
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
レンチキュラーシートを支持するレンチキュラーシート保持体と、その支持されたレンチ
キュラーシートを所望の温度に加熱する加熱手段と、前記レンチキュラーシートの背面に
画像を記録する記録手段と、その記録手段と前記レンチキュラーシート保持体とを相対移
動させるための移動機構とを備えたことを特徴とする画像記録装置。
【請求項２】
レンチキュラーシートを前記レンチキュラーシート保持体に圧接する圧接手段を備え、前
記加熱手段は前記レンチキュラーシート保持体に設けられていることを特徴とする請求項
１記載の画像記録装置。
【請求項３】
レンチキュラーシートのシリンドリカルレンズのレンズピッチを読み取るレンズピッチ読
み取り手段と、その読み取ったレンズピッチに応じて、前記レンチキュラーシートに対す
る加熱を制御する加熱制御手段とを備えたことを特徴とする請求項１記載の画像記録装置
。
【請求項４】
レンチキュラーシート保持体を複数個備え、前記加熱手段は、１つのレンチキュラーシー
ト保持体に支持されたレンチキュラーシートに画像を記録している期間に、別のレンチキ
ュラーシート保持体に支持されたレンチキュラーシートを所望の温度に加熱することを特
徴とする請求項１記載の画像記録装置。
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【請求項５】
記録手段は、サーマルヘッドと昇華性染料が塗布されたインクシートとを有することを特
徴とする請求項１記載の画像記録装置。
【請求項６】
レンチキュラーシートの少なくとも被記録面が、アクリル樹脂もしくは塩化ビニール樹脂
もしくはブチラール樹脂を含んでいることを特徴とする請求項５記載の画像記録装置。
【請求項７】
サーマルヘッドの発熱体の並び方向が、前記移動機構による相対移動方向に垂直な方向に
対し、傾斜して取り付け可能なサーマルヘッド傾斜機構を備え、前記レンチキュラーシー
トのシリンドリカルレンズの長手方向が、前記相対移動方向に対して平行になるように、
前記レンチキュラーシートを前記レンチキュラーシート保持体に支持することにより、前
記相対移動方向に垂直な方向に対する前記サーマルヘッドの各発熱体の投影ピッチを可変
とすることを特徴とする請求項５記載の画像記録装置。
【請求項８】
レンチキュラーシートを支持するレンチキュラーシート保持体と、その支持されたレンチ
キュラーシートの背面に画像を記録する記録手段と、その記録手段と前記レンチキュラー
シート保持体とを相対移動させるための移動機構と、前記レンチキュラーシートのシリン
ドリカルレンズのレンズピッチを読み取るレンズピッチ読み取り手段と、その読み取られ
たレンズピッチに応じて、前記記録手段の記録のタイミングを制御する記録制御手段とを
備え、前記レンチキュラーシート保持体は、前記移動機構による相対移動方向に対してレ
ンチキュラーシートのシリンドリカルレンズの長手方向が垂直となる方向に前記レンチキ
ュラーシートを支持することを特徴とする画像記録装置。
【請求項９】
レンチキュラーシートを支持するレンチキュラーシート保持体と、その支持されたレンチ
キュラーシートの背面に画像を記録する記録手段と、その記録手段と前記レンチキュラー
シート保持体とを相対移動させるための移動機構と、室温又は装置本体内の温度又は前記
レンチキュラーシート近傍の温度又は前記レンチキュラーシートの温度を直接又は間接的
に検出する温度検出手段と、その検出された温度に応じて、前記記録手段の記録のタイミ
ングを制御する記録制御手段とを備え、前記レンチキュラーシート保持体は、前記移動機
構による相対移動方向に対してレンチキュラーシートのシリンドリカルレンズの長手方向
が垂直となる方向に前記レンチキュラーシートを支持することを特徴とする画像記録装置
。
【請求項１０】
レンチキュラーシートを支持するレンチキュラーシート保持体と、その支持されたレンチ
キュラーシートの背面に画像を記録する記録手段と、その記録手段と前記レンチキュラー
シート保持体とを相対移動させるための移動機構と、前記レンチキュラーシートの前記記
録手段の記録位置近傍に光を照射する光照射手段と、前記レンチキュラーシートの、前記
光照射手段とは反対側に設置された反射部材と、前記光照射手段から照射され、前記反射
部材で反射された反射光を受光する前記光照射手段と同じ側の受光手段と、前記光照射手
段、反射部材及び受光手段によりレンチキュラーシートの位置を検出しながら前記記録手
段に記録を行わせる記録制御手段とを備え、前記レンチキュラーシート保持体は、前記レ
ンチキュラーシートのシリンドリカルレンズの長手方向が前記移動機構による相対移動方
向に対して垂直となるように、前記レンチキュラーシートを支持することを特徴とする画
像記録装置。
【請求項１１】
光照射手段の照射方向が前記レンチキュラーシートの面に対して傾斜していることを特徴
とする請求項１０記載の画像記録装置。
【請求項１２】
反射部材の反射面は、前記光照射手段から照射された光を、その光照射手段の方向に反射
する方向に向けられていることを特徴とする請求項１１記載の画像記録装置。
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【請求項１３】
レンチキュラーシートは、シリンドリカルレンズのレンズピッチと同一又は整数分の１の
ピッチで設けられた凹部及び／又は凸部を有するものであって、前記レンチキュラーシー
トを支持するレンチキュラーシート保持体と、その支持されたレンチキュラーシートの背
面に画像を記録する記録手段と、その記録手段と前記レンチキュラーシート保持体とを相
対移動させるための移動機構と、前記レンチキュラーシートの凹部及び／又は凸部に接触
するように設けられた位置検出手段と、その位置検出手段によりレンチキュラーシートの
位置を検出しながら前記記録手段に記録を行わせる記録制御手段とを備えたことを特徴と
する画像記録装置。
【請求項１４】
記録制御手段は、少なくとも２回以上の記録動作を行わせることによりカラー画像を形成
させるものであって、２回目以降の記録動作時は、１回目の記録動作時に用いた検出位置
を用いて記録を行わせることを特徴とする請求項１０又は１３記載の画像記録装置。
【請求項１５】

前記レンズシート 少なくとも塩化ビニール樹脂を含み、前記白色層 少なくとも塩
化ビニール樹脂と酢酸ビニール樹脂との共重合樹脂と酸化チタンとを含むことを特徴とす
る記録方法。
【請求項１６】

更に、前記レンチキュラーシートのシリンドリカルレンズの長手方向の角度を検知する前
に、前記レンチキュラーシート保持体を所定角度回転させるステップを備えたことを特徴
とする画像記録方法。
【請求項１７】
レンチキュラーシートをレンチキュラーシート保持体に支持するステップと、その支持し
たレンチキュラーシートの背面にレンチキュラーシート及び画像記録手段を相対移動させ
て画像を記録するステップと、前記画像を記録するステップより前に前記レンチキュラー
シートを所望の温度に加熱するステップとを備えたことを特徴とする画像記録方法。
【請求項１８】
レンチキュラーシートをレンチキュラーシート保持体に支持するステップと、その支持し
たレンチキュラーシートのシリンドリカルレンズのレンズピッチを読み取るステップと、
その読み取ったレンズピッチに応じて前記支持したレンチキュラーシートを所望の温度に
加熱するステップと、その加熱支持したレンチキュラーシートの背面に前記レンチキュラ
ーシート及び画像記録手段を相対移動させて画像を記録するステップとを備えたことを特
徴とする画像記録方法。
【請求項１９】
レンチキュラーシートをレンチキュラーシートのシリンドリカルレンズの長手方向が相対
移動方向と平行となるようにレンチキュラーシート保持体に支持するステップと、画像記
録手段が有するサーマルヘッドの発熱体の並び方向を、前記画像記録手段及びレンチキュ
ラーシートとの相対移動方向に垂直な方向に対して所定角度傾斜させるステップと、前記
支持したレンチキュラーシートの背面に前記レンチキュラーシート及び画像記録手段を相
対移動させて画像を記録するステップとを備えたことを特徴とする画像記録方法。
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絵が描かれたレンズシートと、インクシートの基体上に白色層を設けた白色シートとを用
