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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材上に万線画線によって模様を形成し、
　前記模様は、潜像模様を施さない領域、第１の潜像模様を施す領域及び第２の潜像模様
を施す領域に区分けされ、
　前記潜像を施さない領域を実線で構成し、
　前記第１の潜像模様を施す領域内の画線は、前記万線画線の画線幅のうち、所定幅の第
２の画線と、第１の潜像模様形成画線で構成し、前記第２の画線は、前記万線画線の配列
方向に沿って配列され、前記第１の潜像模様形成画線は、前記万線画線の配列方向に沿っ
て一方の方向にずれを有して配列され、
　前記第２の潜像模様を施す領域内の画線は、前記万線画線の画線幅のうち、所定幅の第
１の画線と、第２潜像模様形成画線で構成し、前記第１の画線は、前記万線画線の配列方
向に沿って配列され、前記第２の潜像模様形成画線は、前記万線画線の配列方向に沿って
他方の方向にずれを有して配列されて成る真偽判別可能な印刷物であって、
　前記真偽判別可能な印刷物にレンチキュラーレンズを第１の状態で重ねて観察した場合
に、前記第１の潜像模様のみが確認され、前記第１の状態から前記万線画線が配列される
方向にレンチキュラーレンズをずらした第２の状態で観察した場合に、前記第２の潜像模
様のみが確認されることを特徴とする真偽判別可能な印刷物。
【請求項２】
　基材上に万線画線によって模様を形成し、
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　前記模様は、潜像模様を施さない領域、第１の潜像模様を施す領域、第２の潜像模様を
施す領域及び前記第１の潜像模様と前記第２の潜像模様が重なった領域に区分けされ、
　前記潜像を施さない領域を実線で構成し、
　前記第１の潜像模様を施す領域内の画線は、前記万線画線の画線幅のうち、所定幅の第
２の画線と、第１の潜像模様形成画線で構成し、前記第２の画線は、前記万線画線の配列
方向に沿って配列され、前記第１の潜像模様形成画線は、前記万線画線の配列方向に沿っ
て一方の方向にずれを有して配列され、
　前記第２の潜像模様を施す領域内の画線は、前記万線画線の画線幅のうち、所定幅の第
１の画線と、第２潜像模様形成画線で構成し、前記第１の画線は、前記万線画線の配列方
向に沿って配列され、前記第２の潜像模様形成画線は、前記万線画線の配列方向に沿って
他方の方向にずれを有して配列されてなる真偽判別可能な印刷物であって、
　前記第１の潜像模様と前記第２の潜像模様が重なった領域は、前記第１の潜像模様形成
画線及び前記第２の潜像模様形成画線で構成し、前記第１の潜像模様形成画線は、前記万
線画線の配列方向に沿って一方の方向にずれを有して配列され、前記第２の潜像模様形成
画線は、前記万線画線の配列方向に沿って他方の方向にずれを有して配列されて成る真偽
判別可能な印刷物であって、
　前記真偽判別可能な印刷物にレンチキュラーレンズを第１の状態で重ねて観察した場合
に、前記第１の潜像模様のみが確認され、前記第１の状態から前記万線画線が配列される
方向にレンチキュラーレンズをずらした第２の状態で観察した場合に、前記第２の潜像模
様のみが確認されることを特徴とする真偽判別可能な印刷物。
【請求項３】
　前記第１の潜像模様形成画線の基本線方向における所定の長さに相当する部分の画線面
積と、前記所定の長さと同一の長さに相当する部分の前記第２の画線の画線面積の総和が
、前記潜像を施さない部分の実線のうち、基本線方向における前記所定の長さと同一の長
さに相当する部分の画線面積と同一で構成し、
　前記第２の潜像模様形成画線の基本線方向における所定の長さに相当する部分の画線面
積と、前記所定の長さと同一の長さに相当する部分の前記第１の画線の画線面積の総和が
、前記潜像を施さない部分の実線のうち、基本線方向における前記所定の長さと同一の長
さに相当する部分の画線面積と同一で構成し、
　前記第１の潜像模様形成画線及び前記第２の潜像模様形成画線の基本線方向における所
定の長さに相当する部分の画線面積の総和が、前記潜像を施さない部分の実線のうち、基
本線方向における前記所定の長さと同一の長さに相当する部分の画線面積と同一で構成し
てなる請求項２記載の真偽判別可能な印刷物。
【請求項４】
　基材上に万線画線によって模様を形成し、
　前記模様は、潜像模様を施さない領域、第１の潜像模様を施す領域、第２の潜像模様を
施す領域及び前記第１の潜像模様と前記第２の潜像模様が重なった領域に区分けされ、
　前記潜像を施さない領域を実線で構成し、
　前記第１の潜像模様を施す領域内の画線は、前記万線画線の画線幅のうち、所定幅の第
２の画線と、第１の潜像模様形成画線で構成し、前記第２の画線は、前記万線画線の配列
方向に沿って配列され、前記第１の潜像模様形成画線は、前記万線画線の配列方向に沿っ
て一方の方向にずれを有して配列され、
　前記第２の潜像模様を施す領域内の画線は、前記万線画線の画線幅のうち、所定幅の第
１の画線と、第２潜像模様形成画線で構成し、前記第１の画線は、前記万線画線の配列方
向に沿って配列され、前記第２の潜像模様形成画線は、前記万線画線の配列方向に沿って
他方の方向にずれを有して配列されてなる真偽判別可能な印刷物であって、
　前記第１の潜像模様と前記第２の潜像模様が重なった領域は、前記第１の潜像模様形成
画線、前記第２の潜像模様形成画線及び中央画線で構成し、前記第１の潜像模様形成画線
は、前記万線画線の配列方向に沿って一方の方向にずれを有して配列され、前記第２の潜
像模様形成画線は、前記万線画線の配列方向に沿って他方の方向にずれを有して配列され
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、前記中央画線は、前記第１の潜像模様形成画線、前記第２の潜像模様形成画線の間に配
置されて成る真偽判別可能な印刷物であって、
　前記真偽判別可能な印刷物にレンチキュラーレンズを第１の状態で重ねて観察した場合
に、前記第１の潜像模様のみが確認され、前記第１の状態から前記万線画線が配列される
方向にレンチキュラーレンズをずらした第２の状態で観察した場合に、前記第２の潜像模
様のみが確認されることを特徴とする真偽判別可能な印刷物。
【請求項５】
　前記第１の潜像模様形成画線の基本線方向における所定の長さに相当する部分の画線面
積と、前記所定の長さと同一の長さに相当する部分の前記第２の画線の画線面積の総和が
、前記潜像を施さない部分の実線のうち、基本線方向における前記所定の長さと同一の長
さに相当する部分の画線面積と同一で構成し、
　前記第２の潜像模様形成画線の基本線方向における所定の長さに相当する部分の画線面
積と、前記所定の長さと同一の長さに相当する部分の前記第１の画線の画線面積の総和が
、前記潜像を施さない部分の実線のうち、基本線方向における前記所定の長さと同一の長
さに相当する部分の画線面積と同一で構成し、
　前記第１の潜像模様形成画線及び前記第２の潜像模様形成画線の基本線方向における所
定の長さに相当する部分の画線面積と、前記所定の長さと同一の長さに相当する部分の前
記中央画線の画線面積の総和が、前記潜像を施さない部分の実線のうち、基本線方向にお
ける前記所定の長さと同一の長さに相当する部分の画線面積と同一で構成してなる請求項
４記載の真偽判別可能な印刷物。
【請求項６】
　前記第１の潜像模様形成画線及び前記第２の潜像模様形成画線が、画素と非画素部が一
定の間隔で配列された定周期断絶線、潜像を施さない部分の画線から分岐した分岐画線、
ジグザクした形状の画線の少なくとも一つからなる請求項１、２、３、４又は５記載の真
偽判別可能な印刷物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、潜像画像が埋め込まれた、万線画線によって形成されてなる真偽判別可能な印
刷物に関する。
【背景技術】
【０００２】
銀行券、パスポート、有価証券、カード、印紙類、商品タグ、有料道路等の回数券、各種
チケット等の貴重品は、その価値を保証・維持するために、偽造防止技術が施されている
。そのため、このような貴重品には、特殊な印刷パターンが施され、印刷パターンに万線
フィルタからなる判別具やレンチキュラーレンズからなる判別具を重ね合わせることによ
