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【手続補正書】
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【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】
　機密文書を作成するための方法であって：
　（ａ）第１のトナーと第２のトナーとが異なる粘度であるように第１のイメージ要素の
ための前記第１のトナー及び第２のイメージ要素のための前記第２のトナーを選択するス
テップと；
　（ｂ）前記第１のトナーをピクセル・バイ・ピクセルを基準に受像紙上に印刷するステ
ップと；
　（ｃ）定着前に、前記第２トナーを前記受像紙上に共に印刷するステップと；
　（ｄ）定着した印刷(fixed　print)上に前記トナーを定着させるステップと、
　を有し、
　第１のトナー及び第２のトナーの一方は、他方のトナーの少なくとも一部に重なるよう
少なくとも一側において他方より大きく、該重なりは観察して明らかではないようにされ
る、
　方法。
【請求項２】
　前記第１のトナー及び／又は第２のトナーは、磁性トナー、カラートナー、クリアトナ
ー、異なる組成のトナー、より高濃度のトナー、及び紫外線硬化トナーのうち１つ又はそ
れより多くを含む１つ又はそれより多くの着色トナーを更に有する、
　請求項１記載の方法。
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【請求項３】
　第１の上方トナーをピクセル・バイ・ピクセルの第２の下方トナーの上に重ねるステッ
プを更に有し、前記第２のトナーは、前記第１のトナーの一部を越えて延在することによ
って少なくとも部分的なハローを作り、該ハローが顧客、時間、内容、及び状態のうち１
つ又はそれより多くによって変えられ得るようにする、
　請求項１記載の方法。
【請求項４】
　機密文書であって：
　（ａ）事前印刷受像紙と；
　（ｂ）該事前印刷受像紙上にピクセル・バイ・ピクセルを基準に印刷された第１のトナ
ーを有する第１のイメージ要素と；
　（ｃ）第２のトナーを有する第２のイメージ要素と、
　を有し、
　前記第１のトナーと前記第２のトナーとは、異なる粘度であり、前記事前印刷受像紙上
にピクセル・バイ・ピクセルを基準に共に印刷され、定着する前に、他方のトナーの少な
くとも一部分に重なるようにされる、
　機密文書。
【請求項５】
　第１の上方トナーをピクセル・バイ・ピクセルの第２の下方トナーの上に重ねることを
更に有し、
　前記第２のトナーは、少なくとも一側において他方より大きく、且つ顧客、時間、内容
、及び状態のうち１つ又はそれより多くによって可変であり、且つ観察して区別出来ない
ピクセルで作るように前記第１のトナーの一部を越えて延在することによって少なくとも
部分的なハローを作る、
　請求項４記載の文書。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】機密文書印刷
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に機密イメージ要素(secure　image　elements)での文書の印刷に関し
、より特には、機密文書(secure　document)及び方法を作成するために文書内に機密イメ
ージ要素を配列及び印刷する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　毎年、何十億という個人小切手、業務用小切手、チケット、支払い票、領収書、及び他
の商用文書が処理されている。紙を使わずに支払い及び/又は送金を行う方法が利用でき
るにもかかわらず、処理されている文書の量は、増え続けている。
【０００３】
　印刷文書が虚偽の変更を受けやすいことにより、毎年何十億ドルという費用が業界にか
かっている。変更は、非標準文書（偽造）の印刷、並びに／あるいは、原文書上のイメー
ジ要素の削除、追加又は変更という形をとる。業界は、文書の真正性を速く正確に評価す
る方法及び文書変更をより難しくする方法を必要としている。
【０００４】
　機密文書を印刷するための案は多く存在する。このような案は一般的に、下地（被印刷
物）の操作に関連するもの、及びイメージ内容の追加に関連するものの２種類に分けられ
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る。下地の操作の例には、基礎をなす下地の再帰性反射の性質を実質的に妨げることなく
