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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基材の一方の面の少なくとも一部に、前記基材と異なる色の第１の反射画像と透過画像が
形成され、前記第１の反射画像は、第１の基画像が規則的に分割された画像要素のうち、
互いに隣り合うことのない画像要素が、少なくともインキにより光遮断性を有して形成さ
れた複数の第１の画像要素から成り、前記透過画像は、前記第１の基画像の分割と同じ規
則で第２の基画像が分割された画像要素のうち、互いに隣り合うことのない画像要素が、
光透過性のインキにより形成された複数の第２の画像要素から成り、前記第１の画像要素
と前記第２の画像要素は、重ならず交互に配置されたことを特徴とする透過潜像印刷物。
【請求項２】
前記第１の画像要素が、光遮断性の材料から成る光遮断層の上に、光透過性又は光遮断性
のインキから成る第１ａの画像要素が積層されて成ることを特徴とする請求項１記載の透
過潜像印刷物。
【請求項３】
前記基材が光遮断性を備える場合、前記基材を加工することで形成された光透過性領域に
、前記第２の画像要素が形成されたことを特徴とする請求項１又は２記載の透過潜像印刷
物。
【請求項４】
前記基材の他方の面に、前記基材と異なる色の第２の反射画像が形成され、前記第２の反
射画像は、前記第１の基画像の分割と同じ規則で第３の基画像が分割された画像要素のう
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ち、互いに隣り合うことのない画像要素が、有色インキによって形成された複数の第３の
画像要素から成り、前記第３の画像要素は、前記基材を挟んで前記第１の画像要素と同じ
位置に配置されたことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の透過潜像印刷
物。
【請求項５】
前記基材が透明フィルムであって、前記第１の反射画像と前記基材の間に、第２の反射画
像が形成され、前記第２の反射画像は、前記第１の基画像の分割と同じ規則で第３の基画
像が分割された画像要素のうち、互いに隣り合うことのない画像要素が、有色インキによ
って形成された複数の第３の画像要素から成ることを特徴とする請求項１又は２記載の透
過潜像印刷物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、銀行券、パスポート、有価証券、身分証明書、カード、商品券及び通行券等の
貴重印刷物の分野において、反射光下で観察した場合と、透過光下とで観察した場合で視
認される画像が変化する印刷物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年のスキャナ、プリンター、カラーコピー機等のデジタル機器の進展により、貴重印
刷物の精巧な複製物を容易に作製することが可能となっている。そのため、前述したよう
な複製や偽造を防止するため、プリンターやコピー機では再現不可能な様々な偽造防止技
術が必要とされている。
【０００３】
このような、偽造防止技術の一つに、紙面上に、遮光インキを部分的に形成して透かし標
章部を形成し、その上に、書き込み情報が印字された透かし入り帳票用紙が開示されてい
る（例えば、特許文献１参照）。なお、特許文献１の技術は、光を遮蔽する能力のある酸
化チタンを透かし用インキとして用いるもので、透かしの経時変化を抑えるとともに、微
細な透かしを形成するものである。
【０００４】
　一方、本出願人は、特許文献１の光を遮断するインキを用いる技術とは異なり、紙基材
に浸透することで、光の透過率を上昇させる浸透インキを用い、複雑な網点構成で画像を
形成することで、反射光下と透過光下で観察した場合に、視認される画像が変化する潜像
印刷物を提案している（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３４４４５３５号公報
【特許文献２】特開２０１２－２２３９０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の技術は、透かしの経時変化の抑止と微細な透かしを形成す
るために光遮断性のインキを用いるもので、特許文献２の技術のように、反射光下と透過
光下の観察で画像が変化するものではない。
【０００７】
また、特許文献２の技術は、反射光下と透過光下で視認できる画像が変化することで、偽
造防止効果と真偽判別性が向上した技術であるが、浸透インキと着色顔料を含んだ有色浸
透インキを用いて形成した画像が透過光下で消失するために、浸透インキと着色顔料の割
合を調整する必要があるとともに、反射光下の観察で、潜像画像を隠蔽するためには、潜
像の領域とそれをカモフラージュする領域を等色に形成する必要があり、二つの印刷領域



(3) JP 6394962 B2 2018.9.26

10

20

30

40

50

を等色に形成するためのインキ及び印刷物の色調整に、高い技術力を要するものであった
。
【０００８】
また、特許文献２の技術は、着色顔料と浸透インキを用いて形成した画像が、透過光下で
消失するために、画像全体の濃度が淡い色に制限されるものであった。また、反射光下と
透過光下の観察で視認される画像は、単色でしか形成できず、印刷画像の色が制限される
ものであった。そこで、作製が容易であり、貴重印刷物の意匠性の向上及び透過光下と反
射光下の観察で視認される画像が変化する際の真偽判別性の向上のために、印刷画像の濃
度と色彩が制限されない印刷物が望まれていた。
【０００９】
本発明は、前述した課題を解決することを目的とするものであり、反射光下と透過光下の
観察で視認できる模様が変化する印刷画像が形成された印刷物において、特許文献１の有
色浸透インキのように、インキの調整を要することなく作製が容易であり、印刷画像の濃
度と色彩が制限されないことで、印刷画像の意匠性及び真偽判別性を向上させた透過潜像
印刷物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明の透過潜像印刷物は、基材の一方の面の少なくとも一部に、基材と異なる色の第１
の反射画像と透過画像が形成され、第１の反射画像は、第１の基画像が規則的に分割され
た画像要素のうち、互いに隣り合うことのない画像要素が、光遮断性を有して形成された
複数の第１の画像要素から成り、透過画像は、第１の基画像の分割と同じ規則で第２の基
画像が分割された画像要素のうち、互いに隣り合うことのない画像要素が、光透過性を有
して形成された複数の第２の画像要素から成り、第１の画像要素と第２の画像要素は、重
ならず交互に配置されたことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の透過潜像印刷物は、第１の画像要素が、光遮断性の材料から成る光遮断
層の上に、光透過性又は光遮断性の第１ａの画像要素が積層されて成ることを特徴とする
。
【００１２】
　また、本発明の透過潜像印刷物は、基材が光遮断性を備える場合、基材を加工すること