って、潜像画像が視認され、真偽判別が行なわれている。
【０００３】
例えば、万線フィルタからなる判別具によって真偽判別する技術として、万線画線で印刷
された背景画像部と、背景画像部と異なった万線角度の万線画線で潜像画像部を印刷し、
一見しては、背景画像部と潜像画像部は区分けして視認し難いが、所定の角度で万線フィ
ルタを印刷物に重ね合わせて観察した場合に、背景画像部と潜像画像部が区分けされて視
認できる技術が知られている（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開昭５３－２８４４３号公報（第１－５頁、第１－７図）
【０００４】
特開平８－１９７８２８号公報、特開平８－３００８００号公報、特開昭５７－２０３９
７号公報、特開２０００－１８５４５７号公報等の複写防止印刷物は、複写した場合に潜
像画像が視認できるが、レンチキュラーレンズからなる判別具を重ね合わせることによっ
ても潜像画像が視認されることも知られている。
【０００５】
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レンチキュラーレンズからなるからなる判別具によって真偽判別する技術として、ｎを２
以上の所定の整数とし、第１～ｎの順番に並列する第１～ｎ帯によって組帯を形成し、並
列する複数の前記組帯によって画像を形成する印刷物であって、前記第１～ｎ帯から第１
所定画像の前記帯に対応する領域を排他的に貼り付ける帯として２つを選択し、隠し画像
の輪郭において前記選択した一方の帯から他方の帯へと前記貼り付ける帯を変化させるこ
とにより形成した画像が印刷されているようにした印刷物に、レンチキュラーレンズを重
ね合わせることによって隠し画像が顕在化する印刷物が開示されている（特許文献２参照
）。
【特許文献２】特開２００３－０９４７９０号公報（第１－８頁、第１－７図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、特開昭５３－２８４４３号公報は二つの潜像画像を埋め込む場合は、互い
の潜像画像の万線角度を変えなければならないため、判別具を重ねなくとも潜像画像が視
認される恐れがあり、また、判別具を重ねた場合、二つの潜像画像の少なくとも一部が互
いに重なり合っている領域は互いに潜像画像を形成する万線が重なり合っているため（特
許文献１図５）、第１の潜像画像の視認性においては、第１の潜像画像と第２の潜像画像
が互いに重なり合っている領域と、重なっていない第１の潜像画像の濃度が不均一となっ
て視認され、同様に第２の潜像画像の視認性においては、第１の潜像画像と第２の潜像画
像が互いに重なり合っている領域と、重なっていない第２の潜像画像の濃度が不均一とな
って視認されるため、潜像画像の視認性は悪く、真偽判別特性が優れるものではなかった
。また、特開２００３－０９４７９０号公報記載の印刷物は、二つの潜像画像を埋め込む
場合は、互いの潜像画像は別々の領域に形成しなければならなく、二つの潜像画像の少な
くとも一部が互いに重なり合って形成することは不可能であった。
【０００７】
以上のことから、本発明は前述した問題点を解決することを目的としたもので、二つの潜
像画像が埋め込まれた、万線画線によって形成されてなる印刷物であって、二つの潜像画
像は少なくとも一部が互いに重なり合っても形成可能であり、また、レンチキュラーレン
ズ又は万線フィルタを重ねた場合、第１の潜像画像の視認性においては、第１の潜像画像
と第２の潜像画像が互いに重なり合っている領域と、重なっていない第１の潜像画像の濃
度が均一となって視認され、同様に第２の潜像画像の視認性においては、第１の潜像画像
と第２の潜像画像が互いに重なり合っている領域と、重なっていない第２の潜像画像の濃
度が均一となって視認されるため、潜像画像の視認性が良く真偽判別特性に優れ、更に、
複写機で複写した複製物は潜像画像部は第１の潜像模様形成画線又は第２の潜像模様形成
画線が複写防止画線で形成されるため、再現不可能になり、潜像画像が出現し、複写防止
効果を有する。本発明は上記記載の真偽判別可能な印刷物を提案するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明は、基材上に万線画線によって模様を形成し、前記模様は、潜像模様を施さない領
域及び潜像模様を施す領域に区分けされ、前記潜像を施さない領域を実線で構成し、前記
潜像模様は、前記万線画線の画線幅の内、所定幅の画線を、潜像模様形成画線で構成し、
前記潜像模様形成画線は前記潜像を施さない領域を実線からずらして配置されてなる真偽
判別可能な印刷物である。
【０００９】
また、本発明は、基材上に万線画線によって模様を形成し、前記模様は、潜像模様を施さ
ない領域、第１の潜像模様を施す領域及び第２の潜像模様を施す領域に区分けされ、前記
潜像を施さない領域を実線で構成し、前記第１の潜像模様は、前記万線画線の画線幅の内
、所定幅の第１の画線を、第１の潜像模様形成画線で構成し、前記第１の潜像模様形成画
線は前記潜像を施さない領域を実線からずらして配置され、前記第２の潜像模様は、前記
万線画線の画線幅の内、所定幅の第２の画線を、第２の潜像模様形成画線で構成し、前記
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第２の潜像模様形成画線は前記第１の潜像模様形成画線のずらした方向とは異なった方向
にずらして配置されてなる真偽判別可能な印刷物である。
【００１０】
また、本発明は、基材上に万線画線によって模様を形成し、前記模様は、潜像模様を施さ
ない領域、第１の潜像模様を施す領域、第２の潜像模様を施す領域及び前記第１と前記第
２の潜像模様が重なった領域に区分けされ、前記潜像を施さない領域を実線で構成し、前
記第１と前記第２の潜像模様が重なった領域も含めて前記第１の潜像模様は、前記万線画
線の画線幅の内、所定幅の第１の画線を、第１の潜像模様形成画線で構成し、前記第１の
潜像模様形成画線は前記潜像を施さない領域を実線からずらして配置され、前記第２の潜
像模様は、前記万線画線の画線幅の内、所定幅の第２の画線を、第２の潜像模様形成画線
で構成し、前記第２の潜像模様形成画線は前記第１の潜像模様形成画線のずらした方向と
は異なった方向にずらして配置されてなる真偽判別可能な印刷物である。
【００１１】
また、本発明は、前記第１の潜像模様形成画線の基本線方向における所定の長さに相当す
る部分の画線面積と、前記所定の長さと同一の長さに相当する部分の第２の画線の画線面
積の総和が、前記潜像を施さない部分の実線のうち、基本線方向における前記所定の長さ
と同一の長さに相当する部分の画線面積と同一で構成し、前記第２の潜像模様形成画線の
基本線方向における所定の長さに相当する部分の画線面積と、前記所定の長さと同一の長
さに相当する部分の第１の画線の画線面積の総和が、前記潜像を施さない部分の実線のう
ち、基本線方向における前記所定の長さと同一の長さに相当する部分の画線面積と同一で
構成し、前記第１の潜像模様形成画線及び前記第２の潜像模様形成画線の基本線方向にお
ける所定の長さに相当する部分の画線面積の総和が、前記潜像を施さない部分の実線のう
ち、基本線方向における前記所定の長さと同一の長さに相当する部分の画線面積と同一で
構成してなる真偽判別可能な印刷物である。
【００１２】
また、本発明は、基材上に万線画線によって模様を形成し、前記模様は、潜像模様を施さ
ない領域、第１の潜像模様を施す領域、第２の潜像模様を施す領域及び前記第１と前記第
２の潜像模様が重なった領域に区分けされ、前記潜像を施さない領域を実線で構成し、前
記第１と前記第２の潜像模様が重なった領域も含めて前記第１の潜像模様は、前記万線画
線の画線幅の内、所定幅の画線を、第１の潜像模様形成画線で構成し、前記第１の潜像模
様形成画線は前記潜像を施さない領域を実線からずらして配置され、前記第２の潜像模様
形成画線は前記第１の潜像模様形成画線のずらした方向とは異なった方向にずらして配置
され、前記第１と前記第２の潜像模様が重なった領域は、第１の潜像模様形成画線と第２
の潜像模様形成画線の間に中央画線が配置されてなる真偽判別可能な印刷物である。
【００１３】
また、本発明は、前記第１の潜像模様形成画線の基本線方向における所定の長さに相当す
