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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１面とその裏面である第２面とを有している支持体層であって、光透過性を有してい
る第１及び第２部分を含み、前記第１面が内側になるように折るか又は曲げることにより
前記第１及び第２部分を重なり合わせることと、前記第２面が内側になるように折るか又
は曲げることにより前記第１及び第２部分を重なり合わせることとが可能な支持体層と、
　前記支持体層の前記第１面上であって、前記第１部分の位置に設けられている第１直線
偏光子と、
　前記第１直線偏光子上に設けられている第１位相差層と、
　前記支持体層の前記第２面上であって、前記第２部分の位置に設けられている第１反射
層と、
　前記第１反射層上に設けられている第２位相差層と、
を具備した、情報記録媒体であって、
　前記第１位相差層は、光学軸の向きが互いに異なる第１及び第２領域を含み、前記第２
位相差層は、光学軸の向きが互いに異なる第３及び第４領域を含む、情報記録媒体。
【請求項２】
　前記支持体層の前記第２部分と前記第１反射層との間に第２直線偏光子を更に具備する
、請求項１に記載の情報記録媒体。
【請求項３】
　前記支持体層の前記第１部分と前記第１直線偏光子との間に、または、前記第１直線偏
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光子と前記第１位相差層との間に第２反射層を更に具備する、請求項１または２に記載の
情報記録媒体。
【請求項４】
　第１面とその裏面である第２面とを有している支持体層であって、光透過性を有してい
る第１及び第２部分を含み、前記第１面が内側になるように折るか又は曲げることにより
前記第１及び第２部分を重なり合わせることと、前記第２面が内側になるように折るか又
は曲げることにより前記第１及び第２部分を重なり合わせることとが可能な支持体層と、
　前記支持体層の前記第２面上であって、前記第１部分の位置に設けられている第１位相
差層と、
　前記第１位相差層上に設けられている第１直線偏光子と、
　前記支持体層の前記第１面上であって、前記第２部分の位置に設けられている第２位相
差層と、
　前記第２位相差層上に設けられている第１反射層と、
を具備した情報記録媒体であって、
　前記第１位相差層は、光学軸の向きが互いに異なる第１及び第２領域を含み、前記第２
位相差層は、光学軸の向きが互いに異なる第３及び第４領域を含む、情報記録媒体。
【請求項５】
　前記第１反射層にレリーフ型の回折格子又はホログラムが設けられている請求項１から
４のいずれかに記載の情報記録媒体。
【請求項６】
　前記支持体層は矩形状であり、前記第１及び第２部分は、前記支持体層をその短辺に平
行な折り目が形成されるように折った場合に重なり合う請求項１から５のいずれかに記載
の情報記録媒体。
【請求項７】
　前記第１又は第２領域が形成しているパターンは、前記第３領域が形成しているパター
ン及び前記第４領域が形成しているパターンとは異なっている請求項１から６のいずれか
に記載の情報記録媒体。
【請求項８】
　前記第１及び第２領域の一方の光学軸は、前記第１直線偏光子の透過軸に対して平行で
あるか又は直交しており、前記第１及び第２領域の他方の光学軸は、前記第１直線偏光子
の透過軸に対して斜めである請求項１から７のいずれかに記載の情報記録媒体。
【請求項９】
　前記第３及び第４領域の一方の光学軸は、前記第１直線偏光子の透過軸に対して平行で
あるか又は直交しており、前記第３及び第４領域の他方の光学軸は、前記第１直線偏光子
の透過軸に対して斜めである請求項１から８のいずれかに記載の情報記録媒体。
【請求項１０】
　前記第１直線偏光子と前記第１位相差層とは、前記第１部分の位置で前記第１又は第２
面に支持された第１積層構造の少なくとも一部を構成し、前記第１反射層と前記第２位相
差層とは、前記第２部分の位置で前記第１又は第２面に支持された第２積層構造の少なく
とも一部を構成している請求項１から９のいずれかに記載の情報記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、偽造防止技術を適用した情報記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、銀行券、商品券及び小切手などの有価証券類並びにパスポートなどの証明書類
には、偽造防止技術が適用されている。そのような偽造防止技術としては、例えば、目視
による真偽判定が可能なオバート技術と、真偽判定に検証器が必要なコバート技術とがあ
る。
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【０００３】
　オバート技術は、検証器が不要であるという利点がある反面で、偽造防止技術を適用し
ていることを悟られ易い。それ故、オバート技術は、偽造を防止する効果が必ずしも高く
はない。
【０００４】
　コバート技術には、複屈折を利用したものがある。そのようなコバート技術では、例え
ば、光学軸の向きが異なる複数の領域を含んだ位相差層を形成する。これら領域は、肉眼
で観察した場合には互いから識別することはできないが、偏光子を介して観察することに
より互いからの識別が可能となる潜像を構成している。
【０００５】
　この技術は、偽造防止技術を適用していることを悟られ難いという利点がある反面で、
真偽判定に検証器が必要である。それ故、検証器を所持していない状況では、真偽判定を
行うことができない。
【０００６】
　特許文献１には、光透過性を有している可撓性支持体上に、偏光子と光学素子とを互い
から離間させて貼り付けてなる情報記録媒体が記載されている。この光学素子は、透明な
又は光散乱性の支持体と、その上に順次形成された、偏光子、配向膜及び位相差層とを含
んでいる。位相差層は、液晶ポリマーからなり、光学軸の向きが異なる複数の領域を含ん
でいる。この情報記録媒体は、偏光子間に位相差層が介在するように折り曲げると、位相
差層に記録された潜像が可視化する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表２００１－５２５０８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記の情報記録媒体は、先に説明した視覚効果を提供する。しかしながら、高い偽造防
止効果を達成するべく、より複雑な視覚効果が望まれる。　
　本発明の目的は、複雑な視覚効果を実現可能とすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１側面は、第１面とその裏面である第２面とを有している支持体層であって
、光透過性を有している第１及び第２部分を含み、前記第１面が内側になるように折るか
又は曲げることにより前記第１及び第２部分を重なり合わせることと、前記第２面が内側
になるように折るか又は曲げることにより前記第１及び第２部分を重なり合わせることと
が可能な支持体層と、前記支持体層を広げた状態で前記第１部分と向き合うように設けら
れた第１直線偏光子と、前記支持体層を広げた状態で前記第２部分と向き合うように設け
られた第１反射層と、前記支持体層を広げた状態で前記第１直線偏光子と向き合い、前記
