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○プロジェクト始動！ 

 

2016年度 4月にメンバーが選出され、「“館”から出る、を合言葉にせよ」という深澤良彰図書館長

の言葉からこのプロジェクトはじまった。新しい図書館には何が必要か、図書館に興味を持ってもらうには

どのようなツールを利用すべきか検討に検討を重ねた。 

最終的に、2016年が VR（バーチャルリアリティ）元年と言われることから、VR を利用した図書館オ

リジナルコンテンツ制作をすることとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

コンテンツ案としては、以下の案が出された。 

・図書館貴重資料紹介 

・施設紹介 

 

VR の第一人者である河合隆史教授（理工学術院）に今回の企画へのアドバイスを求めるべく、

アポイントを取った。企画がスタートした 2016年度は河合先生の特別研究期間中で、ヘルシンキご

滞在中であったため、テレビ電話での打合せとなった。企画書をご覧いただき今回のプロジェクトへのご

協力をお願いしたところ、ご参加をいただけることとなり、さらには、河合先生の研究室のご出身で、その

後 VR映像制作会社立ち上げ、VR業界でご活躍中であるという太田啓路社長（リ・インベンショ

ン）のご紹介をいただいた。 

後日、河合先生のご帰国の際に、河合先生と太田社長に図書館にお立ちよりいただき、VR コンテ

ンツ作成に向け、本学中央図書館にて施設確認、資料選定を行った。 

最終的に、河合先生、太田社長のご意見から、自動書庫（ブックロボ）と、絵巻物 2本（四季

源氏・敦盛絵巻）の VR化が決定した。 

 

 

 

 

 

 

 河合隆史 

早稲田大学理工学術院教授 
太田啓路 

株式会社リ・インベンション代表取締役 

 

  深澤良彰 

  早稲田大学図書館長 

https://www.waseda.jp/library/news/2016/12/09/2532/
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○業者選定 

 

VR制作の業者には、何社か比較検討したが、より VR映像のクオリティが高く、予算や VR ビュワ

ーの制作費用が最も安価であった「株式会社リ・インベンション」を選定した。河合先生にも VR コンテ

ンツ制作にご協力いただける、ということも大きなポイントであった。 

 

○VR ビュワー制作 

VR ビュワーについては、映像編集を依頼した

「株式会社リ・インベンション」にコンテンツとセ

ットでの制作交渉が成立した。ノベルティビュワ

ーは、河合先生ご自身がデザイン。具体的に

は、本学野球部の「W」マークをフロント部分

に配置されたエンジ（スクールカラー）のデザインとなった。 

その中で、予想以上に苦労した点は、学内の UI の使用規定が非常に厳し

く、大学のロゴや色についても関係各所に承認を得なければならないと

いう点であった。 

特に、学内作成のノベルティに早稲田大学野球部の「W」マーク使

用に関する交渉は、ロゴを入手するところから非常に苦労を要した（本

学野球部・総務部総務課・法人課・広報課・校友課からの許可を取

る必要があった）。 

最終的に、すべての箇所から許可が下り、ノベルティとして各イベント

で無料配布する 600個を発注した。 

 

 

 

 

○施設紹介コンテンツ～ブックロボ～ 

「BOOKS IN WONDERLAND～空間の旅～」早稲田大学中央図書館自動書庫 360°VR映像 

 

図書館内施設紹介として、自動書庫（ブックロボ）を選んだ理由は以下 3 つの点からである。 

 

・施設紹介：自動書庫から本の取り出しサービスが利用できることを利用者に知ってもらう 

・未知の世界の体験：利用者・図書館職員が立ち入ることのできない空間を VR映像で体験する 

・迫力感：絵巻物コンテンツと対照的な、ジェットコースターに乗っているかのようなアトラクションの疑似

体験が可能 

ビュワーデザイン第一弾 

野球部ロゴ 

https://www.waseda.jp/library/news/2016/12/09/2532/
https://www.youtube.com/watch?v=ZJIL1WCcSc8&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=ZJIL1WCcSc8&t=8s
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自動書庫の中を撮影するにも、図書館職員でもその中に立ち入ったことがある職員はごくわずかで、

