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【技術分野】

【０００１】

本発明は、拡散反射条件で観察した場合には第１の画像

が視認され、正反射条件で観察した場合には第２の画像

が視認され、光源に対して特定の角度と位置で観察した

場合には両眼視差によって第１の画像と第２の画像が結

像した立体画像が視認される画像形成体に関するもので

ある。

(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】

基材上に第１の印刷層、第２の印刷層及び第３の印刷層

を有し、前記第１の印刷層は、前記基材と異なる色の色

材により少なくとも一つの図柄で構成された第１の画像

から成り、前記第２の印刷層は、高光沢な透明材料で形

成された印刷層から成り、前記第３の印刷層は、低光沢

な透明材料により少なくとも一つの図柄で構成された第

２の画像から成り、前記第１の画像を構成する図柄と前

記第２の画像を構成する図柄の少なくとも一つが同一の

図柄で形成され、前記第２の印刷層は、前記第１の印刷

層の全体を覆うように形成され、前記同一の図柄で形成

された第２の画像を構成する図柄の少なくとも一つが前

記第２の印刷層に積層され、前記第２の印刷層に積層さ

れた前記第２の画像を構成する図柄は、対応する同一の

図柄で形成された前記第１の画像を構成する図柄の中心

を基準として、中心が１～６５ｍｍの距離をずらして形

成され、一方の目が正反射条件による画像を視認し、他

方の目が拡散反射条件による画像を視認する観察条件で

観察すると、前記第１の画像と前記第２の画像により立

体画像が視認できることを特徴とする立体画像形成体。

【請求項２】

基材上に第１の印刷層、第２の印刷層及び第３の印刷層

を有し、前記第１の印刷層は、前記基材と異なる色の色

材により少なくとも一つの図柄で構成された第１の画像

から成り、前記第２の印刷層は、高光沢な透明材料で形

成された印刷層から成り、前記第３の印刷層は、低光沢

な透明材料により少なくとも一つの図柄で構成された第

２の画像から成り、前記第１の画像を構成する図柄と前

記第２の画像を構成する図柄のうち少なくとも一つが略

同一の図柄で形成され、前記第２の印刷層は、前記第１

の印刷層の全体を覆うように形成され、前記略同一の図

柄で形成された第２の画像を構成する図柄の少なくとも

一つが前記第２の印刷層に積層され、前記第２の印刷層

に積層された前記第２の画像を構成する図柄は、対応す

る略同一の図柄で形成された前記第１の画像を構成する

図柄の中心を基準として、中心を合わせて形成されるか

、又は１～６５ｍｍの距離をずらして形成され、一方の

目が正反射条件による画像を視認し、他方の目が拡散反

射条件による画像を視認する観察条件で観察すると、前

記第１の画像と前記第２の画像により立体画像が視認で

きることを特徴とする立体画像形成体。

【請求項３】

基材上に第１の印刷層、第２の印刷層及び第３の印刷層

を有し、前記第１の印刷層は、前記基材と異なる色の色

材により少なくとも一つの図柄で構成された第１の画像

と第１の背景から成り、前記第１の画像と前記第１の背

景は異なる面積率で形成されて成り、前記第２の印刷層

は、高光沢な透明材料で形成された印刷層から成り、前

記第３の印刷層は、低光沢な透明材料により少なくとも

一つの図柄で構成された第２の画像から成り、前記第１
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の画像を構成する図柄と前記第２の画像を構成する図柄