支持体層を前記第１面が内側になるように折るか又は曲げて前記第１及び第２部分を重ね
合わせた状態で前記第１直線偏光子と前記第１反射層との間に位置するように設けられた
第１位相差層と、前記支持体層を広げた状態で前記第１反射層と向き合い、前記支持体層
を前記第２面が内側になるように折るか又は曲げて前記第１及び第２部分を重ね合わせた
状態で前記第１直線偏光子と前記第１反射層との間に位置するように設けられた第２位相
差層とを具備した情報記録媒体である。
【００１０】
　本発明の第２側面は、前記第１反射層にレリーフ型の回折格子又はホログラムが設けら
れている第１側面に係る情報記録媒体である。
【００１１】
　本発明の第３側面は、前記支持体層は矩形状であり、前記第１及び第２部分は、前記支
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持体層をその短辺に平行な折り目が形成されるように折った場合に重なり合う第１又は第
２側面に係る情報記録媒体である。
【００１２】
　本発明の第４側面は、前記第１位相差層は、光学軸の向きが互いに異なる第１及び第２
領域を含み、前記第２位相差層は、光学軸の向きが互いに異なる第３及び第４領域を含ん
だ第１乃至第３側面の何れかに係る情報記録媒体である。
【００１３】
　本発明の第５側面は、前記第１又は第２領域が形成しているパターンは、前記第３領域
が形成しているパターン及び前記第４領域が形成しているパターンとは異なっている第４
側面に係る情報記録媒体である。
【００１４】
　本発明の第６側面は、前記第１及び第２領域の一方の光学軸は、前記第１直線偏光子の
透過軸に対して平行であるか又は直交しており、前記第１及び第２領域の他方の光学軸は
、前記第１直線偏光子の透過軸に対して斜めである第４又は第５側面に係る情報記録媒体
である。
【００１５】
　本発明の第７側面は、前記第３及び第４領域の一方の光学軸は、前記第１直線偏光子の
透過軸に対して平行であるか又は直交しており、前記第３及び第４領域の他方の光学軸は
、前記第１直線偏光子の透過軸に対して斜めである第４乃至第６側面の何れかに係る情報
記録媒体である。
【００１６】
　本発明の第８側面は、前記第１直線偏光子と前記第１位相差層とは、前記第１部分の位
置で前記第１又は第２面に支持された第１積層構造の少なくとも一部を構成し、前記第１
反射層と前記第２位相差層とは、前記第２部分の位置で前記第１又は第２面に支持された
第２積層構造の少なくとも一部を構成している第１乃至第７側面の何れかに係る情報記録
媒体である。
【００１７】
　本発明の第９側面は、前記支持体層を広げた状態で前記第１反射層を間に挟んで前記第
２位相差層と向き合った第２直線偏光子を更に具備した第１乃至第８側面の何れかに係る
情報記録媒体である。
【００１８】
　本発明の第１０側面は、前記支持体層を広げた状態で前記第１反射層を間に挟んで前記
第２位相差層と向き合った第２直線偏光子を更に具備し、前記第１直線偏光子と前記第１
位相差層とは、前記第１部分の位置で前記第１又は第２面に支持された第１積層構造の少
なくとも一部を構成し、前記第１反射層と前記第２位相差層と前記第２直線偏光子とは、
前記第２部分の位置で前記第１又は第２面に支持された第２積層構造の少なくとも一部を
構成している第１乃至第７側面の何れかに係る情報記録媒体である。
【００１９】
　本発明の第１１側面は、前記第１直線偏光子を間に挟んで前記第１位相差層と向き合っ
ているか又は前記第１直線偏光子と前記第１位相差層との間に介在し、光透過性を有して
いる第２反射層を更に具備し、前記第２反射層は回折光を射出するように構成された第１
乃至第１０側面の何れかに係る情報記録媒体である。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によると、複雑な視覚効果を実現することが可能となる。
【００２１】
　第１側面に係る情報記録媒体は、支持体層を広げた状態で肉眼で観察した場合、第１及
び第２位相差層の各々が光学的に異方性であるか等方性であるかは分からない。しかしな
がら、この情報記録媒体は、第１位相差層が第１直線偏光子と反射層との間に介在するよ
うに支持体層を折るか又は曲げ、この状態で第１部分側から肉眼で観察すると、第１直線
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偏光子の透過軸と第１位相差層の光学軸とが成す角度などに応じて明るさが異なる第１画
像を表示する。また、この情報記録媒体は、第２位相差層が第１直線偏光子と反射層との
間に介在するように支持体層を折るか又は曲げ、この状態で第１部分側から肉眼で観察す
ると、第１直線偏光子の透過軸と第２位相差層の光学軸とが成す角度などに応じて明るさ
が異なる第２画像を表示する。第１及び第２画像の明るさは、それぞれ、第１及び第２位
相差層の光学軸の向き、厚さ及び屈折率などに応じて変化する。即ち、第１及び第２画像
の明るさは、互いから独立して設定することが可能である。それ故、例えば、第１及び第
２画像の明るさを異ならしめることができる。
【００２２】
　第２側面に係る情報記録媒体は、上記情報記録媒体において、反射層にレリーフ型の回
折格子又はホログラムを設けたものである。この回折格子又はホログラムが表示する像は
、第２位相差層の存在を悟られ難くする。
【００２３】
　本発明の第３側面に係る情報記録媒体は、上記情報記録媒体において、支持体層を矩形
状とし、第１及び第２部分を、支持体層をその短辺に平行な折り目が形成されるように折
った場合に重なり合うように設けたものである。このような情報記録媒体は、第１及び第
２画像を表示させるための位置合わせが容易である。
【００２４】
　第４側面に係る情報記録媒体は、上記情報記録媒体において、第１位相差層に、光学軸
の向きが互いに異なる第１及び第２領域を設け、第２位相差層に、光学軸の向きが互いに
異なる第３及び第４領域を設けたものである。即ち、第１及び第２位相差層の各々に、潜
像を記録している。このような構造は、全体に亘って同一の光学特性を有している位相差
層と比較して製造が難しい。また、第１又は第２領域が形成している第１パターン及び第
３又は第４領域が形成している第２パターンの各々に、何らかの情報、例えば、文字、記
号、模様又は図形を表示させることができる。従って、この情報記録媒体は、より高い偽
造防止効果を達成し得る。
【００２５】
　第５側面に係る情報記録媒体では、第４側面に係る情報記録媒体において、第１又は第
２領域が形成しているパターンを、第３領域が形成しているパターン及び第４領域が形成
しているパターンとは異ならしめる。この場合、第１及び第２画像の相違の確認に、それ
らパターンの相違を利用することができる。
【００２６】
　第６側面に係る情報記録媒体は、第４又は第５側面に係る情報記録媒体において、第１
及び第２領域の一方の光学軸を、第１直線偏光子の透過軸に対して平行とするか又は直交
させ、第１及び第２領域の他方の光学軸を、第１直線偏光子の透過軸に対して斜めにした
ものである。このような構造は、第１画像のコントラスト比を最大化するうえで有利であ
る。
【００２７】
　第７側面に係る情報記録媒体は、第４乃至第６側面の何れかに係る情報記録媒体におい
て、第３及び第４領域の一方の光学軸を、第１直線偏光子の透過軸に対して平行とするか