、文書の表面をその上に印刷されるトナー及びインクを受け入れるようにする再帰性反射
文書用の被覆物について記載する、US20030211299　A1（特許文献１）がある。文書を加
工する方法もまた提供されている。
【０００５】
　US5888622A（特許文献２）は、イオン蒸着プリンターのような非接触印刷装置を用いて
印刷される文書に対する強化されたトナー接着力を提供する被覆セルロース織物製品及び
塗料を提供する。トナー粘着力が強化された被覆セルロース製品及び塗料は、第１及び第
２の大きい表面を持つセルロース織物を含み、該２つの大きな表面のうち少なくとも１つ
は、重合トナー受容体の層をその上に被覆されている。
【０００６】
　US6086708A（特許文献３）は、偽物に対する安全性を増した小切手又は株券のような文
書を作成する方法について詳述する。該文書は、その文書上に貼る３次元光回折イメージ
を持つ1片の箔（フォイル）を有する。該１片の箔は、該文書のバックグラウンド印刷又
はおもて面印刷が終わる前又は終わった後に、文書に貼りつけられ得る。このようにして
その光回折片は、望み通りバックグラウンド印刷及びおもて面印刷により印刷し続けるこ
とができる。
【０００７】
　イメージ内容又はイメージング材料の操作を含む方法の例には、US20050282077A1（特
許文献４）がある。該文献は、化学的又は物理的に偽造しにくく且つ簡単に見て確認でき
る印刷文書のためのトナーを記載し、また、該トナーの使用及び形成の方法が開示されて
いる。該トナーは、文書の表面上にイメージを印刷するための着色剤、及び下地の表面下
において潜像イメージを形成するための染料を含む。該発明のトナーを使い形成されるイ
メージは、着色剤で形成されるイメージ及び染料で形成されるイメージを比較することに
より容易に確認され得る。加えて、下地上に印刷されたイメージを変えようとして溶剤が
用いられる場合、染料は、文書の改ざんを示すよう移動又は拡散する。
【０００８】
　US20050142468A1（特許文献５）は、写図器(pantograph)で銀行手形等である文書を印
刷する方法について記述する。記述通りに印刷された文書は、デジタル可変写図器及び他
の機能強化を含み得る。該発明は特に、安全性が強化された文書及びその製造（生成）に
有用である。US20050142469A1（特許文献６）は、縮小写真印画法を使用する印刷システ
ム、プロセス及び製品について記述する。記述通りに印刷された文書は、デジタル可変縮
小写真印画及び他の機能強化を含み得る。該発明は特に、機密性（安全性）が強化された
文書及びその製造に有用である。
【特許文献１】US20030211299　A1
【特許文献２】US5888622A
【特許文献３】US6086708A
【特許文献４】US20050282077A1
【特許文献５】US20050142468A1
【特許文献６】US20050142469A1
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　これらの安全性強化の方法にもかかわらず、文書の偽造及び操作は依然として問題とな
っている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、改ざん又は虚偽変更に対し非常に改良された抵抗性を持つトナーイメージ要
素を有して機密文書を作る電子写真印刷法を提供する。文書の安全性の特徴は、受像紙(r
eceiver)上に1以上のトナーを印刷することによって実現され、かかるトナーの組み合わ
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せは、定着（fixation）前に受像紙上に共に印刷される(co-printed)。この方法を使うこ
とにより、多種の安全性の特徴が実現され得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本出願は、少なくとも１つのカラー図面を含む。カラー図面を有する本願のコピーは、
要請及び必要な手数料の支払いにより米国特許商標庁から提供される。
【００１２】
　本発明の好ましい実施例は、一例として電子写真プリンターに関連して記述される。こ
れは、本発明がかかる用途において特に有益であると考えられるためである。本発明は、
色とソフトウェアとの間において優れた位置合わせを備える、なんらかのサイズ又は容量
を有するいかなる種類の電子写真システム、あるいは他のプリンター又はイメージプロセ
