
JP 2011-242714 A 2011.12.1

(57)【要約】
【課題】新規な技術的原理に基づいて、従来にないコバ
ート技術を提供すること。
【解決手段】反射光の色彩と透過光の色彩とが相違する
二色性のシート１１と、特定の方向に偏光軸を有する光
を選択的に反射する反射型偏光子１２とを積層して構成
する。両者の間にパターン状位相差層１３を有していて
もよい。二色性シートの内部で多重反射して入射側に出
射する光と、二色性シートを透過して反射型偏光子で反
射した光とは、色彩と偏光面の双方が異なるから、偏光
フィルムを配置することで両者を分離できる。そして、
偏光フィルムを回転することで、観察される色彩が変化
する。この色彩の変化の有無で真偽判定ができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反射光の色彩と透過光の色彩とが相違する二色性のシートと、特定の方向に偏光軸を有
する光を選択的に反射する反射型偏光子とを積層して構成された偽造防止シート。
【請求項２】
　反射光の波長と透過光の波長とが相違する二色性のシートと、特定の方向に偏光軸を有
する光を選択的に反射する反射型偏光子とを積層して構成された偽造防止シート。
【請求項３】
　前記二色性シートが、光学レベルの膜厚を有する透明材料の層を多数層積層して構成さ
れるシートである請求項１又は２に記載の偽造防止シート。
【請求項４】
　前記二色性シートが、らせん状分子を配向させて構成されたシートである請求項１又は
２に記載の偽造防止シート。
【請求項５】
　前記二色性シートが、このシートの法線に対する角度に応じて色彩が異なる請求項１～
４のいずれかに記載の偽造防止シート。
【請求項６】
　前記二色性シートと前記反射型偏光子との間に位相差層を備える請求項１～５のいずれ
かに記載の偽造防止シート。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の偽造防止シートの反射型偏光子の上に、接着剤層を有
する偽造防止用ラベル。
【請求項８】
　転写基材と、この転写基材から剥離可能で、被転写体に転写する転写層とから構成され
る転写シートにおいて、
　転写層が、請求項１～６のいずれかに記載の偽造防止シートと、被転写体に接着する接
着剤層とを備える偽造防止用転写シート。
【請求項９】
　請求項１～６のいずれかに記載の偽造防止シートを備える偽造防止物品。
【請求項１０】
　偽造防止シートからの反射光の色彩を偏光フィルムを介して観察し、かつ、この偏光フ
ィルムと偽造防止シートとの角度を変えて観察して、角度変化に伴う色彩の変化が観察で
きたときはその偽造防止シートは真正なものと判断し、色彩の変化が観察できないときに
は非真正なものと判断する真偽判定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物品に固定して、その物品が真正であることを保障する偽造防止技術に関す
るものであり、新規な偽造防止技術を提供するものである。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、このような偽造防止技術は、さまざまな物品に利用されている。例えば
、銀行券、債券、商品券、小切手などの金券や有価証券である。また、クレジットカード
、ＩＤカード、公文書など各種証明書、重要書類にも利用されている。また、最近では、
各種商品やその包装材料に適用して、その商品が真正であることを保障するために利用さ
れている。いうまでもなく、これら物品を検査して、適正な偽造防止手段が施されている
場合には真正な物品と判定され、偽造防止手段が施されていなかったり、不適正なもので
あった場合には非真正な物品と判定される。
【０００３】
　このような偽造防止手段は、一般に、オバート技術とコバート技術に分けられる。
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【０００４】
　オバート技術は、誰が見ても偽造防止技術と認知でき真贋判定を可能とする技術であり
、例えば、見る角度によって色や模様が変る回折構造体や多層干渉膜を利用した偽造防止
手段が例示できる（特許文献１）。これら回折構造体や多層干渉膜を利用した偽造防止手
段は見る角度によって色や模様が変るため、特殊な検知機を必要とせず、また、熟練した
能力を要することもなく、誰でもその存在を認知できる。このため、例えば、一般消費者
が商品を購入する際に、その商品が真正なものであるか否かについて判定することができ
る。他方、悪意のある者にとってもその存在が明らかであるから、偽造や贋造の対象とし
て狙われやすい。
【０００５】
　コバート技術は、特殊な検知機や熟練がなければその存在自体が認知できない技術であ
り、例えば、光反射膜の一部にパターン状に位相差膜を配置した偽造防止手段（特許文献
２）が例示できる。この偽造防止手段では、前記位相差膜の存在自体を認知することがで
きない。そこで、偏光フィルムを検知機として位相差膜上に重ね、この偏光フィルムをそ
の面内で回転させると、その回転に伴って位相差膜の形状に明暗が変化する。したがって
、このような現象が観察できればその物品が真正なものであると判定でき、観察できなけ
れば非真正の偽造品又は贋造品と判定することができる。コバート技術を利用した偽造防
止手段はこのように特殊な検知機や熟練がなければその存在自体が認知できないため、例
えば、一般消費者が店頭で判定することは困難である。他方、悪意のある者にとってもそ
の存否が明らかではないから、偽造や贋造の対象として把握すること自体が困難である。
【０００６】
　コバート技術には、反射膜の一部にパターン状に位相差膜を配置した偽造防止手段の他
にもさまざまなものが存在する。例えば、紫外線照射によって発色する蛍光インキを使用
して印刷したものである。この場合には、紫外線照射装置がなければその存在自体が認知
できない。
【０００７】
　また、これらオバート技術とコバート技術とを重畳して利用した偽造防止技術も知られ
ている。例えば、特許文献３は、回折格子を構成する凹凸表面に光反射膜を設け、この光
反射膜の一部にパターン状に位相差膜を配置した偽造防止媒体を開示している。この技術
では、光反射膜は入射光を反射回折して回折画像を形成する役割と共に、この上に重ねら
