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3.37   • セクション 1.1.1「電子書籍を開く」で、サムネイルウィンドウの折りたたみの新しいサポートについて説明して
います。   

• セクション 1.1.5「品質チェックの実行（ベータ版）」を追加しました。   
• セクション 1.2「システム要件」を、Mac OS のサポート変更に関連して更新しました。   
• セクション 1.8.4「ウィンドウの表示または非表示」を追加しました。   
• セクション 3「コマンドライン インターフェイスからの Kindle Previewer の使用」で、新しい品質チェック（ベー
タ版）機能について説明しています。   

3.34   • セクション 1.62「サポートされているエクスポート ファイル形式」に、ファイル形式別のエクスポート オプション
の説明を追加しました。   

3.32   • セクション 1.1.4「複数の本を Kindle Previewer で検証する」を追加しました。   

• セクション 3「コマンドライン インターフェイスからの Kindle Previewer の使用」を追加しました。   

3.31   • セクション 1.5「サポート対象の言語」の表を拡張しました。   

• セクション 1.8.3「プレビュー ペイン」に表ビューアを追加しました。   

3.29   • セクション 1.6.2 「サポートされているエクスポート ファイル形式」で、改善されたタイプセットのエクスポート
に関する問題を明確にしました。   

3.28   • セクション 1.14「フィードバックを送信」のサインイン オプションの説明を改訂しました。   

3.24   • セクション 1.14「フィードバックを送信」に、サインイン オプションの説明を追加しました。   

3.21   • セクション 1.1.2「電子書籍に目を通す」で、ページ サイズ スライダーの機能を明確にしました。   

• セクション 1.11「自動更新」で、Mac OS X の動作を明確にしました。   

   

Copyright © 2023 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All rights reserved.   
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1 概要   
Kindle Previewer は、無料のデスクトップ アプリケーションです。著者、出版者、電子書籍のサービス プロバ 

イダーは、電子書籍が Kindle 端末に配信されたときにどのように表示されるかを確認し、さまざまな画面サイ

ズ、表示の向き、フォントのサイズについて容易に電子書籍を検査できます。Kindle Previewer は、改善された

タイプセットとともに提供される、最新のタイポグラフィックおよび向上したレイアウトを使用した電子書籍

の確認をサポートしています。これらの改善には、より高画質の画像、より最適化された表の書式設定および

フォントの位置合わせ、よりスムーズな語間調整、ハイフネーション、カーニング、および合字機能などがあ

ります。   

Kindle Previewer は、著者や出版者の方々、および電子書籍の変換を行う皆様に、最高品質の Kindle 本を制作し

ていただくための支援ツールです。Kindle Previewer のユーザー インターフェイスを使用すれば、簡単な操作で

電子書籍内の特定の位置にジャンプして、電子書籍が Kindle ストアに出版できる状態にあること、そして読者

の Kindle 端末および Kindle アプリにダウンロードできる状態にあることを確認できます。複数のファイルを検

証するために、コマンドライン インターフェイスから Kindle Previewer を実行することができます。   

1.1 クイックスタート   

システム要件およびインストール手順については、セクション 1.2 および 1.3 を参照してください。1.1.1 ～   

1.1.3 で、Kindle Previewer を正常にインストールした後で Kindle Previewer で電子書籍の表示を確認する方法の

例を説明します。   

1.1.1 電子書籍を開く   
電子書籍を開くには、ファイルを Kindle Previewer の点線の四角にドラッグ & ドロップ (図 1 を参照) するか、  

「ファイル」、「本を開く」の順に選択してファイルを選択します。    

   
電子書籍は、次の形式のいずれかである必要があります:    

.epub、.mobi、.htm、.html、.xhtml、.opf、.kpf、.doc、または .docx。現在、.doc と 

.docx は英語のコンテンツのみでサポートされています。   
   



Kindle Previewer  ユーザー ガイド   
   

Amazon.com   ページ 5   

 

   
ファイルがインポートされる間、機能について詳しく紹介する一連のローテーション画面が表示されます。    

   
変換が完了すると、「サムネイル」ペインに、電子書籍のサムネイル画像が表示され、「プレビュー」ペイン 

に、タブレット端末で電子書籍がどのように表示されるかの画像が表示されます (図 2 を参照)。    

   