稼働時には、人感センサーが張り巡らされていることから、「そもそも撮影可能か」、というところから確認

が必要であった。さらに、本学図書館は平日・土日含み開館しており、自動書庫のサービスも止めるこ

とができないことから、現場確認・撮影は大きな課題であった。 

撮影にあたっては、ブックロボの提供会社である、金剛株式会社に随時協力を依頼。また、コンテナの

撮影ルートについても、上記の 3 つ挙げたコンテンツテーマに沿ったものをご提案いただいた。 

最終的に、短時間のみ開館時間中にサービスを完全に停止し、撮影スタッフとともに自動書庫の現

場確認を実施。撮影場所・ルートなどを確認し、後日、短時間（2時間以内）で撮影をすることとな

った。カメラ設置方法やルートを工夫することにより、撮影日当日は、自動書庫のサービス利用を停止

することなく実施することができた。 

☆「自動書庫内を撮影する場合の注意点」 

 

 
 

 

 

 

 

また、動画編集の際には、「Books in Wonderland」という 

コンテンツタイトルから、「不思議の国のアリス」の物語を彷彿とさせる

ようなストーリーやキャラクター、音楽を融合させ、体験者に、より興

味を持ってもらえるよう工夫した。 

 

 

 

 

 

自動書庫内部① 自動書庫内部② 360°カメラ 

ブックロボ広報イラスト 

https://www.waseda.jp/library/news/2016/12/09/2532/
https://www.waseda.jp/library/assets/uploads/2016/12/28fcda06ea2acbade76b6e2ac17b924b.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZJIL1WCcSc8&t=8s
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○貴重資料紹介コンテンツ～四季源氏・敦盛絵巻～ 

 

候補資料 6点を制作者とワーキングメンバーとで原資料を見ながら、資料選定を行った。 

・館蔵貴重資料を代表するものであること。 

・普段原本の閲覧がしにくく、画面が連続するもの。 

・作品のストーリーが把握しやすいもの。 

・ビジュアルで、作品を体感しやすいもの。 

・画面加工によって、原資料から大きくかけ離れないもの。 

・作成コンテンツによって、原資料への理解と関心が深まるもの。 

・新規性のあるもの。 

タイトル 

 

 

 

四季源氏；源氏物語絵巻 二巻 

狩野祐清画 江戸末期 （文庫 30 B0423） 

概要 

狩野祐清（邦信、1787～1840）は狩野派宗家・中橋狩野家の十四代目。 

江戸城の絵事のほぼ全般を司る「奥絵師」として仕え、活躍。 

桐壺巻から朝顔巻までの各巻から、ほぼ一場面ずつを選び取り、描かれている。 

協議結果 

描かれている画面に季節のバリエーションがある。詞書は無いが、場面同定が容易である。 

通常の閲覧・展示では広げる長さが制限される。制作年代は比較的新しいが、 

作品の完成度が高く、日本文化を象徴するものとして、外国人にも理解されやすい。 

  

タイトル 

 

 

金海奇観 2巻 大槻磐渓編 

鍬形赤子等画 安政元(1854)      

文庫 8 A230(1) 

 

 

概要 

嘉永 7年(安政元、1854)の米国使節ペリーの再来航に際し、仙台藩主の命を受けてこれを実検、報

告した儒者大槻磐渓による、乾坤 2巻の黒船来航図。本牧沖の軍船、使節応接所、ペリー、アダムスら

の肖像等が描かれている。「金海」は金川(神奈川)の海の意で、日本中に衝撃を与えた「奇観」を伝える

貴重な資料である。 

https://www.waseda.jp/library/news/2016/12/09/2532/
http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko30/bunko30_b0423/index.html
http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko30/bunko30_b0423/index.html
http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko08/bunko08_a0230/index.html
http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko08/bunko08_a0230/index.html
http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko08/bunko08_a0230/index.html
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協議結果 

