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　2010 年は電子書籍元年と言われ、iPad・kindle などに代表される

電子ブックリーダーの登場により書籍の電子化に注目が集まっている。

従来の紙の本では、印刷された活字を読んだり写真などを見ることし

かできなかったが、電子化することによって動画や音声などを用いた

メディアとして多様な表現も可能となった。一方で、紙の本は古くから

使われている優れたメディアであり、本自体の重さや紙の手触りや、

ページをめくる感覚を楽しみながら読書をする人も多い。

　そこで私たちは、従来の紙の本の特徴を活かしつつ電子が持つこと

ができる大量の情報と多様な情報形態を取り入れた新しい書籍の仕組

みを考案したいと考えた。

　本プロジェクトでは、紙の本の良さと電子書籍の良さを兼ね備えた、多くの人

に楽しんでもらえるようなハイブリッドブックの仕組みを提案する。今回書籍の題

材としては、私たちが高等学校で学んだ源氏物語を題材とした。これは、世界観

や物語の背景を理解するのが難しい古典文学であること、専修大学が源氏物語の

貴重な資料を多く所蔵していることから題材として適していると考えたためである。
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電子書籍についての統計

便利な電子書籍を使わないのはもったいない！

紙の書籍の良さを生かしつつ電子書籍の良さを兼ね備えることはできないのか？
 

具体案

　今回、本プロジェクトでは、源氏物語の 54 帖のうちの 1 帖を利用してハイブリットブックの仕組みを提案する。

紙の本の良さと電子書籍の良さを生かして紙の書籍だけでは理解しづらかった源氏物語を、分かりやすくするこ

とを目的にしている。

　ハイブリットブックのための技術として AR（拡張現実）を用いる。AR マーカーが印刷されたシールを紙の本

に貼り、それをスマートフォンによって読み込むことで、紙の本だけではイメージしにくかった人物や当時使用

されていた道具などをイメージしやすくする。これにより、電子の多様な情報形態による大量の情報をユーザー

が直接得ることが可能になる。また、源氏物語に関する情報を収録したデータベースも作成する。AR シールを読

み込むことでデータベースを直接閲覧することが可能となるアプリケーションを制作する。

私たちは、今までの紙の本だけでは理解することが難しかった源氏物語を、
本プロジェクトが提案するハイブリットブックを利用することによって、
楽しくまた分かりやすく理解することが可能になると考えている。
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なるほど！

わかりやすい！

楽しく理解できる！ハイブリッドブックを使うと分からない人でも

　日本では、独自の進化をしている携帯が広く使われているが、近

年スマートフォンが普及し始めている。今回のプロジェクトで使用

するハードには手軽に使用できることが第一と考え、スマートフォ

ンを選択した。

　AR とは、コンピュータを用いて私たちが普段見ることのない情報

を見ることができようにする技術、またはその付加情報が加えられ

た環境そのものである。これによって私たちは肉眼では見えないも

のを見ることができたり、コンピュータから与えられる補完情報に

よって、より便利で快適な生活を送ることができる。

　AR マーカーは、Web カメラやスマートフォンのカメラを用いて

認識することにより、3DCG などを現実環境に合成表示することが

できる二次元バーコードである。

AR（Augmented Reality　拡張現実）とは？

スマートフォンを利用
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国内スマートフォン市場推移
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確実に増加している！
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成果物

　源氏物語自体はすでに原作者の著作権はなくなっていますが、参考にする資料などについての著作権の問

題や製作物の権利については確認しながら行います。

　今後の活動については文学部の先生にも協力を仰ぐつもりです。

源氏物語の取り扱い

　源氏物語をより分かりやすく理解してもらうため

に、スマートフォンから源氏物語に関するデータ

ベースを直接利用することのできるアプリケーショ

ンを開発する。

　アプリケーションには、以下のような多くの情報

が含まれている。

成果物②　「データベース」

紫の上

　AR シールを使用することで、3CDCG で源氏物語

を楽しめることができる。

成果物①　「ARシール」
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　ユーザーが様々な使用方法を選択できる AR シールを、1 帖ごとの情報をまとめたシート形式とカテゴリご

