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(57)【要約】
【課題】従来とは蛍光発光する態様が異なる真贋判定可
能媒体を提供する。
【解決手段】真贋判定可能媒体であるカード１０は、紫
外線に反応して蛍光発光する紫外線反応層となる基材層
１１と、基材層１１の下面１１ｂに設けられ、基材層１
１の下面１１ｂの色と同系色であり、紫外線に対して蛍
光発光しない材料で形成され、パターン１４１を形成す
るパターン層１４と、パターン層１４及び基材層１１の
少なくとも一部を覆うように積層して設けられ、紫外線
を透過し、かつ、基材層１１とパターン層１４との表面
の光沢差を軽減する紫外線透過層１５とを備え、パター
ン層１４の紫外線透過量は、紫外線透過層１５の紫外線
透過量よりも少なく、基材層１１の下面１１ｂ側に紫外
線を照射することにより、パターン層１４が基材層１１
よりも暗く視認されて、パターン１４１が視認可能とな
るものとした。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　紫外線に反応して蛍光発光する紫外線反応層と、
　　前記紫外線反応層の少なくとも一方の面に設けられ、前記紫外線反応層の前記一方の
面の色と同系色であり、紫外線に対して蛍光発光しない材料で形成され、パターンを形成
するパターン形成層と、
　　前記パターン形成層及び前記紫外線反応層の少なくとも一部を覆うように積層して設
けられ、紫外線を透過し、かつ、前記紫外線反応層と前記パターン形成層との表面の光沢
差を軽減する紫外線透過層と、
　を備え、
　前記パターン形成層の紫外線透過量は、前記紫外線透過層の紫外線透過量よりも少なく
、
　前記紫外線反応層の前記一方の面側に紫外線を照射することにより、前記パターン形成
層が前記紫外線反応層よりも暗く視認されて、前記パターンが視認可能となること、
　を特徴とする真贋判定可能媒体。
【請求項２】
　請求項１に記載の真贋判定可能媒体において、
　前記紫外線反応層は、この真贋判定可能媒体の基材であること、
　を特徴とする真贋判定可能媒体。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の真贋判定可能媒体において、
　前記紫外線透過層は、可視光線を透過すること、
　を特徴とする真贋判定可能媒体。
【請求項４】
　請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載の真贋判定可能媒体において、
　前記紫外線透過層の上に、紫外線を透過する情報印刷層が形成されていること、
　を特徴とする真贋判定可能媒体。
【請求項５】
　請求項１から請求項４までのいずれか１項に記載の真贋判定可能媒体において、
　前記紫外線反応層は、紫外線に反応して蛍光発光する蛍光剤を含有していること、
　を特徴とする真贋判定可能媒体。
【請求項６】
　請求項１又は請求項２に記載の真贋判定可能媒体において、
　前記紫外線透過層は、可視光線を透過せず、着色されていること、
　を特徴とする真贋判定可能媒体。
【請求項７】
　請求項１から請求項６までのいずれか１項に記載の真贋判定可能媒体において、
　該真贋判定可能媒体の少なくとも一方の面の少なくとも一部に、所定の形状で形成され
、その表面に微細凹凸形状を有する凹凸部と、前記凹凸部以外の領域に形成され、前記凹
凸部に比べてその表面が平滑なつや部とを有する樹脂層を備えること、
　を特徴とする真贋判定可能媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、真贋判定が可能な真贋判定可能媒体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パールインキと紫外線や赤外線に反応して蛍光発光する蛍光インキとを組み合わ
せて文字や絵柄等を基材の表面に印刷した真贋判定が可能な媒体や、異なる波長域の紫外
線に反応して蛍光発光する２種類の蛍光インキにより、基材の表面に文字や絵柄等を印字
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した真贋判定が可能な媒体等が広く知られている（例えば、特許文献１，２参照）。これ
らは、紫外線や赤外線等を照射することにより、蛍光インキで印刷された文字や絵柄等が
