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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　規則的に配列した複数の表示用パターンを一方の主面に含む構造シートと、規則的に配
列した複数のレンズを一方の主面に含み、前記構造シートと向き合ったレンズシートと、
を具備する表示体において、
　前記表示用パターンの少なくとも一部または全部は回折格子構造よりなり、
　前記レンズはブレーズド型又は／及びバイナリー型の回折格子構造よりなるホログラム
レンズであり、
　前記複数の表示用パターンと前記複数のレンズとは、前記レンズの焦点位置に前記表示
用パターンが配置され、それらの配列との重ね合わせによって生じるモアレ効果により、
前記複数の表示用パターンがそれぞれ表示する複数の像を合成してなる合成像を表示する
ように配置されている
ことを特徴とする表示体。
【請求項２】
　前記複数の表示用パターンは、前記合成像を表示する複数の第１パターンと、前記合成
像とは異なる像を表示する１つ以上の第２パターンと、を含むことを特徴とする請求項１
に記載の表示体。
【請求項３】
　前記規則的に配列した複数の表示用パターンが形成されたパターン形成面と同一面上で
あり、かつ前記規則的に配列した複数の表示用パターンとは異なる位置に、前記合成像と
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は異なる像を表示する１つ以上の第３パターンを備えることを特徴とする請求項１または
２に記載の表示体。
【請求項４】
　前記構造シートのパターン形成面と前記レンズシートの非レンズ形成面が向き合って配
置されていることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の表示体。
【請求項５】
　前記構造シートの非パターン形成面と前記レンズシートの非レンズ形成面が向き合って
配置されていることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の表示体。
【請求項６】
　前記構造シートのパターン形成面と前記レンズシートのレンズ形成面が向き合って配置
されていることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の表示体。
【請求項７】
　前記構造シートの非パターン形成面と前記レンズシートのレンズ形成面が向き合って配
置されていることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の表示体。
【請求項８】
　前記構造シートのパターン形成面に反射層を設けることを特徴とする請求項１～７のい
ずれかに記載の表示体。
【請求項９】
　前記構造シートと前記レンズシートの間に粘着層を設けることを特徴とする請求項１～
８のいずれかに記載の表示体。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれかに記載の表示体とこれを支持した物品とを具備したラベル付き
物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば偽造防止効果を提供するため、モアレ効果を利用した立体視効果を付
与した表示技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　立体表示技術として、ホログラムや、モアレ効果を利用した立体視効果はこれまでも広
く知られている。
【０００３】
　モアレを利用した立体視では、モアレによる拡大視効果を利用し、微小パターンの拡大
率を調整することにより奥行き感を生じさせることができる（特許文献１参照）。従来の
製品は微細パターンを有する印刷層と球面もしくは非球面のマイクロレンズを組み合わせ
た構成である。レンズのピッチは微小パターンを配列するピッチによってもある程度制限
され、レンズ機能とのバランスによっては、表示体が数十μｍ以上の厚みになることもあ
る。印刷による微小パターンは印刷技術の進歩により微細化が進んでいるが、未だ比較的
単純な形状であることが多い。
【０００４】
　このような立体表示体は、シールであったり、紙にすきこんだりして、さまざまな物品
に用いられており、多種多様な加工に対応するには表示体の厚みは２０μｍ未満であるこ
とが望ましいとされている。
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－５１６３３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明では上記従来技術を鑑みて、モアレを用いた立体視効果を有する表示体において
