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序 
 
 
 戦後のわが国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工業の発

展を支えたのは技術開発であったといっても過言ではありません。また、その後の

公害問題、石油危機などの深刻な課題の克服に対しても、機械工業における技術開

発の果たした役割は多大なものでありました。しかし、近年の東アジアの諸国を始

めとする新興工業国の発展はめざましく、一方、わが国の機械産業は、国内需要の

停滞や生産の海外移転の進展に伴い、勢いを失ってきつつあり、将来に対する懸念

が台頭しております。 
これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策

等、今後解決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。これらの課題の

解決に向けて従来にもましてますます技術開発に対する期待は高まっており、機械

業界あげて取り組む必要に迫られております。わが国機械工業における技術開発は、

戦後、既存技術の改良改善に注力することから始まり、やがて独自の技術・製品開

発へと進化し、近年では、科学分野にも多大な実績をあげるまでになってきており

ます。 
 これからのグローバルな技術開発競争の中で、わが国が勝ち残ってゆくにはこの

力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創

的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要が高まっておリま

す。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげり

はなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発により、今後大きな成果につながるも

のと確信いたしております。 
 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテ

ーマの一つとして社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会に「拡大する電子

ペーパー市場と機械産業の取り組みについての動向調査研究」を調査委託いたしま

した。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚であ

ります。 
 
平成 16 年 3 月 
 

 
 

社団法人 日本機械工業連合会 
会 長  相 川 賢 太 郎          
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は じ め に 
 
 

 現在、オフィスをはじめ、各領域でペーパーレス化が叫ばれて久しいが、紙の使

用量は増大している。その一方で、紙にプリントされる情報は、一次的に保管され

るものの、大部分は破棄されている。環境問題の観点からも紙に替わり得る次世代

の「電子ペーパー」の開発が待たれている。また、人間と紙との親和性からも紙の

ように薄く、手軽で、自由に書き換えが可能で、その上、保存性も優れた「紙のよ

うに扱える電子メディア」の登場が期待される。 
 その状況の中で、日本国内の事務機器メーカーや大手印刷会社等で、独自にある

いは外国の会社との提携によって、電子ペーパーの研究開発が実施されており、上

記のニーズと相俟って商品化が進めば、日本の新しい産業の創出と経済の興隆に貢

献すること大なるものがある。 
 したがって、新しい産業の育成のためには、的確なユーザーニーズの把握やイン

フラの整備、技術開発の課題研究が必要であり、その成果を積極的に社会に提言し

ていくことが肝要であると考えた。 
 そこで、社団法人日本機械工業連合会より調査研究の委託を受けて、平成 15 年 6
月に社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会の電子ペーパー懇談会のメンバ

ーを中心に現状と課題を調査研究するための「拡大する電子ペーパー市場と機械産

業の取り組みについての動向調査研究委員会」を設置することになった。 
 当該委員会では、新しい電子メディアである電子ペーパーの概念と開発状況を調

査するとともに、現在の優れたドキュメントメディアである紙の強みと人間の紙に

対する親和性を検証し、電子ペーパーのもつ可能性と特長を浮き彫りにさせること

に努めた。 
 また、市場におけるニーズを調査し、普及シーンを想定した利用方法を追究する

とともに、海外の状況についても調査を行った。 
 この調査研究の成果が電子ペーパーの普及と市場拡大の発火点になれば誠に幸い

である。 
 
 
平成 16 年 3 月 
 
 
                社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会 

                    会 長  樫 尾 幸 雄 
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副主査 坂巻 照夫   大日本印刷株式会社 

アドバイザー 

    面谷 信    東海大学 工学部教授 応用理学科 光工学専攻 

委 員 畠田 浩史   株式会社内田洋行 

委 員 香山 徹     株式会社ＮＴＴドコモ 

委 員 林 滋雄    王子製紙株式会社 

委 員 吉田 純一    カシオ計算機株式会社 

委 員 松居 純二   京セラミタ株式会社 

委 員 緒方 信康   シャープ株式会社 

事務局 岡野 聖史   社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会 
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WG-2（ユーザーニーズ及び普及シーンの調査研究）委 員 名 簿 

 
主 査 塩田 玲樹   株式会社リコー 

副主査 中西 健司   シャープ株式会社 

委 員 桒田 良輔   E Ink CORPORATION  

委 員 小室 覚哉   カシオ計算機株式会社 

委 員 上符 浩男   京セラ株式会社 

委 員 福田 光弘   コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 

委 員 加藤 靖祝   小林記録紙株式会社 

委 員 神宮 功治   セイコーエプソン株式会社 

委 員 大谷 尚生   ソニー株式会社 

委 員 安藤 市郎   大日本インキ化学工業株式会社 

委 員 中野 一典   株式会社東芝 

委 員 田沼 千秋   東芝テック株式会社 

委 員 吉田 稔    東芝テック株式会社 

委 員 壇上 英利   凸版印刷株式会社 

委 員 丸山 博之   パナソニックコミュニケーションズ株式会社 

委 員 三田 恒正   富士ゼロックス株式会社 

委 員 服部 仁    株式会社リコー 

アドバイザー   

    植村 八潮   東京電機大学 出版局編集課 

事務局 岡野 聖史   社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会 

 

 
            WG-3（海外及び国内動向調査）委 員 名 簿 

 
主 査 脇田 尚英   松下電器産業株式会社 

副主査 藤井 則久   ブラザー工業株式会社 

委 員 林 滋雄    王子製紙株式会社 

委 員 橋本 清文   コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 

委 員 田沼 逸夫   株式会社ブリヂストン 

委 員 増田 善友   株式会社ブリヂストン 

委 員 佐藤 真    松下電器産業株式会社 

委 員 西田 文太郎  株式会社リコー 

事務局 小柴 正晴   社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会 

 
                                 以   上   
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第１章  序 章 

 

１．１ 調査研究の趣旨・目的 

１．２ 調査研究の内容 

１．３ 調査研究の実施方法 

１．４ 調査研究委員会の組織体制 

１．５ 組織図と役割分担 

１．６ 調査研究委員会の検討経過 

１．７ 第 3 章以下、各章の調査研究の着眼点について 
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第１章 序 章  
 

１．１ 調査研究の趣旨・目的 
 

 情報化社会にあって、人間と紙との親和性という観点から「紙のように扱える電子

メディア」の登場は強く期待されるところであり、電子ペーパーなどの次世代メデ

ィアは、紙メディアの代替製品として今後の大きな成長が予想される。 
 オフィスを例にとっても、かねてよりペーパーレス化が叫ばれているものの、紙

の使用量は増加し、かつ、プリントされる紙の大部分が、一時的に利用されるのみ

で、大部分は使い捨てされているのが現状である。また、環境問題の観点からも紙

のように読めるディスプレイの登場が待たれており、次世代メディアとしての電子

ペーパーの普及への期待は、きわめて大きいものがある。 
 現在、国内では 10 数社が電子ペーパーの開発に取り組んでいるが、一部はコンソ

ーシアムで、また一部は共同で、あるいは独自で開発中であり、それぞれの技術の

特徴を生かしながら多くの分野で活用されるものと予想する。また、その将来への

過程において技術は融合し、発展し、応用されていくものと思われる。 
 このように、今後成長が期待される電子ペーパー製品市場の健全な発展及びこれ

に関連する新規産業の振興を促す意味から、各社に参加を呼びかけ、長年、複写機、

外国語タイプライタ、日本語ワープロ、電子黒板等ドキュメントメディアに関わっ

てきた社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会の中の電子ペーパー懇談会の

メンバーを中心に「拡大する電子ペーパー市場と機械産業の取り組みについての動

向調査研究委員会」を設置し、社団法人日本機械工業連合会からの受託事業として

電子ペーパーの普及のための調査研究事業を実施することになった次第である。 
 
１．２ 調査研究の内容 

 
平成 15 年度は、現時点での関係企業にとって 優先たる共通項を洗いだし、準

備期間を経て、以下の活動を実施することになった。 
１） 電子ペーパーの概念をまとめる。 
２） 海外及び国内の電子ペーパー関連動向を調査する。 
３） 紙の特徴と強みについて研究する。 
４） ユーザーニーズの調査を行う。 
５） 電子ペーパーの普及シーンを想定し、その分野における可能性を調査する。 
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１．３ 調査研究の実施方法 
 

１） 電子ペーパーの概念については、研究論文、各種文献、研究者及び開発メー

カーの意見を集約し、委員会で討議を行い、とりまとめを行った。 
２） 海外及び国内の動向調査については、調査研究委員会に専門のワーキンググ

ループ（以下、WG という）を設け、日本をはじめ、欧米、中国などの国々

に関する関係文献、Web 情報、会員各社の海外出先機関の情報等を収集し、

電子ペーパーの普及の可能性に関する予測を行った。 
３） 紙の特徴と強みに関する研究は、同じく調査研究委員会に専門の WG を設

け、東海大学の面谷研究室を中心に各種の実証作業を実施した。 
４） ユーザーニーズ調査及び普及シーンの想定に関しても、調査研究委員会に専

門の WG を編成し、日本出版学会に委託して、東京電機大学を会場に、学生、

社会人を対象としたヒアリング及びアンケート調査を中心に実施した。 
 
１．４ 調査研究委員会の組織体制 
 
 委員のメンバー構成は、東海大学名誉教授の高橋恭介先生を委員長に、関連メー

カーの他、下記の分野から 7 人の委員を招聘し、幅広い議論と調査研究を実施する

ことに努めた。 
① 学識経験者 
② 新聞社 
③ 総合出版 
④ 地図出版 
⑤ 広告メディア 
⑥ 流通業界 

 また、オブザーバーとして経済産業省 商務情報政策局情報通信機器課及び製造産

業局化学課、財団法人化学技術戦略推進機構、NHK 放送技術研究所に参加をお願い

した。 
 さらに、上記親委員会の他、重要事項の事前審議や調査研究の取りまとめを行う

幹事会、主要な調査研究テーマへの取り組みを分担する 3 つの WG を編成して、効

率的な委員会運営に努めた。 
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１．５ 組織図と役割分担     
     

     

 拡大する電子ペーパー市場と機械産業の取り組みについての動向調査 

研究委員会 

 調査研究の方針・内容の決定、諸事項の承認 

     

     

        幹  事  会  

   重要事項の事前審議、WG活動の 
取りまとめ 

 

    

    

 WG-1 WG-2 WG-3 

 紙の特徴と強み 
の研究 

ユーザーニーズ 
及び普及シーンの 

調査 

海外及び国内の 
動向調査 

     
   

 
１．６ 調査研究委員会の検討経過 
 
平成 15 年 6 月 19 日（木）14:00～17:00 第 1 回調査研究委員会の開催 
① 委員会発足の経緯説明、委員紹介 
② 委員長、副委員長の選任 
③ 組織体制と役割分担の提案と承認 
④ 活動テーマに関する提案と討議、決定   
⑤ 年度の活動日程の提案、承認 

 
平成 15 年 8 月 26 日（火）14:00～17:00 第 2 回調査研究委員会の開催 
① 財団法人化学技術戦略推進機構の活動のプレゼンテーション 
② 各社試作品のデモンストレーション 
③ WG 活動報告 
④ 活動に関する意見交換 
⑤ 今後の活動日程の確認 
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 平成 15 年 10 月 24 日（金）14:00～17:00 第 3 回調査研究委員会の開催  
① 新規入会及び委員交替報告 
② 幹事会及び各 WG 報告 
③ 活動に関する意見交換 
④ 報告書の目次案、進捗及び今後の日程についての討議 
⑤ 来年度の活動テーマについての意見交換 

  
 平成 15 年 12 月 19 日（金）14:00～17:00  第 4 回調査研究委員会の開催 
   ①新委員紹介及び委員交代について 
  ②有限会社マジマ研究所の製品原理の紹介 
  ③報告書第 1 次案の内容説明 
    ④報告書案の内容討議 
    ⑤今後の活動日程の確認 
   
 平成 16 年 2 月 3 日（火）14:00～17:00  第 5 回調査研究委員会の開催  

① 新委員の紹介 
② 報告書第 2 次案の内容説明 
③ 報告書案の内容討議 
④ 今後の活動日程の確認 

  
 平成 16 年 3 月 4 日（木）15:00～17:00  第 6 回調査研究委員会の開催 

① 報告書第 3 次案の内容説明 
② 報告書案の内容討議と承認 
③ NHK 放送技術研究所によるデモンストレーション 

 
１．７ 第３章以下、各章の調査研究の着眼点について 

 
 本年度の調査研究事業として第 3 章の「海外及び日本の電子ペーパー関連動向」、

第 4 章の「紙の特徴と強み」、第 5 章の「電子ペーパーのユーザーニーズ調査」、第 6
章「事例に見る普及シーン」の 4 つの柱を据え、電子ペーパーを取り巻く状況や普

及の可能性を予測し、紙の特徴と強みについて分析し、人間と紙との親和性につい

て、その本質を明らかにすることを試みた。その上で、紙と比較した電子メディア

としての「電子ペーパー」（本報告書の第 2 章で紹介しているもの）の特徴をあぶり

出すことに努めた。 
 以下に各章の調査研究の着眼点を記述した。 
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１．７．１ 第３章「海外及び日本の電子ペーパー関連動向」について 

 
 電子ペーパーは、新しいメディアとして注目されているが、現在まだ世界で商品

化はもとより、市場で実際に活用されていないという現状にある。したがって、初

年度の調査としては、まず、国内において、マスメディアのニュースや文献、Web、
会員各社の海外出先機関から主要国・地域の状況に関する関連情報の収集を行った。 
 切り口として、紙の消費量や森林資源の保護といった環境問題の観点から「もし、

電子ペーパーなかりせば」という仮説も導入しつつ、紙に替わる電子ペーパーの可

能性を述べ、電子ペーパー技術の応用領域（ユーザーニーズの存在する市場）とし

て、電子出版業界の現況についての紹介を行った。 
 また、中国における電子化教育を普及させるための国家プロジェクトの動きに着

目し、比較的情報が揃っており、データ収集が容易な教育分野を参考に電子ペーパ

ーの可能性を類推し、国内の現状についても言及した。 
 一両年中には、国内外で商品化されると予想するが、その場合、海外及び国内動

向の把握に関しては、新たな展開に伴ってステップアップするものと思われる。 
 したがって、未知数の分野ではあるが、市場としては潜在需要の大きい世界であ

ることを既出のデータの範囲で推論することに努めた。データ収集に当たっては、

当調査研究委員会 WG-3 のメンバーが分担し、データ収集と取りまとめを行った。 
 
１．７．２ 第４章「紙の特徴と強み」について 
 
 この章では、紙と電子ディスプレイの読みやすさや疲れにくさの差及びその原因

を検証するため、東海大学の面谷信教授の指導の下、同研究室のスタッフに協力を

お願いし、「疲労推移の定量的比較」、「媒体支持形態による疲労度・読みやすさの比

較」、及び「媒体の周囲の明るさによる影響評価」を行った。 
 また、当調査研究委員会 WG-1 のメンバーにより紙の長所・短所、紙に対する要

求と満足度など紙の特性に関する分析及び研究室における実験結果の評価と分析を

行った。 
 
１．７．３ 第５章「電子ペーパーのユーザーニーズ調査」 
 
 第 5 章では、電子ペーパーという商品が世に出る前に、将来ユーザーとなる人々

を対象として、各社の試作品を見てもらい、パソコンや液晶ディスプレイと比較し

てどのような要求仕様があるのか、どのような場面で使用されるのか、メディアと

して想定される問題点は何か等をヒアリングやアンケートによって抽出することに

努めた。 
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 調査に当たっては、日本出版学会に委託し、東京電機大学を舞台に学生、社会人

を集めて集中的な実証を行った。 
 また、当調査研究委員会の WG-2 のメンバーにより調査結果と評価の取りまとめ

を行った。 

 
１．７．４ 第６章「事例に見る普及シーン」 
 
 第 6 章では、事例に見る普及シーンという観点から先行商品の事例を紹介し、メ

ディアとしての普及シーンの想定を行い、普及のプロセスや展開の仕方についてま

とめを行った。 
 
 第 3 章以下の各章の内容は、上記の着眼点により当調査研究委員会の初年度の調

査研究の成果として、電子ペーパーの現状把握、将来の普及促進という観点で、初

めて社会に提示するものである。  
 第 2 章において、電子ペーパーの概念、各社の電子ペーパーの開発状況の特徴と

その把握を行った。第 3 章から第 6 章までは、電子ペーパーの将来性を裏付けるた

めの調査研究の結果を記述し、第 7 章で今年度の報告書の意義、成果を取りまとめ

ることにした。 
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第２章 電子ペーパーの概要 

 

２．１ 電子ペーパーの概念 

２．２ 電子ペーパーへの期待 

２．３ 電子ペーパーの分類  

２．４ 電子ペーパーと電子書籍・電子出版との関係 

２．５ 電子ペーパーの開発状況 
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第２章 電子ペーパーの概要 

 

２．１ 電子ペーパーの概念 

 

 現在、一般に流通している文字・画像情報はデジタルコンテンツの形で作られる

ことが多い。このデジタル情報と人間とのインターフェースとして紙メディア（ハ

ードコピー）と表示メディア（ソフトコピー）があり、それぞれ独自の分野を築き

発展してきた。 
 ここにきて同じ原液（デジタルコンテンツ）が出力方式の違いで人間に対して異

なるインタラクションを示し、異なる展開をすることへの疑念が出てきた。それは、

ハードコピーとソフトコピーそれぞれがもつ長所、欠点が絡んだ問題であり、両者

の長所を兼ね備えた第三のヒューマンインターフェースを待望するようになった。 
 紙メディアの長所は、手に持って明視の距離で反射画像として見られる、読める

であり、文字・画像情報を基に思考、正しい理解、判断、記憶等が脳内で行われ、

人に親和性あるハンドリング性のよい道具として長い間親しまれてきた。表示メデ

ィアの長所は、デジタル情報をそのまま見て読めるであり、その利便性から現在情

報の窓口として大きな比重を占めるようになった。しかし、表示メディアの情報を

見ながら紙へ出力する事が頻繁に行われていることなどがトリガーとなり、紙メデ

ィアのような機能を持った表示メディア開発の考えが出されてきた。それが、ハー

ドコピーとソフトコピーの機能のそれぞれの長所を併せ持つ第三のヒューマンイン

ターフェースであり、電子ペーパーになる。手に持って明視の距離で読める表示メ

ディアが電子ペーパーの特徴であり、新しい応用分野を開く「夢の表示メディア」

といえる。従って、一般的に言われているペーパーライクディスプレイとリライタ

ブルペーパーの両方の概念を含むものである。 
 今回の電子ペーパーへの関心は、第三次ペーパーレス問題として捉えることが出

来る。第一次は 1980 年初め頃のパソコンの普及に伴い情報は CRT モニターで見ら

れ、紙はいらなくなるという狼少年的ペーパーレス化であったが、その後、紙の使

用量は増加の一方をたどった。第二次はインターネットの普及に伴い電子本、オン

ライン本などが活字本を減少させるとした出版の電子化であったが、目に見える発

展はしていない。これらに共通な問題はデジタルコンテンツを読むための人に親和

性ある、使い勝手のよい表示メディアが無かったことが大きな原因として挙げられ

る。また、今回は、環境問題が背景になり紙に替わり得る表示メディアへの期待な

どがでてきている。電子ペーパーは、これらの問題に解答を与えるためのものであ

り、紙メディアのいくつかの特徴ある機能を併せ持つヒューマンフレンドリーな表

示メディアと位置付けられる。同時に、三度目の正直としてまず実用化を実現する

事が強く期待されている問題でもある。 
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２．２ 電子ペーパーへの期待 
 
２．２．１ 紙の使用状況について 
 

 かつて、OA（オフィスオートメーション）という言葉が流行ったのと時を同じく

して、ペーパーレス社会の到来ということが盛んに使われた時期があった。 
 しかしながら、特にパソコンが普及して以来、紙の消費量は増大している。製紙

業界の統計を見ても 1995 年の紙の使用量と 2000 年のそれと比較して実に 2.3 倍に

も達している。 
 その反面、オフィスの年度末の清掃時に廃棄されるのは圧倒的に紙の情報である。

これは森林などの資源保護と有効活用、ごみの処理など環境対応という観点からも

削減に努めるべきものである。 
 2001 年に当時の社団法人日本事務機械工業会（現：社団法人ビジネス機械・情報

システム産業協会）がアンケートを中心に実施した「OA 機器インテリジェント化に

関する調査」によれば、日常のオフィスにおいて、一瞥使用の紙の使用後の処理と

して、60％の人が直ちに破棄するとしており、書き換え可能な紙の保持期間も、１

週間以内と回答している人は 57％もあった。 
 そこで、すぐ捨てられる紙をカバーできる書き換えが可能な媒体は何かという命

題が生まれてくる。それが電子ペーパーへの期待に繋がっている。 
 しかし、オフィスで紙がなくなることが考えられないのも事実である。紙が人間

に対して提供する利便性、つまり、紙の軽さ、薄さ、文字の鮮明度、引きちぎり等

の分断の容易さ、パラパラめくり、簡単なページ配列の変更などその利便性には、

比類がない。 
従って、人間が長年利用して来た紙との親和性は、法律で紙の使用を制限しない

限り消えることがない。 
 また、紙の情報のように、複写機があれば大量にコピーすることが可能で、多数

の人に確実に配達できるものは他には例がない。 
 
２．２．２ 電子ペーパーへの期待 
 
 一方、電子ペーパーは、ソフトコピーとハードコピーとの融合点という観点から、

「見やすい」、「持ち運び自由」、「保存性良好」という紙の利点に加えて、「書き換え

可能」、「自動ページ送り」、「何度も使用できる」、「薄い割には情報の容量が大き

い」、「省資源が可能」という特長があり、紙に対しての優位性で勝負できる分野に

おいて、活動の場を獲得することになると予測する。 
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 かつて、テレビの出現でラジオがなくなると言われたが、ラジオは消滅の憂き目

をみることはなかった。 
 それは、聞きながら仕事をしたり、車のドライブが可能であるというテレビが立

ち入れないラジオのもつ優位性があったからである。紙と電子ペーパーは、前述の

ラジオとテレビの関係のように相互の長所、短所を補完しながら共存し、融合して

いくであろう。 
 紙は、削減されることはあっても、従来のように依然として利用され、そのニー

ズはなくならないであろう。オフィスにおいて、一時的あるいは短期的、あるもの

は長期的に保存、ファイルされ、一部は必要に応じて廃棄されるメディアとして、

従来の地位を保つと考える。 
 それに対して、電子ペーパーは、クリアにすべき課題はあるものの、環境対応、

省資源といった社会の要請を背に感じながら、書き換えが可能で、大量の情報を１

枚の下敷き状のものに保存でき、片手でページ送りができるという優位性を発揮で

きる場面で利用されると考える。 
 電子ペーパーに対する人々の期待は、紙という媒体をなくすのが目的ではなく、

情報化社会の中でもっと便利で快適な媒体を求める人間の飽くなき追究に原点があ

るのである。 
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２．３ 電子ペーパーの分類 

 

２．３．１ 電子ペーパーに関連する用語の整理 

 
電子ペーパーは“読む”という行為をストレスなく可能にすることを大きな達成

目標のひとつとした新しい電子メディアの概念である。図 2.1 にハードコピー(印刷

物)、ソフトコピー（ディスプレイ表示）との関係からとらえた電子ペーパーのコン

セプトを示す。電子ペーパーは現状のハードコピーとソフトコピーの各々の長所を

併せ持つ理想メディアをめざす技術目標としてとらえることができる。 
一方、従来このような技術分野ではリライタブル記録、ペーパーライクディスプ

レイというキーワードが存在し、様々な検討がなされてきている。このような従来

の用語と電子ペーパー・デジタルペーパーという 近の用語との関係については、

表 2.1 のように整理できる。すなわち

従来の用語はどちらかと言えば技術

面から捉えたシーズ主導型の、電子ペ

ーパー等の 近の用語はニーズ主導

型の、各々考え方に基づく異なる切り

口でとらえた用語と考えられる。結果

的には電子ペーパー・デジタルペーパ

ーはリライタブルペーパー・ペーパー

ライクディスプレイの両方を包含す

る概念として整理される。 
 
 

表2.1 用語の整理 

ニーズ主導型の用語 
（技術領域を分けない概念） 

技術シーズ主導型の用語 
（技術領域別に発生した概念） 

リライタブルペーパー    
（ハードコピーの延長・理想型） 

 
電子ペーパー 

デジタルペーパー ペーパーライクディスプレイ 
（ディスプレイの延長・理想型） 

 

 

 

ハードコピーの利点 
・見やすい 
・持ち運び自由 
・保存性良好 

ソフトコピーの利点 
・書き換え可能 
・デジタル情報と結合 
・省資源 

電子ペーパー 

図2.1 電子ペーパーのコンセプト 
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２．３．２ 電子ペーパーの実現形態の分類 

 
 電子ペーパーの形態として考えられる 4 つの典型的な形態を表 2.2 に示す。ここ

に示した様々な形態は、各々用途によって使い分けられるべきものであると考えら

れる。また通常の LCD のように表示媒体と駆動部が一体になっている方式かサーマ

ルリライタブル方式のように書き換え装置を表示媒体と別装置とする方式かにより

各々の形態への適合性は大きく異なる。この中で例えば巻物型は携帯電話等の小型

の装置に一体化可能な形態であり、携帯性と表示の見やすさを両立する新しい商品

コンセプトの可能性を示すとも考えられる。 
 

表2.2 電子ペーパーの実現形態の分類 

分類 ①プレート型 ②巻物型 ③ブック型 ④ペーパー型 
形態イメージ  

 

 
 
 
 
 
 

   

備考 ・視認性を優先的に

追求しコンパクト性

の追求は第 2 優先順

位と割り切る考えも

あり得る。 

・巻き取り軸側には

媒体収納機能と共に

書き換え装置別置き

型の書き換え部、駆

動回路一体型の周辺

回路内蔵可能。 

・プレート型の 2 枚

合わせ～多数ページ

内蔵までバリエーシ

ョンあり得る。 

・書き換え装置別置

き型とすれば実現は

比較的容易。 
・駆動回路一体型で

は表示媒体と共に駆

動回路のフレキシブ

ル化技術が必要。 

 

２．３．３ 電子ペーパーの候補技術分類 

 
 表示技術は一般に「像書き込み手段」と「表示媒体」の 2 つの要素から構成され

ると考えることができる。そのような観点で電子ペーパー実現用の候補技術につい

ての可能性について分類整理し、表 2.3 に示した。例えば像書き込み手段としては、

電界・磁界・光・熱等のいずれを利用するかによって様々な方式の可能性があり、

媒体側についても何を変化させるかによって様々な方式があり得る。表中にはこれ

までに報告されている代表的な方式を挙げてあるが、多くの空欄が残されているこ

とは色々な新方式の潜在可能性を示している。 
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表2.3 電子ペーパー用表示方式における像書き込み手段と媒体変化の組み合わせ 

位置・形状変化 

粒子レベル 分子レベル 

媒体 

 

駆動 (a)移動 (b)回転 (c)移動 (d)回転

(e)形状 

レベル 

(f)物理・化学変化 

1)電界 電気泳動 

粉体移動 

ツイストボール  液晶 サーモプラ

スチック 

エレクトロクロミー 

エレクトロデポジション 

ＥＬ 

2)磁界 

 

磁気泳動 

 

磁気ツイストボール     

3)光 

 

   液晶  フォトクロミー 

4)熱 磁気通電 

感熱 

  液晶 サーモプラ

スチック 

ロイコ染料 

サーモクロミー 

 

 電子ペーパーの実現をめざす表示方式の研究は国内外の各組織で精力的に進めら

れている。表 2.4 には、本電子ペーパー懇談会参加組織において進められている主要

な開発動向を表 2.2、表 2.3 に示した分類との対応を示す形で整理して示した。 
 

表2.4 電子ペーパーの開発動向例 

（電子ペーパー懇談会参加組織における主要開発例を掲載） 

表示方式 
（カッコ内は表 2.3 記載の分類枠記号） 

開発組織 形態

分類 
(a-1) 機能性カプセル活用電気泳動 (財)化学技術戦略推進機

構 
① ④ 

(a-1)マイクロカプセル化電気泳動 E Ink Corp. ① ④ 

電気泳動 

(a-1) In-plane 型電気泳動 キヤノン㈱ ① ④ 
(d-1) カイラルネマチック(CN)液晶 コニカミノルタテクノ

ロジーセンター㈱ 
① ③ 

(d-1) ポリマーネットワーク型 
液晶表示素子(PNLCD) 

大日本インキ化学工業

㈱ 
① 

液晶 
 

(d-3) 光書き込み型コレステリック液晶 富士ゼロックス㈱ ④ 
ＥＬ (f-1) フレキシブル有機 EL 大日本印刷㈱ ④ 

(a-1)トナーディスプレイ 富士ゼロックス㈱ ① 粉体移動 
 (a-1) 電子粉流体表示 ㈱ブリヂストン ① 
磁気通電感熱に

よる粒子移動 
(a-4) サーモマグ ㈲マジマ研究所 ② ④ 

ロイコ染料 
分子構造変化 

(f-4) サーマルリライタブルペーパー ㈱リコー ④ 

＊形態分類欄の記号①～④は表 2.2 中の分類記号と対応 

 



  26  

２．４ 電子ペーパーと電子書籍・電子出版との関係 

 

２．４．１ 電子書籍・電子出版の内容整理 

 
電子ペーパーと電子書籍・電子出版とは密接な関係にあり、電子書籍・電子出版

は電子ペーパーの応用分野として重要な位置づけにある。ただし電子出版とはビジ

ネス形態に関する名称であり、電子書籍あるいは電子本は電子出版に伴って使用さ

れる情報記述媒体の総合名称であることに留意すべきである。電子ペーパーは電子

出版というビジネス形態に対してそのコンテンツを読む優れた手段を提供しようと

するものであるが、電子出版や電子書籍という分類用語に一対一に対応するもので

はない。電子出版・電子書籍と電子ペーパーがどのような関係にあるかを表 2.5 に整

理して示す。電子ペーパーは電子出版に対して提供される「読む手段」の選択肢の

ひとつとしての位置づけを持つ。 
  

表2.5 電子出版と電子ペーパーの関係の整理 

ビジネス形態

の名称 
情報担体 
の名称 

情報形態 情報配布手段 情報蓄積媒体 読む際の媒体 

輸送配布 
店頭ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 

電子出版 
 

電子書籍 
電子本 

デジタル 

通信 (ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ) 

CD, DVD, HD, 
半導体ﾒﾓﾘ等 

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ画面 
電子ペーパー 
紙（ﾌﾟﾘﾝﾀ出力） 

(従来型)出版 書籍 
本 

アナログ 輸送配布 紙束 紙の本 

 

ここで仮に電子書籍という言葉を電子新聞に置き換えてみると、電子新聞に関し

ても電子書籍に関する表 2.5 と全く同様の整理が表 2.6 に示すように可能である。 
 

表2.6 電子新聞と電子ペーパーの関係の整理 

ビジネス形態

の名称 
情報担体 
の名称 

情報形態 情報配布手段 情報蓄積媒体 読む手段 

輸送配布 
店頭ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 

 
電子新聞業 
 

電子新聞 デジタル 

通信 (ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ) 

CD, DVD, HD, 
半導体ﾒﾓﾘ等 

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ画面 
電子ペーパー 
紙（ﾌﾟﾘﾝﾀ出力） 

(従来型) 

新聞業 

 

 
新聞 

 
アナログ 

 
輸送配布 

 
紙束 

 
新聞紙 
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２．４．２ 電子ペーパーの存在価値の出版内容別見積もり 

 
電子書籍により辞書・辞典から小説類まで様々な内容の電子出版が可能であるが、

掲載内容の分類により読まれ方は極めて様々である。表 2.7 に電子出版により扱われ

る書籍内容の分類とその読まれ方についての大雑把な見積もりを示す。特に説明書

類－雑誌－教科書類の範囲の書籍における読まれ方は一定ではなく一律に評価する

ことは困難であるので、表 2.7 はあくまで大まかな目安としての評価に過ぎないが、

電子ペーパーの存在価値は両極端に位置する辞書類と単行本類の内容に対して大き

く異なり、単行本類に対してはるかに高いことが見積もられる。 
 

表2.7 電子書籍の分類と電子ペーパー使用意義 

分類 
評価 

辞書・辞典 説明書類 雑誌 教科書 
参考書 

単行本 
文庫本 

読む単位 単語単位 操作法単位 話題単位 単元単位 章～冊単位 
一度に読む文

の長さ 
短                             長 

読みやすさの

切迫度 
小                             大 

電子ペーパー

使用意義 
小                             大 

 

２．４．３ まとめ 

 
以上、本節では電子書籍・電子出版は様々な内容を含むものであり、電子ペーパ

ーとの関係はその内容により一律ではないことを整理して示した。電子ペーパーの

開発側あるいはビジネス企画側に立って考えるならば、電子書籍の電子出版におい

て読みやすさへの切迫度は様々であり、従って電子ペーパーに対する期待度もそれ

に対応してその程度に大きな差があることを認識する必要がある。 
 

 

参考文献 
 
[1] 面谷 信，『紙への挑戦 電子ペーパー』，森北出版（2003） 
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２．５ 電子ペーパーの開発状況 
 

 電子ペーパーは、国内の団体や複数の企業で、独自にあるいは共同で開発が進めら

れており、海外でも米国や欧州のメーカー等で開発が進んでいる。 
 ここでは、当調査研究委員会の参加メンバーの中から、財団法人化学技術戦略推

進機構および 9 社の開発状況について、現在、公開が可能な範囲でその概要を紹介

することにしたい。各社事情があるため、データの記述方法が多様である点は了承

されたい。次頁以降、以下の順で記述する。  
 
 
① 財団法人化学技術戦略推進機構 
 
② E Ink 社／凸版印刷株式会社 

 
③ キヤノン株式会社 

 
④ コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 

 
⑤ 大日本インキ化学工業株式会社 
 
⑥ 大日本印刷株式会社 

 
⑦ 富士ゼロックス株式会社 

 
⑧ 株式会社ブリヂストン 

 
⑨ 有限会社マジマ研究所 
 

 ⑩ 株式会社リコー 
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機能性カプセル活用フルカラーリライタブルペーパーの開発 

財団法人化学技術戦略推進機構 研究開発事業部 中村卓、花田幸史 
 

 

 平成 15 年度、当財団は NEDO から「機能性カプセル活用フルカラーリライタブ

ルペーパープロジェクト」を受託した。元々このプロジェクトは、経済産業省直轄

の「ナノ機能粒子のカプセル成形技術開発事業」として平成 14 年度にスタートし、

本年度経済産業省の経済活性化を目指す「フォーカス 21」プロジェクトに衣替えし

たものである。 
 当 PJ は「電気泳動方式」の表示素子を中心に開発研究を行っており、反射型表示

素子として高いコントラストを維持しつつ、従来の表示素子にはない白地の白さを

実現する事を目標としている。 
「電気泳動方式」については、まだ解明されていない現象が多く、現在分散粒子（粒

径、形態、電荷量）、分散媒体（粘度、誘電率）、電界(印加電圧、波形)等による画像

の応答性/メモリー性への影響等、基礎となるデータの集積を行い、それらを基に表

示素子の 適設計を行っている。 
図 1 に「電気泳動方式」の表示原理を示す。白色粒子を下部電極に移動させた後(図

1 右)、電圧印加により、粒子が上部電極に移動する(図１ 左)までの反射率の時間変

化を測定した例を図 2 に示す。この表示セルでは、印加電圧に従い反射率の変化は

速くなり、1 秒程度で青→白変化がほぼ完了し、反射率 44％、コントラスト＞10 の

表示が可能。 
またこれらの微粒子分散物を内包するカプセルについても、各種カプセル化手法

で粒径制御、粒径分布の単分散化、カプセル壁厚制御のための技術開発を行い、得

られたカプセルの電極上への配列制御等の技術開発を進めている。 
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図1 電気泳動方式の表示原理 
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In-plane型電気泳動ディスプレイ 

キヤノン株式会社 
 

 

１．概要 
 キヤノンではペーパーライクディスプレイの表示要素として in-plane 型電気泳動

ディスプレイ（以下 IP-EPD）を研究開発している。本稿では、IP-EPD の特徴及び

近の開発状況についてまとめた。 
 
２．In-plane型電気泳動ディスプレイの表示原理 

図 1 に IP-EPD の基本的な構成を示す。この方式の表示は、透明液体中で帯電し

た粒子の面内分布を電気的に変化させることによって行う。下部基板上には、第二

電極、白色散乱絶縁層、黒色に着色されたストライプ状の第一電極、透明絶縁層が

順次積層されており、上下基板と隔壁をかねるスペーサーによって密封された空間

内に、帯電粒子を分散させた透明絶縁性液体が充填されている。図 2 に動作原理を

示す。例えば正に帯電した黒色粒子を用いる場合、第二電極に正、第一電極に負の

電圧を印加すると、黒色帯電粒子は細い第一電極上に集まるため、表示面は白くみ

える（図 2（a））。逆極性の電圧を印加すると、黒色帯電粒子は第二電極に吸引され

て白色散乱絶縁層を覆い、表示面は黒くみえる。 
 

 
 

３．フレキシブルIP-EPD ［1］ 

 ディスプレイ動作の基本

検証のため、我々はプラス

チックフィルム上にセグメ

ント表示ディスプレイを試

作した(図 3)。これは厚さ

100 µmのPETフィルム上

隔壁 

第一電極 第二電極 

絶縁性液体 泳動粒子 
白色散乱絶縁層 

図１ IP-EPDの基本構成図（断面） 

(ｂ)黒表示状態 （a）白表示状態 

図２ IP-EPDの表示原理 

図３ プラスチックフィルム上に作製したIP-EPD 
   表示面積は46.3㎜×36.3㎜ 
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に基本構成の素子を作ったもので、各画素の電極はダイレクト配線によって独立に

電圧制御される。この試作品により、IP-EPD の基本動作、および電圧を切っても表

示が維持されるメモリー性を確認した。また、表示動作、表示維持中にフィルムを

曲げ伸ばし変形させても表示の乱れが生じないことを確認した。 
 

３．高精細アクティブマトリクス駆動IP-EPD[2][3] 

（１）隔壁電極型 IP-EPD 
 IP-EPD をアクティブマトリクス

駆動する場合、高精細化に適応し優れ

た特性を出すためには、（1）TFT 駆

動可能な電圧まで素子の駆動電圧を

下げる、（2）高精細表示においても、

各画素の表示コントラストを維持す

る、（3）隣接する画素間の電界干渉

を防ぐ、ことが重要である。これらの

要件を満たすため、我々は図 4 に示

すような、第一駆動電極を画素境界部

に配した新規な電極構成を考案した。

本素子においては黒色粒子が隔壁側

面に集積されると白表示状態となり

（図 4（a））、白色の第二電極上を覆

うと黒表示状態となる（図 4（b））。
この隔壁電極型素子の構造上の特徴

は、各画素を囲む隔壁下部に第一電極

を設けることである。これにより、図

1 に示した基本構成の IP-EPD に比

べ、画素内部にあった第一電極の分だ

け開口率をあげられるという長所が

ある。例えば 200 dpi の解像度で 5 
µm 幅の隔壁を設けた場合、開口率は

92 ％という高い値になり、高精細表示におけるコントラストの維持に寄与する。 
 さらに、隔壁電極型素子では、隣接画素間の電界クロストークによる表示品位低

下を防ぐ効果が期待される。図 5 は従来型 EPD と隔壁電極型 IP-EPD の電界クロス

トークを比較した概念図である。上下の電極間を粒子が移動する従来型 EPD におい

ては、隣接画素にそれぞれ異なる電圧を印加すると、電界クロストークが起こり表

示品位が低下すると考えられる。これに対して隔壁電極型素子では、第一電極を共

通電位とし、第二電極に書き込み電圧を印加すれば、画素境界部に位置する第一電

（a）白表示状態  （b）黒表示状態 

図４ 隔壁電極型素子の構成および表示原理 

第一電極 

隔壁 

黒色粒子 

透明絶縁性液体 

入射光 

TFT 第二電極 

 第一電極 

図５ 従来型EPDと隔壁電極型IP-EPDの電極クロス
   トーク比較。隔壁電極型ではクロストークが 

防止される 

第二電極  

0V 

下部電極 +V -V +V 

上部電極 電界クロストーク 

+V -V +V 

0V 

（a）従来型EPD 

（b）隔壁電極型 IP-EPD 
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極が電界シールドとして機能するため、電界クロストークの影響を受けにくいもの

と期待される。 
 
（2） TFT 駆動試作パネル 
 上述した隔壁電極型素子を用いて、アクティブマトリクス駆動 IP-EPD の試作パ

ネルを作製した。a-Si TFT 基板は、画素サイズ 135 µm×116.9 µm （200 dpi）、画

素数 250×300、表示面積 34 mm×35 mm である。TFT の Ion/Ioff 比はドレインソ

ース間電圧Vds ＝10 Vで7×106、 Vds＝20 Vで5×105、 Vds＝30 Vで7×104、 Vds
＝40 V で 3 ×102であり、Vds の増加に伴い、off 電流が徐々に増加した。 
 TFT 基板上に作製した素子の表示特性を評価した。 大書き込み電圧として 20 V
を印加した場合、Vds は 大 40 V になるため、off 電流の増加による信号のクロス

トークが起こり十分な表示コントラストが得られなかった。TFT の性能に合わせて

書き込み電圧を調整したところ、白表示時に－15 V、黒表示時に＋10 V を印加する

条件下で（Vds は 大で 25 V）、1:10 を超える 高のコントラストを示した。ただ

し、この条件下では信号のクロストークは防止されているものの、書き込み電圧の

不足により素子の持つ白黒表示性能は十分に発揮されていない。本試作品の表示画

像の写真を図 6、7 に示す。図 6（a）は 200 dpi、白黒二値でテキストを表示したも

のである。1 フレームあたりの書き込み時間は、1 秒以下である。 
 

 

 図7 16階調のグレースケール表示 

(ａ) 

(ｂ) 

図6（ａ) 200 dpi、白黒二値でテキスト表
示したもの。背景のムラは粒子分散液を手
で注入したことによる注入のムラ 
（ｂ） （ａ）の囲み部分の拡大図。文字の
輪郭がはっきりしている 
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図 6（b）は図 6（a）の囲み部分の拡大図であるが、この素子が高精細表示におい

て優れた特性を持つことを示している。隣り合う画素にそれぞれ白表示、黒表示の

異なる電圧を印加しても、境界部ははっきりとしたコントラストを示しており、画

素間の電界クロストークの兆候はみられない。図 7 はポートレイト写真を 16 階調で

表示したものである。電圧変調により階調を表示している。1 フレームの書き込み時

間は 1 秒以下である。 
次に、隔壁電極型 IP-EPD に TFT 同様徐々に減衰する信号を書き込んだ後の中間調

表示の安定性について図 8 に示す。減衰する電圧に対して各中間調表示状態は一定

のレベルを保っており、本素子の中間調表示の安定性を示している。 
 

 
 
４．まとめ 
以上述べたように、IP-EPD 方式は高精細・中間調表示に優れた特性をもつことが

確認できた。近い将来多くの製品で形成されるであろうペーパーライクディスプレ

イ市場において、本方式もその一角を担うことができるよう完成度を高めていく予

定である。 
 
参考文献 
 
［１］ E. Kishi et al., "Development of In-Plane EPD", SID Digest 31, pp. 24-27 (2000). 