発光して視認可能となり、真贋判定が可能となる。
　このようなパールインキや蛍光インキ等により、文字や絵柄等を印刷することは広く知
られているため、使用者にありふれた印象を与え、目新しさがなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２８５０６１号公報
【特許文献２】特開２００６－２０５５００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の課題は、従来とは蛍光発光する態様が異なる真贋判定可能媒体を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、以下のような解決手段により、前記課題を解決する。なお、理解を容易にす
るために、本発明の実施形態に対応する符号を付して説明するが、これに限定されるもの
ではない。
　請求項１の発明は、紫外線に反応して蛍光発光する紫外線反応層（１１）と、前記紫外
線反応層の少なくとも一方の面（１１ｂ）に設けられ、前記紫外線反応層の前記一方の面
の色と同系色であり、紫外線に対して蛍光発光しない材料で形成され、パターン（１４１
）を形成するパターン形成層（１４）と、前記パターン形成層及び前記紫外線反応層の少
なくとも一部を覆うように積層して設けられ、紫外線を透過し、かつ、前記紫外線反応層
と前記パターン形成層との表面の光沢差を軽減する紫外線透過層（１５，２５）と、を備
え、前記パターン形成層の紫外線透過量は、前記紫外線透過層の紫外線透過量よりも少な
く、前記紫外線反応層の前記一方の面側に紫外線を照射することにより、前記パターン形
成層が前記紫外線反応層よりも暗く視認されて、前記パターンが視認可能となること、を
特徴とする真贋判定可能媒体（１０，２０）である。
　請求項２の発明は、請求項１に記載の真贋判定可能媒体において、前記紫外線反応層（
１１）は、この真贋判定可能媒体の基材であること、を特徴とする真贋判定可能媒体（１
０，２０）である。
　請求項３の発明は、請求項１又は請求項２に記載の真贋判定可能媒体において、前記紫
外線透過層（１５）は、可視光線を透過すること、を特徴とする真贋判定可能媒体（１０
）である。
　請求項４の発明は、請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載の真贋判定可能媒
体において、前記紫外線透過層（１５，２５）の上に、紫外線を透過する情報印刷層が形
成されていること、を特徴とする真贋判定可能媒体（１０，２０）である。
　請求項５の発明は、請求項１から請求項４までのいずれか１項に記載の真贋判定可能媒
体において、前記紫外線反応層（１１）は、紫外線に反応して蛍光発光する蛍光剤を含有
していること、を特徴とする真贋判定可能媒体（１０，２０）である。
　請求項６の発明は、請求項１又は請求項２に記載の真贋判定可能媒体において、前記紫
外線透過層（２５）は、可視光線を透過せず、着色されていること、を特徴とする真贋判
定可能媒体（２０）である。
　請求項７の発明は、請求項１から請求項６までのいずれか１項に記載の真贋判定可能媒
体において、該真贋判定可能媒体の少なくとも一方の面（１０ａ）の少なくとも一部に、
所定の形状で形成され、その表面に微細凹凸形状を有する凹凸部（１３２）と、前記凹凸
部以外の領域に形成され、前記微細凹凸形状を有しておらず、前記凹凸部に比べてその表
面が平滑なつや部（１３１）とを有する樹脂層（１３）を備えること、を特徴とする真贋
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判定可能媒体（１０，２０）である。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、従来とは蛍光発光する態様が異なる真贋判定可能媒体を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１実施形態のカード１０の上面１０ａ及び下面１０ｂを説明する図である。
【図２】第１実施形態のカード１０の断面を拡大して示した図である。
【図３】第１実施形態のカード１０の上面１０ａ及び下面１０ｂの見え方を説明する図で
ある。
