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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シート部材の一方の表面に、他方の表面に焦点を結ぶ凸レンズが所定の配列間隔及び配
列方向をもって複数の前記凸レンズが配置されて成る凸レンズ集合体と、
　前記凸レンズの焦点面に複数の模様単位が前記凸レンズの配列間隔及び／又は配列方向
と相違するように配列されて成り、前記模様単位の配列間隔が、任意の隣接する模様単位
３個を選択したときに、Ｎ番目の模様単位Ｎとそれに隣接するＮ＋１番目の模様単位Ｎ＋
１との間隔ＬＮ～Ｎ＋１とＮ＋１番目の模様単位Ｎ＋１とそれに隣接するＮ＋２番目の模
様単位Ｎ＋２との間隔ＤＮ＋１～Ｎ＋２との比（ＤＮ～Ｎ＋１／ＤＮ＋１～Ｎ＋２）が０
．９５以上かつ１．０５以下の範囲内で規則的に変化し、前記模様単位の配列方向が、Ｎ
番目の模様単位Ｎとそれに隣接するＮ＋１番目の模様単位Ｎ＋１とを結ぶ直線の延長線と
、Ｎ＋１番目の模様単位Ｎ＋１とそれに隣接するＮ＋２番目の模様単位Ｎ＋２とを結ぶ直
線との交差角が－１度以上かつ＋１度以下の範囲内で規則的に変化する連続変形模様部を
含む繰り返し模様部と、
を有してなることを特徴とする立体視シート構成体。
【請求項２】
　シート部材の一方の表面に、他方の表面に焦点を結ぶ凸レンズが所定の配列間隔及び配
列方向をもって複数の前記凸レンズが配置されて成る凸レンズ集合体と、
　前記凸レンズの焦点面に複数の模様単位が前記凸レンズの配列間隔及び／又は配列方向
と相違するように配列されて成り、前記凸レンズ集合体における複数の凸レンズの配列間
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隔と相違する配列間隔をもって配列された複数の模様単位を含む模様パターンに、前記模
様単位の各配列方向に等間隔に分割してなる、同数の前記模様単位を含む複数の区画を形
成し、前記配列方向の少なくとも１方向に沿って形成された区画が、この区画の前記方向
に隣接する他の区画に含まれる模様単位における前記１方向に沿う配列間隔と相違する配
列間隔をもって、前記１方向に沿って配列された複数の模様単位を含むように、前記模様
パターンが変形されてなる連続変形模様部を含む繰り返し模様部とを有してなることを特
徴とする立体視シート構成体。
【請求項３】
　シート部材の一方の表面に、他方の表面に焦点を結ぶ凸レンズが所定の配列間隔及び配
列方向をもって複数の前記凸レンズが配置されて成る凸レンズ集合体と、
　前記凸レンズの焦点面に複数の模様単位が前記凸レンズの配列間隔及び／又は配列方向
と相違するように配列されて成り、前記請求項１に記載の連続変形模様部及び前記請求項
２に記載の連続変形模様部を含む繰り返し模様部とを有して成ることを特徴とする請求項
１又は２に記載の立体視シート構成体。
【請求項４】
　シート部材の一方の表面に、他方の表面に焦点を結ぶ凸レンズが所定の配列間隔及び配
列方向をもって複数の前記凸レンズが配置されて成る凸レンズ集合体と、
　前記凸レンズの焦点面に複数の模様単位が前記凸レンズの配列間隔及び／又は配列方向
と相違するように配列されて成り、前記模様単位が線分であり、複数の前記線分が、前記
凸レンズ集合体における凸レンズの配列間隔と相違する間隔をもって、配列されて成る線
分集合部を含む繰り返し模様部とを有してなることを特徴とする立体視シート構成体。
【請求項５】
　繰り返し模様部は、複数の前記線分集合部を含み、一つの前記線分集合部を形成する複
数の線分の延在方向が、他の線分集合部を形成する前記線分の延在方向と異なることを特
徴とする請求項４に記載の立体視シート構成体。
【請求項６】
　第１のシート部材における一方の表面に前記請求項１に記載の凸レンズ集合体を有し、
　第２のシート部材における一方の表面に前記請求項１～５のいずれか一項に記載の繰り
返し模様部を有し、
　前記第１のシート部材における凸レンズの焦点面と、前記第２のシート部材における前
記繰り返し模様部を有する表面とが対向するように、前記第１のシート部材及び前記第２
のシート部材を着脱自在又は一体に積層してなることを特徴とする請求項１～５のいずれ
か１項に記載の立体視シート構成体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、立体視シート構成体に関し、さらに詳しくは、見る角度を変えていくこと
によって三次元モアレ模様が、例えば三次元モアレ模様を形成する模様単位の形状が変化
し、前記模様単位の大きさが変化し、前記模様単位の位置が変化し、及び／又は前記模様
単位の間隔が変化するように、見える立体視シート構成体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、「透明性シートの表裏面にパターン部を形成することにより、シート
上に三次元模様を作り出す装飾シートを提供すること」を目的として、「透明性シートの
一面に、所定のピッチで繰り返された第１の模様を有する第１のパターン部を設け、前記
透明性シートの他面に、前記第１の模様と相似形状の第２の模様を用いて形成されたモア
レ模様を有する第２のパターン部を設けてあることを特徴とする装飾シート」が提案され
ている（特許文献１の請求項１及び段落番号０００５参照）。特許文献２には、「立体的
に発現した模様が変化する装飾シートを提供すること」を目的として、「複数の凸レンズ
状突起を有するレンズ部と模様を有する模様部により模様を立体的に発現させると共に、
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前記複数の凸レンズ状突起は変化させて設けたことを特徴とする装飾シート」が提案され
ている（特許文献２の請求項１及び段落番号０００５参照）。特許文献３には、「見る方
向によって模様の変化する装飾性に優れたシートを、簡易な構成により安価に提供するこ
と」を目的として、「透明性シート１の表面２に、複数の凸レンズ状の突起２１を連続し
た任意のパターンで設けると共に、該シート１の裏面３に、表面２と同じ連続パターンを
持つ模様３１を、表面２の連続パターンに対して変位させて印刷したことを特徴とする装
飾シート」が提案されている（特許文献３の請求項１及び段落番号０００４参照）。特許
文献４には、「異なった大きさの立体的で拡大された点描画模様を現出させるためにはプ
ラスチックフィルムに対するエンボス加工の形状や大きさを変える必要があり、これは金
型自体の変更を要求されるもので高価となり、あまり多種の拡大された立体感を有する点
描画模様を現出させることはむずかしいものであった」と言う技術的課題を解決するため
に、「着色又は無着色の透明基板Ｂの表面に透明性を有する印刷インキにより着色又は無
着色の透明性を有する多数の独立した凸状集光素Ａが一定の微細なピッチにて規則正しい
配列状態に印刷され、該透明基板Ｂの裏面に前記表面の凸状集光素Ａと同形状で同配列状
態又は異形状で同配列状態の多数の着色画素Ｃが印刷され、かつ、交差角度により、着色
画素Ｃの観察サイズが大幅に変化するように表面の凸状集光素Ａに対し交差角をずらせた
位置関係となっており、前記着色画素Ｃが、表面から見て立体感を有する拡大画像として
現出し視点を移動させると該拡大画像が揺らぎ感を呈することを特徴とする点描画模様の
装飾体」が提案されている（特許文献４の請求項１及び段落番号０００６参照）。
【０００３】
　また、特許文献５には、「画素の形状と同一形状の拡大された虚像を平凸レンズ状集光
素層の上方又は下方に現出させる虚像現出装飾体を提供すること」を課題として、「同一
形状・同一大きさの平凸レンズ状集光素を多数縦横に配列させて形成してなる平凸レンズ
状集光素層と透明基板層と同一形状・同一大きさの画素を多数縦横に整列させて形成して
なる画素層とからなり、各平凸レンズ状集光素と画素とは少なくとも一組が上下において
完全に重なっていて該重なっている画素と等距離にある他の画素が該他の画素と対応する
平凸レンズ状集光素に対して当該重なっている画素を中心として放射状に外側（又は内側
）へ向かって同じ幅でずれて該中心となる画素より外側の画素ほどずれる幅が大きくなる
ように前記平凸レンズ状集光素層と前記画素層とが配置されており、画素の形状と同一形
状の拡大された虚像を前記集光素層の上方（又は下方）に現出させる解決手段」が開示さ
れている（特許文献５の要約参照）。特許文献６には、「虚像現出装飾体を目視する方向
が変更されると該変更に伴って虚像の装飾体表からの深さ位置及び高さ位置が変化する虚
像現出装飾体を提供する」ことを課題とし、「平凸レンズ状集光素を多数縦横に整列させ
て形成してなる平凸レンズ状集光素層と透明基板層と画素を縦横において異なるピッチと
なるように多数整列させて形成してなる画素層とからなり、重なっている画素を含む２つ
の直交した画素の並びのうち、一方の画素の並びと等距離にある他の画素の並びが平凸レ
ンズ状集光素の並びに対して内側へ向かってずれ、外側ほどずれる幅が大きくなり、他方
の画素の並びと等距離にある他の画素の並びが平凸レンズ状集光素の並びに対して外側へ
向かってずれ、外側ほどずれる幅が大きくなるように配置されており、虚像が目視する方
向によって前記平凸レンズ状集光素層の上方又は下方に前記重なっている画素を中心とし
て現出する」手段が開示されている（特許文献６の要約参照）。特許文献７には、「画素
の拡大虚像を平凸レンズ状集光素層の上方又は下方に現出させる虚像現出装飾体を提供す
る」ことを課題とし、この課題を解決する手段として、平凸レンズ状集光素を多数縦横に
整列させて形成してなる平凸レンズ状集光素層と透明基板層と画素を多数縦横に整列させ
て形成してなる画素層とからなり、各画素の大きさは基本画素列として選定される一の画
素列からより遠く離れた他の画素列に配置される画素ほどより小さくなっており、平凸レ
ンズ状集光素層と画素層とは少なくとも一組が上下において最も重なっていると共に重な
っている画素と等距離にある他の画素が該各画素と対応する平凸レンズ状集光素に対して
重なっている画素を中心として放射状にずれており、かつ、中心となる画素より外側の画
素ほどずれる幅が大きくなるよう配置されており、拡大虚像が平凸レンズ状集光素層の上
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方又は下方に現出する」手段が開示されている（特許文献７の要約参照）。特許文献８に
は、「目視する位置を移動させると各画素に合わせて動く虚像を平凸レンズ状集光素層の
上方又は下方に現出させる虚像現出装飾体を提供する」ことを課題とし、この課題を解決
する手段として、「平凸レンズ状集光素を整列させてなる平凸レンズ状集光素層と透明基
板層と画素を整列させてなる画素層とからなり、画素層の各画素行（又は画素列）上に配
置される画素の並びの各画素が同じ回転角を累積するパターンにて回転して形成され、各
平凸レンズ状集光素と各画素とは一組が重なり、重なっている画素を含む画素列と等距離
にある一組の他の画素列が対応する平凸レンズ状集光素列に対して重なっている画素を含
む画素列から外側（又は内側）に向かってずれていると共に、重なっている画素を含む画
素列より外側の画素列ほどずれる幅が大きくなるように平凸レンズ状集光素層と画素層と
が配置され、虚像が平凸レンズ状集光素層の上方（又は下方）し、目視する位置を移動さ
せると各画素に合わせて動く」手段が開示されている（特許文献８の要約参照）。特許文
献９には、「見る位置に制限を受けることなく、揺らぎの少ない静的な状態で、立体的な
図柄の拡大像が見える装飾表示体を提供する」ことを課題とし、この課題を解決する手段
として、装飾表示体は、シート状の透明素材４１の裏面に、着色された複数の画素４２を
各画素４２の並びに方向性を持たせて２次元的に等配列して画像パターンが形成される。
透明素材４１の表面には、複数の凸レンズ状の集光素４４を各集光素４４の並びに前記画
像パターンと同じ方向性を持たせて２次元的に等配列して集光素パターンが形成される。
各画素４２の配列ピッチと各集光素４４の配列ピッチとが異なるように、前記画像パター
ン４３と集光素パターンとが形成される」手段が開示されている（特許文献９の要約参照
）。特許文献１０には、「見る位置に制限を受けることなく、揺らぎの少ない静的な状態
で、立体的な図柄の拡大像が見える装飾表示体を提供する」ことを課題とし、この課題を
解決する手段として、「装飾表示体は、シート状の透明素材４１の裏面に、着色された複
数の画素４２を各画素４２の並びに方向性を持たせて２次元的に等配列して画像パターン
が形成される。透明素材４１の表面には、複数の凸レンズ状の集光素４４を各集光素４４
の並びに前記画像パターンと同じ方向性を持たせて２次元的に等配列して集光素パターン
が形成される。各画素４２の配列ピッチと各集光素４４の配列ピッチとが異なるように、
前記画像パターン４３と集光素パターンとが形成される」手段が開示されている（特許文
献１０の要約参照）。
【０００４】
【特許文献１】特許３１３１７７１号明細書
【特許文献２】特開２００３－３９５８３号公報
【特許文献３】特許２７６１８６１号明細書
【特許文献４】特許３３３８８６０号明細書
【特許文献５】特開２００１－５５０００号公報
【特許文献６】特開２００２－４６４００号公報
【特許文献７】特開２００２－１２０５００号公報
【特許文献８】特開２００３－２２６０９９号公報
【特許文献９】特開２００１－１８０１９８号公報
【特許文献１０】特開２００３－２２０１７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、これらの立体視シート構成体等の中には、角度を変えて、レンズ集合体を介し
て模様を見ても、その模様の見える位置の変位する度合いが一定で、その模様が単に立体
的に見えるだけで、三次元的な視覚効果が小さいという問題、また、三次元模様の形状が
変化することもなく、やはり三次元的な視覚効果が小さいという問題があった。さらに、
見る角度を変えていくことによって模様が変位して見えるこれらの立体視シート構成体等
においても、立体視シート構成体を見る距離が離れる（視距離が長くなる）と、模様の変
位量が小さくなり、その結果、模様の立体的な見え方も小さくなってしまうという問題が