のうち少なくとも一つが同一の図柄で形成され、前記第

２の印刷層は、前記第１の印刷層の全体を覆うように形

成され、前記同一の図柄で形成された第２の画像を構成

する図柄の少なくとも一つが前記第２の印刷層に積層さ

れ、前記第２の印刷層に積層された前記第２の画像を構

成する図柄は、対応する同一の図柄で形成された前記第

１の画像を構成する図柄の中心を基準として、中心が１

～６５ｍｍの距離をずらして形成され、一方の目が正反

射条件による画像を視認し、他方の目が拡散反射条件に

よる画像を視認する観察条件で観察すると、前記第１の

画像と前記第２の画像により立体画像が視認できること

を特徴とする立体画像形成体。

【請求項４】

基材上に第１の印刷層、第２の印刷層及び第３の印刷層

を有し、前記第１の印刷層は、前記基材と異なる色の色

材により少なくとも一つの図柄で構成された第１の画像

と第１の背景から成り、前記第１の画像と前記第１の背

景は、異なる面積率で形成されて成り、前記第２の印刷

層は、高光沢な透明材料で形成された印刷層から成り、

前記第３の印刷層は、低光沢な透明材料により少なくと

も一つの図柄で構成された第２の画像から成り、前記第

１の画像を構成する図柄と前記第２の画像を構成する図

柄のうち少なくとも一つが略同一の図柄で形成され、前

記第２の印刷層は、前記第１の印刷層の全体を覆うよう

に形成され、前記略同一の図柄で形成された第２の画像

を構成する図柄の少なくとも一つが前記第２の印刷層に

積層され、前記第２の印刷層に積層された前記第２の画

像を構成する図柄は、対応する略同一の図柄で形成され

た前記第１の画像を構成する図柄の中心を基準として、

中心を合わせて形成されるか、又は１～６５ｍｍの距離

をずらして形成され、一方の目が正反射条件による画像

を視認し、他方の目が拡散反射条件による画像を視認す

る観察条件で観察すると、前記第１の画像と前記第２の

画像により立体画像が視認できることを特徴とする立体

画像形成体。  

【請求項５】

基材上に第１の印刷層、第２の印刷層及び第３の印刷層

を有し、前記第１の印刷層は、前記基材と異なる色の色

材により少なくとも一つの図柄で構成された第１の画像

と第１の背景から成り、前記第１の画像と前記第１の背

景は、異なる面積率で形成されて成り、前記第２の印刷

層は、高光沢な透明材料で形成された印刷層から成り、

前記第３の印刷層は、低光沢な透明材料により少なくと

も一つの図柄で構成された第２の画像と第２の背景から

成り、前記第２の画像と前記第２の背景は、異なる面積

率で形成されて成り、前記第１の画像を構成する図柄と

前記第２の画像を構成する図柄のうち少なくとも一つが

同一の図柄で形成され、前記第２の印刷層は、前記第１

の印刷層の全体を覆うように形成され、前記同一の図柄

で形成された第２の画像を構成する図柄の少なくとも一

つが前記第２の印刷層に積層され、前記第２の印刷層に

積層された前記第２の画像を構成する図柄は、対応する

同一の図柄で形成された前記第１の画像を構成する図柄

の中心を基準として、中心が１～６５ｍｍの距離をずら

して形成され、一方の目が正反射条件による画像を視認

し、他方の目が拡散反射条件による画像を視認する観察

条件で観察すると、前記第１の画像と前記第２の画像に

より立体画像が視認できることを特徴とする立体画像形

成体。

【請求項６】

基材上に第１の印刷層、第２の印刷層及び第３の印刷層

を有し、前記第１の印刷層は、前記基材と異なる色の色

材により少なくとも一つの図柄で構成された第１の画像

と第１の背景から成り、前記第１の画像と前記第１の背

景は、異なる面積率で形成されて成り、前記第２の印刷

層は、高光沢な透明材料で形成された印刷層から成り、

前記第３の印刷層は、低光沢な透明材料により少なくと

も一つの図柄で構成された第２の画像と第２の背景から

成り、前記第２の画像と前記第２の背景は、異なる面積

率で形成されて成り、前記第１の画像を構成する図柄と

前記第２の画像を構成する図柄のうち少なくとも一つが

略同一の図柄で形成され、前記第２の印刷層は、前記第

１の印刷層の全体を覆うように形成され、前記第１の画

像を構成する図柄と前記第２の画像を構成する図柄のう

ち少なくとも一つが略同一の図柄で形成され、前記第２

の印刷層は、前記第１の印刷層の全体を覆うように形成

され、前記略同一の図柄で形成された第２の画像を構成

する図柄の少なくとも一つが前記第２の印刷層に積層さ

れ、前記第２の印刷層に積層された前記第２の画像を構

成する図柄は、対応する略同一の図柄で形成された前記

第１の画像を構成する図柄の中心を基準として、中心を

合わせて形成又は１～６５ｍｍの距離をずらして形成さ

れ、一方の目が正反射条件による画像を視認し、他方の

目が拡散反射条件による画像を視認する観察条件で観察

すると、前記第１の画像と前記第２の画像により立体画

像が視認できることを特徴とする立体画像形成体。

【請求項７】

前記第１の画像及び前記第１の背景は、Ｋインキによっ

て１０～１００％の範囲の面積率で形成され、前記第１

の画像と前記第１の背景の面積率の差が１５～４０％で

あることを特徴とする請求項３～６のいずれか１項に記

載の立体画像形成体。

【請求項８】

前記第１の画像及び前記第１の背景は、Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋ

のインキの少なくとも一つから成るインキ又はＣ、Ｍ、

Ｙのインキの少なくとも一つのインキとＫインキから成

るインキによって１０～１００％の範囲の面積率で形成

され、前記第１の画像と前記第１の背景の面積率の差が

１５～６０％であることを特徴とする請求項３～６のい



特許4977895(3)

