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(57)【要約】
【課題】光による意匠的効果が高められた塗装による装
飾部を有する加飾品、及び加飾品の製造方法を提供する
。
【解決手段】加飾品１ｂは、透光性を有する透明基材２
ｘと、透明基材２ｘの裏面側に塗装された背景塗装部３
ａを有する裏面層２３と、透明基材２ｘの表面側に塗装
された蒔絵部５ｂを有する表面層２５と、を備える。裏
面層２３は、ＬＥＤ８から照射される光を表面側に導く
導光部２ｙを有する。表面層２５は、導光部２ｙから透
明基材２ｘを通った光を表面側に放出する放出部５ｘを
有する。蒔絵部５ｂは、導光部２ｙの少なくとも一部に
表裏方向において重なる位置に形成されており、表裏方
向において、背景塗装部３ａと導光部２ｙとの境界１０
ｃの近傍に形成されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　裏面側から照射される光源からの光を表面側に放出する加飾品であって、
　透光性を有する透明基材と、
　該透明基材の前記裏面側に塗装された第１装飾部を有する裏面層と、
　前記透明基材の前記表面側に塗装された第２装飾部を有する表面層と、を備え、
　前記裏面層は、前記光源から照射される光を前記表面側に導く導光部を有し、
　前記表面層は、前記導光部から前記透明基材を通った光を前記表面側に放出する放出部
を有し、
　前記第２装飾部は、前記導光部の少なくとも一部に表裏方向において重なる位置に形成
されており、前記表裏方向において、前記第１装飾部と前記導光部とにおける前記表裏方
向に垂直な方向の境界の近傍に形成されていることを特徴とする加飾品。
【請求項２】
　前記第２装飾部の一部は、前記境界の少なくとも一部に、前記表裏方向において重なる
位置に形成されていることを特徴とする請求項１に記載の加飾品。
【請求項３】
　前記境界は、前記第２装飾部の外周よりも内側に形成されていることを特徴とする請求
項１又は２に記載の加飾品。
【請求項４】
　前記放出部は、ＵＶ塗料から成るものであることを特徴とする請求項１乃至３のいずれ
か一項に記載の加飾品。
【請求項５】
　前記第１装飾部は、遮光性を有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に
記載の加飾品。
【請求項６】
　前記第２装飾部は、前記表面側に蒔絵処理が施されたものであることを特徴とする請求
項１乃至５のいずれか一項に記載の加飾品。
【請求項７】
　前記第２装飾部は、遮光性を有することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に
記載の加飾品。
【請求項８】
　前記第２装飾部は、光反射性を有することを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一項
に記載の加飾品。
【請求項９】
　裏面側から照射される光源からの光を表面側に放出する加飾品の製造方法であって、
　透光性を有する透明基材を用意し、
　該透明基材の前記裏面側に、第１装飾部を塗布して裏面層を形成し、
　前記透明基材の前記表面側に、第２装飾部を塗布して表面層を形成し、
　前記裏面層を形成する際に、前記第１装飾部を塗装しないことで、前記光源から照射さ
れる光を前記透明基材のある前記表面側に導く導光部を形成し、
　前記表面層を形成する際に、表裏方向において、前記第１装飾部と前記導光部とにおけ
る前記表裏方向に垂直な方向の境界の近傍であって、前記導光部の少なくとも一部に前記
表裏方向において重なる位置に、前記第２装飾部を塗布することを特徴とする加飾品の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加飾品及び加飾品の製造方法に係り、特に、光を利用した加飾品、及び当該
加飾品の製造方法に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　光を用いた加飾品であるディスプレイ装置として、特許文献１には、アクリル板の裏面
に印刷された３Ｄ画像に、裏面からＬＥＤによって照明を当てることによって、アクリル
