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商標について 
・Windows，Internet Explorer，Windows Vista は，米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国に

おける登録商標です。 

・Windows は Microsoft Windows operating system の略称として表記しています。 

・Mac OS ,Safari は Apple Inc.の米国およびそのほかの国における商標または登録商標です。  

・IOS は Cisco の米国およびそのほかの国における商標または登録商標であり，ライセンスに基づき使用

されています。 

・Android，Google Chrome は，Google Inc.の商標または登録商標です。 

・ACCESS，ACCESS ロゴ，Lentrance は，日本国，米国，およびその他の国における株式会社 ACCESS

の登録商標または商標です。 

・Adobe，Flash 及び Acrobat は，米国，およびその他の国における Adobe System Incorporated（アドビシ

ステムズ社）の登録商標または商標です。 

・その他，記載されている社名及び商品名は各社が商標または登録商標として使用している場合があり

ます。 

・記載されているシステム名，製品名等には，必ずしも商標表示（®，TM）を付記していません。 
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はじめに 

 この度は東京書籍の指導者用デジタル教科書（以下本製品）を 
ご採用いただき，誠にありがとうございます。 
 
ここでは，本製品の構成と概要についてご説明します。 
 
本製品の構成 

●指導者用デジタル教科書          ＤＶＤ－ＲＯＭ １枚 

●特別支援授業対応ＥＰＵＢ３データ  ＣＤ－ＲＯＭ  １枚 
       ※国語のみＤＶＤ－ＲＯＭになります 

 
本製品の概要 

○指導者用デジタル教科書（総ルビ分かち書き PDF 形式データを収録） 
・東京書籍が２７年度に発行する次の教科書に完全準拠します。 

「新編 新しい国語」 「新編 新しい書写」 

「新編 新しい社会」 「新編 新しい算数」 
「新編 新しい理科」 「新編 新しい家庭」 

 
・一斉指導時に，電子黒板や大型スクリーン等に教科書の見開き紙面と同等
の画面や学習課題，関連資料（さし絵・写真・映像・アニメーション・音声・問

題・正答例など）の拡大提示に使用します。 

・総ルビ分かち書きＰＤＦデータについては，教科書と同じレイアウトで，ほぼ
全ての漢字に読み仮名（ruby ルビ）を付し，文節ごとの間に空白を入れたも

の（分かち書き）で，漢字の読みが苦手あるいは文章の読み解き（文を適切に

区切って解釈）が苦手とする学習者がいる場合，予めプリント印刷して，また
はタブレット端末に入れて学習者に配布することで，学習者の負担を軽減す

ることができます。 
 
○特別支援授業対応ＥＰＵＢ３データ 

電子書籍ビューアに「Lentrance Reader」を使用することによって，教科書紙

面と同じレイアウトを再現できるほか，画面上で注目箇所を選ぶと，その部分

の文字列やさし絵などを拡大表示したり，拡大表示した範囲を音声で読み上
げることができます。 また，紙の教科書では，道具や補助装置を必要とする

学習者に対して，視覚的特性に合わせて，明るさ，文字の大きさや行間，文

字と背景の配色などを細かく設定することも可能です。 
 

EPUB3 について 

EPUB（イーパブ）は，米国の電子書籍の標準化団体の 1 つである国際電子出版フォーラ

ム (International Digital Publishing Forum，IDPF) が普及促進している，電子書籍用の標

準ファイル・フォーマット規格で，オープンソースとして全世界に公開されています。 また，

現在の 新バージョンが 3.0 であることから，EPUB3 とも呼ばれています。 
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※“Lentrance Reader”は，株式会社 ACCESS の製品です。 