［２］ Y. Matsuda et al., "Newly designed, high resolution, active-matrix addressing in-  

     plane EPD", Proc. 9th IDW, pp. 1341 -1344 (2002). 
［３］ N. Ukigaya et al., "Active matrix addressing in-plane EPD with a collecting electrode   

     embedded in a spacer", Proc. IDRC03, pp. 107-110 (2003). 
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カイラルネマチック（CN）液晶 
コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社  
デバイス技術研究所 橋本清文 
 

 

１．はじめに 
 次世代の電子ペーパーの候補技術としてコニカミノルタでは「明るい反射型」で

「メモリー性」を持ったカイラルネマチック液晶（CN 液晶）に着目し研究開発を進

めてきた。 
 CN 液晶素子が他の反射型液晶素子に比べ大きく異なる特徴は液晶自身が光を反

射する選択反射モードにある。特にカラー表示においては RGB 各色を反射する液晶

層を積層することにより、カラーフィルターなしで 3 倍の光利用効率が得られる明

るい反射型表示素子を実現できる。 
 CN 液晶のもう一つの特徴は画像の書き換え時以外は外部からのエネルギーなし

で画像表示を維持できるメモリー性である。このメモリー性を活用することで超低

消費電力の表示装置実現が可能性である。駆動においてはこのメモリー性を利用す

ることで、TFT などのスイッチング素子を用いることなく 1000 ライン以上の高精

細パネルを単純マトリックス駆動することが可能である。 
 また我々は基板に樹脂フィルム基板を使用することにより、軽量、割れない、曲

面可能な素子の実現に向けた取り組みも行っている。 
 
２．表示原理 
 CN 液晶は、分子配列が一定の方向にそろった平面がその配列方向を少しずつねじ

れながら積み重なった構造（コレステリック相）をしている。このときのねじれの

軸をヘリカル軸と呼び、ねじれのピッチをヘリカルピッチ（P）と呼ぶ。 
 この液晶材料を 2 枚の透明電極基板ではさみ表示素子を構成すると、液晶はヘリ

カル軸が基板に垂直なプレーナ状態と、ヘリカル軸が基板と平行なフォーカルコニ

ック状態を取る。これら 2 状態は電圧パルスで切り換えることが可能で、電界を切

っても状態を保持するメモリー性を有している。 
 プレーナ状態では液晶素子に入射した光はヘリカルピッチ P に応じた波長（λ）の

光を反射する。 
  λ＝ｎ

＿

Ｐ  （ｎ
＿

：液晶の平均屈折率） 
 ヘリカルピッチ P は液晶材料の調整により任意に選択できるため、反射波長すな

わち表示色を選択することができる。 
 フォーカルコニック状態では入射光は弱い散乱を受け液晶層を透過する。液晶素

子の背面に光吸収層を配置するとフォーカルコニック状態は「黒」表示となる。（図

1） 
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 CN 液晶に十分に高い電圧をかけると、電界方向に液晶分子が並ぶホメオトロピッ

ク状態となり、この状態から急激に電界を除去した場合プレーナ状態となる。また、

ホメオトロピック状態からゆっくりと電界を除去した場合、または中間的電圧をか

けたあと急激に電界を除去した場合にはフォーカルコニック状態になる。 
 さらに、印加電圧の調整、印加電圧パルス幅の調整により、中間調表示も可能で

あることが確認されている。中間調表示の状態はミクロ的にはプレーナ状態とフォ

ーカルコニック状態の微小ドメインが確率的に分散した状態で、表示画素程度の面

積においては実質的に中間調が実現できる。（図 2） 
 

         図1                          図2 

 

３．素子構成とフィルム基板 
 図 3 に CN 液晶の素子構成を示す。反射型 STN と比較すると、液晶自身が光を反

射するため反射電極が不要となるが黒表示のために 下層に光吸収層が必要である。

その他、偏光板、位相差板は不要である。カラー表示の場合、カラーフィルターは

不要であるが RGB 各色を反射する単層パネルを 3 層積層した構成となる。この積層

構成により各色の開口面積は 100 ％となり、カラーフィルタータイプに比べ光の利

用効率は 3 倍となる。CN 液晶の選択反射は光の干渉を利用することから、原理的に

入射光の角度がヘリカル軸に対して大きくなるに従い選択反射波長が短波長側にシ

フトする。すなわち視野角や照明条件により表示色が変化することになり、カラー

表示素子としてはこの波長シフトを抑える必要がある。波長シフトの改善方法とし

て、我々は液晶素子内に選択反射波長以外の光を吸収する色素を混入すること、液

晶材料の 適化、配向制御により、実用上ほぼ問題ないレベルに抑えることができ

た。 
 積層型の表示素子で高精細表示を実現するためには各液晶層どうしの間隔を小さ

くする必要があり使用する基板の薄型化が必須である。ガラス基板の薄板化には実

用上限界があるため我々はプラスチックフィルム基板を用いて素子開発を行ってい

る。現在 100µm 厚のフィルム基板を用いることで、パララックスや奥行き感のない

積層型素子が得られている。 

Focal conic (Transparent) state

Principle of operation

P

λ=np

Planar (Reflection) state 

Intermediate state (Gray scale)

P

FP

P

F

F
P
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フィルム基板を用いた素子において問題となる安定なセルギャップ確保と大面積化

に対応するため、基板間を微小な樹脂柱で接着する素子構成と新しい製造方法を開

発した（図 4）。新しい製造方法は、まずマトリックス電極がパターニングされたフ

ィルム基板上にセルギャップより高い熱溶融性の樹脂柱をスクリーン印刷で形成す

る。もう一方の電極基板にはスペーサ散布とシールを印刷しておく。これら 2 枚の

基板を対向させ、液晶材料を塗布し重ねながら貼り合わせる。貼り合わせは加熱さ

れたローラーで加熱圧着を行うことによりセルギャップの確保と液晶の封入、シー

ル、樹脂柱による上下基板の接合を同時に行う。樹脂柱により部分的に上下基板が

接着されることにより、100µm 厚程度のフィルム基板でもセルギャップの安定した

大面積の液晶パネルの製造が可能となる。このようにフィルム基板を用いることで、 
薄型・軽量・割れない・曲面対応などの特徴を達成できる反面、プロセス温度の低

温化対応、フィルム基板搬送、信頼性確保などの課題解決も必要である。 

         図3                       図4 

 

４．試作表示パネル 

 電子ペーパーへの応用検討の一環として、6.8 型、解像度 180 ppi のフルカラー表

示素子を試作した。この試作パネルはフィルム基板を使用した RGB3 層積層構造で

明るく高精細な反射型表示を実現し、紙の置き換えを狙った用途として、日本語表

示においても高い可読性を持ち、見やすい反射型の表示素子が試作できた。（図 5、6） 

         図5                      図6 
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５．応用  
 反射型のカラー表示素子の中では随一の明るい反射型表示特性と、メモリー性に

よる超低消費電力により、電子書籍などのモバイル型の情報端末装置から紙メディ

アの置き換えを狙った電子ポスター、電子掲示板などへの応用が期待されている。

今後は既存の液晶素子や、単なる紙の置き換えだけでなく、CN 液晶の特徴を活かし

た新たな用途開発も含め応用展開を図って行きたい。 
 
６．まとめ  
 電子ペーパーの実現をめざして、明るい反射型表示やメモリー性などユニークな

特徴を持つ CN 液晶を開発した。特に反射型のカラー表示としては現状 も優れた

表示方式であると考えている。事業化に繋げるためには、素子性能の向上は当然な

がら、生産技術の確立、コスト削減、アプリケーション開発等の課題が山積してい

るが、一つずつ確実に課題を解決し、電子ペーパーの実現に向けて開発を進めたい

と考えている。  
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大日本インキ化学工業の目指す電子ペーパー 
大日本インキ化学工業株式会社 
 
 
１．経緯 
「電子ペーパー」は、表示内容を自由に書き換えられる従来型ディスプレイの機能

と、読みやすく、持ち運びが自由で、折り曲げられる紙の優れた機能を兼ね備えた

理想の表示媒体として期待されています。屋内・屋外の使用環境を問わず表示がハ

ッキリ見え、文字が読みやすく、疲れないなどの要求特性を満足させるためにはバ

ックライトを用いずに従来型液晶ディスプレイ（LCD）より表示が数倍明るいこと

が必要となります。また、携帯利便性に関しては軽量化、フレキシブル化が課題と

なっています。しかしながら、これらの要求特性を全て満足した電子ペーパーの商

品化には至っていないことから、多岐にわたる表示方式によるディスプレイの研究

開発が精力的に進められています。 
 当社の液晶開発の歴史は古く、1973 年 4 月に発売された動的散乱モードを用いた

世界初の液晶電卓に採用されたのが 初の上市製品でした。以来、ディスプレイセ

ル用液晶材料への様々な要求に対応した製品開発を推進しています。 
 ポリマーネットワーク型液晶表示素子（Polymer Network Liquid Crystal 
Display、以下 PNLCD）材料は電子ペーパー実現に向けた当社液晶開発における成

果の一つです。 
 
２．構造 
 PNLCD は、液晶層中に特殊なポリマーによるネットワーク構造体を形成させた

ものです。重合成化合物またはポリマーと液晶が均一混合された溶液で相分離を起

こさせ、ポリマーと液晶を 2 相分離して複合膜を調整します。PNLCD では、液晶

層中に形成される微細なポリマーネットワーク構造の表面を平滑構造にするととも

に、 適な大きさ（サブミクロン）の網目になるように設計したモノマーおよび液

晶材料を開発し使用しています。具体的には 600～700 nm に制御された網目サイズ

を形成することで入射光の反射効率を 大にすることができます。 
 この液晶表示素子は、通常の液晶パネルと同様な簡便な作成方法をとることがで

きます。液晶セル内に液晶化合物と光重合性化合物よりなる PNLC を注入し、液晶

連続相を維持しつつ三次元ポリマーネットワークが形成される様な条件で紫外光を

照射することにより作製できます。 
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３．特徴 
 PNLCD のシートは、ポリマーネットワークの作用により液晶分子の配列が不規

則な状態を誘起して光を散乱させます。これは紙がセルロース繊維による光の散乱

反射で白さを発現しているのに原理が

類似しており、結果として紙に近い「白

さ」を発現することができます。この

状態に電圧を加えると、液晶分子は電

界方向に配列して透明になります。こ

の時光は散乱されず、裏面に設けられ

た光吸収層（黒色層）により吸収され

て黒表示になります。（図 1、図 2） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 これらの 2 つの状態を表示に利用することで、 
 ①「白さ」とコントラストに優れた表示体が作製できます。 
 ② 紙と同様の光散乱方式のため視野角が広く印刷物に極めて近い見やすさにな

ります。 
 ③ 偏光板、配向処理等が不要な分、白く、構造が簡単な液晶表示媒体が実現でき

ます。（図 3） 
 ④ 光反射方式でバックライトが必要ないことから次世代の省エネルギータイプ

の携帯機器に適した直視反射型液晶素子となることが期待できます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 PNLCDの動作イメージ 

 
図3 PNLCDの素子構成 

（従来品） 

OFF （ 散乱） ON （ 透過）OFF:光散乱状態 ON:透過状態

液晶

ポリマーネットワーク

図1 PNLCDの動作原理
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４．試作品 
 文字固定パターンの ITO 透明電極を用いたディスプレイを作製することにより、

解像度、コントラスト、反射率（白色度）および視認性の検証を行いました（図 4）。
セル厚 30µm の表示パネルでは、反射率 35％、コントラスト比 1：16 が得られ（図

5）、文字の視認性の良好な実用レベルの表示パネルとなっています。因みに、駆動

電圧（V90）は 9.3 Vrms です。35％の反射率は、新聞紙のそれに近く、通常の TN
液晶の 20％程度を大きく上回っています。さらに文字の黒とのコントラストでは新

聞紙の 1：5 を大幅に上回る、1：16 を達成し、グラビア印刷物並みの高いレベルを

実現しました。結果として、目に優しく、読みやすい表示が可能となっています。 
 

５．用途、可能性 
 これらの特徴から、PNLCD を活用した表示媒体は新聞、本、書類、図面などこ

れまで印刷物が担ってきた分野をデジタルデータに基づいて表示することに適して

います。当社では今後の普及が期待される電子新聞、電子ブック、電子ペーパーな

ど、通信機能やストレージ機能を付与した情報端末やペーパーレス化を狙った新し

い情報表示機器など、紙に近い表示品位を有するディスプレイ、ドキュメントビュ

ーワー用として幅広い用途開拓を推進することを目指しています。 

 
図4 PNLCを用いたペーパーライク 
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ＤＮＰの電子ペーパー（フレキシブル有機ＥＬ） 
大日本印刷株式会社 研究開発センター 三宅 徹 
 

 

１．はじめに 
 近年、ネットワークやモバイルPC、携帯電話等の発展により、情報化社会がます

ます進展してきて、ユビキタス社会の到来も間近といわれている。ユビキタス社会

においてはあらゆる場所で情報が受発信できる環境となることから、人と情報のイ

ンターフェースであるディスプレイの重要性がますます高くなる。 
 各種のディスプレイが開発され実用化が進んでいる中で、有機 EL はイーストマ

ンコダックの研究グループの発表以来[1]、自発光かつ応答速度が速いことから視認性

が良く TV などの動画を見るディスプレイとして 適といわれている。また、図 1
のように構造が単純でかつ薄型になることから低コスト化も可能とされており、次

世代のディスプレイとして期待されている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 また、次世代のディスプレイとしてだけでなく、いわゆる「電子ペーパー」とし

ての活用の期待も大きい。通常、「電子ペーパー」とは紙の代替で語られていること

が多い。すなわち、反射型の白黒表示体でかつ電気を切っても表示が維持されるメ

モリー性があることが必須条件のように言われている。一方で有機 EL は反射型で

はなく発光型であり、かつ電気がないと表示が消えるメモリー性のないディスプレ

イである。それでも電子ペーパーとして期待が大きいのは、有機 EL 層は 1 ミクロ

ンもない非常に薄い膜であり、基材の厚みそのものがディスプレイの厚みとなるこ

と、そのためフレキシブルで超軽量であること、どこからでも鮮明に見える自発光

ディスプレイであること等の技術的利点が挙げられる。さらには応答速度が速く、

動画表示に 適なことも見逃せない。今や携帯電話で BS デジタル放送が見ることの

できる時代である。「電子ペーパー」＝電子ブックではなく、カラー静止画やカラー
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動画、すなわち TV も見ることが期待される中ではフレキシブル有機 EL が 適であ

る。ここでは「携帯電話やパソコンに加え、今度は電子書籍を読むための端末を持

つのはこっけい」というボイジャー荻野正昭社長の言葉[3]を添えておく。 
 一方で解決しなくてはならない有機 EL の技術的な課題はまだ多い。寿命や色等

の材料の課題のみならず、カラー化のプロセスの課題も重要である。有機 EL はそ

の発光材料の特徴により低分子系と高分子系の 2 つに分けられ、一般的にはそれぞ

れ低分子系でマスク蒸着法[4]、高分子系でインクジェット法[5]が用いられている。今

回、我々は長年培ってきた印刷技術をもとに、フレキシブルフルカラー有機 EL デ

ィスプレイを大量に安価なプロセスで作製することを目的に、高分子発光材料の新

たなパターニング手法として印刷法の開発を行った。 
 
２．印刷方式の選定 
 高分子系のパターニングはインクジェットに代表される大気中の湿式プロセスで

行われ、低分子系で用いられる真空プロセスと比較して、材料の利用効率、装置コ

スト、生産スピード等の面で優位性があると考えられる。我々は湿式プロセスでイ

ンクジェット方式より生産性が大幅に向上する可能性のある印刷法に着目し開発を

行った。 
 一般に印刷方法は活版印刷、凹版印刷、平版印刷、孔版印刷の 4 種に大別できる。 
 
１）活版印刷：版の突起部にインキをつけて、紙などの被印刷体にインキを転移さ

せる印刷法。【活版印刷、フレキソ印刷】 

２）平版印刷：親油性の画線部と親水性の非画線部との間に明確な高低がなく、こ

の版面に水と親油性のインキを交互に与えながら印刷する方法。【オフセット

印刷】 

３）凹版印刷：版面のくぼんだ画線部にインキを与えて印刷する方式。【グラビア印

刷】 

４）孔版印刷：版面はインキが通過できる小孔の集合から成る画線部とインキ遮蔽

層の非画線部から成り立っており、画線部の小孔からインキを押し出すことに

よって印刷される方法。【スクリーン印刷】 

 

 有機 EL における発光層の膜厚は通常 80～100nm 程度である。この膜厚は紙の上

にインクを印刷する場合よりもかなり薄い。また、有機 EL の発光特性は有機層の

膜厚による影響が大きく、膜厚の均一性が求められる。 
 印刷方式の選定にあたり発光材料インクの粘度に着目した。各印刷方式には適正

なインク粘度があり、適性領域外では印刷適性が保ちにくい。また高分子発光材料

のインク化にあたり調整できるインク粘度は、溶媒に対する高分子発光材料の溶解

性に制限され固形分比 10 wt%以下にする必要がある。 
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 上記のインキ粘度の印刷方式適合性およびグラビア印刷の特長である版の深さで

印刷膜厚が制御できる階調再現性の良さを考慮してグラビア印刷法を選択し、高分

子発光材料の成膜およびパターニング技術の開発に取り組んだ。 
 

３．グラビア印刷法による発光材料の印刷 
 グラビア印刷法を用いて印刷テストを実施した。印刷する基材には PET フィルム

に PEDOT/PSS（ポリスチレンジオキシチオフェン／ポリスチレンスルフォネート）

の水分散液をスピンコートし乾燥させたものを使用

した。インキの物性、グラビア版の彫刻条件および

各種印刷条件等を変更してテストを繰り返し、 適

な条件を求めた。 
 その結果、図２のようにライン幅約 70 µm（300µm
ピッチ）のパターン形成を確認することができた。

高分子発光材料の乾燥後の膜厚測定結果は約 80nm
であった。これより今後グラビア印刷により赤・緑・

青の 3 色ラインパターニングを行うことによりフル

カラーディスプレイを作製することが可能になると

考えられる。 
 
４．フレキシブル有機ELパネルの試作 

 グラビア印刷法によりフレキシブル有機 EL パネルの試作を行った。図 3 に試作

したパネルの構造を示す。 

 

 透明電極を付けたバリアフィルム上に、短絡を防止する目的で非発光部分および

電極のエッジ部分を絶縁層で覆った。この上にバッファー層として PEDOT/PSS を

厚み 80 nm、高分子発光材料を厚み 100 nm、陰極層としてカルシウム（Ca）、銀（Ag）
を順次形成し、さらにバリアフィルムを接着剤でラミネートすることにより封止を

行った。 

３００μｍ  

７０μｍ 

図２ グラビア印刷法による発光材料のパターニング  
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 図 4 に 150 mm×150 mm のフィルム上にグラビア印刷で赤・緑・青の 3 色の高

分子発光層を形成したエリアカラーパネルの発光写真を示す。高分子発光材料の選

択およびそれに伴う適切な印刷条件の設定により、グラビア印刷を用いて 3 色の発

光を確認することができた。 
 またフレキシブル性を評価するため曲げた状態での発光を図 5 に示す様に確認し

た。完全に筒状に巻き天地方向も手で曲げた状態で均一に発光しており、高いフレ

キシブル性をもつことがわかる。このようにグラビア印刷法により高分子発光材料

をパターン塗布したカラー・フレキシブルディスプレイを世界で初めて実現した。 
 

 
 
５．おわりに 
 今回グラビア印刷法による有機 EL ディスプレイ作製の可能性を示すことはでき

たが、実現に向けての課題は多い。インキの安定化、高精度印刷版の製作方法の確

立、グラビア印刷機の更なる高精度化、フィルム封止性能の向上等が実用化に向け

た今後の開発課題であると考えられる。 
 有機 EL のポテンシャルは大きく、従来のディスプレイの置き換えだけにとどま

らず、「印刷法＋フレキシブル」は今までにない形態や低価格化が期待され、さまざ

まな新規アプリケーションへの展開も可能となる。図 6 は POP と呼ばれる宣伝・広

告用の印刷物にフレキシブル有機 EL ディスプレイを組み込んだもので、強調した

い部分が発光する。一部が発光することによりアイキャッチ効果が高く、宣伝の効

果が高いと考えられる。製造もディスプレイと異なり、印刷エリアが大きく精度が

それほど必要ないので比較的容易である。 
 これは単に一例であり、ぺらぺらなフィルム上に文字や画像が発光することによ

り様々なアプリケーションへの展開が期待される。いわゆる「電子ペーパー」とし

て活用されることが可能となってくる。LCD が誕生してノート PC や携帯電話が誕

生したように、フレキシブル有機 EL が開発されることにより、今は想像できない

図５ フレキシブル発光図５ フレキシブル発光

 

図 4 3 色エリアカラー有機 EL 
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ような「電子ペーパー」の使われ方やまったく新しい電子機器が今後数多く開発さ

れることを確信している。 
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E-Paper® 電子ペーパー技術紹介資料 

富士ゼロックス株式会社 
 
 
１．はじめに 

（１）E-Paper® 電子ペーパーとは？ 
 紙の扱いやすさと電子の便利さを併せ持ち、増大

するデジタル情報を、誰でもが簡単に取り扱えるよ

うにしてくれる環境・ツールが、電子ペーパーです。

富士ゼロックスでは、『ドキュメントを読む』こと

に適した表示方法を研究し、紙のように扱える、紙

のように読みやすい、2種類の電子表示デバイスを

開発しています。 
 

 *紙のように扱える：薄型・軽量、可撓性、無電源表示、複数ページ一覧・比較 
 *紙のように読みやすい：反射型・高コントラスト表示、高精細・高解像度 
 

（２） E-Paper®電子ペーパーの特長 
① 人に優しい表示媒体 
 オフィスにおける電子ドキュメントの流通量は、年々増加しています。この膨大な

電子情報を熟読し、処理するために、現在のディスプレイの表示性能で十分でしょう

か？ 紙に近い低刺激表示を可能とする電子ペーパーを利用することで、電子ドキュ

メントの熟読・思考に集中でき、長時間作業をしても疲れにくく、オフィスでの知的

生産性を向上できます。 
② 環境に配慮した表示媒体 
 電子情報の流通量増加に伴い、紙への出力量も飛躍的に増大しています。しかし、

その大半は短時間で捨てられてしまう、短寿命文書です。繰り返し書き換えできる電

子ペーパーを利用することで、廃却用紙を削減でき、環境へのインパクトを大幅に低

減できます。 
 

書
き
換
え
容
易
性 

見易さ、操作性、形状可変性 
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２．E-Paper® Photo 光書き込み型電子ペーパー 

 デジタル情報を瞬時に画像情報に変換する新しい

タイプの画像表示素子です。複写機に利用されている

有機光導電材料と液晶表示材料を組み合わせ、表裏一

対の透明電極に電圧を印加しながら光を照射するこ

とにより、光の強弱を瞬間的に反射濃度に変換します。

変換後は、無電源で画像を保持します。 

 

（１）E-Paper® Photo 光書き込み型電子ペーパーの特長 
① 薄型・軽量・フレキシブル 
 2枚のフイルム間にマイクロカプセル化した

液晶層と光導電層を挟んだ構造で、薄型・軽

量・フレキシブル化を実現。ガラス基板を使用

していないので、落としても壊れません。 
② 反射型・無電源表示 
 コレステリック液晶の反射型表示で高いコントラスト比を実現。紙のように自然で

読みやすい表示です。また書き込み後は、無電源で一年以上画像をそのまま保持しま

す。 
③ 瞬間書き換え 
 書き込みに要する時間は、わずかに0.2秒。しかも二次元一括書き込みが可能ですの

で、画面サイズにかかわらず、瞬間的に書き換えられます。書き換え可能回数は、１

万回以上。 
④ シンプルな構造 
 電子ペーパー側には、2 枚の平面透明電極があるだけで、微細パターン加工もICも

不要です。紙のように、気軽に何枚でも利用できます。 
⑤ カラー化 
 コレステリック液晶の特長を活かし、螺旋ピッチに応じたカラー光を干渉反射する

ことにより、簡単な構造でカラー表示を実現可能です。 
 

EE--PPaappeerr®®  PPhhoottoo  

コレステリック 
液晶層

光 
導電層

光照射の有無によ
り、光導電層の抵抗
を変化させ、液晶へ
の分圧を制御し表
示する 

電子ペーパー

画像書込み用 
調光素子  

(発光パネル) 【表示原理】

透明電極 

基材フイルム 
透明電極 
マイクロカプセル 
（コレステリック液晶層）

有機光導電層 黒色層 

基材フイルム 

【断面構造】
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デスクサイド瞬間プリンターモデル 

（２）こんな用途に利用できます 
① Rewritable Paper（書き換え可能な紙）として →既存プリンターの代替 

 簡単な操作で、何度でも瞬間的に書き換えられま

すし、書き換えに必要なコストは、ほとんどかかり

ません。オフィスや現場で発生する短寿命文書を、

電子ペーパーに置き換えることにより、環境へのイ

ンパクトを低減できるとともに、プリントコストを

気にせず出力できます。作成途中の文書や、文書作

成に必要な参照資料なども、気兼ねなく何枚でも出

力できます。多ページの文書を一覧で表示・比較したり、資料を手に持って楽な姿

勢で、どこででも閲覧でき、知的生産性を向上できます。 
② 直感的な操作で簡単画面コピー →情報ハンドリングツール  

 見ている画面の情報を、直感的な操作で、

そのまま写し取ることができます。パソコ

ンの操作に不慣れな方でも、簡単に情報を

手に取ることができます。公共の案内端末

や、ご家庭の情報端末の画面から、簡単に

情報をはがし取って持ち歩けます。 
 
③ 非接触で表示情報を書き換え可能  →ICカード表面の表示 

 光照射により表示画像を瞬間的に非

接触で書き換えられ、加熱や圧力は不

要です。また書き換え後は、無電源で

表示を保持します。非接触でデジタル

情報を書き換えられる RF-ID タグや

IC カードの内容表示に使用することで、

可視情報とデジタル情報を一体化して取り扱うことができ、幅広い用途に利用でき

ます。 
 

  家庭内情報端末モデル    公共情報端末モデル 
【書き込み装置イメージ】 

RF-IDタグと組み合わせた 
“電子伝票” “電子カンバン”

非接触ICカードと組み合わせた
“電子定期券”

（制作協力：王子製紙株式会社）
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３．E-Paper® Xero トナーディスプレイ型電子ペーパー 

 複写機に利用されているトナー（着色粒子）を利用した、高コントラスト・反射

型の紙に近い表示を実現するディスプレイです。電極間に異なる極性に摩擦帯電し

た二色の着色粒子を封入し、電圧を印加することにより、粒子を移動させて画像を

作成します。書き込み後は、無電源で画像を保持します。 

 

（１）E-Paper® Xero トナーディスプレイ型電子ペーパーの特徴 
① 反射型・広視野角表示 
 着色粒子を利用した反射型表示により非常に

高いコントラスト比、広視野角表示を実現。紙の

ような白色を再現した、自然で読みやすい表示で

す。 
② 無電源表示 
 書き込み後は、電源を供給しなくても、その

まま画像を 1 年以上保持します。 
③ 薄型・大画面化 
 電界強度に対して、粒子移動に閾値・不感帯が

あり、単純マトリックス駆動が可能。そのため駆

動ICの個数を削減でき、大画面化しても薄型・軽量な表示パネルを実現できます。 
④カラー化 
 カラーフィルターを利用することにより、カラー表示にも対応できます。 

E
＋  ＋

－  －

 
WWhhiitteeBBllaacckk  電圧印加

【表示原理】 

電極

透明基板

透明電極

白色粒子

黒色粒子

空気層

基板

絶縁層

絶縁層

【断面構造】

EE--PPaappeerr®®  XXeerroo  
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（２）こんな用途に利用できます 
① 電子掲示板、広告看板に 
 シンプルな構造のため、薄型・大画面化が可能で、しか

も表示中には電力不要です。大画面に表示しても、消費電

力が小さく、省エネルギー化できますので、電子看板や電

子掲示板、電子案内板等に利用できます。また、パネル部

は薄型・軽量ですので、施工も簡単です。さらに、バッテ

リー駆動も可能なので、無線LANと組み合わせることによ

り、ワイヤレスシステムを構築することも可能です。 
 

 

 

 

 

② 情報表示ボードに 
 表示に必要な消費電力は非常に小さいため、バッテリーで

長時間駆動できます。家庭内情報表示ボードや、緊急災害時

の情報表示板の表示デバイスに利用できます。 
 

 
 

③ 電子書籍の表示デバイスに 
 紙のような白さ、高いコントラスト、広い視野角を反

射型表示で達成しました。文字を熟読する電子書籍や

PDA、ドキュメントリーダーの表示デバイスに利用でき

ます。 
 
 

 

電子掲示板・電子ポスター

本日のランチメニュー 

オマール海老と豚カシラ肉のプレスコフ 

斎
藤
家 
ワイヤレス電子看板・掲示板

家庭用情報表示ボード

電子書籍・ドキュメントリーダー
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電子粉流体®を用いたQR-LPD® 

株式会社ブリヂストン 
 *QR-LPD®：Quick Response-Liquid Powder Display 

 

１．電子粉流体® 
 電子粉流体®とは、ナノ加工技術を施

し、液体のような高流動性と帯電性を

付与した新しい状態物質である。通常

の粉体は落下させれば堆積し安息角を

示すのに対し、電子粉流体は明確な安

息角を示さない。また、着色は、電子

ペーパーとして必須の白色、黒色はも

ちろんのこと、赤色、黄色、青色他ほ

ぼ自由に制御できる。 
 

２．パネル構造 
 表示のしくみは、上下基板

に印加した電圧極性に応じて、

静電気的に移動する電子粉流

体の色を、透明基板を通して

視認するしくみになっている。

例えば、図 2 に示すごとく、

黒色表示の場合は、上基板に

負電圧を、下基板に正電圧を

印加することにより、正に帯

電した黒色電子粉流体が上側

に移動し、この黒色を視認す

ることになる。白色表示はそ

の逆である。これは、印刷さ

れた紙を直接見るのと同じ原

理であり眼にやさしい新しい

ペーパーライク表示媒体と言

える。 
 

通常の粉体の場合 電子粉流体®の場合 
図1 安息角の測定 

ITO

ITO

電子粉流体

Glass
+ +++ +++++++ +++++++++ + ++ +++ +++++++ +++++++++ + +

ｰ－ーーｰーｰーー－－－ー－ －ｰ －－－ー－－ ｰ－ーーｰーｰーー－－－ー－ －ｰ －－－ー－－

Glass

R
ib

R
ib Air

Black appearance

Glass

+ +++ +++++++ +++++++++ + ++ +++ +++++++ +++++++++ + +

ｰｰーｰｰーｰーーｰーｰーー ｰ ｰ ｰ ｰ ｰーｰｰ ｰｰーｰｰーｰーーｰーｰーー ｰ ｰ ｰ ｰ ｰーｰｰ
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R
ib Air

White appearance

図2 表示の仕組み 

(a)

(b)

(c)

(d)

ITO

ガラス

リブ

電子粉流体

ガラス

図3 パネル構造 
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図4 応答速度の測定 

 パネル構造は、色及び帯電極性の異なる 2 種の電子粉流体を、ITO 等の電極を有

する透明基板間に挟んだ構造となり、極めて単純な構造とすることができる。また、

電子粉流体が有するシャープなしきい値特性により、TFT 形成を行うことなしに十

分な表示が可能なことも特徴のひとつである。 
 パネル作製は、格子状のリブを設けた ITO 電極付きガラス基板上に、電子粉流体

を封入し、対極となる ITO 電極付きガラス基板を接合して作製される。ギャップ厚

みはこのリブによって規定しており、通常 50～100 µm 程度に調整している。 
 
３．ディスプレイ特性 
 本ディスプレイの応答速度は、図 4 のごと

く 0.2 msec という高速応答性を示し、これは、

気体中を電子粉流体が飛翔するという本方式

の大きなメリットのひとつとなっている。表

示の視野角依存性は、透明基板を通して電子

粉流体の色を見るがゆえに、図 5 に示すよう

にほぼ角度依存がなく、紙と同様な高い視認

性を有する。表示のメモリー性は、現時点で

約半年以上保持していることを確認しており、

ほぼ半永久的である。したがって、非駆動時

は電力を必要とせず、極めて低消費電力デバイスとなる可能性がある。また、液晶

のように押圧すると表示が乱れることはなく、これは、電子粉流体と基板とが静電

気的な安定した保持力を優しているために、押圧によるギャップの変化や基板の変

形にはさほど影響を受けないためと考えられる。反射率は、現時点で約 35 ％程度で

ある。駆動電圧は、現時点で 100 V 弱であり、課題のひとつである。しかし、ギャ

ップ長から算出される単位距離当りの駆動電圧はそれほど高いレベルではなく、パ

ネルギャップの調整や電子粉流体自体の改良により、低電圧化は十分可能であると

考えている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
図5 視野角依存性 

α
β

βを固定しαを変えながら反射率を測定 

（測定方法：EIAJ ED-2523 標準構成B） 
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４．試作パネル例 
 以下に、試作パネルの例を示す。 
（１）PDA モデルの例（図 6） 

 

（２）高精細表示の例（図 7） 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

（３）階調表示の例（図 8） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6 左は160×160ドット（66dpi） 
 右は320×320ドット（132dpi） 

 

図7 260dpi 表示を実現 

図8 8階調表示まで可能 
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（４）時計表示の例（図 9） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．まとめ 
 高視野角、高速応答性、メモリー性、低消費電力などの特徴を有する QR-LPD®

は、これまでのディスプレイでは実現できなかった人間にやさしい新しいペーパー

ライク表示媒体として、次世代を担う電子ペーパーのひとつとなると期待している。 
 

 

参考文献 
 
［1］ R.Hattori et al.,”Novel Type of Bistable Reflective Display using Quick Response  

Liquid Powder”,SID 03 DIGEST,pp.846-849(2003) 

 

図9 高速応答性を活かし 
    秒単位表示まで可能 
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磁気感熱式電子ぺ一パー「サーモマグ®」 

有限会社マジマ研究所 

 

 

 磁気感熱式電子ぺ一パー「サーモマグ®」はサーマルプリンターと磁気泳動型のデ

ィスプレイ技術を融合させて考えられた、まったく新しいタイプの電子ぺ一パー(デ

ジタルペーパー)である。磁気泳動型ディスプレイの問題点を踏まえそれらを解決す

る過程で、その手段を検討した結果、次のような解決策を基にサーモマグ® が開発

された。 

解像度に関しては、磁界を直接解像度単位にフォーカスさせて使うのではなく、

広い範囲にバイアス磁界としてかけ、解像度単位ではサーマルヘッド又はマトリッ

クス電極を使った微細ヒートスポットを利用し、印字していく方式にした。 

 その結果、マイクロカプセル又はハニカムセルを使用せず、その大きさに左右さ

れることなく、磁性粒子の大きさまで解像度が上げるられることを可能とした。コ

ントラストレシオに関しては、磁性粒子を直接使用することで、磁性粒子の大きさ

を微細にし、印字部は白色部がより少ない細密構造として、より濃度を上げること

に成功した。安定性に関しては、常温で固体の低融点ワックスを磁性粒子の保持媒

体として使い、常温で保存する限りでは磁性粒子の移動は起こらず、永久に印字状

態を保つことを可能とした。メディアの構造と通電又はサーマルヘッドによる印字

機構模式図を図 1 に示す。 

     図１ 
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 磁気感熱式電子ぺ一パー「サーモマグ®」のメディア原理は図 1 に示すような断面

構造を持っている。磁性粒子を混入懸濁させた低融点白色顔料(酸化チタン)分散ワ

ックス(樹脂)層を透明カバーフィルムとベースフィルム(透明又は抵抗体)で挟んだ

構造である。 

印字原理は図に示すように、まず、ベースフィルム側にサーマルヘッド又は通電

感熱ヘッドを接触させ、サーマルヘッド又は通電感熱ヘッドによるベースフィルム

裏面(内部)の微細スポット加熱を行う。次に、その熱で低融点ワックス層(以下表示

層)を広範囲にかけた磁気バイアスヘッド下の磁界内でドット単位の加熱熔融液化

をさせる。磁性粒子は熔融液化部分のみを自由に移動でき、その中で磁界に従って

上部に移動、表示される。次に、熔融している低融点ワックスは冷却ヘッドで常温

にまで冷却され、印字部は固体化し、完全に定着される。 

この方式は解像度がサーマルヘッド解像度及び通電感熱ヘッドの電極の太さで決

定されることとなり、飛躍的な高解像度を可能とした。その磁界は大面積でかける

ことでより強力な永久磁石又は電磁石が使用可能となり、上面透明フイルムヘの磁

性粒子の密着度が増し、より濃度が向上した画像が得られるようになった。しかも、

常温では表示に関与する部分は固体であるため、熔融印字している部分を除いては、

磁性粒子の不要な移動を防止する隔壁と同様な働きが得られ、セル構造やマイクロ

カプセルは不要となり、隣接するドットとのクロストークやにじみも皆無となった。

すなわち、熱源の大きさを時間又は温度の変化で選択し、自由に見かけ上のセル又

はカプセル構造の直径を変えられ、解像度毎のドット変調(面積・濃度)ができる磁

気表示装置と考えられる。 

 このようなメディア構造であるため、サーモマグ® は磁性粒子、液晶用ビーズス

ペーサーを混合した低融点白色ワックスを均一にホットメルト・コーティングする

工程のみで製造可能であり、安価で高性能なリライタブルメディアである。 

さらに、カラーの「サーモマグ®」を考慮に入れると、カラー化には C.M.Y.K(Black)
の図 2 に示すようなコーティング層を持った、磁性粒子が必要である。カラー化す

るには、4 色の磁性粒子をストライプ状に塗り、位置を合わせた電極ヘッドで各色に

対応する位置のワックス(樹脂)を熔融して、磁性粉を移動させる方法がある。 

フルカラー化まで考えた階調表現は、モノクロ「サーモマグ®」と共通の各色表示

粉の粒子径のばらつきによるその移動速度の違いを利用、電極・磁気、各ヘッドの

通電時間及び電圧・電流・磁界強度の変化(変調)で到達粒子の数が変化する現象を

利用すると同時に、印字時間変化による面積変調でも表現可能である。 

一方、ヘッド及ぴプラテンに印加する押圧は両ヘッド間の磁界磁束による吸引力

が良好に働くようにコントロールできる。また、各色の混色化の防止には、セル構

造は必要ないまでも、簡単な土手構造が、各色粒子を分けて混色を防ぎ、耐久性を

向上させる為には必要かもしれない。さらに、「サーモマグ®」によるディスプレイ

(アクティブ)方式の発展型を考えると、抵抗加熱用抵抗体フィルムの表裏に XY マ
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トリックスを形成できるようなストライプ状の通電電極を備えたものを作り、その

交点を加熱するシステムも可能である。また、図 3 に示すように、そのフィルムの

マトリックス抵抗加熱フィルムを挟んで両面に同一構造の表示層部分を形成、ラミ

ネートし、片側印字面に磁界をかけ、もう一方の面を冷却すれば、その片面のみに

紙同様に印字でき、裏面も同様に片面ずつ印字もできる、完全に紙に換えられるよ

うな両面印字「サーモマグ®」ペーパーも可能となる。 

このような原理で動く磁気感熱式電子ぺ一パー「サーモマグ®」を、すでに発表さ

れている多くのリライタブルペーパー及ぴぺ一バーライクディスプレイの中で、比

較対照しながら、その中の抜きん出た特長をまとめてみると、表 1 のような性能項

目を見出すことが出来る。電子ぺ一パー(デジタルペーパー)の用途を考えるとき、

近 T V コマーシャル等の生活スタイルの未来像で、紙のように薄いディスプレイ

を見ることがあるが、このように薄いディスプレイはかえって動画を見るための装

置としては、曲がりやすく、保持が難しく、見にくい装置になると考えられる。し

かし、電子ぺ一パーとしての「サーモマグ®」はあくまで、柔らかく、薄い静止画表

示の装置で、リライタブルペーパーであり、紙の領域を受け継ぐもので、紙と同様

のハンドリング(ページめくり等)ができるものである。また、ぺ一バーライクディ

スプレイ(ソフトコピー)自体がリライタブルペーパーと同位置に考えられているが、

これとは一線を画して、異なる物と考えるのが妥当である。 

「サーモマグ®」は表２に示されるように、リライタブルペーパーであるパッシブタ

イプと同時に、マトリックス電極型の駆動装置を内蔵する、ペーパーライクディス

プレイであるアクティブタイプも可能であり、このタイプも同様に紙に近いハンド

リングを持つことができる。 

一方、紙の消費の増加を考えてみると、一般印刷機械の調整過程におけるヤレ(印

刷不良)、会議後のコピーや印刷資料の廃棄、データ確認のためのハードコピー等々、

紙の浪費がいかに多いかが分かり、紙の製造によってパルプが消費され、これによ

る森林資源の減少で炭酸ガスの増加等、地球温暖化の原因ともなりかねない事実が

浮かび上がってくる。また省エネルギーの観点から考えても、単位当たりの紙の製

造に要するエネルギーや、例えその資源を再生させたとしても、それに関わるエネ

ルギーは少なくないと考えられる。 

したがって、紙をなくさないまでも、その消費をいかに少なくするかは、その代

替になり得る性能を持ち、再生可能であり、製造に要するエネルギーが少ない(紙 1
枚に換算して)、「サーモマグ®」のようなデジタルペーパーシステムが求められてい

る。 
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図2 

 

              図３ 

 

 



表1 電子ペーパー方式比較表 

‡:特長性能、†:注目性能 

 

 方式 

性能 

磁気通電感熱 

TMペーパー 

E ink Gyrlcon ロイコ染料 G・H型液晶 有機高分子/低分子 磁気泳動 

動作原理 熱-磁界(磁界と熱での磁

気泳動) 

電界(帯電粒子の電気泳

動) 

電界(帯電球の電界での

回転) 

熱(化学可逆反応の発・消

色) 

熱・電界(発熱色・電界消

色)  

熱(加熱冷却条件での白

濁透明) 

磁界(磁性体の移動) 

表示素子材料 磁性粒子・白色顔料

(Ti02) 

低融点ワックス 

白黒・正負帯電 

顔料分散液体μカプセル

2色塗り分け 

正負帯電シリコーンビー

ズ 

ロイコ染料 

顕色剤 

ゲストホスト型 

高分子分散液晶 

低融点結晶樹脂 磁性粉懸濁液入μカプセ

ル 

駆動方式 通電感熱・ 

マトリックス通電感熱 

TFTアクティブ 

マトリックス 

単純マトリックス サーマルヘッド 

(特殊プリンター) 

サーマルヘッド・ 

レーザー 

サーマルヘッド 磁気ヘツド 

薄さ・軽さ ‡ レーザー加熱・熱・磁界 

◎(厚さ約70μｍ) 

電界 

○(厚約500～7OOμｍ)

電界 

△(厚約2.54㎜) 