又は直交させ、第３及び第４領域の他方の光学軸を、第１直線偏光子の透過軸に対して斜
めにしたものである。このような構造は、例えば第３側面において規定した構造を採用し
た場合に、第２画像のコントラスト比を最大化するうえで有利である。
【００２８】
　第８側面に係る情報記録媒体は、上記情報記録媒体において、第１直線偏光子と第１位
相差層とで、第１部分の位置で第１又は第２面に支持された第１積層構造の少なくとも一
部を構成し、反射層と第２位相差層とで、第２部分の位置で第１又は第２面に支持された
第２積層構造の少なくとも一部を構成したものである。このような情報記録媒体は、製造
が容易である。
【００２９】
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　第９側面に係る情報記録媒体は、上記情報記録媒体において、支持体層を広げた状態で
反射層を間に挟んで第２位相差層と向き合った第２直線偏光子を更に具備したものである
。この情報記録媒体は、第１位相差層が第１及び第２直線偏光子間に介在するように支持
体層を折るか又は曲げ、この状態で透過光を観察した場合に、第２直線偏光子の透過軸と
第１位相差層の光学軸とが成す角度などに応じて明るさが変化する第３画像を表示する。
そして、この情報記録媒体は、第２位相差層が第１及び第２直線偏光子間に介在するよう
に支持体層を折るか又は曲げ、この状態で透過光を観察した場合に、第１直線偏光子の透
過軸と第２位相差層の光学軸とが成す角度などに応じて明るさが変化する第４画像を表示
する。
【００３０】
　第１０側面に係る情報記録媒体は、第１乃至第７側面の何れかに係る情報記録媒体にお
いて、支持体層を広げた状態で反射層を間に挟んで第２直線偏光子と向き合った第２直線
偏光子を更に具備し、第１直線偏光子と第１位相差層とで、第１部分の位置で第１又は第
２面に支持された第１積層構造の少なくとも一部を構成し、反射層と第２位相差層と第２
直線偏光子とで、第２部分の位置で第１又は第２面に支持された第２積層構造の少なくと
も一部を構成したものである。このような情報記録媒体は、製造が容易である。
【００３１】
　第１１側面に係る情報記録媒体は、第１乃至第１０側面の何れかに係る情報記録媒体に
おいて、第１直線偏光子を間に挟んで前記第１位相差層と向き合っているか又は第１直線
偏光子と第１位相差層との間に介在し、光透過性を有している第２反射層を更に具備し、
第２反射層は回折光を射出するように構成されたものである。第２反射層が射出する回折
光は、第１位相差層の存在を悟られ難くする。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の一態様に係る情報記録媒体を概略的に示す平面図。
【図２】図１に示す情報記録媒体をその裏面側から見た平面図。
【図３】図１に示す情報記録媒体のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿った断面図。
【図４】図１に示す情報記録媒体のＩＶ－ＩＶ線に沿った断面図。
【図５】図１に示す情報記録媒体をその前面が内側になるように折り曲げた状態を概略的
に示す断面図。
【図６】図１に示す情報記録媒体が、図５に示すように折り曲げた場合に表示する画像を
概略的に示す平面図。
【図７】図１に示す情報記録媒体をその裏面が内側になるように折り曲げた状態を概略的
に示す断面図。
【図８】図１に示す情報記録媒体が、図７に示すように折り曲げた場合に表示する画像を
概略的に示す平面図。
【図９】一変形例に係る情報記録媒体において採用可能な構造を概略的に示す断面図。
【図１０】他の変形例に係る情報記録媒体において採用可能な構造を概略的に示す断面図
。
【図１１】更に他の変形例に係る情報記録媒体において採用可能な構造を概略的に示す断
面図。
【図１２】更に他の変形例に係る情報記録媒体において採用可能な構造を概略的に示す断
面図。
【図１３】図１２に示す構造を採用した情報記録媒体が、表面側から観察した場合に表示
する画像の一例を概略的に示す平面図。
【図１４】図１２に示す構造を採用した情報記録媒体が、裏面側から観察した場合に表示
する画像の一例を概略的に示す平面図。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、本発明の態様について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、同様又は類



(7) JP 5842495 B2 2016.1.13

10

20

30

40

50

似した機能を発揮する構成要素には全ての図面を通じて同一の参照符号を付し、重複する
説明は省略する。
【００３４】
　図１は、本発明の一態様に係る情報記録媒体を概略的に示す平面図である。図２は、図
１に示す情報記録媒体をその裏面側から見た平面図である。図３は、図１に示す情報記録
媒体のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿った断面図である。図４は、図１に示す情報記録媒体のＩＶ
－ＩＶ線に沿った断面図である。
【００３５】
　図１乃至図４において、Ｘ方向、Ｙ方向及びＺ方向は、それぞれ、情報記録媒体の長さ
方向、幅方向及び厚さ方向である。なお、ここでは、便宜上、図１に描いた面を表面とし
、図２に描いた面を裏面としているが、図２に描いた面が表面であり、図１に描いた面が
裏面であってもよい。
【００３６】
　図１乃至図４に示す情報記録媒体１は、例えば、銀行券、商品券及び小切手などの有価
証券類又はパスポートなどの証明書類である。この情報記録媒体１は、支持体層１０と、
第１位相差層２１０と、第１直線偏光子２２０と、第２位相差層３１０と、第１反射層３
２０とを含んでいる。
【００３７】
　支持体層１０は、第１面Ｓ１と、その裏面である第２面Ｓ２とを有している。支持体層
１０は、光透過性を各々が有している第１及び第２部分を含んでいる。支持体層１０は、
第１面Ｓ１が内側になるように折るか又は曲げることにより第１及び第２部分を重なり合
わせることと、第２面Ｓ２が内側になるように折るか又は曲げることにより第１及び第２
部分を重なり合わせることとが可能である。ここでは、支持体層１０は矩形状であり、第
１及び第２部分は、支持体層１０をその短辺に平行な折り目が形成されるように折った場
合に重なり合う。支持体層１０は、矩形以外の形状を有していてもよい。
【００３８】
　支持体層１０は、光透過層１１０と、印刷層１２０ａ及び１２０ｂとを含んでいる。
【００３９】
　光透過層１１０は、Ｘ方向に延びた矩形形状を有している。光透過層１１０は、例えば
、可視域の何れかの波長の光に対して、典型的には可視域のほぼ全ての波長の光に対して
透明な樹脂フィルムである。或いは、光透過層１１０は、可視域の何れかの波長の光に対
して、典型的には可視域のほぼ全ての波長の光に対して光透過性と光散乱性とを示す樹脂
フィルムである。
【００４０】
　樹脂フィルムとしては、例えば、押し出し成形若しくはキャスト法によって製造した無
延伸フィルム、又は、これに延伸処理を施してなる延伸フィルムを使用することができる
。延伸フィルムとしては、一軸延伸フィルムを使用してもよく、二軸延伸フィルムを使用
してもよい。なお、延伸フィルムは複屈折性を有し得るので、設計を容易にする観点では