【図４】第２実施形態のカード２０を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面等を参照して、本発明の実施形態について説明する。なお、図１を含め、以
下に示す各図は、模式的に示した図であり、各部の大きさ、形状は、理解を容易にするた
めに、適宜誇張している。
【０００９】
（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態のカード１０の上面１０ａ及び下面１０ｂを説明する図である。
図１（ａ）は、カード１０の上面１０ａを示し、図１（ｂ）は、カード１０の下面１０ｂ
を示している。
　図２は、第１実施形態のカード１０の断面を拡大して示した図である。図２では、図１
に示す直線Ａ１－Ａ２に平行な断面を示しており、図２中において、上側がカード１０の
上面１０ａ側であり、下側がカード１０の下面１０ｂ側である。
　カード１０は、その両面に各種印刷等が施された真贋判定可能媒体である。本実施形態
では、カード１０に関して、表となる面を上面１０ａ、裏となる面を下面１０ｂとして説
明するが、カード１０の使用目的やデザイン性等に応じて、上面１０ａを裏、下面１０ｂ
を表としてもよい。
【００１０】
　本実施形態では、カード１０は、図１に示すように、その外形が、略矩形状である例を
示すが、これに限定されるものではなく、円形や楕円形、多角形状としてもよい。また、
このカード１０がイベントの参加券として利用される例を挙げて説明するが、カード１０
の用途は、これに限定されるものではない。
【００１１】
　カード１０は、図２に示すように、基材層１１と、基材層１１の上面１１ａ上に順に積
層して形成された情報印刷層１２及び透明層１３と、基材層１１の下面１１ｂ上に順に積
層して形成されたパターン層１４、紫外線透過層１５、情報印刷層１６とを備えている。
　基材層１１は、このカード１０の基材となる層であり、かつ、紫外線に反応する紫外線
反応層である。この基材層１１は、カードとしての使用に十分な厚さ等を有している。
　この基材層１１は、紫外線に反応して発光する蛍光剤である蛍光染料（蛍光増白剤）を
含有する白色の板紙であり、その上面１１ａ及び下面１１ｂは、白色である。
　一般的に、紙は、その表面の白さを増すために、蛍光染料（蛍光増白剤ともいう）が添
加されている場合がある。基材層１１も、そのような蛍光染料を含む紙材を材料として用
いており、材料コストを抑えることができる。
　なお、基材層１１は、例えば、紫外線に反応して蛍光発光する蛍光染料を含有する樹脂
製（ＰＥＴ樹脂、ＰＰ樹脂等）のシート状の部材としてもよい。
【００１２】
　まず、カード１０の上面１０ａ側について説明する。
　情報印刷層１２は、基材層１１の上面１１ａに形成され、絵柄や文字、記号等が印刷さ
れた層であり、各種情報を有している。
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　この情報印刷層１２は、基材層１１の上面１１ａに、基材層１１の面１１ａの色（白色
）とは異なる色（青色）の紫外線硬化型インキ（ＵＶインキ）により、イベントの日時や
会場、絵柄等が印刷されている。
　なお、情報印刷層１２は、青色に限らず他の色としてもよく、また、単色印刷に限らず
、多色印刷としてもよい。また、情報印刷層１２は、紫外線硬化型インキ以外にも、油性
や水性、溶剤型インキ等により形成することができる。
【００１３】
　透明層１３は、基材層１１の上面１１ａと情報印刷層１２とを覆うように積層され、上
面１１ａの全域に形成された透明な層である。なお、透明層１３は、上面１１ａの一部の
領域に形成される形態としてもよい。
　透明層１３は、その表面にシボ状等の微細凹凸形状を有し、文字や記号、絵柄等を形成
する凹凸部１３２を備え、それ以外の領域は、凹凸部１３２よりも表面が平滑であり、光
沢を有するつや部１３１となっている。
　この透明層１３は、紫外線の照射により硬化する透明な紫外線硬化型のニス（ＵＶニス
）により形成されている。なお、透明層１３は、メジウムインキ、ニス、ＰＰ樹脂等を用
いて形成してもよい。
【００１４】
　凹凸部１３２は、図１に示すように「ＡＢＣ」という文字をカード１０の上面１０ａの
ほぼ中央に形成しているが、凹凸部１３２が形成するパターンやその位置は、自由に選択
して設定してよい。
　この凹凸部１３２は、凹凸部１３２とつや部１３１との光沢感等の違いから、カード１
