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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者が着用するように構成されている製品であって、
　基材要素と、複数の光学構造とを具備しており、各光学構造が、
　前記基材要素に接して設けられている第１面および前記第１面に対向して設けられてい
る第２面を有し、異なる色を有する少なくとも２つの領域を含む発色要素と、
　複数のレンズ層を有するレンチキュラーレンズ構造であって、前記レンチキュラーレン
ズ構造の最下層のレンズ層が前記発色要素の前記第２面に接して設けられている、前記レ
ンチキュラーレンズ構造とから構成されており、
　前記光学構造が前記基材要素上で個別に配置されており、
　前記レンチキュラーレンズ構造の最下層のレンズ層の底面は、個別の前記発色要素の第
２面と、同様な寸法を有し、
　前記複数の光学構造は互いに離間しており、
　前記複数の光学構造の見掛けの色が、前記製品を異なる角度から見ると変化する、
　前記基材要素は前記製品の外面上で前記第１の発色要素と前記第２の発色要素との間の
空間に露出している、製品。
【請求項２】
　前記レンチキュラーレンズ構造の前記複数のレンズ層はそれぞれ透明または半透明であ
り、
　前記発色要素は第１領域、第２領域、第３領域および第４領域を具備し、
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　前記第１領域は第１色を有し、前記第２領域は第２色を有し、前記第３領域は第３色を
有し、前記第４領域は第４色を有し、各色が他の色と異なる、請求項１に記載の製品。
【請求項３】
　前記発色要素および前記複数のレンズ層のすべてのレンズ層は電磁放射によって硬化さ
れている、請求項１または請求項２に記載の製品。
【請求項４】
　前記レンチキュラーレンズ構造の前記複数のレンズ層は第１レンズ層、第２レンズ層、
第３レンズ層、第４レンズ層および第５レンズ層を具備し、
　前記レンチキュラーレンズ構造はドーム状の幾何学形状を有する、請求項１～請求項３
のいずれか１項に記載の製品。
【請求項５】
　前記発色要素は平面視して円形である、請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の製
品。
【請求項６】
　前記製品は履物製品である、請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の製品。
【請求項７】
　前記基材要素は前記履物製品のアッパーに関連する、請求項６に記載の製品。
【請求項８】
　前記製品は衣類品である、請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の製品。
【請求項９】
　前記複数の光学構造は第１の発色要素を有する第１光学構造と、第２の発色要素を有す
る第２光学構造とを具備しており、前記第１の発色要素は前記第２の発色要素とは離間し
ている、請求項１～請求項８のいずれか１項に記載の製品。
【請求項１０】
　使用者が着用するように構成され、複数の光学構造を備える基材要素を有する製品であ
って、前記複数の光学構造は、
　平面視して円形形状および要素直径を有し、さらに第１面および前記第１面に対向する
第２面を有し、さらに複数の色を有する発色要素と、
　複数のレンズ層を有するレンチキュラーレンズ構造であって、前記レンチキュラーレン
ズ構造の最下層のレンズ層が前記発色要素の前記第２面に接して設けられている、前記レ
ンチキュラーレンズ構造とを具備しており、
　前記最下層のレンズ層は前記要素直径と等しい直径の層直径を有し、
　前記複数の光学構造は互いに離間しており、
　前記レンチキュラーレンズ構造は実質的に透明であり、
　前記発色要素は第１領域、第２領域、第３領域および第４領域から構成されており、
　前記第１領域は第１色を有し、前記第２領域は第２色を有し、前記第３領域は第３色を
有し、前記第４領域は第４色を有し、
　前記第１色、前記第２色、前記第３色および前記第４色はそれぞれ異なり、
　前記発色要素の見掛けの色が、前記レンチキュラーレンズ構造を通して前記発色要素を
異なる角度から見ると変化する、
　前記基材要素は前記製品の外面上で前記第１の発色要素と前記第２の発色要素との間の
空間に露出している、製品。
【請求項１１】
　前記レンチキュラーレンズ構造は５層のレンズ層を具備する、請求項１０に記載の製品
。
【請求項１２】
　前記発色要素は、前記レンチキュラーレンズ構造を通して観察したときに、前記第１色
、前記第３色および前記第４色が実質的にない第１外観を有し、
　前記発色要素は、前記レンチキュラーレンズ構造を通して見たときに、前記第１色、前
記第３色および前記第４色を含む第２外観を有し、前記第１色、前記第３色および前記第
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４色は実質的に同一の割合で観察され、
　前記発色要素は、前記レンチキュラーレンズ構造を通して観察したときに、前記第１色
および前記第２色が実質的にない第３外観を有する、請求項１０または請求項１１に記載
の製品。
【請求項１３】
　前記第１領域、前記第２領域、前記第３領域および前記第４領域はサイズが等しく、前
記発色要素の四分円を形成する、請求項１０～請求項１２のいずれか１項に記載の製品。
【請求項１４】
　使用者が着用するように構成されている製品の基材要素に複数の光学構造を印刷する方
法であって、該方法は、
　前記基材要素に、互いに離間している、発色要素を印刷することと、
　前記発色要素に最下レンズ層を印刷することと、
　第１強度に設定した放射線源を前記最下レンズ層に当てることによって、前記最下レン
ズ層を硬化させることと、
　中間レンズ層を印刷することと、
　第２強度に設定した前記放射線源を前記中間レンズ層に当てることによって、前記中間
レンズ層を硬化させることとを含んでおり、
　前記発色要素は複数あって、前記基材要素上で個別に配置されており、前記最下レンズ
層と各発色要素とは同様な寸法を有し、
　前記第１強度は前記第２強度とは異なる、前記基材要素は前記製品の外面上で前記第１
の発色要素と前記第２の発色要素との間の空間に露出している、印刷方法。
【請求項１５】
　前記方法は５層のレンズ層を印刷することを含み、前記方法は前記第２強度で３層のレ
ンズ層を硬化させることを含み、前記方法は前記第１強度で２層のレンズ層を硬化させる
ことを含み、前記第１強度は前記第２強度よりも低い、請求項１４に記載の印刷方法。
【請求項１６】
　前記発色要素は前記第１強度で硬化される、請求項１４または請求項１５に記載の印刷
方法。
【請求項１７】
　前記レンズ層は少なくとも第１レンズ層および第２レンズ層を含んでおり、
　前記第１レンズ層は前記第１レンズ層を前記発色要素に印刷して、第１強度の紫外線放
射を使用して前記第１レンズ層を硬化させることによって形成され、
　前記第２レンズ層は前記第２レンズ層を前記第１レンズ層に印刷して、第２強度の紫外
線放射を使用して前記第２レンズ層を硬化させることによって形成され、
　前記第１強度は前記第２強度よりも低い、請求項１４に記載の印刷方法。
【請求項１８】
　前記光学構造は、
　所定の強度に設定された紫外線放射線源を使用して、前記発色要素を硬化させ、
　前記所定の強度に設定された前記紫外線放射線源を使用して、前記レンズ層のうちの第
２レンズ層を硬化させ、
　前記所定の強度の約５パーセントに設定した前記紫外線放射線源を使用して、前記レン
ズ層のうちの第１レンズ層を硬化させることによって形成される、請求項１７に記載の印
刷方法。
【請求項１９】
　前記所定の強度の約５パーセントで硬化される前記レンズ層のうちの少なくとも２層は
、互いに接触している、請求項１８に記載の印刷方法。
【請求項２０】
　前記所定の強度の約５パーセントで硬化される前記レンズ層のうちの少なくとも２層は
、前記所定の強度で硬化される少なくとも１層により隔てられている、請求項１８または
請求項１９に記載の印刷方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、その外観を変えることのできる製品に関するものである。本発明の実施の形
態は一般の履物製品および衣料品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　履物製品または衣類品（article of clothing）もしくは衣料品（article of apparel
）を含む製品は、所望の光学的効果を生み出すように意図されたデザイン要素または他の
種類の構造を含んでいることがある。前記所望の光学的効果とは、特有の色合い、像およ
び／またはデザインであり得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、複数の光学構成を有し、異なる角度から見ると、複数の光学構造の見掛けの
色が変化する製品を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の一側面において、製品は使用者が着用するように構成されており、基材要素と
複数の光学構造とを含んでいる。各光学構造は個別の発色要素とレンチキュラー（lentic
ular）レンズ構造とをさらに含む。個別の発色要素は、基材要素に接して設けられている
