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１．はじめに 

 本アプリは、ロービジョン（弱視）者の見やすさや使いやすさを考慮して作成した教科

書や教材等の書籍を閲覧するための iOS 用のブラウザ・アプリです。ロービジョン以外の

人達にも使いやすいように、ユニバーサルデザインの発想で作成してありますので、様々

な方にご利用いただきたいと考えています。 

 本アプリは、慶應義塾大学の中野泰志研究室で機能や仕様等を設計し、加賀ソルネット

株式会社がコーディネートし、Climb App がプログラミングを担当しました。本アプリの

開発にあたっては、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課委託開発事業（学習上の支

援機器等教材開発支援事業）「視覚障害のある児童生徒が授業場面で有効活用できる教科

書・教材等閲覧アプリの開発--盲、弱視、晴眼の児童生徒が共に学べるＵＤアプリを目指

して--」、文部科学省初等中等教育局教科書課委託研究事業「特別支援学校（視覚障害等）

高等部における教科書デジタルデータ活用に関する調査研究」、文部科学省科学研究費基盤

研究(B)「視覚障害者の高等教育における合理的配慮のための教科書デジタルデータ活用シ

ステム」（課題番号 25285261）、文部科学省科学研究費基盤研究(A)「通常の学級で学ぶ視

覚障害児のための合理的配慮に関する支援システムの構築」（課題番号 16H02072）の補助

金を受けました。また、本アプリを開発するにあたっては、視覚障害特別支援学校（盲学

校）の教職員・生徒の皆さんのご協力を得ました。 

 

２．本アプリの特徴 

 本アプリには、他の書籍閲覧アプリと比較すると３つの大きな特徴があります。１つ目

の特徴はロービジョン者等の視認性と操作性を考慮して設計されていること、２つ目の特

徴は自作のデータの作成・利用が容易であること、３つ目の特徴は VoiceOver を利用して

いるユーザや音声読み上げを必要とするユーザの使い勝手を考慮した音声出力機能を有し

ていることです。以下に、主な特徴を示します。 

（１）視認性・操作性に関する特徴 

 iBooks 等の標準的な書籍閲覧アプリは、ロービジョン者にとって、書棚・メニュー・ポ

ップアップメニュー（辞書検索や読み上げ等をする際にポップアップして表示されるメニ

ュー）・ページ・しおり等の表示が小さくて見えにくいという視認性に関する課題がありま

した。また、特定のページを探すために時間がかかる、行たどりが難しい、ページをめく

る度に拡大率が元に戻ってしまう、意図していないのに次のページが表示されてしまう等

の操作性に関する課題もありました。そこで、本アプリではこれらの課題を解決するため

に、以下の特徴を持たせました。 
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a) メインメニューの視認性向上：従来の閲覧アプリでは、メインメニューの表示は小さく、