熱 

◎ 

熱・電界 

○ 

熱 

◎ 

磁界 

○ 

解像度 ‡ 

規制要因･使用素子デバ

イス 

◎(600 dpi以上) 

熱源径(磁性体粒子径8μ

m以下） 

○(160・200 dpi) 

μカプセル径100(40)μｍ

△(約100 dpi) 

ツイストボール径100μｍ

◎(400 dpi以上) 

サーマルヘッド解像度(分

子径) 

 

熱源径・電極密度(分子径)

◎ 

サーマルヘッド解像度(結

晶径) 

× 

μカプセル径100μｍ 

コントラストレシオ ‡ ◎ ○ ○ ◎ △ △ × 

階調表現 ‡ ◎(16階調以上) △(4階調以下) △(階調なし) ◎(無段階調可) ○(無段階調可) △(階調無) ×(階調無) 

カラー化 ○ △ × × △ × × 

加筆性 ‡ ◎ △ △ × △ △ ◎ 

表示保持性 ‡ ◎(固体) ○(液体) ○(周辺液体) ◎(液相反応) ○(液体) ○(固体) ○(液体) 

白地† ◎ △ △ ◎ △ ○ × 

大面積 ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ 

書換性 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ 

表示速度 ○(1枚/秒) ◎(6枚/秒) ○ ◎ ○ ○ ○ 

価格(A4相当) ‡ ◎(\100以下) △(\13,000) ○(\5,000) ◎(\l00) ○(\6,000) ○(\100) ◎(\200) 

保持電力 ‡ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ 

耐候性 ◎ ○ ◎ × △ ○ ◎ 

省資源・リサイクル性‡ ◎ × △ × △ ○ △ 

備考・問題点等 サーマルプリンターにアダプ

タ付加で可能・共通使用可 

屈曲R大きい(200 R以上) 

TFT取り付け困難 
屈曲R大きい(200 R以上) 特殊で高価なプリンター必要

ヘッド温度制御が問題 

屈曲R大きい(200 R以上) 黒色は無理 原理的に解像度は上げられ

ない 
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表2 
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磁気通電感熱電子ペーパー「サーモマグ®」の特徴 

 

発表された多くのリライタブルペーパー及びペーパーライクディスプレイとの比

較の中で対象となる抜きん出た特長を上げると、下記の様な性能項目を見出すこと

が出来る。 

（1）高解像度 

ザーモマグ®の磁性粒子サイズは一般的なペーパーライクディスプレイに使用さ

れているマイクロカプセル、セル及び表示ビーズ等の構成素材・機構の大きさに比

較して解像度に影響する程大きくない。このメディアの解像度はサーマルヘッド解

像度、レーザスポット径あるいは通電電極径等、高精細な熱源の大きさで決定され

る。従ってサーマルヘッドで 高 600 dpi、レーザー光書き込みでは 1200 dpi 以上

もの高解像度化を可能とする。 

（2）階調表現 

サーモマグ®は低融点ワックス表示層充填材に含有される磁性粒子の大きさとそ

の表面積の相違による移動速度の差を利用し、その加熱溶融時間コントロールで濃

度変調を、ヒートスポットの大きさの変化で面積変調をさせ、ほとんど無段階調に

近い濃度表現が可能となる 

（3）高コントラストレシオ 

サーモマグ®の低融点ワックス表示層に含有される高濃度顔科コーティング磁性

粒子と酸化チタン等白色顔料は磁界による完全分離で高コントラストレシオの実現

が可能となった。 

（4）低価格 

サーモマグ®はマイクロカプセル化又は表示ビーズ作成等、高度な技術や液晶パネ

ルに使用されている保持電圧用 TFT 等の高価で高度なデバイス・材料を使用せず、

単純な塗布・ラミネート及び封止工程のみで連続的に製造可能であるため、紙に匹

敵する低価格が実現可能となる。しかも、 も簡単な印字装置はサーマルプリンタ

ーに永久磁石を加えるだけであり、本来のサーマルプリンターとしての共通使用ま

でも可能となる。 

（5）高安定性 

サーモマグ®は熱と磁界を同時にかけ、高温熔融液相での磁性粒子の移動を起こさ

せた後、急速に固化させることで、常温では常に粒子の移動のない固相を保ってい

る。従って、磁性粒子の移動は熱と磁界を同時にかける必要があり、通常保管状態

では起こり得ない、印字後の磁性粒子は固体中に存在するため動かず、その挙動は

極めて安定であり、永久的に印字パターンを保つことが可能である。 
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（6）薄型 

サーモマグ®は微粒子の磁性粒子と超微粒子で高遮蔽性の白色顔料(酸化チタン)

を使用することで、表示層を極めて薄くする事が可能となり、紙より薄く、柔軟性

の高い製品も実現できる。 

（7）超小型駆動システム 

サーモマグ®は駆動が通電感熱の場合、電極ヘッドは構造が簡単でありヒーター部

がないことで、サーマルプリンターに比較して非常に小型化できる。更に単純マト

リクス電極での駆動では、バイアス磁界の移動のみであるため、カードサイズのサ

ーモマグ®書き込み装置は手のひらサイズのポケッタブルも可能となる。 

（8）アプリケーションの多様性 

サーモマグ®の駆動方式はサーマルヘッド及び通電感熱を使用するパッシブタイ

プと、マトリックス電極を使用するアクティブタイプがあり、製造工程の簡便さと

材料や駆動方式の選択幅の広さと相俟って、名刺サイズから巨大なビルの垂れ幕ま

で可能であり、あらゆるハードコピーと静止画ディスプレイの用途に対応可能であ

る。 

（9）カラー表示 

サーモマグ®は磁性粒子を着色することで、比較的簡単にカラー化が可能となり、

階調表現能力との組み合わせでフルカラー表示の可能性も示唆している。 

（10）無塵性 

サーモマグ®は紙の主材であるセルロース繊維やインク中の顔料・バインダー等、

微粉や塵になるような材料を表面に一切使用せず、表示層の低融点ワックスインク

をベースフィルムとカバーフィルムが密封シールしているため、このメディアから

の塵の発生は皆無である。 

（11）加筆性 

サーモマグ®は複雑な電子的コントロールなしに、マグネット付きの簡単なサーモ

ペンで印字後手書きし、通常動作と同様に一括消去することが可能である。 

（12）省資源・リサイクル性 

サーモマグ®システムは当然、印字に際して紙・インク等の消耗品は一切使用せず、

そのメディアの製造に関しても有害な有機溶剤等は使わず、ホットメルトコーティ

ングが主体であり、使用されている構成部品・材料、特に表示層の低融点ワックス

インク充填材は熱、磁界、電界、水溶液等で簡単に各構成素材に分離可能な材料で

できているため、分離後の再利用が非常に容易である。同様に、充填剤を取り除い

た後の樹脂フィルムの再利用も可能で、全体のリサイクルコストを極めて低くでき

る可能性を持っている。 

また、紙や一般のディスプレイに使用されているような木材等の天然資源をほと

んど使用しない、廃棄物を出さない、地球環境に優しい省資源のシステムでもある。 



  66  

Decolored leuco dye 
molecule

Colored leuco dye 
molecule

Developer molecules 
(crystal)

(A)Decolored state

(C)Solid colored state

(B)Melted 
colored state

(E)Decolored state

(D)Crystallization 
of developer

Heating

Quenching

Cooling

Heating

Coloring process
Decoloring process

Decolored leuco dye 
molecule

Colored leuco dye 
molecule

Developer molecules 
(crystal)

(A)Decolored state

(C)Solid colored state

(B)Melted 
colored state

(E)Decolored state

(D)Crystallization 
of developer

Heating

Quenching

Cooling

Heating

Coloring process
Decoloring process

図1 Coloring/decoloring mechanism. 

リライタブルペーパープリントシステムの開発 

株式会社リコー 

 

 

情報のデジタル化はオフィスの紙使用量を大幅に減少させると考えられていたが、

実際には逆に増加し続けており、その多くが一時的な使用である。紙はディスプレ

イにはない見やすさ、扱いやすさだけでなく、多くの情報を並べて見られる一覧性

と、考えたことをすぐに書き込める加筆性を有しており、人の思考活動の中で重要

な役割を果たしているからである。一方、紙の使用量の増大は廃棄物処理問題を引

き起こし、森林、水、エネルギーなどの資源問題や地球環境への負荷も無視できな

い。本開発では、何回も繰り返して使用できるペーパーと、消去・印字が１パスで

行えるプリント装置とで構成されるとシステムを試作した。 
 
このペーパーをオフィスで使用するためには、第一にコントラストの高い明瞭な

画像が表示できること、第二に表示した画像を電源なしに安定に保持できること、

第三に簡単な手段で容易に書き換えできることが必要である。これを実現するため、

われわれは感熱記録紙に使われているロイコ染料の発色現象を熱的に制御し可逆性

を与える方法を考案した。フルオラン化合物に代表されるロイコ染料は酸性化合物

（顕色剤）との反応により発色するので、発色したロイコ染料から顕色剤を分離す

れば消色できると考え、顕色剤に長鎖アルキル基を導入し高い分子間凝集力を付与

させた。この顕色剤の分子間凝集力による結晶化によってロイコ染料と相分離させ

る方法を試みた結果、熱的に制御可能な可逆

発色分子システムを構築することができた。 
このロイコ染料と上記の顕色剤からなる組

成物の発色/消色のメカニズムを模式的に図1
に示す。組成物は、溶融状態からの急冷によ

ってロイコ染料が顕色剤との結合を維持した

まま分子集合構造を形成し、安定化した発色

状態を形成する。発色した組成物を昇温する

とこの分子集合構造が崩れ、顕色剤は も安

定な状態である単独結晶を形成し、はじき出

されたロイコ染料は消色する。この発色/消色

プロセスにおいては、顕色剤の分子間凝集力

が発色したコンプレックスの保持と、結晶化

による相分離の両方に寄与している。分子間

凝集力が発色と消色の駆動力となっている。

このようにロイコ染料と長鎖型顕色剤から構
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図2  Developer used (a) and structure 

   of rewritable paper (b). 

（ａ） 

（ｂ） 
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+
+ ＋
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+
+ ＋Rewritable Paper

Heating roller

Printing:
Thermal HeadErasing:

図3 Rewritable print process. 

成される超分子システムによって初めて実用的な可逆発色材料が実現された。 
われわれは、前節で示した可逆発色材料

をベースに安定な発色と高速な消去を両立

できる顕色剤図 2（a）を設計し、この顕色

剤とフルオラン系ロイコ染料を用い図 2
（b）に示す構成の何回も書き換えられるペ

ーパーを試作した。記録層には、前述した

ロイコ染料と顕色剤からなる可逆発色材料

を微小な粒子にして樹脂の中に埋め込んで

ある。保護層は耐熱性の高い樹脂が主体で、

書き替えの耐久性、紫外線吸収性、汚れの

付着防止の機能を持たせている。バック層

はカールを防止するための層である。この何回も書き換えられるペーパーは 180℃
以上の加熱で発色し、サーマルヘッドでコントラストの高い黒発色画像をプリント

できる。また、120～170 ℃の範囲の温度に短時間加熱することによって消去できる。

支持体を紙ベースにすることによって、軽さと扱いやすさを実現することができ、

きわめて実用性の高いメディアを開発することができた。 
 
また、このメディアへ印字・消去するた

めに、図 3 に示すような消去ヒータとサー

マルヘッドをもつ構成で、1 パスで消去・

書込み可能なリライタブルプロセスを開発

した。ここではまず、消去ヒータとしてハ

ロゲンランプと金属ローラとで構成される

ヒートローラで消去可能な範囲の温度に加

熱して不用となる印字情報を消去し、次にサーマルヘッドで発色する温度まで加熱

することで新しい文書を印字する。このメディアは図 2 に示したように、それぞれ

熱特性が異なる材料で積層されており、加熱することで生じる熱歪によるしわの発

生等を抑制するため、消去用ヒートローラ及び書込み用サーマルヘッドに対しての

各熱制御やペーパーハンドリングに関する諸条件を 適化することが必要となる。

特に、A4 サイズと大きいメディアであっても消去品質を劣化させることなく書き換

えするために、消去のための熱制御は加熱時のオーバーシュートを極力小さくする

等の工夫を施した。メディアの搬送経路は従来のプリンタに比べてかなり湾曲させ

て、排紙しながらそのまますぐに文書を見ることができる表面排紙方式となってい

る。
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   図 5 Photo of the trial product.

 何回も書き換えられるペーパーの基本的な特性である消色温度特性と書き替えの

耐久性を図 4 に示す。これから、120℃から 170℃の広い範囲で完全に消去できるこ

と、300 回までほとんど発色濃度と消色濃度の変化がないことがわかる。この装置

と何回も書き換えられるペーパーによるシステムにより、普通の文書であれば 200
回以上の書き換えが可能となる。 

 

本リライタブルプロセスを用いたプリント装置のプロトタイプを図 5 に示す。例

えば、このシステムを自分が使用しているデスクトップ上の PC の横に置く。紙ゴ

ミを気にすることなく何回も書き換えられるペーパーに何もプリントすることがで

きるので、その度毎にプリントした文書を机の上に並べて文書全体を比較したり、

PC から離れたところで文書を見直したりすることができる。引き続き文書を作成す

る場合には既にプリントしたページを見ながら次のページを作成することができる。

完成した文書はデジタルデータとして保存されているため、作成途中のハードコピ

ーは不要になり、何回も書き換えられるペーパ

ーならばカセットに戻すだけで何度も再利用

できる。つまり、自分のデスクトップ上でリサ

イクルが実現できる。このように紙の供給や廃

棄の手間なしに効率的な文書作成が可能にな

り、今までの業務効率を保持しながら、環境負

荷を気にすることなく必要な情報をどんどん

プリントすることができる。また、結果的に普

通紙の消費量を抑制することができるため、経

費を削減する効果が期待できる。また、ディス

プレイでの確認に比べて長年使い慣れた紙ラ

イクなメディアを使用するために、文書校正の精度やスピードが上がる、レイアウ

トの確認が容易になる、メールなどの確認がしやすくなる、などのメリットも期待

できる。 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 50 100 150 200

Temperature (°C)

O
pt

ic
 d

e
n
si

ty

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 50 100 150 200

Temperature (°C)

O
pt

ic
 d

e
n
si

ty

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 100 200 300

Number of repetitions

O
pt

ic
 d

e
n
si

ty

Printing

Erasing

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 100 200 300

Number of repetitions

O
pt

ic
 d

e
n
si

ty

Printing

Erasing

図4  Decoloring temperature characteristics (a) and rewriting endurance (b). 
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図7 Result of inventory analysis. 
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本システムとレーザープリントシステムのライフサイクルフローを図 6 に示す。

このフローと試算条件（200 回書換え、5 年間、384,000 回印刷、紙の全工程は“使

用”に含める）に基づき、レーザープリントシステム（弊社製 NX810）と本システ

ムについてLCAを試算したところによれば、レーザー方式と比較して約60％のCO2

排出量が削減可能となる（図７）。また、使用回数とエネルギー消費については、こ

のペーパーを11回以上繰り返して使うと紙を使う場合に比べて総エネルギー消費量

が小さくなり、それ以降使えば使うほど省エネルギー効果が大きくなることがわか

る。 
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今回、我々はオリジナルな発色材料技術を用いて何回も繰り返して使用できる紙ベ

ースの記録媒体と、消去・印字が 1 パスで行えるプリント装置で構成されるプリン

トシステムを開発した。情報のデジタル化によって生じた個人の扱うべき情報量の

増大と紙の利便性とから増え続けている紙文書の約 75 %が廃棄されており、全世界

的に紙ごみ削減が言われている中、今回開発したシステムがオフィス用として普及

すれば、紙廃棄量の削減と CO2削減を可能にし、オフィス社会における環境負荷低

減に貢献できると考えられる。 
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第３章 海外及び日本の 

    電子ペーパー関連動向 
 

３．１ 序 

３．２ 統計データから見た電子ペーパーへの期待 

３．３ 主要各国・地域の状況 

３．４ 考察 
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第３章 海外及び日本の電子ペーパー関連動向 

 

３．１ 序 
 

 技術開発が進む一方で、いまだ具体的市場を持たない電子ペーパーだが、それは

いかなるポテンシャルを有しているのだろうか。それはまったく新しい技術である

だけに、現時点ではそのニーズに不透明な部分も少なくない。そこで本章では、電

子ペーパー市場の可能性を探るため、海外及び日本の各種統計データ等に基づき、

客観的な考察を行った。 
 
 3.2 では、主要各国の紙生産量ならびに紙消費の具体的内訳、さらに出版を巡る状

況等から、現在の紙文化が内包する問題点について俯瞰的な検討を進めた。 
 このことから帰納的に電子ペーパーに託された期待の大きさを浮き彫りにできる

ものと考えた。 
 
 3.3 では、電子ペーパー市場をより具体的に考えていくため、マーケットとデバイ

スの両面から、主要各国及び地域の紙代替メディアの開発状況について紹介を行っ

た。なかでも特に中国においては現在、教育の情報ネットワーク化をめざす国家規

模のプロジェクトが進行中であるため、この項は中国の紙代替メディアに関する記

述が中心となっている。13 億の人口を抱える中国を舞台に進められる一連のプロジ

ェクトは、電子ペーパー市場の将来を考える上できわめて興味深いものと考えた。 
 同様に、欧州、米国、日本についても紹介を行ったが、特に米国に関しては電子

出版を巡る状況にテーマを絞りこみ、将来の市場予測まで踏み入ったレポートを行

った。電子出版ビジネスの行方は、将来の電子ペーパー普及に大きな影響を与える

と思われるが、電子出版先進国である米国のケースはそれを展望する上で重要と考

えた。 
 
 これらの調査を踏まえ、3.4 において電子ペーパー市場の可能性についての考察を

加えた。 
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３．２ 統計データから見た電子ペーパーへの期待 

 

 IT 化の急速な進展にともない、ペーパーレス社会の到来が言われてすでに久しい。

だがその一方では、国内に限ってみても、毎年 3 千万 t 以上の紙資源が消費され続

けている。 
 ここからも、従来の電子ディスプレイには置きかえられない機能を紙が備えてい

ることをうかがうことができるが、では、紙と電子ディスプレイは相互の機能を補

完しながら今後も並存し続けるのだろうか。 
 この項では 初に、《紙に代わる新メディアとしての電子ペーパーが普及・発展し

なかったら》という仮定に立ち、その際の将来的な問題点を考えることにしたい。 
 現時点ではまだ具体的な形をなさない電子ペーパーであるが、それに託された期

待は、現在の紙文化が抱える問題点からも浮き彫りにされるに違いない。 
 
３．２．１ 紙の消費動向とその問題点 

 

（１）世界の紙生産消費の現状 

 まず、世界の紙資源の生産動向から見ていきたい。 
 2001 年時点で、世界で生産された紙パルプの総量はおよそ年間 1 億 8 千万 t であ

った。総生産量は、過去も同様の水準で推移しているが、この数値を原料として使

用される木材に換算すると、世界の木材消費量の約13％にあたるという。（FAO 国

連食料農業機関調べ） 
 
 次に、紙資源の 1 人当たり消費量を見ると、紙消費量には地域間で大きな偏りが

あることが読み取れる。（表 3.1） 
 紙資源の年間 1 人当たり消費量は平均すると約 50 ㎏だが、北米地域ではそれは

300 ㎏に達している。同様に西欧地域及び日本でも 200 ㎏を超えるが、その一方で、

東欧、アジア地域の 1 人当たり消費量の平均は、ともに 30 ㎏前後にとどまる。さら

にアフリカ、インドでは、5 ㎏前後しかない。 
 
表 3.1 には参考のため、主要国の 1 人当たり GNI（国民総所得）を付記したが、

これを見ると 1 人当たり紙消費量の多寡は、1 人当たり GNI の高低と対応関係にあ

ることがわかる。ここからも、経済的に豊かな国や地域に暮らす人々が、他地域の

10～100 倍水準の紙資源を消費している状況が読み取れる。 
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 地域・国別に見ていくと、北米及び西欧では紙生産量は頭打ちかわずかながらも

減る傾向にある一方で、東欧・中国では増え続けていることが分かる。したがって、

経済成長が見込まれる東欧・中国においては、今後、紙消費における先進国との格

差は縮まる傾向にあると思われる。 

 
表3.1 主要各国及び地域の紙パルプ生産量・消費量[1][2]

 

紙・板紙１人当り 
消費量(㎏/人） 

紙・板 紙 生 産 量 
       （1,000ｔ） 

パ ル プ 生 産 量 
（1,000ｔ） 

地 域  

(国 名) 
人口   

(千人) 
  2000 2001   1999 2000  2001 1999 2000 2001 

1人当た

りGNI 
(米ドル) 

合計 6,098,387 54.0  51.8 315,079 323,981  318,147 181,369 187,095 179,374  

欧州合計 733,036 125.3 121.8 94,097 100,066 98,255 44,517 46,746 45,718  

 西欧計 392,952 209.5 200.6 84,149 88,808 86,270 36,172 37,877 36,441  

 ﾌﾗﾝｽ 59,000 191.7 184.3 9,596 10,006 9,630 2,591 2,468 2,327 22,690 

 ドイツ 82,371 232.3 225.1 16,742 18,182 17,879 1,942 2,215 2,103 23,700 

 ｲｷﾞﾘｽ 60,900 216.2 205.5 6,575 6,606 6,204 474 517 492 24,230 

 東欧計 340,084 29.7 31.4 9,948 11,257 11,868 3,845 8,869 9,277  

 

 ロシア 146,100 22.4 25.9 4,543 5，238 5,559 5,091 5,890 6,225  1,751 

北米計 315,879 325.4 303.3 108,256 106,603 100,433 82,206 83,805 77,713  

  米国 284,797 333.9 308.7 88,061 85,832 80,759 57,074 56,934 52,795 34,870 

 アジア計 3,686,301 28.6 28.2 91,848 95,797 97,661 36,810 38,846 38,953  

  中国 1,285,000 29.0 29.2 29,608 30,900 33,400 16,425 17,150 17,570 890 

  インド 1,025,000 4.1 4.3 3,795 3,850 4,049 2,320 2,581 2,645 460 

  日本 127,000 249.9 242.8 30,630 31,828 30,731 10,989 11,399 10,813 35,990 

  韓国 47,100 156.1 166.7 8,873 9,308 9,724 587 595 564 9,400 

ｵｾｱﾆｱ計 29,587 153.0 147.6 3,349 3,526 3,494 3,690 2,489 2,422  

南米計 526,562 35.7 34.8 14,506 14,789 14,855 11,407 12,333 12,150  

アフリカ計 807,022 6.1 6.1 3,023 3,200 3,449 2,739 2,876 2,378  

                 『紙・パルプ世界展望』,日本製紙連合会,及び世界銀行2001年数値より作成 

 
（２）国及び地域別に見た今後の紙消費の変化 

 そこで次に、この傾向が続くと仮定した上で、それにともなう世界の紙消費量の

変化を予測してみたい。 
 現在、東欧・中国の紙消費量は、先進国の 1/10 の水準に過ぎないが、これが先進

国並みの水準に達した時点で、世界の紙消費量は現在の 2.5 倍になる。さらに現在

1/100 の水準でしかないインドの紙消費が先進国並みに達すると、それは 3.5 倍にま

で膨れ上がる。これを木材消費に換算すると、それをまかなうために世界の木材消

費量が約 35％増加する計算になる。 
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 このような状況に至ったとき、現在の紙文化は、森林資源の減少、それにともな

うパルプ材の需給バランスの崩れによる紙不足、紙価高騰などさまざまな問題に直

面するものと思われる。 
 これは紙消費量が頭打ちの状態にある先進各国よりもむしろ、今後紙消費が伸び

ると予測される地域や国においてより切実な問題になるはずである。また、地球環

境の保護という観点からも、なんらかの対策が求められるに違いない。 
 
（３）紙消費内訳から見た電子ペーパーへの期待 

 次に、米国、中国、日本を例に、紙消費の具体的内訳を見ていきたい。（表 3.2） 
 この表にあるように、紙の用途は新聞用紙、印刷・筆記用紙、段ボール原紙、紙

器用板紙などに大別できるが、このうち新聞用紙、印刷・筆記用紙が電子ペーパー

に置き換え可能な領域と考えられる。 
 生産に輸入・輸出を加減した各国の国内消費量をこのような観点から見ると、米

国で 4 割強（44％）、中国で 3 割弱（28％）、日本で 5 割弱（49％）が電子ペーパー

代替可能領域で占められていることが分かる。段ボール及び紙器原料の大部分が古

紙*であることを考えると、これは実数値以上に大きな意味を持っていると思われる。 
  ＊輸入商品の梱包用段ボールの増加にともない現在日本の段ボールリサイクル率は、統計上

100％を超えている（日本製紙連合会調べ）[3]。現実には原料の 9 割前後が古紙であるといわれ

る。 
 

 また、現時点では日米に比べ比率の低い中国だが、新聞用紙の消費量が前年比

126％の伸びを記録するなど、3 カ国中唯一その数値が増加傾向にある点は注目に値

する。中国など、現在発展途上にある国々においても、電子ペーパー代替可能領域

はその比率を着実に伸ばしていくものと考えられる。 
 
 これらのデータから、先進諸国だけでなく、紙消費が現時点では低い水準にとど

まるが今後増加が見込まれる地域及び国においても、紙に代わる新メディア開発の

機運が今後一層高まることが予想される。そして、このニーズを満たすものこそが

電子ペーパーであるといえるだろう。 
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表3.2 紙生産消費量1 米国[1]        単位:1,000t、％ 

 生産 輸入 輸出 国内消費量 
 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 前年比 

紙･板紙合計 85,832 80,759 15,627 14,812 9,077 8,297 92,349 87,353 94.6% 
新聞用紙 6,564 5,770 5,930 5,314 706 616 11,788 10,468 88.8% 

印刷･筆記用紙 24,435 22,328 7,089 6,808 1,716 1,528 29,808 27,608 92.6% 
   電子ペーパー代替可能領域比率 45% 44%  

段ボール原紙 30,517 29,124 1,056 1,058 3,270 2,897 28,303 27,285 96.4% 
その他包装用紙 4,020 3,833 649 731 793 703 3,876 3,861 99.6% 
ティッシュ 6,270 6,362 161 191 130 148 6,301 6,405 101.7% 
紙器用板紙 13,922 13,341 742 710 2,391 2,325 12,273 11,726 95.5% 

                              『紙・パルプ世界展望』,日本製紙連合会より作成 

 

表3.2 紙生産消費量2 中国[1]        単位:1,000t、％ 

 生産 輸入 輸出 国内消費量 
 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 前年比 

紙･板紙合計 30,900 33,400 6,808 5,037 595 856 36,410 37,760 103.7% 
新聞用紙 1,450 1,950 211 154 2 19 1,659 2,085 125.7% 

印刷･筆記用紙 6,970 7,570 1,331 1,244 450 479 7,851 8,335 106.2% 
   電子ペーパー代替可能領域比率 26% 28%  

段ボール原紙 8,240 8,749 2,155 1,455 30 172 10,365 10,032 96.8% 
その他包装用紙 3,520 3,700 1,327 1,327 10 12 4,837 5,015 103.7% 
ティッシュ 2,295 2,500 30 30 65 126 2,260 2,404 106.4% 
その他紙 3,465 3,731 81 81 30 48 3,516 3,764 107.1% 
紙器用板紙 4,960 5,200 990 990 28 65 5,922 6,125 103.4% 

                              『紙・パルプ世界展望』,日本製紙連合会より作成 

 
表3.2 紙生産消費量3 日本[1]        単位:1,000t、％ 

生産 輸入 輸出 国内消費量  
2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 2000年 2001年 前年比 

紙・板紙合計 31,828 30,731 1,328 1,382 1,418 1,277 31,738 30,837 97.2% 
新聞用紙 3,419 3,464 613 612 139 177 3,893 3,899 100.2% 

印刷･筆記用紙 11,741 11,175 452 512 635 526 11,558 11,161 96.6% 
   電子ペーパー代替可能領域比率 49% 49%  

段ボール原紙 9,675 9,429 96 76 295 278 9,476 9,227 97.4% 
その他包装用紙 1,049 1,006 12 8 88 78 973 936 96.2% 
ティッシュ 1,735 1,710 0 0 0 0 1,735 1,710 98.6% 
その他紙 1,093 1,030 29 29 68 69 1,054 990 93.9% 
紙器用板紙 3,116 2,917 126 145 193 148 3,049 2,914 95.6% 

                               『紙・パルプ世界展望』,日本製紙連合会より作成 
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３．２．２ 出版状況から見た電子ペーパーの可能性 

 
 後に紙消費の大きな部分を占める出版を巡る状況を、2003 年出版年鑑をもとに

見ていきたい。 
 例として 1999～2001 年にかけてのドイツの出版タイトル数及び売上高の推移を

あげたが（表 3.3）、ここから出版タイトル数が年々増加する傾向にあるのに対して、

総売上高は頭打ちである状況が読み取れる。 
 

表3.3 ドイツの出版物点数及び売上推移[4] 

 総出版点数   伸び率 内初版点数   伸び率 売上高     伸び率 
1999 80,779     ＋3.5％ 60,819     ＋5.4％ 9,225 
2000 82,934     ＋2.7％ 63,021     ＋3.6％ 9,421      ＋2.1％ 
2001 89,986     ＋8.5％ 68,339     ＋8.4％ 9,412       －0.1％ 

                         『2003年出版年鑑』,出版ニュース社,2003 

 

 同様に 2000 年の英国内の出版社の新刊書（初版及び改訂新版）の総出版点数は、

前年より 5.7 ％増加して 116,415 点を記録している。これを 1990 年の数字と比較

すると実に 80 ％以上の増加になるという。 
 米国における同様の調査は掲載されていないが、情報の多様化にともなうタイト

ル数の増加と売上げの頭打ちは、日本をはじめ先進各国の出版業界が直面する問題

といえる。そのため流通販路の確保や書籍価格の上昇など、さまざまな問題が生じ

つつある。 
 
 出版分野では現在、紙の書籍・雑誌が圧倒的な優位に立つが、その一方では、制

作プロセスの電子化、さらに電子出版やオンデマンド出版の普及にともないコンテ

ンツのデータ化が進んでいる。 
 またブロードバンド化の進展などにより、ネットや各種メディアのビット単価が

低下傾向にあるため、安価な電子ペーパーが登場することで、電子書籍の価格は紙

の書籍に比べ確実に安くなると考えられる。 
 このように電子化により、運送、在庫等の物流コストが削減できる上、在庫不足

や返本のない確実な流通が可能になることを考えると、多くの人が電子メディアで

本を読む時代が到来するのもさほど遠い未来のことではないと思われる。 
 
 これに関連して、参考のため国内メーカーの携帯情報端末（PDA）の販売台数の

推移を併せて紹介しておきたい。（表 3.4） 
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表3.4 携帯情報機器(PDA)の販売台数[5]          (千台、％) 

 平成 11 年

(1999) 
平成 12 年

(2000) 
平成 13 年

(2001) 
平成 14 年

(2002) 
平成 15 年

(2003)見込 
平成 16 年

(2004)予測 
国内販売台数 744 1,342 1,040 802 725 750 
      前年比 121.2 180.4 77.5 77.1 90.4 103.0 
海外販売台数 151 197 198 210 63 82 
      前年比 77.0 130.5 100.5 106.1 30.0 130.1 
合計 895 1,539 1,238 1,012 788 832 
      前年比 110.5 172.0 80.4 81.7 77.9 105.6 

                       『平成16年事務機械の需要予測』,JBMIA,2004 

 

 2000 年以降、PDA の販売台数は減少傾向が続いたが、2004 年からは多少持ちな

おすという予測が立てられている。その背景の一つとして考えられるのは、PDA 対

応の電子辞書・事典等の存在である。 
 電子ペーパー技術は、「読む」ことに重点を置いた、モバイリティの高い新たな電

子デバイスの開発を促すものと思われる。その上でも、現在の PDA 市場の動向は極

めて興味深いものと考える。 
 現時点では見込・予測の段階に過ぎないが、仮に電子辞書・事典等のコンテンツ

が PDA の新たなニーズを掘り起こしたと考えるなら、電子ペーパーによる新デバイ

スは、抵抗なく市場に受けいれられるはずである。 
 

３．２．３ 各種統計データ分析のまとめ 

 

 ここまで見てきたように、電子ペーパーの可能性には、紙メディアを代替するこ

とによる省資源化と、従来にない利用シーンを持つ新たな電子デバイスの創出とい

う 2 つの方向性が存在すると考えられる。 
 現在、紙代替メディアの開発は世界各国で進められている。紙資源消費の増加傾

向が続く中国では、電子教科書の試用も含む、教育の情報化へのさまざまな試みが

開始されたという。 
 そこで次項では、中国をはじめとした主要各国の紙代替メディア開発に向けた動

きや IT 教育の現状を紹介し、そこから電子ペーパーの可能性についてより具体的な

検討を加えていきたい。 
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３．３ 主要各国・地域の状況 

 
 ここからは主要各国の紙代替メディアの開発状況ならびに、電子ペーパーの主要

な用途の一つになると思われる学校教育分野の IT 化の推進状況を紹介する。 
 なかでも電子教科書を一部の学校で試用するなど、教育の情報化に向けた多様な

試みをスタートさせた中国の例は、電子ペーパーの可能性を考える上できわめて興

味深い事例と思われる。そこでこの項では、中国の状況を詳細に紹介し、それに欧

州、米国、日本の特筆すべき動向を加えていくことにする。 
 

３．３．１ 中国 

 

 3.2 において紹介した通り、中国の 1 人当たり紙消費量は極めて少ない。

Pulp&Paper International によると 2003 年の 1 人当たり紙消費量は 33.2 kg で、

先進国の 1/7～1/10 の水準であるばかりか、世界平均の 50 kg にも及ばない。 
 そのため、市民生活は慢性的な紙不足が続いているといわれる。一例をあげると、

毎年 9 月の新学期を迎えると、多くの学校で教科書の不足に直面するという。 
 これには、中国の森林資源の減少や製紙工場の老朽化など、様々な問題が関わっ

ていると考えられる[6]。 
 

 このような事情から、中国では書籍の電子化、教育の情報化に向けた取り組みが

以前から熱心に進められている。以下では、それらの取り組みを紹介していく。 

 

（１） 電子出版事情 

 ここでは電子出版市場及びそのソリューション分野、そして電子書籍デバイス開

発の 3 方向から中国の書籍電子化への取り組みを紹介する。 
① 電子出版事業 
 中国国内で電子出版事業に本格的に参入しているのは、人民出版社と遼寧出版集

団の 2 社である。 
 人民出版社は 1999 年１月、複数の企業に出資を募り電子書店「人民時空」を立ち

上げた。出版各社に電子出版のプラットフォームを提供する人民時空は、中国の出

版界にとって大きな試みであり、多数の出版社から大きな反応を得ることになった。

その後、2000 年 1 月には、大手出版社 14 社が人民時空による電子出版への参入を

発表し、中国初の電子書籍が発売された。代金は紙の書籍の 1/3 程度で、支払いには

拓商銀行の「一網通（オンラインバンキングサービス）」を利用する。 
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 2003 年現在、人民時空の加盟出版社は 300 社余りで、すでに 15 万冊以上の書籍

が取引きされているという。 
 一方、遼寧出版集団は、電子出版への重点の置き方、取り組みの範囲ともに人民

出版社を大きく上回っている。電子書籍デバイスの開発をめざしてきた遼寧出版集

団は 2000 年 8 月、巨費を投じて米国 Q-net 社と共同で遼寧秦通電子公司を設立し

た。同公司の主力商品は、中国で独自開発された初のオフライン用電子書籍デバイ

ス「掌上書房（Qreader）」で、遼寧出版集団は Qreader の発表と同時に電子書店「中

国電子書籍網（www.cnbook.com.cn）」を立ち上げ、ダウンロードサービスを開始し

た。転送されるユーザー情報にはすべて暗号化処理を施し、ユーザーによるパスワ

ードの変更も可能にするなど、安全性や利便性に考慮が払われている点も同書店の

特徴である。 
 Qreader 専用書籍・雑誌は今後、大量に発行されることが見込まれるが、遼寧出

版集団では 2005 年までに 10 万タイトルの発行をめざしている。 
② 電子出版ソリューション 
 次に、電子出版関連のソリューション分野を見ていく。この分野を代表するのが

北大方正で、同公司が開発した「apabi-ebook トータルソリューション」が、中国電

子出版界初のトータルソリューション商品となった。 
 コンテンツ制作からはじまり、オンライン書店へのアップロード、販売数量の統

計、ユーザーによるダウンロードに至る、電子出版のすべての過程においてソリュ

ーションを提供する同商品には、著者、出版社、読者それぞれのニーズに対応する

ため、電子書籍用電子化ツールの ApabiMaker、出版社用の ApabiPublishServer、
オンライン書店用の ApabiRetailServer、閲覧用ソフトの ApabiReader がパックさ

れている。 
③ 電子書籍デバイス 
 電子書籍デバイスには、前述の秦通電子技術公司「掌上書房」のほか、南開大学

津科電子公司の「翰林 1 号」、上海慧邦数碼科技公司の「iRead」、さらに後に詳しく

紹介する「人教電書」などがある。 
「翰林 1 号」を例にその具体像を紹介すると、形態は B5 版ほどで、新華社の報道に

よるとメモリ容量は通常 200 万字で、メモリ拡張カードを利用することで 1600 万

字まで拡張可能という。これは紙の書籍の 10～100 倍の情報量にあたる。 
 また液晶ディスプレイには、米国の中国系科学者、呉葆剛博士が開発した新技術

が採用されている。これは解像度が高く、チラツキがなく、消費電力が少ないなど

の特徴があるという。 
 データの更新はメモリカードのほか、コンピュータへの接続や、モデムを経由し

たダイヤルアップによって行う。 
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 一方「iRead」を開発した上海慧邦数碼科技公司は、中国で 初に電子出版関連ソ

リューションを開発した企業の一つで、「電子書標準（電子書籍の規格）制定委員会」

の一員でもある。同公司は 1999 年にいち早く電子書籍デバイスの開発に着手し、同

11 月に試作品を完成させた。それは「中国大学創業計画大賽（企業計画コンクール）」

で 優秀賞を受賞し、その後もさまざまな改良を重ね、品質の向上を図っている。 
 
 中国の電子出版事情を概観すると以上のようになるが、電子書籍市場の未成熟、

規格の未統一、そして技術面での問題などから、中国において電子書籍デバイスの

大量生産を計画する企業は上記 3 社を含めて現在まで存在しなかった。 
 そこに登場したのが、教科書の電子化を目的に開発された「人教電書」である。

中国が電子教科書を初等・中等教育に本格的に導入する世界 初となる可能性をは

らんだ人教電書については、第 3 項で詳しく紹介していきたい。 
 
（２）「校校通プロジェクト」で進む教育の情報化 

 教育の情報化・ネットワーク化を推し進める「校校通プロジェクト」が中国全土

でスタートしたのは 2000 年のことである。これは IT 教育の普及とそれによる教育

の現代化、地域間・学校間の教育格差の解消などを目的として掲げた国家プロジェ

クトで、2005～10 年をめどにした目標が設定されている。具体的目標は以下のよう

になる。 
 

  2005年までの目標 

  ① 東部地域の県レベル以上の都市、中・西部地域の中規模以上の都市について 
    は、すべての小・中学校でインターネットを利用できるようにする。 
  ② 中部の遠隔地区、貧困地区や西部地域では、中学校及び郷・鎮の中心的な小 
    学校で「中国教育衛星ブロードバンドネットワーク（CEBsat）」に接続でき 
       るようにする。 
  2010年までの目標 

  ① 全国 90％以上の小・中学校（独立編成校）でインターネットに接続できるよ 
    うにする。 
  ② インターネット接続環境を持たない小・中学校に対しても、マルチメディア 
    教学設備や教材を配備する。 
 
 解説を加えると、中国の地方行政は省→地区→県→郷の 4 レベルからなるが、こ

れを日本の行政区分にあてはめると、省は県に、県は市・郡に、郷及び鎮はそれぞ

れ村・町に相当する。また中国の場合、都市行政はその規模に応じて、県以上の各 
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レベルで独立して行われる。そのため、上記文中の「県レベル以上の都市」とは地

域の都市部全体を指し、次の「中規模以上の都市」より広い範囲が含まれることに

なる。 
 教育格差の解消を目的とした校校通プロジェクトだが、中国における地域格差の

存在は、このように地域ごとに異なる具体目標が設定されている点からもうかがう

ことができる。 
 では、中国国内における IT 普及は現在、どの段階まで進んでいるのだろうか。次

にパソコン普及率をもとに、それを推察していきたい。 
 中国情報部傘下の ITコンサルティ

ング会社が2002年に行った調査によ

ると、都市部の家庭におけるパソコン

普及率は約 15％であった。だが、そ

の詳細を見ると、地域によって大きな

開きがあることがわかる。（表 3.5） 
 また ITU（国際電気通信連合）の

電気通信指標を見ると、2001 年時点

の中国におけるパソコン普及台数は

推定で 100人当たり 1.96台であった。

これらのことから、北京、上海といっ

た大都市部を除くと、中国の IT 普及

率は先進諸国に比べ必ずしも高くな

いと思われる。 
 
（３）人教電書による教科書電子化への試み 

 IT 普及が遅れる中国で教育の情報化を推し進める上で注目されるのが、中国人民

教育出版社と文化伝信集団が共同で開発した電子教科書「人教電書（電子書籍）」で

ある。これは、子供が片手で操作できるほどの大きさの、コンパクトな電子書籍デ

バイスである。 
 人教電書の開発にあたっては、以下の目標が設定されたという。 
 
 ① 生徒の目に優しい 
 ② 操作が簡便 
 ③ 電力消費量が少なく、かつ電力使用の安全性が高い 
 ④ 値段が安く、“総保有・使用コスト”が紙製教科書より安い 
 ⑤ フォント・文字コード、組み版デザインが教材組み版の基本要件に合致する 
 ⑥ 記憶容量が大きい 
 ⑦ 構造が堅牢で、動作が安定している 

表3.5 中国都市部家庭のパソコン普及率 

省/市 普及率 省/市 普及率 
北京 29.8％ 重慶  8.3％ 
天津 14.3％ 四川  5.2％ 
河北  2.1％ 貴州  1.3％ 
山西  1.3％ 雲南  4.7％ 
内蒙古  1.0％ 峽西  3.1％ 
遼寧  3.3％ 甘粛  0.8％ 
吉林  1.1％ 青海  1.3％ 
黒龍江  2.3％ 寧夏  0.5％ 
上海 27.7％ 新彊  1.1％ 
江蘇 15.2％ 河南  1.7％ 
浙江 12.4％ 湖北  4.7％ 
安徽  1.3％ 湖南  4.9％ 
福建  9.5％ 広東 19.1％ 
江西  1.7％ 広西  4.8％ 
山東  7.4％ 海南  2.3％ 

     中国ITコンサルティング会社調べ，2002 
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 これを実現するため、人教電書には 2 つの特徴的な技術が用いられている。 
 一つは、「中国語に特化したフォント生成技術」であり、これによって少量のフォ

