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このドキュメントでは、EPUB や iBooks Author で作成されたマルチタッチブックなど、iBookstore で
承認されるすべてのメディアおよびファイルについてのデリバリ情報を提供します。このドキュメン
トでは EPUB 3 の基本的な作成方法と、EPUB およびマルチタッチの各ブックタイプに特有のガイドラ
インについて説明します。このガイド以外にも、iTunes Connect の「Deliver Your Content」ページの
「Examples」セクションで 2 つの EPUB ファイルの例を参照することができます。1 つはリフローブッ
クの例 (flowing3-0.epub)、もう 1 つは固定レイアウトブックの例 (fixedlayout3-0.epub) です。

メモ:  iBookstore Asset Guide バージョン 5.1 では、EPUB 3 およびマルチタッチブックの説明
のみに限定されています。それ以前の EPUB 2 形式についての情報は、Apple のドキュメン
トアーカイブを参照してください。詳細については、次のリンクを参照してください：
https://itunesconnect.apple.com/WebObjects/iTunesConnect.woa/wa/jumpTo?page=faqIn-
dex&qa=epub2_asset_guide。また EPUB 2 の情報については、 http://idpf.org/epub/201 からも
参照可能です。

Important:  ibooks.jsを始め、すべての情報、ドキュメント、および例は、Apple 以外とは共有
できません。

本リリースでの変更点

変更点日付/バージョン

画像サイズ、テキストの方向、バージョン付けについて明確にしま
した。縦中横のサポートを追加しました。固定レイアウトブックで、
ブックのとじ部分を非表示にするレイアウトプロパティを追加しま
した。iBooks のフォントは、UTR 50 draft 6のフォントの方向について
のガイドラインに従います。固定レイアウトブックでは、非線形ド
キュメントはサポートされていないことを明確にしました。

2013 年 2 月 21 日 -
バージョン 5.1 リビ
ジョン 1
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iBookstore Asset Guide 5.1 リビジョン 1 での変更点
テキストの方向：縦中横

縦書きテキストでは、短い数字やラテンテキストを横書きに配置することが望ましい場合があり、こ
れを縦中横と呼びます。縦中横を作成するには、CSS プロパティ -webkit-text-combineを使用する
必要があります。詳細については、 “縦中横” （17 ページ） を参照してください。

テキストの方向：明確化

1 つのコンテンツドキュメントでサポートされる writing-mode の値は 1 つのみです。ブックの中に
縦書きと横書きの両方のテキストを含めたい場合、それぞれのテキスト方向を、別々のコンテンツド
キュメントに分割する必要があります。縦中横は、CSS プロパティ writing-mode プロパティを使用
して作成しないでください。

外字画像

VoiceOver を利用する読者が、外字画像を読めるようにするには、外字画像に alt 属性を含める必要
があります。詳細については、 “外字アクセシビリティ” （27 ページ） を参照してください。

ブックカバー／マーケティング画像

画像サイズに適用される 200 万ピクセルの制限は、ブックアセットとともに送信された外部カバー／
マーケティング画像には 適用されません  。この制限は、ブックアセット内部にある画像にのみ適用
されます。

ブックのバージョニング

Appleでは、iBookstoreにデリバリする最初のアセットをバージョン 1.0 に指定することを推奨します。
バージョン番号は顧客に表示され、顧客へのアップデートのデリバリを管理する目的で使用されま
す。以降のバージョンは、必要に応じて番号を増やしてください。

文言を「プレビュー」から「サンプル」に変更しました。最新情報のテキストが表示される位置につ
いて、説明する文を追加しました。

フォント

iBooks のフォントは、 UTR (Unicode Technical Report) 50 draft 6のフォントの方向についてのガイドラ
インに従います。

リフローブック：縦書きテキストのスクロール

概要
本リリースでの変更点

2013-03-05   |   © 2013 Apple Inc. All Rights Reserved.

6

http://www.unicode.org/reports/tr50/tr50-6.html


リフローブックの場合、iBooks の読者はいくつかの表示テーマを選択できます。スクロールテーマで
は、横書きテキストの場合は縦にスクロールし、縦書きテキストの場合は横にスクロールします。こ
れは、縦書きの日本語または中国語のテキストで書かれたブックに適しています。iBooks のスクロー
ルテーマを表示したとき、縦書きテキストは横方向に右から左にスクロールすると最も読みやすくな
ります。詳細については、 “リフローブックのスクロール” （55 ページ） を参照してください。

固定レイアウトブック：ブックのとじ部分を非表示にする

見開きごとに 2 つのドキュメントを使用する固定レイアウトブックを作成する場合で、本のような外
観にしたくない場合、 binding レイアウトプロパティに falseを指定して、ほんのとじ部分を隠す
ことができます。詳細については、 “ブックレイアウトのメタデータの定義” （57 ページ）を参照し
てください。

固定レイアウトブック：明確化

固定レイアウトブックでは、非線形ドキュメントはサポートされていません。非線形ドキュメントを
サポートしているのは、リフローブックのみです。

読み上げブック：明確化

readaloud 属性を記述する場合は、iBooks の名前空間と接頭辞も <html>に記述する必要があります。
詳細については、 “iBooks 接頭辞” （70 ページ） を参照してください。

概要
本リリースでの変更点
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概要
iBooks では、マルチタッチ (.ibooks) および EPUB (.epub) の、2 種類のブック形式をサポートしてい
ます。マルチタッチブックは iBooks Authorアプリケーションを使用して作成されます。EPUB はリフ
ローブックと固定レイアウトブックを作成するのに使用されます。

マルチタッチブック
iPad 向けのマルチタッチブックは iBooks Author アプリケーションを使用して作成され、Apple が開発
した iBooks 形式 (.ibooks) を使用してブックが生成されます。マルチタッチブックには様々なインタ
ラクティブな要素を含めることができ、教科書、料理本、歴史書、写真集などを作成するのに特に適
しています。iBookstore では、最新バージョンの iBooks Author で作成されたマルチタッチブックのみ
が承認されます。

EPUB
iBooks は EPUB 2.0.1 および EPUB 3 の両方をサポートします。これらはいずれも、リフローブックと固
定レイアウトブックを作成するために使用できます。

リフローブックは、テキスト中心のブックを作成するのに適しています。読者はリフローブックのテ
キストのサイズを変更することができます。リフローブックは、画像、オーディオ、ビデオ、および
インタラクティビティをサポートしています。

固定レイアウトは、精密なデザインやレイアウトを必要とするブックを作成するのに適しています。
固定レイアウトブックは、フルブリード画像、オーディオ、ビデオ、インタラクティビティ、および
音声読み上げ機能をサポートします。音声読み上げ機能を使用する場合、ナレーターの音声とブック
内のテキストを同期させることができます。

EPUB バージョン 3 の構造
EPUB バージョン 3 の構造およびコンテンツは、EPUB バージョン 2 とは異なります。EPUB 2.0.1 と EPUB
3 の相違点については、 http://idpf.org/epub/30/spec/epub30-changes.htmlを参照してください。
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大きく異なる点は、EPUB バージョン 3 にはパッケージドキュメント (.opf) およびナビゲーションド
キュメント (toc.xhtml) が含まれていることです。パッケージドキュメントには、メタデータ、マニ
フェスト、およびスパインなど、ブックについての情報がすべて含まれています。ナビゲーションド
キュメントには、ブックのナビゲーション方法についての情報や、目次、ランドマーク、ページリス
トが含まれます。

以下の各セクションではこの構造を分析し、要件について説明します。

パッケージドキュメント (.opf )
パッケージドキュメントには、メタデータ、マニフェスト、およびスパインなど、ブックについての
情報が含まれています。また、使用する EPUB バージョン (バージョン 2 または 3) を定義します。EPUB
3 のバージョンは 3.0 になります。

<package xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf" unique-identifier="bookid"

version="3.0">

メタデータ
ブックに関連するメタデータを含むことができます。最低でも次の項目を含む必要があります。

 ● タイトル

 ● ID

 ● 言語

 ● 更新日 (最後にブックを変更した日付)

<metadata xmlns:opf="http://www.idpf.org/2007/opf"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<dc:title>Flowing Book</dc:title>

<dc:identifier id="bookid">1234567890</dc:identifier>

<dc:language>en</dc:language>

<meta property="dcterms:modified">2012-05-04</meta>

</metadata>

デジタルブックの要件
EPUB バージョン 3 の構造
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マニフェスト
<manifest> は、ブックの作成に使用されるすべてのファイルのリストです。たとえば、すべてのコ
ンテンツドキュメント、CSS、フォント、画像などを記述します。ナビゲーションドキュメントとブッ
クの表紙画像を識別するには、 properties 属性を使用します。

<manifest> <item id="pg-1" href="chapter1.xhtml" media-type="application/xhtml+xml"/>
<item id="css1" href="stylesheet.css" media-type="text/css"/> <item id="font"

href="fonts/font.ttf" media-type="application/x-font-ttf"/> <item id="toc"
href="toc.xhtml" media-type="application/xhtml+xml" properties="nav"/> <item
id="img1" href="cover-img.jpg" media-type="image/jpeg" properties="cover-image"/>
</manifest>

スパイン
<spine> は、ブックのコンテンツドキュメントの線形の読み取り順を定義するリストです。リストの
最初の項目がブックの最初の項目になります。

<spine> <itemref idref="cov"/> <itemref idref="tit"/> <itemref idref="ch1"/> <itemref
idref="ch2"/> <itemref idref="end" linear="no"/> <itemref idref="bib"/> <itemref
idref="cht" linear="no"/> </spine>

非線形コンテンツ (linear="no") にはメインコンテンツを補足するが、ブックの読み順とは関係ない
ドキュメントが含まれます。たとえば、図、表、レビューの回答などが非線形コンテンツになりま
す。詳細については、 “非線形コンテンツ” （53 ページ） を参照してください。

ナビゲーションドキュメント
ナビゲーションドキュメント内の要素は、HTML5 の <nav> 要素に含めることができます。ナビゲー
ション機能はそれぞれ同じ <nav> 要素の構造を使用して作成されるため、 epub:type 属性を含める
ことで各 nav 構造の目的を識別する必要があります。また、ナビゲーションドキュメントはコンテン
ツドキュメントでもあるため、ブックのページ内に表示できます。

ナビゲーション構造には、目次、ランドマーク、ページリストが含まれています。詳細については以
下で説明します。目次はすべてのブックに必須で、ランドマークは固定レイアウトブックでカスタム
サンプルを提供しない場合に必須です。またページリストは両方の形式でオプションになります。

目次
iBooks の主目次は、 nav 要素に epub:type 値の "toc"を指定して作成します。読者は目次を使用し
てブック内の重要な位置に移動します。各エントリにはページ番号を定義しません。異なるフォント
や画面サイズに対応できるように、iBooks がページ番号を算出します。

デジタルブックの要件
EPUB バージョン 3 の構造
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<nav epub:type="toc">

<ol>

<li><a href="chapter1.xhtml">Chapter 1</a>

<ol>

<li><a href="chapter1.xhtml#figure1">Figure 1</a></li>

</ol>

</li>

<li><a href="chapter2.xhtml">Chapter 2</a></li>

</ol>

</nav>

ランドマーク
ランドマーク構造は、表紙や参考文献など、ブック内の主要なコンポーネントファイルを識別しま
す。ランドマークは、 nav 要素に epub:type = "landmarks"を指定して作成します。ランドマーク
ナビゲーション構造は、EPUB 2 の .opf 要素に含めることができます。iBooks はブックのサンプルを
切り出すときにランドマークを参照します。ランドマーク nav 要素は、カスタムサンプルを提供しな
い場合、固定レイアウトブックで必須です。

またランドマークは、リフローブックの開始ページを定義するためにも使用されます。開始ページ
は、ブックを最初に開いたときに読者が目にする最初のページです。iBooks は epub:type =
"ibooks:reader-start-page"を含む最初のランドマーク項目を開きます。値がランドマークナビ
ゲーション構造で指定されていない場合、iBooks は次の epub:type landmarks 値のいずれかを含む最
初のスパイン項目を開きます。

 ● bodymatter

デジタルブックの要件
EPUB バージョン 3 の構造
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 ● acknowledgements

 ● dedication

 ● epigraph

 ● foreword

 ● preface

 ● introduction

 ● frontmatter

デリバリするパッケージ内で、1 つの "landmarks" nav 要素だけを指定することができます。

ランドマーク構造は、 epub:type 属性を使用して <nav> 要素およびその中に記載されているドキュ
メント機能を識別します。ブック内のすべての主要なファイルを識別することをお勧めします。必須
の属性である epub:type は、 href 属性によって参照される出版物のコンポーネントについて説明し
ます。 epub:type 属性の値は、大文字と小文字が区別されます。ブックの最初の章に epub:type =
"bodymatter"を指定し、他のすべての epub:type 属性を適切なタイプ ("toc"、 "titlepage"、
"epilogue"、 "preface"など) でタグ付けすることをお勧めします。ランドマーク <nav> ブロック
には、各タイプの epub:type 属性を 1 つだけ記述できます。たとえば、 epub:type 属性の
"bodymatter"タイプを複数記述することはできません。使用可能な epub:typeのファイルを作成す
る方法については、 http://idpf.org/epub/vocab/structure/を参照してください。

デジタルブックの要件
EPUB バージョン 3 の構造
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ランドマークの例

<nav epub:type="landmarks">

<ol>

<li><a href="coverpg.xhtml" epub:type="cover">Cover</a></li>

<li><a href="titlepg.xhtml" epub:type="titlepage">Title Page</a></li>

<li><a href="chapter.xhtml" epub:type="bodymatter">Start</a></li>

<li><a href="bibliog.xhtml" epub:type="bibliography">Bibliography</a></li>

</ol>

</nav>

page-list を使用したページマッピング
epub:type="page-list" 属性を使用する <nav> 要素は、物理的なブックのページに一致する EPUB
内のページを指定するメソッドを提供します。これは、教室で講師が特定のページをめくるように受
講者に指示するときに特に役立ちます。オプションで epub:type="page-list" 属性を使用して、番
号付けされないようにそのページに空の文字列を定義することができます。同様に、ページ番号とし
てローマ数字 (i、ii、iii)、文字 (a、b、c)、または数字 (1、2、3) を指定することができます。数字や単
語以外を使用する場合は、意味のある極めて短いものを選び、画面上で表示が欠けないようにしてく
ださい。

デジタルブックの要件
EPUB バージョン 3 の構造
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page-list の例
page-list は、リフローブックおよび固定レイアウトブックの両方でサポートされています。次の例
は、 epub:type="page-list"を使用してページナビゲーションを提供する方法を示しています。

<nav epub:type="page-list">

<ol>

<li><a href="coverpg.xhtml">intro</a></li>

<li><a href="titlepg.xhtml"></a></li>

<li><a href="chp1.xhtml#p1">1</a></li>

<li><a href="chp1.xhtml#p2">2</a></li>

<li><a href="chp1.xhtml#p3">3</a></li>

</ol>

</nav>

EPUB 3 の機能
この項では、EPUB 3 ブックでサポートされている次の機能について説明します。

 ● 脚注のポップアップ

 ● ページ送り方向

 ● テキスト方向

EPUB 3 でサポートされる他の機能には、埋め込みのオーディオやビデオ、音声読み上げ (固定レイア
ウトブックのみ)、およびインタラクティビティがあり、このドキュメントの他の項で説明されてい
ます。

上記に示した機能の他に、MathML もサポートされます。詳細については、 http://www.w3.org/Math/
を参照してください。

脚注のポップアップ
EPUB 3 のリフローブックおよび固定レイアウトブックでは、適切な epub:type 値で脚注を指定する
ことによって、脚注のポップアップを作成できます。脚注のポップアップを作成するには 2 つの要素
を使用します。ポップアップをトリガーするアンカー (<a>) 要素と、脚注テキストを含む <aside> 要
素です。いずれの要素にも、目的を識別するための epub:type 属性があります。
epub:type="noteref" を指定することでポップアップをトリガーし、 epub:type="footnote" を指
定することで脚注テキストを示します。
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次の例では、アンカー要素 (<a>) に 2 つの属性が指定されています。 epub:type="noteref" と、ポッ
プアップテキストを含む要素の位置を参照するリンクです。

<aside> 要素には、次の 2つの属性があります。

id="myNote" (参照するリンクの href 属性の値に一致します。)

epub:type="footnote"

<aside> 要素で epub:type ERXFlickrBatchNavigation.of footnoteが指定されているため、テキストは
ブックの本文で非表示になります。テキストはポップアップのコンテキストでのみ、読者に表示され
ます。

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:epub="http://www.idpf.org/2007/ops">

. . .

