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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のマイクロレンズと、前記マイクロレンズに隣接した光遮断層を備えた再帰性反射
材料が、光透過性を有する基材の少なくとも一部に積層され、一つの前記マイクロレンズ
に対応した光遮断層は、貫通した孔で成る潜像画像要素を少なくとも一つ有し、前記少な
くとも一つの潜像画像要素は、基材に対して互いに異なる第一の角度、第二の角度、・・
・、第ｎの角度（ｎは２以上の自然数）で形成された第一の潜像画像要素、第二の潜像画
像要素、・・・、第ｎの潜像画像要素のいずれかであり、第一の潜像画像要素の集合によ
って第一の潜像画像が形成され、第二の潜像画像要素の集合によって第二の潜像画像が形
成され、・・・、第ｎの潜像画像要素の集合によって第ｎの潜像画像が形成され、
　前記第一の角度、第二の角度、・・・、第ｎの角度（ｎは２以上の自然数）は、一つの
任意の立体物を異なる角度から観察する角度であり、前記第一の潜像画像、第二の潜像画
像、・・・第ｎの潜像画像は、一つの任意の立体物を第一の角度、第二の角度、・・・、
第ｎの角度（ｎは２以上の自然数）から観察した、相互に異なる画像によって構成され、
　透過光による観察において、前記任意の立体物が潜像画像として立体的に観察されるこ
とを特徴とする潜像画像形成体。
【請求項２】
　一つの前記マイクロレンズに対応した前記光遮断層に、前記第一の潜像画像要素、第二
の潜像画像要素、・・・、第ｎの潜像画像要素（ｎは２以上の自然数）のうち、二つ以上
の異なる潜像画像要素が形成されることを特徴とする請求項１記載の潜像画像形成体。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、偽造防止効果を必要とする銀行券、パスポート、有価証券、身分証明書、カ
ード、通行券等のセキュリティ印刷物の分野において、反射光下では潜像画像が不可視で
あって、透過光下では立体感を伴った潜像画像が出現し、加えて透過光下で印刷物をわず
かに傾けて観察することで出現した潜像画像が変化する、特殊な視覚効果を備えた潜像画
像形成体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　文字や図形などの画像が立体的に浮き上がって見える立体的な視覚効果や、画像が動い
て見える動画的な視覚効果は、人目を惹きやすく、また容易に偽造することは困難である
ことから、近年、セキュリティ印刷物の真偽判別要素として多く用いられる傾向にある。
この代表例は、米国のビザカードにおいて貼付されているホログラムであり、１９８３年
に発行されたもので、鳩の立体画像が形成されている。
【０００３】
　ホログラム以外にも、パララックスバリアやレンチキュラー等の公知技術を用い、これ
らの技術が備える、わずかな観察角度の違いで画像を変化させられるという特徴を活かし
、画像が立体的に視認できる効果や、画像が動いて見える動画的な視覚効果を備えたセキ
ュリティ印刷物はすでに広く存在している。
【０００４】
　しかし、一般的なパララックスバリアやレンチキュラーを用いた立体画像は、バリア効
果やレンズ効果を機能させるために印刷物に一定の厚み（１００μｍ以上）が必要となる
という問題があった。加えて、パララックスバリアのバリア層あるいはレンチキュラーの
レンズ層に対して、その下部に位置する潜像画像の位相がわずかでも適性位置からずれた
場合には、立体的な視覚効果や動画的な視覚効果が不明瞭なものとなることから、製造に
あたっては厳密な刷り合せの管理を必要とするという問題があった。
【０００５】
　このような問題のうち、レンズとその下部に位置する潜像画像の位置合わせを要するこ
となく、反射光による観察で複数の異なる角度から画像が観察される印刷物が、２００８
年１月２３～日２５日にサンフランシスコで開催された「ＯＤＳ（Ｏｐｔｉｃａｌ Ｄｏ
ｃｕｍｅｎｔ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ）」で発表されている。この印刷物は、直接、レンチキ
ュラーに複数の異なる角度からレーザー彫刻して、画像が形成されて成り、レーザー彫刻
によって形成される画像は、異なる角度から観察したときの女性の顔が形成されている。
そして、この印刷物を反射光下で観察すると、両眼視差に基づいた立体的な女性の顔が観
察される。
【０００６】
　また、近年、再帰性反射材料と呼ばれる特殊な材料を利用して立体画像が出現するシー
トが開示されている（例えば、特許文献１参照）。再帰性反射材料とは、例えば多数のマ
イクロレンズが高い密度でベース基材に埋没したシートにおいて、マイクロレンズと基材
の間に光を反射する材料（例えばアルミ）で光反射層を形成したものである。この再帰性
反射材料は、特定の方向から光が入射した場合、主として入射した光の方向を中心に光を
強く反射するという特徴を有しているため、従来から反射板や道路標識等に用いられてい
る。特許文献１に記載の、再帰性反射材料を用いて立体画像を形成する技術とは、マイク
ロレンズ下の光反射層の感光特性を利用するものであって、マイクロレンズを通して強い
光を照射し、マイクロレンズ下の光反射層に任意の画像を焼き付けることによって形成さ
れる。この方法によって、インテグラルフォトグラフィ方式の立体画像の記録と再生が可
能であり、比較的薄く（１００μｍ以下）立体画像を形成できるという特徴を有している
。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表２００３－５２４２０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　一般にセキュリティ印刷物は、万人が確実に真偽判別を行うために、反射光下で観察さ
れる画像と、例えば、透かして観察するといった、真偽判別を行う場合に要求される特定
の条件下で観察される画像とが、異なっていることがより望ましいと考えられている。し
かし、前述した技術は、印刷物の真偽判別を行うために、反射光下で立体画像を観察する
ものであり、真偽判別を要求されるか否かに関係なく、いずれかの画像が常時出現してい
る。よって、前述した技術は、前述したような効果を有していないことから、真偽判別を
要求されるセキュリティ印刷物としては問題がある。また、レンチキュラーに画像を形成
する場合は、再帰性反射材料と比較すると立体画像が視認される角度範囲が狭いという問
題があった。
【０００９】
　一方、特許文献１記載の技術において、立体的な画像は反射マスクを用いた強い光源に
よる露光か、強い光による描画によって形成されるが、いずれの場合も画像はレーザーの
ような強い光を凹レンズや分散レンズを通して大きく拡散させ、その拡散光や散乱光に変
換された光によって画像を描画する。この方法は、短時間で立体画像を形成することが可
能な反面、人物の顔のように複雑な階調と高い解像度を要求する画像を形成することがで
きず、形成できる画像は解像度の低い単純な画像、すなわち文字や記号、マーク等しか表
現できないという問題があった。
【００１０】
　加えて、特許文献１記載の技術を用いて得られる画像は、観察位置に応じて画像を上下
左右に平行移動させることで形成可能な遠近感の表現や、ある画像を異なる視点から見た
画像へと変化させる３Ｄの表現は可能であるものの、特許文献１の発明において、マイク
ロレンズに焼き付けられる画像は、マスクを透過した光の拡散光や散乱光によって焼き付
けられるため、ある画像を異なる画像へと変化させる、いわゆるチェンジング効果、モー
フィング又はアニメーションのような動画的な視覚効果を付与することは不可能であると
いう問題があった。
【００１１】
　本発明は、上記課題の解決を目的とするものであり、再帰性反射材料を用いて形成する
潜像画像において、人物の顔や風景等の高い解像度が要求される画像でも表現することが
可能な潜像画像形成体を提供する。また、特定の形成方法に従って複数の画像を再帰性反
射材料の一領域に形成することによって、極めて自然な立体感を備えた潜像画像を形成す
るとともに、潜像画像のチェンジ効果及び／又はアニメーション効果を備えた潜像画像形