との情報をまとめた単語帳形式の 2 つで作成する。
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今回、プロジェクトで制作するアプリケーションなどで使用する写真資料の著作権は専修大学に帰属します。

( 詳細 )

源氏物語・訳文は専修大学文学部・斎藤達哉准教授にご協力をお願いし、了承をいただけました。

源氏物語 ・原文は渋谷栄一著 (C) 高千穂大学経営学部教授 Wed サイト上に記載されている情報の条件に従っ

て使用します。

(http://www.sainet .or . jp/~eshibuya/index.html)

本プロジェクトで使用する資料はすべて授業の一環として使用するものであり、資料の外部への販売・提供

は、いっさいいたしません。

源氏物語の取り扱い

現在の達成状況と今後の活動の見直し

年間スケジュール・マイルストーン

●調査
　・出版社と書店の現状

　・電子書籍や電子書籍端末

　・本と電子書籍に対するアンケート

　・AR、QR、RFID などの利用できそうな技術

　・iPhone や Android のアプリ開発方法

　・古典（源氏物語）に関する情報と資料

●文学部の先生方に対してのインタビュー
　・電子書籍と紙の書籍に関して

　・源氏物語を題材とすることに対して

　・参考になる資料について

●外部展示会での調査
　・国際電子出版 EXPO

　・東京国際ブックフェア

　・ライセンシングジャパン

●AR試作品作成
●大学所有資料の確認
　・原文の写本・画帳・相関図・絵巻など

●様々な情報を持った ARシールを作成
　→ARで視覚化することによってわかりやすく

なる情報を AR化する。

●ARシールを使用するのに適した本の作
成
●スマートフォンアプリの作成
　→単体としても使え、本と連動させることでさ

らにわかりやすくなるデータベースの作成と、

ARを見るためのアプリの作成。

●専大ベンチャ－ビジネスコンテストへの
参加
　→他の文学にも応用できる仕組みや、販売方法

のビジネスモデルを考えて評価を受ける。

●プロトタイプの作成
　→源氏物語の内の 1帖を題材として、スマー

トフォンや ARを活用した新しい本の仕組みを作

成する。
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てきて視覚で楽しむことができる！

人物ビジュアル

ユーザーに合わせて自分の好

きな所に貼ることができます。

参考書

今回、プロジェクトで制作するアプリケーションなどで使用する写真資料の著作権は専修大学に帰属します。

( 詳細 )

源氏物語・訳文は専修大学文学部・斎藤達哉准教授にご協力をお願いし、了承をいただけました。

源氏物語 ・原文は渋谷栄一著 (C) 高千穂大学経営学部教授 Wed サイト上に記載されている情報の条件に従っ

て使用します。

(http://www.sainet .or . jp/~eshibuya/index.html)

本プロジェクトで使用する資料はすべて授業の一環として使用するものであり、資料の外部への販売・提供

は、いっさいいたしません。

源氏物語の取り扱い

現在の達成状況と今後の活動の見直し

年間スケジュール・マイルストーン

●調査
　・出版社と書店の現状

　・電子書籍や電子書籍端末

　・本と電子書籍に対するアンケート

　・AR、QR、RFID などの利用できそうな技術

　・iPhone や Android のアプリ開発方法

　・古典（源氏物語）に関する情報と資料

●文学部の先生方に対してのインタビュー
　・電子書籍と紙の書籍に関して

　・源氏物語を題材とすることに対して

　・参考になる資料について

●外部展示会での調査
　・国際電子出版 EXPO

　・東京国際ブックフェア

　・ライセンシングジャパン

●AR試作品作成
●大学所有資料の確認
　・原文の写本・画帳・相関図・絵巻など

●様々な情報を持った ARシールを作成
　→ARで視覚化することによってわかりやすく

なる情報を AR化する。

●ARシールを使用するのに適した本の作
成
●スマートフォンアプリの作成
　→単体としても使え、本と連動させることでさ

らにわかりやすくなるデータベースの作成と、

ARを見るためのアプリの作成。

●専大ベンチャ－ビジネスコンテストへの
参加
　→他の文学にも応用できる仕組みや、販売方法

のビジネスモデルを考えて評価を受ける。

●プロトタイプの作成
　→源氏物語の内の 1帖を題材として、スマー

トフォンや ARを活用した新しい本の仕組みを作

成する。
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　2010 年は電子書籍元年と言われ、iPad・kindle などに代表される

