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(57)【要約】
【課題】製品そのものに形成されるブランドロゴの文字
や、ブランドや製造者を示すトレードマークと云った図
形に直接、偽造防止対策を施すことで、より一層の偽造
防止効果を有する新たな偽造防止対策とその製造方法を
提供する。
【解決手段】バルク体に文字又は図形を形成し、その後
に文字又は図形を加熱し、更に、所定の格子、スリット
、突起、穴、又は潜像の何れかの形状が形成された金型
を文字又は図形に押圧して、格子、スリット、突起、穴
、又は潜像の何れかを、文字又は図形の少なくとも一部
に転写し、転写後に冷却及び押圧を解除して金型を文字
又は図形から離型し、更に文字又は図形を冷却、又は鋳
造により、文字又は図形の少なくとも一部に、所定の格
子、スリット、突起、穴、又は潜像の何れか１つ又は２
つ以上を形成する。この文字又は図形が形成されたバル
ク体を、腕時計用の外装部品かムーブメント、装身具、
タグ、又はファスナーに備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文字又は図形が形成され、更にその文字又は図形の少なくとも一部に、格子、スリット
、突起、穴、又は潜像の何れか１つ又は２つ以上が形成されていることを特徴とする、バ
ルク体。
【請求項２】
　前記格子、スリット、突起、穴、又は潜像の内、前記格子が少なくとも一部に形成され
ており、
　更に前記格子が、ガラス質金属単相を含む金属ガラス、昇温速度0.67Ｋ／ｓで30Ｋ以上
の過冷却液体温度域を有するガラス質金属単相を含む金属ガラス、100ｎｍ以下の粒径を
有する結晶を含む金属ガラス、或いはガラス質金属組織を体積率で50％以上含む金属ガラ
スの何れかから成り、
　前記格子の溝の間隔が10μｍ未満の範囲内に設定されていることを特徴とする、請求項
１に記載のバルク体。
【請求項３】
　前記格子の前記溝の間隔が、527ｎｍ以上1217ｎｍ以下の範囲内に設定されていること
を特徴とする、請求項２に記載のバルク体。
【請求項４】
　前記格子の前記溝が、２つ以上の異なる前記間隔を有しており、
　前記間隔が1020ｎｍ、784ｎｍ、又は659ｎｍの何れかの、少なくとも２つ以上の異なる
間隔であることを特徴とする、請求項２又は３に記載のバルク体。
【請求項５】
　前記格子の前記溝が、更に、２つ以上の異なる溝角度を有することを特徴とする、請求
項２～４の何れかに記載のバルク体。
【請求項６】
　前記金属ガラスが、Ptを主成分とすることを特徴とする、請求項２～５の何れかに記載
のバルク体。
【請求項７】
　前記格子の少なくとも一部が、前記文字又は前記図形の厚み方向の少なくとも一部に形
成されていることを特徴とする、請求項１～６の何れかに記載のバルク体。
【請求項８】
　請求項１～７の何れかに記載のバルク体を備えることを特徴とする、腕時計用の外装部
品かムーブメント、装身具、タグ、又はファスナー。
【請求項９】
　バルク体に文字又は図形を形成し、
　文字又は図形の形成後に文字又は図形を加熱し、
　更に、所定の格子、スリット、突起、穴、又は潜像の何れか１つ又は２つ以上の形状が
形成された金型を文字又は図形に押圧して、格子、スリット、突起、穴、又は潜像の何れ
か１つ又は２つ以上を、文字又は図形の少なくとも一部に転写し、
　転写後に文字又は図形を冷却して金型の押圧を解除し、金型を文字又は図形から離型し
、
　更に文字又は図形を冷却するか、
　又は少なくとも所定の格子、スリット、突起、穴、又は潜像の何れか１つ又は２つ以上
の形状と、文字又は図形の形状が形成された金型を用意すると共に、バルク体材料を溶融
し、
　その金型に溶融したバルク体材料を流し込み、鋳造により文字又は図形の少なくとも一
部に、所定の格子、スリット、突起、穴、又は潜像の何れか１つ又は２つ以上を形成する
ことを特徴とする、バルク体の製造方法。
【請求項１０】
　前記文字又は前記図形の少なくとも一部を、ガラス質金属単相を含む金属ガラス、昇温
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速度0.67Ｋ／ｓで30Ｋ以上の過冷却液体温度域を有するガラス質金属単相を含む金属ガラ
ス、100ｎｍ以下の粒径を有する結晶を含む金属ガラス、或いはガラス質金属組織を体積
率で50％以上含む金属ガラスの何れかで形成すると共に、
　更に前記文字又は前記図形の形成後に、前記所定の格子、スリット、突起、穴、又は潜
像の内、前記格子の形状が形成された金型を用意し、
　前記格子の溝の間隔を10μｍ未満の範囲内に設定し、
　少なくとも金属ガラスを加熱し、
　加熱した金属ガラスに、所定の前記格子の形状が形成された前記金型を押圧して、前記
格子を金属ガラスに転写し、
　転写後に金属ガラスを冷却して前記金型の押圧を解除し、前記金型を金属ガラスから離
型し、
　更に金属ガラスを冷却するか、
　又は少なくとも前記格子の形状と、前記文字又は前記図形の形状が形成された前記金型
を用意すると共に、前記バルク体材料として金属ガラスを溶融し、
　その金型に溶融した金属ガラスを流し込み、鋳造により前記文字又は前記図形の少なく
とも一部に、溝の間隔10μｍ未満の範囲内で前記格子を形成することを特徴とする、請求
項９に記載のバルク体の製造方法。
【請求項１１】
　前記格子の前記溝の間隔を、527ｎｍ以上1217ｎｍ以下の範囲内に設定することを特徴
とする、請求項１０に記載のバルク体の製造方法。
【請求項１２】
　前記格子の前記溝として、1020ｎｍ、784ｎｍ、又は659ｎｍの何れかの、少なくとも２
つ以上の異なる前記間隔を形成することを特徴とする、請求項１０又は１１に記載のバル
ク体の製造方法。
【請求項１３】
　前記格子の前記溝に、更に、２つ以上の異なる溝角度を形成することを特徴とする、請
求項１０～１２の何れかに記載のバルク体の製造方法。
【請求項１４】
　前記金属ガラスを、Ptを主成分とする金属ガラスとすることを特徴とする、請求項１０
～１３の何れかに記載のバルク体の製造方法。
【請求項１５】
　前記格子の形状が形成された金型を用意すると共に、前記金型による押圧を、前記文字
又は前記図形の厚み方向の少なくとも一部に施すか、
　又は、少なくとも前記格子の形状が、前記文字又は前記図形の形状の厚み方向の少なく
とも一部に形成された前記金型を用意すると共に、前記バルク体材料を溶融し、その前記
金型に溶融した前記バルク体材料を流し込み、鋳造により前記文字又は前記図形の厚み方
向の少なくとも一部に、前記格子を形成することを特徴とする、請求項９～１４の何れか
に記載のバルク体の製造方法。
【請求項１６】
　腕時計用の外装部品かムーブメント、装身具、タグ、又はファスナーの少なくとも一部