、無延伸フィルムを使用することが好ましい。
【００４１】
　樹脂フィルムとしては、例えば、セロハン、ポリカーボネート（ＰＣ）フィルム、ポリ
エチレン（ＰＥ）フィルム、ポリプロピレン（ＰＰ）フィルム、ポリオレフィン（ＰＯ）
フィルム、エチレンビニルアルコール（ＥＶＯＨ）フィルム、ポリビニルアルコール（Ｐ
ＶＡ）フィルム、ポリ塩化ビニルフィルム、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）フィル
ム、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム、ナイロンフィルム、アクリル樹脂
フィルム、又はトリアセチルセルロース（ＴＡＣ）フィルムを使用することができる。樹
脂フィルムは、単層構造を有していてもよく、多層構造を有していてもよい。
【００４２】
　印刷層１２０ａは、光透過層１１０の表面に形成されている。支持体層１０の印刷層１
２０ａ側の面は、上述した第１面Ｓ１である。
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【００４３】
　印刷層１２０ａは、光透過層１１０の表面を部分的に被覆している。ここでは、印刷層
１２０ａは、光透過層１１０の表面のうち、Ｙ方向に平行な辺に沿った一対の縁部と、そ
れら縁部間に位置し且つ縁部の各々から離間した中央部とを被覆している。
【００４４】
　印刷層１２０ｂは、光透過層１１０の裏面に形成されている。支持体層１０の印刷層１
２０ｂ側の面は、上述した第２面Ｓ２である。
【００４５】
　印刷層１２０ｂは、光透過層１１０の裏面を部分的に被覆している。ここでは、印刷層
１２０ｂは、光透過層１１０の裏面のうち、Ｙ方向に平行な辺に沿った一対の縁部と、そ
れら縁部間に位置し且つ縁部の各々から離間した中央部とを被覆している。
【００４６】
　典型的には、印刷層１２０ａ及び１２０ｂの少なくとも一方は、光学的な読み取りが可
能な情報を保持している。例えば、印刷層１２０ａ及び１２０ｂの少なくとも一方には、
情報が印刷パターンとして記録されている。
【００４７】
　印刷層１２０ａ及び１２０ｂは、光学的な読み取りが可能な情報を保持していなくても
よい。例えば、印刷層１２０ａ及び１２０ｂは、光学的に読み取り可能な情報を手書きな
どの印刷以外の方法で記録するための下地として利用してもよい。
【００４８】
　印刷層１２０ａ及び１２０ｂの一方を省略してもよい。或いは、印刷層１２０ａ及び１
２０ｂの双方を省略してもよい。
【００４９】
　光透過層１１０のうち印刷層１２０ａ又は１２０ｂが設けられていない部分は、上述し
た第１及び第２部分を含んでいる。ここでは、第１及び第２部分は、各々がＹ方向に延び
た帯形状を有しており、Ｘ方向に配列している。また、ここでは、第１及び第２部分は、
Ｙ方向に平行な軸に対して互いに線対称の関係にある。この場合、第１及び第２部分は、
支持体層１０をその短辺に平行な折り目が形成されるように折った場合に重なり合う。
【００５０】
　第１及び第２部分は、帯形状以外の形状を有していてもよい。また、第１及び第２部分
は、支持体層１０を何れかの位置で折るか又は曲げた場合に少なくとも部分的に重なり合
えば、形状及び寸法の少なくとも一方が異なっていてもよい。また、第１及び第２部分は
、支持体層１０を何れかの位置で折るか又は曲げた場合に少なくとも部分的に重なり合え
ば、何れの位置に配置してもよい。更に、第１及び第２部分は、互いから離間していても
よく、隣接していてもよい。
【００５１】
　第１直線偏光子２２０は、支持体層１０を広げた状態で第１部分と向き合うように設け
られている。ここでは、第１直線偏光子２２０は、第１面Ｓ１上であって、第１部分の位
置に設けられた層である。
【００５２】
　第１直線偏光子２２０としては、例えば、吸収型偏光子を使用することができる。吸収
型偏光子としては、例えば、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）フィルムにヨウ素若しくは
二色性染料を含浸させ、これを延伸することによって得られる偏光子、又は、二色性染料
を配向膜上で配向させてなる偏光子を使用することができる。
【００５３】
　第１直線偏光子２２０として、反射型偏光子などの他の偏光子を使用してもよい。例え
ば、コレステリック液晶層と四分の一波長板とを組み合わせてなる反射型偏光子を使用し
てもよい。或いは、第１直線偏光子２２０として、各界面において、第１直線偏光に対す
る反射率と、これとは電場ベクトルの振動方向が直交する第２直線偏光に対する反射率と
を、複屈折性を利用して異ならしめた多層膜を使用してもよい。或いは、第１直線偏光子
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２２０として、第１方向に延びた形状を各々が有し、第１方向と交差する方向に配列した
複数のレンズ又はプリズムを表面に設け、正面から入射した光の多くの入射角がブルース
ター角以上となるように各レンズ又はプリズムを設計したフィルムを使用してもよい。或
いは、第１直線偏光子２２０として、複屈折性を有している材料からなる領域と光学的に
等方性の材料からなる領域とをストライプ状に配置してなる複屈折回折型偏光子を使用し
てもよい。或いは、溝を深く形成した回折構造を含んだ回折偏光子を使用してもよい。こ
の他にも、透過光として直線偏光が得られる素子であれば、第１直線偏光子２２０として
使用することができる。
【００５４】
　ここでは、一例として、第１直線偏光子２２０は、Ｙ方向に平行な透過軸を有している
吸収型偏光子であるとする。
【００５５】
　第１位相差層２１０は、支持体層１０を広げた状態で第１直線偏光子２２０と向き合い
、支持体層１０を第１面Ｓ１が内側になるように折るか又は曲げて第１及び第２部分を重
ね合わせた状態で第１直線偏光子２２０と第１反射層３２０との間に位置するように設け
られている。ここでは、第１位相差層２１０は、第１直線偏光子２２０を間に挟んで第１
部分と向き合っている。
【００５６】
　第１位相差層２１０は、複屈折性を有している領域を含んでいる。第１位相差層２１０
は、その全体に亘って均一な光学特性を有していてもよく、光学特性が異なる複数の領域
を含んでいてもよい。後者の場合、第１位相差層２１０は、光学軸の向きが互いに異なる
複数の領域を含んでいてもよく、屈折率異方性が異なる複数の領域を含んでいてもよい。
【００５７】
　例えば、第１位相差層２１０は、Ｚ方向に対して略垂直な光学軸を有している一軸結晶
として各々が振舞う２つ以上の領域を含んでいてもよい。また、各領域が、電場ベクトル
の振動方向がその光学軸に対して平行な直線偏光と垂直な直線偏光との間に生じさせる位
相差は任意である。例えば、各領域は、可視域内の何れかの波長の光に対して四分の一波
長板又は二分の一波長板としての役割を果たし得る。
【００５８】
　ここでは、一例として、第１位相差層２１０は、遅相軸が第１直線偏光子２２０の透過
軸に対して平行又は垂直である第１領域２１０ａと、遅相軸が第１直線偏光子２２０の透
過軸に対して＋４５°又は－４５°の角度をなしている第２領域２１０ｂとを含んでいる
こととする。加えて、ここでは、第２領域２１０ｂは、可視域内の何れかの波長の光に対