すべての艦船が特定でき、描写も詳細で船に動きを付けうるが、乗員が描かれておらず情報量が少ない。

乗船を体感させるこ とを考えた場合、船側から陸を描いた画面が無いこ とが致命的。 

外国人にも理解が容易な画巻で、絵巻全体を連続して見せるに相応しい。絵画作品としは、稍淡白。 

 
 

タイトル 

 

 

 

尾張家外山御庭絵巻物 1巻 源和鼎 [編]  

竹口歌右衛門(写), 寛政 11(1799) 

 

 

概要 

早稲田付近にあった尾張藩徳川家の下屋敷の庭園を描いたもの。 

2代藩主徳川光友により、回遊式庭園が整備され、「戸山山荘」と称された。 

寛政 5年に、描かれたものの模本。 

協議結果 
淡白な画巻ながら変化に富んだ庭が描かれており、本学と地縁があり、学生の興味を喚起し得る。 

一方で、極めてローカルで、学外者に理解されにくい。人物が配されいない点で、変化が付けにくい。 

 
 

タイトル 

 

 

 

敦盛絵巻 2巻 室町後期写本 

 

 

概要 
『平家物語』の「敦盛最期」の段に材をとった熊谷直実と平敦盛との一騎打ちに始まるが、 

敦盛亡きあと遺児を主人公とする、所謂「小敦盛」の世界を描いたもの。 

協議結果 

描かれる場面が判りやすく、外国人にも理解しやすい。ストーリー性が高く、絵巻全編の説明が容易。詞

書も備わり、書写された文字の魅力も伝え得る。絵画としての完成度も高い。人物中心で、変化が付け

やすい。 

 
 

タイトル 
escription de l'Egypte.   

T.1-23.  Paris, 1809-22 

概要 

ナポレオンのエジプト遠征に際し、フランス学士院から総勢 175 人の学者・製図家・画家が 

同行し行った調査記録。当時最高の銅版画の手法を用いており、ナポレオンが威信をかけて刊行したも

の。記録された古代遺跡の中には、既に失われたり、砂に埋もれたものもあり、当時の状況を復元するた

めに不可欠な資料。 

https://www.waseda.jp/library/news/2016/12/09/2532/
http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/na04/na04_03404/index.html
http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/na04/na04_03404/index.html
http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/chi04/chi04_02084/index.html
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協議結果 
画面が連続しないが、極めて大判な図版であり、刊行物の絵の中に入り込む感覚を作りやすい。 

ストーリーを持たせにくく、人物描写も少ないので単調になる。彩色画面が限られる。 

 
 

 

タイトル 

 

 

大日本天文測量分間繪圖 

2枚 写, 享和元（1801） 

 

概要 
所謂、伊能図のうちの、中図にあたるもので、伊豆沿岸、本州東海沿岸測量によって作成されたもの。本

邦初の実測に基づいた精密な地図。 

協議結果 

日本人には図柄が判りやすい。伊能忠敬の業績も知られており、理解しやすい。２ｍ余りの地図の中に

入り込み、移動する感覚を実現しやすい。 

絵画性がなく、等高線もないため、表現が難しい。既に、地図を材料としたコンテンツがあり、新規性に欠

ける。 

 

河合先生と太田社長に資料をご覧いただき、ワーキングメンバー内でも協議した結果、以下の 2 つの

作品をＶＲ化することとなった。 

 

・四季源氏；源氏物語絵巻 二巻 狩野祐清画 江戸末期 （文庫 30 B0423） 

・敦盛絵巻 2巻 室町後期写本 

  

  

https://www.waseda.jp/library/news/2016/12/09/2532/
http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/ru11/ru11_00874/index.html
http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/ru11/ru11_00874/index.html
http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko30/bunko30_b0423/index.html
http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/chi04/chi04_02084/index.html
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◆「四季源氏」選定の理由 