に、請求項９～１５の何れかに記載のバルク体を備えることを特徴とする、腕時計用の外
装部品かムーブメント、装身具、タグ、又はファスナーの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文字又は図形が形成されたバルク体、及びバルク体の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有名ブランドのアパレルやバック、腕時計をはじめ、家庭用エレクトロニクス機器や産
業用機器、自動車、又は装身具と云った趣味性の物品など様々な製品に関して、模倣品に
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よる被害が広がっている。模倣品が企業に与える損害は大きく、例えば低価格の模倣品が
出回ると真正品の販売機会の損失だけでなく、ビジネスモデルの破綻にもなりかねない。
また粗悪な模倣品により悪い風評が広がると、長年に亘って育んできたブランドイメージ
の信用を失うことにもなりかねない。
【０００３】
　こうした模倣品による被害を防ぐために、真正品と模倣品を識別する技術が数多く登場
している。その中で広く使われているのがホログラムを利用した偽造防止ラベルである（
例えば、特許文献１を参照）。ホログラムとは、光の干渉を利用して平面上に立体的に見
える画像を記録する技術である。このホログラムを利用した偽造防止ラベルを、真性品そ
のもの、または製品の真性証明書やパッケージに貼り付けることで、その品物が真性品で
あることを証明している。
【０００４】
　ホログラムを利用した偽造防止ラベルは、比較的簡単に導入できることから、既に様々
な分野で模倣品対策として使われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２２０６６２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このように、様々な分野で模倣品対策として使われている偽造防止ラベルだが、最近に
なって偽造防止効果の低下が懸念されている。ホログラムの装飾像や立体像の製造技術が
普及するまでは、ホログラムの作製技術は比較的高度な技術であったため、偽造防止効果
が充分に保たれていた。
【０００７】
　しかしながら、ホログラムの作製技術が広く普及したことで、模倣品を手掛ける製造業
者が簡単に偽のホログラムを大量に手に入れることが可能になってきた。このため、ホロ
グラムに代わる新たな偽造防止対策を求める声が、市場で急速に高まっている。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、製品そのものに形成されるブランド
ロゴの文字や、ブランドや製造者を示すトレードマークと云った図形に直接、偽造防止対
策を施すことで、より一層の偽造防止効果を有する新たな偽造防止対策とその製造方法の
提供を、課題とする。
【０００９】
　更に、本発明は新たな偽造防止対策の着目点として、前記文字や図形に偽造防止対策を
施していること自体を、一見しただけでは発見されない構造とする。このような構造の偽
造防止対策を施すことで、真性品の何処に偽造防止対策を施しているのか、又は、何を以
て偽造対策としているのか自体を判別困難にして、模倣品の製造業者が容易に偽造防止対
策自体を模倣できないようにする。このように、より一層偽造防止を高めた新たな偽造防
止対策とその製造方法の提供を、本発明は課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記課題は、以下の本発明により達成される。即ち、本発明のバルク体は文字又は図形
が形成され、更にその文字又は図形の少なくとも一部に、格子、スリット、突起、穴、又
は潜像の何れか１つ又は２つ以上が形成されていることを特徴とする。
【００１１】
　本発明のバルク体の一実施形態は、格子、スリット、突起、穴、又は潜像の内、格子が
少なくとも一部に形成されており、更に格子が、ガラス質金属単相を含む金属ガラス、昇
温速度0.67Ｋ／ｓで30Ｋ以上の過冷却液体温度域を有するガラス質金属単相を含む金属ガ
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ラス、100ｎｍ以下の粒径を有する結晶を含む金属ガラス、或いはガラス質金属組織を体
積率で50％以上含む金属ガラスの何れかから成り、格子の溝の間隔が10μｍ未満の範囲内
に設定されていることが好ましい。
【００１２】
　本発明のバルク体の他の実施形態は、格子の溝の間隔が、527ｎｍ以上1217ｎｍ以下の
範囲内に設定されていることが好ましい。
【００１３】
　本発明のバルク体の他の実施形態は、格子の溝が、２つ以上の異なる間隔を有しており
、間隔が1020ｎｍ、784ｎｍ、又は659ｎｍの何れかの、少なくとも２つ以上の異なる間隔
であることが好ましい。
【００１４】
　本発明のバルク体の他の実施形態は、格子の溝が、更に、２つ以上の異なる溝角度を有
することが好ましい。
【００１５】
　本発明のバルク体の他の実施形態は、金属ガラスが、Ptを主成分とすることが好ましい
。
【００１６】
　本発明のバルク体の他の実施形態は、格子の少なくとも一部が、文字又は図形の厚み方
向の少なくとも一部に形成されていることが好ましい。
【００１７】
　また、本発明の腕時計用の外装部品かムーブメント、装身具、タグ、又はファスナーは
、前記何れかに記載のバルク体を備えることを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明のバルク体の製造方法は、バルク体に文字又は図形を形成し、文字又は図
形の形成後に文字又は図形を加熱し、更に、所定の格子、スリット、突起、穴、又は潜像
の何れか１つ又は２つ以上の形状が形成された金型を文字又は図形に押圧して、格子、ス
リット、突起、穴、又は潜像の何れか１つ又は２つ以上を、文字又は図形の少なくとも一
部に転写し、転写後に文字又は図形を冷却して金型の押圧を解除し、金型を文字又は図形
から離型し、更に文字又は図形を冷却するか、
　又は少なくとも所定の格子、スリット、突起、穴、又は潜像の何れか１つ又は２つ以上
の形状と、文字又は図形の形状が形成された金型を用意すると共に、バルク体材料を溶融
し、その金型に溶融したバルク体材料を流し込み、鋳造により文字又は図形の少なくとも
一部に、所定の格子、スリット、突起、穴、又は潜像の何れか１つ又は２つ以上を形成す
ることを特徴とする。
【００１９】
　本発明のバルク体の製造方法の一実施形態は、文字又は図形の少なくとも一部を、ガラ
ス質金属単相を含む金属ガラス、昇温速度0.67Ｋ／ｓで30Ｋ以上の過冷却液体温度域を有
するガラス質金属単相を含む金属ガラス、100ｎｍ以下の粒径を有する結晶を含む金属ガ
