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透紙: 紙媒体の質感を拡張する表現手法の提案と評価
杉山 圭1,a)

沖 真帆1,b)

塚田 浩二1,c)

概要：紙媒体にはコストの安さや扱いやすさなどの利点があるが，静的な表現しかできないため，表現の
すかし
多様性に欠けている．本研究では，紙媒体の表現力を拡張するシステム「透紙」を提案する．インタラク
ティブなバックライトと様々なテクスチャのフィルターを用いて紙媒体を背面から照らし，そのテクス
すかし
チャを透過させることで紙媒体への多様な表現の付与とその活用を目指す．本論文では，「透紙」の概要，
プロトタイプの実装及び評価実験の結果と考察を示す．

1. 背景

した静止画像の背後から，木漏れ日や水面のきらめきと
いった光源コンテンツをプロジェクターで投影することに

紙媒体は古くから利用されており，電子ペーパー [1] や

より，実世界の光を想起させるような表現を行うことを目

薄型ディスプレイ等のメディアが普及しつつある現在も未

指している．Sparklry[4] は LED の光を微小のスリットを

だ数多く利用されている．IT による情報記録材料が出現

施した遮光紙で制御し，ジュエリーパーツ上で反射させる

する中でも，再生産可能な安価で安定供給可能な紙の優位

ことにより繊細なきらめきを生み出すことを目指してい

性は揺るがないだろうという分析 [2] もあり，今後も広く

る．また，液晶ディスプレイのバックライトに用いられる

利用されていくと考えられる．紙媒体にはコストの安さや

技術としてデジタルディミング [5] がある．バックライト

扱いやすさ，紙自体の質感があるといった利点があるが，

の光を局所的に調光することでコントラストを高めたり，

1 枚の紙媒体では静的な単一の表現しかできないため，表

明暗の差を大きくすることが可能である．

現の多様性に欠けている．紙媒体の表現拡張として，本の
表紙などでエンボス加工や印刷によって凹凸や艶を加える
といった加工が用いられることがあるが，これらは非可逆
的であり元の状態に戻すことが困難である．

2.2 紙媒体を用いた表現の研究
白色 LED プレートと和紙造形の組み合わせによる照明
入り額絵 [6] では，凹凸や折り目を付けた和紙を LED で

本研究では，紙媒体を直接加工することなく表現を拡張

背面から照らし，繊維の透けや LED 消灯時との表情の変

するシステム「透紙」を提案する．テクスチャをもつ透明

化により額絵をデザインしている．障子を用いたインタラ

な板を，発光面をインタラクティブに変化させることがで

クティブシステムの開発 [7] では，障子にプロジェクタで

きるバックライトで照らし，そのテクスチャを任意の紙媒

映像を投影し，開け閉めに合わせて映像が動くインタラク

体へ透過させることで紙媒体の表現力を拡張し，多様な表

ティブなシステムを提案している．また，グロス／マット

現を可能とすることを目指す．

加工やフィルムを貼るラミネート加工 [8] など，紙媒体表

2. 関連研究
本研究の関連研究について，
「光による表現拡張の研究」
「紙媒体を用いた表現の研究」という視点から紹介し，本研
究の特徴を述べる．

面への様々な加工方法が存在する．

2.3 本研究の特徴
このように，光による表現拡張や紙媒体を用いた表現の
研究は数多く行われている．しかし，投影のための広い空
間が必要であったり，紙媒体を直接加工するため非可逆的

2.1 光による表現拡張の研究
AugmentedBacklight[3] は，透過液晶ディスプレイに映
1
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で元の状態へ戻すのは困難であったりする．本研究では，
フォトフレームのように扱うことができ，紙媒体を直接加
工することなく表現を拡張するシステムを構築する．
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4.1 フィルター

3. 透紙

フィルターは 2mm 厚の透明アクリル板に，UV プリン

本研究で提案するシステム「透紙」は，フィルター，バッ
クライト，筐体の 3 つから構成される．
フィルターは凹凸のあるテクスチャをもつ透明な板であ
る．バックライトと紙媒体の間に入れ，光を透過させるこ
とで，紙媒体にテクスチャの影を浮かび上がらせたり，部

タ*1 を用いて模様や凹凸のあるテクスチャを印刷して実装
した．また，板の左右に筐体への着脱のための突起を設け
た（図 2）
．フィルターは取り換えることによって紙媒体に
付与する効果を変えられるように，10 種類制作した．その
一部を図 3 に示す．

分的に遮光したりする役割を持つ．フィルターは複数種類
制作し，交換することで紙媒体に付与する効果を変えら
れる．
バックライトは，フィルターの持つテクスチャや模様を
透過させたり，明暗や色をコントロールする役割を持つ．

