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はじめに 
JB２のｲﾝｽﾄｰﾙの方法は、J-ばいぶる 1st 2000 のﾊﾟｯｹｰｼﾞに同封されている『操作ﾏﾆｭｱﾙ』の「4.Ａ

dd－on について」に、詳しく書かれています。この文書は、その補足として作成しました。読者は、

Windows のソフトに不慣れな方を想定して書かれています。また、この文書に対する電子ﾒｰﾙによるｻﾎﾟ

ｰﾄの条件、送信先に関しては、文書の最後に記してあります。 

 

手順１. 用意するもの 
① J－ばいぶる 1st2000 CD-ROM 

② J-ばいぶる 2nd CD-ROM ｼﾘｱﾙ番号 

 

手順 2.インストール前の確認 
J-ばいぶる 2nd は、J-ばいぶる 1st2000 のアドオン・ソフトです。 

J-ばいぶる 1st2000 が正常に動作していることを確認して下さい。 

 

手順 3．CD-ROM ドライブに、JB１の CD-ROM を挿入します。 
PC のﾏｲｺﾝﾋﾟｭｰﾀには、以下のような、ｱｲｺﾝが表示されます。この例では、CD-ROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞは、Eとな

っています。 

 
手順 4．JB2 ｲﾝｽﾄｰﾙ用ﾌｧｲﾙを捜す 
この CD-ROM を開くと以下のﾌｫﾙﾀﾞｰがあります(¥:JB2_201)。 

 
この中に、JB2 ｲﾝｽﾄｰﾙ用のﾌｧｲﾙがあります。 

 
 

 

 

 

 



手順 5．ｲﾝｽﾄｰﾙの開始 CD-ROM の入れ替え JB1  JB2 
このﾌｧｲﾙ(SETUP.EXE)をｸﾘｯｸするとｲﾝｽﾄｰﾙが始まり、最初に以下のような画面が表示されます。 

 
この画面の「②JB2000 の CD-ROM を取り出し・・」に従って、挿入した JB1 の CD-ROM を取り出しま

す。次に、「③JB2 の CD-ROM を CD-ROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞにｾｯﾄ」に従って、JB2 の CD-ROM を先と同じ CD-ROM ﾄﾞ

ﾗｲﾌﾞに挿入します。PC が CD-ROM の認識を終えた頃に、「④CD-ROM のﾄﾞﾗｲﾌﾞを指定・・」に従い、

画面のﾄﾞﾗｲﾌﾞﾎﾞｯｸｽで、CD-ROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞを指定します。この作業が正しく行われると次の画面が表示

されます。 

 

手順 6．ｼﾘｱﾙ番号の登録・CD-ROM の入れ替え JB2  JB1 
ここでは。ｼﾘｱﾙ番号とﾕｰｻﾞｰ名を登録します。次に、「作業続行」ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸし、「はい」ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯ

ｸします。最後に、「JB2 の CD-ROM を取り出し、JB2000 の CD-ROM をｾｯﾄ・・」に従い、JB2CD-ROM を

取り出し、もう一度、Jb1st2000 の CD-ROM を同じ CD-ROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞに挿入して下さい。「ｲﾝｽﾄｰﾙ作業」

をｸﾘｯｸすると次の作業が始まります。 

 
 

手順 7．ｲﾝｽﾄｰﾙの開始のﾒｯｾｰｼﾞの表示 
この画面が表示されます。「OK」ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸして下さい。 

 
 

手順 8．ｲﾝｽﾄｰﾙ先のﾃﾞｨﾚｸﾄﾘを指定する 
この画面が表示されますので、「OK」ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします。 

 



手順 9．J-ばいぶる 1st2000 をｲﾝｽﾄｰﾙしたﾌｫﾙﾀﾞｰを指定する。 
「J-ばいぶる 1st2000 のｲﾝｽﾄｰﾙ先」は、C:¥Program Files¥ J-ばいぶる 1st2000 に指定することを

推奨させて頂いています。以下は、その例の画面です。画面の「ﾄﾞﾗｲﾌﾞ」「ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ」を画面のよう

に指定すると、「ﾊﾟｽ名」に、「C:¥Program Files¥ J-ばいぶる 1st2000」が表示されます。ここで、

「OK」ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします。 

 
 

手順 10.ｲﾝｽﾄｰﾙ先のﾃﾞｨﾚｸﾄﾘの確定 
以下の画面が表示され、ｲﾝｽﾄｰﾙ先のﾃﾞｨﾚｸﾄﾘが確定されます。 

 
 

手順 11. 作業を続ける 
上の画面の大きなﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします。 

 
 

手順１2. ﾌｧｲﾙのｲﾝｽﾄｰﾙ作業 
以下のような画面が表示され、必要なﾌｧｲﾙが PC へｺﾋﾟｰされます。 

 
 

 

 