第１面と、第１面に対向して設けられている第２面とを有する。各個別の発色要素は異な
る色を有する少なくとも２つの領域を含む。レンチキュラーレンズ構造は複数のレンズ層
を有する。レンチキュラーレンズ構造の最下層のレンズ層は個別の発色要素の第２面に接
して設けられている。複数の光学構造は互いに離間している。
【０００５】
　別の側面において、製品は少なくとも１つの光学構造を備える基材要素を有する。少な
くとも１つの光学構造は個別の発色要素とレンチキュラーレンズ構造とを有する。個別の
発色要素は円形形状を有し、さらに第１面と第１面に対向する第２面とを有する。個別の
発色要素は複数の色を有する。レンチキュラーレンズ構造は複数のレンズ層を有し、レン
チキュラーレンズ構造の最下層のレンズ層が個別の発色要素の第２面に接して設けられて
いる。また、レンチキュラーレンズ構造は実質的に透明である。個別の発色要素は第１領
域、第２領域、第３領域および第４領域から構成される。第１領域は第１色を有し、第２
領域は第２色を有し、第３領域は第３色を有し、第４領域は第４色を有する。第１色、第
２色、第３色および第４色はそれぞれ異なり、レンチキュラーレンズ構造を通して個別の
発色要素を異なる角度から見ると、個別の発色要素の見掛けの色が変化する。
【０００６】
　別の側面において、製品の基材要素に光学構造を印刷する方法は、基材要素に個別の発
色要素を印刷する工程と、個別の発色要素に最下レンズ層を印刷する工程と、最下レンズ
層に第１強度に設定した放射線源を当てることによって最下レンズ層を硬化させる工程と
、中間レンズ層を印刷する工程と、最下レンズ層に第２強度に設定した放射線源を当てる
ことによって中間レンズ層を硬化させる工程とを含む。第１強度は第２強度とは強さが異
なる。
【０００７】
　本実施形態の他のシステム、方法、特徴および利点は、以下の図面および詳細な説明を
検討すると当業者には明らかであろう、または明らかになるであろう。該すべての追加シ
ステム、方法、特徴および利点は本明細書および本概要内に含まれ、本実施形態の範囲内
にあり、以下の請求項により保護されることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
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【図１】複数の光学構造を有する履物製品の実施形態を示す等角図である。
【図２】光学構造の実施形態を示す分解図である。
【図３】図２に示す光学構造を示す図であり、レンズ層を合わせて連結してレンチキュラ
ーレンズを形成しており、レンチキュラーレンズは個別の発色要素の上に設けられている
。
【図４】複数の光学構造を有する基材要素の実施形態を示す図である。
【図５】光学構造の縦列および横列を有する基材要素の実施形態を示す図である。
【図６】光学構造を有する基材要素を示す図であり、光学構造は判然とした縦列および／
または横列になっていない。
【図７】観察者が複数の異なる視点から光学構造を見ている状態を示す図である。
【図８】観察者が複数の異なる視点から光学構造を見ている状態を示す図である。
【図９】観察者が複数の異なる視点から光学構造を見ている状態を示す図である。
【図１０】履物製品を示す等角図である。
【図１１】異なる角度から見た履物製品の等角図である。
【図１２】基材要素に個別の発色要素およびレンチキュラーレンズ構造のレンズ層を印刷
するために使用される印刷装置を示す等角図である。
【図１３】基材要素に個別の発色要素およびレンチキュラーレンズ構造のレンズ層を印刷
するために使用される印刷装置を示す等角図である。
【図１４】個別の発色要素を所与の放射強度で硬化させる放射線源を示す図である。
【図１５】一つの実施形態による、個別の発色要素に第１レンズ層を印刷する印刷ヘッド
を示す図である。
【図１６】第１レンズ層を硬化させる放射線源を示す図である。
【図１７】第１レンズ層に第２レンズ層を印刷する印刷ヘッドを示す図である。
【図１８】第２レンズ層を硬化させる放射線源を示す図である。
【図１９】複数のレンズ層を印刷する印刷ヘッドを示す図である。
【図２０】完全な印刷および硬化プロセスを経た光学構造の実施形態を示す等角図である
。
【図２１】履物製品の等角図である。
【図２２】異なる角度から見た履物製品の等角図であり、履物製品が標識の外観を有する
。
【図２３】複数の光学構造をそれぞれ有する複数の衣料品の実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本実施形態は以下の図面および説明を参照するとよりよく理解できる。図面内の構成要
素は必ずしも縮尺どおりではなく、代わりに本発明の原理を図示するにあたって強調を施
している。また、図面中、同じ符号はさまざまな図を通して対応する部分を示す。
【００１０】
　図１は、履物製品１００または単に製品の等角図を示しており、履物製品１００は複数
の光学構造２００を有する。この詳細な説明における実施形態は陸上競技用の履物製品と
して構成されている製品を図示している。他の実施形態では、製品は、ハイキングブーツ
、サッカーシューズ、フットボールシューズ、スニーカー、ランニングシューズ、クロス
トレーニングシューズ、ラグビーシューズ、バスケットボールシューズ、ベースボールシ
ューズおよび他の種類の靴を含むが、これだけに限らないさまざまな他の種類の履物とし
て構成してもよい。また、いくつかの実施形態では、製品は、スリッパ、サンダル、ハイ
ヒール、ローファーおよび任意の他の種類の履物を含むが、これだけに限らない、さまざ
まな種類の非スポーツ関連の履物として構成してもよい。
【００１１】
　製品は一般にさまざまなサイズの足にフィットするように作られている。図示する実施
形態では、さまざまな製品は同じ履物のサイズで構成されている。異なる実施形態では、
製品は、業界で周知の履物用の従来のサイズを含め、あらゆる履物のサイズで構成するこ
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とができるであろう。いくつかの実施形態では、履物製品は子供の足にフィットするよう
に設計されていてもよい。他の実施形態では、履物製品は成人の足にフィットするように
設計されていてもよい。さらに、他の実施形態では、履物製品は男性または女性の足にフ
ィットするように設計されていてもよい。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、履物製品１００はアッパー１０２およびソールシステム１１
０を含んでもよい。一般に、アッパー１０２はどのタイプのアッパーにしてもよい。具体
的には、アッパー１０２はどのデザイン、形状、サイズおよび／または色を有していても
よい。たとえば、製品１００がバスケットボールシューズの実施形態では、アッパー１０
２は足首に高いサポート性を与えるような形状にされているハイトップアッパーにするこ
とができるであろう。製品１００がランニングシューズの実施形態では、アッパー１０２
はロートップアッパーにすることができるであろう。いくつかの実施形態では、アッパー
１０２は、面ファスナーシステム（たとえば、ベルクロ(登録商標)）など、製品１００を
足に締めるための装具をさらに含むことができるであろうし、また、履物のアッパーにみ
られるさらに他の装具を含んでもよい。図１に図示する実施形態では、製品１００を締め
るために締めひもシステム１０３が使用されている。
【００１３】
　ソールシステム１１０はアッパー１０２に固定されて、製品１００が着用されたときに
足と地面との間に延びる。異なる実施形態では、ソールシステム１１０は異なる構成要素
を含んでもよい。たとえば、ソールシステム１１０はアウトソール、ミッドソール、およ
び／またはインソールを含んでもよい。ある場合には、これらの構成要素のうちの１つ以
上がオプションであってもよい。
【００１４】
　ソールシステム１１０は製品１００に１つ以上の機能を提供してもよい。たとえば、い
くつかの実施形態では、ソールシステム１１０は製品１００にトラクションを提供するよ
うに構成されていてもよい。トラクションの提供に加えて、ソールシステム１１０は、ウ
ォーキング中、ランニング中、または他の歩行活動中に足と地面との間で圧縮されるとき
、地面の反力を弱めてもよい。ソールシステム１１０の構成は、異なる実施形態では、多
様な従来の構造または従来にない構造を含めるために大幅に変えてもよい。ある場合には
、ソールシステム１１０の構成は、ソールシステム１１０が使用されてもよい１つ以上の
タイプの地面に応じて選択することができる。地面の例には、天然芝、人工芝、土、およ
び他の表面を含むが、これだけに限らない。
【００１５】
　図１を参照すると、参照のために、アッパー１０２は足先部１０、中足部１２およびか
かと部１４に分割してもよい。足先部１０は一般につま先と、中足骨を指骨に連結する関
節とに関連付けてもよい。中足部１２は一般に足のアーチに関連付けてもよい。同様に、
かかと部１４は一般に、踵骨を含めて足のかかとに関連付けてもよい。さらに、アッパー
１０２は外側側部１６および内側側部１８を含んでもよい。具体的には、外側側部１６お
よび内側側部１８は製品１００の対向する側部にしてもよい。また、外側側部１６および
内側側部１８はともに、足先部１０、中足部１２およびかかと部１４を通って延びていて
もよい。足先部１０、中足部１２およびかかと部１４は説明目的でのみ示されており、ア
