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iBook Author を用いて作成した iPad 用地質巡検案内書
A geological excursion guide book for iPad, created with iBooks Author
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Ⅰ はじめに
近年，ジオパークに代表される様に，美しい地質景
観や学術的に貴重な地質露頭（以後，これらをジオサ
イトと呼ぶ）を観光の拠点とするジオツーリズムを模

＊

インタラクティブ：相互に作用する，対話的な，

双方向の，相乗効果の，などの意味．IT 分野では，
利用者の働きかけに応じ，内容や状況が変化する性
質を持ったコンテンツなどのことをいう．

索する動きが全国的に活発化している．ジオツーリズ
ムは，観光行政からも注目されており，自治体が作成

Ⅱ インタラクティブ要素を加えたコンテンツ作成

する観光パンフレットや散策マップにジオサイトを掲
載したりする動きも出始めている．このような背景の

今回の電子版巡検案内書では，藻南公園，石山，十

もと，著者はジオサイトの情報を従来の紙媒体ではな

五島公園・簾舞，砥山，豊平峡・定山渓，滝野のそれ

く，携帯端末やタブレット端末での利用を前提とした

ぞれの地域を章としてピックアップし，各章にあるジ

電子媒体による配信システムを試作し，システムの活

オサイトにインタラクティブ要素を付加した
（第 1 表）
．

用可能性や課題について報告した（鈴木ほか，2011；

以下では，各インタラクティブ要素について紹介する．

鈴木，2013）
．
昨今，スマートフォンやタブレットが爆発的に普及
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インタラクティブイメージ

したことにより，電子書籍の利用者が年々増加傾向に

静止画の特定の部分にラベルを追加するウィジェッ

ある．しかし，配信されているコンテンツは小説やコ

トで，ラベルをタップすることにより，特定の部分を

ミック等の紙媒体であったものを電子媒体に変更して

拡大表示することや，ラベルの詳細な説明を表示する

提供しているにすぎず，読むという従来通りのスタイ

ことができる．

ルに変わりはない．これらの電子書籍のあり方に一石

電子版巡検案内書では本要素を各章冒頭の位置図に

を投じたのが，米アップル社が提供するオーサリング

用い，ラベルにはジオサイトへのアクセス情報を掲載

ソフト iBooks Author である．このソフトには，ウィ

した
（第1表の1_I_1，2_I_1，3_I_1，4_I_1，5_I_1，5_I_2，

ジェットと呼ばれるインタラクティブ＊な要素を配置

6_I_1）
．

できる仕組みが用意されており，これを用いることで，
紙媒体の印刷物では成しえなかった情報の提供を可能
としている．

Ⅱ．2

ギャラリー

複数の静止画をスワイプで切り替えて表示できるウィ

当研究所では地元の小学校と連携した出前授業を平

ジェットで，配置した大きさのほか，全画面表示に切

成 17 年から 26 年まで行っており，その中の野外巡検

り替えて表示することができる．また，各静止画には

において自作の巡検案内書を使用してきた（鈴木ほか，

キャプションを付けることもできる．

2010）．今回，この巡検案内書に iBooks Author を用

電子版巡検案内書では本要素を多くの場面で用いて

いてインタラクティブな要素を付加し，iPad 用の電

いるが，なかでも露頭写真
（第 1 表の 1_g_o 1，2_g_o1，

子書籍版巡検案内書（書籍名：札幌市南区の地質巡検

2_g_o 2，2_g_o 3，3_g_o 1，3_g_o 2，4_g_o 1，4_g_o2，

ガイドブック，以下，電子版巡検案内書）としてリメ

4_g_o 3，5_g_o 1，5_g_o 2，5_g_o 3，6_g_o 1，6_g_o 2）

イクした（第 1 図）
．ここでは，その電子版巡検案内書

では，関連する写真を一カ所に集約することで，限ら

のコンテンツと付加したインタラクティブ要素につい

れたスペースを有効に使っている．また，岩石薄片の

て紹介する．

偏光顕微鏡写真では，開放ニコルと直交ニコルの画像
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Fig. 1

第２図

Fig. 2

第３図
Fig. 3

第１図 巡検案内書の各章ページ
Each chapter page of excursion guide book.

ギャラリーウィジェットの例．左：通常ページ内での配置（右上写真）
，中：右上の写真をタップするとフ
ルページ表示に切り替わる（岩石薄片の偏光顕微鏡写真：開放ニコル）
，右：開放ニコルの写真をスワイプ
すると直交ニコルの写真に切り替わる
Example of gallery widget.

メディアウィジェットの例．上記には 60°毎の偏光顕微鏡写真を表示しているが，実際には 5°毎に撮影し
た写真を合成し，ストップモーション動画に編集したものを配置している
Example of media widget.

iBook Author を用いて作成した iPad 用地質巡検案内書
（鈴木隆広）

第１表 各章のウィジェットとコンテンツ
Table 1 Widgets and contents of each chapter
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をスワイプで切り替えることにより，偏光板の有無に
よる見え方の違いを容易に仮想体験できる（第 2 図）
．
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メディア

Ⅱ．6

そのほか

iBooks Author には，これまで紹介したウィジェッ
ト機能のほかに，ポップオーバー，3 D，Keynote，

動画ファイルや音声ファイルを埋め込むウィジェッ

HTML のウィジェットが用意されているが，電子版

トで，動的なジオサイト（噴煙・噴泉・滝・海岸）
の表

巡検案内書では用いなかったため，ここでは説明を割

現に適している．

愛する．

電子版巡検案内書では本要素を滝の水が流れる様子
（第 1 表の 1_m_m 1，5_m_m 1，6_m_m 1，6_m_m 2）で

Ⅲ おわりに

用いたほか，偏光顕微鏡のステージの角度を 5°ずつ
動かして撮影した写真を合成し，ストップモーション

今回の電子版巡検案内書は，従来の読むという行為

動画として用いている
（第 3 図および第 1 表の 1_m_s 1，

に加え，コンテンツ内に配置してある素材の操作が可

2_m_s 1，3_m_s 1）．これにより，ステージ回転によ

能であり，このインタラクティブな仮想体験によって，

る造岩鉱物の見え方の変化を容易かつリアルに体験で

ユーザーが地学に対して今まで以上に興味を持っても

きる点は，静止画の岩石図鑑では成し得なかったこと

らうことが期待できる．今後は本手法による電子書籍

である．

の作成を拡充するとともに，地学系博物館や科学館と
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練習問題

連携しながらコンテンツを充実する方向で検討を進める．
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