<p>

<a href="chapter.xhtml#myNote" epub:type="noteref">1</a>

</p>

<aside id="myNote" epub:type="footnote">Text in popup</aside>

. . .

</html>
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メモ:  epub:type 属性を使用する場合は、 <html> 要素に名前空間
xmlns:epub="http://www.idpf.org/2007/ops を含める必要があります。

ブックで特定のテキスト方向 (右から左など) を使用する必要があり、脚注のテキスト方向を一致させ
たい場合は、 <p> 要素で脚注テキストを囲み、スタイルを追加してテキスト方向を指定します。

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:epub="http://www.idpf.org/2007/ops">

. . .

<p>

<a href="chapter.xhtml#myNote" epub:type="noteref">1</a>

</p>

<aside id="myNote" epub:type="footnote"><p style="direction:rtl">Text in
popup</p></aside>

. . .

</html>

ページ送り方向
デフォルトでは、iBooks のページ送り方向は左から右になっています。ただし、日本語や中国語のよ
うな一部の言語では、右から左にページを送る場合があります。iBooks 3.0 では、両方のページ送り
方向をサポートしています。ページ送り方向は、OPF の <spine> 要素で page-progression-direction
を記述することで定義できます。 page-progression-direction 属性はグローバル属性であり、ブッ
ク全体のページ送り順を定義します。許可される値は "ltr" (左から右)、 "rtl" (右から左)、および
"default"です。 "default" を指定した場合や属性を指定しなかった場合は、iBooks がレンダリング
方向を選択できます。

<spine page-progression-direction="ltr"> <itemref idref="cov"/> <itemref
idref="tit"/> <itemref idref="ch1"/> <itemref idref="ch2"/> <itemref idref="end"
linear="no"/> <itemref idref="bib"/> <itemref idref="cht" linear="no"/> </spine>

テキスト方向
iBooks は右から左、および左から右の両方のテキスト方向をサポートします。テキスト方向は
<package> 要素の dir 属性で定義されます。詳細は EPUB 3 標準で説明されています (
http://idpf.org/epub/30/spec/epub30-publications.html#sec-package-elem)。
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また EPUB 3 標準で説明されているように、iBooks は CSS 3 Writing Modes を使用して、縦書きおよび
横書きの両方のテキスト方向もサポートします。テキスト方向 (縦書きおよび横書き) は、CSS の
writing-mode プロパティで定義されます。 writing-mode は、下位要素で設定するのではなく、
<body> または <html> 要素で設定する必要があります。サポートされる値は、 horizontal-tb (横書
きで上から下)、 vertical-rl (縦書きで右から左)、および vertical-lr (縦書きで左から右) です。
1 つのコンテンツドキュメントでサポートされる writing-mode の値は 1 つのみです。ブックの中に
縦書きと横書きの両方のテキストを含めたい場合、それぞれのテキスト方向を、別々のコンテンツド
キュメントに分割する必要があります。

html {

-epub-writing-mode: vertical-rl;

}

日本語や中国語など、縦書きテキストのスクロールについての詳細は、 “リフローブックのスクロー
ル” （55 ページ）を参照してください。

メモ:  縦中横は、CSS プロパティ -webkit-text-combineを使用して作成する必要があり、
CSS プロパティ writing-modeは使用しません。次の「縦中横」セクションを参照してくだ
さい。

iBooks メニューの目次を横書きではなく縦書きで表示する場合、テキスト方向を toc ドキュメント内
で指定する必要があります。

縦中横
縦書きテキストでは、短い数字やラテンテキストを横書きに配置することが望ましい場合があり、こ
れを縦中横と呼びます。縦中横を作成するには、CSS プロパティ -webkit-text-combineを使用する
必要があります。例：

CSS 内では、次のように指定します。

.number {

-webkit-text-combine: horizontal;

}

dummy tet to make page break

HTML ページ内では、次のように指定します。
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<span class="number">50</span>

言語
作成するブックの言語は、次の 2 箇所で定義する必要があります。

 ● OPF の metadata セクション：

<metadata xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >

...

<dc:language>en</dc:language>

...

</metadata>

言語コードについては、言語下位タグレジストリ (http://www.iana.org/assignments/language-subtag-
registry) を参照してください。

 ● Apple に提供するメタデータ内 (Apple に提供する言語メタデータは、OPF で指定する言語と同じ
である必要があります)。

言語に適したフォントの埋め込み
iBooks では、iOS システムフォント経由で様々なフォントを選択できます。一部の言語では、より広
範なフォントライブラリを必要とするものもあります。作成中のブックでより広範なフォントライブ
ラリが必要な場合は、フォントを埋め込むことができます。詳細については、 “ブックレイアウトの
メタデータの定義” （57 ページ） を参照してください。

ブックのバージョニング
EPUB 3 およびマルチタッチブックでは、iBookstore で以前公開したことのあるブックの新しいバー
ジョンを公開するときに、ブックにバージョンを付けることができます。iBookstore 上では旧バージョ
ンのブックに代わってアップデートされたブックが公開され、新しい顧客はそのアップデートされた
ブックを入手できます。旧バージョンのブックをダウンロードした顧客は、新しいバージョンがダウ
ンロード可能であることを通知されます。顧客が新しいバージョンのダウンロードを選択すると、デ
バイス上の旧バージョンのブックは新しいバージョンに差し替えられます。

次に、ブックの様々な段階を説明するためにこのドキュメント全体で使用される用語を示します。
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 ● 「バージョン指定なし」は、アセットにバージョンが適用されていないブックを示します。たと
えば、バージョン付けが可能になる前に iBookstore に納品されたブックアセットなどが含まれま
す。バージョン番号を宣言してアセットをアップロードすると、「バージョン指定なし」のブッ
クを「バージョン指定」に変更できます。

 ● 「バージョン指定ブック」とは、バージョン番号を付けて改訂された (または改訂予定の) ブック
アセットのことです。

 ● 「公開バージョン」は、現在 iBookstore に置かれているバージョンのことです。これは、オリジ
ナルバージョンまたは最新バージョンを示します。

 ● 「保留中」は、投稿予定または投稿済みであるが、まだ公開されていないバージョンに適用され
ます。

 ● 「最新」は、保留中のバージョンがある場合はそれを示し、ない場合は公開バージョンのことを
示します。

ブックアセットにバージョン番号を付けると、バージョン指定のブックになります。EPUB 3 では、
バージョン番号はブックアセットのパッケージドキュメントの meta 要素で指定されています。サン
プルアセットにはバージョンを指定できません。バージョン番号付きのサンプルファイルをデリバリ
しようとするとブロックされます。サンプルは、ソースアセットのバージョン番号を引き継ぎます。
前のバージョンにカスタムサンプルが含まれていて、新しいカスタムサンプルを再デリバリしない場
合は、古いサンプルが使用されます。前のバージョンにカスタムサンプルが含まれておらず、新しい
カスタムサンプルをデリバリしない場合、新しいサンプルはカットされます。

ブックにはいつでも、最大 2 つのバージョンを表示できます。すでに公開済みまたは公開予定のバー
ジョンと、現在レビュー中の別のバージョンです。新バージョンをアップロードしてそれが公開され
ると、別の新しいバージョンをデリバリするまでそれが唯一表示されるバージョンになります。改訂
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中に行う変更は、「公開バージョン」には影響しません。すべての変更を行い、改訂したブックを
アップロードすると、それが公開バージョンになり、現在の iBookstore 上の公開バージョンと差し替
えられます。

1.1

最初のアップロード 
(バージョン指定なし)

保留中 公開バージョン

バージョン 1.0 のアップロード

バージョン 1.0  の代わりに  1.0.1 が
公開バージョンになります公開バージョン

ブックのバージョンアップ周期の例

1.01

公開バージョン

2.0 保留中

保留中

バージョン 1.0.1  の代わりに  1.1 が
公開バージョンになります

バージョン 1.1 のアップロード

保留中 公開バージョン

バージョン指定なしのブックの代わりに、
iBookstore で 1.0 が公開バージョンになります

1.0

バージョン 1.0.1 のアップロード

バージョン 2.0 
のアップロード

保留中

バージョン 2.0 
の再アップロード

2.0 の却下

アップデート版での変更点を顧客に説明するために、最新情報についての説明文を
<version_whats_new> タグの寸法と一致する必要があります。このテキストは iBookstore のブック
の説明部分の下に表示され、顧客はバージョンの詳細を確認できます。新しいバージョンを公開する
には、最新情報についての説明文を含むインポートパッケージを送信する必要があります。バージョ
ン指定のブックの新しいソースアセットを納品するときに最新情報についての説明文を提供しなかっ
た場合、最新情報についての説明文がないので提供する必要があるという警告が表示されます。ブッ
クは最新情報についての説明文が提供されるまで公開されません。インポートパッケージのデリバリ
についての詳細は、『 iBookstore Book Package Specification  』を参照してください。

バージョン情報は EPUB 3 とマルチタッチブックのみに適用できることに注意してください。
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バージョン番号
通常、バージョン番号の最初の番号はメジャーリビジョンを表し、2 番目の数字は複数の変更や新し
い情報を含んだリビジョンに使用されます。3 番目の番号はタイポや書式設定の問題の修正など、マ
イナーな変更を示すのに使用されます。たとえば、ブックの最初のバージョンが 1.0 の場合、後続の
マイナーリビジョンは 1.0.1 と表すことができます。大幅な改訂の場合は 1.1 となり、完全に書き直し
た場合は 2.0 と表すことができます。

バージョン番号を付ける際には、次のことに注意してください。

 ● すでに iBookstore で入手可能なブックへの更新を公開する場合は、新しいバージョン番号を入力
する必要があります。

 ● ドット区切りの整数を使用します。ドットは最大 2 つまでで、3 つのコンポーネントに分かれ、
各コンポーネントに 4 桁の整数を使用できます。例：1111.1111.1111

 ● 1.10 は 1.9 よりも大きいと見なされます。

 ● 冒頭の 0 は無視されます。1.01 は 1.1 と同じです。

 ● 文字は使用できません。

 ● ブックをアップデートするたびに、最低でも右端のバージョン番号を変更する必要があります。

 ● Appleでは、iBookstoreにデリバリする最初のアセットをバージョン 1.0 に指定することを推奨し
ます。バージョン番号は顧客に表示され、顧客へのアップデートのデリバリを管理する目的で使
用されます。以降のバージョンは、必要に応じて番号を増やしてください。

iBooks Author でのブックのバージョン付け
ブックのバージョン付け機能は、iBooks Author バージョン 2 に組み込まれています。iBooks Author で
は、以前公開済みのブックの新バージョンを公開するときに、公開過程でバージョン情報を付けるか
どうかを選択します。

EPUB でのブックのバージョン付け
EPUB 3 の iBooks でブックのバージョン付け機能を使用するには、OPFファイルの 敬称（前） 要素に次
の <package> 属性を記述する必要があります。

<package xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf" unique-identifier="bookid"
version="3.0"

prefix="ibooks:http://vocabulary.itunes.apple.com/rdf/ibooks/vocabulary-extensions-1.0/">

ブックのバージョンは、パッケージドキュメントの meta 要素で指定します。 meta 要素には、
"ibooks:version"というプロパティ値があります。
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<meta property="ibooks:version">1.1.2</meta>

また、メタデータ XML の納品で <version_whats_new> タグを使用して、アップデート版での変更点
についての説明文を提供する必要があります。インポートパッケージのデリバリについての詳細は、
『 iBookstore Book Package Specification  』を参照してください。

ブックカバーアート
 ● iBookstore で表示されるブックのカバーアート (マーケティング画像とも呼ばれる) は、RGB カラー
モードを使用して、短軸に沿って少なくとも 1400 ピクセルにする必要があります。最大の効果
を得るには、短軸に沿って 2400 ピクセルにすることを強くお勧めします。

 ● ブックのカバーアートのファイルには、拡張子が .jpg の高画質 JPEG または拡張子が .png の
PNG を使用する必要があります。

 ● 画像サイズに適用される 200 万ピクセルの制限は、ブックアセットとともに送信された外部カ
バー／マーケティング画像には 適用されません  。

 ● 画像サイズの最小基準を満たすために、小さい画像のサイズを拡大することはお勧めできませ
ん。過度にピンぼけしていたり、ピクセル化された画像は拒否されます。

ブック作成の推奨事項
次の項では、ブックを作成する際の推奨事項について説明します。

表示およびスタイル
ブックを作成する際の表示に関する推奨事項は次のとおりです。

改行
コンテンツ領域の境界でテキストがクリップされないようにするには、長い単語、特にリンクされた
テキストや見出しにソフトハイフンを挿入します。ソフトハイフンの詳細については、次を参照して
ください。 http://www.w3.org/TR/html401/struct/text.html
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改ページ
改ページはリフローブックでサポートされています。章の区切りを示すために改ページを行う場合
は、 page-break-after を使用して章の終わりを区切りますが、 page-break-before を章の始まり
を区切るために挿入しないでください。この変更によって、目次のパフォーマンスが向上します。

改ページを要素の前または後に挿入することを示すには、 page-break-before または
page-break-after プロパティを使用して、CSS にスタイルを設定します。これらのプロパティに許
可される値は、次のとおりです。

 ● auto：必要に応じて要素の前または後に改ページを挿入します。

 ● always：要素の前または後に改ページを挿入します。

見出し 1 としてスタイル設定されたすべてのテキストの前に改ページを追加する CSS スタイルの例
は、次のとおりです。

h1

{

page-break-before:always;

}

ブック内表紙
 ● HTML ブック内表紙の背景色は未定義でなければなりません。色を指定すると、表紙のカバー画
像の周りに不均一な、暗いボーダーが表示されてしまいます。

内部画像の要件
画像を準備する際には、次のことに留意してください。

 ● すべての画像はデジタル形式で準備され、テキストを含まないようにする必要があります。すべ
てのテキストは HTML を使用して作成する必要があります。画像にテキストを埋め込むと、顧客
クレームと成りうる問題が多々発生します。たとえば、辞書機能が使えない、テキストを検索で
きない、または VoiceOver 機能を使用しているユーザーがブックにアクセスできなくなるなどで
す。そのため、テキストが埋め込まれた画像を使用するブックは、iBookstore での販売が拒否さ
れます。

 ● 拡張子 .jpg の JPEG 画像 (画質の制約なし) または拡張子 .png の PNG を使用する必要がありま
す。

 ● RGB (画面標準)。
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 ● 透過部分がある画像には PNG 形式か、理想的には WebKit PNG マスクをかけた JPEG を使用する必
要があります。透過部分がない画像には、JPEG を使用します。

 ● 必ずブックを夜間モードでプレビューします。夜間モードでは、画像の透過部分が黒く表示され
ます。透過画像に暗いテキストを使用している場合は、そのテキストが夜間モードでは読みにく
くなる可能性があります。代わりに白い背景の JPEG を使用することをお勧めします。

 ● EPUB 内の画像は、200 万ピクセルを超えることはできません。最大 200 万ピクセルの対象表示サ
イズの、少なくとも 1.5 倍の画像を使用することをお勧めします。ブックファイル内の画像が 200
万ピクセル以内かどうかは、画像の高さを幅で乗じることによって計算できます。

 ● リフローブック内では、画像を含むラッパー要素に寸法を追加することで、その画像のサイ
ズを変更できます。寸法は、画像要素ではなくラッパーに追加する必要があります。なぜな
ら、iBooks は画像の寸法を基にして、ページサイズにかかわらずその画像が常にページに収
まるようにしているからです。さまざまな画面サイズにも対応できるよう、コンテナのサイ
ズはパーセント単位で指定することが推奨されます。例：

HTML:

<div class="image-container">

<img src="images/bears.jpg" alt="three bears peer at goldie locks"/>

</div>

CSS：

img {width: 100%;}

.image-container {width: 90%; }

 ● 固定レイアウトブックでは、発行者が CSS を使用して画像サイズを調整します。たとえば、
CSS で幅 40 ピクセルと定義された画像は、実際の幅が 60 ピクセルになります。フルブリー
ド画像は 738 x 985 以上になります (iPad 上の iBooks の単一ページ、フルスクリーンのサイ
ズ)。

 ● 現在の状態に応じて、 img タグを使用し、CSS では寸法や位置決めなどのスタイル属性を定義し
ます。

 ● コンテンツで画像を適切に表示させるには、 img で画像を囲む代わりに HTML の svg:imgタグを
使用します。

 ● 推奨される最大サイズは、XHTML ファイルにつき約 10 MB のエンコードされていない画像データ
です。
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 ● アクセシビリティのために、画像に alt 属性を含める必要があります。値には画像の代わりとな
る適切な文を記述する必要があります。画像がない場合に、そこに記述するとつじつまが合うよ
うな文にする必要があります。次に例を示します。

<p>The hillside was covered in poppies. <img src="images/page1/flowers.jpeg"
alt="The poppies are red, orange, and yellow, and a winding path leads

to a house."> A dog was asleep on the porch.</p>

次の例は効果的ではありません。この alt テキストは画像について説明しているだけで、画像に
置き換わる内容になっていません。画像なしで読んだ場合に、上記の例のようにスムーズにつな
がりません。

<p>The hillside was covered in poppies. <img src="images/page1/flowers.jpeg"
alt="A bunch of poppies and a house."> A dog was asleep on the porch.</p>

次のような alt 属性は許容されません： alt="none"、 alt="nothing"、 alt="image"、
alt="page 3"。また、 alt 属性を省略することはできません。属性 alt="" は、装飾的な画像
の場合や、画像の内容がない、または意味をなさない場合には許容されます。

 ● 最終的な画像アセットには、ImageOptim (無償のオープンソース最適化ツール) などの画像最適化
ツールを実行することをお勧めします。

外字
外字とは、文字セットやフォントセットで使用できない文字を表す、小さなインライン画像のことで
す。外字は通常、現在は使用されなくなった日本語の古い記号や文字に使用されます。iBooks は画像
サイズを制御して画像がページに収まるようにしますが、外字を使用する場合は、特定の画像サイズ
を定義したい場合があるかもしれません。2 つの異なるメカニズムのうちのいずれかを使用して、定
義する画像サイズを採用することができます。これらのメカニズムは、小さいインラインの外字のみ
に使用します。iPhone や iPad Touch のような小さい画面でこれらの画像をテストするようにしてくだ
さい。

1. ブックが EBPAJ ガイドに従って日本語で記述され、「gaiji」という用語が含まれる 1 つまたは複
数のクラス名が存在する場合、iBooks は「gaiji」という用語を含むクラス名を持つ画像のサイズ
を採用します。例：

 ● 日本語で記述する場合

<metadata>

. . .