０を観察する角度を変える等して、目視によって凹凸部１３２が形成するパターンを視認
可能である。また、この凹凸部１３２は、透明層１３の表面を指等で触れることによって
も、その存在を確認することができる。しかし、凹凸部１３２は、複写機等の検出光では
検出できず、複写機による複製（コピー）が困難である、若しくは、複製した場合にコン
トラストの差としてその凹凸部のパターンが若干複写される程度であり、微細凹凸形状は
再現不可能である。そのため、複写機による複製であることは、容易に判別可能である。
【００１５】
　次に、カード１０の下面１０ｂ側について説明する。
　パターン層１４は、文字や記号、絵柄、地紋等のパターン１４１を形成する層であり、
基材層１１の下面１１ｂに形成されている。
　このパターン層１４は、基材層１１の下面１１ｂと同色である白色であり、紫外線の照
射によって硬化する紫外線硬化型インキ（白色ＵＶインキ）により形成されている。その
ため、図１（ｂ）では、理解を容易にするために、パターン層１４及びそのパターン１４
１は、点線で示されているが、太陽光や照明光等の下でカード１０の下面１０ｂを見た場
合、パターン層１４は殆ど視認されない形態となっている。
　パターン層１４は、基材層１１の下面１１ｂに形成され、上に後述の紫外線透過層１５
が積層された状態で、パターン層１４のパターン１４１視認が困難であるならば、下面１
１ｂの色と同色と見なせる程度の差異を有する同系色としてもよい。本明細書等では、「
同系色」とは、紫外線透過層１５が上に積層された状態で、パターン層１４と基材層１１
の下面１１ｂとの識別できない程度の差異を有する色（彩度、明度等が近い色）も含むも
のとする。
【００１６】
　パターン層１４の形成するパターン１４１は、図１（ｂ）に示すように、図１（ｂ）に
おける左下から右上方向に文字「ＡＢＣ」を繰り返して複数配列された帯状である。そし
て、この帯状のパターン１４１が、図１（ｂ）における左上から右下方向に等間隔で複数
配列されて形成されている。
　パターン層１４は、上記の例に限らず、絵柄や記号等としてもよいし、地紋等としても
よく、その位置も自由に設定してよい。
【００１７】



(6) JP 2015-3430 A 2015.1.8

10

20

30

40

50

　パターン層１４は、紫外線に対して蛍光発光しない層であり、紫外線に反応する蛍光体
等、紫外線に反応する物質を含有していない。また、パターン層１４は、含有する顔料等
により、紫外線を吸収するため、紫外線の透過量が後述の紫外線透過層１５よりも少ない
。従って、パターン層１４が形成された基材層１１の下面１１ｂへは、紫外線が到達しな
い、もしくは、到達して下面１１ｂで反射しても反射光が吸収され、パターン層１４から
出射しないか、出射しても非常に少ない。
【００１８】
　紫外線透過層１５は、基材層１１の下面１１ｂ及びパターン層１４を覆うように積層さ
れた層であり、カード１０の下面１０ｂの全面に設けられている。
　紫外線透過層１５は、紫外線及び可視光線を透過する透明な層である。この紫外線透過
層１５の紫外線透過量は、前述のパターン層１４の紫外線透過量よりも多い。
　基材層１１の下面１１ｂにパターン層１４のみを形成すると、両者が同色であっても、
パターン層１４と基材層１１の下面１１ｂとの材質や表面の平滑さ等の差から両者には光
沢差が生じている。そして、この光沢差によってパターン層１４のパターン１４１が視認
される可能性がある。
　しかし、この紫外線透過層１５を形成することにより、そのような光沢差を解消し、パ
ターン層１４のパターン１４１の視認を困難とすることができる。
　紫外線透過層１５は、十分な厚さを有し、その表面が平面状となっており、下地に印刷
されたパターン層１４の厚さ等に追従するような凹凸等を有していない。
　この紫外線透過層１５は、紫外線硬化型の透明なメジウムインキにより形成されている
。なお、紫外線透過層１５は、透明なＯＰニス、水性ニス、ＵＶニス等により形成しても
よい。また、この紫外線透過層１５は、着色透明や半透明としてもよい。
【００１９】
　情報印刷層１６は、紫外線透過層１５の表面に絵柄や文字、記号等が印刷された層であ
り、各種情報を有している。また、情報印刷層１６は、紫外線を透過する機能を有してい
る。
　この情報印刷層１６は、青色のＵＶインキにより、絵柄やイベントの参加時の注意事項
