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(57)【要約】
【課題】　本発明は、特別な判別具を必要とせず、種別
は同じで、同一の資産価値又は異なる資産価値を有する
貴重印刷物同士を重ね合わせた際に、有意味な情報を出
現させることで真偽判別することが可能な模様形成体対
に関する。
【解決手段】　種別が同一で、かつ、資産価値が同じ又
は異なる少なくとも二つの真偽判別可能な模様形成体対
であって、少なくとも二つの真偽判別可能な模様形成体
対には、各々の基材上の少なくとも一部に凹形状から成
る模様形成要素が形成され、模様形成要素は、基材より
も透過率が高く、かつ、少なくとも二つの模様形成体に
形成されている模様形成要素同士が、形状、大きさ、配
置の向き及び配置位置の少なくとも一つが対応して形成
された真偽判別可能な模様形成体対。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　種別が同一で、かつ、資産価値が同じ又は異なる少なくとも二つの真偽判別可能な模様
形成体対であって、
　前記模様形成体対は、各々の基材上の少なくとも一部に凹形状から成る模様形成要素が
形成された模様形成体で構成され、
　前記模様形成体対に各々形成される前記模様形成要素は、前記基材よりも透過率が高く
、かつ、前記模様形成要素同士において、形状、大きさ、配置の向き及び配置位置のうち
少なくとも一つが対応して形成され、
　少なくとも二つの前記模様形成体を、基準位置で重ね合わせ、前記模様形成要素を透過
により視認すると、所望する合成模様が形成されて確認できることを特徴とする真偽判別
可能な模様形成体対。
【請求項２】
　前記少なくとも二つの模様形成体に形成された模様形成要素は、各模様形成要素同士の
透過率が同じ又は少なくとも一つが異なることを特徴とする請求項１記載の真偽判別可能
な模様形成体対。
【請求項３】
　前記模様形成要素は、一つの前記模様形成要素内において、透過率が連続的又は段階的
に変化して形成されていることを特徴とする請求項１又は２記載の真偽判別可能な模様形
成体対。
【請求項４】
　前記模様形成要素は、すき入れ又はレーザ加工により形成されていることを特徴とする
請求項１乃至３のいずれか１記載の真偽判別可能な模様形成体対。
【請求項５】
　前記基準位置は、印刷、すき入れ又はレーザ加工により形成された基準要素から成るこ
とを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項記載の真偽判別可能な模様形成体対。
【請求項６】
　前記模様形成要素は、前記基材上に形成されている他の印刷模様又は貼付部材の周囲又
は内部に形成されていることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項記載の真偽判別
可能な模様形成体対。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、銀行券、商品券等の資産価値を有し、種別は同じで、異なる価値を有する（
例えば、銀行券における千円、五千円、一万円など。）貴重印刷物に関するものであり、
偽造、変造、改ざん等を防止すると共に、簡易的に真偽判別が行えることを目的とするも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から資産価値を有する銀行券、商品券等の貴重印刷物には、その印刷物の持つ価値
を有益に保持するため、様々なセキュリティ技術が用いられてきている。セキュリティ技
術として一般に使われているのは、ホログラム、マイクロ文字が印刷されたスレッド、透
かし模様等を盛り込んだ用紙、光学的に変化するインキ（ＯＶＩ）等の機能性インキ、オ
フセット印刷、スクリーン印刷、凹版印刷等の印刷技術、特異な画線配置等が挙げられ、
これらを効果的に組み合わせて、偽造、変造、改ざん等の抑止効果の向上を図っている。
【０００３】
　これらの偽造防止技術の中でも、印刷技術及び各種基材への加工技術を利用して、一つ
の領域では、その領域に付与された模様や情報のみが認識されるが、判別具を用いること
で新たなる情報が認識できるという技術が広く開示されている。例えば、ルーペ等の拡大
鏡を用いることにより初めて視認可能となる微小文字、一見すると１色の模様が、カラー
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フィルタを通すと２色から成る模様として確認できるメタメリックペア印刷、さらには、
紫外線や赤外線の特定光源を照射することで、発光色が異なったり、異なる模様が確認で