(5) JP 4685101 B2 2011.5.18

10

20

30

40

50

あった。
【０００６】
　したがって、この発明は、レンズ集合体を介して模様を見た場合に、見る角度を変えて
いくことによって三次元モアレ模様が変化して見える立体視シート構成体を提供すること
を目的とする。より詳細には、この発明は、レンズ集合体を介して模様を見た場合に、視
距離が長くても短くても、見る角度を変えていくことによって三次元モアレ模様が変位し
動いて見える立体視シート構成体、及び、見る角度を変えることによって三次元モアレ模
様の形状が変化して見える立体視シート構成体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】
【０００７】
　前記課題を解決するための第１の手段として、
請求項１は、シート部材の一方の表面に、他方の表面に焦点を結ぶ凸レンズが所定の配列
間隔及び配列方向をもって複数の前記凸レンズが配置されて成る凸レンズ集合体と、
　前記凸レンズの焦点面に複数の模様単位が前記凸レンズの配列間隔及び／又は配列方向
と相違するように配列されて成り、前記模様単位の配列間隔が、任意の隣接する模様単位
３個を選択したときに、Ｎ番目の模様単位Ｎとそれに隣接するＮ＋１番目の模様単位Ｎ＋
１との間隔ＬＮ～Ｎ＋１とＮ＋１番目の模様単位Ｎ＋１とそれに隣接するＮ＋２番目の模
様単位Ｎ＋２との間隔ＤＮ＋１～Ｎ＋２との比（ＤＮ～Ｎ＋１／ＤＮ＋１～Ｎ＋２）が０
．９５以上かつ１．０５以下の範囲内で規則的に変化し、前記模様単位の配列方向が、Ｎ
番目の模様単位Ｎとそれに隣接するＮ＋１番目の模様単位Ｎ＋１とを結ぶ直線の延長線と
、Ｎ＋１番目の模様単位Ｎ＋１とそれに隣接するＮ＋２番目の模様単位Ｎ＋２とを結ぶ直
線との交差角が－１度以上かつ＋１度以下の範囲内で規則的に変化する連続変形模様部を
含む繰り返し模様部と、
を有してなることを特徴とする立体視シート構成体である。
【０００８】
　前記課題を解決するための第２の手段として、
請求項４は、シート部材の一方の表面に、他方の表面に焦点を結ぶ凸レンズが所定の配列
間隔及び配列方向をもって複数の前記凸レンズが配置されて成る凸レンズ集合体と、
　前記凸レンズの焦点面に複数の模様単位が前記凸レンズの配列間隔及び／又は配列方向
と相違するように配列されて成り、前記模様単位が線分であり、複数の前記線分が、前記
凸レンズ集合体における凸レンズの配列間隔と相違する間隔をもって、配列されて成る線
分集合部を含む繰り返し模様部とを有してなることを特徴とする立体視シート構成体であ
る。
　この立体視シート構成体の好適な態様にあっては、繰り返し模様部は、複数の前記線分
集合部を含み、一つの前記線分集合部を形成する複数の線分の延在方向が、他の線分集合
部を形成する前記線分の延在方向と異なることを特徴とする。
【０００９】
　前記課題を解決するための第３の手段として、
請求項２は、シート部材の一方の表面に、他方の表面に焦点を結ぶ凸レンズが所定の配列
間隔及び配列方向をもって複数の前記凸レンズが配置されて成る凸レンズ集合体と、
　前記凸レンズの焦点面に複数の模様単位が前記凸レンズの配列間隔及び／又は配列方向
と相違するように配列されて成り、前記凸レンズ集合体における複数の凸レンズの配列間
隔と相違する配列間隔をもって配列された複数の模様単位を含む模様パターンに、前記模
様単位の各配列方向に等間隔に分割してなる、同数の前記模様単位を含む複数の区画を形
成し、前記配列方向の少なくとも１方向に沿って形成された区画が、この区画の前記方向
に隣接する他の区画に含まれる模様単位における前記１方向に沿う配列間隔と相違する配
列間隔をもって、前記１方向に沿って配列された複数の模様単位を含むように、前記模様
パターンが変形されてなる連続変形模様部を含む繰り返し模様部とを有してなることを特
徴とする立体視シート構成体である。
【００１０】
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　前記課題を解決するための第４の手段として、
請求項３は、シート部材の一方の表面に、他方の表面に焦点を結ぶ凸レンズが所定の配列
間隔及び配列方向をもって複数の前記凸レンズが配置されて成る凸レンズ集合体と、
　前記凸レンズの焦点面に複数の模様単位が前記凸レンズの配列間隔及び／又は配列方向
と相違するように配列されて成り、前記請求項１に記載の連続変形模様部及び前記請求項
２に記載の連続変形模様部を含む繰り返し模様部とを有して成ることを特徴とする請求項
１又は２に記載の立体視シート構成体である。
【００１１】
　前記課題を解決するための第５の手段として、
請求項６は、第１のシート部材における一方の表面に前記請求項１に記載の凸レンズ集合
体を有し、
　第２のシート部材における一方の表面に前記請求項１～５のいずれか一項に記載の繰り
返し模様部を有し、
　前記第１のシート部材における凸レンズの焦点面と、前記第２のシート部材における前
記繰り返し模様部を有する表面とが対面するように、前記第１のシート部材及び前記第２
のシート部材を着脱自在又は一体に積層してなることを特徴とする請求項１～５のいずれ
か１項に記載の立体視シート構成体である。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明によれば、見る角度を変えていくことによって三次元モアレ模様が変化して見
える立体視シート構成体を提供することができる。
【００１３】
　すなわち、この発明、特に請求項１及び請求項４に記載の立体視シート構成体によれば
、レンズ集合体を介して三次元モアレ模様を観察した場合に、視距離が長くても短くても
、観察する角度を変えていくことによって三次元モアレ模様が変位し動いて見える立体視
シート構成体を提供することができる。したがって、この発明によれば、見る角度を変え
ていくことによって三次元モアレ模様が変位し動いて見えるという機能を十分に発揮する
ことができるため、この発明における立体視シート構成体を、短い視距離を隔てて見られ
る、例えば、包装物等に加えて、通常、長い視距離を隔てて見られる、例えば、街頭看板
、ポスター、広告塔、案内表示板等にも適用することができる。
【００１４】
　また、この発明、特に請求項２に記載の立体視シート構成体によれば、レンズ集合体を
介して模様を見た場合に、見る角度を変えることによって三次元モアレ模様の形状が変化
して見える立体視シート構成体を提供することができる。したがって、この発明によれば
、見る角度を変えることによって三次元モアレ模様の形状が変化して見えるという機能を
十分に発揮することができるため、この発明における立体視シート構成体を、アイキャッ
チ用の、例えば、包装物、街頭看板、ポスター、広告塔、案内表示板等に好ましく適用す
ることができる。
【００１５】
　また、この発明においては、繰り返し模様が、その一部又は全部を変形してなる連続変
形模様部及び線分集合部を含み、この連続変形模様部及び線分集合部は容易に形成させる
ことができるから、前記効果を有する立体視シート構成体を容易に作製することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　図１は、この発明の一例としての立体視シート構成体を示す概略断面図である。
　図２は、凸レンズ集合体の配列として採用されることのできる配列の一例を示す図であ
る。
　図３は、凸レンズ集合体の配列として採用されることのできる配列の一例を示す図であ
る。
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　図４は、凸レンズ集合体の配列として採用されることのできる配列の一例を示す図であ
る。
　図５は、凸レンズ集合体の配列として採用されることのできる配列の一例を示す図であ
る。
　図６は、凸レンズ集合体の配列として採用されることのできる配列の一例を示す図であ
る。
　図７は、凸レンズ集合体の配列として採用されることのできる配列の一例を示す図であ
る。
　図８は、凸レンズ集合体の配列として採用されることのできる配列の一例を示す図であ
る。
　図９は、模様パターンとして採用されることのできるパターンの一例を示す図である。
　図１０は、第１態様の立体視シート構成体における連続変形模様部の一例を示す図であ
る。
　図１１は、図９に示す模様パターンの補助線Ｙ０に沿う模様単位３１の配列を、前記配
列方向と前記２つの模様単位３１を結んだ直線とで形成される配列角度θを連続して変化
させてなる連続変形模様を説明する図である。
　図１２は、第１態様の立体視シート構成体における連続変形模様部の一例を示す図であ
る。
　図１３は、図９に示す模様パターンの補助線Ｙ０に沿う模様単位３１の配列を、補助線
Ｙ０に沿う配列方向に隣接した２つの模様単位３１の配列間隔ｄを連続して変化させてな
る連続変形模様を説明する図である。
　図１４は、模様パターンとして採用されることのできるパターンの一例を示す図である
。
　図１５は、第１態様の立体視シート構成体における連続変形模様部の一例を示す図であ
る。
　図１６は、第１態様の立体視シート構成体における連続変形模様部の一例を示す図であ
る。
　図１７は、第１態様の立体視シート構成体における模様パターンの一例を示す図である
。
　図１８は、この発明の一例としての立体視シート構成体を示す概略断面図である。
　図１９は、この発明の一例としての立体視シート構成体を示す概略断面図である。
　図２０は、この発明の一例としての立体視シート構成体を示す概略断面図である。
　図２１は、ハニカム形状の配列において、第２態様の立体視シート構成体における線分
集合部を構成する線分として採用されることのできる線分の例を示す図である。
　図２２は、スクエア形状の配列において、第２態様の立体視シート構成体における線分
集合部を構成する線分として採用されることのできる線分の例を示す図である。
　図２３は、第２態様の立体視シート構成体における繰り返し模様の一例を示す図である
。
　図２４は、第２態様の立体視シート構成体における線分集合部の一例を示す図である。
　図２５は、この発明の一例としての立体視シート構成体を示す概略断面図である。
　図２６は、模様パターンとして採用されることのできるパターンの一例を示す図である
。
　図２７は、第３態様の立体視シート構成体における連続変形模様部の一例を示す図であ
る。
　図２８は、第３態様の立体視シート構成体における連続変形模様部の一例を示す図であ
る。
　図２９は、第３態様の立体視シート構成体における連続変形模様部の一例を示す図であ
る。
　図３０は、第３態様の立体視シート構成体における連続変形模様部の一例を示す図であ
る。
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　図３１は、第３態様の立体視シート構成体における連続変形模様部の一例を示す図であ
る。
　図３２は、模様パターンとして採用されることのできるパターンの一例を示す図である
。
　図３３は、第３態様の立体視シート構成体における連続変形模様部の一例を示す図であ
る。
　図３４は、第３態様の立体視シート構成体における連続変形模様部の一例を示す図であ
る。
　図３５は、第３態様の立体視シート構成体における連続変形模様部の一例を示す図であ
る。
　図３６は、第３態様の立体視シート構成体における連続変形模様部の一例を示す図であ
る。
　図３７は、第３態様の立体視シート構成体における連続変形模様部の一例を示す図であ
る。
　図３８は、凸レンズ集合体２０を構成する凸レンズ２１の上方から連続変形模様部４６
を見た場合に、見ることのできる三次元モアレ模様を示す概略図である。
　図３９は、凸レンズ集合体２０を構成する凸レンズ２１の上方から水平方向に移動して
連続変形模様部４６を見た場合に、見ることのできる三次元モアレ模様を示す概略図であ
る。
【符号の説明】
【００１７】
１、２、３、４、５　立体視シート構成体
１０、１１　シート部材
１５　画像
２０　凸レンズ集合体
２１　凸レンズ
２２　レンズ形成区画
３０、３０Ｂ、５０、７０　繰り返し模様
３１、３２　模様単位
３５、３６、３７、３８、３９　模様パターン
４０～４９Ａ　連続変形模様部
６０　線分集合部
６５　線分
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　まず、この発明における第１態様、つまり請求項１に記載の立体視シート構成体の一例
である立体視シート構成体１について、図面を参照して、説明する。第１態様の立体視シ
ート構成体１は、図１に示されるように、シート部材１０の一方の表面に、複数の凸レン
ズ２１が形成されてなる凸レンズ集合体２０を有し、他方の表面に、繰り返し模様部３０
を有している。
【００１９】
　図１に示されるように、シート部材１０は、１枚のシートからなり、後述する凸レンズ
集合体２０を支持する。立体視シート構成体１は、凸レンズ集合体２０を介して、この凸
レンズ集合体２０が形成されたシート部材１０の一方の表面に対して反対側の表面に形成
された繰り返し模様部３０を観察するものであるから、シート部材１０は、透明であるこ
とを要する。ここで「透明」とは、繰り返し模様部３０を観察することができる程度の透
明性があることを意味し、無色透明、半透明、有色透明、有色半透明の状態を含む概念で
ある。シート部材１０の材質としては、凸レンズ集合体２０を支持でき、透明な材質であ
ればよく、例えば、合成樹脂、ガラス又は透明な塗装膜等を挙げることができる。
【００２０】
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　シート部材１０の厚さは、凸レンズ２１の焦点距離と実質的に同じ長さである。換言す