<dc:language>ja</dc:language>
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. . .

</metadata>

 ● EBPAJ ガイド 1.0 または 1.1 に従って記述する場合

1.0：

<metadata>

. . .

<dc:description id="ebpaj-guide">ebpaj-guide-1.0</dc:description>

. . .

</metadata>

1.1：

<metadata>

. . .

<meta property="ebpaj:guide-version">1.1</meta>

. . .

</metadata>

 ● "gaiji" という画像要素、または "gaiji-" という接頭辞が付いた画像要素のクラス名

img.gaiji {

width: 1em;

height: 1em;

}

img.gaiji-line {

width: 1em;

height: auto;

}

img.gaiji-wide {

width: auto;

height: 1em;

}
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2. カスタムクラス名：ブックが EBPAJ ガイドに従って定義されていない場合、iBooks で画像サイズ
を採用するカスタムクラス名を定義できます。カスタムクラス名は、パッケージドキュメント
(.opf) ファイルの metadata セクションで定義され、package 要素に接頭辞 ibooks が含まれる必
要があります。例：

<package xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf" unique-identifier="bookid"
version="3.0" prefix="ibooks:
http://vocabulary.itunes.apple.com/rdf/ibooks/vocabulary-extensions-1.0/">

. . .

<metadata>

. . .

<meta property="ibooks:respect-image-size-class">gaiji</meta>

. . .

</metadata>

</package>

メモ:  メカニズム 2 は、メカニズム 1 より優先されます。つまり、カスタムクラスが定
義されている場合、iBooks はそのクラスの寸法を採用し、"gaiji" を含むクラス名を検索
しません。

外字アクセシビリティ
VoiceOver を利用する読者が外字画像を読めるよう、次のいずれかを行ってください。

1. 特定のフォントで利用できない文字を、外字を使って表示する場合、代替テキストは Unicode に
します。

2. 絵文字のような画像を、外字を使って表示する場合、その画像の内容を示す短い説明を使用しま
す (「いいね！」、「日の出」、「笑顔の女性」など)。

3. フォントに存在せず Unicode でも表せない、新しい文字や自作の文字を外字で表示する場合、そ
の文字の読み方を表すために、代替テキストにひらがなまたはカタカナの読み仮名をつけます。

DRM
すべてのテキスト、フォント、および画像には、暗号化の一種である DRM (デジタル著作権管理) が
適用されます。オーディオ、ビデオ、および PDF などの他のメディアには、DRM が適用されません。
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スクリーンショット
1 ブックにつき最大 5 枚のスクリーンショットを提供できます。

 ● PNG (.png) または JPEG (.jpg) 形式の、フルサイズの iPad 1／2 画像 (1024 x 768 または 768 x 1024)。

 ● PNG (.png) または JPEG (.jpg) 形式の、フルサイズの iPad 1／2 画像 (1024 x 768 または 768 x 1024)。

 ● より明確に表示するには、オプションでステータスバーを削除します (iPad 1／2 では 1004 x 768
または 748 x 1024、新しい iPad では 2028 x 1536 または 1536 x 2028 の画像にします)。

フォント
ブックの書体はシステムフォントまたは埋め込みフォントを使って指定できます。システムフォント
(デバイス内蔵のフォント) および埋め込みフォント (ディベロッパがブック に含めて供給するフォン
ト) はいずれも、標準 CSS を使用して定義されます。埋め込みフォントは、OPF .opfのマニフェスト
に記載されている必要があります。リフローブックまたは固定レイアウトブックで埋め込みフォント
を使用する場合は、 "specified-fonts" オプションを trueに設定する必要があります。詳細につい
ては、 “ブックレイアウトのメタデータの定義” （57 ページ）を参照してください。

リフローブックで "specified-fonts" プロパティが trueに設定されている場合、読者はブックを読
む際に新しいフォントを選択できます。ただし、iBooks のインターフェイスを通じて、いつでもブッ
ク本来のフォントに戻すことができます。

メモ: iBooks のフォントは、 UTR (Unicode Technical Report) 50 draft 6のフォントの方向についてのガイ
ドラインに従います。

フォントのベストプラクティス
 ● 明示的なフォントファミリーは、メモが手書きであると伝えるなど、意図した効果を達成するた
めだけに使用することをお勧めします。

 ● ユーザーがリフローブックのフォントフェイス、フォントサイズ、および妥当性を制御すること
を考慮し、ほとんどの場合にブックが正しく動作することを確認するためにブックのテストを
行ってください。

 ● フォントサイズは名前ではなく、 em または pxで定義する必要があります。

 ● ブックの本文には、定義済みの font-size を含まないか、または font-size= 1emを含む必要が
あります。これによって、理想的な可読性とフォントサイズ調整を確実にします。

 ● レイアウトの問題を回避するために、埋め込みフォントのフォントヒンティングやフォントメト
リクスを確認します。レイアウトの問題やテキストのクリップを回避するために、フォントサイ
ズのテストを行ってください。

 ● OpenType、TrueType、および SVG の埋め込みフォントがサポートされます。
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 ● SVG テキストは、不規則なテキストパスを作製する場合に限って利用します。

 ● 埋め込みフォントは OPF および CSS で宣言する必要があります。

 ● フォントライセンスを確認してからフォント埋め込みを行う必要があります。

フォントマングリング
iBooks は、フォントマングリング (EPUB 仕様の一部であるフォント暗号化の方式) をサポートしてい
ます。フォントマングリングの詳細については、 http://idpf.org/epub/20/spec/FontMan-
glingSpec_2.0.1_draft.htmを参照してください。

オーディオとビデオ
読書体験を豊かにするために、オーディオとビデオをブック内に埋め込むことができます。このセク
ションでは、EPUB ブック向けのビデオとオーディオのアセットの要件と、コンテンツを埋め込む方
法について説明します。マルチタッチブック向けのオーディオとビデオの要件については、Apple サ
ポートサイトのナレッジベース記事を参照してください。

http://support.apple.com/kb/HT5065?viewlocale=ja_JP – ブックにビデオを追加する

http://support.apple.com/kb/PH2791?viewlocale=ja_JP – 画像またはオーディオファイルを追加する

Important:  オーディオまたはビデオコンテンツが埋め込まれたブックを送信する場合の .zip ファ
イルのサイズは 2 GB になります。使いやすいように、最大サイズを 500 MB にすることをお勧め
します。ファイルサイズが大きいと、ダウンロードに時間がかかり、古いデバイスで扱いにくく
なります。

オーディオのエンコード
オーディオは、次のように iTunes を使用してエンコードする必要があります (ファイルの拡張子は
.m4a )。

 ● ステレオ

 ● AAC/MP4

 ● 256 kbps

詳細については、 “オーディオとビデオの埋め込み” （32 ページ） を参照してください。

デジタルブックの要件
ブック作成の推奨事項

2013-03-05   |   © 2013 Apple Inc. All Rights Reserved.

29

http://idpf.org/epub/20/spec/FontManglingSpec_2.0.1_draft.htm
http://idpf.org/epub/20/spec/FontManglingSpec_2.0.1_draft.htm
http://support.apple.com/kb/HT5065
http://support.apple.com/kb/PH2791


ビデオのソースファイルの推奨事項

HD ソース
ブックに埋め込まれる HD ビデオは、ポスターフレームアートを含み、次の要件を満たす必要があり
ます。

 ● Apple ProRes 422 (HQ)

 ● ITU-R BT.709 規格の色空間。ファイルは正しく 709 にタグ付けされていること

 ● VBR は 220 Mbps 内外が望ましい

 ● 1920 x 1080 の正方形ピクセルのアスペクト比のマテリアル

 ● 元のソースのネイティブフレームレート：
 ● オリジナルオーサリング時 24 fps 逆テレシネのコンテンツでは 23.98 プログレッシブフレー
ム

 ● オリジナルオーサリング時にテープなしワークフローのフィルムフレームレートのコンテン
ツでは 24 プログレッシブフレーム

 ● オリジナルオーサリングが PAL 配信用のコンテンツでは 25 プログレッシブフレーム

 ● オリジナルオーサリングが NTSC 配信用のコンテンツでは 29.97 インターレースコンテンツま
たはプログレッシブ

 ● 3:2 プルダウンを含むテレシネ 23.98 コンテンツは使用できません

 ● ソースショット 24 であっても 29.97 でオーサリングされた HD は使用できません

 ● すべてのソースには、Compressor や Dumpster で検証済みの正しいフィールド情報が含まれてい
る必要があります

 ● コンテンツを letterbox、pillarbox、または windowbox でマット加工して納品できます

 ● ステレオオーディオトラック、非圧縮線形 PCM、チャンネルが LT と RT または L と R で適切に
マップされていること

Important:  すべてのビデオは、1 つ以上の黒フレームで開始かつ終了する必要があります。

SD ソース
ブックに埋め込まれる SD ビデオは、ポスターフレームアートを含み、次の要件を満たす必要があり
ます。

 ● Apple ProRes 422 (HQ)

 ● VBR は 40～60 Mbps が望ましい
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 ● 720 x 480 および 853 x 480 のエンコード済みピクセル。表示時は 16:9 のコンテンツに対して 640
x 360、または 4:3 のコンテンツに対して 640 x 480 のいずれか

 ● すべてのエンコード済みコンテンツには、4:3 または 16:9 でコンテンツを定義する、ピクセルア
スペクト比 (pasp) が含まれる必要があります。

 ● 元のソースのネイティブフレームレート：
 ● オリジナルオーサリング時 24 fps 逆テレシネのコンテンツでは 23.98 プログレッシブフレー
ム

 ● オリジナルオーサリング時にテープなしワークフローのフィルムフレームレートのコンテン
ツでは 24 プログレッシブフレーム

 ● オリジナルオーサリングが PAL 配信用のコンテンツでは 25 プログレッシブフレーム

 ● オリジナルオーサリングが NTSC 配信用のコンテンツでは 29.97 インターレースコンテンツま
たはプログレッシブ

 ● 3:2 プルダウンを含むテレシネ 23.98 コンテンツは使用できません

 ● ソースショット 24 であっても 29.97 でオーサリングされた HD は使用できません

 ● すべてのソースには、Compressor や Dumpster で検証済みの正しいフィールド情報が含まれてい
る必要があります

 ● コンテンツを letterbox、pillarbox、または windowbox でマット加工して納品できます

 ● ステレオオーディオトラック、非圧縮線形 PCM、チャンネルが LT と RT または L と R で適切に
マップされていること

ビデオのエンコーディング
Compressor 3.5.2 以降 (Final Cut Studio 3 に含まれるアプリケーション) を使用してビデオをエンコード
します。

1. Compressor 設定リストの Apple Devices ディレクトリにある、「H.264 for iPod video and iPhone
640X480」設定を選択します。

2. 「Encoder」パネルの設定インスペクタで、「iPod/iPhone (VGA) for native 4X3 content」または
「iPod/iPhone (Anamorphic) for 16X9 recorded in a full 4X3 raster」(以下「アナモフィック」) を選択
します。

3. アナモフィックのエンコーダー指示に従う場合は、「Aspect Ratio」スクロールの反対側にあるギ
アを選択し、「16:9 (640 x 480)」をクリックします。これにより、「Geometry」パネルに表示さ
れる「Pixel Aspect」値が作成されます。

4. 黒いボーダーまたは非アクティブピクセルを削除するには、「Geometry」パネルを使用して crop
値を入力します。
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5. crop 値の精密度を検証したり、またソースや設定ボタンにアクセスしてアスペクト比設定の結果
をテストしたりするには、「Compressor Batch」ウィンドウの「Preview」ボタンをクリックしま
す。

メモ:  MPEG-4 コンテナのビデオファイルは H.264 で、ファイル拡張子は .m4v にする必要が
あります (.mp4 も使用できますが、できるだけ使用しないようにします)。

ビデオのポスターフレーム
ポスターフレームとは、ブックにインライン表示される画像のことです。通常はビデオからの短いク
リップ (または 1 フレーム) になります。ポスターフレームは次の要件を満たす必要があります。

 ● oyoso高さ 150 ピクセル x 幅 300 ピクセル

 ● ビデオと同じアスペクト比

 ● 推奨される最大ファイルサイズは 300 KB

オーディオとビデオの埋め込み
すべてのオーディオとビデオは標準 HTML5 を使用して XHTML ドキュメントに埋め込まれます。

オーディオまたはビデオコンテンツが埋め込まれたブックを送信する場合は、次のことに留意してく
ださい。

 ● 最大の .zip ファイルのサイズは 2 GB になります。ファイルサイズが大きいと、ブックのダウン
ロードに時間がかかります。

 ● ダウンロードに時間がかからないようにするには、オーディオおよびビデオコンテンツを最小限
に保ちます。

 ● すべてのオーディオファイルでサンプルレートが同じになる必要があります。

 ● 品質コントロールのために Apple がファイルを検査する必要があるため、ブックが iBookstore で
公開されるまでに時間がかかる場合があります。

 ● オーディオおよびビデオファイルは、契約やメタデータに関わらず、最終的にはブック内で DRM
が適用されません。ただし、ブックのテキストには DRM が適用されます。

 ● フォールバックビデオコンテンツは現在サポートされていません。MPEG-4 コンテナのすべての
ビデオは H.264 で、ファイル拡張子は .m4v にする必要があります (.mp4 も使用できますが、で
きるだけ使用しないようにします)。

デジタルブックの要件
ブック作成の推奨事項

2013-03-05   |   © 2013 Apple Inc. All Rights Reserved.