・国内外問わず著名で、人気の高い作品である。 

・四季折々の季節を源氏物語のストーリーとともに味わうことができる。 

・保存状態が良い。 

・色合いが非常に鮮やかで、360°映像で見たとき、ストーリーを知らなくても、ビジュアルだけで楽しむ

ことができる。 

・巻子本という特殊な資料形態の取り扱い方を体感し、理解を深めることができる。 

 

◆「敦盛絵巻」選定の理由 

・ストーリー性があり、短時間で一つの物語を読み解くことができる。 

   ・海外の方にもストーリーが理解しやすい 

・四季源氏の貴族の優美な物語とは対照的に、軍記物ならではの決闘シーンがあり、子敦盛の波

乱万丈な人生を描いた作品である。 

・巻子本という特殊な資料形態の取り扱い方を体感し、理解を深めることができる。 

 

◆構成～四季源氏～ 

春・夏・秋・冬の 4 つの場面を抜粋し、その場面にあたる簡単なストーリーをナレーションで入れた。 

 

◆構成～敦盛絵巻～ 

   敦盛の迫力ある海での決闘シーンから始まり、その後の子敦盛の半生を追った。 

 

◆ナレーション原稿 

・四季源氏：日本語シナリオ：ローリー・ゲイ （図書館副館長・法学学術院教授） 

英語訳：ローリー・ゲイ（図書館副館長・法学学術院教授） 

    ※ローリー副館長は、研究分野として源氏物語を専門としている 

・敦盛絵巻：原文要約・日本語シナリオ：馬渕敬子（資料管理課）、特別資料室協力 

 英語訳：ローリー・ゲイ（図書館副館長・法学学術院教授） 

 

◆ナレーション 

・日本語ナレーション:山本正子（本学の校友でプロのナレーター） 

・英語ナレーション：ローリー・ゲイ 

 

 

 

 

https://www.waseda.jp/library/news/2016/12/09/2532/
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◆ナレーション収録 

学内に映像・音声収録スタジオが複数個所あり、今回の音声収録にもっとも適した本学西早稲田

キャンパスのスタジオを使用した。 

収録日当日には、リ・インベンション太田社長ほか 2名 

（映像編集者・音声編集者）にも立会いを依頼し、音声の確認と音声編集作業を行った。 

 

◆映像効果 

・四季源氏：春夏秋冬の四季に合わせ、季節を感じる部分にそれぞれ

アニメーションの効果をつけた（春の場面では、桜が舞い散ったり、冬の

場面では、雪を降らせる効果をつけた）。 

☆四季源氏ナレーション原稿・映像効果 

 

 

・敦盛絵巻：ストーリー重視で、迫力ある場面、印象付けたい場面に

アニメーション効果や音を入れた。 

☆敦盛絵巻映像効果絵コンテ 

 

◆VR化で苦労した点 

2 つのコンテンツとも、詳しい現代語訳をナレーションで入れると、想定の収録時間の 3倍程度（6

分）の長さになってしまった。ストーリーを追える内容かつ、短くまとめる点に非常に苦労した。 

 

◆VR動画視聴設定 

VR イベント実施時には、1分程度のショートバージョンとして、ダイジェスト版を視聴用 VR とした。

正規のロングバージョンは、図書館 HP から自由に視聴可能になるよう、You-Tube へのリンクを設

定。動画閲覧者は、You-Tube リンクから自身のスマートフォンを VR視聴用に設定、専用ビュワ

ーに差し込むことで、VR・３D の映像を見ることができる。 

☆ＶＲ視聴用スマートフォン設定ガイド 

  

絵巻物撮影の様子① 

絵巻物撮影の様子② 

https://www.waseda.jp/library/news/2016/12/09/2532/
https://www.waseda.jp/library/assets/uploads/2016/12/a65a6ff1bbe4374a12f8b83d67b565f3.pdf
https://www.waseda.jp/library/assets/uploads/2016/12/738dd7996469cbfebc5e6ae9c3681cec.pdf
http://www.waseda.jp/library/assets/uploads/2016/08/VR_VIEWING-METHOD.pdf
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○イベント開催  