ると、シート部材１０の一方の表面に凸レンズ集合体２０を形成した場合に、その凸レン
ズ集合体２０における凸レンズ２１がそのシート部材１０の他方の面に焦点を結ぶように
、前記シート部材１０の厚みが決定される。シート部材１０の厚みは、通常の場合、凸レ
ンズ２１の焦点距離に応じて、０．１～１０．０ｍｍであり、０．１～０．８ｍｍである
のがよい。シート部材１０の形状は、凸レンズ集合体２０を支持し、案内表示板等に適用
可能な形状であればよく、例えば、平面形状、曲面形状、任意の凹凸形状等の板状にする
ことができる。
【００２１】
　このシート部材１０において、後述する凸レンズ集合体２０が形成される表面は、でき
るだけ平滑であることが好ましい。シート部材１０の、凸レンズ集合体２０が形成される
表面の好ましい平滑度は、ＪＩＳ　Ｂ　０６０１により規定された算術平均粗さ値（Ｒａ
値）及び最大高さ値（Ｒｙ値）により規定することができる。シート部材１０の、凸レン
ズ集合体２０が形成される表面の好ましいＲａ値は、０．００１～５（μｍ）であり、特
に好ましくは０．００２～０．６（μｍ）であり、好ましいＲｙ値は、０．００１～２８
（μｍ）であり、特に好ましくは０．００２～３（μｍ）である。なお、場合によっては
、前記０．００１～０．６及び０．００２～５をＲａ値の好ましい範囲とすることもでき
るし、０．００２～２８及び０．００１～３をＲｙ値の好ましい範囲にすることもできる
。シート部材１０の、凸レンズ集合体２０が形成される表面の平滑度が前記範囲内にある
と、均一な凸レンズ２１を有する凸レンズ集合体２０を形成することができ、特に後述す
る印刷法による凸レンズ集合体２０の形成を効果的に行うことができる。前記平面の平滑
度が悪いと、最終的に形成される凸レンズ集合体２０の機能が損なわれることがある。
【００２２】
　凸レンズ集合体２０は、前記シート部材１０の表面に、複数の凸レンズ２１が形成され
てなる。凸レンズ２１の配列は、モアレ効果によって繰り返し模様部における模様単位が
浮き上がり、又は沈み込んで観察されるような視覚効果等の特殊視覚効果が得られる配列
であればよく、一個の凸レンズ２１が形成されるレンズ形成区画、レンズ形成区画の間隔
等によって、特徴付けられる。このようなレンズ形成区画の形状としては、例えば、三角
形、四角形、五角形、六角形等の多角形、円形、楕円形等が挙げられる。レンズ形成区画
は、その内部に一個の凸レンズ２１が形成され、凸レンズ２１の配列を決定する。パター
ン形成区画の大きさ（隣接するパターン形成区画の間隔）は、後述する凸レンズの配列間
隔Ｌに応じて決定される。
【００２３】
　前記凸レンズ集合体２０の配列としては、例えば、図２～図８に示す配列が挙げられる
。図２に示す凸レンズ集合体２０の配列は、最密に配置された正六角形のレンズ形成区画
２２それぞれに１個の凸レンズ２１が形成されたハニカム形状の配列である。図３に示す
凸レンズ集合体２０の配列は、縦横に配置された正四角形のレンズ形成区画２２それぞれ
に１個の凸レンズ２１が形成されたスクエア形状の配列であり、図４に示す凸レンズ集合
体２０の配列は、４５度回転して縦横に配列された正四角形のパターン形成区画２２それ
ぞれに１個の凸レンズ２１が形成されたスクエア形状の配列であり、図５に示す凸レンズ
集合体２０の配列は、一点から放射状に配置されたレンズ形成区画（図５において図示し
ない。）それぞれに１個の凸レンズ２１が形成された放射形状の配列であり、図６に示す
凸レンズ集合体２０の配列は、同心円状に配置されたレンズ形成区画（図６において図示
しない。）それぞれに１個の凸レンズ２１が形成された同心円形状の配列であり、図７に
示す凸レンズ集合体２０の配列は、一点から渦巻き状に配置されたレンズ形成区画（図７
において図示しない。）それぞれに１個の凸レンズ２１が形成された渦巻き形状の配列で
あり、図８に示す凸レンズ集合体２０の配列は、一点から半径方向に向かって延在する曲
線状に配置されたレンズ形成区画（図８において図示しない。）内に凸レンズ２１が形成
された放射曲線形状の配列である。第１態様の立体視シート構成体の一例である立体視シ
ート構成体１においては、レンズ形成区画２２の配列は、図２に示されたハニカム形状の
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配列とされている。
【００２４】
　凸レンズ２１は、前記レンズ形成区画２２内、好ましくはその略中央部に形成される。
凸レンズ２１の形状は、この凸レンズ２１に入射する光を焦点することができる形状であ
ればよい。凸レンズ２１の大きさは、前記レンズ形成区画形状の大きさ以下であればよく
、前記レンズ形成区画形状と同じであるのが特によい。凸レンズ２１の高さは、凸レンズ
２１に入射する光を前記シート部材１０の裏面に焦点させることができればよく、例えば
、５～１００μｍ程度である。
【００２５】
　凸レンズ２１は、前記レンズ形成区画２２の配列方向に向かって、互いに隣接する凸レ
ンズ２１同士の配列間隔Ｌをもって、配列される。このときの凸レンズ２１の配列間隔Ｌ
は、等間隔でもよく、異なる間隔でもよく、特に限定されない。立体視シート構成体の一
例である立体視シート構成体１（図１）においては、複数の凸レンズ２１が等間隔の配列
間隔Ｌをもって配列されている。このような凸レンズ２１同士の配列間隔Ｌとして、例え
ば、０．１～１．２ｍｍ程度であるのがよく、０．１２～０．４２ｍｍ程度であるのが特
によい。凸レンズ２１の配列間隔Ｌは、前記レンズ形成区画２２の配列方向に向かって、
ある凸レンズ２１の任意の位置から、それと隣接する凸レンズ２１の前記任意の位置に対
応する位置までの距離をいう。参考のため、図２～図８に示される配列における凸レンズ
２１の中心間の配列間隔Ｌを各図に示してある。
【００２６】
　凸レンズ集合体２０の材質としては、レンズとして機能する材質であればよく、例えば
、アクリル酸メチル樹脂等のアクリル酸エステル系樹脂、メタクリル酸メチル樹脂等のメ
タクリル酸エステル系樹脂若しくはビニル系樹脂、又は、これらの樹脂を含む樹脂組成物
が挙げられる。
【００２７】
　第１態様の立体視シート構成体１は、前記したように、そのシート部材１０における前
記凸レンズ集合体２０を有していない表面、通常は前記シート部材１０の一方の表面に形
成された凸レンズが焦点を結ぶ面に、繰り返し模様部３０を有している。この繰り返し模
様部３０は、複数の模様単位３１が、前記複数の凸レンズ２１の配列と相違するように、
隣接する模様単位３１の配列間隔及び配列方向が相違してなる連続変形模様部を含んでい
る。立体視シート構成体１における繰り返し模様部３０の一例について、図９～図１７を
参照して、説明する。なお、図９及び図１４はこの発明における三次元モアレ模様を説明
するための参考図である。図１０、１２、１５、１６、１７に示される実施態様において
は、繰り返し模様部３０は、模様単位の配列間隔Ｄが、任意の隣接する模様単位３個を選
択したときに、Ｎ番目の模様単位Ｎとそれに隣接するＮ＋１番目の模様単位Ｎ＋１との間
隔ＬＮ～Ｎ＋１とＮ＋１番目の模様単位Ｎ＋１とそれに隣接するＮ＋２番目の模様単位Ｎ
＋２との間隔ＤＮ＋１～Ｎ＋２との比（ＤＮ～Ｎ＋１／ＤＮ＋１～Ｎ＋２）が０．９５以
上かつ１．０５以下の範囲内となるように、換言すると以下の式（１）を満たすように、
規則的に変化し、前記模様単位の配列方向が、Ｎ番目の模様単位Ｎとそれに隣接するＮ＋
１番目の模様単位Ｎ＋１とを結ぶ直線の延長線と、Ｎ＋１番目の模様単位Ｎ＋１とそれに
隣接するＮ＋２番目の模様単位Ｎ＋２とを結ぶ直線との交差角θ（以下において配列角度
θと称することもある。）が－１度以上かつ＋１度以下の範囲内となるように、換言する
と以下の式（２）を満たすように規則的に変化する連続変形模様部を含む。
　式（１）　　　　０．９５≦ＤＮ～Ｎ＋１／ＤＮ＋１～Ｎ＋２≦１．０５
　式（２）　　　　－１≦θ≦＋１
　なお、前記比（ＤＮ～Ｎ＋１／ＤＮ＋１～Ｎ＋２）が０．９５未満であると、凸レンズ
集合体側から三次元モアレ模様を観察しても模様が小さくなり過ぎて模様の沈み込みを認
識することができなくなり、前記比が１．０５よりも大きくなると、凸レンズ集合体側か
ら三次元モアレ模様を観察しても模様が小さくなり過ぎて模様の浮き上がりを認識するこ
とができなく成る。また、前記交差角が－１度未満又は＋１度を越えると、三次元モアレ
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模様の変化を認識することができなくなる。
【００２８】
　繰り返し模様部３０の一例として、図１０に示される連続変形模様部４０を含んだ繰り
返し模様が挙げられる。この連続変形模様部４０は、星形をなした模様単位３１が凸レン
ズ集合体２０の配列と相似の配列パターンで配列された模様パターン３５（図９参照。）
を、図１０に示されるように、その配列方向に隣接した２つの模様単位３１の配列間隔Ｄ
、及び、前記配列方向と前記２つの模様単位３１を結んだ直線とで形成される配列角度θ
が連続的に変化するように、変形してなる。
【００２９】
　変形前の模様パターン３５は、図９に示されるように、凸レンズ集合体２０における凸
レンズの配列方向と模様単位の配列方向とが同じであるが凸レンズの配列間隔Ｌ（ピッチ
との称される。）と模様単位の配列間隔Ｄとが相違し、いわゆる相似の配列パターン、具
体的には、凸レンズ集合体２０における複数の凸レンズの配列間隔Ｌと相違する配列間隔
Ｄをもって、星形の模様単位３１が複数配列された配列パターンであるが、この配列パタ
ーンに限定されない。すなわち、変形前の模様パターン３５は、そのパターンが凸レンズ
集合体２０の配列と相似であればよく、例えば、模様パターン３５の配列間隔Ｄが凸レン
ズ集合体２０の配列間隔Ｌよりも小さく又は大きく、かつ、その配列方向が、凸レンズ集
合体２０の配列方向と同じ又は異なる場合等が挙げられる。例えば、凸レンズ集合体２０
が、図２～図８に示す配列に従って形成されている場合には、模様パターンは、それぞれ
、図２～図８に示す配列における配列間隔Ｌと相違する間隔を持つ図２～図８に示す配列
に従って形成されることになる。
【００３０】
　ここで、模様パターンを構成する模様単位とは、模様パターンが不連続な模様で構成さ
れている場合には、模様パターンを構成する不連続な各模様をいい、模様パターンが例え
ば線分等の連続的な模様で構成されている場合には、模様パターンを所定の間隔で格子状
に分割したときに、模様の一部となる分割された連続した形状をいう。模様単位となる不
連続な模様の形状は、特に限定されるものではなく、例えば、三角形、四角形、五角形、
六角形等の多角形、円形、楕円形、ハート形、星形、涙形、文字形等の任意の形状が挙げ
られる。
【００３１】
　立体視シート構成体１における凸レンズ集合体２０（前記レンズ形成区画２２）は、図
２に示されたハニカム形状の配列に従って形成されているから、図９に示されるように、
模様パターン３５は、星形の複数の模様単位３１がハニカム形状の配列に従って形成され
ている。なお、図９に示す補助線Ｘ－５～Ｘ５及びＹ－５～Ｙ５は、それぞれ、模様パタ
ーン３５を変化させる状態を説明するための説明用の補助線であり、模様パターン３５を
構成するものではない。
【００３２】
　図１１は、第１の態様における模様パターン、例えば図１０に示される模様パターン４
０における模様単位３１の配列の規則性を示す説明図である。図１１に示されるように模
様パターン４０における任意の連続する３個の模様単位例えば３１ａ～３１ｃに着目する
場合に、模様単位３１ａと模様単位３１ｂとを結ぶ直線と模様単位３１ｂと模様単位３１
ｃとを結ぶ直線との為す交差角度θ１が－１度から＋１度の範囲内にある。模様単位３１
ｃと模様単位３１ｂとを結ぶ直線と、模様単位３１ｃと模様単位３１ｄとを結ぶ直線との
為す交差角度θ２も－１度から＋１度の範囲内にある。このようにして複数の模様単位の
列において、前記式（２）の関係が満たされる。θの角度を前記－１度から＋１度の範囲
内におけるどのような値にするかは、模様パターンの設計により決定される。
【００３３】
　図１０に示される模様単位３１の配列は、図９に示される模様パターン３５において、
隣接する２個の模様単位により形成される直線と、それら２個のうちの１個の模様単位と
それに隣接する他の模様単位とで形成される直線との為す交差角度θが前記式（１）を満
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たすように、しかも視覚的効果を意図して設計されたところの、補助線ｘ及び補助線ｙが
直線からＳ字カーブへと変化するように配列された複数の補助線ｘ及び補助線ｙに沿うよ
うに、連続して段階的に変化するように、変形されている。
【００３４】
　このように模様単位３１の配列角度θを変化させると、図１０及び図１１から明らかな
ように、その変化に伴って、図１１により明確に示されるように、補助線ｙ０に沿う方向
に隣接する２つの模様単位３１の配列間隔Ｄも前記式（１）を満たすようにわずかに変化
する。すなわち、補助線Ｘ－５及びＸ５側それぞれから、補助線Ｘ０に向かって、補助線
ｙ０に沿う配列方向に隣接した２つの模様単位３１の配列間隔Ｄが連続して段階的に又は
無段階的に変化している。
【００３５】
　図９に示される模様パターン３５において、その補助線ｘ０に沿う模様単位３１の配列
及びｙ０に沿う模様単位３１の配列すべてが前記式（１）及び式（２）を満たしつつ、直
線と成った補助線ｘ－５からＳ字状の補助線ｘ０を経由して再び直線となった補助線ｘ＋