ご使用の際は，端末に本製品のサポートサイトより“Lentrance Reader”をダウンロードする

必要があります。 

※このマニュアルに掲載されている，本製品の画面には，開発中のものも含まれます。  

  実際の画面と齟齬がある場合には，実画面が優先いたしますので，ご了承ください。 

１.運用方法  

「指導者用デジタル教科書」には以下の運用方法があります。 
○ ローカル端末からの直接起動 

○ ローカル配信サーバへのアクセス（学校・地域） 

ここでは，「小学校デジタル教科書 新編新しい社会３・４年下」を 
例に，それぞれの運用方法についてご説明します。 

 
運用方法と制限事項 
 
◎	 ローカル端末から直接起動する場合には，あらかじめ「指導者用デジタル教科書」を使

用する端末に，プログラムとコンテンツ一式を導入しておくことで，端末をネットワークに

接続しなくとも本製品を利用できます。（ただし，一部インターネットに接続する必要が

ある資料や教材を使用するときを除きます。） 
 

◎	 配信サーバへのアクセス運用の場合には，配信サーバと「指導者用デジタル教科書」

を使用するコンピュータとが，使用時に安定してネットワーク接続されていることが必要

です。利用端末からは Adobe Flash が動作するブラウザを介してアクセスします。 
 

◎	 総ルビ分かち書き PDF は，「指導者用デジタル教科書」の中に収録されており，章・単

元あるいは学習テーマ毎に分割されています。印刷時にはプリンターと接続する必要

があります。 

 
 
1-1. ローカル端末から直接起動する場合 
 

○事前確認と準備 

・予め，指導者用端末に，「指導者用デジタル教科書」がインストールされ

ていることを確認します。 

・インストールプログラムに従ってインストールを行った場合には，端末のス

タートメニューまたはアプリケーション一覧に，各教科・学年別のデジタル

教科書の起動用ショートカットアイコン  が表示されています。 
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○デジタル教科書を起動します 

・スタートメニューまたはアプリケーション一覧から，インストールされている

教科(○学年)の起動用ショートカットアイコン  を選ぶと，タイトル画面が

表示されます。 
 

例）「デジタル教科書 新編 新しい社会 3・4 下」のタイトル画面  

  
・タイトル画面の右側には，教科書の表紙が表示されています。 教科書が

上下巻に分かれている場合には，上下巻とも掲載されます。表紙をマウス
などで選ぶと，もくじ画面が表示されます。 

例）「デジタル教科書 新編 新しい社会 3・4 下」のもくじ画面 

 
 
・目次から，使用する単元をマウスなどで選ぶと，教科書紙面が見開きで表
示されます。 
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例）「デジタル教科書 新編 新しい社会 3・4 下」の見開き画面の例 

  
・画面の左右のいずれかに，「ツールバー」が表示されます。 

   
例）社会科のツールバー  

 ヘルプの呼び出し 

・ツールバー右上の  ボタンをマウスなどで選ぶ 

とヘルプメニューを呼び出すことが出来ます。 

・ツールバーに割り当てられた各種機能は，ヘルプ 

 から呼び出されるマニュアルをご参照ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ツールバー左上の  ボタンをマウスなどで選ぶ 

と画面全体の大きさを変えることが出来ます。 
 
 

○デジタル教科書を終了します 
・ブラウザのタブを閉じる，あるいはウィンドウを閉じると，デジタル教科書を

終了します。 
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1-2.ローカル配信サーバへのアクセス（学校・地域）の場
合 

 
○事前確認と準備 

・予め，HTTP サービスを行っているコンテンツ配信サーバに，「指導者用
デジタル教科書」がインストールされていることを確認します。 

・インストーラーに従って配信サーバにインストールを行った場合には，デ

ジタル教科書は次のようなアドレスに設定されます。 
 

例）新編 新しい社会 3.4 下 

http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/shakai/4nen/index.html 

(サーバ名)のところには，ネットワーク上のサーバのコンピュータ名が入ります。 
 

○デジタル教科書を起動します 

・指導者用端末のブラウザから，実際にコンテンツ配信サーバに設定され
ている教科(○学年)のアドレスを入力すると，当該のタイトル画面が表示さ

れます。正しいタイトル画面が表示されない場合は，学校のネットワーク管

理者にご確認ください。 
 

例）「デジタル教科書 新編 新しい社会 3・4 下」のタイトル画面 

 
 
