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【手続補正書】
【提出日】平成29年2月24日(2017.2.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　偽造防止デバイスとして有用な視覚的表示アセンブリにおいて、
　レンズのアレイを含む第１の表面、及び、前記第１の表面の反対側の第２の表面からな
る、透明の材料のフィルムと、
　前記第２の表面に近接するプリントイメージであって、前記プリントイメージは、２つ
の直交する軸線に関してインターレースされた複数のイメージの複数のフレームの複数の
ピクセルからなる、プリントイメージとからなり、
　前記プリントイメージは、垂線の視点から表示したイメージが第１のセットのシンボル
及び第２のセットのシンボルを含んでなるように適合されており、
　表示されたイメージにおいて、前記視覚的表示アセンブリが前記垂線の視点から第１の
軸の周りで回転されたときには前記第１及び第２のセットのシンボルは反対の方向に移動
し、
　前記複数のフレームのそれぞれは１つ以上のイメージの異なる視点を含んでなり、
　前記複数のフレームは前記２つの直交する軸線のうちの第１の軸線に沿って少なくとも
３つの視点を与える複数のフレームを含んでなり、
　前記複数のフレームは前記２つの直交する軸線のうちの第２の軸線にそった前記３つの
視点のうちのそれぞれに対応する、少なくとも２つの追加の視点をさらに含んでなる、視
覚的表示アセンブリ。
【請求項２】
　前記プリントイメージは、１つの表示されたイメージにおいて、前記視覚的表示アセン
ブリが前記垂線の視点から第１の軸に直交する第２の軸の周りで回転されたときには第１
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及び第２のシンボルが、第２の軸に対して直交する単一の方向に移動するように適合され
ている、請求項１に記載の視覚的表示アセンブリ。
【請求項３】
　偽造防止デバイスとして有用な視覚的表示アセンブリにおいて、
　レンズのアレイを含む第１の表面、及び、前記第１の表面の反対側の第２の表面からな
る、透明の材料のフィルムと、
　前記第２の表面に近接するプリントイメージであって、前記プリントイメージは、２つ
の直交する軸線に関してインターレースされた複数のイメージの複数のフレームの複数の
ピクセルからなる、プリントイメージとからなり、
　前記プリントイメージは、垂線の視点から表示したイメージが第１のセットのシンボル
及び第２のセットのシンボルを含んでなるように適合されており、
　表示されたイメージにおいて、前記視覚的表示アセンブリが前記垂線の視点から第１の
軸の周りで回転されたときには、前記第１及び第２のセットのシンボルが、前記視覚的表
示アセンブリの前記第１の軸に平行な単一の方向に移動することができるように前記プリ
ントイメージが適合されている、視覚的表示アセンブリ。
【請求項４】
　前記プリントイメージは、１つの表示されたイメージにおいて、前記視覚的表示アセン
ブリが前記垂線の視点から第１の軸に直交する第２の軸の周りで回転されたときには第１
及び第２のシンボルが、第２の軸に対して直交する単一の方向に移動するように適合され
ている、請求項３に記載の視覚的表示アセンブリ。
【請求項５】
　紙幣、及び製品ラベルの上の偽造防止デバイスとして有用な視覚的表示アセンブリにお
いて、
　レンズのアレイを含む第１の表面、及び、前記第１の表面の反対側の第２の表面からな
る、透明の材料のフィルムと、
　前記第２の表面に近接するプリントイメージであって、前記プリントイメージは、２つ
の直交する軸線に関してインターレースされた複数のイメージの複数のフレームの複数の
ピクセルからなる、プリントイメージとからなり、
　前記プリントイメージは壁紙パターン及びオーバーレイパターンを含んでなり、前記壁
紙パターンは複数の視点から視認することが可能であり、前記オーバーレイパターンは複
数の視点にわたって異なる可視性の範囲を有する、視覚的表示アセンブリ。
【請求項６】
　偽造防止デバイスの製造方法において、
　イメージフレームのマトリクスの２軸インターレースを定義するプリントファイルを発