して四分の一波長板としての役割を果たすこととする。
【００５９】
　第１位相差層２１０には、複屈折性を有し得る材料、例えば、液晶材料を使用すること
ができる。この場合、第１位相差層２１０は、例えば、領域２１０ａ及び２１０ｂの遅相
軸に対応してラビング処理及び光配向処理などの配向処理を施した下地を準備し、その上
に液晶材料を塗布し、これを硬化させることにより得ることができる。
【００６０】
　ラビング処理を利用する場合には、まず、ポリイミド及びＰＶＡなどのポリマーを含ん
だ溶液からなる塗膜を形成する。次いで、この塗膜を乾燥させ、更に、塗膜の表面をラビ
ング布で擦る。このようにして得られた配向膜上に液晶材料を塗布すると、液晶分子はラ
ビング方向に配向する。
【００６１】
　ここでは、遅相軸の向きが異なる領域２１０ａ及び２１０ｂを形成するので、以下に説
明するように、ラビング処理を２回行う。まず、ポリマーからなる塗膜を形成し、その表
面の一部をマスクで覆う。この状態で、塗膜の表面のうちマスクで覆われていない領域に
対してラビング処理を行う。次いで、塗膜からマスクを取り除き、塗膜の表面のうちラビ
ング処理を施した領域をマスクで覆い、その他の領域に対してラビング処理を施す。マス
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クを取り除いた後、このようにして得られた配向膜上に液晶材料を塗布し、塗膜を硬化さ
せる。１回目のラビング処理と２回目のラビング処理とでラビング方向を異ならしめれば
、遅相軸の向きが異なる領域２１０ａ及び２１０ｂが得られる。
【００６２】
　光配向処理では、例えば、アゾベンゼン誘導体の光異性化、桂皮酸エステル、クマリン
、カルコン及びベンゾフェノン等の誘導体の光二量化若しくは光架橋、又はポリイミド等
の光分解を利用する。具体的には、まず、上記の感光性材料を含んだ塗膜を形成する。次
いで、この塗膜に、直線偏光を照射するか、又は、自然光を斜めから照射する。これによ
り、塗膜内の分子の異方的な再配列又は化学反応を誘起する。このようにして得られた配
向膜上に液晶材料を塗布すると、液晶分子は、配向膜内の分子の異方的な配列等に対応し
て配向する。
【００６３】
　ここでは、遅相軸の向きが異なる領域２１０ａ及び２１０ｂを形成するので、光配向処
理は、以下に説明するように行う。まず、感光性材料を含んだ塗膜を形成し、フォトマス
クを介して、その一部を直線偏光で露光する。次いで、フォトマスクを介して、塗膜の他
の部分を直線偏光で露光する。その後、このようにして得られた配向膜上に液晶材料を塗
布し、塗膜を硬化させる。１回目の露光と２回目の露光とで直線偏光の電場ベクトルの振
動方向を異ならしめれば、遅相軸の向きが異なる領域２１０ａ及び２１０ｂが得られる。
【００６４】
　或いは、まず、感光性材料を含んだ塗膜を形成し、フォトマスクを介して、その一部を
自然光で斜め方向から露光する。次いで、フォトマスクを介して、塗膜の他の部分を自然
光で斜め方向から露光する。その後、このようにして得られた配向膜上に液晶材料を塗布
し、塗膜を硬化させる。１回目の露光と２回目の露光とで自然光の照射方向を異ならしめ
れば、遅相軸の向きが異なる領域２１０ａ及び２１０ｂが得られる。
【００６５】
　なお、直線偏光及び自然光を照射する方法の何れにおいても、１回目の露光は、塗膜の
全体に対して行ってもよい。
【００６６】
　配向膜及び液晶層を形成するために行う塗布には、例えば、グラビアコーティング法又
はマイクログラビアコーティング法を利用することができる。
【００６７】
　液晶材料としては、例えば、メソゲン基の両端にアクリル基などの反応性官能基を含ん
だ主鎖型モノマーと光重合開始剤とを含んだ混合物、メソゲン基の一端に重合性官能基を
含んだ側鎖型モノマーと光重合開始剤とを含んだ混合物、又は、メソゲン基の一端に反応
性官能基を含んだ側鎖型モノマーと反応性高分子と光重合開始剤とを含んだ混合物を使用
することができる。このような液晶材料に、例えば、電子線又は紫外線を照射すると、側
鎖型又は主鎖型の高分子液晶が得られる。なお、これらの液晶材料からなる塗膜を、電子
線又は紫外線の照射前にネマチック相と等方相との相転移点（ＮＩ点）よりもやや低い温
度で熱処理すると、メソゲン基の配向が促進され得る。
【００６８】
　第１反射層３２０は、支持体層１０を広げた状態で上述した第２部分と向き合うように
設けられている。ここでは、第１反射層３２０は、第２面Ｓ２上であって、第２部分の位
置に設けられた層である。
【００６９】
　第１反射層３２０としては、例えば、単体金属又は合金からなる金属材料層を使用する
ことができる。単体金属又は合金としては、例えば、Ａｌ、Ｓｎ、Ｃｒ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａ
ｕ、Ａｇ、又はそれらの１つ以上を含んだ合金を使用することができる。第１反射層３２
０は、単層構造を有していてもよく、多層構造を有していてもよい。金属材料層を使用す
る場合、第１反射層３２０は、光透過性を有していてもよく、遮光性であってもよい。
【００７０】
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　第１反射層３２０として、Ｚ方向に伝播する光に対して比較的高い透過率を示し、Ｚ方
向に対して斜めに伝播する光に対しては比較的高い反射率を示す透明な層を使用すること
も可能である。そのような透明層は、単層構造を有していてもよく、屈折率が異なる層を
積層してなる多層構造を有していてもよい。
【００７１】
　透明層又はそれが含んでいる層の材料としては、例えば、セラミックス又はポリマーを
使用することができる。セラミックスとしては、例えば、Ｆｅ2Ｏ3、ＴｉＯ2、ＣｄＳ、
ＣｅＯ2、ＺｎＳ、ＰｂＣｌ2、ＣｄＯ、ＷＯ3、ＳｉＯ、Ｓｉ2Ｏ3、Ｉｎ2Ｏ3、ＰｂＯ、
Ｔａ2Ｏ3、ＺｎＯ、ＺｒＯ2、ＭｇＯ、ＳｉＯ2、ＭｇＦ2、ＣｅＦ3、ＣａＦ2、ＡｌＦ3、
Ａｌ2Ｏ3又はＧａＯを使用することができる。ポリマーとしては、例えば、ポリエチレン
、ポリプロピレン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリメチルメタクリレート又はポリス
チレンを使用することができる。
【００７２】
　第１反射層３２０として上記の透明層を使用する場合、この透明層には、波長が可視域
内にある１つ以上の光が繰り返し反射干渉する設計を採用してもよい。この設計を採用し
た場合、第１反射層３２０は干渉光を射出し得る。第１反射層３２０が表示する干渉色は
、第２位相差層３１０の存在を悟られ難くする。
【００７３】
　第１反射層３２０は、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法及び化学気相堆積（ＣＶ
Ｄ）法などの気相堆積法により形成することができる。また、第１反射層３２０は、厚さ
に高い精度が要求されない場合は、光反射効果を有するインキを印刷することにより形成
してもよい。
【００７４】
　第１反射層３２０には、レリーフ型の回折格子又はホログラムを設けることができる。
第１反射層３２０にレリーフ型の回折格子又はホログラムを設けると、第２位相差層３１
０の存在が悟られ難くなる。
【００７５】
　レリーフ型の回折格子又はホログラムが設けられた第１反射層３２０は、例えば、以下