ラス、或いはガラス質金属組織を体積率で50％以上含む金属ガラスの何れかで形成すると
共に、更に文字又は図形の形成後に、所定の格子、スリット、突起、穴、又は潜像の内、
格子の形状が形成された金型を用意し、格子の溝の間隔を10μｍ未満の範囲内に設定し、
少なくとも金属ガラスを加熱し、加熱した金属ガラスに、所定の格子の形状が形成された
金型を押圧して、格子を金属ガラスに転写し、転写後に金属ガラスを冷却して金型の押圧
を解除し、金型を金属ガラスから離型し、更に金属ガラスを冷却するか、
　又は少なくとも格子の形状と、文字又は図形の形状が形成された金型を用意すると共に
、バルク体材料として金属ガラスを溶融し、その金型に溶融した金属ガラスを流し込み、
鋳造により文字又は図形の少なくとも一部に、溝の間隔10μｍ未満の範囲内で格子を形成
することが好ましい。
【００２０】
　本発明のバルク体の製造方法の他の実施形態は、格子の溝の間隔を、527ｎｍ以上1217
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ｎｍ以下の範囲内に設定することが好ましい。
【００２１】
　本発明のバルク体の製造方法の他の実施形態は、格子の溝として、1020ｎｍ、784ｎｍ
、又は659ｎｍの何れかの、少なくとも２つ以上の異なる間隔を形成することが好ましい
。
【００２２】
　本発明のバルク体の製造方法の他の実施形態は、格子の溝に、更に、２つ以上の異なる
溝角度を形成することが好ましい。
【００２３】
　本発明のバルク体の製造方法の他の実施形態は、金属ガラスを、Ptを主成分とする金属
ガラスとすることが好ましい。
【００２４】
　本発明のバルク体の製造方法の他の実施形態は、格子の形状が形成された金型を用意す
ると共に、金型による押圧を、文字又は図形の厚み方向の少なくとも一部に施すか、
　又は、少なくとも格子の形状が、文字又は図形の形状の厚み方向の少なくとも一部に形
成された金型を用意すると共に、バルク体材料を溶融し、その金型に溶融したバルク体材
料を流し込み、鋳造により文字又は図形の厚み方向の少なくとも一部に、格子を形成する
ことが好ましい。
【００２５】
　また、本発明の腕時計用の外装部品かムーブメント、装身具、タグ、又はファスナーの
製造方法は、腕時計用の外装部品かムーブメント、装身具、タグ、又はファスナーの少な
くとも一部に、前記何れかに記載のバルク体を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明に係るバルク体に依れば、製品そのものに備えられるバルク体に形成される文字
や図形に直接、偽造防止対策の構造体を形成することで、真性品そのものに偽造防止対策
が直接施される。従って、偽造防止ラベルのように真贋を見分ける物を別途、製品に後付
けしないので、製品そのもので真贋を判定することが可能となるため、偽造防止ラベルの
貼り替えによる虚偽が防止され、信頼性の高い偽造防止効果を製品に持たせることが可能
となる。
【００２７】
　更に、格子の溝の間隔を10μｍ未満の範囲内に設定することにより、文字又は図形を目
視により一見しただけでの偽造防止対策の構造体の発見を、困難なものとすることが出来
る。更に、文字や図形を形成したバルク体を真性品に備えることにより、従来の偽造防止
ラベルのような真贋を見分ける物を、別途後付けする必要も無い。従って、真性品の何処
に偽造防止対策を施しているのか、又は、何を以て偽造防止対策としているのか自体を判
別困難にすることが可能となり、模倣品の製造業者が容易に偽造防止対策自体を模倣でき
ないようにさせることが出来る。よって一層、真性品の偽造防止を高めることが可能とな
る。
【００２８】
　更に格子を、ガラス質金属単相を含む金属ガラス、昇温速度0.67Ｋ／ｓで30Ｋ以上の過
冷却液体温度域を有するガラス質金属単相を含む金属ガラス、100ｎｍ以下の粒径を有す
る結晶を含む金属ガラス、或いはガラス質金属組織を体積率で50％以上含む金属ガラスの
何れかから形成することにより、構造体を別材料で模倣製造したものと比較し、格子表面
の転写性や格子の各単一構造の転写性に優れ、製造ばらつきが少なく精度の高い形状の構
造体が実現可能となるので、より、模倣品との違いを即座に見分けることが可能となる。
【００２９】
　更に、格子の溝の間隔を527ｎｍ以上1217ｎｍ以下の範囲内に設定することにより、格
子に光を入射させた場合、可視光領域の少なくとも１つ又は複数の波長を有する１次回折
光が回折されて、反射する。それらの回折反射光の有無を肉眼又はフォトダイオード等の
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受光素子、CCDカメラ等で判別することにより、構造体が施された文字又は図形であるか
否かを容易に判別可能となる。よって、偽造業者に対しては構造体自体の発見を困難にす
ると共に、文字又は図形が回折特性を有することで、真性品の製造業者等による真贋判定
の作業は容易化することが可能となる。従って、真贋判定の容易化と偽造防止と云う、相
反する２つの要求を両立させることが出来る。
【００３０】
　更に格子の少なくとも一部を、文字又は図形の厚み方向の少なくとも一部に形成するこ
とにより、文字又は図形を平面方向から見たとしても、文字又は図形の平面には格子は無
いため、目視により一見しただけでは格子自体を発見することは不可能である。無論、文
字や図形を形成したバルク体を真性品に備えることにより、真贋を見分ける物を、別途後
付けする必要も無い。従って、真性品の何処に偽造防止対策を施しているのか、又は、何
を以て偽造防止対策としているのか自体を判別困難にすることがより一層可能となり、偽
造防止対策自体の模倣をできないようにさせ、より一層、真性品の偽造防止を高めること
が可能となる。
【００３１】
　また本発明に係るバルク体の製造方法に依れば、所定の格子、スリット、突起、穴、又
は潜像の何れか１つ又は２つ以上を、一回の成形で、文字又は図形に形成することが出来
るため、低コストで量産性に優れた本発明に係るバルク体の製造方法を実現することが可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】（a）バルク体に形成された、本実施形態に係る文字又は図形の一例を模式的に
示す平面図である。（b）図１（a）の円Ａ内の拡大図である。
【図２】（a）図１に示す文字の斜視図である。（b）図２（a）に示す文字を、Ｂ－Ｂ切
断線方向から見た時の拡大側断面図である。
【図３】（a）本実施形態に係るバルク体の文字又は図形に形成される、格子の溝形状の
変更例を示す拡大側断面図である。（b）本実施形態に係るバルク体の文字又は図形に形
成される、格子の溝形状の別の変更例を示す拡大側断面図である。