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、回折効果を有する回折格子構造を用いて表示用パターンを形成することで、より高精細
な表示用パターンを提供し、かつ球面あるいは非球面のレンズではある程度厚みが必要と
されるところを、代わりにブレーズド型又は／及びバイナリー型の回折格子構造よりなる
ホログラムレンズを組み合わせることで、従来のモアレ効果を用いた立体表示体と異なる
視覚効果を持ち、かつ薄型の表示体を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１側面によると、規則的に配列した複数の表示用パターンを一方の主面に含
む構造シートと、規則的に配列した複数のレンズを一方の主面に含み、前記構造シートと
向き合ったレンズシートと、を具備する表示体において、
　前記表示用パターンの少なくとも一部または全部は回折格子構造よりなり、
　前記レンズはブレーズド型又は／及びバイナリー型の回折格子構造よりなるホログラム
レンズであり、
　前記複数の表示用パターンと前記複数のレンズとは、前記レンズの焦点位置に前記表示
用パターンが配置され、それらの配列との重ね合わせによって生じるモアレ効果により、
前記複数の表示用パターンがそれぞれ表示する複数の像を合成してなる合成像を表示する
ように配置されていることを特徴とする表示体が提供される。
【０００８】
　本発明の第２側面によると、請求項１～９のいずれかに記載の表示体とこれを支持した
物品とを具備したラベル付き物品が提供される。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によると、従来のモアレ効果を用いた立体表示体と異なる視覚効果を持ち、かつ
薄型の表示体を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　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、全ての図面
を通じて、同様又は類似した機能を発揮する構成要素には同一の参照符号を付し、重複す
る説明は省略する。
【００１１】
　図１～６は、本発明の一態様に係る表示体を示す断面図である。図１、３、４、５、６
における表示体は、パターン用基材２上に形成されたパターン形成層３の面上に規則的に
配列した複数の表示用パターン４を有する構造シート１と、レンズ用基材６上に形成され
たレンズ形成層７の面上に規則的に配列した複数のレンズ（レンズ群８）を有し、構造シ
ート１と向き合ったレンズシート５と、を具備している。図２における表示体は、パター
ン用基材２の一方の主面に規則的に配列した複数の表示用パターン４を備えるパターン形
成層３を有し、パターン用基材２の他方の主面に規則的に配列した複数のレンズ（レンズ
群８）を備えるレンズ形成層７を有している。図１～６に示す例では、レンズ群８側を前
面側とし、かつ表示用パターン４側を背面側としている。ここで、本発明における表示体
は、図１～６に示す構成に制限されるものではない。
【００１２】
　図２および図１１を用いて本発明における表示体について説明を行う。図１１は、本発
明の一様態に係る表示体における光路の概略図である。
【００１３】
　光源１１１を用いて観察者側から入射した光は、規則的に配列した複数のレンズ（レン
ズ群８）によって屈折及び回折され、一部の波長の光が集光される。ここで、単位レンズ
はブレーズド型又は／及びバイナリー型の回折格子構造よりなるホログラムレンズを用い
ている。
　次に、レンズ群８によって集光された入射光は、規則的に配列した複数の表示用パター
ン４面（非観察者側）に照射される。ここで、規則的に配列した複数の表示用パターン４
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の少なくとも一部または全部は回折格子構造よりなり、パターン用基材２、パターン形成
層３及びレンズ形成層７の厚さは、焦点位置に表示用パターン４が配置されるように設定
してある。
　次に、表示用パターン４面に照射された光は、一部は吸収、一部は透過、一部は観察者
側へと再度反射される。
　次に、この反射光は、表示用パターン４の表面微細構造の形状によって、正反射光、回
折光、散乱光に分かれ、レンズ群８を介して再び観察者側へと射出されて、観察者に視覚
される。このとき、単位レンズの形状と回折光射出角度が調整されていないと、レンズ群