LED の個別制御が可能で高い輝度を確保できる点から，フ
ルカラー LED マトリクスによる直下型方式を用いる．ま

図 2: フィルターと着脱用の突起

た，マイコン／アプリケーションを用いて制御し，発光色
／発光強度／点滅パターンなどを個別に変更可能にし，組
み合わせる紙媒体の図柄に合わせた様々な表現が可能と
する．
筐体は，前面に任意の紙媒体を固定し，内部にフィル
ターとバックライトを組み込み，フォトフレームのように
扱うためのものである．紙媒体とフィルター，バックライ
トのそれぞれの間の距離も表現に影響があると考えられる
ため，フィルター／バックライトを前後に動かすことで紙

(a) 織物フィルター

媒体との距離を調節可能にする．この距離調節は手動で行
うだけでなく，モーターを用いてマイコンから制御するこ
とも可能である．
これらを用いて，テクスチャや模様を任意の紙媒体へ透
過させることで紙媒体の表現力を拡張することを目指す
（図 1）．その際，紙媒体の絵柄やフィルターの種類，バッ
クライトの発光パターンの 3 つの要素の組み合わせ方や，3

(b) 和紙フィルター

つの間の距離によって多様な表現を生み出す可能性がある．

(c) 特化型フィルター（夜景の強調）
図 3: フィルターの一例とその投影例

4.2 バックライト
図 1: 「透紙」の概要

バックライトはフルカラー LED テープとマイコンから
なるバックライト本体と，それを制御するパソコン上のア

4. 実装
本章では，フィルター／バックライト／制御アプリケー
ション／筐体の実装について述べる．
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プリケーションから構成される．
*1

紫外線で硬化するインクを用いるプリンタ．印刷と同時にイン
クが硬化するため，様々な素材に印刷することが可能である．
CMYK に加えて，白と透明のインクが扱える．
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4.2.1 バックライト本体
バックライトはフルカラー LED テープ，マイコン（Ar-

duino Pro Mini）から構成される．まず，フルカラー LED
テープを LED マトリクスのように LED 部分が等間隔に
並ぶようアクリル板に貼り付けた（図 4 左）．LED の数は
横 9 個×縦 6 個である．そして，フルカラー LED テープ
をマイコンに接続した．マイコンとパソコンは USB ケー
ブルで接続し，シリアル通信によってパソコン上のアプリ
ケーションと連動し，LED を個別に制御する．
図 5: 筐体外装

4.3 バックライト制御アプリケーション
本アプリケーションは，シリアル通信によってマイコン
と連動し，フルカラー LED テープを制御する．R ／ G ／

B の 3 つのスライダーから任意の色を指定し，横 9 個×縦
6 個に並ぶマスを選択すると，バックライトの対応した点
が選択した色に発光する．また，発光パターンの保存及び
読込が可能である（図 4 右）．

に可動させ，前面に固定した紙媒体とフィルター／バック
ライトの間の距離を調節できるよう設計した．送りねじは

2 組のユニットそれぞれの左右に計 4 本取り付け，タイミ
ングベルトによって回転を同期させることで，各ユニット
の左右が同期して動くよう実装した．送りねじは背面に設
置した 2 つのダイヤルから手動で回転させる（図 6) ほか，
後述のモーターによってマイコンから制御することも可能
である．

図 4: バックライト本体と制御アプリケーション画面

図 6: 送りねじによる前後移動の機構

4.4 筐体
筐体はフォトフレーム型の箱であり，前面に任意の紙媒
体，内部にフィルターとバックライトを組み込むことがで
きる．筐体外装，フィルター／バックライト固定ユニット，

4.4.3 モーター部
フィルター／バックライト固定ユニットをマイコン制御で

モーター部の 3 つに分けて述べる．

自動的に動かすために，ステッピングモーター（28BYJ48）

4.4.1 筐体外装

を組み込んだ．ステッピングモーターは前述の 2 つのダイ

筐体外装は幅 210mm ×高さ 160mm ×奥行き 60mm の

ヤルそれぞれに取り付け，送りねじを回転させる．それぞ

箱型とし，バックライトの光が透けないよう黒色のアクリ

れモータードライバ基板（ULN2003）を経由してマイコン

ル板を用いた，（図 5）．箱の上面は開閉可能にし，そこか

に接続した．ステッピングモーターはダブルクリップを用

ら紙媒体やフィルター，バックライトの着脱を行えるよう

いてダイヤル部に外付けで固定し，着脱によって送りねじ

にした．前面はフォトフレームのように穴が開いており，

の回転を手動／自動のどちらで行うかを切り替えられる

取り付けた紙媒体が見える．筐体底部にマイコンや電源の

（図 7)．

DC ジャックを搭載し，筐体側面の下部に穴から USB ケー
ブル／ AC アダプタの接続を行えるよう設計した．

4.4.2 フィルター／バックライト固定ユニット
フィルター／バックライトを固定するために，左右 2 つ
で 1 組となるユニットを，フィルター固定用とバックライ
ト固定用の 2 組設けた．フィルター／バックライトユニッ
トの左右の溝に突起を差し込むことで固定する．また，送

図 7: ダイヤルへのモーター取り付け前／取り付け後

りねじを用いることで，ねじの回転から各ユニットを前後
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5. 評価実験
ここでは，システムの基礎的な性能を検証する予備実験
と，ユーザによる印象評価実験について述べる．