成体を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の潜像画像形成体は、複数のマイクロレンズと、マイクロレンズに隣接した光遮
断層を備えた再帰性反射材料が、光透過性を有する基材の少なくとも一部に積層され、一
つのマイクロレンズに対応した光遮断層は、貫通した孔で成る一つの潜像画像要素を有し
、潜像画像要素はマイクロレンズの中心に対して所定の角度を成して形成され、所定の角
度を成す複数の潜像画像要素の集合によって一つの潜像画像が形成され、透過光による観
察において、所定の角度の方向から観察すると、複数の潜像画像要素を透過する光によっ
て潜像画像が観察されることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の潜像画像形成体は、複数のマイクロレンズと、マイクロレンズに隣接し
た光遮断層を備えた再帰性反射材料が、光透過性を有する基材の少なくとも一部に積層さ
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れ、一つのマイクロレンズに対応した光遮断層は、貫通した孔で成る潜像画像要素を少な
くとも一つ有し、少なくとも一つの潜像画像要素は、基材に対して互いに異なる第一の角
度、第二の角度、・・・、第ｎの角度（ｎは２以上の自然数）で形成された第一の潜像画
像要素、第二の潜像画像要素、・・・、第ｎの潜像画像要素のいずれかであり、第一の潜
像画像要素の集合によって第一の潜像画像が形成され、第二の潜像画像要素の集合によっ
て第二の潜像画像が形成され、・・・、第ｎの潜像画像要素の集合によって第ｎの潜像画
像が形成され、透過光による観察において、基材を第一の角度に傾けて観察した場合には
、第一の潜像画像が観察され、第二の角度に傾けて観察した場合には、第二の潜像画像が
観察され、・・・、第ｎの角度に傾けて観察した場合には、第ｎの潜像画像が観察される
ことを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の潜像画像形成体は、一つのマクロレンズに対応した光遮断層に、第一の
潜像画像要素、第二の潜像画像要素、・・・、第ｎの潜像画像要素（ｎは２以上の自然数
）のうち、二つ以上の異なる潜像画像要素が形成されることを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の潜像画像形成体は、第一の角度、第二の角度、・・・、第ｎの角度（ｎ
は２以上の自然数）は、一つの任意の立体物を異なる角度から観察する角度であり、第一
の潜像画像、第二の潜像画像、・・・第ｎの潜像画像は、一つの任意の立体物を第一の角
度、第二の角度、・・・、第ｎの角度（ｎは２以上の自然数）から観察した、相互に異な
る画像によって構成され、透過光による観察において、任意の立体物が潜像画像として立
体的に観察されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の潜像画像形成体は、凹レンズや分散レンズを用いてレーザー光を拡散させる必
要はなく、再帰性反射材料に直接レーザー光を照射して潜像画像を描画するため、人の顔
や風景といった複雑な階調を有し、かつ、高い解像度を要求する画像も表現することがで
きる。また、同様の理由で描画データを容易に変更することができるため、立体的な視覚
効果の表現に留まらず、ある画像を異なる画像へと変化させる、いわゆるチェンジング効
果、モーフィング又はアニメーションのような動画的な視覚効果を容易に付与することが
できる。加えて、本発明の潜像画像形成体は、反射光下で観察した場合に潜像画像は完全
に不可視であり、透過光で観察した場合にのみ観察できる、いわゆるすかしのような効果
を有する。また出現する潜像画像には立体的な視覚効果又は動画効果が付与されており、
これを模倣することは極めて困難であることから、偽造抵抗力が高く、かつ、真偽判別性
に優れる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の潜像画像形成体の層構造を示す図である。
【図２】本発明の潜像画像形成体を示す図である。
【図３】本発明の潜像画像形成体において、レーザー光で潜像画像を描画する場合の再帰
性反射材料とレーザー光の位置関係と、その拡大図を示す図である。
【図４】本発明の潜像画像形成体において、レーザー光で潜像画像を描画する場合の再帰
性反射材料とレーザー光の位置関係と、その拡大図を示す図である。
【図５】本発明の潜像画像形成体において、レーザー光で潜像画像を描画する場合の再帰
性反射材料とレーザー光の位置関係と、その拡大図を示す図である。
【図６】マイクロレンズと潜像画像の配置と、マイクロレンズに形成される潜像画像要素
を示す図である。
【図７】本発明の潜像画像形成体を形成する装置の一例を示す図である。
【図８】潜像画像の観察原理を示す図である。
【図９】実施例１における潜像画像形成体を示す図である。
【図１０】実施例１の潜像画像を示す図である。
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【図１１】潜像画像要素を形成するときの再帰性反射材料の配置を示す図である。
【図１２】マイクロレンズに形成される潜像画像要素を示す図である。
【図１３】実施例２における潜像画像形成体を示す図である。
【図１４】実施例２の潜像画像を示す図である。
【図１５】実施例３の潜像画像形成体を示す図である。
【図１６】実施例４の潜像画像形成体を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明を実施するための形態について図面を用いて説明する。しかしながら、本発明は
、以下に述べる実施するための形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲記載にお
ける技術的思想の範囲内であれば、その他のいろいろな実施の形態が含まれる。
【００１９】
（基材構成）
　本発明の潜像画像形成体（１）は、図１（ａ）に示すように、基材（２）上の少なくと
も一部に再帰性反射材料（３）が積層されて成り、再帰性反射材料（３）は、少なくとも
、マイクロレンズ（５）と光遮断層（６）を備える。本発明で用いる再帰性反射材料（３
）は、図１（ａ）に示すように、マイクロレンズ（５）が接着樹脂層（４）に半球のみが
埋没し、残りが表面に露出して成る。そして、接着樹脂層（４）に埋没したマイクロレン
ズ（５）一つ一つの表面に対応して光遮断層（６）が付与される構成となっている。なお
、一般的には、再帰性反射材料（３）においてマイクロレンズ（５）の下面に存在するの
は、「光を反射する材料」によって構成された「光反射層」と呼ばれるが、再帰性反射材
料（３）に用いられている光を反射する材料の多くは、光を反射する特性の他に光を遮断
する性質も有しており、本説明においては、本発明で必要とされる性質を鑑みて、便宜上
、「光を遮断する材料」によって構成された「光遮断層（６）」とする。
【００２０】
　図１（ｂ）は、基材（２）上に積層された再帰性反射材料（３）の平面図を示す図であ
る。本発明において、マイクロレンズ（５）の大きさは同じ大きさでもよいし、異なる大
きさであってもよい。図１（ｂ）に示すように、マイクロレンズ（５）が配置される密度
は、後述する潜像画像（８）を形成するために、ほぼ一様である必要があるが、固定され
たピッチで規則的に配置される必要はない。なお、実際のマイクロレンズは、直径が２０
～１００μｍ程度であるため、目視で確認することができないが、図１（ｂ）は、マイク
ロレンズ（５）が一様に配置されている状態を模式的に示している。
【００２１】
　本発明の潜像画像形成体（１）は、基材（２）を透過する光によって出現する画像を観
察するものであるため、基材（２）には、光透過性を有した材料を用いる必要がある。こ
のような材料としては、紙、プラスチック、ガラスがあり、潜像画像形成体（１）の真偽
判別を要求される環境における照明条件に応じて、適正な透過率の基材（２）を適宜選択
して用いる必要がある。仮に、蛍光灯の下で潜像画像（８）を観察するためには、透過率