る部分の画線面積と、前記所定の長さと同一の長さに相当する部分の第２の画線の画線面
積の総和が、前記潜像を施さない部分の実線のうち、基本線方向における前記所定の長さ
と同一の長さに相当する部分の画線面積と同一で構成し、前記第２の潜像模様形成画線の
基本線方向における所定の長さに相当する部分の画線面積と、前記所定の長さと同一の長
さに相当する部分の第１の画線の画線面積の総和が、前記潜像を施さない部分の実線のう
ち、基本線方向における前記所定の長さと同一の長さに相当する部分の画線面積と同一で
構成し、前記第１の潜像模様形成画線及び前記第２の潜像模様形成画線の基本線方向にお
ける所定の長さに相当する部分の画線面積と、前記所定の長さと同一の長さに相当する部
分の中央画線の画線面積の総和が、前記潜像を施さない部分の実線のうち、基本線方向に
おける前記所定の長さと同一の長さに相当する部分の画線面積と同一で構成してなる真偽
判別可能な印刷物である。
【００１４】
また、本発明は、前記潜像模様形成画線、前記第１の潜像模様形成画線及び前記第２の潜
像模様形成画線が、画素と非画素部が一定の間隔で配列された定周期断絶線、潜像を施さ
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ない部分の画線から分岐した分岐画線、ジグザクした形状の画線の少なくとも一つからな
る真偽判別可能な印刷物である。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の印刷物にレンチキュラーレンズ又は万線フィルタを第１の状態で重ねて観察し
た場合に第１の潜像画像が視認され、第２の状態で重ねて観察した場合に第２の潜像画像
が視認されるため、印刷物とレンチキュラーレンズ又は万線フィルタの重ね合せる位置又
は角度を変化させることによって、異なった潜像画像が視認できるため、その印刷物が本
物か否か判別することが可能である。よって、銀行券、パスポート、有価証券、カード、
印紙類、商品タグ、有料道路等の回数券、各種チケット等の貴重品に適用可能である。
【００１６】
また、本発明の印刷物にレンチキュラーレンズ又は万線フィルタを重ねた場合、第１の潜
像画像の視認性においては、第１の潜像画像と第２の潜像画像が互いに重なり合っている
領域と、重なっていない第１の潜像画像の濃度が均一となって視認され、同様に第２の潜
像画像の視認性においては、第１の潜像画像と第２の潜像画像が互いに重なり合っている
領域と、重なっていない第２の潜像画像の濃度が均一となって視認されるため、潜像画像
の視認性が良く真偽判別特性に優れる。
【００１７】
更に、複写機で複写した複製物は潜像画像部は第１の潜像模様形成画線又は第２の潜像模
様形成画線が複写防止画線で形成されるため、再現不可能になり、潜像画像が出現し、複
写防止効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
本発明を実施するための最良の形態を図面を参照して説明する。しかしながら、本発明は
以下に述べる実施するための最良の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲記載
における技術的思想の範囲内であれば、その他のいろいろな実施の形態が含まれる。なお
、下記に記載される基本線は本発明を説明するために記載されたものであり、実際の印刷
物には印刷されるものではない。
【００１９】
本発明の真偽判別可能な印刷物を形成する第１の潜像模様形成画線又は第２の潜像模様形
成画線が、画素と非画素部が一定の間隔で配列された定周期断絶線、潜像を施さない部分
の画線から分岐した分岐画線、ジグザクした形状の画線の少なくとも一つから形成可能で
あるが、発明を実施するための最良の形態では、定周期断絶線について特に詳しく説明す
る。
【００２０】
図１に示すように直線万線画線からなる模様１は、背景画像２、第１の潜像模様３（英文
字Ｐ）及び第２の潜像模様４（英文字Ｂ）に区分けされる。図１では直線の複数の画線に
よって模様１は形成され、模様１は、背景画像２と潜像画像３に区分けされる。図１のＡ
領域の画線拡大図である図２に示すように潜像を施さない部分の背景画像２となる画線５
を実線６で、第１の潜像模様３は、画線５の画線幅Ａの１／２以下の上方画線領域７ａを
、基本線９方向を基準とし、所定の形状の画素１０ａと非画素部１１ａが一定の間隔Ｂで
配列された第１の定周期断絶線８ａで構成している。更に図３に示すように第１の定周期
断絶線８ａの基本線９方向に連続した画素１０ａと非画素部１１ａからなる所定の長さＦ
１（ここでは、定周期断絶線に相当する一周期）に相当する部分の画線面積（Ｃ１、Ｄ１
）の総和が、潜像を施さない部分の実線６のうち、基本線９方向における所定の長さＦ１
と同一の長さＦ２に相当する部分の画線面積（Ｇ）と同一（ほぼ同一も含む）で構成して
いる。また、図面では第１の定周期断絶線８ａの画素１０ａの基本線方向と直角方向の画
素幅は、下方画線領域７ｂの長さＨ／８程度である必要がある。これは、第１の定周期断
絶線８ａの画素１０ａが８個有してあるからである。図面では第１の定周期断絶線８ａの
画素１０ａの基本線方向の画素幅は、画線５の画線幅Ａ／２程度である必要がある。ここ
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で言う、ほぼ同一とは、画線面積（Ｃ１、Ｄ１）の総和が１００％とした場合に、画線面
積（Ｇ）が９５～１１０％程度の範囲を言う。９５％以下又は１１０％以上になると、判
別具を重ねない段階で背景画像２と潜像画像３が区分けして視認される恐れがある。画素
１０ａの横方向及び／又は縦方向の幅は肉眼で認識し難く、複写機で再現されない２５μ
ｍ～６４μｍ程度で設定すれば良い。画線幅Ａは６４μｍより大きく１３０μｍより小さ
い程度で設定すればよい。
【００２１】
図１のＢ領域の画線拡大図である図４に示すように第２の潜像模様４は、画線５の画線幅
Ａの１／２以下の下方画線領域７ｂを、基本線９方向を基準とし、所定の形状の画素１０
ｂと非画素部１１ｂが一定の間隔Ｂで配列された第２の定周期断絶線８ｂで構成している
。更に図５に示すように第２の定周期断絶線８ｂの基本線９方向に連続した画素１０ｂと
非画素部１１ｂからなる所定の長さＦ１（ここでは、定周期断絶線に相当する一周期）に
相当する部分の画線面積（Ｃ２、Ｄ２）の総和が、潜像を施さない部分の実線６のうち、
基本線９方向における所定の長さＦ１と同一の長さＦ２に相当する部分の画線面積（Ｇ）
と同一（ほぼ同一も含む）で構成している。また、図面では第２の定周期断絶線８ｂの画
素１０ｂの基本線方向と直角方向の画素幅は、上方画線領域７ａの長さＨ／８程度である
必要がある。これは、第２の定周期断絶線８ｂの画素１０ｂが８個有してあるからである
。図面では第２の定周期断絶線８ｂの画素１０ｂの基本線方向の画素幅は、画線５の画線
幅Ａ／２程度である必要がある。ここで言う、ほぼ同一とは、画線面積（Ｃ２、Ｄ２）の
総和が１００％とした場合に、画線面積（Ｇ）が９５～１１０％程度の範囲を言う。９５
％以下又は１１０％以上になると、判別具を重ねない段階で背景画像２と潜像画像３が区
分けして視認される恐れがある。画素１０ｂの横方向及び／又は縦方向の幅は肉眼で認識
し難く、複写機で再現され難い２５μｍ～６４μｍ程度で設定すれば良い。画線幅Ａは６
４μｍより大きく１３０μｍより小さい程度で設定すればよい。
【００２２】
次に第１の潜像模様３及び第２の潜像模様４が重なる領域の画線について説明する。図１
のＣ領域の画線拡大図である図６に示すように潜像を施さない部分の背景画像２となる画
線５を実線６で、第１の潜像模様３は、画線５の画線幅Ａの１／２以下の上方画線領域７
ａを、基本線９方向を基準とし、所定の形状の画素１０ａと非画素部１１ａが一定の間隔
Ｂで配列された第１の定周期断絶線８ａで構成し、第２の潜像模様４は、画線５の画線幅
Ａの１／２以下の下方画線領域７ｂを、基本線９方向を基準とし、所定の形状の画素１０
ｂと非画素部１１ｂが一定の間隔Ｂで配列された第２の定周期断絶線８ｂで構成している
。更に図７に示すように第１の定周期断絶線８ａ及び第２の定周期断絶線８ｂの基本線９
方向に連続した画素１０ａ、非画素部１１ａ、画素１０ｂ、非画素部１１ｂからなる所定
の長さＦ１（ここでは、定周期断絶線に相当する一周期）に相当する部分の画線面積（Ｃ