板の表面に立体的に画像を浮かび上がらせるディスプレイ装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１２０３４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載されたディスプレイ装置の光の照明方法に係る技術的
な思想としては、アクリル板の裏面に印刷されたものを、裏面から照明を当てることによ
って、単にアクリル板の表面側に浮かび上がらせるというものであった。このため、アク
リル板に３Ｄ画像が印刷されていなければ、単に裏面側の画像（装飾部）が表面側に投影
されるのみであり、意匠的効果は低かった。
　一方で、日本の伝統工芸である漆等を用いた塗装品に係る分野においては、新しい意匠
的な魅力を創出することが求められていた。
【０００５】
　本願発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、光による意匠的効果
が高められた塗装による装飾部を有する加飾品、及び加飾品の製造方法を提供することに
ある。
　また、光を照射しない状態においても装飾部を有することで見栄えをよくすることが可
能な加飾品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題は、本発明に係る加飾品によれば、裏面側から照射される光源からの光を表面
側に放出する加飾品であって、透光性を有する透明基材と、該透明基材の前記裏面側に塗
装された第１装飾部を有する裏面層と、前記透明基材の前記表面側に塗装された第２装飾
部を有する表面層と、を備え、前記裏面層は、前記光源から照射される光を前記表面側に
導く導光部を有し、前記表面層は、前記導光部から前記透明基材を通った光を前記表面側
に放出する放出部を有し、前記第２装飾部は、前記導光部の少なくとも一部に表裏方向に
おいて重なる位置に形成されており、前記表裏方向において、前記第１装飾部と前記導光
部とにおける前記表裏方向に垂直な方向の境界の近傍に形成されていることにより解決さ
れる。
【０００７】
　上記構成によれば、第２装飾部が、導光部の少なくとも一部に表裏方向において重なる
位置に形成されており、表裏方向において、第１装飾部と導光部とにおける表裏方向に垂
直な方向の境界の近傍に形成されていることで、光源から照射される光を、第２装飾部を
避けた放出部から放出させることで、表面層から放出される光量及び放出箇所が制限され
る。そして、第２装飾部が光に照射されることで立体的に浮き出るようになり、意匠的効
果が高められた加飾品を提供することができる。
【０００８】
　また、前記第２装飾部の一部は、前記境界の少なくとも一部に、前記表裏方向において
重なる位置に形成されていると好ましい。
　上記構成によれば、第２装飾部の一部が、境界の少なくとも一部に重なるように形成さ
れていることで、その部分において、境界の内側にある導光部から直接光が表面側に放射
されることを防止でき、第２装飾部を間接的に照射することで間接光による意匠効果を高
めることができる。
【０００９】
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　また、前記境界は、前記第２装飾部の外周よりも内側に形成されていてもよい。
　上記構成によれば、光源からの照射光が表面側から直接目に触れることを抑制して間接
照明とすることで意匠効果を高めることができる。また、光源から光が照射されていない
状態において、第１装飾部と導光部との境界が表面側に露出することを防ぎ、見栄えをよ
くすることができる。
【００１０】
　また、前記放出部は、ＵＶ塗料から成るものであると好ましい。
　上記構成によれば、放出部がＵＶ塗料から成るものであることで、乾燥時間を短くして
放出部を厚塗りすることができるため、放出部を形成するための塗布回数を抑えることが
できる。さらに、ＵＶ塗料は、紫外線を照射することにより乾燥時間を短くできるため、
放出部又は導光層の厚さにムラが生じることを抑制でき、これらを薄く形成することがで
きる。
【００１１】
　また、前記第１装飾部は、遮光性を有するものであってもよい。
　上記構成によれば、第１装飾部が光の透過を抑制することで、第２装飾部を一層浮き出
させることができる。
【００１２】
　また、前記第２装飾部は、前記表面側に蒔絵処理が施されたものでもよい。
