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電子書籍（EPUB3）について 

学習活動としてのマルチメディア電子書
籍（EPUB3）の作成



マルチメディアEPUB3を 
読む・作る

以下の2点以降の状況を中心に。 

第12回e-Learning教育学会（2014年） 
清原文代「オフラインとオンラインをつなぐ電子書
籍」 

清原文代「PDFとEPUBによる中国語教材について」  
（吉田晴世・野澤和典編著『最新ICTを活用した私の
外国語授業』丸善プラネット、pp.155-166、2014

年）

http://www.las.osakafu-u.ac.jp/~kiyohara/EPUB/2013/e-Learning_2014-03-15.pdf


EPUB3

International Digital Publishing Forumによ
るオープンな電子書籍の規格。実質的に電
子書籍の世界標準規格。  

テキスト（横書き・縦書き・ルビ）、画像、
Web リンク、音声、動画、メディアオー
バーレイ（音声の再生と同期してテキスト
がハイライト）、JavaScript。  

http://idpf.org/epub


EDUPUB

田村恭久「電子教科書の規格とEDUPUBの現状」 
（『情報管理』Vol. 57 (2014) 号 No. 11、pp.791-798） 

日本電子出版協会「EDUPUB」 

「デジタル教科書の国際標準EDUPUBのEditor's Draft公
開、名称がEDUPUBから“EPUB for Education”に変更」
（国立国会図書館 カレントアウェアネス・ポータル） 

International Digital Publishing Forum “EPUB for Education”

https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/57/11/57_791/_article/-char/ja/
http://www.jepa.or.jp/edupubinfo/
http://current.ndl.go.jp/node/30806
http://idpf.org/edupub


日本のデジタル教科書

文部科学省「デジタル教科書」の位置付
けに関する検討会議」（平成27年度～） 

東京書籍「「デジタル教科書」の位置付
けに関する検討会議への提案」（2015

年11月11日） 
EPUB3の採用を提案。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/110/index.htm
http://www.apple.com/jp


マルチメディアEPUB3を読む

Android： 
Gitden Reader、Himawari Reader 

iOS＆Mac OS X： 
iBooks 

Windows： 
WebブラウザChrome＋Readium

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gitden.epub.reader.app&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.green_fld.himawari&hl=ja
http://www.apple.com/jp/ibooks/
https://www.google.co.jp/chrome/browser/desktop/index.html
https://chrome.google.com/webstore/detail/readium/fepbnnnkkadjhjahcafoaglimekefifl?hl=ja


マルチメディアEPUB3を作る

Windows： 
FUSEe、Smart ePub、一太郎2016、 
PLEXTALK Producer、Sigil 

Mac OS X： 
Pages、iBooksAuthor、Sigil

http://fusee.jp/product.php
http://www.openend.co.jp/productsinfo/smartepub/
http://www.justsystems.com/jp/products/ichitaro/
http://www.plextalk.com/jp/products/producer/
https://github.com/Sigil-Ebook/Sigil/releases
http://www.apple.com/jp/mac/pages/
http://www.apple.com/jp/ibooks-author/
https://github.com/Sigil-Ebook/Sigil/releases


Sigilの復活！
オープンソースのEPUBエディタ。Windows用、Mac OS X用あ
り。Windows用の無料のEPUB作成ソフトは貴重！ 

長らくEPUB2（テキストと画像）対応に止まっていたが、2016

年1月、EPUB3に対応開始、音声や動画の埋め込みが可能に！ 
初期設定ではEPUB2だが、設定を変更すればEPUB3に書き出
す。 

ver.0.9.3では電子書籍のメタデータ（書名、著者名等）の編集
機能が実装されていない（実装予定）。現時点ではcontent.opf

にタグ付きテキストを手入力するしかない。

https://sigil-ebook.com


Sigil ver.0.9.3 音声や動画ファイルを挿入



PagesとiBooksAuthor

Apple「Pages で ePub ファイルを作成す
る方法」、EPUBのサンプルファイルが
日本語版に。 

iBooksAuthorが、ver.2.3からEPUB3作成
に対応。Apple「iBooks Author で作成し
た ePub について」

https://support.apple.com/ja-jp/HT202066
http://images.apple.com/support/pages/docs/ePub_Best_Practices_JA.zip
https://support.apple.com/ja-jp/HT204884


iBooksAuthor

iBooksAuthorの独自ファイル形式： 
AppleがEPUBを独自拡張したもの。非常に豊かな
表現力のあるマルチメディア電子書籍を作成でき
るが、閲覧環境がApple製品に限られる。 

EPUB： 
リーダーソフトがあれば、Apple製品に加えて、
AndroidやWindowsでも読める。但し、表現力は
iBooksAuthorの独自ファイル形式に劣る。



iBooksAuthorのePubに 
埋め込めるウィジェット

iBooksAuthorの独自形式に  
埋め込めるウィジェット



iBooksAuthorでEPUB（1）
新規ファイルを作る時点で、テンプレートセレク
タから、ePubのテンプレートを選ぶこと。 
ePubのテンプレートはテンプレートセレクタの末
尾にある。 