等が印刷されている。なお、情報印刷層１６の注意事項等は、図１等では、文字「ａｂｃ
」の配列として示している。
　なお、情報印刷層１６は、青色に限らず他の色としてもよく、単色印刷に限らず、多色
印刷としてもよい。また、情報印刷層１６は、ＵＶインキに限らず、溶剤型インキ等を用
いて形成してもよい。
　この情報印刷層１６は、文章等の小さな文字や記号の配列とすると、パターン層１４が
より判別し難くなり、好ましい。
【００２０】
　なお、この情報印刷層１６の紫外線の透過量が、紫外線透過層１５の紫外線の透過量よ
りも多い場合には、情報印刷層１６を大きな絵柄等としてベタ印刷で形成したとしても、
後述するカード１０の真贋判定において下面１０ｂに紫外線を照射したときに、パターン
層１４のパターン１４１が視認可能である。また、情報印刷層１６の紫外線の透過量が、
紫外線透過層１５の紫外線の透過量よりも少ない場合には、情報印刷層１６をベタ印刷で
形成した場合には、下面１０ｂに紫外線を照射したときに、パターン１４１の視認が困難
となる。従って、この場合には、情報印刷層１６は文字や記号等とし、ベタを避けること
が好ましい。
【００２１】
　ここで、本実施形態のカード１０の製造方法の一例を説明する。本実施形態のカード１
０の基材層１１に積層される各層は、いずれも紫外線の照射により硬化する材料により形
成されているので、ＵＶ印刷法を用いて行うことが可能である。
　カード１０の上面１０ａは、基材層１１の上面１１ａに、青色のＵＶインキをＵＶ印刷
して情報印刷層１２を形成する。そして、その上から、凹凸部１３２となる部分に、下地
剤を印刷し、その上からさらに、透明ＵＶニスをＵＶ印刷して透明層１３を形成する。
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　この下地剤は、透明層１３を形成する透明ＵＶニスをはじく作用を有する。そのため、
下地剤が印刷された部分は、透明ＵＶニスがはじかれて塗膜を形成できず、微細な粒とな
って硬化する。
　これにより、シボ状の微細な凹凸形状を有する凹凸部１３２が形成される。また、下地
剤が印刷されていない部分は、その表面が平滑であり、光沢を有するつや部１３１となる
。これらの工程を経ることにより、カード１０の上面１０ａが形成される。
【００２２】
　カード１０の下面１０ｂは、基材層１１の下面１１ｂに、パターン１４１となる部分に
白色のＵＶインキをＵＶ印刷してパターン層１４を形成する。次に、基材層１１の下面１
１ｂ及びパターン層１４を覆うように、全面にメジウムインキをＵＶ印刷して紫外線透過
層１５を形成する。さらに、紫外線透過層１５の表面に、青色のＵＶインキをＵＶ印刷し
て情報印刷層１６を形成する。これらの工程を経ることにより、カード１０の下面１０ｂ
が形成される。
【００２３】
　基材層１１に対して、上述のような各層の印刷を行った後に、基材層１１を所定の大き
さに裁断し、カード１０が完成する。なお、基材層１１の上面１１ａ及び下面１１ｂに上
述の各種印刷等を行う際に、基材層１１は、枚葉状であってもよし、ウェブ状であっても
よい。
　また、透明層１３を形成する材料と下地剤との組み合わせは、好適な微細凹凸形状を形
成可能であるように適宜選択してよい。
【００２４】
　本実施形態のカード１０は、基材層１１が紙材であり、上面１０ａの情報印刷層１２及
び透明層１３、下面１０ｂのパターン層１４、紫外線透過層１５、情報印刷層１６が、い
ずれも紫外線により硬化する特性を有するインキやニス等により形成されている。従って
、このカード１０は、一般的な材料である紙材や、紫外線の照射により硬化するＵＶイン
キやＵＶニス等を使用して製造可能であり、蛍光インキ等の特殊なインクを使用すること
なく、安価に製造することができる。
　また、カード１０は、上述のように、基材層１１以外の各層が、紫外線により硬化する
特性を有しているので、ＵＶ印刷機により一括して形成可能であり、各層の材料に合わせ
て印刷装置等を変える作業等が不要になり、より生産工程を簡単にすることができる。
　さらに、蛍光インキを使用していないので、印刷装置に残った蛍光インキ等が、他の印
刷物を印刷する場合に影響を及ぼすこともない。
　なお、カード１０の製造方法は、上記の例に限らず、使用するインキや材料等に応じて
、最適なものを適宜選択してよい。
【００２５】