　上記構成によれば、第２装飾部が、表面側に蒔絵処理が施されたものであることで、放
出部から放出される光によって蒔絵処理を目立たせ、意匠性をより高めることができる。
【００１３】
　また、前記第２装飾部は、遮光性を有するものであってもよい。
　上記構成によれば、第２装飾部の光の透過を抑制することで、加飾品の表面側に施され
た蒔絵処理等を一層浮きださせることができる。
【００１４】
　また、前記第２装飾部は、光反射性を有するものであってもよい。
　上記構成によれば、第２装飾部が光反射性を有することで、第２装飾部の他の部位であ
る放出部から放出させる光量を増大させることができる。
【００１５】
　また、前記課題は、本発明に係る加飾品の製造方法によれば、裏面側から照射される光
源からの光を表面側に放出する加飾品の製造方法であって、透光性を有する透明基材を用
意し、該透明基材の前記裏面側に、第１装飾部を塗布して裏面層を形成し、前記透明基材
の前記表面側に、第２装飾部を塗布して表面層を形成し、前記裏面層を形成する際に、前
記第１装飾部を塗装しないことで、前記光源から照射される光を前記透明基材のある前記
表面側に導く導光部を形成し、前記表面層を形成する際に、表裏方向において、前記第１
装飾部と前記導光部とにおける前記表裏方向に垂直な方向の境界の近傍であって、前記導
光部の少なくとも一部に前記表裏方向において重なる位置に、前記第２装飾部を塗布する
ことを特徴とすることにより解決される。
【００１６】
　上記構成によれば、表面層を形成する際に、表裏方向において、第１装飾部と導光部と
における表裏方向に垂直な方向の境界の近傍であって、導光部の少なくとも一部に表裏方
向において重なる位置に、第２装飾部を塗布するようにして加飾品を製造することで、製
造された加飾品における、表面層から放出される光量及び放出箇所を制限することができ
る。そして、第２装飾部が光に照射されることで立体的に浮き出るようになり、意匠的効
果が高められた加飾品の製造方法を提供することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、光による意匠的効果が高められた塗装による装飾部を有する加飾品を
提供することができる。
　また、本発明によれば、第２装飾部を間接的に照射することで間接光による意匠効果を
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高めることができる。
　また、本発明によれば、光源から光が照射されていない状態において、加飾品の表面側
に第１装飾部と導光部との境界が露出することを防ぎ、見栄えをよくすることができる。
　また、本発明によれば、表面層を形成するための塗布回数を抑えることができる。
　また、本発明によれば、第２装飾部を一層浮き出させることができる。
　また、本発明によれば、光の有無に応じた意匠性をより効果的に変化させることができ
る。
　また、本発明によれば、放出部から放出される光によって蒔絵処理を目立たせ、意匠性
をより高めることができる。
　また、本発明によれば、第２装飾部の他の部位である放出部から放出させる光量を増大
させることができる。
　また、本発明によれば、光による意匠的効果が高められた塗装による装飾部を有する加
飾品の製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態に係る加飾品の表面を示す図であって、光が照射されていない
状態を示す平面図である。
【図２】図１のII-II断面を示す断面図である。
【図３】図１に対応する図であって、光が照射されている状態を示す平面図である。
【図４】第１変形例に係る加飾品の表面を示す図であって、光が照射されていない状態を
示す平面図である。
【図５】図４のV-V断面を示す断面図である。
【図６】図４に対応する図であって、光が照射されている状態を示す平面図である。
【図７】加飾品の光演出を示す平面図である。
【図８】第２変形例に係る加飾品の表面を示す図であって、光が照射されていない状態を
示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明は、加飾品及び加飾品の製造方法に関するものであり、特に、光を利用した加飾
品及び当該加飾品の製造方法に関するものである。