が１０％以上の材料を用い、太陽光の下で潜像画像（８）を観察するためには、透過率が
６％以上の材料を用いるのが好ましい。
【００２２】
　光遮断層（６）については、太陽光や蛍光灯のような一般的な照明程度の光の透過を完
全に遮る特性を有する必要があり、かつ、レーザーのような強い光を照射した場合に限っ
ては、消失する特性を有する必要がある。光遮断層（６）は、具体的には一般的な再帰性
反射材料に用いられているアルミ、金、銀、スズ、ニッケル、ステンレス等が適当である
。また、接着樹脂層（４）としては、アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、ポリエステル系
樹脂、エポキシ系樹脂、ナイロン系樹脂、ゴム系樹脂、ビニル系樹脂等の各種合成樹脂を
用いることができる。
【００２３】
　本発明において、光遮断層（６）は、図１（ａ）に示すように、光遮断層（６）が所定
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の角度で部分的に除去された貫通孔が形成され、これによって潜像画像が形成される。以
降、所定の方向に光遮断層（６）が部分的に除去された貫通孔のことを「潜像画像要素（
７）」として説明する。なお、潜像画像要素（７）を形成する方法については、後述し、
続いて潜像画像について説明する。
【００２４】
　図２（ａ）は、本発明の潜像画像形成体（１）の平面図であり、再帰性反射材料（３）
に形成された潜像画像（８）を示している。なお、図２（ａ）では、潜像画像（８）の構
成を示すために、マイクロレンズ（５）の図は省略している。本発明の潜像画像形成体（
１）は、再帰性反射材料（３）に一つの潜像画像（８）を形成してもよいし、第１の潜像
画像～第ｎの潜像画像（ｎは２以上の自然数）まで複数の潜像画像（８）を形成してもよ
い。なお、本実施の形態では、潜像画像（８）の数「ｎ」が３で、第１の潜像画像、第２
の潜像画像及び第３の潜像画像が形成される例で説明する。また、三つの潜像画像（８）
は、「異なる方向から観察した女性の顔」で構成される潜像画像形成体（１）の例で説明
する。以降、三つの潜像画像（８）を区別するため、第１の潜像画像の符号を「８Ａ」、
第２の潜像画像の符号を「８Ｂ」、第３の潜像画像の符号を「８Ｃ」として説明する。図
２（ａ）では、便宜上、第１の潜像画像（８Ａ）のみを記載しているが、本実施の形態に
おいて、第１の潜像画像（８Ａ）は、図２（ｂ）に示すように、「真正面から見た女性の
顔」であり、第２の潜像画像（８Ｂ）は、図２（ｃ）に示すように、「左側から見た女性
の顔」であり、第３の潜像画像（８Ｃ）は、図２（ｄ）に示すように、「右側から見た女
性の顔」で構成される。これら三つの潜像画像（８）は、一度に観察することができるも
のではなく、潜像画像形成体（１）を所定の角度に傾けて透過光で観察した場合に、それ
ぞれの潜像画像（８）が視認されるものである。なお、潜像画像（８）が観察される原理
については後述する。
【００２５】
　本発明において、潜像画像（８）は、本実施の形態の３つの潜像画像（８）に示すよう
に、「一つの立体物（本実施の形態では、女性の顔を立体物の対象としている。）を異な
る角度から観察した画像」が形成される例に限定されるものではなく、例えば、それぞれ
の潜像画像（８）を相互に相関のある動きを表現した画像とし、パラパラ漫画のように画
像の動きを表現する動画的構成や、それぞれの潜像画像（８）を全く異なる図柄で構成し
、一つの画像から、全く相関のない異なる画像に変化する、いわゆるチェンジングと呼ば
れる画像変化に富んだ構成であってもよい。また、本実施の形態においては、潜像画像（
８）を「女性の顔」としているが、本発明の潜像画像形成体（１）に形成する潜像画像（
８）は、これに限定されるものではなく、任意の画像を形成することができ、例えば、文
字、数字、記号、風景画等でもよい。また、本実施の形態は、三つの潜像画像（８）が形
成される例であるが、本発明において、潜像画像の数は三つに限定されるものではなく、
更に多数の潜像画像（８）を形成することができ、その構成については、実施例で具体的
に説明する。
【００２６】
　続いて、本実施の形態の潜像画像（８）を形成する方法について説明する。なお、図２
（ａ）に示す潜像画像形成体（１）の横方向を「Ｘ軸」、縦方向を「Ｙ軸」、基材（２）
に対して垂直方向を「Ｚ軸」として以降説明する。
【００２７】
（潜像画像の形成方法）
　前述したように、潜像画像（８）は、光遮断層（６）が部分的に除去された潜像画像要
素（７）によって形成され、潜像画像要素（７）は、再帰性反射材料（３）に対して、マ
イクロレンズ（５）側からレーザー光を照射することによって形成される。はじめに、三
つの潜像画像（８）のうち、第１の潜像画像（８Ａ）を形成する方法について説明する。
【００２８】
　図３（ａ）は、レーザー加工装置（図示せず）からレーザー光（１１）が照射されて、
第１の潜像画像（８Ａ）が形成される状態を示す図である。
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【００２９】
　図３（ｂ）は、図３（ａ）の一部を拡大した図であり、一つのマイクロレンズ（５）に
照射されるレーザー光（１１）を示しており、レーザー光（１１）がマイクロレンズ（５
）を通して光遮断層（６）に照射され、光遮断層（６）が部分的に除去されて潜像画像要
素（７）が形成される。このとき、レーザー光（１１）が照射されるマイクロレンズ（５
）において、基材（２）に対して垂直方向を基準とし、所定の角度（α）からレーザー光
（１１）が照射されて潜像画像要素（７）が形成される。以降、第１の潜像画像（８Ａ）
を形成するときにレーザー光（１１）が照射される角度（α）を「第１の角度（αＡ）」
とし、形成される潜像画像要素を第１の潜像画像要素（７Ａ）とする。本発明において、
この所定の角度（α）の範囲は、垂直方向を基準とし、０度から６０度未満の範囲である
。この理由は、レーザー光（１１）が照射される角度が６０度を超える場合には、光遮断
層（６）上に潜像画像要素（７）が形成されないためである。なお、図３（ｂ）に示すよ
うに、一つ一つの潜像画像要素（７）を形成するときに照射されるレーザー光（１１）の
対象は、狭義の意味でマイクロレンズ（５）とし、潜像画像（８）全体を形成するときに
照射されるレーザー光（１１）の対象は、広義の意味で再帰性反射材料（３）として以降
説明する。
【００３０】
　図３（ｂ）は、一つのマイクロレンズ（５）にレーザー光（１１）が照射される状態を
示しているが、実際には、基材（２）上に、一様に配置されたマイクロレンズ（５）のう
ち、第１の潜像画像（８Ａ）に相当する位置の複数のマイクロレンズ（５）に、基材（２
）に対して垂直方向からレーザー光（１１）が照射されて第１の潜像画像要素（７Ａ）が
形成され、第１の潜像画像要素（７Ａ）の集合によって第１の潜像画像（８Ａ）が形成さ
れる。
【００３１】
　ここで、基材（２）上に、一様に配置されたマイクロレンズ（５）において、「潜像画
像（８）に相当する位置」について説明する。例えば、網点で形成される印刷物は、微小
な点である網点が密集することによって、一つの画像を形成している。本発明の潜像画像
形成体（１）においても、これと同様であって、一つのマイクロレンズ（５）に形成され
る潜像画像要素（７）は、潜像画像（８）の一部を構成するだけであり、複数のマイクロ
レンズ（５）に形成される潜像画像要素（７）が集まって、一つの潜像画像（８）が形成
される。従って、「第１の潜像画像（８Ａ）に相当する位置」とは、仮に、本発明の第１
の潜像画像（８Ａ）を網点印刷に置き換えたときに、網点が形成される位置のことであり
、後述する第２の潜像画像（８Ｂ）及び第３の潜像画像（８Ｃ）においてもこれと同様で
ある。
【００３２】
　このように、第１の潜像画像（８Ａ）は、図３に示すように、レーザー光（１１）が垂
直方向から再帰性反射材料（３）に入射することによって形成された第１の潜像画像要素
（７Ａ）の集合によって形成される。
【００３３】
　続いて、第２の潜像画像（８Ｂ）を形成する方法について説明する。本発明において、
複数の潜像画像（８）を形成する場合には、それぞれの潜像画像（８）を形成するレーザ