32



最適なユーザーエクスペリエンスのために、オーディオとビデオコンテンツは、EPUB で独自の行で
表示される必要があり、また CSS で定義される text-align:center を使用してページの中央に配置
される必要があります。iBooks はオーディオとビデオにデフォルトの寸法を提供しています。標準の
ビデオペインの寸法は 1：2 の比率であり、iPad では幅 300 ピクセル x 高さ 150 ピクセルで表示され
ます。ただし、寸法は CSS を使用して定義することもできます。iBooks はスクリーンサイズを問わず
ビデオとオーディオがページに収まるようにします。ポスターフレームアートおよびビデオがこれら
の比率に調整されていない場合は、ビデオペイン内の残りのスペースは黒になります。

メモ:  読者が埋め込まれたメディアを再閲覧できるように、目次にメディアを指し示すエン
トリを追加することをお勧めします。

iTunes Connect の「Deliver Your Content」ページの「Examples」セクションで利用可能な EPUB Example
3.0 (flowing3-0.epub) を参照してください。標準 HTML5 タグを使用した埋め込みビデオまたはオー
ディオは次のとおりです。

video src="video/H264-640x480.m4v" controls="controls"
poster="images/posterimage.jpg" width="320" height="240"/>

<audio src="audio/loop.m4a" controls="controls" width="200"/>

ビデオタグには必要なポスター画像が含まれている必要があります。読者にはまずテキスト中のポス
ター画像が表示され、画像をクリックするとビデオが開始します。 controls 属性によってメディア
を再生、一時停止、およびスクラブできます。 autoplay を使用すると、停止することなく自動的に
オーディオやビデオが再生されます。 controls と autoplay 属性は boolean 形式ですが、属性を含
んでいれば値に関わらず属性が有効化されます。たとえば、 autoplay="false" は autoplay="true"と
同じになります。ただし、 autoplay はサポートされていますが、使用することはお勧めできませ
ん。読者にとって、自分が読書している環境がわかるように、自身の読書体験をコントロールできる
ようにすることが最善の方法です。

次の 2 つの例では、EPUB でオーディオおよびビデオコンテンツを埋め込む方法を示し、続いてオー
ディオとビデオがデバイス上でどのように表示されるかのスクリーンショットを示しています。

オーディオ
<h3>Below is an embedded audio file.</h3>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
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irure dolor in reprehenderit eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est

laborum.</p>

<audio src="audio/loop.m4a" controls="controls"/>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Excepteur

sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit

anim id est laborum.</p>

ビデオ
<h3>Below is an embedded video file.</h3>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute

irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

deserunt mollit anim id est laborum.</p>

<video src="video/H264-640x480.m4v" controls="controls"
poster="images/posterimage.jpg" />

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute

irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

deserunt mollit anim id est laborum.</p>
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リンク
EPUB 形式は HTML に基づいているため、ブックのコンテンツを拡大させたり強化させたりするため
にリンクを使用できます。リンクは、索引や後注の場合のようにドキュメント内に記載できます。ま
た、Web や他の外部リソース (作者や発行元の Web サイトなど) にリンクさせることもできます。

iBookstore には、ストア内のブックに直接リンクできる非常に単純なリンク構造もあります。これは、
自分の Web サイトまたはオンライン広告からのマーケティングに使用できます。あるいは、ブック
の最後で顧客を他の関連タイトルに導くために、EPUB 内で使用できます。ストアへのリンクに関す
る詳細は、『 Publisher User Guide』の「Linking to the iBookstore」セクションを参照してください。

iBookstore のブックに直接リンクする
iBookstore 上のブックへのダイレクトリンクを作成するには、iTunes Link Maker を使用します。
http://itunes.apple.com/jp/linkmaker/

ブックの ISBN に基づいて独自のリンクを作成することもできます。ISBN 番号を使用してブックの URL
を構築する方法は 2 つあります。

iBookstore 特有のリンクの例： <a
href="http://itunes.apple.com/us/book/isbn9781451648553">Steve Jobs, by Walter

Isaacson</a>

一般的な ISBN リンク： <a href="urn:isbn:9781451648553">Steve Jobs, by Walter

Isaacson</a>
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詳細については、 http://tools.ietf.org/html/rfc3187 を参照してください。

iBookstore は、リフローブックの終わりに同じ著者による他のブックへのリンクを人気順に並べたペー
ジを自動的に含みます。

リンクのスタイル
デフォルトでは、リンクはアンダーライン付きの青色で表示されます。アンカー要素 (リンク) のスタ
イルは、CSS を使用してカスタマイズできます。アンカー要素の色を定義する場合は、
specified-fonts レイアウトメタデータも含む必要があります。詳細については、 “ブックレイアウ
トのメタデータの定義” （57 ページ）を参照してください。

PDF
PDF は、PDF ファイルに画像をリンクする標準アンカー要素タグを使用して埋め込まれます。画像が
タップされると、読者がパンやズームインを行う新しいウィンドウで PDF が開きます。

メモ:  PDF を含む場合は、ブック全体の最大サイズが 2 GB であることに注意してください。
サイズの大きな PDF ファイルが含まれると、一部のデバイスではパフォーマンスの低下を
引き起こす場合があります。

タグが PDF ファイルを参照し、画像がアンカー要素でネストされます。

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.</p>

<a href="pdf/sample.pdf"><img src="images/pdf.jpg"/></a>
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Adobe Page Template
 ● Adobe Page Template XPGT は現在サポートされていません。代わりに CSS3 を使用してください。

JavaScript インタラクティビティが含まれるブック

概要
インタラクティブなコンテンツはリフローブックと固定レイアウトブックの両方でサポートされます
が、インタラクティビティは固定レイアウトブックに特に適しています。この項では、JavaScript を
使用したインタラクティビティの作成に関する情報およびヒントを提供します。JavaScript インタラ
クティビティが含まれるブックは、iBooks 1.5 以降および iOS 5.0 以降を必要とします。

このガイド以外にも、iTunes Connect の「Deliver Your Content」ページの「Examples」セクションで、
インタラクティビティを含むブックの例 (fixedlayout3-0.epub) を参照できます。
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JavaScript インタラクティビティを含んだブックのスクリプト開発のベス
トプラクティス
iBooks は iOS Safari と同様に JavaScript をサポートします。JavaScript を使用すると、ブック内でドラッ
グ＆ドロップのような機能が使用できるようになり、またタッチしてオーディオやアニメーションを
開始できるようになります。ただし、ブック用に開発されるスクリプトは次のベストプラクティスを
考慮する必要があります。

 ● モバイルデバイスでも十分に動作するスクリプトを開発します。 モバイルデバイス用の JavaScript
インタラクティビティを開発する場合は、フォントサイズと各ページのインタラクティビティの
量に注意してください。インタラクティビティはブックに大きな付加価値をもたらしますが、パ
フォーマンスの低下を防ぐことも大切です。

 ● ブックは外部リソースに依存してはいけません。 JavaScript を使用してブックの外部リソースに
アクセスしないでください。ブックは自己完結する必要があります。

 ● ブックはデータベースを含むことができません。 iBooks は AJAX、HTML5 データベース、または
SQL のステータスを同期しないため、この情報を保存しません。ブックのインタラクティビティ
にそれらのリソースを含まないでください。

 ● インタラクティビティのトリガーには JavaScript を使用しますが、アニメーションやトランジショ
ンには CSS を使用します。 JavaScript よりも CSS を使用して作成されると、アニメーションやト
ランジションは最高のパフォーマンスを発揮します。top/bottom/left/right といった位置を設定す
る代わりに、CSS 3D トランスフォームを使用します。CSS 3D トランスフォームはハードウェアア
クセラレーションを使用しつつ、優先度の高い要素に予約されるため、トランジションをよりス
ムーズに作成することができます。

 ● JavaScript アラート機能を使用しないようにします。 JavaScript アラート機能は、頻繁にエラーを
ユーザーに警告するため、推奨できません。この機能を使用する場合は、作成したアラートの内
容が読者にも表示されうることを十分意識してください。

JavaScript インタラクティビティを含むブックのコンテンツのデザイン
次のセクションでは、JavaScript インタラクティビティを含むブックのコンテンツをデザインする際
に注意すべき技術的問題点やデザインのヒントについて説明します。

デフォルトの動作の回避
デフォルトでは、iBooks はメニュー、ページ送り、およびズームを示すジェスチャーを認識します。
ただし、JavaScript インタラクティビティを含むブックでは、読者が iBooks のユーザーインターフェ
イスオプションを表示する意図なしにブックのインタラクティブ部分をタッチできるように、iBooks
がジェスチャーを無視する必要があります。インタラクティブ要素のこのデフォルトの動作は、
preventDefault メッセージをイベントオブジェクトに送信することで無効にできます。
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メモ:  読者がページをめくれるように、ページのエッジの大部分が preventDefault によっ
て影響されないようにすることが重要です。

preventDefaultについての詳細は、こちらを参照してください。

http://developer.apple.com/library/safari/#documentation/appleapplications/reference/safariwebcontent/Han-
dlingEvents/HandlingEvents.html%23//apple_ref/doc/uid/TP40006511-SW24

指で操作するためのデザイン
インタラクティビティは、マウスではなく指を使うようにデザインする必要があります。インタラク
ティブオブジェクトは、指で操作できるために十分な大きさのヒットエリアを確保する必要がありま
す。iBooks はデバイスの画面に収まるようにページサイズを調整するため、ヒットエリアのサイズは
viewport で定義されたページサイズに比例し、またデバイスの種類によって異なる場合があります。

インタラクティブオブジェクトを配置する場合は、ページの端やテキストの近くに配置しないように
します。ページの端のごく近くにオブジェクトがある場合は、読者が無意識にページをめくってしま
う可能性があります。同様に、テキストのごく近くにオブジェクトが配置されている場合は、読者が
無意識に音声読み上げコンテンツの単語の再音読をトリガーしてしまう可能性があります。

インタラクティブ操作のヒント
ブックのほとんどのインタラクティブ操作では、読者がどのインタラクティブ操作を行っているかを
認識できるヒントを含む必要があります。次にヒントのアイデアを示します。
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一般的なインタラクティビティのヒント：
 ● ページやブック内の要素に対してインタラクティブ操作が可能であることを読者に示す、ページ
上のアニメーションまたは動画の要素。次の例では、タイトルページは空白ページで始まります
が、画面上を動くテキストや画像を含んでいます。この例は、ブックの次のページにインタラク
ティビティがあることを示しています。

タッチしてインタラクティビティをトリガーする：
 ● 太字の書式を使用したり、音やアニメーションをトリガーする単語の後ろに輝きを追加します。
次の例では、「winds」をタッチすると風の音が流れます。
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 ● インタラクティブオブジェクトに輝き、振動、または小刻みな動きを追加します。次の例では、
左の花が輝き、真ん中の花が振動し、右の花がそよぎます。

 ● 読者が他の要素を操作するように促す動作をアニメーション要素が行うようにします。次の例で
は、星を操作したり、月を画面上でドラッグできることを読者が理解できるように、星や月に描
かれた目のまばたきによって読者をガイドします。
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 ● 不自然な場面や、いつもと違う空白エリアや、不完全な画像を作成して、不自然なところを調べ
たり、空白を埋めたり、画像を完成させるように読者に促します。次の 2 つの例では、赤い花を
示すことで、他の花の茎や何もない傾斜を操作して花の咲く風景を完成させるように読者をガイ
ドしています。
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要素のドラッグ＆ドロップ
 ● 要素が別のレイヤー上にあるかのように、ページの他の部分から分離しているように要素をデザ
インします。要素のドラッグ＆ドロップを操作する場合は、次の例のように、ブックのテキスト
の背後に要素を配置するようにします。

 ● 要素を浮かばせたり、小刻みに動かしたり、移動させたりします。次の例では、太陽の周りを光
線が回転することで、太陽を画面上でドラッグするように読者にガイドしています。

コード例
このガイド以外にも、iTunes Connect の「Deliver Your Content」ページの「Examples」セクションで、
JavaScript インタラクティビティを含むブックの例 (fixedlayout3-0.epub) を参照できます。この例
には、ドラッグ＆ドロップする、タッチしてオーディオを開始する、タッチして新しい要素を作成す
る、およびタッチして要素の状態を変更するといった、主なインタラクティブ操作の例が含まれてい
ます。
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ページレイアウト
インタラクティブな固定レイアウトブックの各ページは、横に並べた 2 つの Safari ウィンドウのよう
に、個別の Web ビューになっています。コンテンツは 2 つのページの間の境界となる中心線でそれ
ぞれのページに分かれています。ボディは寸法が CSS で定義されている必要があり、また viewport 寸
法のアスペクト比と一致する必要があります。

JavaScript インタラクティビティを含むブックのパフォーマンスを向上さ
せるためのヒント
パフォーマンスを向上させるには、次のことに留意してください。

 ● 画像の最適化がパフォーマンス向上のキーとなります。それぞれのブック形式に適用するベスト
プラクティスについては、 “固定レイアウトブックでの画像の最適化” （61 ページ） を参照して
ください。

 ● ページごとのアニメーション数を制限し、最も必要なものだけにします。

 ● アニメーションには JavaScript ではなく CSS を使用します。

 ● top/bottom/left/right といった位置を設定する代わりに、CSS 3D トランスフォームを使用します。
CSS 3D トランスフォームはハードウェアアクセラレーションを利用するのでトランジションをよ
りスムーズに作成できますが、優先度の高い要素だけに使用を限定すべきです。

 ● ページが複雑にならないようにします。

 ● JavaScript がブックに合わせて調整されたときにパフォーマンスが最もよくなります。サードパー
ティ製の JavaScript ライブラリは多くの場合サイズが大きいので、パフォーマンスが低下するこ
とがあります。

技術的ガイドラインおよび要件
iBooks 向けにデザインされた JavaScript インタラクティビティを含むすべてのブックは、次の技術的
ガイドラインおよび要件に従う必要があります。

OPF に JavaScript ファイルを含む
JavaScript は、XHTML のインラインではなく、独自のドキュメント内に存在する必要があります。す
べての JavaScript ファイルは、OPF のマニフェストに含まれ、 application/javascriptという MIME
タイプが指定されている必要があります。
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JavaScript インタラクティビティを含むブックのオプションを表示する
iBookstore がインタラクティビティを含むブックを特定できるように、Apple ディスプレイオプショ
ンファイル (com.apple.ibooks.display-options.xml) 内でブックがインタラクティブであること
を示す必要があります。詳細については、 “テキスト方向” （16 ページ） を参照してください。

iBook JavaScript ライブラリを使用する
iBook JavaScript ライブラリ (ibooks.js) とは、iBookstore 向けの JavaScript インタラクティビティを含
むブックを開発しやすくする、事前に記述された JavaScript の集合体です。iBooks JS ライブラリは、
次の用途に適した機能を提供します。

 ● イベントを遅延する

 ● 要素をドラッグ可能にする

 ● 要素をスタンプ可能にする

 ● 要素を切り替え可能にする

 ● オーディオを追加する

 ● 定数を定義する

ibooks.jsの使用を開始するには、まずマークアップにスクリプトを記述します。

<head>

<meta name="viewport" content="width=575, height=432"/>

<meta content="text/html; charset=UTF-8"/>

<title>Fixed Layout Example 2.3</title>

<link href="css/stylesheet.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>

<link rel="stylesheet" href="css/page06.css" type="text/css" media="screen"
title="no title" charset="utf-8"/>

<script src="js/ibooks.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>

</head>

ページがロードされると、 ibooks.js がボディに組み込まれる CSS クラスを追加します。このクラ
スの追加は、アニメーションのトリガーに使用されます。
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イベントを遅延する
コンテンツがロードされるまでイベントを遅延させたい場合があります。要素に
ibooks-deferred-event を追加すると、 ibooks.js は遅延の後にターゲット要素に CSS クラス
active を追加します。この値のデフォルトは 1000 (ミリ秒単位) になります。この遅延は、HTML 属
性 data-deferred-event-delay を追加すると、要素ごとに定義できます。

<!-- "active" class appended after default delay, 1000ms -->

<div class="ibooks-deferred-event"></div>

<!-- "active" class appended 5000ms after content load -->

<div class="ibooks-deferred-event" data-deferred-event-delay="5000"></div>

要素をドラッグ可能にする
ドラッグ可能な要素は、タッチイベントに反応し、ページ内を移動させることができます。HTML 要
素は、CSS クラス ibooks-draggableを追加することで簡単にドラッグできるようになります。

<!-- Makes the target element draggable -->

<div class="ibooks-draggable"></div>

要素をスタンプ可能にする
CSS クラス ibooks-stampable を含むすべての要素は、スタンプ可能な要素の親コンテナとして動作
します。スタンプ可能な要素はジェスチャーにタッチすると反応します。つまり、タッチすると、
ibooks.js は空の <div> 要素を CSS クラス stamp と共に親コンテナに追加します。その後、追加さ
れた要素の書式設定を行うことができます。

ibooks.js は有効なタッチエリアを定義するために SVG パスに依存しています。つまり、SVG パスが
ない場合、 ibooks.js はタッチイベントに反応しません。SVG パッチは、丘などの不規則な形のヒッ
トエリアを定義する場合に特に役立つことを覚えておくとよいでしょう。

<div class="ibooks-stampable">

<!--svg defines irregularly-shaped hit area for replicating script-->

<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"

width="1224px" height="792px" viewBox="0 0 1224 792" enable-background="new 0 0
1224 792">
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<path fill="#82983E"
d="M612.806,387.128c-8.555,0-17.023,0.229-25.394,0.656c-50.48-31.565-116.654-60.656-189.107-60.656

c-8.653,0-16.846,0.42-24.805,1.205v136.949l14.525,0.023l296.721,0.478l215.824,0.347

C900.57,466.128,771.732,387.128,612.806,387.128z"/>

</svg>

</div>

要素を切り替え可能にする
ibooks.js は、CSS クラス ibooks-toggleableを追加することで要素を切り替え可能にします。つ
まり、タッチすると要素が CSS クラスを activeに切り替えます。

<!-- Inactive, toggle-able element -->

<div class="ibooks-toggleable"></div>

<!-- Active, toggle-able element -->

<div class="ibooks-toggleable active"></div>

オーディオ
HTML 要素は、CSS クラス ibooks-media-audio を追加して HTML 属性の data-ibooks-audio-src
の値を定義することによって、オーディオをトリガーするのに使用できます。さらに
data-ibooks-audio-reset-on-playを定義すると、要素がタッチされるたびにオーディオソースの
再生位置をリセットできます。音声の読み上げはメディアの再生後に一時停止できます。または、
HTML 属性 "ibooks:pause-readaloud" を "true"に設定することによって一時停止させることもで
きます。詳細については、 “音声読み上げブックでのナレーションのコントロール” （70 ページ） を
参照してください。

メモ:  一度に再生可能なオーディオソースは 1 つだけです。

<!-- Toggles between play, pause on touch -->

<div class="ibooks-media-audio" data-ibooks-audio-src="audio/source.m4a"></div>

<!-- Plays source on touch, resets playback position to start on subsequent touches
-->

<div class="ibooks-media-audio" data-ibooks-audio-reset-on-play="true"
data-ibooks-audio-src="audio/source.m4a"></div>

デジタルブックの要件
JavaScript インタラクティビティが含まれるブック
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定数を定義する
必要に応じて、 ibooks.js 定数の多くを定義できます。これらの変数は initConfigurables内に配
置されています。

/**

* Configuration of user defined constants.