１、Ｃ２）の総和が、潜像を施さない部分の実線６のうち、基本線９方向における所定の
長さＦ１と同一の長さＦ２に相当する部分の画線面積（Ｇ）と同一（ほぼ同一も含む）で
構成している。また、図面では第１の定周期断絶線８ａの画素１０ａの基本線方向と直角
方向の画素幅は、下方画線領域７ｂの長さＨ／８程度である必要がある。これは、第１の
定周期断絶線８ａの画素１０ａが８個有してあるからである。図面では第１の定周期断絶
線８ａの画素１０ａの基本線方向の画素幅は、画線５の画線幅Ａ／２程度である必要があ
る。また、同様に図面では第２の定周期断絶線８ｂの画素１０ｂの基本線方向と直角方向
の画素幅は、上方画線領域７ａの長さＨ／８程度である必要がある。これは、第２の定周
期断絶線８ｂの画素１０ｂが８個有してあるからである。図面では第２の定周期断絶線８
ｂの画素１０ｂの基本線方向の画素幅は、画線５の画線幅Ａ／２程度である必要がある。
ここで言う、ほぼ同一とは、画線面積（Ｃ１、Ｃ２）の総和が１００％とした場合に、画
線面積（Ｇ）が９５～１１０％程度の範囲を言う。９５％以下又は１１０％以上になると
、判別具を重ねない段階で背景画像２と潜像画像３が区分けして視認される恐れがある。
画素１０ａ及び画素１０ｂの横方向及び／又は縦方向の幅は肉眼で認識し難く、複写機で
再現され難い２５μｍ～６４μｍ程度で設定すれば良い。画線幅Ａは６４μｍより大きく
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１３０μｍより小さい程度で設定すればよい。
【００２３】
上記説明では直線万線画線からなる模様１が横方向の画線構成であるため、画線５の画線
幅Ａの１／２以下の上方画線領域７ａに対して、第１の潜像画像を施し、画線５の画線幅
Ａの１／２以下の下方画線領域７ｂに対して、第２の潜像画像を施している。この場合は
、画線５の画線幅Ａの１／２以下の下方画線領域７ｂに対して、第１の潜像画像を施し、
画線５の画線幅Ａの１／２以下の上方画線領域７ａに対して、第２の潜像画像を施しても
よい。更に、直線万線画線からなる模様１が縦方向の画線構成の場合は、画線の画線幅Ａ
の１／２以下の右又は左画線領域の一方に対して、第１の潜像画像を施し、画線の画線幅
Ａの１／２以下の右又は左画線領域の他方に対して、第２の潜像画像を施してもよい。曲
万線画線（同心円万線含む）からなる模様に潜像画像を施す場合は、画線の画線幅Ａの１
／２以下の第１の画線領域の方向は変化（例えば、上から左、下から右、上から左に徐々
に変化、下から右に徐々に変化）する。よって、模様の画線構成によって、選択する領域
の方向は異なり、画線を画線幅Ａの１／２以下の第１の画線領域に対して、第１の潜像画
像を施し、画線幅Ａの１／２以下の第２の画線領域に対して、第２の潜像画像を施せばよ
い。
【００２４】
第１の定周期断絶線８ａの画素１０ａ及び第２の定周期断絶線８ｂの画素１０ｂは、模様
１を形成する画線のピッチの非画線領域（上方非画線領域１４又は下方非画線領域１５）
に突出していなければならない。曲万線画線（同心円万線含む）からなる模様に潜像画像
を施す場合は、画線の画線幅Ａの１／２以下の第１の画線領域の方向は変化（例えば、上
から左、下から右、上から左に徐々に変化、下から右に徐々に変化）する。よって、第１
の潜像模様を施す領域は、直線万線画線及び／又は曲万線画線（同心円万線含む）の画線
幅の１／２以下の第１の画線領域を、基本線方向に対して直角方向の第１の非画線領域に
ずらし、第１の定周期断絶線８ａの画素１０ａで構成し、第２の潜像模様を施す領域は、
直線万線画線及び／又は曲万線画線（同心円万線含む）の画線幅の１／２以下の第２の画
線領域を、基本線方向に対して直角方向に第２の非画線領域にずらし、第２の定周期断絶
線８ｂの画素１０ｂで構成すればよい。例えば、模様１を１００μｍの画線で非画線部が
２００μｍで３００μｍのピッチで形成した場合、第１の定周期断絶線８ａの画素１０ａ
及び第２の定周期断絶線８ｂの画素１０ｂは、非画線部が２００μｍの領域に画素の少な
くとも一部が形成される必要がある。
【００２５】
図８に示すように真偽判別可能な印刷物Ａ１を可視光下で肉眼で観察した場合、模様１は
、直線万線画線からなる模様１は、背景画像２、第１の潜像模様３及び第２の潜像模様４
に区分けされているが肉眼で背景画像２、第１の潜像模様３及び第２の潜像模様４を区分
けして視認することはできない。これは、図３、５及び７に示したように第１の定周期断
絶線８ａの基本線９方向に連続した画素１０ａと非画素部１１ａからなる所定の長さＦ１
（ここでは、定周期断絶線に相当する一周期）に相当する部分の画線面積（Ｃ１、Ｄ１）
の総和が、潜像を施さない部分の実線６のうち、基本線９方向における所定の長さＦ１と
同一の長さＦ２に相当する部分の画線面積（Ｇ）と同一（ほぼ同一も含む）で構成してこ
と。第２の定周期断絶線８ｂの基本線９方向に連続した画素１０ｂと非画素部１１ｂから
なる所定の長さＦ１（ここでは、定周期断絶線に相当する一周期）に相当する部分の画線
面積（Ｃ２、Ｄ２）の総和が、潜像を施さない部分の実線６のうち、基本線９方向におけ
る所定の長さＦ１と同一の長さＦ２に相当する部分の画線面積（Ｇ）と同一（ほぼ同一も
含む）で構成していること。更に加えて、第１の定周期断絶線８ａ及び第２の定周期断絶
線８ｂの基本線９方向に連続した画素１０ａ、非画素部１１ａ、画素１０ｂ、非画素部１
１ｂからなる所定の長さＦ１（ここでは、定周期断絶線に相当する一周期）に相当する部
分の画線面積（Ｃ１、Ｃ２）の総和が、潜像を施さない部分の実線６のうち、基本線９方
向における所定の長さＦ１と同一の長さＦ２に相当する部分の画線面積（Ｇ）と同一（ほ
ぼ同一も含む）で構成していること。これらの条件と第１の定周期断絶線８ａ及び第２の
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定周期断絶線８ｂの画素１０ａ、画素１０ｂの画線幅が２５μｍ～６４μｍ程度の範囲内
で形成されているため肉眼で個々の画素が識別困難であり一本の線で視認されること。こ
れらの理由によって模様１は、背景画像２、第１の潜像模様３及び第２の潜像模様４を区
分けして視認することはできない。よって、模様１のみが視認できる。
【００２６】
図９に示すような蒲鉾状のレンズが万線のように複数配列されているレンチキュラーレン
ズ（Ｌ）を真偽判別可能な印刷物Ａ１に対して重ねて可視光下で肉眼で観察した場合、図
１０に示すように第1の状態で重ね合わせた場合、第１の潜像模様３が視認され、図１１
に示すように第２の状態で重ね合わせた場合、第２の潜像模様４が視認される。真偽判別
可能な印刷物Ａ１を例えばシアン色で印刷した場合の例について示す。この場合、真偽判
別可能な印刷物Ａ１を形成する複数の画線のピッチとレンチキュラーレンズ（Ｌ）のピッ
チが同一（ほぼ同一も含む）であることが好ましい。図１０に示すように第1の状態で重
ね合わせた場合、つまり、基本線９に対してレンチキュラーレンズ（Ｌ）の万線を０°の
角度で重ねた場合に、第１の潜像模様３はシアン色で視認され、背景画像２は濃いシアン
色及び／又は下地の色（例えば、紙又はプラスチックの色）に視認される。これは、背景
画像２を形成する画線５が拡大され画線５が視認されるため、濃いシアン色に視認される
。また、画線５の非画線部１２が拡大され、下地の色が視認される。第１の潜像模様３を
形成する画素１０ａ、非画素部１１ａは拡大されないためシアン色に視認される。よって
背景画像２と第１の潜像模様３の色彩の差によって第１の潜像模様３が視認される。また
、透明フィルムに万線が印刷された補助具を重ねた場合においても潜像画像が視認できる
。
【００２７】
また、図１１に示すように第２の状態で重ね合わせた場合、つまり、基本線９に対してレ
ンチキュラーレンズ（Ｌ）の万線を０°の角度で重ね、第１の状態で重ね合わせた場合よ
り半ピッチＴ分だけずらした場合に、第２の潜像模様４はシアン色で視認され、背景画像
２は濃いシアン色及び／又は下地の色（例えば、紙又はプラスチックの色）に視認される
。これは、背景画像２を形成する画線の画線幅が画線５が拡大され画線５が視認されるた
め、濃いシアン色に視認される。また、画線５の非画線部１２が拡大され、下地の色が視
認される。第２の潜像模様４を形成する画素１０ｂ、非画素部１１ｂは拡大されないため