ピンチでは拡大できませんでした。そのため、ロービジョン者は、iOS 標準のズーム機能

（ピンチ拡大ではなく３本指で画面をダブルタップして機能させるズーム）を使うか、ル

ーペや拡大読書器等の視覚補助具を併用しなければなりませんでした。本アプリでは、ロ

ービジョン者の視覚特性を考慮し、メニューを大きく（従来のアプリと比較すると高さを

約２倍に拡大）、かつ、コントラストを高くして見やすくしてあります。 

b) ポップアップメニューの視認性向上：辞書を引いたり、音声で読み上げさせたりするた

めには、調べたい箇所を見ながら、選択するという操作が必要です。従来のアプリでは、

調べたり、読ませたりしたい文字列を選択すると、「読み上げ、コピー、辞書、検索」等が

選択できるポップアップメニューが表示されます。しかし、ポップアップメニューに表示

される文字は、iPad で表示した場合、10 ポイント程度の小さな文字であり、ピンチで拡大

することができません。そこで、本アプリでは、ポップアップメニューをピンチで拡大で

きるようにしました。また、フォントを、ロービジョン者に見やすいとされている UD 丸ゴ

シックにしました。 

c) ページジャンプ機能による操作性向上：従来のアプリでは、特定のページを探す際には、

サムネイル（5×5mm 程度）を見ながら、指を動かし、探したいページを見つけなければな

りませんでした。本アプリでは、携帯電話と同じインタフェースの数字入力を搭載し、特

定のページに簡単にジャンプできるようにすることで、特定のページを開く操作を向上さ

せました。教育場面では日常的に遭遇する「教科書の 32 ページを開いて！」という指示に

迅速に対応できるようにしました。 

d) スクロール補助機能による操作性向上：教科書や教材を拡大して読む場合、行をたどっ

たり、改行したりすることが困難でした。そのため、タブレット端末を利用する前提とし

て、行をスムーズにたどることが出来るようにするためのスキャニング操作訓練が必要で

した。本アプリでは、スキャニングを容易にするために、キー操作で動作を制御できるよ

うにしました。キー操作では、スキャニングだけでなく、拡大・縮小、ページめくり等、

本アプリのほとんどの機能を利用することが可能です。指先を使ったタッチ操作が苦手な

人は、キーボードと連動するスイッチ入力を使って操作することが可能です。なお、キー

操作は、外付けキーボードだけでなく、ソフトウェアで画面に操作盤を表示するオンスク

リーンキーボードからも可能です。 

  



 4 

e) 固定型レイアウトとリフロー型レイアウトのハイブリッド表示機能による視認性・操作

性の向上：教科書や教材には、図表が多く利用され、レイアウトに重要な情報が含まれて

いることが少なくありません。そのため、紙の教科書のレイアウトと全く同じ情報を保持

している PDF のような固定型レイアウトのデータが必要です。一方、物語や解説等を読む

際には、本文の文字だけが表示される EPUB のようなリフロー型レイアウトのデータの方が

読みやすいと言われています。そこで、本アプリでは、紙と同じレイアウトで表示させる

モード（レイアウト表示モード）と文字情報のみを表示するモード（リフロー表示モード）

を切り替えて使えるハイブリッド表示機能を搭載しました。リフロー表示モードでは、文

字サイズを拡大しても折り返して表示できるようになっており、行たどりが容易になるよ

うにしてあります。なお、リフロー型レイアウトを実現する方式には、EPUB や DAISY 等の

様々な方式がありますが、本アプリでは、作成が容易な HTML を採用しました。なお、リフ

ロー表示モードには、オープンソースの HTML レンダリングエンジンの WebKit を用いてい

るため、HTML、CSS、JavaScript、MathML 等が利用可能です。 

（２）データ自作・利用に関する特徴 

 教科書や教材を取り扱うことができるブラウザ・アプリでは、EPUB や DAISY 等のファイ

ル形式が利用されることが多いようです。これらのファイル形式は、電子書籍やアクセシ

ブルな電子教材を作成する上では、標準的なフォーマットです。しかし、これらのファイ

ル形式のデータを作成することができるアプリが少なく、まだ、一般的ではありません。

そのため、教員やロービジョンの当事者がデータを作成することを考えると、少しハード

ルが高いようです。そこで、本アプリでは、教員やロービジョンの当事者が自分でデータ

を作成することが容易な PDF と HTML に対応させました。 

 ver.2.3 以降からは、ワードファイルから HTML ファイルを自動的に作成する機能も追加

しました。他のアプリと連携させれば、ワード等で作成した自作教材から HTML と PDF を自

動的に作成できます。 

（３）音声読み上げに関する特徴 

 ver.2.3 からは Voice Over 対応になりました。PDF モードも HTML モードも Voice Over

で読み上げが可能です。Voice Over ユーザがファイルにアクセスしやすいように HTML モ

ードの音声対応機能を充実させました。例えば、HTML モードでのページ表示、ページ読み

上げ機能等を用意しました。また、ルビがある場合には、ルビを優先的に読み上げられる

ようになりました（ルビの読み上げは PDF モードでも HTML モードでも利用できます）。な

お、Voice Over ユーザの利用を考え、設定で「リフローファイルを優先」できるようにし

ました。 
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３．アプリの基本的な操作方法 

(1) アプリを起動する 

 「ＵＤブラウザ」は、ホーム画面上のアイコンをタップして起動します（図 1）。 

 