・タイトル画面の右側には，教科書の表紙が表示されています。 教科書が
上下巻に分かれている場合には，上下巻とも掲載されます。表紙をマウス

などで選ぶと，もくじ画面が表示されます。 
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例）「デジタル教科書 新編 新しい社会 3・4 下」のもくじ画面 

  
・もくじから，使用する単元をマウスなどで選ぶと，教科書紙面が見開きで
表示されます。 

 
例）「デジタル教科書 新編 新しい社会 3・4 下」の見開き画面の例 

  
・画面の左右のいずれかに，「ツールバー」が表示されます。 
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例）社会科のツールバー  

 ヘルプの呼び出し 

・ツールバー右上の  ボタンをマウスなどで選ぶ 

とヘルプメニューを呼び出すことが出来ます。 
・ツールバーに割り当てられた各種機能は，ヘルプ 

 から呼び出されるマニュアルをご参照ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ツールバー左上の  ボタンをマウスなどで選ぶ 

と画面全体の大きさを変えることが出来ます。 
 
 

○デジタル教科書を終了します 

・ブラウザのタブを閉じる，あるいはウィンドウを閉じると，デジタル教科書を
終了します。 
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【補足】 

配信サーバには，各教科・学年のデジタル教科書は次のような 

アドレスに設定されます。 
 

新編 あたらしいこくご１ http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/kokugo/1nen/index.html 

新編 新しい国語 2 http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/kokugo/2nen/index.html 

新編 新しい国語 3 http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/kokugo/3nen/index.html 

新編 新しい国語 4 http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/kokugo/4nen/index.html 

新編 新しい国語 5 http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/kokugo/5nen/index.html 

新編 新しい国語 6 http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/kokugo/6nen/index.html 

 

新編 新しい社会 3.4 上 http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/shakai/3nen/index.html 

新編 新しい社会 3.4 下 http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/shakai/4nen/index.html 

新編 新しい社会 5 http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/shakai/5nen/index.html 

新編 新しい社会 6 http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/shakai/6nen/index.html 

 

新編 あたらしいさんすう１ http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/sansu/1nen/index.html 

新編 新しい算数 2 http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/sansu/2nen/index.html 

新編 新しい算数 3 http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/sansu/3nen/index.html 

新編 新しい算数 4 http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/sansu/4nen/index.html 

新編 新しい算数 5 http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/sansu/5nen/index.html 

新編 新しい算数 6 http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/sansu/6nen/index.html 

 

新編 新しい理科 3 http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/rika/3nen/index.html 

新編 新しい理科 4 http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/rika/4nen/index.html 

新編 新しい理科 5 http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/rika/5nen/index.html 

新編 新しい理科 6 http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/rika/6nen/index.html 

 

新編 新しい家庭 5.6 http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/katei/index.html 

 

新編 あたらしいしょしゃ１ http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/shosha/1nen/index.html 

新編 新しいしょしゃ２ http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/shosha/2nen/index.html 

新編 新しい書写３ http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/shosha/3nen/index.html 

新編 新しい書写４ http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/shosha/4nen/index.html 

新編 新しい書写５ http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/shosha/5nen/index.html 

新編 新しい書写６ http://(サーバ名)/tosho/dtext_p2/shosha/6nen/index.html 

 

 (サーバ名)の部分には，ネットワーク上のサーバのコンピュータ名が入ります。 
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ご不明の場合は学校のネットワーク管理者にご確認ください。 