で形成された光透過性領域に、第２の画像要素が形成されたことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の透過潜像印刷物は、基材の他方の面に、基材と異なる色の第２の反射画
像が形成され、第２の反射画像は、第１の基画像の分割と同じ規則で第３の基画像が分割
された画像要素のうち、互いに隣り合うことのない画像要素が、有色インキによって形成
された複数の第３の画像要素から成り、第３の画像要素は、基材を挟んで第１の画像要素
と同じ位置に配置されたことを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の透過潜像印刷物は、基材が透明フィルムであって、第１の反射画像と基
材の間に、第２の反射画像が形成され、第２の反射画像は、第１の基画像の分割と同じ規
則で第３の基画像が分割された画像要素のうち、互いに隣り合うことのない画像要素が、
有色インキによって形成された複数の第３の画像要素から成ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
本発明の透過潜像印刷物は、反射光下と透過光下で視認できる印刷画像の濃度と色彩の制
限がなく、印刷画像の意匠性に優れる。また、反射光下と透過光下の観察で視認できる印
刷画像を異なる色彩で表現することができることから、真偽判別性にも優れる。
【００１６】
また、本発明の透過潜像印刷物は、反射画像と透過画像を形成する色材の色合わせを行う
必要がなく、市販のインキを用いて作製可能であることから、作製が容易である。
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【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の透過潜像印刷物の概要を示す図である。
【図２】本発明の透過潜像印刷物の効果を示す図である。
【図３】第１の実施の形態の透過潜像印刷物の構成を示す図である。
【図４】第１の基画像と、第１の基画像のうち、第１の反射画像を構成する画像要素を示
す図である。
【図５】基材に形成された第１の反射画像を示す図である。
【図６】マスク処理について説明する図である。
【図７】第２の基画像と、第２の基画像のうち、透過画像を構成する画像要素を示す図で
ある。
【図８】基材に形成された透過画像を示す図である。
【図９】第１の反射画像を構成する第１の画像要素と、透過画像を構成する第２の画像要
素の配置を示す図である。
【図１０】格子状に分割された第１の基画像のうち、第１の反射画像を構成する画像要素
を示す図である。
【図１１】第１の基画像を格子状に分割する他の一例を示す図である。
【図１２】格子状に分割された第２の基画像のうち、透過画像を構成する画像要素を示す
図である。
【図１３】格子状に配置された第１の画像要素と第２の画像要素を示す図である。
【図１４】第１の基画像が異なる線幅で分割された状態を示す図である。
【図１５】第２の基画像が異なる線幅で分割された状態を示す図である。
【図１６】第１の実施の形態の第１の画像要素の変形例を示す図である。
【図１７】光遮断層の構成を示す図である。
【図１８】第２の実施の形態の透過潜像印刷物の構成を示す図である。
【図１９】第２の実施の形態における光透過性領域の変形例を示す図である。
【図２０】第３の実施の形態の透過潜像印刷物の構成を示す図である。
【図２１】第３の実施の形態の透過潜像印刷物の効果を示す図である。
【図２２】第３の実施の形態の透過潜像印刷物の変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
本発明の透過潜像印刷物（１）の概要について説明する。本発明の透過潜像印刷物（１）
は、基材（２）の少なくとも一部に、基材（２）と異なる色の第１の反射画像（１０）と
透過画像（２０）が形成される。図１（ａ）は、基材（２）の一部に、第１の反射画像（
１０）と透過画像（２０）が形成された例を示し、図１（ｂ）は、基材（２）全体に、第
１の反射画像（１０）と透過画像（２０）が形成された例を示したもので、以降の説明で
は、図１（ａ）に示す構成について説明する。第１の反射画像（１０）と透過画像（２０
）は、図１（ｃ）及び図１（ｄ）に示すように、異なる画像であり、ここでは、例として
、第１の反射画像（１０）は、図１（ｃ）に示す「波」の画像で形成され、透過画像（２
０）は、図１（ｄ）に示す「富士山」の画像で形成された透過潜像印刷物（１）について
説明する。
【００１９】
第１の反射画像（１０）及び透過画像（２０）の詳細な構成については後述するが、本発
明の透過潜像印刷物（１）は、図２（ａ）に示すように、反射光下で観察すると第１の反
射画像（１０）のみが視認され、図２（ｂ）に示すように、透過光下で観察すると透過画
像（２０）のみが視認される。以下、本発明の透過潜像印刷物（１）の詳細について説明
する。
【００２０】
（第１の実施の形態）
（基材）
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第１の実施の形態の透過潜像印刷物（１）において使用される基材（２）は、印刷用の色
材が形成可能な平面を備えていれば良く、例えば、紙類、フィルム、プラスチック等が挙
げられる。また、第１の実施の形態において、基材（２）は、光透過性を有し、具体的に
は、透過光下で透過画像（２０）を観察するために、不透明度が７０％以下の基材（２）
を用いる必要があり、透過画像（２０）の視認性を高めるには、透明フィルムを用いるこ
とが好ましい。
【００２１】
　図３（ａ）は、透過潜像印刷物（１）の平面図である。本実施の形態において、第１の
反射画像（１０）は、図３（ｂ）に示す「波」、透過画像は、図３（ｃ）に示す「富士山
」の画像の例で説明するが、本発明において、第１の反射画像（１０）と透過画像（２０
）は、これに限定されるものではなく、他の模様、文字、記号、図形等であっても良い。
【００２２】
（第１の反射画像）
　図３（ｂ）に示す第１の反射画像（１０）は、図４（ａ）に示す、「波」の画像である
第１の基画像（１００）を基に形成されたものである。以下、第１の反射画像（１０）を
形成する方法について説明する。
【００２３】
第１の反射画像（１０）は、図４（ｂ）に示すように、第１の基画像（１００）が線幅（
Ｗ１）で万線状に分割された複数の画像要素（１０１）のうち、互いに隣合うことのない
複数の画像要素（１０１）によって構成される。なお、図４（ｂ）において、第１の基画
像（１００）が万線状に分割された画像要素（１０１）を区別するため、分割された画像
要素（１０１）を、上から順に異なる符合で示している。第１の基画像（１００）が万線
状に分割された画像要素（１０１－１、１０１－２、・・・、１０１－ｎ）の線幅（Ｗ１
）は、全て同じ大きさでも良いし、部分的に異なる大きさであっても良いが、ここでは、
全て同じ大きさで分割される例について説明し、線幅（Ｗ１）が部分的に異なる大きさで
分割される例については後述する。
【００２４】
本発明において、互いに隣合うことのない画像要素（１０１）とは、第１の基画像（１０
