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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　図柄の中に組み込まれた微細な凹凸構造による隠し画像であって、
　前記隠し画像は、
　所定の深さまたは高さを有し原画像の微細化された部分の輝度または濃度に対応した長
辺が５μmを超えない矩形に収まる大きさの微細パターンの集合により構成され、
　前記隠し画像は縦横２mm以下の領域内に形成されたことを特徴とする微細な凹凸構造に
よる隠し画像。
【請求項２】
　請求項１に記載の微細な凹凸構造による隠し画像において、
　原画像の微細化された部分の輝度または濃度をパターンの大きさに変換する際に、輝度
値または濃度を離散処理して変換したことを特徴とする微細な凹凸構造による隠し画像。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の微細な凹凸構造による隠し画像において、
　微細パターンは、文字，記号，図形の何れか、または、その組み合わせであることを特
徴とする微細な凹凸構造による隠し画像。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、図柄の中に組み込まれた微細な凹凸構造による隠し画像に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　ホログラムや回折格子などの光回折構造は、特殊な装飾像や立体像を表現できることか
ら、意匠性を高めた印刷物等に利用されている。また、製造のために高度な技術を要する
ことから、偽造防止手段として利用されている。
　意匠性を高める手段としては、高額な商品の包装材，パンフレット，ＰＯＰ，書籍の表
紙等に、偽造防止手段としては、例えば、クレジットカード，ＩＤカード等のカード類や
、商品券，小切手，手形，株券，入場券等の金券類，各種証明書等に使用されている。
【０００３】
　ホログラム画像を作成する方法として、通常、被写体にレーザ光と参照光を照射し、感
光材に干渉縞を形成させる方法が用いられる。
　一方、回折格子を形成させる方法として、電子線描画による方法がある。
　また、ホログラムや回折格子などの光回折構造を媒体上に形成する方法として、熱転写
によって形成する方法や、ラベルにして貼付する方法がある。
　熱転写による方法は、平坦な貼付面を有する前述のカード類，金券類に多く利用され、
ラベルによる方法は、貼付される対象物が平坦な面を持たない場合等に利用される。
【０００４】
　一方、カラーホログラムや回折格子の技術を使用しない偽造防止技術「装飾ホイル」が
提供されている（特許文献１参照）。
　また、所定面に刻印されて回折光学的な作用を及ぼす巨視的な構造を有する「書類」が
提供されている（特許文献２参照）。
　特許文献１で開示されている「装飾ホイル」は、少なくとも２つの層からなる積層構造
を有する。層は例えば、一方の面に反射層がコーティングされた透明な基層ホイルを含む
。保護層が反射層を外部の影響から保護できる。基層ホイルの反射層側の造形面は、造形
により得られた複数の幾何学的模様群からなる構造を有する。群に占められる領域の幅は
３０μｍから３００μｍである。基層ホイルに造形された群の要素の断面は実質的に長方
形であり、群が占める面は造形面に対して平行な平面にある要素面及び造形面の平面に残
された残余面からなる。群が占める面は、造形面の平面にあるバックグラウンドエリア領
域により互いに隔てられるというものである。
　また、特許文献２で開示されている「書類」は、所定面に刻印されて回折光学的な作用
を及ぼす巨視的な構造を有する書類であって、前記構造が１０本／ｍｍ以上の空間周波数
を有する回折光学的な作用を及ぼす所定の凹凸構造を備えた複数の部分面からなり、各部
分面の凹凸構造がその隣接する部分面の凹凸構造と異なる書類において、前記部分面の内
少なくとも一群の部分面によって書類の真贋情報が表され、前記一群の部分面は、それを
包囲する隣接した部分面の凹凸構造と少なくとも色彩が異なる回折効果を発生させる凹凸
構造を有し、前記真贋情報を表す各部分面の最大寸法が０．３ｍｍより小さい寸法である
としている。
【０００５】
【特許文献１】特表２００２－５４１００１号公報
【特許文献２】実開平９－６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に開示されている手法で形成される文字，記号，ロゴは微細であるが、顕微
鏡等で拡大した際に一様な見え方で視認される。
　また、特許文献２に開示されている手法で形成される文字，記号，ロゴは微細ではある
が、ルーペ等で拡大した際に単に回折するだけなために、一様なパターンとして視認され