生させる工程と、
　第１の表面の上にレンズのアレイを備える透明のフィルムを設ける工程と、
　前記プリントファイルに基づいて、前記第１の表面の反対側の第２の表面の上にインク
層を設ける工程であって、前記アレイの前記レンズは、平行な行及び平行な列に整合させ
るために前記アレイの中にネストされている丸形、又は四角形ベースのレンズである、工
程と
からなり、
　前記プリントファイルを発生させる工程は、インターレースされたイメージを与える工
程を含んでなり、前記インターレースされたイメージは、レンズの前記アレイを通して視
認されるときに、第１及び第２のイメージエレメントを与え、前記第１及び第２のイメー
ジエレメントは第１の軸の周りで前記偽造防止デバイスを回転させた場合に互いに相対し
て異なる方向に移動する、方法。
【請求項７】
　前記第１及び第２のイメージエレメントは前記偽造防止デバイスを第１の軸に直交する
第２の軸の周りで回転させた場合に互いに相対して同じ方向に移動する、請求項６に記載
の方法。
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【請求項８】
　偽造防止デバイスの製造方法において、
　イメージフレームのマトリクスの２軸インターレースを定義するプリントファイルを発
生させる工程と、
　第１の表面の上にレンズのアレイを備える透明のフィルムを設ける工程と、
　前記プリントファイルに基づいて、前記第１の表面の反対側の第２の表面の上にインク
層を設ける工程であって、前記アレイの前記レンズは、平行な行及び平行な列に整合させ
るために前記アレイの中にネストされている丸形、又は四角形ベースのレンズである、工
程と
からなり、
　前記プリントファイルを発生させる工程は、インターレースされたイメージを与える工
程を含んでなり、前記インターレースされたイメージは、レンズの前記アレイを通して視
認されるときに、第１及び第２のイメージエレメントを与え、前記第１及び第２のイメー
ジエレメントは前記偽造防止デバイスを第１の軸の周りで回転させた場合に互いに相対し
てマッチする方向に移動し、前記マッチする方向は前記第１の軸に平行である、方法。
【請求項９】
　前記第１及び第２のイメージエレメントは前記偽造防止デバイスを第１の軸に直交する
第２の軸の周りで回転させた場合に互いに相対して第２のマッチする方向に移動し、前記
第２のマッチする方向は前記第２の軸に平行である、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　偽造防止デバイスとして有用な視覚的表示アセンブリにおいて、
　レンズのアレイを含む第１の表面、及び、前記第１の表面の反対側の第２の表面からな
る、透明の材料のフィルムと、
　前記第２の表面に近接するプリントイメージとからなり、
　前記プリントイメージは、２つの直交する軸線に関してインターレースされた複数のイ
メージの複数のフレームの複数のピクセルからなることによって２軸活性化を与え、該２
軸活性化では、前記視覚的表示アセンブリが垂線の視点から第１の軸の周りに回転される
ときに、前記プリントイメージの一部が第１の表示効果によって活性化され、及び、前記
視覚的表示アセンブリが前記垂線の視点から前記第１の軸と直交する第２の軸の周りに回
転されるときに、前記プリントイメージの一部が第２の表示効果によって活性化され、
　前記複数のフレームのそれぞれは１つ以上のイメージの異なる視点を含んでなり、
　前記複数のフレームは前記２つの直交する軸線のうちの第１の軸線に沿って少なくとも
３つの視点を与える複数のフレームを含んでなり、
　前記複数のフレームは前記２つの直交する軸線のうちの第２の軸線にそった前記３つの
視点のうちのそれぞれに対応する、少なくとも２つの追加の視点をさらに含んでなる、視
覚的表示アセンブリ。
【請求項１１】
　前記アレイのレンズは複数の平行な行及び列にネストされている、請求項１０に記載の
視覚的表示アセンブリ。
【請求項１２】
　前記レンズは円形又は四角形ベースのレンズである、請求項１０に記載の視覚的表示ア
センブリ。
【請求項１３】
　前記アレイのレンズは、前記２つの直交する軸線の両方に沿って測定されるときに２０
０ＬＰＩ以上で設けられる、請求項１２に記載の視覚的表示アセンブリ。