*/

iBooksBaseController.prototype.initConfigurables = function() {

// CSS class name on active elements

iBooks.ACTIVE_CSS_CLASS = "active";

// CSS class name appended to body on page load

iBooks.CSS_CLASS_ON_LOAD = "build-in";

// Delay in milliseconds before deferred events fire

iBooks.DEFERRED_EVENT_DELAY = "1000";

// CSS selector for page

iBooks.PAGE_CSS_SELECTOR = ".page";

// CSS class for stamped elements

iBooks.STAMPED_ELEMENT_CSS_CLASS = "stamp";

};

作成中のテスト
EPUB 作成中に Book Proofer ツールを使用すると、iTunes で同期させなくてもブックをすぐに検証でき
ます。EPUB に対して行った変更は自動的に iPad、iPhone、または iPod touch に同期します。Book
Proofer ツールおよびそのドキュメントは iTunes Connect から入手できます。

デジタルブックの要件
作成中のテスト
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ブックの検証
すべてのブックは EPUB 標準に従う必要があります。コンテンツの品質を維持するために、ブックは
インポート時の検証にパスする必要があります。ブックが iBookstore システムにインポートできなく
なるような典型的な問題がいくつかあります。すべてのブックを注意深く見直し、納品前に次のこと
を対処してください。

 ● すべてのブックは Transporter または iTunes Producer の検証をパスする必要があります。

 ● URI 中の英数字以外のすべての文字が適切にエンコードされ、有効である必要があります (たとえ
ば、空白は '%20' としてエンコードされる必要があります)。この問題は NCX ファイルの URI でよ
く見られ、ファイル名に含まれる空白によって起こります。

 ● EPUB に含まれるすべてのファイルは、ブックのマニフェスト (OPF ファイル) に記載される必要が
あります。マニフェストに記載されていないファイルを含むブックは、定義上これらのファイル
が意図的に含まれていないため、インポートに失敗します。

 ● UTF-8 および UTF-16 エンコーディングのみがブックで使用できます。適切にエンコードされてい
ないブックはインポートに失敗するので、正しい文字コードを使用することが重要です。

 ● 最大ブックサイズは ZIP 標準で制限されており、現時点で 2 GB になります。

カスタム属性を使用する場合は、HTML5 データ属性にする必要があります。データ属性とは、名前空
間の外に存在し、文字列 data-で開始する属性のことです。

HTML5 データ属性の詳細については、次を参照してください。

http://www.w3.org/TR/html5/dom.html#embedding-custom-non-visible-data-with-the-data-*-attributes

例:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:epub="http://www.idpf.org/2007/ops">
<head>...</head> <body ... <p class="text" data-name="value">text</p> ... </body>
</html>

ブックのサンプル

ブックのサンプルについて
iBookstore は、すべてのブックのサンプルを自動的に作成します (音声読み上げブックを除く)。どの
ようなサンプルが作られるかは、ブックのタイプに依存します。

デジタルブックの要件
ブックの検証
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iBookstore によってサンプルを自動的に作成させたくない場合、個別のカスタム .epub ファイルを作
成し、iBookstore へサンプル用にデリバリすることができます。注意：すべてのツールがこのオプショ
ンをサポートするとは限りません。コンテンツデリバリを管理するためにサードパーティと契約した
場合は、その会社が作業を行ってくれるはずです。詳細については、納品代行業者に直接お問い合わ
せください。

メモ:  購入したブックは、顧客のライブラリ内のサンプルと置き換わります。完全なブック
にすべてのサンプルコンテンツが含まれていることを確認してください。

リフローブックのサンプル
ブックの大部分がテキストの場合、サンプルは単語の数の割合に基づきます (使用される割合は契約
内で指定されます)。サンプルを開始する場所は、ブックがどのように構成されているかによって異
なります。割合が計算される単語がブックの冒頭からカウントされます。その後、サンプルがランド
マーク <nav> ブロックの最初の項目または単語の割合の、いずれか大きい方から切り取られます。た
とえば、ランドマーク <nav> ブロック内の最初の項目が 2 % しか合計ワードカウントを含んでおら
ず、契約で指定された割合が 5 % である場合、残りの 3% はランドマーク <nav> ブロックの次の項目
からのものになります。その割合に含まれる画像、動画、またはオーディオもサンプルに含まれま
す。

固定レイアウトブックのサンプル
ブックが絵本または他の固定レイアウトブックである場合、OPF ファイル内で <metadata> 要素の
<meta property="rendition:layout"> タグに pre-paginated を記述する必要があります。(詳細
については、 “ブックレイアウトのメタデータの定義” （57 ページ） を参照してください。)
pre-paginated オプションは、どのようにサンプルを切り取るかを決定します。このオプションが
ない場合、コンテンツが小説のようなテキスト中心のブックであるとみなしてサンプルが切り取られ
ます。このオプションを指定すると、サンプルは単語数ではなくページ数の割合に基づいて切り取ら
れます。iBookstore はブックの最初のページを決定し (固定レイアウトブックの各ページは、単一ペー
ジか見開きかにかかわらず、個別の XHTML である必要があります)、その後合計ページ数の割合から
サンプルを切り取ります。サンプルは .opf ファイルの <nav> ブロックのランドマークを確認して、
ブック内でコンテンツの開始地点を判断します。最適なサンプルにするには、ブックのコンテンツの
開始を示す epub:type="bodymatter" を含めます。カスタムサンプルを提供しない場合にのみ、ラ
ンドマーク nav が固定レイアウトブックで必要であることに注意してください。

デジタルブックの要件
ブックのサンプル
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インタラクティブなコンテンツを含むブックのサンプル
インタラクティブなコンテンツは動的で複雑な性質を持つため、インタラクティブなコンテンツを含
むブックの最適品質のサンプルを提供するには、独自のカスタムサンプルを作成することをお勧めし
ます。ただし、インタラクティブなコンテンツを含むブックでは、カスタムサンプルはオプションで
す。カスタムサンプルを作成するには、サンプルで使用したいページを含む個別の .epub ファイルを
作成し、 <assets> ブロック内に type="preview"を指定してデリバリします。

メモ:  JavaScript インタラクティブ操作を含み、音声読み上げ機能が付いているブックでは、
自動生成サンプルはサポートされません。

音声読み上げブックのサンプル
音声読み上げブックの場合、 <metadata> 要素の <meta property="rendition:layout"> タグに
pre-paginated を記述する必要があります。(詳細については、 “ブックレイアウトのメタデータの定
義” （57 ページ） を参照してください。)音声読み上げコンテンツにはカスタムサンプルが必要です。
カスタムサンプルを提供しない場合、ブックは iBookstore に送信できません。カスタムサンプルを作
成するには、サンプルで使用したいページを含む個別の .epub ファイルを作成し、 <assets> ブロッ
ク内に type="preview"を指定してデリバリします。

マルチタッチブックのサンプル
マルチタッチブックでは、iBookstore に提供するサンプルファイルが必要です。iBooks Author はブッ
クを公開するときにサンプルファイルを作成します。公開過程で iBooks Author が拡張子 .itmsp の
パッケージを作成し、 .ibooks ファイル、カバーアート、およびサンプルファイルを含むフォルダ
にそのパッケージを保存します。その後、エクスポート過程の終了時に iTunes Producer がパッケージ
を開き、メタデータを追加してブックを iBookstore に公開します。

デジタルブックの要件
ブックのサンプル
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概要
この章では、リフローブックを作成する際のガイドラインについて説明します。それぞれのブック形
式に適用するベストプラクティスについては、 “デジタルブックの要件” （8 ページ） を参照してく
ださい。

コンテンツの構造
 ● リフローブックでは、ナビゲーションドキュメントにランドマークを記述することが推奨されま
すが、必須ではありません。

 ● リフローブックでは、各章が独立した XHTML ドキュメントに分割されます。iBooks はドキュメン
ト間で改ページを作成します。

 ● 章をドキュメントごとに分割することによって、iBooks のパフォーマンスが向上します。

 ● ヘッダーにはヘッダータグ ( <h1>、 <h2>など) を使用します。ヘッダーとしての外見を与えるた
めに <p> スタイルを使用しないでください。iBooks はブックのテキストを配置する際に HTML の
セマンティックに依存します。ヘッダーの代わりに <p> を使用すると、予期しないハイフンが
入ってしまうなど、テキストのレイアウトが崩れてしまいます。

テキストの行揃え
行の高さを指定する場合、テキストブロック間の余分な間隔や画像まわりの余白は、指定した行の高
さの倍数にする必要があります。これは、ブックの中心線の反対側のテキストと行が揃うようにする
ためです。
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この空白は行の
高さの倍数になっ
ていないため、

行の高さ

ブックの中心線の
反対側のテキスト
行と揃っていません

非線形コンテンツ
非線形コンテンツにはメインコンテンツを補足するが、ブックの読み順とは関係ないドキュメントが
含まれます。たとえば、図、表、レビューの回答などが非線形コンテンツになります。ページに非線
形ドキュメントを指すリンクを記載します ( <a href="answerkey.xhtml">See Answer</a>など)。
このリンクは標準のアンカー要素になり、テキストと画像の両方に関連付けられます。

メモ:  固定レイアウトブックでは、非線形ドキュメントはサポートされていません。

スパイン項目が非線形かどうかを示すには、オプションの linear 属性に no を記述します。linear 属
性はスパイン項目では必須ではありません。linear 属性を持たないすべての項目は、デフォルトで
linear="yes"になります。

読者が非線形ドキュメントを指すリンクをクリックすると、ブックに重なって表示される別のウィン
ドウでコンテンツが開きます。ウィンドウはブックの順序と関係がないため、レイアウトと書式は
ウィンドウ側で維持しますコンテンツはブック内で検索可能であり、またパンやズームインを行うこ
ともできます。次の図は非線形ドキュメントの例を示しています。

リフローブックのガイドライン
概要

2013-03-05   |   © 2013 Apple Inc. All Rights Reserved.

53



このリンクをクリックすると、
非線形コンテンツが別のウィ
ンドウで開きます

iTunes Connect の「Deliver Your Content」ページの「Examples」セクションにある、リフローブックの
EPUB ファイルの例 (flowing3-0.epub) は、非線形ドキュメントにリンクする例を示しています。

リフローブックのガイドライン
概要
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メモ:  <spine> が PDF を参照する場合、 linear 属性は noに設定する必要があります。
linear 属性が yesに設定されている場合は、デリバリに失敗します。

リフローブックのスクロール
iBooks には、読者がリフローブックに選択できるいくつかの表示テーマがあります。たとえば、ブッ
ク、フルスクリーン、スクロールなどです。スクロールテーマでは、横書きテキストの場合は縦にス
クロールし、縦書きテキストの場合は横にスクロールします。こうしたスクロールによって、テキス
トの流れを中断せずに読むことができます。

デフォルトで、iBooks は縦にスクロールします。ブックを横にスクロールする場合、 .opf ファイル
で "ibooks:scroll-axis"のメタデータを指定する必要があります。指定できる値は、 vertical、
horizontal、および defaultです。例：

<metadata>

. . .

<meta property="ibooks:scroll-axis">horizontal</meta>

. . .

</metadata>

この例は、縦書きの日本語または中国語のテキストで書かれたブックに適しています。iBooks のスク
ロールテーマを表示したとき、縦書きテキストは横方向に右から左にスクロールすると最も読みやす
くなります。

表
iBooks は自動的に表を認識します。iBooks は、リフローブックで大きな表がページの幅に収まるよう
にサイズを調整します。読者が表をダブルタップすると、ブックに重なって表示される新しい Web
ビューで表が開きます。読者はこの Web ビューで表のパンやズームインを行うことができます。

フォント
 ● フォントサイズは名前ではなく、 em または pxで定義される必要があります (名前とは、 small
と largeなどのことです)。

 ● ブックの本文には、定義済みの font-size を含まないか、または font-size= 1emを含む必要が
あります。これによって、理想的な可読性とフォントサイズ調整を確実にします。

リフローブックのガイドライン
概要
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概要
この章では、固定レイアウトブックを作成する際のガイドラインについて説明します。それぞれの
ブック形式に適用するベストプラクティスについては、 “デジタルブックの要件” （8 ページ） を参
照してください。固定レイアウトブックはインタラクティブなコンテンツを含む場合があるため、第
2 章の “JavaScript インタラクティビティが含まれるブック ” （37 ページ） を必ず確認してください。
固定レイアウトブックでは、非線形ドキュメントはサポートされていません。

固定レイアウトブックは子供向け絵本、料理書、画集のように高度なデザインを含む書籍を作成する
ために使用されます。固定レイアウトブックは、テキストが重なった画像やフルブリード画像をサ
ポートしています。これら 2 つの機能はリフローブックでは使用できません。これらの機能は CSS ポ
ジショニングをサポートすることで可能になりました。この章では、固定レイアウトブックを作成す
る際に従うべきガイドラインについて説明しています。これらのガイドラインに従わないと、ブック
の表示方法に悪影響を与える可能性があります。

このガイド以外にも、iTunes Connect の「Deliver Your Content」ページの「Examples」セクションで、
固定レイアウトブックの例 (fixedlayout3-0.epub) を参照できます。

メモ:  固定レイアウトはブック全体に影響を与えるグローバル定義です。固定レイアウトを
ページ単位で使用することはできません。

ドキュメントの設定
固定レイアウトブックはリフローブックに似ていますが、次のようなこともできます。

 ● iBooks 3.0 以降では、EPUB 3 の固定レイアウトブックをサポートしています。EPUB 3 を使用する
と、1 つの見開きを作成するのにコンテンツドキュメントを 1 つ使用するか、または 2 つ使用す
るかを選択できます。デフォルトで、ブックの見開きごとに 2 つのドキュメントを使用すると、
背表紙、ページ、ページカールなど、本のような外観を維持できます。デフォルトで、ブックの
見開きごとに 1 つのドキュメントを使用すると、本のような外観にはならず、代わりに見開きが
PDF のような単一のシートで表示されます。見開きごとに 2 つのドキュメントを使用する固定レ
イアウトブックを作成する場合で、本のような外観にしたくない場合、 binding レイアウトプロ
パティに falseを指定して、本のとじ部分を隠すことができます。詳細については、 “ブックレ
イアウトのメタデータの定義” （57 ページ）を参照してください。
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 ● 見開きごとに 2 つのドキュメントを使用する固定レイアウトブックでは、英語のようにページ送
り方向が左から右になっている場合の先頭ページは、見開きの右側に位置します。日本語のよう
にページ送り方向が右から左になっている場合のコンテンツの先頭ページは、見開きの左側に位
置します。通常、この最初のページは表紙になります。