８と空気の界面で臨界角を超えた光は全反射してしまい、観察者側へ射出しない。そこで
、反射光の明るさを向上させるために、単位レンズの形状と回折光射出角度の調整が必要
となる。
　本発明における表示体では、図１１に示すように、特定の波長のみ射出させ、その他の
波長は散乱もしくは吸収することで色味変化をもたせることができる。
【００１４】
　本発明における構造シート１について図１を用いて説明する。
　本発明に用いられる構造シート１は、規則的に配列した複数の表示用パターン４を一方
の主面に含むものであり、図１では、パターン用基材２上に形成されたパターン形成層３
の面上に規則的に配列した複数の表示用パターン４が形成されている。なお、構造シート
１は、表示体の非観察者側に配置されるものである。
【００１５】
　本発明に用いられるパターン用基材２としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート
（ＰＥＴ）及びポリカーボネート（ＰＣ）などの樹脂からなるフィルム又はシートを用い
ることができる。パターン用基材２は、透明であってもよく、不透明であってもよいが、
視認性を高めるために、光透過性の高いものが好ましい。パターン用基材２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。また、必要に応じてパターン用基材
２には、反射防止処理、低反射防止処理、ハードコート処理、帯電防止処理及び防汚処理
等の処理を施してもよい。パターン用基材２は、省略することができる。
【００１６】
　本発明に用いられるパターン形成面１０は、複数の表示用パターン４が規則的に配列し
ており、複数の表示用パターン４は、少なくとも一部または全部が回折格子構造よりなる
。このため、回折格子の空間周波数を変化させることにより、光の入射角度や、観察者の
パターン観察角度によって色の見え方が大きく異なる。さらに、以下に示す式（１）に基
づいて表示用パターンを設計することで、希望する色味を再現することができる。ｍは次
数（主に＋１次光を観察する場合はｍ＝１）、λは波長、ｄは回折格子ピッチ、θｉは入
射角度、θは回折角度として表記する。
　ｍλ＝ｄ（ｓｉｎθｉ±ｓｉｎθ）　・・・　（１）
　本発明における表示体では、構造シート１とレンズシート５を重ね合わせており、レン
ズ群８によって光路が変化するので、入射角度と、射出角度となる回折角度には設計時に
注意が必要である。
【００１７】
　本発明における表示用パターン４の表面構造としては、回折格子構造、ランダムな形状
の散乱構造、印刷法により形成されるナノインプリント等を用いることができる。それら
の表面構造は、光の入射角度や、観察者のパターン観察角度によって、色の見え方が大き
く異なる。
【００１８】
　本発明における表示用パターン４は、構造シート１の一方の主面に規則的に配列してい
る。表示用パターン４の配列としては、例えば、正方格子、矩形格子及び三角格子等の格
子状配列を挙げることができる。
【００１９】
　本発明における表示用パターン４の形状としては、絵柄、文字等を用いることができる
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が、これに限定されるものではない。
【００２０】
　本発明における表示用パターン４は、例えば、表面レリーフ型ホログラムの製造で行わ
れているように、微細な凸部及び／又は凹部を設けた金型をパターン形成層に押し付ける
ことにより形成することができる。例えば、パターン形成層は、パターン用基材２上に形
成された熱可塑性樹脂層に、凸部及び／又は凸部が設けられた金型を、熱を印加しながら
押し当てる方法、即ち、熱エンボス加工法により得られる。或いは、パターン形成３層は
、パターン用基材２上に紫外線硬化樹脂を塗布し、これに金型を押し当てながらパターン
用基材２側から紫外線を照射して紫外線硬化樹脂を硬化させ、その後、金型を取り除く方
法により形成することも可能である。
【００２１】
　この金型は、例えば、電子線描画装置を用いて製造する。例えば、まず、レジスト層へ
の電子線描画を行って、樹脂からなる凹凸パターンを含んだ原版を得る。次いで、電鋳に
よって、原版に設けられた凹凸パターンの反転パターンを含んだ金型を得る。その後、こ
の金型のパターンを熱可塑性樹脂又は電離放射線硬化性樹脂層に転写して複数の版を製造
し、これら版から電鋳によって複数の金型を製造する。このようにして得られた金型の凹
凸パターンを樹脂層に転写することにより、一方の主面に表示用パターンが設けられたパ
ターン形成層３を得ることができる。
【００２２】