 
   
注: タブレット端末ウィンドウが表示されても、サムネイルがない場合、電子書籍が固定レイアウトであるか、

改善されたタイプセットをサポートしていないことが原因の場合があります (詳細については、セクション 2.1 
を参照)。   

   

  
図   1:   初期表示     

    

  
    

図       2   :     Kindle Previewer    のワークスペース   (   Windows   )       
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「プレビュー オプション」セクションで、「端末の種類」リストから端末を選択し、「フォント」および  

「サイズ」を設定したい値に調整します。お好みに応じて「表示」 > 「ウィンドウ」から、「サムネイル」、  

「プレビューアー」または「プレビューとナビゲーションのオプション」ウィンドウを折りたためます。詳細

についてはセクション「1.8.4」を参照してください。   

1.1.2 電子書籍に目を通す   

Kindle Previewer の次のような機能を使用して、電子書籍に速く目を通すことができます。   

• 「サムネイル」ペインを使用する:    

o サムネイルをスクロールして、電子書籍の全体的なレイアウトが Kindle 端末にどのように表示さ

れるかを確認します。    

o 「プレビュー オプション」セクションで、「ページ サイズ」スライダーを使用して、サムネイ

ルのサイズを調整します。この調整によって変化するのはプレビュー ページのサイズであり、

実際のコンテンツには一切影響はありません。   

o サムネイルの完全な表示を取得するには、「ページ サイズ」スライダーを使いやすい位置に設

定し、「プレビュー」ペインを閉じます。    

o 「プレビュー」ペインに戻すには、サムネイルをクリックします。   

o 「自動めくり表示」を使用する: 「ナビゲーション」セクションで、「自動めくり表示」ボタン

をクリックします。「自動めくり表示」ボタンをクリックすると、電子書籍内を自動的に移動で

きます。このビューから手動で、一時停止、再生、速度の変更、およびページへのクリック移動

を行うことができます。   

1.1.3 電子書籍の性質の一部を確認する   

画像、表、リンク、リスト、ドロップ キャップなど、電子書籍の側面の一部を確認するには、「すべて表示 

」メニューをクリックし、リストからオプションを選択します (図 3 を参照)。    

• 例: 「画像」を選択すると、電子書籍内の画像のあるすべてのページが表示されます。「ドロップ キャ

ップ」を選択すると、電子書籍内のドロップ キャップのあるすべてのページが表示されます。    
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• 「サムネイル」ペインにおいてページをスクロールしたり、「プレビュー」ペインにおいて手動で矢印

を使用してページをクリックしたり、「自動めくり表示」を使用して自動的にページ間を移動したりで

きます。   

• 特定のテキストを含むページを検索するには、Kindle Previewer の上部の「検索」を使用してから、   

「自動めくり表示」を使用して検索結果を含むすべてのページを自動的に表示します。    

• 特定の位置に対応するページを確認するには、「ナビゲーション」セクションの「場所」ボックスを使

用します。   

1.1.4 複数の本を Kindle Previewer で検証する   
コマンドライン インターフェイスから Kindle Previewer を実行して、複数のファイルを検証し、検証ステータス

、エラー、および警告の概要を取得することができます。改善されたタイプセットがサポートされている本で

は、本を再変換することなく、作成された出力ファイル KPF を使用して Kindle Previewer のユーザー イン  ター

フェイスで本を確認できます。コマンド ライン インターフェイスから “kindlepreviewer –help” を実行すると、使

い方の説明が表示されます。   
   

1.1.5 品質チェックの実行（ベータ版）   
「ファイル」メニュー（図 4 を参照）の「品質チェックを実行（ベータ版）」オプションを実行して、リンク 

切れなどの品質問題がないかを検証できます。現在この機能では、外部リンク、内部リンク（目次を除く）、

脚注にのみ有効です。    

   

  

    

図       3   :       「すべて表示」リスト       
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 図  
4: 「品質チェックの実行」機能   