2.教科書 EPUB3 データの使い方 

東京書籍の小学校デジタル教科書には，特別支援授業に配慮した，
EPUB3 形式の電子書籍データを同梱しています。 

標準的な電子書籍ビューアでも閲覧することはできますが，「電子教科書」と

して快適にご使用になる為には，端末に専用ビューアである“Lentrance 
Reader”をインストールする事をお勧めします。 
 
“Lentrance Reader”は，サポートサイトより 新版をダウンロードすることが出

来ます。 
 
“Lentrance Reader”は，標準的な EPUB 形式の電子図書も扱うことができま

すので，備えられた書だなに電子教科書のほか，参考図書や図鑑，問題集
などを一緒に並べておくことができます。 
 
その他，機能や操作などの詳細は，開発元である「株式会社 ACCEＳＳ」が

提供する手引書をご参照ください。 
手引書は本製品のサポートサイトよりダウンロードすることができます。 

 

※“Lentrance Reader”は，当初は Windows 対応版のみが提供されます。 iPad 対応版

につきまして，AppStore よりご提供させていただきます。 
 

2-1. 教科書 EPUB3 データを起動する 

 
○事前確認と準備 

・予め，使用端末に，“Lentrance Reader”がインストールされていることと，
書だなに教科書 EPUB3 データが登録されていることを確認します。 

 

・“Lentrance Reader”のプログラムに従ってインストールを行った場合には，

端末のスタートメニューまたはアプリケーション一覧に，起動用ショートカ

ットアイコンが表示されています。 

 

 
 

○Lentrance Reader を起動します 

・スタートメニューまたはアプリケーション一覧の起動用ショートカットアイコ

を選ぶと，「本だな」が表示されます。 

 
※“Lentrance Reader”の機能やデザインは，改良のため変更される場合があります。 
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Windows Vista / Windows7 では，音声再生機能を別途に組み込む必要があります。 

 
“Lentrance Reader”の本だなの例 （2017 年 3 月公開 Windows 対応版） 

  
・ツールバーの説明 

   
 

・グリッド表示      本の並びをタイル形式で表示します 

・リスト表示        本の並びをリスト形式で表示します 
・コレクション管理     本をグループ分けすることができます 

・本を登録        本だなに本を取り込みます 

・本を削除        本だなから本を削除します 
・環境設定        ソフトウェアキーボードの設定や使い方を見ます 

・ 小化         画面を 小化します 

・終了           Lentrance Reader を終了します 
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・本だなから教科書を選ぶと，紙面が見開きで表示されます。 

    
 

・ツールバーの説明 

   
 

・メニューバーを閉じる    画面からメニューバーをなくします 

・目次の表示          本のもくじを表示します 

・しおりをつける         ページにしおりをはさみます 
・画面を拡大する        表示されている画面を拡大します 

・画面を縮小する        表示されている画面を縮小します 

・元のサイズに戻す       画面の表示倍率を１００％に戻します 
・検索                 キーワード検索ができます 

・閲覧設定            Lentrance Reader を終了します 

・ 小化             画面を 小化します 
・書だなに戻る          紙面表示を終了し，本だなに戻ります 
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・気になる部分を選択すると部分拡大ウィンドウを表示します。 

 
 

・拡大ウィンドウのタスクバー説明 

  
 

・拡大               表示されている画面を拡大します 

・縮小               表示されている画面を縮小します 

・閲覧設定           学習者の視覚特性に合わせて画面を設定できます 
・再生            機械音声による読み上げを行います 

・停止               読み上げを停止します 

・終了               拡大ウィンドウを終了します 
 

・閲覧設定では，学習者の視覚的特性に合わせて，文字の書体
や行間，文字と背景の配色などの表示を変更することができま
す。 
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   ●調整できること 

    表示される文の書体 教科書体／ゴシック体／明朝体 

    文の行間         
    背景色と文字色の組み合わせ 
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2-2. Lentrance Reader の書だなに本を登録する 
 

・本だなの画面で「本の登録」  を選びます。 

 
 

・EPUB データが入っているフォルダまたはドライブから 

○○.epub を選択して（ここでは shakai_3-4_shita.epub）ダブル 

クリックまたは右下の開くボタンを押すとデータの取り込み 
を開始します。 
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・画面が明るくなれば，登録完了です。 本だなに登録した本の表紙が載

っているか，確認してください。 

 
 

 

 

