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発色型情報提示手法の多色化に関する基礎検討
小泉 直也1,2,a)

概要：本研究では、発色型情報提示技術の多色化に関して取り組む。発色型情報提示は、光学的な物性が外
部刺激によって変化するクロミック素材に対して、その特性を選択的に変化させることで、デジタルファ
ブリケーションにおける表面の文様表現を拡張する技術であり、エンタテンイメントとしてのものづくり
を実現する一つの手段と考えられる。本稿では、黒色に変化するジアリルエテンを多色印刷面に塗布した
対象物に、紫外線を投影し黒色に変化し、その上に可視光プロジェクションを行うことで任意のパターン
を抜き出す手法を提案する。この手法に適した投影光等を選定を行ったところ、青色光はジアリルエテン
を発色させる場合があるため、黄色光が適しているとわかった。この手法に基づき、実際の表現に応用す
るための基礎的な知見として、色の部分的抽出や解像度の調査を行った。
キーワード：発色型情報提示、デジタルファブリケーション、ジアリルエテン
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Abstract: In this research, we study abour multicolorization of color-forming display. Color-forming display
is a technique to extend the representation of the surface pattern in digital fabrication by selectively changing
the characteristics of chromatic material whose optical physical property changes by an external stimulus.
It is considered to be a future entertainment application. In this paper, we propose a method of extracting
arbitrary patterns by projecting ultraviolet rays onto an object coated with black diallylethene on a multicolor printed surface, turning it into black, and performing visible light projection on it. Our experiment
reveals suitable light for this method. As a result, it is found that yellow light is suitable because blue light
may colored diallylether. Based on this method, we prototype partial extraction of color, and investigate the
resolution.
Keywords: Color-forming display, digital fabrication, diarylethene

1. はじめに
コンピューティングと実世界制御技術の融合技術である

デジタルフェブリケーションの基礎技術の開発として、モ
ノの表面の文様をコントロールする技術である発色型情報
提示技術の基礎検討を行う。

デジタルファブリケーション技術の進展によって、ものを

発色型情報提示とは、実物体表面にクロミック素材を塗

作ること自体がエンタテイメントとして成立することが考

布し、そこにエネルギーを加えることで光学的特性を変化

えられる。すでにレーザーカッターや 3D プリンタは製造

させることで、視覚情報提示を行う技術である。クロミッ

業に限定されたものではなく、渋谷のカフェに置かれる程

ク素材とは条件によって可逆的に色彩が変化する素材であ

度にオシャレなアイテムになりつつある。著者は、デジタ

り、何回でも繰り返すことができる特徴がある [1]. この素

ルファブリケーションによって実現できるデザインが増え

材を対象物体の表面に塗布し、コンピュータ制御によって

ていくことで、今後益々ものづくりがエンタテイメントと

局所選択的にエネルギーを投影することで、実物体の色そ

して成立していくものと考えている。そこで本研究では、

のものを変更するような表現を実現できる。しかし現状で
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はその色彩のコントロール技術には不十分な点が多い。そ
こで本研究では発色型情報提示の多色化に関して取り組
んだ。
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パターンを印刷し、その上にインクを塗布することで多色

2. 関連研究
2.1 視覚情報提示技術の分類
視覚情報提示には、対象が光を発する発光型と、環境光
を反射させる発色型の情報提示がある。一般的なディスプ
レイは RGB の発光を組み合わせて視覚情報を設計する。
具体的には有機 EL や LED、LCD などの様々なディスプ
レイ技術があり、モニターやタブレットなど様々な情報提
示技術に応用されている。しかし、これらの情報提示は平
面に限定されている。一方で、プロジェクタを用いた投影
型 AR は立体物などへも適応可能である。投影型 AR の技
術的課題としては、投影箇所と投影情報の位置合せがある。
特に投影対象が動いてしまう場合、投影位置を常に物体の
位置に合わせて更新する必要が生じる。
発色型情報提示は、情報提示機器の表面の反射特性を変
化させることで、情報を提示する技術である。具体的には、

e-ink などの反射型ディスプレイが挙げられる。これらは、
情報提示面のインク粒子の状態をコントロールすること
で、反射する情報を書き換える技術である。これらも発光
型と同様に平面のディスプレイに用いられることが多い。
発光型情報提示における投影型 AR にあたるものが、発色
型情報提示技術である。対象物にクロミックインクを塗布
しておき、そこにエネルギーを加えることで光学的特性を
変化させ、視覚提示として用いる情報提示技術である。こ
れは一度エネルギーを与えて書き換えてしまえば、書き換
えた情報を保持することができるため、持ち歩くことなど
ができる。つまり、投影型 AR のように移動に対して常に
トラッキングする必要がない点がメリットになっている。