　本実施形態のカード１０の真贋判定方法について説明する。
　図３は、第１実施形態のカード１０の上面１０ａ及び下面１０ｂの見え方を説明する図
である。図３（ａ），（ｂ）は、太陽光や照明光等の下での上面１０ａの見え方であり、
図３（ｂ）は、図３（ａ）とは観察する角度が異なっている。
　また、図３（ｃ）は、太陽光や照明光等の下での下面１０ｂの見え方であり、図３（ｄ
）は、紫外光を照射した場合の下面１０ｂの見え方を示している。
　使用者は、まず、カード１０の上面１０ａを、観察角度を変える等して目視し、凹凸部
１３２のパターンが観察されるか否かを確認する。
　これにより、使用者は、凹凸部１３２のパターンが視認されたものは真正品であり、視
認されないものや視認されたパターンが真正品とは異なるものは、偽造品であると判定で
きる。
【００２６】
　次に、使用者は、カード１０の上面１０ａ（透明層１３の表面）を手で触り、凹凸部１
３２とつや部１３１との触覚の差異の有無を判定する。
　使用者は、凹凸部１３２とつや部１３１との触覚の差異があるものは、真正品と判定で
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き、凹凸部１３２とつや部１３１との触覚の差異が無いものや、真正品と手触り等に違い
があるものは、偽造品であると判定できる。
【００２７】
　次に、使用者は、ブラックライト等により、カード１０の下面１０ｂに紫外線を照射し
、パターン層１４のパターン１４１が視認可能か否かを確認する。
　真正品であるカード１０は、太陽光や照明光の下では、図３（ｃ）に示すように、下面
１０ｂを視認してもパターン層１４のパターン１４１は、視認されない。
　次に、真正品のカード１０の下面１０ｂに紫外光を照射した場合について説明する。
　情報印刷層１６が形成されていない領域であって、基材層１１の下面１１ｂにパターン
層１４が形成されていない領域（例えば、図１（ｂ）及び図２に示す点Ｐ１）は、青白く
明るく見える。一方、情報印刷層１６が形成されていない領域であって、下面１１ｂにパ
ターン層１４が形成されている領域（例えば、図１（ｂ）及び図２に示す点Ｐ２）は、上
述のパターン層１４が形成されていない部分に比べて暗く見える。
　これは、基材層１１が含有する蛍光染料（蛍光増白剤）が、照射された紫外線に反応し
て蛍光発光する一方で、パターン層１４が、蛍光染料を含有せず、蛍光発光しないことや
、紫外線透過層１５よりもパターン層１４の方が、紫外線透過量が少ないことに起因する
。
【００２８】
　情報印刷層１６が形成されている領域では、基材層１１の下面１１ｂにパターン層１４
が形成されている領域（例えば、図１（ｂ）及び図２に示す点Ｐ４）は、パターン層１４
が形成されていない領域（例えば、図１（ｂ）及び図２に示す点Ｐ３）よりも暗く見える
。このときの両者のコントラスト差は、前述の情報印刷層１６が形成されていない領域で
のパターン層１４の有無でのコントラスト差よりも小さい。
　これは、前述の基材層１１及びパターン層１４の紫外線に対する反応の差や、パターン
層１４と紫外線透過層１５との紫外線透過量の差に加えて、情報印刷層１６が、紫外線を
透過することに起因する。
【００２９】
　従って、カード１０の下面１０ｂに紫外線を照射することにより、パターン層１４と基
材層１１の下面１１ｂとにコントラスト差が生じることに起因し、パターン１４１が視認
可能となる。
【００３０】
　以上のことから、使用者は、カード１０の下面１０ｂにおいて、太陽光や照明光等の下
では、パターン層１４のパターン１４１は視認されないが、紫外線の照射により、下面１
０ｂにパターン層１４のパターン１４１が、視認可能となるものは、真正品であると判定
できる。
　また、使用者は、カード１０の下面１０ｂにおいて、太陽光や照明光等の下でもパター
ンが視認されるものや、紫外線を照射してもパターン１４１が視認されないもの、パター
ン１４１が視認されるが、コントラスト差が真正品とは異なるもの（明暗が逆である、若
しくは明暗差が小さい等）やパターンが異なるものは、偽造品であると判定できる。
【００３１】
　以上のことから、本実施形態によれば、以下の効果を奏することができる。
（１）カード１０の真贋判定を短時間で容易かつ正確に行うことができる。
（２）上面１０ａに関する真贋判定は、目視及び触覚で判定でき、下面１０ｂに関する真
