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Apple社は2010年4月にタブレット型のコンピュータiPadを発売した。
日本で iPad が紹介されたときに、その大きな機能として電子書籍が紹介さ
れた。本をめくるような操作とそれに追従するページがめくれる動き、可変
する文字の大きさ、美しいカラーなどが魅力たっぷりに紹介され一気に電子
書籍に注目が集まった。

そして、これにつられて iPad を買って、結果失望した人もいるのではな
いか。なぜなら日本語で読める電子書籍がほとんど売られていないからだ。
それを知って iPad を買うのをやめたという人もいるだろう。その後 2010
年 12 月にシャープとソニーが電子書籍端末を発売、日本の本の電子書籍ス
トアもスタートした。しかしまだまだ点数が少ない。インターネットで、た
とえばソニーの Reader Store と、紙の書籍を扱う Amazon の検索欄に、
今自分が読んでいる本のタイトルを入れてみればすぐわかる。Amazon では
販売されていても Reader Store では「見つからない」本がまだまだ多い。

本書は、電子書籍業界が発展するのを期待しつつも、売っていないなら電
子書籍を自分でつくってしまおうという本だ。つまり、持っている蔵書や買っ
てきた本を電子書籍にして iPad などで気軽に読めるようにしようというこ
とで、これを「自炊」という。ネットの世界で使われ出した言葉だが、言い
得て妙である。

ところで、自炊により電子書籍化する意義には、

（1） 自炊した本は処分するため、本を置くスペースがどんどん空く
（2） 数百冊の本を持ち運べる
（3） 文字を拡大して読むことができる
（4） 古い本が傷む前に電子書籍化して救える

などがあげられる。部屋のスペースを圧迫している蔵書が片付き、それらを
手軽に持ち運ぶことができる。それだけでも魅力的なことではないだろうか。

自炊はけっして難しいものではない。本書は、自炊にはじめて取り組む人、
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取り組もうと考えている人向けにわかりやすく自炊の方法を説明している。
パソコンに慣れていない人でも本書を参考にして、気軽に自炊に取り組んで
もらえればうれしいかぎりである。

電子書籍が並んだ本棚（iPad の Smooth Reader 画面）
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1
1.1 自炊とは

「自炊」。この言葉の発祥は日本最大のインターネット上の掲示板「2 ちゃ
んねる」らしい。iPad やパソコンなどで読むために、自分で蔵書の漫画や雑
誌など書物を電子化することを言う。もし米国のように電子化された書籍が
多数市販されているなら、それを買ってくればよい。食事にたとえれば、店
で売っている弁当を買ってくるのと同じだ。でも、売っているものがないな
ら、自分で作ってしまおうというのが「自炊」というわけだ。本書では、自
炊をするために必要な道具や自炊する方法を具体的に説明する。自炊した電
子書籍を読む端末としては iPad を対象として説明するが、自炊してでき上
がったファイルは汎用性が高く、パソコンや多くの電子書籍専用端末で読む
ことができる。

自分の本を電子書籍で読む

図 1.1　iPad
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1.2 ドキュメント・スキャナー

本のページをデジタルカメラで写真に撮ってしまえば、その写真をコン
ピュータの画面で見ることができる。これは立派な電子化だ。しかし、何百
ページもある本の 1 ページ 1 ページの写真を撮るのは大変だ。これをもっ
と効率的に行える機械がある。「スキャナー」というものだ。スキャナーにも
いくつかのタイプがあるが、自炊に適したものは「ドキュメント・スキャナー」
と呼ばれるもので、自動紙送り（オートシートフィーダー）機能がついた機
種だ。コピー機やファクシミリのように紙の束を置くだけで、自動的に 1 枚
1 枚読み取って電子化する機能を持っている。

最近のドキュメント・スキャナーは、両面を一度に読み取り、スピードも
速く、実用的になっている。

図 1.2　ScanSnap S1500
（写真：株式会社 PFU）
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1.3 PDF

スキャナーで本を読み取るとデジタルカメラでよく使われる JPEG（ジェ
イペグ）か PDF（ピーディーエフ）というファイル形式で保存することがで
きる。自炊ではおもに後者の PDF という形式を使う。PDF は利便性が高く、
iPad をはじめとする端末で動作する電子書籍を読むための道具（アプリケー
ション・ソフトウェア）の多くが PDF 形式の書籍を表示する機能を持つか
らだ。