れた偏光フィルムを通して位相差膜のパターン形状に明暗を変化させる役割を兼ねている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００９－０６３９４４号公報
【特許文献２】特開２００６－１４２５９９号公報
【特許文献３】特開２００６－０４３９７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、新規な技術的原理に基づいて、従来にないコバート技術を提供することを目
的とするものである。
【００１０】
　本発明に係る偽造防止媒体は、その上に偏光フィルムを重ね、この偏光フィルムを面内
で回転させたとき、その回転に伴って色彩が変化する。このため、この現象が観察できた
とき、その物品が真正なものであると判定でき、観察できなければ非真正の偽造品又は贋
造品と判定することができる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
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　本発明は、反射光の色彩と透過光の色彩とが相違する二色性のシートと、特定の方向に
偏光軸を有する光を選択的に反射する反射型偏光子とを利用した偽造防止技術である。
【００１２】
　二色性シートは、一般に、光学レベルの膜厚を有する透明な層を多数層積層して構成さ
れるシートである。この二色性シートに光を入射すると、その表面で反射する表面反射光
を除いて、入射光は二色性シートの内部に進入し、その内部の透明層同士の境界面で反射
と屈折を繰り返す。そして、これら多重反射光同士が干渉する結果、特定の波長の光を選
択的に入射側に出射し、残余の波長成分の光を反対側に出射する。すなわち、二色性シー
トに白色光を入射させた場合、この白色光のうち特定の波長の光が選択的に反射される。
このため、この反射光は特定の色彩に着色されている。
【００１３】
　そして、残余の光、すなわち、白色入射光から反射光成分を除去した光は二色性のシー
トを透過する。このため、この透過光も着色している。反射光の色彩と透過光の色彩は互
いに異なる色彩であり、一般に補色の関係にある。
【００１４】
　反射光の波長や色彩、透過光の波長や色彩は、いずれも、二色性シートの設計に依存し
ている。例えば、反射光を橙色に着色し、透過光を水色に着色する二色性シートが知られ
ている。
【００１５】
　そこで、この二色性シートの背面に反射型偏光子を配置すると、前記透過光のうち、特
定の方向に偏光軸を有する光を選択的に反射する。前述の例では、水色に着色した光であ
る。この水色に着色した偏光は、再び二色性シートを透過して出射する。出射した偏光は
、そのまま、水色に着色している。
【００１６】
　このため、二色性シートの背面に反射型偏光子を配置した積層体に白色光を入射させて
その反射光を観察すると、観察される反射光は次の３成分を合成した光である。すなわち
、この合成反射光は、二色性シートの表面で反射された表面反射光、二色性シートの内部
で多重反射されて出射された二色性シートの反射光、及び反射型偏光子で反射された偏光
の３成分を含んでいる。そして、これらの３成分は、それぞれ、特有の色彩に着色されて
いる。前述の例では、表面反射光成分は白色、二色性シートの反射光成分は橙色、反射型
偏光子による反射光成分は水色である。このため、合成反射光は橙色に水色が混合された
色彩を呈している。
【００１７】
　次に、偏光フィルムを介してこの合成反射光を観察することにより、これら各光成分を
分離することが可能となる。すなわち、反射型偏光子による前記反射光成分は偏光である
から、偏光フィルムの配置によってこの成分を除去することができる。この場合、観察さ
れる光は、表面反射光と二色性シートの反射光とが合成された光であり、前述の例では橙
色の色彩を有している。
【００１８】
　反射型偏光子による反射光成分を除去する割合は、この反射光成分の偏光軸と偏光フィ
ルムの透過軸との交差角に依存するから、偏光フィルムを回転させてこの交差角を変化さ
せることにより、反射型偏光子による反射光成分の除去割合を連続的に変化させることが
できる。そして、合成反射光の色彩は前記除去割合に依存するから、その合成反射光の色
彩も連続的に変化する。例えば、反射光成分の偏光軸と偏光フィルムの透過軸との交差角
が０度又は１８０度のとき、反射型偏光子による反射光成分は除去されることなく偏光フ
ィルムを透過する。前述の例では、合成反射光の色彩は橙色に水色が混合された色彩であ
る。また、９０度のとき、反射型偏光子による反射光成分は完全に除去される。合成反射
光の色彩は橙色である。すなわち、この例では、橙色に水色が混合された色彩から橙色ま
で、連続的に変化する。交差角の周期は１８０度である。
【００１９】
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　なお、偏光フィルムは、これを二色性シートに密着して重ね合わせることを要しない。
また、観察者も二色性シートに近接して観察することを要しない。二色性シートから離れ
た位置に偏光フィルムを配置し、遠方から観察しても、色彩の変化の有無を明瞭に認知す
ることができる。
【００２０】
　請求項１に記載の発明は、このような技術的原理に基づいてなされたもので、反射光の
色彩と透過光の色彩とが相違する二色性のシートと、特定の方向に偏光軸を有する光を選
択的に反射する反射型偏光子とを積層して構成された偽造防止シートである。
【００２１】
　前述の技術的原理から明らかなように、この偽造防止シートに白色光を入射させ、偏光
フィルムを介してその反射光（合成反射光）を観察したとき、その色彩は、反射型偏光子
による反射光成分の偏光軸と偏光フィルムの透過軸との交差角に依存する。そして、偏光
フィルムを回転させて交差角を変化させることにより、その色彩が変化する。このため、
偏光フィルムの回転による色彩の変化が観察できたときは、その偽造防止シートは真正な
ものと判断できる。また、この偽造防止シートが添付された物品も真正である。他方、こ
の現象が観察できなかったときには、その物品は非真正な偽造品又は贋造品である。
【００２２】
　次に、請求項２に発明は、前記偽造防止シートを、二色性シートの波長によって特定し
たもので、反射光の波長と透過光の波長とが相違する二色性のシートと、特定の方向に偏