贋判定は、ブラックライト等の紫外線を照射可能かつ携帯可能な小型の照明機器があれば
判定できる。従って、真贋判定のための大型の装置や、読み取り器等の精密機器等が不要
であり、真贋判定を省スペース、低コストで迅速に行うことができる。
（３）カード１０の上面１０ａと下面１０ｂとの２段階での真贋判定が可能であり、偽造
牽制効果を高め、偽造品による不正使用を大幅に抑止できる。
【００３２】
（４）基材層１１の下面１１ｂとパターン層１４とが同色であり、これらを覆うように紫
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外線透過層１５が形成され、これらの光沢差が解消されているので、真贋判定を行うパタ
ーン１４１の秘匿性が高く、通常の照明光や太陽光等の下では視認が困難であり、真贋判
定に用いるパターン１４１の存在を、悪意ある第三者等に気づかれ難い。また、一般的な
複写機に用いられる光の波長は、紫外線の波長領域とは異なるため、複写機による偽造等
も抑止でき、仮に複写機によって偽造された場合でも、上述のような光源種による見えの
変化が生じないので、容易に偽造品と判定できる。
【００３３】
（５）基材層１１として白さを向上させるために紫外線に反応する蛍光染料を含有する紙
材を利用し、かつ、蛍光インキ等の特殊なインキを使用していないので、安価に提供でき
る。
（６）基材層１１の下面１１ｂが紫外線の照射により蛍光発光して青白く視認され、パタ
ーン層１４のパターン１４１が暗く視認されるので、従来のようなパターンを蛍光塗料で
印刷したものとは態様が異なり、意外性があって、意匠性も高い。また、基材層１１の下
面１１ｂのうちパターン層１４が形成されていない領域が紫外線の照射によって蛍光発光
するため、明るく見える部分の面積が広く、パターン１４１の視認が容易である。
（７）紫外線透過層１５の表面に、さらに情報印刷層１６が印刷されているので、パター
ン１４１がさらに認識され難くなり、偽造牽制効果を高めることができる。
（８）パターン１４１は、真贋判定において情報印刷層１６の影響が小さく、パターン層
１４のパターン１４１の形状等に関わらず、情報印刷層１６の情報を自由に設定できるの
で、高い偽造牽制効果を有しながら、カード１０の意匠性を高めることができる。
　以上のことから、偽造牽制効果を有し、意匠性が高く、容易に真贋判定可能なカード１
０を提供できる。
【００３４】
（第２実施形態）
　図４は、第２実施形態のカード２０を説明する図である。
　図４（ａ）は、カード２０の下面２０ｂを示し、図４（ｂ）はカード２０の図４（ａ）
に示す直線Ａ３－Ａ４に沿った断面図のうち下面２０ｂ側を示している。
　第２実施形態のカード２０は、下面２０ｂの構成が第１実施形態のカード１０とは異な
っている点が異なる以外は、第１実施形態のカード１０と同様である。従って、前述した
第１実施形態と同様の機能を果たす部分には、同一の符号又は末尾に同一の符号を付して
、重複する説明を適宜省略する。
　第２実施形態のカード２０は、上面２０ａ及び下面２０ｂを備えている。このカード２
０の上面２０ａは、前述の第１実施形態のカード１０の上面１０ａと同様である。
【００３５】
　カード２０の下面２０ｂは、図４に示すように、基材層１１の下面１１ｂ側に、パター
ン１４１を形成するパターン層１４と、紫外線透過層２５と、紫外線透過層２５の表面に
設けられる情報印刷層１６等とを備えている。
　紫外線透過層２５は、カード２０の下面２０ｂ全面に設けられた層であり、基材層１１
及びパターン層１４を覆うように積層されて形成されている。
　この紫外線透過層２５は、黄色に着色されたＵＶインキにより形成されており、紫外線
は透過するが、可視光線を透過しにくく、透明ではない。また、紫外線透過層２５は、前
述の第１実施形態の紫外線透過層１５と同様に、紫外光を透過する特性を有している。な
お、紫外線透過層２５は、赤色や青色等、他の色としてもよいし、油性や水性、溶剤型イ
ンキ等を用いて形成してもよい。
【００３６】
　本実施形態によれば、高い偽造牽制効果を有し、意匠性が高く、容易に真贋判定可能な
カード１０を提供できる。
　また、紫外線透過層２５は、可視光線を透過せず、不透明であるので、パターン層１４
と基材層１１の下面１１ｂとの光沢差が軽減され、太陽光や照明光下において、パターン