５及び直線と成った補助線ｙ－５からＳ字状の補助線ｙ０を経由して再び直線となった補
助線ｙ＋５にそれぞれ沿い、しかも補助線ｘと補助線ｙとで囲繞させる領域内ではいずれ
も同数の模様単位が含まれるように模様単位が配列されるように、変形され、その結果、
図１０に示されるように、連続変形模様部４０が形成される。この連続変形模様部４０は
、模様パターン３５の補助線Ｘ０と補助線Ｙ０との交点を中心に、模様パターン３５をね
じ曲げたような、又はひねったような配列パターンになっている。
【００３６】
　連続変形模様部４０として、図１０及び図１１に、その一例を示したが、式（２）にお
ける配列角度θを連続的に変化させる際の、配列角度θの大きさ、及び、角度の向き(θ
の絶対値)は、前記した式（２）を満たす範囲内で任意に設定することができる。
【００３７】
　また、図１０に示される連続変形模様部４０は、前記したように、補助線ｘを、直線と
成った補助線ｘ－５からＳ字状の補助線ｘ０を経由して再び直線となった補助線ｘ＋５へ
と変化させ、同時に直線と成った補助線ｙ－５からＳ字状の補助線ｙ０を経由して再び直
線となった補助線ｙ＋５に変化させているが、補助線の変化のパターンはこのような例に
限られず、補助線ｘ及び補助線ｙのいずれか一方を順順に変化させるが、他方の補助線は
直線又は非直線のままにしておいて、そのような補助線に沿って配列された複数の模様炭
により形成されていても良い。
【００３８】
　前記繰り返し模様部３０の他の一例として、図１２に示される連続変形模様部４１を含
んだ繰り返し模様部（図示しない。）が挙げられる。この連続変形模様部４１は、模様単
位３１が凸レンズ集合体２０の配列と相似の配列パターンで配列された模様パターン３５
（図９参照。）を、その配列方向に隣接した２つの模様単位３１の配列間隔Ｄ、及び、前
記配列方向と前記２つの模様単位３１を結んだ直線とで形成される配列角度θが連続的に
変化するように、変形してなる。
【００３９】
　模様パターン３５は、前記繰り返し模様部３０の一例として説明した前記模様パターン
３５と同一であり、凸レンズ集合体２０の配列間隔Ｌと相違する間隔をもって、星形の模
様単位３１が複数配列された配列パターンである。
【００４０】
　図１３は、図９に示す模様パターン３５の補助線Ｙ０に沿う模様単位３１の配列を、補
助線Ｙ０に沿う配列方向に隣接した２つの模様単位３１の配列間隔Ｄを連続して変化させ
てなる連続変形模様を説明する図である。図１３において、補助線Ｘ－５～Ｘ５に位置す
る星形の模様単位３１ａ～３１ｋのみを丸で示し、変形した後の補助線を小文字の「ｘ」
及び「ｙ」で示している。
【００４１】
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　図１２に示されるｙ０に沿う模様単位３１の配列は、図９に示される模様パターン３５
において、その配列方向に隣接した２つの模様単位３１の配列間隔Ｄが、図１３に示され
るように、式（１）の関係を満たすように、連続して段階的に又は無段階的に変化するよ
うに、変形されている。その結果、前記模様単位３１の配列は、模様パターン３５の配列
間隔に比して、大きな間隔と小さな間隔を有し、かつ、補助線ｘ０を中心線として、補助
線ｘ－５から補助線ｘ０までの模様単位３１の配列と、補助線ｘ５から補助線ｘ０までの
模様単位３１の配列とが線対称となっている。したがって、補助線ｙ０に沿う模様単位３
１ａと３１ｂとの配列間隔Ｄ１と、模様単位３１ｋと３１ｊとの配列間隔Ｄ１とは同じ間
隔を有しており、配列間隔Ｄ２～ｄ５も同様に、それぞれ同じ配列間隔Ｄ２～ｄ５を有し
ている。なお、図１３には、補助線ｘ－５～ｘ５に位置する模様単位３１ａ～３１ｋのみ
が示されているが、補助線Ｙ０に沿う模様単位３１の配列すべてがこのように、補助線ｘ

０に対して線対称に変形されている。
【００４２】
　一方、図１２に示されるｘ０に沿う模様単位３１の配列も、前記ｙ０に沿う模様単位３
１ａ～３１ｋの配列における変形と同様に、補助線ｙ０に対して線対称に変形されている
。具体的には、前記ｘ０に沿う模様単位３１の配列は、図９に示される模様パターン３５
において、その配列方向に隣接した２つの模様単位３１の配列間隔Ｄが、式（１）の関係
を満たすように、連続して段階的に又は無段階的に変化するように、変形されている。そ
の結果、前記ｘ０に沿う模様単位３１の配列は、模様パターン３５の配列間隔に比して、
大きな間隔と小さな間隔を有し、かつ、補助線ｙ０を中心線として、補助線ｙ－５から補
助線ｙ０までの模様単位３１の配列と、補助線ｙ５から補助線ｙ０までの模様単位３１の
配列とが線対称となるように、補助線Ｘ０に沿う模様単位３１の配列がすべて変形されて
いる。
【００４３】
　このように、図１２に示される模様パターン４１においては、その補助線Ｘ０に沿う模
様単位３１の配列及び補助線Ｙ０に沿う模様単位３１の配列すべてが、前記したように、
補助線ｙ０に対して線対称に変形されている。この図１２に示される連続変形模様部は、
y軸とx軸とにより区画される単位区画内に存在する模様単位の数は、いずれの単位区画内
にあっても同じ数である。また、この図１２に示される連続変形模様部における模様単位
の配列規則は、換言すると、ｙ０軸とｘ０軸との交点の周囲に存在する４個の単位区画内
に存在する模様単位の密度が最大となり、前記４個の単位区画の外側に順次に配列される
単位区画内の模様単位の密度が外側に向うにつれて減少するような配列規則となっている
。このように模様単位３１の配列を変形させると、図１２及び図１３から明らかなように
、その変形に伴って、より明確には、例えば、図１２における補助線ｙ４に沿う模様単位
３１の配列が補助線ｙ０の方向に近接しているように、補助線ｙ０に沿う模様単位３１の
配列方向と、この配列方向における隣接する２つの模様単位３１を結んでなる直線とで形
成される配列角度θもわずかに変化する。すなわち、補助線ｙ０に沿う模様単位３１の配
列は、その配列方向と、この配列方向における隣接する２つの模様単位３１を結んでなる
直線とで形成される配列角度θが連続して段階的に又は無段階的に変化している。この配
列角度の変化は、補助線ｙに沿う模様単位３１の配列だけでなく、補助線ｘに沿う模様単
位３１の配列にも共通している。その結果、図１２に示されるように、連続変形模様部４
１は、模様パターン３５の補助線Ｘ０と補助線Ｙ０との交点を中心に、模様パターン３５
が収束するような配列パターンを有している。
【００４４】
　連続変形模様部４１として、図１２及び図１３に、その一例を示したが、配列間隔Ｄを
連続して段階的に又は無段階的に変化させる際の、配列間隔Ｄの大きさは、前記式（１）
を満たす限り、任意に設定することができる。
【００４５】
　また、図１２に示される連続変形模様部４１の代わりに、例えば、前記補助線ｙ０及び
補助線ｘ０に沿う模様単位３１の配列における一方の配列を変形してなる連続変形模様部
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とすることもできる。また、例えば、補助線ｘ－５から補助線ｘ０までの模様単位３１の
配列及び補助線ｘ５から補助線ｘ０までの模様単位３１の配列の何れか一方の配列のみを
変形してもよく、さらには、補助線ｘ－５から補助線ｘ０までの模様単位３１の配列と補
助線ｘ５から補助線ｘ０までの模様単位３１の配列との配列間隔Ｄの変化量を異なる値に
設定して、両配列を変形してもよい。
【００４６】
　前記繰り返し模様部のまた別の一例として、図１５に示される連続変形模様部４４を含
んだ繰り返し模様部（図示しない。）が挙げられる。この連続変形模様部４４は、星形を
なした模様単位３１が凸レンズ集合体２０の配列と相似の配列パターンで配列された模様
パターン３７（図１４参照。）を、図１５に示されるように、その配列方向に隣接した２
つの模様単位３１の配列間隔Ｄ、及び、前記配列方向と前記２つの模様単位３１を結んだ
直線とで形成される配列角度θが連続的に変化するように、変形してなる。
【００４７】
　模様パターン３７は、図１４に示されるように、凸レンズ集合体２０の配列と相似の配
列パターン、具体的には、凸レンズ集合体２０の配列間隔Ｌと相違する配列間隔をもって
、星形の模様単位３１が複数配列された配列パターンであり、模様パターン３７は、回転
して縦横に配列された正四角形のレンズ形成区画２２内に凸レンズ２１が形成されたスク
エア形状の配列に従って形成された図４に示される凸レンズ集合体２０と同様の配列に従
って、星形の複数の模様単位３１が配列されている。なお、図１４に示す補助線Ｘ－５～
Ｘ５及びＹ－５～Ｙ５は、それぞれ、模様パターン３７を変化させる状態を説明するため
の説明用の補助線であり、模様パターン３７を構成するものではない。
【００４８】
　連続変形模様部４４は、図１５に示されるように、連続変形模様部４０と同様に、模様
パターン３７に基づいて、模様パターン３７の補助線Ｘ０及びＹ０に沿う模様単位３１の
配列を、前記配列方向とその配列方向に隣接した２つの模様単位３１を結んだ直線とで形
成される配列角度θを連続して変化させてなる。その結果、補助線ｘ０と補助線ｙ０との
交点を中心点として、補助線ｘ－５から補助線ｘ０までの模様単位の配列と補助線ｘ５か
ら補助線ｘ０までの模様単位の配列とが直線状からＳ字カーブ状に変形し、次いで直線状
に変形し、かつ、補助線ｙ－５から補助線ｙ０までの模様単位の配列と補助線ｙ５から補
助線ｙ０までの模様単位の配列とが直線状からＳ字カーブ状に変形し、次いで直線状に変
形するように、模様パターン３７の補助線Ｘ０及びＹ０に沿う模様単位３１の配列がすべ
て変形されている。なお、図１５においては、変形した後の補助線を小文字の「ｘ」及び
「ｙ」で示している。
【００４９】
　前記繰り返し模様部のまた別の一例として、図１６に示される連続変形模様部４５を含
んだ繰り返し模様部が挙げられる。この連続変形模様部４５は、図１４に示される前記模
様パターン３７を、連続変形模様部１と同様に、その配列方向に隣接した２つの模様単位
３１の配列間隔Ｄ、及び、任意に選択された連続する３個の模様単位について前記式（２
）を満たすように配列角度θが連続的に変化するように、変形してなる。図１６に示され
る繰り返し模様部３０における連続変形模様部４５においては、模様パターン３７の配列
間隔に比して、大きな間隔と小さな間隔を有し、かつ、補助線ｘ０を中心線として、補助
線ｘ－５から補助線ｘ０までの模様単位の配列と、補助線ｘ５から補助線ｘ０までの模様
単位の配列とが線対称となり、かつ、補助線ｙ０を中心線として、補助線ｙ－５から補助
線ｙ０までの模様単位３１の配列と、補助線ｙ５から補助線ｙ０までの模様単位３１の配
列とが線対称となるように、模様パターン３７の補助線Ｘ０及びＹ０に沿う模様単位３１
の配列がすべて変形されている。なお、図１６においては、変形した後の補助線を小文字
の「ｘ」及び「ｙ」で示している。
【００５０】
　前記繰り返し模様部のまた別の一例として、図１７に示される連続変形模様部４２及び
連続変形模様部４３を含んだ繰り返し模様部３０Ｄが挙げられる。図１７には、繰り返し
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模様部３０Ｄの一部が示されている。繰り返し模様部３０Ｄは、模様単位が２種類の連続
変形模様部４２及び４３を補助線のｘ方向及び補助線のｙ方向に変形してなる。なお、図
１７において、連続変形模様部４２及び４３を構成する線分を実線で示している。
【００５１】
　前記連続変形模様部４２は、前記連続変形模様部４１又は４５と同様であり、模様単位
３１からなる模様パターン（図示しない。）を変形してなる。この連続変形模様部４２に
おいては、補助線ｙ０と補助線ｘ-3との交点を中心にして、模様単位３１の配列間隔Ｄが
、前記交点から遠ざかるにつれて大から小へと変化する。前記連続変形模様部４３は、補
助線ｙ０と補助線ｘ３との交点を中心にして、模様単位３１の配列間隔Ｄを、前記交点か
ら遠ざかるにつれて大から小へと変化するように、すなわち、前記連続変形模様部４２と
逆の変形方法で、前記模様パターン３６を変形してなる。
【００５２】
　図１７に示されるところの、模様単位の集合である模様パターンは、線分を碁盤目状乃
至縦横に配列した模様パターンによって構成されているから、凸レンズ集合体２０におけ
る複数の凸レンズの配列は、図３に示される正四角形のレンズ形成区画を縦横に配置した
スクエア形状の配列になっている。
【００５３】
　連続変形模様部４０～４５を含む繰り返し模様部は、シート部材１０における凸レンズ
集合体２０が形成された表面の反対側の表面、すなわち凸レンズの焦点面に形成されてい
る。
【００５４】
　立体視シート構成体１において、視距離が長くても短くても、見る角度を変えていくこ
とによって、連続変形模様部４０～４５を含む繰り返し模様部３０、３０Ｄに基づく三次
元モアレ模様が変位して動いて見える原理を、連続変形模様部４０を例にして説明する。
【００５５】
　連続変形模様部４０を含む繰り返し模様部３０を、凸レンズ集合体２０を介して見ると
、前記連続変形模様部４０が、三次元モアレ模様であって、かつ、それを見る角度を変え
ていくことによって、変位し動いて見える。
【００５６】
　立体視シート構成体１において、連続変形模様部４０の三次元的な視覚効果は、凸レン
ズ集合体２０における凸レンズ２１間の配列間隔Ｌと連続変形模様部４０における模様単
位３１間の配列間隔Ｄとの差、及び、凸レンズ集合体２０における凸レンズ２１の配列方
向と連続変形模様部４０における模様単位３１の配列方向との角度差によって、決定され
る。すなわち、配列間隔Ｌが配列間隔Ｄよりも大きいと、繰り返し模様部３０は沈んだよ
うに見え、逆に配列間隔Ｄが配列間隔Ｌよりも大きいと、繰り返し模様部３０は浮き上が
るように見える。そして、配列間隔Ｌと配列間隔Ｄとの差（絶対値）が小さいほど、沈み
込み量又は浮き上がり量が大きく見える。また、凸レンズ集合体２０における凸レンズ２
１の配列方向と連続変形模様部４０における模様単位３１の配列方向との角度差（絶対値
）が小さいほど、沈み込み量又は浮き上がり量が大きく見える。
【００５７】
　したがって、模様単位３１における配列間隔Ｄ及び配列角度θが連続して段階的に又は
無段階的に変化してなる連続変形模様部４０は、それを構成する複数の模様単位３１の配
列間隔Ｄ及び配列角度θが連続して変化しているから、凸レンズ集合体２０を介して連続
変形模様部４０を見たときに、連続変形模様部４０の沈み込み量又は浮き上がり量も、連
続して変化して見える。その結果、凸レンズ集合体２０を介して見た連続変形模様部４０
は、三次元的に、沈み又は浮き上がる様が、強調され、連続変形模様部４０の三次元的な
視覚効果が大きくなる。
【００５８】
　一方、レンズ集合体２０を介して連続変形模様部４０を見る角度を変えた時に、連続変
形模様部４０を構成する模様単位３１が移動したように見える移動量は、前記三次元的な
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視覚効果の大きさに依存する。すなわち、配列間隔Ｌと配列間隔Ｄとの差（絶対値）が小
さいほど、また、凸レンズ集合体２０における凸レンズ２１の配列方向と連続変形模様部
４０における模様単位３１の配列方向との角度差（絶対値）が小さいほど、連続変形模様
部４０を見る角度を変えていくと、その沈み込み量又は浮き上がり量が大きくなり、その
移動量も大きくなる。したがって、見る角度を変えた時に、配列間隔Ｌと配列間隔Ｄとの
差（絶対値）に応じて、連続変形模様部４０を構成する模様単位３１が移動したように見
える移動量が変化する。さらに、凸レンズ集合体２０における凸レンズ２１の配列方向と
連続変形模様部４０における模様単位３１の配列方向との角度差（絶対値）を変化させる
と、見る角度を変えた時に、連続変形模様部４０を構成する模様単位３１が視線の移動方
向と異なる方向に移動したように見える。このときの模様単位３１の移動方向は、前記凸
レンズ集合体２０における凸レンズ２１の配列方向と連続変形模様部４０における模様単
位３１の配列方向との角度差（絶対値）に依存し、この差が大きくなると、模様単位３１
の移動方向は、前記視線の移動方向から大きく外れることになる。
【００５９】
　その結果、連続変形模様部４０において、配列間隔Ｄを連続して変化させた部分では、
見る角度を変えた時に、模様単位３１の変位量が連続して異なるように見え、また、配列
角度θを連続して変化させた部分では、見る角度を変えた時に、模様単位３１の変位方向
が連続して異なるように見える。したがって、凸レンズ集合体２０を介して連続変形模様
部４０を見る角度を変えた時に、連続変形模様部４０の動きが強調され、より明確に見え
る。
【００６０】
　そして、このように、配列間隔Ｌと配列間隔Ｄとの差（絶対値）、及び、凸レンズ集合
体２０における凸レンズ２１の配列方向と連続変形模様部４０における模様単位３１の配
列方向との角度差（絶対値）を、連続して段階的に又は無段階的に変化させた連続変形模
様部４０では、連続変形模様部４０を構成する模様パターン３１の変位量及び模様パター
ン３１の変位方向に連続して違いが生じ、その結果、連続変形模様部４０の動きが強調さ
れ、より明確に見えるようになるから、視距離が短い場合はもちろん、視距離が長い場合
にも、連続変形模様部４０の動きが、明確かつ容易に観察できる。
【００６１】
　そのため、この発明に係る第１態様の立体視シート構成体１のように、凸レンズ集合体
２０を介して見た連続変形模様部４０は、三次元的に、沈み又は浮き上がる様が明瞭に見
えるだけでなく、レンズ集合体２０を介して、連続変形模様部４０を見た場合に、視距離
が長くても、それを見る角度を変えていくことによって、この三次元モアレ模様が変位し
動いて見える。
【００６２】
　したがって、立体視シート構成体１は、短い視距離を隔てて見られる、例えば、包装物
等に加えて、通常、長い視距離を隔てて見られる、例えば、街頭看板、ポスター、広告塔
、案内表示板等にも適用することができる。
【００６３】
　前記連続変形模様部４０及び前記連続変形模様部４４は、具体的には、凸レンズ集合体
２０を介して、見る角度を変えて見ると、模様単位３１が補助線ｘ０と補助線ｙ０との交
点に向かって収束しつつ浮き上がった三次元モアレ模様が、その交点に流入又は流出する
ように、動いて見える。
【００６４】
　前記連続変形模様部４１及び前記連続変形模様部４５は、具体的には、凸レンズ集合体
２０を介して、見る角度を変えて見ると、模様単位３１が補助線ｘ０と補助線ｙ０との交
点に向かって収束しつつ沈み込んだ三次元モアレ模様が、その交点に流入又は流出するよ
うに、動いて見える。
【００６５】
　図１７に示される前記連続変形模様部４２は、具体的には、凸レンズ集合体２０を介し