【図４】２つ以上の異なる間隔の溝を有する格子が形成された、本実施形態に係るバルク
体に形成される文字又は図形の一例を模式的に示す平面図である。
【図５】（a）２つ以上の異なる溝角度を有する格子が形成された、本実施形態に係るバ
ルク体に形成される文字又は図形の一例を、模式的に示す平面図である。（b）図５（a）
の円Ｃ内の拡大図である。（c）図５（a）の円Ｄ内の拡大図である。
【図６】（a）厚み方向の底部に格子が形成された、本実施形態に係るバルク体に形成さ
れる文字又は図形の一例を、模式的に示す斜視図である。（b）図６（a）に示す格子部分
のみを実線で示した斜視図である。
【図７】本実施形態に係る転写装置の構成を模式的に示す説明図である。
【図８】本実施形態に係る転写装置における転写工程を模式的に示す説明図である。
【図９】本実施形態に係る転写装置における離型工程を模式的に示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、図１～図６を参照して、本発明に係るバルク体に形成される、文字又は図形を詳
細に説明する。本発明ではバルク体に文字又は図形が形成されており、更に文字又は図形
もバルク体から形成されている。その文字又は図形の少なくとも一部に、偽造防止対策の
構造体として、格子、スリット、突起、穴、又は潜像の何れか１つ又は２つ以上が形成さ
れている。図１は、偽造防止対策の１つの例として、バルク体に形成された文字又は図形
の一部である平面部に、格子が面方向に亘って形成されている、アルファベットのＩを図
示している。なお、図１～図６に示すＸＹＺ直交座標系は、各図で相互に対応しているも
のとする。また、図１～図６では、文字又は図形の下地のバルク体は、図示を省略してい
る。
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【００３４】
　文字又は図形１の大きさは、例えば高さ方向の大きさＨは１ｍｍ以上に設定され、目視
により判別可能な程度に設定される。大きさＨの上限は任意に設定可能であり、約５ｍｍ
前後に設定すれば良い。また、文字又は図形のＺ軸方向における厚みＴも任意に設定可能
であり、約５ｍｍ未満で設定すれば良い。
【００３５】
　文字又は図形としては、図１に示すようなアルファベット以外にも、ひらがな、カタカ
ナ、漢字、数字、漢数字、記号、符号等のあらゆる文字や、ブランドロゴを含む。また図
形としては、円や三角形又は四角形といった基本的な図形や、より複雑な幾何学模様、又
はブランドや製造者を示すトレードマークも含む。
【００３６】
　前記偽造防止対策の構造体の一例として挙げた格子とは、図１及び図２に示すように、
Ｘ軸－Ｙ軸平面において一軸方向（図１及び図２ではＹ軸方向）にのみ形状が周期的に等
間隔に変化する、互いに平行な凹凸から成る構造物を指すものとする。凹凸の断面形状は
適宜形成可能であり、図２（b）に示すような波形だけでなく、図３（a）に示すＶ字状の
三角波状や、図３（b）に示す矩形状に成形しても良い。
【００３７】
　また潜像とは、文字又は図形を目線に対し斜めに配置することで判別可能となる像のこ
とであり、潜像加工により加工される。更に、潜像加工とは、文字又は図形を目線に対し
斜めに配置すると判別可能な像加工と定義する。
【００３８】
　このような文字や図形は、腕時計用の外装部品かムーブメント、装身具、タグ、又はフ
ァスナー等の製品そのもののバルク体部分に、押圧加工や刻印等で形成される。製品その
ものに備えられるバルク体に形成される文字や図形に直接、偽造防止対策の構造体を形成
することで、真性品そのものに偽造防止対策が直接施される。従って、前記偽造防止ラベ
ルのように真贋を見分ける物を別途、製品に後付けしないので、製品そのもので真贋を判
定することが可能となるため、偽造防止ラベルの貼り替えによる虚偽が防止され、信頼性
の高い偽造防止効果を製品に持たせることが可能となる。
【００３９】
　前記偽造防止対策の構造体の、それぞれの単一構造の大きさは、10μｍ未満が好ましい
。本発明では、人の目が構造体として認識可能な限度を10μｍ未満と定義する。従って、
単一構造の大きさが10μｍ以上の場合は、本発明では人の目が構造体として認識可能とし
ている。
【００４０】
　なお各偽造防止対策の構造体のそれぞれの単一構造とは、格子の場合は一対の凹凸であ
る。各凹凸の深さ、及び頂部又は溝の間隔ｄを、10μｍ未満の範囲内に設定する。図１で
は、理解の容易さを優先するため、波形の凹凸それぞれの頂部及び底部を実線で示してい
る。更に図１及び図２では、見易さの確保の為に、頂部又は溝の間隔ｄも拡大して図示し
ている。
【００４１】
　また、スリットの場合は各切れ目を単一構造と設定し、各切れ目の大きさ及び切れ目の
間隔を10μｍ未満の範囲内に設定する。また、突起の場合は各突起を単一構造とし、各突
起の大きさ及び各突起の間隔を10μｍ未満の範囲内に設定する。また、穴の場合は各穴を
単一構造とし、各穴の直径及び各穴の間隔を10μｍ未満の範囲内に設定する。また潜像の
場合は各潜像を単一構造とし、各潜像の大きさ及び各潜像の間隔を10μｍ未満の範囲内に
設定する。
【００４２】
　このように単一構造の大きさを10μｍ未満と設定することにより、目視により一見した
だけでの偽造防止対策の構造体の発見を、困難なものとすることが出来る。更に、本発明
に係る、文字や図形を形成したバルク体を真性品に備えることにより、従来の偽造防止ラ
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ベルのような真贋を見分ける物を、別途後付けする必要も無い。従って、真性品の何処に
偽造防止対策を施しているのか、又は、何を以て偽造防止対策としているのか自体を判別
困難にすることが可能となり、模倣品の製造業者が容易に偽造防止対策自体を模倣できな
いようにさせることが出来る。よって一層、真性品の偽造防止を高めることが可能となる
。
【００４３】
　前記偽造防止対策の構造体のうち格子だけが、一軸方向にのみ形状が周期的に等間隔に
変化する構造体であり、もう一方の軸方向（図１及び図２ではＸ軸方向）に亘って構造変
化が無い。従って、その他の構造体のように、二軸方向（Ｘ軸及びＹ軸方向）に亘って周
期的に構造を変化させる必要が無く、更に、スリットや穴のように穴抜き加工を行う必要
も無いので、格子はその他の構造体に比べて構造をより簡潔にすることが出来る。よって
格子は最も製造し易く、10μｍ未満の単一構造の形成を行う上で最も好ましい構造体であ
る。
【００４４】
　その上で、各凹凸の深さ及び間隔ｄを10μｍ未満の範囲内に設定するので、格子の偽造
自体を困難なものとすることが出来、偽造の困難さとの点でも真性品の偽造防止を高める
ことが可能となる。なお各溝の深さｈは、数百ｎｍ～数μｍ程度に設定すれば良い。
【００４５】