ー光（１１）の照射角度（所定の角度（α））を前述した角度の範囲で各々変える必要が
ある。これは、同じ照射角度で異なる潜像画像（８）を形成した場合には、透過光下で複
数の画像が混ざり合って出現してしまうためである。
【００３４】
　図４（ａ）は、レーザー加工装置（図示せず）からレーザー光（１１）が照射されて、
第２の潜像画像（８Ｂ）が形成される状態を示す図である。本実施の形態において、第２
の潜像画像（８Ｂ）が形成される場合、図４（ａ）に示すように、基材（２）がＹ軸を中
心に時計回りの方向に、所定の角度（α）傾いた状態で、かつ、Ｘ軸を中心には傾いてい
ない状態でレーザー光（１１）が照射される。
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【００３５】
　図４（ｂ）は、図４（ａ）の一部を拡大した図であり、一つのマイクロレンズ（５）に
照射されるレーザー光（１１）を示している。基材（２）を、Ｙ軸を中心に時計回りの方
向に、所定の角度（α）傾けることによって、レーザー光（１１）は、基材（２）に対し
て垂直方向を基準とし、反時計回りの方向に、所定の角度（α）から照射される。このよ
うに、レーザー光（１１）が照射される角度（α）は、基材（２）を傾ける角度と同じに
なるため、本説明では、基材（２）を傾ける角度とレーザー光（１１）が照射される角度
を同じ符号を用いて説明する。また、第２の潜像画像（８Ｂ）を形成するときにレーザー
光（１１）が照射される角度（α）は、第１の潜像画像（８Ａ）を形成するときにレーザ
ー光（１１）が照射される第１の角度（αＡ）と異なるため、以降、第２の潜像画像（８
Ｂ）を形成するときにレーザー光（１１）が照射される角度（α）を「第２の角度（αＢ

）」とし、形成される潜像画像要素を第２の潜像画像要素（７Ｂ）として説明する。
【００３６】
　図４（ｂ）は、一つのマイクロレンズ（５）にレーザー光（１１）が照射される状態を
示しているが、実際には、基材（２）上に、一様に配置されたマイクロレンズ（５）にお
いて、第２の潜像画像（８Ｂ）に相当する位置の複数のマイクロレンズ（５）に、図４に
示す方向からレーザー光（１１）が照射され、第２の潜像画像要素（７Ｂ）の集合によっ
て第２の潜像画像（８Ｂ）が形成される。なお、図４（ｂ）では、第２の潜像画像要素（
７Ｂ）の位置が、第１の潜像画像要素（７Ａ）の位置と異なることを示すために、第１の
潜像画像要素（７Ａ）を破線で示している。
【００３７】
　続いて、第３の潜像画像（８Ｃ）を形成する方法について説明する。図５（ａ）は、レ
ーザー加工装置（図示せず）からレーザー光（１１）が照射されて、第３の潜像画像（８
Ｃ）が形成される状態を示す図である。本実施の形態において、第３の潜像画像（８Ｃ）
が形成される場合、図５（ａ）に示すように、基材（２）がＹ軸を中心に反時計回りの方
向に、所定の角度（α）傾いた状態で、かつ、Ｘ軸を中心に傾いていない状態でレーザー
光（１１）が照射される。
【００３８】
　図５（ｂ）は、図５（ａ）の一部を拡大した図であり、一つのマイクロレンズ（５）に
照射されるレーザー光（１１）を示している。基材（２）を、Ｙ軸を中心に反時計回りの
方向に、所定の角度（α）傾けた場合、レーザー光（１１）は、基材（２）に対して垂直
方向を基準とし、時計回りの方向に、所定の角度（α）から照射される。また、第３の潜
像画像（８Ｃ）を形成するときにレーザー光（１１）が照射される角度（α）は、第１の
潜像画像（８Ａ）を形成するときにレーザー光（１１）が照射される第１の角度（αＡ）
及び第２の潜像画像（８Ｂ）を形成するときにレーザー光（１１）が照射される第２の角
度（αＢ）と異なるため、以降、第３の潜像画像（８Ｃ）を形成するときにレーザー光（
１１）が照射される角度（α）を「第３の角度（αＣ）」とし、形成される潜像画像要素
を第３の潜像画像要素（７Ｃ）として説明する。
【００３９】
　図５（ｂ）は、一つのマイクロレンズ（５）にレーザー光（１１）が照射される状態を
示しているが、実際には、基材（２）上に、一様に配置されたマイクロレンズ（５）にお
いて、第３の潜像画像（８Ｃ）に相当する位置の複数のマイクロレンズ（５）に、図５に
示す方向からレーザー光（１１）が照射され、第３の潜像画像要素（７Ｃ）の集合によっ
て第３の潜像画像（８Ｃ）が形成される。なお、図５（ｂ）では、第３の潜像画像要素（
７Ｃ）の位置が、第１の潜像画像要素（７Ａ）及び第２の潜像画像要素（７Ｂ）の位置と
異なることを示すために、第１の潜像画像要素（７Ａ）及び第２の潜像画像要素（７Ｂ）
を破線で示している。
【００４０】
　このように本発明の潜像画像形成体（１）において、第１の潜像画像要素（７Ａ）、第
２の潜像画像要素（７Ｂ）及び第３の潜像画像要素（７Ｃ）は、それぞれ異なる方向から
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照射されるレーザー光（１１）によって形成され、第１の潜像画像要素（７Ａ）の集合に
よって第１の潜像画像（８Ａ）が形成され、第２の潜像画像要素（７Ｂ）の集合によって
第２の潜像画像（８Ｂ）が形成され、第３の潜像画像要素（７Ｃ）の集合によって第３の
潜像画像（８Ｃ）が形成される。前述したように、本発明において、潜像画像（８）の数
は三つに限定されるものではなく、更に多数の潜像画像（８）を形成することができ、仮
に、潜像画像（８）の数「ｎ」を４とした場合は、第１の潜像画像要素（７Ａ）、第２の
潜像画像要素（７Ｂ）及び第３の潜像画像要素（７Ｃ）が形成される角度と異なる第４の
角度でレーザー光（１１）が照射されて第４の潜像画像要素が形成され、第４の潜像画像
要素の集合によって第４の潜像画像が形成される。同様に、第ｎの潜像画像は、第ｎの角
度でレーザー光（１１）が照射されて第ｎの潜像画像要素が形成され、第ｎの潜像画像要
素の集合によって形成される。
【００４１】
　続いて、一様に配置されるマイクロレンズ（５）に、前述した方法で形成される潜像画
像要素（７）と、三つの潜像画像（８）の関係について説明する。
【００４２】
　図６（ａ）は、本実施の形態の潜像画像形成体（１）において、一様に配置されるマイ
クロレンズ（５）と三つの潜像画像（８）の配置を示す図である。図６（ｂ）は、図６（
ａ）の太線で囲む部分における一つのマイクロレンズ（５）を拡大した図であり、上側に
示す図は、マイクロレンズ（５）を上から見たときの平面図であり、下側に示す図は、潜
像画像要素（７）が形成される部分の断面図である。図６（ａ）において、太線で囲む部
分は、三つの潜像画像（８）のそれぞれ一部が重なる領域であり、このような領域では、
図６（ｂ）に示すように、一つのマイクロレンズ（５）に隣接した光遮断層（６）に第１
の潜像画像（８Ａ）を構成する第１の潜像画像要素（７Ａ）、第２の潜像画像（８Ｂ）を
構成する第２の潜像画像要素（７Ｂ）及び第３の潜像画像（８Ａ）を構成する第３の潜像
画像要素（７Ｃ）が形成される。また、前述したように、Ｙ軸を中心に基材（２）を傾け
てレーザー光（１１）を照射するため、第１の潜像画像要素（７Ａ）、第２の潜像画像要
素（７Ｂ）及び第３の潜像画像要素（７Ｃ）Ｘ軸上に形成される。
【００４３】
　図６では、三つの潜像画像（８）が形成される領域のマイクロレンズ（５）について説
明したが、本実施の形態において、三つの潜像画像（８）の内、一つの潜像画像（８）の
みが形成される部分のマイクロレンズ（５）に隣接した光遮断層（６）には、一つの潜像
画像（８）を構成する潜像画像要素（７）が形成され（図示せず）、二つの潜像画像（８
）が形成される部分では、それらを構成する二つの潜像画像要素（７）が形成される（図
示せず）。当然、潜像画像（８）に相当する位置ではないマイクロレンズ（５）に隣接し
た光遮断層（６）には潜像画像要素（７）は形成されない。
【００４４】
　以上、本実施の形態の潜像画像形成体（１）では、Ｙ軸を中心に基材（２）を傾けてレ
ーザー光（１１）を照射することによって、三つの潜像画像（８）が形成される例につい
て説明したが、これに限定されるものではなく、Ｘ軸を中心に基材（２）を傾けて潜像画
像（８）を形成することも同様に可能であり、かつ、Ｘ軸とＹ軸のそれぞれを中心に基材
（２）を傾けて潜像画像（８）を形成することもできる。