PDF は、書類などを印刷したのと同じような形で電子的に保存することを
目的として Adobe（アドビ）という会社が作ったデータの形式のことをいう。
Adobe 社は、PDF 形式の電子書類をパソコンで表示させるための Adobe 
Reader と呼ぶアプリケーション・ソフトウェアを無償で配布した。このた
め、PDF はパソコンやインターネットの世界ではごく一般的に使われるよう
になった。いまでは PDF 形式はパソコンのみならず、iPad や多くの電子書
籍端末、スマートフォンなどで表示することができる。
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1.4 著作権法上の根拠と問題

やや固い話になるが、自炊は法的に問題ないのかについて議論しておこう。
自炊のため本をスキャナーで読み取ることは、コピーすることと同じで「複
製」にあたる。著作権法第三十条では、自分に著作権がなくても私的使用の
ための複製は許可されている。

（私的使用のための複製）
第三十条 著作権の目的となつている著作物（以下この款において単に「著
作物」という。）は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範
囲内において使用すること（以下「私的使用」という。）を目的とすると
きは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

（著作権法やこの条文全体を確認される場合は（社）著作権情報センター
の web サイト http://www.cric.or.jp/ を参照するとよい）

ここで重要なことは「その使用する者が複製する」ことが条件ということ
だ。「その使用する者」以外の者が複製してはいけない。したがって、自分で
スキャンする「自炊」は OK だが、スキャンを業者などの第三者に委託する
と著作権法違反になる。最近出版社も、書籍に第三者が複製（電子的な複製
を含む）を禁止する旨の注記書きを書くようになってきている。注意書きが
なくても著作権法の定めがあるのでそれに従って正しく自炊することが重要
だ。なお、著作権がすでに切れている場合はこの限りではないので業者に頼
んでも構わない。さらに、細かいことを言うと一冊の本でも「夏目漱石」の
作品は著作権が切れているが、もし最近の人が書いた解説がついている場合、
その部分は著作権が切れていない。本文中の写真や挿絵なども著作権者が別
の場合が多い。また、表紙やカバーは、一般的に、デザイナーやイラストレー
ター、写真家、出版社などが著作権を所有している。

私的使用のための複製についてもう 1 つ。スキャンした PDF ファイルを
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」を越える人に売っ
たり、あげたりしてはいけない。この点もよく理解しておく必要がある。



・・・     この続きは、製品版でお楽しみください。

購入ご案内
 iPad 用 PDF リーダアプリ「Smooth Reader」をご利用の方は、
以下のボタンをタップすると購入手続きに進みます。

その他の電子書籍や、全国書店でお買い求めになれる紙書籍に関する

情報は、当社ウェブページをご覧ください。

→ http://www.personal-media.co.jp/book/

http://www.personal-media.co.jp/smoothreader/purchase/PMCBook271Jisui
http://www.personal-media.co.jp/book/
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を基に加筆修正を行い、新たに構成し直したものです。

　「Smooth Reader」 webサイト
　http://www.personal-media.co.jp/smoothreader/



はじめて「自炊」に取り組む人のためのガイドブック

・裁断機を上手に使う
・自炊御用達スキャナー ScanSnap S1500 の設定方法
・本のタイプ別、裁断のコツ
・iPad用高速PDFリーダー「Smooth Reader」の活用法


	表紙
	はじめに
	目次
	自分の本を電子書籍で読む
	自炊とは
	ドキュメント・スキャナー
	PDF
	著作権法上の根拠と問題

	自炊の準備と流れ
	自炊の覚悟
	自炊作業の流れ
	準備するもの

	自炊の方法
	本の裁断
	本を裁断する前に
	本の裁断

	スキャナーの設定をする
	本をスキャン
	本文のスキャン
	スキャンが途中で止まったり、紙が皺くちゃになった場合の対処
	スキャンの確認とPDFの編集
	カバーをスキャン
	カバーの表紙を挿入
	口絵やカラーページなどをスキャンして挿入する


	自炊のプロになる
	裁断機の取り扱い
	本のタイプ別処理方法
	無線綴じの本
	平綴じの本
	中綴じの本
	上製本(丸背)の本
	上製本(角背)の本
	A4より幅のある本
	和綴じの本
	見開きの写真が多い本
	本棚に長くしまわれていた古い本
	折り込みページ、挟み込み冊子

	バックアップとスキャナーの手入れ
	バックアップ
	スキャナーの手入れ


	電子書籍を読む
	iPadの電子書籍リーダー・アプリケーションを購入する
	Smooth Readerに自炊した電子書籍を登録する
	Smooth Readerで読む
	電子書籍をいろいろな場所で読む
	さいごに

	付録 自炊ワークブック
	付録の使い方