電子ブックリーダーの登場により書籍の電子化に注目が集まっている。

従来の紙の本では、印刷された活字を読んだり写真などを見ることし

かできなかったが、電子化することによって動画や音声などを用いた

メディアとして多様な表現も可能となった。一方で、紙の本は古くから

使われている優れたメディアであり、本自体の重さや紙の手触りや、

ページをめくる感覚を楽しみながら読書をする人も多い。

　そこで私たちは、従来の紙の本の特徴を活かしつつ電子が持つこと

ができる大量の情報と多様な情報形態を取り入れた新しい書籍の仕組

みを考案したいと考えた。

　本プロジェクトでは、紙の本の良さと電子書籍の良さを兼ね備えた、多くの人

に楽しんでもらえるようなハイブリッドブックの仕組みを提案する。今回書籍の題

材としては、私たちが高等学校で学んだ源氏物語を題材とした。これは、世界観

や物語の背景を理解するのが難しい古典文学であること、専修大学が源氏物語の

貴重な資料を多く所蔵していることから題材として適していると考えたためである。
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デジタルデータより紙の書籍がよい

紙の書籍の方が好きという人が多い！

電子書籍サービスを利用したいと思わない理由は？

出典：ニコニコ動画

出典：Kindle™ -  Official  S ite Amazon.com 出典：アップル　iPad

KindleWi-Fi と iPad2

電子書籍についての統計

便利な電子書籍を使わないのはもったいない！

紙の書籍の良さを生かしつつ電子書籍の良さを兼ね備えることはできないのか？
 

具体案

　今回、本プロジェクトでは、源氏物語の 54 帖のうちの 1 帖を利用してハイブリットブックの仕組みを提案する。

紙の本の良さと電子書籍の良さを生かして紙の書籍だけでは理解しづらかった源氏物語を、分かりやすくするこ

とを目的にしている。

　ハイブリットブックのための技術として AR（拡張現実）を用いる。AR マーカーが印刷されたシールを紙の本

に貼り、それをスマートフォンによって読み込むことで、紙の本だけではイメージしにくかった人物や当時使用

されていた道具などをイメージしやすくする。これにより、電子の多様な情報形態による大量の情報をユーザー

が直接得ることが可能になる。また、源氏物語に関する情報を収録したデータベースも作成する。AR シールを読

み込むことでデータベースを直接閲覧することが可能となるアプリケーションを制作する。

私たちは、今までの紙の本だけでは理解することが難しかった源氏物語を、
本プロジェクトが提案するハイブリットブックを利用することによって、
楽しくまた分かりやすく理解することが可能になると考えている。

ハイブ
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源氏物語って？

読みにくい！

？

？ ？

紫の上

！

なるほど！

わかりやすい！

楽しく理解できる！ハイブリッドブックを使うと分からない人でも

　日本では、独自の進化をしている携帯が広く使われているが、近

年スマートフォンが普及し始めている。今回のプロジェクトで使用

するハードには手軽に使用できることが第一と考え、スマートフォ

ンを選択した。

　AR とは、コンピュータを用いて私たちが普段見ることのない情報

を見ることができようにする技術、またはその付加情報が加えられ

た環境そのものである。これによって私たちは肉眼では見えないも

のを見ることができたり、コンピュータから与えられる補完情報に

よって、より便利で快適な生活を送ることができる。

　AR マーカーは、Web カメラやスマートフォンのカメラを用いて

認識することにより、3DCG などを現実環境に合成表示することが

できる二次元バーコードである。

AR（Augmented Reality　拡張現実）とは？
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よって、より便利で快適な生活を送ることができる。

　AR マーカーは、Web カメラやスマートフォンのカメラを用いて

認識することにより、3DCG などを現実環境に合成表示することが

できる二次元バーコードである。

AR（Augmented Reality　拡張現実）とは？

スマートフォンを利用
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確実に増加している！
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　源氏物語自体はすでに原作者の著作権はなくなっていますが、参考にする資料などについての著作権の問