2-3. Lentrance Reader の本だなから本を削除する 
 

・本だなの画面で「本の削除」  を選びます。 
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・本だなの画面が「削除選択」画面になります。 

 
 

 

 

・本だなから削除したい本を選択して，削除ボタンを押します。 
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・コレクションを設定をしている場合は，注意書きが表示されます。 

よろしければ OK を押します。 

 
 

 

・画面が明るくなれば，削除完了です。 本だなから削除した本の表紙が

無くなっていることを確認してください。 
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３．インストール（セットアップ） 
ここでは，指導者用デジタル教科書のインストール方法について説明します。 

 

3-1.ローカル端末へのインストール 
 

◆事前確認と準備 
・インストールを開始する前に，導入先の端末に十分な空き容量があること

を確かめます。 

・導入先の端末に DVD-ROM を読み取りできる光学ディスク装置が使用可
能な状態であることを確かめます。 

・導入先の端末に DVD-ROM を読み取りできる光学ディスク装置が備えら

れていない場合は，事前に装置を接続するか，別の光学ディスク装置を
備えたコンピュータなどを介して，導入先の端末から DVD−ROM の内容を

読み取れるようにします。 

※利用契約をした学校等の教育機関の施設内において，導入作業を目的とする場

合に限り，DVD-ROM の内容を他の記憶媒体(代替メディア)に一時的に複製して

導入作業を行うことを許諾します。 導入作業を終えたら代替メディアから複製部

分を削除してください。DVD-ROM およびその複製を施設外に持ち出すことは契

約違反となりますのでご注意ください。 

・インストール作業を行うには，端末の管理者権限が必要です。ゲストなど

の制限ユーザはインストール作業を正しく実行できません。端末に関する
権限を確認し，不明な場合は，施設の管理者にご確認ください。 

 

◆インストール作業 
・事前の準備が整ったら，管理者権限で端末にログインします。 

光学ディスク装置に「デジタル教科書」DVD-ROM をセットします。 

（または代替メディアを接続します。） 
 

・「デジタル教科書」DVD-ROM を開き，セットアップ用プログラムを実行 

します。 
・既定のインストール先は次のようになります。 

  C:\Program Files\tosho\dtext_p2\教科\学年\ 
 

・ダイアログに従い，セットアップ用プログラムを進めると，Windows 
プログラムのメニューに起動用のショートカットが登録されます。 
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3-2.配信サーバへのインストール 
・インストール用システムは DVD-ROM に収録して提供します。インストール

先の機器ネットワーク環境によっては，接続可能なデバイスにインストール

用システムをコピーしてから，インストールを実行する必要がある場合があり
ます。 

※利用契約をした学校等の教育機関の施設内において，導入作業を目的とする場

合に限り，DVD-ROM の内容を他の記憶媒体(代替メディア)に一時的に複製して

導入作業を行うことを許諾します。 

・インストール用システムのプログラムは，Microsoft Windows Operating 

System （以下，Windows と略）および標準搭載の Intenet Information 
Service(以下，IIS と略)に対応したものです。それ以外の組み合わせを使用

した配信サーバを使用する場合には次の制限事項があります。 

 
〔 Windows + IIS 以外の場合の制限事項〕 

・インストールは手動になります。 

 

 

 

◎標準のインストール手順〔 Windows + IIS 〕 

 
◆事前確認と準備 

・Windows Server に，IIS の Web サービスが導入されていて，HTTP 配信が

可能な状態であることを確認してください。 
・Windows Server に，IIS の Web サービスが導入されていない場合は，ネット

ワーク管理者の承認のもとで IIS と Web サービスを導入した後，クライアント

端末から Web ブラウザを使って HTTP アクセスが可能な状態であることを確
認してください。 

・インストール先の Windows Server に接続可能な DVD-ROM 読み取りドライ

ブがあるかを確認してください。 
・DVD-ROM ドライブがない場合には，予め，DVD-ROM の内容をすべて，

Windows Server に接続可能な記録装置に, 教科学年毎に任意のフォルダ

を作成してコピーしておきます。 
 

◆インストール作業 

・「デジタル教科書」DVD-ROM をセットします。 
 DVD-ROM ドライブを開き, 「サーバ用セットアップ」の中の 

setup.exe を選んで起動実行します。 
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DVD-ROM の内容（「新編 新しい理科３」の場合） 

