。
動作温度
動作温度: 0°C～35°C
ストレージ温度
ストレージ温度: -10°C～45°C
Wi-Fi
Wi-Fi: 802.11b/g/n

法的規約
お客様は、この端末を登録して使用することで、www.amazon.com/devicesupportに記
載されているAmazonの利用規約およびその他の規定に同意したものとみなされます。

2年間限定保証
KKE（日本ではKKM）（以下「端末」と呼びます）に対する2年間の限定保証は、以下の表
に記載されている法人により提供されます。本保証の提供者は、本契約において「当
社」と記載される場合があります。
当社は、小売店における端末の購入から2年以内に、通常の使用状況において発生し
た材料および製造技術上の瑕疵に基づく損害について補償いたします。本保証期間中
に端末に瑕疵が生じた場合で、かつお客様が端末の返却に関する指示事項に同意さ
れる場合は、法の許す範囲において (i) 新品または再生された部品を使用した端末の
修理、(ii) 新品または再生された同等の端末による端末の交換、(iii) 端末の購入代金
の一部または全部の返金、のいずれかを行います。この限定保証は保証期間の残存
期間または90日間のいずれか長い期間、法の許す範囲において、修理または端末の
部品もしくは全体の交換に対して適用されます。返金の対象となる部品または端末全
体の交換に関しては交換されたものの所有権は当社が保有するものとします。本限定
保証の対象は、火災またはその他の外部要因による損傷、改変、修理または商業目
的の利用以外における端末のハードウェアのコンポーネントにのみに限定されます。
手順。
手順。端末の保証サービスをお受けいただくための手順については、以下の連絡先情
報でカスタマーサービスにお問い合わせください。通常の場合、端末をオリジナルの包
装またはそれと同等の保護材により包装して、カスタマーサービスまでお送りいただく
ことになります。端末をお送りいただく前に、ご自身の責任でリムーバブルストレージメ
ディアを取り外し、データ、ソフトウェアその他のバックアップを行ってください。それらの
ストレージメディア、データ、ソフトウェアその他は保証サービスの実施時に破損、喪失
または再フォーマットされる可能性があります。当社はそれにより生じる損害について
補償いたしません。
制限事項
制限事項本保証および上記の救済方法は、法の許す範囲において唯一かつ他のすべ
ての保証および救済方法に代わるものであり、法的または黙示的保証（商品性の保
証、特定目的への適合性の保証、隠れたる瑕疵に対する保証を含み、かつそれらに限
定されません）を行いません。法に基づいて法的または黙示的保証の免責を行うこと
ができない場合は、それらの保証は法の許す範囲において、明示的な本限定保証およ
び修理または交換サービスの対象期間内に限定されるものとします。
一部の国や地域においては、法的または黙示的保証の期間を限定することを認めて
いません。そのため上記の制限は適用されない場合があります。当社は、保証規定に
違反した結果またはその他の法理に基づく直接的、特別、偶発的または間接的損害に
関する責任を負いません。一部の国や地域においては、上記の制限は死亡もしくは負
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傷に関する請求、または故意もしくは重大な過失による作為および／または不作為に
対する法的責任に関しては適用されません。従って、上記の直接的、偶発的もしくは間
接的損害についての例外または制限は適用されない可能性があります。
一部の国や地域においては、直接的、偶発的もしくは間接的損害に対する例外または
制限が認められていない場合があり、上記の例外または制限は適用されない可能性
があります。「制限」に関する本セクションの規定は、欧州連合のお客様には適用され
ません。
本限定保証はお客様に対して、明示されている権利を付与するものです。適用法によ
りその他の権利も付与される場合があり、本限定保証はそうした権利に影響を及ぼし
ません。
保証提供者
端末の購入場所
Amazon.co.uk、Amazon.de、Amazon.fr、
Amazon.it、Amazon.esまたは欧州の正規
販売代理店
Amazon.co.jpまたは日本の正規販売代理
店

限定保証の提供者
Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F.
Kennedy, L-1855, Luxembourg

アマゾンジャパン合同会社、〒153-0064
東京都目黒区下目黒1-8-1
Amazon.com Services, Inc., 410 Terry
その他すべてのAmazonウェブサイト、また
Ave. North, Seattle, WA 98109-5210,
は米国の正規販売代理店
United States