【請求項１４】
　それぞれの前記レンズは、０．２５４ミリメートル（１０／１０００インチ）未満の焦
点距離を有する、請求項１２に記載の視覚的表示アセンブリ。
【請求項１５】
　垂線の視点から表示されたイメージが、第１のセットのシンボル及び第２のセットのシ
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ンボルを含んでなり、前記視覚的表示アセンブリが前記垂線の視点から第１の軸の周りに
回転されるときに表示されるイメージにおいて、第１及び第２のセットのシンボルが、反
対方向に移動するように、前記プリントイメージが適合されている、請求項１０に記載の
視覚的表示アセンブリ。
【請求項１６】
　前記視覚的表示アセンブリが前記垂線の視点から、前記第１の軸と直行する第２の軸の
周りに回転されるときに表示されるイメージにおいて、第１及び第２のセットのシンボル
が、前記第２の軸に直交する単一の方向に移動するように、前記プリントイメージが適合
されている、請求項１５に記載の視覚的表示アセンブリ。
【請求項１７】
　垂線の視点から表示されたイメージが、第１のセットのシンボル及び第２のセットのシ
ンボルを含んでなり、前記視覚的表示アセンブリが前記垂線の視点から第１の軸の周りに
回転されるときに表示されるイメージにおいて、第１及び第２のセットのシンボルが、前
記視覚的表示アセンブリの前記第１の軸に平行である単一の方向に移動するように、前記
プリントイメージが適合されている、請求項１０に記載の視覚的表示アセンブリ。
【請求項１８】
　前記視覚的表示アセンブリが前記垂線の視点から、前記第１の軸と直行する第２の軸の
周りに回転されるときに表示されるイメージにおいて、第１及び第２のセットのシンボル
が、前記第２の軸に直交する単一の方向に移動するように、前記プリントイメージが適合
されている、請求項１７に記載の視覚的表示アセンブリ。
【請求項１９】
　前記プリントイメージは壁紙パターン及びオーバーレイパターンを含んでなり、前記壁
紙パターンは複数の視点から視認することが可能であり、前記オーバーレイパターンは複
数の視点にわたって異なる可視性の範囲を有する、請求項１０に記載の視覚的表示アセン
ブリ。
【請求項２０】
　偽造防止デバイスにおいて、
　少なくとも光を透過する材料から形成されるフィルムであって、レンズのアレイを含む
第１の表面、及び、前記第１の表面の反対側の第２の表面からなるフィルムと、
　前記第２の表面に近接し、プリントイメージを与えるインク層とからなり、
　前記プリントイメージは、２つの直交する軸線に関してインターレースされた１つ以上
のイメージの複数のフレームの複数のピクセルからなり、
　前記複数のフレームは前記２つの直交する軸線のうちの第１の軸線に沿って少なくとも
３つの視点を与える複数のフレームを含んでなり、
　前記複数のフレームは前記２つの直交する軸線のうちの第２の軸線にそった前記３つの
視点のうちのそれぞれに対応する、少なくとも２つの追加の視点をさらに含んでなる、偽
造防止デバイス。
【請求項２１】
　前記アレイのレンズは複数の平行な行及び列にネストされている、請求項２０に記載の
偽造防止デバイス。
【請求項２２】
　前記レンズは円形又は四角形ベースのレンズである、請求項２０に記載の偽造防止デバ
イス。
【請求項２３】
　前記アレイのレンズは、前記２つの直交する軸線の両方に沿って測定されるときに２０
０ＬＰＩ以上で設けられる、請求項２２に記載の偽造防止デバイス。
【請求項２４】
　それぞれの前記レンズは、０．２５４ミリメートル（１０／１０００インチ）未満の焦
点距離を有する、請求項２２に記載の偽造防止デバイス。
【請求項２５】
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　垂線の視点から表示されたイメージが、第１のセットのシンボル及び第２のセットのシ
ンボルを含んでなり、前記視覚的表示アセンブリが前記垂線の視点から第１の軸の周りに
回転されるときに表示されるイメージにおいて、第１及び第２のセットのシンボルが、反
対方向に移動するように、前記プリントイメージが適合されている、請求項２０に記載の
偽造防止デバイス。
【請求項２６】