の方法により形成する。まず、型を用いた転写を利用して、回折格子又はホログラムとし
てのレリーフ構造が表面に設けられた回折構造形成層（図示せず）を形成する。次に、回
折構造形成層上に、上述した方法により第１反射層３２０を形成する。第１反射層３２０
の形成に印刷法を利用した場合には、第１反射層３２０の回折構造形成層と接している面
に上記のレリーフ構造が転写される。また、第１反射層３２０の形成に気相堆積法を利用
した場合には、第１反射層３２０の回折構造形成層と接している面に加え、その反対側の
面にも上記のレリーフ構造が転写される。このようにして、レリーフ型の回折格子又はホ
ログラムが設けられた第１反射層３２０を得る。
【００７６】
　回折構造形成層の材料としては、熱等による成形性が良好であり、プレスムラを生じ難
く、明るい再生像が得られるものを使用することが好ましい。例えば、アクリル樹脂、エ
ポキシ樹脂、セルロース樹脂及びビニル樹脂等の熱可塑性樹脂；反応性水酸基を有するア
クリルポリオールやポリエステルポリオール等にポリイソシアネートを架橋剤として添加
し、架橋したウレタン樹脂、メラミン樹脂及びフェノール樹脂等の熱硬化性樹脂；或いは
、エポキシ（メタ）アクリル及びウレタン（メタ）アクリレート等の紫外線又は電子線硬
化樹脂を使用することができる。
【００７７】
　ここでは、一例として、第１反射層３２０は、レリーフ型の回折格子又はホログラムが
設けられていない遮光性の金属材料層であるとする。
【００７８】
　第２位相差層３１０は、支持体層１０を広げた状態で第１反射層３２０と向き合い、支
持体層１０を第２面Ｓ２が内側になるように折るか又は曲げて第１及び第２部分を重ね合
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わせた状態で第１直線偏光子２２０と第１反射層３２０との間に位置するように設けられ
ている。ここでは、第２位相差層３１０は、第１反射層３２０を間に挟んで第２部分と向
き合っている。
【００７９】
　第２位相差層３１０は、複屈折性を有している領域を含んでいる。第２位相差層３１０
は、その全体に亘って均一な光学特性を有していてもよく、光学特性が異なる複数の領域
を含んでいてもよい。後者の場合、第２位相差層３１０は、光学軸の向きが互いに異なる
複数の領域を含んでいてもよく、屈折率異方性が異なる複数の領域を含んでいてもよい。
【００８０】
　例えば、第２位相差層３１０は、Ｚ方向に対して略垂直な光学軸を有している一軸結晶
として各々が振舞う２つ以上の領域を含んでいてもよい。また、各領域が、電場ベクトル
の振動方向がその光学軸に対して平行な直線偏光と垂直な直線偏光との間に生じさせる位
相差は任意である。例えば、各領域は、可視域内の何れかの波長の光に対して四分の一波
長板又は二分の一波長板としての役割を果たし得る。
【００８１】
　ここでは、一例として、第２位相差層３１０は、支持体層１０を第２面Ｓ２が内側にな
るように折るか又は曲げて第１及び第２部分を重ね合わせた場合に、遅相軸が第１直線偏
光子２２０の透過軸に対して平行若しくは垂直になる第３領域３１０ａと、遅相軸が第１
直線偏光子２２０の透過軸に対して＋４５°又は－４５°の角度をなす第４領域３１０ｂ
とを含んでいることとする。加えて、ここでは、第４領域３１０ｂは、可視域内の何れか
の波長の光に対して四分の一波長板としての役割を果たすこととする。
【００８２】
　第２位相差層３１０には、複屈折性を有し得る材料、例えば、液晶材料を使用すること
ができる。この場合、第２位相差層３１０は、例えば、第１位相差層２１０について上述
したのと同様の方法により得ることができる。
【００８３】
　この情報記録媒体１では、支持体層１０の第１面Ｓ１に、第１位相差層２１０及び第１
直線偏光子２２０を含んだ第１積層構造２０が設けられ、支持体層１０の第２面Ｓ２に、
第２位相差層３１０及び第１反射層３２０を含んだ第２積層構造３０が設けられている。
このような構造は、例えば、支持体層１０に積層構造２０及び３０を貼り付けることによ
り得られる。
【００８４】
　なお、参照符号２０ａ及び２０ｂは、それぞれ、第１積層構造２０のうち領域２１０ａ
及び２１０ｂに対応した部分を表している。また、参照符号３０ａ及び３０ｂは、それぞ
れ、第２積層構造３０のうち領域３１０ａ及び３１０ｂに対応した部分を表している。
【００８５】
　次に、この情報記録媒体１が表示する像について説明する。まず、この情報記録媒体１
が広げた状態において表示する像について、図１及び図２を参照しながら説明する。
【００８６】
　情報記録媒体１を図１及び図２に示すように広げた状態において、その第１積層構造２
０に対応した部分は透明に見える。そして、この状態において、情報記録媒体１の第２積
層構造３０に対応した部分は鏡面反射層の如く見える。
【００８７】
　次いで、この情報記録媒体１が、第１面Ｓ１が内側になるように折り曲げた状態におい
て表示する像を、図５及び図６を参照しながら説明する。
【００８８】
　図５は、図１に示す情報記録媒体をその前面が内側になるように折り曲げた状態を概略
的に示す断面図である。図６は、図１に示す情報記録媒体が、図５に示すように折り曲げ
た場合に表示する画像を概略的に示す平面図である。
【００８９】
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　図５には、第１面Ｓ１が内側になり且つ第１及び第２部分が重なり合うように情報記録
媒体１を折り曲げた様子を描いている。図５において、ＬＳは光源を表し、ＯＢは観察者
を表している。
【００９０】
　図５に示す情報記録媒体１を第１積層構造２０側から自然光、例えば白色光で照明して
反射光を観察すると、情報記録媒体１は、第１積層構造２０に対応した位置で、図６に示
す像Ｉ１を表示する。像Ｉ１は、領域２１０ａ及び２１０ｂに対応した明るさの分布を有
している。ここでは、像Ｉ１は、黒色の背景と、星形状を有している銀白色の前景とを含
んでいる。
【００９１】
　なお、図５に示す情報記録媒体１を第２積層構造３０側から自然光、例えば白色光で照
明して反射光を観察した場合、情報記録媒体１の第２積層構造３０に対応した部分は、情
報記録媒体１を広げた場合と同様に鏡面反射層の如く見える。
【００９２】
　次に、この情報記録媒体１が、第２面Ｓ２が内側になるように折り曲げた状態において
表示する像を、図７及び図８を参照しながら説明する。
【００９３】
　図７は、図１に示す情報記録媒体をその裏面が内側になるように折り曲げた状態を概略
的に示す断面図である。図８は、図１に示す情報記録媒体が、図７に示すように折り曲げ
た場合に表示する画像を概略的に示す平面図である。
【００９４】
　図７には、第２面Ｓ２が内側になり且つ第１及び第２部分が重なり合うように情報記録
媒体１を折り曲げた様子を描いている。図７において、ＬＳは光源を表し、ＯＢは観察者
を表している。
【００９５】
　図７に示す情報記録媒体１を第１積層構造２０側から自然光、例えば白色光で照明して
反射光を観察すると、情報記録媒体１は、第１積層構造２０に対応した位置で、図８に示
す像Ｉ２を表示する。像Ｉ２は、領域３１０ａ及び３１０ｂに対応した明るさの分布を有
している。ここでは、像Ｉ２は、黒色の背景と、円形状を有している銀白色の前景とを含