　本発明に用いられるパターン形成層３の材料としては、例えば、アクリル系樹脂、ポリ
カーボネート系樹脂、スチレン系樹脂及びアクリル系／スチレン系共重合樹脂等の熱可塑
性樹脂材料又は紫外線硬化樹脂を使用することができる。パターン形成層３の材料として
、樹脂を使用する代わりに、珪酸塩を含んだ無機系材料を使用してもよい。また、透明で
あってもよく、不透明であってもよい。ただし、いずれの材料も流動性が高いことが必要
である。流動性が低いと、微細構造の細かな凹凸形状の底まで樹脂が入り込まず、成形不
良が発生してしまう。
【００２３】
　本発明におけるレンズシート５について図１を用いて説明する。
　本発明に用いられるレンズシート５は、規則的に配列した複数のレンズを一方の主面に
含むものであり、図１では、レンズ用基材６上に形成されたレンズ形成層７の面上に規則
的に配列した複数のレンズ（レンズ群８）が形成されている。より詳しくは、波長ごとに
異なる焦点を持つ単位レンズを、規則的に配列したものである。本発明に用いられるレン
ズシート５は、表示体の観察者側に配置されるものである。さらに、本発明に用いられる
レンズは、ブレーズド型又は／及びバイナリー型の回折格子構造よりなるホログラムレン
ズである。
【００２４】
　本発明に用いられるレンズ用基材５としては、パターン用基材２と同様に、例えば、ポ
リエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）及びポリカーボネート（ＰＣ）などの樹脂からなる
フィルム又はシートを使用することができる。レンズ用基材６は、省略することができる
。
【００２５】
　本発明に用いられるホログラムレンズは、図７に示すように、たとえば、放射状に回折
構造が配置され、特定波長の光が回折効果により集光するよう設計されている単位レンズ
セル７２を複数配列させたもので、通常の屈折を利用したレンズに比べ、レンズ高さを低
くすることができる。図１２に単位レンズ７１を２つ用いた場合の光路の概略図を示した
。図１２に示されるように、特定波長の光に対し、単位レンズ７１の中心付近では回折角
度が基材面に対して法線方向付近で、単位レンズ７１の端部では回折光が単位レンズ７１
の中心方向に射出するように、単位レンズ７１内のどの部分かによって回折構造はピッチ
、角度が変化する。単位レンズ７１の大きさは、前記モアレパターンとして成形されるパ
ターンの大きさや、重ね合わせ角度などにより決定される。単位レンズ７１に用いられる
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回折構造の形状は、使用する光の波長、単位レンズ７１の大きさなどにより変化する。
【００２６】
　本発明に用いられるホログラムレンズの設計においても上記（１）式が適用される。特
定の波長のみを集光させるよう設計することも可能であり、表示用パターン４に用いられ
る回折格子のピッチ等を調整することで、モアレパターンの色味を調整することができる
。
【００２７】
　本発明では、レンズの焦点に近い位置にある表示用パターン４ほど鮮明に見え、例えば
、表示用パターン４位置にグリーン領域の波長において焦点が合う場合、モアレパターン
はグリーンで、よりはっきりと視覚される効果を得ることができる。このように、表示用
パターン４の色味調整も可能となる。
【００２８】
　本発明に用いられるレンズ群８の形成方法としては、レンズ用基材６上のレンズ形成層
７に、プレス法、キャスティング法、射出成形法を施す方法や、平面スタンパ、ロールス
タンパの凹凸形成面に、紫外線硬化型樹脂（ＵＶ樹脂）や電子線硬化型樹脂等の電離放射
線樹脂を塗布または注入し、その上にレンズ用基材６を配置し、硬化処理後、スタンパか
ら離型するという方法等を用いることができる。
【００２９】
　樹脂を金型に流し込んで成形する方式に使用される硬化性樹脂としては、表示用パター
ン４と同様に、アクリル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、スチレン系樹脂、アクリル系
／スチレン系共重合樹脂等の熱可塑性樹脂材料、あるいは珪酸塩を成分に含む無機系材料
を使用することができる。なお、レンズ用基材との相性や、構造の形状やサイズ、価格に
応じて使い分けると良い。
【００３０】
　本発明に用いられる複数の表示用パターン４においては、合成像を表示する複数の第１
パターンと、合成像とは異なる像を表示する１つ以上の第２パターンと、を含んでいても
よい。
【００３１】
　少なくとも１つ以上の第２パターンに、それ以外の第１パターンとは異なる形状あるい
は異なる特性を付与することで、配列される膨大な数の第１パターンの内、いくつかが異