【００４５】
（潜像画像要素の加工装置）
　以上説明した三つの潜像画像（８）を形成する方法において、潜像画像要素（７）を形
成するための加工装置（２０）の一例を図７に示す。図７に示す加工装置（２０）は、再
帰性反射材料（３）を備えた基材（２）を載せるための回転ステージ（２３）と、レーザ
ー光（１１）を照射するレーザー加工装置（２２）と、回転ステージ（２３）の回転を制
御するとともに、レーザー加工装置（２２）によるレーザー光（１１）の照射する位置を
制御するコンピュータ（２１）で構成される。なお、主軸（２４ｘ、２４ｙ）の回転によ
って、Ｘ軸、Ｙ軸の二つの軸を中心に回転ステージ（２３）を自在に回転させて角度を変
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更することができる。このような加工装置（２０）を用いて、第１の角度（αＡ）から第
１の潜像画像（８Ａ）に相当する位置の再帰性反射材料（３）にレーザー光（１１）を照
射し、第２の角度（αＢ）から第２の潜像画像（８Ｂ）に相当する位置の再帰性反射材料
（３）にレーザー光（１１）を照射し、第３の角度（αＣ）から第３の潜像画像（８Ｃ）
に相当する位置の再帰性反射材料（３）にレーザー光（１１）を照射することで、本発明
の潜像画像形成体（１）を作製することができる。なお、レーザー加工装置（２２）で用
いる光の波長としては、マイクロレンズ（５）を傷つけることなく透過し、かつ、光遮断
層（６）に欠損を生じさせる特性を必要とすることから、可視波長か、それに近い赤外線
であることが望ましい。具体的にはＹＡＧ、サファイア、ＹＶＯ４等のレーザーが適して
いる。ここで、以降の説明で記載する、「潜像画像」に対する「形成」と「描画」の違い
について説明する。再帰性反射材料（３）に対する潜像画像（８）の加工という意味では
、どちらも同じ意味であるが、潜像画像（８）を形成するための具体的な手段として、文
章中にレーザー加工装置（２２）又はそれと同様な手段を記載している箇所（当該文章を
受けて説明する箇所を含む。）では、「描画」という語句を用いて説明し、具体的な手段
を記載していない箇所では、「形成」という語句を用いて説明する。
【００４６】
（潜像画像の観察原理）
　以降、本発明の潜像画像形成体（１）の３つの潜像画像（８）のうち、所定の観察角度
において、いずれかの潜像画像（８）のみが観察される原理について説明する。
【００４７】
　図８は、第１の潜像画像要素（７Ａ）、第２の潜像画像要素（７Ｂ）及び第３の潜像画
像要素（７Ｃ）を形成するときにレーザー光（１１）が照射された第１の角度（αＡ）、
第２の角度（αＢ）及び第３の角度（αＣ）から、観察者が本発明の潜像画像形成体（１
）を観察している状態を示している。図８において、視点（１０Ａ）は、第１の角度（α

Ａ＝０度）から潜像画像形成体（１）を観察した状態を示している。また、視点（１０Ａ
）は、第１の潜像画像要素（７Ａ）とマイクロレンズの中心（Ｏ）を結ぶ線の延長線（破
線で図示）上にあり、かつ、再帰性反射材料（３）のマイクロレンズ（５）が露出してい
る側に位置する観察者の視点を示しており、光源（９Ａ）は、第１の潜像画像要素（７Ａ
）とマイクロレンズの中心（Ｏ）を結ぶ線の延長線上にあり、かつ、潜像画像形成体（１
）を挟んで、観察者の視点と反対側に位置する光源を示している。図８において、視点（
１０Ｂ）は、第２の角度（αＢ）から潜像画像形成体（１）を観察した状態を示している
。また、視点（１０Ｂ）は、第２の潜像画像要素（７Ｂ）とマイクロレンズの中心（Ｏ）
を結ぶ線の延長線（破線で図示）上にあり、かつ、再帰性反射材料（３）のマイクロレン
ズ（５）が露出している側に位置する観察者の視点を示しており、光源（９Ｂ）は、第２
の潜像画像要素（７Ｂ）とマイクロレンズの中心（Ｏ）を結ぶ線の延長線上にあり、かつ
、潜像画像形成体（１）を挟んで、観察者の視点と反対側の面に位置する光源を示してい
る。図８において、視点（１０Ｃ）は、第３の角度（αＣ）から潜像画像形成体（１）を
観察した状態を示している。また、視点（１０Ｃ）は、第３の潜像画像要素（７Ｃ）とマ
イクロレンズの中心（Ｏ）を結ぶ線の延長線（破線で図示）上にあり、かつ、再帰性反射
材料（３）のマイクロレンズ（５）が露出している側に位置する観察者の視点を示してお
り、光源（９Ｃ）は、第３の潜像画像要素（７Ｃ）とマイクロレンズの中心（Ｏ）を結ぶ
線の延長線上にあり、かつ、潜像画像形成体（１）を挟んで、観察者の視点と反対側の面
に位置する光源を示している。　
【００４８】
　このような、潜像画像形成体（１）、光源（９Ａ、９Ｂ、９Ｃ）及び視点（１０Ａ、１
０Ｂ、１０Ｃ）の配置において、視点（１０Ａ）から透過光で観察した場合、光源（９Ａ
）の光は第１の潜像画像要素（７Ａ）を透過し、第１の潜像画像要素（７Ａ）を透過した
光がマイクロレンズ（５）を通して観察者の視点（１０Ａ）に達する。一方、光源（９Ｂ
）の光は第２の潜像画像要素（７Ｂ）を透過するが、第２の潜像画像要素（７Ｂ）を透過
した光は、マイクロレンズ（５）によって、屈折されることから視点（１０Ａ）に届くこ
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とはないか、届いたとしても透過光量は極めて小さくなり、第１の潜像画像（８Ａ）の視
認性に影響することは無い。同様に、光源（９Ｃ）の光は第３の潜像画像要素（７Ｃ）を
透過するが、第３の潜像画像要素（７Ｃ）を透過した光は、マイクロレンズ（５）によっ
て、屈折されることから、視点（１０Ａ）に届くことはないか、届いたとしても透過光量
は極めて小さくなり、第１の潜像画像（８Ａ）の視認性に影響することは無い。
【００４９】
　続いて、視点（１０Ｂ）から観察した場合について説明する。視点（１０Ｂ）から透過
光で観察した場合、光源（９Ｂ）の光は第２の潜像画像要素（７Ｂ）を透過し、第２の潜
像画像要素（７Ｂ）を透過した光がマイクロレンズ（５）を通して観察者の視点（１０Ｂ
）に達する。一方、光源（９Ａ）の光は第１の潜像画像要素（７Ａ）を透過するが、第１
の潜像画像要素（７Ａ）を透過した光は、マイクロレンズ（５）によって、屈折されるこ
とから視点（１０Ｂ）に届くことはないか、届いたとしても透過光量は極めて小さくなり
、第２の潜像画像（８Ｂ）の視認性に影響することは無い。同様に、光源（９Ｃ）の光は
第３の潜像画像要素（７Ｃ）を透過するが、第３の潜像画像要素（７Ｃ）を透過した光は
、マイクロレンズ（５）によって、屈折されることから視点（１０Ｂ）に届くことはない
か、届いたとしても透過光量は極めて小さくなり、第２の潜像画像（８Ｂ）の視認性に影
響することは無い。視点（１０Ｃ）から観察した場合については、前述した原理によって
、光源（９Ｃ）の光の第３の潜像画像要素（７Ｃ）を透過した光が視点（１０Ｃ）に達し
、光源（９Ａ、９Ｂ）の光は、第３の潜像画像（８Ｃ）の視認性に影響することは無い。
このように、本発明の潜像画像形成体（１）は、マイクロレンズの中心（Ｏ）と潜像画像
要素（７）を結ぶ線の延長線上に位置する光源（９）の光のみを選択的に透過する機能を
有しており、視点（１０）が、光遮蔽層（６）に形成された潜像画像要素（７）を透過す
る光源（９）の光を視認することで、潜像画像要素（７）の集合によって形成された潜像
画像（８）を観察できる。よって、本発明の潜像画像形成体（１）は、視点（１０Ａ、１
０Ｂ、１０Ｃ）のように見る位置を変えて観察することで、三つの潜像画像（８）が変化
して観察される。
【００５０】
　なお、実際に、本発明の潜像画像形成体（１）の潜像画像（８）を観察できる環境とは
、図８に示すマイクロレンズの中心（Ｏ）と潜像画像要素（７）を結ぶ線の延長線上に位
置する光源（９）から光が照射されるような環境に限定されるものではなく、太陽光や蛍
光灯で照らされる、我々が生活している一般的な環境で何ら問題ない。本発明の潜像画像
形成体（１）を屋内や屋外において存在する太陽や蛍光灯にかざして透過光で観察するこ
とで、潜像画像（８）を観察することができる。
【００５１】
　本実施の形態では、潜像画像（８）が、「異なる方向から観察した女性の顔」で構成さ
れる例について説明したが、本発明の潜像画像（８）の一つ一つは、微小な潜像画像要素