る。
　そこで本発明は、ルーペ等で拡大した場合は原画像の再生画像が視認され、顕微鏡で拡
大した場合は微細パターンが確認できる微細な凹凸構造による隠し画像を提供することを
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目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題の目的を達成するために、本発明の微細な凹凸構造による隠し画像の第一の態
様は、図柄の中に組み込まれた微細な凹凸構造による隠し画像であって、前記隠し画像は
、所定の深さまたは高さを有し原画像の微細化された部分の輝度または濃度に対応した長
辺が５μmを超えない矩形に収まる大きさの微細パターンの集合により構成され、前記隠
し画像は縦横２mm以下の領域内に形成されたことを特徴とするものである。
【０００８】
　また、第二の態様は、第一の態様において、原画像の微細化された部分の輝度をパター
ンの大きさに変換する際に、輝度値を離散処理して変換したことを特徴とするものである
。
【００１０】
　また、第三の態様は、第一または第二の態様において、微細パターンは、文字，記号，
図形の何れか、または、その組み合わせであることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１１】
　１）本発明の微細な凹凸構造による隠し画像は、第一の態様のように、図柄の中に組み
込まれた微細な凹凸構造による隠し画像であって、前記隠し画像は、所定の深さまたは高
さを有し原画像の微細化された部分の輝度または濃度に対応した長辺が５μmを超えない
矩形に収まる大きさの微細パターンの集合により構成され、前記隠し画像は縦横２mm以下
の領域内に形成されたことによって、微細な凹凸を形成するために特殊な装置が必要であ
り、その微細な凹凸の集合で形成された原画像を、階調を含め模倣することは極めて困難
となる。また、隠し画像が目視では何かの集合にしか見えないが、ルーペ等で拡大した場
合でも微細パターンの長辺が５μmを超えないために単なる諧調画像としか視認すること
ができない。
　２）また、第二の態様のように、第一の態様において、原画像の微細化された部分の輝
度をパターンの大きさに変換する際に、輝度値を離散処理して変換したことによって、微
細パターン数を減らすことができ、データ作成時の負荷を低減しつつ原画像を諧調画像と
して表現することができる。
　３）また、第三の態様のように、第一または第二の態様において、微細パターンは、文
字，記号，図形の何れか、または、その組み合わせであることによって、ルーペ等で拡大
した場合は隠し画像が視認でき、顕微鏡等で拡大した場合は文字、記号、図形が見えるた
め、真偽の判定が明確化される。
　                                                                              
      
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して、本発明の微細な凹凸構造による隠し画像について説明する。
　図１は、本発明の微細な凹凸構造による隠し画像の一例について説明するための図，図
２は、図１の一部領域について説明するための拡大図，図３は、図１の一部領域について
説明するための拡大図，図４は、微細パターンの一例について説明するための図，図５は
、微細パターンの大きさを定めた一覧表の例，図６は、微細パターンの大きさを離散値に
よりを定めた一覧表の例，である。
【００１３】
　本発明の微細な凹凸構造による隠し画像は、光回折構造の作成方法に準じて作成される
ために、ここで、公知の光回折構造の作成方法について説明する。
【００１４】
　前述のように光回折構造の使用形態として、基材上に転写された状態で使用される場合
と、基材ごとラベル化されて使用される場合がある。
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　光回折構造を転写された状態で使用する場合は、耐熱性を有する基材フィルム上に剥離
層を形成し、その上に、例えば、熱硬化性の樹脂層を形成し、熱硬化性の樹脂層に凹凸構
造を形成し、反射層を形成し、その上に感熱接着剤層を形成して転写用フィルムと成し、
熱せられた金属の型等によって、接着剤層を含めた極めて薄い光回折構造形成層を紙など
の印刷物上に転写して使用する。
　光回折構造をラベル状態で使用する場合は、基材フィルム上に熱硬化性の樹脂層を形成
し、熱硬化性の樹脂層に凹凸構造を形成し、凹凸構造の上に反射層を形成し、その上に粘
着剤層を形成し、粘着剤面を剥離紙で被覆して基材フィルムを剥離紙と一緒に所定の大き