い、サーマルヘッドにより前記レンズシートの絵の上に前記白色層の一部又は全部を熱転
写する記録方法であって、

は、 は、

レンチキュラーシートをレンチキュラーシート保持体に支持するステップと、前記レンチ
キュラーシート保持体に支持された前記レンチキュラーシートのシリンドリカルレンズの
長手方向の角度を検知するステップと、その検知した角度に応じて前記シリンドリカルレ
ンズの長手方向の角度を前記レンチキュラーシートの相対移動方向と実質上垂直または平
行となるように前記レンチキュラーシート保持体を回転させるステップと、前記支持した
レンチキュラーシートの背面に前記レンチキュラーシート及び画像記録手段を相対移動さ
せて画像を記録するステップとを備え、



【請求項２０】
レンチキュラーシートのシリンドリカルレンズのピッチを読み取るステップと、その読み
取ったレンズピッチに応じて記録のタイミングを決定するステップと、前記レンチキュラ
ーシートの背面に前記レンチキュラーシート及び画像記録手段を相対移動させて前記決定
されたタイミングで画像を記録するステップとを備えたことを特徴とする画像記録方法。
【請求項２１】
室温または装置本体内の温度またはレンチキュラーシート近傍の温度または前記レンチキ
ュラーシートの温度を検出するステップと、その検出した温度に応じて記録のタイミング
を決定するステップと、前記レンチキュラーシートの背面に前記レンチキュラーシート及
び画像記録手段を相対移動させて前記決定されたタイミングで画像を記録するステップと
を備えたことを特徴とする画像記録方法。
【請求項２２】
レンチキュラーシートをレンチキュラーシートの長手方向が相対移動方向と垂直となるよ
うにレンチキュラーシート保持体に支持するステップと、反射部材を利用して光照射と受
光を前記レンチキュラーシートの同じ側で行うことにより前記支持したレンチキュラーシ
ートの位置を検出するステップと、その位置検出を行いながら前記レンチキュラーシート
の背面に前記レンチキュラーシート及び画像記録手段を相対移動させてレンチキュラーシ
ートの位置に応じて画像を記録するステップとを備えたことを特徴とする画像記録方法。
【請求項２３】
少なくとも２回以上の記録動作を行わせることによりカラー画像を形成する方法であって
、１回目の記録動作を請求項 の前記画像記録方法で行い、２回目以降の記録動作は前
記１回目の記録動作時に用いた検出位置を用いて記録することを特徴とする画像記録方法
。
【請求項２４】
複数の画像を入力するステップと、その入力した画像をマルチ表示するステップと、その
マルチ表示された複数の画像から所定枚数の画像を順序を含めて選択するステップと、そ
の選択された画像を順序とともに確定するステップと、その確定された各画像を所定領域
に分割し、順序に対応した所定の配列で配置することにより動画プリンタ用の画像を生成
するステップとを備えたことを特徴とする画像データ生成方法。
【請求項２５】
複数の画像を入力するステップと、その入力した複数の画像に基づいて、それらの画像間
を遷移する中間の変形画像を所定の処理により所定枚数生成するステップと、前記入力さ
れた複数の画像及び前記生成された変形画像の一部または全部に対して、それら各画像を
所定領域に分割し、前記入力された複数の画像及び前記生成された変形画像の遷移の順序
に対応した所定の配列で配置することにより印刷用画像を生成するステップと、その生成
された印刷用画像を印刷するステップとを備えたことを特徴とする画像データ生成方法。
【請求項２６】
複数の画像を入力するステップと、生成する中間の変形画像の間隔を操作者により指定す
るステップと、前記入力した複数の画像と前記指定された間隔に基づいて、それらの画像
間を遷移する中間の変形画像を所定の処理により所定枚数生成するステップと、前記入力
された複数の画像及び前記生成された変形画像の一部または全部に対して、それら各画像
を所定領域に分割し、前記入力された複数の画像及び前記生成された変形画像の遷移の順
序に対応した所定の配列で配置することにより印刷用画像を生成するステップとを備えた
ことを特徴とする画像データ生成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、見る方向によって異なる画像が呈示できる、例えばレンチキュラーシートの背
面に複数の画像を印刷するために用いる画像記録装置等に関するものである。
【０００２】
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【従来の技術】
従来、絵や写真などを立体的に見えるようにするために、複数のかまぼこ型のレンズから
なるレンチキュラーシートを、左右の眼に対応するように印刷した絵や写真の上に貼付け
たものが知られている。これは図２２に示すように、用紙２００３上に左目用の画像Ａ１
，Ａ２，．．．と右目用の画像Ｂ１，Ｂ２，．．．とをストライプ状に印刷した絵２００
２を、その上に貼られた前述のレンチキュラーシート２００１を通して見ることにより、
左目にはＡ１，Ａ２，．．．の画像が眼に写り、右目にはＢ１，Ｂ２，．．．の画像が眼
に写って立体的に見ることが可能となる。
【０００３】
ここで、精度良く立体的に見えるようにするためには、印刷される左目用の画像と右目用
の画像が、レンチキュラーシート２００１の各レンズの位置と合っている必要がある。と
ころが、レンチキュラーシート２００１は、通常塩化ビニール等の板を加熱成形して製造
するので、製造後の温度変化により各レンズの幅、レンズピッチ等が異なってしまう。又
、プリンタ等により絵を印刷する場合も高い印刷精度が要求される。
【０００４】
上記の問題点を解決する技術として例えば、特開平６－３４００９９号が提案されている
。これは、ストライプ状の画像を印刷するときに、レンチキュラーシートの位置を光学的
な方法により検知しながら、その検知位置を用いて印刷するものである。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記のような方法では、レンチキュラーシートの位置が印刷ヘッドの位置
に対してずれたり、置かれる方向が送り方向に対して例えば１レンズピッチ分ずれた場合
は、印刷ヘッドにより印刷される絵の位置とレンチキュラーシートのレンズ位置とが一致
しない、すなわちレンズと絵がずれることが起こる。特に、立体視用の絵だけでなく３枚
以上の絵を用いて動画的に見えるように印刷するためには（図２３参照）、レンチキュラ
ーシートの位置や方向を、より精度良く合わせなければならないという課題がある。
【０００６】
本発明は、従来のレンチキュラーシート等の印刷物におけるこのような課題を考慮し、複
数の画像を分割して印刷する場合の印刷位置の精度を向上できる画像記録装置と画像デー
タ生成装置と記録方法を提供することを目的とするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
請求項１の本発明は、レンチキュラーシートを支持するレンチキュラーシート保持体と、
その支持されたレンチキュラーシートを所望の温度に加熱する加熱手段と、レンチキュラ
ーシートの背面に画像を記録する記録手段と、その記録手段とレンチキュラーシート保持
体とを相対移動させるための移動機構とを備えた画像記録装置である。これにより、レン
チキュラーシートのレンズピッチを所望のピッチに合わせることが可能となる。
【０００９】
請求項８の本発明は、レンチキュラーシートを支持するレンチキュラーシート保持体と、
その支持されたレンチキュラーシートの背面に画像を記録する記録手段と、その記録手段
とレンチキュラーシート保持体とを相対移動させるための移動機構と、レンチキュラーシ
ートのシリンドリカルレンズのレンズピッチを読み取るレンズピッチ読み取り手段と、そ
の読み取られたレンズピッチに応じて、記録手段の記録のタイミングを制御する記録制御
手段とを備え、レンチキュラーシート保持体は、移動機構による相対移動方向に対してレ
ンチキュラーシートのシリンドリカルレンズの長手方向が垂直となる方向にレンチキュラ
ーシートを支持する画像記録装置である。これにより、レンチキュラーシートのレンズピ
ッチに合わせて正確に印刷できる。
【００１０】
請求項９の本発明は、レンチキュラーシートを支持するレンチキュラーシート保持体と、