なる形状、異なる特性を有していても、モアレとして拡大視する際は、合成像は平均化さ
れ、表示用パターンの多くを占める第１パターンの形状及び特性が支配的に表示される。
ここで、特性が異なるとは、回折格子構造のピッチや配列角度、パターン形状そのものな
どを変化させることを意味する。
【００３２】
　また、本発明に用いられる複数の表示用パターンにおいては、規則的に配列した複数の
表示用パターンが形成されたパターン形成面と同一面上であり、かつ規則的に配列した複
数の表示用パターンとは異なる位置に、表示用パターンがそれぞれ表示する複数の像を合
成してなる合成像とは異なる像を表示する１つ以上の第３パターンを備えていてもよい。
【００３３】
　規則的に配列した複数の表示用パターンが形成されたパターン形成面と同一面上であり
、かつ規則的に配列した複数の表示用パターンとは異なる位置に配置された、少なくとも
１つ以上の第３パターンに、表示用パターンとは異なる形状あるいは異なる特性を付与す
ることで、配列される膨大な数の表示用パターンの隙間に、いくつかが異なる形状、異な
る特性を有していても、モアレとして拡大視する際は、合成像は平均化され、表示用パタ
ーンの形状及び特性が支配的に表示される。ここで、特性が異なるとは、回折格子構造の
ピッチや配列角度、パターン形状そのものなどを変化させることを意味する。
【００３４】
　本発明に用いられる表示体が、第２パターン及び第３パターンを含む表示体である場合
、第２パターン及び第３パターンを認証用パターンとして用いることで、セキュリティ効
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果を向上させることができる。つまり、当該表示体を顕微鏡等を用いてミクロの視点で観
察する際に、第２パターン及び第３パターンをチェック項目として用いることができる。
【００３５】
　例えば、図１０に示す構造シート１０５では、２つの異なる形状の表示用パターン（１
０１及び１０２）が規則的に配列され、それらの構造シート１０５内での分布はランダム
であるかのように思われる。しかし、検証ツールとして構造シート１０５の領域Ａ（１０
３）にレンズシートを重ねると、表示用パターンＡ（１０１）形状が支配的に視覚される
（１０６）。また、構造シート１０５の領域Ｂ（１０４）にレンズシートを重ねると、表
示用パターンＢ（１０２）形状が支配的に視覚される（１０７）。これは、領域Ａ（１０
３）においては、表示用パターンＡ（１０１）を複数の第１パターンとして、表示用パタ
ーンＢ（１０２）を１つ以上の第２パターンとして分布を設定しており、領域Ｂ（１０４
）においては、表示用パターンＢ（１０２）を複数の第１パターンとして、表示用パター
ンＡ（１０１）を１つ以上の第２パターンとして分布を設定していることに起因する。こ
れ以外にも様々な構成が考えられ、セキュリティ度に応じて工夫することが可能である。
【００３６】
　また、図１０に示す構造シート１０５の領域Ａ（１０３）には、規則的に配列した複数
の表示用パターン（１０１及び１０２）と同一面上であり、かつ表示用パターン（１０１
及び１０２）とは異なる位置に、表示用パターン（１０１及び１０２）とは異なる形状の
第３パターン１０８が配置されている。領域Ａ（１０３）にレンズシートを重ねたとき、
表示用パターンＢ（第２パターン１０２）同様に、第３パターン１０８も視覚されること
がない。
【００３７】
　本発明における第２パターン及び第３パターン、いわゆる認証用パターンの形状として
は、絵柄、文字等を用いることができ、これに限定されるものではない。
【００３８】
　また、本発明における表示体では、複数の表示用パターンを用いてモアレパターンを表
示しているため、何らかの原因により複数の表示用パターンの一部において不良が発生し
たとしても、モアレはその他多くの表示用パターンと平均化したパターンを表示するので
目立ちにくく、高品質を保ち易い利点がある。同様の理由で、ＥＢ描画時において、ＥＢ
の出力バラツキから最初と最後に描画した表示用パターン特性が若干異なっていたとして
も、視覚されるモアレパターンではその変化が非常に滑らかである。
【００３９】
　本発明における表示体は、構造シート１とレンズシート５の間に粘着層９を介して一体
化させて使用してもよい（図１及び図３参照）、また、構造シート１とレンズシート５を
独立した２枚のシートとして使用してもよい（図４乃至図６参照）。図１に示す表示体に
は、構造シート１とレンズシート５の間に粘着層を介して一体化させた２枚のシートとし
て使用した場合の構成例を示している。
【００４０】