さに打ち抜いてラベルとし、剥離紙を剥がして対象物に貼付して使用する。
【００１５】
　前記反射層は、前述の光回折構造形成層の凹凸面に反射性を与えるために設けられる。
反射層には、不透明な反射層と、透明性を有する反射層とがあるが、意匠効果を高める手
段として使用する場合は、アルミニウムや、ニッケルなどの金属による不透明な反射層を
形成する。
　反射層を形成する方法としては、真空蒸着法，スパッタリング法，イオンブレーティン
グ法等があり、目的によって使い分ける。
　また、剥離層，熱硬化性樹脂層，接着剤層，粘着剤層等の形成手段として、グラビアコ
ート，ダイコート，ナイフコート，ロールコート等の一般的なコーティング方法、および
、シルクスクリーン等の印刷方法の中から選択して使用する。
【００１６】
　光回折構造という表現は、ホログラムや回折格子の上位概念による表現であるるが、以
下の、本発明の説明では電子線描画によって描画するモノクロ画像や、カラー画像による
回折格子の例で説明する。
　回折格子によるカラー画像は、三原色の色成分ごとに画素値をもった画素の集合として
定義される。そして、原画の各部分領域の画素を三原色（Ｒ，Ｇ，Ｂ）の各色成分に分解
し、８ビットで表現できる画素値（０～２５５種）を適用させ、回折格子によるカラー画
像として再現する。
　例えば、画素パターンＲは波長６００ｎｍ用、画素パターンＧは波長５００ｎｍ用、画
素パターンＢは波長４００ｎｍ用として設定し、再生光を所定の位置に設置してそれぞれ
の画素パターンを観察したときに、これらの再生画像はカラー画像として視認される。
　モノクロで表現する場合は、前述の波長の一つを適用すればよい。
【００１７】
　本発明の微細な凹凸構造による隠し画像は、ホログラムや回折格子等による絵柄の中に
所定の深さまたは高さを有する微細パターンの集合によって組み込まれて形成される。
　そして、微細パターンは、原画像の微細化された部分の輝度または反射濃度（以下、単
に輝度、または、輝度値という）に対応した大きさのパターンで表示される。
　例えば、原画像をスキャナのような装置によって電気的に走査し、ＣＣＤセンサなどに
よって輝度値を電気信号に変換して前述の微細パターンに変換する。
　即ち、原画像の微細部分の輝度値を８ビットで表現する画素値に変換し、更に最大５μ
ｍの微細パターンに変換させる。
　以下の説明における隠し画像の大きさ、微細パターンの大きさは、隠し画像や微細パタ
ーンの長い方のサイズをいうものとする。
【００１８】
　図５を参照して、本発明の微細な凹凸構造による隠し画像を構成する微細パターンの大
きさの一例について説明する。
　表１の１行目には、三原色「Ｒ，Ｇ，Ｂ」の「Ｒ」の輝度値が表示され、８ビットで表
現できる２５６通りの数値となっている。
　２行目には、微細パターンの縦の長さ（μｍ）が表示され、３行目には、微細パターン
の横の長さ（μｍ）が表示されている。
　本実施の形態では、微細パターンは、縦横の長さが同一の正方形パターンの例で表示し
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ている。
【００１９】
　表１の第１列目には、最小の輝度値「Ｒ２５５／ＲＧＢ」の微細パターンの縦横サイズ
が表示されている。何れも、最大値の「５μｍ」となっている。
　第２列目には、次に小さい輝度値「Ｒ２５４／ＲＧＢ」の微細パターンの縦横サイズが
表示されている。縦横サイズは、何れも、「５μｍ×２５４／２５５」となっている。
　第２５５列目には、最大の輝度値「Ｒ１／ＲＧＢ」の微細パターンの縦横サイズが表示
されている。縦横サイズは、何れも、最小に近い「５μｍ×１／２５５」となっている。
　このように、原画像の輝度値に対応して、微細パターンの縦横サイズが定義付けされて
いる。
【００２０】
　図６を参照して、本発明の微細な凹凸構造による隠し画像を構成する微細パターンの大
きさを、離散値によりを定めた一例について説明する。
　表２の１行目には、表１で説明した三原色「Ｒ，Ｇ，Ｂ」の「Ｒ」の輝度値が表示され
、８ビットで表現できる２５６通りの数値を８分の１に圧縮した数値となっている。
　２行目には１行目の離散値を表示している。
　３行目には、２行目の離散値に対する微細パターンの縦の長さ（μｍ）が表示され、４
行目には、微細パターンの横の長さ（μｍ）が表示されている。
　本実施の形態では、微細パターンは、縦横の長さが同一の正方形パターンの例が表示さ
れている。
【００２１】
　表２の第１列目には、１行目に輝度「Ｒ２５５～Ｒ２２４／ＲＧＢ」の範囲が表示され
、２行目にはその離散値が「２３９」と表示されている。
　３，４行目には、２行目の離散値「２３９」に対する微細パターンの縦，横サイズが表
示され、何れも、「５μｍ×２３９／２５５」となっている。