　前記視覚的表示アセンブリが前記垂線の視点から、前記第１の軸と直行する第２の軸の
周りに回転されるときに表示されるイメージにおいて、第１及び第２のセットのシンボル
が、前記第２の軸に直交する単一の方向に移動するように、前記プリントイメージが適合
されている、請求項２５に記載の偽造防止デバイス。
【請求項２７】
　垂線の視点から表示されたイメージが、第１のセットのシンボル及び第２のセットのシ
ンボルを含んでなり、前記視覚的表示アセンブリが前記垂線の視点から第１の軸の周りに
回転されるときに表示されるイメージにおいて、第１及び第２のセットのシンボルが、前
記視覚的表示アセンブリの前記第１の軸に平行である単一の方向に移動するように、前記
プリントイメージが適合されている、請求項２０に記載の偽造防止デバイス。
【請求項２８】
　前記視覚的表示アセンブリが前記垂線の視点から、前記第１の軸と直行する第２の軸の
周りに回転されるときに表示されるイメージにおいて、第１及び第２のセットのシンボル
が、前記第２の軸に直交する単一の方向に移動するように、前記プリントイメージが適合
されている、請求項２７に記載の偽造防止デバイス。
【請求項２９】
　前記プリントイメージは壁紙パターン及びオーバーレイパターンを含んでなり、前記壁
紙パターンは複数の視点から視認することが可能であり、前記オーバーレイパターンは複
数の視点にわたって異なる可視性の範囲を有する、請求項２０に記載の偽造防止デバイス
。
【請求項３０】
　偽造防止デバイスの製造方法において、
　第１の表面の上にレンズのアレイを備える透明のフィルムを設ける工程と、
　イメージフレームのマトリクスの２軸インターレースを与えるために、プリントファイ
ルに基づいて、前記第１の表面の反対側の第２の表面の上にインク層をプリントする工程
とを備え、
　前記プリントファイルは、インターレースされたイメージを定義し、前記インターレー
スされたイメージは、レンズの前記アレイを通して見られるときに第１及び第２のイメー
ジエレメントを与え、前記第１及び第２のイメージエレメントは、前記偽造防止デバイス
が第１の軸の周りに回転されるときに、互いに相対して異なる方向に移動し、又は、前記
プリントファイルは、インターレースされたイメージを定義し、前記インターレースされ
たイメージは、レンズの前記アレイを通して見られるときに第１及び第２のイメージエレ
メントを与え、前記第１及び第２のイメージエレメントは、前記偽造防止デバイスが第１
の軸の周りに回転されるときに、互いに相対してマッチする方向に移動し、
　前記イメージフレームは水平方向軸線及び垂直方向軸線に関して複数の視点からのイメ
ージを含んでなり、
　Ｘ軸の組み合わせたピクセルからなる垂直方向ピクセルファイルを取得し、及び前記垂
直方向ピクセルファイルを組み合わせて前記プリントファイルを取得するために、前記マ
トリクスの列からのイメージフレームを組み合わせることによって前記プリントファイル
を生成する工程をさらに備える、方法。
【請求項３１】
　前記プリントファイルのサイズを前記レンズのアレイの光学ピッチとマッチするために
調節することにより前記プリントファイルを生成する工程をさらに備える、請求項３０に
記載の方法。
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【請求項３２】
　前記第１及び第２のイメージエレメントは前記偽造防止デバイスを第１の軸に直交する
第２の軸の周りで回転させた場合に互いに相対して同じ方向に移動する、請求項３０に記
載の方法。
【請求項３３】
　前記第１及び第２のイメージエレメントは前記偽造防止デバイスを第１の軸に直交する
第２の軸の周りで回転させた場合に互いに相対して第２のマッチする方向に移動し、前記
第２のマッチする方向は前記第２の軸に平行である、請求項３０に記載の方法。
【請求項３４】
　前記アレイのレンズは、前記２つの直交する軸線の両方に沿って測定されるときに２０
０ＬＰＩ以上で設けられ、それぞれの前記レンズは、０．２５４ミリメートル（１０／１
０００インチ）未満の焦点距離を有する、請求項３０に記載の方法。
【請求項３５】
　前記プリントファイルは、ノンシーケンシャルプロセスにおいて前記アレイの中の前記
レンズのうちの２つ以上にピクセルをマッピングすることによってイメージフレームのマ