０）が分割された画像要素（１０１）のうち、図４（ｂ）に示す、奇数番目にある画像要
素（１０１－１、１０１－３、・・・、１０１－（ｎ－２）、１０１－ｎ（ｎは奇数の整
数））か、又は、偶数番目にある画像要素（１０１）のことであり、いずれかの画像要素
（１０１）によって、第１の反射画像（１０）が構成される。ここでは、図４（ｃ）に示
すように、第１の基画像（１００）が分割された画像要素（１０１）のうち、奇数番目に
ある画像要素（１０１－１、１０１－３、・・・、１０１－（ｎ－２）、１０１－ｎ（ｎ
は奇数の整数））によって、第１の反射画像（１０）が構成される例について説明するが
、この場合、偶数番目にある画像要素（１０１）は、基材（２）に形成されることはない
。
【００２５】
　ここでは、図４（ｂ）に示す第１の方向（Ｖ１）に向かって、第１の基画像（１００）
が万線状に分割された状態を示したが、万線状に分割する第１の方向（Ｖ１）は、図４（
ｂ）に示す方向に限定されるものではく、図４（ｂ）に示す分割する方向と直交する方向
でも良いし、図４（ｂ）に示す第１の基画像（１００）に対して、斜めの方向であっても
良い。
また、図４（ｂ）では、第１の基画像（１００）内で、一つの同じ方向に万線状に分割さ
れた状態を示しているが、第１の基画像（１００）を複数の領域に分割し、分割された領
域同士で異なる方向に分割しても良い。
【００２６】
また、図４（ｂ）では、万線状に分割される例として、第１の基画像（１００）が直線状
に分割されているが、本発明において、万線状とは、隣同士の画線が交差しなければ良く
、例えば、波線状であっても良いし、鋸刃状であっても良いし、同心円状であっても良い
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。
【００２７】
第１の基画像（１００）から、第１の反射画像（１０）を構成する画像要素（１０１）を
抽出するためには、予め作成した第１の基画像（１００）の画像データを、画像処理ソフ
トに入力又は画像処理ソフト上で第１の基画像（１００）を作成し、第１の基画像（１０
０）をマスク処理することで、第１の基画像（１００）から、互いに隣合うことのない画
像要素（１０１）を抽出することができる。なお、予め第１の基画像（１００）の画像デ
ータを作成する方法としては、スキャナを用いて写真や印刷物の画像を取得しても良いし
、カメラを用いて、所望とする立体物の画像を取得すれば良い。
【００２８】
ここで、本発明でいうマスク処理について説明する。マスク処理とは、画像処理ソフトに
よる処理であって、図５（ａ）に示すマスク画像（１５０）と図５（ｂ）に示す第１の基
画像（１００）を、図５（ｃ）に示すように、重ね合わせて、第１の基画像（１００）に
対して、マスク画像のマスク領域（１５０Ａ）が重なる部分の第１の基画像（１００）の
データを白色に置き換える処理のことである（図５（ｄ））。図４（ｂ）に示す同じ線幅
（Ｗ１）で分割された第１の基画像（１００）から図４（ｃ）に示す画像要素（１０１）
を抽出する場合、図５（ａ）に示すマスク領域（１５０Ａ）である画線の幅（Ｗ’１）と
間隔（Ｔ’１）は、線幅（Ｗ１）と同じ大きさとすることで、線幅（Ｗ１）の画像要素（
１０１）を抽出することができる。ここでは、同じ線幅（Ｗ１）で分割された第１の基画
像（１００）から画像要素（１０１）を抽出する方法について説明したが、マスク画像（
１５０）は、第１の基画像（１００）と同じ大きさとし、第１の基画像（１００）から抽
出する画像要素（１０１）に応じて、マスク領域（１５０Ａ）である画線の幅（Ｗ’１）
と間隔（Ｔ’１）を設定すれば良い。
【００２９】
マスク処理によって、抽出された画像要素（１０１）のデータを基にして、オフセット印
刷、フレキソ印刷等の版式による印刷方式又は版面を用いないインクジェットプリンタ等
のデジタル印刷方式によって、図６に示すように、抽出された線幅（Ｗ１）の画像要素（
１０１）を第１の画像要素（１１）として基材（２）に形成する。
【００３０】
本発明において、基材（２）に形成される第１の画像要素（１１）は、光遮断性を有し、
透過光下で観察したときに、透過する光を遮断して、第１の画像要素（１１）自体が見え
なくなるという効果を有する。このような効果を得るために、第１の画像要素（１１）は
、光遮断性のインキを用いて形成され、具体的には、金属顔料インキやチタンインキに着
色顔料を添加したインキがある。
【００３１】
（透過画像）
　図３（ｃ）に示す透過画像（２０）は、図７（ａ）に示す、「富士山」の画像である第
２の基画像（２００）を基に形成されたものである。以下、透過画像（２０）を形成する
方法について説明する。
【００３２】
　本発明において、第２の基画像（２００）は、第１の基画像（１００）の分割と同じ規
則性で分割される。ここでいう規則性とは、第１の基画像（１００）が分割される条件と
同じ条件で分割されることであり、図４（ｂ）に示す線幅（Ｗ１）の直線で分割された第
１の基画像（１００）に対して、図７（ｂ）に示す第２の基画像（２００）は、同じ線幅
（Ｗ２）の直線で分割される。ここでは、図４（ｂ）と図７（ｂ）に示すように、第１の
基画像（１００）と第２の基画像（２００）が、直線で万接状に分割される例について説
明するが、仮に、第１の基画像（１００）が波線状に分割される場合は、第２の基画像（
２００）も波線状に分割され、第１の基画像（１００）が鋸刃状に分割される場合は、第
２の基画像（２００）も鋸刃状に分割される。
【００３３】
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　図７（ｂ）に示すように、第２の基画像（２００）が万線状に分割された画像要素（２
０１）のうち、透過画像（２０）は、互いに隣合うことのない複数の画像要素（２０１）
によって構成される。なお、図７（ｂ）において、第２の基画像（２００）が万線状に分
割された画像要素（２０１）を区別するため、分割された画像要素（２０１）を、上から
順に異なる符合で示している。
【００３４】
第２の基画像（２００）が万線状に分割された画像要素（２０１）において、互いに隣合
うことのない画像要素（２０１）とは、第２の基画像（２００）が分割された画像要素（
２０１）のうち、図７（ｃ）に示す、奇数番目にある画像要素（２０１－１、２０１－３
、・・・、２０１－（ｎ－２）、２０１－ｎ（ｎは奇数の整数））か、又は、偶数番目に
ある画像要素（２０１）のことであり（図示せず）、いずれかの画像要素（２０１）によ
って、透過画像（２０）が構成される。ここでは、図７（ｃ）に示すように、第２の基画
像（２００）が分割された画像要素（２０１）のうち、奇数番目にある画像要素（２０１
－１、２０１－３、・・・、２０１－（ｎ－２）、２０１－ｎ（ｎは奇数の整数））によ
って、第２の反射画像（２０）が構成される例について説明するが、この場合、偶数番目
にある画像要素（２０１）は、基材（２）に形成されることはない。
【００３５】
　図７（ｂ）では、第１の方向（Ｖ１）に第２の基画像（２００）が分割された状態を示
しているが、本発明において、第１の基画像（１００）と第２の基画像（２００）が分割