ッサーにおいても使用され得、また、優れた位置合わせを有するマルチカラープリンター
においても使用され得る、ということが本願を参照する当業者には理解されるであろう。
したがって、本明細書は、一例としてのみ提供されるものであり、特許請求された本発明
の真の範囲が制限されるようには意図又は予期されていない。大半の小切手は、インクペ
ンを使用して手で記入すること又は黒色トナーを使ってデジタル印刷することによって、
事前に印刷された用紙に印刷及び記入される。何らかの理由でトナーが紙にしっかり定着
しない場合には、除去及び変更は、黒色トナーを使用して偽造者自身の情報を除去された
領域に単純に再印刷することによって容易に達成されてしまう。小切手の再印刷をより困
難にする１つの方途は、高コントラストのイメージトナーの下に僅かに幅の広いイメージ
として原印刷に異なる色を追加することである。
【００１３】
　図１において、本発明の好ましい実施例の一般的な状態を示すよう、機密文書を印刷す
るための１つの典型的な方法及び関連するシステムのフローチャートが概略的に示され、
本発明が幅広い印刷機械に適用可能であることが理解される。本発明の好ましい実施例に
よる方法は、ステップ１００で示すように、受像紙に印刷要素を印刷する前に、第１及び
第２イメージ要素に対して、色等であるトナーの特徴を選ぶことから始まる。受像紙は、
紙、金属、布、ワックス、及び材料の組み合わせ等を含むトナーを受け入れるなんらかの
構成を有する印刷されていないかあるいは事前に印刷された受像紙であり得る。好ましい
実施例において、機密文書へと組み込まれる関心対象である第１のイメージ要素は少なく
とも、ステップ１０２で示すように、コントローラーで分析及び格納されるフォント及び
文字サイズを持つため、ピクセルは、ステップ１０４によって表されるように適切なハロ
ーを作るよう夫々の第２のイメージ要素又はもう片方の(companion)イメージ要素形(shap
e)に対して加えられ得る。このハローは、後により詳しく述べられる通りハローを形成し
ながら少なくとも1面に、又は多方面においてイメージ要素を本質的に拡大する。ステッ
プ１０６で示すようにユーザー入力は、これらのステップを変更することができる。
【００１４】
　２つのイメージ要素は、境界効果又は他の問題を識別するようステップ１０８において
比較され、必要であればステップ１１０で示される通り該境界効果又は他の問題を修正す
る。そうすることにより、ステップ１１８及び１２０に示される通り、一方のイメージ要
素は他方のイメージ要素の上又は隣に印刷され、続いて任意で、熱、圧力、紫外線、赤外
線、溶剤、又は他の技術的に既知である定着方法を使用してイメージを定着させ、最終的
な機密文書を作る。これは、場合によっては溶融(fusing)と称されるものであり、熱及び
／又は圧力、並びに紫外線放射、赤外線放射、溶剤又は他の定着方法による定着も含まれ
得る。この技術に必要なコントローラーには、トナー色を選択すること、上方文字（uppe
r　character）のフォント及び大きさを決定すること、及び適切なハローを作るために下
方文字形（bottom　character　shape）にピクセルを加えること、が求められる。文字の
フォント及び大きさに関連するハローの大きさは、顧客の要望又はデフォルトの大きさに
応じて変化され得る。横並びの組み合わせ又は上下の組み合わせには、ビットマップレベ
ル又はそれより前において色処理のために文字を解析するための適切なソフトウェアが必
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要とされる。
【００１５】
　図２は、イメージ要素を印刷するために用いられる印刷装置とも称される装置１９０の
略図である。装置１９０は、複数の現像ステーション(development　stations)２００，
２０２，２０４，２０６及び２０８を含む。これらの各現像装置は、受像紙２１８上にト
ナーイメージ要素を与え(apply)得る。図２に示されている装置１９０の一例は、NexPres
s　Solutions,　Inc.社（ネックスプレスソリューションズ)によって販売されているNexP
ress２１００デジタルプリンターである。好ましい実施例においては、まず、非磁性(non
-magnetic)トナーイメージ要素は、現像ステーション２００，２０２，２０４及び２０６
によって受像紙に与えられる。また、図２においては、定着部材(fixing　member)２１２