きたりする特殊材料を用いた印刷物がある。しかし、これらの判別具を用いて行う真偽判
別に対しては、簡易な判別具で真偽判別が行えるという利点がある一方、判別具を持ち合
わせていない状況下では、真偽判別が行えないという問題があった。
【０００４】
　そこで、基材上に、位置を離して配置してある複数の暗号化情報形成部が形成され、異
なる暗号化情報形成部には、所望の暗号の一部分ずつが形成されており、さらに、それら
の暗号化情報形成部の間に、基材を分離可能な分離部が形成されており、基材を分離部で
分離した後、見当を合せて暗号化情報形成部を重ね合わせると、所望の情報が復号される
情報記録媒体が開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　また、一方の印刷物には第１の情報が印刷された凹部が形成され、他方の印刷物には、
その凹部にはめ込みが可能な形状を具備し、かつ、第２の情報が印刷されたタグを有し、
一方の印刷物の凹部にタグをはめ込むことで、第１の情報と第２の情報が重なってコード
情報を表現する印刷物対が開示されている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－６７５５８号公報
【特許文献２】特許第４２０４２７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１については、所望の情報を分割して異なる領域に形成し、お
互いの暗号化情報形成部を重ね合わせることで、所望の情報の各部分が合体し、初めて所
望の情報として視認できるものであり、基材を分離することを要することで不正に復号し
た形跡を残すためには有用ではあるが、分離する前の段階での情報の確認が行えず、分離
前の段階における真偽判別が困難であるという問題があった。
【０００８】
　また、特許文献２については、二つの情報を重ねて一つの有意味情報（特許文献２にお
いては、コード情報）を形成する際、確実に有意味情報が形成可能なように、凹部の形状
にはめ込み可能な形状を具備したタグを用いるものであり、二つの異なる領域（基材）を
合わせて情報を出現させる技術ではあるものの、あくまでも所望の情報を形成するための
印刷物であり、デザイン面を踏まえて付与された偽造防止技術ではなかった。また、必ず
一方の情報が形成される基材には、透明性のフィルムを用いる必要があり、二つの情報を
異なる材質の基材に形成するという、コスト面及び製造工程においての課題があった。
【０００９】
　更には、特許文献１及び２においては、いずれも特別な判別具を必要としていないため
、合成情報の出現については、誰もが簡易的に行えるという利点はあるが、情報を出現さ
せるための一方の基材は、情報が形成されているのみであり、その物自体は、他の資産価
値を有するものではなかった。
【００１０】
　そこで、本発明は、特別な判別具を必要とせず、種別は同じで、同一の資産価値又は異
なる資産価値を有する貴重印刷物同士を重ね合わせたときに、有意味な情報を出現させる
ことで真偽判別することが可能な模様形成体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】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明は、種別が同一で、かつ、資産価値が同じ又は異な
る少なくとも二つの真偽判別可能な模様形成体対であって、少なくとも二つの真偽判別可
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能な模様形成体対には、各々の基材上の少なくとも一部に凹形状から成る模様形成要素が
形成され、模様形成要素は、基材よりも透過率が高く、かつ、少なくとも二つの模様形成
体に形成されている模様形成要素同士が、形状、大きさ、配置の向き及び配置位置の少な
くとも一つが対応して形成され、二つの模様形成体を、基準位置で重ね、模様形成要素を
重ね合わせて透過により視認すると、所望する合成模様が形成されて確認できることを特
徴とする真偽判別可能な模様形成体対である。
【００１２】
　また、本発明における少なくとも二つの模様形成体に形成されている模様形成要素同士
において、形状、大きさ、配置の向き及び配置位置の少なくとも一つが対応して形成され
ているとは、少なくとも二つの模様形成要素が、合成模様と同じ形状又は合成模様を分割
した形状で形成されていることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明は、少なくとも二つの模様形成体に形成された模様形成要素が、形状、大