シアン色に視認される。よって背景画像２と第２の潜像模様４の色彩の差によって第２の
潜像模様４が視認される。
【００２８】
よって図１０及び図１１に示すように真偽判別可能な印刷物Ａ１は二つの潜像画像が埋め
込まれ、更に二つの潜像画像は少なくとも一部が互いに重なり合っている領域があるにも
関わらず、特殊な画線で形成されているため、第１の状態で重ね合わせた場合、第２の状
態で重ね合わせた場合で異なった潜像画像が明瞭に視認できる。ただし、潜像画像のデザ
インは限定されるものではない。
【００２９】
図１２に示すように真偽判別可能な印刷物Ａ１をカラー複写機で複写した場合に、背景画
像５の画線幅Ａが６４μｍより大きく１３０μｍより小さい程度で形成されるため複写機
で再現され、第１の潜像模様３及び第２の潜像模様４を形成する第１の定周期断絶線８ａ
及び第２の定周期断絶線８ｂの画素１０ａ、画素１０ｂは、２５μｍ～６４μｍ程度で形
成されるため、複写機で再現され難い。よって、背景画像５はシアン色（白黒複写機の場
合は黒）で再現され、第１の潜像模様３及び第２の潜像模様４は薄いシアン又は下地の色
（例えば、紙又はプラスチックの色）に視認される。よって背景画像２と、第１の潜像模
様３及び第２の潜像模様４の色彩又は／濃度の差によって第１の潜像模様３及び第２の潜
像模様４の合成画像が視認される。
【００３０】
真偽判別可能な印刷物Ａ１を有色蛍光インキで印刷した場合に図１０、１１及び１２の効
果に加えて図１３に示すような効果が得られる。図１３に示すように紫外線ランプＭによ
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って紫外線を真偽判別可能な印刷物Ａ１に照射した場合に、背景画像５より、第１の潜像
模様３及び第２の潜像模様４の方が発光強度が強く視認される。紫外線は、ハンディータ
イプの紫外線ランプで十分視認可能であり、例えば、松下機器製コードレス蛍光灯：ＢＦ
６４２）が挙げられる。これは、第１の潜像模様３を形成する第１の定周期断絶線８ａの
画素１０ａの発光が、周辺の非画素領域に跨り、画素１０ａの面積が一見大きく視認され
、同様に第２の潜像模様４を形成する第２の定周期断絶線８ｂの画素１０ｂの発光が、周
辺の非画素領域に跨り、画素１０ｂの面積が一見大きく視認されるからである。背景画像
５の画線の発光も周辺の領域に跨るが、その面積は、第１の定周期断絶線８ａ、第２の定
周期断絶線８ｂよりも小さい。よって、背景画像２と、第１の潜像模様３及び第２の潜像
模様４の発光強度の差によって第１の潜像模様３及び第２の潜像模様４の合成画像が視認
される。
【００３１】
図１では直線万線画線によって模様１を形成しているが、図１４に示すように模様１を曲
万線画線で形成することが可能である。この場合、模様１を曲万線画線で形成する場合は
、曲万線画線に対応した曲万線のレンチキュラーレンズで判別する必要があり、模様１を
直線万線画線及び曲万線画線で形成する場合は、直線万線画線及び曲万線画線に対応した
直線万線及び曲万線でのレンチキュラーレンズで判別する必要がある。
【００３２】
第１の潜像模様３を形成する第１の定周期断絶線８ａは図１５に示すような形状で作製可
能であり、図１５（ａ）は第１の定周期断絶線８ａの画素１０ａを斜めに形成したもので
あり、図１５（ｂ）は下方画線領域７ｂが画線５の画線幅Ａの１／２以上の領域を占めて
いるため、第１の定周期断絶線８ａの各画素１０ａは図１５（ａ）の画素１０ａより小さ
い面積になっている。また、第１の定周期断絶線８ａの基本線９方向に連続した画素１０
ａと非画素部１１ａからなる所定の長さＦ１（ここでは、定周期断絶線に相当する一周期
）に相当する部分の画線面積（Ｃ１、Ｄ１）の総和が、潜像を施さない部分の実線６のう
ち、基本線９方向における所定の長さＦ１と同一の長さＦ２に相当する部分の画線面積（
Ｇ）と同一（ほぼ同一も含む）で構成している。
【００３３】
第２の潜像模様４を形成する第１の定周期断絶線８ａは図１６に示すような形状で作製可
能であり、図１６（ａ）は第２の定周期断絶線８ｂの画素１０ｂを斜めに形成したもので
あり、図１６（ｂ）は上方画線領域７ａが画線５の画線幅Ａの１／２以上の領域を占めて
いるため、第２の定周期断絶線８ｂの各画素１０ｂは図１６（ａ）の画素１０ｂより小さ
い面積になっている。また、第２の定周期断絶線８ｂの基本線９方向に連続した画素１０
ｂと非画素部１１ｂからなる所定の長さＦ１（ここでは、定周期断絶線に相当する一周期
）に相当する部分の画線面積（Ｃ２、Ｄ２）の総和が、潜像を施さない部分の実線６のう
ち、基本線９方向における所定の長さＦ１と同一の長さＦ２に相当する部分の画線面積（
Ｇ）と同一（ほぼ同一も含む）で構成している。
【００３４】
第１の潜像模様３及び第２の潜像模様４が重なる領域は図１７に示すような形状で作製可
能であり、図１７（ａ）は第１の定周期断絶線８ａの画素１０ａ及び第２の定周期断絶線
８ｂの画素１０ｂを斜めに形成したものであり、図１７（ｂ）は潜像画像を形成する領域
に中央画線領域７ｃが形成されているため、第１の定周期断絶線８ａの各画素１０ａは図
１７（ａ）の画素１０ａより小さい面積になっており、第２の定周期断絶線８ｂの各画素
１０ｂは図１７（ａ）の画素１０ｂより小さい面積になっている。また、第１の定周期断
絶線８ａ及び第２の定周期断絶線８ｂの基本線９方向に連続した画素１０ａ、非画素部１
１ａ、画素１０ｂ、非画素部１１ｂからなる所定の長さＦ１（ここでは、定周期断絶線に
相当する一周期）に相当する部分の画線面積（Ｃ１、Ｃ２、Ｄ）の総和が、潜像を施さな
い部分の実線６のうち、基本線９方向における所定の長さＦ１と同一の長さＦ２に相当す
る部分の画線面積（Ｇ）と同一（ほぼ同一も含む）で構成している。本発明の定周期断絶
線はこれらの形状に限定されることない。また、これらの定周期断絶線の画素の形状につ
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いては特に限定されるものではない。
【００３５】
上記説明では、本発明の真偽判別可能な印刷物を形成する第１の潜像模様形成画線又は第
２の潜像模様形成画線が、画素と非画素部が一定の間隔で配列された定周期断絶線で説明
しているが、図１８（ａ、ｂ）に示すような第１の潜像模様形成画線は、潜像を施さない
部分の画線から分岐した分岐画線であり、図１８（ａ）は、画線幅Ａ’と画線幅Ａ”が同
一幅であり、画線幅Ａ’と画線幅”の画線幅の合計が、潜像を施さない部分の画線Ａと同
一（ほぼ同一も含む）となっている。図１８（ｂ）は、画線幅Ａ’と画線幅Ａ”が異なっ
た幅であり、画線幅Ａ’と画線幅Ａ”の画線幅の合計が、潜像を施さない部分の画線Ａと
同一（ほぼ同一も含む）となっている。また、Ｆ１に相当するＣ１及びＤ１の面積とＦ２
に相当するＧの面積が同一（ほぼ同一も含む）でなければならない。図１９（ａ、ｂ）に
示すような第２の潜像模様形成画線は、潜像を施さない部分の画線から分岐した分岐画線
であり、図１９（ａ）は、画線幅Ａ’と画線幅Ａ”が同一幅であり、画線幅Ａ’と画線幅
”の画線幅の合計が、潜像を施さない部分の画線Ａと同一（ほぼ同一も含む）となってい
る。図１９（ｂ）は、画線幅Ａ’と画線幅Ａ”が異なった幅であり、画線幅Ａ’と画線幅
Ａ”の画線幅Ａの合計が、潜像を施さない部分の画線Ａと同一（ほぼ同一も含む）となっ
ている。また、Ｆ１に相当するＣ２及びＤ２の面積とＦ２に相当するＧの面積が同一（ほ
ぼ同一も含む）でなければならない。
【００３６】
図２０（ａ、ｂ）に示すような第１の潜像模様３及び第２の潜像模様４が重なる領域は、
図２０（ａ）は、画線幅Ａ’と画線幅Ａ”が同一幅であり、画線幅Ａ’と画線幅”の画線
幅の合計が、潜像を施さない部分の画線Ａと同一（ほぼ同一も含む）となっている。また
、Ｆ１に相当するＣ１及びC２の面積とＦ２に相当するＧの面積が同一（ほぼ同一も含む
）でなければならない。図２０（ｂ）は、画線幅Ａ’、画線幅Ａ”、画線幅が異なってお
り、画線幅Ａ’、画線幅Ａ”の中央画線の画線幅Ｉの合計が、潜像を施さない部分の画線
Ａと同一（ほぼ同一も含む）となっている。また、Ｆ１に相当するＣ１、C２、Ｄの面積
とＦ２に相当するＧの面積が同一（ほぼ同一も含む）でなければならない。
【００３７】
図２１（ａ、ｂ）に示すような第１の潜像模様形成画線は、潜像を施さない部分の画線か