ッパー１０２の厳密な領域を区切ることを意図しているわけではないことは理解されるで
あろう。同様に、外側側部１６および内側側部１８（図示せず）は、アッパー１０２を２
つの半体に厳密に区切るのではなく、一般にアッパー１０２の２つの側部を表すことが意
図されている。
【００１６】
　図１に図示するように、履物製品は左足で使用されることを意図されているが、以下の
説明は右足で使用されることを意図された左右反転の履物製品（図示せず）にも同じく適
用してもよいことは理解されるべきである。
【００１７】
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　一貫性のため、また便宜上、この詳細な説明を通し、図示する実施形態に対応した方向
を示す形容詞を採用する。この詳細な説明全体および請求項で使用される「側方」とは、
構成要素の幅に沿って延びる方向をいう。たとえば、アッパー１０２の側方方向は、アッ
パー１０２の内側側部１８と外側側部１６との間に延びるであろう。
【００１８】
　「多層レンズ構造」とは、この詳細な説明全体および請求項において、２つ以上のレン
ズから構成される構造をいうために使用される。多層レンズ構造のレンズは層状または積
層であってもよい。また、「レンチキュラーレンズ構造」とは、詳細な説明全体および請
求項において、異なる角度から見ると、レンチキュラーレンズ構造の下の異なる領域が異
なる倍率で拡大されるように設計されている多層レンズ構造をいうために使用される。た
とえば図３では、レンチキュラーレンズ構造２２０は５つの異なるレンズ、またはレンズ
層を備えるように示されている。
【００１９】
　さらに、この詳細な説明全体および請求項で使用される「個別の発色要素」とは、少な
くとも１つの色を有する二次元または三次元の像をいう。いくつかの実施形態では、個別
の発色要素は、赤、緑、紫、茶、黒、青、黄、白またはその組み合わせを含むが、これに
限らない１つ以上の色から構成されていてもよい。また、この詳細な説明全体および請求
項で使用される「光学構造」とは、個別の発色要素と組み合わせて、あらゆる多層レンズ
構造、たとえばレンチキュラーレンズ構造をいい、このどちらも以下さらに詳しく説明す
る。具体的には、光学構造では、個別の発色要素はレンチキュラーレンズなどの多層レン
ズ構造によって一部または完全に被覆されている。
【００２０】
　図１に図示するように、製品１００は、アッパー１０２の外部に配列されていてもよい
複数の光学構造２００を備えて構成されてもよい。図示する目的上、複数の光学構造２０
０からいくつかの個々の光学構造がはっきり見えるように、図１の中にアッパー１０２の
小さな領域２０を拡大図で示している。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、複数の光学構造２００は、アッパー１０２の外面の大部分、
またはさらには実質的に全体に設けられていてもよい。他の実施形態では、光学構造２０
０は足先部１０、中足部１２、かかと部１４、ならびに外側側部１６および／または内側
側部１８にのみ設けられていてもよい。さらに、他の実施形態は製品１００のこれらの部
分および／または側部の任意の組み合わせに設けられている光学構造２００を含んでもよ
い。
【００２２】
　異なる実施形態では、パターンと密度との両方を含む光学構造の配列は変えることがで
きるであろう。図１に図示する実施形態などのいくつかの実施形態では、光学構造２００
がアッパー１０２のほとんどの部分にほぼ均一に分散するように複数の光学構造２００を
配列してもよい。言い換えると、実施形態では、アッパー１０２における光学構造の密度
はほぼ一定のままでもよい。しかし、他の実施形態では、所望の視覚的効果を得るために
、光学構造の間隔および密度を変えることができるであろう。たとえば、別の実施形態で
は、複数の光学構造２００は、ストライプ、市松模様、またはパターンの一部の領域が密
度のより高い光学構造に関連する他の配列など、さまざまな種類のパターンで構成するこ
とができるであろう。さらに別の実施形態では、光学構造の密度はアッパー１０２の一部
の部分において連続的におよび／または不規則に変えることができるであろう。
【００２３】
　図示の目的上、本開示の図面は、製品（衣料品または履物製品１００など）のさまざま
な領域を異なる陰影を付けて示している。これら陰影の違いは、領域の色および／または
外観の違いを示すことを目的としている。たとえば、領域間の色の違いを示すために、製
品の一部の領域は別の領域（１または複数）よりも陰影を濃くしている（またはより密に
点描している）。また、製品の色および／または外観は、観察者が製品を異なる見る角度
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から見ると、変化するように見えるかもしれない。したがって、本開示の図面は、観察者
が製品を異なる角度で見たときに、製品の色および／または外観の変化を反映するように
、領域に陰影の変化を示している。これは以下さらに詳しく説明する。
【００２４】
　図２および図３は光学構造２０７の実施形態の等角図を示しており、これは複数の光学
構造２００の代表的なものであってもよい。光学構造２０７はさらに多層レンズ構造から
構成されていてもよい。具体的には、光学構造２０７はさらにレンチキュラーレンズ構造
２２０と、個別の発色要素２１０とから構成されていてもよい。図示の目的上、レンチキ
ュラーレンズ構造２２０および個別の発色要素２１０は模式的に示しており、そのため、
１つ以上の構成要素のさまざまな寸法は縮尺どおりに描かれていないかもしれないことは
理解されるべきである。このため、たとえば、レンチキュラーレンズ構造２２０の最下層
のレンズ層２２１と個別の発色要素２１０との相対的な厚さは、描かれている実施形態と
は実質的に異なるかもしれない。
【００２５】
　レンチキュラーレンズ構造２２０は任意の数のレンズを具備してもよい。図２および図
３の実施形態では、レンチキュラーレンズ構造２２０は５つのレンズ（ここではレンズ層
ともいう）、第１レンズ層２２１、第２レンズ層２２４、第３レンズ層２２６、第４レン
ズ層２２８および第５レンズ層２３０から構成されている。しかし、レンチキュラーレン
ズ構造２２０は他の実施形態では５つより多くのレンズを含んでもよいことは理解される
べきである。さらに他の実施形態では、レンチキュラーレンズ構造２２０は５つより少な
いレンズを含んでもよい。
【００２６】
　異なる実施形態では、レンチキュラーレンズ構造２２０は、平行四辺形（複数の矩形表
面積を有する）、立方体（複数の正方形表面を有する）、半円筒形、半球形、または半楕
円体形など、多様な三次元形状として構成されていてもよい。したがって、第１レンズ層
２２１、第２レンズ層２２４、第３レンズ層２２６、第４レンズ層２２８および第５レン
ズ層２３０は、レンチキュラーレンズ構造２２０の所望の形状が得られるように設計され
る。
【００２７】
　図２を参照すると、第１レンズ層２２１、第２レンズ層２２４、第３レンズ層２２６お
よび第４レンズ層２２８はそれぞれ上部と底部とを有する。たとえば、第１レンズ層２２
１は第１上部２２２と、第１底部２７３とを有する。いくつかの実施形態では、任意のレ
ンズ層が、直径および表面積が底部と実質的に同一の上部を含んでもよい。他の実施形態
では、上部および底部の寸法は異なることができるであろう。
【００２８】
　図２および図３では、第１上部２２２は第１底部２７３の直径よりも小さい直径および
表面を有する。第１レンズ層２２４は第２上部２２５および第２底部２７６を有し、第２
上部２２５は第２底部２７６よりも小さい直径および表面積を有する。同様に、第３レン
ズ層２２６は第３上部２２７および第３底部２７８を有し、第４レンズ層２２８は第４上
部２２９および第４底部２８０を有する。第３上部２２７は第３底部２７８よりも小さい
直径および表面積を有し、第４上部２２９は第４底部２８０よりも小さい直径および表面
積を有する。
【００２９】
　一般に、レンチキュラーレンズ構造の最上層のレンズ層の形状および／またはサイズは
、レンチキュラーレンズ構造全体に応じて変えてもよい。図２および図３では、第５底部
２８２を有する第５レンズ層２３０は、レンチキュラーレンズ構造２２０の全体的なドー
ム状形状を得るために凸状である。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、レンチキュラーレンズ構造の連続したレンズ層は、体積、直
径および／または表面積の点で、同様であってもよく、または大きくなっていってもよい
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。この詳細な説明全体および請求項で使用される「連続したレンズ層」とは、第１レンズ
層（すなわち、個別の発色要素に接触している最下層）から最上層のレンズ層までの順序
で始まるレンチキュラーレンズ構造のレンズ層をいう。
【００３１】
　図２および図３の実施形態では、レンチキュラーレンズ構造２２０は連続的に小さくな
っていくレンズ層を有する。言い換えると、第２底部２７６および第２上部２２５は、第
１底部２７３および第１上部２２２よりも直径および表面積ともにそれぞれ小さく、第３
底部２７８および第３上部２２７は第２底部２７６および第２上部２２５よりも直径およ
び表面積ともにそれぞれ小さく、第４底部２８０および第４上部２２９は第３底部２７８