ント要素を記憶させるだけで、32,000 字を超える簡体字・繁体字中国語が表示でき、

さらに、わずかな内部メモリで大量の書籍が保存可能になった。 
 もう一方は、「表示画面の更新を行なわず、バックライトを使用しない」液晶ディ

スプレイ、SSCT LCD（コレステリック液晶と思われる）の採用である。 
 本報告書が考える〈電子ペーパー〉の一種と見ることもできるこのディスプレイ

の採用によって、単 3 乾電池 2 本で 4 カ月連続で使用でき、15,000 ページが表示可

能という。 
 また、本体には中国の教科書基準に準拠した組み版ソフトが内蔵されているが、

これは後日のバージョンアップを想定し、フラッシュメモリ内に収められている。 
 コンテンツの更新は「人教電書カード」もしくはパソコンの COM Port を経由し

て行う。カードは Compact Flash と同サイズで 1～128MB の各容量があり、8MB
のカード 1 枚で生徒が各学期に必要とする全教科の教材及び補助資料が保存可能と

いう。 
 

 人教電書の開発と並行して、人民教育出版社は 2001 年末に《モバイル電子教科書

の教学への応用》と題した研究課題を中国政府教育部に申請し、2002 年 3 月に同研

究課題は「全国教育科学第 10 次 5 カ年計画教育部重点課題」に指定された。 
 これを受け人民教育出版社では、人教電書を教育現場で実際に使用してもらい意

見を求めるため、同年 4 月に 9 省・市の 10 校と協定を結び、その試用を開始した。

試験学校として協定を結ぶのは以下の 10 校である。 
 

 北京景山学校  北京市朝陽外国語学校  大連市第 23 中学 
 南京師範大学付属実験学校  西安市第 70 中学 湖北省水果湖高級中学  
 深圳市高級中学  重慶市第 8 中学 山西大学付属中学 石家荘第 17 中学 
 

 これらの学校では現在、紙の教科書に代わって、教師・生徒が 1 人 1 台の人教電

書を使った授業が進められている。また、人教電書は教室内だけでなく、予習・復

習等の自宅学習にも用いられる。 
 2002 年 9 月には中国国内において人教電書の試験販売が開始されたが、その際、

中学 1～3 年の国語、数学、英語、地理、歴史、物理、化学、生物、思想政治、保健

体育の各コンテンツも併せて発売された。ここには各科目の教科書に加え、教師用

参考書、補助教材、自習用教材が含まれている[7]。 
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 人教電書の開発により、中国は電子教科書を世界で 初に本格導入する可能性を

持つこととなったが、その目的には、開発目的の一つとして掲げられている通り教

育コストの低減化という課題が大きなウエイトを占めているものと思われる。 
 現在、中国の小中学校の教材価格は政府により管理されているが、そのために高

い収益が見込める一般書に紙が流れてしまうことが、冒頭で紹介した教科書不足の

要因であるともいわれている。それもあり、現実には規定以上の教材費が徴収され

ることが珍しくなく、大都市の有名校の教材費は地方の 10 倍にも及ぶという。 
 
 中国の経済レベルを考えると、教育水準の格差解消には良質の教材を低コストで

提供することが重要になるはずだが、データの更新のみで複数年に渡って使用可能

な電子教科書の採用は、その実現に大きく寄与する可能性がある。 
 今後、新技術の開発及び大量生産による低コスト化しだいでは、中国ではパソコ

ンの普及を飛び越え、教科書の電子化が一気に進む可能性もあるだろう。 
 
３．３．２ 欧州 
 
 はじめに欧州における電子ペーパー開発への取り組みを紹介する。欧州でも電子

ペーパーの研究・開発を積極的に推し進める企業は少なくない。その代表はフィリ

ップス（オランダ）で、同社は 2002 年 6 月にボストンで行われた世界有数のディス

プレイ関連学会及び展示会である SID（Society for Information Display）において、

凸版印刷（日本）、E Ink（米国）と共同開発した、「高解像度アクティブマトリクス

駆動カラー電子ペーパー」のデモンストレーションを行った。 
 
 次に欧州の IT 教育事情を簡単に紹介する。欧州では IT とほぼ同義で ICT
（Information and Communication Technology=情報コミュニケーション技術）と

いう言葉が使われるのが一般的だが、各国とも ICT 教育を積極的に推進している。

インターネットを活用した教育もすでに実践段階にあるが、その一例が、Wired for 
Learning と呼ばれる一連のプロジェクトになる。 
 これはインターネットを利用した教育を行うだけでなく、ネットを介して教員と

保護者、学校と地域社会との間に密接な協力関係を築き上げていくことを重視して

いる点に特徴があり、アイルランドでは現在13の学校がこのプロジェクトに参加し、

実際の運用を開始している。 
 また専用デバイスを利用した ICT 教育を推進する動きも存在する。フランス・グ

ルノーブル市では、ノートパソコンを利用した「電子ランドセル計画」と名づけら

れたプロジェクトが準備されつつあるという。 
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３．３．３ 米国 
 
 ここでは電子出版先進国といえる米国の電子書籍事情を紹介する。 
 米国内において電子書籍に注目が集まったのは、新興ベンチャービジネスが参入

を開始し、電子書籍の商品化が本格化しはじめた 1998 年前後のことだった。しかし

当時は仕様の統一が図られていなかったこともあり、関係者の期待ほどには市場は

広がらなかったというのが現実である。 
 そのような中、1998 年 10 月に Microsoft 社、Adobe Systems 社ならびに電子書

籍分野の先行メーカーらにより電子書籍の規格策定団体 Open eBook Forum（OeB）

が旗揚げされ、翌 99 年に XML に準じた仕様がとりまとめられた。現在、OeB には

米国企業を中心に約 60 社が参加している。 
 次に、電子書籍デバイス分野を見ていきたい。専用デバイスには、Gemstar 社が

開発した「Rocket ebook」や「SoftbookReader」などがあるが、これに関連して注

目されるのがMicrosoft 社が次世代モバイルPC であるタブレットPC 用OS として

2002 年秋に発表した「WindowsXP TabletPC Edition」を巡る動きである。同 OS
を組みこんだタブレット PC は現在 8 社から発売されているが、Microsoft 社ではタ

ブレットＰＣを「人々が手にし、携帯し、読むことができるデバイス」にするべく、

「Forbes」「Financial Times」など雑誌出版社６社と提携して、各社の電子マガジ

ンがタブレットPCでダウンロードできるサービスを2003年度より開始することを

表明している。 
 
 将来を期待されるものの、その普及にはまだ時間がかかるといわれてきた電子書

籍であるが、2002 年に大手企業（ex．Amazon.com 及び Adobe Systems 社）が相

次いで市場への本格参入を開始したことなどから、今後、急速に普及すると予測す

る向きもある。 
 一例をあげると、米国のコンサルティング会社 Jupiter Research 社は、オンライ

ン出版市場は 2004 年を境に爆発的な成長を遂げると予測している。（表 3.6） 
 



 86

表3.6米国のインターネットコンテンツの売上推移（予測） 単位:100 万米ドル 

コンテンツ情報 2000 2001 2002 2003 2004 
一般ニュース   97   141  194  258  330 
映画    5    24   67  142  245 
アダルト  185   219  254  286  305 
ファイナンシャルニュース   83   115  154  198  246 
子供向け   33   50   70   95  139 
健康情報   34   51   71   93  114 
スポーツ   17   25   34   45   85 
ショッピング   22   29   37   46   56 
その他   58   86  119  158  200 
音楽    9   40  150  470  920 
オンラインゲーム   90  170  300  450  710 
eBook   10   70  190  360  570 
eLearning   40   50   70   90  120 
合計  683 1,070 1,710 2,691 4,040 

                              Jupiter Research,2000 

 

 調査では、2004 年には、コンテンツビジネスの稼ぎ頭は従来のアダルトコンテン

ツ、ゲーム、ファイナンシャル情報から、音楽、ゲーム、e ブック（電子出版）に代

わると報告している。電子出版は、総売上が飛躍的に伸びるなか、そこに占める割

合が 2000 年の 1.4％から、2004 年には 10 倍の 14％にまで拡大するという予測がな

されている。 
 このような電子書籍コンテンツの充実と市場の拡大は、電子書籍デバイス市場の

成長も強く促していくに違いない。 
 

３．３．４ 日本の動向 

 
（１） 進展する教育機関へのIT普及 

 初に日本における IT 教育の状況を、2003 年 3 月に文部科学省が全国の公立学

校を対象に行った調査から見ていきたい。 
 調査によると、公立学校に設置されたコンピュータの総数は 1,582,594 台で、こ

れは児童生徒 9.7 人に 1 台の割合となる。個別に見ると、小学校 12.6 人/台、中学校

8.4 人/台、高等学校 7.4 人/台、盲・聾・養護学校 4.0 人/台の割合だった。特に中等

教育において約 8 人に 1 台の割合で配備されていることからもわかるように、コン

ピュータは学校教育に広く普及しているといえる。（表 3.7） 
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表3.7 コンピュータの整備状況[8] 

 学校数 

 

    (校) 

コンピュータ総

台数 

    (台) 

教育用コンピュ

ータ総台数 

    (台) 

教育用以外のコ

ンピュータ総台

数*     (台)

1 校当たり教育

用コンピュータ

台数    (台) 

教育用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

1 台当たり児童

生徒数 (人) 

小学校 23,094 622,837 563,992 58,845 24.4 12.6 
中学校 10,331 465,798 429,322 36,476 41.6 8.4 
高等学校 4,118 464,068 389,966 74,102 94.7 7.4 
その他 931 29,891 21,675 8,216 23.3 4.0 
合計 38,474 1,582,594 1,404,955 177,639 36.5 9.7 

＊1）「教育用以外のコンピュータ台数」は事務・管理・税務処理専用等の台数               

                           『学校における情報教育の実態等に関する調査結果』,文部科学省,2003 

 
 次にインターネットへの接続状況を見ると、ほぼすべての学校（99.5％）がイン

ターネットに接続している。回線種類別では、ISDN による接続がもっとも多かっ

た（37.6％）が、光ファイバー専用回線で接続する学校が全体の 1/4（24.3％）を占

めるほか、ADSL 接続する学校が 14.0％あるなど、大容量データのスムーズな送受

信が可能となる環境が次第に整いつつあることがうかがえる。（表 3.8） 
 

表3.8 インターネットへの回線別接続状況[8] 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続回線種類別学校数 （校）  ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

接続率 

   （%） 
ｱﾅﾛｸﾞ ISDN 光ﾌｧｲﾊﾞｰ

専用回線

地上波無線 ADSL CATV その他 

小学校 99.4 339 9,767 4,531 529 3,025 4,129 624 
中学校 99.8 129 3,855 2,221 277 1,478 1,916 436 
高等学校 99.9 24 571 2,147 24 695 336 318 
その他 99.9 8 208 409 4 159 70 71 
合計  99.5 500 

(1.3％) 
14,401 

(37.6%) 
9,308 

(24.3％) 
834 

(2.2％) 
5,357 

(14.0％) 
6,451 

(16.8%) 
1,449 

(3.8％) 

                         『学校における情報教育の実態等に関する調査結果』,文部科学省,2003 

 
 コンピュータ周辺機器の整備状況に目を転じると、デジタルカメラが251,569台、

持ち運びできるビデオプロジェクタが 55,072 台、固定式の大型プロジェクタが

15,061 台配備されるなど、マルチメディアに対応した周辺機器の整備が着々と進ん

でいる。コンピュータ本体だけでなく、周辺機器の整備面でも充実しつつあるとい

えるだろう。（表 3.9） 
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             表 3.9 コンピュータ周辺機器設置台数[8]        （単位:台） 
 ﾌﾟﾘﾝﾀ MO 等 CD-ROM 

CD-R 等 
DVD-ROM 
DVD-R 等 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ 
ｽﾁﾙｶﾒﾗ 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ 
ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ 

ｸﾞﾗﾌｨｯｸ 
ﾀﾌﾞﾚｯﾄ 

小学校 175,738 44,118 96,334 30,605 164,533 25,281 32,502 
中学校 105,673 32,337 58,393 21,294 63,654 12,379 7,748 
高等学校 110,459 46,910 76,203 29,034 19,716 6,973 8,739 
その他 9,222 2,739 8,249 4,992 3,666 2,012 1,572 
合計 401,092 126,104 239,179 85,925 251,569 46,645 50,561 

 
 ｽｷｬﾅ  MIDI 機器 ﾃﾚﾋﾞ会議装置 ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ 

(投影式、可搬型) 
大型ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ 電子黒板 

小学校 39,875   8,648   3,588    24,143   6,784   1,611 
中学校 21,101   8,700   1,536    14,132   3,828    914 
高等学校 17,324   4,127    781    14,822   3,985    968 
その他 2,193    682    238     1,975    464    144 
合計 80,493  22,157   6,143    55,072   15,061   3,637 

                           『学校における情報教育の実態等に関する調査結果』,文部科学省,2003 

 
 小・中・高等学校におけるパソコンならびに周辺機器、通信インフラの整備が進

む現在、文部科学省では、それら機器と連動して使用可能な電子化教科書の認可に

向けた検討を開始していると聞く。現段階では、それは補助教材としての位置付け

にとどまるようだが、国内における電子ペーパーの普及を考える上でも動向を注視

する必要があるだろう。 
 政府のミレニアムプロジェクト「新しい千年紀プロジェクト」の一環として行わ

れている「教育の情報化プロジェクト」では、すでに教科書の電子化について意見

が交わされている[9]。 
 
（２）組織的に進む電子ペーパー開発への取り組み 

 後に、日本における電子ペーパー開発に向けた主な取り組みを紹介したい。 
 日本において電子ペーパーの開発は企業レベルで盛んに進められているが、その

ほか技術・マーケティングの両面で組織的な取り組みも行われている。以下、それ

らの活動の概要を紹介する。 
 
 技術面での取り組みとしては、2002 年にスタートした「フルカラー・リライタブ

ル・ペーパー・プロジェクト」があげられる。これは紙の利便性を備えつつ、繰り

返し表示/消去可能かつコンピュータと双方向に情報を出入力できる新システムの基

盤技術の開発を目的としたプロジェクトで、独立行政法人新エネルギー・産業技術

開発機構（NEDO）より事業受託した財団法人化学技術戦略推進機構が中心となり、

研究機関ならび関連各社の協力のもと、2006 年 3 月まで続けられる予定である。 
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 一方、主にマーケティング面を担うのが、2003 年にスタートした「電子ペーパー

懇談会」といえる。同懇談会は、電子ペーパーという先端技術を基に新しい産業と

ビジネスチャンスの創出を図る目的で社団法人ビジネス機械・情報システム産業協

会（JBMIA）を中心に 2002 年 11 月に結成された「電子ペーパー懇談会準備会議」

がその前身にあたる。会議には JBMIA の呼びかけに応じた国内の電子ペーパー開発

メーカー、PDA メーカー等 21 社が参加し、2003 年 4 月までの期間に 4 回の準備会

議を開催し、本会議開催に向けた準備が進められた。 
 準備会議において、電子ペーパーに関する講演会、試作品のデモンストレーショ

ン、新聞業界や出版業界から講師を招いての勉強会、活動テーマ等の選定・確認、

外部委員の招聘分野の決定、日程の検討等を行った上で、2003 年 6 月、「電子ペー

パー懇談会」の第１回本会議が開催され、その本格的活動がスタートした。 
 
 
 平成 15 年度の活動内容は以下の 5 項目である。 
 
 ① 電子ペーパーの概念をまとめる。 
 ② 海外及び国内の電子ペーパー関連動向を調査する。 
 ③ 紙の特徴と強みについて研究する。 
 ④ ユーザーニーズの調査を行なう。 
 ⑤ 電子ペーパーの普及シーンを想定し、その分野における可能性を調査する。 

 
 また、電子ペーパー懇談会は、その活動の一部を社団法人日本機械工業連合会の

平成 15 年度受託事業として実施している。 
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３．４ 考察 

 
 後に、電子ペーパー市場の可能性についての考察を行い、この章のまとめに代

えたい。 
 ここまで見てきたように、電子ペーパー技術を受け入れる素地は国内外において

すでに形成されつつあるが、それは先進国と発展途上国では、多少異なる意味を持

つものと思われる。 
 先進国では、電子ペーパー技術は「目に優しい」など機能面の特性から、当初は、

従来の紙メディアにない用途・目的を持つ電子デバイスへと応用されると考えられ

るが、発展途上国では、紙に対するコスト面での優位性さえ確立できれば、電子ペ

ーパーが紙を代替する新メディアとして発展する可能性が十分にある。中国におけ

る電子教科書実験の背景に教育コストの低減化という狙いが存在することからも、

その可能性を読み取ることができる。 
 したがって、紙から電子ペーパーへの移行はいったん開始されると、IT インフラ

の整備状況を問わず、世界一斉に進行すると考えられる。これは、携帯電話の普及

が発展途上国では固定電話を飛び越え、世界一斉に進行したことにも似た、劇的な

変化を生むはずである。 
 
 次に、先進国、発展途上国双方の電子ペーパーの具体的ニーズを教育分野を例に

考えてみたい。教育分野は、学校数、生徒数、予算等の数字や動きが比較的明確に

把握できるため、電子ペーパーの市場面での可能性を予測しやすい分野であると思

われる。 
 3.3 で主要国の IT 教育の現状を見てきたが、現時点では、先進各国において教科

書の電子化が一気に進むとは考えにくい。そのため先進国では、電子ペーパーはそ

の機能上の特性を生かし、パソコンとは異なる用途・目的を持つ教育用デバイスに

応用されると思われる。一例として、今後拡大が予想される e ラーニングによる効

果的な学習を、いつでも、どこでも実践できるデバイス等への応用が考えられる。

また、リライタブルペーパー技術を各種デバイスに応用することにより、教材の必

要な部分だけを書き込み、それを携帯し、学習を行なうことも可能になる。 
 一方、発展途上国では、上記理由から、電子ペーパー技術の成立により、教科書

の電子化に向けた動きが今後一層加速するものと思われる。 
 このように、教育分野に限ってみても、電子ペーパーには多様な可能性が存在す

る。今後、各国の教育分野において、さまざまな形で電子ペーパー技術が生かされ

ていくことだろう。 
 
 紙から電子ペーパーへの革命の時期は刻一刻と近づいている。この動きに乗り遅

れないように、日本もその準備を着実に進めていく必要があるだろう。 
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第４章 紙の特徴と強み 
――読みやすさを決める要因 

 

概要 

４．１ 紙の優位性の検証 

４．２ 紙とディスプレイとの作業性比較実験と分析 
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第４章 紙の特徴と強み――読みやすさを決める要因 

 

概要 

 

本章では、紙の特徴と強みについて検証を行なった。本章は二部構成になってお

り、第Ⅰ部（4.1）において、液晶やブラウン管に代表される電子ディスプレイに対

する紙の優位性についての分析結果をまとめた。そして第Ⅱ部（4.2）において、紙

の優位性を科学的に検証するための実験についてその詳細を示した。 
第Ⅰ部については、まず 4.1.1 において、紙の｢特徴｣を明らかにするため、紙のも

つ｢機能｣について分析し、紙の長所と短所について分類した。次に 4.1.2 において、

紙の｢強み｣＝｢優位性｣を構成する要因を明確にするべく、ユーザーシーン（アプリ

ケーション）別に、紙の機能に対してユーザーが要求する重要度とその実現度につ

いて比較分析を行った。4.1.3 では、紙の｢強み｣の中でも特に重要な要素と考えられ

る、｢親和性｣についてその本質を明らかにすることを試みた。 
2000年に及ぶ長い歴史をもつ紙は、表示媒体として優れた親和性を発揮してきた。

しかしながら、｢親和性｣という表現は、｢読みやすい｣、｢読んでも疲れない｣、｢理解

しやすい｣、「手になじむ」といった感覚的な主観が寄り集まってなすものであって、

ゆえに尺度が不明瞭であり科学的な裏付けにも乏しい。ことに電子ディスプレイと

比較しながら、紙媒体の｢親和性｣を議論するには、その支配因子を明らかにして定

量的な分析を行うことが望まれる。しかしながら、支配因子と思われるものは複数

あって、しかもそれらが互いに複雑に絡まりあっていることから、定量分析には時

間的にも技術的にも大変な困難が伴うことが予想された。そのため、本年度の調査

活動では、親和性を支配すると思われる因子のうちのごく一部を採り上げ、その効

果について東海大学、面谷 信教授に実験研究していただくにとどまった。実験の結

果及び考察については、4.1.4 に概要を示した。更にその詳細については本章の第Ⅱ

部（4.2）に示した。 後に、これらの分析を踏まえて、電子ペーパー普及のための

課題について、4.1.5 にまとめた。 
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４．１ 紙の優位性の検証 

 

４．１．１ 紙の長所と短所 

 

本節では、紙の特徴を明らかにするにあたり、紙の｢機能｣として、長所を抽出す

るだけではなく、短所を洗いだした。その理由は、紙の欠点や使い難さに注目する

ことで、逆に紙の特性を定義しやすくなるのではないかと考えたからである。また、

電子ペーパーを実現するにあたり、二つのアプローチ、すなわち、 
① 紙の置き換えを目指す（紙の機能を継承する） 
② 現状の紙ではできない新しい機能を実現する 

が考えられ、特に後者の手法を考える上で、紙の短所について整理・認識してお

くことが重要であると考えた。 
 抽出した紙の長所については表 4.1.1 に、また短所については表 4.1.2 にまとめた。 
 

表4.1.1 紙の長所 

項目 長所 

表示品位 ・ 十分な視認性（対環境、対視野角） 

・ 十分な可読性（コントラスト） 

・ 広い色再現（黒、白、カラー） 

・ 変動しない（消えたり、ちらついたりしない） 

形態 ・ 軽い、薄い、曲がる 

・ 寸法選択肢が広い 

・ 電源が不要 

・ 比較的耐水性がある 

・ 保存性に優れる 

・ リサイクル性に優れる 

ユーザビリティ ・ 自由な姿勢で見ることができる 

・ 立ち上げ時間ゼロ 

・ 可搬性が高い（内容量が少ないとき） 

・ 同時複数枚閲覧が容易 

・ 一覧性に優れる。(スクロール不要)  

・ 捨てることができる 

・ 加筆性、サイン 

・ 所有感覚（書き込みなどにより自分専用の特別なものにできる） 

・ 形状を変えることができる（折り曲げ、積み重ね、切り抜き） 

・ 複製が比較的困難 
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表4.1.2 紙の短所 

項目 短所 

表示 ・ 暗いと見えない（しかし透過型液晶ディスプレイとは異なり、明るい戸

外でも見える） 

・ （デジタル情報の）印刷に時間がかかる 

書換え ・ 内容が書き換わらない（それが長所と思われることもある） 

・ 文字や画像の拡大／縮小ができない 

・ 色の変更ができない 

・ 動画に対応できない 

編集 ・ 切り貼りなど再加工が面倒 

・ 訂正／編集が面倒 

・ 検索が出来ない 

・ 分類がしにくい 

伝達 ・ 配付／配布に時間がかかる 

・ 複製すると情報（表示）が劣化する 

管理 ・ 情報を一元化しにくい、共有しにくい 

・ 手書きしたものが（そのままでは）デジタル・データ化されない 

・ 属性の付与が困難（分類がしにくい、他の情報との関連付けが出来ない） 

・ 情報の履歴が判らない（ 新情報か否かが不明） 

・ 整理・廃棄する手間が大変 

・ 情報の漏洩が容易（但しデジタル情報は一旦漏洩すると被害が大きい） 

保管 ・ データ量が多くなると、保管場所が必要な上に、アクセスも大変 

・ 経過時間に伴って劣化する 

・ 紛失しやすい 

 

 表 4.1.1 及び 4.1.2 より、紙の長所は主に表示状態や紙の形態に基くものが多く、

一方短所は、紙そのものではなく、紙を用いた作業（特に紙に表示されている情報

の処理）に関わるものが多いことが判る。 
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４．１．２ 紙に対する要求と満足度 

 

4.1.1 で、紙の長所と短所について総体的にまとめたが、実際にはこのような単純

な分類では不十分であって、紙を使用する状況に応じて分析するべきである。例え

ば、表 4.1.2 では紙の短所として取り扱った、編集や保管といった作業はデータ量に

関連しており、少量であればコンピュータよりもむしろ紙の方が優れているともい

える。また一般に紙は薄くて軽いというイメージがあるが、アプリケーションとし

ての辞書や事典は分厚くて重いという使用上の不便さを抱えている。そこで、ユー

ザーシーンやアプリケーションを細分化した上で、紙の機能に対してユーザーが要

求する重要度とその実現度（満足度）について比較分析を行った（表 4.1.3）。重要

度の分類は、○＝高い、△＝中位、ブランク＝低い（不要）とした。また実現度の

分類は、重要度○及び△の項目に対して、○＝達成（ユーザーは現状にほぼ満足）、

△＝中位（ユーザーの満足度が半分程度）、×＝未達成とした。 
表中の目的・機能の項の｢記憶｣から｢感性情報｣は、脳での作業が中心となるもの

である。それ以降の｢参照｣から｢配付・配布｣は、動作を伴う作業が中心となるもの

である。脳での作業のうち｢分析｣は、｢理解｣に加えて比較や考察が加わる高度な作

業であり、動作を伴う作業とした｢分類｣（ある基準に従って分別する）とは異なる

ものとして取り扱った。また｢感動｣は、一般にポジティブな感情の喚起を意味する。

これに対して｢感性情報｣は、美しい⇔汚い、涼しそう⇔暑そう、美味しそう⇔不味

そう、など感性情報の取得を意味する。 
動作を伴う作業として分類したものの中で、｢参照｣は、対象としている表示媒体

を参照しながら作業を行うことを意味する。｢加筆｣は、｢記憶｣や｢理解｣を促進する

上で重要な役割を果たすと思われるが、ここでは行為としてとらえ、動作を伴う作

業に分類した。 
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表4.1.3 新聞、カタログ、広告／ちらし、小説、雑誌、漫画 

 新聞 1) カタログ 広告/ちらし 小説 雑誌 1) 漫画 

目的・機能 重要度 実現度 重要度 実現度 重要度 実現度 重要度 実現度 重要度 実現度 重要度 実現度

読みやすさ ○  ○2) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

記憶   ○ △ ○ ○       

理解 ○ ○ ○ ○ △ ○   △ ○   

分析 △ ○ ○ ○ ○ ○       

感動 ○  △3） ○ ○ ○  △3） ○ ○ ○ △ ○ ○ 

脳

で

の

作

業 感性情報   ○ ○ ○ ○   ○ △   

参照 △ ○ △ ○         

検索 △ ×       △ ×   

関連・リンク △ △       △ ×   

加筆 △ ○ △ ○ △ ○   △ ○   

修正・更新・改訂 ○ × △ ○ ○ △   ○ △   

分類   ○ △ ○ △       

保存 ○ ○     ○  △6)     

廃棄 ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ 

可搬性 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

動

作

を

伴

う

作

業 

配付・配布 ○  △4) ○  △5) ○ △ ○  △7) ○ ○ ○ ○ 
 
1）新聞や雑誌は、それらを仕事に利用するのか、娯楽として楽しむ、あるいは一般的知的好奇心を

満たすためなのかによって作業シーン重要度が大きく変わる。ここでは後者の観点から分析した。

仕事として利用する場合は、表 4.1.3（続き）の｢資料｣と同じ扱いになると考えられる。 
2）フォントの大きさを変更できないので、読みにくいという意見もある。 
3）新聞や印刷広告は TV 等（動画・音声）と比較して、インパクト（感動）や接触頻度は低いが、

関与度（理解度）は高い。 
4）宅配制度に頼っている。コストアップ要因だが、ビジネスとしては折り込み広告収入で成り立っ

ている。 
5）インターネット環境にあるユーザーに限定すれば、紙カタログの入手は、Web 情報や電子化され

たカタログ（PDF ファイルなど）と比較すると面倒で時間もかかる。また供給側から見ると、電

子配布の方が無駄は少ないないだろう。しかし電子ディスプレイ上でユーザーが内容を仔細に｢分

析｣することは困難である。 
6）図書館では保存分類が系統的にできているが、家庭内では場所を取る。 
7）狙う短編小説のみを読みたいのに、紙の本としての厚さの事情により要らない短編まで抱き合わ

せで買わされる場合がある。また本の発行部数と書店の数および売り場面積のアンバランスによ

り、読者は店頭で欲しい本に巡り会えない。偶然の出会いなどレアケースである。 
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表4.1.3（続き） 教科書、辞典／辞書、テスト、地図、資料、報告書 

 教科書 辞典・辞書 テスト 地図 資料 12) 報告書 12) 

目的・機能 重要度 実現度 重要度 実現度 重要度 実現度 重要度 実現度 重要度 実現度 重要度 実現度 

読みやすさ ○ ○ △ △9） ○ ○ ○ △11） ○ ○ ○ ○ 

記憶 ○ ○           

理解 ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ 

分析     ○ ×   ○ △ ○ △ 

感動 ○ ○           

脳

で

の

作

業 感性情報             

参照 ○ ○ ○ △   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

検索 ○ △ ○ △   ○ × ○ × ○ × 

関連リンク ○ × ○ ×   ○ × ○ × ○ × 

加筆 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

修正・更新・改訂 ○ ○ ○ × ○ ×10） ○ × ○ ×13) ○ ×13) 

分類     ○ ×   ○ △ ○ △ 

保存     ○ △   ○ ○ ○ △ 

廃棄             

可搬性 ○ △8） ○ × ○ △ ○ △     

動

作

を

伴

う

作

業 

配付・配布 ○ ○   ○ △   ○ △ ○ △ 

 
8）一冊単位では問題ないが、通学を考えると通常 5～6 冊以上は持ち運ぶことになるため。 
9）一般に辞書のフォントサイズは小さいので、拡大して読みたいという要求がある。こうした要求を 

紙媒体で応えることは難しい。 
10）電子版のテストの場合、受験者のレベルに応じて問題をインタラクティブに変えることもでき 
（TOEFL などで実施）、受験者の力をより正確、的確に判定することができる。しかし一方で、受 

験者からは紙のテストの方が正解を答え易いと思う傾向にある。ただし、実際には正解率に大差は

ないとする実験結果がある[1]。 
11）固定された範囲と縮尺だけで考えれば、紙媒体の方が見易い。しかし、次頁にまたがる境界部を 

調べたいときや、縮尺を変えたいときなどは、読みやすいとはいえない。 
12）資料、報告書は電子データを紙媒体に出力したものを想定。 
13）内容を変更する場合、通常はオリジナルの電子データを変更することになり、紙の上で処理するこ 

とは困難である（紙＋アノトペンなどの利用も考えられるが、現状では一般的とはいえない）。一

方で、電子データを作成、推敲、改訂する際に、内容確認のために紙出力する場合が少なくない。

これらの出力は廃棄されてゴミとなる。 
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 表 4.1.3 に示した結果を通して、動作を伴う作業については、必ずしも紙での実現

度が十分ではないことが判明した。そしてこれらは、一般には紙の欠点として分類

されているもの（表 4.1.2）である。こうした欠点は電子化する（電子デバイスを用

いる）ことで、その作業性が大きく改善される場合があるが、処理の多くは CPU や

メモリーなど電子ディスプレイとは直接関係のない仕組みを使って行なわれている

点に注意しなければならない。もちろん、高速で内容を書き替え可能な電子ディス

プレイの利用が、改善効果を更に加速していることは疑いない（コンピュータにお

けるパンチカード入力／印刷出力方式と端末入出力方式の違いを考えて欲しい）。 
一方、読んで理解することを基本とする脳での作業に関しては紙での実現度が高い。

もちろん、この実現度はあくまでも主観的なものであって、読みやすさや理解程度

に関しての、現状の電子ディスプレイ表示との比較が根底にあるものと思われる。

しかしながら、脳での作業効率の高さが、紙の｢強み｣と強く結びついていることは

疑いない。従って、紙の優位性の本質を明らかにするためには、動作を伴う作業を

切り離して、読みやすさや理解度（紙の「親和性」と呼ぶことにする）を支配する

要因について抽出・分析する必要がある。 
 

４．１．３ 親和性を決定する因子 

 

「読んで理解する」という脳内的あるいは感性的作業については、なぜ紙がいい

と思うのか、本当にいいのかを含めて不明のままである。逆にいうと、電子ディス

プレイだと読みにくくて理解しにくい、ということが科学的に証明されている訳で

はない。これらの支配要因について実験を通して検証するにあたり、先ず、それぞ

れどのような因子があり得るか仮説をたてた（表 4.1.4）。そしてこれらのうちのい

くつかについて、実験を通して検証をすすめた（4.1.4 及び第Ⅱ部（4.2）参照）。 
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表4.1.4 表示における読みやすさと理解度（親和性）を支配する要因 

 支配要因（仮説） 

 

読みやすさ 

・ 疲労度。読みやすさ＝疲れにくさ、なのか。だとすると疲労度の時間依存性はどうなる

のか。 

・ 反射光と自発光の違い。 

・ 視線・焦点の固定／自由度、特に発光型（透過型）電子ディスプレイでは目の焦点を合

わせ難いのでは。 

・ 光源と表示媒体と観察者の位置／距離関係。 

・ 適正な解像度文字のサイズとドット密度の相関（距離及びコントラストも関係？）。 

・ 背景色と文字色の組み合わせ。媒体の背景色だけではなく、作業空間の背景の影響。

 

 
理解度 

・ 疲労度（紙と電子ディスプレイとの作業の間で時間的疲労度推移曲線は異なるのか）依

存性。 

・ 感情や環境と理解力との関係。 

・ 作業提示方法（手に持って読む、置いて読むなど）の違い。読むときの姿勢の自由度。

自分の好きな姿勢で読むことにより理解が深まる。 

・ 同時多数枚閲覧性と作業能率や理解度との関係（同時閲覧によって理解度が深まると

いう実験結果あり[2]）。 

・ 電子ディスプレイのサイズ（電子ディスプレイでは通常A4縦表示ができないため、ペー

ジ単位の脳内構造化が妨げられる）。 

・ 各自の意志でページをめくる事ができる（液晶プロジェクタによる説明は一方的であり

不可能）。 

・ 記載内容と媒体中での位置関係（本の中の大体の頁、頁の中の位置、レイアウト）＝デ

ータとアドレスが一体化されると記憶しやすい⇔スクロール中心の PC 電子ディスプレイ

上の表示ではこのような付加情報が少ないために、理解度が妨げられる。全体の流れ

が重要でない、辞書などでは電子表示であっても大きな問題とはならない。 

・ 加筆（マーキング、コメント追加、図形化、グラフ化）を行なうことで、カスタマイズがで

き、理解・記憶を助ける。右脳と左脳の両方を使うことが重要ではないか。 

・ 電子データや電子デバイスの利用では、壊れて読めなくなるのではないか、という心理

が働き、理解よりもスピードに重点が置かれてしまう。 
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読みやすさに関連する報告として、「電子書籍普及の兆し」という調査結果[3]によ

れば、調査対象が PC からインターネットを利用しているユーザーであるため、全

般的な結論とはいえないが、この調査を見る限り「紙」にこだわっているユーザー

は意外と少ない。また、併せて液晶ディスプレイ画面で文章を読むときにどの程度

の文字数から苦痛を感じるかという設問に対して 800 字以上との答えが 31%と も

多くなっている。一方、2003 年 3 月に JEITA（電子情報技術産業協会）がまとめた

「オフィスにおける紙文書の電子化動向調査報告」によれば、文書を紙で保存する

理由として、業務用途、個人用途共に約半数が「紙の方が見やすい」ことを理由に

挙げている。さらに、オフィスにおける e メール（約 6100 億通／年）の約半分は、

プリントされるという報告もある[4]。 
理解度に関連する報告としては、米オハイオ州立大学でのカレン・マーフィー助

教授（現ペンシルバニア州立大学）の実験があり、安楽死に関する雑誌記事の理解

度に対して、雑誌で読んで紙で解答、PC 画面で読んで紙で解答、PC 画面で読んで

PC 上で解答、の 3 つを比較したところ、記事を読む前と比較して理解度はいずれの

場合でも深まったものの、PC 画面で読んだ場合、PC の習熟度とは関係なく、内容

が難解でつまらないと実感したとしている。また、記事に対して納得を示す割合も

低下したとされる[5]。但し、このような結果が出た原因については十分な解析されて

おらず、結果を鵜呑みにしてよいかどうかは不明である。 
 

４．１．４ 紙の親和性についての実験と考察 

  

表 4.1.4 に、紙の親和性を支配する要因の仮説をまとめたが、本節では被験者に

様々の条件で媒体上の作業を行なわせる実験を通して、これらの仮説の一部（特に

重要と思われるもの）について、分析・検証を行なった。 
 

（１） 実験検討の目的 

紙の持つ優位性（現状の電子ディスプレイと比較して）と一般的に思われている

事柄について、 
① 何がどれだけ優位なのか定量的に明らかにする 
② 優位性の本質はどこにあるかを分析し実験により検証・定量化する 
③ 電子ペーパーが紙の長所にならって達成すべき目標内容を上記検証に基づき

明示する 
ことを目的とした。 
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（２） 実験企画の背景 

一般的な紙の長所を表 4.1.1 にまとめたが、今回の実験を企画するにあたって、紙

の読みやすさを実現している要因として、特に注目した項目を表 4.1.5 に示した。こ

こでは、現状の電子ディスプレイのどこに問題点が存在するかについても考慮して

リストアップを行った。 
 

表4.1.5 紙の読みやすさを実現している要因の候補リスト 

分類 項目 特に注目す 
べき項目 

拡散的な反射特性 ◎ 反射特性 
画面反射がない  
画面背景との明るさ差が小 ◎ 
表示のちらつきがない  
表示の解像度が高い  

表示 

表示のコントラストが高い  
姿勢選択が自由 ◎ 
水平画面が基本 ○ 

使用形態 

複数枚並べての作業容易性 ○ 
 
表 4.1.5 において、紙の持つ拡散反射特性、背景との明るさが自動的に揃う特性、

読む際の姿勢選択が自由であるという特性は、これまで大きくは取り上げられてい

ないが、今後特に重点的に検討を行うべき項目と考えた。 
 次に視点を逆にして、本節での検討の課題となる「なぜ電子ディスプレイは疲れ、

紙の印刷物は疲れないか？」ということに関し、現状の電子ディスプレイのここが

問題なのであろうという点を改めて整理してみたのが表 4.1.6 である。表において、

疲労やストレスの要因として従来から着目されていたと思われる項目と、新たな指

摘項目とを合わせ、かなり多くの候補要素を挙げることができる。 
 これらの項目に対する現状の各種電子ディスプレイ媒体の現状と紙媒体の現状を

表中に○×△で表記した。紙媒体を手本にして整理した表であることから当然では

あるが、紙媒体に○が並び、電子媒体は×や△が多く並ぶ現状である。従来からも

着目されてきた項目と、新たに今後着目が必要と考えられる項目とを表中に示した。 
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表4.1.6 電子ペーパーの解決目標としての電子ディスプレイの問題点 

各媒体の特性 
LCD 分類 項目 CRT 

透過型 反射型 
紙 

従来の 
着目点 

今後の

重点 

課題 

ちらつき × △ △ ○ ◎  
画面発光 × × ○ ○ ◎  
画面からの光量過大 △ △ ○ ○ ○  
画面反射(グレア) × × × ○ ○  
視野角依存 ○ × × ○ ○  

画面関連 

非拡散反射特性 ― ― × ○  ○ 
環境関連 画面背景との明るさ差 × × △ ○  ○ 

視線・焦点の固定 × × × ○  ◎ 姿勢関連 
垂直画面作業 × △ △ ○  ◎ 

 
 もちろんこの表で原因のすべてを網羅できているとはまだ考えられない。それで

も、この表に整理されている範囲でもかなり多面的な捉え方をしなければならない

ことが示されている。「電子ディスプレイは発光型だから疲れる」というような一面

的な捉え方だけではなく、紙をお手本にしながら、優先順位を付けつつも多面的に

捉えた見やすくするための工夫を取り込んで行くことが、快適性に優れた電子ペー

パーを実現するためには必要と考えられる。 
 
（３）実験項目とその位置づけ（期待事項） 

前項で示した検討背景に基づき、“紙が読みやすく、疲れにくいのはなぜか？”、“電

子ディスプレイが読みにくく、疲れやすいのはなぜか？”についての定量的現状評

価と要因抽出を行なうため、具体的実験項目を３点企画した（表 4.1.7）。 
 

表4.1.7 企画した実験項目 

項目 実験項目 目的 備考 

Ⅰ 

ディスプレイ作業、紙上作業に
おける疲労推移の定量的比較
と内容分析 
 

・疲労度の時間経緯を測定 
・疲労内容の網羅と重み付け 

疲労度については、被験者の
主観回答及び客観測定とし
て近点距離測定を用いる 

Ⅱ 媒体の呈示 
状態 

電子ディスプレイで用いられる斜め
固定呈示と、紙で用いられる手持ち自
由支持との間で、疲労度、読みやすさ
についての評価を比較 
 

電子ディスプレイの手持ち
自由支持と、紙の斜め固定呈
示を比較条件に含む 

Ⅲ 

媒体の呈示
条件の影響

評価 
媒体の周囲 

条件 

・媒体周囲明るさの影響評価 
・媒体周囲の背景が媒体と同一平面内
にある場合と、奥行きのある背景の場
合との差を評価 
 

同一平面：机上の書類のよう
な状態 
奥行きあり：通常電子ディス
プレイをみるような状態 
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これらの実験項目は、前記の表 4.1.6 において今後の重要検討項目として◎印で指

摘した 3 項目のうちの 2 項目 
① 姿勢選択が自由 
② 画面背景との明るさ差が小 

について、優先課題として実験の企画に反映させたものである。 
 

（４）実験項目Ⅰ～Ⅲの結果と考察 

 
 以下、実験項目Ⅰ～Ⅲの結果を簡単にまとめた。 
 
実験項目Ⅰ 

1～2 時間の読書作業における疲労推移曲線（被験者の主観回答）において、透過

型液晶ディスプレイ（LCD）上読書は紙媒体上読書よりも疲労の進行が高い傾向が

確認された。また明るい室内環境作業よりも暗い室内環境作業において疲労の進行

が早い傾向が確認された。 
また近点距離の測定結果は、 
紙（明室）＜紙（暗室）＜透過型 LCD（明室）＜透過型 LCD（暗室） 

の順に作業前後の近点距離の変化が大きい結果となり、前記主観評価の結果と符合

した。 
一方で作業効率としての読書速度は、1～2 時間の作業時間中で変化は極めて少な

かった。特に疲労の進行に連動して読書速度が落ちることはなかったことが注目さ

れる。 
 
実験項目Ⅱ 
透過型LCD装置を手持ち状態で作業することにより疲労度が顕著に下がることが、

主観回答および近点距離の測定結果により示された。また電子ペーパーの試作品（サ

ーマルリライタブル方式）媒体は手持ち作業において読みやすさが向上し、紙並み

の読みやすさが得られているとの主観評価結果を得た。 
 

実験項目Ⅲ 
呈示媒体とその周囲とは同一平面内にある方が、高い読みやすさが得られる傾向

が示された。なお、媒体周囲明るさの影響評価については、今回報告に至る実験結

果を得るに至らなかった。 
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これらの実験結果から、紙の見やすさや疲れにくさ、あるいは逆に言えば電子デ