される方向は同じである。第１の基画像（１００）と第２の基画像（２００）を分割する
方向が同じであれば、第２の基画像（２００）が分割される方向は、図７に示す方向に限
定されるものではない。
【００３６】
第２の基画像（２００）が万線状に分割された画像要素（２０１－１、２０１－２、・・
・、２０１－ｎ）の線幅（Ｗ２）は、全て同じ大きさでも良いし、部分的に異なる大きさ
であっても良いが、ここでは、全て同じ大きさであって、第１の基画像（１００）が分割
された画像要素（１０１）の線幅（Ｗ１）と第２の基画像（２００）が分割された画像要
素（２０１）の線幅（Ｗ２）が等しい例について説明する。なお、線幅（Ｗ２）が部分的
に異なる大きさで分割される例については後述する。
【００３７】
　第２の基画像（２００）から、透過画像（２０）を構成する画像要素（２０１）を抽出
する方法は、第１の基画像（１００）を構成する画像要素（１０１）を抽出する方法と同
様であり、第２の基画像（２００）から抽出する画像要素（２０１）に応じて、マスク領
域である画線の幅と間隔を設定すれば良い。抽出された画像要素（２０１）は、図８に示
すように、第２の画像要素（２１）として基材（２）に形成する。
【００３８】
本発明において、基材（２）に形成された第２の画像要素（２１）は、光透過性を有し、
透過光下で観察したときに、光を透過して、第２の画像要素（２１）自体が見えるという
効果を有する。このような効果を得るために、第２の画像要素（２１）は、光透過性のイ
ンキを用いて形成され、第１の画像要素（１１）を形成するインキに対して、金属等の光
遮断性の材料を含まなければ良く、具体的には、オフセット、ＩＪＰ、水性インキを用い
ることができる。
【００３９】
（反射画像と透過画像の配置）
　続いて、第１の反射画像（１０）を構成する第１の画像要素（１１）と透過画像（２０
）を構成する第２の画像要素（２１）の配置について説明する。
【００４０】
　図９は、第１の画像要素（１１）と第２の画像要素（２１）の配置を示す図である。
第１の画像要素（１１）と第２の画像要素（２１）は、図９に示すように、交互に配置さ
れる。第１の基画像（１００）と第２の基画像（２００）は、同じ線幅（Ｗ１、Ｗ２）で
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分割され、かつ、互いに隣合わない画像要素が抽出されることによって、第１の画像要素
（１１）と第２の画像要素（２１）が交互に配置されたときに、第１の画像要素（１１）
は、第１の基画像（１００）の基の位置に対応して配置される。なお、第１の画像要素（
１１）が第１の基画像（１００）の基の位置に対応して配置されるとは、例えば、図４（
ｃ）に示す画像要素（１０１－１、１０１－３、１０１－５、・・・、１０１－（ｎ－２
）、１０１－ｎ）が抽出されたときに、抽出された画像要素（１０１－１、１０１－３、
１０１－５、・・・、１０１－（ｎ－２）、１０１－ｎ）が、第１の基画像（１００）の
基の位置関係を保ったまま基材（２）に形成されることである。これと同様に、第２の画
像要素（２１）もまた、第２の基画像（２００）の基の位置に対応して配置される。
【００４１】
　以上の説明では、第１の反射画像（１０）と透過画像（２０）が、万線状に配置された
画像要素から成る構成について説明したが、続いて、格子状に配置された画像要素から成
る構成について説明する。
【００４２】
（第１の反射画像）
図１０（ａ）は、第１の基画像（１００）が格子状に分割された状態の一例を示す図であ
り、ここでは、第１の基画像（１００）が、長方形の画像要素（１０１）によって、二つ
の異なる方向に分割された構成について説明する。図１０（ａ）において、第１の基画像
（１００）が格子状に分割された画像要素（１０１）を区別するため、分割された画像要
素（１０１）を、異なる符合で示しており、図１０（ａ）に示す符号「１０１」以降の数
字は、格子状に分割された画像要素の行方向と列方向の順番を示すものである。
【００４３】
図１０（ａ）では、第１の方向（Ｖ１）と、第１の方向（Ｖ１）と直行する第２の方向（
Ｖ２）に、第１の基画像（１００）が分割された状態を示しているが、第１の基画像（１
００）を格子状に分割する方向は、図１０（ａ）に示す方向に限定されるものではない。
【００４４】
　また、格子状に分割された複数の画像要素（１０１）の幅（Ｄ１）は、全て同じ大きさ
でも良いし、部分的に異なっても良い。また、格子状に分割された複数の画像要素（１０
１）の高さは、全て同じ大きさでも良いし、部分的に異なっても良い。ここでは、格子状
に分割された画像要素（１０１）が全て同じ幅と高さで分割される例について説明する。
【００４５】
　図１０（ａ）に示す格子状に分割された画像要素（１０１）の形状は、幅（Ｄ１）、高
さ（Ｈ１）の長方形の例であるが、画像要素（１０１）の形状は、正方形であっても良い
し、格子状に分割された所定の幅（Ｄ１）と高さ（Ｈ１）の範囲内において画像要素（１
０１）の形状は長方形以外の形状、例えば、三角形、五角形等の多角形や、文字、図形、
記号等の形状であっても良い。
【００４６】
　第１の基画像（１００）が格子状に分割された場合もまた、第１の反射画像（１０）は
、格子状に分割された画像要素（１０１）のうち、互いに隣合うことのない複数の画像要
素（１０１）によって構成される。格子状に分割された場合の、互いに隣合うことのない
画像要素（１０１）とは、図１０（ｂ）に示すように、分割された一つの画像要素（１０
１）に対して、行方向（第１の方向）と列方向（第２の方向）に隣合わない画像要素のこ
とである。なお、格子上に分割された画像要素（１０１）から、互いに隣合うことのない
複数の画像要素（１０１）を抽出する方法は、第１の基画像（１００）が万線状に分割さ
れた場合と同様であり、マスク画像によってマスクする領域の形状を変更すれば良い。そ
して抽出された画像要素（１０１）を第１の画像要素（１１）として基材（２）に形成す
ることで第１の反射画像（１０）を形成することができる。
【００４７】
　図１０では、長方形の画像要素（１０１）によって、第１の基画像（１００）が格子状
に分割される例について説明したが、格子状に分割する他の例としては、図１１（ａ）に
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示すように、第１の基画像（１００）を三角形の画像要素（１０１）によって分割して、
図１１（ｂ）に示すように、互いに隣合わない画像要素（１０１）を抽出しても良い。
【００４８】
（透過画像）
図１２（ａ）は、第２の基画像（２００）が格子状に分割された状態を示す図である。こ
のとき、第２の基画像（２００）は、第１の基画像（１００）の分割と同じ規則性で分割
され、図１２（ａ）に示す第２の基画像（２００）が分割された画像要素（２０１）の幅
（Ｄ２）と高さ（Ｈ２）は、図１０（ａ）に示す第１の基画像（１００）が分割された画
像要素（１０１）の幅（Ｄ１）、高さ（Ｈ１）と同じである。なお、図１２（ａ）におい
て、第２の基画像（２００）が格子状に分割された画像要素（２０１）を区別するため、