んでいる。
【００９６】
　なお、図７に示す情報記録媒体１を第２積層構造３０側から自然光、例えば白色光で照
明して反射光を観察した場合、情報記録媒体１の第２積層構造３０に対応した部分は、情
報記録媒体１を広げた場合と同様に鏡面反射層の如く見える。
【００９７】
　このように、情報記録媒体１を折り曲げ、特定の条件のもとで観察すると、位相差層２
１０又は３１０に記録されている潜像が可視化する。そして、第１面Ｓ１が内側になるよ
うに情報記録媒体１を折り曲げた場合と、第２面Ｓ２が内側になるように情報記録媒体１
を折り曲げた場合とで、異なる潜像を可視化することができる。即ち、上述した構造を採
用すると、複雑な視覚効果を実現することができる。
【００９８】
　また、偽造を試みる者にとって、この複雑な視覚効果を再現することは容易ではない。
それ故、上述した構造は、高い偽造防止効果を達成する。
【００９９】
　更に、この複雑な視覚効果を確認するうえで、検証具は不要である。それ故、この情報
記録媒体１が流通する様々な段階で、真偽判定を行うことができる。
【０１００】
　この情報記録媒体１には、様々な変形が可能である。　
　例えば、支持体層１０として、光透過層１１０の代わりに、紙などの不透明又は半透明
層に複数の窓を設け、これら窓の位置で不透明又は半透明層に光透過層を支持させてなる
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構造を含んだものを使用してもよい。
【０１０１】
　第１位相差層２１０、第１直線偏光子２２０、第２位相差層３１０及び第１反射層３２
０の配置にも様々な変形が可能である。
【０１０２】
　図９は、一変形例に係る情報記録媒体において採用可能な構造を概略的に示す断面図で
ある。図１０は、他の変形例に係る情報記録媒体において採用可能な構造を概略的に示す
断面図である。
【０１０３】
　図９に示す構造では、第１積層構造２０を第２面Ｓ２上に設けている。そして、この構
造では、第１位相差層２１０は、光透過層１１０と第１直線偏光子２２０との間に介在し
ている。図１乃至図４を参照しながら説明した情報記録媒体１には、図３に示す構造の代
わりに、図９に示す構造を採用してもよい。
【０１０４】
　図１０に示す構造では、第２積層構造３０を第１面Ｓ１上に設けている。そして、この
構造では、第２位相差層３１０は、光透過層１１０と第１反射層３２０との間に介在して
いる。図１乃至図４を参照しながら説明した情報記録媒体１には、図４に示す構造の代わ
りに、図１０に示す構造を採用してもよい。
【０１０５】
　また、図１乃至図４を参照しながら説明した情報記録媒体１には、図３に示す構造の代
わりに、図９に示す構造を採用し、図４に示す構造の代わりに、図１０に示す構造を採用
してもよい。
【０１０６】
　第１積層構造２０を第１面Ｓ１又は第２面Ｓ２上に設ける代わりに、第１位相差層２１
０及び第１直線偏光子２２０を、それぞれ、第１面Ｓ１及び第２面Ｓ２上に設けてもよい
。同様に、第２積層構造３０を第１面Ｓ１又は第２面Ｓ２上に設ける代わりに、第１反射
層３２０及び第２位相差層３１０を、それぞれ、第１面Ｓ１及び第２面Ｓ２上に設けても
よい。
【０１０７】
　図１１は、更に他の変形例に係る情報記録媒体において採用可能な構造を概略的に示す
断面図である。
【０１０８】
　図１１に示す構造において、第２積層構造３０は、第２直線偏光子３３０を更に含んで
いる。第２直線偏光子３３０は、支持体層１０を広げた状態で第１反射層３２０を間に挟
んで第２位相差層と向き合っている。第２直線偏光子３３０としては、例えば、第１直線
偏光子２２０について上述したものを使用することができる。
【０１０９】
　第２直線偏光子３３０の透過軸の向きは任意である。例えば、情報記録媒体１を第１及
び第２部分が重なり合うように折り曲げた状態において、第１直線偏光子２２０の透過軸
と第２直線偏光子３３０の透過軸とは、平行であってもよく、直交していてもよい。
【０１１０】
　この構造を採用した情報記録媒体１は、第１位相差層２１０が直線偏光子２２０及び３
３０間に介在するように支持体層１０を折るか又は曲げ、この状態で透過光を観察すると
、第２直線偏光子３３０の透過軸と第１位相差層２１０の光学軸とが成す角度などに応じ
て明るさが変化する第３画像を表示する。そして、この情報記録媒体１は、第２位相差層
３１０が直線偏光子２２０及び３３０間に介在するように支持体層１０を折るか又は曲げ
、この状態で透過光を観察すると、第１直線偏光子２２０の透過軸と第２位相差層３１０
の光学軸とが成す角度などに応じて明るさが変化する第４画像を表示する。
【０１１１】
　即ち、この構造を採用すると、反射光を利用した表示に加え、透過光を利用した表示が
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可能となる。従って、この構造を採用すると、更に複雑な視覚効果を実現でき、それ故、
更に高い偽造防止効果を達成することができる。
【０１１２】
　なお、この構造は、図１乃至図４を参照しながら説明した情報記録媒体１並びに図９及
び及び図１０を参照しながら説明した変形例に係る情報記録媒体の何れにも採用すること
ができる。即ち、図１乃至図４を参照しながら説明した情報記録媒体１並びに図９及び及
び図１０を参照しながら説明した変形例に係る情報記録媒体においては、第２積層構造３
０に、図１１を参照しながら説明した構造を採用してもよい。
【０１１３】
　図１２は、更に他の変形例に係る情報記録媒体において採用可能な構造を概略的に示す
断面図である。
【０１１４】
　図１２に示す構造において、第１積層構造２０は、第２反射層２３０を更に含んでいる
。第２反射層２３０は、第１直線偏光子２２０を間に挟んで第１位相差層２１０と向き合
っている。第２反射層２３０は、第１直線偏光子２２０と第１位相差層２１０との間に介
在させてもよい。
【０１１５】
　第２反射層２３０は、単層構造又は多層構造を有している透明層である。この透明層と
しては、例えば、第１反射層３２０について例示したものを使用することができる。
【０１１６】
　第２反射層２３０は、波長が可視域内にある１つ以上の光が繰り返し反射干渉する設計
を採用している。或いは、第２反射層２３０には、レリーフ型の回折格子若しくはホログ
ラムが設けられている。或いは、第２反射層２３０は、波長が可視域内にある１つ以上の
光が繰り返し反射干渉する設計を採用するとともに、レリーフ型の回折格子若しくはホロ
グラムが設けられている。ここでは、一例として、第２反射層２３０には、レリーフ型の
回折格子が設けられていることとする。
【０１１７】
　図１３は、図１２に示す構造を採用した情報記録媒体が、表面側から観察した場合に表
示する画像の一例を概略的に示す平面図である。図１４は、図１２に示す構造を採用した
情報記録媒体が、裏面側から観察した場合に表示する画像の一例を概略的に示す平面図で
ある。
【０１１８】
　図１３及び図１４に示す例では、第１反射層３２０及び第２反射層２３０の双方にレリ
ーフ型の回折格子を設けている。具体的には、第１反射層３２０の一部には、溝の長さ方
向がＸ方向に対して平行な回折格子を設け、第１反射層３２０の他の部分には、溝の長さ
方向がＹ方向に対して平行な回折格子を設けている。また、第２反射層２３０の一部には