トリクスの２軸インターレースを定義する、請求項３０に記載の方法。
【請求項３６】
　偽造防止デバイスの製造方法において、
　第１の表面の上にレンズのアレイを備える透明のフィルムを設ける工程と、
　イメージフレームのマトリクスの２軸インターレースを与えるプリントファイルに基づ
いて、前記第１の表面の反対側の第２の表面の上にインク層を付着させる工程とを備え、
　前記プリントファイルを生成することはインターレースされたイメージを与えることを
含んでなり、前記インターレースされたイメージは、レンズの前記アレイを通して見られ
るときに第１及び第２のイメージエレメントを与え、前記第１及び第２のイメージエレメ
ントは、前記偽造防止デバイスが第１の軸の周りに回転されるときに、互いに相対してマ
ッチする方向に移動し、前記マッチする方向は前記第１の軸に平行であり、
　前記イメージフレームは水平方向軸線及び垂直方向軸線に関して複数の視点からのイメ
ージを含んでなり、
　前記プリントファイルを生成することは、前記プリントファイルのサイズを前記レンズ
のアレイの光学ピッチとマッチするために調節することを含んでなる、方法。
【請求項３７】
　前記第１及び第２のイメージエレメントは前記偽造防止デバイスを第１の軸に直交する
第２の軸の周りで回転させた場合に互いに相対して第２のマッチする方向に移動し、前記
第２のマッチする方向は前記第２の軸に平行である、請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記プリントファイルを生成することは、Ｘ軸の組み合わせたピクセルからなる垂直方
向ピクセルファイルを取得し、及び前記垂直方向ピクセルファイルを組み合わせて前記プ
リントファイルを取得するために、前記マトリクスの列からのイメージフレームを組み合
わせることによって前記プリントファイルを生成することを含んでなる、請求項３６に記
載の方法。
【請求項３９】
　前記アレイのレンズは、前記２つの直交する軸線の両方に沿って測定されるときに２０
０ＬＰＩ以上で設けられ、それぞれの前記レンズは、０．２５４ミリメートル（１０／１
０００インチ）未満の焦点距離を有する、請求項３６に記載の方法。
【請求項４０】
　イメージフレームのマトリクスの２軸インターレースを定義する前記プリントファイル
を生成することは、ノンシーケンシャルプロセスにおいて前記アレイの中の前記レンズの
うちの２つ以上にピクセルをマッピングすることを含んでなる、請求項３６に記載の方法
。
【手続補正２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　別の視覚的効果が、アセンブリの他の実施形態において実現される。とりわけ、プリン
トイメージは、壁紙パターン（例えば、アイコン、ロゴ、及び他のシンボルを備える）及
びオーバーレイパターンを含むことが可能である。次いで、プリントイメージは、（アセ
ンブリが見る者の視線に対して異なる角度に回転され／傾けられるときに）壁紙パターン
が複数の視点から見ることができるように、及び、オーバーレイパターンが複数の視点に
わたって異なる可視性の範囲を有するように、マッピングされたピクセルを含むことが可
能である。例えば、異なる可視性は、アセンブリの垂直の視点に沿って見る者が見ること
ができない（又は、わずかに見ることができる）オーバーレイを含むことが可能であるが
、垂直（いくつかのケースでは、任意の方向）からさらに遠くに離れるようにアセンブリ
を回転又は傾斜させることは、オーバーレイパターンの暗さ又は明るさが、完全に見るこ
とができるまで増加する（又は、４５～６０度などの範囲の中の角度などの、垂直に対す
るいくらか極端な角度などであり得るような程度に色が暗く又は明るくなる）ことを引き
起こす。
　本発明の第１の態様は、紙幣、製品ラベル、及び他の物体の上の偽造防止デバイスとし
て有用な視覚的表示アセンブリにおいて、
　レンズのアレイを含む第１の表面、及び、前記第１の表面の反対側の第２の表面からな
るフィルムと、
　前記第２の表面に近接するイメージ層であって、前記イメージ層は、２つの直交する軸
線に関してインターレースされたイメージのフレームのピクセルからなる、イメージ層と
からなり、