1.2 システム要件   
• Windows 8.1 以降   
• Mac OS X 10.15 以降   

1.3 Kindle Previewer のインストール   

1.3.1  Microsoft Windows® システムへのインストール   

Kindle Previewer を Microsoft Windows® システムにインストールするには、次の手順に従います。   

1. Kindle Previewer のインストーラーをコンピューターにダウンロードします。   

2. KindlePreviewerInstaller.exe ファイルをダブルクリックして、インストーラーを起動します。    

3. ライセンス契約を確認し、「同意する」をクリックします。    

4. インストール先のフォルダーを選択します。PC に Kindle Previewer をインストールする場合のデフォル

トのパスは次のとおりです。   

c:\Users\[ユーザー名]\AppData\Local\Amazon\Kindle Previewer 3\    

コンピューター上の別の場所に Kindle Previewer をインストールするには、「参照」をクリックして、目

的のフォルダーを選択します。   

5. インストールが完了するまで、しばらくお待ちください。完了したら、Kindle Previewer を起動できます

。   

1.3.2  macOS® システムへのインストール   

Kindle Previewer を macOS® システムにインストールするには、次の手順に従います。   



Kindle Previewer  ユーザー ガイド   
   

Amazon.com   ページ 9   

1. Kindle Previewer のインストーラーをコンピューターにダウンロードします。   

2. KindlePreviewerInstaller.pkg ファイルをダブルクリックして、インストーラーを起動します。   

3. インストーラーの言語を選択し、ライセンス契約を確認し、「続ける」をクリックします。   

4. 確認ポップアップ ダイアログで、「同意する」をクリックします。   

5. Kindle Previewer のインストール先となるディスクを選択して、「続ける」をクリックします。   

6. 確認メッセージが表示されます。「インストール」をクリックします。   

7. ユーザー名とパスワードを入力するように求められたら、必要な情報を入力し、「ソフトウェアをイン

ストール」をクリックします。   

8. インストールが完了するまで、しばらくお待ちください。完了したら、Kindle Previewer を起動できます

。   

1.4 言語設定の変更   

Kindle Previewer は、ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語、中

国語、および日本語で使用できます。Kindle Previewer の言語を変更するには、「表示」、「Language (言語)」
の順に選択し、ご利用の言語を選択します。    

1.5 サポート対象の言語   

Kindle Previewer では、次の言語の本をサポートしています: アフリカーンス語、アルザス語、アラビア語、バス

ク語、ノルウェー語 (ブークモール)、ブルトン語、カタロニア語、中国語 (簡体字)、コーンウォール語、コル

シカ語、デンマーク語、オランダ語、東フリジア語、英語、フィンランド語、フランス語、フリジア語、ガリ

シア語、ドイツ語、アイスランド語、アイルランド語、イタリア語、日本語、ルクセンブルク語、マン島語、

北フリジア語、ノルウェー語、ノルウェー語 (ニーノシュク)、ポルトガル語、プロヴァンス語、ロマンシュ語

、スコットランド語、スコットランド ゲール語、スペイン語、スウェーデン語、ウェールズ語、インドの各言

語 (マラヤーラム語、タミル語、ヒンディー語、グジャラート語、マラーティー語)    

1.6 ファイルのインポートとエクスポート   

1.6.1 サポートされているインポート ファイル形式   

Kindle Previewer は、以下のファイル形式で作成された電子書籍を表示できます。   

• .kpf   

• .mobi   

• .azw   

• .epub   

• .htm   
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• .html   
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• .xhtml   