1年間限定保証
この1年間の限定保証はお客様の消費者としての権利に追加されるものであり、消費
者としての権利には影響を及ぼしません。
Kindleの端末（以下「端末」と呼びます）に対する保証は、以下の表に記載されている法
人により提供されます。本保証の提供者は、本契約において「当社」と記載される場合
があります。
当社は、小売店における端末の購入から1年以内に、通常の使用状況において発生し
た材料および製造技術上の瑕疵に基づく損害について補償いたします。本保証期間中
に端末に瑕疵が生じた場合で、かつお客様が端末の返却に関する指示事項に同意さ
れる場合は、法の許す範囲において (i) 新品または再生された部品を使用した端末の
修理、(ii) 新品または再生された同等の端末による端末の交換、(iii) 端末の購入代金
の一部または全部の返金、のいずれかを行います。この限定保証は保証期間の残存
期間または90日間のいずれか長い期間、法の許す範囲において、修理または端末の
部品もしくは全体の交換に対して適用されます。返金の対象となる部品または端末全
体の交換に関しては交換されたものの所有権は当社が保有するものとします。本限定
保証の対象は、事故、誤使用、懈怠、火災またはその他の外部要因、改変、修理また
は商業目的の利用以外における端末のハードウェアのコンポーネントにのみに限定さ
れます。
指示事項
指示事項端末の保証サービスをお受けいただくための手順については、
www.amazon.com/devicesupportで「カスタマーサービスに連絡」をクリックして、お問い
合わせください。通常の場合、端末をオリジナルの包装またはそれと同等の保護材に
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より包装して、カスタマーサービスまでお送りいただくことになります。端末をお送りいた
だく前に、ご自身の責任でデータ、ソフトウェアその他のバックアップを行ってください。
それらのデータ、ソフトウェアその他は保証サービスの実施時に喪失または再フォーマ
ットされる可能性があります。当社はそれにより生じる損害について補償いたしませ
ん。
制限事項
制限事項本保証および上記の救済方法は、法の許す範囲において唯一かつ他のすべ
ての保証および救済方法に代わるものであり、法的または黙示的保証（商品性の保
証、特定目的への適合性の保証、隠れたる瑕疵に対する保証を含み、かつそれらに限
定されません）を行いません。法に基づいて法的または黙示的保証の免責を行うこと
ができない場合は、それらの保証は法の許す範囲において、明示的な本限定保証およ
び修理または交換サービスの対象期間内に限定されるものとします。
一部の国や地域においては、法的または黙示的保証の期間を限定することを認めて
いません。そのため上記の制限は適用されない場合があります。当社は、保証規定に
違反した結果またはその他の法理に基づく直接的、特別、偶発的または間接的損害に
関する責任を負いません。一部の国や地域においては、上記の制限は死亡もしくは負
傷に関する請求、または故意もしくは重大な過失による作為および／または不作為に
対する法的責任に関しては適用されません。従って、上記の直接的、偶発的もしくは間
接的損害についての例外または制限は適用されない可能性があります。一部の国や
地域においては、直接的、偶発的もしくは間接的損害に対する例外または制限が認め
られていない場合があり、上記の例外または制限は適用されない可能性があります。
「制限」に関する本セクションの規定は、欧州連合のお客様には適用されません。
本限定保証はお客様に対して、明示されている権利を付与するものです。適用法によ
りその他の権利も付与される場合があり、本限定保証はそうした権利に影響を及ぼし
ません。
保証提供者
端末の購入場所

限定保証の提供者
Amazon Commercial Services Pty Ltd, Level 37,
Amazon.com.auまたはオースト
Citigroup Tower, 2 Park Street, Sydney NSW 2000,
ラリアの正規販売代理店
Australia
Amazon.co.uk、Amazon.de、
Amazon.fr、Amazon.it、
Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy,
Amazon.esまたは欧州の正規 L-1855, Luxembourg
販売代理店
Amazon.com.ca, Inc.、410 Terry Ave.North, Seattle,
Amazon.ca
WA 98109-5210, United States
Amazon Seller Services Private Limited, 8th Floor,
Amazon.inまたはインドの正規
Brigade Gateway, 26/1 Dr. Rajkumar Road,
販売代理店
Bangalore, Karnataka-560055, India
Amazon.co.jpまたは日本の正 アマゾンジャパン合同会社、〒153-0064 東京都目黒
規販売代理店
区下目黒1-8-1
Amazon Joyo Co. Ltd., 10F, Bldg A, Ocean
Amazon.cnまたは中華人民共
International Center, No. 56 East 4th Ring Road,
和国の正規販売代理店
Chaoyang District, Beijing, China
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Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.,
Av.Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Torre E
- 18º andar, São Paulo - SP, 04543-000, Brazil
Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L.
de C.V., Boulevard Manuel Avila Camacho #36 Piso
10 y 12, Colonia Lomas De Chapultepec, Seccion
Delegacion Miguel Hidalgo, Distrito Federal, 1100,
Mexico

その他すべてのAmazonウェブ
サイト、またはカナダ、ブラジ
Amazon.com Services, Inc. (fka Amazon Fulfillment
ル、メキシコ、およびここに記載 Services, Inc.), 410 Terry Ave.North, Seattle, WA
されていない国の正規販売代 98109-5210, United States
理店
本表のアップデートはwww.amazon.com/devicesupportにおいておこなわれることがあ
ります。
追加情報
Kindle 利用規約、Kindleストア利用規約、1年間の限定保証、カスタマーサービスのお
問い合わせ先、ここに記載する以外の条件またはKindleに関する情報については、
http://www.amazon.com/devicesupportをご覧ください。

特許に関する通知
Kindle端末および/またはKindle端末に関する操作には、1つ以上の特許または特許申
請中が適用されている場合があります。

著作権および商標に関する通知
Amazon、Kindle、Amazon Freetime、Goodreads、Sponsored Screensavers、X-Ray、
Mobipocket、VoiceView、Whispernet、Whispersync、Person
Under
Tree（図形）、
1-Click、その他すべての関連するロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関係会社の商
標です。
© 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates.All rights reserved.
JavaおよびJavaに関連するすべての商標およびロゴは、Oracleまたはその関係会社の
商標です。
XT9® Smart Input © 2008 Nuance Communications, Inc. XT9 および NuanceはNuance
Communications, Inc.および/またはそのライセンサーの商標または商標登録であり、ラ
イセンスの下に使用されています。
Monotype Imaging Inc.のiTypeが使用されています。Monotypeは、米国その他の国や
地域の特許庁に登録されているMonotype Imaging Inc.の商標です。Monotype The
Monotype Corporation.
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その他のすべてのブランド名、製品名、企業名、商標およびサービスマークは、それぞ
れの所有者に帰属します。
KH20190814-A