（７）の集合から成るので、高い解像度が要求される画像であっても形成することができ
る。また、光遮断層（６）に形成される潜像画像要素（７）の粗密によって、人の顔や風
景といった複雑な階調を有する潜像画像（８）を形成することができる。
【００５２】
　また、本実施の形態では、Ｙ軸を中心に傾けて三つの潜像画像（８）が形成される例に
ついて説明したが、Ｘ軸を中心に傾けて潜像画像（８）を形成した場合には、Ｙ軸方向に
視点（１０）の位置を変えることによって、潜像画像（８）が観察され、ＸＹ軸のそれぞ
れに傾けて潜像画像（８）を形成した場合には、ＸＹ軸を中心に視点（１０）の位置を変
えることによって、潜像画像（８）が観察される。
【００５３】
　また、本実施の形態では、発明の原理と効果を明瞭に説明するために、三つの潜像画像
（８）が形成される例で説明したが、多数の潜像画像（８）を形成することによって、自
然な立体感を有する画像を出現させることができ、更には、実施例２で後記する動画的な
視覚効果や、単純なチェンジング、モーフィング、ズーム等のその他あらゆる視覚効果を
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形成することができる。
【００５４】
　本発明において、レーザー光（１１）で描画した一つの潜像画像（８）が視認可能な角
度範囲は、描画時のレーザー光（１１）の強さによって決定されるが、描画する潜像画像
（８）の解像度やその階調等にも左右されることから、潜像画像（８）の解像度やデザイ
ンに応じて、レーザー光（１１）の出力を調整する必要がある。また、隣り合う潜像画像
（８）の観察に影響しないように、潜像画像（８）の解像度やデザインに応じて、レーザ
ー光（１１）の出力を調整する必要がある。なお、隣り合う潜像画像（８）とは、本実施
の形態でいう第１の潜像画像（８Ａ）に対して第２の潜像画像（８Ｂ）であり、第３の潜
像画像（８Ｃ）に対して第２の潜像画像（８Ｂ）であり、第２の潜像画像（８Ｂ）に対し
て第１の潜像画像（８Ａ）と第３の潜像画像（８Ｃ）であって、互いに異なる角度の潜像
画像要素（７）で形成される複数の潜像画像（８）において、一つの潜像画像（８）に対
して、最も近い角度の潜像画像要素（７）で形成される潜像画像（８）のことである。具
体的には、一つの潜像画像（８）を形成するためのレーザー光（１１）の照射角度と、そ
れに隣り合う潜像画像（８）を形成するためのレーザー光（１１）の照射角度の差が小さ
すぎると、隣同士の潜像画像（８）が干渉して白くとんでしまう。逆に、隣り合う潜像画
像（８）を形成するためのレーザー光（１１）を照射する角度の差が大きすぎると、潜像
画像（８）を観察するときに、何も観察されない部分が生じてしまい、連続的に潜像画像
（８）が出現する動画、立体画像を表現することができなくなる。このことから、隣同士
の潜像画像（８）を形成するためのレーザー光（１１）の照射角度についても、調整する
必要がある。
【００５５】
　以下に、前述の発明を実施するための最良の形態にしたがって、具体的に作成した潜像
画像形成体の実施例について詳細に説明するが、本発明は、この実施例に限定されるもの
ではない。
【００５６】
（実施例１）
　実施例１において、わずかに観察角度の異なる画像を一定の規則に従って配置すること
によって、自然な立体感を付与した潜像画像形成体（１－１）の例を説明する。図９に、
実施例１における潜像画像形成体（１－１）を示す。実施例１の潜像画像形成体（１－１
）は、透明なプラスチック基材（２－１）の上に再帰性反射材料（３－１）を貼付して形
成した。なお、再帰性反射材料（３－１）には、大創産業(株)製反射シールを用いた。そ
して、再帰性反射材料（３－１）に「異なる方向から観察した女性の顔」の潜像画像（８
－１）を形成した。
【００５７】
　続いて、潜像画像（８－１）の詳細について説明する。図９は、便宜上、一つの潜像画
像（８－１）のみを示しているが、実施例１の潜像画像形成体（１）の潜像画像（８－１
）は、図１０に示すように、３６の異なる方向から観察した女性の顔画像で構成し、再帰
性反射材料（３－１）に３６個の顔画像を第１の潜像画像、第２の潜像画像・・・第３６
の潜像画像として形成した。実施例１では、３６個の潜像画像（８－１）を区別するため
、潜像画像（８－１）毎に、図１０に示す符号を用いている。なお、符合の意味について
は後述する。
【００５８】
　図１０において、中央位置（Ａ）を基準位置として、Ｂ方向に向かうに直線上に配置さ
れる潜像画像（８－１）は、女性の顔を左方向から観察したときの画像であり、中央位置
（Ａ）から離れるに従がって左方向から観察する角度が徐々に大きくなる。図１０におい
て、中央位置（Ａ）を基準位置として、Ｃ方向に向かうに直線上に配置される潜像画像（
８－１）は、女性の顔を右方向から観察したときの画像であり、中央位置（Ａ）から離れ
るに従がって右方向から観察する角度が徐々に大きくなる。図１０において、中央位置（
Ａ）を基準位置として、Ｄ方向に向かうに直線上に配置される潜像画像（８－１）は、女
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性の顔を上方向から観察したときの画像であり、中央位置（Ａ）から離れるに従がって上
方向から観察する角度が徐々に大きくなる。図１０において、中央位置（Ａ）を基準位置
として、Ｅ方向に向かうに直線上に配置される潜像画像（８－１）は、女性の顔を下方向
から観察したときの画像であり、中央位置（Ａ）から離れるに従がって下方向から観察す
る角度が徐々に大きくなる。
【００５９】
　続いて、図１０に示す潜像画像（８－１）の符号について説明する。例えば、符号「８
－Ｂ１－Ｄ４－１１」において、符号「Ｂ１」と「Ｄ１」は、それぞれ、Ｂ方向とＤ方向
に配置されている画像であることを示しており、「Ｂ１」と「Ｄ４」の数字は、Ｂ方向に
１列目、Ｄ方向に４列目に配置されていることを意味している。そして、１列目は３度、
２列目は６度、３列目は９度、４列目は１２度、５列目は１５度の各方向にずれた位置か
ら観察した画像である。従って、符号「８－Ｂ１－Ｄ４－１１」は、Ｂ方向、すなわち、
女性の顔に対して左方向に３度ずれた位置であり、かつ、女性の顔に対して上方向に１２
度ずれた位置から観察した画像であることを示している。また、符号の中の最後の数字は
、何番目の潜像画像であるかを示しており、「８－Ｂ１－Ｄ４－１１」の場合、第１１の
潜像画像であることを示している。
【００６０】
　このように、実施例１の潜像画像（８－１）は、符号の列数が１増える毎に、観察角度
が３度変わる規則性のある画像で構成した。以上のような画像を３ＤＣＧソフトウェア（
Newtek社製 ライトウェーブ）によって作成した。これらの画像の解像度はすべて５００
ｄｐｉとし、画像のサイズは３５ｍｍ×３５ｍｍで作成した。なお、潜像画像（８－１）
を形成するために用いたレーザーマーカー（キーエンス製　ＭＤ―Ｖ）は、入力された画
像をグレースケール画像に変換したときに、濃度の高い部分、例えば、女性の顔の「目の
瞳」や「髪」の部分にレーザー光を照射する。このため、図１０に示す潜像画像（８－１
）をレーザーマーカーで描画する場合、画像の濃淡を反転させた。
【００６１】
　以上の構成で成る３６個の潜像画像（８－１）を、図１１（ａ）に示す再帰性反射材（
３－１）が水平に置かれ、再帰性反射材（３－１）にレーザー光（１１）が垂直方向から
照射される状態を基準とし、レーザーマーカーを用いて、以下に示す順に描画した。なお
、使用したレーザー光（１０）は、波長１０９０ｎｍの赤外線レーザーであり、３６個の
潜像画像（８－１）を形成するためのレーザー光（１１）の出力は、一定とし、レーザー
パワー４．５％、スキャンスピード４０００ｍｍ／ｓ、Ｑスイッチ周波数１００ｋＨｚと
した。
【００６２】
　まず、第１３の潜像画像（８－Ｂ１－０－１３）を形成するため、図１１（ｂ）に示す
ように、基準に対して再帰性反射材料（３－１）を、Ｙ軸を中心に時計回りに３度傾けた
状態にして、第１３の潜像画像（８－Ｂ１－０－１３）をレーザー光（１１）によって再
帰性反射材料（３－１）に直接描画した。第１３の潜像画像（８－Ｂ１－０－１３）の描