　第２列目には、１行目に輝度「Ｒ２２３～Ｒ１９２／ＲＧＢ」の範囲が表示され、２行
目にはその離散値が「２０７」と表示されている。
　３，４行目には、２行目の離散値「２０７」に対する微細パターンの縦，横サイズが表
示され、何れも、「５μｍ×２０７／２５５」となっている。
　第８列目には、１行目に輝度「Ｒ３１～Ｒ０／ＲＧＢ」の範囲が示され、２行目にはそ
の離散値が「１５」と表示されている。
　３，４行目には、２行目の離散値「１５」に対する微細パターンの縦横サイズが表示さ
れ、何れも、「５μｍ×１５／２５５」となっている。
【００２２】
　前記表１，２の場合は、原画像の微細部分の輝度値を８ビットで表現しているが、８ビ
ット表現に拘るものではなく、７ビット表現でも、５ビット表現でもよい。
　７ビット表現の場合は、１２９通り、５ビット表現の場合は、３３通りの面積に置き換
えて表現できる。
　また、前記それぞれのビット表現で表示された数値を離散化して使用してもよい。
【００２３】
　図１を参照して、本発明の微細な凹凸構造による隠し画像の一例について説明する。
　微細な凹凸構造による隠し画像１は、図柄（図示せず）の中に組み込まれており、隠し
画像は所定の深さ（または、高さ）を有する微細パターン（図示せず）の集合で構成され
ている。
　また、前記微細パターンは、原画像の微細化された部分の輝度に対応した大きさのパタ
ーンで表示されている。前述、表１のように、原画像の微細化された部分が多すぎる場合
は、原画像の微細化された部分の輝度値を離散処理して変換する。
　また、図に示すように微細な凹凸構造による隠し画像は、２mm以下の領域内に形成され
、そのときに隠し画像を構成する微細パターン（図示せず）は５μｍ以下となる構成とす
る。
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　図２を参照して、図１の一部領域１０について説明する。
　図１の一部領域１０を拡大すると図２のようになっている。図１の中央の「星形画像」
の輝度が低い部分は、一辺が５μｍに近い微細パターン１００の集合で構成されている。
　本実施の形態では、それぞれの微細パターン１００は、正方形で形成され、正方形の内
側が凹んだ形状になっている。
　凹部の深さは０．０５～０．３０μｍで形成される。
　それぞれの微細パターン１００は正方形の内側が凸状になっていてもよい。
　その場合、凸部の高さは０．０５～０．３０μｍとなるように形成される。
【００２５】
　図３を参照して、図１の一部領域１１について説明する。
　図１の一部領域１１を拡大すると図３のようになっている。図１の中央の「星形画像」
の輝度が高い部分は、一辺が１μｍに近い微細パターン１１０の集合で構成されている。
　本実施の形態では、それぞれの微細パターン１１０は正方形で形成され、正方形の内側
が凹んだ形状になっている。
　凹部の深さは０．０５～０．３０μｍで形成される。
　それぞれの微細パターン１１０は正方形の内側が凸状になっていてもよい。
　その場合、凸部の高さは０．０５～０．３０μｍとなるように形成される。
【００２６】
　図４を参照して、微細パターンの一例について説明する。
　微細パターンは、図２，図３では正方形の図形の例で説明したが、微細パターンの形状
は、図４に示すように、文字「Ｍ」１２０でも、記号「＠」１３０でも、図形「☆」１４
０でもよい。
　上記いずれの場合も、長辺が５μｍを超えない矩形に収まる大きさで形成される。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　クレジットカードやＩＤカード等のカード類，商品券や小切手、手形や株券、入場券等
の金券類，各種証明書，高額商品の下げ札等に貼付または添付され、偽造防止手段として
利用される。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の微細な凹凸構造による隠し画像の一例について説明するための図である
。
【図２】図１の一部領域について説明するための拡大図である。
【図３】図１の一部領域について説明するための拡大図である。
【図４】微細パターンの一例について説明するための図である。
【図５】微細パターンの大きさを定めた一覧表の例である。
【図６】微細パターンの大きさを離散値によりを定めた一覧表の例である。
【符号の説明】
【００２９】
　１　　　微細凹凸構造による隠し画像
　１０，１１　一部領域
　１００，１１０　微細パターン
　１２０　文字による微細パターン
　１３０　記号による微細パターン
　１４０　図形による微細パターン
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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