ら分岐したジグザクした形状の画線から形成可能である。これは、Ｆ１に相当するＣ１及
びＤ１の面積とＦ２に相当するＧの面積が同一（ほぼ同一も含む）でなければならない。
図２２（ａ、ｂ）に示すような第２の潜像模様形成画線は、潜像を施さない部分の画線か
ら分岐したジグザクした形状の画線から形成可能である。これは、Ｆ１に相当するＣ２及
びＤ２の面積とＦ２に相当するＧの面積が同一（ほぼ同一も含む）でなければならない。
図２３（ａ、ｂ）に示すような第１の潜像模様３及び第２の潜像模様４が重なる領域は、
潜像を施さない部分の画線から分岐したジグザクした形状の画線から形成可能である。こ
れは、Ｆ１に相当するＣ１及びＣ２の面積とＦ２に相当するＧの面積が同一（ほぼ同一も
含む）でなければならない。図２４（ａ、ｂ）に示すような第１の潜像模様３及び第２の
潜像模様４が重なる領域は、潜像を施さない部分の画線から分岐したジグザクした形状の
画線から形成可能である。また、Ｆ１に相当するＣ１、C２、Ｄの面積とＦ２に相当する
Ｇの面積が同一（ほぼ同一も含む）でなければならない。なお、上記に示したＦ１とＦ２
の長さは同一である。これらの分岐画線やジグザグ画線においても非画線領域（上方非画
線領域１４又は下方非画線領域１５）に突出していなければならない。
【００３８】
よって、本発明は、基材上に直線万線画線及び／又は曲万線画線（同心円万線含む）から
模様を形成し、前記模様は、潜像模様を施さない領域、第１の潜像模様を施す領域及び第
２の潜像模様を施す領域に区分けされ、前記潜像を施さない領域の前記直線万線画線及び
／又は前記曲万線画線を実線で、前記第１の潜像模様を施す領域は、前記直線万線画線及
び／又は前記曲万線画線の画線幅の１／２以下の第１の画線領域を、基本線方向に対して
直角方向の第１の非画線領域にずらし、第１の潜像模様形成画線（画素と非画素部が一定
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の間隔で配列された定周期断絶線、潜像を施さない部分の画線から分岐した分岐画線、ジ
グザクした形状の画線等の少なくとも一つ）で構成し、前記第２の潜像模様を施す領域は
、前記直線万線画線及び／又は前記曲万線画線の画線幅の１／２以下の第２の画線領域を
、基本線方向に対して直角方向に第２の非画線領域にずらし、第２の潜像模様形成画線（
画素と非画素部が一定の間隔で配列された定周期断絶線、潜像を施さない部分の画線から
分岐した分岐画線、ジグザクした形状の画線等の少なくとも一つ）で構成し、前記第１の
潜像模様と前記第２の潜像模様が重なった領域は、前記直線万線画線及び／又は前記曲万
線画線の画線幅の第１の画線領域を、基本線方向に対して直角方向の第１の非画線領域に
ずらし、第１の潜像模様形成画線で構成し、更に、前記直線万線画線及び／又は前記曲万
線画線の画線幅の第２の画線領域を、基本線方向に対して直角方向の第２の非画線領域に
ずらし、第２の潜像模様形成画線で構成し、前記第１の潜像模様形成画線の基本線方向に
おける所定の長さに相当する部分の画線面積と、前記所定の長さと同一の長さに相当する
部分の第２の画線領域の画線面積の総和が、前記潜像を施さない部分の実線のうち、基本
線方向における前記所定の長さと同一の長さに相当する部分の画線面積と同一（ほぼ同一
も含む）で構成し、前記第２の潜像模様形成画線の基本線方向における所定の長さに相当
する部分の画線面積と、前記所定の長さと同一の長さに相当する部分の第１の画線領域の
画線面積の総和が、前記潜像を施さない部分の実線のうち、基本線方向における前記所定
の長さと同一の長さに相当する部分の画線面積と同一（ほぼ同一も含む）で構成し、前記
第１の潜像模様形成画線及び前記第２の潜像模様形成画線の基本線方向における所定の長
さに相当する部分の画線面積の総和が、前記潜像を施さない部分の実線のうち、基本線方
向における前記所定の長さと同一の長さに相当する部分の画線面積と同一（ほぼ同一も含
む）で構成してなる真偽判別可能な印刷物である。
【００３９】
また、本発明は、基材上に直線万線画線及び／又は曲万線画線（同心円万線含む）から模
様を形成し、前記模様は、潜像模様を施さない領域、第１の潜像模様を施す領域及び第２
の潜像模様を施す領域に区分けされ、前記潜像を施さない領域の前記直線万線画線及び／
又は前記曲万線画線を実線で、前記第１の潜像模様を施す領域は、前記直線万線画線及び
／又は前記曲万線画線の画線幅の第１の画線領域を、基本線方向に対して直角方向の第１
の非画線領域にずらし、第１の潜像模様形成画線（画素と非画素部が一定の間隔で配列さ
れた定周期断絶線、潜像を施さない部分の画線から分岐した分岐画線、ジグザクした形状
の画線等の少なくとも一つ）で構成し、前記第２の潜像模様を施す領域は、前記直線万線
画線及び／又は前記曲万線画線の画線幅の第２の画線領域を、基本線方向に対して直角方
向の第２の非画線領域にずらし、第２の潜像模様形成画線（画素と非画素部が一定の間隔
で配列された定周期断絶線、潜像を施さない部分の画線から分岐した分岐画線、ジグザク
した形状の画線等の少なくとも一つ）で構成し、前記第１の潜像模様と前記第２の潜像模
様が重なった領域は、前記直線万線画線及び／又は前記曲万線画線の画線幅の１／２以下
の第１の画線領域を、基本線方向に対して直角方向の第１の非画線領域にずらし、第１の
潜像模様形成画線で構成し、前記直線万線画線及び／又は前記曲万線画線の画線幅の１／
２以下の第２の画線領域を、基本線方向に対して直角方向の第２の非画線領域にずらし、
第２の潜像模様形成画線で構成し、さらに第１の潜像模様形成と第２の潜像模様形成画線
の間に中央画線を構成し、前記第１の潜像模様形成画線の基本線方向における所定の長さ
に相当する部分の画線面積と、前記所定の長さと同一の長さに相当する部分の第２の画線
領域の画線面積の総和が、前記潜像を施さない部分の実線のうち、基本線方向における前
記所定の長さと同一の長さに相当する部分の画線面積と同一（ほぼ同一も含む）で構成し
、前記第２の潜像模様形成画線の基本線方向における所定の長さに相当する部分の画線面
積と、前記所定の長さと同一の長さに相当する部分の第１の画線領域の画線面積の総和が
、前記潜像を施さない部分の実線のうち、基本線方向における前記所定の長さと同一の長
さに相当する部分の画線面積と同一（ほぼ同一も含む）で構成し、前記第１の潜像模様形
成画線及び前記第２の潜像模様形成画線の基本線方向における所定の長さに相当する部分
の画線面積と、前記所定の長さと同一の長さに相当する部分の中央画線の画線面積の総和
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が、前記潜像を施さない部分の実線のうち、基本線方向における前記所定の長さと同一の
長さに相当する部分の画線面積と同一（ほぼ同一も含む）で構成してなる真偽判別可能な
印刷物である。
【００４０】
例えば、本発明の真偽判別可能な印刷物の模様をピッチ２００μｍで作製した場合に、真
偽判別可能な印刷物を判別するレンチキュラーレンズは２００μｍ程度が好ましい。また
、レンチキュラーレンズは画線形状と同様な形状であることが好ましい。
【００４１】
　本発明の真偽判別可能な印刷物を印刷する基材は、紙、プラスチック、フィルム、金属
板等、特に限定されるものではない。
【００４２】
　本発明の真偽判別可能な印刷物を印刷する印刷方式は、オフセット印刷方式、グラビア
印刷方式、スクリーン印刷方式、フレキソ印刷方式、インクジェットプリンタ、レーザプ
リンタ等、特に限定されるものではない。
【００４３】
模様１、第１の潜像模様３及び第２の潜像模様４は、文字、数字、記号及び絵柄の少なく
とも一つで構成することできるため、デザインは、特に限定されるものではない。
【実施例】
【００４４】
以下、実施例を用いて本発明を更に詳細に説明するが、本発明の内容は、これらの実施例
の範囲に限定されるものではない。
【００４５】
（実施例１）
ＣＧ（コンピュータグラフィック）ソフトで、印刷時の画線の膨張値（または収縮値）を
加味して、製版時における画線設計を行うため、予め膨張値（または収縮値）をテスト画
線で調査した。テスト画線として、製版用フィルム原版上の画線幅を１００μｍとし、用
紙に市販の上質紙を用い、インキも市販のオフセットインキ（ピンク）でオフセット印刷