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その支持されたレンチキュラーシートの背面に画像を記録する記録手段と、その記録手段
とレンチキュラーシート保持体とを相対移動させるための移動機構と、室温又は装置本体
内の温度又はレンチキュラーシート近傍の温度又はレンチキュラーシートの温度を直接又
は間接的に検出する温度検出手段と、その検出された温度に応じて、記録手段の記録のタ
イミングを制御する記録制御手段とを備え、レンチキュラーシート保持体は、移動機構に
よる相対移動方向に対してレンチキュラーシートのシリンドリカルレンズの長手方向が垂
直となる方向にレンチキュラーシートを支持する画像記録装置である。これにより、温度
を検出する簡単な方法でレンズピッチに合わせた印刷を行うことができる。
【００１１】
請求項１０の本発明は、レンチキュラーシートを支持するレンチキュラーシート保持体と
、その支持されたレンチキュラーシートの背面に画像を記録する記録手段と、その記録手
段とレンチキュラーシート保持体とを相対移動させるための移動機構と、レンチキュラー
シートの記録手段の記録位置近傍に光を照射する光照射手段と、レンチキュラーシートの
、光照射手段とは反対側に設置された反射部材と、光照射手段から照射され、反射部材で
反射された反射光を受光する光照射手段と同じ側の受光手段と、光照射手段、反射部材及
び受光手段によりレンチキュラーシートの位置を検出しながら記録手段に記録を行わせる
記録制御手段とを備え、レンチキュラーシート保持体は、レンチキュラーシートのシリン
ドリカルレンズの長手方向が移動機構による相対移動方向に対して垂直となるように、レ
ンチキュラーシートを支持する画像記録装置である。これにより、レンチキュラーシート
の位置検出を記録手段の記録位置近傍で行うので印刷位置を正確に合わせられる。
【００１２】
請求項１３の本発明は、レンチキュラーシートは、シリンドリカルレンズのレンズピッチ
と同一又は整数分の１のピッチで設けられた凹部及び／又は凸部を有するものであって、
レンチキュラーシートを支持するレンチキュラーシート保持体と、その支持されたレンチ
キュラーシートの背面に画像を記録する記録手段と、その記録手段とレンチキュラーシー
ト保持体とを相対移動させるための移動機構と、レンチキュラーシートの凹部及び／又は
凸部に接触するように設けられた位置検出手段と、その位置検出手段によりレンチキュラ
ーシートの位置を検出しながら記録手段に記録を行わせる記録制御手段とを備えた画像記
録装置である。これにより、レンチキュラーシートの位置検出が正確に行える。
【００１５】

これにより、レンズシート上の絵が、より鮮明に見えるようになる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて説明する。
図１は、本発明にかかる第１の実施の形態の画像記録装置の略示構成図である。すなわち
、その画像記録装置には、片面に複数のシリンドリカルレンズ１０９（以降、単にレンズ
と呼ぶ）が形成されたレンチキュラーシート１０１を保持するためのレンチキュラーシー
ト保持体としてのレンチキュラーシート保持体１０４が設けられ、そのレンチキュラーシ
ート保持体１０４を矢印の方向に移動させるためのボールネジ１１３及び駆動部１１２が
設けられている。レンチキュラーシート保持体１０４の上には、レンチキュラーシート１
０１を載せたときの変形などを防止する柔軟層１０５が設けられ、又、レンチキュラーシ
ート１０１を正確に保持するための規制部材１０６及び押圧部材１０７が設けられている
。又、規制部材１０６はレンチキュラーシート保持体１０４上に固定されている。柔軟層
１０５と規制部材１０６及び押圧部材１０７との間には隙間があり、押圧部材１０７の押
圧による柔軟層１０５の変形を防止している。前述の柔軟層１０５として、例えば硬度２
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請求項１５はの本発明は、絵が描かれたレンズシートと、インクシートの基体上に白色層
を設けた白色シートとを用い、サーマルヘッドにより前記レンズシートの絵の上に前記白
色層の一部又は全部を熱転写する記録方法であって、
前記レンズシートは、少なくとも塩化ビニール樹脂を含み、前記白色層は、少なくとも塩
化ビニール樹脂と酢酸ビニール樹脂との共重合樹脂と酸化チタンとを含むことを特徴とす
る記録方法である。



０～６０度、厚さ１～５ｍｍのゴム（ＮＢＲなど）を用いればよく、更に、表面にフッ素
高分子材料を含ませることにより低摩擦係数な面となり、押圧部材１０７の押圧によるレ
ンチキュラーシート１０１の移動がスムーズに行える。又、押圧部材１０７は、例えばソ
レノイド１０８等を用いて付勢する。
【００２０】
更に、レンチキュラーシート１０１の背面に画像を印刷するためのサーマルヘッド１０２
及び昇華性染料が塗布されたインクシート１０３が設けられ、サーマルヘッド１０２には
、印刷データ処理部１１０から画像データが送られてくる。その印刷データ処理部１１０
及び上述の駆動部１１２は、レンチキュラーシート１０１の送りと印刷データのタイミン
グ等を制御する記録制御部１１１に接続されている。又、印刷後サーマルヘッド１０２を
持ち上げるときにレンチキュラーシート１０１がくっついて持ち上がるのを防ぐためのロ
ーラ１１４が設けられている。
【００２１】
ここで、サーマルヘッド１０２及びインクシート１０３等が記録手段を構成し、駆動部１
１２及びボールネジ１１３などが移動機構を構成し、規制部材１０６及び押圧部材１０７
等が位置決め機構を構成している。
【００２２】
図２は、レンチキュラーシート１０１のレンズ１０９側から見た図である。レンチキュラ
ーシート１０１の１端面は規制部材１０６に当接する所定面としての面１１５が形成され
ている。この面１１５を規制部材１０６に当接して反対の面１１６から押圧部材１０７に
より押圧することにより保持位置を正確に決めることができる。尚、ここでは、レンチキ
ュラーシート１０１の厚さやレンズ１０９のサイズ、個数などは模式的に描いてあり、実
際はｍｍ以下のオーダーである。この点については以下の実施の形態においても同様であ
る。
【００２３】
本実施の形態では、レンチキュラーシート１０１を、面１１５を規制部材１０６側にして
レンチキュラーシート保持体１０４の柔軟層１０５上に載せ、押圧部材１０７で面１１６
側から押圧することにより、レンチキュラーシート１０１がレンチキュラーシート保持体
１０４に対して所定の位置に保持される。この所定位置は予め決められているので、その
後の印刷動作を高精度で簡単に制御することが出来る。
【００２４】
なお、上記第１の実施の形態では、規制部材１０６に当接する面１１５はレンチキュラー
シートの端部を利用して切り欠いて形成したが、これに限らず、例えば溝形状などを用い
てもよく、押圧部材１０７により押圧した場合に保持位置を固定できる面を持っていれば
、どのような形状でもよい。また、この面１１５を作製する場合、レンチキュラーシート
を一体成形する時に同時に圧縮成形する方法により形成しても良い。
【００２５】
また、上記第１の実施の形態では、レンチキュラーシートをレンズの長手方向が送り方向
と垂直になる方向に保持したが、これに限らず、レンチキュラーシートをレンズの長手方
向が送り方向と平行になる方向に保持してもよい。
【００２６】
また、上記第１の実施の形態では、柔軟層１０５を押圧部材１０７の下側まで設ける構成
としたが、これに代えて、例えば図２４に示すように、柔軟層１０５の押圧方向の寸法を
レンチキュラーシート１０１の寸法より若干小さくし、押圧部材１０７がレンチキュラー
シート保持体１０４に直接上側にくるようにしてもよい。
【００２７】
図３は、本発明にかかる第２の実施の形態の画像記録装置の略示構成図である。図３に示
すように、駆動部１１２及びボールネジ１１３等で構成される移動機構とレンチキュラー
シート保持体１０４との間に、レンチキュラーシート保持体１０４を回転させるための回
転機構３０３と、レンチキュラーシート保持体１０４を回転機構３０３とともに移動機構
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による送り方向とは垂直の方向に移動させるためのボールネジ３０５及び駆動部３０４が