光軸を有する光を選択的に反射する反射型偏光子とを積層して構成された偽造防止シート
である。
【００２３】
　ところで、二色性シートは光学レベルの膜厚を有する透明層を多数層積層して構成され
るシートである。このようなシートとしては、例えば、支持体となる透明シート上に無機
薄膜層を多数層積層したものが知られている。これら薄膜層は、真空蒸着法やスパッタリ
ング法などの気相堆積法によって可能である。また、透明な樹脂層を多数層積層して構成
された二色性シートも知られている。これらは、いずれも、光学レベルの膜厚を有する透
明材料の層を多数層積層して構成されたものであり、これら多数層の透明材料層同士の境
界面で反射と屈折を繰り返し、こうして繰り返された多重反射光同士が合成されて特定の
着色光を生成して、これを反射し、あるいは透過する。
【００２４】
　他方、らせん状の分子構造を有する高分子物質を配置して構成されたシートも二色性シ
ートとして知られている。このような高分子物質の代表例はコレステリック液晶である。
この二色性シートにあっては、そのらせん状分子構造に基づいて繰り返される構造単位が
、前記透明材料層の役割を有している。すなわち、この二色性シートに入射した光は、前
記構造単位と構造単位との間で反射と屈折を繰り返し、こうして繰り返された多重反射光
同士が合成されて特定の着色光を生成して、これを反射し、あるいは透過するのである。
【００２５】
　本発明に係る偽造防止シートでは、これら二色性シートのうち、いずれのシートを使用
することも可能である。請求項３～４に記載の発明はこの点を明らかにしたもので、請求
項３に記載の発明は、前記二色性シートが、光学レベルの膜厚を有する透明材料の層を多
数層積層して構成されるシートである請求項１又は２に記載の偽造防止シートであり、請
求項４に記載の発明は、前記二色性シートが、らせん状分子を配向させて構成されたシー
トである請求項１又は２に記載の偽造防止シートである。
【００２６】
　なお、これら二色性シートにおいて、その透明材料層の数、屈折率及び膜厚を制御する
ことにより、あるいはらせん状分子のらせんピッチを制御することにより、このシートの
法線に対する角度に応じて色彩が異なるように構成することができる。例えば、このシー
トの法線方向から反射光を観察した場合には橙色に見え、法線に対して５０～６０度の角
度から反射光を観察した場合には緑色に見える二色性シートである。請求項５に記載の発
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明はこのシートを利用できることを明らかにしたもので、請求項５に記載の発明は、前記
二色性シートが、このシートの法線に対する角度に応じて色彩が異なる請求項１～４のい
ずれかに記載の偽造防止シートである。
【００２７】
　次に、この偽造防止シートにおいては、二色性シートと反射型偏光子との間に位相差層
を配置することができる。位相差層は、反射型偏光子より小さく、例えば文字形状などの
パターン状に配置することができる。
【００２８】
　位相差層は、この位相差層に入射した光を常光と異常光とに分離する。常光と異常光と
はいずれも直線偏光であって、両者はその偏光軸が直交する。そして、位相差層の内部に
おいては常光の速度と異常光の速度とが異なり、このため、位相差層を透過する常光と異
常光との位相差は、この位相差層に入射したときの位相差とは異なっている。例えば、設
計波長に対して１／２波長の位相差を有する位相差層（１／２波長板）に対して、同位相
の常光と異常光とを入射したとき、この位相差層を透過する常光と異常光とは１／２波長
の位相差を有している。このため、１／２波長板の進相軸や遅相軸に対して４５度の角度
で交差する偏光軸を有する直線偏光を入射させた場合、この直線偏光は互いに強度の等し
い常光と異常光とに分離し、両者の間で１／２波長の位相差を生じて１／２波長板を出射
する。こうして出射した常光と異常光との合成光は直線偏光であって、その偏光軸は、１
／２波長板に入射した直線偏光の偏光軸と直交している。このように、直線偏光を１／２
波長板に入射させると、その偏光軸を回転させることができる。
【００２９】
　そこで、二色性シートと反射型偏光子との間に１／２波長板を配置した場合、反射型偏
光子によって反射された直線偏光は、１／２波長板によってその偏光軸が回転する。した
がって、１／２波長板が文字などのパターン状に配置された場合には、このパターン状１
／２波長板を透過した直線偏光の偏光軸と、パターン状１／２波長板のない部分を透過し
た直線偏光の偏光軸とは、互いに異なっている。そして、この両直線偏光は、二色性シー
トを透過した後、偏光フィルムを介して観察者によって観察されるから、パターン状１／
２波長板を透過した直線偏光とパターン状１／２波長板のない部分を透過した直線偏光の
いずれか一方は偏光フィルムによって遮られる。このため、パターン状１／２波長板が配
置された部分と、配置されていない部分では、異なる色彩に観察できるのである。
【００３０】
　請求項６に記載の発明は、このような技術的理由に基づいてなされたもので、前記二色
性シートと前記反射型偏光子との間に位相差層を備える請求項１～５のいずれかに記載の
偽造防止シートである。なお、以上の説明から明らかなように、位相差層は反射型偏光子
より小さいパターン形状を有することが望ましい。また、位相差層は１／２波長の位相差
を有することが望ましい。また、位相差層の進相軸や遅相軸と、反射型偏光子による反射
光の偏光軸とは４５度の角度で交差するように、位相差層を配置することが望ましい。
【００３１】
　次に、この偽造防止シートは、接着層を利用して物品に固定することができ、こうして
固定された物品の真正を保障する偽造防止手段として利用できる。物品に固定する際の便
宜のため、偽造防止シートの反射型偏光子の上に接着層を設けてラベルとすることができ
、また、転写基材に剥離可能に偽造防止シートを配置して転写シートとすることができる
。請求項７～８に記載の発明は、このようなラベルや転写シートを提供するもので、請求
項７に記載の発明は、請求項１～６のいずれかに記載の偽造防止シートの反射型偏光子の
上に、接着剤層を有する偽造防止用ラベルであり、請求項８に記載の発明は、転写基材と
、この転写基材から剥離可能で、被転写体に転写する転写層とから構成される転写シート
であって、この転写層が、請求項１～６のいずれかに記載の偽造防止シートと、被転写体