 

図 1 「ＵＤブラウザ」アプリのアイコン 

 

(2) 書籍（教科書・教材等）を選択する 

 「ＵＤブラウザ」アプリを起動すると、書棚（図 2）が出てきます。書棚には、書籍（教

科書・教材等）の表紙の画像とタイトルが一覧表示されます。読みたい書籍をタップする

と、その書籍を開くことが出来ます。 

 従来の表示方法（タイトル表示）では、タイトル名順に表示されるだけでした。しかし、

「教科書と自作教材を分けて表示して欲しい」等の要望が多かったため、ver.2.3 以降で

は、「カテゴリ」別表示が可能になりました。後述する JSON ファイルに「category」設定

をしていただければ、同じカテゴリのファイルを集めて表示することが可能です。 

 

  

図 2 書籍選択画面＝書棚（左：タイトル表示、右：カテゴリ表示） 
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 教科書を選択すると、その教科書の表紙のページが表示されます（図 3）。図 3 では表

紙のページにメニューが表示されています。表紙の画面で一度タップすると目次画面にジ

ャンプします。なお、この機能を利用するためには、PDF でリンクを作成する必要があり

ます。 

 

図 3 表紙の例（メニュー表示 ON） 

 

図 4 目次の例（メニュー表示 ON） 
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(3) メニューの説明 

 表紙以外の画面をタップすると上部にメニューが表示されます。再度タップするとメニ

ューは消えます。 

 メニューにある機能は、「目次」「ページジャンプ」「しおり一覧」「しおり」「書き込み」

「ソフトウェアキーボード」「リフロー表示」「書棚」の８種類です（図 5）。 

 

 

図 5 メニューの機能  

 

(4) 目次へ飛ぶ 

 メニューの左端の「目次」のアイコンをタップすると目次にジャンプします（図 6）。な

お、「サンプル教科書」のように PDF の目次の項目をタップすると各単元にジャンプするよ

うにするためには、PDF にリンクをはる必要があります。 

 

 

図 6 目次ページ 
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(5) 指定したページを開く 

 メニューの左から２番目の「ページジャンプ」のアイコンをタップすると、図 7 のよう

にページ番号を入力する画面が表示されます。ここで開きたいページを入力し、「OK」をタ

ップすると指定したページにジャンプします（例えば、「15」と入力し、「OK」をタップす

ると、15 ページにジャンプします）。 

 

 

図 7 指定したページを開く 

 

(6) 「しおり」をはさむ 

 よく使うページや次の授業で開く必要があるページには「しおり」をはさむことができ

ます。メニューの左から４番目「しおり」のアイコンをタップし、「しおり」のアイコンの

絵に「☆」マークがつくとこのページに「しおり」をはさんだことになります（図 8）。 

 

 

図 8 「しおり」をはさんだ状態 

 

  

≈
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(7)「書き込み」をする 

 教科書に書き込みやマーカーを引きたい場合、メニューの左から５番目の「書き込み」

のアイコンをタップします（図 9）。 

 

 

図 9 「書き込み」のアイコン 

 

 

図 10 「書き込み」のアイコンをタップした状態   
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 書き込みメニュー（図 10）の左から２番目の「手書き」のアイコンをタップするとサブ

メニューが表示され、ペンのタイプ、太さ、色をタップすると設定を変えることが出来ま

す。（図 11、図 12，図 13、図 14）また選んだ後は「戻る」のアイコンをタップすると元

の画面に戻ることが出来ます。 

 

 
図 11「手書き」アイコンのサブメニュー 

 

 
図 12 「手書き」ペンタイプ設定画面 
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図 13 「手書き」線の太さ設定画面 

   

 

 

図 14 「手書き」色設定画面 

 

 試しに「ペン」タイプ、太さ「３px」、色「赤」を選び、教科書に「手書き」の書き込み

をすると図 15 のようになります。 
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図 15 「手書き」の書き込みをした状態 

  