(17) JP 4685101 B2 2011.5.18

10

20

30

40

50

て、見る角度を変えて見ると、模様単位３２が補助線ｘ－３と補助線ｙ０との交点に向か
って収束しつつ沈み込んだ三次元モアレ模様が、その交点に流入又は流出するように、動
いて見え、一方、連続変形模様部４３は、具体的には、凸レンズ集合体２０を介して、見
る角度を変えて見ると、模様単位３２が補助線ｘ３と補助線ｙ０との交点から放射状に広
がりつつ浮き上がった三次元モアレ模様が、その交点に流入又は流出するように、動いて
見える。つまり、繰り返し模様部３０Ｄは、全体として、交互に凹凸を有する起伏模様が
波打つように見える。
【００６６】
　立体視シート構成体１の製造方法を説明する。まず、シート部材１０を前記材質で、成
形技術等の公知の製造方法によって、形成する。このとき、シート部材１０における凸レ
ンズ集合体２０が形成される表面は、前記表面粗さを有するように、定法に従って表面処
理されてもよいし、下地層が設けられてもよい。下地層は、樹脂組成物等を用いて、ディ
ッピング、刷毛塗り、スプレー、ロールコータによる塗工、印刷及びその他の方法により
、形成することができる。
【００６７】
　次いで、シート部材１０の表面に、前記材質で、凸レンズ集合体２０を形成する。凸レ
ンズ集合体２０を形成する方法として、前記凸レンズ集合体２０を形成可能な公知の方法
、例えば、型を使った成型法や印刷法等が挙げられる。
【００６８】
　前記シート部材１０と凸レンズ集合体２０とが、同一の材質で形成される場合には、シ
ート部材１０と凸レンズ集合体２０とを、例えば成形技術等によって、一体に形成しても
よい。
【００６９】
　次いで、連続変形模様部４０を含む繰り返し模様部３０を形成するためにはまず、この
繰り返し模様部３０を、例えば、パーソナルコンピュータにて、画像編集ソフト（例えば
、アドビシステムズ社製のＡｄｏｂｅ　Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ（登録商標）、アドビシ
ステムズ社製のＡｄｏｂｅ　Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ等が挙げられる。）を用いて、凸レンズ
集合体２０の配列間隔Ｌと相違する配列間隔を持つ配列パターンとなるように、複数の模
様単位３１を配列して、例えば図９に示すような模様パターン３５を作成する。次に、こ
の繰り返し模様部３０における一部の領域又は全部の領域（模様パターン３５に相当）に
おいて、前記画像編集ソフトを用いて、その配列角度θ及び配列間隔Ｄを、図１０に示さ
れる配列に変化させる。このようにして形成されたところの連続変形模様部４０を含む繰
り返し模様部３０を、シート部材１０の凸レンズ集合体２０が形成されていない表面つま
り凸レンズの焦点面に形成して、立体視シート構成体１を製造することができる。なお、
図１２に示される連続変形模様部４１を含む繰り返し模様部、図１５に示される連続変形
模様部４４、図１６に示される連続変形模様部４５、図１７に示される連続変形模様部４
２，４２を含む繰り返し模様部３０Ｄも同様にして形成することができる。
【００７０】
　この発明によれば、前記のようにして、その一部又は全部を変形してなる連続変形模様
部を容易に形成することができるから、立体視シート構成体１を容易に製造することがで
きる。
【００７１】
　また、連続変形模様部は、その配列方向における任意の連続する３個の模様単位３１が
式（１）及び式（２）の関係を満たす限り、配列間隔Ｄ、及び、前記模様単位３１におけ
る配列角度θを徐々に変化させ、又は急激に変化させて、模様パターンを変形してなるも
のであればよく、必ずしも、模様パターンを連続変形模様部４０～４５に限定されるもの
ではない。
【００７２】
　さらに、立体視シート構成体１における繰り返し模様部３０、３０Ａ～３０Ｃは、１つ
の連続変形模様部を含んでいるが、図１７に示されるように、２以上の連続変形模様部を
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含んでいてもよい。この場合、２以上の連続変形模様部は、同じ連続変形模様部であって
もよく、異なる連続変形模様部であってもよい。例えば、連続変形模様部４０又は連続変
形模様部４１を複数含んでいてもよいし、両方を複数含んでいてもよい。繰り返し模様が
複数の連続変形模様部を含んでいる場合には、連続変形模様部は任意に配列することがで
きる。
【００７３】
　さらにまた、立体視シート構成体１における繰り返し模様部３０、３０Ｄ並びに連続変
形模様部４０～４５は、何れも、それら繰り返し模様部及び連続変形模様部の形成領域が
正方形であると想定されているが、繰り返し模様及び連続変形模様部を形成する領域の輪
郭形状は、特に限定されず、例えば、三角形、四角形、五角形、六角形等の多角形、円形
、楕円形、ハート形、星形、涙形、矢印形、流線形、文字形又はこれらを結合した形状等
が挙げられる。
【００７４】
　この発明に係る立体視シート構成体は、一層又は複数の層からなる透明なシート部材の
一方の表面に、複数の凸レンズを集合形成して成る凸レンズ集合体を形成し、そのシート
部材の前記凸レンズの焦点面に、連続変形模様部を有する繰り返し模様部を形成して成る
構成に限定されない。例えば本願請求項６に記載されているように、第１のシート部材に
おける一方の表面に前記請求項１に記載の凸レンズ集合体を有し、第２のシート部材にお
ける一方の表面に前記請求項１～５のいずれか一項に記載の繰り返し模様部を有し、前記
第１のシート部材における凸レンズの焦点面と、前記第２のシート部材における前記繰り
返し模様部を有する表面とが対面するように、前記第１のシート部材及び前記第２のシー
ト部材を着脱自在又は一体に積層してなる立体視シート構成体もまた、この発明に係る立
体視シート構成体である。
【００７５】
　具体的には、図１８に示されるように、立体視シート構成体２は、第１のシート部材１
０における一方の表面に凸レンズ集合体２０を有し、第２のシート部材１１における一方
の表面に繰り返し模様部３０を有し、前記第１のシート部材１０における他方の表面すな
わち凸レンズの焦点面と、前記第２のシート部材１１における前記繰り返し模様部３０を
有する表面とが対面するように、前記第１のシート部材１０及び前記第２のシート部材１
１を積層してなる。立体視シート構成体２におけるシート部材１１は、透明でなくてもよ
く、例えば、紙、合成樹脂、塗装膜等の材質で形成することができる。
【００７６】
　この積層体は、シート部材１０及びシート部材１１が対面した状態で一体的に固定、例
えば、接着乃至接合等されていなくてもよく、例えば、２枚の保持板等を用いて、シート
部材１０及びシート部材１１を把持することによって、使用時に、シート部材１０及びシ
ート部材１１を対面した状態に保持してもよい。図１８に示される立体視シート構成体２
においては、前記方法で、繰り返し模様部３０を作成し、シート部材１１の表面に形成し
て、繰り返し模様部３０を有するシート部材１１を形成することができる。
【００７７】
　さらに、図１８には、２枚のシート部材１０及び１１の積層体が示されているが、３枚
以上のシート部材を積層した積層体としてもよい。例えば、シート部材１０とシート部材
１１の間に第３のシート部材が介装されていてもよく、シート部材１０、シート部材１１
及び第３のシート部材がこの順に積層されていてもよい。この第３のシート部材は、場合
によっては、シート部材１０又はシート部材１１を支持する支持層としての機能を有し、
凸レンズ集合体２０による焦点が繰り返し模様に結像するように焦点距離を調整する焦点
距離調整層としての機能を有する。
【００７８】
　また、立体視シート構成体１及び２は、繰り返し模様を備えているが、これらの繰り返
し模様に加えて、他の模様や画像等を有していてもよく、例えば、図１９に示される立体
視シート構成体３のように、凸レンズ集合体２０が形成されていないシート部材１０の表
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面に画像１５を形成し、この画像１５の背景等として、繰り返し模様部３０を、この画像
１５の表面に形成してもよい。もちろん、前記シート部材１０の表面に繰り返し模様部３
０を形成し、さらに、その表面に画像１５を形成してもよい。
【００７９】
　この発明における第２態様の立体視シート構成体４について、図面を参照して、説明す
る。図２０に示す立体視シート構成体４は、図１に示される第１態様の立体視シート構成
体１と同様に、シート部材１０の一方の表面に複数の凸レンズ２１が形成されてなる凸レ
ンズ集合体２０を有し、シート部材１０の他方の表面に繰り返し模様５０を有している。
第２態様の立体視シート構成体４におけるシート部材１０及び凸レンズ集合体２０は、第
１態様の立体視シート構成体１におけるシート部材１０及び凸レンズ集合体２０と同様で
ある。第２態様の立体視シート構成体４においては、例えば、凸レンズ集合体２０は、図
３に示す正四角形のレンズ形成区画を縦横に配置したスクエア形状に配列されている。
【００８０】
　図２０に示されるように、立体視シート構成体４における繰り返し模様５０は、複数の
線分６５が凸レンズ集合体２０における凸レンズ２１の配列間隔Ｌと相違する間隔Ｄをも
って隣接してなる線分集合部６０を含んでいる。
【００８１】
　線分集合部６０を形成する領域の輪郭形状は、所望の模様となるように任意に決定する
ことができ、例えば、三角形、四角形、五角形、六角形等の多角形、円形、楕円形、ハー
ト形、星形、涙形、矢印形、流線形、文字形又はこれらを結合した形状等が挙げられる。
【００８２】
　前記線分集合部６０を構成する線分６５は、凸レンズ集合体２０における凸レンズ２１
の配列間隔Ｌと相違する間隔をもって略平行に隣接し、繰り返しパターンを形成可能な線
分であればよく、例えば、直線、曲線又はこれらを含む線であってもよい。このような線
分６５としては、例えば、凸レンズ集合体２０を構成する凸レンズ２１の隣接する凸レン
ズ２１を通る線分６５の延在方向と同方向に延在する線分等が挙げられ、より具体的にそ
の例を挙げると、例えば、凸レンズ集合体２０が図２に示す配列に従って形成されている
場合には、図２１に示される線分６５ａ～６５ｃ等の延在方向と同方向に延在する線分等
が挙げられ、凸レンズ集合体２０が図３に示す配列に従って形成されている場合には、図
２２に示される線分６５ｄ～６５ｍ等の延在方向と同方向に延在する線分等が挙げられる
。
【００８３】
　前記線分集合部６０は、これらの線分が、複数集合し、かつ、凸レンズ集合体２０にお
ける凸レンズ２１の配列間隔Ｌと相違する間隔をもって、略平行に隣接してなる。ここで
、凸レンズ２１の配列間隔Ｌと相違する間隔とは、例えば、線分集合部６０を構成する隣
接する複数の線分間の間隔が、配列間隔Ｌよりも短く一定である場合、配列間隔Ｌよりも
長く一定である場合、連続的に徐々に又は急激に短く又は長くなる場合、及び、連続的に
徐々に又は急激に短くなり又長くなる場合等をいう。前記一定の間隔としては、例えば、
凸レンズの配列間隔Ｌの１／ｎ～ｎ倍（ｎは０でない数）とすることができる。
【００８４】
　立体視シート構成体４においては、繰り返し模様５０は、例えば、図２３に示されるよ
うに、正六角形を基本とする星形の輪郭を有し、この星形を１２に分割した三角形部分に
、３種類の線分集合部６０ａ、６０ｂ及び６０ｃを、それぞれ４固ずつ、配置してなる。
前記３種類の線分集合部６０ａ、６０ｂ及び６０ｃの配置は、これらの線分集合部６０ａ
～６０ｃを構成する線分の延在方向が、隣接する２つの線分集合部を構成する線分の延在
方向と、それぞれ異なるように、時計方向に、線分集合部６０ａ、６０ｂ及び６０ｃの順
で配列されている。線分集合部６０ａ、６０ｂ及び６０ｃを構成する線分６５は、それぞ
れ、図２２に示された線分６５ｊ、線分６５ｄ及び６５ｆの延在方向と同方向に延在し、
各線分集合部６０ａ、６０ｂ及び６０ｃを構成する隣接する線分６５同士の距離は、凸レ
ンズ集合体２０を構成する凸レンズ２１の配列間隔Ｌと相違するように設定されている。
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そして、前記３種類の線分集合部６０ａ、６０ｂ及び６０ｃは、何れも、配列間隔Ｌと相
違する距離を隔てて、複数の線分６５が平行に配列されてなる。
【００８５】
　立体視シート構成体４は、立体視シート構成体１と同様に、繰り返し模様５０が、シー
ト部材１０における凸レンズ集合体２０が形成された表面の反対側の表面である凸レンズ
焦点面に形成されている。
【００８６】
　立体視シート構成体４において、視距離が長くても短くても、見る角度を変えていくこ
とによって、線分集合部６０を含む繰り返し模様５０の三次元モアレ模様が変位し動いて
見える原理を以下に説明する。
【００８７】
　繰り返し模様５０に含まれる３種類の線分集合部６０ａ、６０ｂ及び６０ｃを、凸レン
ズ集合体２０を介して見る角度を変えて見ると、それぞれの線分集合部６０ａ、６０ｂ及
び６０ｃを構成する複数の線分は一様に平行移動し、その結果、それぞれの線分集合部６
０ａ、６０ｂ及び６０ｃが変位し動いて見える。具体的には、図２３に示される前記繰り
返し模様５０を、凸レンズ集合体２０を介して水平方向（図２３において左右方向）に視
線を移動して見ると、線分集合部を構成する線分の延在方向が前記視線の移動方向と一致
する線分集合部６０ａは、実際には変位し動いているものの、変位する方向が前記視線の
移動方向と一致しているから、見かけ上、線分集合部６０ａは動いて見えないが、線分集
合部を構成する線分の延在方向が前記視線の移動方向と一致していない線分集合部６０ｂ
及び６０ｃは何れも変位し動いて見える。このように、繰り返し模様５０の一部（線分集
合部６０ａ）は見かけ上動いて見えず、その他の部分（線分集合部６０ｂ及び６０ｃ）は
動いて見えるから、繰り返し模様５０を、凸レンズ集合体２０を介して水平方向に視線を
移動して見ると、繰り返し模様５０が三次元的に動いて見える。
【００８８】
　前記繰り返し模様５０は、線分集合部を構成する線分の延在方向が、隣接する２つの線
分集合部を構成する線分の延在方向と、それぞれ異なるように、複数の線分集合部６０ａ
、６０ｂ及び６０ｃが、配置されているから、見る角度を変えたときに、各線分集合部が
異なる動きをすることによって、繰り返し模様５０の三次元的な動きがより一層明確に見
える。したがって、この発明に係る第２態様の立体視シート構成体４によれば、レンズ集
合体２０を介して、繰り返し模様５０を見た場合に、視距離が長くても、それを見る角度
を変えていくことによって、三次元モアレ模様の動きを、はっきりと見ることができ、前
記したように、複数の線分集合部を含んでいる場合には、三次元モアレ模様の動きを、よ
り一層はっきりと見ることができる。
【００８９】
　したがって、立体視シート構成体４は、短い視距離で観察されることの多い、例えば、
包装物等に加えて、通常、長い視距離で観察されることの多い、例えば、街頭看板、ポス
ター、広告塔、案内表示板等にも適用することができる。
【００９０】
　前記繰り返し模様５０は、具体的には、凸レンズ集合体２０を介して、水平方向に視線
を移動して見ると、線分集合部６０ａは静止したままで、線分集合部６０ｂ及び６０ｃが
繰り返し模様５０の外側又は内側に向かって流れるように見える。一方、線分集合部６０
ａ～６０ｃを構成する線分の何れの延在方向にも一致しない方向に視線を移動して見ると
、線分集合部６０ａ～６０ｃのすべてが、それぞれ別個に、繰り返し模様５０の外側又は
内側に向かって流れるように見える。
【００９１】
　立体視シート構成体４は、基本的には、第１態様の立体視シート構成体１～３と同様に
して、製造することができる。線分集合部６０を含む繰り返し模様５０は、例えば、繰り
返し模様部３０と同様にして、パーソナルコンピュータにて前記画像編集ソフト等を用い
て、所望のイメージデータを作成することができる。
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【００９２】
　第２態様の立体視シート構成体４においては、繰り返し模様５０は、線分集合部６０ａ
～６０ｃを含む星形ものに限られない。例えば、繰り返し模様５０は、線分集合部を少な
くとも１個含んでいればよい。また、線分集合部を構成する複数の線分は、図２４に示さ
れるように、隣接する線分間の間隔が、連続して段階的に又は無段階的に短くなる場合、
連続して段階的に又は無段階的に長くなる場合、及び、連続して段階的に又は無段階的に
短くなり長くなる場合であってもよい。これらの場合には、三次元モアレ模様が、連続し
て段階的に又は無段階的に動いて見える。さらに、線分集合部に、それを構成する線分の
間に他の模様や画像等を介在させてもよい。
【００９３】
　また、立体視シート構成体４においても、第１態様の立体視シート構成体１と同様に、
図１８に示される立体視シート構成体２のように、シート部材１０及びシート部材１１の
積層体としてもよく、３枚以上のシート部材を積層した積層体としてもよい。同様に、立
体視シート構成体４においても、図１９に示される立体視シート構成体３のように、繰り
返し模様５０の他に、他の模様や画像１５等を備えていてもよい。
【００９４】
　この発明における第３態様の立体視シート構成体５について、図面を参照して、説明す
る。図２５に示す立体視シート構成体５は、図１に示される第１態様の立体視シート構成
体１と同様に、シート部材１０の一方の表面に複数の凸レンズ２１が形成されてなる凸レ
ンズ集合体２０を有し、シート部材１０の他方の表面に繰り返し模様７０を有している。
第３態様の立体視シート構成体５におけるシート部材１０及び凸レンズ集合体２０は、第
１態様の立体視シート構成体１におけるシート部材１０及び凸レンズ集合体２０と同様で
ある。第３態様の立体視シート構成体５においては、例えば、凸レンズ集合体２０は、図
３に示す正四角形のレンズ形成区画を縦横に配置したスクエア形状に配列されている。
【００９５】
　図２５に示されるように、立体視シート構成体５における繰り返し模様７０は、凸レン
ズ集合体２０における凸レンズ２１の配列間隔Ｌと相違する配列間隔Ｄをもって配列され
た複数の模様単位３１を含む模様パターンに、模様単位３１の各配列方向に等間隔に分割
してなる、同数の模様単位３１を含む複数の区画を形成し、前記配列方向の少なくとも１
方向に沿って形成された区画が、この区画の前記方向に隣接する少なくとも１つの他の区
画に含まれる模様単位３１における前記１方向に沿う配列間隔と相違する配列間隔Ｄをも
って、前記１方向に沿って配列された複数の模様単位３１を含むように、前記模様パター
ンが変形されてなる連続変形模様部を含んでいる。換言すると、繰り返し模様７０は、複
数の模様単位３１が、（Ａ）凸レンズ集合体２０における凸レンズ２１の配列間隔Ｌと相
違する配列間隔Ｄをもって、配列され、かつ、（Ｂ）模様単位３１の各配列方向に連続し
て複数に分割されたところの、同数の模様単位３１を含む区画において、１の区画に含ま
れる模様単位３１における前記配列方向の少なくとも１方向に沿う配列間隔と、その区画
の前記１方向に沿って隣接する少なくとも１つの区画に含まれる模様単位３１における前
記１方向に沿う配列間隔とが異なるように、模様単位３１が配列されて成る連続変形模様
部を含んでいる。立体視シート構成体５における繰り返し模様７０の一例について、図２
６～図３１を参照して、説明する。なお、図２６に示される繰り返し模様はこの発明にお
ける繰り返し模様ではなく、この発明における繰り返し模様を説明するための参考である
。
【００９６】
　第３態様の立体視シート構成体５における繰り返し模様７０の一例として、図２７に示
される連続変形模様部４６を含んだ繰り返し模様が挙げられる。この連続変形模様部４６
は、図２７に示されるように、丸形の模様単位３１が凸レンズ集合体２０における凸レン
ズ２１の配列間隔Ｌと相違する配列間隔Ｄをもって配列された複数の模様単位３１を含む
模様パターンに、模様単位３１の縦横の配列方向に等間隔に格子状に分割してなる、同数
の模様単位３１を含む複数の区画を形成し、模様単位３１の縦横の配列方向に沿って形成
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された区画が、この区画の縦横に隣接する他の区画に含まれる模様単位３１における縦横
の配列間隔と相違する縦横の配列間隔をもって、縦横の配列方向に沿って配列された複数
の模様単位３１を含むように、図２６に示される模様パターン３８が変形されてなる。す
なわち、連続変形模様部４６は、図２６に示されるように、模様単位３１が凸レンズ集合
体２０の配列と相似の配列パターンで配列された模様パターン３８を前記したように変形
してなる。
【００９７】
　模様パターン３８は、具体的には、図２６に示されるように、凸レンズ集合体２０の配
列間隔Ｌと相違する間隔を持つ配列パターンで、丸形の模様単位３１が複数配列されてい
るが、これに限定されない。すなわち、模様パターン３８は、そのパターンが凸レンズ集
合体２０の配列と相似であればよく、例えば、模様パターン３８の配列間隔が凸レンズ集
合体２０の配列間隔Ｌよりも小さく又は大きく、かつ、その配列方向が、前記凸レンズ集
合体２０の配列方向と同じ又は異なる場合等が挙げられる。例えば、凸レンズ集合体２０
が、図２～図８に示す配列に従って形成されている場合には、模様パターンは、それぞれ
、図２～図８に示す配列における配列間隔Ｌと相違する配列間隔Ｄを持つ図２～図８に示
す配列に従って形成されることになる。なお、模様パターン３８を構成する模様単位は、
第１態様の立体視シート構成体１における模様単位と同様である。第３態様の立体視シー
ト構成体５における凸レンズ集合体２０（レンズ形成区画２２）は、図３に示されたスク
エア形状の配列に従って形成されているから、図２６に示されるように、模様パターン３
８は、複数の丸形の模様単位３１がスクエア形状の配列に従って形成されている。なお、
図２６に示す補助線Ｘ０～Ｘ７及びＹ０～Ｙ７は、それぞれ、模様パターン３８を変化さ
せる状態を説明するための説明用の補助線であり、模様パターン３８を構成するものでは
ない。
【００９８】
　模様パターン３８は、図２６に示されるように、模様単位３１の縦横の各配列方向に等
間隔に分割してなる、同数の模様単位３１を含む複数の格子状区画が形成されている。模
様パターン３８に形成された格子状の区画は、模様パターン３８の縦横各配列方向に等間
隔の補助線Ｘ０～Ｘ７及びＹ０～Ｙ７によって、縦横７個ずつに分割されてなり、各区画
には４９個の模様単位３１が含まれている。
【００９９】
　連続変形模様部４６は、例えば４９個の区画が形成された模様パターン３８を、前記の
ように、変形してなる。換言すると、連続変形模様部４６は、複数の模様単位３１が、（
Ａ）凸レンズ集合体２０における凸レンズ２１の配列間隔Ｌと相違する配列間隔Ｄをもっ
て、配列され、かつ、（Ｂ）模様単位３１の縦横の配列方向に連続して格子状に複数に分
割されたところの、同数の模様単位３１を含む区画において、１の区画に含まれる模様単
位３１における縦横一方の配列方向に沿う配列間隔と、その区画の前記配列方向に沿って
隣接する区画に含まれる模様単位３１における前記配列方向に沿う配列間隔とが異なるよ
うに、模様単位３１が配列されて成る。
【０１００】
　具体的には、連続変形模様部４６は、図２７に示されるように、補助線ｙの延在方向（
以下、補助線ｙ方向と称することがある。図２７において、連続変形模様部４６の横の配
列方向）に連続した、例えば、区画Ｄ１１～Ｄ７１それぞれに含まれる模様単位３１の補
助線ｙ方向に沿う配列間隔ｄ１１～ｄ７１が、補助線ｙ方向に隣接する他の区画に含まれ
る模様単位３１の配列間隔Ｄと異なるように、より具体的には、区画Ｄ１１～Ｄ７１にお
ける配列間隔ｄ１１～ｄ７１が、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階的に順次
大きくなった後順次小さくなり、区画Ｄ４１を中心に対称となるように、模様パターン３
８が補助線ｙ方向に変形され、複数の模様単位３１が配列されている。すなわち、区画Ｄ

１１～Ｄ７１における模様単位の配列間隔ｄ１１～ｄ７１は、「ｄ１１＝ｄ７１＜ｄ２１

＝ｄ６１＜ｄ３１＝ｄ５１＜ｄ４１」の関係を有し、補助線ｙ方向に隣接する区画同士に
おける前記方向の配列間隔は異なっている。なお、図２７に示す補助線ｘ０～ｘ７及びｙ
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０～ｙ７は、それぞれ、模様パターン３８における補助線Ｘ０～Ｘ７及びＹ０～Ｙ７に対
応し、区画の変形状態を説明するための説明用の補助線であり、連続変形模様部４６を構
成するものではない。
【０１０１】
　さらに、連続変形模様部４６は、補助線ｘの延在方向（以下、補助線ｘ方向と称するこ
とがある。図２７において、連続変形模様部４６の縦の配列方向）に連続した、例えば、
区画Ｄ１１～Ｄ１７それぞれに含まれる模様単位３１の補助線ｘ方向に沿う配列間隔ｄ１

１～ｄ１７が、前記補助線ｙ方向に連続した区画Ｄ１１～Ｄ７１と同様の割合で、補助線
ｘ方向に隣接する他の区画に含まれる模様単位３１の配列間隔Ｄと異なるように、より具
体的には、前記補助線ｙ方向に連続した区画Ｄ１１～Ｄ７１と同様の割合で、区画Ｄ１１

～Ｄ１７における配列間隔ｄ１１～ｄ１７が、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無
段階的に順次大きくなった後順次小さくなり、区画Ｄ１４を中心に対称となるように、模
様パターン３８が補助線ｘ方向に変形され、複数の模様単位３１が配列されている。すな
わち、区画Ｄ１１～Ｄ１７における模様単位の配列間隔ｄ１１～ｄ１７は、「ｄ１１＝ｄ

１７＜ｄ１２＝ｄ１６＜ｄ１３＝ｄ１５＜ｄ１４」の関係を有し、補助線ｘ方向に隣接す
る区画同士における前記方向の配列間隔は異なっている。また、連続変形模様部４６に形
成された区画における配列間隔Ｄは、ｄ１１＝ｄ７１＝ｄ１７、ｄ２１＝ｄ６１＝ｄ１２