　以下において、本発明の実施形態に係る加飾品１ｂ，１ｃについて説明する。
　なお、以下に説明する実施形態において、蒔絵部５ｂ及びトップクリア部５ｃがある側
（図２における上側）を、加飾品１ｂ，１ｃの表面側、背景塗装部３ａがある側（図２に
おける下側）を加飾品１ｂ，１ｃの裏面側として説明する。
　また、以下に説明する実施形態は、本発明の理解を容易にするための一例に過ぎず、本
発明を限定するものではない。すなわち、以下に説明する部材の形状、寸法、配置等につ
いては、本発明の趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得るとともに、本発明にはそ
の等価物が含まれることは勿論である。
【００２０】
（加飾品の構成について）
　まず、本実施形態に係る加飾品１ｂの構成について図１及び図２を参照して説明する。
なお、図１は、本発明の実施形態に係る加飾品１ｂの表面を示す図であって、光が照射さ
れていない状態を示す平面図、図２は、図１のII-II断面を示す断面図である。
　本実施形態に係る加飾品１ｂは、後述する蒔絵部５ｂによって図１に示すように金魚の
装飾が施されたものである。この金魚の装飾がされた蒔絵部５ｂは、裏面側にある後述す
るＬＥＤ８から出射される光によって、図３に示して後述するように、背景塗装部３ａか
ら浮き出るように形成されている。
【００２１】
　本実施形態に係る加飾品１ｂは、積層構造を有し、詳細には図２に示すように、透明基
材２ｘと、透明基材２ｘの裏面に塗布された裏面層２３と、透明基材２ｘの表面に塗布さ
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れた表面層２５と、から主に構成されている。
【００２２】
　透明基材２ｘは、透光性を有するポリカーボネートから成る約３ｍｍ程度の厚さを有す
る板材であり、背景塗装部３ａの塗布対象、及び後述する反射促進層５ｄの接着対象とな
るベース部材である。特に、透明基材２ｘを薄くし過ぎると剛性が低くなる。そして、透
明基材２ｘが撓んだ場合に、後述する背景塗装部３ａや蒔絵部５ｂに割れ等の発生を抑制
する必要がある。このため、透明基材２ｘは、約３ｍｍ以上の厚さを有すると好ましい。
　一方で、背景塗装部３ａや蒔絵部５ｂに影響を及ぼさないために、透明基材２ｘの変形
が制限されるように透明基材２ｘが他の部材に接着や固定されていれば、透明基材２ｘを
薄くしてフィルム状にすることも可能である。
【００２３】
　なお、透明基材２ｘは、透光性を有するのであれば、ポリカーボネートから成るもの限
定されない。例えば、透明基材２ｘは、アクリル、ＡＥＳ（Acrylonitrile Ethylene Sty
rene）、ＰＶＣ（Poly Vinyl Chloride）等の樹脂フィルム又はガラス板等であってもよ
い。
【００２４】
　裏面層２３は、透明基材２ｘの裏面側に塗布される有色の背景塗装部３ａと、背景塗装
部３ａと同様の高さ位置にあり、背景塗装部３ａが塗布されていない空間である導光部２
ｙと、から構成されている。背景塗装部３ａは、本発明に係る第１装飾部に相当し、有色
の塗料によって塗装された部位であり、約１ｍｍ以下の膜厚を有する。
【００２５】
　表面層２５は、透明基材２ｘの表面側に接着された反射促進層５ｄと、反射促進層５ｄ
の表面側に接着された遮光／反射層５ａと、遮光／反射層５ａの表面側に形成された蒔絵
部５ｂと、遮光／反射層５ａ及び蒔絵部５ｂを覆うように塗布されたトップクリア部５ｃ
と、から構成されている。ここで、遮光／反射層５ａ及び蒔絵部５ｂは、本発明に係る第
２装飾部に相当する部分である。
【００２６】
　遮光／反射層５ａは、遮光性及び光反射性を有する白色のウレタン塗装等が施された塗
装部であり、導光部２ｙを通って加飾品１ｂの表面側に放出される光のうち、蒔絵部５ｂ
を通る光を遮断し、反射するためのものである。遮光／反射層５ａは、遮光性を有し、蒔
絵部５ｂに向かう光を遮断することで、蒔絵部５ｂの周囲にある後述する放出部５ｘを通
る光に対するコントラストを高めることができ、蒔絵部５ｂを浮き立たせることが可能と
なる。
　さらに、遮光／反射層５ａは、光反射性を有し、蒔絵部５ｂに向かう光を反射すること
で、蒔絵部５ｂの周囲にある後述する放出部５ｘを通る光の量を増大させることができ、