及び２１４、並びに受像紙２１８を運ぶベルト２１６が示される。これらについては下記
に詳述する。
【００１６】
　好ましい一実施例において、非磁性トナーは、１乃至４０，０００センチポアズ(40kcP
)の粘度及び１乃至２０の弾性（タンデルタ、tanδ）を有する。かかる弾性とは、平行板
レオメータにおいて１２０℃で測定されたトナーの貯蔵弾性率に対する弾性係数の比率と
定義される。好ましい一実施例において、非磁性トナーは、１０，０００乃至１５，００
０センチポアズ(cp)の粘度及び２乃至４．５のタンデルタを有する。より好ましい一実施
例において、非磁性トナーは、１０，０００cp乃至１２，０００cpの粘度及び２乃至２．
５のタンデルタを有する。非磁性トナーは、光学的、紫外線、又は赤外線に対して感度の
良い顔料を含有し得る。非磁性トナーイメージ要素は、好ましくは０．０１乃至５．００
の光透過密度(optical　transmission　density)において受像紙に与えられる。１つの好
ましい非磁性トナーは、NexPress　Solutions,　Inc社によって販売されているNexPress
　DryInkである。
【００１７】
　図３は、図２中のイメージングユニット(imaging　unit)２００等である１つの典型的
なイメージングユニットの詳細図である。イメージングユニット３００は、受像紙２１８
上に磁性及び非磁性トナーを印刷するために使われ、光学的書き込み器（ライター）(opt
ical　writer)３０２、帯電要素(charging　element)３１０、イメージ形成部材３０４、
現像ステーション３０６、転写（移送、transfer）部材３０８、トナー濃度センサー３１
２、イメージ濃度センサー３１４、及び論理制御ユニット３１６を含む。均一な電荷（ch
arge）は、帯電要素３１０によってイメージ形成部材３０４に印加される。イメージ要素
は、光学的書き込み器３０２からの集中光を伴って荷電層（charged　layer）を放電する
ことによって帯電層（charging　layer）に書き込まれる。このイメージ形成プロセスの
例は、米国特許第６，９０９，８５６号中に記述される。
【００１８】
　書き込み器によって書き込まれたイメージ要素は、潜像を形成し、現像ステーション３
０６によって色調を変えられる。現像ステーション３０６は、NexPress　DryInk等である
磁性又は非磁性トナー、及びUS4546060　Aに詳述されるような磁性キャリア(magnetic　c
arrier)を含有する。磁性トナーは、１乃至２００，０００センチポアズ(cp)の粘度と０
．１乃至２０の弾性を有する。磁性トナーは、Magnox-Pulaski　Inc.社（マグノックス・
プラスキー）によって販売されているような１０％乃至３０％（百分の１０乃至３０（ｐ
ｐｈ））の酸化鉄磁性体を含有し得る。磁性又は非磁性トナーは、任意で光学顔料、紫外
線顔料、又は赤外線顔料、及び任意の摩耗補助(optional　abrasion　aids)を含有しても
よい。US6766136　B2に詳述されるような磁性トナーが好ましい。続いてトナーイメージ
要素は、転写部材３０８に転写され、受像紙３１８に転写される。図２の参照符号２０２
，２０４，２０６及び２０８等であるその後のイメージングユニットは、同様に、受像紙
３１８に追加のイメージ要素を与える。
【００１９】
　図２を参照すると、蓄積トナーイメージ要素を有する受像紙２１８上のイメージは、熱
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、圧力、紫外線放射又は赤外線放射、溶剤、あるいは技術的に周知である手段によって定
着される。好ましい実施例において、イメージは、定着部材２１２及び２１４によって熱
及び圧力を介して定着される。イメージ定着の好ましい温度は、摂氏１５０度乃至２００
度であり、圧力は４０ポンド／平方インチ乃至４００ポンド／平方インチである。最も好
ましい実施例は、摂氏１６０度乃至１８５度の定着温度、及び４０ポンド／平方インチ乃
至４００ポンド／平方インチの圧力を用いる。
【００２０】
　組み合わされたトナーイメージ要素の定着は、適切な信号強度及び下地の広い範囲に対
する改良された粘着性を有するイメージ要素をもたらす。本発明の好ましい実施例を用い
て印刷される磁気インク文字認識（ＭＩＣＲ）の文字に対する磁気波形信号強度は、「ｏ
ｎ－ｕｓ（オンアス）」文字に対しては１００－１２０％である。該「ｏｎ－ｕｓ」文字