　本発明に用いられる表示体の構造シート１とレンズシート５との重ね合わせパターンと
しては、以下のパターンを挙げることができる。
【００４１】
　図３及び４に示す表示体では、構造シート１の表示用パターン形成面１０とレンズシー
ト５の非レンズ形成面１２が向き合って配置されている。図３に示す表示体では、構造シ
ート１とレンズシート５が粘着層９を介して一体化しており、図４に示す表示体では、構
造シート１とレンズシート５を独立した２枚のシートとして使用している。
　図３に示す重ね合わせパターンでは、構造シート１とレンズシート５を別々に作製する
ことができ、後から粘着層９を介して組み合わせているので、位置ズレによるモアレパタ
ーンの不具合が起こりづらい。図４に示す重ね合わせパターンでは、構造シート１とレン
ズシート５を別々に作製することができ、たとえば、セキュリティ用途での真偽判定とし
てレンズシート５を検証ツールとして使用することができる。
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【００４２】
　図１、２、６に示す表示体では、構造シート１の非表示用パターン形成面１０とレンズ
シート５の非レンズ形成面１２が向き合って配置されている。図１に示す表示体では、構
造シート１とレンズシート５が粘着層９を介して一体化しており、図２に示す表示体では
、パターン用基材２の一方の面に複数の表示用パターン４を含むパターン形成層１０を有
し、パターン用基材２の他方の面に複数のレンズ（レンズ群８）を含むレンズ形成層７を
有する構成をしており、図６に示す表示体では、構造シート１とレンズシート５を独立し
た２枚のシートとして使用している。
　図１に示す重ね合わせパターンでは、構造シート１とレンズシート５の基材（パターン
用基材２とレンズ用基材６）面同士が接するため貼合し易く、図６に示す重ね合わせパタ
ーンでは、表示用パターン形成面１０がレンズシート５と擦れることがないので耐久性を
保持することができる。また、図２に示す重ね合わせパターンでは、レンズ用基材６を用
いずにパターン用基材２のみを用いているため、厚みの制御が容易であり、工程数を少な
く作成することができる。
【００４３】
　図５に示す表示体では、構造シート１の表示用パターン形成面１０とレンズシート５の
非レンズ形成面１３が向き合って配置されている。図５に示す表示体では、構造シート１
とレンズシート５を独立した２枚のシートとして使用しているが、構造シート１とレンズ
シート５が粘着層９を介して一体化していてもよい。
　図５に示す重ね合わせパターンでは、構造シート１とレンズシート５を別々に作製する
ことができ、たとえばセキュリティ用途での真偽判定としてレンズシート５を検証ツール
として使用することができる。構造シート１とレンズシート５の間に粘着層９を介して一
体化させて使用した場合、位置ズレによるモアレパターンの不具合が起こりづらい。
【００４４】
　また、構造シート１の非表示用パターン形成面１１とレンズシート５のレンズ形成面１
２が向き合って配置されていてもよい。このような表示体においても、構造シート１とレ
ンズシート５の間に粘着層９を介して一体化させて使用してもよいし、構造シート１とレ
ンズシート５を独立した２枚のシートとして使用してもよい。
　構造シート１とレンズシート５の間に粘着層９を介して一体化させて使用した場合、後
から粘着層９を介して組み合わせるので位置ズレによるモアレパターンの不具合が起こり
づらい。構造シート１とレンズシート５を独立した２枚のシートとして使用した場合、表
示用パターン形成面１０がレンズシート５と擦れることがないので耐久性を保持すること
ができる。
【００４５】
　本発明に用いられる表示体の構造シートとレンズシートとの重ね合わせる角度としては
、表示用パターンやレンズ群の配列の周期、配列方法、微小パターンの拡大率によって調
整されるものであり、ここでは特に限定しない。
【００４６】
　例えば、図８に示すように、表示用パターン（第１パターン）８１の周期と単位レンズ
８２の周期が同一である場合、表示用パターン８１の配列（配列角度８４）と、単位レン
ズ８２の配列（配列角度８３）は、完全に一致していなくてもよい。つまり、重ね合わせ
角度θが０°である必要はない。このように、表示用パターン８１の配列角度８４と単位
レンズ８２の配列角度８３とを調整することで、表示される合成像（モアレパターン）の
大きさを調整することができる。なお、図中の符号８５は第２パターン、符号８６は第３
パターンを示すものである。
【００４７】
　また、本発明における構造シートとレンズシートを一体化させる際に使用する粘着層と