 書き込みをした後、再度画面左上の「書き込み」のアイコンをタップすると、書き込み

モードが終了します。 

 また「マーカー」を引きたい場合は、「書き込み」のアイコンをタップし、書き込みメニ

ュー（図 10）の状態から左から３番目の「マーカー」アイコンをタップします。「マーカ

ー」のアイコンをタップすると横にサブメニューでマーカーの色が表示されます（図 16）。

この「色」のアイコンをタップすると、「マーカー」の色を選択することが出来ます（図 17）。 

 

 

図 16 「マーカー」アイコンをタップした状態 
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図 17 「マーカー」の色選択画面 

 

 「マーカー」の色を選び、教科書の文字をなぞることで、教科書にマーカーを引くこと

が出来ます（図 18）。 

 

 

図 18 「マーカー」を付けた状態 
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 「マーカー」を付け終わったら、再度「書き込み」アイコンを押すと書き込みモードが

終了します。 

 「手書き」、「マーカー」共にメニュー左から４番目の「消しゴム」アイコンをタップし、

消したい箇所を選択することにより、それまでに付けた「手書き」や「マーカー」を消す

ことが出来ます。 

 また、書き込みメニューの一番右の「消しゴム ALL」アイコン（図 19）をタップすると、

そのページの「マーカー」「手書き」「すべて」「キャンセル」から選んで消すことが出来ま

す。 

 

 

図 19 「消しゴム」と「消しゴム ALL」 

 

(8) 「しおり」をはさんだページ、「書き込み」ページを表示する 

 「しおり」をはさんだページを表示させるためには、メニューの左から３番目の「しお

り一覧」のアイコンをタップし、左側上部の「ブックマーク」のアイコンをタップします。

そうすると図 20 のように「しおり」をはさんだページが表示されます。ページを選択す

ると、そのページにジャンプし、「×」のアイコンをタップすると元のページに戻ります。 
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図 20 しおり一覧（「しおり」をはさんだページを表示） 

 

 また、「書き込み」アイコンをタップすると、「手書き」や「マーカー」をつけたページ

が表示されます（図 21）。 

 

 

図 21 しおり一覧（「書き込み」ページを表示）  
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(9) 音声で「読み上げ」たり、「コピー」したり、「辞書」を調べたりする 

 教科書中の単語や文章を長押して選択すると、「読み上げ」、「コピー」、「辞書」のメニュ

ーが表示されます（図 22）。「読み上げ」をタップすると、音声が流れます。この音量は

ipad 右側面の音量ボタンで調節することが出来ます。「コピー」をタップすると、他のア

プリ等に文章をコピーできます。また、「辞書」をタップすると、選択した言葉の意味を調

べて、表示してくれます。 

 

 

図 22 「読み上げ」選択画面 

 

 「辞書」をタップすると、辞書検索結果が表示されます（図 23）。図 23 の状態から右

上の「完了」をタップすると元のページに戻ります。なお、辞書の文字が小さい場合には、

３本指でダブルタップして、画面を拡大してください（元に戻すためには、もう一度、３

本指でダブルタップしてください）。 
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図 23 辞書画面 

 

 辞書を引いたり、音声で読み上げたりする際のメニュー表示が従来よりも楽になりまし

た。不要なメニューが表示されないようにしてありますので、ご確認ください。これまで

は、「読み上げ」や「辞書」という表示が小さくて見えにくかったと思いますが、「ＵＤブ

ラウザ」では図 24 のようにピンチアウトできます。また、ver.2.3 からは、コピーが可能

になりました。 
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図 24 文字選択時にピンチアウトが可能 

 

(10) リフロー表示する 

 本アプリの 大の特徴は、リフロー表示できることです（図 25）。メニューの右から２

番目の「Ｒ」アイコンをタップすると、そのページをリフロー表示します。 

 PDF 画面でピンチアウトして文字を拡大させると、周辺部分の文字が画面からはみ出し

てしまいます（図 24）。一方、リフロー画面ではページの行数や行内の文字数に合わせ、

自動で調整し表示されます。ver.2.3 からは、リフロー表示の際にページを表示できるよ

うになりましたし、ページ読み上げも出来るようになりました。 
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図 25 リフロー画面 

 