分割された画像要素（２０１）を、異なる符合で示しており、図１２（ａ）に示す符号「
２０１」以降の数字は、格子状に分割された画像要素の行方向と列方向の順番を示すもの
である。
【００４９】
　図１２（ａ）では、図１０（ａ）に示す第１の基画像（１００）が分割された第１の方
向（Ｖ１）と第２の方向（Ｖ２）と同じ方向に、第２の基画像（２００）が分割された状
態を示しており、第１の基画像（１００）と第２の基画像（２００）が格子状に分割され
る場合においても、二つの基画像（１００、２００）が分割される方向は、同じ方向であ
る。
【００５０】
また、格子状に分割された複数の画像要素（２０１）の幅（Ｄ２）は、全て同じ大きさで
も良いし、部分的に異なっても良い。また、格子状に分割された複数の画像要素（２０１
）の高さは、全て同じ大きさでも良いし、部分的に異なっても良い。ここでは、格子状に
分割された画像要素（２０１）が全て同じ幅と高さであって、第１の基画像（１００）が
分割された画像要素（１０１）の幅（Ｄ１）と高さ（Ｈ１）のそれぞれが、第２の基画像
（２００）が分割された画像要素（２００）の幅（Ｄ２）と高さ（Ｈ２）のそれぞれと等
しい例について説明する。
【００５１】
　図１２（ａ）に示す格子状に分割された画像要素（２０１）の形状は、幅（Ｄ２）、高
さ（Ｈ２）の長方形の例であるが、画像要素（２０１）の形状は、正方形でも良いし、格
子状に分割された所定の幅（Ｄ２）と高さ（Ｈ２）の範囲内において画像要素（２０１）
の形状は長方形以外の形状、例えば、三角形、五角形等の多角形や、文字、図形、記号等
の形状であっても良い。
【００５２】
　第２の基画像（２００）が格子状に分割された場合もまた、透過画像（２０）は、格子
状に分割された画像要素（２０１）のうち、互いに隣合うことのない複数の画像要素（２
０１）によって構成される。格子状に分割された場合の、互いに隣合うことのない画像要
素（２０１）とは、図１２（ｂ）に示すように、分割された一つの画像要素（２０１）に
対して、行方向（第１の方向）と列方向（第２の方向）に隣合わない画像要素のことであ
る。なお、格子上に分割された画像要素（２０１）から、互いに隣合うことのない複数の
画像要素（２０１）を抽出する方法は、第２の基画像（２００）が万線状に分割された場
合と同様であり、マスク画像によってマスクする領域の形状を変更すれば良い。そして抽
出された画像要素（２０１）を第２の画像要素（２１）として基材（２）に形成すること
で透過画像（２０）を形成することができる。
【００５３】
　続いて、格子状に分割され抽出された画像要素（１０１、２０１）を基に形成された第
１の画像要素（１１）と第２の画像要素（２１）の配置について説明する。
【００５４】
格子状に分割され抽出された画像要素（１０１、２０１）は、第１の画像要素（１１）と
第２の画像要素（２１）として基材（２）に形成され、図１３に示すように、交互に配置
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される。第１の基画像（１００）と第２の基画像（２００）は、同じ幅（Ｄ１、Ｄ２）と
高さ（Ｈ１、Ｈ２）で分割され、かつ、行方向と列方向で互いに隣合わない画像要素が抽
出されることによって、第１の画像要素（１１）と第２の画像要素（２１）が交互に配置
されたときに、第１の画像要素（１１）は、第１の基画像（１００）の基の位置に対応し
て配置され、第２の画像要素（２１）もまた、第２の基画像（２００）の基の位置に対応
して配置されることとなる。
【００５５】
（発明の効果）
　本発明の透過潜像印刷物（１）を反射光下で観察すると、第１の画像要素（１１）は光
遮断性によって光が透過しないため、第１の画像要素（１１）の色がそのまま観察される
。一方、第２の画像要素（２１）及び基材（２）は光透過性を有しているため一部の光は
透過することから観察される印刷濃度は淡くなる。このため第１の画像要素（１１）と第
２の画像要素（２１）の視認性に差が生じ、より観察されやすい第１の画像要素（１１）
から成る第１の反射画像（１０）が観察される。
【００５６】
　一方、本発明の透過潜像印刷物（１）を透過光下で観察すると、第１の画像要素（１１
）は光遮断性を有するため、光は遮断され画像は暗く観察されるが、第２の画像要素（２
１）は光透過性を有しているため画像は明るく観察される。このため第１の画像要素（１
１）と第２の画像要素（２１）の視認性に差が生じ、より観察されやすい第２の画像要素
（２１）から成る透過画像（２０）が観察される。このように、本発明の透過潜像印刷物
（１）は、反射光下と透過光下で観察したときに、視認できる画像が変化し、これを真偽
判別に用いることができる。
【００５７】
　特許文献２の技術は、有色浸透インキを用いて形成した画像が、透過光下で消失するた
めに、画像全体の濃度が淡い色に制限されるものであった。これに対して、本発明の透過
潜像印刷物（１）は、光遮断性を有する第１の画像要素（１１）と光透過性を有する第２
の画像要素（２１）を交互に配置して、反射光下と透過光下で視認される画像のコントラ
ストを得るもので、この原理によれば、印刷画像の濃度が淡い色に限定されることがなく
、また、複数の色を用いて第１の反射画像（１０）と透過画像（２０）を形成することも
可能である。
【００５８】
　続いて、第１の基画像（１００）が万線状に分割された画像要素（１０１）の線幅（Ｗ
１）と、第２の基画像（２００）が万線状に分割された画像要素（２０１）の線幅（Ｗ２
）が部分的に異なる構成について説明する。
【００５９】
　本発明の透過潜像印刷物（１）は、図９及び図１３に示すように、交互に配置された第
１の画像要素（１１）と第２の画像要素（２１）が、第１の基画像（１００）と第２の基
画像（２００）の基の位置に対応して形成されることが必須の構成であり、この関係を満
たしていれば、第１の画像要素（１１）の線幅（Ｗ１）と第２の画像要素（２１）の線幅
（Ｗ２）が異なっても良く、その場合には、分割される画像要素（１０１、２０１）の線
幅も部分的に異なることとなる。詳細について図面を用いて説明する。
【００６０】
　図１４（ａ）は、第１の基画像（１００）が部分的に異なる線幅（Ｗ１）で分割された
状態を示しており、このとき、互いに隣り合うことのない画像要素（１０１－１、１０１
－３、・・・、１０１－ｎ（ｎは奇数の整数））の線幅（Ｗ１－１）はすべて同じ大きさ
であり、残りの互いに隣り合うことない画像要素（１０１－２、１０１－４、・・・、１
０１－（ｎ－１）（ｎは奇数の整数））の線幅（Ｗ１－２）は、すべて同じ大きさであり
、かつ、線幅（Ｗ１－１）とは異なる大きさで分割される。すなわち、図１４（ａ）では
、第１の基画像（１００）が、線幅（Ｗ１－１）の画像要素（１０１）と線幅（Ｗ１－２
）の画像要素（１０１）によって交互に分割された状態となっている。
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【００６１】
第１の反射画像（１０）は、第１の基画像（１００）が、二つの線幅で分割された画像要
素のうちの一方を第１の画像要素（１１）として基材（２）に形成すれば良く、図１４（