に接着する接着剤層とを備える偽造防止用転写シートである。また、請求項９に記載の発
明は、請求項１～６のいずれかに記載の偽造防止シートを備える偽造防止物品である。
【００３２】
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　次に、請求項１０に記載の発明は、偽造防止シートの真偽を判定する方法に関するもの
である。以上の説明から明らかなように、本発明の偽造防止シートの存在が確認できる場
合には真正であり、確認できない場合には非真正である。すなわち、請求項１０に記載の
発明は、偽造防止シートからの反射光の色彩を偏光フィルムを介して観察し、かつ、この
偏光フィルムと偽造防止シートとの角度を変えて観察して、角度変化に伴う色彩の変化が
観察できたときはその偽造防止シートは真正なものと判断し、色彩の変化が観察できない
ときには非真正なものと判断する真偽判定方法である。
【発明の効果】
【００３３】
　以上のように、本発明の偽造防止シートによれば、偏光フィルムを回転させることによ
り、その色彩が変化する。この色彩が観察できたときは真正であり、観察できなかったと
きには非真正である。こうして偽造・贋造の有無を判定することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】二色性シートと反射型偏光子との２層から構成される偽造防止シートの例を示す
断面図
【図２】偽造防止シートに対して偏光を斜め入射させた場合について説明するための説明
用斜視図
【図３】二色性シートと反射型偏光子との間に位相差層を有する偽造防止シートの断面図
【図４】偽造防止シートを使用したラベルの断面図
【図５】偽造防止シートを使用した転写シートの断面図
【図６】判定装置を使用して、本発明に係る偽造防止シートを固定した物品の真偽判定を
行う方法を説明するための斜視図
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　本発明に係る偽造防止シートは、二色性のシートと反射型偏光子とを必須の構成要素と
するものである。両者は、例えば、光学的に等方性の透明接着剤を使用して積層すること
ができる。また、このほか、他の層が積層されていてもよいが、二色性シートと反射型偏
光子との間で光が透過できるものである必要がある。また、これら二色性シートと反射型
偏光子とは、そのいずれか一方又は双方がパターン状に設けられていてもよい。例えば、
文字、記号、あるいは装飾模様である。このように特定の意味を有するパターン状又は装
飾模様状に設けられることにより、これが偽造防止手段であることを認知困難にすること
ができる。
【００３６】
　図１は、二色性のシート１１と反射型偏光子１２との２層から構成される偽造防止シー
ト１の例を示す断面図である。接着剤の図示は省略している。
【００３７】
　二色性シート１１は、この二色性シート１１に光入射させたとき、その反射光の波長と
透過光の波長とが相違するものである。また、色彩に着目すれば、その反射光の色彩と透
過光の色彩とが相違するものであるということもできる。
【００３８】
　このような二色性シート１１としては、光学レベルの膜厚を有する透明材料の層を多数
層積層して構成されるシートが知られている。例えば、透明支持体上に無機薄膜層を多数
層真空蒸着したものである。また、光学レベルの膜厚を有する透明樹脂の層を多数層積層
して構成されたシートも知られており、例えば、帝人（株）から「ＭＬＦ－１６．５」、
「ＭＬＦ－１３．０」、「ＭＬＦ－１９．０」などの商品名で市販されている。これらは
、いずれも、本発明に係る二色性シートとして利用できる。
【００３９】
　また、二色性シート１１として、らせん状分子を配向させて構成されたシートも知られ
ている。その代表例はコレステリック液晶である。前述のように、コレステリック液晶は
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、そのらせん構造に起因して、入射光のうち特定の波長帯域にある光を強く反射する性質
（選択反射性）を有している。コレステリック液晶材料の平均屈折率をｎｍ、螺旋ピッチ
をＰ、常光軸屈折率をｎｏ、異常光軸屈折率をｎｅと表す時、反射光の波長帯域中心波長
λｓは次式（１）で表わされ、また、複屈折率を△ｎとして、反射光の波長帯域幅△λは
次式（２）で表わされる。
【００４０】
　λｓ＝ｎｍ×Ｐ　　　　　（１）
　△λ＝△ｎ×Ｐ／ｎｍ　　（２）
　ここで、ｎｍ＝（ｎｏ＋ｎｅ）／２であり、△ｎ＝ｎｅ－ｎｏである。
【００４１】
　なお、配向したコレステリック液晶材料は、例えば、基材上にまず配向膜を形成し、次
にこの配向膜上に低分子量の硬化型液晶化合物を塗布してその被膜を形成すると共に、こ
の低分子量液晶化合物を配向させ、次に光又は熱によって架橋・硬化することによって形
成することが可能である。
【００４２】
　ところで、これら二色性シート１１は、このシートの法線に対する角度に応じて色彩が
異なることがある。例えば、前述の帝人（株）製ＭＬＦ－１６．５は、垂直方向の透過光
は水色に見え、反射光は橙色に見える。また、面に対して急角度から見るよう傾けた場合
は、透過光がマゼンタに見え、反射光は緑色に見える。また、らせん状分子を配置して構
成されたシートの場合には、螺旋軸に対して傾けると、見かけ上のピッチが大きくなるた
め、中心周波数λｓは短波長方向へ変化していき、波長帯域幅△λは狭くなる。従って視
認角度を螺旋軸から傾けると、色は短波長側へ変化していく。
【００４３】
　なお、コレステリック液晶は、円偏光選択性も有しており、これは右円偏光及び左円偏
光の片方のみを反射し、他方を透過させる性質である。故に、例えば右円偏光を反射する
コレステリック液晶を観察する際、透明フィルム上に右円偏光を遮蔽する円偏光フィルタ
を通して見ると、観察対象のコレステリック液晶から反射してきた光を検証フィルムが遮
蔽するため、黒く見える。円偏光フィルタは、右旋・左旋を適切にしたコレステリック液
晶を透明フィルムに成膜する方法や、透過型偏光子に適切な位相差を持ったネマティック
液晶を形成する方法などがあげられ、このような方法で、コレステリック液晶が反射する
光が円偏光であるかを確認することで、コレステリック液晶そのものの有無を検証するこ
ともできる。
【００４４】