 リフロー画面でのメニューは以下の通りです。 

a) 目次へ飛ぶ：一番左の「目次」アイコンをタップするとリフロー画面の目次が表示され

ます。PDF 表示の時と同様、項目をタップするとそのページにジャンプします。 

b) 履歴をたどる：左から２番目の「◀」（戻る）アイコンをタップすると、ヒストリー履歴

を戻ることができます。左から３番目の「▶」（進む）アイコンをタップすると、ヒストリ

ー履歴を進めることができます。 

c) CSS の適応：右から３番目の「CSS」アイコンをタップするとメニューが表示され、リ

フロー画面の表示フォントと背景色を選ぶことが出来ます（図 26）。例えば、「ゴシック白」

を選択すると、背景色が白のゴシック体で表示されます。もう一度「CSS」アイコンをタッ

プすると選択メニューが消えます。CSS は自分で作成することも可能です。自作した CSS

ファイル（「ファイル名.css」）をＵＤブラウザに転送すれば、このメニューに追加されま

す。 
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図 26 フォントと背景色選択画面 

 

            

              図 27 文字サイズの変更画面 
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d) 文字サイズの変更：右から 2番目の「AA」アイコンをタップすると文字サイズメニュー

が表示されます（図 27）。「小さく」をタップすると文字が縮小し、「大きく」をタップす

ると文字が拡大します。元に戻したい時は「標準サイズ」をタップして下さい。 

e) PDF モードへの切り替え：一番右の「PDF」アイコンをタップすると、現在のリフロー

画面に対応する PDF 画面になります（図 28）。 

 なお、リフロー表示を行うためには、html データが必要です。 

 

  

図 28 PDF 画面（左図）とリフロー画面（右図） 
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図 29 音声読み上げ画面 

 

ｆ)音声出力機能：画面右下のスピーカーの図のアイコンをタップすると、読み上げメニュ

ーが表示されます（図 29）。「このページを読み上げ」を選択すると当該ページが、「この

ページから 後まで読み上げ」を選択すると、このページ以降をすべて読み上げます。読

み上げをストップしたい時は画面をタップしてください。 

 

４．キーボードからの操作 

 本アプリのもう一つの特徴は、キーボードから行送り等の操作が出来ることです。拡大

読書器の XY テーブルを動かすように、キーボードから画面を制御することが出来ます。こ

の機能は、iPad を使うと「船酔いのような状態になる」という問題を改善できる可能性が

あります。また、拡大画面を水平、垂直に動かしたり、本の左端、右端にジャンプしたり、

全体表示と拡大表示を切り替えたり等、視覚支援学校の生徒の皆さんからいただいたご要

望を反映させていただいたつもりです。なお、キーボードは、実際に触ることが出来るキ

ーボードも利用できますし、画面にキーボードを表示して利用するソフト・キーボードで

も利用できます。 
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(1) ソフト・キーボードを使って操作する 

 ソフト・キーボードを表示させるためには、メニューの右から３番目にある「キーボー

ド」のアイコンをタップしてください。画面の一番下に図 30 に示したようなソフト・キー

ボードが表示されます。ソフト・キーボードの機能は図 30〜図 33 に示した通りです。 

 

図 30 ソフト・キーボード 

 

 
図 31 ソフト・キーボードの機能（１） 
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図 32 ソフト・キーボードの機能（２） 

 

 

図 33 ソフト・キーボードの機能（３） 
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(2) 外付けキーボードからの操作 

 Bluetooth 等の外付けキーボードがある場合には、ソフト・キーボードを表示させなく

ても、キーボードからアプリを操作することが出来ます。機能の割り当ては、以下の通り

です。なお、外付けキーボードを利用する際には、必ず、「English(US)」モードにし、「caps 

lock」がかかっていない（小文字入力になっている）ことを確認してください。 

・左右の移動：右（j）、左（f） 

・上下（前後）の移動：上（u）、下（n） 

・端への移動：左端（d）、右端（k） 

・ページ内移動：左上（r）、左下（v） 

・拡大率の変更：拡大する（m）、縮小する（z） 

・ページ移動：次ページ（p）、前ページ（q） 

・全画面を表示する／拡大画面に戻る（y） 
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５．データの転送方法 