　前記イメージ層は、シンボルのセットを含むイメージを表示するように適合されており
、
　前記シンボルのセットは、前記アセンブリが垂直の視点から第１の軸線の周りに回転さ
れるときに、第１の表示効果によって活性化され、
　前記シンボルのセットは、前記アセンブリが前記垂直の視点から前記第１の軸線と直交
する第２の軸線の周りに回転されるときに、第２の表示効果によって活性化される、視覚
的表示アセンブリを要旨とする。
　本発明の第２の態様は、第１の態様において、前記第１の表示効果は、前記シンボルの
第１のサブセットを第１の方向に移動させること、及び、前記シンボルの第２のサブセッ
トを前記第１の方向の反対側の第２の方向に移動させることを含むことを要旨とする。
　本発明の第２の態様は、第１の態様において、前記第１及び第２の方向が、前記第１の
軸線とともに直交することを要旨とする。
　本発明の第４の態様は、第２の態様において、前記シンボルのセットが、フォアグラン
ドのシンボル及び複数のバックグランドのシンボルを含み、前記複数のバックグランドの
シンボルは、オフセットされ、前記フォアグランドのシンボルの後ろにある層の中に出現
し、前記バックグランドのシンボルが前記フォアグランドのシンボルに対して移動される
間に、前記フォアグランドのシンボルは、前記第１の表示効果になっていることを要旨と
する。
　本発明の第５の態様は、第４の態様において、前記フォアグランドのシンボルが、第１
のイメージと、前記第１のイメージとは異なる第２のイメージとの間で、フリップ又はモ
ーフィングするように活性化される間に、前記バックグランドのシンボルは、前記第２の
表示効果になって静止したままになっていることを要旨とする。
　本発明の第６の態様は、第１の態様において、前記第１及び第２の表示効果が、３Ｄ積
層化、３Ｄリアル、モーション、フリップ、アニメーション、モーフィング、オンアンド
オフ、及びズームからなる表示効果の群からそれぞれ選択されることを要旨とする。
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　本発明の第７の態様は、第１の態様において、前記レンズが、丸形ベースのレンズ、四
角形ベースのレンズ、六角形ベースのレンズ、又は平行四辺形タイプのレンズであること
を要旨とする。
　本発明の第８の態様は、第７の態様において、前記アレイの前記レンズが、いずれかの
又は任意の方向にレンズの横列に沿って測定されるときに、２００ＬＰＩ以上で提供され
ることを要旨とする。
　本発明の第９の態様は、第１の態様において、前記フレームが、それぞれ、１つ又は複
数の前記イメージの異なる視点からなることを要旨とする。
　本発明の第１０の態様は、第１の態様において、前記イメージ層が、プリントされたイ
ンク層、又は、複数の金属ナノ構造もしくはクリアなフィルムナノ構造を備えるフィルム
からなることを要旨とする。
　本発明の第１１の態様は、第１の態様において、前記イメージ層が、２つの直交する軸
線に対してインターレースされた前記イメージの前記フレームの前記ピクセルを提供する
ように形成された金属又はクリアなフィルムナノ構造からなる表面を備えるフィルムから
なることを要旨とする。
　本発明の第１２の態様は、第１１の態様において、前記金属ナノ構造が、プラズモン共
鳴を使用して形成されることを要旨とする。
　本発明の第１３の態様は、第１１の態様において、前記フィルムが、前記金属又はクリ
アなフィルムナノ構造を含む、ノンバスリリーフ又はエンボス加工されたフィルムからな
ることを要旨とする。
　本発明の第１４の態様は、第１１の態様において、前記金属又はクリアなフィルムナノ
構造が、１０，０００ナノメートル未満のピッチで設けられていることを要旨とする。
　本発明の第１５の態様は、第１４の態様において、前記金属又はクリアなフィルムナノ
構造が、少なくとも１０，０００ドットパーインチの効果的なプリント解像度を提供する
ことを要旨とする。
　本発明の第１６の態様は、第１１の態様において、前記金属ナノ構造が、前記金属ナノ
構造の寸法的パラメータで色情報をコード化し、前記イメージの前記フレームの前記ピク
セルのそれぞれの色を定義するように形成されていることを要旨とする。
　本発明の第１７の態様は、第１６の態様において、レンズの前記アレイの光学ピッチが