設けられている。又、レンチキュラーシート保持体１０４の端部上方には、レンチキュラ
ーシート１０１に向かって光を照射する光照射手段としての発光部３０１、下側にはその
発光部３０１からの光を受光する受光手段としての受光部３０２が配置されている。これ
ら発光部３０１及び受光部３０２が角度検知手段を構成している。本実施の形態では、上
記の角度検知手段及び回転機構３０３等が位置決め機構を構成している。
【００２８】
ここで、本実施の形態の画像記録装置の動作について説明すると、まず、レンチキュラー
シート保持体１０４の柔軟層１０５上にレンチキュラーシート１０１が、レンズの長手方
向を送り方向と垂直な方向にして保持される。そうすると、駆動部３０４が駆動してボー
ルネジ３０５を回転させ、レンチキュラーシート保持体１０４を図３の両矢印方向に示す
ように移動させる。従って、上に保持されているレンチキュラーシート１０１も同様に移
動する。この時、発光部３０１からは光が照射され、レンチキュラーシート１０１を透過
した光が受光部３０２で受光される。ここで、レンチキュラーシート１０１の移動量とと
もに光の変化を検出することにより、レンチキュラーシート１０１のレンズの長手方向が
移動機構による送り方向に垂直な方向とどの程度の角度をなしているか判定できる。すな
わち、受光部３０２の検出値は隣合うレンズを横断する毎に周期的に変化するので、レン
ズピッチと１周期の変化が検出された時の移動量とが分かれば上記の角度が検出できる。
【００２９】
次に、前述のようにして検出された角度に基づいて、回転機構３０３を制御してレンチキ
ュラーシート保持体１０４を回転させれば、レンチキュラーシート１０１のレンズの長手
方向と移動機構による送り方向とは垂直になる。レンチキュラーシート１０１の方向が修
正されると、駆動部３０４はレンチキュラーシート保持体１０４を最初の位置まで戻し、
レンチキュラーシート１０１に対する位置決め動作が終了する。その後、駆動部１１２に
よりボールネジ１１３を回転させてレンチキュラーシート１０１を送りながら印刷動作を
実行する。
【００３０】
なお、上記第２の実施の形態では、レンチキュラーシート１０１をレンズの長手方向が送
り方向に対して垂直となるようにセットしたが、これに限らず、図４（ａ）に示すように
、レンズの長手方向が送り方向に対して平行となるようにセットしてもよい。この場合は
、角度検出のための移動は送り方向と同じであるため駆動部３０４による移動は必要でな
い。従って、レンチキュラーシート１０１の保持が、レンズの長手方向を送り方向に対し
て平行となるような方向のみとするときは、移動機構による送り方向と垂直な方向の移動
機構を省略することが可能である。
【００３１】
また、上記第２の実施の形態では、発光部３０１と受光部３０２とをレンチキュラーシー
ト１０１に対して反対側に配置したが、これに限らず、例えばず４（ｂ）に示すように、
発光部３０１と受光部３０２とをレンチキュラーシート１０１の同じ側に配置し、レンチ
キュラーシート１０１に対して反対側には反射部材４０１を設けた構成としてもよい。
【００３２】
また、上記第２の実施の形態では、図５（ａ）に示すように、レンチキュラーシート１０
１のずれ角が小さいと、レンチキュラーシート１０１を端部から他の端部まで移動しても
、十分な検知出力の変化が得られないためずれの角度を検出できない場合がある。そこで
、図５（ｂ）に示すように、レンチキュラーシート１０１を回転機構により一定角度以上
回転させた後、角度検出の動作を行わせるようにすれば、光検出値にはレンズ間にまたが
る変化が現れるので、移動量Ｌにより回転すべき角度を正確に求めることができる。
【００３３】
また、角度検知手段として、発光部３０１、受光部３０２、回転機構３０３等の代わりに
、レンチキュラーシート保持体１０４の柔軟層１０５の表面（レンチキュラーシート１０
１を載せる面）に、図６に示すような線模様６０１を形成し、レンチキュラーシート１０
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１を載せたときにできるモアレ縞を検知する手段を設ける。この線模様とレンズの方向と
に傾きがあるとモアレ縞が生じるので、これをイメージセンサやカメラ等により観察すれ
ば角度を検出できる。
【００３４】
また、角度検知手段として、発光部３０１、受光部３０２、回転機構３０３等の代わりに
、図７に示すような探触子７０２を有する凹凸量検知手段７０１を用いてもよい。これは
、矢印で示すように上側に向けて一定の力で付勢された探触子７０２の先端部を、レンチ
キュラーシート１０１のレンズ間の溝に接触させておき、レンチキュラーシート１０１を
移動させたときの探触子７０２の動きを検知することにより行う。探触子７０２の先端部
は、レンチキュラーシート１０１の移動に対してレコード針のように常に、探触子を始め
に接触させた、レンズとレンズとの間にある１つの溝に沿って動くため、レンチキュラー
シート１０１の方向が移動機構による送り方向からずれているとレンチキュラーシート１
０１の面に平行な面内で回動するので、これを凹凸量検知手段７０１で検知することによ
りずれの角度を検知できる。尚、この場合に、探触子７０２の垂直方向（前述の面内の方
向と垂直な方向）の回動を検出するようにしても、上記と同様にずれの角度を検出するこ
とが可能である。
【００３５】
図８は、本発明にかかる第３の実施の形態の画像記録装置におけるレンチキュラーシート
の略示構成図である。上記図１に示した第１の実施の形態では、レンチキュラーシート１
０１を位置決めするための規制部材１０６及び押圧部材１０７は１組であったが、本実施
の形態では、直角な方向に２組の規制部材８０１，８０３及び押圧部材８０２，８０４を
配置している。その他の基本的な構成については図１と同様である。すなわち、本実施の
形態においては、移動機構による送り方向と同じ方向については、規制部材８０１に対し
て押圧力Ｆ１の押圧部材８０２が対応し、送り方向に垂直な方向については、規制部材８
０３に対して押圧力Ｆ２の押圧部材８０４が対応し、移動機構による送り方向及びその送
り方向に垂直な方向のどちらの方向に対しても、精度よく位置決めすることが可能となる
。
【００３６】
ここで、図９（ａ）に示すように、レンチキュラーシート１０１のレンズの長手方向が移
動機構による送り方向に垂直な場合は、送り方向に対する位置ずれをなくす必要があるの
で、押圧力Ｆ１を押圧力Ｆ２よりも大きくする。この場合は、Ｆ２＝０としてもよく、そ
の時は一旦押圧力Ｆ２で押圧した後にＦ２を０にする。一方、図９（ｂ）に示すように、
レンチキュラーシート１０１のレンズの長手方向が移動機構による送り方向に平行な場合
は、送り方向に垂直な方向に対する位置ずれをなくす必要があるので、押圧力Ｆ２を押圧
力Ｆ１よりも大きくする。押圧力Ｆ１，Ｆ２を大きくしたり小さくしたり調節するのは機
構が複雑になるので、実際には、最初からＦ２をＦ１より大きく設定しておき、図９（ａ
）のＦ１＞Ｆ２の場合は、Ｆ２で押圧した後、Ｆ２を０にするようにすれば、簡単に実現
できる。
【００３７】
図１０は、本発明にかかる第４の実施の形態の画像記録装置の略示構成図である。本実施
の形態では、レンチキュラーシート保持体１００３の背面に加熱手段としての面状のヒー
タ１００２を設け、レンチキュラーシート１０１をレンチキュラーシート保持体１００３
の柔軟層１００４に圧接するための圧接ローラ１００１を設けている。更に、レンチキュ
ラーシート１０１のレンズピッチを読み取るために、レンズピッチ読み取り手段としての
発光部３０１及び受光部３０２を設けて、そのレンズピッチ読み取り手段で読み取ったレ
ンズピッチに応じてヒータ１００２の発熱量を制御するヒータ制御部１００５を設けてい
る。レンチキュラーシート保持体１００３の移動機構、記録手段などは上記実施の形態と
基本的に同じであるため、ここでは省略している。
【００３８】
上記従来例においても説明したように、レンチキュラーシートは塩化ビニールを加熱成形
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して製造するため、レンズピッチ等にばらつきが生じる。このためサーマルヘッドの発熱
体ピッチとの間にずれが発生する。又、移動機構による送りピッチを一定とするとやはり