　文字又は図形１に形成される前記偽造防止対策の構造体や、文字又は図形が形成される
バルク体、及び文字又は図形は、金属ガラスから形成される。或いは、少なくとも前記偽
造防止対策の構造体のみ金属ガラスで形成しても良い。本発明に係る金属ガラスは、ガラ
ス質金属単相を含む金属ガラス、昇温速度0.67Ｋ／ｓで30Ｋ以上の過冷却液体温度域を有
するガラス質金属単相を含む金属ガラス、100ｎｍ以下の粒径を有する結晶を含む金属ガ
ラス、或いはガラス質金属組織を体積率で50％以上を含む金属ガラスの、何れかの金属ガ
ラスから選ばれる。
【００４６】
　ガラス質金属単相、或いは100ｎｍ以下の粒径を有する結晶を含む金属ガラスは、表面
平滑性を呈する組織構造を持つ。このことから粒子欠損が無いため、表面が平滑な構造体
を作製することが可能となる。更に、製造ばらつきをより確実に取り除くことが出来る。
従って、構造体を別材料で模倣製造したものと比較し、格子表面の転写性や格子の各単一
構造の転写性に優れ、製造ばらつきが少なく精度の高い形状の構造体が実現可能となるの
で、より、模倣品との違いを即座に見分けることが可能となる。
【００４７】
　なお結晶の粒径が100ｎｍを超えると、構造体の表面粗度（表面平滑性）に悪影響を与
えてしまい、前述の効果が得られにくくなる。よって、金属ガラス組織のマトリックス中
に混在する結晶の粒径は100ｎｍ以下であることが望ましい。
【００４８】
　また、昇温速度0.67Ｋ／ｓで30Ｋ以上の過冷却温度領域を有するガラス質金属単相を含
む金属ガラスは、固体ガラスとしての安定性が高い。従って、粘性流動による射出成形、
押出し成形、加圧転造成形、転写等の安価で形状再現性の高い成形加工を用いることで、
構造体の各々の単一構造を、極めて容易に高精度で作製することが可能となる。更に、製
造ばらつきをより確実に取り除くことが出来る。よって、構造体を別材料で模倣製造した
としても、各単一構造の精度や製造ばらつきを比較することにより、模倣品との違いを即
座に見分けることが可能となる。
【００４９】
　また、ガラス質金属組織を体積率で50％以上含む金属ガラスで構造体を製造することに
より、高い寸法精度と高耐久性が得られる。従って、構造体の各々の単一構造を、高精度
に作製することが可能になると共に、真性品に直接形成する構造体に高耐久性を付与する
ことも出来る。よって、構造体を別材料で模倣製造したとしても、各単一構造の精度や製
造ばらつき及び耐久性を比較することにより、模倣品との違いを見分けることが可能とな
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る。
【００５０】
　なお、ガラス質金属組織の体積率が50％未満では、構造体表面の平滑性が十分に得られ
なくなるため、金属ガラス中のガラス質金属組織の体積率は50％以上が好ましい。
【００５１】
　構造体が格子の場合、間隔ｄを527ｎｍ以上1217ｎｍ以下の範囲内に設定することが更
に望ましい。間隔ｄを527ｎｍ以上1217ｎｍ以下の範囲内に設定することにより、その格
子から回折される１次回折光の波長を、360ｎｍ以上830ｎｍ以下に設定することが可能と
なる。なお、本発明では360ｎｍ以上830ｎｍ以下の光の波長を、人間の可視光領域の波長
と定義する。
【００５２】
　間隔ｄを527ｎｍ以上1217ｎｍ以下の範囲内に設定することにより、格子に光を入射さ
せた場合、可視光領域の少なくとも１つ又は複数の波長を有する１次回折光が回折されて
、反射する。それらの回折反射光の有無を肉眼又はフォトダイオード等の受光素子、CCD
カメラ等で判別することにより、構造体が施された文字又は図形であるか否かを容易に判
別可能となる。よって前記のように、偽造業者に対しては構造体自体の発見を困難にする
と共に、文字又は図形が回折特性を有することで、真性品の製造業者等による真贋判定の
作業は容易化することが可能となる。従って、真贋判定の容易化と偽造防止と云う、相反
する２つの要求を両立させることが出来る。
【００５３】
なお、格子の回折条件を表す式は、以下の数１のように定義する。

【数１】

ｄは前記間隔ｄである。ｍは回折光の次数を表し、１次回折光ではｍは１となる。また、
θは格子に入射させる光に対する回折光の回折角度であり、本発明では43°に固定する。
更にλが、格子から回折される回折光の波長である。
【００５４】
　また図４に示すように、例えば文字又は図形２をアルファベットのＴ等に設定し、２つ
以上の異なる間隔d1とd2を有するように各々の溝（格子）を形成し、間隔d1又はd2を1020
ｎｍ、784ｎｍ、又は659ｎｍの何れかの、少なくとも２つ以上の異なる間隔に設定しても
良い。間隔d1又はd2をこのような値に設定することにより、間隔d1又はd2が1020ｎｍの場
合は１次回折光の波長λは696ｎｍとなり、784ｎｍの場合は波長λは535ｎｍとなり、659
ｎｍの場合は波長λは449ｎｍとなる。従って、三原色である赤・緑・青（RGB）の何れか
の波長を有する二色以上の光を鮮明に回折させることが可能となり、真贋判定の作業をよ
り容易化することが出来る。
【００５５】
　また図５に示すように、文字又は図形３の格子の間隔ｄを一定値に固定し、格子が２つ
以上の異なる溝角度θ１及びθ2を有するように、文字又は図形３を形成しても良い。図
５（a）では格子を２つの箇所に分割しており、同図（b）は溝角度θ1が30°の箇所、同
図（c）は溝角度θ2が45°の箇所としている。同図（b）は同図（a）の円Ｃ内の拡大図で
あり、同図（c）は同図（a）の円Ｄ内の拡大図である。また、溝角度θ1及びθ2は、それ
ぞれＸ軸方向に対する角度とする。このように、格子を２つ以上の異なる溝角度を有する
ように形成することで、偽造対策自体の模倣を更に困難にすることが出来るため、より一
層、真性品の偽造防止を高めることが可能となる。なお、溝角度θ１又はθ2で形成され
る各々の格子の間隔ｄを、互いに異なるように設定しても良い。
【００５６】
　更に、金属ガラスはPtを主成分とすることが好ましい。その理由として、文字や図形の
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製造が容易となり、且つ転写性に優れるため、10μｍ未満の単一構造を転写で実現可能と
なるためである。製造の容易化及び高転写性を有する理由は、Ptを主成分とすることで昇
温速度0.67Ｋ／ｓで30Ｋ以上の過冷却液体温度域を有し、且つ、圧縮方向に対して非弾性
領域が現れ、非弾性領域の開始点から破断に至るまでに少なくとも0.5％以上の塑性伸び
を示すと共に、降伏応力（もしくは耐力）が少なくとも1000ＭＰａ以上を示すためである
。なお、Pt 系の金属ガラスの組成（at%）としては、例えばPt 48.75、 Pd 9.75、Cu 19.