　次に、反射型偏光子１２は、特定の方向に偏光軸を有する光を選択的に反射するもので
ある。このような反射型偏光子１２としてはフィルム状のものが好ましく、例えばワイヤ
ーグリッド型偏光子が使用できる。また、多層薄膜構造による反射型偏光子を使用するこ
ともできる。このような多層薄膜構造による反射型偏光子は市販されており、例えば、３
Ｍ社からＤＢＥＦシリーズの偏光フィルムとして販売されている。また、この反射型偏光
子１２として、吸収型偏光子の裏面に反射層を設けたものを反射型偏光子として利用して
もよい。例えば、ＰＶＡからなる延伸フィルムにヨードを吸収させたＰＶＡ－ヨウ素型フ
ィルムまたは二色性染料型フィルムを吸収型偏光子とし、この裏面に金属箔や金属蒸着膜
を配置して、反射型偏光子とすることも可能である。また、ＤＢＥＦ反射型偏光フィルム
（３Ｍ社製）を使用することもできる。
【００４５】
　この偽造防止シート１は、前述のように、この偽造防止シート１に偏光フィルムを介し
て光を入射させ、かつ、この偏光フィルムを偽造防止シート１の法線を軸として回転させ
ることにより、その反射光の色彩や波長が変化する。入射光は、偽造防止シート１の法線
方向から入射させてもよいが、色彩の変化を鮮明にするため、偽造防止シート１の法線に
対して傾いた方向から入射させることが望ましい。より望ましくは、ブリュースタ角又は
その近辺である。空気から二色性シート１１に入射するときのブリュースタ角は５０～６
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０度の範囲内にあることが通常であるから、５０～６０度の入射角から入射させることが
望ましい。
【００４６】
　次に、図２は、偽造防止シート１に対して偏光を斜め入射させた場合について説明する
ための説明用斜視図である。なお、本発明において、法線に対する角度と、法線を軸とし
てこの周囲を回る回転角度を区別して説明する必要があることから、偽造防止シート１の
表面と平行な面を「水平面」と呼び、偽造防止シート１の法線と入射光とで規定される面
を「入射面」と呼ぶ。図２において、互いに直交するｘ軸とｙ軸とを含む面が水平面であ
る。また、法線を軸としてこの周囲を回る回転角度を「水平面内角度」と呼ぶ。
【００４７】
　そして、ｐ偏光の偏光軸は入射面対して平行であるが、その偏光軸と水平面との角度は
入射角に依存する。他方、ｓ偏光の偏光軸は入射面に対して垂直であるが、水平面に平行
である。このように偏光軸が水平面に平行である直線偏光を「水平偏光」と呼ぶこともあ
る。
【００４８】
　次に、図２を参照して、二色性シート１１として前述の帝人（株）製ＭＬＦ－１６．５
を使用した場合を例として説明する。なお、図２は、反射型偏光子１２から反射する反射
光の偏光軸がｘ軸方向である場合を示している。
【００４９】
　まず、光Ｓａが斜め入射した場合について説明する。光Ｓａは、図示のように、その進
行方向がｙ軸－ｚ軸で規定される面内にある。また、その入射角は５０～６０度の範囲に
ある。
【００５０】
　この入射光Ｓａに応答して偽造防止シート１から出射した反射光Ｓａ’は、３成分を合
成したものである。すなわち、まず、第１成分は、二色性シート１１の表面で反射された
表面反射光である。入射角が５０～６０度の範囲にあるため、この表面反射光はｓ偏光で
あり、その偏光軸はｘ方向である。すなわち、偏光軸が水平面に平行な水平偏光である。
なお、入射角が厳密にブリュースタ角に一致しない場合には、この表面反射光の中にｐ偏
光がわずかに混入している。ｐ偏光の偏光軸はｘ方向と一致せず、ｙ方向又はｚ方向の偏
光軸を有するものが含まれている。いずれにしても表面反射光の色彩は白色である。
【００５１】
　次に、前記反射光Ｓａ’の第２成分は、二色性シート１１の内部で多重反射した後、入
射側に出した光成分（内部反射光）である。この内部反射光も表面反射光と同様の偏光軸
を有している。すなわち、ｘ方向の偏光軸である。なお、この内部反射光には、ｙ方向や
ｚ軸方向に偏光軸を有する偏光もわずかに混入している。これら内部反射光の色彩は、二
色性シート１１が前述の帝人（株）製ＭＬＦ－１６．５である場合には、緑色である。
【００５２】
　そして、前記反射光Ｓａ’の第３成分は、二色性シート１１を透過して反射型偏光子１
２によって反射された後、再度二色性シート１１を透過して出射された光成分（反射型偏
光子１２による反射光）である。この光成分の偏光軸は反射型偏光子１２にしたがい、ｘ
方向である。また、その色彩は、マゼンタである。
【００５３】
　そして、これら３成分を合成した前記反射光Ｓａ’は、内部反射光の緑色に反射型偏光
子１２による反射光のマゼンタが混合した色彩を有している。
【００５４】
　そこで、偏光フィルムを検光子として、この検光子を介して前記反射光Ｓａ’を観察し
た場合の色彩について説明する。まず検光子の透過軸がｙ軸方向に向くように配置すると
、前記３成分はいずれも遮断される。しかしながら、前述のように、表面反射光にはｐ偏
光がわずかに混入しており、内部反射光にはｙ方向やｚ軸方向に偏光軸を有する偏光もわ
ずかに混入しているから、これらが検光子を透過して観察される。その色彩は、内部反射
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光の緑色である。
【００５５】
　次に、検光子の透過軸がｘ軸方向に向くように配置すると、前記反射光Ｓａ’の３成分
はいずれもこの検光子を透過する。その色彩は緑色にマゼンタが混合したベージュのよう
な色彩である。
【００５６】
　なお、検光子の透過軸がｘ軸及びｙ軸の双方に交差する方向の場合には、その間の色彩
が観察される。
【００５７】
　このため、反射型偏光子１２による反射光の偏光軸（この例ではｘ軸方向）と、偽造防
止シート１の法線（ｚ軸方向）とで規定される面内で、入射光Ｓａが斜め入射したとき、
検光子を介して反射光Ｓａ’を観察すると、検光子の透過軸の水平面内角度（法線を軸と
してこの周囲を回る回転角度）に応じて、反射光Ｓａ’の色彩が異なって観察できる。そ
して、検光子を、偽造防止シート１の法線を軸として回転すると、その色彩は、緑色にマ
ゼンタが混合したベージュのような色彩から緑色まで、連続的に変化する。その周期は１
８０度である。
【００５８】
　次に、進行方向がｘ軸－ｚ軸で規定される面内にある光Ｓｂが入射した場合について説