、レンズピッチとの間にずれが生じることになる。そこで本実施の形態では、所望のレン
ズピッチを得るために、レンチキュラーシート１０１を、発光部３０１及び受光部３０２
により読み取ったレンズピッチの値をフィードバックして加熱程度を制御する。更に、レ
ンチキュラーシート１０１の背面から圧接ローラ１００１により柔軟層１００４にレンチ
キュラーシート１０１を圧接して加熱が全体一様に行われるようにする。
【００３９】
なお、上記第４の実施の形態では、ピッチ読み取り手段として発光部３０１及び受光部３
０２を用いたが、これに限らず、レンズピッチを読み取ることが出来れば、例えば接触式
等、他の方法を用いてもよい。
【００４０】
また、上記第４の実施の形態では、レンチキュラーシート１０１を、レンズの長手方向を
送り方向に対して垂直に保持するように説明したが、レンズの長手方向を送り方向に対し
て平行に保持してもよい。その場合は、レンズピッチ読み取り手段もその方向に合わせれ
ばよい。
【００４１】
また、上記第４の実施の形態では、レンズピッチを読み取って加熱程度を制御する構成と
したが、レンズピッチと温度との関係が許容範囲内で決っていれば、レンズピッチ読み取
り手段及びヒータ制御部１００５を使わず、レンチキュラーシート保持体１００３の温度
を所望の一定の温度に保つようにしてもよい。
【００４２】
また、上記第４の実施の形態では、レンチキュラーシートの加熱を制御するのに、レンズ
ピッチを読み取ってそのレンズピッチに応じて加熱程度を制御したが、これに代えて、レ
ンズピッチを読みとる代わりにレンチキュラーシートの全体の長さを読みとって、その読
みとった全体の長さに基づいて加熱程度を制御するようにしても良い。
【００４３】
図１１は、本発明にかかる第５の実施の形態の画像記録装置の略示構成図である。本実施
の形態が上記第４の実施の形態と異なる点は、加熱用のヒータ１００２ａ，１００２ｂを
それぞれに持つ２つのレンチキュラーシート保持体１００３ａ，１００３ｂが設けられて
いる点である。これによって、レンチキュラーシート１０１を加熱するための時間（１分
以上）、従って待ち時間が長くなるのを防ぐことが出来る。すなわち、レンチキュラーシ
ート保持体１００３ａの柔軟層１００４ａ上のレンチキュラーシート１０１ａを印刷中に
、レンチキュラーシート保持体１００３ｂの柔軟層１００４ｂ上のレンチキュラーシート
１０１ｂを加熱しておくことにより、レンチキュラーシート１０１ａの印刷が終了して次
にレンチキュラーシート１０１ｂを印刷するときは短時間の待ち時間ですむ。
【００４４】
図１２は、本発明にかかる第６の実施の形態の画像記録装置の略示構成図である。本実施
の形態では、サーマルヘッド１０２を移動機構による送り方向に垂直な方向に対して傾斜
して取り付け可能なサーマルヘッド傾斜機構を設けている。これにより、図１２に示すよ
うに、レンチキュラーシート１０１のレンズピッチに対して発熱体１２０１のピッチを可
変とすることができ、サーマルヘッド１０２の発熱体ピッチがレンズピッチ÷Ｎ（Ｎは２
以上の整数）より大きい場合に補正が可能である。
【００４５】
図１３は、本発明にかかる第７の実施の形態の画像記録装置の略示構成図である。本実施
の形態では、まず、駆動部１１２によりボールネジ１１３を駆動してレンチキュラーシー
ト保持体１０４を移動させ、レンズピッチ読み取り手段１３０１によってレンチキュラー
シート１０１のレンズピッチを読み取る。
【００４６】
レンズピッチ読み取り手段１３０１としては、前述した図１０に示すような光学式のもの
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でもよいし、図１５（ａ）に示すように、レンチキュラーシート１５０１の側端部に設け
られた凸部１５０３と位置検出手段１５０４の組合せなどでもよい。これは、図１５（ｂ
）に示すように、レンチキュラーシート１５０１側端の切り欠き部１５０２に、レンズピ
ッチの整数分の１のピッチ（ここでは１）で凸部を形成しておく。図１５（ａ）に示すよ
うに、位置検出手段１５０４の探触子１５０５をの先端部をその切り欠き部１５０２に接
触させ、レンチキュラーシート１５０１を移動させることによりレンズピッチあるいは位
置を検出することが可能となる。
【００４７】
光学的な方法などでレンズ部を読み取った場合は、図１６（ａ）に示すような検出出力が
得られるが、上記の方法では、図１６（ｂ）に示すように、鋭いパルス状の出力が得られ
るため、レンズピッチの読み取りだけでなく位置検出などに用いてもよく、位置検出の精
度が向上する。
【００４８】
レンチキュラーシート１０１のレンズピッチを読み取った後、その読み取ったレンズピッ
チを用いて記録制御部１３０２が駆動部１１２及び印刷データ処理部１１０に指令に対し
て印刷動作を行わせる。これによりレンチキュラーシート１０１の所望の位置に記録が可
能である。
【００４９】
なお、上記第７の実施の形態では、レンズピッチを直接読み取って記録動作を行わせたが
、レンズピッチ読み取り手段に代えて、レンチキュラーシート１０１の温度を検出する温
度検出手段を設けて、レンチキュラーシート１０１の温度からレンズピッチを推測し、そ
の推測したレンズピッチにより記録動作を行わせてもよい。この場合、温度検出手段は接
触型でも非接触型でもよく、更に、レンチキュラーシート１０１の温度を直接検出しなく
てもよい。例えば、室温、装置内部温度、レンチキュラーシート保持体１０４の温度など
レンズピッチを推測可能で有れば他の部位の温度を検出するようにしてもよい。
【００５０】
図１４（ａ）は、本発明にかかる第８の実施の形態の画像記録装置におけるサーマルヘッ
ド近傍を示す一部構成図である。本実施の形態が上記第７の実施の形態と異なる点は、第
７の実施の形態ではレンズピッチを一旦読み取った後に印刷動作を行っていたが、本実施
の形態では、レンチキュラーシート１０１のレンズ位置を、発光部３０１及び受光部３０
２により構成される位置検出手段で読み取りながら、その読み取った位置に基づいて画像
の印刷動作を行う点である。従って、図１４（ａ）に示すように、反射部材４０１を用い
てレンズ位置検出をサーマルヘッド１０２のできるだけ近い所で行う構成としている。
【００５１】
更に、本実施の形態において、カラー印刷の場合で同じレンチキュラーシートに２回、あ
るいは３回以上の印刷動作を行わせる時は、１回目の印刷の際に検出したレンズ位置を用
いて２回目以降の印刷動作を行う構成とすることにより、色ずれを少なくすることができ
る。
【００５２】
なお、位置検出手段を、図１４（ｂ）に示すように、発光部３０１から照射された光を元
の方向へ反射させるように反射部材４０１を傾斜して配置し、光が戻ってきた位置に受光
部３０２を配置してもよい。
【００５３】
また、位置検出手段として、前述した図１５に示す接触による方法を用いてもよい。
【００５４】
また、上記実施の形態では、いずれも駆動部とボールネジを用いて移動機構を構成したが
、これに限らず、例えばリニアモータ方式など他の方法を用いてもよい。
【００５５】
また、上記実施の形態では、いずれも記録手段にサーマルヘッド及び昇華性染料のインク
シートを用いたが、これに限らず、例えば熱転写、インクジェットなど他の印刷方法を用
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いてもよい。
【００５６】
また、上記実施の形態では、いずれも記録手段に対してレンチキュラーシートの方を移動
させる構成としたが、記録手段とレンチキュラーシートが相対的に移動すればよく、レン
チキュラーシートに対して記録手段の方を移動させる構成としても勿論よい。
【００５７】
また、上記実施の形態では、いずれもレンチキュラーシートを平面状としたが、これに限
らず、レンチキュラーシート保持体を回転ドラムとし、レンチキュラーシートを円弧状の
曲面としてもよい。
【００５８】
図１７は、本発明にかかる第９の実施の形態の画像データ生成装置の構成図である。その
画像データ生成装置１７０１は、例えばカメラなどの画像入力手段１７０６から入力され
る複数の画像を蓄積する画像蓄積手段１７０２、その蓄積された複数の画像から所定枚数
の画像を選択し、あるいは選択した画像を確定するための選択指示入力手段１７０５、画
像蓄積手段１７０２に蓄積された複数の画像を縮小してマルチ表示し、あるいは選択した