きさ、配置向き及び配置位置のいずれか一つが異なる又はすべて同じであることを特徴と
する。
【００１４】
　また、本発明は、模様形成要素が、基材上の所定の位置を基準位置とし、基準位置に対
して所定の距離を設けて形成されていることを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明は、基準位置に対する所定の距離が、異なる少なくとも二つの模様形成体
ごとに、すべて同じ又は少なくとも一つが異なることを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明は、異なる少なくとも二つの模様形成体を重ね合わせた際の合成模様が、
重ね合わされる少なくとも二つの模様形成体ごとに、形状が同じ又は少なくとも一つが異
なることを特徴とする
【００１７】
　また、本発明における少なくとも二つの模様形成体に形成された模様形成要素は、各模
様形成要素同士の透過率が同じ又は少なくとも一つが異なることを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明における模様形成要素は、一つの模様形成要素内において、透過率が連続
的又は段階的に変化して形成されていることを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明における模様形成要素は、すき入れ又はレーザ加工により形成されている
ことを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明における模様形成要素を重ね合わせる目安とする基準位置は、印刷、すき
入れ又はレーザ加工により形成された基準要素から成ることを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明における模様形成要素は、基材上に形成されている他の印刷模様又は貼付
部材の周囲又は内部に形成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明は、特殊な判別具を用いる必要がなく、種別が同じで、異なる又は同じ資産価値
を有する少なくとも二つの貴重印刷物を保持しているだけで、真偽判別を行いたい貴重印
刷物の模様形成領域に、保持している貴重印刷物の模様形成領域を重ね合わせ、特定の有
意味な情報（模様）が出現するか否かにより真偽判別するものであり、誰もがその場で簡
易的に真偽判別を行うことができる。
【００２３】
　また、本発明は、模様形成要素をすき入れによって形成した場合、用紙製造段階におい
て形成しなければならず、偽造や変造等への防止効果は非常に高い。



(5) JP 2011-46033 A 2011.3.10

10

20

30

40

50

【００２４】
　また、本発明は、模様形成要素をすき入れによって形成した場合、用紙製造段階におい
て、同一基材上に形成されるすき入れ模様と同じ工程で形成可能であり、製造工程を増や
す必要がなく、偽造防止及び簡易的な真偽判別が行えるという高い効果を備えているにも
関わらず、効率的に形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の真偽判別可能な模様形成体の一例を示す図である。
【図２】本発明における模様形成要素の一例を説明する図である。
【図３】真偽判別可能な模様形成体の断面図である。
【図４】二つの模様形成要素を重ね合わせたときの合成模様を説明する図である。
【図５】模様形成要素を形成する他の態様を示す図である。
【図６】二つの模様形成要素を重ね合わせたときの他の合成模様を説明する図である。
【図７】基準位置を説明する図である。
【図８】基準位置を基準として形成された合成模様を示す図である。
【図９】基準要素を説明する図である。
【図１０】角度を変えて模様形成要素同士を重ね合わせる状態を説明する図である。
【図１１】透過率を段階的に変化させた模様形成要素を説明する図である。
【図１２】透過率をグラデーション的に変化させた模様形成要素を説明する図である。
【図１３】彩紋模様内に形成された模様形成要素を示す図である。
【図１４】ＯＶＤ箔を利用した模様形成要素を示す図である。
【図１５】実施例１における真偽判別可能な模様形成体を示す図である。
【図１６】実施例１における模様形成要素を説明する図である。
【図１７】実施例１における合成模様を説明する図である。
【図１８】実施例２における真偽判別可能な模様形成体を示す図である。
【図１９】実施例２における模様形成要素を示す図である。
【図２０】実施例２における基準要素と模様形成要素との関係を示す図である。