• .opf   

• .prc   

• .azw3   

• .azw8   

• .doc*   

• .docx*   

*注: 現在、このファイル形式は英語のコンテンツのみでサポートされています。     

1.6.2 サポートされているエクスポート ファイル形式   

Kindle Previewer は、以下のファイル形式で電子書籍をエクスポートできます。   

• KPF: 次回、本を再変換しないでプレビューしたい場合は、このファイルを使用して Kindle   

Previewer で本を開くことができます。   

• MOBI: このファイルを使用すると、改善されたタイプセットをサポートしていない以前の Kindle  アプ

リまたは Kindle 端末にサイドロードできます。    

• AZK: このファイルを使用すると、改善されたタイプセットをサポートしていない以前の iOS 端末にサ

イドロードできます。   

KPF ファイルは端末にサイドロードできません。改善されたタイプセットがサポートされている電子書籍の場

合、最新の端末に MOBI または AZK ファイルをサイドロードしても、そのレイアウトの正確なプレビューやタ

イポグラフィックの改善が得られるわけではありません。Kindle Previewer を使用して、改善されたタイプセッ

トがサポートされている電子書籍であることを確認できます (セクション 2.1 を参照)。   

注: エクスポートできない場合、またはエクスポート オプションが無効の場合は、以下の原因が考えられます 

。   

• KPF ファイルを確認する場合、エクスポート オプションが無効になります。Kindle Create を使用して   

KPF ファイルを生成した場合、出版するためにこのファイルを Amazon に直接アップロードできます。  

Kindle Previewer を使用して KPF ファイルを生成した場合は、このファイルを使用すると、次回プレ  ビ
ューするときに再変換しないで本を開くことができます。また、出版のために、元のソース ファイル 
(EPUB、DOCX など) または KPF ファイルを Amazon に送信することもできます。   

• Kindle Previewer は、アラビア語またはインドの各言語の本の MOBI または AZK でのエクスポートをサ

ポートしていません。これらの言語は、改善されたタイプセット機能でのみ使用できます。MOBI お
よび AZK ファイルは、改善されたタイプセットをサポートしていません。   
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• ePub または HTML 形式を使用する場合は、定義されている言語が正しいことを確認し、不要な言語の

定義は削除してください。サードパーティー製の一部のツールでは不要な言語の定義が追加されるこ

とがあり、本を Kindle Previewer でエクスポートできない場合があります。   
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1.7 Kindle 端末をシミュレート   
Kindle の電子書籍はどのプラットフォームでも同様に利用できますが、端末の画面サイズによって見え方が異

なります。Kindle Previewer を使用して、以下の端末で電子書籍がどのように表示されるか確認できます。   

• タブレット: Fire タブレットや、Apple iPad、Android タブレットなどの大型端末の画面上で電子書籍

がどのように表示されるか確認できます。   

• スマートフォン:  スマートフォンなどの小型端末の画面上で電子書籍がどのように表示されるか確

認できます。   

• Kindle 端末: Paperwhite、Voyage、Oasis などの Kindle 端末で電子書籍がどのように表示されるか確認

できます。   

1.8 Kindle Previewer のワークスペース   
以下のセクションでは、Kindle Previewer のワークスペースの機能について説明します。Kindle Previewer の   

ワークスペースには、「プレビュー/ナビゲーション オプション」ペイン、「サムネイル」ペイン (有効になっ

ている場合)、および「プレビュー」ペイン (図 5 および図 6 を参照) が含まれます。   
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図 5: Kindle Previewer のワークスペース (Windows)   

 図  

6: Kindle Previewer のワークスペース (Mac)   

1.8.1   「プレビュー/ナビゲーション オプション」ペイン   

「プレビュー/ナビゲーション オプション」ペインでは、「プレビュー」ペインで電子書籍がどのように表示

されるかを変更できます。「プレビュー/ナビゲーション オプション」ペインのオプションを調整すると、使

用可能な端末のタイプのさまざまな設定で電子書籍を確認できます。   

• 「プレビュー オプション」セクションのオプションを使用して、プレビューの「端末の種類」、  

「向き」、「フォント」、「サイズ」、「ページ サイズ」をそれぞれ必要に応じて変更します。   

• 改善されたタイプセットがサポートされている電子書籍では、「自動めくり表示」オプションの下に「

改善されたタイプセット」ラベルが表示されます (図 7 を参照)。   

• 改善されたタイプセットがサポートされている電子書籍の場合は、「サムネイル」ペインで、   

「ページ サイズ」スライダーを使用して拡大率 (ズーム率) を調整します (図 7 を参照)。    

• 「目次」セクションで、電子書籍のナビゲーション ファイルを表示して確認します (図 7 を参照)。   

目次の項目をクリックすると、その場所に移動します。   
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図 7:  「プレビュー/ナビゲーション オプション」ペイン   