画像を時分割表示する画像表示手段１７０４、及び選択指示入力手段１７０５により確定
された画像をデータ変換して動画プリンタ１７０７に出力する画像データ形式変換手段１
７０３から構成されている。選択指示入力手段１７０５には選択指示手段及び画像確定手
段が含まれている。又、ここではマルチ表示手段は画像表示手段１７０４と兼用している
が、マルチ表示手段を別に設けてもよい。
【００５９】
次に、上記第９の実施の形態の画像データ生成装置の動作について、図面を参照しながら
説明する。
【００６０】
まず、画像入力手段１７０６から複数の、例えば１６枚の画像が入力されて画像蓄積手段
１７０２に蓄積される。蓄積された１６枚の画像は、図１８（ａ）に示すように、それぞ
れ縮小された後画像表示手段１７０４にマルチ表示される。このマルチ表示画面１８０１
を見てユーザは、選択指示入力手段１７０５により１６枚の画像１８０２の中から適当と
思われる画像を、この例では６枚選択する。
【００６１】
次に、６枚の画像が選択されると、画像表示手段１７０４のマルチ表示画面が図１８（ｂ
）に示すように時分割表示画面に切り替わり、その選択された画像１８０２を順次一定の
時間間隔で表示していく。この時、表示画像１８０２の横側には何枚目の画像が表示され
ているかを示すコマ表示１８０３を行う。これにより、選択した画像を動画として見たと
きの見え方を確認できるため、選択する画像を変更してその場面に最も適した画像を選択
することができる。
【００６２】
次に、選択した最適な画像を選択指示入力手段１７０５により確定すると、確定された６
枚の画像が画像データ形式変換手段１７０３へ出力される。画像データ形式変換手段１７
０３では、６枚の画像を動画プリンタ１７０７用の画像データに変換する。この動画プリ
ンタ１７０７は、例えば前述した本発明の画像記録装置のようなレンチキュラーシートに
印刷するもので、画像データの変換について、ここでは簡単のために３枚の画像から変換
する場合を説明する。図２０に示すように、黒丸が左から右に移動している３枚の画像２
０ａ，２０ｂ，２０ｃを考えると、レンチキュラーシートの各レンズに対応するように３
枚分の画像をストライプ状に分割し、図２１に示すように、分割した各々のストライプ状
の画像を画像の順番に並べて合成画像２１を生成する。この画像データを動画プリンタ１
７０７へ出力してレンチキュラーシートに印刷することにより、見る方向を動かすことに
より動きが見える絵や写真等を作成することができる。
【００６３】
なお、上記第９の実施の形態では、画像データをレンチキュラーシートに印刷する例を説
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明したが、これに限らず、通常のシート等に印刷した後、レンチキュラーレンズを上から
貼付けてもよい。
【００６４】
また、上記第９の実施例では、選択する画像の枚数を６枚としたが、選択枚数はこれに限
定されるものではない。
【００６５】
また、上記第９の実施例では、レンチキュラーシートを対象として印刷を行うとしたが、
これに限らず、スリット等を用いて複数の画像が見える形式のものにも適用可能である。
更に、縦、横の両方向に対応したレンズシートに適用してもよい。
【００６６】
図１９は、本発明にかかる第１０の実施の形態の画像データ生成装置の構成図である。そ
の画像データ生成装置は、画像を入力する画像入力手段１７０６、その画像入力手段１７
０６から入力された画像を認識して、予め蓄積されている基準モデルデータ１９０２との
マッチングをとる画像認識部１９０１、その画像認識部１９０１の出力を、基準モデルデ
ータ変形規則１９０５を用いて変形合成し、状態が遷移する複数の画像を合成する変形合
成部１９０４、状態の遷移の間隔を指定するための間隔指定手段１９０３、変形合成部１
９０４から出力される複数の画像を印刷用の画像データに変換する画像データ形式変換手
段１７０３、及びその画像データ形式変換手段１７０３の出力データを印刷する印刷部１
９０６により構成されている。ここで、画像データ形式変換手段１７０３は図１７に示し
たものと同様のものである。又、画像認識部１９０１、基準モデルデータ１９０２、変形
合成部１９０４、及び基準モデルデータ変形規則１９０５が画像変形処理手段を構成して
いる。
【００６７】
本実施の形態では、例えば画像入力手段１７０６から入力された２つ以上の画像、あるい
は１つ以上の入力画像と予め記録しておいた１つ以上の画像のうち、異なる２つの画像に
ついて、画像認識部１９０１で基準モデルデータを用いて認識し、変形合成部１９０４で
基準モデルデータ変形規則１９０５を用いて、その認識した２つの画像間を遷移する中間
的な画像（２つの画像の間を徐々に変化していく画像）を複数枚合成する。この合成され
る複数の画像は、通常２つの画像間を等間隔で内挿して生成される。その場合、例えば馬
と人間の顔との中間画像を合成する時のような極端に異なる２つの画像を等間隔で内挿す
ると、中間画像が不自然になることがある。そこで、間隔指定手段１９０３により内挿す
る間隔を指定して変化を付けると自然な感じの中間画像を合成することができる。この時
に、印刷する画像の枚数に対して、合成する中間画像の枚数は合成するときに決めて必要
な枚数だけ合成するようにしてもよいし、必要以上の枚数の中間画像を合成しておき、合
成後に選択するようにしてもよい。
【００６８】
また、印刷する画像の枚数が６枚として、徐々に変化する６枚の画像をストライプ状に分
割して、図２３に示すように、１，２，３，４，５，６と変化する順序で並べると、目を
１から６の位置に向かって移動していくと１”の位置で６から１”（１と１”は同じ画像
を分割したもの）に突然画像が変化して違和感を生じる。本実施の形態では、これを防ぐ
ために分割画像を並べる順序を、例えば１，２，３，４，３，２となるように、５，６を
３，２として印刷することも可能であり、このようにすれば、画像の変化が１，２，３，
４，３，２，１，２，．．のように違和感なく観察できる。
【００６９】
なお、上記第１０の実施の形態では、内挿する間隔を変化させるために間隔指定手段１９
０３を設けたがこれは無くてもよい。その場合、等間隔で内挿して合成した複数の中間画
像から、その中の一部を選ぶようにすれば等間隔でない画像とすることが可能である。
【００７０】
次に、本発明にかかる第１１の実施の形態の記録方法について説明する。
【００７１】
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レンズシート（レンチキュラーシート）を、塩化ビニールの一方の面に、圧縮成形により
レンチキュラーレンズを形成して作製した。
【００７２】
又、塩化ビニールと酢酸ビニールの共重合体（エスレックＡ、セキスイ化学工業株式会社
）に酸化チタン（Ｒ－４２、堺化学工業株式会社）を重量比１対２で混合し、溶剤で溶解
・分散させた塗料を作製した。この塗料を、背面に耐熱滑性層を設けた厚さ６μｍのＰＥ
Ｔフィルムのもう一方の面上に塗工し、乾燥させて厚さ３μｍの白色層を設けた白色シー
トとした。
【００７３】
この白色シートと上記のレンズシートとを用いて、まず前述の実施の形態において説明し
たようにして、そのレンズシートのレンズと反対の面に熱転写により染料を転写して画像
を形成した。次に、白色シートを、レンズシートの画像を記録した面に重ねて、サーマル
ヘッドとプラテンとの間に挟み込み、サーマルヘッドに記録信号を印加して白色シートの
白色層の一部をレンズシート上に熱転写した。
【００７４】
以上のようにして得られたレンズシートについて、レンズ面から画像を見ると、それまで
透過で見ていた画像が、コントラストの良好な反射による画像として見ることができた。
また、レンズシートに転写された白色層はレンズシートに良好に接着しており、セロハン
テープによっても容易に剥離されなかった。
【００７５】
なお、上記第１１の実施の形態では、白色顔料として酸化チタンを用いたが、白色顔料は
これに限るものではなく、例えば、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、せっこう、シリカな
どのように白色を有する顔料であればどのようなものでも使用可能である。酸化チタンを
用いる場合には、アナターゼ形よりも着色力や隠ぺい力の大きいルチル形の方が望ましい
。