題や製作物の権利については確認しながら行います。

　今後の活動については文学部の先生にも協力を仰ぐつもりです。

源氏物語の取り扱い

　源氏物語をより分かりやすく理解してもらうため

に、スマートフォンから源氏物語に関するデータ

ベースを直接利用することのできるアプリケーショ

ンを開発する。

　アプリケーションには、以下のような多くの情報

が含まれている。

成果物②　「データベース」

紫の上

　AR シールを使用することで、3CDCG で源氏物語

を楽しめることができる。

成果物①　「ARシール」
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てきて視覚で楽しむことができる！

人物ビジュアル

ARシールと合わせてより詳しく理

解できる！

人物の詳細説明

　ユーザーが様々な使用方法を選択できる AR シールを、1 帖ごとの情報をまとめたシート形式とカテゴリご

との情報をまとめた単語帳形式の 2 つで作成する。

単語帳形式

紫の上

持ち運び自由でわかりやすい

シート形式

自由に貼りはがしができる

桐
壷

参考書

ユーザーに合わせて自分の好きな所に

貼ることができます。

源氏物語をより分かりやすく理解してもらうため

に、スマートフォンから直接利用することのできる

アプリケーションを開発する。

アプリケーションには、以下のような多くの情報が

含まれている。
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ユーザーが様々な使用方法を選択できる AR シールを、1 帖ごとの情報をまとめたシート形式

とカテゴリごとの情報をまとめた単語帳形式の 2 つで作成する。
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AR シールを使用することで、よりわかりやすく、
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成果物①　「ARシール」

桐
壷

シート形式

人物シリーズ

和歌シリーズ

など

・桐壷

・帚木

・空蝉    

                   など

人物ビジュアル

登場する道具

風景

AR シールで見られるもの

相関図     人物の詳細説明       絵巻        和歌

作品中に登場する場所の写真

原文と現代語訳

データベースに載せる情報

単語帳形式
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てきて視覚で楽しむことができる！

人物ビジュアル

ユーザーに合わせて自分の好
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今回、プロジェクトで制作するアプリケーションなどで使用する写真資料の著作権は専修大学に帰属します。

( 詳細 )

源氏物語・訳文は専修大学文学部・斎藤達哉准教授にご協力をお願いし、了承をいただけました。

源氏物語 ・原文は渋谷栄一著 (C) 高千穂大学経営学部教授 Wed サイト上に記載されている情報の条件に従っ

て使用します。

(http://www.sainet .or . jp/~eshibuya/index.html)

本プロジェクトで使用する資料はすべて授業の一環として使用するものであり、資料の外部への販売・提供

は、いっさいいたしません。

源氏物語の取り扱い

現在の達成状況と今後の活動の見直し

年間スケジュール・マイルストーン

●調査
　・出版社と書店の現状

　・電子書籍や電子書籍端末

　・本と電子書籍に対するアンケート

　・AR、QR、RFID などの利用できそうな技術

　・iPhone や Android のアプリ開発方法

　・古典（源氏物語）に関する情報と資料

●文学部の先生方に対してのインタビュー
　・電子書籍と紙の書籍に関して

　・源氏物語を題材とすることに対して

　・参考になる資料について

●外部展示会での調査
　・国際電子出版 EXPO

　・東京国際ブックフェア

　・ライセンシングジャパン

●AR試作品作成
●大学所有資料の確認
　・原文の写本・画帳・相関図・絵巻など

●様々な情報を持った ARシールを作成
　→ARで視覚化することによってわかりやすく

なる情報を AR化する。

●ARシールを使用するのに適した本の作
成
●スマートフォンアプリの作成
　→単体としても使え、本と連動させることでさ

らにわかりやすくなるデータベースの作成と、

ARを見るためのアプリの作成。

●専大ベンチャ－ビジネスコンテストへの
参加
　→他の文学にも応用できる仕組みや、販売方法

のビジネスモデルを考えて評価を受ける。

●プロトタイプの作成
　→源氏物語の内の 1帖を題材として、スマー

トフォンや ARを活用した新しい本の仕組みを作

成する。
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