明する。反射型偏光子１２から反射する反射光の偏光軸はｘ軸方向である。
【００５９】
　この場合にも、入射光Ｓｂに応答して偽造防止シート１から出射した反射光Ｓｂ’は、
３成分を合成したものである。すなわち、表面反射光、内部反射光、及び反射型偏光子１
２による反射光である。
【００６０】
　表面反射光の主成分はｓ偏光であり、その偏光軸はｙ方向である。但し、ｐ偏光がわず
かに混入している。ｐ偏光の偏光軸はｙ方向と一致せず、ｘ方向又はｚ方向の偏光軸を有
するものが含まれている。色彩は白色である。
【００６１】
　また、内部反射光の主成分は、表面反射光と同様にｙ方向に偏光軸を有する直線偏光で
ある。この内部反射光には、ｘ方向やｚ軸方向に偏光軸を有する偏光もわずかに混入して
いる。色彩は緑色である。
【００６２】
　次に、反射型偏光子１２による反射光の偏光軸は反射型偏光子１２にしたがって、ｘ方
向である。また、その色彩は、マゼンタである。
【００６３】
　そこで、まず検光子の透過軸がｙ軸方向に向くように配置すると、前記３成分のうち、
反射型偏光子１２による反射光が遮断され、表面反射光と内部反射光とが透過する。この
ため、観察される色彩は、内部反射光の緑色である。
【００６４】
　次に、検光子の透過軸がｘ軸方向に向くように配置すると、前記３成分のうち、反射型
偏光子１２による反射光が透過する。他方、表面反射光と内部反射光とは遮断される。し
かしながら、前述のように、表面反射光にはｐ偏光がわずかに混入しており、内部反射光
にはｙ方向やｚ軸方向に偏光軸を有する偏光もわずかに混入しているから、これらが検光
子を透過して観察される。その色彩は、反射型偏光子１２による反射光のマゼンタに内部
反射光の緑色がわずかに混合した色彩である。
【００６５】
　そして、検光子を、偽造防止シート１の法線を軸として回転すると、その色彩は、マゼ
ンタに緑色がわずかに混合した色彩から緑色まで、連続的に変化する。その周期は１８０
度である。
【００６６】
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　以上の説明から明らかなように、入射光Ｓａ，Ｓｂの進行方向に関わらず、斜め入射し
た光の反射光Ｓａ’，Ｓｂ’を検光子を介して観察し、しかも、この検光子を偽造防止シ
ート１の法線を軸として回転させると、その色彩が連続的に変化する。
【００６７】
　次に、本発明の偽造防止シート１は、その他の層を有することもできる。例えば、位相
差層である。また、その他の偽造防止手段を、併せて備えることも可能である。また、物
品に固定する際の便宜のため、接着剤層を設けることもできる。
【００６８】
　位相差層は、二色性シートと前記反射型偏光子との間に配置することができる。この位
相差層は、文字や記号のパターン状に設けられることが望ましい。あるいは、二色性シー
トと前記反射型偏光子との境界面を複数の領域に区分して、領域ごとに異なる位相差を有
する位相差層を配置することが望ましい。また、この位相差層は、反射型偏光子１２によ
る反射光に占める波長成分のうち主な波長を設計波長として、その設計波長に対して１／
２波長の位相差を有する位相差層（１／２波長板）であることが望ましい。この場合、反
射型偏光子によって反射された直線偏光は、１／２波長板によってその偏光軸が回転する
。したがって、１／２波長板が文字などのパターン状に配置された場合には、このパター
ン状１／２波長板を透過した直線偏光の偏光軸と、パターン状１／２波長板のない部分を
透過した直線偏光の偏光軸とは、互いに異なっている。そして、この両直線偏光は、二色
性シートを透過した後、観察者によって観察される。偏光フィルムから構成される検光子
を介することなく観察した場合には、このパターンを認知することができない。他方、検
光子を介して観察した場合には、パターン状１／２波長板を透過した直線偏光とパターン
状１／２波長板のない部分を透過した直線偏光のいずれか一方は偏光フィルムによって遮
られるため、パターン状１／２波長板が配置された部分と、配置されていない部分では、
異なる色彩に観察できる。
【００６９】
　例えば、位相差層のパターン形状を特定文字と無地背景で構成するなど、コントラスト
を示す２種類のエリア面積に偏りがある場合、検光子を通して観察した時に、ポジ状態で
は反射型偏光子による反射が支配的となり大部分が明るくなるが、ネガ状態では透過型偏
光子によって反射光が遮られ大部分が暗くなるように構成することができる。そして、二
色性シート１１による色彩は、周囲が暗い場合に鮮明に観察できるから、このようにエリ
ア面積に偏りがある場合には、より鮮明に色彩が観察でき、また、検光子の回転による色
彩の変化も鮮明に認知できる。
【００７０】
　図３はこのような位相差層１３を有する偽造防止シートの断面図である。位相差層１３
はパターン状に設けられており、周囲を接着剤層１４で囲んで、偽造防止シート１の表面
が面一になるように構成されている。このため、位相差層１３がパターン状に構成されて
いるにも拘らず、偽造防止シート１の表面には凹凸がなく、このパターン状位相差層１３
の存在を認知することができない。
【００７１】
　位相差層１３は配向した液晶材料から構成することができる。例えば、二色性シート１
１又は反射型偏光子１２の上にまず配向膜を形成し、次にこの配向膜上にネマティック液
晶材料を塗布してその被膜を形成すると共に、この液晶材料を配向させる。そして、この
液晶材料を硬化させてその配向状態を固定することで、位相差層を形成することが可能で
ある。
【００７２】
　配向膜は、例えばポリイミド等の合成樹脂材料の被膜を形成した後、この被膜の表面を
ラビングして線状の凹凸を付与することによって形成することができる。また、この被膜
表面を複数の領域に区分し、これら複数の領域の一部をマスク材料で被覆した状態でラビ
ングし、次いでマスク材料を剥離除去することにより、その被膜の一部領域に線状の凹凸
を付与してもよい。いずれの場合であっても、線状の凹凸を付与された領域に塗布された
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液晶材料はこの線状の凹凸に沿って配向する。
【００７３】
　また、配向膜は、例えば、光学的干渉作用を利用して形成することもできる。例えば、
任意の支持体上に感光性樹脂を塗布してその被膜を形成し、２方向からレーザー光を照射