【００７６】
また、白色層の樹脂と白色顔料との混合比は、白色顔料が少ないと白色層の白色度が少な
くなり、白色顔料が多いと樹脂層として形成しにくくなる。混合の重量比率は、樹脂１部
に対して白色顔料０．５部から５部が望ましい。
【００７７】
また、白色層の厚さについては、厚さが薄いと白色層背面からの透過光が多くなり過ぎ、
厚さが厚いとＰＥＴフィルムへの塗工時にフィルムのカールなどが問題となる。白色層の
厚さは、０．５μｍから５０μｍが望ましい。
【００７８】
なお、更に白色層の上に粘着層を形成し、他の物体に固着できるようにしてもよい。又、
粘着層自体が白色であれば白色層を省くこともできるし、画像を印刷した記録層に直接粘
着層を形成してもよい。
【００７９】
更に、前述のようにして形成した白色層の面に重ねて、熱転写により染料を転写して画像
を形成するようにしてもよい。すなわち、シートのレンズとは反対の面に、イエロー（Ｙ
）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）による画像を記録した上に、白色層を転写した後、更
にＹ、Ｍ、Ｃによる記録を行う。この記録には例えば、Ｙ、Ｍ、Ｃ、白色層、溶融性イン
クというインクシートを用いる。
【００８０】
以上のようにして得られたシートを、レンズ面から観察すると、見る角度によって変化す
る画像を見ることができ、これをレンズ裏面から観察すると、見る角度にかかわらず同一
の画像を見ることができる。
【００８１】
図２４は、本発明にかかる第１２の実施の形態の画像記録装置の略示構成図である。本実
施の形態が図１の第１の実施の形態と異なる点は、レンチキュラーシート１０１を上から
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押さえるローラ１１４の代わりに、挟持部材１１７を設けた点と、押圧部材１０７が点線
で示すように後退できる点である。ここで、柔軟層１０５は、レンチキュラーシート１０
１のシート送り方向のサイズより若干小さいサイズに設定されている。他の構成及び動作
は図１と同様である。
【００８２】
本実施の形態では、押圧部材１０７によりレンチキュラーシート１０１の所定面１１５を
規制部材１０６に押圧した後に、挟持部材１１７によりレンチキュラーシート１０１をレ
ンチキュラーシート保持体１０４に挟持する。この挟持によりレンチキュラーシート１０
１を固定した後、押圧部材１０７を点線で示すように後退させる。
【００８３】
これによって、レンチキュラーシート１０１にずれが生じにくくなる。又、レンチキュラ
ーシート１０１の膜厚が薄い場合、レンチキュラーシート１０１の剛性が弱いため押圧部
材１０７による押圧力を高くできないが、このような場合でもずれが生じない。更に、記
録時には、押圧部材１０７がレンチキュラーシート１０１を押圧する場所に無いため、レ
ンチキュラーシート１０１の後端部まで記録が可能となり、又、サーマルヘッド１０２が
押圧部材１０７にぶつからなくなり移動の自由度が広がる。
【００８４】
また、本実施の形態の挟持部材を用いる画像記録装置の変形例として、図２５に示すよう
な構成が考えられる。これは、複数のレンチキュラーシートを収納するレンチキュラーシ
ート収納体１１８及びそのレンチキュラーシートをレンチキュラーシート保持体１０４に
供給するためのレンチキュラーシート供給手段１１９を設けたもので、レンチキュラーシ
ート供給手段１１９が押圧部材を兼ねた構成となっている。すなわち、レンチキュラーシ
ート供給手段１１９が収納されたレンチキュラーシートを押しだしてレンチキュラーシー
ト保持体１０４上に供給した後、押圧部材としてレンチキュラーシート１０１を規制部材
１０６側へ押圧する。次に、挟持部材１１７によりレンチキュラーシート１０１を挟持し
た後、レンチキュラーシート供給手段１１９はレンチキュラーシート収納体１１８の元の
位置に戻される。このとき、レンチキュラーシート供給手段１１９のみが移動する構成と
してもよいが、レンチキュラーシート保持体１０４も同時にレンチキュラーシート収納体
１１８側へ移動する構成とすれば、レンチキュラーシートの供給時間が短縮され、更に好
ましい。又、この例では、特別に押圧部材を設ける必要が無い。
【００８５】
図２６は、本発明にかかる第１３の実施の形態の画像記録装置の斜視図である。本実施の
形態の画像記録装置の特徴は、図２６に示すように、レンチキュラーシート１０１を保持
するためのレンチキュラーシート保持体が無く、ロールプラテンを用いた搬送手段１２０
によりレンチキュラーシート１０１を支持している点である。レンチキュラーシート１０
１の位置決め機構は、レンチキュラーシート１０１の搬送方向に対して垂直な方向に押圧
できるように、規制部材１０６及びレンチキュラーシートの面に実質上平行な平面に回転
可能に支持されたロール形状の押圧部材１０７で構成されている。この押圧部材１０７は
ソレノイド１０８により移動される。これによればレンチキュラーシート１０１を支持す
るための構成が簡単になる。
【００８６】
本実施の形態の画像記録装置において、レンチキュラーシート１０１を加熱制御する構成
を適用する例を図２７に示す。図２７において、レンチキュラーシート１０１を挟んで上
下に発光部３０１及び受光部３０２が設けられ、その受光部３０２の出力に加熱制御部２
７０１が接続され、その加熱制御部２７０１に加熱手段２７０２が接続された構成である
。本実施の形態は、発光部３０１及び受光部３０２によりレンチキュラーシート１０１の
レンズピッチを読み取り、その読み取ったレンズピッチに応じて、加熱制御部２７０１を
介して、レンチキュラーシート１０１のレンズピッチが所望のピッチとなるように、加熱
手段２７０２の加熱量を制御する。ここで、加熱手段２７０２としては、加熱した空気の
吹き付け、遠赤外線の照射等の方法が考えられる。
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【００８７】
図２８は、本発明にかかる第１４の実施の形態における位置決め機構を示す略示斜視図で
ある。前述した図３に示す第２の実施の形態では、レンチキュラーシート保持体１０４上
に保持したレンチキュラーシートのレンズ長手方向が、搬送方向に対して垂直又は平行な
方向からずれている場合に、レンチキュラーシート保持体１０４全体を回転させて、その
方向を合わせるように構成したが、回転機構など構成が複雑になり、サイズも大きくなる
。本実施の形態では、図２８に示すように、押圧部材１２１と、軸１２５を中心として回
動可能な規制部材１２２と、その規制部材１２２の向きを調節するモ－タ１２３及びバネ
１２４により位置決め機構を構成している。このうち、軸１２５及びモ－タ１２３及びバ
ネ１２４が規制部材相対位置可変機構を構成している。又、押圧部材１２１は、その押圧
面が規制部材１２２の向きに合わせて首振り可能なように構成すれば尚好ましい。ここで
、モ－タ１２３を駆動して、規制部材１２２の一端部を引張たり緩めたりすることにより
規制部材１２２の向きを変更できる。これにより装置の構成が簡単になる。ここで、規制
部材相対位置可変機構の構成は、規制部材１２２の相対位置が変更できれば、本実施の形
態の構成に限定されないことは言うまでもない。
【００８８】
図２９は、本発明にかかる第１５の実施の形態の画像データ生成装置の構成図である。こ
の画像データ生成装置は、複数の画像を入力する画像入力手段１７０６、その入力された
複数の画像の位置を合わせる位置合わせ手段２９０１、及び位置合わせした画像から動画
プリンタ用の画像を生成する画像データ形式変換手段１７０３により構成されている。
【００８９】
例えば、図３０の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示す画像は、同一人物が衣装を替えて撮影し
た画像であり、（ｄ）に示す画像が、その３枚の画像をそのまま重ね併せて合成した画像
である。この画像は、撮影時に立っている位置が異なっていたために、人の位置がずれて
しまっている。従って、このままの画像から動画プリンタ用の画像を生成すると、出来上
がった画像カードは、見る角度によって人の位置が変わり、非常に見づらくなる。そこで
、本実施の形態では、３枚の画像を、（ｅ）に示すように、人物の位置が同じ位置にくる
ように画像の位置合わせを行った後に、動画プリンタ用の画像を生成する構成としている