しては、透明度が高く、光透過性に優れた材料が好適に用いられる。例えば、本発明にお
ける表示用パターンやレンズに用いられるアクリル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ス
チレン系樹脂、アクリル系／スチレン系共重合樹脂等の熱可塑性樹脂材料、あるいは珪酸
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塩を成分に含む無機系材料等を使用することができる。
【００４８】
　ただし、粘着層を用いて構造シートとレンズシートを一体化させる際には、構造シート
の表示用パターン形成面に反射層を設けることが好ましい。粘着層を有し、反射層を有し
ていない場合、表示用パターンと粘着層との屈折率差が小さくなるため、表示用パターン
により表示される合成像（モアレパターン）の視認性が低下してしまう。
　なお、本発明における表示体では、基材厚や粘着層の厚みに注意することで、よりクリ
アなモアレパターンを得ることができる。
【００４９】
　上述したとおり、本発明に使用される表示体では、構造シート１の表示用パターン形成
面１０に反射層９１を設けてもよい。
　図９に示すように、表示用パターン形成面１０に反射層９１を設けた場合、表示用パタ
ーン形成面１０における回折効率が向上し、表示される合成像（モアレパターン）を容易
に観察することができる。また、反射層９１は、省略することができる。
【００５０】
　本発明に使用される反射層９１としては、構造シート１の表示用パターン形成面１０全
てに設ける必要は必ずしもなく、表示用パターン４部分のみに設けるようなディメタライ
ズド処理を行っても良い。このとき、コントラストが向上し、表示用パターンの合成像（
モアレパターン）を容易に観察することができる。
【００５１】
　本発明に用いられる反射層９１は、光反射性能を有するものであり、例えば、金属層で
ある。金属層の材料としては、例えば、アルミニウム、銀又はそれらの合金を使用するこ
とができる。特に、広い波長域での反射率が高いアルミニウムが好適に用いられる。金属
層は、例えば、真空蒸着法やスパッタリング法などの気相堆積法により形成することがで
きる。金属又は合金からなる反射層を気相堆積法により形成する場合、その厚さは、例え
ば３０～１００ｎｍ程度で十分である。
【００５２】
　本発明に用いられる反射層９１は、１層又は多層の誘電体膜であってもよい。反射層９
１として、例えば、透明な単層の誘電体膜を使用した場合、肉眼で表示体を観察したとき
に表示体の背面側にある物体を視認できる可能性がある。反射層９１として多層誘電体膜
を使用した場合には、表示体に波長選択性を与えることができる。従って、反射層９１と
して金属蒸着層や単層の誘電体膜を使用した場合とは異なる視覚効果を得ることができる
。多層誘電体膜は、表示用パターン４上に、例えば、硫化亜鉛などの高屈折率材料とフッ
化マグネシウムなどの低屈折率の材料とを交互に蒸着することによって得られる。
【００５３】
　本発明における表示体は、例えば、偽造又は不正使用等が抑制されるべき物品に支持さ
せる。本発明における表示体を、物品に支持させることで、真正であるか否かが未知の物
品を真正品と非真正品との間で判別することができる。従って、例えば、有価証券、銀行
券、身分証明書などの証明書、及びクレジットカードなどの印刷物や美術品及び工芸品な
どの高級品の偽造を防止又は抑制することができる。
【００５４】
　なお、本発明における表示体をラベルとして利用する場合、表示体は物品に様々な方法
で支持させることができる。例えば、表示体に粘着剤層を設け、この粘着剤層を介して表
示体を物品に貼り付けてもよい。或いは、表示体と熱可塑性樹脂からなる接着層とを含ん
だ転写箔を製造し、熱及び圧力を利用した転写により、表示体を物品に貼り付けてもよい
。或いは、表示体を含んだタグを製造し、これを紐及び鎖などの取付具を介して物品に支
持させてもよい。或いは、表示体を含んだ包装材料を製造し、この包装材料で物品を包装
してもよい。
【００５５】
　本発明における表示体は、偽造防止以外の目的で使用することも可能である。例えば、
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表示体と拡大鏡などの検証具とを含んだ光学キットは、先の真偽判定に利用可能であるの
に加え、玩具、学習教材又は装飾品等としても利用することができる。即ち、これら表示
体は、偽造防止効果、装飾効果及び／又は美的効果を提供する。
【実施例】
【００５６】
＜実施例１＞
　単位レンズが正方格子状にピッチ１００μｍで配列されており、波長５３２ｎｍの光を