5、P 22（Pt48.75Pd9.75Cu19.5P22合金）が挙げられる。
【００５７】
　本実施形態に係るバルク体に形成される文字又は図形は種々変更可能であり、図１～図
５では平面方向に格子が形成されている文字又は図形１～３を示している。しかし、図６
に示すように格子５の少なくとも一部を、文字又は図形４の厚み方向（Ｚ軸方向）の少な
くとも一部に形成しても良い。図６では一例として、波形の格子５を、厚み方向において
文字又は図形４の底部に形成した例を示す。なお、図６（a）は厚み方向の底部に格子５
が形成された、アルファベットＴ形の文字又は図形４を模式的に示すと共に、図６（b）
では格子５の見易さの確保という点から、図６（a）に示す格子５のみを実線で示し、格
子５以外の箇所を破線で示している。厚み方向（Ｚ軸方向）における格子５の高さｔは、
30μｍ以下に設定すれば良い。また、格子５の間隔ｄは10μｍ未満の範囲内に設定する。
【００５８】
　このように、格子５を文字又は図形４の厚み方向に形成することにより、文字又は図形
４を平面方向から見たとしても、文字又は図形４の平面には格子は無いため、目視により
一見しただけでは格子５自体を発見することは不可能である。無論、文字や図形４を形成
したバルク体を真性品に備えることにより、真贋を見分ける物を、別途後付けする必要も
無い。従って、真性品の何処に偽造防止対策を施しているのか、又は、何を以て偽造防止
対策としているのか自体を判別困難にすることがより一層可能となり、偽造防止対策自体
の模倣をできないようにさせ、より一層、真性品の偽造防止を高めることが可能となる。
【００５９】
　更に格子５に光を入射させた場合、可視光領域の少なくとも１つ又は複数の波長を有す
る１次回折光が格子５から回折されて、文字又は図形４の側面から反射する。それらの回
折反射光の有無を肉眼又はフォトダイオード等の受光素子やCCDカメラ等で判別すること
により、構造体が施された文字又は図形であるか否かを容易に判別可能となる。よって、
偽造業者に対しては構造体自体の発見を不可能にすると共に、文字又は図形が回折特性を
有することで、真性品の製造業者等による真贋判定の作業は容易化することが可能となる
。従って、真贋判定の容易化と偽造防止と云う、相反する２つの要求を両立させることが
出来る。
【００６０】
　なお、格子５の形成箇所は底部に限定されず、文字又は図形４の厚みの如何なる箇所に
形成可能である。また、図６では文字又は図形４の一部の側面の底部のみに格子５を形成
しているが、底部の半周又は全周に亘って格子を形成しても良い。
【００６１】
　これら文字又は図形１～４を、腕時計用の外装部品（文字盤や時計バンドのバックル等
も含む）又はムーブメントの一部部品、或いはアクセサリー類の装身具（リング、ネック
レス、イヤリング、ブレスレット等）、タグやファスナーのバルク体部分に、押圧加工や
刻印等で形成する。真性品そのものに偽造防止対策の構造体を形成したバルク体を備える
ことにより、製品そのもので真贋を判定することが可能となり、偽造防止ラベルの貼り替
えによる虚偽が防止され、信頼性の高い偽造防止効果を製品そのものに持たせることが可
能となる。
【００６２】
　次に図７～図９を参照して、本発明に係るバルク体の製造方法を詳細に説明する。なお
前述の説明と重複する説明は省略又は簡略化して記載する。まず、本発明の製造方法を実
施するに当たっては、文字又は図形を被押圧材とし、更にその被押圧材に所定の格子、ス
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リット、突起、穴、又は潜像の何れか１つ又は２つ以上の形状を転写する転写用の金型と
、その転写を行うための転写装置が必要となる。
【００６３】
　転写用の金型は、所定の格子、スリット、突起、穴、又は潜像の何れか１つ又は２つ以
上の形状が形成された金型である。前記の通り、格子、スリット、突起、穴、又は潜像の
中でも格子が最も好ましいため、以下に格子を例に取り更に詳細に説明する。
【００６４】
　金型には、得ようとする構造体の反転形状が形成される。前記のように格子は、図２に
示すような波形の凹凸形状や、Ｖ字状の三角波形状（図３（a））又は矩形の凹凸形状（
図３（b））が一定の間隔ｄ、又は２つ以上の異なる間隔d1、d2で多数形成されて成る。
従って、金型もそれに対応した凹凸形状を備える必要がある。図７に一例として、図２の
波形に対応した凹凸形状を有する転写用の金型９を備えた転写装置６を示す。
【００６５】
　文字又は図形に形成する格子に回折特性を持たせる場合、金型９の凹凸形状は、得よう
とする１次回折光の波長や回折角度などの回折条件に基づいて設計、作製される。
【００６６】
　この金型９をシリコン等で作製し、前記凹凸形状をシリコンの110面異方性エッチング
により形成する。シリコンの110面異方性エッチングにより形成した凹凸形状はその精度
が高くしかもその面が鏡面になるという、格子の製造にとって極めて有利な特徴を有する
。
【００６７】
　バルク体に文字又は図形７を形成し、被押圧材とする。更に、文字又は図形が形成され
るバルク体の材料には、前述のような金属ガラスを用いる。従って、文字又は図形７は金
属ガラス製であることが好ましく、少なくとも格子が形成される箇所は金属ガラス製とす
る。
【００６８】
　転写装置６は、熱間プレス及びプレス後の冷却が可能な装置とし、上型８と下型10を有
する。この上型８に金型９を取り付け、下型10に被押圧材である文字又は図形７を載置し
、これらの上下型８、10を押圧して、金型９の転写面形状（所定の格子、スリット、突起
、穴、又は潜像の何れか１つ又は２つ以上の形状）を、文字又は図形７に転写する。
【００６９】
　次に、バルク体の製造方法を、図７～図９に沿って更に詳細に説明する。まず図７に示
すように、金型９の転写面が下型10側を向くように金型９を上型８に取り付けると共に、
被押圧材である文字又は図形７を下型10に置く。転写が終了して、転写装置６から文字又
は図形７を取り出した際に、文字又は図形の大きさＨ及び厚みＴが所望のサイズとなって
いるように、構造体の加工前に予め、押圧加工や刻印等で調整しておくのが好ましい。
【００７０】
　文字又は図形に格子を転写する場合、金型９の転写面に形成される格子の間隔ｄは、前
記の通り10μｍ未満の範囲内に設定されることが好ましい。また、その他の構造体を転写
する場合、それぞれの構造体の形状に形成される金型の、転写面形状における単一構造の
大きさは、10μｍ未満に設定されることが好ましい。
【００７１】
　次に、文字又は図形７及び金型９を加熱する。文字又は図形７の少なくとも一部を金属
