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アジェンダ 

»エンドユーザから見た Kindle 

»出版社から見たKindle 

»Kindle Format 



エンドユーザから見た Kindle 

Kindle ストア 

Kindle リーダー 
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各国での展開 

»アメリカ:  2007年 

»イギリス:   2010年 

»ドイツ/フランス/イタリア/スペイン：   2011年 

»インド:   2012年 

»日本：  2012年 

»その他: Stay Tuned !! 

 

»アメリカでは、Kindle 版の売り上げが紙の書籍の売り上げを
超えた。 
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Kindle ストア 
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マルチプラットフォーム 

 



DEMO 

Kindle の機能 
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日本語表示 

 

»文字の拡大 （リフロー） 



文字の拡大 : リフロー 
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メニュー、 移動メニュー 
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出版社から見た Kindle 
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Kindle で出版する プラットフォーム 

»ベンダーセントラル 

 Amazon に契約の出版社様用、統合管理環境。 

 

»Kindle ダイレクトパブリッシング 

 Web 上から誰でも Amazon で出版できます。 



Kindle で出版に必要な物 

»コンテンツファイル 

»カバーイメージ 

»書誌情報 
 タイトル、価格、著者、 

製品の説明 

14 



Kindle Format 8 

キンドル フォーマット 8 
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Kindle Format のソースファイル 

»EPUB (.epub) 
 HTML5 ,CSS3 で記述された .epub 

 順次サポートtag, style を拡張。 

» HTML  

» XMDF (.zip) 



EPUB をKindlegen で. mobi(KF8) に変換 

EPUB 

Kindlegen.exe Mobi file 

HTML 

XMDF 



KindleGen, Kindle プレビューツール 

 



KF8 の確認： Kindle プレビューツール 

EPUB 



Kindle 用 EPUB 
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KF8 で作成できる本の種類 

»リフロー型 

 

 

»固定レイアウト型 



Kindle 用 EPUB の注意点 :  表紙 

» jpeg/png, の画像ファイルを  .opf ファイル内で指定 

<metadata> 

 <meta name="cover" content="my-cover-image" />  

</metadata> 

 <manifest> 

 <item href="MyCoverImage.jpg" id="my-cover-

image" media-type="image/jpeg" /> 

</manifest> 
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Kindle 用 EPUB の注意点 : 目次 

»  論理目次Toc.ncx (ナビゲーション) 
 <manifest> 

   <item href="toc.ncx" id="ncx" media-type="application/x-
dtbncx+xml" /> 

 <spine  toc="ncx"> 

 

»目次ページへのリンク 
目次へのリンクメニューから目次ページに飛べるようにするため
には、.opf に以下を追加 

<guide> 

        <reference href=“Text/nav.xhtml” title=“toc" type="toc" /> 

</guide> 
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リフロー型（文字ベースの本） 

»右綴じ/右開き (.opf) 
 <spine page-progression-direction=”rtl”>…</spine> 
（EPUB3準拠） 
または 

 <meta name="primary-writing-mode" content="vertical-rl"/>
（Kindle専用） 

 

»横書き、縦書き (.xHTML / .CSS) 
各 XHTML ファイルのbody へスタイル指定 

body { 

-webkit-writing-mode: vertical-rl; 

} 



日本語用にサポートしているタグ 

»縦書き 

»綴じ方向 ( 右 / 左 ) 

»禁則処理 (行頭、行末) 

»縦中横 

»画像外字 

»ルビ 
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»圏点、傍点 

»下線、傍線 

»上付き、下付き文字 

»文字の表示方向 



文字の表示方向 
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固定レイアウト 
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固定レイアウト(Fixed layout) 

»マンガ、絵本等 

»画面の枠いっぱい、マージン無しで表示 

»見開き表示 

»バーチャル パネルビュー 

»パネルビュー 

»拡大  

 



Xhtml の記述 

» 1ページに1つの画像を配置する 

 

<head> 

 <title>タイトル</title> 

</head> 

<body> 

 <img src="../Images/image1.jpg" /> 

</body> 

</html> 

 

29 



.opf  : <meta>  

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

  <meta content="my-cover-image" name="cover" /> 

  <meta name="fixed-layout“ content="true" /> 

  <meta name="orientation-lock" content="none" /> 

  <meta content="800x1200" name="original-resolution" /> 

  <meta name="book-type" content="comic" /> 

  <meta name="primary-writing-mode" content="horizontal-rl" /> 

<manifest> 

 <item href="Images/cover.jpg" id="my-cover-image" media-type="image/jpeg" /> 



.opf  : <spain>  見開き表示の指定 

 <spine page-progression-direction="rtl" toc="ncx"> 

    <itemref idref="p1" properties="page-spread-left" /> 

    <itemref idref="p2" properties="page-spread-right layout-blank" /> 

    <itemref idref="p3" properties="page-spread-left" /> 

    <itemref idref="p4" properties="page-spread-right" /> 

    <itemref idref="p5" properties="page-spread-left" /> 

    <itemref idref="p6" properties="page-spread-right" /> 

  </spine> 



画面の表示 
 

 <item href="Images/cover.jpg" id="my-cover-image" media-type="image/jpeg" / 

 

<spine page-progression-direction="rtl" toc="ncx"> 

    <itemref idref="p1" properties="page-spread-left" /> 

 

    <itemref idref="p2" properties="page-spread-right layout-blank" /> 

    <itemref idref="p3" properties="page-spread-left" /> 

 

    <itemref idref="p4" properties="page-spread-right" /> 

    <itemref idref="p5" properties="page-spread-left" /> 

 

    <itemref idref="p6" properties="page-spread-right" /> 

  </spine> 
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まとめ 

» Amazon のお客様にリーチ 

» Kindle: Fire/Paperwhite、iPhone/iPad、Android、(PC, Mac).. 

» EPUB 3 でKindle 本のソースが作成できる。 

 表紙の設定は、.opf で表紙画像を指定。 

» KindleGen(キンドルジェン)でKindle フォーマットに変換 

»リフロー型 と 固定型の2種類のフォーマット 

»日本語を表現する豊富なタグ・スタイルをサポート 

»マンガ 見開き表示可能 
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補足資料 

» Kindle ダイレクト パブリッシング 

 https://kdp.amazon.co.jp/  
 

» KindleGen, Kindle プレビューツール 

 https://kdp.amazon.co.jp/self-
publishing/help?topicId=A3IWA2TQYMZ5J6 
 

» Kindle パブリッシングガイドライン 
 http://kindlegen.s3.amazonaws.com/AmazonKindlePublishingGuidelines_J

P.pdf 

 日本語機能用、補足資料 

 http://kindlegen.s3.amazonaws.com/AmazonKindlePublishingGuidelines_J
P_appendix.pdf  
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ありがとうございました 
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