 

◆ライブラリーウィーク（2016/10/3-7） 

◆中央図書館開館 25周年記念講演会「私と図書館」同時開催 VR イベント（2016/10/21） 

◆デジタルコンテンツエキスポ(2016/10/27-30) 

  ◆OCLC Asia Pacific Regional Council Meeting (香港開催） (2016/12/1/-2) 

◆中央図書館開館 25周年記念シンポジウム 

 「日本における学術出版社と図書館の役割、その未来」(2016/12/12) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ライブラリーウィーク（2016/10/3-7） 
「私と図書館」同時開催 VR イベント 2016/10/21） 

デジタルコンテンツエキスポ(2016/10/27-30) 

https://www.waseda.jp/library/news/2016/12/09/2532/
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○VR イベントアンケート 

 

前述のとおり、動画一般公開後 VR体験イベントをほぼ定期的に開催した。アンケート内容について

は、河合先生と太田社長と相談のもと、VR を視聴してみた具体的な体感や感想、図書館貴重資料や

施設への興味・関心についての項目をアンケート項目に入れた。 

 

 イベントではじめて VR視聴体験をした割合が予想以上に多く（【10/3-7】79％、 

【10/21】67％）、印象に残ったコンテンツとしては、どちらのイベントでも「ブックロボ」コンテンツの人気が

非常に高かった（【10/3-7】93％、【10/21】59％）。 

 

 特に、古典籍、図書館施設、図書館展覧会、古典籍総合データベースへの関心について参加者の 

6割～9割以上から「関心を感じる（アンケート結果「とても感じる」「やや感じる」）」という結果を得られ

たことは大きな収穫であった。 

 

☆2016/10/3-7開催イベント 「Library Week」アンケート集計結果 

☆2016/10/21開催イベント 講演会「私と図書館」同時開催アンケート集計結果 

 

◆ライブラリーウィーク（2016/10/3-7） 

体験者数：110名 

 

◆中央図書館開館 25周年記念講演会「私と図書館」同時開催 VR イベント（2016/10/21） 

体験者数：63名 

 

◆体験者からの感想（一部抜粋） 

 

 ・ブックロボ:「勢いよく進んで行く中、上下も含め本当に 360°みることができ、浮遊感を味わえました」 

 

・四季源氏:「 四季源氏の絵巻物を VR で見ることにより、タイムスリップしその場に居合わせたような 

感動があったので、ぜひ他の古典籍資料も VR で見てみたいです」 

 

 ・敦盛絵巻: 「本来は平面である絵巻物が、3Dで表示されていたため、本当に絵巻物の世界に入っ

たような感覚を得られて楽しかった」 

  

https://www.waseda.jp/library/news/2016/12/09/2532/
https://www.waseda.jp/library/assets/uploads/2016/12/a5759fc8ece3ab1017302c083e042a4c.pdf
https://www.waseda.jp/library/assets/uploads/2016/12/048427c97030598dcd962480b5343fce.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZJIL1WCcSc8
https://www.youtube.com/watch?v=DSeEoyoqOyA
https://www.youtube.com/watch?v=MJ0nK0Byyl8
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○広報 

 

本学の広報課と連携したり、他の箇所との共催や他のイベントと同時開催することで、より広範囲の広

報を行った（文化企画課との共催、ライブラリーウィーク、講演会、シンポジウムなど図書館のイベントと同

時開催）。また、より多くの学生の目に触れるよう、ＳＮＳを利用し、複数回投稿した（イベント告知、

準備の様子、反響など）。プレスリリースも積極的に行い、取材などの依頼を受け付けた。 

 

 

 

 

 

 

  

  