層１４のパターン１４１の存在を認識され難くする効果をさらに高めることができる。
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　また、紫外線透過層２５は、不透明であり、着色されているので、カード２０の意匠性
をさらに高めることができる。
【００３７】
（変形形態）
　以上説明した各実施形態に限定されることなく、種々の変形や変更が可能であって、そ
れらも本発明の範囲内である。
【００３８】
（１）基材層１１は、蛍光染料を含有しない紙や樹脂製のシート等の片面に、蛍光塗料を
塗布したものとしてもよい。このような構成としても、前述の各実施形態と同様の効果を
奏することができる。
【００３９】
（２）基材層１１の上面１１ａ及び下面１１ｂは、白色に限らず、例えば、黄色や水色等
、所定の色である形態としてもよい。このとき、パターン層１４は、基材層１１の上面１
１ａ及び下面１１ｂと同系色とすることが、パターン１４１を隠蔽し、秘匿性を高める観
点から好ましい。このような形態とすることにより、カード１０，２０の意匠性を高める
ことができる。
【００４０】
（３）第２実施形態の紫外線透過層２５は、単色である例を挙げて示したが、これに限ら
ず、例えば、下面１１ｂ上を複数の色でパターン状に塗り分ける形態としてもよい。また
、第２実施形態において、紫外線透過層２５は、可視光線を透過しない不透明な層である
例を示したが、これに限らず、所定の色に着色され、可視光線を透過する透明又は半透明
な層としてもよい。このような形態とすることにより、カード１０，２０の意匠性を高め
ることができる。
【００４１】
（４）パターン層１４は、各実施形態において、所定の文字や記号、絵柄状のパターン状
に形成される例を示したが、これに限らず、所謂、抜き文字のように、パターン層１４が
形成されていない領域が所定のパターンを形成している形態としてもよい。
【００４２】
（５）カード１０，２０は、パターン層１４と基材層１１の下面１１ｂとの表面に光沢差
が無く、視認が十分に困難な場合は、紫外線透過層１５，２５を設けない形態としてもよ
い。
【００４３】
（６）カード１０，２０は、紫外線照射時における下面１０ｂ，２０ｂのパターン１４１
が視認可能か否かのみで真贋判定を行うものとし、上面１０ａ，２０ａに凹凸部１３２を
形成しない形態や透明層１３を設けない形態としてもよい。
　また、上面１０ａ、２０ａ側にも、パターン層１４及び紫外線透過層１５，２５、情報
印刷層１６を設けてもよい。
【００４４】
（７）真贋判定可能媒体であるカード１０，２０は、例えば、トレーディングカードゲー
ム等のゲーム用カードとして用いてもよいし、通行証や各種チケット等として用いてもよ
い。また、真贋判定可能媒体は、カードに限らず、商品券や証券、各種証明書等としても
よい。さらに、カード１０，２０は、ホログラムや回折格子等のＯＶＤや、ＩＣチップ及
びアンテナや、磁気テープ等をさらに備え、これらによる真贋判定も可能とし、真贋判定
の精度を上げたり、偽造牽制効果の向上を図ってもよい。
【００４５】
（８）透明層１３は、半透明や、着色透明であってもよい。また、透明層１３に換えて、
着色されて不透明の層等を形成してもよい。このような形態とすることにより、意匠性を
高めることができる。
　また、凹凸部１３２は、例えば、透明層１３を形成する透明なインキやニス等を塗布し
て硬化させた後に、所望する凹凸部のパターンを熱プレスする等により形成してもよい。
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【００４６】
（９）情報印刷層１６は、紫外線を透過しない、又は、透過しにくく僅かに透過するもの
としてもよい。
【００４７】
　なお、本実施形態及び変形形態は、適宜組み合わせて用いることもできるが、詳細な説
明は省略する。また、本発明は以上説明した各実施形態によって限定されることはない。
【符号の説明】
【００４８】
　１０，２０　　カード
　１１　　基材層
　１２　　情報印刷層
　１３　　透明層
　１３１　　つや部
　１３２　　凹凸部
　１４　　パターン層
　１４１　　パターン
　１５，２５　　紫外線透過層
　１６　　情報印刷層

【図１】 【図２】
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