は通常、商用小切手に対して小切手等上に連続的なシリアル番号を配置するようしばしば
使用されるＭＩＣＲ行におけるルーティングフィールド（routing　field）の左側に印刷
される文字であるが、第１の位置に対して類似する他の位置であってもよい。ＭＩＣＲ文
字信号強度は、RDM　Corporation社によって製造されるＲＤＭ　ＭＩＣＲ限定子(qualifi
er)を用いて測定された。該限定子は、受像紙上に印刷されたＭＩＣＲ文字の磁気信号強
度を測定した。業界標準は、ＭＩＣＲ文字の磁気信号強度が５０％乃至２００％にあるこ
とを要求する。
【００２１】
　本発明を用いて印刷及び定着されたイメージ要素は、業界標準の読取分類機（リーダー
ソーター）を通るときの摩擦に対する増加された抵抗を示す。小切手の読取及び分類は、
磁性トナー印刷イメージの主な適用例である。業界標準機器は、ＩＢＭ　３８９０高速読
取分類機である。トナー印刷イメージは、小切手が使用した場所から振り出し銀行（bank
　of　origin）に転送される際に前出の機器を反復的に通される。本発明により印刷され
た磁性トナーイメージの読取分類機性能を決定するよう、標準試験が用いられる。該試験
は、以下のステップを含む：　
　　１．　適切にフォーマットされた文字行と明確にされたフォントを有して１０００の
トナーイメージを印刷する。　
　　２．　ＩＢＭ３８９０　読取分類機を通すことによりトナーイメージを読取／分類す
る。　
　　３．　リーダー／ソーターが何らかの理由で拒絶（リジェクト）した（エラーとなっ
た）イメージを取り除く。　
　　４．　ステップ２及び３は反復され、共に「通過(pass)」を形成し、合計２０回の通
過を行なう。　
　　５．　イメージ不具合の数を総読取／分類回数で割ることにより拒絶率（リジェクト
率）を計算する。　
　例えば、１０００の小切手のイメージが読取／分類機を通り、１つのイメージが各通過
において拒絶された場合、拒絶率は、拒絶された回数２０を読取／分類回数２００００で
割った商又は０．１％の拒絶率である。
【００２２】
　表１は、競合システムに対する本発明を用いて印刷された磁性トナーイメージ要素の際
だった改良を示す。　
【００２３】
　＜表１＞　
　プリントシステム　　　　　ＩＢＭ３８９０読取／分類機拒絶率
　　ベンチマークＡ　　　　　　　　1.25%　
　　ベンチマークＢ　　　　　　　　0.20%　
　　ベンチマークＣ　　　　　　　　0.40%　
　　本発明　　　　　　　　　　　　0.04%
【００２４】
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　改良された読取／分類機拒絶率に加えて、トナーイメージ要素の摩耗による信号損失も
改良される。表２は、読取／分類機を２０回通った磁性トナーイメージ要素による磁気信
号損失の百分率を示す。信号損失は、読取／分類機における読取りヘッド及び書込みヘッ
ドによる印刷材料の除去に起因する。トナーイメージ要素の磁気信号強度は、読取／分類
機試験の前及び後に測定され、磁気信号における％減が報告されている。
【００２５】
　＜表２＞
　プリントシステム　　　　磁性イメージ要素信号損失
　　ベンチマークＡ　　　　　　　4.00%
　　ベンチマークＢ　　　　　　　0.95%
　　ベンチマークＣ　　　　　　　7.50%
　　本発明　　　　　　　　　　　0%      107478827　5827314S
【００２６】
　イメージングユニットによるイメージ要素の適用の組み合わせ及び順序は、文書中に埋
め込まれ得る安全性特性のアレイに貢献し（make　for　an　array　of　security　feat
ures）、並びに／あるいは、下地に対する非常に向上された接着力を磁性トナー文字に与
える。様々な実施例を以下に詳述する。
【００２７】
　これより図４を参照する。１以上の第１のトナーイメージ要素４０２は、受像紙４０４
に印刷され、次に第２のトナーイメージ要素４００で全体的にあるいは部分的に重ねて印
刷される。この好ましい実施例において、第１のトナーイメージ要素４０２は、ここでは
第１の色である第１の特徴を有する。第２のトナーイメージ要素４０２は、第２の色であ
る第２の特徴を有し、該第２の色は、第１のトナーイメージ要素の両側を超えることがで
き、第１のトナーイメージ要素の少なくとも一部においてハロー効果をもたらし得る。ま
た、定着時にトナーの組み合わせにおけるトナーは、熱及び圧力によって更に処理され得