および第３上部２２７よりも直径および表面積ともにそれぞれ小さい。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、各レンズ層の寸法は、互いに接触している隣接レンズ層の部
分が同様な寸法を有するように選択することができる。たとえば、第１レンズ層２２１の
第１上部２２２は第２レンズ層２２４の第２底部２７６と実質的に同様な寸法および／ま
たは表面積を有してもよく、第２レンズ層２２４の第２上部２２５は第３レンズ層２２６
の第３底部２７８と実質的に同様な寸法および／または表面積を有してもよく、第３レン
ズ層２２６の第３上部２２７は第４レンズ層２２８の第４底部２８０と実質的に同様な寸
法および／または表面積を有してもよく、第４レンズ層２２８の第４上部２２９は第５レ
ンズ層２３０の第５底部２８２と実質的に同様な寸法および／または表面積を有してもよ
い。
【００３３】
　レンチキュラーレンズ構造２２０のレンズ層の厚さは、所望の光学的効果を得るために
変えてもよい。図２および図３の実施形態では、各レンズ層は約０．００１ｍｍから５ｍ
ｍの範囲の厚さを有している。各層の厚さは、所望の光学的効果（所望の屈折率など）お
よび製造上の考慮事項（各レンズ層を印刷するため、またはその他生成するために使用さ
れる材料の種類など）を含めた要因に応じて選択してもよい。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、１つ以上のレンズは一部もしくは全部着色または色味付けし
てもよい。しかし、実施形態では、レンチキュラーレンズ構造２２０の各レンズ層は、レ
ンチキュラーレンズ構造２２０の各レンズ層を通して個別の発色要素２１０が観察できる
ように、透明または半透明にしてもよい。
【００３５】
　個別の発色要素２１０は形状、サイズおよび色が異なっていてもよい。図２および図３
の実施形態では、個別の発色要素２１０の形状は円形の（丸い）点である。しかし、他の
実施形態では、個別の発色要素２１０の形状は、四角形、矩形、三角形、五角形、または
５辺より多い辺を有する任意の閉じた形状を含むが、これだけに限らない。さらに他の実
施形態は、個別の発色要素２１０は任意の規則的な形状または不規則な形状を有すること
ができるであろう。
【００３６】
　異なる実施形態では、個別の発色要素２１０の厚さは変えてもよい。たとえば、いくつ
かの実施形態では、個別の発色要素２１０の厚さは、約０．００１ｍｍから５ｍｍの範囲
で変えてもよい。個別の発色要素２１０の厚さは、個別の発色要素２１０を印刷するため
、またはその他生成するために使用される材料の種類、およびおそらく他の要因を含めた
さまざまな要因に応じて選択してもよい。
【００３７】
　さらに、いくつかの実施形態では、個別の発色要素２１０の直径は変えてもよい。いく
つかの実施形態では、直径は０．００１ｍｍから５ｍｍの間で変えることができるであろ
う。さらに他の実施形態では、直径は５ｍｍよりも大きくすることができるであろう。個
別の発色要素２１０の直径は、個別の発色要素２１０が印刷される場合に使用される印刷
技術、および所望のデザインまたはパターン効果（例、結果的に得られるデザインにおい
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てより大きいかまたはより小さい点を望む）を含めたさまざまな要因に応じて選択するこ
とができるであろう。また、個別の発色要素２１０が丸くないであろう実施形態でも、寸
法（長さおよび幅など）を任意の形で変えることができることも理解されるべきである。
【００３８】
　少なくともいくつかの実施形態では、個別の発色要素２１０の直径はレンチキュラーレ
ンズ構造２１０の最も近いレンズの直径に応じて選択してもよく、またはその逆も当ては
まる。実施形態では、第１レンズ層２２１は個別の発色要素２１０に近接して最も近いレ
ンズ層である。また、第１レンズ層２２１の第１底部２７３は一般に個別の発色要素２１
０に近接して最も近い底部である。いくつかの実施形態では、個別の発色要素２１０の直
径は第１底部２７３の直径よりも大きい。他の実施形態では、個別の発色要素２１０の直
径は第１底部２７３の直径よりも小さい。
【００３９】
　図２および図３に図示する実施形態では、個別の発色要素２１０および第１底部２７３
の直径はほぼ同一である。この構成は、個別の発色要素２１０の色が観察者の見る角度に
よって異なる量で拡大される判然とした光学的効果を与える。
【００４０】
　図３および図４は、個別の発色要素２１０のすべての部分をレンチキュラーレンズ構造
２２０の第１レンズ層２２１で完全に被覆する方法をはっきりと図示している。具体的に
は、個別の発色要素２１０のどの部分も第１レンズ層２２１の外周縁２３５よりも光学構
造２２０の中央軸５５０から半径方向に遠くに設けられていない。明確にするために、こ
の詳細な説明全体および請求項において使用される「外周縁」とは、基材要素に接触する
最下層のレンズ層のもっとも外側の周界をいう。
【００４１】
　他の実施形態では、個別の発色要素２１０の少なくともいくつかの部分は、個別の発色
要素２１０のいくつかの部分がレンチキュラーレンズ構造２２０によって被覆されないよ
うに、レンチキュラーレンズ構造２２０の外周縁２３５の外側に延びることができるであ
ろう。さらに、他の実施形態では、個別の発色要素２１０のすべての部分を完全にレンチ
キュラーレンズ構造の外周縁２３５の内側にすることができるであろう。言い換えると、
個別の発色要素２１０の直径は第１レンズ層２２１の底部２７３の直径よりも実質的に小
さくすることができるであろう。
【００４２】
　光学構造２００は所望の光学的効果を得るためにいくつかの方法で変えてもよい。たと
えば、個別の発色要素２１０は、レンチキュラーレンズ構造を通して観察されるときに、
たとえば、個別の発色要素の色および／または外観の違いを生じるために、直径、厚さお
よび／または幾何学形状を変えることができるであろう。さらに、レンチキュラーレンズ
構造２２０の任意のレンズ層（または複数の層）は、レンチキュラーレンズ構造を通して
観察されるときに、たとえば、個別の発色要素の色および／または外観の違いを生じるた
めに、直径、厚さおよび／または幾何学形状を変えることができるであろう。
【００４３】
　個別の発色要素２１０は複数の領域に分割してもよい。図２および図３では、個別の発
色要素２１０は４つの領域に分割されている円形の点である。より具体的には、個別の発
色要素２１０は４つの四分円、第１四分円２１１、第２四分円２１２、第３四分円２１３
および第４四分円２１４に分割されている。実施形態では、第１四分円２１１、第２四分
円２１２、第３四分円２１３および第４四分円２１４は、表面積が実質的に同一である。
しかし、他の実施形態では、領域（四分円を含む）は実質的に同一でなくてもよい。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、個別の発色要素２１０の１つ以上の四分円を着色してもよい
。個別の発色要素２１０の色はあらゆる組み合わせにしてもよい。いくつかの実施形態で
は、色は各領域で同じであってもよい。図２および図３は、各四分円は残りの四分円とは
異なる色に関連付けられている。
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【００４５】
　実施形態は色の異なる４つの領域から構成される個別の発色要素２１０を描いているが
、他の実施形態では、個別の発色要素２１０は任意の他の数の領域から構成されることが
できるであろう。たとえば、別の実施形態では、個別の発色要素２１０は色の異なる２つ
だけの領域を具備することができるであろう。さらに他の実施形態では、個別の発色要素
２１０は色の異なる３、４、５または６以上の異なる領域を具備することができるであろ
う。
【００４６】
　図２を参照すると、個別の発色要素２１０は、第１四分円２１１、第２四分円２１２、
第３四分円２１３および第４四分円２１４を表示する上面２１５を有する。個別の発色要
素２１０の上面２１５の上に、レンチキュラーレンズ構造２２０の層がある。第１レンズ
層２２１は個別の発色要素の上面に接触する底面（図示せず）を有する。第２レンズ層２
２４は第１レンズ層２２１の上面に接触する底面２２２（図示せず）を有する。図２およ
び図３に図示されるように、残りの連続したレンズ層は同様に、すなわち、第１レンズ層
２２１および第２レンズ層２２４と同様に積み重ねられている。６以上のレンズ層を有す
るレンチキュラーレンズ構造の場合、積層プロセスも同様である。一般に、レンチキュラ
ーレンズ構造２２０は個別の発色要素２１０の中心に垂直に心合わせされている。他の実
施形態では、レンチキュラーレンズ構造２２０は個別の発色要素２１０から中心が外れて
いてもよい。
【００４７】
　図３および図４に図示するように、光学構造２０７は基材要素５００上に置かれている
。基材要素５００はアッパー１０２の一部であってもよく、または別の衣料品（後述する
）の一部であってもよい。基材要素５００は、たとえば、布地、綿、ウール、ゴム、革、
合成材、またはその組み合わせから作ることができるであろう。基材要素５００は編物ま
たは織物から作ることもできるであろう。図４に図示するように、複数の光学構造２００
を基材要素５００上に置いてもよい。
【００４８】
　図４は互いから離間している複数の光学構造２００を示す。いくつかの実施形態では、