蒔絵部５ｂを浮き立たせることが可能となる。
【００２７】
　遮光／反射層５ａは、透明基材２ｘ側ではない表面層２５の露出面側である表面側から
導光部２ｙを覆うように形成されている。厳密には、遮光／反射層５ａは、背景塗装部３
ａと導光部２ｙとの表裏方向に垂直な方向の（閉空間である）境界１０ｃよりも外側には
み出すように形成されている。換言すると、背景塗装部３ａと導光部２ｙとの境界１０ｃ
は、遮光／反射層５ａ（蒔絵部５ｂ）の外周よりも内側に位置するよう、加飾品１ｂの表
裏方向において遮光／反射層５ａに重なる位置に形成されている。
【００２８】
　蒔絵部５ｂは、本実施形態においては、金魚の装飾を形成するものであり、遮光／反射
層５ａ上に塗布された、例えば自然漆の部分に金箔等によって蒔絵処理が施された部位で
あり、約１ｍｍ以下の膜厚を有する。
　トップクリア部５ｃは、例えばＵＶ塗料を含んで透光性を有する樹脂材料から成る。ト
ップクリア部５ｃは、遮光／反射層５ａ及び反射促進層５ｄの周面並びに蒔絵部５ｂの底
面以外の面を覆って保護し、かつ表面を平滑化するものである。そして、トップクリア部
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５ｃにおける遮光／反射層５ａ、蒔絵部５ｂ及び反射促進層５ｄに表裏方向において交差
しない部分は、導光部２ｙを通る光を表面側に放出する放出部５ｘとして機能する。この
ように、ＵＶ塗料を用いて、紫外線を照射することによって、乾燥時間を低減させて厚塗
り可能となる。このため、トップクリア部５ｃの塗り回数を減らして製造工数を削減する
ことができる。さらに、ＵＶ塗料は、紫外線を照射することにより乾燥時間を短くできる
ため、トップクリア部５ｃの厚さにムラが生じることを抑制でき、これらを薄く形成する
ことができる。
【００２９】
　反射促進層５ｄは、光を乱反射させるための層であり、その裏面側が梨地状に表面処理
されている。このように反射促進層５ｄによって、蒔絵部５ｂの下方において遮光するだ
けではなく、光を反射することで、蒔絵部５ｂの周囲にある放出部５ｘから放出される光
を増大させることができる。
　なお、反射促進層５ｄに透光性を有するものを採用した上で、反射促進層５ｄを透明基
材２ｘの裏面側であって、導光部２ｙに面する部分に設けるようにしてもよい。このよう
に、反射促進層５ｄを透明基材２ｘの裏面側にも設けることで、放出部５ｘから放出され
る光の量を増大させることができる。
【００３０】
　そして、加飾品１ｂにおける背景塗装部３ａの裏面に対向する部位には、導光部２ｙ及
び透明基材２ｘ等を介して、蒔絵部５ｂが背景塗装部３ａから浮かび上がるように光を当
てるための本発明に係る光源としての複数のＬＥＤ８が取り付けられている。本実施形態
に係るＬＥＤ８は、透明基材２ｘ及び背景塗装部３ａに平行に延在する層状に配設された
部材である。
　なお、図２においては、背景塗装部３ａとＬＥＤ８との間に空間が形成されている。こ
の空間を形成するか、背景塗装部３ａとＬＥＤ８とが直接当接していることで空間を形成
しないかは、加飾品１ｂにおける背景塗装部３ａの塗布方法、及びＬＥＤ８の取付方法並
びにＬＥＤ８の発熱量や背景塗装部３ａの耐熱性等に応じて任意に変更することができる
。
【００３１】
　また、光源としては、光を出射する部材であればよく、層状に配設されたＬＥＤ８に限
られない。光源としては、例えば、透明基材２ｘに対向する位置にあり、透明基材２ｘ及
び背景塗装部３ａに平行に延在する層状に形成されたものではなく、任意の位置から出射
した光を、ミラー等の反射材と透光性材料とから成る導光部材を介し、さらに導光部２ｙ
を介して透明基材２ｘに照射するものであってもよい。さらには、ＬＥＤに限定されず、
電球、液晶、ＬＤ（Laser Diode）、有機ＥＬ（Organic Electro Luminescence）素子そ
の他の固体発光素子であってもよい。
【００３２】
　そして、ＬＥＤ８に電力を供給するとともに、ＬＥＤ８の光出射のオン・オフや、詳細
については後述する、選択的に一部のみのＬＥＤ８のみ光を出射可能とするための制御部
ＣがＬＥＤ８に接続されている。
【００３３】
（加飾品の加飾効果について）
　制御部Ｃの制御によって、ＬＥＤ８から出射した光は、導光部２ｙ及び背景塗装部３ａ