ずれか１項に記載の立体画像形成体。

【請求項９】

前記第１の画像及び前記第１の背景は、光輝性インキに

よって１０～１００％の範囲の面積率で形成され、前記

第１の画像と前記第１の背景の面積率の差が１５～７０

％であることを特徴とする請求項３～６のいずれか１項

に記載の立体画像形成体。

【請求項１０】

前記第２の画像は、５０～１００％の範囲の面積率で形

成されていることを特徴とする請求項３～９のいずれか

１項に記載の立体画像形成体。

【請求項１１】

前記第１の画像及び前記第１の背景は、Ｋインキによっ

て１０～１００％の範囲の面積率で形成され、前記第１

の画像と前記第１の背景の面積率の差が１５～４０％の

範囲で形成され、前記第２の画像又は前記第２の背景の

どちらか一方の面積率は、５０～１００％の範囲で形成

され、他方の面積率は、１～５０％の範囲で形成され、

前記第２の画像と前記第２の背景の面積率の差が５０％

以上であることを特徴とする請求項５又は６記載の立体

画像形成体。

【請求項１２】

前記第１の画像及び前記第１の背景は、Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋ

のインキの少なくとも一つから成るインキ又はＣ、Ｍ、

Ｙのインキの少なくとも一つのインキとＫインキから成

るインキによって１０～１００％の範囲の面積率で形成

され、前記第１の画像と前記第１の背景の面積率の差が

１５～６０％の範囲で形成され、前記第２の画像又は前

記第２の背景のどちらか一方の面積率は、５０～１００

％の範囲で形成され、他方の面積率は、１～５０％の範

囲で形成され、前記第２の画像と前記第２の背景の面積

率の差が５０％以上であることを特徴とする請求項５又

は６記載の立体画像形成体。

【請求項１３】

前記第１の画像及び前記第１の背景は、光輝性インキに

よって１０～１００％の範囲の面積率で形成され、前記

第１の画像と前記第１の背景の面積率の差が１５～７０

％の範囲で形成され、前記第２の画像又は前記第２の背

景のどちらか一方の面積率は、５０～１００％の範囲で

形成され、他方の面積率は１～５０％の範囲で形成され

、前記第２の画像と前記第２の背景の面積率の差が５０

％以上であることを特徴とする請求項５又は６記載の立

体画像形成体。

【請求項１４】

前記第１の画像及び／又は前記第２の画像は階調画像で

あることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項記載

の立体画像形成体。

【請求項１５】

前記第１の画像が階調画像であり、前記第１の画像は、

Ｋインキによって１０～１００％の範囲の面積率で形成

され、前記第１の画像の最も明るい画像と前記第１の画

像の最も暗い画像の面積率の差が４０％以下で形成され

ていることを特徴とする請求項１又は２記載の立体画像

形成体。

【請求項１６】

前記第１の画像が階調画像であり、前記第１の画像は、

Ｋインキによって１０～１００％の範囲の面積率で形成

され、前記第１の画像の最も明るい画像と前記第１の画

像の最も暗い画像の面積率の差が４０％以下で形成され

、前記第１の背景は、前記第１の画像の最も明るい画像

の面積率の４０％以内の面積率であり、かつ、前記第１

の画像の最も暗い画像の面積率の４０％以内の面積率の

範囲で形成されていることを特徴とする請求項３～６の

いずれか１項に記載の立体画像形成体。

【請求項１７】

前記第１の画像が階調画像であり、前記第１の画像は、

Ｃ、Ｍ、Ｙのインキの少なくとも一つから成るインキ又

はＣ、Ｍ、Ｙのインキの少なくとも一つのインキとＫイ

ンキから成るインキによって１０～１００％の範囲の面

積率で形成され、前記第１の画像の最も明るい画像と前

記第１の画像の最も暗い画像の面積率の差が６０％以下

で形成されていることを特徴とする請求項１又は２記載