 ● 固定レイアウトブックでは、各 XHTML ドキュメントの冒頭の <meta> タグでブックの高さと幅を
定義する必要があります。たとえば、 <meta name="viewport" content="width=600,

height=1000" />というように記述します。iBooks はこれらの寸法を使用してブックのアスペク
ト比を決定します。これらの寸法は一貫している必要があります。また 必ず  寸法が <body> タグ
の寸法と一致する必要があります。

EPUB 3 の固定レイアウト
EPUB 3 の要件は “EPUB バージョン 3 の構造” （8 ページ） と “EPUB 3 の機能” （14 ページ）でも定
義されていますが、このセクションのガイドラインは固定レイアウトブックに固有のものです。

 ● 固定レイアウトブックでは、OPF ファイル内で <metadata> 要素の <meta
property="rendition:layout"> タグに pre-paginated を記述する必要があります。詳細につ
いては、 “ブックレイアウトのメタデータの定義” （57 ページ） を参照してください。

 ● カスタムサンプルを提供しない場合のみ、ランドマークのナビゲーション構造が固定レイアウト
ブックで必要であることに注意してください。iBooks は iBookstore 用のサンプルを切り出すとき
にランドマークを参照します。これにより、iBooks はブックのメインコンテンツが開始する場所
を決定できるようになります ( “ランドマーク” （11 ページ）を参照)。

ブックレイアウトのメタデータの定義
EPUB 3 の固定レイアウトブックは <metadata> 構造を使用してブックのレイアウトを定義します。
EPUB 2 では、このメタデータは Apple ディスプレイオプションファイルで定義されますが、EPUB 3
ではメタデータは OPF ファイルの <metadata> 要素で定義する必要があります。例：

<metadata xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >

<dc:title>Fixed Layout Book</dc:title>

<dc:identifier id="bookid">0123456789</dc:identifier>

<dc:language>en</dc:language>

<meta property="dcterms:modified">2012-08-15T00:00:00Z</meta>

<meta property="ibooks:version">3.0</meta>

<meta property="rendition:layout">pre-paginated</meta>

<meta property="rendition:spread">none</meta>

<meta property="rendition:orientation">auto</meta>
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<meta property="ibooks:binding">false</meta>

</metadata>

次の表は、利用可能なレイアウトのプロパティ属性について説明しています。

rendition:layout

例:

<meta property="rendition:layout">pre-paginated</meta>

リフローブックか固定レイアウトブックかを定義します。サポートされる値は、 reflowable
(標準リフローブック) および pre-paginated (固定レイアウトブック) です。この値は EPUB 2 の
fixed-layout : true|false と同じです。

rendition:spread
次は見開きごとに 2 つのコンテンツドキュメントを指定する例です。
<meta property="rendition:spread">auto</meta> または <meta
property="rendition:spread">both</meta>
次は、見開きごとに 1 つのコンテンツドキュメントを指定する例です。
<meta property="rendition:spread">none</meta>
見開きごとに 1 つのコンテンツドキュメントを使用するか、2 つのコンテンツドキュメントを使
用するかを定義します。サポートされる値は、 auto、 both、 noneです。

ibooks:specified-fonts

例:

<meta property="ibooks:specified-fonts">true</meta>

ブックに埋め込みフォントが含まれている場合に定義する必要があります。この値は EPUB 2 の
specified-fonts : true|false と同じです。

rendition:orientation
縦方向のみの例：
<meta property="rendition:orientation">portrait</meta>
横方向のみの例：
<meta property="rendition:orientation">landscape</meta>
方向がロックされていない場合：
<meta property="rendition:orientation">auto</meta>
ブックが開いているときに使用する、グローバルな (すべてのプラットフォームに適用する) 方
向を定義します。許可される値は、 landscape、 portrait、 noneです。指定されていない場
合は、 none がデフォルトになり、方向はロックされません。つまり、ユーザーはデバイスを回
転させて横と縦のどちらの方向でも表示できます。
rendition:orientation は EPUB 2 の orientation-lock と同じです。
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ibooks:ipad-orientation-lock

縦方向のみの例：

<meta property="ibooks:ipad-orientation-lock">portrait-only</meta>

横方向のみの例：

<meta property="ibooks:ipad-orientation-lock">landscape-only</meta>

iPad 上でブックが開いているときに使用する方向を定義します。許可される値は、
landscape-only または portrait-onlyです。指定されていない場合は、グローバルな (すべて
のプラットフォームに適用する) 方向を使用します。方向のメタデータが指定されていない場合
は、方向がロックされず、ユーザーはデバイスを回転させて横と縦のどちらの方向でも表示で
きます。

ibooks:ipad-orientation-lock は EPUB 2 の orientation-lock と同じです。

ibooks:iphone-orientation-lock
縦方向のみの例：
<meta property="ibooks:iphone-orientation-lock">portrait-only</meta>
横方向のみの例：
<meta property="ibooks:iphone-orientation-lock">landscape-only</meta>
iPhone または iPod touch 上でブックが開いているときに使用する方向を定義します。許可され
る値は、 landscape-only または portrait-onlyになります。方向のメタデータが指定されて
いない場合は、方向がロックされず、ユーザーはデバイスを回転させて横と縦のどちらの方向
でも表示できます。
ibooks:iphone-orientation-lock は EPUB 2 の orientation-lock と同じです。

ibooks:binding

例:

<meta property="ibooks:binding">false</meta>

見開き 2 ドキュメントの固定レイアウトブックで、ブックのとじ部分を表示するかを定義しま
す。サポートされる値は、 true または falseです。デフォルトで、この値は trueに設定され
ています。

目次
固定レイアウトブックには、ビジュアルナビゲーションを容易にするサムネイル目次が含まれていま
す。サムネイル目次が固定レイアウトブックのデフォルトです。従来型のリスト型目次も HTML5 の
<nav> 要素を使用して EPUB 3 ブック向けに作成できます。リスト型目次は、料理書などの大きな本
で個別の章や項を使用する場合に非常に便利です。一方、リスト型目次は小さな絵本などではあまり
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訳に立たないので、使用しないほうがいいかもしれません。EPUB 3 のブックでリスト型目次を使用し
ない場合は、ナビゲーションドキュメントの <nav epub:type="toc"> ブロックに項目が 1 つだけ含
まれています。引き続きサムネイルの目次は使用できます。次にサムネイルの目次を示します。

固定レイアウトブックでは、EPUB 3 向けに epub:type="page-list" を使用すると、iBooks が各ペー
ジに割り当てるページ番号を定義できます。たとえば、ブックの最初のページはデフォルトで 1 ペー
ジ目ですが、一部のブックでは最初のページが表紙になっており、その場合は番号を付けるべきでは
ありません。番号付けされないようにそのページに空の文字列を定義するには、 pageList または
epub:type="page-list" を使用します。同様に、ページ番号には i、ii、iii や a、b、c、そして 1、
2、3 を定義できます。固定レイアウトブックで <pageList> または epub:type="page-list" を使用
するには、iBooks 2.0 以降が必要です。

次に EPUB 3 の <nav> ブロック内の epub:type="page-list" の例を示します。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"

xmlns:epub="http://www.idpf.org/2007/ops"

epub:prefix="ibooks:http://vocabulary.itunes.apple.com/rdf/ibooks/vocabulary-extensions-1.0">

. . .

<nav epub:type="page-list">

<ol>

<li><a href="page001.xhtml"> </a></li>

<li><a href="page002.xhtml">i</a></li>

<li><a href="page003.xhtml">ii</a></li>
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<li><a href="page004.xhtml">iii</a></li>

<li><a href="page005.xhtml">iv</a></li>

<li><a href="page006.xhtml">v</a></li>

<li><a href="page007.xhtml">vi</a></li>

<li><a href="page008.xhtml">vii</a></li>

</ol>

</nav>

. . .

</body>

</html>

固定レイアウトブックでのフォントの使用方法
フォントはリフローブックと同様に opf および CSS で定義されます。フォントの推奨事項については
“フォント” （28 ページ）に記載されていますが、その他に以下も固定レイアウトブック内のフォン
トでの作業に適用されます。

 ● フォントサイズには、em ではなくピクセルを使用します。

 ● テキスト配置はピクセル単位で指定する必要があります。

 ● 文字間隔、フォントサイズ、およびテキスト配置には、小数のサイズ値を使用しないでくださ
い。小数のサイズ値とは、たとえば 5.255 ピクセルなどです。

固定レイアウトブックでの画像の最適化
画像の推奨事項については “内部画像の要件” （23 ページ）に記載されていますが、その他に以下も
固定レイアウトブック内の画像での作業に適用されます。

 ● 固定レイアウトブック内の画像は、JPEG または PNG 形式にする必要があります。ファイルサイ
ズを小さくするには、透過部分を必要としない画像に JPEG を使用します。JPEG を使用すると、
ファイルサイズが小さくなり、パフォーマンスもよくなります。JPEG には、品質 85 を使用する
ことをお勧めします。

 ● 固定レイアウトブック内の画像は、200 万ピクセル以内にする必要があります。ブックファイル
内の画像が 200 万ピクセル以内かどうかは、画像の高さと幅を乗じることによって計算できま
す。
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レイアウト
 ● iBooks はビューポート内に収まるようにブックのサイズを調整するため、横方向に適したブック
または縦方向に適したブックは、デバイスのいずれかの方向でその意図したレイアウトを方向が
変わった後でも維持します。

 ● 読者は自分が最も読みやすいズーム段階でブックを読むことを選択できます。

 ● ページに横向きのテキストが含まれているブックの場合、ブックが読みやすくなるように読者が
デバイスを回転させなければならない場合があります。その場合、ブックの方向をロックできま
す。詳細については、 “ブックレイアウトのメタデータの定義” （57 ページ）を参照してくださ
い。

 ● 固定レイアウトブックを作成する際、削除またはバージョンアップした後であっても iBooks が
ブックの外観を記憶していることがあります。これはキャッシュによるものです。編集中にブッ
クに対してたくさんのリビジョンが作成されると予測される場合は、Book Proofer アプリケーショ
ン (iTunes Connect の「Deliver Your Content」ページからダウンロード可能) を使用することをお勧
めします。別の方法として、パッケージドキュメント (.opf ファイル) のメタデータを編集して、
日付が更新されているメタデータを順に処理します。例：

<metadata xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<dc:title>Fixed Layout Example 3</dc:title>

<dc:identifier id="bookid">0123456789</dc:identifier>

<dc:language>en</dc:language>

<meta property="dcterms:modified">2012-08-15T00:00:00Z</meta>

</metadata>

テキスト
SVG テキストパスを使用すると、「波形」や他の書式設定のテキストを作成できます。SVG は数を
絞って使用することをお勧めします。
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メモ:  SVG テキスト選択は、各文字が独自の <tspan>内にある場合に便利です。

音声読み上げブック

概要
音声読み上げブックでは、ナレーターの声を使用したオーディオファイルがページのテキストを読み
上げ、読み上げられている単語をハイライト表示できます。読者はセッションが途切れないように自
動でページをめくるように選択するか、または手動でページをめくるように設定できます。画面を
タップすると、ブックの右上端にコントロールが表示され、リーディングまたはリスニング体験をカ
スタマイズできます。音声読み上げコンテンツは固定レイアウトブックのみでサポートされているこ
とに留意してください。iBooks はメディアオーバーレイという、SMIL (Synchronized Multimedia Integration
Language) の EPUB 固有のサブセットを使用して、テキストとオーディオを同期します。この項では
メディアオーバーレイや SMIL ファイルについての情報を提供し、メディアオーバーレイを使用して
iBooks の音声読み上げコンテンツを作成するヒントについて説明します。

音声読み上げブックには、カスタムプレビューが必要です。詳細については、 “音声読み上げブック
のサンプル” （51 ページ）を参照してください。

音声読み上げ機能のユーザーインターフェイスについて
音声読み上げ機能付きのブックには、上部のツールバーにオーディオボタンが付いています。オー
ディオボタンをタップすると、音量スライダー、「Turn Pages」オプションメニュー、および「Start
Reading/Stop Reading」ボタンが付いたポップアップパネルが開きます。現在のページから音読が始
まり、オーディオが音読されている箇所のテキストがハイライトされます。自動でページをめくる設
定にしている場合、ページのオーディオコンテンツの再生が終わった後に次のページへ進みます。
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音量スライダ

サウンドトラックの切り替え 
(オンまたはオフ )

ページめくりオプション
読み上げの開始または停止
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iBooks 向けの音声読み上げコンテンツを作成するツール
iBooks 向けの音声読み上げコンテンツを作成するには、以下が必要です。

 ● 固定レイアウトブック

 ● ナレーションのオーディオファイル

 ● オーディオファイル内の時刻をマークするオーディオ編集ツール

メモ:  このドキュメントでは、無償のクロスプラットフォームオーディオ編集ツールである
Audacity を使用して、オーディオファイルの開始時刻と終了時刻をマークする方法について
説明しています。オーディオファイルの開始時刻と終了時刻をマークするのに別のオーディ
オ編集ツールを使用することもできます。オーディオファイルの開始時刻と終了時刻をマー
クする手順は、使用するツールによって異なります。

メディアオーバーレイの構造
音声読み上げのナレーション中に、読み上げられているテキストを単語ごとまたはセンテンスごとに
ハイライトするか、または全くハイライトしないかを選択できます。読み上げ中に単語をハイライト
するには、メディアオーバーレイを使用します。メディアオーバーレイは、オーディオファイルの部
分を一致するテキストのフレーズに同期させる EPUB 3 の方式です。テキストのフレーズは標準 HTML
の id 属性を使用して特定されます。一致するオーディオは開始時刻と終了時刻を元に参照されます。
特定されたテキストとオーディオは SMIL の XML ファイルによってペアになります。SMIL ファイルは
一連の <par> 要素を含んでおり、それぞれに <audio> 要素および <text> 要素に含めることができ
ます。 <text> と <audio> 要素はいずれも必要な src 属性を使用して特定されます。 <text> 要素で
使用される src 属性は、フラグメント識別子 ( src 属性の終わりに付随する # (ハッシュ) で始まるセ
グメント) 付きの URL を使用して、識別された単語、テキストフレーズ、またはセンテンスを特定し
ます。 <audio> 要素で使用される src 属性は、EPUB バンドル内のオーディオファイルの場所を URL
で特定します。 <text> 要素の単語やセンテンスのハイライトはフラグメント識別子で定義され、
<audio> 要素で読み上げに一致する単語またはセンテンスが clipBegin と clipEnd属性によって定
義されます。

メモ:  タイトルページでオーディオを開始し、タイトルや著者がオーディオの一部として読
み上げられるように設定することをお勧めします。
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SMIL ファイルの例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <smil xmlns="http://www.w3.org/ns/SMIL"
version="3.0" profile="http://www.idpf.org/epub/30/profile/content/"> <body> <par
id="par1"> <text src="page1.xhtml#word0"/> <audio src="audio/page1.m4a"

clipBegin="5s" clipEnd="15s"/> </par> <par id="par2"> <text src="page1.xhtml#word2"/>
<audio src="audio/page1.m4a" clipBegin="15s" clipEnd="25s"/> </par> </body> </smil>

HTML ファイルの例

<p> <span id="word0">Shall</span> <span id="word1">I</span> <span
id="word2">compare</span> <span id="word3">thee</span> <span id="word4">to</span>
<span id="word5">a</span> <span id="word6">summer's</span> <span

id="word7">day?</span> </p>

メモ
 ● すべて <par> 要素は、ブックのナレーション順序に従う必要があります。(たとえば、 <par

id="par2"> は <par id="par1">の次に来る必要があります)。

 ● 音声読み上げ中の単語のハイライトは、コンテンツ作成者が定義した分だけ詳細または広範に表
示できます。子供の本では、単語ごとにハイライトすることを強くお勧めします。また、テキス
ト ID 属性はセンテンスレベルでも定義できます。

 ● ハイライトは CSS を使用して定義されます。ハイライトする色を設定したり、あるいはハイライ
トする色をテキストと同じ色にしてハイライトをオフにすることができます。詳細については、
“メディアオーバーレイの CSS スタイル” （68 ページ）を参照してください。