1.8.2 「サムネイル」ペイン   

有効になっている場合、「サムネイル」ペインに、次の用途に使用できる、電子書籍のページの小さな画像が

表示されます。   

• サムネイルをスクロールして、電子書籍の全体的なレイアウトが Kindle 端末にどのように表示されるか

を確認します。    

• 「プレビュー オプション」セクションで、「ページ サイズ」スライダーを使用して、サムネイルのサ

イズを調整します。    
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• サムネイルの完全な表示を取得するには、「ページサイズ」スライダーを使いやすい位置を設定し、  

「プレビュー」ペインを閉じます (図 8 を参照)。    

• 「プレビュー」ペインに戻すには、サムネイルをクリックします。   

 

注: タブレット端末ウィンドウが表示されても、サムネイルがない場合、電子書籍が固定レイアウトであるか、

改善されたタイプセットをサポートしていないことが原因の場合があります (詳細については、セクション 2.1 
を参照)。   

1.8.3 「プレビュー」ペイン    

「プレビュー」ペインは、選択した端末のタイプ (タブレット、スマートフォン、Kindle 端末など) での電子書

籍の外観をシミュレーションします。    

• 上部のメニューをクリックすることで、電子書籍を開く/閉じる、設定の変更、電子書籍内での移動、

およびオンラインヘルプの表示を行うオプションにアクセスできます。   

• 「プレビュー/ナビゲーション オプション」ペインを使用して、電子書籍内を移動し、「自動めくり表

示」をオンにし、「自動めくり」の速度を選択できます。    

• 「すべて表示」リストまたは「ナビゲーション」メニューを使用して、目次、セクション、画像、リス

ト、ドロップ キャップ、リンクなど、電子書籍の性質間を移動できます。    

  

    

図       8   :       サムネイルの完全な表示       
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o 「すべて表示」リストは、セクション 2.1 の説明のように、改善されたタイプセットがサポートさ

れている電子書籍の場合にのみ使用可能です。   

• 「Preview and Navigation Options (プレビューおよびナビゲーション オプション)」ペインでは、  

「Location (位置)」を使用して、特定の位置に移動できます。   

• 「検索」ボックスでは、リフロー型の電子書籍に含まれるテキストを検索できます (図 9 を参照)。  

「大文字と小文字を区別」オプションを選択します (該当する場合)。検索結果にあるサムネイルをクリッ

クすると、「プレビュー」ペインではそのページに移動し、該当するテキストがハイライトされます 

。ここから、「自動めくり表示」を使用して検索結果内を自動的に移動することもできます。    

 図 
9: 「検索」ボックス   

• 「プレビュー」ペインで表を確認するときは、展開アイコンをクリックして表ビューア (図 10 を参照) 
を開くと、読者が Kindle 端末および Kindle アプリで読書する際と同様に表の全体を確認することができ

ます。   

  図 
10: 表ビューア   

1.8.4 ウィンドウの表示と非表示   
Kindle Previewer で本を開くと、「サムネイル」、「プレビューアー」、および「プレビュー/ナビゲーションオ

プション」ウィンドウが表示されます。お好みに応じて、「表示」、「ウィンドウ」（図 11 を参照）の順に選

択して、ウィンドウを非表示にすることができます。ただし、「サムネイル」または「プレビューアー」のい

ずれかは、常に表示されている必要があります。   
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1.9 デフォルトの端末の設定の変更   

デフォルトの端末やページの向き、縦横比を変更するには:   

1. 「表示」、「基本設定」の順に選択します。「基本設定」ダイアログ ボックスが表示されます    

(図 12 を参照)。   

  
    

図   11   : 
 
     サムネイルペインを非表示にした状態       
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2. 「デフォルトの端末」、「縦横比」、「デフォルトのページの向き」をクリックして、それぞれの設定

を変更します。   

• 「デフォルトの端末」が「タブレット」の場合、「縦横比」リストが表示されます (図 12 を参照) 