ｂ）では、線幅（Ｗ１－１）の画像要素（１０１－１、１０１－３、・・・１０１－ｎ（
ｎは奇数の整数））を第１の画像要素（１１）として形成した状態を示している。続いて
、図１４（ｂ）に示す第１の反射画像（１０）に対して、形成される透過画像（２０）の
構成について説明する。
【００６２】
図１５（ａ）は、第２の基画像（２００）が部分的に異なる線幅（Ｗ２）で分割された状
態を示しており、このとき、互いに隣り合うことない画像要素（２０１－１、２０１－３
、・・・、２０１－ｎ（ｎは奇数の整数））の線幅（Ｗ２－１）はすべて同じ大きさであ
り、残りの互いに隣り合うことない画像要素（２０１－２、２０１－４、・・・、２０１
－（ｎ－１）（ｎは奇数の整数））の線幅（Ｗ２－２）は、すべて同じ大きさであり、か
つ、線幅（Ｗ２－１）とは異なる大きさで分割される。すなわち、図１５（ａ）では、第
２の基画像（２００）が、線幅（Ｗ２－１）の画像要素（２０１）と線幅（Ｗ２－２）の
画像要素（２０１）によって交互に分割された状態となっている。さらに、第２の基画像
（２００）が分割される二つの線幅（Ｗ２－１、Ｗ２－２）は、第１の基画像（１００）
が分割される二つの線幅（Ｗ１－１、Ｗ１－２）と同じであり、図１５（ａ）においては
、線幅（Ｗ１－１）と線幅（Ｗ２－１）が同じ大きさであり、線幅（Ｗ１－２）と線幅（
Ｗ－２）が同じ大きさとなっている。このように、第１の基画像（１００）が異なる線幅
で分割されるのと同じ規則性で第２の基画像（２００）も分割される。
【００６３】
　以上のようにして、第２の基画像（２００）が分割された画像要素（２０１）において
、前述のように、透過画像（２０）を構成する第２の画像要素（２１）を第２の基画像（
２００）の基の位置に対応して配置するために、図１５（ｂ）に示すように、線幅（Ｗ２
－２）の画像要素（２０１）を第２の画像要素（２１）として形成する。すなわち、基材
（２）に、図１４（ａ）に示す第１の基画像（１００）が分割された画像要素（１０１）
のうち、奇数番目の画像要素（１０１）と、その間に、図１５（ａ）に示す第２の基画像
（２００）が分割された画像要素（２０１）のうち、偶数番目の画像要素（２０１）が形
成されることで、基材（２）に形成される二つの画像要素（１１、２１）は、第１の基画
像（１００）と第２の基画像（２００）の基の位置に対応して配置されることとなる。な
お、図１４（ａ）に示す線幅（Ｗ１－２）の画像要素（１０１）と図１５（ａ）に示す線
幅（Ｗ２－１）の画像要素（２０１）を基材（２）に形成しても良い。
【００６４】
　このように、線幅が異なる第１の画像要素（１１）と第２の画像要素（２１）を形成す
る場合、一方の画像要素の線幅が極端に小さいと、小さい方の画像要素によって形成され
る第１の反射画像（１０）又は透過画像（２０）の視認性が低下するため、小さい方の線
幅は１００μｍ以上の線幅で形成するのが良い。
【００６５】
　図１４及び図１５では、第１の基画像（１００）と第２の基画像（２００）が、二つの
線幅で分割され、抽出された二つの線幅の第１の画像要素（１１）と第２の画像要素（２
１）が形成される例について説明したが、抽出された画像要素（１０１、２０１）のそれ
ぞれが、第１の基画像（１００）と第２の基画像（２００）の基の位置に対応して形成さ
れれば、複数の第１の画像要素（１１）の中で線幅が異なっても良いし、それに対応して
、複数の第２の画像要素（２１）の中で線幅が異なっても良い
【００６６】
　また、第１の基画像（１００）と第２の基画像（２００）が格子状に分割される画像要
素（１０１、２０１）の場合においても、これと同様にして、格子状に分割された画像要
素（１０１、２０１）の幅（Ｄ）と高さ（Ｈ）を部分的に異ならせても良い。
【００６７】
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　以上に説明した第１の画像要素（１１）は、光遮断性のインキによって形成される例で
あるが、第１の画像要素（１１）の変形例について、図１６を用いて説明する。なお、第
１の反射画像（１０）が万線状に配置された第１の画像要素（１１）によって形成される
例について説明する。
【００６８】
　図１６（ａ）は、透過潜像印刷物（１）の平面図で、第１の反射画像（１０）の構成を
示す図であり、図１６（ｂ）は、図１６（ａ）のＡ－Ａ’線における断面図を示す図であ
る。変形例において第１の画像要素（１１）は、図１６（ｂ）の断面図に示すように、光
遮断性の光遮断層（３０）の上に光透過性又は光遮断性の第１ａの画像要素（１１Ａ）が
積層されて成る。
【００６９】
（光遮断層）
　図１７（ａ）は、光遮断層（３０）の構成を示す図である。光遮断層（３０）は透過光
を遮断する必要があるため、金属顔料インキ、黒色インキ、酸化チタンを含む白インキと
いった光遮断性の高いインキを用いて形成する。また、インキの他に金属箔を用いても良
い。また、光透過性のインキであっても、凹版、スクリーン印刷によって、インキ膜を厚
く印刷することで、光遮断性を得ることも可能である。
【００７０】
　光遮断層（３０）は、第１ａの画像要素（１１Ａ）が形成される位置に、予め基材（２
）に形成されるものであり、例として、図１７（ｂ）に示すように、線幅（Ｗ１）の第１
ａの画像要素（１１Ａ）に対しては、光遮断層（３０）も同じ線幅（Ｗ１）で万線状に形
成される。
【００７１】
（第１ａの画像要素の構成）
　第１ａの画像要素（１１Ａ）は、第１の基画像（１００）を分割して抽出された画像要
素（１０１）を基に、光透過性インキ又は光遮断性インキによって光遮断層（３０）の上
に形成される。このとき、光遮断層（３０）が黒色の場合、第１ａの画像要素（１１Ａ）
は、光遮断性のインキで形成する必要がある。これは、第１ａの画像要素（１１Ａ）を光
透過性インキで形成すると、反射光下の観察で、第１ａの画像要素（１１Ａ）を透過した
光が、光遮断層（１１）で吸収されて、第１ａの画像要素（１１Ａ）の色が視認できなく
なる、すなわち、第１の反射画像（１０）が視認できなくなるからである。
【００７２】
　一方、光遮断層（３０）が黒でない有彩色であれば、第１ａの画像要素（１１Ａ）を、
光透過性のインキを用いて形成しても、その色を視認することができるが、光遮断層（３
０）の色が第１の反射画像（１０）に影響しないために、白色の光遮断層（３０）とする
のが好ましい。
【００７３】
　図１７では、光遮断層（３０）の線幅と第１ａの画像要素（１１Ａ）の線幅が等しい構
成について説明したが、光遮断層（３０）と第１ａの画像要素（１１Ａ）の位置合わせに
許容を持たせるために、光遮断層（３０）の線幅よりも第１ａの画像要素（１１Ａ）の線
幅を若干小さく設計して、光遮断層（３０）の上に第１ａの画像要素（１１Ａ）を形成し
ても良い。
【００７４】
　以上の構成で成る第１の画像要素（１１）の変形例において、光遮断層（３０）の上に
、光遮断性のインキで第１ａの画像要素（１１Ａ）を形成すれば、透過光下で光を遮断す
る効果が高くなって、コントラストが向上する。また、第１ａの画像要素（１１Ａ）を光
透過性のインキで形成する場合は、第２の画像要素（２１）と同じインキとなることから