ガラスで形成している場合は、少なくとも金属ガラスで形成されている文字又は図形７の
部分を加熱する。文字又は図形７の加熱温度は、金属ガラスのガラス遷移温度以上で且つ
結晶化温度以下の温度に設定する（加熱工程）。
【００７２】
　非晶質相を主相とする金属ガラスの特性が損なわれる最も大きな要因としては、非晶質
と見なされる相の結晶化が挙げられる。結晶化が開始されると共に、非晶質相（準安定相
）から結晶相（安定相）への移行に伴う発熱が生じるが、このときの結晶化の駆動速度は
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極めて速く、瞬時に非晶質と見なされる相が消失する。そのため、文字又は図形７の加熱
温度は、金属ガラスの結晶化温度以下に設定する必要がある。
【００７３】
　また金属ガラスは、安定な過冷却液体温度域を有し、この過冷却液体温度域で完全ニュ
ートン粘性流動を呈する非晶質合金である。過冷却液体温度域とは、結晶化温度Ｔxとガ
ラス遷移温度Ｔgとの差分ΔＴx（＝Ｔx－Ｔg）である。金属ガラスは、過冷却液体温度域
においては低応力での粘性流動加工が可能であり、優れた微細成形特性（微細形状転写性
）を有する。従って、過冷却液体温度域で金属ガラスを金型に押圧する転写成形によって
、微細な構造体を高精度で作製することが出来る。なおガラス遷移温度は、金属ガラスの
種類によって相違する。例えば、Pt系のPt48.75Pd9.75Cu19.5P22合金は、ガラス遷移温度
Ｔg＝502.3Ｋ、結晶化温度Ｔx＝587.7Ｋ、過冷却液体温度域ΔＴx＝85.4Ｋである。
【００７４】
　なお、文字又は図形７及び金型９の加熱方法は特に限定されず、例えば上下型８、10を
赤外線ヒータ等で加熱することが出来る。また、酸化し易い金属ガラスの場合には、窒素
、アルゴン、ヘリウムなどの不活性ガス雰囲気中、又は真空中で加熱するのが好ましい。
【００７５】
　次に図８に示すように、文字又は図形７及び金型９の加熱温度を保ったまま上型８を引
き下げて行く。上型８下がりきったところ（金型９の転写面形状の全面が、文字又は図形
体７の表面上又は金属ガラスに押圧され、転写される位置）で、所定の加重をかけて所定
の時間保持する（転写工程）。この加重及び時間は、例えば30～60ＭＰの加重を、１分～
３分程度加える。このようにして、格子、スリット、突起、穴、又は潜像の何れか１つ又
は２つ以上の構造体を、文字又は図形の少なくとも一部に転写する。
【００７６】
　続いて、文字又は図形７及び金型９を冷却して、金型９の押圧を解除する。文字又は図
形に使用している金属ガラスのガラス遷移温度より低い温度で、文字又は図形７が転写さ
れた形状を保持出来る温度となった時に、上型８を上方に引き上げて下型10から引き離す
（離型工程）。このようにして、冷却時の熱収縮による金属ガラスの金型９への食いつき
を最小限に抑えることが出来る。なお上型８は、金型９が完全に文字又は図形７から離れ
るまで引き上げるのが良い。また、冷却方法は特に限定されず、例えば上下型８、10を窒
素ガスなどで冷却すれば良い。
【００７７】
　更に、文字又は図形７を引き続き冷却して常温状態とし（冷却工程）、最後に、上型８
を完全に引き上げて、文字又は図形７を転写装置６の下型10から取り出す。
【００７８】
　以上のように、本実施の形態の製造方法に依れば、所定の格子、スリット、突起、穴、
又は潜像の何れか１つ又は２つ以上を、一回の転写の成形で、文字又は図形に形成するこ
とが出来るため、低コストで量産性に優れた本発明に係るバルク体の製造方法を実現する
ことが可能となる。
【００７９】
　更に転写により、再現性良く構造体を文字又は図形に形成出来るので、高品質に構造体
を製造することが出来る。従って、構造体を別材料で模倣製造したとしても、構造体表面
の品質（製造ばらつき及び精度）を比較することにより、模倣品との違いを即座に見分け
ることが可能となる。
【００８０】
　上記実施の形態では、金型９がシリコンの110面異方性エッチングにより形成されたも
のを利用した。しかし金型９の転写面形状は、ステンレス鋼のダイヤモンドカッターを使
った切削、又は石英ガラスのイオンエッチング、イオンミリング、或いは収束イオンビー
ム加工などにより形成しても良い。
【００８１】
　上記実施の形態では、所定の格子、スリット、突起、穴、又は潜像の何れか１つ又は２
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つ以上を転写により形成する製造方法を一例として説明した。しかし、その他にも鋳造法
としてダイカスト（die casting）又は射出成形により、所定の構造体の何れか１つ又は
２つ以上を形成しても良い。ダイカスト又は射出成形により構造体を形成する場合は、最
初に、前述した所定の格子、スリット、突起、穴、又は潜像の何れか１つ又は２つ以上の
形状と、文字又は図形の形状が少なくとも形成された金型を用意する。更に、バルク体材
料として前記何れかの金属ガラスを溶融し、その金型に溶融した前記金属ガラスを流し込
み、冷却する。このようにして、文字又は図形の少なくとも一部に、所定の格子、スリッ
ト、突起、穴、又は潜像の何れか１つ又は２つ以上を形成する。なお本発明では射出成形
を鋳造の一種と見なし、更に射出成形が、溶融した金属ガラスを用いる製造方法を含むも
のと定義する。
【００８２】
　ダイカスト又は射出成形においても、金型に形成される格子の間隔ｄは、前記の通り10
μｍ未満の範囲内に設定されることが好ましい。また、その他の構造体を形成する場合、
それぞれの構造体の形状に形成される金型の形状における単一構造の大きさは、10μｍ未
満に設定されることが好ましい。
【００８３】
　更に、溶融した金属ガラスの温度は融点以上とする。なお、金属ガラスの溶融方法は特
に限定されない。一方、射出成形でも溶融した金属ガラスの温度は融点以上とする。
【００８４】
　以上のようにダイカスト又は射出成形に依れば、所定の格子、スリット、突起、穴、又
は潜像の何れか１つ又は２つ以上を、一回の成形で文字又は図形と共に形成することが出
来るため、低コストで量産性に優れた本発明に係るバルク体の製造方法を実現することが
可能となる。
【００８５】
　更に鋳造により、再現性良く構造体を文字又は図形に形成出来るので、高品質に構造体
を製造することが出来る。従って、構造体を別材料で模倣製造したとしても、構造体表面
の品質（製造ばらつき及び精度）を比較することにより、模倣品との違いを即座に見分け
ることが可能となる。
【００８６】
　なお金属ガラスの溶融時からの体積収縮を抑えるために、成形時には300℃／秒以上の