隣接するかまたは近くの光学構造は互いに重なり合ってもよく、その場合、隣接する光学
構造間に間隔はない。他の実施形態では、隣接する光学構造はそれぞれの外周縁のみが互
いに接触していてもよい。
【００４９】
　図４では、第１光学構造２０１の第１外周縁２３５は（第１光学構造２０１に隣接して
いる）第２光学構造２０２の第２外周縁２３６から第１の距離３００離間している。また
、第２光学構造２０２の第２外周縁２３６は（第２光学構造２０２に隣接している）第３
光学構造２０３の第３外周縁２３７から第２の距離３０１離間している。図４の実施形態
では、第１の距離３００は第２の距離３０１にほぼ等しい。他の実施形態では、隣接する
光学構造は均一な間隔で離間していなくてもよい。言い換えると、第１の距離は第２の距
離と等しくなくてもよい。さらに他の実施形態では、隣接する光学構造は基材要素５００
のいくつかの領域でほぼ均一な間隔で離間していてもよく、別の領域（１または複数）で
は均一な間隔で離間していなくてもよい。
【００５０】
　図５は、複数の光学構造２００を含めて、基材要素５００の、ある区画の模式的な上面
図を示す。図５に図示される構成では、複数の光学構造２００は縦列および横列に配列さ
れていてもよい。この構成では、第１光学構造２０４は第２光学構造２０５から間隔３０
２だけ離れている。ここでは、第１光学構造２０４および第２光学構造２０５は異なる横
列に属しているように見える。さらに、第１光学構造２０４は第３光学構造２０６から間
隔３０３だけ離れているように見える。ここでは、第３光学構造２０６は第１光学構造２
０４に隣接する縦列に属しているように見える。
【００５１】
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　いくつかの実施形態では、間隔３０２は間隔３０３と実質的に等しくてもよい。他の実
施形態では、間隔３０２は間隔３０３と実質的に等しくなくてもよい。さらに他の実施形
態では、間隔３０２は基材要素５００のいくつかの領域で間隔３０３と実質的に等しくて
もよく、間隔３０２は基材要素５００の別の領域（１または複数）では間隔３０３と実質
的に等しくなくてもよい。このように、図４および図５から、各光学構造は一般に、隣接
するすべての光学構造から離間していてもよいことが明白である。
【００５２】
　図６に示す代替構成では、基材要素５００は複数の光学構造４００を含む。図５に図示
する構成とは対照的に、光学構造４００は規則的なパターンで配列していなくてもよい。
このような構成においても、各光学構造は任意の近くまたは隣接の光学構造から離間して
いてもよい。たとえば、第１光学構造４０１は第２光学構造４０２から間隔３０４だけ離
間していてもよい。第１光学構造４０１は第３光学構造４０３からも間隔３０５だけ離間
していてもよい。第１光学構造４０１は第４光学構造４０４からも間隔３０６だけ離間し
ていてもよい。第２光学構造４０２、第３光学構造４０３および第４光学構造４０４は第
１光学構造４０１に隣接していると見なされるかもしれないが、間隔３０４、間隔３０５
および間隔３０６は実質的に等しくなくてもよい。言い換えると、複数の光学構造４００
は近くまたは隣接の光学構造間で一貫した間隔を持たなくてもよい。
【００５３】
　実施形態で説明し図示する製品の表面上の光学構造の間隔は、各個別の発色要素の外観
が対応するレンチキュラーレンズ構造によって変わる独特の視覚的効果を生む。言い換え
ると、隣同士離れている各個別の発色要素は、関連するレンチキュラーレンズ構造と１対
１の対応になる。これは、複数のレンチキュラーレンズが１つの発色要素または他の像の
上に置かれているいくつかの代替レンチキュラー設計とは対照的であるように見えるかも
しれない。このように、図面に図示する構成は、各個別の発色要素を対応するレンチキュ
ラーレンズ構造によって独自に変えることができるので、製品の表面に沿って得られるパ
ターンおよび／またはデザインの多様性を高められる。
【００５４】
　図７～図９は、観察者７００が異なる見る角度で光学構造２０７を見ているところを示
す。図７～図９の実施形態では、個別の発色要素２１０は４つの四分円を有する。第１四
分円２１１は紫色（Ｐｕ）であり、第２四分円２１２は青色（Ｂｌ）であり、第３四分円
２１３は黄色（Ｙ）であり、第４四分円２１４は赤色（Ｒ）である。
【００５５】
　実施形態では、第１四分円２１１、第２四分円２１２、第３四分円２１３および第４四
分円２１４は略同じ表面積を有していてもよい。したがって、四分円に表示される色は、
レンチキュラーレンズ構造２２０が存在しない場合には、略同様な割合で見える。しかし
、レンチキュラーレンズ構造２２０が個別の発色要素２１０の上に置かれているため、観
察者がさまざまな角度でレンチキュラーレンズ構造２２０を通して個別の発色要素２１０
を見たときに、個別の発色要素２１０の外観は変化するかもしれない。たとえば、ある角
度から光学構造２０７を見ると、紫色よりも赤色の方がよく見えるかもしれない。別の実
施例では、別の角度から光学構造２０７を見ると、赤色および黄色よりも青色および紫色
の方がよく見えるかもしれない。
【００５６】
　図７を参照すると、第１の見る角度６０１から光学構造を見ている観察者７００には、
個別の発色要素２１０から主に赤色および紫色が見える。観察者が第２の見る角度６０２
から光学構造２０７を見ると、個別の発色要素２１０から４色全部が略同様な割合で見え
る。観察者が第３の見る角度６０３から光学構造２０７を見ると、個別の発色要素２１０
から黄色および青色が主に見える。
【００５７】
　図８は図７の光学構造の他の実施形態を示し、光学構造２０７を、ｚ軸を中心に半径方
向に回転させた状態を示す。ここでは、第１の見る角度６０１から光学構造２０７を見る
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観察者７００には、個別の発色要素２１０から主に紫色が見える。観察者７００が第２の
見る角度６０２から光学構造２０７を見ると、個別の発色要素２１０から４色全部が略同
様な割合で見える。観察者７００が第３の見る角度６０３から光学構造２０７を見ると、
個別の発色要素２１０から黄色が主に見える。
【００５８】
　図９は図８の光学構造２０７の他の実施形態を示し、光学構造２０７を、ｚ軸を中心に
さらに回転させている。ここでは、第１の見る角度６０１から光学構造２０７を見る観察
者７００には、個別の発色要素２１０から主に青色および紫色が見える。観察者７００が
第２の見る角度６０２から光学構造２０７を見ると、個別の発色要素２１０から４色全部
が略同様な割合で見える。観察者７００が第３の見る角度６０３から光学構造２０７を見
ると、個別の発色要素２１０から黄色および赤色が主に見える。
【００５９】
　図７～図９は図示の目的のためだけのものであり、厳密な見る角度で見る、厳密な配色
を明確に示すことを意図するものではないことは理解されるであろう。観察者７００は、
光学構造２０７がｚ軸を中心に回転するとき、および／または観察者７００が異なる見る
角度で光学構造２０７を見るとき、多くの色の組み合わせのうちの１つを見ることができ
るであろう。同様に、ｚ軸を中心とする光学構造２０７の回転および／または観察者７０
０の見る角度によっては、図示されていないいくつかの他の割合のいくつかの色の組み合
わせも見ることができるであろう。
【００６０】
　図１０および図１１は、２つの異なる視点で示される履物製品１００の実施形態を示す
。履物製品１００はアッパー１０２の足先１０、中足１２およびかかと部１４に複数の光
学構造２００を含む。アッパー１０２の光学構造２００は、たとえば、図３に図示される
構造であってもよい。製品１００は異なる視点で製品を見たときに変化するように見える
かもしれない。
【００６１】
　たとえば図１０では、製品１００は足先１０を最前面にして眺めるようにすると、アッ
パー１０２は第１外観８０１を有する。図１１では、かかと部１４が最前面になるように
製品１００を回転させると、アッパー１０２は第１外観８０１とは異なる第２外観８０２
を有する。
【００６２】
　製品１００は複数の異なる視点から複数の異なる外観を有することができるであろうこ
とは理解されるであろう。たとえば、ある特定の視点から見たアッパー１０２は、完全に
赤色に見えるかもしれない。別の視点からは、アッパー１０２は、たとえば、赤色、黄色
、青色および／または紫色の任意の組み合わせに見えるかもしれない。図１０および図１
１に図示するように、履物製品は左足で使用されることを意図されているが、以下の説明
は右足で使用されることを意図された左右反転の履物製品１００（図示せず）にも同じく
適用してもよいことは理解されるべきである。
【００６３】
　図１２～図１８は、外面に光学構造２００を備える製品（例、履物製品１００または後
で示す衣料品）を形成するために、基材要素５００上に光学構造２００を設けるプロセス
を示す。
【００６４】
　図１２に図示する印刷装置９００は、基材要素５００に個別の発色要素２１０を印刷で
きるとともに、レンチキュラーレンズ構造２２０の連続したレンズ層を印刷することがで
きる。印刷装置９００は、印刷装置９００に電力を提供するために、電源（図示せず）に
接続されるケーブル（図示せず）を有する。「連続したレンズ層を印刷する」とは、印刷
装置９００が前のレンズ層の上に連続したレンズ層を印刷することを記述することが意図
されることは理解されるであろう。
【００６５】