。「デフォルトの端末」が「スマートフォン」または「Kindle 端末」の場合、それらの端末オプ 

ションのそれぞれについて単一の縦横比が使用されるため、「縦横比」オプションは表示され

ません。   

3. 「保存」をクリックして、変更を保存します。   

1.10 キーボード ショートカット   

Kindle Previewer では、以下のキーボード ショートカットを使用できます。   

動作   Windows のショートカット   Mac のショートカット   

キーボード ショートカットを表示   CTRL + K   CMD + K   

本を開く   CTRL + O   CMD + O   

本を閉じる   CTRL + W   CMD + W   

エクスポート   CTRL + X   CMD + X   

変換ログ   CTRL + G   CMD + G   

本に関する情報   CTRL + I   CMD + I   

基本設定   CTRL + ,   CMD + ,   

  

    

図       12   :       「基本設定」ダイアログ       ボックス       
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自動ナビゲーション   スペース   スペース   

次のページに移動   右方向キー   右方向キー   

前のページに移動   左方向キー   左方向キー   

  

動作   Windows のショートカット   Mac のショートカット   

次のセクションに移動   CTRL + 右方向キー   CMD + 右方向キー   

前のセクションに移動   CTRL + 左方向キー   CMD + 左方向キー   

戻る   CTRL + B   CMD + B   

表紙に移動   CTRL + R   CMD + R   

読み始め位置に移動   CTRL + S   CMD + S   

読み終わり位置に移動   CTRL + E   CMD + E   

最初のページに移動   CTRL + SHIFT + F   CMD + SHIFT + F   

ロケーションに移動   CTRL + L   CMD + L   

目次   CTRL + T   CMD + T   

画面を回転   CTRL + SHIFT + R   CMD + SHIFT + R   

ユーザー ロケーションをコピー   CTRL + U   CMD + U   

ファイル位置をコピー   CTRL + P   CMD + P   

前の画像   F3   Fn + F3   

次の画像   F4    Fn + F4    

上に移動   W    W    

下に移動   S    S    

左に移動   A    A    

右に移動   D    D    
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ズームイン   CTRL + =   CMD + =   

ズームアウト   CTRL + -   CMD + -   

フォントを設定   CTRL + 上方向/下方向キー   CMD + 上方向/下方向キー  

次のカラー モード   SHIFT + C   SHIFT + C   

次の端末   SHIFT + D   SHIFT + D   

次のフォント   SHIFT + F   SHIFT + F   

1.11 自動更新   

新しいバージョンの Kindle Previewer がリリースされると、自動的に新しいバージョンがダウンロードされます

。Kindle Previewer によって更新プログラムをインストールするように求められた場合は、最新バージョンをイ

ンストールして、最新の機能を使用することをお勧めします。Mac OS X では、新しいバージョンがダウンロー

ドされると、Kindle Previewer を閉じたときにアプリケーションが自動的に更新されます。また、コマンド  

ライン インターフェイスから “kindlepreviewer –update” を実行して、最新の更新プログラムをダウンロードして

インストールすることもできます。   

1.12 Kindle Create で本を書式化する   
Kindle Create を使用して、本を書式化、スタイル設定および確認することができます。Kindle Create は、完成し

た原稿を、きれいに書式化された Kindle 本に自動的に変えることができる無料ツールです。プレビュー機能が

搭載されているので、Kindle Previewer と同じように本を確認することができます。Kindle Create は Mac OS X 版
と Windows PC 版が提供されており、英語およびその他のラテン言語がサポートされています。   

1.13 Kindle パブリッシング・ガイドライン   

『Amazon Kindle パブリッシング・ガイドライン』は、電子書籍の書式設定やテストの方法を説明し、Kindle 本
を出版するためのベスト プラクティスを紹介しています。ガイドラインの PDF をご覧ください。   

1.14 フィードバックを送信   

Kindle Previewer についてのご意見、ご感想をお寄せください。お気に入りの点や、改善の余地をお聞かせくだ

さい。    

お寄せいただくご意見、ご感想について Amazon からご連絡を差し上げても構わない場合は「サインイン」を

選択して、Kindle での出版に使用する Amazon の資格情報でサインインしてください。ご意見、ご感想をお寄せ

いただいたすべてのユーザーに Amazon から個別に返信することはありませんが、サインインしていただいた

場合は、フィードバックについて Amazon から詳細をお聞きすることがあります。    
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フィードバックを送信するには、メニューをクリックして、「ヘルプ」、「フィードバックを送信」の順に選