るため、第２のトナーイメージ要素は、定着時に第１のイメージ要素のイメージ品質を変
える。例えば単独で印刷される場合、第１トナーの本質的高い粘度及び弾力性は、優先的
につや消し仕上げに定着する。第１のトナーイメージ要素が、より低粘度でより弾力性の
少ない第２のトナーによって重ね刷りされるとき、重ね刷りされたトナーは、大変光沢の
ある(glossed)仕上げに定着する。第１のトナーイメージの内容を変えようとする試みが
変更された第１／第２トナーイメージ要素複合物の明らかな光沢における変化又は断絶を
もたらすときに、文書の安全性が実現される。
【００２８】
　対比色における僅かにより幅の広い下文字(under-character)は、各文字の周りにハロ
ー効果を呈し、原イメージの改ざんを容易に明らかなものとする。下色（under　color）
は、しっかりと標準に維持されるか、あるいはゆっくりと変化され得る。色が例えば各会
社に対して小さな域（tiny　gamut）にしっかり維持される場合、かかる会社からの小切
手は、容易に識別され得、かかる小切手を再印刷しようとする試みは、偽造者の側に優れ
た技術を求めることとなる。下色が変わり得る場合、テキストの書き換えは、色の変化の
連続的特性における中断によって識別され、また、偽造者が受取人又は金額欄等である重
要な範囲におけるハローに色を適合させることを困難にする。
【００２９】
　かかる下色文字は、上位文字（top　character）より千分の数インチのみ大きい必要が
あり、非常に注意深い位置合せが求められる。NexPress　２１００は、色域に対する性能
（capability　for　a　gamut　of　color）を持つばかりでなく、全てを位置合わせする
という位置合わせ性能を持つ。選択された下色が下地の表面の色に対して明暗を有すると
仮定すると、下位の文字（lower　character）は、強い色である必要はなく、淡いイメー
ジでよい。異なる色の複数の組み合わせは、使用され得るが、プリンターにおける色の順
序に制限される。優れた位置合わせ（registration)における複数色の特徴により、記入
された(in-filled)文字の一部分は１つの色にされ、同一の文字の横並び又は上下に隣接



(8) JP 2009-537866 A5 2010.7.1

する部分は異なる色にされ得る。この技術は、機密である記入された文字に独特な外観を
与え、いかなるイメージの書き換えも検出される。
【００３０】
　図５を参照すると、第２のトナーイメージ要素５０２は、受像紙５０４上に印刷され、
その後第１のトナーイメージ要素５００によって重ね刷りされる。続いて、共に印刷され
たイメージは、いわゆる逆ハローを有し、上位又は第１のイメージ要素は、下位又は第２
のイメージ要素を覆う。第２のトナーは、光学的、紫外線、赤外線顔料を含有してもしな
くてもよい。第２のトナーイメージ要素はまた、光透過密度０．０１乃至５．００におい
て受像紙に与えられる。第１及び第２のトナーイメージ要素の組み合わせの定着は、適切
な信号強度及び下地の広い範囲に対する向上された接着力を備えるイメージ要素もたらす
。
【００３１】
　図６を参照すると、第２のトナーイメージ要素６００は、第１のトナーイメージ要素６
０２に隣接して印刷され、共に印刷されたイメージは、熱及び圧力によって定着される。
第１のイメージ要素及び第２のイメージ要素は、互いの側方に印刷され、いずれも互いに
及ばないようにされる。結果もたらされる共に印刷及び定着されたイメージは、第１及び
第２トナーを両方含有するが、第２のトナーのみで構成されているかのように見える。更
に、第１及び第２のイメージ要素は、真偽決定に使用される時点で復号され得る情報を符
号化するよう配置され得る。
【００３２】
　図７を参照すると、下地７００は、８０kcPという高粘度の第１トナーに対しては粘着
が困難である下地である。まず、粘度１０kcPである第２トナーイメージ要素で印刷する
こと、及びそこに１つ又はそれより多くの高粘度の第１又は第２のトナー７０４，７０６
，及び７０８を重ね刷りすることは、第１のトナーへの粘着力を向上させ得る。このトナ
ーのスタック(積み重ね、stack)は更に、高粘度トナーからもたらされる他のつや消しイ
メージに高度の光沢を与えるためによう、更に他の低粘度トナーで重ね刷りされ得る。図
７に示されるスキームを用いて、多種の程度の光沢は、低粘度トナーの種々の量及び範囲
の混合によって画像に対して与えられ得る。かかるトナーの階層化は、イメージにおける