、前記金属又はクリアなフィルムナノ構造によって提供されるカラーピクセルの共鳴にマ
ッチしていることを要旨とする。
　本発明の第１８の態様は、第１１の態様において、前記フィルムが、前記ナノ構造がそ
の中に形成されている、金、アルミニウム、銀、又はポリマーの層からなることを要旨と
する。
　本発明の第１９の態様は、第１１の態様において、前記フレームが、最大６２，５００
イメージフレームを備えるマトリクスに対応していることを要旨とする。
　本発明の第２０の態様は、偽造に対抗して保護するために適した装置において、
　レンズのアレイを含む第１の表面、及び、前記第１の表面の反対側の第２の表面からな
るフィルムと、
　前記第２の表面に近接するプリントイメージであって、前記プリントイメージは、２軸
活性化を提供するように構成されているピクセルマッピングにしたがって配置されている
イメージのフレームのピクセルからなる、プリントイメージと、
　前記プリントイメージ及び前記フィルムがその上に支持されている表面を備える基板と
からなる、装置を要旨とする。
　本発明の第２１の態様は、第２０の態様において、前記２軸活性化が、イメージの第１
の層及びイメージの第２の層によってイメージを表示することからなり、イメージの前記
第１の層を備えるイメージの前記第１の層は、複数の視点から、イメージの前記第２の層
とは異なるレベルに浮くように出現することを要旨とする。
　本発明の第２２の態様は、第２０の態様において、前記２軸活性化が、前記装置が第１
の軸線の周りに回転されるときには、第１の表示効果を作り出し、前記装置が前記第１の
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軸線に対して横断方向の第２の軸線の周りに回転されるときには、第２の表示効果を作り
出すことからなり、前記第１及び第２の表示効果は、３Ｄ積層化、３Ｄリアル、モーショ
ン、フリップ、アニメーション、モーフィング、オンアンドオフ、及びズームからなる表
示効果の群からそれぞれ選択されることを要旨とする。
　本発明の第２３の態様は、第２２の態様において、前記第１及び第２の表示効果は、イ
メージエレメントのセットが前記装置の前記回転の方向の反対側の方向に移動することを
引き起こすことからなることを要旨とする。
　本発明の第２４の態様は、第２３の態様において、前記第１の表示効果は、さらに、フ
ォアグランドのイメージエレメントが第１のシンボルから前記第１のシンボルとは異なる
第２のシンボルへフリップすることを引き起こすことからなることを要旨とする。
　本発明の第２５の態様は、第２３の態様において、前記第２の表示効果は、さらに、フ
ォアグランドのイメージエレメントがモーションを有すること、又は、イメージエレメン
トの前記セットから独立した様式でアニメーション化されることを引き起こすことからな
ることを要旨とする。
　本発明の第２６の態様は、第２２の態様において、前記第１及び第２の表示効果は、イ
メージエレメントのセットが前記装置の前記回転の方向と直交する方向に移動することを
引き起こすことからなることを要旨とする。
　本発明の第２７の態様は、第２６の態様において、前記第１の表示効果は、さらに、フ
ォアグランドのイメージエレメントが第１のシンボルから前記第１のシンボルとは異なる
第２のシンボルへフリップすることを引き起こすことからなることを要旨とする。
　本発明の第２８の態様は、第２６の態様において、前記第２の表示効果は、さらに、フ
ォアグランドのイメージエレメントがモーションを有すること、又は、イメージエレメン
トの前記セットから独立した様式でアニメーション化されることを引き起こすことからな
ることを要旨とする。
　本発明の第２９の態様は、偽造防止デバイスを製作する方法において、
　イメージフレームのマトリクスの２軸インターレースを定義するプリントファイルを発
生させる工程と、
　第１の表面の上にレンズのアレイを備える透明のフィルムを提供する工程と、
　前記プリントファイルに基づいて、前記第１の表面の反対側の第２の表面の上にインク
層をプリントする工程、又は、ナノ構造を備える薄い金属フィルムを提供する工程であっ
て、前記アレイの前記レンズは、前記アレイの中にネストされている丸形、六角形、又は
