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[要約]  

 

    「平成１５年度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報告書」の要約 
 
Ⅰ 総 論 
本調査研究の成果について 

本調査研究委員会は、電子ペーパーと言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て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創られており、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出そうとしている幾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纏めら

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「死の谷」（Death Valley）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。 

 

Ⅱ 各 論 

1． 調査活動のまとめ  

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。 

 

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、本編の 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。 

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を、電子機器へ移植 

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

三つに分類でき、辞書機能はこのうちの「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

何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にある。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(紙の調査

研究グループ)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、疲れ易さの科学的分析に

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、何れも、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

易さの違い、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。  

 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「ヒューマンファクター」を起点とした道具の「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。 

 

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2.5に示したごとく多くの方式が研究開発されている。基本的

には微細な(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、物性など)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る(メモ

リー性)ように構成するか、またはエネルギー印加量の時間変化に応じてその状態を変化さ



せるかに二分される。前者はハードコピー的な発想であり、後者は現在のディスプレイの

延長線上にある。何れも用紙状媒体上に構成し、薄さ、軽さ、フレキシビリティを獲得し

ようとするものである。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。それぞれ上記

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の用途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(ユーザーニーズ及び普及シーン調査研究グループ)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4.2

にて報告された実験でその一部を検証したこととなる。 

一方で「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。 

 このような認識のもと、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、最近進展の著し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最適だったのも、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。 

 

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。 

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(海外及び国内動向調査グループ)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、電子ペーパーが紙を代替す

る新メディアとして利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。 

 

２． 電子ペーパーがメディアになるためには  

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する期待の声が大きい。 

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。 

最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。その意味において、第3章で先進国と開発途上

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。 

 

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。  

従って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。 

 

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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