画が完了した後、再帰性反射材料（３－１）を基準から同じ方向に９度傾けた状態として
第５の潜像画像（８－Ｂ３－０－５）を描画した。第５の潜像画像（８－Ｂ３－０－５）
の描画が完了した後、再帰性反射材料（３－１）を基準から同じ方向に１５度傾けた状態
として第１の潜像画像（８－Ｂ５－０－１）を描画した。
【００６３】
　続いて、符号が「Ｃ１」の潜像画像（８－１）を形成するため、図１１（ｃ）に示すよ
うに、再帰性反射材料（３－１）を、基準に対してＹ軸を中心に反時計回りに３度傾けた
状態にして第２４の潜像画像（８－Ｃ１－０－２４）をレーザー光（１１）によって描画
した。また、符号の数字が増える毎に基材（２）の傾ける角度を３度ずつ大きくしてレー
ザー光（１１）を描画し、第３２の潜像画像（８－Ｃ３－０－３２）及び第３６の潜像画
像（８－Ｃ５－０－３６）を形成した。
【００６４】
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　続いて、符号が「Ｄ１」の潜像画像（８－１）を形成するため、図１１（ｄ）に示すよ
うに、再帰性反射材料（３－１）を、基準に対してＸ軸を中心に時計回りに３度傾けた状
態にして第１８の潜像画像（８－０－Ｄ１－１８）をレーザー光（１１）によって描画し
た。また、符号の数字が増えるごとに基材（２）の傾ける角度を３度ずつ大きくしてレー
ザー光（１１）を描画し、第１７の潜像画像（８－０－Ｄ３－１７）及び第１６の潜像画
像（８－０－Ｄ５－１６）を形成した。
【００６５】
　続いて、符号が「Ｅ１」の潜像画像（８－１）を形成するため、図１１（ｅ）に示すよ
うに、再帰性反射材料（３－１）を、基準に対してＸ軸を中心に反時計回りに３度傾けた
状態にして第１９の潜像画像（８－０－Ｅ１－１９）をレーザー光（１１）によって描画
した。また、符号の数字が増える毎に基材（２）の傾ける角度を３度ずつ大きくしてレー
ザー光（１１）を描画し、第２０の潜像画像（８－０－Ｅ３－２０）及び第２１の潜像画
像（８－０－Ｅ５－２１）を形成した。
【００６６】
　以上の手順で、再帰性反射材料（３－１）をＸ軸、Ｙ軸にそれぞれ傾けて、各方向から
レーザー光（１１）を照射して、３６個の潜像画像（８－１）を描画して、本発明の潜像
画像形成体（１－１）を作製した。なお、作製した潜像画像形成体（１－１）において、
複数のマイクロレンズ（５－１）に隣接した光遮断層（６－１）の中に、３６個全ての潜
像画像（８－１）の潜像画像要素（７－１）を有する光遮断層（６－１）が仮に存在する
場合、図１２に示すように、異なる３６個の潜像画像要素（７－１）がそれぞれ重なり合
わず、一定の間隔を有して光遮断層（６－１）に形成された状態となる（図１２において
、３６個の潜像画像要素（７－１）を示す符号は、３６個の潜像画像（８－１）の符号に
対応している）。一方、前述したように、潜像画像（８－１）に相当する位置ではないマ
イクロレンズ（５－１）に隣接した光遮断層（６－１）には潜像画像要素（７－１）は形
成されない。
【００６７】
　以上の手順で作製した潜像画像形成体（１－１）は、透過光下で所定の角度（α）に傾
けて観察した場合、観察する角度に対応して潜像画像（８－１）である女性の顔の向きが
変化して観察される。その顔の向きの変化は、例えば、図９に示す基材（２－１）の左端
を徐々に観察者に近づけるように傾けた場合には、潜像画像（８－１）は、左方向から見
た女性の顔画像へと徐々に変化し、図９に示す基材（２－１）の右端を徐々に観察者に近
づけるように傾けた場合には、潜像画像（８－１）は、右方向から見た女性の顔画像へと
徐々に変化することから、あたかも画像の内部に本物の立体物が存在するかのような視覚
効果を得ることができる。
【００６８】
　また、我々の右眼と左眼は水平方向に７０～７５ｍｍ離れているために、観察者が潜像
画像形成体（１－１）を観察した場合、右眼と左眼とでは潜像画像形成体（１－１）に対
する角度がわずかに異なる。この角度差によって、潜像画像形成体（１－１）を観察する
観察者は、右眼と左眼とでは異なる潜像画像（８－１）を捉える。例えば、右眼が図１０
に示した第２４の潜像画像（８－Ｃ１－０－２４）を捉えたとすると、左目は図１０に示
した第１３の潜像画像（８－Ｂ１－０－１３）を捉えることとなる。これは、通常我々が
実際に存在する三次元構造物を観察する場合に生じる視差と全く同じであることから、潜
像画像形成体（１－１）を傾けたりせず、単に正対して透過光で観察しただけでも潜像画
像（８－１）は自然な立体感を伴って観察される。また、基材（２）を上下左右いずれの
方向に傾けて観察しても、正対して観察した場合と同様に、右眼で観察される画像と左目
で観察される画像とがわずかに異なっているために両眼視差に起因する自然な立体視の効
果が発揮される。
【００６９】
　以上のように、いずれの方向から透過光下で所定の角度（α）に傾けて観察した場合、
潜像印刷物（１－１）中の潜像画像（８－１）は立体感を伴い、しかもそれぞれの観察角
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度の変化に対応して女性の顔の向きが自然に変化する。これらの効果によって、潜像画像
形成体（１－１）中の潜像画像（８－１）である女性の顔は、あたかもそこに女性が存在
するかのような立体感を伴って観察される。
【００７０】
（実施例２）
　実施例２において、左右方向には実施例１と同様にわずかに観察角度の異なる画像を多
数配置するとともに、上下方向にはわずかに形状の異なる画像を多数配置することによっ
て、立体感だけでなく、動画的な視覚効果を付与した潜像画像形成体（１－２）の例を説
明する。また、実施例２において、潜像画像形成体（１－２）を備えた貴重印刷シート（
３０）の例を説明する。実施例２の潜像画像形成体（１－２）について、実施例１と異な
る点について説明する。
【００７１】
　実施例２の潜像画像形成体（１－２）は、図１３に示すように、彩紋模様を潜像画像（
８－２）として形成した。なお、基材（２－２）と再帰性反射材料（３－２）の構成は、
実施例１と同じである。
【００７２】
　続いて、潜像画像（８－２）の詳細について説明する。図１３は、便宜上、一つの潜像
画像（８－２）のみを示しているが、実施例２の潜像画像（８－２）は、図１４に示すよ
うに、それぞれ異なる２５個の彩紋模様で構成し、再帰性反射材料（３－２）に２５個の
彩紋模様を第１の潜像画像、第２の潜像画像・・・第２５の潜像画像として形成した。実
施例２では、２５個の潜像画像（８－２）を区別するため、潜像画像（８－２）毎に、図
１４に示す符号を用いている。なお、符合の意味については後述する。
【００７３】
　図１４において、中央位置（Ａ）を基準位置として、Ｂ方向に向かうに直線上に配置さ
れる潜像画像（８－２）は、実施例１と同様に、彩紋模様を左方向から観察したときの画
像であり、中央位置（Ａ）から離れるに従がって左方向から観察する角度が徐々に大きく
なる。図１４において、中央位置（Ａ）を基準位置として、Ｃ方向に向かうに直線上に配
置される潜像画像（８－２）は、彩紋模様を右方向から観察したときの画像であり、中央
位置（Ａ）から離れるにしたがって右方向から観察する角度が徐々に大きくなる。また、
潜像画像（８－２）を示すＢ方向及びＣ方向の符号については、実施例１と同様であり、
１列目は３度、２列目は６度、３列目は９度、４列目は１２度、５列目は１５度の各方向
にずれた位置から観察した画像である。符号の中の最後の数字は、実施例１と同様であり
、何番目の潜像画像であるかを示している。
【００７４】
　上下方向（Ｄ方向及びＥ方向）に関しては、前述したように、形の異なる画像を配置し
ている。本実施例においては、彩紋模様を花と見立て、花が蕾の状態から大きく開く画像
へと変化する動画を構成することを意図しており、上下に隣り合う位置にある画像は花び
らの開き具合が異なっている。例えば、Ｄ方向において、第１２の潜像画像（８－０－Ｄ
１－１２）は、位置（Ａ）にある第１３の潜像画像（８－０－０－１３）よりもわずかに
大きく花びらが開いた画像となり、第１１の潜像画像（８－０－Ｄ２－１１）では、より
大きく花びらが開いた画像となっている。また、Ｅ方向において、第１４の潜像画像（８
－０－Ｅ１－１４）は、位置（Ａ）にある第１３の潜像画像（８－０－０－１３）を基準