、光透過性印刷物（１）を形成するインキの数を減らすことができる。
【００７５】
　第１の画像要素（１１）の変形例について、光遮断層（３０）の上に、第１ａの画像要
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素（１１Ａ）が積層されて成る構成について説明したが、基材（２）の一方の面に第１ａ
の画像要素（１１Ａ）のみが形成され、基材（２）の他方の面に光遮断層（３０）が形成
される構成でも良い。この場合、光遮断層（３０）は、基材（２）を挟んで第１ａの画像
要素（１１Ａ）と同じ位置に形成される。
【００７６】
（第２の実施の形態）
第２の実施の形態の透過潜像印刷物（１）は、光遮断性を有する基材（２）を用いたもの
である。第２の実施の形態において、光遮断性を有する基材（２）として、不透明度が７
０％より高い紙類、フィルム、プラスチックを用いる。
【００７７】
　光遮断性を有する基材（２）に、光透過性の第２の画像要素（２１）をそのまま形成し
ても、反射光下と透過光下で視認される画像が変化しなくなる。このため、第２の実施の
形態では、光遮断性を有する基材（２）に、不透明度が７０％以下の光透過性が高い領域
（以降、光透過性領域（３）という。）を形成して第２の画像要素（２１）を形成する。
図１８（ａ）に示すように、基材（２）に光透過性領域（３）を形成する方法としては、
すき入れ加工、レーザー加工があり、このような加工方法によって、図１８（ｂ）に示す
ように、基材（２）の厚さを薄くして、基材（２）の不透明度を７０％以下とすることが
できる。
【００７８】
また、基材（２）に紙材を用いる場合は、透過インキを用いて透明性を上げ、光透過性領
域（３）を形成することもできる。ここでいう透過インキとは、印刷時に用紙内部へと浸
透して印刷領域の透過率を上昇させる働きを成す成分のことを指し、具体的には、セルロ
ースの屈折率（１．４９）に近い樹脂やワックス、動植物油等を指す。これらの成分は、
印刷した場合に用紙の中に存在するセルロース繊維間の空隙を埋め、主として用紙内部に
おける光の散乱を抑制することで光の透過率を上げる働きを成す。
【００７９】
この透過インキとして市販されているものとしては、一般に透かしインキとして販売され
ているインキを用いても良い。このようなインキとしては、株式会社Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ製
　ベストワン透かしインキ、株式会社Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ製　ＵＶ透かしインキ、帝国イン
キ製造株式会社製　ユニマーク、東洋インキ製造株式会社製　ＳＭＸすかしインキ、合同
インキ株式会社製　Ｅ２ニス等が存在する。また、低粘度のＯＰニスも印刷したのち低粘
度成分が浸透する効果を有するため、これらのインキを用いても良い。
【００８０】
　以上に説明した方法で形成した光透過性領域（３）に、第１の実施の形態で説明した第
１の反射画像（１０）と透過画像（２０）を形成することで、第１の実施の形態と同様な
効果を有する透過潜像印刷物（１）を作製することができる（図１８（ｃ））。ここでは
、図１８に示すように、光遮断性を有する基材（２）の一部に光透過性領域（３）が形成
された例について説明したが、光遮断性を有する基材（２）全体に、前述した加工を施し
て、基材（２）全体を光透過性領域（３）としても良い。
【００８１】
　続いて、第２の実施の形態の透過潜像印刷物（１）の変形例について説明する。本発明
の透過潜像印刷物（１）は、第１の実施の形態で説明した原理と効果からして、光透過性
領域（３）に、透過画像（２０）が形成されれば良く、第１の反射画像（１０）は、光透
過性領域（３）に形成される必要はない。すなわち、基材（２）に透過画像（２０）が形
成される領域のみ光透過性が高ければ良く、以下、その構成について説明する。例として
、万線状に配置された第２の画像要素（２１）から成る透過画像（２０）とそれに対する
、光透過性領域（３）について説明する。
【００８２】
図１９（ａ）は、基材（２）に万線状に形成された光透過性領域（３）の構成を示す図で
ある。光透過性領域（３）は、万線状に形成される第２の画像要素（２１）に対応した大



(14) JP 6394962 B2 2018.9.26

10

20

30

40

50

きさであり、第２の画像要素（２１）が形成される位置に形成される。なお、光透過性領
域（３）を形成する方法としては、前述のようにすき入れ加工、レーザー加工によって、
図１９（ｂ）に示すように、部分的に基材（２）の厚さが薄い光透過性領域（３）を形成
しても良いし、透過インキを印刷しても良い。
【００８３】
このようにして形成された光透過性領域（３）に、第２の画像要素（２１）が形成され、
基材（２）に対して加工が施されていない部分に第１の画像要素（１１）が形成されるこ
とで、先に説明した透過潜像印刷物（１）と同様の効果を得ることができる。なお、第２
の実施の形態においては、基材（２）が光遮断性を有することから、第１の反射画像（１
０）を構成する第１の画像要素（１１）を形成するインキは、光透過性のインキを用いて
も良いし、第１の実施の形態と同様に、光遮断性のインキを用いても良いが、第２の画像
要素（２１）と同じ特性のインキとすることで、用いるインキの数を減らすことができる
ので、光透過性インキを用いるのが好ましい。
【００８４】
　第１の画像要素（１１）と第２の画像要素（２１）が格子状に配置される場合において
も、これと同様であり、基材（２）の第２の画像要素（２１）が形成される位置に、予め
光透過性領域（３）を形成することで、光遮断性の基材（２）の場合でも、格子状に形成
された第２の画像要素（２１）から成る透過画像（２０）の形成が可能である。
【００８５】
　第２の実施の形態のように、光遮断性の基材（２）においても、部分的に光透過性領域
（３）を形成することで、前述のように透過潜像印刷物（１）を作製できることから、本
発明で用いることができる基材（２）の範囲を広げることができる。
【００８６】
（第３の実施の形態）　
　第３の実施の形態は、第１の実施の形態及び第２の実施の形態に対して、さらに、第２
の反射画像（４０）が形成される透過潜像印刷物（１）である。第３の実施の形態の透過
潜像印刷物（１）の一例について、図２０を用いて説明する。ここでは、第１の実施の形
態で説明した透過潜像印刷物（１）に、第２の反射画像（４０）が形成される例について
説明する。
【００８７】
　第３の実施の形態の透過潜像印刷物（１）は、図２０（ａ）に示すように、基材（２）
の一方の面に第１の反射画像（１０）と透過画像（２０）が形成され、図２０（ｂ）に示
すように、第１の反射画像（１０）が形成された面と反対側の面に第２の反射画像（４０
）が形成される。図２０（ａ）に示す第１の反射画像（１０）と透過画像（２０）の構成
については、第１の実施の形態と同様であるため省略し、続いて、第２の反射画像（４０
）の構成について説明する。
【００８８】
　図２０（ｂ）に示す第２の反射画像（４０）は、複数の第３の画像要素（４１）から成