と反射促進層５ｄとの隙間にある透明基材２ｘを通り、さらに、背景塗装部３ａと反射促
進層５ｄとの間の隙間を通って、放出部５ｘから加飾品１ｂの表面側に放出される。放出
部５ｘから放出された光は、図３に示すように、蒔絵部５ｂを浮かび上がらせるように、
その周囲を明るくさせる。
【００３４】
　特に上記のように、背景塗装部３ａと導光部２ｙとの境界１０ｃは、遮光／反射層５ａ
（蒔絵部５ｂ）の外周よりも内側に形成されている。このため、ＬＥＤ８から光が出射し
ていない状態においても、背景塗装部３ａと蒔絵部５ｂ（遮光／反射層５ａ）との間の隙
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間（換言すると、背景塗装部３ａと導光部２ｙとの境界１０ｃ）を表面側から見えづらく
することができ、見栄えをよくすることができる。また、ＬＥＤ８から光が出射したとき
には、使用者の目に直接光が入射することを抑制して、間接照明として高い意匠効果を付
与することができる。
【００３５】
　さらには、背景塗装部３ａと蒔絵部５ｂとの厚さが所定の関係にある場合には、放出部
５ｘとＬＥＤ８とが直線的に連通していなくても、光の回折効果により、背景塗装部３ａ
と蒔絵部５ｂ（遮光／反射層５ａ）との間から放出部５ｘに光を放出させることができる
。つまり、加飾品１ｂの表面層２５の表面に対して斜めから使用者が見たときに、背景塗
装部３ａと蒔絵部５ｂ（遮光／反射層５ａ）との間の隙間が全く見えないような構成であ
っても、光を放出部５ｘから放出させることができる。
【００３６】
（加飾品の製造方法について）
　上記の加飾品１ｂの製造方法としては、まず、透明基材２ｘを用意する。用意した透明
基材２ｘの裏面側に背景塗装部３ａを塗布する。このとき、導光部２ｙとなる部位をマス
キングした状態で透明基材２ｘに背景塗装部３ａを塗布することで、裏面層２３を形成す
る。
　そして、透明基材２ｘの表面側に反射促進層５ｄを接着させ、遮光／反射層５ａ及び蒔
絵部５ｂを塗布する。
　具体的には、透明基材２ｘに反射促進層５ｄを接着した後、放出部５ｘとなる部位をマ
スキングした状態で反射促進層５ｄの表面に遮光／反射層５ａ及び蒔絵部５ｂを順に塗布
し、さらに、透明基材２ｘ及び蒔絵部５ｂを表面側から覆うようにトップクリア部５ｃを
塗布して表面層２５を形成する。反射促進層５ｄを透明基材２ｘに接着し、遮光／反射層
５ａ及び蒔絵部５ｂを反射促進層５ｄに塗布する際には、これらが、背景塗装部３ａと導
光部２ｙとの境界１０ｃの少なくとも一部に表裏方向において重なるようにする。
　このようにして、蒔絵部５ｂの周囲の一部から光が放出することができる加飾品１ｂを
製造することができる。
【００３７】
　＜第１変形例＞
　次に、第１変形例に係る加飾品１ｃを、図４～図６を参照して説明する。なお、図４は
、第１変形例に係る加飾品１ｃの表面を示す図であって、光が照射されていない状態を示
す平面図、図５は、図４のV-V断面を示す断面図、図６は、図４に対応する図であって、
光が照射されている状態を示す平面図である。
【００３８】
　加飾品１ｃにおける加飾品１ｂとの相違点の一つとして、加飾品１ｃは、上記実施形態
に係る加飾品１ｂと異なり、図５に示すように、表面層３５において遮光／反射層５ａ及
び反射促進層５ｄを備えていない。
　上記実施形態に係る加飾品１ｂにおいては、蒔絵部５ｂの裏面側に遮光／反射層５ａを
備える構成について説明した。遮光／反射層５ａが遮光性を有することにより、蒔絵部５
ｂから表面側に光が放出することを抑制することができ、放出部５ｘから放出される放出
光９との明暗のコントラストを際立たせることができるため、加飾品１ｂの意匠的効果を
高めることができる。さらに、遮光／反射層５ａが光反射性を有することにより、放出部
５ｘから放出される放出光９の光量を多くすることができる。
　しかしながら、蒔絵部５ｂを浮き立たせるという効果を得るためには、上記実施形態に
係る放出部５ｘを構成するトップクリア部５ｃの透光性よりも、蒔絵部５ｂの透光性が低
ければよい。さらに、放出部５ｘから十分な光が放出されるならば、光反射性を有する遮
光／反射層５ａは任意の構成となる。
【００３９】
　また、反射促進層５ｄを備えるようにすると、放出部５ｘから放出される放出光９の光