ィスプレイ（透過型 LCD）の見にくさや疲れやすさは媒体、それ自体の特性のみに

よりもたらされているものではないことがわかった。特に本実験において、実験的

に電子ディスプレイを軽量コンパクトな状態にして使用者に据え置きではない自由

な保持状態を許すことによって、疲労傾向の顕著な改善が見られたことは注目すべ

き結果である。これは、電子ペーパーのあるべき姿として、手で持って読める形態

や軽量性の実現が極めて重要な意味を持つであろうことを示唆する実験事実結果と

して強調したい。 
 

４．１．５ まとめ  

 
表 4.1.3 から明らかなように、アプリケーション主体で考えると紙の「優位性」は

絶対的ではなく、特に動作を伴う作業において要求実現度に低い項目が多く見られ

る。このような観点から、辞書や地図で電子化が進んでいることは興味深い。紙は

一般に読みやすさの点では電子ディスプレイよりも優位にあると考えられるが、辞

書では読みやすさに対する要求度が、検索性などの機能と比較すると低位にあるこ

とも電子デバイス化に拍車をかける結果になっていると思われる。即ち現状の電子

ディスプレイにおける表示品位の低さを、表示以外の他の機能の改善によって補っ

て余りあるといえる。加えて、「読みやすさ」にユーザーの視力に応じたフォントサ

イズの調整を含めると、虫眼鏡などが必要となる紙媒体は、必ずしも優位にあるわ

けではないことにも注意する必要がある（もちろん同じ大きさのフォントで比較す

ると紙媒体の方が読みやすさの点で勝る）。 
しかしながら、本来紙は単なる表示媒体であって、何らかの作業処理を行なう機

能を有するわけではない。一方、電子ディスプレイもそれ自身は単なる表示媒体で

あるはずであるが、何らかの電子機器の一部であるためにあたかもその裏で動作し

ている処理系の機能と一体的に捉えがちであることに注意しなければならない。従

って一般に「電子ペーパー」の実現を考える上では、少なくとも第一段階としては、

その名称から期待する、①電子機器としての機能や利便性と、②ペーパーとしての

読みやすさや理解のしやすさ（親和性）、とを分離して各々の実現方法を考える必要

があるだろう。 
ここであえて第一段階と断ったのは、将来電子機器の特徴（例えば動画表示や音

声表現）を活かして、たとえ親和性を犠牲にしたとしても印刷物をはるかに超える

理解のしやすさを提供する機器が誕生する可能性もあるからである。いずれにせよ、

現時点では、電子ペーパーを実現し普及させていく上では、①または②についての

優位性を明確に持つ商品を提案することが重要である。 
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現実問題として、①の観点は具体的な実現方法（紙アプリケーションでの弱点の

克服方法）が比較的明らかであるため、電子辞書やカーナビゲーションといった商

品が開発され、紙アプリケーションの一部を置き換えつつある。しかし②の観点は、

紙の優位性の本質である親和性を支配する要因が定かではないため、その実現には

①のアプローチより大きな困難を伴うであろう。しかし電子ペーパーにおいては②

の理解に基く新規な表示媒体を提案しない限り、液晶を代表とする現行電子ディス

プレイを有する電子機器との有意差は出せず、中途半端なものになる恐れが高い。 
紙の親和性への理解の第一歩として行なった今回の実験結果からは、現状の電子

ディスプレイであっても、軽量コンパクトな状態にして使用者に据え置きではない

自由な保持状態を許すことにより、親和性を高められるという結果を得た。すなわ

ち、紙と同等の表示性能に至らなくても、手で持って読める形態や軽量性を実現す

ることで、あるいは電子ペーパーが紙としてすんなり受け入れられる可能性が示さ

れた。もちろん、今回の実験は、紙の読みやすさや疲れにくさの本質を明らかにし

て電子ペーパーの開発指針として生かすための検討のごく端緒と言うべき一部分で

あり、本検討に引き続き本格的な検討を続けることにより、さらに重要な示唆が得

られることが大いに期待される。 
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４．２ 紙とディスプレイとの作業性比較実験と分析 

 
４．２．１ はじめに（本節の目的） 

 

 本節では、WG-1 のテーマである「紙の親和性に関する考察」に関し、被験者に

様々な条件で媒体上の作業を行わせる実験により分析的な検討を行った結果につい

て述べる。このような実験検討の目的は次のように整理できる。 
 
紙の持つ優位性（現状ディスプレイと比較して）と一般的に思われている事柄に

ついて 
① 何がどれだけ優位なのか定量的に明らかにする。 
② 優位性の本質はどこにあるかを分析し実験により検証・定量化する。 
③ 電子ペーパーが紙の長所にならって達成すべき目標内容を上記検証に基づ

き明示する。 
 
 本検討は、限られた期間内に上記目的に対する回答を完全に行うものではないが、

このような意図に基づいて、可能なところから、また、できるだけ重要な部分から

着手して何らかの指針を電子ペーパー開発に対して呈示しはじめようとするもので

ある。 
 
４．２．２ 実験企画の背景（原因候補についての検証実験の企画についての説明） 

 

 今回、実験を企画するにあたって、まず紙の見やすさがどのような要因で達成さ

れていると考えられるか、また現状のディスプレイのどこに問題点が存在すると考

え得るかについてリストアップを行った。 
 
紙の読みやすさは様々な要因により実現されていると考えられる。従来から指摘

されている要因と、本節で取りあげた要因とを改めてまとめてみると次の表 4.2.1 の

ようになる。 
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 表4.2.1 紙の読みやすさを実現している要因の候補リスト（再掲） 

分類 項目 特に注目す 
べき項目 

拡散的な反射特性 ◎ 反射特性 
画面反射がない  
画面背景との明るさ差が小 ◎ 
表示のちらつきがない  
表示の解像度が高い  

表示 

表示のコントラストが高い  
姿勢選択が自由 ◎ 
水平画面が基本 ○ 

使用形態 

複数枚並べての作業容易 ○ 
 
表 4.2.1 において、紙の持つ拡散反射特性、背景との明るさが自動的に揃う特性、

読む際の姿勢選択が自由であるという特性は、これまで大きくは取り上げられてい

ないが今後特に重点的に検討を行うべき項目と考えている。 
 次に視点を逆にして、本節での検討の課題となる「なぜ電子ディスプレイは疲れ、

紙の印刷物は疲れないか？」ということに関し、現状のディスプレイのここが問題

なのであろうという点を改めて整理してみたのが表 4.2.2 である。表において、疲労

やストレスの要因として従来から着目されていたと思われる項目と、新たな指摘項

目とを合わせ、かなり多くの候補要素を挙げることができる。 
 これらの項目に対する現状の各種電子ディスプレイ媒体の現状と紙媒体の現状を

表中に○×△で表記した。紙媒体を手本にして整理した表であることから当然では

あるが、紙媒体に○が並び、電子媒体は×や△が多く並ぶ現状である。従来からも

着目されてきた項目と、新たに今後着目が必要と考えられる項目とを表中に示した。 
 

表4.2.2 電子ペーパーの解決目標としてのディスプレイの問題点（再掲） 

各媒体の特性 
LCD 

分類 項目 
CRT 

透過型 反射型 

紙 
従来の

着目点 
今後の 
重点課題 

ちらつき × △ △ ○ ◎  
画面発光 × × ○ ○ ◎  
画面からの光量過大 △ △ ○ ○ ○  
画面反射(グレア) × × × ○ ○  
視野角依存 ○ × × ○ ○  

画面関連 

非拡散反射特性 ― ― × ○  ○ 
環境関連 画面背景との明るさ差 × × △ ○  ○ 

視線・焦点の固定 × × × ○  ◎ 姿勢関連 

垂直画面作業 × △ △ ○  ◎ 
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 もちろんこの表で原因のすべてを網羅できているとはまだ考えられない。それで

も、この表に整理されている範囲でもかなり多面的な捉え方をしなければならない

ことが示されている。「ディスプレイは発光型だから疲れる」というような一面的な

捉え方だけではなく、紙をお手本にしながら、優先順位を付けつつも多面的に捉え

た見やすくするための工夫を取り込んで行くことが、快適性に優れた電子ペーパー

を実現するためには必要と考えられる。 
 
４．２．３ 実験項目とその位置づけ（期待事項） 

 

前記の検討背景に基づき本期間では、“紙が読みやすい、疲れにくいのは何故か？”

“ディスプレイが読みにくい、疲れやすいのは何故か？”についての定量的現状評

価と要因抽出（第 1 段階）をめざすこととした。そのための具体的実験項目を次の

ように企画した。 
 

実験企画項目 
Ⅰ. ディスプレイ作業、紙上作業における疲労推移の定量的比較と内容分析 

– 疲労度の時間経緯を測定（主観回答と、可能な範囲での客観測定） 
– 疲労内容の網羅と重み付け 

Ⅱ. 媒体の呈示条件の影響評価（1）―媒体の呈示状態― 
– ディスプレイで用いられる斜め呈示と、紙で用いられる手持ち支持と

の間で、疲労度、読みやすさについての評価を比較する。 
– （ディスプレイの手持ち支持と、紙の斜め呈示を比較条件に含む） 

Ⅲ. 媒体の呈示条件の影響評価（2）―媒体の周囲条件― 
– 媒体の周囲明るさの影響評価 
– 媒体周囲の背景が媒体と同一平面内にある場合（机上の書類のような

状態）と、奥行きのある背景の場合（通常ディスプレイをみるような

状態）との差を評価 
 
上記項目を、改めて表形式に整理したものを表 4.2.3 に示す。 
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表4.2.3 今回の実験項目の整理（再掲） 

No 実験項目 目的 備考 

Ⅰ 
ディスプレイ作業、紙上作業に

おける疲労推移の定量的比較と
内容分析 

・疲労度の時間経緯を測定 
・疲労内容の網羅と重み付け 

主観回答、客観測定 
 

Ⅱ 媒体の呈示 
状態 

ディスプレイで用いられる斜め固定呈示と、
紙で用いられる手持ち自由支持との間で、
疲労度、読みやすさについての評価を比較

ディスプレイの手持ち自
由支持と、紙の斜め固定
呈示を比較条件に含む 

Ⅲ 

媒体の呈示
条件の影響
評価 

媒体の周囲 
条件 

・媒体周囲明るさの影響評価 
・媒体周囲の背景が媒体と同一平面内にあ

る場合と、奥行きのある背景の場合との
差を評価 

同一平面：机上の書類の
ような状態 
奥行きあり：通常ディスプ
レイをみるような状態 

 

これらの実験項目は、前記の表 4.2.1 において今後の重要検討項目として◎印で指

摘した 3 項目のうちの 2 項目 
① 姿勢選択が自由 
② 画面背景との明るさ差が小 

について、優先課題として実験の企画に反映させたものである。 
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４．２．４ 実験内容 

 
Ⅰ ディスプレイ作業、紙上作業における疲労推移の定量的比較と内容分析 

 
本実験項目における検討内容 
本実験では、ディスプレイ作業、紙上作業における疲労推移の定量的比較と内容

分析を目的として、下記の測定・分析項目を設定した。 
・ 疲労度の時間経緯を測定（主観回答と、可能な範囲での客観測定） 
・ 疲労内容の網羅と重み付け 

これに対し、表 4.2.4 に示す（1）、（2）の 2 ラウンドの実験を行った。 
 

表4.2.4 疲労推移測定実験(1)(2)の内容整理 

実験
No. 

目的 評価 
時間 

被験
者数

主観評価指標 作業速度
測定 

疲労内容
回答 

眼の疲労
測定 

(1) 長時間の疲労 
推移確認 

２時間 ４人 ５段階数値 読書速度 なし なし 

(2) 疲労内容の分析 １時間 ８人 ５段階数値（疲労
内容例示文付き）

読書速度 眼 の 疲 労
項目選択 

近点距離
測定 

 
実験（1）はまず手始めに少数の被験者を用いて長時間（2 時間）に渡る疲労度推

移の概要を把握するために行った。実験（1）で測定したのは被験者による 5 段階主

観回答と読書速度であり、疲労内容の詳細については測定を行っていない。どの程

度の作業時間がこの種の測定において必要とされるのかについての見通しを得るこ

とも本実験の意図のひとつである。 
実験（2）は実験（1）の結果をもとに評価時間を 1 時間に絞り、ただし被験者数

は倍増させて実験を行ったものである。実験（2）においては被験者の疲労内容を分

析するため、眼の疲労に関しての詳細なアンケート回答（主観評価）と、眼の近点

距離の測定（客観評価）を行った。近点距離測定は、眼の焦点距離調節機能により

どれだけ近くの対象にまで焦点を合わせることが可能であるかを実測するものであ

り、その結果は眼の焦点距離調整をつかさどる筋肉の疲労度を示す指標となると考

えられる。 
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Ⅰ－１ 実験１ 長時間の疲労推移確認 

 
Ⅰ－１－１ 実験方法 

防音室内にて 2 時間連続して小説を読ませ、15 分ごとに被験者に 5 段階で目の疲

労度を主観値で評価させた。（評価 5：まったく疲れていない、評価 1：非常に疲れ

た）またこの際、15 分毎に読んだ文字数も集計した。実験条件は、媒体 2 種類と作

業環境 2 種類の組み合わせ結果としての 4 パターンとした（表 4.2.5）。この時の実

験の様子を図 4.2.1 に示す。実験環境の構成を図 4.2.2 に示す。 
 

表4.2.5 実験条件の組み合わせパターン 

 使用表示媒体 作業環境 備考 

パターン１ ディスプレイ 明室 － 

パターン２ ディスプレイ 暗室 － 

パターン３ ハードコピー 明室 － 

パターン４ ハードコピー 暗室 電気スタンド使用 

 

 

図4.2.1 実験風景 

パターン１ パターン２

パターン３ パターン４

防音室内照度：９００ lx

防音室内照度：９００ lx

ディスプレイ光源のみ

机上照度：約５００ lx
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図4.2.2 実験環境図 

 

〈実験方法補足〉 
ディスプレイは透過型 LCD を用い、明室の照度は約 900 lx、電気スタンド使

用時の机上照度は約500 lxである。ディスプレイ輝度は、背景部が107（cd/m2）、

文字部が 1（cd/m2）である。実験中の姿勢は自由とし、被験者には自由に体制

を変えてもよいとの指示を出した。 
 
Ⅰ－１－２ 実験結果 

被験者 4 人の疲労度主観回答結果の平均値を図 4.2.3 に示す。また、読書速度測定

結果の時間経過（被験者 4 人の平均値）を図 4.2.4 に示す。ただし、各被験者におい

て主観評価回答が１に達した段階ではそれ以降の実験は中止し、それ以降の評価値

はすべて１とみなした。このため、読書速度測定について、暗室でのディスプレイ

作業に対する測定は 75 分目までで中断されている。 

表示媒体 

光源 

被験者 
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 図 4.2.3 から、媒体・周囲条件の変化により疲労度の時間経緯に大きな差異が現

れていることを読み取ることができる。特に次のような点が注目される。 
・ 暗室でのディスプレイ作業が も疲労が早く、明室でのハードコピー作業が

も疲労が遅い。 
・ 明室でのディスプレイ作業と暗室でのハードコピー作業が同等の疲労であり、

かつ上記 2 条件の中間的な領域にある。 

図4.2.4　平均読取文字数の時間推移
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図4.2.3 疲労度主観評価の時間推移 
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読書速度については図 4.2.4 から、全測定時間に渡って変化は少なく、増加傾向も

低下傾向も見られなかった。図 4.2.3 に示される疲労度の進行に伴って読書速度の低

下を予想した先入観に反して低下が全く見られなかったことは注目すべき結果であ

る。 
 
Ⅰ－１－３ 考察 

 疲労度の主観評価結果は、このような 5 段階評価においては も疲労の進行の早

い条件における評価が 低の 1 に達する前（本結果では 75 分目より以前）が、各条

件間の差異が大きい領域となる。逆にあまり初期の段階（本結果では 15 分目まで）

では差異がまだ大きくなっていない。結局、これらの中間領域となる時間帯が各条

件の差異を抽出しやすい領域と考えられる。本実験結果ではおよそ 30～60 分の時間

帯となる。この種の実験を行って各条件間の差異を抽出したい場合、このような点

を被験者の作業時間を設定する上で参考にすべきと考えられる。 
 
Ⅰ－２ 実験２ 疲労内容の分析 

 

Ⅰ－２－１ 実験方法 

実験方法の基本部分は前記実験 1 と同じである。異なる部分を下記に示す。 
 

主観回答指標の文章説明追加 
主観評価の回答に際して下記の表を被験者に呈示した上で回答させた。これは 5

段階評価における 1～5 の数値の意味づけをより明確にし、被験者による回答のぶ

れを少なくしようとする意図に基づくものである。 
 

表4.2.6 主観疲労の指標 

疲労度 疲労内容の指標 

5：全く疲れていない 全く作業に支障がない 

4：わずかに疲れた あえて聞かれれば疲れは感じる 

3：少し疲れた まだ続けることには問題ない 

2：だいぶ疲れた できればそろそろ終わりにしたい 

1：非常に疲れた できればすぐ作業を中止したい 
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目の疲労に関する質問追加 
被験者が 15 分ごとに主観評価回答を行う際、疲労内容に関して回答させる質問項

目にも回答させた。具体的には、目の疲労に関する下記９つ疲労内容候補に対しそ

の時点の自覚症状として当てはまる項目にチェックをさせた。回答は各々の項目に

対して［0：感じない、1：感じる、2：強く感じる］という 3 段階で回答させた。 
・ 目がかすむ 
・ ショボショボする 

  ・ 目が痛い 
・ 目が潤む 
・ まぶしい 
・ 充血 
・ まぶたが痙攣 
・ ぼやける 
・ 目が熱い 

 
近点距離の測定 
被験者が 15 分ごとに主観評価回答を行う際、近点距離の測定を行った。これはど

こまで近いものに焦点を合わせることができるか測定することによって、目の焦点

調節系の疲労状態を定量化しようとするものである。焦点あわせの目標として×点

を記載した指標を被験者自身がスライドできる装置により呈示し、被験者自身の操

作により焦点あわせの限界近点を特定させその距離を計測した（図 4.2.5） 
 

使用媒体の使用条件変化 
本実験項目において使用した媒体の状態を表 4.2.7 に示す。実験（1）と較べた比

較表を表 4.2.8 に示す。ディスプレイの輝度が実験（1）より低く設定されている（輝

度を下げたの、は実験（1）において、ディスプレイ使用時の被験者の疲労が激しか

ったことを受けての実験担当者の配慮の結果であるが、その妥当性の如何について

は、実験結果の部分で再度議論する）。 
 

表4.2.7 使用媒体の仕様 

実験使用媒体 ディスプレイ ハードコピー 

仕様 14.1inch 透過型LCD A４サイズの普通コピー用紙 

輝度（文字部分） 1（cd/m2） ＯＤ＝1.74 

輝度（背景部分） 80（cd/m2） ＯＤ＝0.07 

コントラスト Ｂ/Ａ＝80 10（Ａ-Ｂ）＝47 
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表4.2.8 実験（1）と実験（2）におけるディスプレイの輝度比較 

  実験（１） 実験（２） 

輝度（文字部） 1（cd/m2） 1（cd/m2） 

輝度（背景部） 107（cd/m2） 80（cd/m2） 

 

表 4.2.9 に示すパターンの作業条件で行った点は実験（1）と同一である。被験者

は男子 7 名、女子 1 名の合計 8 名に依頼した。 
表4.2.9 実験パターン 

 使用表示媒体 作業環境 備考 

パターン１ ディスプレイ 明室 － 

パターン２ ディスプレイ 暗室 － 

パターン３ ハードコピー 明室 － 

パターン４ ハードコピー 暗室 電気スタンド使用 

 
図 4.2.5 に近点距離測定の使用状況を示す。 

 

図4.2.5 近点距離測定の状況 
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Ⅰ－２－２ 実験結果 

被験者 8 人の主観疲労度の平均値の推移を図 4.2.6 に示す。 

図4.2.6　疲労度主観評価の時間推移
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目の疲労に対する 9 項目の質問の各々に対して被験者が答えた(0、1、2)の数値に

ついて、各測定時間における合計を計算し、時間推移として整理したグラフを図 4.2.7
に示す。図 4.2.6 の主観評価値の推移とほぼ対応する結果となっている。 

 
図4.2.7　目の疲労に関する申告ポイントの時間推移
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 被験者の疲労度に関する 5 段階主観回答と目の疲労に関する回答との相関を図

4.2.8 に示す。これは各時間における 9 項目の質問項目に対する回答の合計を計算し、

疲労の少ない場合を大きな値とするための操作として合計値が取りうる 高値の 18
点よりそのポイントを差し引いたものを縦軸にとって、同時間に得た 5 段階主観回

答との相関関係を確認しようとしたものである。主観疲労度 3～5 の領域では両者に

明確な相関は見られないが、主観疲労度 1～3 の領域では両者に明確な相関が見られ

る。 

 
読書速度測定結果の時間経過（被験者 4 人の平均値）を図 4.2.9 に示す。ほとんど

特筆すべき増減は見られない。経過時間に従って疲労度の増加しているはずなのに

対し、読書速度が一定のまま変化していないことは注目すべきである。 

図4.2.8　疲労申告内容ポイント合計と主観評価の相関
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各々の被験者が各々の作業の前後に測定した近点距離の変化量（作業後－作業前）

の被験者平均値を図 4.2.10 に示す。この値が大きいほど作業後に焦点合わせ能力が

低下していると言える。近点距離の変化量は、ディスプレイ暗室＞ディスプレイ明

室＞ハードコピー暗室＞ハードコピー明室、の順になっており、この順に眼の疲労

が強いとみなすことができる。 
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図4.2.10　近点距離変化量（作業後の増加分）

 

図4.2.9　平均読み取り文字数の時間推移
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Ⅰ－２－３ 考察 

本実験（2）においては、主観評価に示された疲労度の低下が実験（1）に較べて

はるかに緩やかであり、媒体間での差も少ない。これについては次の二つの原因が

考えられる。 
① 実験（1）に較べ実験（2）ではディスプレイの輝度を低下させて実験を行った

ため、ディスプレイを用いる 2 条件については疲労が緩和された。 
② 5 段階主観評価の指標として実験（2）においては被験者に対して実験（1）よ

りも具体的な表現で 1～5 の疲れの程度を規定する説明文を呈示した (表
4.2.10 に両実験における指標説明の差異を示す) 。実験（2）においては、こ

の説明文が、例えば評価 1 に対しては「できればすぐ作業を中止したい」とい

う深刻な疲れを意味する表現になっていることに典型的に見られるように、余

程疲れなければ 1～2 の評価が出ないような方向へ被験者の答えを誘導してし

まった。 
表4.2.10 実験（１）と実験（２）における被験者への指標説明内容の差異 

被験者に対する指標説明内容 

実験（２） 

５段階 

数値 実験（１） 

疲労度 疲労内容の指標 

５ ５（疲れていない） 5：全く疲れていない 全く作業に支障がない 
４ ４ 4：わずかに疲れた あえて聞かれれば疲れは感じる 
３ ３（なかなか疲れた） 3：少し疲れた まだ続けることには問題ない 
２ ２ 2：だいぶ疲れた できればそろそろ終わりにしたい 
１ １（非常に疲れた） 1：非常に疲れた できればすぐ作業を中止したい 

 

 上記二つの原因要素は①はディスプレイを用いた実験にのみ影響、②は 4 条件す

べてに共通して影響するものと考えられ、この二つの原因が両方作用して実験（1）
と実験（2）の差異をもたらしたと考えられる。実験①と②の結果を見比べる際に

は、このような点を考慮する必要がある。 
 
Ⅰ－３ 実験項目Ⅰ〈実験（１）実験（２）〉のまとめ 

 
１）疲労度の主観評価に関する時間推移曲線を得て、作業媒体、作業環境による差

を定量的に示した。 
２）眼の疲労に関する回答、近点距離の測定結果により、疲労内容とその時間推移

を定量的に示した。これらはいずれも上記疲労度の主観評価結果と同一の傾向

を示しており、疲労の内容は眼の疲れに関するものが主体であると考えられる。 
３）読書速度の測定結果は、1～2 時間の読書作業によって読書速度がほとんど変化

しないことを示した。疲労の進行に伴って起こると予想された読書速度の低下

が発生しなかったという点は特筆される。 
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Ⅱ 媒体手持ち作業と媒体据え置き作業の作業性比較 

 
本実験項目における検討内容 
本実験ではディスプレイで通常用いられる斜め固定呈示と、紙で用いられる手持

ち自由支持との間で、疲労度、読みやすさについての評価を比較し、媒体呈示方法

が読みやすさや疲労度にどのような影響を及ぼすかについて明らかにしようとする。

実際には表 4.2.11 に示すように２つの実験を企画し、実験（1）では電子ペーパー試

作品（リコー㈱が作成したサーマルリライタブルペーパー）を用いて、電子ペーパ

ー媒体手持ちの効果を確認すること、実験（2）ではディスプレイを手持ちにしたと

きにどのような効果が現れるかを確認することを主目的とした実験を行った。全体

的には実験（1）は短時間作業を用いた予備検討の性格を持つ。 
 

表4.2.11 実験項目Ⅱについての２つの実験の目的と内容の整理 

実
験

No. 
主目的 評価対象 作業

時間 
被験
者数 主観評価 作業速度

測定 
眼の疲労
測定 

(1) 電子ﾍﾟｰﾊﾟｰ試
作品の評価 

紙 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(LCD) 
電子ﾍﾟｰﾊﾟｰ(ｻｰﾏﾙ
ﾘﾗｲﾀﾌﾞﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ) 

５分 ８名 ５段階数値 
（説明文付） 読書速度 なし 

(2) ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ手持
ち効果の確認 

紙 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(LCD) 30 分 ４名 

 
５段階数値 
（説明文に具
体表現追加） 

 

読書速度 近点距離
測定 

 

Ⅱ－１ 実験１ 電子ペーパー試作品の評価 

 
Ⅱ－１－１ 実験目的 

・電子ペーパー、紙における固定状態と手持ち状態の差を評価する。 
・電子ペーパー、紙、ディスプレイの 3 種類の媒体における差を評価する。 
 
Ⅱ－１－２ 実験方法 

実験メニュー 
次の 5 条件（①～⑤）について作業比較を行なう。 

表4.2.12 実験条件の組み合わせ表 

呈示方法 

使用媒体 

媒体固定呈示 媒体自由支持 

電子ペーパー ① ② 

紙 ③ ④ 

液晶ディスプレイ ⑤  



 124

使用媒体 
表4.2.13 使用した媒体の詳細 

電子ペーパー ロイコ染料を用いた感熱式の可逆発色・消去媒体（㈱リコー試作品） 

紙 Copy 用普通紙にインクジェットプリンタで印刷 

ディスプレイ 14.1inch,XGA 透過型LCD（ノートPC 付属） 

 

 
 

 
 

図 4.2.11  使用媒体の外観 

作業内容 
各媒体に表示された小説(エッセイの短編集)を 5 分間黙読する。 

評価方法 
被験者からの 5 段階主観評価回答により読みやすさ・疲労度を評価する。また、

読書速度を読破文字数により測定する。 

使用した電子ペーパー試作品
（トレイ上の部分のみが電子
ペーパー媒体） 

書き換えに用いるリラ
イト装置試作品（参考） 

(a) 電子ペーパー（サーマルリライタブルペーパー） 

(c)液晶ディスプレイ (b)紙媒体 
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被験者 
20 歳代の男子学生 8 名。 

作業進行手順 
実験は被験者１人につき⑤→(①、②、③、④)→⑤の順に 5 条件 6 場面行なう。(カ

ッコ内は被験者によって表 4.2.14 に示すとおり順番入れ替え) 
 

表4.2.14 実験条件のローテーション内容 

被験者 実験条件の順序 

組 被験
者 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目 

Ａ ① ② ③ ④ 
１組目 

Ｂ ③ ④ ① ② 

Ｃ ② ① ④ ③ 
２組目 

Ｄ ④ ③ ② ① 

Ｅ ① ② ③ ④ 
３組目 

Ｆ ③ ④ ① ② 

Ｇ ② ① ④ ③ 
４組目 

Ｈ 

⑤ 

④ ③ ② ① 

⑤ 

 
実験時間 
練習 2 分＋本番 5 分＋休憩＆アンケート回答 8 分＝計 15 分。 
流れとしては、以下のようになる。 

被験者A 実験 実験 実験 実験 実験 実験

被験者B 実験 実験 実験 実験 実験 実験 終了

休憩 休憩 終了

休憩 休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

練習2分＋本番5分

→7分

8分間(ｱﾝｹー ﾄ記入含)

入れ替わり時間：30秒

 
図4.2.12 実験時間 

環境 
・ 作業スペース：防音室。 
・ 温度 24 度、湿度 60 ％。 
・ 卓上面照度 800 lx 前後としグレアが生じず、かつ読みやすい照度。 
・ 光源はオフィスなどで一般的と考えられる電球型蛍光灯 100w 型、 
昼白色（5000K）、を 9 個使用。 

・ イスはパイプイスを使用。 
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媒体準備 
・条件②・④ 
 →厚紙(ホルダ)の上に束ねたものを載せ、読み終わったらイスの脇に設置する箱の

中に捨てる。 
・条件①・③ 
 →上記のものをノート PC の画面に貼りつけて、同様に箱の中に捨てていく。

（図.4.2.13 に実験状況） 
・ 条件⑤ 
→ノート PC を使用し、MS Word の印刷プレビューモードで全画面表示にして呈

示。頁めくりはマウスのホイールクリックで行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

読み終わった紙 

表示媒体 

（ここでは紙）

図.4.2.13 実験風景（紙媒体・固定呈示条件） 
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Ⅱ－１－３ 実験結果 

１） 読取速度の客観評価 
実験結果を 8 人の被験者に対する平均値として表 4.2.15, 図 4.2.14 に示す 

表4.2.15 読取速度測定結果 

読取速度 
( )内はディスプレイを基準とした比率  
自由 固定 

電子ペーパー 9.41  (1.07) 9.30  (1.06) 

紙 9.23  (1.05) 9.53  (1.08) 

ディスプレイ  8.80  (1.00) 

自由
固定

電子ﾍﾟｰﾊﾟｰ

紙

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

8.89.23 9.53
9.41

9.3

0

2

4

6

8

10

読
取

速
度

(文
字

/
秒

)

図 4.2.14    ４つの条件における読取速度の比較

 実験結果は次のように読み取られる。 
・ 5 つの条件を比較して、それほど大きな差はない（ も低いディスプレイに対

して 高値（紙固定）でも 8％増）。 
前記の大きくはない差について、あえて言及すればここでの結果は次のようにな

っている。 
・ 紙はディスプレイに比較して読取速度が若干速い。また固定姿勢の方がより

高い。（対ディスプレイ比で固定：8%増、自由：5%増） 
・ 電子ペーパーでは固定、自由ともディスプレイよりは読取速度が若干高く紙

と同等（対ディスプレイ比で固定：6%増、自由：7%増） 
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２）疲労度比較（主観評価） 
疲労度に関する５段階主観評価について全被験者の平均を表 4.2.16、図. 4.2.15 に

示す。 
表4.2.16 疲労度５段階主観評価結果 

疲労度 (1～5)  

自由 固定 

電子ペーパー 4.0 3.3 

紙 3.5 4.1 

ディスプレイ  3.3 

 

自由
固定

電子ﾍﾟｰﾊﾟｰ

紙

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

3.33.5

4.1
4.0

3.3

0

1

2

3

4

5

評
価

値

図 4.2.15   4つの条件における疲労度の比較

 実験結果は次のように読み取られる。 
・ 電子ペーパーの自由位置での疲労度は紙（固定位置）と同等の良さ（電子ペ

ーパー自由：4.0、紙固定：4.1）。 
・ 電子ペーパーの固定位置はディスプレイと全く同じレベルの高い疲労度 
（双方とも 3.3）。 

・ 紙の自由位置での疲労度は意外に悪い（3.5）。ただし、上記のディスプレイ

と電子ペーパー固定よりは良い。 



 129

３）読みやすさ比較（主観評価） 
読みやすさについての 5 段階主観評価結果を、全被験者における平均値として表

4.2.17, 図.4.2.16 に示す。 
表4.2.17 読みやすさ５段階主観評価結果 

読みやすさ(1～5)  

自由 固定 

電子ペーパー 3.9 3.3 

紙 3.9 3.8 

ディスプレイ  3.2 

 

自由
固定

電子ﾍﾟｰﾊﾟｰ

紙

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

3.2

3.9
3.83.9

3.3

0

1

2

3

4

5

評
価

値

図 4.2.16   4つの条件における読みやすさの比較

 実験結果は次のように読み取られる。 
・ 紙の読みやすさに関しては自由位置も固定位置もほぼ同等（自由 3.9、固定

3.8）。 
・ 電子ペーパーは自由位置では紙と同等な読みやすさ（自由：3.9←紙の自由

に並ぶ 高値）。電子ペーパーは固定位置では紙より劣るがディスプレイよ

りは上（電子ペーパー固定：3.3、ディスプレイ：3.2）。 
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Ⅱ－１－４ 考察 

１）紙の疲労度が自由位置で若干悪いのは被験者コメント事項を参考にすれば、紙

を手に持つことで、手ぶらで済む固定位置よりも手が疲れる点で相対的に悪い

評価結果をつけた結果と思われる。これは読みやすさの評価においては紙の評

価が固定と自由でほぼ差がないことからも推測されることである。従ってこの

点に関しては、本結果の数値をそのまま受け入れるべきではなく、すなわち紙

の疲労度が自由位置では固定位置よりも悪化すると解釈しないほうが良いと思

われる。 
２）電子ペーパーは疲労度、読みやすさとも自由位置の方が固定位置よりも格段に

評価が良い。これは被験者コメント事項を参考にすれば電子ペーパー表面のテ

カリや反り等により固定位置では若干見にくい点があったためと考えられる。

自由位置では被験者が も見やすい状態に調整できるため、テカリや反り等の

悪影響が排除されたため高評価となったと推定される。 
３）読取速度に関して紙では固定位置の方が若干高かったのは上記（1）記載の理由

により固定位置の方が自由位置よりも手が自由な分、楽で作業性も向上したた

めと推定される。（ただしわずか 3%という、誤差範囲に近い差ではある） 
４）読取速度に関して電子ペーパーでは自由位置の方が高かったのは上記（2）記載

の理由により、自由位置の方が固定位置よりも見やすかったため作業性も向上

したと推定される。 
 
Ⅱ－１－５ まとめ 

１）電子ペーパーを普通の作業状態すなわち手に持つことも含め自由な状態で作業

させた場合、ディスプレイ（固定位置）作業よりも読みやすさ、疲労度、作業

効率（読取速度）のいずれも向上することが本実験では確認された。 
 

２）電子ペーパーを特殊な作業状態であるディスプレイと同じ画面位置に斜めに固

定した状態では、読みやすさ、疲労度、作業効率とも上記の自由位置よりも悪

化したが、ディスプレイ作業と比較すると、それでも同等以上ではあった。 
 

３）紙では予想に反して、疲労度と作業効率に関してディスプレイと同じ画面位置

に斜めに固定した状態の方が自由位置よりも若干良かった。（読みやすさについ

ては自由位置の方が 0.1 ポイントだけ高評価）これは手を使わなくて済む分、楽

で、作業も若干しやすかったためと考えられる。 
 



 131

４）上記２）と３）の結果は対照的であるが、これは紙では固定位置におかれても、

その見やすさが特に減ずることがなく、手で持たなくて良い快適さの方がまさっ

た結果として固定位置での評価結果の向上が現れたと解釈できる。対照的に電子

ペーパーでは固定位置に置かれた際の若干の見にくさが手で持たなくてよい快

適さ（この点に関しては紙と同等と考えられる）に勝った結果として固定位置で

の評価の低下が現れたものと解釈できる。 
 

５）上記３）の点に関してだけは、紙のあらゆる状況での見やすさが電子ぺーパー

にまさる点として抽出される。ただし、この点は、あくまでこれはこのような

手に持てる媒体をわざわざディスプレイ画面と同じ位置に固定するという、通

常では使用しないと思われる特殊な使用方法における状況であり、電子ペーパ

ーの使い心地をとりたてて減ずるものではないと考えるべきである。ただし、

紙のオールマイティーさに比べると、まだわずかに紙に及ばない点としては認

識すべきであり、あらゆる状況での見やすさは電子ペーパーにとっての次の努

力目標として挙げることができる。 
 
Ⅱ－２ 実験2 ディスプレイ手持ち効果の確認 

 
Ⅱ－２－１ 実験目的 

本実験では紙とディスプレイ（透過型 LCD）を自由・固定という 2 つの異なる保

持状態において被験者に文章を読ませ、その時の評価の違いから保持状態の影響を

探ることを目的とした。 
 
Ⅱ－２－２ 実験方法 

被験者に紙、ディスプレイという 2 種類の媒体について、各々自由状態、固定状

態という2種類の状態、すなわち計4つの組み合わせ条件で30分間文章を読ませる。

その時のアンケートによる主観評価(読みやすさ・疲労度)を答えさせる。また、読取

速度と文章を読む前後に近点距離も測定した。 
 実験条件の詳細について次に示す。 
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実験項目と使用媒体について 
表4.2.18 実験項目と使用媒体 

 固定 自由 媒体説明 

紙 a ｂ 

 
B5 版 Copy 用普通紙にインクジェットプリンタで印刷した
ものを厚紙で作成した堅い支持用ホルダーに約 80 枚載せて
使用。重量：約 300g 
 

ディスプレイ c ｄ 

 
B5版ﾉｰﾄPC付属透過型LCD(自由はLCDをPCから分離し
て使用), 重量：470 g 
 

 
表4.2.19 使用媒体のコントラスト 

  文字部（Ａ） 背景部（Ｂ） コントラスト 

紙 ＯＤ＝1.74 ＯＤ＝0.07 10（Ａ－Ｂ）＝ 47 

ディスプレイ 4.8(cd/m2) 33.6(cd/m2) B/A= 7 

 
表4.2.20 使用媒体の詳細 

紙 
 
キヤノン製BJプリンタにて600 dpi印字モードにてcopy用普通紙に印刷
 

ディスプレイ 

 
ノートPC付属10.4 inch,TFTカラー液晶ディスプレイ 
(SVGA:800×600) 
 

 
自由状態と固定状態の定義について 

表4.2.21 自由と固定の定義 

自由 
 
いすに座っていればどんな状態でも可 
 

固定 

 
机の上に設置したノートPCの画面上に固定 
視距離固定なし 
角度は各表示条件ごとに被験者にあらかじめ設定させる。実験中の角度変
更も可 
 

 
実験環境について 

表4.2.22 実験環境 

場所 防音室 

室温・湿度 約 25℃・約 40％ 

卓上照度 約 860 lx 
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 各作業風景を図.4.2.17 の（a）～（d）に示す。 

 

 
 
 
実験時間について 

表4.2.23 実験のながれ 

近点距離測定 ３分程度 

本番 30 分 

近点距離測定 3 分程度 

休憩(アンケート記入含む) 15 分 

以下、繰り返し 

 

以上の作業を 1 日に２条件行い、2 日間に渡って行なった。 

（a）紙・自由 （b）紙・固定 

（c） ディスプレイ・自由 （d）ディスプレイ・固定 

図 4.2.17 各作業の様子 
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被験者に関して 
表4.2.24 被験者の詳細 

項目 内容 備考 

人数 ４人 ４パターン 

対象者 研究室外 学生４名 

年齢 学生(20 代) 22~24 才 

性別 不問 男子 2 名、女子 2 名 

眼鏡 調査のみ ４人中１名使用 

視力 調査のみ 0.6 以上 

 
作業内容等 

表4.2.25 作業内容詳細 

内容 小説 海野十三：「恐竜島」,三一書房(1990),海野十三全集第 12 巻超人間X号 

フォント 11pt 

縦 or横 縦 

行×文字 22×35

ディスプレイではWord の印刷プレビューを使用し、マウスのホイール 
クリックでページめくりを行う。 
紙はディスプレイと同じフォーマットになるように印刷。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 図4.2.18 ディスプレイの外観 
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主観評価のアンケート内容 
表4.2.26 アンケート内容 

1.疲れた(もう読めない) 

2.やや疲れた(読めなくはないが読みたくない) 

3.どちらでもない(まだ読むことはできる) 

4.あまり疲れなかった(まだ読める) 

今の文章を読んでいて、眼の疲労

度を５段階で答えてください 

5.疲れなかった(問題なく読める) 

1.読みにくい(もうこんな状態で読みたくない) 

2.やや読みにくい 

3.どちらでもない 

4.やや読みやすい 

今の文章を読んだ状態の読みやす

さを５段階で答えてください 

5.読みやすい(この状態ならいくらでも読める) 

 
客観評価指標 
・読取速度 

読んだ文字数／分。 
  被験者ごとに平均を出し、その値で割ったものを値として平均した。 
 
・近点距離変化率 
  作業毎、開始前と終了後に近点距離を測定しその変化量を評価する。 
  測定は 小目盛 0.5mm で片目 5 回ずつ測定。単位は cm。 
  被験者ごとの近点距離の平均を出し、その値で割ったものを値として差（変化

率）を求め平均した。 
 
Ⅱ－２－３ 実験結果 

疲労度、読みやすさの測定結果、読取速度、近点距離変化量について、被験者の

平均値を表 4.2.27、28、29、30 に示す。読取速度と近点距離に関しては単純平均す

ると絶対的に値の大きい被験者の影響が強く現れてしまうので、被験者ごとに平均

をとり、被験者個人の平均に対しての比を計算した上で、全被験者についての平均

を集計した。疲労度、読みやすさ、読取速度、近点距離の変化について、被験者の

平均値を図 4.2.19 に示す。 
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表 4.2.27 疲労度の平均評価値 

  自由 固定 

紙 3.8 3.3 

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 3.5 2.8 

 
表 4.2.29 読み取リ速度(紙・自由を基準とした％) 

  自由 固定 

紙 100 98 

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ  96 88 

 

表 4.2.28 読みやすさの平均評価値 

  自由 固定 

紙 3.8 2.8 

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 3.0 3.3 

 
表 4.2.30 近点距離変化(増加)率 (%) 

  自由 固定 

紙 7 8 

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 4 11 
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(c)読み取り速度     (d)近点距離の変化 

 
図 4.2.19  (a)疲労度、(b)読みやすさ、(c)読み取り速度、(d)近点距離の変化 についての測定結果 
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測定結果の総括 
疲労度について 
・ 特にディスプレイでは固定より自由の方が顕著に疲労が少ない。 
・ 自由な状態であれば紙とディスプレイはほぼ同等の評価を得た。 
読みやすさについて 
・ 紙は固定した状態より自由な状態の方が高い評価を得た。 
・ ディスプレイでは固定、自由がほぼ同等（自由な状態より固定した状態の方がわ

ずかに高評価）。 
・ 紙の自由な状態が も高い評価を得た。 
読取速度について 
・ ディスプレイを固定した状態が若干低い値を得ているものの全体として特筆すべ

き差はない。 
近点距離変化量について 
・ 紙もディスプレイも固定した状態より自由な状態の方がよい値＊を得た。 
・ 自由な状態であれば紙もディスプレイもほぼ同等の良い値を得た。 
・ 固定した状態だとディスプレイよりも紙の方が良い評価を得た。 