【図２１】実施例２における合成模様を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明の実施形態について図面を用いて説明する。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形態が実施可能である。
【００２７】
　図１は、本発明の真偽判別可能な模様形成体対の一例を示す図である。本発明の真偽判
別形成体対は、資産価値を有する印刷物において、種別は同じで、かつ、資産価値が異な
る又は同じ資産価値を有する複数の印刷物が存在するものである。本発明が対象とする貴
重印刷物の構成としては、図１に示すように、基材（２）と、その基材上に印刷、貼付及
び加工等の技術を用いて形成された印刷物の種別を示す名称（３）と、資産価値を示す料
額文字（４）があり、更には、偽造及び改ざんを防止するための様々な偽造防止技術やデ
ザイン効果を奏するための模様（５）が形成されている。
【００２８】
　例えば、種別が一つの商品券の場合、図１（ａ）は１０００円の価値を有するための料
額文字（４）が形成され、図１（ｂ）は５０００円の価値を有するための料額文字（４）
が形成されている。更には、図示していないが、この商品券については１００００円の価
値を有する別の印刷物も存在している。本発明は、このように、同一の種別であるが、異
なる複数種類の価値を有する印刷物において、それぞれの印刷物に形成された模様形成要
素（６）を重ね合わせることで、所望の模様が形成され、真偽判別を行うものである。
【００２９】
　本発明においては、少なくとも二つ以上の同一種別の印刷物を模様形成体対と総称し、
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一つ一つの印刷物を模様形成体と定義する。本発明の模様形成体（１）は、図１（ａ）に
示すように、基材（２）上の少なくとも一部の領域に模様形成要素（６）が形成されてい
る。この模様形成要素（６）は、資産価値の異なる模様形成体、例えば、図１（ａ）にお
ける模様形成体（１－１）と図１（ｂ）における模様形成体（１－２）の同一箇所に形成
されることが好ましい。同一箇所に形成することで、真偽判別を行う際に、異なる二つの
模様形成体（１）を長辺及び短辺が同じ向きとなるように重ね合わせるだけで、双方の模
様形成要素（３）が定位置で重なり合うことが可能となる。ただし、重ね合わせる際に、
基準となる箇所を決めておけば、同一箇所に限定するものではない。
【００３０】
　まず、各模様形成体（１）に形成される模様形成要素（６）について説明する。図２は
、本発明の模様形成体（１）に形成される各模様形成要素（６）の一例を示す図である。
本実施の形態では、前述のとおり、三つの異なる資産価値を有する商品券を例としており
、図２（ａ）から（ｃ）は、その異なる三つの模様形成体（１）にそれぞれ形成された模
様形成要素（６－１、６－２、６－３）を示している。例えば、図２（ａ）は１０００円
の商品券に、図２（ｂ）は５０００円の商品券に、図２（ｃ）は１００００円の商品券に
それぞれ形成されている。なお、図面上では、各模様形成要素（６）の形状を明確に表現
するために黒色にて示唆しているが、実際は、透過により視認される程度の色彩である。
【００３１】
　それぞれの模様形成体（１）に形成されている各模様形成要素（６－１、６－２、６－
３）は、基材（２）に対して凹形状に形成されている。それを説明しているのが図３であ
り、図３は、図１（ａ）に示した模様形成体（１－１）のＡ１－Ａ２断面図である。基材
（２）には、印刷により施されている模様（５）と、本発明の特徴である模様形成要素（
６）が形成されており、模様形成要素（６）は、凹形状を成している。
【００３２】
　本発明における模様形成体（１）を真偽判別する場合、価値の異なる二つの模様形成体
（１）の模様形成要素（６）を重ね合わせて、光の透過により確認することから、模様形
成要素（６）を凹形状とすることで、基材の他の領域よりも、模様形成要素（６）の透過
率が高くなる。
【００３３】
　基材よりも模様形成要素（６）の透過率を高くするために、基材（２）又は少なくとも
模様形成要素（６）の周囲については、透明又は半透明以外の色彩を要する。なお、透過
率を高くするということは、不透明度が低くなるということであり、基材（２）の不透明
度よりも、模様形成要素（６）の不透明度を低くするということである。
【００３４】
　不透明度については、模様形成要素（６）の不透明度が、基材（２）の不透明度よりも
低くなれば特に限定しないが、本発明の模様形成体（１）は、前述のとおり、種別が同じ