「敦盛絵巻」広報用画像 図書館 Twitter投稿画像 

図書館公式 YouTube 図書館公式 Twitter 図書館公式 FaceBook 

https://www.waseda.jp/library/news/2016/12/09/2532/
https://www.facebook.com/WasedaU.WUL
https://twitter.com/waseda_univ_WUL
https://www.youtube.com/channel/UCX4jiz-McV3R8VNHiA_qLZA
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◆VR紹介ビデオ 

 

ＶＲイベント時の待ち時間の際に上映、ＶＲ動画制作の記録としてメイキ

ング映像を作成した。撮影の舞台裏、ワーキングメンバーの奮闘する姿、メッセ

ージなどを 5分程度のＶＴＲにまとめた。 

 

☆ 【VR紹介ビデオ】初めての理系図書館長・深澤館長による VR秘話 

“図書館の貴重書を 3次元で見せることにより、新たなものが見えてくるの

ではと考えました” 

 

◆ VR メイキングビデオ 

 

はじめてＶＲを体験する人にも「ＶＲとは何か」を知ってい

ただくために、ＣＭを作成した。なぜＶＲ動画を作成したの

か、コンテンツの制作秘話、見所などを盛り込んだ。撮影・編

集は本学の学生団体（放送研究会）に依頼した。 

☆“宙に浮く絵巻が出来るまで” VR制作の舞台裏 図書館

スタッフ奮闘記録 

 

○おわりに 

  

本学の図書館を知るきっかけとして、「VR」という新たな道具を利用して多くの方に知る機会を与えられ

たことは非常に大きな進歩であった。 

施設紹介として地下倉庫に設置している自動書庫（ブックロボ）の体験・視聴を実現できたことで、

「この図書館内に、こんな巨大ロボットがあったことをはじめて知った」という感想を多くいただいた。また、絵

巻物シリーズを VR化したことで、「これまで古典籍に興味がわいた」「改めて本物を見てみたい」という VR

をきっかけとした貴重書への興味を発掘することもできた。 

VR動画というと、「これまでに視聴したことがない」という人も多く、いかにして「VR とは何か」「図書館が

どんなコンテンツを作成したのか」ということを理解してもらうかという点に苦労した。目で見て理解してもらえ

るよう、紹介ビデオやメイキングビデオを作成し、映像と言葉でわかりやすく紹介した。広報においても、学

生を中心に拡散してもらえるよう、SNS を多いに活用した。 

 

図書館職員として大きな収穫であった点は、「図書館内外との連携」と「先進的かつ独創的な取り組

みを実現できたこと」である。 

CM撮影の様子 

https://www.waseda.jp/library/news/2016/12/09/2532/
https://www.youtube.com/watch?v=VXsB5icyhM0
https://www.youtube.com/watch?v=VXsB5icyhM0
https://www.youtube.com/watch?v=VXsB5icyhM0
https://www.youtube.com/watch?v=_uO2r0T4Xn0
https://www.youtube.com/watch?v=_uO2r0T4Xn0
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これまで協働したことのなかった理工系研究者と協働制作を行ったことで、図書館独自では開発し得

なかった最先端の技術と創造性を取り入れることができた。大学という幅広い研究者が集う地を有効活

用できた一例ともいえよう。 

また、図書館内でも、コンテンツ制作には、専門性の枠にとらわれない所属箇所を超えた連携が必須と

なった。その結果として、このプロジェクトに関わったメンバーが、自身の業務以外の仕事や考え方を理解

するよい機会ともなった。 

今後は、図書館内でも VR を活用した新たなコンテンツ制作に着手するとともに、学内の他の箇所で

も有効利用できる方法を模索していく。 

 

本プロジェクトは、図書館初の取り組みであったため、「何から手をつけていけばいいのか」というところから

のスタートであったが、学内・学外関わらず、相談・協力依頼をした箇所・業者は非常に協力的であったこ

とは我々にとって大きな助けとなった。今回の経験と新たな気づきを活かし、今後も枠にとらわれることのな

い「館から飛び出す」精神を持ち続けたい。 

https://www.waseda.jp/library/news/2016/12/09/2532/