2.2 発色型情報提示

を生成する手法が提案されている [5]。しかし、これらの
サーモクロミックを用いた手法は、加熱及び冷却に大きな
エネルギーを必要としてしまう課題がある。
フォトクロミック素材にも、退色の緩やかなジアリルエ
テンと、退色が早いスピロピランがある [6]。橋田らはスピ
ロピランを用いた情報提示技術の開発を行った [8]。さら
に西村は、UV プロジェクタとスピロピランクロミックイ
ンクを用いた多色化の研究を行った [9]。しかし、これらは
一般的なプロジェクタではなく、紫外線を選択的に投影す
る UV プロジェクタを使用する必要がある。また、スピロ
ピランは退色が早いため、情報が定着しないという課題も
ある。一方で、ジアリルエテンは、可視光で退色し、紫外
光で発色するうえに、退色が緩やかである。そこで、本研
究では市販されている可視光プロジェクタを用いて多色の
発色型情報提示をジアリルエテンを用いて実現することを
検討した。

3. 提案手法
本研究では、ジアリルエテンインクをベースに多色の発
色型投影手法を提案する。ジアリルエテンの特徴として、
紫外線で発色し、可視光で消色できる特徴がある。そこで、
下記の流れで選択的に発色をコントロールする。

( 1 ) 物体の表面を黒色フォトクロミックインクで覆う。
( 2 ) 紫外線を照射し、対象物全体を黒色に変化させる。
( 3 ) 可視光プロジェクタで対象物の任意の位置を消色する。
黒色に変化するジアリルエテンを、３ D プリンタ等で製作
した対象物の表面を CMY 等のカラーパタンに塗布し、部
分的に色彩を取り出すことによる多色の発色型情報提示を
目指す。図 1 手順を示す。

発色型情報提示は、実物体表面にクロミック素材を塗布
し、そこにエネルギーを加えることで光学的特性を変化さ
せ、視覚提示として用いる情報提示技術である。クロミッ
ク素材とは条件によって可逆的に色彩が変化する素材であ
り、何回でも繰り返すことができる特徴がある [1]。具体的
な素材として、熱によって変色するサーモクロミック素材、
紫外線によって変色するフォトクロミック素材がある。
図 1

サーモクロミック素材には、非安定型と双安定型の素材

変色プロセス

Fig. 1 procedure

がある。非安定型は、温度によって徐々に色彩が変化する
素材であり、辻らのペーパーコンピューティングの研究 [2]
などに活用されている。一方、双安定型のサーモクロミッ
ク素材としては、65 ℃で消色し、-20 ℃で発色するフリク
ションインクが知られている。Saakes らは双安定型のイ
ンクを用いて、何度でも描画可能なデジタルファブリケー
ション技術 Shader Printer[4] を提案している。しかし、本
技術は発色と消色のコントロールのみであり、複数の色彩
の表現が不十分であった。これに対して、対象物にカラー
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4. 試験的実装
4.1 対象物の試作
可視光で消色するフォトクロミックインクは、山田化学株
式会社の樹脂液（PMMA ＋混合溶剤）に、フォトクロミッ
ク材料（TAP-0054, TAP-0033, TAP-0073）を溶かして使
用した。樹脂液とフォトクロミック材料の比は、橋田らの研
究 [6] を参考に、DAE 材料 150mg（溶質）を 18.53wt/wt%

2

Vol.2018-EC-47 No.1
2018/3/16

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

の PMMA 溶液 5.4g(溶媒) で溶かした溶液を使用した。混
合比率に関しては、Iwai らの研究 [10] を参考にし、PSP-54

(20%), PSP-33(22.5%)、PSP-73(57.5%) で混ぜ合わせた。
溶剤及び溶質を、マグネチックスターラーで 5 時間以上撹
拌を行ったものを塗料として用いた。また、カラーパター
ンをインクジェットプリンタ EPSON PX-S05 を用いて、
サンワサプライのインクジェット両面印刷紙・超特厚 (厚
み 0.335 ± 0.03mm) に印刷し、塗布対象とした。ここに、
バーコーダー (ケニス製, φ 6, 線径 0.50 mm ) を用いて、
図 3

