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【要旨】 
EPUB は電子書籍における実質的な世界標準といってもよい規格である。本発表では EPUB3
を用いて、講義音声と同期した板書を収録した動画、及び外部 Web 教材へのリンクを含む教材

を、安価且つ簡便に制作する作成する方法について述べる。 
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1．はじめに 
 筆者はこれまで PDF に音声及び関連

Web ページへのリンクを埋め込んだ中国

語学習教材を作成し、インターネットで

配信してきた 1。しかし、近年急速に普

及しつつあるスマートフォンの小さい画

面では PDF を読むには無理がある。また、

外国語学習教材にはマルチメディア、少

なくとも音声は欠かせないが、最大の問

題は PDF に埋め込んだ音声や動画を再

生できるスマートフォン用の PDF リー

ダーが現時点では見つからないことであ

る。そこで、世界標準として広く普及す

る可能性が高く、パソコン・スマートフ

ォン・タブレットといった様々な画面サ

イズの端末に 1 つのファイルで対応し、

且つ音声や動画を埋め込めるファイル形

式であるEPUBを使用して中国語教材を

試作した。 
2．今回試作した電子書籍による教材 
 今回試作した教材には以下の要素を含

む。 
・ 中国語簡体字による例文 
・ pinyin（中国語の表音ローマ字） 

・ 日本語訳 
・ 文法事項についての講義音声と同期

した板書動画 
・ インターネット上にある参考資料へ

のリンク 
・ インターネット上に置いた TTS によ

る音声付きでゲームもできる単語カ

ードセットへのリンク（Quizlet を使

用して作成） 
・ インターネット上に置いた並べ替え

問題へのリンク（HotPotatoes を使用

して作成） 
3 ．板書動画を簡単に作成できる

ShowMe 
 Web サービス ShowMe は、同サービス

の 提 供 す る iPad ア プ リ ShowMe 
Interactive Whiteboard を使って、iPad
の画面に板書したものを講義の音声と同

期した形で録画し、同サービスの Web サ

イトで無料公開できるサービスである。

以下は私が作成したサンプルである。 
http://www.showme.com/kiyohara 
 教室や学習者のネット環境は様々であり、

現時点では必ずしもいつでもどこでもネッ

http://quizlet.com/
http://hotpot.uvic.ca/
http://www.showme.com/
https://itunes.apple.com/jp/app/showme-interactive-whiteboard/id445066279?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/showme-interactive-whiteboard/id445066279?mt=8
http://www.showme.com/kiyohara


ト接続できる状態とは言えない。そこで

ShowMe で 作 成 し た 動 画 を 電 子 書 籍

（ EPUB）に埋め込むことを考えた。

ShowMe の動画は作成者本人に限り、ログ

イン後に動画ファイル（MP4 形式）をダウ

ンロードすることができる。

4．EPUB とは何か？ 
EPUB と は International Digital 

Publishing Forum による電子書籍のた

めのオープンな規格 2である。2011 年に

EPUB3 になって縦書きやルビといった

日本語組版特有の規格に対応し、さらに

マルチメディアの埋め込み等にも対応し

て表現力が高まった。EPUB は Apple、
Google などが採用し、ISO にも提案され

ており、実質的に電子書籍の世界標準と

も言える規格である。

5．EPUB3 の閲覧環境 
EPUB3 はあくまで規格であって、それ

をどう実装するかはソフト側の問題である。

EPUB3 に完全に対応したリーダーソフト

はまだないと言ってよい。今回試作した動

画入りの EPUB については以下の環境で

閲覧した。閲覧に使用したソフトはいずれ

も無料で入手できる。

・ パソコン（Windows7・MacOS X）

Web ブラウザ Chrome にエクステンシ

ョンの Readium をインストール。 
・ iPad2・iPad mini・iPhone4S（iOS6）

iBooks 
・ Nexus7（Android4.2）

Himawari Reader 
6．EPUB3 の作成環境 

EPUB3 の規格や作成方法等について

はすでに日本語による解説書が複数出版

されている 3。本発表では教育現場で実

用可能なもの、すなわち比較的安価で入

手でき、ワープロソフト程度の操作で動

画入りEPUBを作成できるソフトを使用

する方法を紹介する。

6.1 Mac OS X で動画入り EPUB を作る 
ワープロソフト Pages を使用する。 

(1)動画ファイルはコマンドキーを押しな

がらドラッグして追加する。

(2)「ファイル」→「書き出す」から「epub」
を選んで書き出す。

なお、Apple は EPUB 作成のためのサンプ

ルファイルを配布している 4。

6.2 Windows で動画入り EPUB を作る 
ワープロソフト一太郎 2013 玄を使用す

る。

(1)動画ファイルは「挿入」→「絵」→「ビ

デオ枠作成」から読み込む。

(2)「ファイル」→「他形式の保存」から

「EPUB 保存」を選んで書き出す。 
6.3 iPad で動画入り EPUB を作る 

EPUB 作成アプリ Creative Book 
Builder（以下 CBB と略す）を使用する。

(1)動画ファイルはあらかじめネットワ

ークストレージ（DropBox、Google 
Drive）に入れておき、CBB に取り込む。 
(2)「Publish」ボタンから EPUB に書き

出す。

なお、CBB は EPUB の中に選択問題

を作ることもできる。

本研究は JSPS 科研費 25370642 の助成

を受けたものです。

1

http://www.las.osakafu-u.ac.jp/~kiyohara
/ 
2 http://idpf.org/epub 
3 以下に例を挙げる。

・林拓也『EPUB3 電子書籍制作の教科書』、

技術評論社、2012 年 
・境祐司・こもりまさあき・林拓也・秋田

克彦『EPUB3 スタンダード・デザイン・

ガイド』、マイナビ、2012 年 
4

http://support.apple.com/kb/HT4168?vie
wlocale=ja_JP&locale=ja_JP 
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http://idpf.org/epub
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http://support.apple.com/kb/HT4168?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP
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