としてわずかに花びらが閉じた画像となり、第１５の潜像画像（８－０－Ｅ２－１５）で
は、花びらがより閉じた蕾の状態の画像となっている。このように、潜像画像（８－２）
を示す符号がＤ方向に増えると、花びらが開いた画像となり、Ｅ方向に増えると、花びら
が閉じた画像となる。
【００７５】
　以上のような画像を３ＤＣＧソフトウェア（Newtek社製 ライトウェーブ）によって作
成した。これらの画像の解像度はすべて３５０ｄｐｉであり、画像のサイズは３０ｍｍ×
３０ｍｍで作成した。なお、３ＤＣＧソフトウェアで作成した画像は、実施例１と同様に
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、図１４に示す潜像画像（８－２）に対して濃淡反転させた画像を作成した。
【００７６】
　以上の構成で成る２５個の潜像画像（８－２）を、図１１（ａ）に示す再帰性反射材（
３－２）が水平に置かれ、再帰性反射材（３－２）にレーザー光（１１）が垂直方向から
照射される状態を基準とし、レーザーマーカーを用いて、以下に示す順に描画した。なお
、使用したレーザー光（１０）は、波長１０９０ｎｍの赤外線レーザーであり、２５個の
潜像画像（８－２）を形成するためのレーザー光（１１）の出力は、一定とし、レーザー
パワー４．０％、スキャンスピード６０００ｍｍ／ｓ、Ｑスイッチ周波数１００ｋＨｚと
した。
【００７７】
　まず、図１１（ａ）に示すように、第１３の潜像画像（８－０－０－１３）をレーザー
光（１１）によって再帰性反射材料（３－１）に直接描画した。続いて、図１１（ｂ）に
示すように、基準に対してＹ軸を中心に再帰性反射材料（３－２）を時計回りに３度傾け
た状態にして、第８の潜像画像（８－Ｂ１－０－８）をレーザー光によって直接再帰性反
射材料（３－２）に描画した。第８の潜像画像（８－Ｂ１－０－８）の描画が完了した後
、再帰性反射材料（３－２）を基準から同じ方向に６度傾けた状態として第３の潜像画像
（８－Ｂ２－０－３）を描画した。
【００７８】
　符号が「Ｃ１」の潜像画像（８－２）を形成するため、図１１（ｃ）に示すように、再
帰性反射材料（３－２）を、基準に対してＹ軸を中心に反時計回りに３度傾けた状態にし
て第１８の潜像画像（８－Ｃ１－０－１８）をレーザー光（１１）によって描画した。第
１８の潜像画像（８－Ｃ１－０－１８）の描画が完了した後、再帰性反射材料（３－２）
を基準から同じ方向に６度傾けた状態として第２３の潜像画像（８－Ｃ２－０－２３）を
描画した。同様にして、符号が「Ｄ１」の潜像画像（８－２）を形成する場合は、基準に
対して再帰性反射材料（３－２）を、Ｘ軸を中心に時計回りに３度傾けた状態にして描画
し、符号の数字が増える毎に再帰性反射材料（３－２）の傾ける角度を３度ずつ大きくし
て描画した。また、符号が「Ｅ１」の潜像画像（８－２）を形成する場合は、基準に対し
て再帰性反射材料（３－２）を、Ｘ軸を中心に反時計回りに３度傾けた状態にして描画し
、符号の数字が増える毎に再帰性反射材料（３－２）の傾ける角度を３度ずつ大きくして
描画した。
【００７９】
　以上の手順で、再帰性反射材料（３－２）をＸ軸、Ｙ軸にそれぞれ傾けて、各方向から
レーザー光（１１）を照射して、２５個の潜像画像（８－３）を描画した。
【００８０】
　以上の手順で作製した潜像画像形成体（１－２）は、透過光下で上下方向（Ｄ方向及び
Ｅ方向）に６度ずつ傾けて観察した場合に、閉じていた蕾が開いて花に変化するか、開い
ていた花が蕾の状態に閉じる動画的な視覚効果が発現する。加えて、左右方向（Ｂ方向及
びＣ方向）にはわずかに異なる角度から観察した彩紋画像を形成していることから、実施
例１と同様な両眼視差に基づく立体視の効果も同時に発現する。このように、潜像画像形
成体（１－２）は、立体的な視覚効果と、動画的な視覚効果を同時に実出現することがで
きる。
【００８１】
　以上のようにして作製した潜像画像形成体（１－２）を、図１５（ａ）に示すように、
シート基材（３１）の上に貼り付けて貴重印刷シート（３０）を作製した。なお、シート
基材（３１）には、坪量５２ｇ／ｍ２、厚さ６５μｍ、透過率２３％の紙材を用いた。貴
重印刷シート（３０）は身分証明書として作製したものであり、図１５（ｂ）に示すよう
に、シート基材（３１）の上に、氏名、住所、発行日で構成される証明書情報（３２）と
印刷模様（３３）を印刷した。
【００８２】
　このように、プラスチック材料に作製した潜像画像形成体（１－２）を、紙材で成るシ
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ート基材（３１）に積層して作製した貴重印刷シート（３０）においても、透過光で観察
したときに潜像画像（８－２）を観察することができた。なお、実施例２は身分証明書を
例に作製したものであるが、銀行券、パスポート、有価証券、通行券等のセキュリティ印
刷物に、本発明の潜像画像形成体（１）を形成することによって、真偽判別が行えるとと
もに、偽造防止を図ることができる。
【００８３】
（実施例３）
　実施例３は、実施例１に対して、透過光下で所定の角度（α）に傾けたときに観察され
る潜像画像（８－３）が、異なる図柄に変化する潜像画像形成体（１－３）である。実施
例３の潜像画像形成体（１－３）について、実施例１と異なる点について説明する。
【００８４】
　図１６（ａ）は、実施例３の潜像画像形成体（１－３）を示す図である。実施例３の潜
像画像形成体（１－３）において、潜像画像（８－３）の数「ｎ」は３とし、第１の潜像
画像（８－３－１）は図１６（ｂ）に示す「ＯＫ」の文字、第２の潜像画像（８－３－２
）は図１６（ｃ）に示す「顔」、第３の潜像画像（８－３－３）は図１６（ｄ）に示すマ
ークから成る構成とした。
【００８５】
　そして、第１の潜像画像（８－３－１）を形成するため、再帰性反射材料（３－３）を
、Ｙ軸を中心として時計回りの方向に１０度傾けて第１の潜像画像（８－３－１）に相当
する部分にレーザー光（１１）を照射した。次に、第２の潜像画像（８－３－２）を形成
するため、再帰性反射材料（３－３）がＸ軸と平行な状態で、第２の潜像画像（８－３－
２）に相当する部分にレーザー光（１１）を照射した。次に、Ｙ軸を中心として反時計回
りの方向に１０度傾けて第３の潜像画像（８－３－３）に相当する部分にレーザー光（１
１）を照射した。
【００８６】
　以上の手順で作製した潜像画像形成体（１－３）を、正面から透過光で観察した場合、
図１６（ｂ）に示す第２の潜像画像（８Ｂ－３－２）が観察され、基材（２－３）を、Ｙ
軸を中心として時計回りの方向に１０度傾けて透過光で観察した場合、図１６（ａ）に示
す第１の潜像画像（８－３－１）が観察され、基材（２－３）を、Ｙ軸を中心として反時
計回りの方向に１０度傾けて透過光で観察した場合、図１６（ｃ）に示す第３の潜像画像
（８－３－３）が観察された。このように、実施例４の潜像画像形成体（１－３）は、基
材（２－３）を傾けて透過光で観察した場合、異なる潜像画像（８－３）が観察された。
【符号の説明】
【００８７】
１　　潜像画像形成体
２　　基材
３　　再帰性反射材料
４　　接着樹脂層
５　　マイクロレンズ
６　　光遮断層
７　　潜像画像要素
８　　潜像画像
９　　光源
１０　視点
１１　レーザー光 
２０　加工装置
２１　コンピュータ
２２　レーザー加工装置
２３　回転ステージ
２４ｘ、２４ｙ　主軸
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３０　貴重印刷シート
３１　シート基材
３２　証明書情報
３３　印刷模様
１－１　潜像画像形成体（実施例１）
２－１　基材
３－１　再帰性反射材料
８－１　潜像画像
１－２　潜像画像形成体（実施例２）
２－２　基材
３－２　再帰性反射材料
８－２　潜像画像
１－３　潜像画像形成体（実施例３）
２－３　基材
３－３　再帰性反射材料
８－３　潜像画像

【図１】 【図２】
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【図１１】

【図１２】 【図１３】
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