量を増大させることができるため好適であるが、これについても任意の構成である。例え



(9) JP 2017-205947 A 2017.11.24

10

20

30

40

50

ば、反射促進層５ｄがなくても十分な光量が得られている場合には、反射促進層５ｄを校
正から除外することにより反射促進層５ｄの透明基材２ｘへの接着工程を削除できるため
、加飾品１ｃの製造を容易にすることができる。
【００４０】
　また、加飾品１ｃにおいては、上記実施形態に係る加飾品１ｂと異なり、表面層３５に
おいてトップクリア部５ｃが形成されていない。上記実施形態に係る加飾品１ｂのように
、その表面側にトップクリア部５ｃを備えると、蒔絵部５ｂを保護することができ、また
、加飾品１ｂの表面を平滑化できるため望ましい。
　しかしながら、例えば表面側に図示せぬカバー部材を備える等によって、加飾品１ｂの
表面側についての平滑化の重要性が低く、蒔絵部５ｂの保護の必要性が低い場合には、加
飾品１ｃのように、トップクリア部５ｃを備えないものとしてもよい。このように、トッ
プクリア部５ｃを備えない加飾品１ｃであれば、トップクリア部５ｃを透明基材２ｘに塗
布する工数を減らすことができ、蒔絵部５ｂの周囲の放出部としての空間に、直接的に光
を放出させることができるため、意匠的効果を高めることができる。
【００４１】
　また、加飾品１ｃに係る透明基材２ｘ上に積層される裏面層３３は、上記実施形態に係
る加飾品１ｂの裏面層２３と異なる。詳細には、図５における左側にある背景塗装部３ｂ
と導光部２ｙとにおける表裏方向に垂直な方向の境界１０ｄは、面方向において蒔絵部５
ｂとの間に隙間Ｇを形成するように外側にある。
【００４２】
　このように裏面層３３が形成されていることで、ＬＥＤ８から出射された光を、背景塗
装部３ｂと蒔絵部５ｂとの隙間Ｇを介する一部のみ、直線的に放出させることができる。
したがって、図６に示すように、放出光９ａのうち、隙間Ｇの表面側の一部のみの光の放
射量を大きくすることができ、意匠的効果を高めることができる。
【００４３】
　また、図５における右側にある背景塗装部３ｃと導光部２ｙとにおける表裏方向に垂直
な方向の境界１０ｅは、蒔絵部５ｂの外周と表裏方向において一致する位置にある。この
ような、位置関係にある場合でも、蒔絵部５ｂによって、ＬＥＤ８から射出される光の直
線的な放出の少なくとも一部が制限される。よって、このような場合でも、加飾品１ｃは
、間接照明として意匠的な効果を得ることができる。
【００４４】
　つまり、蒔絵部５ｂは、導光部２ｙの少なくとも一部に表裏方向において重なる位置に
形成されていれば、ＬＥＤ８から放出される光量及び光の放出箇所を制限できる。さらに
、蒔絵部５ｂの一部が、背景塗装部３ｃと導光部２ｙとの境界１０ｅの少なくとも一部に
表裏方向において重なる位置に形成されていることで、間接照明としての意匠的効果を奏
することができる。
　換言すると、本発明に係る加飾品は、少なくとも一部において間接照明としての意匠的
効果を奏することができればよく、境界１０ｃが、蒔絵部５ｂの全周に亘って面方向の内
側に形成されている必要はない。
【００４５】
（光演出について）
　次に、図７を参照して、加飾品１ｂの光演出について説明する。なお、以下に説明する
光演出については、加飾品１ｃでも同様の演出が可能である。ここで、図７は、加飾品１
ｂの光演出を示す平面図である。
　加飾品１ｂは、単純に蒔絵部５ｂの周囲を照射して、蒔絵部５ｂを背景塗装部３ａから
浮き出て見せるものの他に、制御部Ｃの制御によって各種光演出をするようにして、意匠
的効果を高めるようにしてもよい。
【００４６】
　例えば、制御部Ｃが、ＬＥＤ８による光の出射及び出射の中止を所定の間隔で漸次的に
繰り返すように制御することで、蛍の光のように図３に示す放出光９を消滅点灯させるよ
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うにしてもよい。また、制御部Ｃは、図７に示すように、複数配置されたＬＥＤ８の一部
からのみ光を出射させるようにして、局所的に点在する複数の箇所における放出光９ｂを
順次点灯させるように制御してもよい。さらには、制御部Ｃは、複数配置されたＬＥＤ８
のうち隣接するＬＥＤ８を順次点灯消滅させるようにして、局所的に点在する複数の箇所