冷却速度で冷却凝固させることが好ましい。更に好ましい冷却速度は104℃／秒以上であ
る。但し、成形時の冷却速度が107℃／秒を超えると、溶融した金属ガラスが金型に十分
に充填される前に凝固し始めるため、充填不良となりやすい。その結果、表面粗度や寸法
精度が著しく低下してしまう。このため成形時の冷却速度は、300℃／秒以上（より好ま
しくは104℃／秒以上）且つ107℃／秒以下に設定することが好ましい。
【００８７】
　更に他の製造方法として、文字又は図形を形成後、その文字又は図形の少なくとも一部
にフェムト秒レーザを走査及び照射して、文字又は図形を形成するバルク体の一部をアブ
レーションし、所定の構造体の何れか１つ又は２つ以上を形成しても良い。所定の格子を
金属ガラスで形成する場合は、フェムト秒レーザにより、間隔ｄを10μｍ未満の範囲内に
設定して、格子を形成すれば良い。
【００８８】
　本発明に用いるフェムト秒レーザは、金属ガラスの加工閾値以上のレーザ強度を有する
必要がある。具体的には、パルス幅が150ｆｓ～１ｐｓで、繰返し周波数が１ｋＨｚ～300
ｋＨｚ、波長780ｎｍ～800ｎｍ、平均出力１Ｗ前後のものが使用可能である。
【００８９】
　更に、１ｐｓ以下のパルス幅を持つパルスレーザが好ましい。その理由として、パルス
幅の短いレーザは10ＴＷ／ｃｍ２以上のレーザ強度を有しており、文字又は図形を形成す
るバルク体のアブレーションを引き起こすことがより容易に出来るためである。
【００９０】
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　なお、図６に示すように格子の少なくとも一部を、文字又は図形の厚み方向の少なくと
も一部に形成する場合、格子５の凹凸形状が形成された厚さｔの金型を用意して、その金
型を文字又は図形の厚み方向の少なくとも一部である側面に押圧して、転写により格子５
を形成しても良い。
【００９１】
　又は、格子の形状が、文字又は図形の形状の厚み方向の少なくとも一部に形成された金
型を用意すると共に、バルク体材料である前記金属ガラスを溶融し、その金型に溶融した
バルク体材料を流し込み、鋳造により、文字又は図形の厚み方向の少なくとも一部に、格
子５を形成しても良い。
【００９２】
　或いは、前記フェムト秒レーザを文字又は図形の所望の側面位置に照射することにより
、格子５を形成しても良い。何れの形成方法でも、簡単に低コストで量産性良く格子５を
作製出来る。
【００９３】
　また格子の溝の間隔ｄを、527ｎｍ以上1217ｎｍ以下の範囲内に設定して、転写、鋳造
、又はフェムト秒レーザの照射により、本発明に係るバルク体に形成される文字又は図形
を製造しても良い。このように文字又は図形を製造することにより、真贋判定の容易化と
偽造防止という、相反する２つの要求を両立させた文字又は図形を、低コストで量産性良
く作製することが可能となる。
【００９４】
　また1020ｎｍ、784ｎｍ、又は659ｎｍの何れかの、少なくとも２つ以上の異なる間隔ｄ
の溝を有する格子を、転写、鋳造、又はフェムト秒レーザの照射により、文字又は図形に
形成しても良い。このように文字又は図形を製造することにより、三原色である赤・緑・
青（RGB）の何れかの波長を有する二色以上の光を鮮明に回折させ、真贋判定の作業をよ
り容易化可能となる文字又は図形を、低コストで量産性良く作製することが可能となる。
【００９５】
　また２つ以上の異なる溝角度θ１及びθ２で以て、文字又は図形に格子を転写、鋳造、
又はフェムト秒レーザの照射により形成しても良い。このように文字又は図形を製造する
ことにより、より一層、真性品の偽造防止を高めた文字又は図形を、低コストで量産性良
く作製することが可能となる。
【００９６】
　また金属ガラスを、Ptを主成分とする金属ガラスとして、文字又は図形に格子を転写、
鋳造、又はフェムト秒レーザの照射により形成しても良い。このように文字又は図形を製
造することにより、文字や図形をより容易に、低コストで量産性良く作製することが可能
となる。
【実施例】
【００９７】
　以下に本発明の実施例を説明するが、本発明は以下の実施例にのみ限定されるものでは
ない。
【００９８】
　本実施例に係るバルク体及び文字又は図形は、金属ガラスで形成し、Ｘ軸－Ｙ軸平面方
向から見たときにアルファベットのＩ形に成形した。アルファベットの高さ方向の大きさ
Ｈは２ｍｍに設定すると共に、Ｚ軸方向における厚みＴは１ｍｍに設定した。
【００９９】
　金属ガラスは、Pt 系の金属ガラスであり、組成（at%）はPt 48.75、 Pd 9.75、Cu 19.
5、P 22（Pt48.75Pd9.75Cu19.5P22合金）とした。
【０１００】
　偽造防止対策の構造体として、図２（b）に示すような波形の格子を形成した。格子は
図１に示すように、平面部に面方向に亘って形成した。格子の各溝の深さｈは270ｎｍと
し、格子は図１に示すようにＸ軸に平行となるように直接、アルファベットに形成した。
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【０１０１】
　試料として、格子の各凹凸の頂部又は溝の間隔ｄをそれぞれ、1020ｎｍ、784ｎｍ、659
ｎｍに設定した３つの試料を作製した。各格子の作製は同一の転写装置を用いて行った。
金型はシリコンで作製し、転写面の凹凸形状をシリコンの110面異方性エッチングにより
形成した。
【０１０２】
　作製した３つの試料をそれぞれ、Ｘ軸－Ｙ軸平面方向から原子間力顕微鏡（AFM：Atomi
c Force Microscope）で観察したところ、それぞれ頂部どうしの間隔が1020ｎｍ、784ｎ
ｍ、659ｎｍで作製されていることが確認された。
【０１０３】
　更に、３つの試料に光をＸ軸－Ｙ軸平面方向から照射させ、格子からの１次回折光（ｍ
＝１）の有無をCCDカメラで観察したところ、波長λが696ｎｍ、535ｎｍ、449ｎｍのRGB
光が観察された。
【符号の説明】
【０１０４】
　　　１、２、３、４、７　　　文字又は図形
　　　５　　　　　　　格子
　　　６　　　　　　　転写装置
　　　８　　　　　　　転写装置の上型
　　　９　　　　　　　金型
　　　10　　　　　　　転写装置の下型
　　　ｄ、d1、d2　　　頂部又は溝の間隔
　　　ｈ　　　　　　　溝の深さ
　　　Ｈ　　　　　　　文字又は図形の高さ方向の大きさ
　　　Ｔ　　　　　　　文字又は図形の厚み
　　　ｔ　　　　　　　格子の高さ
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