入射角度約４５度で照射したときに、焦点距離が約２０μｍとなるレンズシートを、厚さ
１６μｍのＰＥＴフィルムをレンズ基材として、熱エンボス方法により金型から複版、作
製した。構造シートは、表示用パターンが正方格子状にピッチ１００μｍで配列されてお
り、表示用パターンはφ２０μｍの円形形状を２つ用い、それぞれ配列角度が０．３度ず
れるように並べ、いずれも空間周波数約１０００本／ｍｍの回折格子構造により生成した
ものをＥＢ描画装置を用いて金型を作製した。描画範囲は１００ｍｍ角。基材はレンズ成
形後のレンズシートを用いて、アクリル系樹脂を用いて金型に注入し基材をラミネート後
、ＵＶ露光により硬化させ金型から剥離し作製した。金型には離型処理はしていない。成
形時の剥離ムラはなく、金型から綺麗に剥離することができた。成形した構造シートには
、構造面にアルミ蒸着を施した。アルミ蒸着膜厚は約６０ｎｍであった。観察面から見る
と、円形の表示用パターンが拡大されて視覚され、２つの円形の奥行き感が異なる表示体
を得ることができた。表示体の厚みは約２０μｍであった。
【００５７】
＜実施例２＞
　単位レンズが正方格子状にピッチ１００μｍで配列されており、レンズの高さは約２６
μｍ、焦点距離は約２０μｍのレンズシートを、厚さ１６μｍのＰＥＴフィルムをレンズ
基材として、アクリル系／スチレン系共重合樹脂を金型に注入しラミネート後、ＵＶ露光
して硬化させ、金型から剥離し作製した。構造シートは、表示用パターンが正方格子状に
ピッチ１００μｍで配列されており、表示用パターンはφ２０μｍの円形形状を２つ用い
、それぞれ配列角度が０．３度ずれるように並べ、いずれも空間周波数約１０００本／ｍ
ｍの回折格子構造により生成したものをＥＢ描画装置を用いて金型を作製した。描画範囲
は１００ｍｍ角。基材はレンズ成形後のレンズシートを用いて、アクリル系樹脂を用いて
金型に注入し基材をラミネート後、ＵＶ露光により硬化させ金型から剥離し作製した。金
型には離型処理はしていない。成形時の剥離ムラはなく、金型から綺麗に剥離することが
できた。成形した構造シートには、構造面にアルミ蒸着を施した。アルミ蒸着膜厚は約６
０ｎｍであった。観察面から見ると、円形の表示用パターンが拡大されて視覚され、２つ
の円形の奥行き感が異なる表示体を得た。表示体の厚みは約４２μｍであった。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の一態様に係る表示体を示す断面図を示す。
【図２】本発明の一態様に係る表示体を示す断面図を示す。
【図３】本発明の一態様に係る表示体を示す断面図を示す。
【図４】本発明の一態様に係る表示体を示す断面図を示す。
【図５】本発明の一態様に係る表示体を示す断面図を示す。
【図６】本発明の一態様に係る表示体を示す断面図を示す。
【図７】本発明のホログラムレンズにおける単位レンズについての概略図を示す。
【図８】本発明の構造シートとレンズシートの重ね合わせ角度についての概略図を示す。
【図９】本発明の反射層を設けた状態の構造シートの断面図を示す。
【図１０】本発明の一態様に係る表示体についての概略図を示す。
【図１１】本発明の一様態に係る表示体の構成における光路の概略図を示す。
【図１２】本発明の一様態に係る構成における光路の概略図を示す。
【符号の説明】
【００５９】
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　１…構造シート、２…パターン用基材、３…パターン形成層、４…表示用パターン、５
…レンズシート、６…レンズ用基材、７…レンズ形成層、８…レンズ群、９…粘着層、１
０…表示用パターン形成層、１１…非表示用パターン形成層、１２…レンズ形成層、１３
…非レンズ形成層、７１…単位レンズ、７２…単位レンズセル、８１…表示用パターン（
第１パターン）、８２…単位レンズ、８３…レンズ群の配列角度線、８４…表示用パター
ンの配列角度線、８５…第２パターン、８６…第３パターン、θ…重ね合わせ角度、９１
…反射層、１０１…表示用パターンＡ（第１パターン）、１０２…表示用パターンＢ（第
２パターン）、１０３…領域Ａ、１０４…領域Ｂ、１０５…構造シート、１０６…領域Ａ
にレンズシートを重ねた場合に観察されるモアレパターン、１０７…領域Ｂにレンズシー
トを重ねた場合に観察されるモアレパターン、１１１…光源

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】

【図１２】
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