を行った後、印刷物の画線幅を測定した結果、１０６μｍと計測されたので、画線幅方向
の画線の膨張値は全体で６μｍであり、印刷をした際の画線周囲に生じる膨張値（または
収縮値）ｇは３μｍであることがわかった。
【００４６】
テスト画線により得られた画線周囲に生じる膨張値３μｍの値を用いて、本発明の画線構
成により、潜像を施さない部分の実線の基本線に対して直角方向の印刷画線幅が１０６μ
ｍとなる１本又は複数の画線からなる模様1の真偽判別可能な印刷物を得るための刷版を
作製した。まず市販のＣＧＳを用い、図２５に示すような１本又は複数の画線からなる模
様を構成する基本をなすスプライン曲線からなる基本線９は緩やかな波状の線であり、こ
のスプライン曲線からなる基本線９を二次元座標上に設定し、３００μｍの間隔で平行に
送り、第１の潜像模様３と第２の潜像模様４を、スプライン曲線からなる基本線９上に配
置した。背景画像２となる画線５を実線６と第１の潜像模様３の境界は、第１の潜像模様
３でスプライン曲線からなる基本線９を切断し、第１の潜像模様３で囲まれた画線を集め
、スプライン曲線からなる基本線９の中心線を基準に上に等距離８０μｍに画線を設ける
。同様に、第２の潜像模様４でスプライン曲線からなる基本線９を切断し、第２の潜像模
様４で囲まれた画線を集め、スプライン曲線からなる基本線９の中心線を基準に下に等距
離８０μｍに画線を設ける。これらスプライン曲線を用いて画線幅ならびに定周期断絶線
の数値を代入する。中心線を基準に等距離に上下に８０μｍの距離に画線を設けた理由に
ついては、スプライン曲線からなる基本線９を３００μｍに設定したので、定周期断絶線
の画線同士が重ならない程度の間隔とするので、スプライン曲線からなる基本線９の間隔
によって値も変わってくる。
【００４７】
まず実施例で作成しようとしている模様1の真偽判別可能な印刷物では、背景画像２とな
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る画線５を実線６の基本線９に対して直角方向の印刷画線幅を１０６μｍとし、画線設計
上の画線幅Ａを、前述のテスト画線で把握した画線幅方向の画線の膨張値（３＋３）μｍ
を差し引いた１００μｍと設定した。
【００４８】
次に、第１の潜像模様３及び第２の潜像画像４の画線の設定、即ち、図２６における第１
の潜像模様３を形成する第１の定周期断絶線８ａの画素１０ａの基本線９に対して直角方
向の画素幅ａ１と、第１の潜像模様３を形成する第１の定周期断絶線８ａの画素１０ａの
基本線９に対して基本線方向の長さａ２と、図２７における第２の潜像模様４を形成する
第２の定周期断絶線８ｂの画素１０ｂの基本線９に対して直角方向の画素幅ｂ１と、第２
の潜像模様４を形成する第２の定周期断絶線８ｂの画素１０ｂの基本線９に対して基本線
方向の長さｂ２を設定することが必要である。また、１の潜像模様３及び第２の潜像模様
４が重なる領域の画線について図２８に示す。
【００４９】
まず、印刷物上における第１の潜像模様３を形成する第１の定周期断絶線８ａの画素１０
ａの基本線方向に対して直角方向の長さａ１＋２ｇ、第１の定周期断絶線の画素１０ａの
基本線方向の長さａ２＋２ｇ、非画素部１１ａの基本線方向の長さについては、潜像が肉
眼で視認されず、且つ、複写機で解像されないことが必要であるから、一般的な複写機の
出力解像度を４００ｄｐｉとすると１画素は６４μｍであるから、解像されにくい長さの
目安として６４μｍ以下程度が適している。本実施例では第１の潜像模様３の画素１０ａ
は、基本線９を基準に上部にJを中心として下方画線領域７ｂの画線と重なり合いを防ぐ
ために基本線９から８０μｍ離し、ａ１＋２ｇを４６μｍ、ａ２＋２ｇを４６μｍとし、
非画素部１１ａの基本線方向の長さをｃは３０μｍとした。従って、テスト画線で把握し
た基本線方向の画線の膨張値（３＋３）μｍを差し引くことにより、ａ１は４０μｍ、ａ
２は４０μｍとなる。Ｂの長さは非画素３０μｍから膨張値（３＋３）μｍを引いた値に
画線部の長さ４６をたしたものであり、即ち、（３０－６）＋４６＝７０となる。次に下
方画線領域７ｂの画線幅ｄ＋２ｇは７６μｍとし、テスト画線で把握した基本線方向の画
線の膨張値（３＋３）μｍを差し引くことにより、ｄは７０μｍとした。
【００５０】
実施の形態に記載したように、第１の定周期断絶線８ａの基本線９方向に連続した画素１
０ａと非画素部１１ａからなる所定の長さＦ１（ここでは、定周期断絶線に相当する一周
期）に相当する部分の画線面積（Ｃ１、Ｄ１）の総和と、潜像を施さない部分の実線６の
うち、基本線９方向における所定の長さＦ１と同一の長さＦ２に相当する部分の画線面積
（Ｇ）が９５～１１０％程度の範囲内である必要があるため、下記の式１を満足する必要
がある。
【００５１】
【数１】

【００５２】
　よって、上記値を式１に代入して計算すると、０．９５×７０（１００＋６）≦｛（４
０＋６）×（４０＋６）＋（７０＋６）７０｝≦１．１×７０（１００＋６）＝７０４９
≦７４３６≦８１６２となり、式１の範囲内であった。
【００５３】
次に、印刷物上における第２の潜像模様４を形成する第２の定周期断絶線８ｂの画素１０
ｂの基本線方向に対して直角方向の長さｂ１＋２ｇ、定周期断絶線の画素１０ｂの基本線
方向の長さｂ２＋２ｇ、非画素部１１ｂの基本線方向の長さについては、潜像が肉眼で視
認されず、かつ、複写機で解像されないことが必要であるから、一般的な複写機の出力解
像度を４００ｄｐｉとすると１画素は６４μｍであるから、解像されにくい長さの目安と
して６４μｍ以下程度が適している。本実施例では第２の潜像模様４の画素１０ｂは、基
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本線９を基準に上部にJを中心として上方画線領域７ａの画線と重なり合いを防ぐために
基本線９から８０μｍ離し、ｂ１＋２ｇを４６μｍ、ｂ２＋２ｇを４６μｍとし、非画素
部１１ｂの基本線方向の長さをｃは３０μｍとした。従って、テスト画線で把握した基本
線方向の画線の膨張値（３＋３）μｍを差し引くことにより、ｂ１は４０μｍ、ｂ２は４
０μｍとなる。Ｂの長さは非画素３０μｍから膨張値（３＋３）μｍを引いた値に画線部
の長さ４６をたしたものであり、即ち、（３０－６）＋４６＝７０となる。次に上方画線
領域７ａの画線幅ｄ＋２ｇは７６μｍとし、テスト画線で把握した基本線方向の画線の膨
張値（３＋３）μｍを差し引くことにより、ｄは７０μｍとした。
【００５４】
実施の形態に記載したように、第２の定周期断絶線８ｂの基本線９方向に連続した画素１
０ｂと非画素部１１ｂからなる所定の長さＦ１（ここでは、定周期断絶線に相当する一周
期）に相当する部分の画線面積（Ｃ２、Ｄ２）の総和と、潜像を施さない部分の実線６の
うち、基本線９方向における所定の長さＦ１と同一の長さＦ２に相当する部分の画線面積
（Ｇ）が９５～１１０％程度の範囲内である必要があるため、下記の式２を満足する必要
がある。
【００５５】
【数２】

【００５６】
よって、上記値を式２に代入して計算すると、０．９５×７０（１００＋６）≦｛（４０
＋６）×（４０＋６）＋（７０＋６）７０｝≦１．１×７０（１００＋６）＝７０４９≦
７４３６≦８１６２となり、式２の範囲内であった。
【００５７】
次に、１の潜像模様３及び第２の潜像模様４が重なる領域の画線について説明する。図２
８に示す。第１の潜像模様３を形成する第１の定周期断絶線８ａの画素１０ａの基本線方
向に対して直角方向の長さａ１＋２ｇ、定周期断絶線の画素１０ａの基本線方向の長さａ
２＋２ｇ、非画素部１１ａの基本線方向の長さについては、上記に示したとおり、ａ１＋
２ｇを４６μｍ、ａ２＋２ｇを４６μｍとし、非画素部１１ａの基本線方向の長さをｃは
３０μｍとした。同様に、第２の潜像模様４を形成する第２の定周期断絶線８ｂの画素１
０ｂの基本線方向に対して直角方向の長さｂ１＋２ｇ、定周期断絶線の画素１０ｂの基本
線方向の長さｂ２＋２ｇ、非画素部１１ｂの基本線方向の長さについては、上記に示した
とおり、ｂ１＋２ｇを４６μｍ、ｂ２＋２ｇを４６μｍとし、非画素部１１ｂの基本線方
向の長さをｃは３０μｍとした。次に中央画線領域７ｃの画線幅ｄ＋２ｇは４６μｍとし
、テスト画線で把握した基本線方向の画線の膨張値（３＋３）μｍを差し引くことにより
、ｄは４０μｍとした。
【００５８】