 ● XHTML ドキュメントにつき 1 つの SMIL ドキュメントを作成します。

オーディオなしのページ
オーディオなしのページでは、ページをめくるタイミングを設定できます。iBooks には、それぞれの
方向につき 2 つのデフォルトのズームレベルがあります。ページと見開きです。読者がページにズー
ムすると、ナビゲーション中に各ページが独立してフォーカスされます。読者が見開きにズームする
と、見開きはブックのナビゲーション中の 1 つの手順として扱われます。

1. 「Turn Pages」 が 「Automatically」に設定されている場合、iBooks は関連付けられたオーディオ
がない任意のページまたは見開きで読み上げを 3 秒間一時停止します。3 秒後に読み上げが再開
し、読者は次のページまたは見開きに移ります。

2. 「Turn Pages」 が 「Manually」に設定されている場合、iBooks はオーディオなしのページまたは
見開きに読者が移動するとすぐにページの隅を折り返して、ページをめくるタイミングであるこ
とを読者に示します。
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この動作を無効にして完全に見開きをスキップするには、スキップする見開きに一致する <par>
を指定し、期間を 0 秒に定義します。一時停止期間を 3 秒より長くしたい場合は、オーディオ
ファイルにその時間を組み込みます。

メディアオーバーレイ用のオーディオのプロセス
この項では、オーディオの開始時刻と終了時刻のマークなど、オーディオ付きのページでの作業方法
について説明します。

オーディオファイルで開始時刻と終了時刻をマークするには
ナレーション付きのオーディオは、1 つの長いオーディオファイルまたは一連のクリップで構成され
ています。オーディオファイルで単語またはテキストフレーズの開始時刻と終了時刻をマークするた
めにオーディオ編集ツールが使用され、SMIL ファイルでの定義を容易にします。

メモ:  次に、無償のクロスプラットフォームオーディオ編集ツールである Audacity を使用し
て、オーディオファイルの開始時刻と終了時刻をマークする方法について説明します。オー
ディオファイルの開始時刻と終了時刻をマークするのに別のオーディオ編集ツールを使用す
ることもできますが、実行する手順は使用するツールによって異なります。

Audacity を使用してオーディオファイルの開始時刻と終了時刻をマークするには：

1. オーディオファイルをインポートします。

2. カーソルを目的の開始時刻に移動します。

3. Command＋B を押してカーソルの位置にラベルを追加します。

4. 空白なしの命名規則を使用してラベルに名前を付けます。

5. ラベルトラックで、新しく追加したマーカーの右側のハンドルを終了時刻までドラッグします。
ラベルがフレーズの開始時刻と終了時刻の両方をマークする時間を表します。

6. 1 つまたは複数のラベルをエクスポートするには、 「File」 >「Export Labels」 に移動して、テ
キストドキュメントとしてラベルを保存します。

最終的なオーディオファイルは、標準の iBooks オーディオエンコーディングのガイドラインに従って
エンコードされる必要があります。オーディオトラックはステレオである必要があります。ファイル
拡張子 .m4a が付いた 256 kbps の AAC としてオーディオファイルをエンコードするには、iTunes を使
用します。

固定レイアウトブックのガイドライン
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メディアオーバーレイの CSS スタイル
音声が読み上げられているときに再生中のコンテンツがハイライトされます。iBooks はデフォルトで
は青色のハイライトを使用しますが、メディアオーバーレイのアクティブクラス用に独自の CSS スタ
イルを定義することで別のスタイルを指定できます。このクラスは、コンテンツがアクティブである
ことを示す標準 CSS スタイル (色、テキストシャドウなど) をサポートします。ブックのテキストに定
義された色 (デフォルトの黒以外) がない場合は、ブックは定義済みの -epub-media-overlay-active
の色を含む必要があります。テキストの色が現在再生中の単語の iBooks のデフォルト色を上書きして
しまうからです。

独自のメディアオーバーレイのアクティブクラスを定義するには、パッケージドキュメント (.opf) の
メタデータにメタプロパティの active-classを使用してクラス名を定義する必要があります。例：

<meta property="media:active-class">-epub-media-overlay-active</meta>

そして、スタイルシートにクラス名を記述します。CSS の例：

.-epub-media-overlay-active {

color: red;

}

固定レイアウトブックのガイドライン
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アンビエントサウンドトラック
アンビエントサウンドトラックをブックに追加するには、オーディオ要素に
epub:type="ibooks:soundtrack" 属性を記述し、また xmlns:epub 名前空間および
epub:prefix="ibooks:" 名前空間の両方を記述します (下記のコード例を参照)。

メモ:  ブック全体で 1 つのサウンドトラックを使用することをお勧めします。見開きごとに
新しいサウンドトラックを定義する場合は、前のサウンドトラックが終了して新しいサウン
ドトラックが開始するまでの間に遅延が生じることに留意してください。

アンビエントサウンドトラックの例

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"

xmlns:epub="http://www.idpf.org/2007/ops"

epub:prefix="ibooks:
http://vocabulary.itunes.apple.com/rdf/ibooks/vocabulary-extensions-1.0/">

...

<audio epub:type="ibooks:soundtrack" src="audio/sonata14.m4a"/>

...

</html>

ブック全体で 1 つのサウンドトラックを使用する場合は、すべての XHTML ドキュメントに同じオー
ディオファイルを含みます。これにより、iBooks はドキュメント全体でシームレスにこのサウンドト
ラックを再生します。このオーディオファイルはループ再生されます。

理想的なパフォーマンスを実現するには、CSS を使用してページ境界線の外にサウンドトラックオー
ディオを配置します。

オーディオ {

position: absolute;

top: -30px;

}

音声読み上げコントロールの埋め込み
ブックにメディアオーバーレイが含まれている場合、音声読み上げコントロールが自動的に iBooks
ツールバーに表示されます。iBooks の readaloud 属性を記述すると、ブックのコンテンツ内に開始、
停止、および切り替えコントロールを埋め込むこともできます。この属性を記述する場合は、iBooks
の名前空間と接頭辞も <html>に含める必要があります。

固定レイアウトブックのガイドライン
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iBooks 接頭辞

epub:prefix="ibooks:
http://vocabulary.itunes.apple.com/rdf/ibooks/vocabulary-extensions-1.0"

埋め込みコントロールの例

<p ibooks:readaloud="startstop">Read Aloud</p>

次の属性がサポートされます。

"start"：読み上げを開始します。

"stop"：読み上げを停止します。

"startstop"：停止していた読み上げを  再生します。または、再生中の場合は読み上げを  停止しま
す。

ページめくりのスタイルの定義
音声読み上げコントロールが埋め込まれているコンテンツのページめくりのスタイルを定義できま
す。ページめくりのスタイルには、自動または手動を選択できます。これら 2 つの値は、読者が直接
「Read Aloud」メニューからページめくりを「Automatic」または「Manual」に選択した場合と同様に
機能します。

例:

<p ibooks:readaloud="startstop" ibooks:readaloud-turn-style="automatic">Automatic</p>

<p ibooks:readaloud="startstop" ibooks:readaloud-turn-style="manual">Manual</p>

音声読み上げブックでのナレーションのコントロール
デフォルトでは、ナレーションの他に音声読み上げブックにオーディオまたはビデオファイルが含ま
れている場合、メディアは読み上げと同時に再生されます。読み上げ動作は単純な変更でコントロー
ルできます。

読み上げ動作をコントロールするには、名前空間を
http://vocabulary.itunes.apple.com/rdf/ibooks/vocabulary-extensions-1.0/"に設定しま
す。これは通常、ドキュメントの HTML タグで設定されます。

 ● iBooks JS library を使用している場合は、 data-pause-readaloud 属性をトリガー要素に追加しま
す。次の値を設定します： "true"

固定レイアウトブックのガイドライン
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 ● <audio> または <video> 要素を使用している場合は、 pause-readaloud 属性をメディア要素に
追加します。次の値を設定します： "true"

ユーザーがメディア要素を操作する場合、メディアが再生されている間はナレーションが一時停止し
ます。メディアが再生を終了すると、ナレーションが再開します。

次の例は、静的メディア要素を使用する pause-readaloud 属性の使用方法を示します。

<video src="video/H264-640x480.m4v" ibooks:pause-readaloud="true" controls="controls"
poster="images/posterimage.jpg"/>

<audio src="audio/loop.m4a" ibooks:pause-readaloud="true" controls="controls"/>

次の例は、静的メディア要素を使用する pause-readaloud 属性の使用方法を示します。

<div class="ibooks-media-audio" data-ibooks-audio-src="audio/loop.m4a"
data-ibooks-pause-readaloud="true">Audio</div>

また、 data-ibooks-audio-reset-on-play を含む iBooks JS を使用する場合は、この値を "true"
に設定すると、ユーザーがトリガーするたびにメディア要素が最初から再生されるように強制的に設
定します。

この属性を使用するには、iBooks 1.5 以降が必要です。

音声読み上げコントロールのスタイル
現在の状態に応じて、 .-ibooks-media-overlay-enabled を使用して "startstop" 要素を設定し
ます。

html #mybutton {

/* style when readaloud is stopped */

color: green;

}

html.-ibooks-media-overlay-enabled #mybutton {

/* style when readaloud is playing */

color: red;

}

固定レイアウトブックのガイドライン
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SMIL ファイルおよびオーディオファイルを EPUB に追加する
SMIL ドキュメントおよびオーディオファイルは、OPF のマニフェストに含まれている必要がありま
す。SMIL およびナレーション付きのオーディオファイルを一覧表示するだけではなく、SMIL ドキュ
メントは XHTML ドキュメントに media-overlay 属性を記述することで、対応する XHTML ドキュメ
ントと相互参照する必要があります。 media-overlay 属性には、一致する SMIL ドキュメントの id
名に等しい値が含まれている必要があります。

マニフェストの例

<manifest> ... <item id="page1" href="page1.xhtml" media-type="application/xhtml+xml"
media-overlay="mo-page1"/> <item id="audio1" href="page1.smil"

media-type="application/smil+xml"/> <item id="narrat" href="audio/page1.m4a"
media-type="audio/mpeg"/> ... </manifest>

メディア持続時間
パッケージドキュメントには、各メディアオーバーレイの持続期間とブック全体の持続時間が含まれ
ます。 refines 属性は、一致する SMIL ドキュメントの ID を参照します。

例：

<package>

<metadata xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >

. . .

<meta property="media:active-class">-epub-media-overlay-active</meta>

<meta property="media:duration">0:00:48</meta>

<meta property="media:duration" refines="#moPage001">0:00:03</meta>

<meta property="media:duration" refines="#moPage002">0:00:06</meta>

<meta property="media:duration" refines="#moPage003">0:00:06</meta>

<meta property="media:duration" refines="#moPage004">0:00:05</meta>

<meta property="media:duration" refines="#moPage005">0:00:15</meta>

<meta property="media:duration" refines="#moPage007">0:00:12</meta>

. . .

</metadata>

固定レイアウトブックのガイドライン
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概要
iBooks Author を使用すると、iPad 向けの優れたマルチタッチブックを作成して公開することができま
す。ギャラリー、ビデオ、インタラクティブな図、3D オブジェクト、数式など、マルチタッチブッ
クでは紙の本では不可能だったコンテンツを可能にしました。マルチタッチブックには様々なインタ
ラクティブな要素を含めることができ、教科書、料理本、歴史書、写真集などを作成するのに特に適
しています。iBookstore では、最新バージョンの iBooks Author で作成されたマルチタッチブックのみ
が承認されます。

iBooks Author のサポートサイトには、オーディオ、ビデオ、フォント、3D オブジェクト、アクセシ
ビリティなどのベストプラクティスが含まれています。

http://support.apple.com/kb/HT5065?viewlocale=ja_JP – ブックにビデオを追加する

http://support.apple.com/kb/PH2791?viewlocale=ja_JP – 画像またはオーディオファイルを追加する

http://support.apple.com/kb/HT5067?viewlocale=ja_JP – Keynote ウィジェットについて

http://support.apple.com/kb/HT5068?viewlocale=ja_JP – ウィジェット作成について

メモ:  マルチタッチブックにはカスタムプレビューが必要です。詳細については、 “マルチ
タッチブックのサンプル” （51 ページ） を参照してください。
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これまでのバージョンの仕様と改訂内容
次の表に、これまでにリリースされたバージョンの仕様とその改訂内容を記載しています。

概要日付/バージョン

EPUB 3 のサポート情報が追加されました。バージョニング情報を追
加しました。外字サポートを追加しました。新しい EPUB 3 サポー
トに基づいて、音声読み上げブックについての変更を行いました。
リンク動作の説明を変更しました。名前の変更を反映して、ibook.js
を ibooks.js に (また iBook JS を iBooks JS に) 変更しました。iBooks の
名前空間を全体的に更新しました。EPUB 2 に関するすべてのセク
ションを削除しました。EPUB2 については『 iBookstore Asset Guide
5.0  』を参照するように記述しました。

2012 年 10 月 31 日 -
バージョン 5.1

ブックのマーケティング画像の要件が変更されました。推奨画像
フォーマットのリストから TIFF が削除されました。

2012 年 5 月 30 日 - バー
ジョン 5.0

リフローブックおよび固定レイアウトブックの両方でカスタムペー
ジ番号が使用できるようになりました。マルチタッチブックのため
の新しい章が追加されました。画像およびリフローブックのベスト
プラクティスが追加されました。スクリーンショットのアセット要
件が追加されました。音声読み上げブックにカスタムプレビューが
必要であることを明確にしました。

2012 年 4 月 3 日 - バー
ジョン 4.9

ドキュメントの構造を再編成して簡素化し、冗長なセクションを排
除しました。ドキュメント全体で「標準 EPUB」を「リフローブッ
ク」に変更しました。iBooks の表に対する扱いについて明確にしま
した。フォントと固定レイアウトブックのベストプラクティスを追
加しました。インタラクティブなコンテンツを含むブックのための
新しいセクションを追加しました。HTML コメント内のインライン
CSS が無視されます。 <spine> で参照される PDF は linear=noに
設定する必要があります。

2011 年 12 月 8 日 - バー
ジョン 4.8

音声読み上げコンテンツの納品方法を説明する章を追加しました。

ドキュメント全体で複数の箇所を訂正しました。

2011 年 7 月 13 日 - バー
ジョン 4.7 リビジョン 4

iBooks 1.3 でサポートされない機能についてのドキュメントを削除
しました。

2011 年 6 月 16 日 - バー
ジョン 4.7 リビジョン 3
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概要日付/バージョン

マルチメディアアセットの納品要件について明確にしました。2011 年 6 月 1 日 - バー
ジョン 4.7 リビジョン 2

linear="no"の使用例にリンクを追加しました。HD ソースの色空
間の要件を追加しました。

2011 年 3 月 1 日 - バー
ジョン 4.7

フルブリード画像のサイズ調整の推奨事項を削除しました。画像に
埋め込みテキストを含むべきではありません。

2011 年 2 月 9 日 - バー
ジョン 4.6

固定レイアウトブック (絵本、料理書、画集など) のサポートを追加
しました。埋め込みフォントおよび linear="no"のサポートを追加
しました。標準 EPUB (リフローブック) で改ページがサポートされ
るようになりました。

2010 年 12 月 21 日 -
バージョン 4.5 リビジョ
ン 1

ブックのスタンドアロンアセット仕様の最初のリリース。このガイ
ドには、ブック用のビデオとオーディオソースの形式のみが含まれ
ています。ミュージック、映画、およびテレビの形式は記載されて
いません。iBookstore にブックコンテンツを準備する際のベストプ
ラクティスについて説明する章を追加しました。

2010 年 12 月 1 日 - バー
ジョン 4.5

iBookstore Asset Guide 5.1 での変更点
EPUB 3 のサポート

iBooks 3.0 は、リフローブックおよび固定レイアウトブック両方の EPUB 3 をサポートしています。サ
ポートには、脚注のポップアップ、ページ送り方向、テキスト方向、インタラクティビティ、および
MathML などの機能が含まれます。詳細については、 “EPUB 3 の機能” （14 ページ） を参照してくだ
さい。

EPUB バージョン 3 の構造は、EPUB バージョン 2 とは異なります。EPUB バージョン 3 には、パッケー
ジドキュメント (.opf) およびナビゲーションドキュメント (toc.xhtml) が含まれています。パッケー
ジドキュメントには、メタデータ、マニフェスト、およびスパインなど、ブックについての情報がす
べて含まれています。ナビゲーションドキュメントには、ブックのナビゲーション方法についての情
報や、目次、ランドマーク、ページリストが含まれます。EPUB 3 では、Apple ディスプレイオプショ
ンファイルがパッケージドキュメントのレイアウトメタデータと置き換えられています。詳細につい
ては、 “EPUB バージョン 3 の構造” （8 ページ）を参照してください。