   
 
次のようなダイアログが表示される場合があります。 

 
[はい(Y)]を選んで，インストール作業を続けます。 

 

・「デジタル教科書 新編 新しい理科３年（サーバ版）セットアップへようこそ」

というダイアログが表示されるので，[次へ(N)>]を選びます。 
・インストール先の確認を伴う案内のダイアログが表示されます。インストール

先のドライブを変更する場合は，[参照]を選び，ドライブを示す文字（ドライ

ブレター）だけを変更してください。 
・インストールを実行するため[次へ(N)>] を選びます。 

 

 
 

・セットアップのタイプを選択するダイアログが表示されます。 デジタル教科

書はデータ容量が大きく，通常インストールを選択した場合，環境によって
はインストールに相当の時間がかかることが予想されます。 少しでも速くイ

ンストールする為に「高速インストール」用のツールもご用意しています。 
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・高速インストールツールには「FastCopy」を用いています。 

コピー元(Source)とコピー先（DestDir）を確かめた上で，しばらく 

お待ちください。インストールは自動で開始します。 

 

 
FastCopy について（Free Soft） 
Copyright 2004-2012 SHIROUZU Hiroaki All rights reserved. 

 
ソースコード形式であれバイナリ形式であれ，変更の有無に関わらず，以下の条件を満た
す限りにおいて，再配布および使用を許可します: 
 
1. ソースコード形式で再配布する場合，上記著作権表示，本条件書，および下記免責表

示を必ず含めてください。 
 
2. バイナリ形式で再配布する場合，上記著作権表示，本条件書，および下記免責表示を，

配布物とともに提供される文書及び他の資料に必ず含めてください。 
 
SHIROUZU Hiroaki および貢献者は，本ソフトウェアの使用/利用によるいかなる損失に
対しても，責任を負いません。 
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・インストールが終わると完了を示すダイアログを表示します。 

[完了(F)]を選んでインストールのダイアログを閉じます。 

・既定のインストール先 
IIS の Web 配信の標準コンテンツフォルダの配下 

  C:\inetpub\wwwroot\tosho\dtext_p2\教科\学年\ 
以下，その中にコンテンツがコピーされます。 
 

配信時のクライアントからアクセスするべき URL は 

   http://サーバ名/tosho/dtext_p2/教科/(学年)/index.html 

 
◆インストール後の設定確認 
タイトルが表示されたら，メニューバーから[お気に入り]→[お気に入りへの

追加]を選びます。 

※上記のインストールをしてもクライアントから正しく配信できない場合，配
信サーバの Windows ファイアウオールの設定，配信可能な MIME-type

の設定をご確認ください。 

 

◎標準以外へのインストール手順〔 Windows + IIS 以外 〕 
 

◆インストール作業 

・インストール先のコンピュータに，DVD-ROM 読み取りドライブまたは
DVD-ROM の内容をコピーした記録装置を接続します。 

・提供メディアの中に，コンテンツ一式を収録したフォルダ “DATA” があり

ます。 
・インストール先は，任意の親フォルダとして，その中に  

 \tosho\dtext_p2\教科\学年\     を作成します。 
  当該メディアの“DATA”フォルダ内にあるファイル・フォルダなどのコンテン

ツ一式をコピーします。 
     クライアントからアクセスするべき path は 

/任意のフォルダ/tosho/dtext_p2/教科/(学年)/index.html 

     となります。 

 
◆インストール後の設定確認 

・上記のインストールをしてもクライアントから正しく配信できなかった場合，

配信可能な MIME-type の設定をご確認ください。 
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3-3.アンインストール 
 