高度の光沢、更にはＭＩＣＲイメージとしての役割を果たす適切な第１の信号強度を有す
る、優れた粘着力の第１のトナーをもたらす。
【００３３】
　図８を参照すると、第１の高粘度トナーは、先ず下地８００に印刷され得、更には高粘
度の第１又は第２のトナーの１以上の層で重ね刷りされる。イメージに望ましい程度の光
沢を分け与えるため最後の高粘度トナーの層の上方おいては更に、第２の低粘度トナーの
１層又は層の１部分が印刷され得る。低粘度トナーのより低程度の被覆（coverage）は、
イメージへの低光沢をもたらす一方、低粘度トナーのより高程度の被覆は、より高いイメ
ージ光沢をもたらす。更には、イメージ要素は、単一の温度及び圧力で定着される。
【００３４】
　図９を参照すると、情報内容は、下地９０４上に互いに隣接して与えられる第１のトナ
ーイメージ要素９０２及び第２のトナーイメージ要素９０６の媒介でイメージへと符号化
され得る。かかるトナーイメージ要素の配置は、磁気的、光学的、紫外線、赤外線、又は
他の技術的に既知である変換方法を媒介として読み込まれるパターンを作り出すことがで
きる。しかし、高粘度の第１のトナーイメージ要素が、低粘度のトナーイメージ要素の隣
に印刷される場合、差別的な光沢がイメージに現れる。このことは、図９で図示された実
施例においては、全体イメージが均一の光沢レベルに定着されるように第１及び第２のイ
メージ要素を低粘度又は高粘度のトナーで重ね刷りすることにより避けられる。
【００３５】
　図１０は、ある種類のオカルト印刷（occult　printing）である他の実施例を示す。該
印刷は、下トナー(undertoner)又は下色(undercolor)と称される他のトナー１００２の濃
度と同等であるかそれより高い濃度の表面トナー１０００でふさぐようか覆うよう計算さ
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れた濃度を有する１つのトナーを印刷するものである。表面トナー層１０００を介して下
色１００２を見るのではなく、下色１００２は、表面トナー１０００で覆われ得るため、
該下色は、透過光において見られ得るのみであり、それによって会社のロゴ又は公式シー
ル等のコピーを防ぐことができる。並びに／あるいは、下色は、トナーの蒸着の上部を軽
く削り取ることによって見られ得るため、下地が見えるようにされ得、文書が本物であり
且つ以前にも識別されていないことを識別することができる。好ましい実施例では、表面
トナー１０００は、固体であるか、あるいは９０％以上ハーフトーン(halftone)である。
下トナーは、２００５年４月８日出願である同時係属の出願番号第11/102,349号「Hidden
　MICR　Printing　for　Security」において記載されるＭＩＣＲ等である他の材料を含
有することができる。他の好ましい一実施例では、下色は、表面トナー１０００より明る
い色である。
【００３６】
　図１１は、上述の方法を用いて印刷された実際の第１及び第２の文字の複製である。参
照符号１１００は、第１のトナーイメージ要素によって重ね刷りされた第２のトナーイメ
ージ要素の行を示す。参照符号１１０２は、互いに隣り合って印刷された第１及び第２の
トナーイメージ要素を示す。参照符号１１０４は、第２のトナーイメージ要素によって重
ね刷りされた第１のトナーイメージ要素を示す。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の印刷プロセス及びシステムのフローチャートを示す。
【図２】本発明による電子写真マーキング(electrographic　marking)又は複製システム
の概略図である。
【図３】本発明による電子写真マーキング又は複製システムにおけるイメージングユニッ
トの概略図である。
【図４】本発明によるトナーイメージ要素を含む印刷文字の略図である。
【図５】本発明によるトナーイメージ要素を含む印刷文字の略図である。
【図６】本発明によるトナーイメージ要素を含む印刷文字の略図である。
【図７】本発明による機密文書を示す。
【図８】本発明によるトナーイメージ要素を含む印刷文字の略図である。
【図９】本発明によるトナーイメージ要素を含む印刷文字の略図である。
【図１０】本発明によるトナーイメージ要素を含む印刷文字の略図である。
【図１１】本発明によるトナーイメージ要素を含む印刷文字の略図である。
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