して、これらレーザー光を感光性樹脂被膜上で干渉させる。このとき、その干渉縞は感光
性樹脂表面に凹凸の形態で記録される。こうして干渉縞が凹凸の形態で記録された感光性
樹脂を原版として利用する。他方、前記光反射膜上に熱可塑性樹脂の被膜を形成し、この
被膜に前記原版を熱圧して、原版の凹凸を転写する。こうして凹凸の形成された熱可塑性
樹脂被膜に液晶材料を塗布すると、液晶材料はこの凹凸に沿って配向する。なお、感光性
樹脂被膜上でレーザー光を干渉させて凹凸を形成する代わりに、電子線硬化樹脂の表面を
電子線で描画して前記凹凸を形成することも可能である。この方法によって、一部領域に
凹凸を付与することも可能である。
【００７４】
　また、光配向剤を利用して配向膜を形成することも可能である。光配向剤は、光の吸収
能が偏光の電気ベクトルの方向によって異なる基を有する化合物であり、この光配向剤の
塗膜に直線偏光を照射することにより、配向膜を形成することができる。配向度は、照射
する直線偏光のエネルギー量によって異なるから、光配向剤の塗膜表面を多数の領域に区
分して、これら多数の領域のうち一部の領域に選択的に高エネルギーの直線偏光を照射す
ることにより、この領域に塗布する液晶材料を配向させて、この液晶材料を透過する光に
位相差を生じさせることができる。この場合、直線偏光を照射しなかった部位に塗布され
た液晶材料は配向せず、したがって、位相差を生じることもない。光配向剤としては、ア
ゾベンゼン等の光異性化反応を生じる基、シンナモイル基、クマリン基、カルコン基等の
光二量化反応を生じる基、ベンゾフェノン基等の光架橋反応を生じる基などを有する化合
物が知られており、例えば、ＤＩＣ（株）から光配向剤の名称で市販されている。
【００７５】
　次に、領域ごとに異なる位相差を有する液晶材料の被膜を形成する方法について説明す
る。この方法では、サーモトロピック液晶性を示し、光によって重合又は架橋できるネマ
ティック液晶化合物を使用する。そして、この液晶化合物に、溶剤、キラル剤及び光重合
開始剤を混合して塗料を作製する。このほか、塗料には、熱重合開始剤、増感剤、連鎖移
動剤、多官能モノマーあるいはオリゴマー、樹脂、界面活性剤、貯蔵安定剤、密着向上剤
その他必要な材料を混合することができる。このような液晶化合物としては、例えば、ア
ルキルシアノビフェニル、アルコキシビフェニル、アルキルターフェニルおよびこれらの
誘導体等が例示できる。
【００７６】
　そして、この塗料を前記配向膜の上に塗布乾燥することにより、前記凹凸に沿って配向
した液晶の被膜が得られる。そして、次に、この被膜の特定の領域に対して紫外線を照射
して照射領域の被膜を硬化させ、その配向状態を固定する。次に説明するように、この領
域は、その他の領域に比較して、配向度が大きく、従って位相差が大きい領域である。
【００７７】
　次に、この被膜全体を加熱して未硬化領域の配向状態を緩め、この状態で再び紫外線を
照射して、照射領域の被膜を硬化させ、その配向状態を固定する。この領域では緩めた配
向状態が固定されているから、比較的位相差が小さい領域である。
【００７８】
　また、前記光配向剤を利用して、領域ごとに異なる位相差を有する液晶材料の被膜を形
成することも可能である。すなわち、光配向剤の塗膜表面を多数の領域に区分して、その
一部の領域に比較的高エネルギーの直線偏光を照射し、その他の領域に比較的低エネルギ
ーの直線偏光を照射する。次に、その表面に液晶材料を塗布すれば、この液晶材料の層は
、高エネルギーの直線偏光を照射した領域で比較的高い位相差を有し、低エネルギーの直
線偏光を照射した領域で比較的低い位相差を有する。
【００７９】
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　なお、このほか、感光性の液晶材料の被膜に偏光を照射することにより、その偏光面に
沿って配向させることも可能である。すなわち、キラル剤及び光重合開始剤を混合したネ
マティック液晶材料の被膜に対して、直線偏光を照射することにより、この被膜に含まれ
る液晶材料が照射光の偏光面に沿って配向し、かつ、硬化する。したがって、この方法を
採用する場合には、配向膜を必要とせず、基材又は光反射膜上に直接液晶材料の被膜を形
成し、この被膜中の液晶材料を配向させて、位相差層を形成することができる。照射する
直線偏光の偏光度に応じて配向度が変化するから、位相差層の位相差を制御することもで
きる。また、パターン状に照射することにより、このパターンに応じた領域について配向
させることが可能である。
【００８０】
　また、その他の偽造防止手段として、見る角度によって色や模様が変る回折構造体や多
層干渉膜を利用した偽造防止手段や紫外線照射によって発色する蛍光インキを含む印刷層
を例示することができる。これら偽造防止手段は、二色性シートと前記反射型偏光子との
間に配置することができるが、これら二色性シートと前記反射型偏光子との間の光透過を
妨害することがないように、パターン状に設けることが望ましい。
【００８１】
　次に、図４は、この偽造防止シート１を使用したラベルの断面図で、すなわち、物品に
接着固定する際の便宜のため接着剤層２を設けてラベルを構成したものである。この接着
剤層２は、偽造防止シート１の反射型偏光子１２の上に設けることが望ましいが、固定す
る物品が透明な場合には、二色性シート１１の上に接着剤層２を設けて、この接着剤層２
により物品に接着固定してもよい。この場合には、透明な物品を透過して反射した反射光
によってその真偽を判定する。接着剤層２としては任意の接着剤が使用でき、感圧接着剤
と感熱接着剤のいずれでもよい。
【００８２】
　また、図５は、この偽造防止シート１を使用して転写シートを構成したものである。こ
の転写シートは転写基材３１と転写層３２とを剥離可能に積層して構成したもので、転写
層３２は物品（被転写体）に移行する部分であり、転写基材３１は転写層３２から剥離し
て除去される部分である。転写層３２は、被転写体に接着する接着剤層２と偽造防止シー
ト１とを含んで構成され、この接着剤層２によって被転写体に接着固定される。なお、図
示のように、転写基材３１と転写層３２との間に剥離層３３を配置して、転写基材３１と
転写層３２と剥離性を高めてもよい。この剥離層３３は、転写して転写基材３１を剥離し
たときに、被転写体表面に残存するものであってもよいし、転写基材３１と共に除去され