 ＵＤブラウザへ書籍データを転送するためには、ＰＣから転送する方法と WebDAV サーバ

を使う方法の２種類があります。 

(1) ＰＣからの転送方法 

 パソコンと iPad をケーブルで接続して、パソコンの iTunes を起動します。起動した画

面の左上にある iPad のアイコンをクリックします。その後、左の一覧から「App」をクリ

ックします（図 34）。 

 

 

図 34 iTunes の画面（１） 

 

  

 「App」をクリックすると右側にパソコン上にある iPad アプリ一覧が表示されます。「Ｕ

Ｄブラウザ」をクリックすると更に右に「ＵＤブラウザの書類」が表示されます（図 35）。

この書類の欄を下にスクロールしていき、「追加」をクリックします（図 36）。すると別ウ

インドウが開くので追加したいファイルを選択してもう一度「追加」をクリックします（図

37）。 
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図 35  iTunes の画面（２） 

 

  



 28 

 

図 36  iTunes の画面（３） 
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図 37 iTunes の画面（４） 

 

 

 この操作の後、iPad の書棚画面右上の「更新（リロード）」のアイコンをタップし、追

加したファイルが iPad 上にあることを確認して下さい（図 38）。 
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図 38 書棚の更新（リロード）アイコン 

 

 後にパソコンの iTunes の取り出しアイコンをクリックしてから、iPad のケーブルを

外して下さい（図 39）。 
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図 39  iTunes の画面（５） 

 

 PDF ファイルと HTML ファイルは、拡張子以外を同じファイル名にしてください。なお、

HTML ファイルは、HTML5 に準拠していますので、画像や動画へのリンク等が可能です。 
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(2) サーバからのデータ転送 

 本アプリは、クラウドサーバからのデータ転送に対応しています。ＵＤブラウザを起動

した際に現れる書棚にある「クラウド」アイコン（図 40）をタップしてください。そうす

ると利用可能なクラウドサービスの一覧が表示されます（図 41）。 

 

 

図 40 書棚の「クラウド」アイコン 

 

 

図 41 サーバの選択画面 
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a)WebDAV サーバー  

 WebDAV サーバーを選択し、サーバのアドレス等が設定されていない場合には、図 42 の

ようなエラーメッセージが表示されます。「OK」ボタンを押してください。 

 

 

図 42 サーバが未設定の場合のエラーメッセージ 

 

 WebDAV サーバのアドレス等を設定する際には、WebDAV サーバ・メニューの「初期設定」

アイコン（図 43）をタップしてください。そうすると、図 44 のような設定画面が表示さ

れます。 

 

図 43 クラウドサービスの「初期設定」アイコン 
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図 44 WebDAV サーバ設定画面 

 

 利用したい WebDAV サーバのホスト名、ユーザ名、パスワードを入力し、「鍵」アイコン

をタップしてください。 

 サーバに接続できた場合には、図 45 ようなファイル名一覧が表示されます。必要なファ

イルをタップするとダウンロードが開始されます。ダウンロードが終了したら、「戻る」ボ

タンをタップし、書棚まで戻ってください。その後、「再読み込み（リロード）」ボタンを

タップすると、ダウンロードしたファイルを書棚に表示してくれます。なお、ＵＤブラウ

ザの機能をフルに使う場合には、HTML、PDF、JSON の３種類のファイルが必要ですが、HTML

や PDF だけでも動作は可能です。 
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図 45 サーバ上のファイル一覧画面 
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ｂ）Dropbox 

 Dropbox に登録している場合には、Dropbox を選択し、許可をタップすると Dropbox に接

続でき、ファイルを転送することができます（図 46）。 

 

図 46 Dropbox へのアクセス画面 

 

 

図 47 Dropbox の接続解除画面 
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 また、Dropbox との接続を解除したい場合は画面右上の「設定」アイコンをタップし、

Dropbox の接続解除をタップします（図 47）。 

 

６．初期設定 

 アプリを立ち上げて表示される書棚画面で、初期設定を行うことができます。画面上部

右から３番目の歯車のアイコンをタップすると、図 48 の画面がでてきます。 

 