製作した塗料を均一に塗布した。

UV LED による UV 照射時間と L*の変化

Fig. 3 Relationship between L*

4.2 予備実験 1:黒色インクによる背面色の遮蔽

time

value and UV projection

by UV LED

フォトクロミックインクが十分に可視光を吸収し、カラー

に、CMY によって Lの値に違いがあり、黒が十分には出

パターンを遮蔽することを確認する。同時に、紫外光源の

ないことが分かった。但し、UV LED を密着させた色彩変

評価も行った。フォトクロミックインクが十分に黒色にな

化を目視で確認した際には、黒色が十分に出ており、今後

らなければ、下層の色彩の影響を受けてしまうため、幾つ

更に強力な光源によって黒色の実現ができると考えた。

かの光源を用いて、最も明度の変化が十分に大きいものを
選択することにした。実験に使用した紫外光源は、254nm

4.3 消色装置

のハンディー UV ランプ (アズワン SUV-16, 紫外線放射強

本研究では紫外線プロジェクタではなく、流通量が多い

度 2020 µ W/cm2 ), 400nm LED アレイ (OSSV5111A 400

可視光プロジェクタを用いた。プロジェクタとして BenQ

nm / 30 mA), 365nm LED アレイ (NS365L5RFS 365 nm

の MH534( 投影距離 1.81m 以上, 輝度 3300lm, コントラ

/ 25 mA), を用いた。カラーリーダー (CR20, コニカミノ

スト比 15000:1 ) を用いた。凸レンズをプロジェクタの投

ルタ) を用いて、UV 照射後の色彩変化を計測した。縦軸に

影レンズ前方に置き、投影距離を短くすることで、スク

心理計測明度 Lを、横軸に時間を置いたものを図 2, 3 に示

リーン面の輝度を極端に高くすることにした。実装したシ

す。下層面のカラー C,M,Y のそれぞれに対して実施した。

ステム構成を図 4 に示す。投影距離はピントが最も合って
いると目視で確認した 21cm とした。

図 2 ハンディランプによる UV 照射時間と L*の変化

Fig. 2 Relationship between L*

value and UV projection

図 4

システム構成

Fig. 4 System diagram

time UV lamp

図 2 は、ハンディ UV ランプ を用いた実験結果である。

4.4 予備実験２:投影色の選定

CMY によって Lの値に違いがあり、黒が十分には出ない

フォトクロミックインクの消色に最適な投影光の選定を

ことが分かった。また、ここでは２回塗りも合わせて比較

行う。本研究で使用するフォトクロミックインクは紫外線

を行った。C1, M1, Y1 が CMY それぞれの色の上で黒色

で発色し、可視光で消色するが、その光スイッチング機能

を発色させた際の様子である。C2, M2, Y2 は同様に２回

の発現する波長は物性によって異なると考えられる。使用

塗りに関する結果である。結果から、２回塗りの方が黒色

するプロジェクタに対して紫外線強度計 (UV-340C, 感度

が強いことが分かった。そこで、UV LED での実験では、

290 ∼ 390 nm ) で紫外線量を計測したが、検出すること

2 回塗りのサンプルを使用した。

はできなかったため、390nm 以下の紫外線は十分にカッ

図 3 は、UV LED を用いた実験結果である。先と同様
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トされていると考えられる。しかし、予備実験１の結果
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からも分かるように、400nm の光線に対してもフォトク

4.5 予備実験３:消色時間の計測

ロミックインクは十分に反応する。そこで、可視光プロ

フォトクロミックインクの消色に必要な時間の計測を行

ジェクタから、カラーパターンを投影し、その時の変色

う。予備実験１と同様に計測を行い、発色状態からの色彩

量を確認し、色彩の変化を確認した。投影した色彩のパ

の変化を計測した。結果をグラフ 8 に示す。これより、黄

タンは、R(255,0,0), G(0,255,0), B(0,0,255), C(0,255,255),

M(255,0,255), Y(255,255,0), W(255,255,255), K(0,0,0) で
ある。図 5 に投影した光を示す。

図 5 投影したカラーパターン

Fig. 5 Projection Color Pattern to select erasing light

図 8

有発色にカラーパターンを投影した際の心理計測明度の変化

Fig. 8 Changes in L* when color patterns are projected on
Black

実験では、まず無発色状態の対象物にカラーパターンを
投影し、その時の色の変化を計測した計測方法は予備実験
１と同様である。心理計測明度の変化の様子を図 6 に、３