で、かつ、資産価値の異なる貴重印刷物、例えば、日本銀行券や各種商品券を対象として
いることから、基材（２）については対象が基本的に紙となるため、紙の種類にも起因す
るところであるが、本発明における基材の不透明度はコントラストを得るために９０％よ
り高く、模様形成要素（６）の不透明度は９０％以下となる。
【００３５】
　基材（２）に対して、模様形成要素（６）を形成する方法としては、用紙製造工程にお
いてすき入れとして形成したり、ＹＡＧレーザ等のレーザ加工により形成することが可能
である。
【００３６】
　図２を用いて説明した各模様形成要素（６－１、６－２、６－３）は、すべて異なる形
状の模様であるが、それぞれの模様形成要素（６）を真偽判別を行う際に重ね合わせると
、別の所望する合成模様（７）を形成することとなる。例えば、図４（ａ）は、１０００
円の商品券に形成されている模様形成要素（６－１）と、５０００円の商品券に形成され
ている模様形成要素（６－２）同士を重ね合わせたときに形成される合成模様（７－１）
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である。また、図４（ｂ）は、１０００円の商品券に形成されている模様形成要素（６－
１）と、１００００円の商品券に形成されている模様形成要素（６－３）同士を重ね合わ
せたときに形成される合成模様（７－２）である。さらには、図４（ｃ）は、５０００円
の商品券に形成されている模様形成要素（６－２）と、１００００円の商品券に形成され
ている模様形成要素（６－３）同士を重ね合わせたときに形成される合成模様（７－３）
である。
【００３７】
　本実施の形態では、商品券を一例とし、３券種の模様形成体（１）としたため、三つの
模様形成要素（６）を要することとしたが、２券種の場合には、模様形成要素（６）が二
つとなり、４券種の場合には四つとなる。いずれの場合でも、すべての模様形成要素（６
）は、それぞれを対応した形状とすることが必要である。
【００３８】
　模様形成要素（６）の形状としては、図２において、各模様形成要素（６－１、６－２
、６－３）は、すべて異なる形状として説明したが、これに限定されるものではなく、各
模様形成要素の形状が同じであっても、その配置される向き、大きさ又は配置位置を変え
ることでも良い。
【００３９】
　例えば、図５に示すように、三つの模様形成体（１）に形成される各模様形成要素（６
’－１、６’－２、６’－３）において、図５（ａ）と図５（ｃ）に示した模様形成要素
の形状は同じ大きさの三角形であるが、その配置される向きが異なっている。同じ形状及
び大きさを有する模様形成要素であっても、配置する向きを異ならせることで、図６に示
すように、合成模様（７’－１、７’－２、７’－３）は、各模様形成要素の形状とは異
なる新たな模様として形成される。
【００４０】
　さらには、各模様形成要素がすべて同じ大きさ、形状及び向きでも良く、その場合には
、重ね合わせた際の合成模様（７）も模様形成要素（６）と同じ形状となる。仮に、模様
形成要素（６）がすべて同じ大きさ、形状及び向きとした場合、重ね合わせたときに形成
される合成模様（７）も模様形成要素（６）と同じ形状となるが、同じ形状となることが
真正品とすれば良く、異なる形状となった場合には偽造品と判断することができる。
【００４１】
　また、模様形成要素（６）がすべて同じ大きさ、形状及び向きとした場合でも、重ね合
わせる基準位置に対して、各々の模様形成要素（６）の形成する位置を異ならせることで
、合成模様（７）の形状は、模様形成要素（６）と異なる新たな形状となって形成するこ
とが可能となる。
【００４２】
　例えば、図７に示した模様形成要素（６）は、異なる三つの模様形成体（１）に形成さ
れているすべての模様形成要素（６）が同じ大きさの円形である。ただし、各模様形成要
素（６’－１、６’－２、６’－３）が配置されている箇所は、基材の１箇所（図７では
、基材の左角）を基準位置（Ｖ）とし、その基準位置（Ｖ）に対して、それぞれＸ１、Ｘ
２、Ｘ３の距離を有して異なる位置に配置されている。これらの各模様形成要素（６’－
１、６’－２、６’－３）を、基準位置（Ｖ）を基準として重ね合わせると、図８（ａ）
～（ｃ）に示すように、異なる合成模様（７’－１、７’－２、７’－３）を形成するこ
ととなる。
【００４３】
　したがって、本発明における模様形成要素（６）は、前述のとおり、重ね合わせた際に
所望の合成模様（７）となれば良く、すべてが異なる形状か、同じ形状であっても大きさ
が異なっている又は同じ形状及び大きさであっても、配置する向きが異なっているか、す
べて同じ形状、大きさ及び配置向きであっても、基準位置（Ｖ）に対してそれぞれ異なる