択します。Kindle Previewer の使用体験についての評価や、その他のフィードバックを送信できます。    

1.15 よく寄せられる質問 (FAQ)   

最新の FAQ およびトラブルシューティングのヒントについては、Kindle Previewer のページをご覧ください。   

2 電子書籍の確認   
電子書籍がどのように表示されるか確認するには:   

1. ファイルを「プレビュー」ペインにドラッグ & ドロップするか、「ファイル」、「本を開く」の順に選

択し、ファイルを選択します。電子書籍がインポートされ、Kindle Previewer に表示されます   

(図 13 を参照)。    

 

2. さまざまな Kindle 端末および Kindle アプリでの表示を確認するために、複数の端末モードを切り替えて 

、電子書籍のページをめくってみます。次の手順を実施することをお勧めします。   

• 「プレビュー/ナビゲーション オプション」ペインの「ナビゲーション」セクションにあるオプシ

ョンを使用して、電子書籍内を移動します。「自動めくり表示」をオンにしたり、「自動めくり」

の速度を調整したりすることもできます。   

  

    

図       13   :       インポートされた電子書籍       
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• 「プレビュー/ナビゲーション オプション」ペインの「プレビュー オプション」セクションを使用

して、端末、向き、フォント、フォントのサイズを変更します。    

• 改善されたタイプセットを使用できる電子書籍の場合は、「サムネイル」ペインで、「ページサイ

ズ」スライダーを使用して拡大率 (ズーム率) を調整します。    

• 「目次」セクションで、電子書籍のナビゲーション ファイルを表示して確認します。    

• 「すべて表示」リストまたは「ナビゲーション」メニューを使用して、目次、セクション、画像、

リスト、ドロップ キャップ、リンクなど、電子書籍の性質間を移動できます。    

o 「すべて表示」リストは、セクション 2.1 の説明のように、改善されたタイプセットがサポー

トされている電子書籍の場合にのみ使用可能です。   

• タブレットまたはスマートフォンでの表示を確認するときは、さまざまな背景色で電子書籍の読み

やすさを確認するために、「表示」、「カラー モード」の順に選択してから、「白」、  

「黒」、「セピア」、「緑」を選択して背景色を切り替えます。(注: iOS では、「緑」は利用できま

せん。背景色は、E Ink 端末では変更できません)。   

3. 電子書籍のプレビューが終わったら、Kindle Previewer の上部にある「閉じる」ボタンをクリックします 

。    

2.1 改善されたタイプセット   

Kindle Previewer では、プレビュー中の電子書籍で改善されたタイプセットを使用できるかどうかを確認できま

す。改善されたタイプセットは、文字およびレイアウトの一連の機能です。Kindle での文字の読みやすさを向

上させ、スマートフォン、タブレット、Kindle 端末などの Kindle 環境で一貫性のある表示を可能にします。改

善されたタイプセット機能には次のものがあります。   

• フォントのサイズを動的に調整するドロップ キャップ   

• ハイフネーションと、よりスムーズな語間調整*   

• カーニングおよび合字 (リガチャー) の改善*   

• 改善された画像および表の書式設定   

• Page Flip   

*注: これらの機能は、日本語および中国語コンテンツには適用されない場合があります。   

改善されたタイプセットを使用できるかどうかを確認するには、まず電子書籍を Kindle Previewer にインポート

します。改善されたタイプセットがサポートされている電子書籍では、図 14 に示すように「プレビュー/ナビ

ゲーション オプション」ペインに「改善されたタイプセット」ラベルが表示され、図 15 に示すように「サム

ネイル」ペインが表示されます。改善されたタイプセットが有効になっていない場合、「改善されたタイプセ

ット」ラベルと「サムネイル」ペインは表示されません。   
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図 14: 「プレビュー/ナビゲーション オプション」ペイン—「改善されたタイプセット」が有効   

 

図 15: 「改善されたタイプセット」が有効になっているワークスペース   

2.2 電子書籍のメタデータの表示   

Kindle Previewer にインポートした電子書籍はすべて電子書籍のメタデータを表示できます (図 16 を参照)。メタ

データを表示するには、メニューをクリックし、「表示」、「本に関する情報」の順に選択します。   
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図 16: 本に関する情報   