 

図 48 設定の画面 

 

(1) スピーチ（声の種類と読み上げ速度）の変更 

 スピーチをタップすると、声と速度のバーが表示されます。 

声をタップすると 5 種類の声が表示されます。聞きやすい声を選択してタップしてくださ

い。声の下のスライド表示は左右させることにより読み上げ速度を早くしたり遅くしたり

することができます（図 49）。 

  



 38 

  

図 49 スピーチの画面 

 

(2) リフローファイル優先モードの設定 

 ファイル設定をタップするとリフロー画面か PDF 画面を選択できます。「リフローファイ

ルを優先」を ON にするとリフロー画面になります。（図 50）。 

 

 

図 50 ファイル設定の画面 
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(3) アクティベーション 

 慶應義塾大学・中野泰志研究室が作成・配布している拡大用教科書デジタルデータは、

暗号化されており、パスワードでアクセス制限がかかっています。このアクセス制限を解

除するために必要なのがアクティベーションです（図 51）。現時点では、慶應義塾大学・

中野泰志研究室が教科書デジタルデータを提供している研究協力校の皆さんのみが利用す

る機能です。 

 

 

図 51 アクティベーションの画面 
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７．ＵＤブラウザ用データ作成方法 

 本アプリは、PDF ファイルだけでも、HTML ファイルだけでも利用することが可能です。

両方のファイルがあれば、切り替えて利用することが可能です。また、JSON ファイルがあ

れば、PDF の開始位置や目次の場所等を指定することが可能です。以下、各データファイ

ルの作成方法を記します。 

(1) PDF ファイルの作成方法 

 本アプリは、標準的な PDF ファイルに対応しています。PDF は、ワード等の文書作成ソ

フト、パワーポイント等のプレゼンテーションソフト、エクセル等の表計算ソフト等、様々

な PC 用のソフトから作成することが可能です。また、紙の資料をスキャナやカメラ等を使

ってデジタル化したデータも利用可能です（辞書検索等の機能を使うためには、OCR ソフ

トで文字認識をさせる必要があります）。さらに、インターネットやデータベース等から入

手した PDF データも利用可能です。 

a) 文書作成ソフト等を使った作成方法：ワード等の文書作成ソフト、パワーポイント等の

プレゼンテーションソフト、エクセル等の表計算ソフト等を保存する際に PDF 形式で保存

してください。 

b) スキャナを使った作成方法：スキャナで書類をスキャンし、OCR ソフトで文字認識すれ

ば、辞書検索等が可能な PDF ファイルを作成することが可能です。 

c) その他：本アプリでは、インターネット等で入手した PDF ファイルも利用することが可

能です。例えば、論文データベース等で検索して入手した PDF ファイルも利用可能です。 

 

(2) JSON ファイルの作成方法 

 教科書や教材等の書籍では、通常、表紙等をページとしてカウントしていません。その

ため、PDF のページと実際の冊子のページがずれることがあります。また、ページのめく

り方は、縦書きと横書きでは異なります。これらの問題を解決するために、JSON ファイル

を用意しました。 

a) JSON ファイルの内容：JSON ファイルは、エンコーディングを「Unicode（UTF-8）」、改

行タイプを「Mac(CR)」にして作成してください。以下、JSON ファイルの記述例を示しま

す。 
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{ 

   "firstPage": 1, 

   "tocPage": 2, 

   "isVertical": false, 

   "reflowFileName": "サンプル教科書.html", 

   "title": "サンプル教科書（政治・経済、清水書院）", 

   "disableDelete": true, 

   "category": "教科書", 

} 

図 52 JSON ファイルの記述例図 

 

b) firstPage と tocPage：「firstPage」は、書籍の 1 ページ目が PDF の何ページ目あたる

かを指定することができます。また、「tocPage」は、目次が PDF の何ページ目にあたるか

を指定することができます。例えば、以下のような書籍の場合、「firstPage」 は「2」、

「tocPage」 は「3」と指定すれば、ページジャンプや目次ジャンプを正しく機能させるこ

とができます。 

 