5.1 予備実験
本システムの予備実験として，紙媒体とバックライト／
紙媒体とフィルターの適正距離を調査した．

5.1.1 紙媒体とバックライトの適正距離
バックライトは LED が一定間隔で並んでおり，光が紙
媒体にドット状に透けてしまうが，LED からの距離が遠く
なるほど照らされる範囲が広くなるため，紙媒体とバック
ライトの距離を離すことで均一な発光面を作ることができ
ると考え，紙媒体とバックライトの適正距離を調査した．
紙媒体は 0.1mm 厚の半光沢紙に，レーザープリンター
で夜景の写真を印刷したものを用いた．バックライトは白
色とし，フィルターは使用しなかった．紙媒体とバックラ
イトの距離が最も近い状態から徐々に距離を大きくしてい
き，発光面の均一さを調査した．なお，筐体の構造の制約
により，紙媒体とバックライトの距離は 8〜40mm であっ

図 9: 紙媒体とフィルターの距離による変化

5.2 印象評価実験
本システムが紙媒体に与える効果を，ユーザーの主観的
な印象を通して調査するために，印象評価実験を行った．
紙媒体／フィルター／バックライトを組み合わせたもの
（以下，提示コンテンツとする）を 1 種類ずつ提示し，それ
を 7 段階尺度の形容詞対で評価してもらった．提示コンテ
ンツは 4 種類の紙媒体（図 10）に，8 種類のフィルター／
バックライトの組み合わせ（図 11）を投影した 32 種を用
いた．なお，紙媒体は 0.1mm 厚の半光沢紙を用いた．実
験は蛍光灯をつけた窓のない明るい部屋で行い，提示した
紙媒体と被験者の間の距離は約 60cm としたが，自由に近
づいて見たり遠ざかって見たりしてもよいと教示した．被
験者は男性 10 名，女性 6 名の計 16 名であった．

た．結果を表 8 に示す．最も近い 8mm のときははっきり
とドット状に見えたが，15mm のときにほぼ均一な発光面
となった．15mm より離したときはほとんど変化は見られ
なかった．

図 8: 紙媒体とバックライトの適正距離

(a) 写真

(b) ポスター

(c) スケッチ

(d) 書道

図 10: 提示コンテンツに用いた紙媒体

5.1.2 紙媒体とフィルターの距離による変化
紙媒体とフィルターの距離がテクスチャや模様の映り方
に影響を及ぼすと考え，距離による変化を調査した．
紙媒体とバックライトの発光は前の実験と同一条件と
し，フィルターは図 3(a) の織物フィルターを用いた．紙媒

5.2.1 結果と考察
本システムを用いることによる紙媒体の持つ印象の変化
を「フィルターによる影響」
「バックライトによる影響」の

2 つの観点から考察する．
5.2.1.1 フィルターによる影響

体とバックライト間の距離は前述の実験から 15mm とし，

フィルターの違いによる印象への影響について考察する

紙とフィルターの距離が最も近い状態から徐々に距離を大

ために，紙媒体／バックライトの条件を統一して比較する．

きくしていき，フィルターのテクスチャの映り方を調査し

4 種類のフィルター（なし／布目／縞鋼板／和紙）におけ

た．なお，筐体の構造の制約により，紙媒体とフィルター

る，スケッチ／白色バックライトの提示コンテンツの評価

の距離は 0〜9mm であった．結果を表 9 に示す．最も近い

結果の平均値を比較し，特徴の見られた項目のグラフを図

0mm のときはフィルターのテクスチャがごく僅かに映り，

12 に示す．「明るい-暗い」の項目においては，どのフィル

1.5mm のときに最もはっきりと映った．最も遠い 9mm の

ターにおいてもフィルターなしの場合よりも暗い傾向が

ときはフィルターのテクスチャが映ったことを認識できな

あった．布目／和紙フィルターにおいてはフィルターなし

かった．

の時と比べて美しい，良い，自然な，柔らかい といった
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(a) なし／なし

(b) なし／白色
図 12: スケッチ／白色バックライトにおけるフィルターごとの平均
値の比較

(c) 布目／白色

(d) 布目／暖色

図 13: 白色バックライトの平均値と暖色バックライトの平均値の比較

(e) 縞鋼板／白色

(f) 縞鋼板／暖色

ムを用いることで紙媒体の印象を大きく変え，フィルター
／バックライトの変更によって多様な印象を付与できるこ
とを確認できた．
本研究で用いた紙媒体の素材はすべて同じものであった
ため，今後は様々な質感の紙媒体を用い，紙媒体自体が持
つ質感が表現にどのような影響を及ぼすかを検証する．
(g) 和紙／白色

(h) 和紙／暖色

図 11: 提示コンテンツに用いたフィルター／バックライトの組み合
わせ

スケッチに投影した例

傾向があり，フィルターによる印象への影響を確認できた．
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