(14) JP 6319922 B2 2018.5.9

10

20

30

40

50

　この詳細な説明を通して説明される実施形態は、個別の発色要素２１０の上面２１５と
実質的に同一の直径および／または表面積を有する底面を備える第１レンズ層２２１を有
する。あるいは、いくつかの他の実施形態では、第１レンズ層２２１は個別の発色要素２
１０の上面２１５よりも大きい直径および表面積を有する底面を有し、その場合、印刷装
置９００は第１レンズ層２２１を個別の発色要素２１０および基材要素５００の両方に印
刷する。さらに他の実施形態では、第１レンズ層２２１は個別の発色要素２１０の上面２
１５よりも小さい直径および表面積を有する底面を有し、その場合、印刷装置９００は第
１レンズ層２２１を個別の発色要素２１０のみに印刷する。
【００６６】
　異なる実施形態では、さまざまな印刷技術を使用して、発色層および／またはレンズ層
を基材要素５００に塗布することができるであろう。これらの印刷技術は、トナーベース
の印刷、液体インクジェット印刷、ソリッドインク印刷、昇華型印刷、インクレス印刷（
感熱式印刷およびＵＶ印刷を含む）、ＭＥＭＳジェット印刷技術、およびあらゆる他の印
刷方法を含むことができるが、これに限らない。ある場合には、印刷装置５１０は２つ以
上の異なる印刷技術の組み合わせを利用してもよい。使用される印刷技術の種類は、対象
製品の素材、対象製品のサイズおよび／または幾何学形状、印刷画像の所望の特性（耐久
性、色、インク密度等）、ならびに印刷速度、印刷費およびメンテナンス要件を含むが、
これに限らない要因に応じて変えてもよい。
【００６７】
　図１２および図１３を参照すると、基材要素５００は印刷装置９００に通してもよい。
図１３は、単に個別の発色要素９７０ともいう複数の個別の発色要素９７０を基材要素５
００上に形成するために、インクトナー９５０を分散している印刷装置９００の印刷ヘッ
ド９１０を示す。図１３に図示するように、ケーブル９２０はインクトナー９５０を印刷
装置９００から印刷ヘッド９１０に供給する。印刷ヘッド９１０は印刷ヘッド９１０を動
かすことのできるロッド要素９３０に接続されている。
【００６８】
　図１３では、個別の発色要素９７０は基材要素５００全体で互いに均一に離間して、個
別の発色要素９７０の複数の横列および縦列を形成している。他の実施形態では、印刷ヘ
ッド９１０は均一に離間していない個別の発色要素９７０を印刷してもよい。
【００６９】
　図１３は４つの領域、または四分円を有する個別の発色要素２１０を示しており、第１
四分円２１１が紫色（Ｐｕ）で、第２四分円２１２が青色（Ｂｌ）で、第３四分円２１３
が黄色（Ｙ）で、第４四分円２１４が赤色（Ｒ）である。個別の発色要素２１０は複数の
色のうち少なくとも１色を有してもよく、色はさまざまな割合で印刷してもよいことは理
解されるであろう。たとえば、いくつかの実施形態では、個別の発色要素２１０の半分を
紫色に着色してもよく、個別の発色要素２１０の四分の一を赤色に着色してもよく、個別
の発色要素２１０の残りの四分の一を黄色に着色してもよい。実施形態では、残りの個別
の発色要素９７０のそれぞれは個別の発色要素２１０と同様な発色構成を有していてもよ
い。
【００７０】
　図示の目的上、個別の発色要素９７０は模式的に示しており、具体的には、いくつかの
実施形態で実質的により大きく、より広く離間している。言い換えると、図１３に図示す
る個別の発色要素９７０は、個別の発色要素９７０のサイズ／直径および隣同士の個別の
発色要素９７０間の間隔に関して、必ずしも縮尺どおりに示されていない。
【００７１】
　図１４は、個別の発色要素９７０に放射線１０１０を照射することのできる放射線源１
０００を示す。放射線源１０００は、放射線源１０００に電力を供給するために、電源（
図示せず）に接続されるケーブル１０２０を有する。放射線源１０００は光（たとえば、
電球）または加熱ランプとすることができるであろう。放射線源１０００は、紫外線（Ｕ
Ｖ）放射を含め、任意の種類の電磁放射を供給してもよい。放射線源１０００はレンチキ
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ュラーレンズ構造の各レンズ層に放射線１０１０を照射することもできる（後で示す）。
【００７２】
　印刷ヘッド９１０が個別の発色要素９７０を印刷した後、放射線源１０００からの放射
線１０１０を使用して個別の発色要素９７０を硬化させる。この詳細な説明全体および請
求項で使用される「硬化」または「硬化させる」とは、処理および／または乾燥プロセス
をいう。個別の発色要素９７０および／または光学構造２００のレンズ層を硬化させるこ
とは、所望の形状を得るために光学構造２００の成形に寄与してもよい。個別の発色要素
９７０および光学構造２００のすべてのレンズ層はともに、放射線源１０００からの放射
線１０１０によって硬化されてもよい。個別の発色要素９７０および対応するレンズ層の
硬化時間は変わってもよいが、所望の視覚的効果を得るために、一般には約０．１秒から
１分の範囲で継続する。
【００７３】
　放射線源１０００はさまざまな強度で放射線１０１０を照射することができる。放射線
源１０００の可能な放射強度の範囲を特徴づけるために、放射線源１０００が照射するこ
とのできる最高放射強度のパーセンテージとして強度を参照する。したがって、可能な強
度は０％強度（放射線なし）から１００％強度（最高強度）までの範囲として記述される
。ここで、最高強度とは、選択した放射線源が達成できる最高強度、またはある特定の硬
化効果を得るための最高所望強度のいずれかをいう。したがって、ある場合には、最高強
度は選択した放射線源の最高放射線設定ではないこともある。したがって、個別の発色要
素９７０および対応する光学構造２００のレンズ層の硬化は、０％強度から１００％強度
までの範囲の放射線から硬化されてもよい。
【００７４】
　各レンチキュラーレンズ構造の個々のレンズ層を（他のレンズ層に対して）異なる強度
で硬化させると、各層の結果的に得られる屈折率に差異を生じさせられる。たとえば、５
％強度で硬化させた第１レンズ層２２１を有する光学構造２０７は、１００％強度で硬化
させた第３レンズ層２２６とは異なる屈折率を有してもよい。この硬化技術は、第３レン
ズ層２２６を通すのとは異なる形で（異なる角度など）第１レンズ層２２１を通して伝播
する光線に寄与してもよい。また、この硬化技術は異なる角度でレンチキュラーレンズ構
造２２０を通して見たときに、異なって見える個別の発色要素２１０にも寄与してもよい
。
【００７５】
　いくつかの実施形態では、放射線源１０００は、放射線源１０００を印刷装置９００内
に統合させられるように、たとえば、印刷ヘッド９１０を介して印刷装置９００に接続さ
れている。他の実施形態では、放射線源１０００は印刷装置９００から分離していてもよ
く、または印刷装置９００の外部にあってもよい。いくつかの実施形態では、放射線源１
０００は固定式であってもよい。他の実施形態では、放射線源１０００は、放射線源１０
００からの放射線１０１０が基材要素５００の上のどこからでも照射することができるよ
うに、複数の方向に横断するように構成してもよい。放射線源１０００が固定であるか、
または移動可能であるかに関係なく、放射線源１０００からの放射線１０１０は０％から
１００％の範囲の強度で基材要素５００の任意の部分に届けられてもよい。
【００７６】
　図１４に図示する実施形態では、放射線１０１０は個別の発色要素２１０を硬化させる
ために１００％強度で照射される。
【００７７】
　印刷装置９００が基材要素５００に複数の個別の発色要素９７０を印刷した後、放射線
源１０００は個別の発色要素９７０を個々に硬化させてもよく、または複数の個別の発色
要素９７０を同時に硬化させてもよい。印刷および硬化のいくつかの方法では、印刷装置
９００が個別の発色要素９７０に任意のレンズ層の印刷を始める前に、放射線源１０００
は個別の発色要素９７０の全部を同時に硬化させてもよい。印刷および硬化の他の方法で
は、放射線源１０００が残りの（未硬化の）個別の発色要素９７０を硬化させる前に、印
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刷装置９００はすでに硬化されているいくつかの個別の発色要素９７０の上にレンズ層の
印刷を始めてもよい。
【００７８】
　図１５および図１６に図示するように、個別の発色要素９７０を硬化させた後、印刷ヘ
ッド９１０は個別の発色要素９７０の上部に第１レンズ層９７１を印刷する。すなわち、
複数の個別の発色要素９７０の各個別の発色要素は複数の第１レンズ層９７１から第１レ
ンズ層で被覆される。たとえば、第１レンズ層２２１は個別の発色要素２１０に印刷され