の立体画像形成体。

【請求項１８】

前記第１の画像が階調画像であり、前記第１の画像は、

Ｃ、Ｍ、Ｙのインキの少なくとも一つから成るインキ又

はＣ、Ｍ、Ｙのインキの少なくとも一つのインキとＫイ

ンキから成るインキによって１０～１００％の範囲の面

積率で形成され、前記第１の画像の最も明るい画像と前

記第１の画像の最も暗い画像の面積率の差が６０％以下

で形成され、前記第１の背景は、前記第１の画像の最も

明るい画像の面積率の６０％以内の面積率であり、かつ

、前記第１の画像の最も暗い画像の面積率の６０％以内

の面積率の範囲で形成されていることを特徴とする請求

項３～６のいずれか１項に記載の立体画像形成体。

【請求項１９】

前記第１の画像が階調画像であり、前記第１の画像は、

光輝性インキによって１０～１００％の範囲の面積率で

形成され、前記第１の画像の最も明るい画像と第１の画

像の最も暗い画像の面積率の差が７０％以下で形成され

ていることを特徴とする請求項１又は２記載の立体画像

形成体。

【請求項２０】

前記第１の画像が階調画像であり、前記第１の画像は、

光輝性インキによって１０～１００％の範囲の面積率で

形成され、前記第１の画像の最も明るい画像と第１の画

像の最も暗い画像の面積率の差が７０％以下で形成され

、前記第１の背景は、前記第１の画像の最も明るい画像

の面積率の７０％以内の面積率であり、かつ、前記第１

の画像の最も暗い画像の面積率の７０％以内の面積率の
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範囲で形成されていることを特徴とする請求項３～６の

いずれか１項に記載の立体画像形成体。

【請求項２１】

前記第２の画像が階調画像であり、前記第２の画像の面

積率は、５０～１００％の範囲の面積率で形成されてい

ることを特徴とする請求項１４～２０のいずれか１項に

記載の立体画像形成体。

【請求項２２】

前記第１の画像及び前記第２の画像を構成する図柄は、

文字、数字、記号、図形又は模様であることを特徴とす

る請求項１～２１のいずれか１項に記載の立体画像形成

体。

【請求項２３】

前記基材と異なる色の色材は、Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋのインキ

の少なくとも一つから成るインキ又はアルミニウム粉、

銅粉、亜鉛粉、錫粉、真鍮粉又はリン化鉄の少なくとも

一つを含む光輝性インキであることを特徴とする請求項

１～２１のいずれか１項に記載の立体画像形成体。

【請求項２４】

前記高光沢な透明材料は、グロスニス又はＯＰニスであ

ることを特徴とする請求項１～２２のいずれか１項に記

載の立体画像形成体。

【請求項２５】

前記低光沢な透明材料は透明ニス、インキワニス、透明

インキ又はメジウムインキであることを特徴とする請求

項１～２３のいずれか１項に記載の立体画像形成体。

 

【発明の効果】

【００４６】

本発明の立体画像形成体は、従来のアナグリフのように

眼鏡を用いることなく、また、ステレオグラムのように

結像を認識する訓練を必要としないで、容易に立体画像

を見ることができる。

【００４７】

また、本発明の立体画像形成体は、従来のステレオグラ

ムのように別々の画面上に右目用画像と左目用画像を形

成する必要がないため、ステレオグラムに比べて、狭い

画面に立体画像を形成することができる。

【００４８】

さらに、本発明の立体画像形成体は、単純なオフセット

印刷のみで立体画像形成体が形成できるので、パララッ

クスバリア及びレンチキュラーを形成する工程を必要と

せず、また、ホログラムのように複雑な加工を必要とし

ないため、製造コストにおいても優れている。

※書誌的事項の続き
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