箇所に配置する、又はすべて同じ形状、大きさ及び向きで、かつ、基準位置（Ｖ）に対し
ても同じ箇所に配置して、合成模様も各模様形成要素と同じとすることでも良い。
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【００４４】
　異なる模様形成体（１）における各模様形成要素（６）を重ね合わせて形成された合成
模様（７）の形状については、図４、図６及び図８に示した図形に限らず、文字、記号等
でも良い。さらに、一つ一つの模様形成要素（６）の形状についても、前述したように、
合成模様（７）に対して対応した形状となれば良く、合成模様（７）と同一形状又は分割
した形状となり、合成模様自体の形状に限定がないことから、各模様形成要素の形状につ
いても特に限定されるものではない。
【００４５】
　なお、本発明における各模様形成要素（６）の形状が合成模様（７）を分割した形状と
なるというのは、模様形成要素（６’－１）が図５（ａ）の三角形と模様形成要素（６’
－２）が図５（ｂ）の平行四辺形であり、それを輪郭線同士を合わせて図６（ａ）のよう
な台形の合成模様（７’－１）とする方法のように、合成模様を輪郭線を基に分割しても
良いが、図６（ｂ）の合成模様のように、元々の模様形成要素（６’－１）及び（６’－
３）を一部が重畳するように重ね合わせて合成模様（７’－２）としても良い。このよう
に、図６（ｂ）に示した合成模様（７’－２）に対しても、図５（ａ）及び図５（ｃ）の
各模様形成要素（６’－１）及び（６’－３）は、本発明では合成模様を分割した形状で
あるとする。
【００４６】
　ここで、基準位置（Ｖ）について説明する。資産価値の異なる少なくとも二つの模様形
成体（１）を重ね合わせる際、前述のとおり、基準位置（Ｖ）を決めておくことで、正確
に各模様形成要素（６）を重ねあわせることが可能となる。したがって、基準位置（Ｖ）
に対して所定の距離（Ｘ）を設けて各模様形成要素（６）を形成すれば良い。なお、この
基準位置（Ｖ）からの所定の距離（Ｘ）については、特に限定されるものではなく、適宜
設定すれば良いが、あまり基準位置（Ｖ）と模様形成要素（６）が離れ過ぎると、基準位
置（Ｖ）を重ね合わせても、各模様形成要素（６）を適切な位置で重ね合わせることが困
難となるため、３ｃｍ以内が好ましい。
【００４７】
　基準位置（Ｖ）については、図７及び図８に示したように、基材の一角としても良いが
、基材上に、模様形成要素（６）とは別に形成しても良い。例えば、図９（ａ）に示すよ
うに、基材上の所定の位置に基準位置（Ｖ）を設ける。なお、このように基材上に新たに
基準位置を設ける場合、設けられた基準位置を基準要素（Ｖ’）という。この基準要素（
Ｖ’）は、公知の印刷方式（例えば、オフセット印刷、グラビア印刷、フレキソ印刷、凹
版印刷等、基準要素（Ｖ’）が形成可能であれば、特にどの印刷方式でも良い）、すき入
れやレーザ加工により形成することが可能である。また、形状及び大きさについても特に
限定されないが、デザインを考慮すると、あまり大き過ぎない方が好ましい。
【００４８】
　図９（ａ）は、基準要素（Ｖ’）を１箇所設けてあるが、基準要素（Ｖ’）は１箇所に
限定されるものではなく、図９（ｂ）のように、２箇所形成しても良く、更には３箇所以
上形成しても良い。基準要素（Ｖ’）を２箇所以上形成すると、資産価値の異なる模様形
成体（１）を重ね合わせる際に、より正確な位置で模様形成要素（６）を重ね合わせるこ
とが可能となる。
【００４９】
　ただし、基準要素（Ｖ’）を２箇所以上形成する場合には、図９（ｂ）及び（ｃ）に示
すように、異なる模様形成体（１）及び（１’）に対して、必ず同じ位置関係で形成する
必要がある。図９（ｂ）の模様形成体（１）では、模様形成要素（６－１）は、基準要素
（Ｖ’）から所定の距離（Ｘ）及び基準要素（Ｖ’’）から所定の距離（Ｘ’）の位置に
配置されており、図９（ｃ）の模様形成体（１’）では、模様形成要素（６－２）は、基
準要素（Ｖ’）から所定の距離（Ｘ’）及び基準要素（Ｖ’’）から所定の距離（Ｘ）の
位置に配置されている。したがって、二つの異なる模様形成体（１）及び（１’）は、二
つの基準要素（Ｖ’）及び（Ｖ’’）は同じ位置に配置されており、各模様形成要素（６
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－１）及び（６－２）は、異なる位置に配置されている。そこで、同じ位置に配置されて
いる各基準要素（Ｖ’）及び（Ｖ’’）を重ね合わせれば、必然的に各模様形成要素（６
－１）及び（６－２）が重なり、所望の合成模様（７）を形成することとなる。