コントロールパネルの「プログラムと機能」より「プログラムのアンインストール

または変更」を選びます。 
 

一覧表から書目を探します。 

 
・例えば，次のように登録されています。 
 

 
 

・削除したい対象を選びます。 
 

 
 
・アンインストールを選びます。 
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４.コンテンツの更新 

デジタル教科書の内容は，元になっている教科書の改訂に合わせて改訂する

ことがあります。 改訂の理由は，客観的事実の変更（地名変更，地域の統合や

分離などに伴う境界の変更，世界遺産などの登録や削除，著作者の生没や所属

の変更，記載している語句の定義の変更，新事実の発見による定説の変更，行

政機構や社会制度の変更，統計データの更新，重大な自然現象や災害の発生

など）や，教育的表現の改良・改善などです。 

また，デジタルコンテンツ固有の不具合修正，OS やネットワークなど動作環境

の変更への対応などのために，プログラムの変更を行う場合があります。 

 

 弊社では，お客様のお手間を軽減させるため，サポートサイトにて「コンテンツ

データ更新プログラム」のご提供をさせていただきます。  

本プログラムは，インターネットを介して，デジタル教科書・デジタル掛図の専用

サポートサイトのコンテンツ更新確認用プログラムと交信します。 

 

更新プログラムを起動すると，次のような画面が表示されます。 

 
[冊   名]: 教科名＋学年名 

[バージョン]：弊社で用いている番号です。 

[ 終更新日]：年‐月‐日：xxxx－xx－xx です。 

[更新の有・無][サイズ][ファイル数]はインターネット経由で更新情報 

にアクセスしてから表示されます。更新がない場合は空欄になります。 

 

詳しい操作方法につきましては，サポートサイトをご覧ください。 



 26 

５.サポートサイト 

「デジタル教科書」「デジタル掛図」「学習者用デジタル教材」の総合サポートサイ
トを開設しています。 

 

 http://dtext.tokyo-shoseki.co.jp/ 
 

コンテンツの更新に関するサービスも，このサイトにてご案内させていただきます。 
 

製品に添付のヘルプでは説明しきれなかった情報を掲載する予定です。また，

本サイトで扱う教材をつかう際のヒントや，実際にお使いになった教育現場の実践
事例などもご紹介する予定です。 

 

教科書 EPUB データの専用ビューア 
“Lentrance Reader”の 新版や説明書も，このサイトよりダウンロードすることが出

来ます。 

iPad 対応の“Lentrance Reader”は，Apple が運営する App Store から提供されま
す。 
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参考 小学校デジタル教科書の技術情報 
  

指導者用デジタル教科書 

・開発環境 Adobe Flash 11 

・対応OS : Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit / 64bit) 

・動作環境 スタンドアロン実行 Windows版 Flash Projector 

HTTP配信 Internet Explore 8以上 + Adobe Flash Player 

・プラットフォーム：共通フレーム（東京書籍仕様） 

My教科書エディタ機能 

付録 総ルビ分かち書き教科書PDFデータ 

付録 特別支援授業対応教科書EPUB3データ 

PUBLUS Reader for Education 仕様 

  画像形式 SVG   

 音声再生 朗読 Wav, 自動音声 SSML 1.0 

・開発環境 EPUB3 (InDesign CC),  

・対応OS :   Windows 8 / 8.1 / 10（制限なし） Windows Vista / 7 (制限あり)※ 

  iPad : iOS 10 以上  

※ テキスト読み上げ機能は，Windows 8 以降には標準実装されていますが，Windows 7

以前ではオプションの拡張機能です。読み上げ機能を実現するためには，米国

Microsoft Corporation が無償で提供している拡張機能を入手して端末に導入する必要

があります。 

   Windows Vista / Windows 7 をお使いの場合には，次の３種類のプログラムを提供元か

ら直接入手してインストールしてください。 

●Microsoft Speech Platform SDK 

入手先 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27226 

[ Download ]を押下後に，  

x86_MicrosoftSpeechPlatformSDK\MicrosoftSpeechPlatformSDK.msi 

を選択して，システムにインストールしてください。 

●Speech Platform Runtime 

入手先 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27225 

[ Download ]を押下後に，  

x86_SpeechPlatformRuntime\SpeechPlatformRuntime.msi 

を選択して，システムにインストールしてください。 

●言語パック （日本語のみの場合） 

入手先 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27224 

[ Download ]を押下後に， 

MSSpeech_TTS_ja-JP_Haruka.msi （日本語対応） 

を選択して，システムにインストールしてください。 

 