後でiBooksAuthorの独自形式からEPUBに書き出す
ことはできない。  
逆は可能、既存のEPUBを読み込んでiBooksAuthor

の独自形式として保存できる。



iBooksAuthorでEPUB（2）

音声や動画は「ウィジェット」の「メディ
ア」を使って埋め込む。 

EPUBは「ファイルメ」ニューの「書き
出す…」から出力。 
「ファイルメニュー」の「保存」で保存
されるのはiBooksAuthorの独自形式。



EPUB3を作る
GoogleドキュメントがEPUB3書き出しに
対応！ 

音声や動画の埋め込みはできない。 
テキストと画像のみ。 

Googleドキュメントは出力方法が多彩な
ので、ワンソース・マルチユースが可能。

http://googleappsupdates.blogspot.jp/2016/03/export-google-docs-files-as-epub.html




マルチメディアEPUB3を作る

iOS： 
Creative Book Builder（iPhone＆iPad） 
Book Creator（iPad専用） 
Book Creator無料版（電子書籍1冊のみ作成可のお試し版） 

Androidタブレット： 
Book Creator 

Windowsタブレット：  
Book Creator（Windows8、Windows10） 

https://itunes.apple.com/jp/app/creative-book-builder/id451041428?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/book-creator-for-ipad-create/id442378070?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/book-creator-wu-liao-ban/id661166101?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.redjumper.bookcreator&hl=ja
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/apps/book-creator/9wzdncrdszxg


学習者と共に作る 
EPUB3

これまでの試み： 
教員が学習者に提供するマルチメディア
教材としてのEPUB3。 

新たな試み： 
学習者が学習成果をマルチメディア
EPUB3で作る。



ワークショップ概要（1）

「iPad一台でつくるマルチメディア電子
書籍」 （2015年10月24日） 
http://www.las.osakafu-u.ac.jp/~kiyohara/
WS/20151024/ 

当日配布資料（URLリンク入りPDF） 

教員対象、当日参加者18名。

http://www.las.osakafu-u.ac.jp/~kiyohara/WS/20151024/index.html
http://www.las.osakafu-u.ac.jp/~kiyohara/WS/20151024/BookCreator_workshop.pdf


17:30 開場

18:00-18:10 趣旨説明

18:10-19:10
電子書籍で自己紹介！ 
iPadで写真、音声、動画を収録し、Book Creatorを用いて、自己紹介
をテーマにした電子書籍をハンズオン形式で作成する。

19:10-19:20 休憩

19:20-19:50
作成した電子書籍の発表会。 
iPadを使用したポスターセッション形式、2組に分けて15分×2

19:50-20:20
（1）Book Creatorで作った電子書籍を人に見てもらうには？→EPUB・PDF・動画 
（2）EPUBって何？EPUBを読むためには何が必要？ 
（1）（2）とも講義形式で実施。

20:20-20:30 質疑応答

ワークショップ概要（2）





成果物のテーマは「自己紹介」

学習言語で自分を表現する。  
コンテンツは自分→全く何も考えつかないと
いうことはたぶんない。 

自分に関する文章・音声・画像・動画を、
iPad一台で入力＆収録＆編集。 

コンテンツは自分→著作権上の問題が起こり
にくい。



ワークショップの 
参加者アンケートの結果



Book Creator

タブレット用のEPUB作成ソフト。 
iPad版・Androidタブレット版・Windowsタブレット版 

固定レイアウトのマルチメディアEPUB3を作る。リフローの
EPUBは作成不可能。  
（リフロー：画面の大きさに合わせてテキストが再配置される） 

出力は、マルチメディアEPUB3、PDF（テキストと画像のみ）、
動画の3種類。 

ワークショップ当日資料＋iPadの操作画面

http://www.redjumper.net/bookcreator/
https://itunes.apple.com/jp/app/book-creator-for-ipad-create/id442378070?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.redjumper.bookcreator&hl=ja
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/apps/book-creator/9wzdncrdszxg
http://www.slideshare.net/Kiyohara_F/ipad-55183208
























紅粉芳恵先生の授業実践
ワークショップ参加者の紅粉先生が早速授業で実践。 
2015年度秋学期に実施、毎回30分程度。 

京都産業大学「中国語講読II」の受講生（中国語専攻3～4年次生
6名＋法学部3年次生1名）のグループワークによる、京都産業大
学を紹介するマルチメディア電子書籍。 

授業中に使用したのは紅粉先生のiPad1台のみ。BookCreatorアプ
リでマルチメディア電子書籍を作成。 

学生は授業時間外で各自写真を撮影し、中国語原稿の添削を中国
語母語話者に依頼。



なぜタブレットで固定レイアウトの  
マルチメディア電子書籍を作るのか？

学習の成果物はマルチメディア電子書籍にしなくても、字幕
入り動画でいいのでは？ 

動画編集にはある程度の技能が必要。  
動画編集に凝り出すと時間がかかる。 

タブレットによるマルチメディア電子書籍作成なら、一台でオー
ルインワンで作成でき、コンテンツの中身に集中できる。 

固定レイアウトのページという枠組みがある中にコンテンツ
を埋めていくからこその作りやすさ。



本発表はJSPS科研費25370642の助成を受け
たものです。 

本スライドのPDF（下線部にURLリンク有
り）は、後日SlideShare、及び自分のホー
ムページに掲載予定です。 
http://www.slideshare.net/Kiyohara_F  
http://www.las.osakafu-u.ac.jp/~kiyohara/
EPUB/

http://www.slideshare.net/Kiyohara_F
http://www.las.osakafu-u.ac.jp/~kiyohara/EPUB/