四角形ベースのレンズである、工程と
からなり、
　前記プリントファイルを発生させる工程は、インターレースされたイメージのピクセル
マッピングを提供する工程からなり、前記インターレースされたイメージは、レンズの前
記アレイを通して見られるときにイメージエレメントを提供し、前記イメージエレメント
は、前記偽造防止デバイスが第１の軸線の周りに回転されるときに、第１の表示効果を提
供するように最初に活性化され、前記偽造防止デバイスが前記第１の軸線に対して横断方
向の第２の軸線の周りに回転されるときに、第２の表示効果を提供するように活性化され
る、方法を要旨とする。
　本発明の第３０の態様は、第２９の態様において、前記イメージフレームは、水平方向
軸線及び垂直方向軸線に関して、複数の視点からのイメージからなることを要旨とする。
　本発明の第３１の態様は、第２９の態様において、前記プリントファイルを発生させる
工程は、Ｘ軸においてピクセルを組み合わせることからなる、前記マトリクスの横列から
の前記イメージフレームを組み合わせて、垂直方向のピクセル・ファイルを得る工程と、
次いで、前記垂直方向のピクセル・ファイルを組み合わせて、前記プリントファイルを得
る工程とを含むことを要旨とする。
　本発明の第３２の態様は、第２９の態様において、前記プリントファイルを発生させる
工程は、レンズの前記アレイの光学ピッチにマッチするように、前記プリントファイルの
サイズを調節する工程からなることを要旨とする。
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　本発明の第３３の態様は、第２９の態様において、イメージフレームのマトリクスの２
軸インターレースを定義する前記プリントファイルを発生させる工程は、ノンシーケンシ
ャルプロセスにおいて、前記アレイの中の前記レンズのうちの２つ以上にピクセルをマッ
ピングする工程からなることを要旨とする。
　本発明の第３４の態様は、第３３の態様において、前記ノンシーケンシャルプロセスは
、前記アレイの前記レンズに関するビューイング分布に基づいて行われ、前記アレイの前
記レンズは、四角形、六角形、又は円形ベースを備える非線形レンズであることを要旨と
する。
　本発明の第３５の態様は、第２９の態様において、前記第１及び第２の表示効果が、３
Ｄ積層化、３Ｄリアル、モーション、フリップ、アニメーション、モーフィング、オンア
ンドオフ、及びズームからなる表示効果の群からそれぞれ選択されることを要旨とする。
　本発明の第３６の態様は、第３５の態様において、前記第１の表示効果が、前記第２の
表示効果とは異なることを要旨とする。
　本発明の第３７の態様は、第３５の態様において、前記第１の表示効果が、前記イメー
ジエレメントの第１のセットを活性化させるように使用され、前記第２の表示効果が、前
記イメージエレメントの前記第１のセットとは異なる前記イメージエレメントの第２のセ
ットを活性化させるように使用されることを要旨とする。
　本発明の第３８の態様は、第２９の態様において、前記ナノ構造が、プラズモン共鳴を
使用して形成されることを要旨とする。
　本発明の第３９の態様は、第２９の態様において、前記薄い金属フィルムが、前記ナノ
構造を含むように製作されているノンバスリリーフ又はエンボス加工されたフィルムから
なることを要旨とする。
　本発明の第４０の態様は、第２９の態様において、前記ナノ構造が、３００ナノメート
ル未満のピッチで設けられていることを要旨とする。
　本発明の第４１の態様は、第４０の態様において、前記ナノ構造が、少なくとも１０，
０００ドットパーインチの効果的なプリント解像度を提供することを要旨とする。
　本発明の第４２の態様は、第２９の態様において、前記ナノ構造が、前記ナノ構造の寸
法的パラメータで色情報をコード化し、前記イメージの前記フレームの前記ピクセルのそ
れぞれの色を定義するように形成されていることを要旨とする。
　本発明の第４３の態様は、第４２の態様において、レンズの前記アレイの光学ピッチが
、前記ナノ構造によって提供されるカラーピクセルの共鳴にマッチしていることを要旨と
する。
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