＊よい値とは値が低いこと。つまり、近点距離の変化量が少ないことを示す。 

 
Ⅱ－２－４ 考察とまとめ 

特にディスプレイの自由保持の効果について、評価結果のエッセンス部分をまと

めると表 4.2.31 のようになる。 
表4.2.31 評価結果のまとめ 

分類 評価項目 ディスプレイ自由保持の効果 (参考)紙自由保持の効果 

疲労度主観評価 顕著に疲労軽減 疲労軽減 疲労評価 

近点距離変化量 顕著に疲労軽減 疲労わずかに軽減 

読みやすさ主観評価 ほぼ変化なし（わずかに低下） 読みやすさ向上 効率評価 

読取速度 読取速度わずかに向上 読取速度わずかに向上 

 
表 4.2. 31 にまとめられた結果は、さらに次のように総括される。 
・ ディスプレイを自由保持状態にした効果としては、疲労度主観評価および近

点距離の変化量により計測された疲労評価において顕著な疲労軽減効果が

特筆される。一方で読みやすさ主観評価および読取速度により計測された効

率評価においては、特筆すべき変化をもたらさなかった。 
・ 紙の自由保持を固定呈示と較べた場合の効果は前記ディスプレイにおける効

果と傾向は同一であるが、疲労軽減効果はディスプレイにおけるほど顕著で

はない。 
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以上より、通常のディスプレイ作業における疲労の本質的原因のひとつとしてデ

ィスプレイの「固定呈示」が重要な候補として抽出されたことになる。 
また、疲労の主観評価の結果は近点距離の変化についての計測結果とよく対応して

おり、固定表示における疲労内容として眼の焦点調節に関わる筋肉系の疲労が有力

な候補として示唆される。 
 ディスプレイ表示において自由保持の疲労軽減効果が顕著で、紙においてはディ

スプレイほど顕著でないことに関しては、紙はどのような呈示状態でもある程度以

上の疲れにくさを維持するのに対して、ディスプレイは呈示状態依存する疲れの差

が大きい状態であると言える。ただし、逆に言えば、現状のディスプレイにおいて

も、自由な保持を許せば顕著に疲労を軽減できる可能性が示されたことは特筆すべ

き点である。 
 
Ⅲ 媒体の呈示条件としての媒体の周囲条件の影響評価 

 
Ⅲ－１－１ 実験目的 

本実験項目では（1）『画面と周囲の奥行き差』と（2）『画面と周囲の輝度差』と

に注目し、それらが媒体の読みやすさにどのように影響するかを調べることを目的

としている。本期間ではこのうち（1）『画面と周囲の奥行き差』について、予備的

な実験を行った結果を示す。 
 
Ⅲ－１－２ 実験方法 

奥行きの有無の影響を調べる実験 
表示媒体を呈示する装置を図 4.2.20 に示す。本装置において、表示媒体（紙）呈

示条件として表4.2.32に示す2種類を用意し、媒体周囲の奥行きの影響を評価した。 
 
表4.2.32 表示媒体周囲の奥行き変化実験の条件 

条
件 

表示媒体とアクリ
ル板間の設定条件 

視覚効果 設定条件の意図 媒体の見え方の様相 

 
① 

 
黒色敷き布あり 

 
表示媒体と周囲は同一平
面に見える 
 

 
紙面上作業を模擬 

 
図 4.2.22 

 
② 

 
なし 

 
表示媒体周囲には約 700 
mm の奥行きが見える 
 

 
ディスプレイ作業を
模擬 

 
図 4.2.23 
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実験室環境等を図 4.2.21 に示す。被験者の行う作業は A4 用紙にプリントされ

た小説を 20 分間読むことである。評価項目は、客観評価としての読書速度と、表

示媒体の読みやすさに関する 5 段階主観評価とした。主観評価は（1：見にくい～

5：見やすい）の間を 5 段階の数値で答えるものとした。 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図4.2.20 実験装置           図4.2.21  実験室環境 
 

 
読書作業に用いた表示内容を表 4.2.33 に示す。 

表4.2.33  読書作業に用いた表示内容 

内容 小説 

使用フォント MS 明朝体, 10.5 ポイント 

表示形式 A4 用紙を縦に使用。横書き 

紙の種類 A4 普通紙 

使用プリンター インクジェット方式 

 

図4.2.22 実験条件①：奥行きなし 図4.2.23 実験条件②：奥行きあり 

実験装置 

被験者 

光源 

場所：防音室  

被験者：8 人 

光源：白熱電球 

照度：540lux 

アアククリリルル板板  

鏡鏡  

表表 44..22.. 示示 媒媒 体体

770000mmmm  

770000mmmm  
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Ⅲ－１－３ 実験結果 

実験条件①、②の主観評価値の被験者平均を図 4.2.24 に、読書速度の平均を図

4.2.25 に示す。 
 

 
読書速度では大きな差は現れなかったが、読みやすさに関する主観評価では奥行

きがない方が見やすい結果となった。 
 
Ⅲ－１－４ 考察 

 ここで得られた、「奥行きがない方が読みやすい」という結果は、あくまでこの実

験装置における結果であり、やや特殊環境ともいえる本実験装置において得られた

結果が一般の場合に当てはまるかどうかは疑わしい面も多い。しかし少なくとも周

囲の奥行き間が読みやすさに影響を与える可能性は示すものであり、このような観

点での検討を今後より詳しく行うことの必要性を示唆すると考えられる。また、本

実験結果に示される読書速度が読みやすさの主観評価結果に対応しない傾向は、他

の実験項目における結果にも見られている「疲労度や読みやすさと作業速度の傾向

が連動しない」結果と符合する結果である点には注目すべきである。 
 

図4.2.24　奥行きの有無による
読みやすさの変化
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４．２．５ 実験Ⅰ～Ⅲのまとめ  

 
表 4.2.34 に実験Ⅰ～Ⅲの結果についての要約を示す。 

表4.2.34 今回行った実験の目的と結果の整理 

No. 実験項目 目的 実験結果 

Ⅰ 
ディスプレイ作業、紙上作業における疲

労推移の定量的比較と 
内容分析 

疲労度の時間経緯を測定 
疲労内容の網羅と重み付け 

下記①に 
記載 

 

Ⅱ 媒体の呈示状態 

ディスプレイで用いられる斜め呈示と、
紙で用いられる手持ち支持との間で、疲
労度、読みやすさについての評価を比較 
 

下記②に 
記載 

Ⅲ 

媒体の呈示条件

の影響評価 

媒体の周囲条件 

媒体周囲の背景が媒体と同一平面内に
ある場合と、奥行きのある背景の場合と
の差を評価 
（媒体の周囲明るさの影響評価につい
ては今回は報告に至らず） 
 

下記③に 
記載 

 

① １～2 時間の読書作業における疲労推移曲線においてディスプレイ上読書は紙

媒体上読書よりも疲労の進行が高い傾向が確認された。また明るい室内環境作業

よりも暗い室内環境作業において疲労の進行が早い傾向が確認された。 
近点距離の測定による疲労の客観評価として、 

紙（明室）＜紙（暗室）＜ディスプレイ（明室）＜ディスプレイ（暗室） 
の順に作業前後の近点距離の変化が大きかったことは前記主観評価の結果と符合

している。 
一方で作業効率としての読書速度は１～2 時間の作業時間中で変化は極めて少

ない。特に疲労の進行に連動して読書速度が落ちることはなかったことが注目され

る。 
 
② ディスプレイ装置を手持ち状態で作業することにより疲労度が顕著に下がるこ

とが、主観回答および近点距離の測定結果により示された。また電子ペーパーの

試作品（サーマルリライタブル方式）媒体は手持ち作業において読みやすさが向

上し、紙並みの読みやすさが得られているとの主観評価結果を得た。 
 
③ 呈示媒体とその周囲とは同一平面内にある方が高い読みやすさが得られる傾向

が示された。 
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４．２．６ 結言 

 
本検討では、紙の持つ見やすさや疲れにくさについての優位性の所在を明らかに

することによって、電子ペーパーの達成すべき目標の明確化に資することを狙いと

して、比較的優先課題と予想される候補要因にターゲットを設定したいくつかの実

験を行った。 
本検討の結果、紙の見やすさや疲れにくさ（逆に言えばディスプレイの見にくさ

や疲れやすさ）は、必ずしも媒体の表示特性のみによるものではないことがわかっ

た。特に本検討において、実験的にディスプレイを軽量コンパクトな状態にして使

用者に据え置きではない自由な保持状態を許すことによって、疲労傾向の顕著な改

善が見られたことは注目すべき結果である。これは、電子ペーパーのあるべき姿と

して、手に持って読める使用形態を許容するレベルのコンパクト性、軽量性の実現

が極めて重要な意味をもつ可能性を示唆する。 
ただし、本期間において行った検討は、4.2.2「実験企画の背景」に述べたとおり、

紙の見やすさ疲れにくさの本質を明らかにして電子ペーパーの開発指針として生か

すための検討のごく端緒と言うべき一部分であり、本検討に引き続き本格的な検討

を続けることにより、さらに重要な示唆が得られることが大いに期待される。 
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第５章 電子ペーパーのユーザーニーズ

調査 

 

概要 

５．１ ディスプレイを取り巻く社会的環境の変化 

５．２ 電子ペーパーのユーザーニーズ調査 

５．３ グループインタビュー調査におけるデータ分析 

５．４ 調査分析による電子ペーパーの普及検討 
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第５章 電子ペーパーのユーザーニーズ調査 

 

概 要 

 

 電子ペーパーの普及シーンを考える上では、まずディスプレイを取り巻く社会的

環境変化をみておく必要がある。また IT がもたらしたディスプレイの新たな市場を

検討するために、各種調査から関連する報告を検討する。 
 その上で、従来の紙市場に対してディスプレイが置き換わる条件を明らかにし、

そのなかで電子ペーパーの優位性や開発目標を議論していくことになる。調査手法

としては、ディスプレイ全般に対するユーザーニーズ調査と電子ペーパー試作品に

対する想定ユーザーの意見収集を行った。インタビューによって得られた意見をも

とに、現状のディスプレイに対する好感や不満、情報（メッセージ）の種類やツー

ルに要求される要素を分析した。 
 
５．１ ディスプレイを取り巻く社会的環境の変化 

 
 社会における IT の役割は、産業基盤の整備から社会的インフラ整備へと進み、今

後は生活様式の改革を進める手段として期待され、また重要なものとなっている。

従来、パソコンなどの情報機器のメインユーザーは企業や社会人、若者であったが、

今後、情報家電として生活の隅々まで普及することになると、子供や女性、高齢者、

障害者を含むあらゆる人々の利用を想定する必要がある。ユーザーインターフェー

ス、利用者保護、環境問題、省エネ対策、標準化など、従来にも増して厳しい技術

仕様が望まれている。 
 なかでもディスプレイは情報家電の表示装置として不可欠の役目も負っており、

市場拡大が予想される。その際には、大型化、小型軽量化、高機能化、低消費電力

など様々なタイプのディスプレイが必要となり、実現のため新技術開発が求められ

ることになる。 
 ここでは、ディスプレイを取り巻く社会的環境の変化をいくつかの調査報告をも

とに検討する。なお、すでに 3 章で述べたようにオフィスにおけるデジタル情報量

が増加しているとともにOA用紙の消費量も増加していることに留意しておきたい。 
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５．１．１ 情報流通量の増加 

 
 総務省は毎年「情報流通センサス調査」を行っている。これは 1 年間で世の中に

流通するすべての情報量を計量したものである。情報量にはアナログメディアによ

るものとして、書籍・雑誌・新聞などの印刷物、ラジオ・テレビ・電話などの音声、

さらに教室での授業や会話などがある。これに対しデジタルメディアによるものと

してデータ伝送、携帯電話、デジタル放送やインターネットなどが含まれる。 
 情報量の増加は、その多くをデジタルメディアによっており、インターネットブ

ームとなる 1995 年を境に爆発的増加を開始する。これに対しアナログメディアはす

でに成熟して微増にとどまっている。1989 年にユーザーが消費するデジタルメディ

アの情報量は、アナログメディアの消費情報量の半分であったのが、1995 年以降シ

ェアが逆転し、2001 年ですでに 5 倍を超えている。なお、出版物は 1997 年以降マ

イナス成長であり、新聞の購読率もわずかであるが減少傾向にある。情報流通にお

ける印刷文字の役割は、相対的にかなり下位にあることになる。 
 さらにデジタルメディアによる文字流通に拍車をかけたのが、1998 年から始まっ

たｉモードであり、その後に続く携帯電話各社の IP 接続サービスがある。2004 年 1
月末時点で 6,820 万台の携帯電話が IP 接続している。携帯電話が 1 日に送受信する

メール数は 1 台あたり約 10 通であり、PHS でのメールを含めれば全体で実に 7 億

通が携帯電話・PHS でやりとりされている。ちなみにアナログメディアである普通

郵便は 1 日に約 7,000 万通である。 
文字情報流通におけるメディアの役割は、紙とディスプレイの関係でも、印刷文

字とメールの関係でも、圧倒的にデジタルメディアが勝っているのである。 

 

図5.1 デジタル／アナログ別消費情報量の推移[1] 

                         総務省『情報流通センサス調査 平成13年度』 
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５．１．２ 情報家電の普及予測（e-Life戦略研究会） 

 

 経済産業省が設置した「情報家電の市場化戦略に関する研究会（e-Life 戦略研究

会）」は、2007 年までに我が国のすべての世帯に複数の情報家電が普及・活用され

ることにより、生活様式を変革することを目標とした『基本戦略報告書「e-Life イニ

シアティブ」』を 2003 年 3 月に作成した[2]。情報家電を生活に取り入れた具体的イ

メージを明らかにするとともに、普及に向けた 7 つの行動計画を示している。報告

書から、電子ペーパー普及のヒントを探ってみる。 
 報告書では、「我々が現在直面する課題を克服し、生活様式の改革を進めるための

手段として、IT（情報通信技術）の役割が、近年ますます重要となってきている」

とした上で、「情報家電」とは、「携帯電話、携帯情報端末（PDA）、テレビ、自動車

等生活の様々なシーンにおいて活用される情報通信機器及び家庭電化製品等であっ

て、それらがネットワークや相互に接続されたものを広く指す」として、以下のよ

うに記述している（p.4）。 
 

 特に、我々の も身近な電気製品である家電と、コンピュータ技術及び情報通

信ネットワーク技術が融合して誕生した「情報家電」は、ネットワークを介して、

映像、音声、テキストデータ等の情報を、双方向で、高速、大量、容易に交換す

ることを可能にするものである。情報家電の出現は、時間・空間等の束縛から我々

を解き放つとともに、物質的豊かさを求める従来の価値観を変革し、知的で精神

的な豊かさを求める生活様式の実現をもたらすものと期待されている。 
 他方で、情報家電の一部は、既に商品として市場に導入されているものの、そ

の普及は一部に留まっている状況にある。情報家電を社会システムとして広く普

及させ、新たな生活様式を実現するためには、技術的、制度的な普及阻害要因を

分析することが必要である。 
 
（１）電子ペーパーのアプリケーションを考える上での普及条件 

 報告書では、情報家電の普及のためには、ユーザーオリエンテッドな商品開発や

ニーズ志向をたびたび強調している。その普及要件として、「安心して使えること」

「誰にでも使いやすいこと」「ユーザーから見て価格が適正であること」「時間・場

所・空間の制約を受けずに使えること」の 4 点を挙げている。 
 これらは、いずれ電子ペーパーのアプリケーション普及を考える上で重要な指摘

であり、その中でも特に次の 2 点を紹介しておく。 
①モバイル対応のための電源機能の充実 
 情報家電が広く社会に受け入れられるためには、年齢・性別、専門的知識の有無

を問わず、誰でも容易に使えるものでなければならない。さらに利用される生活シ

ーンでは、単に屋内や屋外にとどまるものではなく、自動車電話等での移動空間も、
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考慮すべき重要な生活シーンの一つである。家庭と職場のコミュニケーションを考

えると、勤労世代の多くが毎日、長い時間をかけて電車、バス、自動車等を使って

移動している。また、ビジネスにおける外出も含めると、膨大な量の物理的移動が

行われている。このような様々な場所で利用される情報家電（いわゆるモバイル機

器）については、連続的な使用が十分可能となる電源機能の充実がますます重要と

なるとしている。 
 これは従来型のディスプレイに比較し、電子ペーパーが極めて省電力であること

から、その優位性を示唆していることになる。 
②コンテンツ提供サービスの普及要因 
 コンテンツの提供については、きめ細やかなコンテンツビジネスの実現や教育・

生涯学習への活用として e ラーニングの飛躍的な高度化などを挙げている。これら

を本格的に普及していくためには、特定ユーザー以外に、コンテンツが不正に流用

されることを防止するためのデジタル著作権マネジメント（DRM）方式、機器認証、

ユーザー認証等を、共通化・標準化することが必要である。 
 
（２）共通化・標準化を達成すべき最優先事項 

 報告書では、情報家電が提供するコミュニケーション、コントロール、コンテン

ツの 3 つのサービスモデルから抽出された共通化・標準化すべき項目のうち、９つ

の項目については 2005 年までに達成すべき 優先事項としている。電子ペーパーが

組み込まれたアプリケーションを考える上では、特にそのうち、「課金・決済方法」

「セキュリティ」「著作権管理」「次世代ブラウザ」を挙げることができる。 
 次世代ブラウザについては、「映像の表示、音声の再生、文字の表示、タッチ項目

の表示等について、ユーザーインターフェースが統一されたブラウザを開発するこ

とにより、操作性の統一が図られ、ユーザーにとって使いやすい情報家電の実現が

期待される」としている。 
 さらに、2007 年の段階で実現すべき共通化・標準化項目としては、「コンテンツ

記述言語」、「コンテンツ交換」、さらに「コンテンツ保護を満足する端末の定義と認

証方法」が挙げられている。これらの項目を電子ペーパーの有望アプリケーション

とみなされる電子書籍の観点から考えると、「電子書籍ファイルフォーマットの標準

化」、「プロバイダー間での交換の保証」、「端末機器でのコンテンツの違法コピー防

止策の重要性」と読み替えることができる。 
 
（３）要素技術としてのディスプレイ 

 さらに、報告書では共通化すべき技術の標準化とともに、高度化の観点から求め

られる要素技術の中で、「ディスプレイデバイス」について次のように記述している

（p.33）。 
 「プラズマ、液晶、有機 EL（Electro-luminescence）、フィールドエミッション
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等のフラットパネルディスプレイの高機能化、高付加価値化、低価格化、低消費電

力化を実現するために、新規の技術開発を促進するとともに、産学官の連携強化、

国内メーカ同士の過当競争からの脱却等が重要である」 
 
５．１．３ 経済産業省技術調査報告によるディスプレイ市場の今後 

 
 経済産業省産業技術環境局技術調査室『技術調査レポート（技術動向編）』では、

「ディスプレイ市場の今後について」と題して、フラットパネルディスプレイを取

り上げている[3]。 
 調査報告によると、世界のディスプレイ用デバイスの市場は、現在（2000 年）の

約 5.1 兆円から 2010 年には約 12 兆円に拡大するとしている。これはフラットパネ

ルディスプレイによる市場拡大の効果であり、技術進歩による価格の低下を織り込

むものの、ペーパーライク・ディスプレイや照明パネルは含まない予測である。ま

た、中小型ディスプレイ市場で期待される新技術として有機 EL が挙げられている

が、当然、この市場は電子ペーパーの市場としても検討されなくてはいけない。 
規模別に見ると、中型（中・小型テレビ、パソコン）の市場が、約 8.1 兆円と も

大きな市場であり、大型（30 インチ以上、大型テレビ）の市場は、約 0.3 兆円から

約1.5兆円へと伸びが大きい。フラットパネルディスプレイのみの市場は、現在（2000
年）の約 2.7 兆円が約 10 兆円程度へと大幅に拡大する。 
 注目すべきは、中小型市場（10.4 兆円）についての予測で、現在は液晶（LCD）

が中心だが、有機 EL の技術が確立されれば、かなりのシェアを取る可能性がある。

発光効率と耐久性の高い材料の開発が有機 EL の普及の鍵となる。 
 なお、ブラウン管（CRT）は、低コストと高画質により、テレビ、デスクトップ・

パソコン用として残るが、市場は縮小すると見込まれる。 
 これらの結果、2010 年においてブラウン管（CRT）の市場は約 1.1～2.0 兆円、液

晶（LCD）と有機 EL とは約 7.1～9.9 兆円の市場でのシェア争い、プラズマ・ディ

スプレイ（PDP）とフィールド・エミッション・ディスプレイ（FED）は約 0.9～
2.7 兆円の市場でのシェア争いとなることが予想される。 
 
５．１．４ 技術予測調査にみるディスプレイ技術の未来年表 

 
 文部科学省（平成 12 年 12 月までは科学技術庁）では、長期的視点に立って我が

国の技術発展の方向を探るため、科学技術分野における技術予測調査を 1971 年以来、

約5年間隔で実施してきている。『第７回技術予測調査－我が国における技術発展の

方向性に関する調査－』 [4]より、情報用紙とディスプレイに関する技術達成予測に

ついて抽出してみた。 
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 なお、この調査はデルファイ法（多数の人に同一のアンケート調査を繰り返し、

回答者の意見を収れんさせる方法）により行い、2 回のアンケート調査により回答を

収れんしている。回答者は「当該分野に関して専門的な知識を有する研究開発従事

者、研究管理者、あるいはこれらに相当する者」であることを条件に選出され、そ

の数は約 4,000 名にも及ぶ。また、予測期間は、2001 年から 2030 年までの 30 年間

である。担当部署は文部科学省科学技術政策研究所科学技術動向研究センターであ

る。 
関連予測項目は主に「情報・通信」分野（2.1.7 生活・福祉・教育・文化）と「エ

レクトロニクス」分野（3.1.7 表示エレクトロニクス）にある。その中から表示ディ

スプレイに関する予測を以下(1)に引用する（出典：同報告書 p.217）。また、同報告

書では技術課題が何年に実現されるかを予測した年表を作成している。各技術課題

のアンケート回答とあわせて以下(2)にまとめた。文中、表中の相互引用番号を［数

字］で付した。なお、引用にあたり明らかな誤植は修正し語句の統一を図っている。 
 

（１）表示ディスプレイに関する予測より 

 IT 時代、マルチメデイア時代の到来でマン・マシン・インターフェースの中心と

なる表示デバイスは、内容、質、量とも多岐にわたり飛躍的に発展している。2000
年のディスプレイ市場は、約 6 兆円の規模で、その 65％～70％はあいかわらず CRT
である。（中略） 
 ここ数年の間のノートパソコン、ビデオカメラ、カーナビゲーション、携帯電話

などの急速な普及、あるいは、デスクトップ・パソコンのモニターも場所を取らな

い液晶ディスプレイに置き換わりつつあることから、フルカラー表示の液晶ディス

プレイ（TFT-LCD）が急激に増え、2001 年には 2 兆円、2005 年には、5 兆円の規

模に達すると予想されている。 
 （中略） 近の注目は、有機 EL パネルの進歩である。試作レベルでは、液晶パ

ネルよりも輝度やコントラスト比が高く、応答性も良く動画表示に対応できるもの

ができている。自発光なので、色も鮮やかで、視角度依存性もない。携帯電話や、

携帯端末を想定した 10 インチ型未満のパネルの試作が多いが、20～30 インチ型の

CRT や LCD 置き換えを狙う動きもある。将来的には、さらに大型のディスプレイ

あるいは、高精細、軽量な特徴を生かしてめがね型ディスプレイに発展することが

予想される[67]、[68]、[69]。 
 設問は設けていないが、FED(電界放射型ディスプレイ)も急速に進歩しており、6
型カラーFED パネルが試作されている。冷陰極には、従来ダイアモンドあるいは

DLC（ダイアモンドライクカーボン）が使用されていたが、カーボンナノチューブ

の研究開発が進み、これを使用する試みがある。高精細ディスプレイの有力な候補

である。 
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 立体動画表示はやや足踏み状態である。有機 EL の進歩で超軽量なめがね型ディ

スプレイの実現性が高いことから、むしろめがね型で実用される可能性のほうが大

きいかも知れない[66]、[69]。 
 紙のように柔軟で読みやすく、不揮発性で、一度表示させてしまえばあとは電力

を必要としない書き換え可能な表示として、電子ペーパーと呼ばれるディスプレイ

の開発も活発化している。2 枚の導電性プラスチック板間の液体中に、半側面ずつ黒

と白に塗った微細な数百万個の荷電ボールを浮かべて、電界で回転させて色を変化

させる形式、染料液中の白色微粒子を電界で移動させて色の変化を起こすものなど

がある[5]。 
 すでに、1.8m×1.2m の超大型ディスプレイのデモンストレーションなどが行われ

ている。新聞、雑誌のように扱えるディスプレイの実現は近そうだ[68]。 
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（２）未来技術年表および回答者コメントより[4] 
実現予測時期

（年） 
課題 

2008 ●5000dpi の高品質カラープリンタが開発される[04]。 
●本の購入の多くは、本屋に行かずに家庭からオンラインショッピングシス

テムで行われるようになる[70]。 
○本の再販制度をやめさせる必要あり。○実現性は高いと思いますが、本

というものの概念が変わる必要があると思います。○Amazon.com のよう

なオンラインショッピングを利用する人は増えるが、書籍購入の大半がそ

れに置き換わることはない。紙のメディアは手にとって購入する（コンテ

ンツが電子化されたものも含めた場合は別）。○本屋は文化のひとつであ

り、この文化は変わらない。○digital 経済のための法、社会環境の整備が

重要。（不良品を返品したり、払いもどしたりするための規制等含む）○オ

ンラインショッピングでは、立ち読みができず、また、売れ筋が山積みに

なっていないので、わかりにくい欠点がある。○ｅコマースの普及のため

には、安全で手軽な支払方法の確立が急務である。また、不良品が送られ

てきた場合への対応法も必要である。それらの環境が整備されると、本の

購入に関しても自然にオンラインショッピング中心になるものと思う。○

本という紙媒体を考える限り、物理的な本屋は永遠になくならない。 
2010 ●情報 KIOSK（駅やコンビニ等に設置された情報販売店）で電子新聞を無

線接続により購入できる携帯端末が普及する[68]。 
○必要性に疑問有り（代替手段で実現することが有効かも）。○電子新聞の

携帯端末での購読は普及すると思いますが、情報 KIOSK 等を介する必要

は必ずしもないと思います。○技術的には可能だが、このような形態は普

及しないと思われる。○日本ではｉｍode サービスの延長として出現。コ

ンテンツと料金次第で普及は速い。○技術よりはニーズの問題。特定の場

所でしかサービスしない市場があるか？○技術的には可能、ニーズの問題。

○電子新聞は KIOSK で購入するのではなく、どこでも無線で購入するこ

とになると予測。○技術的には可能であっても情報 KIOSK を設置する必

要性がないため普及することはないと思う。○個人の所有する端末を利用

した方がベター。 
 

●個人の関心事に合わせて編集され、提供される電子新聞、電子雑誌、電子

博物館が普及する[69]。 
○ニーズがない、サービスの実現性が疑問。○非常に重要。資金をつぎ込

み、自由にやらせよ。○テレビ番組の選択の将来の姿であろう。Semantic 
Web や TopicMap の主たる応用分野。○個人プロファイルの活用がキー

となるが、プライバシーの問題を生ずる。○自分の興味も大事だが、他人

が何に興味を持っているかも重要な情報である。その意味で、全国一律の

情報も必要。また、例えば、「筑紫哲也が選んだ今日のニュース」といった

ものも価値があろう。逆に、誰がどの情報を読んでいるか、という情報が

悪用されると、思想調査に使われる危険もある。現在でも、どの新聞を購

読しているかによって、どんな人物かがだいたいわかる。だから面接で購

読新聞名を質問してはならない、ということになっている。○技術的には

いろいろな研究がなされてきた。携帯電話･PC 等の情報受信側の環境は整

いつつあるので、後は、放送･出版等の情報発信側の体制が整えば、普及に

向かうものと考えられる。普及に伴い、現在主流のマスメディア方式では

なく、個人の関心に合わせたパーソナルメディア方式による出版形態がま

すます進展し、普及に弾みがつくと思われる。○Web 上ではかなり普及し

ている。あとは程度の問題。○利用者の必要度の問題。○偏った人間を作

らないか。 
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2011 ●オフィスの仕事の大部分が電子化・ネットワーク化され、企業規模に関わ

らず大部分の企業において、ペーパーレスに加えて業務効率向上が実現する

[89]。 

2013 ●高品位印刷なみの表示（600dpi 以上）が可能な A3 版以上のフラットパ

ネルディスプレイが実用化される[65]。 
○電子ペーパーとして、カラー150dpi 程度で十分。○現在の紙の消費が

低減でき国にも優しいので、マーケットも大きい。○長時間利用で視覚系

への悪影響が心配。○表示パネルとしての精細度の議論が必要。600dpi も
要るのか？○静止画であれば今でも技術的に可能と思うがコストが問題。

動画の場合は処理能力がさらに問題。○安定的な量産はまだ大変か。 

2014 ●紙と同様な柔軟性(薄く柔らかい)をもつポータブル電子ノートが普及する

[08]。 
○インパクトは大きいが、コストの面で普及には時間を要す。○紙と同様

にメモ書きできるインターフェースが先決。○パーソナル機器としてのPC 
の当面の目標は、このような電子ノートであると考えられる。今後の情報

機器の本命とも言えるものであり、戦略的に極めて重要であると思われる。

基礎から実用化レベルまで広くかつ早急に研究開発を進める必要がある。

○紙の消費量を減らすのが狙いだろうが、その効果は余り大きくはない。

○ニーズ大。○必要性が無い。○ニーズが疑問である。 
 
●ロール型(丸めることができる)ディスプレイが実用化される[68]。 

○有機・感光・発光等の安全性は要 check。○LCD や EL とは異なる新

たな原理に基づくディスプレイ研究の基盤整備が必要。○現状の延長でな

い技術の芽に期待。 

2015 ●めがねを用いないで見ることができ、かつ、視聴者が姿勢を変えるなどの

自然な動きをしても立体像が変形しない立体動画表示装置が開発される

[66]。 

2017 ●有機材料を用いた、発光型で、例えば壁一面を占めるほどの超大型ディス

プレイが実用化される[67]。 
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５．１．５ 情報行動の変化（社会的文化的文脈の変化） 

 
 ブロードバンド化による常時接続により、インターネットは日常生活や家庭に浸

透しつつある。従来のテレビ中心のメディア接触スタイルは確実に変化しつつある。

また、携帯電話の普及がコミュニケーションのあり方を変え、情報接触機会の拡大

をもたらしている。表示装置を中心とした新しいデバイスが受け入れられるかどう

かは、メディア環境とライフスタイルの変化を考慮して検討する必要がある。  
 

（１）インターネット普及による生活時間の変化 

 インターネット利用者と非利用者の生活時間を比べると、テレビの視聴時間が大

きく異なるという調査報告がある[6]。これによるとインターネット利用者のテレビ視

聴時間は短い傾向にあり、ブロードバンド契約者はその傾向が顕著である。明らか

に情報収集の中心的役割はパソコンを中心とした情報機器が担いつつある。 
テレビは物理的な情報量が多いにもかかわらず、心的な疲労度は新聞に比べて低

い。これはテレビがモニター的メディアとして「ながら視聴」が行われているから

である。これに対しパソコンはアクティブなメディアとして利用されている。 
 
（２）視聴距離の二極分化 

 テレビの視聴距離とパソコン画面の利用距離については、文化人類学者のエドワ

ード・ホールの指摘がよく紹介されている。ホールは、人間の社会的環境に対する

認識のあり方について、距離や感覚の違いに応じて「密接距離」、「個体距離」、「社

会距離」、「公衆距離」の 4 つの距離帯を定義している（日高敏隆他訳『かくれた次

元』1970，みすず書房）[7]。テレビは多くの家庭で居間に置かれており、 低でも

1.5 メートルの距離が必要で、「社会距離」の中で接している。テレビに映し出され

るのは家族の中でほどよい距離を持った公共の空間である。これに対して PDA やノ

ートパソコンが「密接距離」であり、 近の大型ディスプレイは「個体距離」とな

る。プロジェクタや街頭の大型ディスプレイは「公衆距離」といえる。 
音楽では、ラジカセが「個体距離」、ステレオ装置が「社会距離」、コンサートや

お祭りの囃子が「公衆距離」であることを考えると、「密接距離」の中に音楽をもた

らしたという点でウォークマンが画期的だったのである。 
ディスプレイメディアが扱うコンテンツはこの距離帯と関連しているという。

「配信されるコンテンツについても、同様な二極化を中心とした分化が進むと思わ

れる。プライベートコンテンツを中心とした、たとえば日記サイトのような他人の

部屋を覗き込む個人サイトに支持が集まる一方で、マスメディアに限りなく近いテ

レビ的なサイトも支持されていくのではないか。」[8]と『情報メディア白書 2003』は

指摘している。 
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 本は手に持つメディアであり、読書中は極めてプライベートな空間の中にいる。

携帯電話が極めて小さいにもかかわらず、個人的なメール交換に 適だったのも、

「密接距離メディア」だったからとも考えられる。電子ペーパーを組み込むアプリ

ケーションデバイスとコンテンツを考える上で、この指摘は示唆に富んでいる。 
 
５．１．６ アプリケーション（電子出版・電子辞書）の普及 

 電子ペーパーを利用する有力なアプリケーションの一つが、電子書籍読書端末や

電子新聞専用端末である。電子書籍販売の現状を確認した上で、電子ペーパーアプ

リケーションの可能性を探ってみる。 
 
（１）電子出版の定義と歴史 

電子出版の概念は、技術の進歩と社会との関わりの中で定着することなく変化し

続けている。ここでは多様な見方のできる電子出版を、「文字・画像情報をデジタル

データに編集加工して、CD-ROM などの電子メディアやネットワークにより配布す

る出版活動」と定義し、大きく「電子編集制作」、「パッケージ系電子出版」、「コン

テンツ（オンライン）系電子出版」という 3 つのカテゴリーに分けることができる。 
 このうち電子出版の初期段階では、DTP による「電子編集制作」と「CD-ROM な

どによるパッケージ系の電子出版」をもって電子出版と定義していた。90 年代半ば

にインターネットが普及したことで、現在ではインターネットを利用してデジタル

コンテンツを配信する「コンテンツ系電子出版」が主流になっている。 
ただ、これは便宜的な区分で新聞社が行えば「電子新聞」であり、放送局ならば

「インターネット放送」である。出版という枠組みを外して「デジタルコンテンツ

のネットワークによる配信」ととらえ直すことができる。  
電子出版が登場したのは 80 年代半ばであり、すでに 20 年が経過している。この

間、国内だけでも何度か電子読書端末のプロジェクトが立ち上がり、製品化された

が大きな市場を獲得することはなかった。 
・電子ブック：SONY（ハード）    1990 年 
・デジタルブック：NEC（ハード）    1993 年 
・電子書店パピレス（販売）       1995 年 
・T-Time：ボイジャー（ソフト）    1998 年 
・ロケット e ブック：米国（ハード）   1998 年 
・電子書籍コンソーシアム（ハード）   1999 年 
・Adobe eBook Reader（ソフト）    2000 年 
・電子文庫パブリ（販売）        2000 年 
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 日本初の CD-ROM 出版物は 85 年の『 新科学技術用語辞典』（三修社）である。

翌年、出版社やメーカー、印刷会社などにより日本電子出版協会が設立された。ニ

ューメディアとして脚光を浴びたものの、CD-ROM ドライブは 20 万円前後と高価

で、ソフトも少なくなかなか普及しなかった。 
 90 年に 8 センチ CD-ROM を扱う専用機としてソニーの「電子ブックプレーヤー」

が発売され、同じ頃、CD-ROM 一体型マルチメディアパソコンが登場したことで

CD-ROM の生産枚数が飛躍的に増大した。しかし、今日に至るまで出版社が扱う

CD-ROM の多くは雑誌や書籍の付録で、期待されたほど有料の電子出版物は売れて

いない。 
 出版社による CD-ROM で 初のヒットといわれるのが 95 年の『新潮文庫の 100
冊』である。さらに 97 年には CD-ROM の検索性と大容量を活かした本格的なマル

チメディア百科事典として『エンカルタ 97 日本語版』（マイクロソフト）や『マイ

ペディア 97』（日立デジタル平凡社）などが刊行された。『マイペディア 97』の販売

数は 6 万本、翌年発売された『同 98』が 4 万本である [9]。 
 

（２）コンテンツ系電子出版とブラウザ 

 デジタル技術とネットワークの普及により、出版物の制作、販売は大きく変化す

ることになった。さらに紙から CD-ROM などの電子メディアへとメディアの変化が

始まっている。CD-ROM はパッケージ商品であり、本を販売することで対価を得る

従来の出版物の流通販売に大きな変化をもたらすことはなかった。一方、90 年代半

ばにおけるインターネットの普及によりデジタルコンテンツだけを配信することが

可能となった。日本 初の電子書籍販売サイトは95年に始まったベンチャー系の「電

子書店パピレス」であり、その後、著作権の切れた作品を無料で提供するボランテ

ィア団体の「青空文庫」などが続いている。また出版社のネット直販や異業種の参

入が行われ、流通における「中抜き」現象が見受けられた。 
なお図 5.2 に示すように「パッケージ系電子出版」でも「コンテンツ系電子出版」

でも、デジタルコンテンツを表示するブラウザ（読書端末と表示ソフト）が必要不

可欠である点に注意する必要がある。 
 

（３）ブラウザによる利便性の低下 

マスメディアの 2 区分に、「再生装置」の必要性がある。新聞、雑誌、書籍が「再

生装置不要」メディアであったのに対し、電話、ラジオ、テレビ、さらにインター

ネットは「再生装置必要」メディアである。 
電子書籍の 大の弱点が、本来、再生装置を必要としない利便性の高いメディア

であった書籍を、再生装置が必要なメディアに落とし込んだことにある。デスクト

ップ・パソコンで本を読むことは、手に持てないことから一般の読書行為や姿勢と 
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 図 5.2 メディアの変化とコンテンツの分離［10］ 

                      植村八潮「電子出版最新事情」『Professional DTP』2003.10） 

 

極端にかけ離れた環境にならざるを得ない。このようなこともあって 90 年代初頭か

ら携帯読書端末の商品開発が行われてきたものの、幅広いユーザーを獲得し定着す

ることには至らなかった。 
また、PDA が携帯性の点から読書端末として注目されたこともあった。しかし、

さらに PDA のユーザーが 30 代から 50 代の男性が 80％を占めるなど、幅広い読者

を獲得するためにはかなり偏りがあった。「PDA やパソコンだけを読書端末の対象

としては、書籍ビジネスを展開する上で偏りが生じてしまう」といった、出版業界

からの指摘がある [11]。 
さらに、今までの電子書籍プロジェクトのなかで、読者や出版社からたびたび指

摘されてきたことが、ブラウザの性能が紙に比して極端に低いことである。本と比

較した場合、精細度やコントラストが低く視認性が悪いという表示の問題があり、

重く厚い、さらに電源が必要であるといった携帯性に関する不満がある。また、柔

軟性に欠け、精密機器の宿命として落としたら故障することも、普及の阻害要因で

あった。 
 

（４）電子書籍市場 

電子化した書籍コンテンツを「e Book」あるいは「電子書籍」と呼んでいる。イ

ンターネットを利用した電子書籍ダウンロード型サービスでは、1995 年に運営が

開始された「電子書店パピレス」がある。日本初の電子書籍販売サイトは異業種に

よってもたらされたことになる。一方、1997 年には著作権が切れた文芸作品をボ

ランティアによって無料公開した電子図書館「青空文庫」が開設されている。これ

に対し既存の出版社の本格的な取り組みは、光文社による「光文社電子文庫」をも

とに発足した「電子文庫パブリ」（2000 年）がある。 
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 国内の電子書籍市場規模は、2002 年で 10 億円といわれる。刊行点数は 1 万 5
千点程度であり、その内訳は、テキスト系が 1 万 1～2 千点、漫画・写真集が 3～4
千点と推定される(13)。また 2005 年で 120 億円市場になるという予測もあるが、現

在の刊行点数を見る限りでは明らかに困難と思われる。表 5.1 に主な電子書籍販売

サイトを挙げる。 

表5.1 主な電子書籍販売サイト［12］ 

サイト名 タイトル数 占有率 月間新刊点数 

電子書店パピレス 11,291 29% 200～300 

Space Townブックス 5,546 14% 200 

電子文庫パプリ 4,621 12% 120 

PDABOOK.JP 4,000 10% 200 

楽天ダウンロード 3,747 10% 400～500 

10DaysBook 3,500 9% 200 

Bitway-books 2,500 6% 200～300 

ウェブの書斎 2,078 5% 70 

M-stage book 1,700 4% 150 

合計（重複あり） 38,983  1,740～2,040 

                     インプレス『電子書籍ビジネス調査報告書2003』，2003 

 

出版社が発行する電子書籍の多くは、本で品切れ絶版になったものを電子化・デ

ジタル化することが多く、紙メディアと補完関係にある。このようにアナログメデ

ィアをもとにしてデジタルコンテンツを作ることに対して、はじめからデジタルコ

ンテンツとして作られたコンテンツを、 近、デジタル先進国であるアメリカでは

「ボーンデジタル（born digital）」と呼んでいる。そのような電子書籍が増えるの

は、まだ当面先と考えられる。 

 
（５）電子辞書市場 

 電子出版市場として数少ない成功事例が電子辞書である。 
電子辞書には出版社が手がけた紙の辞書をまるごと収録したフルコンテンツ型と、

電子手帳に組み込まれる形で始まった厳選型がある。1979 年に電訳機の名前で発売

された電子辞書は、90 年代末に安価な厳選型がテレビショッピングで扱われたこと

がきっかけとなって急速に市場を広げた。さらにメモリの低価格化を背景に、出版

社提供による市販辞書のフルコンテンツ型に移行し、今では 2 万円前後が売れ筋で

ある。 
 メーカー5 社から 50 機種以上が発売されている。販売台数は 2000 年の 330 万台

をピークに減少傾向であるが、平均単価が上がったことで売上げは伸び、今年の市

場規模は 250 万台、440 億円市場と推定されている。 
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図5.3 電子辞書の市場変化［13］ 

                        出版科学研究所「出版月報2003.10」カシオ計算機調査 

 

 これに対し紙の辞書市場は 5 年前に 1500 万冊といわれていたのが、今では 1000
万冊以下に落ち込み、業界では 800 万冊程度と指摘されている。この結果、売上げ

は 10 年間で 300 億円から 250 億円まで縮小した。辞書の 8 割が学習辞書といわれ

ており、学習者人口が減少したことを考慮したとしても、明らかに電子辞書に市場

を喰われている。 
 電子辞書は 1 台に英和、和英、英英、国語、漢和などを基本に、数点から多いも

ので 30 点分の辞書が収められている。紙の辞書に換算すれば、優に 1000 万冊はこ

えており、販売冊数でも紙の辞書販売部数を凌駕している。電子辞書の実売価格は

収録されている辞書の価格合計とほぼ同額か、下回っているものもあり、市場に受

け入れられるには価格も重要な要素となっている。 
 今後の製品開発として注目すべき動向に、メモリカードスロットがついた電子辞

書の販売がある。これにはユーザーがメモリカードから辞書コンテンツを追加利用

したり、電子辞書を読書端末として使う機能が搭載されている。出版社にしてみれ

ば辞書コンテンツだけを流通販売することができる。 
一方、カラー表示の電子辞書も販売されているが、発売されてからの経過を見て

も市場の主流には至っていない。携帯電話の表示は短期間に白黒からカラー製品に

置き換わったが、電子辞書では白黒表示が今後とも主流と思われる。文字表示が中

心の電子辞書は白黒ディスプレイで受け入れられた商品といえる。 
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５．１．７ ディスプレイにかかわる各種調査及び市場分析のまとめ 
 