てもよい。
【００７９】
　一般に、各レンズ層は透明または半透明のトナー１０５０から作られる。しかし、各レ
ンズ層は、少なくともいくつかの透明または半透明の特性を維持しながら、少なくともい
くつかの色を有することができるであろう。いくつかの実施形態では、印刷装置９００は
印刷ヘッド９１０を使用して、個別の発色要素９７０および１つ以上のレンズ層の両方を
印刷してもよい。他の実施形態では、印刷装置９００は異なる印刷ヘッドを使用して、レ
ンズ層を印刷してもよい。
【００８０】
　図１６は第１レンズ層９７１の硬化プロセスを示す。第１レンズ層９７１（第１レンズ
層２２１など）を硬化させるために放射線源からの放射線１０１５が再び使用される。い
くつかの実施形態（図示せず）では、第１レンズ層９７１は前のステップで個別の発色要
素９７０を硬化させるために使用されていた強度よりも大きいか、またはそれと等しい強
度を有する放射線で硬化されてもよい。図１６の実施形態では、放射線源１０００は第１
レンズ層９７１を硬化させるために、５％強度（すなわち、最高強度の５％または所定の
強度の５％）を有する放射線１０１５を照射する。
【００８１】
　放射線源１０００はレンズ層を個々に硬化させてもよく、または複数のレンズ層を同時
に硬化させてもよい。印刷および硬化のいくつかの方法では、印刷装置９００が第２レン
ズ層９７２を印刷する前に、放射線源１０００は（個別の発色要素９７０に印刷される）
第１レンズ層９７１の全部を同時に硬化させてもよい。印刷および硬化の他の方法では、
放射線源１０００は残りの（未硬化の）第１レンズ層９７１を硬化させる前に、すでに硬
化されている第１レンズ層９７１のいくつかのレンズ層の上に第２レンズ層９７２の印刷
を始めてもよい。印刷および硬化のこれらの方法が最終的なレンチキュラーレンズ構造の
連続したレンズ層に適用されることは理解されるであろう。
【００８２】
　図１７および図１８は、レンチキュラーレンズ構造の複数の第２レンズ層９７２の印刷
および硬化の模式的な側面図を示す。図１７では、印刷ヘッド９１０が第１レンズ層９７
１の上面（図示せず）の上に第２レンズ層９７２を印刷する。いくつかの実施形態（図示
せず）では、第２レンズ層９７２は第１レンズ層９７１と同様なサイズおよび形状を有し
ていてもよい。図１７および図１８に示す実施形態では、第２レンズ層９７２は第１レン
ズ層９７１よりも小さく、第１レンズ層９７１の外面でアーチ状にもなっている。
【００８３】
　集合的に、印刷装置９００は第１レンズ層９７１、第２レンズ層９７２および連続した
レンズ層がドーム状構造を形成するようにレンズ層を印刷してもよい。しかし、他の実施
形態では、印刷装置９００は結果的に得られるレンチキュラーレンズ構造が平行四辺形、
立方体、半円筒形、半球形、または半楕円体形を模すように、レンズ層を印刷してもよい
。また、いくつかの他の実施形態では、異なるレンチキュラーレンズ構造は互いに実質的
に異なる幾何学形状を有するように形成することもできるであろう。
【００８４】
　図１８は第２レンズ層９７２の硬化プロセスを示す。いくつかの実施形態（図示せず）
では、第２レンズ層９７２は第１レンズ層９７１を硬化させるために使用される強度以下
の強度を有する放射線で硬化されてもよい。図１９の実施形態では、放射線源１０００は
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１００％強度（例、所定の最高強度レベル）を有する放射線１０１０を照射して、第２レ
ンズ層９７２を硬化させる。
【００８５】
　図１９は、印刷ヘッド９１０、およびレンチキュラーレンズ構造９６０の「ｎ」層の追
加レンズ層９７５の形成の側面図を示す。図７～図９に図示する実施形態は５層のレンズ
層を有するレンチキュラーレンズ構造９６０を示しているが、印刷装置９００は６層以上
のレンズ層を印刷することも可能である。また、放射線源（図示せず）はこの詳細な説明
でこれまでに開示した任意の強度で、６層以上のレンズ層（たとえば、「ｎ」層９７５）
を有するレンチキュラーレンズ構造９６０を硬化させることができる。
【００８６】
　図２０は、個別の発色要素２１０およびレンチキュラーレンズ構造２２０のすべてのレ
ンズ層がともに放射線源１０００から硬化プロセスを受けた光学構造２００の実施形態で
ある。この実施形態では、個別の発色要素２１０は１００％強度で硬化され、第１レンズ
層２２１は５％強度で硬化され、第２レンズ層２２４は５％強度で硬化され、第３レンズ
層２２６は１００％強度で硬化され、第４レンズ層２２８は５％強度で硬化され、第５レ
ンズ層２３０は１００％強度で硬化されている。前述したように、他の実施形態では、放
射強度は個別の発色要素２１０およびレンチキュラーレンズ構造２２０のレンズ層のいず
れについても変えることができるであろう。具体的には、各レンズ層の硬化に使用される
放射強度は、所望のレンチキュラーレンズ構成を形成するために、各レンズ層の所望の屈
折率を含め、所望の光学的効果を得るために選択することができる。
【００８７】
　図２１および図２２は、異なる２つの視点で示され、足先１０、中足１２およびかかと
部１４に複数の光学構造２００を有する履物製品１００の実施形態を示す。アッパー１０
２が、異なる見る角度から、配色に関して異なる外観を有することに加えて、製品１００
のいくつかの実施形態は、アッパー１０２が、少なくとも１つの視点から見たときに、標
識を表示する外観を有するように構成されている光学構造２００を有する。この詳細な説
明全体および請求項で使用される「標識」とは、文字、数字、記号および／またはロゴを
いう。
【００８８】
　たとえば図２１では、光学構造２００は、図２１に図示されるように、アッパー１０２
の第１外観１１０１を与えるように、アッパー１０２に構成されていてもよい。しかし、
かかと部１４が最前部になっている図２２で示される第２視点から見ると、同じ履物製品
１００は第１外観１１０１とは異なる第２外観１１０２（配色の点で）を持つだけでなく
、第２外観１１０２はアッパー１０２の外側側部１６にロゴ１１００も表示しているアッ
パー１０２を有する。図２２のロゴ１１００などの標識は説明を目的としているだけであ
り、厳密な位置に厳密なロゴを明確に示すことを意図しているわけではないことは理解さ
れるであろう。標識は、足先部１０、中足部１２および／またはかかと部１４を含めてア
ッパー１０２のどこでも、所与の視点（１または複数）で表示されることができるであろ
う。また、標識はアッパー１０２の外側側部１６および／または内側側部１８に表示する
こともできるであろう。
【００８９】
　図２３は複数の光学構造を備える基材要素を有する数点の衣料品を示す。たとえば、手
袋２００１は複数の光学構造１２００を備える基材要素１２５０から構成されているよう
に見える。基材要素１２５０上の光学構造１２００は、履物製品１００について上で説明
したように構成されている。これは、たとえば、配色、外観、標識および基材要素上の光
学構造の配置を含む。これは光学構造およびその要素のサイズ、形状および幾何学形状も
含む。
【００９０】
　同様に、光学構造は帽子２００２、シャツ２００３、ズボン２００４、靴下２００５な
どのさまざまな他の衣類品または衣料品にも配列することができる。追加の製品には、ス
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トッキングキャップ、ジャケットおよびバッグ、財布または他の種類の製品を含むが、こ
れに限らない。
【００９１】
　上述した説明は、履物製品および他の衣料品に関連してさまざまな特徴の考えられる組
み合わせをいくつか例示することを意図している。しかし、当業者は、各実施形態の中の
いくつかの特徴はオプションでもよいことを理解するであろう。また、異なる実施形態で
述べた異なる特徴をさらに他の実施形態で組み合わせることができるであろうし、それで
もなお添付の請求項の範囲内になるであろう。いくつかの特徴はいくつかの実施形態では
独立して使用することができるであろうが、さらに他の特徴はさらに他の実施形態ではさ
まざまな異なる形で組み合わせることができるであろう。
【００９２】
　さまざまな実施形態を説明してきたが、この説明は制限ではなく例示的なものを意図し
ており、本実施形態の範囲内にある他の多くの実施形態および実施態様が可能であること
は当業者には明らかであろう。したがって、本実施形態は添付の請求項およびその均等物
に鑑みる場合を除き制限されるべきではない。また、さまざまな修正および変更を添付の
請求項の範囲内で行ってもよい。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】