＝ｄ１６、ｄ３１＝ｄ５１＝ｄ１３＝ｄ１５、ｄ４１＝ｄ１４の関係を有している。
【０１０２】
　なお、区画Ｄ１１～Ｄ７１及び区画Ｄ１１～Ｄ１７を例に、連続変形模様部４６を説明
したが、図２７に示されるように、補助線ｙ方向に沿って連続した区画及び補助線ｘ方向
に沿って連続した区画すべてが、区画Ｄ１１～Ｄ７１及び区画Ｄ１１～Ｄ１７と同様に変
形され、模様単位３１が同様に配列されている。
【０１０３】
　連続変形模様部４６は、このように、補助線ｘ方向及び補助線ｙ方向に同様に変形され
、模様単位３１が同様に配列されているので、模様パターン３８の輪郭形状と同じ正方形
の輪郭形状を有し、その外側ほど模様単位３１の密度が大きく、その内側ほど模様単位３
１の密度が小さくなり、四隅に位置する区画Ｄ１１、Ｄ１７、Ｄ７１及びＤ７７が模様単
位３１の密度が最も大きく、中心に位置する区画Ｄ４４が模様単位３１の密度が最も小さ
く、連続変形模様部４６の対角線に沿って整列する区画が相似形になっている。
【０１０４】
　連続変形模様部４６として、図２６及び図２７に、その一例を示したが、配列間隔ｄを
連続若しくは不連続で段階的に又は無段階的に変化させる際の、配列間隔ｄの大きさは任
意に設定することができる。
【０１０５】
　また、連続変形模様部４６は、図２６に示されるように、模様パターン３８に、模様単
位３１の縦横の各配列方向に等間隔に７分割してなる４９区画を形成し、模様単位３１の
縦横の配列方向に沿って形成された区画が、この区画の縦横に隣接する他の区画に含まれ
る模様単位３１における縦横の配列間隔と相違する縦横の配列間隔をもって、縦横の配列
方向に沿って配列された複数の模様単位３１を含むように、模様パターン３８が変形され
てなるが、模様パターン３８に形成される区画は４９区画に限定されず、任意の数に設定
することができる。
【０１０６】
　さらに、図２７に示される連続変形模様部４６は、補助線ｘ方向及び補助線ｙ方向に同
様の割合で、各区画Ｄにおける配列間隔Ｄが異なるように、模様パターン３８が補助線ｘ
方向及び補助線ｙ方向に変形され、複数の模様単位３１が配列されているが、補助線ｘ方
向及び補助線ｙ方向に異なる割合で、各区画Ｄにおける配列間隔Ｄが異なるように、模様
パターン３８が補助線ｘ方向及び補助線ｙ方向に変形され、複数の模様単位３１が配列さ
れていてもよい。
【０１０７】
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　さらにまた、図２７に示される連続変形模様部４６は、各区画Ｄにおける配列間隔ｄを
、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階的に順次大きくした後順次小さくし、区
画Ｄ１４及び区画Ｄ４１を中心に対称となるように、模様パターン３８が補助線ｘ方向及
び補助線ｙ方向に変形され、複数の模様単位３１が配列されているが、第３態様の立体視
シート構成体５においては、このような変形及び配列方法に限られず、例えば、補助線ｘ
方向及び補助線ｙ方向に連続した区画における配列間隔ｄが、連続若しくは不連続で段階
的に若しくは無段階的に順次大きく若しくは小さくし、又は、連続若しくは不連続で段階
的に若しくは無段階的に交互に大きく若しくは小さくするように、模様パターン３８が補
助線ｘ方向及び補助線ｙ方向に変形され、複数の模様単位３１が配列されていてもよい。
【０１０８】
　なお、繰り返し模様７０は、全体が連続変形模様部４６とされてもよく、一部に１又は
複数の連続変形模様部４６を含んでいてもよい。
【０１０９】
　前記繰り返し模様７０の他の一例として、図２８に示される連続変形模様部４７を含ん
だ繰り返し模様（図示せず。）が挙げられる。この連続変形模様部４７は、図２８に示さ
れるように、丸形の模様単位３１が凸レンズ集合体２０における凸レンズ２１の配列間隔
Ｌと相違する配列間隔Ｄをもって配列された複数の模様単位３１を含む模様パターンに、
模様単位３１の縦横の各配列方向に等間隔に格子状に分割してなる、同数の模様単位３１
を含む複数の区画を形成し、模様単位３１の縦の配列方向に沿って形成された区画が、こ
の区画に隣接する他の区画に含まれる模様単位３１における縦の配列間隔と相違する配列
間隔をもって、縦の配列方向に沿って配列された複数の模様単位３１を含むように、模様
パターン３８の縦の配列方向のみが変形されてなる。すなわち、図２８に示されるように
、連続変形模様部４７は、模様パターン３８の縦の配列方向のみが変形されてなる点で、
模様単位３１の縦横の各配列方向が変形されてなる連続変形模様部４６と相違する。
【０１１０】
　連続変形模様部４７は、４９個の区画が形成された模様パターン３８をこのように変形
してなる。換言すると、連続変形模様部４７は、複数の模様単位３１が、（Ａ）凸レンズ
集合体２０における凸レンズ２１の配列間隔Ｌと相違する配列間隔Ｄをもって、配列され
、かつ、（Ｂ）模様単位３１の縦横の配列方向に連続して格子状に複数に分割されたとこ
ろの、同数の模様単位３１を含む区画において、１の区画に含まれる模様単位３１におけ
る縦の配列方向に沿う配列間隔と、その区画の縦の配列方向に沿って隣接する区画に含ま
れる模様単位３１における縦の配列方向に沿う配列間隔とが異なるように、模様単位３１
が配列されて成る。
【０１１１】
　具体的には、連続変形模様部４７は、図２８に示されるように、補助線ｘ方向に連続し
た、例えば、区画Ｄ１１～Ｄ１７それぞれに含まれる模様単位３１の補助線ｘ方向に沿う
配列間隔ｄ１１～ｄ１７が、補助線ｘ方向に隣接する他の区画に含まれる模様単位３１の
配列間隔ｄと異なるように、より具体的には、区画Ｄ１１～Ｄ１７における配列間隔ｄ１

１～ｄ１７が、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階的に順次大きくなった後順
次小さくなり、区画Ｄ１４を中心に対称となるように、模様パターン３８が補助線ｘ方向
に変形され、複数の模様単位３１が配列されている。すなわち、区画Ｄ１１～Ｄ１７にお
ける模様単位の配列間隔ｄ１１～ｄ１７は、「ｄ１１＝ｄ１７＜ｄ１２＝ｄ１６＜ｄ１３

＝ｄ１５＜ｄ１４」の関係を有し、補助線ｘ方向に隣接する区画同士における前記方向の
配列間隔は異なっている。なお、図２８に示す補助線ｘ０～ｘ１０及びｙ０～ｙ７は、図
２７における補助線と同様に、連続変形模様部４７を構成するものではない。
【０１１２】
　なお、区画Ｄ１１～Ｄ１７を例に、連続変形模様部４７を説明したが、図２８に示され
るように、補助線ｘ方向に沿って連続する区画すべてがこのように変形されている。また
、補助線ｙ方向に連続した区画に含まれる模様単位３１の補助線ｙ方向に沿う配列間隔Ｄ
はすべての区画において一定であり、模様パターン３８における配列間隔と同一であって



(25) JP 4685101 B2 2011.5.18

10

20

30

40

50

も、この配列間隔よりも小さくても、又は大きくてもよい。
【０１１３】
　連続変形模様部４７は、このように、補助線ｘ方向にのみ変形され、模様単位３１が配
列されているので、模様パターン３８の輪郭形状と異なる長方形の輪郭形状を有し、補助
線ｘ方向における外側ほど模様単位３１の密度が大きく、その内側ほど模様単位３１の密
度が小さくなっている。図２８に示されるように、連続変形模様部４７は、模様パターン
３８の輪郭形状と略相似の輪郭形状となるように、補助線ｘ方向に連続する区画列Ｄ７１

～Ｄ７７の補助線ｙ軸方向に連続して区画列Ｄ８１～Ｄ８７、区画列Ｄ９１～Ｄ９７及び
区画列Ｄ１０１～Ｄ１０７がそれぞれ形成されている。
【０１１４】
　連続変形模様部４７は、模様パターン３８に形成される区画が４９区画に限定されない
こと、変形する配列間隔ｄは任意に設定することができること、補助線ｘ方向に連続した
区画Ｄにおける配列間隔ｄが、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階的に順次大
きく若しくは小さくし、又は、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階的に交互に
大きく若しくは小さくするように、模様パターン３８が補助線Ｘ方向に変形されてもよい
こと、及び、繰り返し模様７０Ａは、全体が連続変形模様部４７とされてもよく、一部に
１又は複数の連続変形模様部４７を含んでいてもよいことは、前記連続変形模様部４６と
同様である。
【０１１５】
　前記繰り返し模様７０の他の一例として、図２９に示される連続変形模様部４８を含ん
だ繰り返し模様７０Ｂ（図示しない。）が挙げられる。この連続変形模様部４８は、図２
９に示されるように、模様単位３１の縦の配列方向（補助線ｘ方向）に沿って形成された
区画に含まれる模様単位３１の配列間隔Ｄが、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無
段階的に順次小さくなった後順次大きくなるように、模様パターン３８の縦の配列方向の
みが変形されている点が、連続変形模様部４７と異なる。具体的には、連続変形模様部４
８は、図２９に示されるように、補助線ｘ方向に連続した、例えば、区画Ｄ１１～Ｄ１７

それぞれに含まれる模様単位３１の補助線ｘ方向に沿う配列間隔ｄ１１～ｄ１７が、補助
線ｘ方向に隣接する他の区画に含まれる模様単位３１の配列間隔ｄと異なるように、より
具体的には、区画Ｄ１１～Ｄ１７における配列間隔ｄ１１～ｄ１７が、連続若しくは不連
続で段階的に若しくは無段階的に順次小さくなった後順次大きくなり、区画Ｄ１４を中心
に対称となるように、模様パターン３８が補助線ｘ方向に変形され、複数の模様単位３１
が配列されている。すなわち、区画Ｄ１１～Ｄ１７における模様単位の配列間隔ｄ１１～
ｄ１７は、「ｄ１１＝ｄ１７＞ｄ１２＝ｄ１６＞ｄ１３＝ｄ１５＞ｄ１４」の関係を有し
ている。なお、図２９に示す補助線ｘ０～ｘ５及びｙ０～ｙ７は、図２７における補助線
と同様に、連続変形模様部４８を構成するものではない。
【０１１６】
　なお、区画Ｄ１１～Ｄ１７を例に、連続変形模様部４８を説明したが、図２９に示され
るように、補助線ｘ方向に沿って連続する区画すべてがこのように変形されている。また
、補助線ｙ方向に連続した区画に含まれる模様単位３１の補助線ｙ方向に沿う配列間隔ｄ
はすべての区画において一定であり、模様パターン３８における配列間隔と同一であって
も、この配列間隔よりも小さくても、又は大きくてもよい。
【０１１７】
　連続変形模様部４８は、このように、補助線ｘ方向にのみ変形され、模様単位３１が配
列されているので、模様パターン３８の輪郭形状と異なる長方形の輪郭形状を有し、補助
線ｘ方向における外側ほど模様単位３１の密度が小さく、その内側ほど模様単位３１の密
度が大きくなっている。図２９に示されるように、連続変形模様部４８は、模様パターン
３８の輪郭形状と略相似の輪郭形状となるように、補助線ｘ方向に連続する区画列Ｄ５１

～Ｄ５７の補助線ｙ軸方向に連続して存在した区画列Ｄ６１～Ｄ６７及び区画列Ｄ７１～
Ｄ７７（何れも図示しない。）が削除されている。
【０１１８】
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　連続変形模様部４８は、模様パターン３８に形成される区画が４９区画に限定されない
こと、変形する配列間隔ｄは任意に設定することができること、補助線ｘ方向に連続した
区画Ｄにおける配列間隔ｄが、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階的に順次大
きく若しくは小さくし、又は、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階的に交互に
大きく若しくは小さくするように、模様パターン３８が補助線Ｘ方向に変形されてもよい
こと、及び、繰り返し模様７０Ｂは、全体が連続変形模様部４８とされてもよく、一部に
１又は複数の連続変形模様部４８を含んでいてもよいことは、前記連続変形模様部４６と
同様である。
【０１１９】
　前記したように、連続変形模様部４７と連続変形模様部４８とは、模様単位３１の縦の
配列方向（補助線ｘ方向）に沿って形成された区画に含まれる模様単位３１の配列間隔ｄ
が互いに逆の関係になるように、模様パターン３８の縦の配列方向のみが変形されている
ので、繰り返し模様７０Ａ及び繰り返し模様７０Ｂがそれぞれ、１つの連続変形模様部４
７及び１つの連続変形模様部４８を含んでいる場合には、繰り返し模様７０Ａと繰り返し
模様７０Ｂとは異なる模様になるが、繰り返し模様７０Ａ及び繰り返し模様７０Ｂがそれ
ぞれ、複数の連続変形模様部４７及び複数の連続変形模様部４８を含んでいる場合には、
繰り返し模様７０Ａと繰り返し模様７０Ｂとは同一の繰り返し模様になる。
【０１２０】
　前記繰り返し模様７０の他の一例として、図３０に示される連続変形模様部４９を含ん
だ繰り返し模様７０Ｃ（図示しない。）が挙げられる。この連続変形模様部４９は、図３
０に示されるように、補助線ｘ方向及び補助線ｙ方向に連続した区画における模様単位３
１の配列間隔ｄが、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階的に順次小さくなった
後順次大きくなるように、模様パターン３８が補助線ｘ方向及び補助線ｙ方向に変形され
、複数の模様パターン３１が配列されている点で、連続変形模様部４６と異なる。すなわ
ち、連続変形模様部４９は、模様パターン３８における補助線ｘ方向及び補助線ｙ方向の
変形方法及び模様単位３１の配列間隔が、連続変形模様部４６の変形方法及び配列間隔と
逆である。具体的には、連続変形模様部４９は、図３０に示されるように、補助線ｙ方向
に連続した、例えば、区画Ｄ１１～Ｄ７１それぞれに含まれる模様単位３１の補助線ｙ方
向に沿う配列間隔ｄ１１～ｄ７１が、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階的に
順次大きくなった後順次小さくなり、区画Ｄ４１を中心に対称となるように、かつ、補助
線ｘ方向に連続した、例えば、区画Ｄ１１～Ｄ１７それぞれに含まれる模様単位３１の補
助線ｘ方向に沿う配列間隔ｄ１１～ｄ１７が、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無
段階的に順次大きくなった後順次小さくなり、区画Ｄ１４を中心に対称となるように、模
様パターン３８が補助線ｙ方向に変形され、複数の模様単位３１が配列されている。した
がって、区画Ｄ１１～Ｄ７１における模様単位の配列間隔ｄ１１～ｄ７１は、「ｄ１１＝
ｄ７１＞ｄ２１＝ｄ６１＞ｄ３１＝ｄ５１＞ｄ４１」の関係を有し、補助線ｙ方向に隣接
する区画同士における前記方向の配列間隔は異なっている。また、区画Ｄ１１～Ｄ１７に
おける模様単位の配列間隔ｄ１１～ｄ１７は、「ｄ１１＝ｄ１７＞ｄ１２＝ｄ１６＞ｄ１

３＝ｄ１５＞ｄ１４」の関係を有し、補助線ｘ方向に隣接する区画同士における前記方向
の配列間隔は異なっている。さらに、連続変形模様部４９に形成された区画における配列
間隔ｄは、ｄ１１＝ｄ７１＝ｄ１７、ｄ２１＝ｄ６１＝ｄ１２＝ｄ１６、ｄ３１＝ｄ５１