を結ぶように連続的に放出光９ｂが動いているかのように見せることも可能である。
　なお、加飾品１ｂは、上記のような演出を不要とし、光の放出のオン・オフのみを操作
する場合には、制御部Ｃを備える必要はない。
【００４７】
　＜第２変形例＞
　次に、第２変形例に係る加飾品１ｄについて、図８を参照して説明する。ここで、図８
は、第２変形例に係る加飾品１ｄの表面を示す図であって、光が照射されていない状態を
示す平面図である。
　上記の実施例に係る加飾品１ｂ，１ｃにおいては、蒔絵部５ｂの少なくとも一部が、境
界１０ｃ，１０ｅの少なくとも一部に、表裏方向において重なる位置に形成されている例
を説明した。このような構成であれば、蒔絵部５ｂの少なくとも一部を放出光９により間
接的に照らすことができるため、意匠効果を高めることができる。しかしながら、本願発
明はこのような形態に限定されない。
【００４８】
　第２変形例に係る加飾品１ｄは、背景塗装部３ｂと導光部２ｙとにおける表裏方向に垂
直な境界と、蒔絵部５ｂにおける面方向の縁との間に、例えば約１ｍｍ～５ｍｍ程度の隙
間Ｇ１が形成されるように構成されている。この隙間Ｇ１は、第１変形例において図４及
び図５を参照して説明した蒔絵部５ｂと背景塗装部３ｂとの隙間Ｇが、蒔絵部５ｂにおけ
る面方向の全周に亘る縁に対して形成されているものである。
　このように、加飾品１ｄに隙間Ｇ１が形成されていても、蒔絵部５ｂが背景塗装部３ｂ
と導光部２ｙとにおける表裏方向に垂直な境界の近傍に形成されていることで、蒔絵部５
ｂが背景塗装部３ｂに対して立体的に浮かび上がって見えるような視覚効果（意匠効果）
を得ることができる。
【００４９】
　なお、加飾品１ｄの製造方法は、加飾品１ｂの製造方法と同様である。具体的に異なる
点は、反射促進層５ｄを透明基材２ｘに接着し、遮光／反射層５ａ及び蒔絵部５ｂを反射
促進層５ｄに塗布する際に、これらが、背景塗装部３ａと導光部２ｙとの境界よりも面方
向の内側近傍に位置するように塗布する点である。
【００５０】
　上記の実施形態においては、導光部２ｙを表面側から覆うように塗装される第２装飾部
が蒔絵部５ｂであるとして説明した。このように第２装飾部が蒔絵部５ｂであると、その
立体的な装飾によって、周囲から放出される光が蒔絵部５ｂに反射することによって、蒔
絵部５ｂの陰影を際立たせることができるため意匠的効果が高い。
　しかしながら、第２装飾部としては、蒔絵処理がされたものに限定されず、有色の塗料
が塗布されているものでもよい。例えば、第２装飾部が背景塗装部３ａと同色の塗料が塗
布された部位であるとして、ＬＥＤ８から光が出射されない状態においては、何の模様も
識別させず、ＬＥＤ８から光が出射されたときに初めて、第２装飾部が浮かび上がるよう
にしてもよい。
【００５１】
　さらに、加飾品１ｂにおいては、蒔絵部５ｂの裏面に遮光／反射層５ａを設けるものと
したが、背景塗装部３ａの裏面に遮光／反射層５ａを設けるようにしてもよい。このよう
にすれば、背景塗装部３ａから透過する光を抑制することができ、放出光９と背景塗装部
３ａとの明暗のコントラストを際立たせることができる。このため、放出光９により蒔絵
部５ｂをより浮き出させるように見せることができ、加飾品１ｂの意匠的効果を高めるこ
とができる。
【００５２】
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　なお、本発明に係る加飾品は、提灯、照明器具のシェード、車両のスイッチパネル、足
元灯やガーニッシュ等、屋内、屋外問わずに用いることができ、特に暗い場所で用いる場
合は、光源による光の演出が効果的となる。
【符号の説明】
【００５３】
　１ｂ，１ｃ，１ｄ　加飾品
　２ｘ　透明基材
　２ｙ　導光部
　２３，３３　裏面層
　　３ａ，３ｂ，３ｃ　背景塗装部（第１装飾部）
　２５，３５　表面層
　　５ａ　遮光／反射層（第２装飾部）
　　５ｂ　蒔絵部（第２装飾部）
　　５ｃ　トップクリア部
　　５ｄ　反射促進層
　　５ｘ　放出部
　８　ＬＥＤ（光源）
　９，９ａ，９ｂ　放出光 
　１０ｃ，１０ｄ，１０ｅ　境界
　Ｃ　制御部
　Ｇ，Ｇ１　隙間 

【図１】 【図２】
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