(24) JP 6319922 B2 2018.5.9

10

20

30

フロントページの続き

(74)代理人  100110799
            弁理士　丸山　温道
(72)発明者  ミラー，トッド，ダブリュ．
            アメリカ合衆国，オレゴン州　９７００５－６４５３，ビーバートン，ワン　バウワーマン　ドラ
            イブ，ナイキ・インコーポレーテッド内
(72)発明者  リレス，ティモシー，ケイ．
            アメリカ合衆国，オレゴン州　９７００５－６４５３，ビーバートン，ワン　バウワーマン　ドラ
            イブ，ナイキ・インコーポレーテッド内

    審査官  井上　徹

(56)参考文献  米国特許第９３４８０６９（ＵＳ，Ｂ２）　　
              実公昭４４－０１８２０３（ＪＰ，Ｙ１）　　
              特開２００６－１５０７５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２４０９１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２２７５０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－１１３３９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－０２８０７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０６８５６４６２（ＵＳ，Ｂ１）　　
              特開２００２－１６９２３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－０５５１４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭４８－０４６８４２（ＪＰ，Ｕ）　　　
              米国特許出願公開第２００７／００６８０４７（ＵＳ，Ａ１）　　
              特表２００６－５１６６９１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｂ　１／００－１／０８、３／００－３／１４
              Ｇ０９Ｆ　１９／００－２７／００
              Ｇ０３Ｂ　３５／００－３７／０６
              Ａ４１Ｄ　１／００、１３／００
              Ａ４１Ｄ　３１／００
              Ａ４１Ｄ　３１／０２
              Ａ４３Ｂ　２３／２４
              Ａ４５Ｃ　１３／０８
              Ｂ４４Ｆ　１／１４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