PDF 上の 1ページ目、表紙 

PDF 上の 2ページ目、印刷上の 1ページ目 

PDF 上の 3ページ目、印刷上の 2ページ目、目次ページ 

 

c) isVertical：縦書きの文書の場合、「isVertical」を true と指定してください。横書き

の場合には、「false」に設定してください。 

d) reflowFileName：基本的に PDF ファイルと HTML ファイルは同じ名前で指定することに

なっていますが、変更したい場合には、この項目で設定してください。 

e) title：タイトルを設定すれば、書棚の表示を変更することができます。例えば、PDF

ファイルが「自作教材 2016 年 8 月版.pdf」という名前でも、「title」に「自作教材」と設

定すれば書棚に「自作教材」と表示させることができます。 

f) disableDelete：true の値を設定すれば、書棚から削除できないようにすることができ

ます。誤操作で削除されては困るような重要な書籍の場合には、trueに設定してください。

false もしくはこの項目を記述しなければ、その書籍は削除することができます。 

g) category：ver.2.3 以降、書棚をカテゴリ別に分類できるようになりました。このカテ

ゴリを設定する際に「category」を設定します。例えば、「教科書」「教材」「その他」とい

うようにカテゴリごとに書籍を表示することが可能です。 
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(3) HTML ファイルの作成方法 

 本アプリは、HTML5 に準拠しています。また、CSS、JavaScript、MathML 等も利用可能で

す。以下、通常の HTML ファイルと異なる部分のみ記します。 

a) ファイルの要件：本アプリで利用する HTML ファイルは、エンコーディングを「Unicode

（UTF-8）」、改行タイプを「Mac(CR)」にしてください。基本的なファイル構成は、以下の

通りです。 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>タイトル名</title> 

</head> 

<body> 

ここに本文が入ります 

</body> 

</html> 

図 53 HTML の基本構成 

 

b) ページの書き方：HTML にはページという概念がありませんが、学校ではページが重要

な情報になっているため、本アプリでは、以下の方法でページを指定できるようにしてあ

ります。ページの先頭に図 54、図 55 の通りの記述をしてください。なお、必ず、半角で

書いてください。 

 

<hr> 

<a name=”P=ページ数”></a> 

図 54 ページタグの書き方 

 

<hr> 

<a name=”P=2”></a> 

図 55 ２ページを指定する際のページタグの書き方 
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c) 目次の書き方：本アプリでは、目次にジャンプすることが可能です。目次を指定する際

には、「id=”TOC”」というタグ（Table Of Contents の略）を使います。例えば、以下の

ように目次の部分に記述します（図 56）。 

 

<h1 id="TOC">目次</h1> 

図 56 目次の場所を指定する際のタグの書き方 

 

e) その他：HTML5 に対応していますので、ハイパーリンク等も利用できます。そのため、

画像、音楽、動画等を表示させることもできます。 

 

(4) ワード等から HTML を自動で作成する方法 

 ver.2.3 から、ワードで作成したファイルを HTML に自動変換することができるようにな

りました。iTunes もしくはアプリの転送機能を利用してワードファイルをＵＤブラウザに

転送してください。そして、変換ボタン（図 57）を押してください。 

 

 

図 57 ファイル変換ボタン 
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図 58 ファイル変換ボタンを押した後に表示される一覧画面 

 

 

図 59 ファイルを選択した後に表示されるプレビュー画面 
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 保存を押すと、HTML ファイルがＵＤブラウザにセットされます。事前に同じファイル名

の PDF ファイルと JSON ファイルを転送しておけば、サンプル教科書と同様、PDF モードと

HTML モードを切り替えて利用できます。 

 自作教材を効果的に作成するための方法の詳細は後述するホームページをご参照くださ

い。 

 

８．その他 

 本アプリの利用方法等の詳しい情報については、以下の URL をご参照ください。 

 

http://web.econ.keio.ac.jp/staff/nakanoy/app/UDB/ 

 

 アプリの不具合や改良に関するご要望等がありましたら、以下のアドレスにご連絡くだ

さい。 

 

info@nakanoy.econ.keio.ac.jp 

 