＝ｄ１３＝ｄ１５、ｄ４１＝ｄ１４の関係を有している。なお、図３０に示す補助線ｘ０

～ｘ７及びｙ０～ｙ７は、図２７における補助線と同様に、連続変形模様部４９を構成す
るものではない。
【０１２１】
　連続変形模様部４９は、このように、補助線ｘ方向及び補助線ｙ方向に同様に変形され
、模様単位３１が同様に配列されているので、模様パターン３８の輪郭形状と同じ正方形
の輪郭形状を有し、その外側ほど模様単位３１の密度が小さく、その内側ほど模様単位３
１の密度が大きくなり、四隅に位置する区画Ｄ１１、Ｄ１７、Ｄ７１及びＤ７７が模様単
位３１の密度が最も小さく、中心に位置する区画Ｄ４４が模様単位３１の密度が最も大き
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く、連続変形模様部４９の対角線に沿って整列する区画が相似形になっている。
【０１２２】
　連続変形模様部４９は、模様パターン３８に形成される区画が４９区画に限定されない
こと、変形する配列間隔ｄは任意に設定することができること、補助線ｘ方向及び補助線
ｙ方向に異なる割合で各区画Ｄにおける配列間隔ｄが異なるように、模様パターン３８が
変形されてもよいこと、補助線ｘ方向及び補助線ｙ方向に連続した区画における配列間隔
ｄが、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階的に順次大きく若しくは小さくし、
又は、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階的に交互に大きく若しくは小さくす
るように、模様パターン３８が補助線ｘ方向及び補助線ｙ方向に変形されてもよいこと、
及び、繰り返し模様７０Ｃは、全体が連続変形模様部４９とされてもよく、一部に１又は
複数の連続変形模様部４９を含んでいてもよいことは、前記連続変形模様部４６と同様で
ある。
【０１２３】
　前記したように、連続変形模様部４６と連続変形模様部４９とは、模様単位３１の縦横
の配列方向（補助線ｘ方向及び補助線ｙ方向）に沿って形成された区画に含まれる模様単
位３１の配列間隔ｄが互いに逆の関係になるように、模様パターン３８の縦横の配列方向
が変形されているので、繰り返し模様７０及び繰り返し模様７０Ｃがそれぞれ、１つの連
続変形模様部４６及び１つの連続変形模様部４９を含んでいる場合には、繰り返し模様７
０と繰り返し模様７０Ｃとは異なる模様になるが、繰り返し模様７０及び繰り返し模様７
０Ｃがそれぞれ、複数の連続変形模様部４６及び複数の連続変形模様部４９を含んでいる
場合には、繰り返し模様７０と繰り返し模様７０Ｃとは同一の繰り返し模様になる。
【０１２４】
　連続変形模様部４６～４９は何れも、模様パターン３８に、その模様パターン３８を構
成する模様単位３１の各配列方向に等間隔に分割してなる、同数の模様単位３１を含む複
数の区画が形成されているが、模様パターン３８に形成される区画は、模様単位３１の各
配列方向に等間隔に分割されている必要はなく、例えば、各配列方向にランダムに分割さ
れてもよく、各配列方向において異なる間隔を有し、かつ等間隔で又はランダムに分割さ
れてもよい。
【０１２５】
　また、模様パターン３８は、同一形状の模様単位３１を含んでいるが、異なる形状の模
様単位３１を複数種含んでいてもよい。
【０１２６】
　なお、連続変形模様部４６～４９は何れも、模様パターン３８を構成する模様単位３１
の各配列方向に等間隔に分割してなる、同数の模様単位３１を含む複数の区画を形成し、
前記配列方向の少なくとも１方向に沿って形成された区画が、この区画の前記方向に隣接
する他の区画に含まれる模様単位における前記１方向に沿う配列間隔と相違する配列間隔
をもって、前記１方向に沿って配列された複数の模様単位を含むように、前記模様パター
ンが変形されてなる。ここで、前記区画を形成する補助線は、例えば、互いに直交する２
方向に延在する補助線とすることもでき、また、模様単位３１の配列間隔は、例えば、図
２６～図３０に示されるように、形成された区画長さ（その区画を形成する同方向に延在
する２つの補助線間の距離）に相当する。したがって、連続変形模様部４６～４９は何れ
も、凸レンズ集合体２０における凸レンズ２１の配列間隔Ｌと相違する配列間隔ｄをもっ
て配列された複数の模様単位３１を含む模様パターンに、互いに直交する２方向に等間隔
に分割してなる、同数の模様単位３１を含む複数の区画Ｄを形成し、前記互いに直交する
２方向の少なくとも１方向に沿って形成された区画Ｄが、この区画Ｄの前記少なくとも１
方向に隣接する少なくとも１つの他の区画における前記１方向の区画長さと相違する区画
長さとなるように、前記模様パターン３８が変形されてなるともいえる。ここで、「互い
に直交する２方向」とは後述する通りである。
【０１２７】
　前記繰り返し模様７０の他の一例として、図３１に示される複数の連続変形模様部４６
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を含んだ繰り返し模様７０Ｄ（図示しない。）が挙げられる。図３１には、繰り返し模様
７０Ｄの一部が示されている。繰り返し模様７０Ｄは、縦方向及び横方向に連続して配列
された前記連続変形模様部４６を複数含んで成る。
【０１２８】
　繰り返し模様７０Ｄは、同一の連続変形模様部４６のみを複数含んで成るが、繰り返し
模様は、異なる連続変形模様部、例えば、前記連続変形模様部４６～４９からなる群より
選択される少なくとも２種の連続変形模様部が、所定のパターンで配列されて成っていて
もよく、また、ランダムに配列されて成っていてもよい。
【０１２９】
　立体視シート構成体５における繰り返し模様７０の別の態様は、凸レンズ集合体２０に
おける凸レンズ２１の配列間隔Ｌと相違する配列間隔ｄをもって配列された複数の模様単
位３１を含む模様パターンに、互いに直交する２方向に等間隔に分割してなる、同数の模
様単位３１を含む複数の区画Ｄを形成し、前記互いに直交する２方向の少なくとも１方向
に沿って形成された区画Ｄが、この区画Ｄの前記少なくとも１方向に隣接する少なくとも
１つの他の区画における前記１方向の区画長さと相違する区画長さとなるように、前記模
様パターンが変形されてなる連続変形模様部を含んでいる。ここで、前記「互いに直交す
る２方向」とは、ある１つの模様パターン３１と、この模様パターン３１の周囲に存在す
る他の１つの模様パターン３１（前記ある１つの模様パターン３１から前記他の１つの模
様パターン３１までの距離は問わない）とを通る方向に延在する直線と、この直線に直交
する直線をいう。
【０１３０】
　前記繰り返し模様７０の別の態様は、換言すると、複数の模様単位３１が、（Ａ）凸レ
ンズ集合体２０における凸レンズ２１の配列間隔Ｌと相違する配列間隔ｄをもって、配列
され、かつ、（Ｂ）互いに直交する２方向、図３２においては縦方向及び横方向、の少な
くとも１方向に連続して複数に分割されたところの、同数の模様単位３１を含む区画にお
いて、１の区画における前記少なくとも１方向の区画長さと、その区画の前記１方向に沿
って隣接する少なくとも１つの区画における前記少なくとも１方向の区画長さとが異なる
ように、模様単位３１が配列されて成る連続変形模様部を含んでいる。立体視シート構成
体５における繰り返し模様７０の別の態様における一例について、図３２～図３７を参照
して、説明する。
【０１３１】
　第３態様の立体視シート構成体５における繰り返し模様７０の別の態様における一例と
して、図３３に示される連続変形模様部４６Ａを含んだ繰り返し模様７０Ｅ（図示しない
。）が挙げられる。この連続変形模様部４６Ａは、図３３に示されるように、丸形の模様
単位３１が凸レンズ集合体２０における凸レンズ２１の配列間隔Ｌと相違する配列間隔ｄ
をもって配列された複数の模様単位３１を含む模様パターンに、互いに直交する２方向に
等間隔に格子状に分割してなる、同数の模様単位３１を含む複数の区画Ｄを形成し、前記
互いに直交する２方向の少なくとも１方向に沿って形成された区画Ｄが、この区画Ｄの前
記少なくとも１方向に隣接する他の区画における前記１方向の区画長さと相違する区画長
さとなるように、模様パターン３９が変形されてなる。すなわち、連続変形模様部４６Ａ
は、図３３に示されるように、模様単位３１が凸レンズ集合体２０の配列と相似の配列パ
ターンで配列された模様パターン３９を前記したように変形してなる。
【０１３２】
　模様パターン３９は、模様パターン３８と同様に、図３２に示されるように、そのパタ
ーンが凸レンズ集合体２０の配列と相似、具体的には、凸レンズ集合体２０の配列間隔Ｌ
と相違する間隔を持つ配列パターンで、丸形の模様単位３１が複数配列されている。より
具体的には、この繰り返し模様７０の別の態様においては、凸レンズ集合体２０（レンズ
形成区画２２）は、図４に示される４５度回転したスクエア形状の配列に従って形成され
ているから、模様パターン３９は、図３２に示されるように、複数の丸形の模様単位３１
が４５度回転したスクエア形状の配列に従って形成されている。すなわち、模様パターン
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３９は、図２６に示されるスクエア形状に模様単位３１を配列した模様パターン３８を４
５度回転した以外は、模様パターン３８と同様に成っている。なお、図３２に示す補助線
Ｘ０～Ｘ７及びＹ０～Ｙ７は、それぞれ、模様パターン３９を変化させる状態を説明する
ための説明用の補助線であり、模様パターン３９を構成するものではない。
【０１３３】
　模様パターン３９は、模様単位３１の配列方向に対して４５°の角度を持つ互いに直交
する２方向、図３２において、縦方向（補助線Ｘが延在する方向）及び横方向（補助線Ｙ
が延在する方向）等間隔に分割してなる、同数の模様単位３１を含む複数の格子状区画が
形成されている。模様パターン３９に形成された格子状の区画は、模様パターン３９の縦
方向及び横方向に等間隔の補助線Ｘ０～Ｘ７及びＹ０～Ｙ７によって、縦横７個ずつに分
割されてなり、各区画には４９個の模様単位３１が含まれている。
【０１３４】
　連続変形模様部４６Ａは、４９個の区画が形成された模様パターン３９を、前記のよう
に、変形してなる。換言すると、連続変形模様部４６Ａは、複数の模様単位３１が、（Ａ
）凸レンズ集合体２０における凸レンズ２１の配列間隔Ｌと相違する配列間隔ｄをもって
、配列され、かつ、（Ｂ）互いに直交する補助線Ｘ方向及び補助線Ｙ方向に連続して格子
状に複数に分割されたところの、同数の模様単位３１を含む区画において、１の区画にお
ける補助線Ｘ方向及び補助線Ｙ方向の区画長さと、その区画の補助線Ｘ方向及び補助線Ｙ
方向に沿って隣接する区画における補助線Ｘ方向及び補助線Ｙ方向の区画長さとが異なる
ように、模様単位３１が配列されて成る。
【０１３５】
　具体的には、連続変形模様部４６Ａは、図３３に示されるように、補助線ｙ方向（図３
３において、連続変形模様部４６Ａの横方向）に連続した、例えば、区画Ｄ１１～Ｄ７１

それぞれの区画長さ（その区画を形成する同方向に延在する２つの補助線間の距離）が、
補助線ｙ方向に隣接する他の区画の区画長さと異なるように、より具体的には、区画Ｄ１

１～Ｄ７１における区画長さが、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階的に順次
大きくなった後順次小さくなり、区画Ｄ４１を中心に対称となるように、模様パターン３
９が補助線ｙ方向に変形されている。その結果、このように変形された区画長さに応じて
、区画Ｄ１１～Ｄ７１における各配列方向における各配列間隔が、連続若しくは不連続で
段階的に若しくは無段階的に順次大きくなった後順次小さくなって、ｄ４１を中心に対称
となり、かつ、区画Ｄ１１～Ｄ７１における２つの配列方向がなす角度が異なって、複数
の模様単位３１が配列されている。なお、図３３に示す補助線ｘ０～ｘ７及びｙ０～ｙ７

は、それぞれ、模様パターン３９における補助線Ｘ０～Ｘ７及びＹ０～Ｙ７に対応し、区
画の変形状態を説明するための説明用の補助線であり、連続変形模様部４６Ａを構成する
ものではない。
【０１３６】
　さらに、連続変形模様部４６Ａは、補助線ｘ方向（図３３において、連続変形模様部４
６Ａの縦方向）に連続した、例えば、区画Ｄ１１～Ｄ１７それぞれの区画長さが、前記補
助線ｙ方向に連続した区画Ｄ１１～Ｄ７１と同様の割合で同様に、より具体的には、区画
Ｄ１１～Ｄ７１における区画長さが、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階的に
順次大きくなった後順次小さくなり、区画Ｄ１４を中心に対称となるように、模様パター
ン３９が補助線ｙ方向に変形されている。その結果、このように変形された区画長さに応
じて、区画Ｄ１１～Ｄ１７における各配列方向における各配列間隔が、連続若しくは不連
続で段階的に若しくは無段階的に順次大きくなった後順次小さくなって、ｄ１４を中心に
対称となり、かつ、区画Ｄ１１～Ｄ１７における２つの配列方向がなす角度が異なって、
複数の模様単位３１が配列されている。
【０１３７】
　なお、区画Ｄ１１～Ｄ７１及び区画Ｄ１１～Ｄ１７を例に、連続変形模様部４６Ａを説
明したが、図３３に示されるように、補助線ｙ方向に沿って連続した区画及び補助線ｘ方
向に沿って連続した区画すべてが区画Ｄ１１～Ｄ７１及び区画Ｄ１１～Ｄ１７と同様に変
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形され、模様単位３１が同様に配列されている。
【０１３８】
　連続変形模様部４６Ａは、このように、補助線ｘ方向及び補助線ｙ方向に同様に変形さ
れ、模様単位３１が同様に配列されているので、模様パターン３９の輪郭形状と同じ正方
形の輪郭形状を有し、その外側ほど模様単位３１の密度が大きく、その内側ほど模様単位
３１の密度が小さくなり、四隅に位置する区画Ｄ１１、Ｄ１７、Ｄ７１及びＤ７７が模様
単位３１の密度が最も大きく、中心に位置する区画Ｄ４４が模様単位３１の密度が最も小
さく、連続変形模様部４６Ａの対角線に沿って整列する区画が相似形になっている。
【０１３９】
　連続変形模様部４６Ａとして、図３２及び図３３に、その一例を示したが、区画長さを
連続若しくは不連続で段階的に又は無段階的に変化させる際の、区画長さの大きさは任意
に設定することができる。
【０１４０】
　また、連続変形模様部４６Ａは、模様パターン３９に、模様単位３１の縦方向及び横方
向に等間隔に７分割してなる４９区画を形成し、前記のように模様パターン３９を変形し
てなるが、模様パターン３９に形成される区画は４９区画に限定されず、任意の数に設定
することができる。
【０１４１】
　さらに、図３２及び図３３に示される連続変形模様部４６Ａは、補助線ｘ方向及び補助
線ｙ方向に同様の割合で、各区画Ｄにおける区画長さが異なるように、模様パターン３９
が補助線ｘ方向及び補助線ｙ方向に変形され、複数の模様単位３１が配列されているが、
補助線ｘ方向及び補助線ｙ方向に異なる割合で、各区画Ｄにおける区画長さが異なるよう
に、模様パターン３９が補助線ｘ方向及び補助線ｙ方向に変形され、複数の模様単位３１
が配列されていてもよい。
【０１４２】
　さらにまた、図３２及び図３３に示される連続変形模様部４６Ａは、各区画Ｄにおける
区画長さを、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階的に順次大きくした後順次小
さくし、区画Ｄ１４及び区画Ｄ４１を中心に対称となるように、模様パターン３９が補助
線ｘ方向及び補助線ｙ方向に変形され、複数の模様単位３１が配列されているが、このよ
うな変形及び配列方法に限られず、例えば、補助線ｘ方向及び補助線ｙ方向に連続した区
画における区画長さが、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階的に順次大きく若
しくは小さくし、又は、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階的に交互に大きく
若しくは小さくするように、模様パターン３９が補助線ｘ方向及び補助線ｙ方向に変形さ
れ、複数の模様単位３１が配列されていてもよい。
【０１４３】
　なお、繰り返し模様７０Ｅは、全体が連続変形模様部４６Ａとされてもよく、一部に１
又は複数の連続変形模様部４６Ａを含んでいてもよい。
【０１４４】
　第３態様の立体視シート構成体５における繰り返し模様７０の別の態様における一例と
して、図３４に示される連続変形模様部４７Ａを含んだ繰り返し模様７０Ｆ（図示しない
。）が挙げられる。この連続変形模様部４７Ａは、図３４に示されるように、丸形の模様
単位３１が凸レンズ集合体２０における凸レンズ２１の配列間隔Ｌと相違する配列間隔ｄ
をもって配列された複数の模様単位３１を含む模様パターンに、互いに直交する２方向に
等間隔に格子状に分割してなる、同数の模様単位３１を含む複数の区画Ｄを形成し、縦方
向に沿って形成された区画Ｄが、この区画Ｄの縦方向に隣接する他の区画における縦方向
の区画長さと相違する区画長さとなるように、模様パターン３９が変形されてなる。すな
わち、連続変形模様部４６Ａは、模様パターン３９の縦の配列方向のみが変形されてなる
点で、模様単位３１の縦横の各配列方向が変形されてなる連続変形模様部４７Ａと相違す
る。
【０１４５】
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　連続変形模様部４７Ａは、４９個の区画が形成された模様パターン３９を、前記のよう
に、変形してなる。換言すると、連続変形模様部４７Ａは、複数の模様単位３１が、（Ａ
）凸レンズ集合体２０における凸レンズ２１の配列間隔Ｌと相違する配列間隔ｄをもって
、配列され、かつ、（Ｂ）補助線Ｘ方向及び補助線Ｙ方向に連続して格子状に複数に分割
されたところの、同数の模様単位３１を含む区画において、１の区画における補助線Ｘ方
向の区画長さと、その区画の補助線Ｘ方向に沿って隣接する区画における補助線Ｘ方向の
区画長さとが異なるように、模様単位３１が配列されて成る。
【０１４６】
　具体的には、連続変形模様部４７Ａは、図３４に示されるように、補助線ｘ方向（図３
４において、連続変形模様部４７Ａの縦方向）に連続した、例えば、区画Ｄ１１～Ｄ１７

における区画長さが、連続変形模様部４６Ａにおける補助線ｘ方向に連続した区画Ｄ１１

～Ｄ１７と同様に、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階的に順次大きくなった
後順次小さくなり、区画Ｄ１４を中心に対称となるように、模様パターン３９が補助線Ｘ
方向に変形されている。その結果、このように変形された区画長さに応じて、区画Ｄ１１

～Ｄ１７における各配列方向における各配列間隔が、連続若しくは不連続で段階的に若し
くは無段階的に順次大きくなった後順次小さくなって、ｄ１４を中心に対称となり、かつ
、区画Ｄ１１～Ｄ１７における２つの配列方向がなす角度が異なって、複数の模様単位３
１が配列されている。
【０１４７】
　なお、区画Ｄ１１～Ｄ１７を例に、連続変形模様部４７Ａを説明したが、図３４に示さ
れるように、補助線ｘ方向に沿って連続した区画すべてがこのように変形されている。ま
た、補助線ｙ方向に連続した区画に含まれる模様単位３１の補助線ｙ方向に沿う区画長さ
はすべての区画において一定であり、模様パターン３９における配列間隔と同一であって
も、この配列間隔よりも小さくても、又は大きくてもよい。
【０１４８】
　連続変形模様部４７Ａは、このように、補助線ｘ方向にのみ変形され、模様単位３１が
配列されているので、模様パターン３９の輪郭形状と異なる長方形の輪郭形状を有し、補
助線ｘ方向における外側ほど模様単位３１の密度が大きく、その内側ほど模様単位３１の
密度が小さくなっている。図３４に示されるように、連続変形模様部４７Ａは、模様パタ
ーン３９の輪郭形状と略相似の輪郭形状となるように、補助線ｘ方向に連続する区画列Ｄ