色や緑による消色が最も効果的であった。そこで本研究で

分後の対象物の色彩変化の様子を図 7 に示す。

は黄色発光で消色することにした。

5. 評価
製作したサンプルと、提案手法を用いて、シアン、マゼ
ンダ、イエローの部分消色し、C,M,Y を描画した様子を図

9 に示す。シアンは特にコントラストが低く発色が不十分
であるが、各色について消色によってパターンが浮かび上
がっていることが確認できた。

図 6

無発色にカラーパターンを投影した際の心理計測明度の変化

Fig. 6 Changes in L* when color patterns are projected on
White

図 9

シアン部分を消色して発色させた C, マゼンダ部分を消色して
発色させた M, イエロー部分を消色して発色させた Y

Fig. 9 C on Cyan part, M on Magenta part and Y on Yellow
part

さらに、プロジェクタの投影による色彩の変化の解像度
図 7 カラーパターンの投影によって変色した様子

に関して調査した。プロジェクタで細い Y を投影した場合

Fig. 7 Colored sample by color pattern projection

の結果を示す。最も細い線として 0.4mm の線を描画する
ことができた。描画の様子を図 10 に示す。

グラフ及び写真より、青の含まれている B,C,M,W が発
色していることが分かる。特に B を投影した際に明度が減

これらを踏まえ、本システムを用いて、マゼンダの花を
描画した。その様子を図 11 に示す。

少しており、B によって一部のフォトクロミックインクが
発色してしまうことが分かった。また、青の含まれていな
い Y, R, G は明度の低下が見られなかったため、発色を生
じないことも分かった。
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5.1 考察
現状の実装上の課題として、ジアリルエテン溶液の塗布
の不均一性による色彩ムラなどの実装の安定性の向上が挙
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案と基礎的な調査を行った。発色を光スイッチングするた
めに、退色の遅いジアリルエテンを用いた。具体的な手順
として、まず物体の表面を黒色フォトクロミックインクで
覆い、そこに紫外線を照射することで対象物全体を黒色に
変化させ、最後に可視光プロジェクタで対象物の任意の位
置を消色する手順を検討した。紫外線光源としての選定を
行ったが、光源による差はあまり見られなかった。消色の
ための投影光として青色を含んだ光を投影すると、一部の
ジアリルエテンが発色することが確認できた。一方で、赤
や緑であれば消色のみの反応であることが分かった。そこ
で、青を含まない赤と緑の光（黄色）で消色をすることにし
図 10

細線の描画

Fig. 10 Thin Line( about 0.4 mm )

た。提案手法によって、C, M, Y の各色の抜き出しを行っ
た。0.4mm 程度の細かいパターンが抜き出せるものの、コ
ントラストが高くないという課題が確認できた。今後は、
位置合せ技術等を組み合わせてデジタルファブリケーショ
ン技術としての機能の限界を明らかにしていきたい。
謝辞 本研究は科研費（16H01666）の助成を受けたもの
である。また電気通信大学 研究支援員配置プログラムに
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図 11

花の描画

Fig. 11 graphic of flower

げられる。現状ではバーコーダーによってできる限り均一
な塗布を行っているが、立体物などへの投影を目的とした
場合、バーコーダーを用いることができない。使用してい
る PMMA 溶液は粘性が高く、エアブラシ等の活用は難し
い。今後は均一に塗布する手法の開拓が必要となる。
手法の限界として表現できる色彩範囲の狭さがある。理
由の一つは、現状の紫外光源では十分に黒色に変化しない
ためである。強力な UV LED 等では黒色に変色するので、
今後はその特性をうまくスイッチングする光源の選定を行
い、コントラストの向上を実現したい。また、北岡の提案
している並置混色アルゴリズムを用いて色彩を表現し [11]、
発色型情報提示の色彩表現範囲の限界にも挑戦したい。
技術的課題としては、位置合せの問題がある。現在は位
置合せを目視で行っているが、Anote ペンのようなパター
ンの埋め込みや TOF カメラとインクの吸光度の差を利用
した印刷技術などを導入したいと考えている。

6. まとめ
本研究では、発色型情報提示を市販されている可視光プ
ロジェクタを用いて多色表現を実現する手法に関して提
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