 本節で取り上げたディスプレイにかかわる各種調査報告や本調査における市場分

析から、電子ペーパーのアプリケーションと考えられる情報家電や読書端末につい

て、 大公約数としての意見を以下にまとめる。 
① 文字情報量は急伸しており、情報収集のための情報家電が普及する。このため

小型ディスプレイ市場も拡大する。 
② 情報家電の利用環境として、携帯性の点からは省電力、軽量化が求められてお

り、その際、使用するディスプレイも省電力、軽量化などの高性能化を図る必

要がある。 
③ 情報家電の普及要因として、アプリケーションの共通化・標準化をはかる必要

がある。 
④ 携帯性のある情報家電は密接距離で使用することになり、従来型の動画を中心

としたディスプレイだけでなく、文字情報による個人利用など読書行為にも適

している。 
⑤ 読書端末の表示装置としても、省電力で高精細、高いコントラストの表示装置

が望まれる。 
⑥ 電子辞書は読者に受け入れられ、それなりに市場が確立されてきた。現状では

電子辞書コンテンツは文字中心であり、白黒ディスプレイで受け入れられてい

る。 
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５．２ 電子ペーパーのユーザーニーズ調査 

 

５．２．１ 調査の目的と考え方 

 

  IT の進展と普及により、人々が情報を入出力し処理する方法は大幅に変化してい

る。すでに見てきた各種の調査予測からも明らかなように、この傾向は当面続伸す

ると思われ、また新たな情報機器の登場により、さらに劇的な変化も予想されてい

る。しかし、すべての情報活用行動が IT 分野にシフトしたわけではない。特に文字

情報の分野では、その量の増加に比して紙をベースにしたメディアが高い利用率を

保持している。人間の情報生成と取得に関するインタフェースでは利便性よりも慣

習性が強く現れる事も予想される。 
 これら変化した理由、変化しなかった理由、好感や不満などを情報の種類や扱う

ツールによって調査分析する必要がある。この章では電子ペーパーに対するユーザ

ーの要望を、現状における情報ツールの利用実態や不満点についての調査から抽出

することで、情報ツールの持つ問題点や電子ペーパーの開発方向を探る。 
 なお、以下では必要に応じて電子ペーパーをリライタブル・ペーパーとペーパー

ライク・ディスプレイに分けて検討した。また、具体的な商品イメージとして調査

デモでは、電子ペーパーのアプリケーション例として電子書籍を示した。 
 
５．２．２ 社会調査としてのグループインタビュー 

 
電子ペーパーは、まだ開発途上の製品技術であり、消費者の間に商品イメージや

具体的な使用経験がない。このため市場調査による定量調査や想定質問によるアン

ケート調査から有効な結果を得ることは期待できない。そのため探索型リサーチの

手段として、よく活用されている定性調査を行う。定性調査には、いくつかの活用

目的があるが、今回の調査では、以下の項目が該当している。 
「未知の分野についての基礎知識を得る」「生の消費者言葉を発見する」「購買動

機を深く探る」「新製品のアイディアやコンセプトを創出する」 
定性調査のなかでも、主たる手法であるフォーカスグループインタビュー（FGI）

を行い、参加者への事前アンケートと記録（トランスクリプト）の分析、検討を行

った。 
 
（１）フォーカスグループインタビュー（FGI）の手法 

  FGI とは、「ある特定の話題に関して見解を出すことを要請された、ターゲット

となる人たちの形式ばらない集まり」であり、通常、6 名から 12 名程度の比較的同

質の人々からなるグループを対象として実施され、司会者（モデレーター）により

進められる。 
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 一般的な特徴としては、「集団内に発言の交互作用が発生し、新しい考えを生み出

す」「参加者の発言の様子を観測できる」「短期間に、比較的安い経費で、かなりの

情報が得られる」といったことがあり、近年、社会調査の手法として評価が高まっ

ている。 
 
（２）事前アンケートとディスカッションガイド 

 グループインタビューに先立って、参加者にアンケート（自記式調査票）を配布

し、回答してもらった。これは事後の分析に役立てるとともに、参加者自身に問題

点を整理しインタビューに臨んでもらう効果がある。 
 ディスカッションガイド（トピックガイド）により、リサーチ目的にそった流れ

を作っておく。これに先立って当調査研究委員会 WG-2 でインタビュー項目のリス

トを作成した（資料編参照）。ただし、定性調査であるため、質問事項をあえて厳密

化しない半構成的アプローチとして、参加者の自由な発言を引き出せるように配慮

した。 
 
５．２．３ グループインタビューの具体的実施項目 

 
 電子ペーパーを見る前に、ディスプレイへの不満や満足、期待感を聞き出し、そ

の後、開発中の電子ペーパーを実際に見学してもらった。そのあとで、再び FGI に
入り、見る前と見たあとでの意見の相違や商品化への期待感を聞き出した。 
 なお、電子ペーパーの試作品提供メーカーは、それぞれリライタブル・ペーパー

（略記号 ReP）が富士ゼロックス、リコーであり、ペーパーライク・ディスプレイ

（略記号 PLD）が E Ink 社、大日本インキ化学工業であり、電子書籍としては松下

電器、東芝である。 
 
（１）実施日 

第 1 回 グループインタビュー 
 日時：2003 年 8 月 1 日（金） 14:00～17:30 
 場所：東京電機大学（理工学部）鳩山キャンパス 12 号館 
 参加者：理工学部情報社会学科学生（男 6 名、女 4 名） 
 展示機器：E Ink 社（PLD）、富士ゼロックス（ReP）、リコー（RLP）、松下電

器（電子書籍） 
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第 2 回 グループインタビュー 
 日時：2003 年 9 月 12 日（金） 19:00～21:00 
 場所：東京電機大学 神田キャンパス 10 号館（出版局） 
 参加者：社会人（書籍販売 2、業界記者 1、編集者 1、DTP 編集 1、司書経験者

1、OL2、看護師 1）（男 6 名、女 3 名） 
  展示機器：E Ink 社（PLD）、大日本インキ化学工業（PLD）、富士ゼロックス（ReP）、

リコー（ReP）、松下電器（電子書籍）、東芝（電子書籍） 
  
なお、電子ペーパー懇談会席上でも意見聴取を行った。 
第 2 回 電子ペーパー懇談会 デモにおける意見聴取 
 日時：2003 年 8 月 26 日（火） 14:00～17:00 
 場所：商工会館 6G 会議室 
 参加者：委員 
 展示機器：E Ink 社（PLD）、大日本インキ化学工業（PLD）、富士ゼロックス

（ReP）、リコー（ReP）、松下電器（電子書籍） 
 

（２）ディスカッションガイド 

 
表5.2 第１回 ディスカッションガイド（約3時間） 

時間(分) テーマ 質問 ねらい 
20 導入 ・自己紹介 ・調査目的の説明 

・雰囲気づくり 
50 使用実態 ・携帯電話、PDA、パソコン等での使用状況 

・ディスプレイや紙への不満 
・ディスプレイや紙への親和性 

・ディスプレイへの満

足理由や不満点を知る 
・普及の阻害要因・促

進理由 
40 見学・使用 ・各ブースでの説明 

・機能・使用方法・目的の説明 
・参加者の不明点・疑問がどこにあるか 

・初めて見た参加者の

反応 

70 意見・感想 ・従来のディスプレイや紙との相違点 
・電子ペーパーへの期待感 
・参加者の新鮮度・興味・関心 

・見学後の意見の変化 
・市場性の可能 
・問題点の確認 

 

第 1 回終了後、直ちに運営上の問題点や評価を確認した。各ブースで、各社が自

社のコンセプトや利用方法を説明したため、後半の意見交換が、そのコンセプトに

縛られるといった傾向があった。 
第 2 回では、この点を修正し、さらに時間が少ないことから、電子ペーパーの概

念を事前に説明し、見学会では、司会者が各モデルの機能を簡潔に説明するだけに

した。その後、参加者に自由に使用してもらった。その後、FGI に戻り、意見交換

の後、各社の想定する使用方法などを公表することとした。 
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表5.3 第2回 ディスカッションガイド（約2時間） 

時間(分) テーマ 質問 ねらい 
20 導入 ・自己紹介（職業、IT 歴） 

 
・調査目的の説明 
・雰囲気づくり 

20 使用実態 ・携帯電話、PDA、パソコン等での使用状況 
・ディスプレイや紙への不満 
・ディスプレイや紙への親和性 

・ディスプレイへの満

足理由や不満点を知る 
・普及の阻害要因・促

進理由 
30 概念説明 

見学・使用 
・事前に電子ペーパーの概念を説明 
・モデルごとの簡潔な説明 
・機能の説明 
・参加者の不明点・疑問がどこにあるか 

・初めて見た参加者の

反応 

50 意見・感想 ・従来のディスプレイや紙との相違点 
・電子ペーパーへの期待感 
・参加者の新鮮度・興味・関心 

・市場性の可能 
・問題点 

 

（３）記録と分析 

 インタビューにおいては、参加者の同意を得た上で、録音およびネットワークビ

デオにより別会場での中継を行った。また、司会者とは別に記録係が参加し、メモ

を作成した。これらの資料をもとに、それぞれのトランスクリプトを作成した。 
 
５．２．４ 参加者分析による想定ユーザーの特徴 

 

（１）若者(学生) 

携帯電話は通話利用よりもメール利用が高く、主に友人とのコミュニケーション

ツールとして必需品（コモディティ）である。スケジューラー、メモ帳としても利

用しており、バッテリーが切れることの不安がつきまとっている。ディスプレイの

カラー化については、 初からカラーへの欲求があったというより絵文字などを利

用したことからカラーの利便性を知った。外出する機会が多いので e メールを携帯

電話に転送している。電子辞書の利用も高いが、紙の表示のほうが読みやすくパー

ソナライズできる（使い込んで自分のものにする）ことや信頼性が高いと感じてい

る。新聞は読まずウェブニュースはよく読んでいる。 
 
（２）社会人 

パソコンなどの情報機器は仕事の定型業務に組み込まれており、日常的に使用し

ている。資料作成やメールのために積極的利用派も消極的利用派も、パソコンは必

需品となっている。朝出勤すると、まずメールのチェックから始める。自宅でも家

族で複数台所有し、自分専用にノートパソコンを購入している。自宅で新聞を取っ

ているが、駅のキオスクで朝は日経新聞、帰りは週刊誌を購入して電車のなかで読

んで帰宅する。子供がゲームだけの利用から卒業し、インターネットに始まりワー

プロや表計算も今では器用に使いこなしている。携帯電話は主に通話だけで、家族
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がメールを送ってくるので使う程度である。新しい物好きで PDA は購入して使って

はみたが、結局手帳に戻っている。 
 
５．３ グループインタビュー調査におけるデータ分析 

 
 調査を実施し、採録されたデータをもとに、以下、「アンケート分析」と「インタ

ビュー分析」に分けて報告する。 
 
５．３．１ アンケート（自記式記録）回答結果の分析 

 アンケート項目の順に、分析結果から特徴点をまとめておく。 
 

（１）普段活用しているメディア 

「携帯電話」に関しては、学生も社会人も利用しているが、学生がメールや i-mode
といった「サービス」を重要視しているのに対し、社会人は通話利用が中心である。

社会人が固定電話の利用も変わらず重要視していることから、携帯電話は従来メデ

ィアの移動電話という認識がうかがえる。 
「ウェブ」については、一般的なブラウジングについてはいずれも高く評価して

いるが、学生は、それに加えて掲示板を利用している。 
マスメディアのうち、「新聞」について両者に顕著な差が現れている。グループイ

ンタビューでも、学生は新聞を読んでいない、さらに家庭でも購読していないとい

う発言をしている。ただし、すでに述べたように若者の新聞購読率が下がっている

のか、さらに、それにインターネットの影響があるのかは各種調査でも簡単に結論

づけられてはいない。 
若者の「文字離れ」がよく喧伝されているが、これもすでに述べたように必ずし

も適切なとらえ方ではない。むしろアンケート結果やインタビューからは書籍、雑

誌への評価が社会人同様に学生も高い値となっている。傾向としては社会人が「月

刊誌」も評価しているが、学生は「週刊誌」を高く評価している。また、両者とも

「紙の手帳」の利用評価が高いことが注目される。紙や文字といった「アナログメ

ディア」に対しては、世代間差が顕在化していない一方で、DVD やゲームなどの「デ

ジタルメディア」に対しては、世代差が顕著に表れている。 
以下に主な結果をグラフで表示する。 
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テレビ

0

2

4

6

0 1 2 3 4 5 その他

低い←  重要度  →高い

社会人 学生

携帯電話（通話）

0

2

4

6

0 1 2 3 4 5 その他

低い←  重要度  →高い

社会人 学生

携帯電話（メール）

0

2

4

6

8

0 1 2 3 4 5 その他

低い←  重要度  →高い

社会人 学生

携帯電話（i-modeなど）

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5 その他

低い←  重要度  →高い

社会人 学生

携帯電話（その他の機能）

0

1

2

3

4
5

6

0 1 2 3 4 5 その他

低い←  重要度  →高い

社会人 学生

固定電話

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5 その他

低い←  重要度  →高い

社会人 学生

イ ンターネットのメール

0

2

4

6

8

0 1 2 3 4 5 その他

低い←  重要度  →高い

社会人 学生

Web(ブラ ウジング）

0

2

4

6

8

0 1 2 3 4 5 その他

低い←  重要度  →高い

社会人 学生

Web(掲示板）

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5 その他

低い←  重要度  →高い

社会人 学生

Web(その他）

0

1

2

3

4
5

6

0 1 2 3 4 5 その他

低い←  重要度  →高い

社会人 学生
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新聞

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 その他

低い←  重要度  →高い

社会人 学生

週刊誌

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5 その他

低い←  重要度  →高い

社会人 学生

月刊誌

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 その他

低い←  重要度  →高い

社会人 学生

書籍

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5 その他

低い←  重要度  →高い

社会人 学生

音楽CD

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 その他

低い←  重要度  →高い

社会人 学生

ラ ジオ

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 その他

低い←  重要度  →高い

社会人 学生

DVD/Video

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 その他

低い←  重要度  →高い

社会人 学生

ゲーム

0

2

4

6

8

0 1 2 3 4 5 その他

低い←  重要度  →高い

社会人 学生

(紙の）手帳

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 その他

低い←  重要度  →高い

社会人 学生

PDA

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3 4 5 その他

低い←  重要度  →高い

社会人 学生
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（２）社会的距離から分類した、そのほかの印刷・表示メディア 

回答のなかで電子ペーパーが対象可能と思われるメディアを、エドワード・ホー

ルの「密接距離」、「個体距離」、「社会距離」、「公衆距離」に分類してみる。回答か

らもわかるように本と新聞の記述はなかった。なお、学生と社会人の違いとして、

学生が身につけるものなど密接距離にあるコンテンツメディアを多く取り上げ、社

会人が公衆距離にある表示メディアを多く取り上げていた。 

【密接距離】 
地図、辞書、電子辞書、百科事典、統計資料、電子カルテ、カード（プリペイド

カード、IC カード）、チケット、切符、T シャツ、MD プレーヤー、ボールペン、

名札、商品タグ、 
【個体距離】 
カーナビ、情報タッチパネル、FAX、クロス、つり革広告、袋 

【社会距離】 
電車の液晶表示、車内広告、プロジェクタ、OHP、黒板、ホワイトボード、ポ

スター、電柱広告、車の塗装、インテリアのデザイン、 
【公衆距離】 
電光掲示板、新幹線の電光ニュース、道路標識、アドバルーン、看板、ラッピン

グバス、垂れ幕、壁画、壁紙 
 

（３）情報を取得、記録、伝達するツールとしての「紙」 

 社会人は、一日の多くの時間を職場で過ごしており、比較的外出の多い営業職で

あっても自分の机や居場所が決まっている。このため、日程には机上のダイアリー

やカレンダーを使い、備忘録にポストイットなどを机に張るなど記録するための紙

としての役割が高い。自分専用のパソコンがあり、eメールなどをプリントアウトし

て読み保存する行為もとりがちである。 

一方、学生は一日のうちの多くの時間を大学や屋外で過ごすため、スケジュール

管理や記録のため手帳を携帯している。紙は「必要な情報だけ持ち歩く」「場所を選

ばずに利用できる」といった、モバイル使用が可能である。また、携帯電話のバッ

クアップとして手帳を用いる例もある。紙でなければならないとき以外使わない、

という情報機器のヘビーユーザーもいるが、カードや手紙の方が心が伝わるという

意見に代表されるように、紙に対する信頼は若い世代でも高いことがうかがえる。 

 

（４）情報を取得、記録、伝達するツールとしての「情報機器」 

 学生・社会人の両者ともパソコンはよく利用している。 

社会人はメールとウェブ検索を中心に情報の取得伝達をしており、デジタル情報

を紙出力して保存しがちである。携帯電話は通話のみで、デジタルカメラを画像情

報の保存や交換に利用している。 
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 これに対して、学生は携帯電話で i-mode などやメールマガジンによる情報取得、

メモ帳機能による記録、地図情報と積極的に利用している。さらにチャットや BBS
なども積極的に利用している。大学で利用するため電子辞書を携帯している。 
 

（５）紙、ディスプレイで「見づらい、合わない、使いづらい」コンテンツ 

アンケートで、「ディスプレイ」に不適とされたコンテンツは、社会人と学生にア

ンケート結果の差はない。その中では、長い文章や小説などのように、文字が多い

コンテンツが指摘されているのは、回答者が紙による表示と比較しているためと思

われる。 

ディスプレイの問題点としては、まず解像度、反射率などの視読性に関すること

があげられている。小説に代表される長い文章に加え、地図やマンガなどの画像情

報も不適とされている。 

小さな文字が不適とされるのは単に解像度が低いだけではなく、利用距離が紙の

「密接距離」に対してディスプレイが「個体距離」であると考えられる。地図のよ

うなものではディスプレイを回して見られないという指摘も同様である。この場合

の地図は、単なる画像データとして、ディスプレイに表示することを想定している。

さらにディスプレイが読む機能だけで書き込めないため、理解するための教材を不

向きとしている。 
 これに対して、「紙」に不適なコンテンツは、辞典・事典、統計資料、百科事典、

地図、ガイドブックなどのリファレンス系が指摘されている。地図が不適とされた

理由は、カーナビに対して検索性が劣るためと思われる。さらに新聞やニュース情

報などの速報性に価値がある情報などがある。立体的なものや動画も紙には不適と

されている。 

 紙は表示機能が優れており、ディスプレイは検索や拡大縮小といった情報を処理

するための機能とあわせて評価されている。 

 

（６）電子ペーパーへの期待 

 ここでのアンケート結果は、回答者が電子ペーパーを実際に見る以前での質問で

あり、総じて期待感が高いのはマスコミで取り上げる「夢のペーパー」論調の影響

もあるかもしれない。電卓の表示について、昔の発光ダイオード表示や FL 管の方が

読みやすかったという指摘がある。ハイコントラストの電子ペーパーが出現すると、

カラー液晶よりも電子ペーパーの表記が読みやすいとして、白黒画面ニーズが高ま

る市場も予測される。 
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５．３．２ インタビュー分析による情報利用ツールの変化 

 

 情報利用ツールは、いまだ紙中心のままのものに対して、デジタル情報に移行し

たものや、紙とデジタル情報が併存のものに分けることができる。グループインタ

ビュー分析から、それぞれどのような情報メディアかツールごとに以下、報告する。 
 

（１）紙中心の情報利用ツール 

① 新聞 
文字中心のニュースメディアである。近年、活字の拡大が行われてきたが、段組、

見出し、記事の重要度に応じたレイアウトなど組み形態は、従来の形態のままであ

る。現在の新聞紙面デザインはブランケット判と呼ばれる新聞紙のサイズを 15 段に

分割し、文字の拡大化により 1 段 12 文字で組版している。 
新聞レイアウトが保守的で変化に乏しいのは、製作上の都合だけでなく、読者が

現在の紙面デザインになじんでいる、という指摘もある。装置産業の流通コストの

増大に対して、電子新聞の優位性を指摘することはできるが、その電子新聞の表示

デザインが紙の紙面デザインを踏襲することに価値は見いだせない。 
② 本 
新聞同様に文字中心のメディアである。電子書籍の試みが始まってすでに 10 年を

経過したが、いまだに極めてニッチな市場にとどまっている。読書のプラチック（慣

習行動）が極めて強いことがうかがわれる。電子書籍の読者傾向としては、スキャ

ナデータによる固定的な表示よりも、可変表示が可能なブラウザ（T-Time など）に

よる読書のほうが、受け入れられている。 
③ 雑誌 
雑誌はニュースと娯楽中心の週刊誌、ファッション情報や生活情報中心の女性雑

誌、文字組中心の月刊総合誌、販売部数の多いマンガ雑誌など多彩である。カラー

写真が多用され多くの広告が掲載された雑誌は、多量印刷によるコストダウンが図

られている。販売収入と広告収入がほぼ半々のビジネスモデルは当面揺るぎないも

のと思われる。  
⑤ 手帳、メモ 
電子手帳以来、PDA がある程度の市場は確保してきたものの期待ほど大きくは育

っていなし。むしろ携帯電話のほうが、メモ機能や自分宛にメールすることによる

備忘録利用がある。 
 
（２）デジタル情報利用ツール 

① パソコン 
デジタルコンテンツ市場はパソコンによって新たに創出されたといってよい。従

来の紙メディアの市場よりもはるかに大きな市場となっている。しかし、情報はか
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なりの頻度でプリントされている。 
② 電話コミュニケーション 
固定電話から携帯電話に変化し、さらに e メールによる他愛のない文字情報の交

換が主流となっている。 
③ e メール・メールマガジン 
 e メールは学術研究コミュニティで始まり、ビジネスにおいて も普及した IT ツ

ールである。また、パソコン通信の流れをくむ個人間のメール交換やチャットも現

在ではなくてはならないコミュニケーションツールとなっている。携帯電話で一日

に 7 億通ものメールの交換が行われていることは、すでに指摘した。さらに膨大な

メールマガジンが発行されている。これらも有力な情報収集源となっている。 
④ ウェブニュース・ウェブマガジン 
ウェブニュースは、新聞から独立したニュースメディアとしてすでに読者に受け

入れられている。表示は、読み手により変化が可能なHTML によって記述されてお

り、カラー動画表示可能なディスプレイによって成立している。一方、PDF などで

新聞紙面のデザインを保持したままでのネット配信は極めて小さな市場である。新

聞の項目で前述したとおり、現在の新聞紙面デザインは、紙への印刷という制約の

なかでデザインされたため、結果的に紙と親和性が高く、ディスプレイと親和性が

低いと考えられる。 
ウェブマガジンは雑誌情報をもとにして独自のレイアウトにより再構築されたも

のや、ニッチな市場をねらったものがある。新聞とウェブニュースの関係同様に、

両者は別なメディアである。 
 
（３）紙とデジタル併存の情報利用ツール 

① 地図とデジタルマップ 
紙と電子メディアの両者が併存している状態である。レイヤーの変更により容易

に縮尺率を変えられるデジタルマップが市場を獲得しており、地図のような携帯性

はないものの新たな特徴を持っている。また、地図は書き込むことで自分用にパー

ソナライズできるが、デジタルマップも自宅や目的地が登録できる機能を持つなど、

うまく地図の特徴を取り込んでいる。 
道路地図はかなりカーナビにシフトしている。目的地までの道案内（ナビゲーシ

ョン）だけでなく、運転中にハンドルから手を離さないですむ利便性、所有するこ

とのステータスといった点で、高価格帯を維持しているにもかかわらず道路地図に

対してカーナビの優位性は高い。 
② 辞書と電子辞書 
紙と電子メディアの両者が併存している状態である。単語を引く目的だけならば、

検索性で電子辞書が優れている。一方、単語に線を引くことでパーソナライズ（自

分の辞書）したり、単語を空間的な位置に置き換えて記憶したりする点で辞書が支
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持されている。若い世代や成人を問わず、習慣性や経験、人間の感性などの要素が

関係あるかと思われる。電子辞書は電子出版のなかで数少ない成功した分野ともい

えるが、急速な電子メディアへのシフトは出版のビジネスモデルを破壊しかねない

勢いである（5.1.6 参照）。 
 
（４）本の分類と情報化の変化 

ここで、インタビュー分析を理解するために、本の機能や役割を確認しておく。

文字を中心としたメディアとして、書籍と新聞を挙げることができるが、なかでも

書籍は「読む」といっても、極めて多様なコンテンツを包含している。 
本や図書として、真っ先にイメージされるのが「小説」である。しかし、書籍全

点から小説やエッセイなどの読み物が占める割合は決して高くない。多様な本の一

分野にすぎないといえる。 
この小説に代表される物語を体験する行為を狭い意味で「読む」とすれば、本に

は他に「調べる本」や「学ぶ本」がある。つまり本の機能は、大きく「読む」「調べ

る」「学ぶ」の三つに分けられる。「調べる」本の代表は辞書・事典や学術雑誌であ

る。5.1.6 項で述べたように百科事典は紙からマルチメディア CD-ROM へ移行し、

辞書は電子辞書が紙の辞書を凌駕しつつある。もともと検索性とデータ処理の点で

「調べる」ことはコンピュータと親和性が高い。それでもこのメリットを読者が受

け入れるまで、『広辞苑CD-ROM版』が 85年に発売されてから 10年かかっている。 
 

 
 

図5.4 本の三大機能［14］ 

植村八潮『所有する本、使用するeBook』ブッキング，2002 
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さらに急速な e ラーニングの普及の中で、「学ぶ」本の電子化が進むという指摘が

ある。ｅラーニングの導入は、現在、企業研修を中心として進んでいる。さらに大

学でもインターネット授業で単位取得が認められることになり、多くの大学で積極

的な試みが行われている。この結果、デジタル教材が必要になっている。情報処理

教育や語学教育などではウェブによる教材コンテンツの配信が行われ、ビジネスと

なっている。 
 
５．３．３ インタビューにおける各技術方式に対する主な反応・意見 

 

デモ終了後のインタビューについて、参加者の反応や意見を、以下にまとめる。 
 

（１）ペーパーライク・ディスプレイ 

 参加者が、電子ペーパーとして事前に認識していたのが、「ペーパーライク・ディ

スプレイ」である。 
・文字を読むために特化して、白黒表示でもよい。 
・解像度、コントラスト、反射率など、もっと紙に近づけてほしい。 
・電車内とかモバイル環境で、ニュース情報のようなフロー情報を読んでいるが、

デジタルコンテンツを読む時代が必ずくる。PDA のようにしないで、表示する

ための商品でよい。 
・小説のようなストック情報は、ディスプレイで読まない。 
・ルーズリーフやバインダーに挟むデジタルデータの表示装置があるとよい。 

 
（２）リライタブル・ペーパー 

 プロトタイプとしては具体性があって、 終的な商品イメージがつかみやすかっ

たようである。 
・ポスターサイズであれば、白黒でもよい。掲示板の案内表示やポスターセッシ

ョンに使える。 
・家庭用ファックスの用紙代わり。 
・回覧用紙に使っても、結局コピーをとる人がいて省エネにはならない。 
・業務のノウハウや仕組みを一緒に売らないと使われない。 
・機密保持にはよい。 
・ダストがでないので、病院内の検診指示などに使える。 
・プリントアウトするコストやカラープリンタが手頃になったことを考えると、

普及するとは思えない。 
・デジタルデータをディスプレイの画素品質にわざわざ落としてプリントする理

由がない。 
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（３）電子書籍 

 販売予定商品であったため、具体的な意見交換が行われた。 
・病院内で動けない患者さんの読書装置として使いたい。リハビリや患者教育は

なるべく実生活に近いものを提供したいので、1 枚のディスプレイよりよい。 
・読む機能に特化して開発が進めば、今後期待できる。 
・講習会のテキストやセミナーのオフレコ情報をその場で見せるのに使う。 
・語学の教科書などは、毎年新学期に大量の教科書を流通させ、かなりの比率で

返品されている。教科書に利用できないだろうか。 
・図書館や病院で貸し出すとよい。 
・表示の色が校正用の青焼きのようで読みにくい。 
・見開きにこだわる理由がない。マンガは横長の１面で表現されており、作者の

表現が維持できない。 
・本をまねしたデザインが、かっこわるい。もっとメタリックな素材をつかった

方がよい。 
・加筆できないので教科書には向かない。 
・読書体験は厚みがあって、どこまで読んだとか、知識が空間的物理的存在にな

っているのがよい。 
・あの大きさではハンドバックに入らない。 

 
５．３．４ インタビュー分析による「紙」「電子」媒体を使う理由 

 

（１）「紙」媒体を使う理由 

①能動的な理由 
携帯電話のヘビーユーザーである若い世代からも、下記の点において積極的な紙

媒体支持の発言があった。ここでの指摘がデジタル情報量の増加に伴っての情報用

紙の消費量増加理由とも考えられる。 
・書籍、雑誌、新聞は、紙がコンテンツを内包したメディアであり、分離不可分

な対象として強い読書慣習を持っている。 
・見やすい。経験的にディスプレイだと間違いを発見しにくい。 
・紙は、メモやマーキングにより自分の所有意識が高まる。 
・一覧性があり、周辺の情報も見られる。また情報の空間的な把握（肉体言語化）

が可能である。 
・手に持つことができ、自由な姿勢、好きな距離で読むことが可能である。 

②受動的な理由 
・書籍、雑誌、新聞は、産業システム、社会システムに組み込まれて紙への印刷

物としてプロダクトされている。 
・現行のディスプレイは視認性に劣っている。また常時電源が必要で、故障によ
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りコンテンツを失うおそれがある。 
・デジタルコンテンツに金を払いたくない。 
・安い。 
・習慣。 
 

（２）「電子」媒体を使う理由 

①能動的な理由 
・豊富なデジタル情報が無料で入手できる。 
・携帯電話は生活の必需品であり、メールのやりとりが欠かせない。 
・デジタルデータになっていれば検索ができる。 
・文字（ハイパーテキスト）、静止画、動画、音などマルチメディアコンテンツを

1 台で利用できる。 
・ネットワークがつながっていれば、どこでも入手できる。 

②受動的な理由 
・百科事典などの紙媒体は重く、携帯に不便である。 
・紙はかさばる。 
・ワープロ、表計算、メールは職場で使えないと仕事にならない。 

 ・使わないと情報が入ってこない 
 
５．４ 調査分析による電子ペーパーの普及検討 
  
以上のユーザーニーズ調査と分析に基づき、電子ペーパー普及をいかに図るか、

その方策を検討する。 
 

５．４．１ 紙・電子ディスプレイ市場における電子ペーパーの位置づけ 

 

（１）今後の市場動向 

 すでにいくつかの調査でみてきたように社会の情報化は今後とも続くことから、

液晶が CRT にとって替わるなど主役交代はあるものの、当面の間、電子ディスプレ

イの需要は急伸すると予測されている。電子ディスプレイの開発に対しては、高機

能化、高精細化、省電力化、低価格化が市場からの要求事項となっている。現在、

中小型ディスプレイ市場の多くを占める液晶は今後とも性能向上が図られ、当面、

市場では優位となることが考えられる。また、今後開拓されるであろう大型市場で

はプラズマ・ディスプレイにその可能性がある。 
一方、電子ペーパーが特徴とする省電力、不揮発性、薄型、柔軟性などは、新た

なコンテンツ市場を創造する可能性を持った技術である。このため、その市場的価

値がコンテンツによって相対化されており、必ずしもディスプレイ市場における優
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位性にならない点にも注意すべきである。電子ペーパーの本質的な価値を見いだし

ていないともいえる。 
 

（２）情報利用ツールの分析マップ 

情報利用ツールや表示デバイスに求められる要素から、以下のキーワードを取り

上げて分析を試みる。 
「文字←→画像」「アナログ←→デジタル」「リライタブル・ペーパー(ReP)←→ペ

ーパーライク・ディスプレイ(PLD)」「ニッチ←→マス」「紙←→電子ペーパー」「デ

ィスプレイ←→電子ペーパー」「モバイル←→オフィス」 
これらのキーワードから２軸をとり、図(a)～(d)に示すように情報利用ツールをマ

ッピングしてみた。このような四極構造分析により、電子ペーパーの市場位置を確

認した。灰色部分は、今後商品展開が期待できる市場であり、[カッコ内]は将来的な

予測商品である。 
 

          画像                         PLD  

    テレビ        ウェブニュース        [車内広告]             [ノートパッド] 

                ケータイ           [車体広告]           

    雑誌 

アナログ                 デジタル    ニッチ                   マス  

手帳           PDA                    

    新聞・書籍                    [電子マニュアル]      

    手紙          eメール          [ICUカルテ]       [OA用紙] 

           文字                         ReP  

           (a)                        (b) 

 

         電子ペーパー                    電子ペーパー 

[テンポラリプリント]           [電子書籍]        [電子黒板]        [電子新聞] 

                [PDA]                                    

 

オフィス                モバイル  オフィス                モバイル 

OA用紙                                             電子辞書 

デスクノート          手帳            プロジェクタ         タブレットPC 

  カレンダー              辞書           デスクトップPC         ノートPC 

               紙                            ディスプレイ 

         (c)                   (d) 
図5.5 四極構造分析による情報利用ツールの分析マップ 

 



 178

(a)は、現状における情報利用ツールの位置づけである。(b)は、リライタブル・ペ

ーパー(ReP)とペーパーライク・ディスプレイ(PLD)をニッチ市場とマス市場で見た

ものである。数枚の電子ペーパーを本のように束ね、膨大な本のデジタルコンテン

ツを記録表示する究極の本（ラストブック）といった提言があるが、これはノート

パッドの将来形とみなせる。 
(c)(d)では、オフィスとモバイルそれぞれの環境において、電子ペーパーを紙とデ

ィスプレイで対比してみた。モバイル環境では、紙の辞書、手帳に対し電子ペーパ

ーでは電子書籍、PDA がある。オフィスでは、ディスプレイのプロジェクタに対す

る電子ペーパーによる「電子黒板」のようなものが想像できる。 
 

５．４．２ リライタブル・ペーパーでの普及検討 

 

 リライタブル・ペーパーは、紙の消費を減らす代替品としてイメージされやすい

が、イニシャルコストを考慮すると需要があるか不明である。現在要求される水準

以上の環境配慮や政府による法整備などによって、市場形成が行われることは期待

できる。ただし現状ではオフィスユースでの単純な利用期待だけでなく、なんらか

のサービスやシステムへの組み込みを検討する必要がある。 
今後、普及が予想されている e ラーニングでは、デジタルコンテンツによる教材・

教科書開発が行われることになる。e ラーニングコンテンツへは加筆機能を持ったリ

ライタブル・ペーパーの開発が期待される。 
 開発メーカーが想定する用途を以下に挙げておく。 
① テンポラリープリント（一時的に印刷するもの） 

・ウェブ画面の印刷、メールの印刷 
・作成途中の文書をチェック（校正）する時 
・会議資料 

   ・デスクサイドの瞬間プリンタ 
  ② 短期間使用したら、捨ててしまうもの 
    ・掲示板に貼る掲示物 
    ・工場のラインで使用する作業指示書 
    ・物流タグ 

   ・回覧板（回覧しないお知らせ版） 
・電子チラシ 

    ・即席 ID カード 
   ③ 短期間で内容表示を変えるもの 

・値札（安くする場合、タイムセール用） 
    ・表示付 IC カード 

・電子新聞 
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５．４．３ ペーパーライク・ディスプレイでの普及検討 

 
 ペーパーライク・ディスプレイにおいては、省電力、表示の不揮発性、軽量薄型

などを実現した上で、部材としてモバイル機器への組み込みなどが考えられる。電

子書籍、電子新聞がそのよい例であるが、機能が向上しても市場性があるかは別な

問題となる。モバイル環境では省電力が要求されるが、電池の長寿命化よりもディ

スプレイの省電力化の可能性が高く期待されている。 
 無線 LAN を組み込んだモバイル用ディスプレイといった、表示機能に特化した新

デバイスも期待されていた。 
 開発メーカーが想定する用途を以下に挙げておく。 

・電子書籍 
・電子新聞 
・IC カード／クレジットカード上のディスプレイ（残高や使用金額の表示） 
・携帯の外付けディスプレイ 
・病院のカルテ、工場のマニュアル等のディスプレイ 
・ドキュメントビューワー（紙表示に近い書き換え可能端末） 
・システム手帳（屋内外で見やすい） 
・パソコン表示画面 

   
５．４．４ 電子書籍などのアプリケーションでの普及検討 

 
電子ペーパーはアプリケーションに組み込まれる素材としての需要が期待され、

そのためにはアプリケーション自体の市場性が確保されなくてはならない。コンテ

ンツホルダーからの提供を促進するために、著作権処理、課金システムの簡易化、

共通化などを図る必要がある。 
さらに電子書籍が普及するためには、各メーカー相互の利用が可能なコンテンツ

ファイル形式の標準化が求められる。またコンテンツ保護技術についても互換性を

持たない各社独自のDRM（デジタル権利管理）を導入することなく一定のルールが

求められる。情報産業の分野で DRM が「独自技術による顧客囲い込みのための道

具」となっている傾向がある。この結果、コンテンツ流通の阻害要因ともなり、結

果的にユーザーの支持を得られないことが懸念される。 
DRM システムが複数であってもよいが、ユーザーのコンテンツアクセスを共通化

する必要がある。 
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５．４．５ 調査分析によるニーズと課題 

 
電子ペーパーの技術開発目標の一つが、紙に匹敵する表示特性の実現である。そ

のアプリケーションとしては本の物理的な形態を維持したハードウェアとコンテン

ツ再現の技術的解決が考えられる。しかしながら、新しいディスプレイが技術的解

決によって紙のメタフォーを再現するにしても当然のことながら限界は生じてくる。

このため期待される電子ペーパーの技術的到達点と市場投入のタイミングによって

は、その時々に得られる性能に合わせたコンテンツ開発が求められる。 
しかし「読書のプラチック（pratique：習慣行動）」と呼ばれる読書習慣の変化に

は、歴史的・文化的に見ても長い時間を要している。今日的な読書が紙からディス

プレイへ短期間に移行するとは考え難い。事実、書籍、雑誌、新聞、コミックとい

った旧来のコンテンツは、紙によって開発され洗練されてきたものである。実際、

ユーザー調査の結果を見ても、従来のコンテンツをそのまま電子ペーパー化するこ

とに対しては不満要素が強い。むしろ新しい技術によるディスプレイでは、コンテ

ンツ側が工夫して近づいていくべきである、という発言に注目すべきであり、斬新

なコンテンツへの期待ととらえることができる。 
調査分析からは従来のメディアやコンテンツ形式にとらわれずに、電子ペーパー

の特徴を 大限に生かせる製品やコンテンツの新たな提案が求められている。その

際、環境問題や省エネルギーに対する規制は電子ペーパー普及の追い風になると考

えられる。しかし、環境問題は電子ペーパーの優位性の所在であるが、これを期待

するだけでは電子ペーパー市場を保証することは不可能である。 
現在のところ情報表示デバイスとしては、紙とディスプレイ（CRT・液晶）の両

者の機能がニーズに合致して市場ですみ分けており、将来的にも両者の市場におけ

る優位性・占有率が急速に衰えるとは考えにくい。一方で、電子ペーパーに対する

「夢」や「期待感」からの未来像は、すでに何度となく繰り返され描かれてきてい

る。このような新しいコンセプト提示の段階は終わり、具体的なニーズや市場競争

力から商品開発を目指す段階へと移ってきている。 
課題としては、電子ペーパーが「ディスプレイで十分」あるいは「紙で十分」な

現状から脱皮する、本質的な価値を創造するための検討や議論が残されている。紙

でできること、またはディスプレイでできることに対して、電子ペーパーに移行す

るための必然性、あるいは優位性を、環境変化だけに求めず創出していく必要があ

る。 
電子ペーパーが普及するためには、現在の情報表示デバイスに対して、「期待値」

に匹敵する市場が本当に見込めるのか、希望的観測に惑わされない分析が求められ

る。本章での調査分析によると、電子ペーパーが必ずしもマス市場になるといった

明確なニーズは抽出できなかった。また商品が市場に投入されていない現段階では、

ニーズ調査から開発方向をキャッチアップすることはできなかった。 
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一方、ニッチ市場ではあるが、電子ペーパーならではの市場優位性と、そこでの

ニーズは現段階で確認できている。当面、電子ペーパーの商品化は、このニッチ市

場をターゲットとして投入し、その反応や市場動向を直ちに分析しつつ、次の展開

を図ることが求められる。この方針に基づき、次章では具体的な過去の事例を分析

し、ニッチ市場から商業性を獲得するためのロードマップを描いてみる。 
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電子ペーパーに関するグループインタビュー 事前質問用紙 

 
記入年月日      年   月   日 

記入者 学籍番号           氏名            性別 男・女 

１．普段活用しているメディアについて教えてください 
メディア 主なコンテンツ／用途 重要度 

（高←→低） 

テレビ  5・4・3・2・1 

携帯電話（通話）  5・4・3・2・1 
携帯電話（メール）  5・4・3・2・1 
携帯電話（i-mode など）  5・4・3・2・1 
固定電話  5・4・3・2・1 
インターネットのメール  5・4・3・2・1 

Web（ブラウジング）  5・4・3・2・1 

Web（掲示板）  5・4・3・2・1 

Web（その他）  5・4・3・2・1 
新聞  5・4・3・2・1 
週刊誌  5・4・3・2・1 
月刊誌  5・4・3・2・1 
書籍  5・4・3・2・1 
音楽CD  5・4・3・2・1 
ラジオ  5・4・3・2・1 

DVD/Video  5・4・3・2・1 

ゲーム  5・4・3・2・1 

その他１（     ）  5・4・3・2・1 

その他２（     ）  5・4・3・2・1 

その他３（     ）  5・4・3・2・1 

 
２．質問１で挙げたものを除き「紙」以外のものに印刷・表示されている情報（文字，図形）と

して思い浮かぶもの（たとえば教室の黒板，食品のラベル，看板など）を思い付く限り挙げてく

ださい。 
・ 
・ 
・ 
・ 
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３． 普段，情報を記録，伝達するツールとしての「紙」をどのように使っているかを思い起こし，

利用シーンを挙げてください。（たとえば手帳，ノートなどについて） 
・ 
・ 
・ 
・ 

 
４．パソコンやテレビのディスプレイでは見づらい，合わない，使いづらいと思うコンテンツを

挙げてください。 
・ 
・ 
・ 
・ 

 
５．紙のメディアでは見づらい，合わない，使いづらいと思うコンテンツを挙げてください。 
・ 
・ 
・ 
・ 
 

 
６．パソコンやテレビの液晶ディスプレイと電子ペーパーはどのように違うと思いますか。 
・ 
・ 
・ 
・ 

 
７． 後に電子ペーパーを使うと便利になりそうなメディア，コンテンツ，ツールがあれば挙げ

てください。 
・ 
・ 
・ 
・ 

お疲れ様でした，グループインタビューの時にはこの用紙を持って参加してください。 
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第６章 事例に見る普及シーン 