。このようにすると、見る角度が変化しても人物は同じ位置に見え、ただ衣装だけが代わ
るように見え、見やすい画像カードを作成できる。
【００９０】
ここで、位置合わせ手段２９０１の機能としては、手動、半自動、自動のいずれの方法で
もよい。手動では、画面を見ながら画像をＸＹ方向に移動させて位置合わせを行う。又、
半自動では、まず、手動で各画像に対して対応点（例えば顔の中心位置など）を入力し、
その入力された対応点の座標が各画像で一致するように画像の座標変換を自動的に行って
位置合わせをする。自動では、半自動の時に対応点を手動入力したところを自動化する。
対応点を自動で見つけ出す方法としては、ブロックマッチング法などの公知の手法を用い
ればよい。
【００９１】
図３１は、本発明にかかる第１６の実施の形態の画像データ生成装置の構成図である。本
実施の形態の構成は、前述した図１９に示す第１０の実施の形態の画像データ生成装置に
おいて、画像認識部１９０１と変形合成部１９０４との間に、上記の位置合わせ手段２９
０１を設けた構成であり、他の構成及び動作は、図１９と同様である。
【００９２】
この構成では画像認識部１９０１で画像の認識を行うことによって、対応点を見つけ出す
ことができ、これを利用して位置合わせが行える。例えば、２人の顔画像から中間画像を
合成する場合、入力した２人の顔画像に対して基準モデルデータを用いて顔の主要部位を
認識する。対応点は認識された主要部位の一つを用いればよく、例えば鼻や口を対応点と
して用いることができる。
【００９３】
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図３２は、本発明にかかる第１７の実施の形態の画像データ生成装置の構成図である。こ
の画像データ生成装置は、複数の画像を入力する画像入力手段１７０６、その入力された
複数の画像から所定枚数の画像を順序を含めて選択する選択手段３２０１、その選択した
所定枚数の画像にその順序に関する情報を付加する順序情報付加手段３２０２、及びその
順序情報付加手段３２０２からの画像から動画プリンタ用の画像を生成する画像データ形
式変換手段１７０３により構成されている。
上記の順序情報としては、順序に対応した数字、記号などが適用できる。図３３（ａ）は
、数字を画像と共に表示する例を示す図であり、例えば、図３３（ｂ）は、画像の順序を
マーク位置を変えることにより表示する例を示す図である。
【００９４】
【発明の効果】
以上述べたところから明らかなように本発明は、複数の画像を分割して印刷する場合の印
刷位置の精度を向上できるという長所を有する。
【００９５】
また本発明は、自然な感じの動画を見ることが可能な印刷物を得ることができるという利
点がある。
【００９６】
また本発明は、違和感の無い徐々に変化していく画像を見ることが可能な印刷物を得るこ
とができるという利点がある。
【００９７】
また本発明は、より鮮明に見える印刷画像を得ることができるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかる第１の実施の形態の画像記録装置の略示構成図である。
【図２】同第１の実施の形態の画像記録装置に用いるレンチキュラーシートの一例を示す
図である。
【図３】本発明にかかる第２の実施の形態の画像記録装置の略示構成図である。
【図４】同図（ａ）は、同第２の実施の形態における角度検知の別の例を示す図、同図（
ｂ）は、同第２の実施の形態における反射部材を用いた角度検知の例を示す図である。
【図５】同図（ａ）、（ｂ）は、同第２の実施の形態におけるずれ角が小さい場合の角度
検知の例を示す図である。
【図６】同第２の実施の形態における角度検知にモアレ縞の現象を利用する例を示す図で
ある。
【図７】同第２の実施の形態における角度検知に凹凸量検知手段を用いる例を示す図であ
る。
【図８】本発明にかかる第３の実施の形態の画像記録装置におけるレンチキュラーシート
の略示構成図である。
【図９】同図（ａ）、（ｂ）は、同第３の実施の形態におけるレンチキュラーシートの方
向の違いによる押圧力の関係を説明する図である。
【図１０】本発明にかかる第４の実施の形態の画像記録装置の略示構成図である。
【図１１】本発明にかかる第５の実施の形態の画像記録装置の略示構成図である。
【図１２】本発明にかかる第６の実施の形態の画像記録装置の略示構成図である。
【図１３】本発明にかかる第７の実施の形態の画像記録装置の略示構成図である。
【図１４】同図（ａ）は、本発明にかかる第８の実施の形態の画像記録装置におけるサー
マルヘッド近傍を示す一部構成図、同図（ｂ）は、同第８の実施の形態における位置検出
手段の別の例を示す構成図である。
【図１５】同図（ａ）は、上記第７、または第８の実施の形態における位置検出手段の一
例を示す構成図、同図（ｂ）は、その位置検出手段に用いるレンチキュラーシートを示す
斜視図である。
【図１６】同図（ａ）は、位置検出手段によりレンズ部を読み取った場合の検出出力を示
す図、同図（ｂ）は、上記図１５の位置検出手段の出力を示す図である。
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【図１７】本発明にかかる第９の実施の形態の画像データ生成装置の構成図である。
【図１８】同図（ａ）は、同第９の実施の形態におけるマルチ画像表示画面を示す図、同
図（ｂ）は、その選択画像の表示画面を示す図である。
【図１９】本発明にかかる第１０の実施の形態の画像データ生成装置の構成図である。
【図２０】上記第９の実施の形態における画像データの変換を行う元になる画像を示す図
である。
【図２１】図２０における画像を変換して生成した画像データを示す図である。
【図２２】レンチキュラーシートを用いて、印刷画像が立体的に見えることを説明する図
である。
【図２３】レンチキュラーシートを用いて、印刷画像が動画的に見えることを説明する図
である。
【図２４】本発明にかかる第１２の実施の形態の画像記録装置の略示構成図である。
【図２５】上記第１２の実施の形態の別の一例を示す略示構成図である。
【図２６】本発明にかかる第１３の実施の形態の画像記録装置の斜視図である。
【図２７】上記第１３の実施の形態において、レンチキュラーシートを加熱制御する場合
を示す略示構成図である。
【図２８】本発明にかかる第１４の実施の形態における位置決め機構を示す略示斜視図で
ある。
【図２９】本発明にかかる第１５の実施の形態の画像データ生成装置の構成図である。
【図３０】同第１５の実施の形態における位置合わせを説明する図である。
【図３１】本発明にかかる第１６の実施の形態の画像データ生成装置の構成図である。
【図３２】本発明にかかる第１７の実施の形態の画像データ生成装置の構成図である。
【図３３】同第１７の実施の形態における画像表示例を示す図である。
【符号の説明】
１０１　　レンチキュラーシート
１０２　　サーマルヘッド
１０３　　インクシート
１０４　　レンチキュラーシート保持体
１０６　　規制部材
１０７　　押圧部材
１１２　　駆動部
１１７　　挟持部材
１２０　　搬送手段
３０１　　発光部
３０２　　受光部
３０３　　回転機構
７０１　　凹凸量検知手段
１００１　圧接ローラ
１３０１　レンズピッチ読み取り手段
１５０３　凸部
１５０４　位置検出手段
１７０１　画像データ生成装置
１７０３　画像データ形式変換手段
１７０４　画像表示手段
１７０５　選択指示入力手段
１７０６　画像入力手段
１９０３　間隔指定手段
１９０４　変形合成部
２９０１　位置合わせ手段
３２０２　順序情報付加手段
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】
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【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】
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【 図 ３ １ 】 【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】
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