ブックのバージョニング
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EPUB 3 およびマルチタッチブックでは、iBookstore で以前公開したことのあるブックの新しいバー
ジョンを公開するときに、ブックにバージョンを付けることができます。iBookstore 上では旧バージョ
ンのブックに代わってアップデートされたブックが公開され、新しい顧客はそのアップデートされた
ブックを入手できます。旧バージョンのブックをダウンロードした顧客は、新しいバージョンがダウ
ンロード可能であることを通知されます。顧客が新しいバージョンのダウンロードを選択すると、デ
バイス上の旧バージョンのブックは新しいバージョンに差し替えられます。マルチタッチブックで
は、ブックのバージョン情報が iBooks Author バージョン 2 に組み込まれています。iBooks Author で
は、以前公開済みのブックの新バージョンを公開するときに、公開過程でバージョン情報を付けるか
どうかを選択します。EPUB については、 “EPUB でのブックのバージョン付け” （21 ページ）を参照
してください。

音声読み上げブック

音声読み上げブックで、読み上げられているときに再生中のテキストがハイライトされます。iBooks
では、ブックのページに音声読み上げコントロールを埋め込むことができます。iBooks 3.0 を使用す
ると、埋め込まれた音声読み上げコントロール用にページをめくる方法を自動にするか手動にするか
を定義できます。詳細については、 “メディアオーバーレイの CSS スタイル” （68 ページ） を参照し
てください。

EPUB 3 に新しく追加されたパッケージドキュメントは、各 メディアオーバーレイの持続時間だけで
なく、本全体のナレーション音声の持続時間を含める必要があります。詳細については、 “メディア
持続時間” （72 ページ） を参照してください。

リンク

自分の Web サイト、オンライン広告、またはブック内から、iBookstore の自分のブックに直接リンク
することができます。リンク構造は ISBN でリンクすることができます。詳細については、 “iBookstore
のブックに直接リンクする” （35 ページ） を参照してください。

デフォルトでは、EPUB 内のリンクはアンダーライン付きの青色で表示されます。リンクのスタイル
をカスタマイズするには、CSS を使用してアンカー要素の色とスタイルを定義します。スタイルをカ
スタマイズする場合は、 specified-fonts レイアウトメタデータも含む必要があります。詳細につ
いては、 “ブックレイアウトのメタデータの定義” （57 ページ）を参照してください。

イメージ

ブックのカバーアートの画像サイズとブック内の画像について明確に説明しました。外字サポートを
追加しました。詳細については、 “外字” （25 ページ） を参照してください。

スクリーンショット

1 冊のブックにつき最大 5 枚のスクリーンショットを提出できます。

改定履歴
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その他の変更

名前の変更を反映して、ibook.js を ibooks.js に (また iBook JS を iBooks JS に) 変更しました。iBooks の
名前空間は
xmlns:ibooks="http://vocabulary.itunes.apple.com/rdf/ibooks/vocabulary-extensions-1.0/"に
変更されました。

iBookstore Asset Guide 5.0 での変更点
ブックカバーアート

iBookstore で表示されるブックのカバーアート (マーケティング画像とも呼ばれる) は、RGB カラーモー
ドを使用して、短軸に沿って少なくとも 1400 ピクセルにする必要があります。最大の効果を得るに
は、短軸に沿って 2400 ピクセルにすることを強くお勧めします。またブックのカバーアートのファ
イルには、拡張子が .jpg の高画質 JPEG または拡張子が .png の PNG を使用する必要があります。画像
サイズの最小基準を満たすために、小さい画像のサイズを拡大しないでください。過度にピンぼけし
ていたり、ピクセル化された画像は拒否されます。

iBookstore Asset Guide 4.9 での変更点
リフローブックおよび固定レイアウトブック：カスタムページ番号

リフローブックおよび固定レイアウトブックでは、 <pageList> を使用すると、iBooks が各ページに
割り当てるページ番号を定義できます。たとえば、ブックの最初のページはデフォルトで 1 ページ目
ですが、一部のブックでは最初のページが表紙になっており、その場合は番号を付けるべきではあり
ません。番号付けされないようにそのページに空の文字列を定義するには、 <pageList> を使用しま
す。同様に、ページ番号としてローマ数字 (i、ii、iii)、文字 (a、b、c)、または数字 (1、2、3) を指定す
ることができます。数字や単語以外を使用する場合は、意味のある極めて短いものを選び、デバイス
上で表示が欠けないように確認してください。iBooks 2.1 以降では <pageList> を使用することが必
要です。

iPad 向けのマルチタッチブック

iPad 向けのマルチタッチブックのベストプラクティス、アセット要件およびエンコードについて説明
する新しい章が追加されました。マルチタッチブックは、iBooks 2.0 以降、iOS 5.0 以降、Mac OS X
10.7.3 Lion 以降、および iTunes 10.5.3 以降が必要です。

NCX ファイルの明確化

改定履歴
iBookstore Asset Guide 5.0 での変更点
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最適なカスタマーエクスペリエンスのために、NCX には navMap 要素が必要です。iBooks は NCX に提
供されたデータを使用して顧客向けの目次を構築します。 navMap 要素には、1 つ以上の navPoint
要素が含まれる必要があります。それぞれの navPoint は目次にエントリを作成します。ただし、
navMap に navPointが 1 つだけ含まれている場合、iBooks は固定レイアウトブックで典型的に利用さ
れるリスト型目次を使用しません。たとえば、絵本には章がないのでリスト型目次が必要ありませ
ん。固定レイアウトブックでは、iBooks は常にサムネイルによる目次を作成します。

画像：ベストプラクティス

ブックをテストする際は、必ず夜間モード (「Theme」の「Night」オプション) でプレビューを行って
ください。暗い場所ではブックを読む際に夜間モードを使用すると読みやすくなります。夜間モード
では、画像の透過部分が黒く表示されます。透過画像に暗いテキストを使用している場合は、そのテ
キストが夜間モードでは読みにくくなる可能性があります。代わりに白い背景の JPG を使用すること
をお勧めします。

最大 200 万ピクセルの対象表示サイズの、少なくとも 1.5 倍の画像を使用することをお勧めします (画
像の高さを幅で乗じたサイズは 200 万ピクセルより小さい必要があります)。たとえば、単一のペー
ジのフルブリード画像は、約 1200ピクセル x 1600 ピクセルにする必要があります。

リンク

iBookstore 上のブックへのリンクを設定する場合は、iBookstore の URL の最初に http:// ではなく
itms-books:// を使用する必要があります。これにより、読者は iBooks App から離れるというメッ
セージを経由せずに、直接 iBookstore のブックに移動できます。詳細については、 “リンク” （35 ペー
ジ） を参照してください。

リフローブック：フォントのベストプラクティス

フォントサイズは名前 (small、large など) ではなく、em 単位 (em) またはピクセル単位 (px) で定義す
る必要があります。ブックの本文には、定義済みの font-size を含まないか、または font-size =
1emを含む必要があります。これによって、理想的な可読性とフォントサイズ調整を確実にします。

音声読み上げブック

音声読み上げブックにはカスタムプレビューが必要です。詳細については、 “音声読み上げブックの
サンプル” （51 ページ）を参照してください。

スクリーンショットの要件

改定履歴
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スクリーンショットは、PNG (.png) または JPEG (.jpg) 形式の、フルサイズの iPad 1／2 画像 (1024 x
768 または 768 x 1024) か、フルサイズの新しい iPad 画像 (2048 x 1536 または 1536 x 2048) である必要
があります。より明確に表示させるには、オプションでステータスバーを削除します (iPad 1／2 では
1004 x 768 または 748 x 1024、新しい iPad では 2028 x 1536 または 1536 x 2028 の画像にします)。スク
リーンショットはブックが最初にデリバリされるときにのみ提供できます。

Adobe Creative Suite 5.5 のエラー修正

InDesign でエクスポートされた EPUB で XHTML エラーを引き起こすという Adobe Creative Suite 5.5 の
バグが修正されました。InDesign CS5.5 の使用中にこの問題が起こった場合は、7.5.2 アップデートを
適用し、EPUB ファイルを再生成してください。アップデートは http://www.adobe.com/downloads/か
ら入手できます。

iBookstore Asset Guide 4.8 での変更点
リフローブック：テキストの行揃え

行の高さを指定する場合、テキストブロック間の余分な間隔は指定した行の高さの倍数にする必要が
あります。これは、ブックの中心線の反対側のテキストと行が揃うようにするためです。詳細につい
ては、 “テキストの行揃え” （52 ページ）を参照してください。

リフローブック：表

iBooks は、リフローブックで大きな表がページの幅に収まるようにサイズを調整します。読者が表を
ダブルタップすると、ブックに重なって表示される新しい Web ビューで表が開きます。読者はこの
Web ビューで表のパンやズームインを行うことができます。

リフローブック：スパイン項目

<spine> が PDF を参照する場合、 linear 属性は noに設定される必要があります。 linear 属性が
yesに設定されている場合は、デリバリに失敗します。

CSS スタイル

XHTML ドキュメントで CSS スタイルのインラインを <style> タグを使用して定義する場合は、次の
変更点に注意してください。iOS 5 では、XHTML ドキュメントの HTML コメントはインライン CSS に
表示されていなくても常にコメントとして扱われます。この動作は XHTML 標準に準拠しています。
以前はスタイルタグ内の HTML コメントが無視されていたのでタグ内でスタイルが適用されていまし
たが、iOS 5 からは <!--> 内でネストされた <style> が無視されます。ブックを確認して必要があれば
修正してください。

画像の alt 属性の明確化

改定履歴
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アクセシビリティのために、画像に alt 属性を含める必要があります。 alt 属性を使用する上での
ベストプラクティスについては、 “内部画像の要件” （23 ページ）を参照してください。

固定レイアウトブック：ベストプラクティス

固定レイアウトブックを作成する際、削除またはバージョンアップした後であっても iBooks がブック
の外観を記憶していることがあります。これはキャッシュによるものです。編集中にブックに対して
たくさんのリビジョンが作成されると予測される場合は、Book Proofer アプリケーション (iTunes
Connect の「Deliver Your Content」ページからダウンロード可能) を使用することをお勧めします。別
の方法として、OPF のメタデータに編集日を含めることもできます。この日付を変更すると、iBooks
のキャッシュを回避できます。

固定レイアウトブックには .opf ファイルの <guide> ブロックで <reference> に type="text" を指
定する必要があります。

dummy tet to make page break

音声読み上げブック

ナレーションの他に音声読み上げブックにオーディオまたはビデオファイルが含まれている場合、
pause-readaloud 属性 (iBooks JS を使用する場合は data-pause-readaloud ) を <audio> または
<video> 要素に含めることができます。名前空間を http://apple.com/ibooks/html-extensions
と pause-readaloud を "true"に設定する必要があります。この属性を使用するには iBooks 1.5 が必
要です。詳細については “音声読み上げブックでのナレーションのコントロール” （70 ページ） を参
照してください。

JavaScript インタラクティビティが含まれるブック

インタラクティブコンテンツが含まれるブックのデリバリ要件とベストプラクティスについて説明す
る新しい項が追加されました。

Adobe Creative Suite 5.5 のエラー

Adobe Creative Suite 5.5 には、InDesign でエクスポートされた EPUB で XHTML エラーが起きるという
バグがあります。詳細については、 “ブックの検証” （49 ページ） を参照してください。

iBookstore Asset Guide 4.7 リビジョン 4 での変更点
音声読み上げコンテンツ

改定履歴
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メディアオーバーレイという、SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) の EPUB 固有のサ
ブセットを使用して、音声読み上げコンテンツを固定レイアウトブックに追加できます。これらの
SMIL ファイルはオーディオとテキストを同期するので、読者は読み上げと平行して単語を目で追うこ
とができます。一部のブックでは、読み上げられているときに単語がハイライトされます。詳細につ
いては、 “音声読み上げブック” （63 ページ） を参照してください。

iBookstore Asset Guide 4.7 リビジョン 3 での変更点
訂正

iBookstore Asset Guide の以前のバージョンでは、iBooks 1.3 の機能について正しく説明されていません
でした。

iBookstore Asset Guide 4.7 リビジョン 2 での変更点
マルチメディア デリバリ要件

マルチメディア EPUB に埋め込まれているビデオは H.264 ビデオコーデックを使用し、末尾に MP4 ま
たは M4V のファイル拡張子を付ける必要があります。マルチメディア EPUB に埋め込まれたオーディ
オは AAC ビデオコーデックを使用し、末尾に M4A のファイル拡張子を付ける必要があります。

iBookstore Asset Guide 4.7 での変更点
<spine> 要素

<spine> には 1 つ以上のアイテムを含み、デフォルトの属性である linear="yes"を使用する必要が
あります。 linear 属性がないスパイン項目はデフォルトが linear="yes"になります。 linear="no"
属性を使用するスパイン項目は、独自のウィンドウで開きます。詳細については、 “非線形コンテン
ツ” （53 ページ） を参照してください。

サンプル

「iTunes Producer 経由でデリバリする場合、現時点ではカスタムサンプルを作成するオプションはあ
りません」という情報が削除されました。現在は iTunes Producer を使用してサンプルをデリバリでき
ます。

アセット

HD ビデオソースは 709 色空間でタグ付けされる必要があります。

改定履歴
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iBookstore Asset Guide 4.6 での変更点
画像：明確化

「画像」セクションから次の説明が削除されました：「1476 x 1970 ピクセル以上 (iPad 上の iBooks の
単一ページサイズの 2 倍)、最大 200 万ピクセルのフルブリード画像を推奨します。」このサイズの
画像 (1476 x 1970 ピクセル) は 200 万ピクセルよりも大きくなってしまうため、説明が削除されまし
た。

画像にテキストを埋め込むと、顧客にとって不便なことが多々起こります。たとえば、辞書機能が使
えない、テキストを検索できない、またはアクセシビリティ機能を使用しているユーザーがブックに
アクセスできなくなるなどです。そのため、テキストが埋め込まれた画像を使用するブックは、
iBookstore での販売が認められません。

iBookstore Asset Guide 4.5 リビジョン 1 での変更点
絵本のサポート

読者が固定レイアウトブック (絵本) を開いたときのブックの表示方法をサポートする新しい機能が追
加されました。固定レイアウトブックでは、EPUB が固定レイアウト ("fixed-layout"=true) を含ん
でいることを示すように表示オプションを設定する必要があります。詳細については、 “テキスト方
向” （16 ページ） を参照してください。固定レイアウトブックのその他の表示オプションは、EPUB
が 2 つのページからなる見開きを開いたり、縦向きまたは横向きに開いたりする必要がある場合に指
定します。表示オプションはプラットフォームで指定されます (iPad および iPhone/iPod touch)。

埋め込みフォントのサポート

EPUB では、すでにサポートされているシステムフォントに加えて埋め込みフォントが使用できるよ
うになりました。埋め込みフォントを使用する場合は、EPUB がフォントを含んでいることを示す必
要があります。これを行わなかった場合は、埋め込みフォントが優先されず、代わりにユーザー指定
のフォントが使用されます。

ナビゲーションサポート

OPF.opf ファイルでは、コンテンツの線形読み取り順を示すのに <spine> 要素が使用されます。ブッ
クの読者が「next page」ナビゲーションを使用すると、スパインの順序に基づいてページが表示され
ます。スパイン項目がブックのメインフローの付属的な役割を果たしている場合 (教科書の解答集な
ど)、オプションの linear 属性を no に設定すると、読み順を妨げないようにその項目を飛ばすこと
ができます。

改ページのサポート

改定履歴
iBookstore Asset Guide 4.6 での変更点

2013-03-05   |   © 2013 Apple Inc. All Rights Reserved.

82



標準 EPUB (リフロー) では、CSS プロパティの page-break-before と page-break-after を使用する
と要素の前後に改ページを追加することができます。詳細については、 “改ページ” （23 ページ）を
参照してください。

iBookstore Asset Guide 4.5 での変更点
ブックのスタンドアロンアセット仕様の最初のリリース。(バージョン番号 4.5 は、スキーマのバー
ジョンと一致させるために選択されました。)このガイドには、ブック用のビデオとオーディオソー
スの形式のみが含まれています。ミュージック、映画、およびテレビの形式は記載されていません。
iBookstore にブックコンテンツを準備する際のベストプラクティスについて説明する章を追加しまし
た。

改定履歴
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