 

概要 

６．１ 先行商品の事例研究 

６．２ メディアとしての普及シーン 
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第６章 事例に見る普及シーン 

 

概 要 

 
 電子ペーパーが広く普及するには、技術の高機能化だけではなく、社会的な要求

の中でメディアに組み込まれていく必要がある。先行商品の事例研究を行い、これ

により市場投入のロードマップを描き、普及シーンのシナリオを描いてみる。 
 

６．１ 先行商品の事例研究 

 
この節では、新規技術を核にした新製品・サービスの導入プロセスについて考え

る。成功した事例として、エンターテイメントロボット(AIBO)、ハイブリッドカー

（プリウス）について、失敗した例として、パーソナルハンディホンシステム（PHS）、
電子書籍（デジタルブック）について取り上げ、成否を分けた原因の分析から、電

子ペーパーの市場投入時に考えるべき項目について考察する。 
 
６．１．１ 事例1：エンターテイメントロボット(AIBO) 

 

（１）製品概要 

1999 年 6 月、AIBO、ERS-110 はインターネットを通じてのみ発売された。当時

大変話題になり、日本向けに用意された 3000 台はたった 20 分で完売したといわれ

る。その後、しっぽの長さや、耳の形など微妙に変わった量産型の ERS-111。CPU
の動作速度など基本性能をアップしたライオン型の ERS-200 シリーズ、小熊のよう

な親しみやすいデザインと価格を実現した ERS-300 シリーズ、より高度なパターン

認識機能を実現し、自律行動の能力を高めたERS-7 が発売されている。 
SONY では、AIBO を家庭用ロボットとして「実用的でなくても、おもしろい、

楽しいというロボットがあってもいいのではないか？」、「ロボットが家庭に入り人

間と暮らすことで、新しい文化や産業が生まれるのではないか」という発想のもと

に、趣味・娯楽を目的とした新しい分野のロボットと考えて開発している。 
 

（２）機能・特徴 

第 1 世代の AIBO である ESR-110 は、64bit RISC プロセッサ、16MB のメイン

メモリを搭載し、頭、足、腰、尻尾の合計 18 自由度の可動部と温度、加速度、赤外

線など 6 種類のセンサー、CCD カメラ、マイクを備え感情、本能、学習機能（AI）、
成長機能を実現している。 

ESR-110 は「自律モード」「パフォーマンスモード」「ゲームモード」3 種類の動
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作モードをもっている。「パフォーマンスモード」「ゲームモード」は、AIBO を音

声による遠隔操作を行うだけなので、４足歩行するということを除けば、ラジコン

の自動車と同じである。 
各種センサーと AI を組み合わせた「自律モード」においては、AIBO 自身を自律

的に行動させることができる。ただし自律的に動く AIBO がすることは、4 足歩行、

座る、のびをする、鳴く、倒れたら起き上がる、寝た状態で四股を動かすなどの動

作をバッテリーが尽きるまで繰り返すだけであった。 
 
（３）商品展開と訴求力 

ERS-110 の価格は 30 万円強、当時発売されていたハイエンドのノート PC に匹敵

する価格であったが、産業用でも玩具でもないロボットとして家庭に入ってきた初

の製品として市場に迎えられた。 
もともとエンターテイメント用として開発された AIBO の機能にはおおよそ仕事

や生活に役立ちそうな機能はひとつもない。搭載されたコンピュータも人間の音声

を認識することはせず、CCD カメラは明るさや色しか判別しない。人工知能といっ

ても高度な学習能力を発揮するわけでもない。このように AIBO に搭載された個々

の技術は高度ではあるが、搭載可能な CPU の能力、ボディサイズや稼働時間などさ

まざまな制約のなかで実現されたものであった。 
しかしながら、マンガや映画のなかでしか存在し得なかった「ロボット」という

機械が、目の前で自律的に歩行し、反応するということに対し、人々は AIBO に未

来を感じたのだ。また価格が高かったこと、発売台数が少なく、先着、あるいは抽

選でしか購入できなかったことによって、AIBO を「所有」（あるいは「飼育」）す

ることにプレミアム的な価値を与えることにもなった。 
 
６．１．２ 事例2：ハイブリッドカー（プリウス） 

 

（１）製品概要 

1997 年 10 月、ガソリンエンジンと、電気モータの両方を搭載したハイブリッド

カーの量産型第 1 号としてプリウスが発売された。地球温暖化など環境問題への関

心が高まりから EV（電気自動車）、ガソリン代替燃料、燃料電池車、水素自動車な

ど、自動車に対する環境技術が注目されていたが、どれも技術的問題、あるいは社

会インフラの点で問題を抱えているものが多かった。 
しかしプリウスはガソリンエンジンを残し、さらに２次電池と電気モータを搭載

することで画期的な燃費の改善と排出ガスの低減を実現した。これは環境問題に対

する現時点で実行可能な解答として大きな意味があった。しかもトヨタは先進的な

技術を搭載したこのプリウスを実験車としてでなく、実際にユーザーの手元に届く

市販車として実現したのである。 
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（２）機能・特徴 

ハイブリッドシステムは、従来型のガソリンエンジン車に 2 次電池と電気モータ

を搭載した EV（電気自動車）である。しかしエンジンパワーや回生ブレーキを使っ

て２次電池を充電するため、充電のための特別な社会インフラを必要とせずに、従

来の車と同じようにガソリンを補給するだけで走り続けられる点が画期的であった。 
また加速時には、ガソリンエンジンと電気モータの両方を使い、燃費はガソリン

車のほぼ 2 倍を実現している。さらにトヨタは、エスティマ、クラウンなど他の車

種にもハイブリッドシステムを展開している。税制上の優遇措置を受けることがで

きる点も、ハイブリッドカーの普及に追い風となっている。 
 

（３）商品展開と訴求力 

ハイブリッドシステムは、ガソリンエンジンと電気モータの両方を使い走行する

だけでなく、2 次電池の充電もする複雑な機構を備えたシステムである。このシステ

ムの動作は通常の消費者が理解できる内容ではない。 
しかし画期的な燃費の改善と排出ガスの低減を独創的な方式によって世界で初め

て実現したという点をアピールすれば、ハイブリッドシステムの有効性は誰にでも

容易に了解できる。さらに車体のデザインも従来の自家用とは違えて効率的なパッ

ケージングを実現して見せた点も、技術の先進性、独自性を訴求する車にふさわし

いものであったといえよう。初代のプリウスは累計販売台数 12 万台を超え、 近行

われたモデルチェンジによってさらに販売台数を増やしていくものと思われる。 
 
６．１．３ 事例3：パーソナルハンディホンシステム（PHS） 

 

（１）製品概要 

1995 年にドコモ、DDI ポケット、アステルの 3 社がサービスイン。もともと PHS
は、簡易型携帯電話としてではなく、家庭用コードレス電話の端末を外でも通話で

きるようにするとのコンセプトで企画されたものであった。そのため、家庭用電話

機の子機として利用できる、バッテリーライフが長く、端末も小型化できる、通話

品質が高いなどの電話機として基本特性を持つが、それ以外に高速データ通信が可

能、基地局を経由せずに端末間で通話ができるトランシーバ機能、基地局のカバー

エリアが狭いことを利用した端末位置通知機能など、携帯電話にはない機能を利用

することができる。 
携帯電話と比較し、端末の価格、通話料ともに安価であったため、簡易型あるい

は廉価版の携帯電話として期待されたが、サービス開始当初はアンテナ設置数が少

なく、大都市圏以外はサービスを受けることができなかった。さらにサービスエリ

アとして公表されている地域であっても通話できないことも多く、ユーザーの期待

を裏切る結果となってしまった。また携帯電話にはないさまざまな特徴を備えてい
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るにも関わらず、それら特徴を生かした製品展開が弱かったことも災いし、ユーザ

ー数は計画通りに増えなかった。2002 年にはアステルが PHS 事業から撤退してい

る。 
 
（２）機能・問題点 

近の携帯電話では、カメラ付き端末が増える傾向にあるが、これまでは端末の

小型化、通話品質の向上、バッテリーライフの延長、データ通信機能の追加などに

取り組んできた。これは、もともと PHS 端末が持っていた機能である。このことか

らもわかるように PHS 端末は、自動車電話から発展してきた携帯電話の欠点を改善

するために、システムごと新規に開発したものとみなすことができる。 
PHS には携帯する電話機として必要な機能は充分に備わっており、不都合な点は

なかったのである。逆に携帯電話と比べていくつもの優位点を持っていたはずであ

った。しかし、利用者、特にビジネスユーザーの支持を得ることができず携帯電話

に取って代わることはなかった。さらに携帯電話の通話料値下げによって、PHS の

コスト的なメリットも次第に薄れていくことになる。 
 

（３）利用者の支持を得られなかった原因分析 

PHS が利用者の支持を得られなかった原因として、サービス開始当初の悪いイメ

ージが払拭できなかったことを挙げることができよう。PHS が新規の技術である点、

携帯電話に対するアドバンテージをアピールすることができず、逆に基地局の数や

カバーエリアの狭さからの欠点が強調されて伝えられた。 
PHS サービス開始当時の携帯電話は、イニシャルコスト、ランニングコストとも

に高く、ある種のステータスを示す役割も残っていた。そこに PHS を安い携帯電話

としてだけ売り込んで行ったため、ステータス性も無く、欠点の目立つ電話とのイ

メージがついてしまった。 
現在、PHS 端末には音声通話ではなくデータ通信専用として、コンパクトフラッ

シュ（CF）TypeI/II インタフェース対応の製品がある。パソコンや PDA に挿して

高速のデータ通信を行うことができるもので、サイズはコンパクトフラッシュ（CF）
カードとほぼ同等である。これはモバイル通信のヘビーユーザーに受け入れられて

いる。このような特徴的な端末がサービス開始期から早い段階で提供されていれば、

ユーザーの PHS に対する見方も違ってきたことであろう。 
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６．１．４ 事例4：デジタルブック 

 

（１）製品概要 

1993 年末、NEC からデジタルブック DB-P1 が発売された。デジタルブックは、

3.5 インチフロッピィディスクに収められた電子書籍コンテンツを小型液晶ディス

プレイを備えたデジタルブックプレーヤで表示させるものである。コンテンツはデ

ジタルブックプレーヤにフロッピーディスクユニットを接続しダウンロードする。

その後はデジタルブックプレーヤだけを持ち運び電子書籍コンテンツを表示する。

コンテンツ自体は通常のフロッピーディスクに収められているので、当時主流だっ

た NEC のパソコン PC-98 シリーズでも読むことができた。 
 

（２）機能・問題点 

デジタルブックプレーヤの大きさは、130 mm(W)×169 mm(D)×30 mm(H)、重

さ 430 g（アルカリ電池含む）、表示部 320 ドット×400 ドットのモノクロ液晶表示。

したがって本としての使い勝手、サイズや重さを文庫本と比べてしまうと電子書籍

のアドバンテージは考えにくい。電池寿命はアルカリ電池で約 4 時間、別売の充電

式の専用バッテリーパックに至っては 2.5 時間しか稼動しない。メモリ容量はおよそ

800 KB で、デジタルブック 1 枚分しかないため、出先で読みたい本を切り替えるた

めには、本体に外付けされるフロッピーディスクドライブも持ち歩かねばならなか

った。 
デジタルブックプレーヤでは、バンドルされている専用プログラムによってテキ

ストを縦書きでモノクロ液晶画面に表示させ、ページ送りやタグジャンプを行うこ

とができた。しかし搭載されていた液晶ディスプレイの解像度が低いため、表示さ

れる文字は決して美しくなく、紙の本とは比べるべくも無い。結局、デジタルブッ

クは出版側、読者側双方にほとんど優位点がなかったため、発売されたコンテンツ

数は約 200 タイトルに過ぎず、プレーヤ自体も普及しなかった。 
 

（３）利用者の支持を得られなかった原因分析 

デジタルブックは携帯性、表示品質、連続動作時間などの点で、本としての基本

的な要件を備えていたとは言い難い。それにも関わらず、「デジタルブック」という

名称で文庫本の競合製品として企画したことが、利用者の支持を得られなかった原

因として考えられる。確かに当時の技術を使って、デジタルブックを普及価格帯で

実現するためには、かなり厳しい制約があったことは想像に難くない。しかし、文

学・小説・エッセイなどを中心とした文字コンテンツで、文庫本と競合するには当

時のハードウェアで構成したデジタルブックは、あまりにもスペック不足であった

と言わざるを得ない。 
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ここで 5.1.6 項で報告した電子辞書と対比して考えてみたい。電子辞書は、辞書コ

ンテンツを半導体メモリに保持した専用ハードウェアとして普及している。この電

子辞書の基本的なハードウェア構成は、デジタルブックのそれと大きな差はない。

一方、デジタルブックは発売された当時、記憶用半導体メモリの価格も高く、高精

細の液晶ディスプレイもなかったため、電子テキストのビューアとしての基本要件

を満足することができなかった。その意味でデジタルブックは早すぎた商品であっ

たといえよう。その後、デジタルブックは囲碁関連のコンテンツビューアとして販

売が続いている。 
デジタルブックを販売当初から十分な記憶容量と表現能力、電池寿命を与え、プ

レミアム性を付加した端末として発売したと仮定したらどうなっていただろうか。

本の代替としてでなく、新しいメディアとして囲碁、将棋、マージャン、英会話、

辞書などのコンテンツを中心に、社会人向けのマルチメディアコンテンツプレーヤ、

あるいは携帯ゲーム機という位置付けとするのである。導入当初は、高価格のため

数少ないコアユーザーを対象にしたニッチ製品に留まるだろうが、半導体価格が下

がり、価格性能比が改善されていけば、低価格で豊富なコンテンツが利用できる携

帯端末となって普及していたかもしれない。 
デジタルブックのコンテンツを共通のフォーマットで流通させることが成功して

いれば、現在ヒットしているような独自仕様の電子辞書は登場する余地がなかった

かもしれない。 
 
６．１．５ まとめ 

 

エンターテイメントロボット、ハイブリッドカー、PHS、電子書籍の 4 つの製品・

サービスを例に導入プロセスと、その特性、製品の成否に関する要因等について考

察した。 
新規技術を核にした新製品・サービスの導入にあたって重要なこととしては、 
①特徴を知ってもらうことが大事、分かりやすいアドバンテージを示し、独自性

をアピールしていく必要がある 
②将来を見通した設計が大事、プレミアム性を訴えることができれば、 初は低

機能、高価格でもかまわない 
の 2 点を指摘することができよう。 
第 1 点について成功した例は、プリウス、失敗した例は PHS である。プリウスは、

先進的だが複雑なハイブリッドシステムを環境問題への現実的な解答として示すこ

とで、新規技術の優位性を示すことができた。一方、PHS は携帯電話と競合し、シ

ステムの優位性や製品イメージを明確に伝えることができず、契約者の減少が続い

ている。 



 192

第 2 の点について成功した例は、AIBO である。製品として完成したものでもなく、

高度な技術を組み込んではいても実用性は認められない。しかし将来のロボット産

業につながる 初の製品として、未来の生活を示すマイルストーンとしての意義は

大きい。一方、デジタルブックは、普及価格帯での製品構成としたため、電子テキ

ストビューアとしての基本要件を満足していなかった。しかし基本的なハードウェ

ア構成は現在普及している電子辞書のそれと大差ない。優れた製品コンセプトを生

かせるハードウェアが 初から与えられていたならば状況はだいぶ違っていただろ

う。 
たとえ技術的に先進的でアドバンテージがある製品であっても、そのアピール方

法、市場への投入方法、タイミングなど導入戦略の誤りによっては成功しないこと

も起こりえることがわかった。以上の成否を分けた原因の分析から、電子ペーパー

の普及のロードマップと、その時々の市場投入時に考えるべき項目について次に考

察する。 
 
６．２ メディアとしての普及シーン 

 

６．２．１ 社会的文化的メディアとしての普及 

 

 グーテンベルクによる金属活字印刷技術の発明が、宗教改革や科学革命を引き起

こし、近代の誕生を促したことはよく指摘される。IT 革命やインターネットの登場

をこの印刷技術の発明になぞらえて、産業の成立や社会構造の変革をもたらすとい

う論調がマスコミをにぎわしている。このような技術神話が産業不況を背景に新技

術待望論につながり、革新的技術の登場が商品市場を開拓するといった予想が安易

になされている。電子ペーパーが新技術開発製品である以上、その例外ではなく、

市場からの期待を担いがちである。 
 事実、出版界でも、電子書籍の読書端末は電子ペーパーの有力な応用アプリケー

ションと想定される。今年になって電子出版関係者や一部文化人の間で、電子ペー

パーの製品化が電子出版市場のテイクオフを決定づけるかのような発言が繰り返さ

れている。 
 しかし、社会変革はもとより、メディアの誕生をとっても時代の成熟や社会背景

抜きには成立していない。 近のメディア論の諸研究では、技術がメディアをもた

らすという技術決定論ではなく、社会的文化的な文脈の中でメディアが成立したと

いう社会構築論の視座にたっている。電話、ラジオ、テレビ、そのいずれも今日あ

る形にはじめから想定されて開発されてきたわけではない。市民（citizen）が利用

し、社会が要求する中で技術をもとにメディアに誕生している。 
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 新技術を基盤としたコンシューマー商品を販売する際には、 初の段階で消費者

が商品イメージを持っておらず、手探りでの市場投入になりがちである。この結果、

有力な商品に育つ間、トライアンドエラーの繰り返しになる。社会的な視点に立て

ば、この間に人々（消費者）が新商品を育てていることになる。  
電子ペーパーを利用したアプリケーションが市場に受け入れられるには、このよ

うな社会的、文化的な要因を検討しなくてはいけない。具体的には商品の市場投入

時期の段階を設定し、各段階での商品コンセプトの切り替えをはかる必要がある。 
 
６．２．２ 普及シーンの想定 

 
この項では、電子ペーパーの普及に向けたロードマップの案を提案する。前節で

述べた新規技術導入のケーススタディに基づき、電子ペーパーの普及は、第 1 期（導

入期）、第 2 期（展開期）、第 3 期（普及期）の 3 段階を経て行うことを提案する。 
 

 
図6.1 

矢口博之『2003年度創造工学研究室卒業研究』東京電機大学，2003 

 

６．２．３ 第１期導入期 

 
第 1 期（導入期）については、社会一般に向けて電子ペーパーとはどんなもので

あるかに対するイメージを確立することを目標とする。 
電子ペーパーのイメージ形成戦略は次の 3 段階を経て行う。 
第 1 段階：認知してもらう 
第 2 段階：利用してもらう 
第 3 段階：所有してもらう 

認知してもら

利用してもらう 

所有してもらう 

特定産業分野へ

の展開期

マスマーケットで

の普及期 

電子ペーパー

の利点，欠点を

踏まえた上で，

独自性，優位

性が発揮でき

る分野に向け

て商品化

新規コンテンツ開発 

メディア特性の向上

ビジネスモデル構築

統一フォーマットの導入

本 
マンガ 
辞書 
新聞 
広告 
文書 
その他 

電子ペーパー導入期 
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導入期全体について言えることだが、メディア戦略も欠かせない。この時期、ニ

ュース番組や近未来のドラマ、映画などで電子ペーパーを PR していくことも重要

である。電子ペーパーの開発技術者の方々には積極的にメディアの取材を受けてい

ただけるようお願いする。 
 
（１）導入期：第１段階「認知してもらう」 

導入期の第 1 段階「認知してもらう」では、電子ペーパーという名称自体と、今

までの技術では不可能であったことが実現できる新技術であるということを、社会

一般に対して認知してもらう。たとえば街頭広告の垂れ幕、スポーツイベントでの

横断幕の表示内容を切り替えて見せるなどを想定している。 

 

 
レーシングカーやラッピングバスでは、走行中に表示を切り替えるなど非常にわ

かりやすいことをやって見せ、電子ペーパーに対する注目と関心をひきつけること

ができるだろう。ここでは今までできなかったことができる期待の新技術が登場し

たということをアピールすることが肝心である。 

 

 

（２）導入期：第２段階「利用してもらう」 

導入期の第 2 段階「利用してもらう」では、電子ペーパーの独自性、優位性が明

白な分野に試験的に導入し、電子ペーパー製品に対するプレミアム性、先端性を印

象付ける。たとえば旅客機内における情報サービスやクリーンルームにおける情報

サービスが適しているだろう。 
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では、旅客機における情報サービスをトレースしてみよう。まず搭乗時に新聞や

雑誌を受け取る。着席後、救命具や酸素マスクの操作説明を受ける。離陸後しばら

くすると機内食の献立が配られる。飛行中は、映画やニュース、音楽などのサービ

スをうけることができる。機内誌は単なる情報サービスとしてだけでなく、通信販

売カタログとしての役割も重要であろう。 
これらの情報サービスを電子ペーパーを使ったシステムで置き換えると、さまざ

まな利点が得られると考えられる。乗客に対し多言語の情報サービスが可能である。

雑誌や新聞の品切れが発生しない。紙ごみも発生しない。機内誌の印刷コストがか

からず、内容のアップデートが容易で、客層ごとにポイントマーケティングも可能。

航空会社としては、 新技術を導入したことを PR できる。また当初はビジネスク

ラス以上に限定的に提供することで、電子ペーパーの技術イメージにプレミアム性

を付与することができると考えられる。 
つぎに半導体、バイオ関連企業のクリーンルームに PET フィルムをベースにした

リライタブル・ペーパーを導入することを考えてみよう。リライタブル・ペーパー

自体を除菌、クリーニングした後、クリーンルームに搬入する。リライタブル・ペ

ーパーは、クリーンルーム内で繰り返し利用されることになるので、一度搬入すれ

ば廃棄されるときまで外界と一切接触することはない。繰り返し利用するのでゴミ

も出ない。PET フィルム仕様なので、埃の発生がなく、紙に比べれば薬品や水に強

い。プリンタに滅菌機構を組み込んで運用すればクリーンルーム内の環境を保つの

に有効など、さまざまな利点が考えられる。 
また 先端の半導体、バイオ関連企業に提供することで、電子ペーパーの技術イ

メージに先端性を、さらに加えることが期待できる。 
 

（３）導入期：第3段階「所有してもらう」 

導入期の第 3 段階「所有してもらう」では、第 1 段階、第 2 段階で形成されたイ

メージを製品の形で一般に向け市販する。 初の製品としては、映画「スタートレ

ック」に登場するパッドのような極薄型 PDA をノートパソコン並みの価格で投入す

ることが想定できる。この製品は情報デバイスとしては破格の価格でありプレミア

ム性、先端性を表現した製品として企画する。ここで用いる電子ペーパーの技術は、

現状のものであってよいが、ユーザーグループの形成や手厚いアフターフォローを

行うものとする。 
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６．２．４ 第 2期展開期、第3期普及期 

 
（１）第2期：展開期 

第2期の展開期では実用化が可能な特定産業分野へ電子ペーパーを展開していく。

第１期第２段階で行った試験導入の結果を踏まえ、さらに使いやすく改良された電

子ペーパーを普及させていく。また第3段階につながる環境整備と技術開発を行う。 
 
（２）第3期：普及期 

第 3 期の普及期では、従来紙メディアで提供されていた、本、マンガ、辞書、新

聞、広告、文書について代替製品を普及させる。そのためには、メディア特性の向

上、低コスト化、統一フォーマットの導入、ビジネスモデル構築などの課題を解決

していく必要がある。また電子ペーパーならではのコンテンツを開発し、提供する

ことも必要である。 
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第７章 まとめ 

 課題と今後の取り組みについて 

 

７．１ 調査活動のまとめ 

７．２ 電子ペーパーがメディアになるためには 

７．３ 今後の取り組み 
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第７章 まとめ 課題と今後の取り組みについて 

 

７．１ 調査活動のまとめ 

 

７．１．１ 電子ペーパーの概念 

 

 電子ペーパーという言葉から想起される概念は何であろうか。ここ数年電子ペー

パーがもたらす新たな世界について、それを研究開発する企業・研究技術者から発

せられ、マスコミでも大きく取り扱われるようになった。しかしながら、電子ペー

パーとは何かと問われると発信者それぞれの理想とする概念をベースに語られてき

ており、必ずしも同一であるとはいえない状況にある。これはまだ具体的に商品と

して市場に提供されていないこともあるが、単一の商品形態では定義できない広が

りのある言葉であることが理由であろう。 
 本調査研究委員会では、これまでに多くの文献や記事に掲載されてきた電子ペー

パーに関する概念を整理、分類することによりその大枠を示すよう努めてきた。 
 そこから本調査研究委員会で取り扱う電子ペーパーの概念を、 

「ハードコピーとソフトコピー機能のそれぞれの長所を併せ持つ第三のヒュー

マンインターフェース」とし、 
それを用いる人間にとって「見やすく」、「疲れない」 
その人が必要と考えたとき「内容の書き換えができる」、「内容の保存ができる」、

その人がいつでも、どこでも使えるよう「持ち運べる」、「表示エネルギーが少

なくて済む」 
といったヒューマンフレンドリーな機能的特長を持つ表示メディアとした。 
 世の中に数々存在する、情報を表示する「コト･モノ」にとって、これらの特徴が

魅力的であり、必然的なものとして受け止めていただけるよう情報発信することが、

本調査研究委員会の役割と考えた。 
 
７．１．２ ハードコピーとソフトコピーの長所を併せ持つとは 

 

 本調査研究委員会では、7.1.1 を受けて技術面の分析よりも「電子ペーパー」なる

ものをユーザーニーズから捉えることに主眼を置き、「電子ペーパー」の必然性を追

いかけてきた。「ハードコピーとソフトコピーの長所を併せ持つ」といったときに電

子ペーパーは、その名称から期待する以下の要因を分離して、各々のニーズから実

現方法を考える必要があると考えた。 
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①電子機器としての機能と利便性を活かし、紙アプリケーションでの弱点の克服   

②長年馴染んできたペーパーとしての読みやすさや理解のしやすさの、電子機器へ

の移植 

 

①については、紙の置き換えを前提にしたものであり、情報を切ったり貼ったり、

複写したり、視覚的に大きくしたり小さくしたり、またデータベースから引き出し

たりといった情報処理に関する行動を伴うものである。ディスプレイの世界では電

子辞書や、カーナビなどがその例となり、電子ペーパーにおいても、応用の重要な

部分となる。 

 電子辞書のケースを考えると、本の機能は大きく「読む」、「調べる」、「学ぶ」

の 3 つに分類でき、辞書はこのうち「調べる」にあたる。従来の紙（本）によるも

のと比較して、検索性と情報処理の点でコンピュータを内部に持つ電子機器として

の機能と利便性が強烈に発揮されたためユーザーに受け入れられたと考えられる。

電子ペーパーもなんらかの形でコンピュータと強く結びついた応用となろうことか

ら、紙と電子情報とを結んだ処理デバイスとして種々の応用領域の開拓が期待され

る。 

②については、紙は目に優しく人に対する親和性があるとの仮説が前提がある。

ここでの「見やすく」、「疲れない」という定性的な感覚と、「電子ペーパー」はどの

ように結びつくのであろうか。どういう特性が似通った傾向を示せばよいのであろ

うか。WG-1 の課題はそこにあった。 

 今年度の検証実験は、特に読書という行為をおこなった際の、疲れやすさの科学

的分析に重点を置いた。その結果、通常の使用状態、つまりディスプレイは位置固

定、用紙は手持ちとしたときは、用紙上に印刷された文章を読むことの方が、疲労

の進行が遅い傾向が検証された。しかしながら、ディスプレイを手持ち状態にする

ことによっても疲労度が顕著に低下することが確認されている。その他の関連実験

の結果を踏まえると、媒体によらず手持ちにすることが重要であり、いずれも、手

持ちにすることで疲労の進行は低減する。 
 電子ディスプレイでも軽量コンパクトな状態にして使用者が据え置きではない自

由な保持状態をとることを可能とすることにより、疲労傾向の顕著な改善がみられ

たことは、従来人間の姿勢を制約することが疲労に結びつくであろうと推測されて

いたことの裏付けになる。  

 この事実は短絡的には、従来の電子ディスプレイを軽量薄型化すれば電子ペーパ

ーの狙いの大きなところが実現するといえるが、検証実験では手持ちと固定間での

差異の大きさは媒体の違いによっても観察され、画像の明瞭さ(コントラスト)や、

画面の向きによる見やすさの違い、また持つこと自体による筋肉疲労などの違いが

あると推測している。 
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 これらは今後に残された大きな解明課題であり、人間の本来持っている性向と

道具との親和性、いわゆる「フォームファクター」が今後の研究課題となる。②で

示した狙いに対して、電子ペーパーは紙のもつ親和性を活かした、新規な提案がな

ければ、現行電子ディスプレイの継続的な技術改善の先にくるであろうものとの有

意差を出せない。 

 
７．１．３ 電子ペーパーのシーズとニーズ 

 

  電子ペーパーの開発状況は2章5節に示したごとく多くの方式が研究開発されてい

るが、基本的に微細な（画素単位）モノを一時的に何らかのエネルギーを印加して状

態変化（位置、化学構造など）させ、そのエネルギーを取り去ってもその状態を保つ

ことができ、かつ再度エネルギーを加えた場合、初期の状態に復帰できる可逆性を有

する仕掛けを施した用紙状のデバイスといえる。技術開発の内容は多岐にわたってお

り、ある方式に集約される状況ではない。本報告書をまとめている段階でも、新たな

方式の発表がなされる状態にある。  
 こういった技術の提供側からみた用途として紹介されているものは、「ペーパーラ

イク・ディスプレイ」、「電子書籍」、「モバイル型情報端末」、「電子ポスター」、「電子

掲示板」、「電子新聞」、「POP用ディスプレイ」、「公共表示」、「時刻表示」、「電子値

札」、「RF-IDタグやICカードの情報表示」、「短寿命文書プリントの代替」など数々の

応用例があげられている。これらは上記の特徴を全て兼ね備えているものもあれば、

一部の特徴を前面に押し出したものもある。その画面の大きさもまちまちである。 
 これらはハードウエアとしての視点で市場を見ているが、「電子書籍」や「電子新

聞」などは、コンテンツ作成、流通、利用に至るまでのプロセスやバリューチェーン

の大きな変革を伴うものとなることも示されている。上記の想定応用例はどちらかと

いうと、現状の置き換えに留まっているものが多い。プロセスの変革に見られるよう、

また、取り扱うものが「情報」という人間の知的活動を支えるものであることから、

新たな文化の創生まで踏み込める可能性は大いにあると思われる。その意味で「電子

ペーパー」が新たなメディアになれるかが、大きな命題となる。 
 これに対してWG-2にて実施した学生、社会人を中心とした、現状の情報メディア

に対する活用度合いのアンケート調査から特徴的な回答をまとめると、学生、社会人

を通して書籍、雑誌や紙の手帳への評価（重要度）が高く、紙や文字といった「アナ

ログメディア」に対しては世代間の評価差が少ない一方、DVDやゲームなどの「デジ

タルメディア」に対しては世代差が顕著に表れている。後者は経験してきた環境によ

る影響の違いと見ることができるが、前者における紙への信頼感は若い世代でも高い

ことが確認されている。中でも長い文章や小説などのような、文字の多いコンテンツ

に対しては「ディスプレイ」に不適と世代を通して回答している。この点は第4章2節
にて報告された実験でその一部を検証したこととなる。   



 203

これに対して「紙」に不適なコンテンツは辞書、辞典、百科事典、地図、ガイドブ

ックなどのリファレンス系とされており、7.1.2の①で指摘した点と一致している。ま

た速報性、立体表現、動画なども紙に不適としている。 

 こういった認識の基、電子ペーパーに対するイメージは、総じてマスコミで報道さ

れる「夢のペーパー」論調から導かれる「ペーパーライク・ディスプレイ」としての

期待感であり、紙の良さとディスプレイの良さを兼ね備えた7.1.2での①と②の両者を

具備したものとなる。 しかしながら、紙(本)の持ついろいろな意味での信頼感や習

慣性を打破し新たな価値を提供することは容易ではない。また前節でも述べた単なる

ディスプレイの発展形ではない電子ペーパーとしても、これまでとは違った視点が必

要となる。 

ユーザーニーズ調査では、電子ペーパーが対象としうる他のメディアについてもま

とめている。その解析にエドワード・ホールの社会的距離(密接距離、固体距離、社

会距離、公衆距離)を用いた。学生と社会人の違いとして、学生が身につけるものな

ど密接距離にあるコンテンツメディアを多く取り上げ、社会人は公衆距離にある表示

メディアを多く取り上げていた。これはそれぞれの立場で関心が高いものといえるで

あろうが、それぞれの距離によって求められるコンテンツも異なり、またメディアへ

の要求特性も異なっており、層別した分析を更に進める必要がある。例えば、 近進

展速度の高いものは携帯電話などの密接距離にあるメディアが多い。電子ペーパーの

狙いである、読みやすさ、理解のしやすさの手本となる本や雑誌も手に持つメディア

であり、読書中は極めてプライベートな空間の中にいる。携帯電話が極めて小さいに

もかかわらず個人的なメール交換に 適だったのも、密接距離メディアだったからと

も考えられる。電子ペーパーを組み込むアプリケーションデバイスやコンテンツを考

える上でこの示唆は重要である。 

 

７．１．４ 日本及び海外の電子ペーパーを取り巻く動向 

 

 電子ペーパーの普及を考える上で、ここで改めて現存の電子的表示メディアである

電子ディスプレイがおかれている状況および今後の見通しをまとめておく。IT化によ

る産業基盤の整備、社会的インフラの整備を経て、今後は生活様式の改革を進める手

段として重要なものとなっている。なかでもユーザーインターフェイスとしてのディ

スプレイは種々の使われ方に対応できるものが求められることになる。各種報告書か

ら読み取れる情報家電や読書端末に関する動向は、以下のように集約される。 

①文字情報量は急伸しており、情報収集のための情報家電が普及する。このため小

型ディスプレイ市場も拡大する。 

②情報家電の利用環境として、携帯性の点から省電力、軽量化が求められており、

その際、使用するディスプレイも省電力、軽量化などの高性能化を図る必要があ

る。 
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③携帯性のある情報家電は密接距離で使用することになり、従来型の動画を中心と

したディスプレイだけでなく、文字情報による個人利用など読書行為に適してい

る。 

④読書端末の表示装置としても、省電力で高精細、高コントラストの表示装置が望

まれる。 

⑤情報家電の普及要因としてアプリケーションの共通化・標準化をはかる必要があ

る。 

⑥電子辞書は読者に受け入れられ市場が確立されてきた。現状では電子辞書コンテ

ンツは文字中心であり白黒ディスプレイで受け入れられている。 

 

電子ペーパーの重要な応用領域のひとつが、こういった情報家電や読書端末である

とすれば、ハードウエア的には省電力、軽量、目に優しいといった点で受け入れられ

る素地は国内外においてすでに形成されつつあるとみられる。 

しかしながらWG-3の調査によると、それは先進国と発展途上国では、異なる意味

を持つようだ。 

先進国では電子ペーパー技術は目に優しいなど機能面の特性から、「読む」ことに

重点を置いた電子デバイスの開発を促すものと思われる。電子ペーパー技術と通信環

境の整備が相互に作用することで、いつでも、どこでも、知りたい・読みたい情報が

入手できる、今までにない目的・用途を持つ新デバイスの誕生が期待できる。 

これに対して、発展途上国では、主にコスト面の理由から、電子ペーパー技術が紙

を代替する新メディアに即座に応用される可能性が高い。中国における電子教科書実

験の背景に教育コストの低減化という狙いが存在することからも、その可能性を読み

取ることができる。 

紙消費量は頭打ちの状態にある先進各国よりもむしろ、今後紙消費量が伸びると

予測される地域や国においてより切実な問題になると予測される。地球環境の保護

という観点からも、なんらかの対策が求められるに違いない。  

先進国、発展途上国双方の電子ペーパーの具体的ニーズを教育分野を例に考えると、 

先進国では電子ペーパーはその機能上の特性を生かし、パソコンとは異なる用途・目

的を持つ教育用デバイスに応用されると思われ、一例として、eラーニングによる効

果的な学習を、いつでも、どこでも実践できるデバイス等への応用が考えられる。 

発展途上国では、電子ペーパー技術の成立により、教科書の電子化に向けた動きが

今後一層加速すると思われる。 

このように、教育分野に限ってみても、電子ペーパーには多様な可能性が存在する。

今後、各国の教育分野においてさまざまな形で電子ペーパー技術が活かされると予測

される。 
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７．２  電子ペーパーがメディアになるためには  

 

７．２．１ 電子ペーパーの必然性  

 

現在、情報表示デバイスとしては、紙とディスプレイ(CRT・液晶)の両者の機能が

ニーズに合致して市場ですみ分けている。今後、電子ペーパーが普及するためには、

「ディスプレイで十分」「紙で十分」な現状から脱皮し、従来のメディアやコンテン

ツ形式にとらわれずに本質的な価値を創造するための、必然性あるいは優位性の再認

識が必要である。 

読みやすさや理解のしやすさを売りとして読書端末を提供するにしても、「読書の

プラチック(pratique:習慣行動)」と呼ばれる読書習慣の変化には、歴史的・文化的に

見ても長い時間を要している。今日的な読書が紙からディスプレイや電子ペーパーヘ

短期間に移行するとは考え難い。ユーザー調査の結果を見ても、従来のコンテンツを

そのまま電子ペーパー化することはかなりの不満要素が強かった。新しい技術を活か

した、まったくのオリジナルなコンテンツを創り出すことに対して期待する声が大き

い。書籍、雑誌、新聞、コミックといった旧来のコンテンツは、紙によって開発され

洗練されてきたものであり、コンテンツのみならず紙そのものや装丁を含めた総合的

なものとして価値を感じている。故にこれらのコンテンツを電子ペーパーで再現する

ことにはユーザーは魅力を感じていない。新しい技術によるディスプレイに対しては

コンテンツ側で工夫して近づくべきであるという発言に注目すべきであり、ハードウ

エアとソフトウエアを融合した上で市場の評価を受けなければならない。 

近のメディア論の諸研究では、技術がメディアをもたらすという技術決定論では

なく、社会的、文化的な文脈の中でメディアが成立したという社会構築論の視座にた

っている。 

電子ペーパーを利用したアプリケーションが市場に受け入れられるには、このよう

な社会的、文化的な要因を検討する必要がある。その意味で、7.1.4において先進国

と開発途上国の社会的なバックグランドの違いから、アプリケーションの差を論じた

ことは有意義であった。 

また、昨今の環境問題や省エネルギーに対する規制は電子ペーパー普及の追い風に

なると考えられる。 

しかしながら、本質的な価値を見極めるにはまだまだ検討や議論が不十分と認識し

ているとともに、机上の議論だけではなく実際の普及シーンを想定しているサイト、

例えば、大学などで実際に電子ペーパーを使った授業を実施するといった実践的な調

査研究に早急に取り組む必要があると考えている。 
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７．２．２ 普及へのステップ 

 

技術の目標としては、本の物理的な形態を維持したハードウェア上のコンテンツ再

現や、紙に匹敵する表示特性の技術的解決などがあるが、新しいディスプレイが技術

的解決によって紙のメタファーを再現するにしても当然のことながら限界は生じて

くる。  

このため期待される電子ペーパーの技術的到達点と市場投入のタイミングによっ

ては、その時々に得られる性能に合わせた用途、コンテンツ開発が求められる。 

本報告書では、具体的に商品の市場投入時期の段階を設定し、各段階での商品コン

セプトの切り替えをはかる必要があると考え、そのコンセプト案を提示した。ここに

は各企業で推進できる事柄も当然含まれるが、行政の支援を受けて業界全体で実施す

べき内容も含まれる。 
 
７．３ 今後の取り組み 

 

本調査研究委員会での今年度の活動は、研究開発段階にある電子ペーパーをシー

ズ面、ニーズ面から総合的に取り扱ってきた。一部商品化が始まりユーザー評価を

受ける段階に至ったが、電子ペーパー技術が日本の産業技術力、産業競争力の発展

へ寄与できるよう、本年度の調査検討結果をベースに、全体戦略（Grand Design）
の策定や、下記に示すようなより具体的、より現実的な課題解決に重点的に取り組

み、提案できる場として本調査研究委員会の継続、発展を期待するものである。 

1．技術開発・普及戦略の構築（Grand Design）   
 2．電子ペーパードキュメントのフォーマット標準化の検討 
 3．電子ペーパーの普及を図る海外の状況を鑑み、普及促進サイトの特定および 

実用化支援 
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本調査研究委員会は、電子ペーパーといういまだビジネスモデルが漠然としてい

るにも関わらず言葉のみが先行している感がある新技術を次世代メディアと位置付

けして技術とその潜在ニーズ、環境問題などを含め総合的な視点からの現状調査と

一部実験研究を行なったものである。 
 
文字・画像情報のほとんどは現在デジタルコンテンツの形で作られており、それ

もディスプレイ画面を見ながら人により作られている。これら情報のデジタル原液

とでも言うべきものを紙へ出力すればハードコピーであり、ディスプレイで見れば

ソフトコピーになるが、同じ情報でも見る媒体により人との親和性、利便性、使い

勝手などに差があることを意識するようになった。また、ディスプレイが生活に浸

透するにつれその長所・欠点が、長い歴史を持つ情報の入れ物としての紙媒体の長

所・欠点と比較されるようになり、それぞれの長所を兼ね備えた情報媒体の出現を

願望するようになった。そのような背景が、ヒューマンインターフェースとしての

電子ペーパーと言う概念を生み出し、現状のディスプレイや紙媒体では必ずしも満

足していない、デジタル情報のより広い活用、新しい利用の仕方を創りだそうとし

ているいくつかの方向性が示唆されている。しかし、課題として現状のディスプレ

イと紙で間にあっているところに新しい情報媒体としての電子ペーパーのコンセプ

トが受け入れられ、ビジネスモデルが構築できるかと言う、これまでもやもやして

いた問題は依然として残ってはいるが、このもやもや感を解消するための今後の各

種戦略をデザインするために必要となる多くの情報がまとめられている。 
 
今回の報告書のような、電子ペーパーの持つ色々な問題点を多くの企業が色々な

立場で参加してこの様に総合的にまとまった形にしたものはおそらく世界でも初め

てではないかと考えられる。色々な業種の企業が参加したことは産業界での関心の

高さの表れであり、日本では電子ペーパーデバイス開発いわゆる Death valley（死

の谷）にチャレンジしている企業は 10 数社ある。素性の良いデバイス技術の開発と

世界の先端を行くデバイス製造技術とを結びつけて日本の国際競争力の源泉とする

ためには、この報告書が提起している問題点を整理して、それらを基に技術開発戦

略と普及戦略を構築し、それに沿った標準化戦略をデザインすることが必要である。

電子ペーパー技術も多様であり、ユーザーニーズも多様であるこの分野は世界的に
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も揺籃期にあると見られ、色々な可能性が潜在する新分野でソフトとハードを含め

た世界戦略を産官学の協力により構築し日本の国際競争力の発展に寄与できること

を願うものである。 
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