７１～Ｄ７７の補助線ｙ軸方向に連続して区画列Ｄ８１～Ｄ８７、区画列Ｄ９１～Ｄ９７

及び区画列Ｄ８１～Ｄ８７がそれぞれ形成されている。
【０１４９】
　連続変形模様部４７Ａにおいて、模様パターン３９に形成される区画が４９区画に限定
されないこと、変形する区画長さの大きさは任意に設定することができること、補助線ｘ
方向に連続した区画における区画長さが、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階
的に順次大きく若しくは小さくし、又は、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階
的に交互に大きく若しくは小さくするように、模様パターン３９が補助線ｘ方向に変形さ
れてもよいこと、及び、繰り返し模様７０Ｆは、全体が連続変形模様部４６Ａとされても
よく、一部に１又は複数の連続変形模様部４７Ａを含んでいてもよいことは、前記連続変
形模様部４６Ａと同様である。
【０１５０】
　第３態様の立体視シート構成体５における繰り返し模様７０の別の態様における一例と
して、図３５に示される連続変形模様部４８Ａを含んだ繰り返し模様７０Ｇ（図示しない
。）が挙げられる。連続変形模様部４８Ａは、前記連続変形模様部４７Ａと逆のパターン
で、すなわち、縦方向に沿って形成された区画の区画長さが、連続若しくは不連続で段階
的に若しくは無段階的に順次小さくなった後順次大きくなるように、模様パターン３９の
縦の配列方向のみが変形されている点で、連続変形模様部４７Ａと異なる。その結果、こ
のように変形された区画長さに応じて、区画Ｄ１１～Ｄ１７における各配列方向における
各配列間隔が、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階的に順次大きくなった後順
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次小さくなって、ｄ１４を中心に対称となり、かつ、区画Ｄ１１～Ｄ１７における２つの
配列方向がなす角度が異なって、複数の模様単位３１が配列されている。
【０１５１】
　なお、区画Ｄ１１～Ｄ１７を例に、連続変形模様部４８Ａを説明したが、図３５に示さ
れるように、補助線ｘ方向に沿って連続した区画すべてがこのように変形されている。ま
た、補助線ｙ方向に連続した区画に含まれる模様単位３１の補助線ｙ方向に沿う区画長さ
はすべての区画において一定であり、模様パターン３９における配列間隔と同一であって
も、この配列間隔よりも小さくても、又は大きくてもよい。
【０１５２】
　連続変形模様部４８Ａは、このように、補助線ｘ方向にのみ変形され、模様単位３１が
配列されているので、模様パターン３９の輪郭形状と異なる長方形の輪郭形状を有し、補
助線ｘ方向における外側ほど模様単位３１の密度が小さく、その内側ほど模様単位３１の
密度が大きくなっている。図３５に示されるように、連続変形模様部４８Ａは、模様パタ
ーン３９の輪郭形状と略相似の輪郭形状となるように、補助線ｘ方向に連続する区画列Ｄ

５１～Ｄ５７の補助線ｙ軸方向に連続して存在した区画列Ｄ６１～Ｄ６７及び区画列Ｄ７

１～Ｄ７７（何れも図示しない。）が削除されている。
【０１５３】
　連続変形模様部４８Ａにおいて、模様パターン３９に形成される区画が４９区画に限定
されないこと、変形する区画長さの大きさは任意に設定することができること、補助線ｘ
方向に連続した区画における区画長さが、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階
的に順次大きく若しくは小さくし、又は、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階
的に交互に大きく若しくは小さくするように、模様パターン３９が補助線ｘ方向に変形さ
れてもよいこと、及び、繰り返し模様７０Ｇは、全体が連続変形模様部４８Ａとされても
よく、一部に１又は複数の連続変形模様部４８Ａを含んでいてもよいことは、前記連続変
形模様部４７Ａと同様である。
【０１５４】
　前記したように、連続変形模様部４７Ａと連続変形模様部４８Ａとは、縦方向に沿って
形成された区画の区画長さが互いに逆の関係になるように、模様パターン３９が変形され
ているので、繰り返し模様７０Ｆ及び繰り返し模様７０Ｇがそれぞれ、１つの連続変形模
様部４７Ａ及び１つの連続変形模様部４８Ａを含んでいる場合には、繰り返し模様７０Ｆ
及び繰り返し模様７０Ｇとは異なる模様になるが、繰り返し模様７０Ｆ及び繰り返し模様
７０Ｇがそれぞれ、複数の連続変形模様部４７Ａ及び１つの連続変形模様部４８Ａを含ん
でいる場合には、繰り返し模様７０Ｆ及び繰り返し模様７０Ｇとは同一の繰り返し模様に
なる。
【０１５５】
　第３態様の立体視シート構成体５における繰り返し模様７０の別の態様における一例と
して、図３６に示される連続変形模様部４９Ａを含んだ繰り返し模様７０Ｈ（図示しない
。）が挙げられる。この連続変形模様部４９Ａは、図３６に示されるように、互いに直交
する２方向の少なくとも１方向に沿って形成された区画Ｄにおける区画長さが、連続若し
くは不連続で段階的に若しくは無段階的に順次小さくなった後順次大きくなるように、模
様パターン３９が変形されてなる点で、連続変形模様部４６Ａと異なる。すなわち、連続
変形模様部４９Ａは、図３６に示されるように、模様パターン３９における補助線ｘ方向
及び補助線ｙ方向の変形方法が、連続変形模様部４６Ａの変形方法と逆である。その結果
、このように変形された区画長さに応じて、区画Ｄ１１～Ｄ７１及び区画Ｄ１１～Ｄ１７

における各配列方向における各配列間隔ｄが、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無
段階的に順次小さくなった後順次大きくなって、ｄ４１及びｄ１４を中心に対称となり、
かつ、区画Ｄ１１～Ｄ７１及び区画Ｄ１１～Ｄ１７における２つの配列方向がなす角度が
異なって、複数の模様単位３１が配列されている。
【０１５６】
　なお、区画Ｄ１１～Ｄ７１及び区画Ｄ１１～Ｄ１７を例に、連続変形模様部４９Ａを説
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明したが、図３６に示されるように、補助線ｙ方向に沿って連続した区画及び補助線ｘ方
向に沿って連続した区画すべてが、区画Ｄ１１～Ｄ７１及び区画Ｄ１１～Ｄ１７と同様に
変形され、模様単位３１が同様に配列されている。
【０１５７】
　連続変形模様部４９Ａは、このように、補助線ｘ方向及び補助線ｙ方向に同様に変形さ
れ、模様単位３１が同様に配列されているので、模様パターン３９の輪郭形状と同じ正方
形の輪郭形状を有し、その外側ほど模様単位３１の密度が小さく、その内側ほど模様単位
３１の密度が大きくなり、四隅に位置する区画Ｄ１１、Ｄ１７、Ｄ７１及びＤ７７が模様
単位３１の密度が最も小さく、中心に位置する区画Ｄ４４が模様単位３１の密度が最も大
きく、連続変形模様部４９Ａの対角線に沿って整列する区画が相似形になっている。
【０１５８】
　連続変形模様部４９Ａにおいて、模様パターン３９に形成される区画が４９区画に限定
されないこと、変形する区画長さの大きさは任意に設定することができること、補助線ｘ
方向及び補助線ｙ方向に異なる割合で、各区画Ｄにおける区画長さを変形してもよいこと
、各区画Ｄにおける区画長さを、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階的に順次
大きく若しくは小さくし、又は、連続若しくは不連続で段階的に若しくは無段階的に交互
に大きく若しくは小さくするように、模様パターン３９が補助線ｘ方向に変形されてもよ
いこと、及び、繰り返し模様７０Ｈは、全体が連続変形模様部４９Ａとされてもよく、一
部に１又は複数の連続変形模様部４９Ａを含んでいてもよいことは、前記連続変形模様部
４６Ａと同様である。
【０１５９】
　前記したように、連続変形模様部４６Ａと連続変形模様部４９Ａとは、互いに直交する
２方向に沿って形成された区画の区画長さが互いに逆の関係になるように、模様パターン
３９が変形されているので、繰り返し模様７０Ｅ及び繰り返し模様７０Ｈがそれぞれ、１
つの連続変形模様部４６Ａ及び１つの連続変形模様部４９Ａを含んでいる場合には、繰り
返し模様７０Ｅと繰り返し模様７０Ｈとは異なる模様になるが、繰り返し模様７０Ｅ及び
繰り返し模様７０Ｈがそれぞれ、複数の連続変形模様部４６Ａ及び１つの連続変形模様部
４９Ａを含んでいる場合には、繰り返し模様７０Ｅと繰り返し模様７０Ｈとは同一の繰り
返し模様になる。
【０１６０】
　連続変形模様部４６Ａ～５３は何れも、模様パターン３９に、互いに直交する２方向に
等間隔に分割してなる、同数の模様単位３１を含む複数の区画が形成されているが、模様
パターン３９に形成される区画は、互いに直交する２方向に等間隔に分割されている必要
はなく、例えば、所定の角度を成す２方向にランダムに分割されてもよく、所定の角度を
成す２方向において異なる間隔を有し、かつ等間隔で又はランダムに分割されてもよい。
【０１６１】
　また、模様パターン３９は、同一形状の模様単位３１を含んでいるが、異なる形状の模
様単位３１を複数種含んでいてもよい。
【０１６２】
　繰り返し模様７０の別の態様における一例として、図３７に示される複数の連続変形模
様部４６Ａを含んだ繰り返し模様７０Ｉ（図示しない。）が挙げられる。図３７には、繰
り返し模様７０Ｉの一部が示されている。繰り返し模様７０Ｉは、縦方向及び横方向に連
続して配列された前記連続変形模様部４６Ａを複数含んで成る。
【０１６３】
　繰り返し模様７０Ｉは、同一の連続変形模様部４６Ａのみを複数含んで成るが、繰り返
し模様は、異なる連続変形模様部、例えば、前記連続変形模様部４６Ａ～５３からなる群
より選択される少なくとも２種の連続変形模様部が、所定のパターンで配列されて成って
いてもよく、また、ランダムに配列されて成っていてもよい。
【０１６４】
　立体視シート構成体５において、見る角度を変えていくことによって、連続変形模様部
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４６～４９Ａを含む繰り返し模様７０、７０Ａ～７０Ｉの三次元モアレ模様が変化して見
える原理を、連続変形模様部４６を例にして説明する。
【０１６５】
　連続変形模様部４６を含む繰り返し模様７０を、凸レンズ集合体２０を介して見ると、
前記連続変形模様部４６が、三次元的な模様であって、かつ、それを見る角度を変えてい
くことによって、三次元モアレ模様が変化して見える。立体視シート構成体５において、
連続変形模様部４６の三次元的な視覚効果は、立体視シート構成体１と同様に、凸レンズ
集合体２０における凸レンズ２１間の配列間隔Ｌと連続変形模様部４０における模様単位
３１間の配列間隔ｄとの差によって、決定される。すなわち、配列間隔Ｌが配列間隔ｄよ
りも大きいと、繰り返し模様７０は沈んだように見え、逆に配列間隔ｄが配列間隔Ｌより
も大きいと、繰り返し模様７０は浮き上がるように見える。そして、配列間隔Ｌと配列間
隔ｄとの差（絶対値）が小さいほど、沈み込み量又は浮き上がり量が大きく見える。
【０１６６】
　したがって、連続する区画に含まれる模様単位３１の配列間隔ｄが、区画毎に連続若し
くは不連続で段階的に若しくは無段階的に変化してなる連続変形模様部４６は、凸レンズ
集合体２０を介して連続変形模様部４６を見たときに、区画毎に模様単位３１の沈み込み
量又は浮き上がり量も、連続して変化して見える。その結果、凸レンズ集合体２０を介し
て見た連続変形模様部４６は、三次元的に、沈み又は浮き上がる様が、強調され、連続変
形模様部４６の三次元的な視覚効果が大きくなる。
【０１６７】
　一方、凸レンズ集合体２０を介して連続変形模様部４６を見る角度を、凸レンズ集合体
２０を構成する凸レンズ２１の上方から水平方向に変えると、凸レンズ２１の焦点が凸レ
ンズ２１の下から水平方向に変化する。したがって、凸レンズ２１の上方から連続変形模
様部４６を見ると、凸レンズ２１の焦点は凸レンズ２１の下に位置するから、凸レンズ２
１の下に位置する連続変形模様部４６の一部である区画が、配列間隔Ｌと配列間隔ｄと差
によって、三次元的に見える。この状態で観察することができる三次元モアレ模様は、図
３８に示されている。次いで、凸レンズ２１の上方から水平方向に移動して連続変形模様
部４６を見ると、凸レンズ２１の焦点は凸レンズ２１の水平方向に移動した位置にあるか
ら、この凸レンズ２１が焦点した位置に存在する連続変形模様部４６の他の一部である他
の区画が、配列間隔Ｌと配列間隔ｄと差によって、三次元的に見える。この状態で観察す
ることができる三次元モアレ模様は、凸レンズ２１の上方から見たときの連続変形模様部
４６の配列間隔と異なる配列間隔を有する連続変形模様部４６の一部を凸レンズを介して
見るのであるから、図３８に示される三次元モアレ模様とは異なる三次元モアレ模様とな
る。この状態で観察することができる三次元モアレ模様は図３９に示されている。
【０１６８】
　このように、凸レンズ集合体２０を構成する凸レンズ２１の上方から水平方向に変える
と、この凸レンズ２１を介して見える連続変形模様部４６の区画がそれぞれ異なる。そし
て、連続変形模様部４６は、補助線ｘ方向及び補助線ｙ方向に同様の割合で、連続若しく
は不連続で段階的に若しくは無段階的に順次大きくした後順次小さくし、区画Ｄ１４及び
区画Ｄ４１を中心に対称となるように、模様パターン３８が、補助線ｘ方向及び補助線ｙ
方向に、変形されて成るから、見る角度を変えると、その角度において観察することがで
きる連続変形模様部４６を構成する区画に含まれる模様単位の形状、大きさ、密度等が、
この模様パターン３８の変形に応じて、異なって見える。したがって、凸レンズ集合体２
０を介して連続変形模様部４６を見る角度を変えると、三次元モアレ模様が変化して見え
る。
【０１６９】
　連続変形模様部４６においては、凸レンズ集合体２０を介して連続変形模様部４６を見
る角度を、凸レンズ集合体２０を構成する凸レンズ２１の上方から垂直方向に変えた場合
も、凸レンズ集合体２０を介して連続変形模様部４６を見る角度を、凸レンズ集合体２０
を構成する凸レンズ２１の上方から水平方向に変えた場合と同様に、三次元モアレ模様が



(35) JP 4685101 B2 2011.5.18

10

20

30

40

50

変化して見える。
【０１７０】
　このように、凸レンズ集合体２０を介して見た連続変形模様部４６は、三次元的に、沈
み又は浮き上がる様が明瞭に見えるだけでなく、凸レンズ集合体２０を介して、連続変形
模様部４６を見た場合に、視距離が長くても、それを見る角度を変えていくことによって
、この三次元モアレ模様が変化して見える。
【０１７１】
　一方、連続変形模様部４６Ａ～４９Ａは、前記したように、連続変形模様部４６～４９
と異なり、模様単位３１の配列間隔と共に、模様単位３１の配列角度も変化している。し
たがって、連続変形模様部４６Ａ～５３は、連続変形模様部４６～４９と比較して、三次
元モアレ模様がより明確に見える。
【０１７２】
　したがって、立体視シート構成体５は、短い視距離を隔てて見られる、例えば、包装物
等に加えて、通常、長い視距離を隔てて見られる、例えば、街頭看板、ポスター、広告塔
、案内表示板等にも適用することができる。
【０１７３】
　前記連続変形模様部４７は、具体的には、模様単位３１の縦の配列方向のみが連続変形
模様部４６と同様の三次元モアレ模様を観察することができる。また、前記連続変形模様
部４８は、具体的には、連続変形模様部４７と逆の三次元モアレ模様を観察することがで
きる。さらに、前記連続変形模様部４９は、具体的には、連続変形模様部４６と逆の三次
元モアレ模様を観察することができる。また、前記繰り返し模様７０Ｄは、具体的には、
連続変形模様部４６と同様の三次元モアレ模様が複数連結した三次元モアレ模様を観察す
ることができる。
【０１７４】
　また、前記連続変形模様部４６Ａは、具体的には、前記連続変形模様部４６と、模様単
位３１の配列方向が異なる以外は、同様の三次元モアレ模様を観察することができる。前
記連続変形模様部４９Ａは、具体的には、連続変形模様部４６Ａと逆の三次元モアレ模様
を観察することができる。前記連続変形模様部４７Ａは、具体的には、縦方向のみが連続
変形模様部４６Ａと同様の三次元モアレ模様を観察することができる。さらに、前記連続
変形模様部４８Ａは、具体的には、連続変形模様部４７Ａと逆の三次元モアレ模様を観察
することができる。また、前記繰り返し模様７０Ｅは、具体的には、連続変形模様部４６
Ａと同様の三次元モアレ模様が複数連結した三次元モアレ模様を観察することができる。
【０１７５】
　立体視シート構成体５は、基本的には、第１態様の立体視シート構成体１～３と同様に
して、製造することができる。連続変形模様部４６～４９Ａを含む繰り返し模様７０、７
０Ａ～７０Ｉは、繰り返し模様部３０と同様にして、パーソナルコンピュータにて前記画
像編集ソフト等を用いて、所望のイメージデータを作成することができる。
【０１７６】
　立体視シート構成体５は、第１態様の立体視シート構成体１と同様に、図１８に示され
る立体視シート構成体２のように、２枚のシート部材１０及び１１の積層体としてもよく
、３枚以上のシート部材を積層した積層体としてもよい。同様に、立体視シート構成体５
は、図１９に示される立体視シート構成体３のように、繰り返し模様５０の他に、他の模
様や画像１５等を備えていてもよい。
【０１７７】
　この発明の立体視シート構成体として、第１態様、第２態様及び第３態様に分けて説明
したが、この発明の立体視シート構成体は、これらの態様を組み合わせてなる立体視シー
ト構成体としてもよい。例えば、前記第１態様の立体視シート構成体における連続変形模
様部、前記第２態様の立体視シート構成体における線分集合部、及び、前記第３態様の立
体視シート構成体における連続変形模様部からなる少なくとも２つを含む繰り返し模様を
有する立体視シート構成体としてもよい。また、第２態様の立体視シート構成体における
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線分集合部の一部又は全部を、前記第１態様の立体視シート構成体における連続変形模様
部と同様にして、線分の間隔及び線分の延在方向が連続して段階的に又は無段階的に変化
するように、変形してなる繰り返し模様、及び／又は、前記第３態様の立体視シート構成
体における連続変形模様部と同様にして、線分の間隔が連続して段階的に又は無段階的に
変化するように、変形してなる繰り返し模様を有する立体視シート構成体としてもよい。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】
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【図２２】 【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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【図３５】 【図３６】

【図３７】 【図３８】
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【図３９】



(45) JP 4685101 B2 2011.5.18

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０７－１９８９０５（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－０３９５８３（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－０３５０８３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１２０４９９（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－２２６０９９（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－０５５０００（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６２－１６１５９６（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              B44F   1/06
              G09F  19/12


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