実施の形態に記載したように、第１の定周期断絶線８ａ及び第２の定周期断絶線８ｂの基
本線９方向に連続した画素１０ａ、非画素部１１ａ、画素１０ｂ、非画素部１１ｂからな
る所定の長さＦ１（ここでは、定周期断絶線に相当する一周期）に相当する部分の画線面
積（Ｃ１、Ｃ２、Ｄ）の総和と、潜像を施さない部分の実線６のうち、基本線９方向にお
ける所定の長さＦ１と同一の長さＦ２に相当する部分の画線面積（Ｇ）が９５～１１０％
程度の範囲内である必要があるため、下記の式３を満足する必要がある。
【００５９】

【数３】

【００６０】
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よって、上記値を式３に代入して計算すると、０．９５×７０（１００＋６）≦｛（４０
＋６）×（４０＋６）＋（４０＋６）×（４０＋６）＋（４０＋６）７０｝≦１．１×７
０（１００＋６）＝７０４９≦７４５２≦８１６２
となり、式３の範囲内であった。
【００６１】
なお、本実施例で用いた数値は、これに限定されるものでなく必要に応じて変更が可能で
ある。
【００６２】
ＣＧＳで設計された模様1は市販のレーザープロッターを用いて製版用フィルム原版を作
成し、次に、市販のポジタイプＰＳ版で刷版を作製し、得られた刷版を用い、市販の上質
紙上に、市販のオフセットインキ（ピンク）で、印刷機器の調整は一般の平版オフセット
印刷に等しく、特別に調整することなくオフセット印刷を行い、図２９に示す真偽判別可
能な印刷物を得た。
【００６３】
図２９に示すように真偽判別可能な印刷物を可視光下で肉眼で観察した場合、模様１は、
背景画像２、第１の潜像模様３及び第２の潜像模様４を区分けして視認することはできな
かった。図３０に示すようにピッチ３００μｍの蒲鉾状レンチキュラーレンズ（Ｌ）を真
偽判別可能な印刷物に対して第1の状態（基本線方向とレンチキュラーレンズの万線方向
が同一の状態）で重ねて可視光下で肉眼で観察した場合、第１の潜像模様３が視認され、
図３１に示すように第１の状態で重ね合わせた場合より１００μｍ程度ずらした第２の状
態（基本線方向とレンチキュラーレンズの万線方向が同一の状態）で重ねて可視光下で肉
眼で観察した場合、第２の潜像模様４が視認された。
【００６４】
図３２に示すように真偽判別可能な印刷物をカラー複写機（例えば、キャノンＣＬＣ９０
０型、リコーＰＡＴＥＲ７５０型、ミノルタＣＦ９００）によって複製した場合に、背景
画像５の画線は複写機で再現され、第１の潜像模様３及び第２の潜像模様４を形成する第
１の定周期断絶線８ａ及び第２の定周期断絶線８ｂの画素１０ａ、画素１０ｂは、複写機
で再現されなかった。よって背景画像２と、第１の潜像模様３及び第２の潜像模様４の色
彩の差によって第１の潜像模様３及び第２の潜像模様４の合成画像が視認された。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】直線万線画線からなる模様１は、背景画像２、第１の潜像模様３（英文字Ｐ）及
び第２の潜像模様４（英文字Ｂ）に区分けされる説明図である。
【図２】図１のＡ領域の画線拡大図である。
【図３】第１の定周期断絶線８ａの説明図である。
【図４】図１のB領域の画線拡大図である。
【図５】第２の定周期断絶線８ｂの説明図である。
【図６】図１のC領域の画線拡大図である。
【図７】１の潜像模様３及び第２の潜像模様４が重なる領域の画線についての説明図であ
る。
【図８】真偽判別可能な印刷物Ａ１を可視光下で肉眼で観察した場合の図である。
【図９】蒲鉾状のレンズが万線のように複数形成されているレンチキュラーレンズ（Ｌ）
を示す図である。
【図１０】第１の状態で蒲鉾状のレンズが万線のように複数形成されているレンチキュラ
ーレンズ（Ｌ）を真偽判別可能な印刷物Ａ１に対して重ねて可視光下で肉眼で観察した場
合の図である。
【図１１】第２の状態で蒲鉾状のレンズが万線のように複数形成されているレンチキュラ
ーレンズ（Ｌ）を真偽判別可能な印刷物Ａ１に対して重ねて可視光下で肉眼で観察した場
合の図である。
【図１２】真偽判別可能な印刷物Ａ１をカラー複写機で複写した場合の図である。



(17) JP 4595068 B2 2010.12.8

10

20

30

40

50

【図１３】真偽判別可能な印刷物Ａ１を有色蛍光インキで印刷した場合において、紫外線
ランプＭによって紫外線を真偽判別可能な印刷物Ａ１に照射した場合の図である。
【図１４】模様１を曲万線画線１３で形成した場合の図である。
【図１５】第１の潜像模様３を形成する第１の定周期断絶線８ａの別の形態を示す図であ
る。
【図１６】第２の潜像模様４を形成する第２の定周期断絶線８ｂの別の形態を示す図であ
る。
【図１７】１の潜像模様３及び第２の潜像模様４が重なる領域の画線の別の形態を示す図
である。
【図１８】第１の潜像模様３を形成する画線の別の形態を示す図である。
【図１９】第２の潜像模様４を形成する画線の別の形態を示す図である。
【図２０】１の潜像模様３及び第２の潜像模様４が重なる領域の画線の別の形態を示す図
である。
【図２１】第１の潜像模様３を形成する画線の別の形態を示す図である。
【図２２】第２の潜像模様４を形成する画線の別の形態を示す図である。
【図２３】１の潜像模様３及び第２の潜像模様４が重なる領域の画線の別の形態を示す図
である。
【図２４】１の潜像模様３及び第２の潜像模様４が重なる領域の画線の別の形態を示す図
である。
【図２５】真偽判別可能な印刷物を作製する上でのスプライン曲線を示す図である。
【図２６】第１の定周期断絶線８ａの説明図である。
【図２７】第２の定周期断絶線８ａの説明図である。
【図２８】１の潜像模様３及び第２の潜像模様４が重なる領域の画線についての説明図で
ある。
【図２９】真偽判別可能な印刷物を可視光下で肉眼で観察した場合の図である。
【図３０】第１の状態で蒲鉾状のレンズが万線のように複数形成されているレンチキュラ
ーレンズ（Ｌ）を真偽判別可能な印刷物に対して重ねて可視光下で肉眼で観察した場合の
図である。
【図３１】第２の状態で蒲鉾状のレンズが万線のように複数形成されているレンチキュラ
ーレンズ（Ｌ）を真偽判別可能な印刷物に対して重ねて可視光下で肉眼で観察した場合の
図である。
【図３２】真偽判別可能な印刷物をカラー複写機で複写した場合の図である。
【符号の説明】
【００６６】
　　１　　　　　直線万線画線からなる模様
　　２　　　　　背景画像
　　３　　　　　第１の潜像模様
　　４　　　　　第２の潜像模様
　　５　　　　　画線
　　６　　　　　実線６
　　７ａ　　　　　上方画線領域
　　７ｂ　　　　　下方画線領域
　　７ｃ　　　　　中央画線領域
　　８ａ　　　　　第１の定周期断絶線
　　８ｂ　　　　　第２の定周期断絶線
　　９　　　　　基本線
　　１０ａ、１０ｂ　　　　　所定の形状の画素
　　１１ａ、１１ｂ　　　　　非画素部
　　１２　　　　　画線５の非画線部
　　１３　　　　　曲万線画線
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　　１４　　　　　上方非画線領域
　　１５　　　　　下方非画線領域
　　Ａ　　　　　画線幅
　　Ａ’　　　　　画線幅
　　Ａ”　　　　　画線幅
　　Ａ１　　　　　真偽判別可能な印刷物
　　Ｂ　　　　　一定の間隔
　　Ｃ１、Ｃ２、Ｄ１、Ｄ２、Ｇ　　　　　画線面積
　　Ｆ１　　　　　定周期断絶線の一周期の長さ
　　Ｆ２　　　　　Ｆ１と同一の長さＦ２
　　Ｈ　　　　　基本線９から離れた距離
　　Ｉ　　　　　画線幅
　　Ｍ　　　　　紫外線ランプ
　　Ｔ　　　　　ずれ
　　ａ１　　　　　第１の定周期断絶線８ａの画素１０ａの基本線９に対して直角方向の
画素幅
　　ａ２　　　　　第１の定周期断絶線８ａの画素１０ａの基本線９に対して基本線方向
の長さ
　　ｂ１　　　　　第２の定周期断絶線８ｂの画素１０ｂの基本線９に対して直角方向の
画素幅
　　ｂ２　　　　　第２の定周期断絶線８ｂの画素１０ｂの基本線９に対して基本線方向
の長さ
　　ｃ　　　　　非画素部の基本線方向の長さ
　　ｄ　　　　　画線幅
　　ｇ　　　　　膨張値
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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