、溝の長さ方向がＸ方向に対して平行な回折格子を設け、第２反射層２３０の他の部分に
は、溝の長さ方向がＹ方向に対して平行な回折格子を設けている。
【０１１９】
　このような構造を採用した場合、例えば、Ｘ方向に垂直であり且つＺ方向に対して傾い
た方向から情報記録媒体１を照明して、正面から情報記録媒体１を観察すると、溝の長さ
方向がＸ方向に対して平行な回折格子は観察者に向けて回折光を射出し、溝の長さ方向が
Ｙ方向に対して平行な回折格子は観察者に向けて回折光を射出しない。従って、情報記録
媒体１は、例えば、図１３及び図１４に示す画像を表示する。
【０１２０】
　このように、第２反射層２３０に回折光を射出する構造を採用すると、第１位相差層２
１０の存在を悟られ難くすることができる。
【実施例】
【０１２１】
　以下に、本発明の例を記載する。
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【０１２２】
　図１乃至図４を参照しながら説明した情報記録媒体１を、以下の方法により製造した。
但し、本例では、印刷層１２０ａ及び１２０ｂは省略した。
【０１２３】
　まず、支持体層１０として、矩形状の無延伸トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）フィル
ムを準備し、この支持体層１０の第１面Ｓ１上に第１直線偏光子２２０を貼り付けた。第
１直線偏光子２２０としては、ＰＶＡフィルムにヨウ素を含浸させ、長さ方向に一軸延伸
することによって得られた帯状のフィルムを使用した。第１直線偏光子２２０は、その長
さ方向がＹ方向に対して平行になるように貼り付けた。
【０１２４】
　次に、第１直線偏光子２２０上に、配向膜の材料としての樹脂を溶剤に溶解させてなる
溶液をマイクログラビア法で塗布した。乾燥後、塗膜上に星形状を有しているマスクを配
置し、この状態で、塗膜に対してラビング処理を施した。ここでは、ラビング方向は、Ｙ
方向に対して４５°の角度をなす方向とした。星形状を有しているマスクを塗膜から取り
除いた後、この塗膜上に星形状の開口が設けられたマスクを載せ、この状態で、塗膜に対
してラビング処理を施した。ここでは、ラビング方向は、Ｙ方向に対して平行とした。
【０１２５】
　次いで、以上のようにして得られた配向膜上に、マイクログラビア法により液晶材料を
塗布した。液晶材料としては、ＤＩＣ株式会社製のＵＶキュアラブル液晶ＵＣＬ－００８
を使用した。この塗膜を酸素雰囲気中での紫外線照射によって硬化させることにより、第
１位相差層２１０を得た。なお、第１位相差層２１０は、領域２１０ａ及び２１０ｂの各
々において、波長λが５５０ｎｍの光に対するリターデイションがλ／４となるような厚
さに形成した。
【０１２６】
　次に、基材と転写材層とを含んだ転写箔を準備した。　
　具体的には、まず、基材としてＰＥＴフィルムを準備した。この基材上に、配向膜の材
料としての樹脂を溶剤に溶解させてなる溶液をマイクログラビア法で塗布した。乾燥後、
塗膜上に円形状を有しているマスクを配置し、この状態で、塗膜に対してラビング処理を
施した。円形状を有しているマスクを塗膜から取り除いた後、この塗膜上に円形状の開口
が設けられたマスクを載せ、この状態で、塗膜に対してラビング処理を施した。ここでは
、これらラビングは、それらのラビング方向が４５°の角度をなすように行った。
【０１２７】
　次いで、以上のようにして得られた配向膜上に、マイクログラビア法により液晶材料を
塗布した。液晶材料としては、ＤＩＣ株式会社製のＵＶキュアラブル液晶ＵＣＬ－００８
を使用した。この塗膜を酸素雰囲気中での紫外線照射によって硬化させることにより、位
相差層を得た。なお、この位相差層は、円形状のマスクを配置した領域と、円形状の開口
が設けられたマスクを載せた領域との各々において、波長λが５５０ｎｍの光に対するリ
ターデイションがλ／４となるような厚さに形成した。
【０１２８】
　次に、この位相差層上に、グラビア印刷法により厚さが０．８μｍの熱可塑性樹脂層を
形成した。次いで、ロールエンボス法により、熱可塑性樹脂層の表面にレリーフ構造を転
写した。このロールエンボス法では、回折格子の溝に対応したパターンが設けられたニッ
ケル製の金型を使用し、金型は１６５℃に加熱した。
【０１２９】
　続いて、このようにして得られた回折構造形成層上に、真空蒸着法によりアルミニウム
を８０ｎｍの厚さに堆積させて、反射層を得た。
【０１３０】
　更に、この反射層上に、熱可塑性樹脂からなる接着剤をマイクログラビア法により塗布
して、厚さが２μｍの接着剤層を得た。接着剤としては、塩化ビニルと酢酸ビニルとの共
重合体を含んだ樹脂を使用した。
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　以上のようにして、基材側から、位相差層と、回折構造形成層と、反射層と、熱可塑性
樹脂からなる接着層とを順次積層してなる転写材層を形成した。
【０１３２】
　次に、ロール転写機を用いて、この転写箔の基材から、転写材層の一部を、支持体層１
０の第２面Ｓ２上へと熱転写した。具体的には、この転写箔と先の支持体層１０とを、転
写箔の接着層が支持体層１０の第２面Ｓ２と向き合うように配置し、この状態で熱を加え
ながら転写箔を第２面Ｓ２に押し当て、その後、基材を支持体層１０から除去した。これ
により、転写材層のうち、熱及び圧力を加えた部分を、基材から支持体層１０へと転写し
た。この転写は、転写材層が含んでいる位相差層のうち、円形状のマスクを配置した領域
におけるラビング方向がＹ方向に対して平行になるように行った。この転写により、支持
体層１０の第２面Ｓ２上に、反射層３２０と第２位相差層３１０とを設けた。
【０１３３】
　このようにして得られた情報記録媒体１は、広げた状態で第１面Ｓ１側を肉眼で観察し
た場合、反射層３２０からの回折光を知覚できたものの、領域２１０ａ及び２１０ｂにそ
れぞれ対応した部分２０ａ及び２０ｂを互いから識別することはできなかった。同様に、
この情報記録媒体１は、広げた状態で第２面Ｓ２側を肉眼で観察した場合、反射層３２０
からの回折光を知覚できたものの、領域２１０ａ及び２１０ｂにそれぞれ対応した部分２
０ａ及び２０ｂを互いから識別することはできなかった。
【０１３４】
　次に、この情報記録媒体１を、図５に示すように、第１面Ｓ１が内側になるように折り
曲げ、第１積層構造２０側から肉眼で観察した。その結果、この情報記録媒体１は、第１
積層構造２０の位置で、図６に示す第１画像Ｉ１を表示した。
【０１３５】
　続いて、この情報記録媒体１を、図７に示すように、第２面Ｓ２が内側になるように折
り曲げ、第１積層構造２０側から肉眼で観察した。その結果、この情報記録媒体１は、第
１積層構造２０の位置で、図８に示す第２画像Ｉ２を表示した。
【符号の説明】
【０１３６】
　１…情報記録媒体、１０…支持体層、１１０…光透過層、１２０ａ…印刷層、１２０ｂ
…印刷層、２１０…第１位相差層、２１０ａ…第１領域、２１０ｂ…第２領域、２２０…
第１直線偏光子、２３０…第２反射層、３１０…第２位相差層、３２０…第１反射層、Ｉ
１…第１画像、Ｉ２…第２画像、ＬＳ…光源、ＯＢ…観察者、Ｓ１…第１面、Ｓ２…第２
面。
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