なお，既にインストール済みの場合は不要になります。  
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ユーザ登録のお願い 

この度は，弊社商品をご購入いただきまして，誠にありがとうございます。 

弊社では，製品をご購入いただいたお客様に，ユーザ登録をお願いしていま

す。 

以下の URL にアクセスしていただき，必要事項を入力の上，ユーザ登録をお

願いいたします。既にご登録いただいている場合は，その際設定していただいた

ユーザ ID とパスワードで商品の追加登録を行うことができます。 

 

●ユーザ登録サイト URL 

https://softreg.tokyo-shoseki.co.jp/regist/login.php 
 

商品の改訂やバージョンアップ情報などのご案内につきましては，ユーザ登録

時にいただいた電子メールアドレス宛にお送りさせていただきます。 

 

【ご注意】 
・本製品のご使用前に，使用許諾契約にご同意いただく必要があります。使用

許諾契約書は，ご登録いただいた商品ごとに表示してご確認いただけます。 

 

・電子メールアドレスを入力せずに登録していただく方法もございますが，今後

のご案内ができなくなりますので，電子メールアドレスのご登録をお願いいたし

ます。 

 

お客様情報メモ欄 
ご登録いただいたユーザ ID とパスワードをご記入の上，保管をお願いいたし

ます。 

 

ユーザ ID（8～12 桁の英数字） 

            

  パスワード（8～12 桁の英数字） ※大文字小文字を区別します。 

            

 
 



 29 

配信に必要な MIME の種類  (標準設定外) 

拡張子 MIME の種類 説明 

.mp4 video/mp4 映像ファイル *1 

.flv video/x-flv 映像ファイル *2 

.f4v video/x-f4v 映像ファイル *2 

.json application/json 基本データ *3 

.mqo application/octet-stream アプリ固有 *4 

.tsv application/octet-stream アプリ固有 *5 

.sheet application/octet-stream アプリ固有 *6 

＊1 : デジタル教科書・デジタル掛図・学習者用デジタル教材全般 

＊2 : FLASH 形式デジタル教材全般 

＊3 : HTML5 形式デジタル教材(中学校英語デジタル教科書) 

＊4 : 拡張コンテンツの一部 (小学校算数デジタル教科書) 

＊5 : 拡張コンテンツの一部 (中学校数学デジタル教科書) 

＊6 : 拡張コンテンツの一部 (中学校技術家庭デジタル教科書) 

 
 配信サービス（Web サービス）には，配信の対象とするファイルの種類を登録す

る必要があります。インターネットで従来より広く利用されているファイルの種類は

予め登録されていますが，比較的近年に利用されるようになった形式のファイル

や，特定のコンテンツで使用している汎用性の低い形式のファイルについては，

配信サーバの管理者が登録する必要があります。 

MIME の種類を追加するには (IIS7の場合) 

1. IIS マネージャを開き，管理するレベルに移動します。  

2. [機能ビュー] で，[MIME の種類] をダブルクリックします。 

3. [操作] ウィンドウで，[追加] をクリックします。 

4. [MIME の種類の追加] ダイアログ ボックスの [ファイル名の拡張子] ボッ

クスにファイル名の拡張子を入力します。 たとえば，「.mp4」と入力します。 

5. [MIME の 種 類 ] ボックスに MIME の種類を入力します。 たとえば，

「video/mp4」と入力します。 

6. [OK] をクリックします。 

必要に応じて操作の 3-6 を繰り返します。 