り、第３の画像要素（４１）は、第１の反射画像（１０）を構成する第１の画像要素（１
１）を形成するのと同様にして、第３の基画像（ここでは、「花」の画像）を分割した画
像要素のうち、互いに隣合うことのない複数の画像要素を、有色インキを用いて形成する
。第３の画像要素（４１）を形成する有色インキは、前述した光遮断性のインキを用いて
も良いし、前述した光透過性のインキを用いても良い。なお、第３の基画像を分割すると
きの画像要素の大きさは、第１の基画像を分割するときの画像要素の大きさと同じ大きさ
とし、基材（２）に形成する第３の画像要素（４１）と第１の画像要素（１１）の大きさ
、この場合、幅と高さを等しく形成する。
【００８９】
図２０（ａ）におけるＡ－Ａ’と図２０（ｂ）におけるＢ－Ｂ’線は、透過潜像印刷物（
１）の表裏で同じ位置にあたり、このとき、図２０（ｃ）の断面図に示すように、第１の
反射画像（１０）を構成する第１の画像要素（１１）と第２の反射画像（４０）を構成す
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る第３の画像要素（４１）は、基材（２）を挟んで同じ位置に配置される。詳細には、第
１の基画像（１００）を分割して隣り合うことなく抽出された画像要素（１０１）と、第
３の基画像を分割して隣り合うことなく抽出された画像要素のそれぞれが、同じ位置に配
置される。
【００９０】
　図２０（ｃ）において、第１の画像要素（１１）と第３の画像要素（４１）は、光遮断
性のインキで形成された状態を示しているが、第３の実施の形態の第１の画像要素（１１
）と第３の画像要素（４１）は、第１の実施の形態で説明した光遮断層（３０）の上に第
１ａの画像要素（１１Ａ）が形成されるのと同様にして形成しても良い。
【００９１】
　以上の構成で成る第３の実施の形態の透過潜像印刷物を、図２１（ａ）に示すように、
第１の反射画像（１０）が形成された側から反射光下で観察すると、第１の反射画像（１
０）が視認でき、図２１（ｂ）に示すように、透過光下で観察すると透過画像（２０）が
視認できる。また、図２１（ｃ）に示すように、第２の反射画像（４０）が形成された側
から反射光下で観察すると、第２の反射画像（４０）が視認でき、図２１（ｄ）に示すよ
うに、透過光下で観察すると透過画像（２０）が視認される。このように、第３の実施の
形態の透過潜像印刷物（１）は、第１の反射画像（１０）が形成された側と第２の反射画
像（４０）形成された側から、反射光下と透過光下で観察したときに、視認できる画像が
変化し、これを真偽判別に用いることができる。
【００９２】
　続いて、第３の実施の形態の変形例について図２２を用いて説明する。第３の実施の形
態の変形例においては、基材（２）に透明フィルムを用い、図２２に示すように、基材（
２）と第１の画像要素（１１）の間に、前述した第３の画像要素（４１）を形成する。
【００９３】
図２２に示すように、第１の画像要素（１１）と基材（２）の間に、第３の画像要素（４
１）を積層しても、透明フィルムを通して、第２の反射画像（４０）が見えることから、
図２１に示すものと同じ効果が得られる。
【００９４】
以下、実施例を用いて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明を限定するものではな
い。
【００９５】
（実施例１）
　実施例１は、第１の実施の形態で説明した透過潜像印刷物（１）であって、第１の画像
要素（１１）が、光遮断層（３０）の上に、第１ａの画像要素（１１Ａ）を積層して成る
構成である。なお、第１の基画像（１００）と第２の基画像（２００）は、実施の形態で
説明した「波」と「富士山」の画像とした。実施例１の透過潜像印刷物（１）について、
第１の実施の形態で説明した図面を用いて説明する。
【００９６】
実施例１では、基材（２）として透明なペットフィルムを用いた。
【００９７】
　図１７（ａ）に示す光遮断層（３０）は、線幅２５０μｍ、ピッチ５００μｍの画線を
万線状に配置した構成とし、光遮断層（３０）の上に、図１７（ｂ）に示す第１ａの画像
要素（１１Ａ）を同じ線幅とピッチで配置して、「波」の画像である第１の反射画像（１
０）を形成した。なお、光遮断層（３０）は、白色であり、ＵＶインクジェット用チタン
白インキを用いて形成し、第１ａの画像要素（１１Ａ）は、ＵＶインクジェット用インキ
を用いて形成した。なお、印刷はＵＶインクジェットプリンタ（トライテック社製）を使
用し、た。
【００９８】
　図８に示す透過画像（２０）は、第２の画像要素（２１）の線幅２５０μｍ、ピッチ５
００μｍとし、第２の画像要素（２１）を万線状に配置して、「富士山」の画像である透
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ＵＶインクジェット用インキを用いて形成した。
【００９９】
　以上の構成で成る透過潜像印刷物（１）を、図２（ａ）に示すように、反射光で観察し
た際には、第１の反射画像（１０）である「波」の画像が視認できた。また、図２（ｂ）
に示すように、透過光下で観察した際には、透過画像（２０）である「富士山」の画像が
視認できた。
【０１００】
（実施例２）
　実施例２は、基材（２）に不透明度が６５％の用紙（カセン和紙工業株式会社製　プラ
カシートデミ）を用いた透過潜像印刷物（１）であり、その他の構成である第１の反射画
像（１０）と透過画像（２０）の構成は実施例１と同じ条件で作製した。
【０１０１】
実施例２の透過潜像印刷物（１）は、実施例１に対して、視認できる透過画像（２０）の
光透過量が、若干低下したが、反射光下と透過光下の観察で視認できる画像が変化する効
果が得られた。
【０１０２】
（実施例３）
　実施例３は、第２の実施の形態で説明した、光遮断性の基材（２）を用いた透過潜像印
刷物（１）である。
【０１０３】
　実施例３では、不透明度が９４％の光遮断性の紙材（北越紀州製紙株式会社製　再生コ
ピー用紙）を基材（２）に用いた。そして、図１８に示すように、基材（２）に透かしイ
ンキ（ＵＶインクジェット用ＯＰＶ）を用いて不透明度を低下させた光透過性領域（３）
を形成した。その他の構成である第１の反射画像（１０）と透過画像（２０）の構成は実
施例１と同じ条件で作製した。実施例３の透過潜像印刷物（１）においても、実施例１及
び２と同様に、反射光下と透過光下の観察で視認できる画像が変化する効果が得られた。
【符号の説明】
【０１０４】
１　　透過潜像印刷物
２　　基材
３　　光透過性領域
１０　第１の反射画像
１１　第１の画像要素
２０　第２の反射画像
２１　第２の画像要素
３０　光遮断層
４０　第２の反射画像
４１　第３の画像要素
１００　第１の基画像
１５０　マスク画像
２００　第２の基画像
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【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】
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