   

3 コマンドライン インターフェイスからの Kindle Previewer の使用   
複数の本を検証するために、コマンドライン インターフェイスから Kindle Previewer を実行することができます

。   

   
使用方法: kindlepreviewer <入力> <-コマンド> [-オプション]   

• 入力: 単一のファイルを処理する場合は入力ファイル名を、複数のファイルを処理する場合は入力フ

ォルダーを、ここに指定します。   

• コマンド: 次の表に示すコマンドを 1 つ以上指定します。   

   

コマンド     

-convert   KPF ファイルを指定の出力パスに作成するか、改善されたタイプセットが

本でサポートされていない場合は Mobi ファイルを作成します。Kindle   

Previewer のグラフィカル ユーザー インターフェイスで本を開くには、改

善されたタイプセットと互換性がある KPF ファイルを使用します。   

-qualitychecks   このオプションを使用して、本の中の外部リンク、内部リンク（目次を

除く）、脚注を検証できます。現在、この機能はベータ版です。   
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-showpreview   変換した本を、Kindle Previewer のグラフィカル ユーザー インターフェイ

スで開きます。このコマンドでは、最初に本を変換してから、プレビュ

ー用にそれを開きます。    

-log   KPF または Mobi ファイルを作成せずに、ログ ファイルのみを検証用に作

成するには、このオプションを使用します。   
   

• オプション: 次の表に示す任意のオプションを選択します (オプション):   

オプション   

-output <出力パ

ス>   
出力フォルダーのパス。デフォルトのパス (入力フォルダー) の代わりに、

出力ファイルの保存先のパスを独自に指定するには、このオプションを使

用します。   

-locale <ロケー  

ル オプション>   

設定したいロケールを指定します。変換ログ メッセージおよび Kindle   

Previewer ユーザー インターフェイスの言語を設定するには、このオプシ

ョンを使用します。サポート対象のロケール:   

• en (英語)   

• de (ドイツ語)   

• fr (フランス語)   

• it (イタリア語)   

• es (スペイン語)   

• zh (中国語)   

• ja (⽇本語)   

• pt (ポルトガル語)   

• nl (オランダ語)   

   
使用例:   

   
• 複数のファイルを検証: ファイルが含まれているフォルダーを入力として指定することで、複数のフ

ァイルの出版時のエラーを検証することができます。すべてのファイルのステータスを確認するに
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は、 “output/” フォルダー内の概要ログ ファイルを使用できます。エラーまたは警告を確認するに

は、  

“output/Logs/” フォルダー内の個別のログ ファイルを使用します。例: “kindlepreviewer inputfolder/ 
convert -output outputfolder”   
• 本の内部リンク、外部リンク、脚注を検証するには、kindlepreviewer の実行時に “qualitychecks” を含

めることができます検証結果は “output/Logs/” フォルダー内の品質レポートで確認できます。例:  
“kindlepreviewer inputfolder/ -convert -output outputfolder -qualitychecks”   

• ファイルを個別に検証: Kindle Previewer を使用してファイルを個別に処理し、改善されたタイプセッ

トと互換性のある KPF ファイルを作成することができます。次の 3 つのオプションがあります。   

• “-showpreview” コマンドを使用して、本を再変換することなく、Kindle Previewer のグラフィカル ユ
ーザー インターフェイスで自動的に本を開きます。   

• KPF ファイルを使用して、本を再変換せずに手動で開きます。KPF ファイルをサイドロードすること

はできません。   

• “output/Logs/” フォルダー内の個別のログ ファイルを使用して、エラーまたは警告があるかどうか

を確認します。   

• 例: “kindlepreviewer inputfile.epub –convert”、“kindlepreviewer inputfile.epub –showpreview” または  
“kindlepreviewer inputfile.epub –convert –qualitychecks”   

• ログ ファイルのみを作成: “-log” コマンドを使用して、出力ファイルを作成せずに、本を検証してロ

グファイル (概要ログ ファイルと個別のログ ファイル) のみを作成することができます。    

• 例: “kindlepreviewer inputfolder/ -log”   
   

   