★追加のお知らせ（4-18-2007 記） 

手順 12－13 の間で、インストールが中止されるような意味のメッセージが表示される PC が

あります（すべての PC で発生するものではありません）。 

その場合、インストールの「中止」をせずに、強制終了（Ctrl+Alt＋Delete）で作業を終了

させてください。 

この場合、c:￥Program Files¥jbible(JB1st2000 のｲﾝｽﾄｰﾙ先ﾌｫﾙﾀﾞｰ)の中に、JB2ND.EXE がす

でにインストールされています。自分で、起動用のショートカットキーを作成し、フォント

をインストールした後に、このショートカットから JB2 を起動して下さい。 

このショートカットから JB2 を起動する前に、GRAECA フォントをインストールして下さい。 

インストールの方法は、以下、サイトを参考にして下さい。 

http://www.jcbr.gospeljapan.com/jcbr-instFont.htm 

そして、手順 13 へ進んで下さい。 

 

手順 13.ギリシャ語表示ﾌｫﾝﾄのｲﾝｽﾄｰﾙの確認ﾒｯｾｰｼﾞ 
以下の画面が表示されたら、「OK」ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします。 

 
 

手順１4.ｲﾝｽﾄｰﾙの完了のﾒｯｾｰｼﾞ 
ここで、「OK」ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします。 

 
 

手順１5. PC の再起動 
ｷﾞﾘｼｬ語を表示用のﾌｫﾝﾄを PC に認識させる為に、「再起動」をして下さい。この手順をｽｷｯﾌﾟすると、

ｷﾞﾘｼｬ語が表示されなくなります。必ず「再起動」を行い次の手順に進んで下さい。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

 

 
 

手順１6. JB2 の起動 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの起動は、以下の画面のように「ｽﾀｰﾄ」「すべてのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」で行います。 

 
 

手順１7.ｼﾘｱﾙ番号とﾕｰｻﾞｰ名の登録 
最初に、以下の画面が表示されますので、JB2 ｼﾘｱﾙ番号(半角数字)とﾕｰｻﾞｰ名を入力し「登録」ﾎﾞﾀ



ﾝをｸﾘｯｸします。次に、JB2 が正常に動くかを調べる作業に進みます。 

 
 

手順１8. Jb2 の動作の確認作業 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの起動 
もう一度、以下の画面のように、JB2 を起動します。 

 
すると、以下の作業画面が表示されます。 

 
 

手順１9. Jb2 の動作の確認作業 例:ﾏﾀｲ福音書 1 章 1 節の表示 
まず、以下のように、作業画面の「ﾂｰﾙ」「原書講読」と進みます。 

 
すると、以下の「原書講読画面」に、ﾏﾀｲ福音書 1章 1節が表示されます。 



 
これで、動作確認作業は、終わりです。最後に、簡単な操作の方法を紹介しておきます。 

 

手順 20. 簡単な操作の紹介 
以下のように、「ﾍﾙﾌﾟ」「使い方」と進みます。 

 
すると、以下の画面で、基本的な操作方法を学べます。 

 
 

手順 21. 簡単な新約聖書原典研究の紹介 
以下のように、「ﾍﾙﾌﾟ」「使い方 HTML」と進みます。 

 
すると、以下の画面が表示されます。ここには、「3.新約聖書ｷﾞﾘｼｬ語学習の手引き」が紹介されて

います。この文書ﾌｧｲﾙは、CD-ROM に収録されていますが、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞも出来るようにしま

した。以下に URL を紹介しておきます。 



http://www.jcbr.gospeljapan.com/d_files/JB2_MANU.PDF 
 

内容目次は、以下の通りです。 

3.新約聖書ギリシャ語学習の手引き 

3.1「文字の学習」方法と発音 

3.2「単語の記憶とその意味と用法の学習」方法 

3.3 新約聖書ギリシャ語「原書講読」学習の方法 

 

 
 

 

手順 22. 電子ﾒｰﾙによるサポート  
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに問題が生じた場合には、以下の画面のように、「ﾍﾙﾌﾟ」「問題が発生した時は」と進んで下

さい。 

 
すると、以下の画面が表示されますので、この表示に従って、 
noshiro@lily.ocn.ne.jp 
にﾒｰﾙを送信して下さい。書式が整っていれば、48時間以内にお返事できるよう努力しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



手順 23. 電子ﾒｰﾙによるｻﾎﾟｰﾄの条件、送信先 [この文書に対する] 
 

条件 : 以下に、ﾒｰﾙの書式を記しました。これをｺﾋﾟｰてﾒｰﾙを送信して下さい。全ての項目に、

情報を記入して下さい。記入漏れがある場合には、お返事出来ない場合があります。ﾒｰﾙ受信後、

48 時間以内に、お返事出来るように心がけています。 

 

-------------------------------------------------------------- 
タイトル: Jb2 ｲﾝｽﾄｰﾙ文書への相談 

氏名: 

JB2 シリアル番号: JB2 

JB2 の購入日:     年  月 

PC の製造会社: 

PC の年式: 

PC の OS: 95,98,Me,NT,2000,XP 

PC 歴:  年 

聖書ｷﾞﾘｼｬ語歴:   年 

通信速度: ﾀﾞｲﾔﾙ ISDN ADSL 光通信 

相談内容: 例 手順１2.ｲﾝｽﾄｰﾙの完了のﾒｯｾｰｼﾞ が表示されずに、ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞが表示されます。 

--------------------------------------------------------------- 
送信先 : noshiro@lily.ocn.ne.jp 
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