るものであってもよい。被転写体表面に残存する場合には、この剥離層３３は偽造防止シ
ート１の表面を物理的損傷や化学的損傷から保護する保護層の役割を兼ねることになる。
なお、偽造防止シート１は、その二色性シート１１が転写基材３１に対面するように配置
し、反射型偏光子１２の上に接着剤層２を設けることが望ましい。被転写体が透明な場合
には、反射型偏光子１２が転写基材３１に対面するように配置し、二色性シート１１の上
に接着剤層２を設けることも可能である。接着剤層２としては任意の接着剤が使用でき、
感圧接着剤と感熱接着剤のいずれでもよい。また、転写基材３１、剥離層３３は、いずれ
も公知である。
【００８３】
　次に、図６は、判定装置４を使用して、本発明に係る偽造防止シート１を固定した物品
の真偽判定を行う方法を示す斜視図である。この例では、物品Ａとして、シート状物品を
使用している。例えば、銀行券、債券、商品券、小切手などの金券や有価証券である。色
判定装置４にはこのシート状物品Ａを載置する載置台４１が設けられており、この載置台
４１表面に対して５０～６０度の入射角で光を照射する光源４２が設けられている。また
、シート状物品Ａの表面からの反射光の光路上には偏光フィルム４３が配置されている。
この偏光フィルム４３はその周囲がフレーム４４に固定されており、このフレーム４４は
、載置台４１表面に対する法線を回転軸として、回転自在に構成されている。そして、こ
のフレーム４４の回転に伴って、偏光フィルム４３も回転する。なお、フレーム４４は手
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動で回転させることもできるし、内蔵したモーターなどの回転機構によって低速で回転さ
せることもできる。
【００８４】
　この判定装置４を使用してシート状物品Ａの真偽を判定する方法は明らかであろう。す
なわち、載置台４１にシート状物品Ａを載置し、光源４２を点燈して、シート状物品Ａの
偽造防止シート１に対して５０～６０度の入射角で光を入射させる。そして、その反射光
を偏光フィルム４３を通して観察する。この観察は肉眼で可能である。次に、フレーム４
４を回転させることにより偏光フィルム４３を回転させ、反射型偏光子１２による反射光
の偏光軸と偏光フィルム４３の透過軸との交差角度を変化させて、その色彩の変化を観察
する。偽造防止シート１の設計とおりの色彩及びその変化が観察できれば、真正なものと
判断できる。また、設計とおりの色彩やその変化が観察できなければ、非真正なものと判
断することができる。
【実施例】
【００８５】
　以下、本発明の一部について実施例を説明する。
【００８６】
　（実施例）
　ポリカーボネートフィルム上に、ＵＶ樹脂と石英モールドによって形成されたピッチ１
００ナノメートルから２００ナノメートル程度で、深さ１００ナノメートルから３００ナ
ノメートル程度の直線凹凸構造に、アルミニウムを２０ナノメートルから５０ナノメート
ル程度蒸着することによって直線偏光を反射する効果を持つワイヤーグリッド型の反射型
偏光子を用意した。
【００８７】
　二色性シートとしては、帝人（株）製ＭＬＦ－１６．５を使用した。そして、この表面
に、パターン状の位相差層を形成した。このパターン状位相差層の形成方法は次のとおり
である。
【００８８】
　すなわち、ＭＬＦ－１６．５に、まず、光配向剤ＩＡ－０１（ＤＩＣ（株）製）を０．
１μｍの厚さでマイクログラビアコーティング法を用いてコーティングし、波長３６５ｎ
ｍの直線偏光を用いて全面に１Ｊ／ｃｍ２の照射量で露光した。次に、フォトマスクを通
して前記直線偏光を１Ｊ／ｃｍ２の照射量でパターン露光して、この露光領域の配向性能
をその他の領域と異なるようにした。そして、この塗布面の全面に、ＵＶキュアラブル液
晶ＵＣＬ－００８（ＤＩＣ（株）製）を１．５μｍの厚さで塗布し、熱風で１分間加熱す
ることによりこの液晶を配向させた。このとき、前記パターン状露光領域の液晶の配向度
は、その他の領域の液晶の配向度と異なっている。次に、窒素ガス雰囲気下で０．５ｍＪ
／ｃｍ２の照度で露光して、この液晶被膜を硬化させ、それぞれの前記領域の配向を固定
して位相差層を形成した。この位相差層は、前記パターン状露光領域とその周囲の領域と
の間で１／２波長の位相差を有している。
【００８９】
　そして、接着剤を使用して、前記反射型偏光子と、パターン状位相差層付きの二色性シ
ートとを貼り合わせて色彩変化シートを製造した。なお、この際、パターン状位相差層が
反射型偏光子と二色性シートとの間に位置するように配置した。
【００９０】
　この色彩変化シートを水平に持ち、この色彩変化シートからの反射光のうち、水平偏光
（偏光軸が偽造防止シートの表面と平行である直線偏光）を遮蔽するように偏光フィルム
を配置し、この偏光フィルムを介して、色彩変化シート表面の法線に対して５０～６０度
の角度から観察したとき、全体的に緑色が濃い色の中に、フォトマスクによるパターン露
光を行ったパターンの絵柄を遠方から確認できた。偏光フィルムを９０度回転させること
で、絵柄パターンのネガポジが反転し、全体の色は緑色からマゼンタが混ざったベージュ
のような色へ変化した。
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【産業上の利用可能性】
【００９１】
　本発明は、チケットやパスポートのような真贋判定が要求されるような用途に用いるこ
とができる。例えば、チケットやパスポートなどといった被判定物の基材そのものに本シ
ートを用いたり、本シートをシールや転写シートにして被判定物に貼付することで、被判
定物を作成した場合、真偽判定を行う者は、例えば図６に示したような判定装置を用いて
、色彩変化を確認することによって判定を行うことができる。
【符号の説明】
【００９２】
　１　　　偽造防止シート
　１１　　二色性シート
　１２　　反射型偏光子
　１３　　位相差層
　１４　　接着剤層
　２　　　接着剤層
　３１　　転写基材
　３２　　転写層
　３３　　剥離層
　４　　　判定装置
　４１　　載置台
　４２　　光源
　４３　　偏光フィルム（検光子）
　４４　　フレーム
　Ａ　　　物品
　Ｓａ　　入射光
　Ｓａ’　反射光
　Ｓｂ　　入射光
　Ｓｂ’　反射光
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