【００５０】
　各模様形成体において複数配置した各基準要素（Ｖ）を同じ位置関係で形成しないと、
すべての基準要素（Ｖ）を重ね合わせることが出来なくなると共に、模様形成要素（６）
同士も適正に重ね合わせることが出来なくなってしまう。
【００５１】
　このように、基準要素（Ｖ）を形成し、各模様形成体（１）を重ね合わせるようにすれ
ば、同じ資産価値を有する模様形成体（１）同士であっても、基材同士を角度を変えて基
準要素（Ｖ）を重ね合わせることで、各模様形成要素（６）は同じ形状、大きさ、配置向
き及び配置位置であっても、合成模様を模様形成要素（６）とは異なる形状で形成するこ
とも可能となる。
【００５２】
　例えば、図１０は、１０００円の商品券に形成された模様形成要素（６）であるが、こ
の商品券には、四つの基準要素（Ｖ－１、Ｖ－２、Ｖ－３、Ｖ－４）が形成されている。
この商品券を同じ１０００円同士、９０°回転させて基準要素（Ｖ－１）と基準要素（Ｖ
－４）を重ね合わせ、かつ、基準要素（Ｖ－２）と基準要素（Ｖ－３）を重ね合わせる。
なお、各基準要素はすべて模様形成要素（６）までの所定の距離（Ｘ）は同じである。
【００５３】
　このように、同じ形状、配置向き、大きさ及び配置位置の模様形成要素（６）であって
も、重ね合わせる方向を基準要素（Ｖ）を目安として所定の角度回転させて重ね合わせる
ことで、図１０（ｃ）に示すような、模様形成要素（６）とは異なる合成模様（７）を形
成することも可能となる。
【００５４】
　回転させる所定の角度については、形成する基準要素（Ｖ）の配置及び個数により自由
であり、適宜設定することができる。また、図１０においては、同じ１０００円の資産価
値を有する商品券を例として説明したが、資産価値の異なる模様形成体（１）、例えば、
１０００円と５０００円の商品券に同じ形状、配置向き、大きさ及び配置位置の模様形成
要素（６）を形成しても良い。
【００５５】
　また、模様形成要素（６）については、同じ形状、配置向き、大きさ及び配置位置を同
じ又は異ならせるだけではなく、各模様形成要素同士の透過率を同じ又は異ならせても良
い。模様形成要素（６）については、基材（２）よりも透過率が高い、言い換えれば不透
明度が低いことが条件となるが、その条件をクリアさえしていれば、模様形成要素（６）
内又は他の模様形成要素（６）に対して透過率を変化させても良いこととなる。
【００５６】
　例えば、図１１に示すように、図１１（ａ）は１０００円の商品券に形成されている模
様形成要素（６－１）であり、星が複数配置されて形成されている。また、図１１（ｂ）
は５０００円の商品券に形成されている模様形成要素（６－２）であり、これも星が複数
配置されて形成されている。配置されている星の位置は、基準位置に対して、模様形成要
素（６－１）と模様形成要素（６－２）は同じ位置と異なっている位置と両方ある。同じ
位置に形成されている模様形成要素（６－１）と模様形成要素（６－２）は、重ね合わせ
た際には完全に重畳する。
【００５７】
　図１１（ａ）に示した模様形成要素（６－１）は、複数ある星のうち、異なる２種類の
透過率を有して形成されている。同様に、図１１（ｂ）に示した模様形成要素（６－２）
も、複数ある星のうち、異なる２種類の透過率を有して形成されている。一つの模様形成
要素（６）内において異なる透過率を有するように形成された二つの模様形成要素（６－
１）及び（６－２）を重ね合わせると、図１１（ｃ）のような合成模様（７）を形成する
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こととなるが、一つの模様形成要素（６）内において、それぞれ異なる透過率を有するこ
とから、合成模様（７）については、四つの異なる透過率を有することとなる。
【００５８】
　透過率の詳細を説明すると、模様形成要素（６－１）は、透過率が異なる模様形成要素
（６－１’）と（６－１’’）から構成されており、また、模様形成要素（６－２）は、
透過率が異なる模様形成要素（６－２’）と（６－２’’）から構成されている。したが
って、重ね合わせた合成模様（７）は、四つの透過率（７－１、７－２、７－３、７－４
）を有している。
【００５９】
　重ね合わせた際の透過率の関係を示したのが、図１１（ｄ）となっており、基材（２）
同士が重なった箇所の透過率が最も低く、次に合成模様（７）となっているが、この合成
模様（７）を構成している複数の星についても、それぞれ透過率が異なっている。一方の
商品券のみに形成されている模様形成要素（６）の星については、重ね合わせた際に、基
材（２）と重なることとなるため、重ねる前の透過率と比較すると透過率は下がる。した
がって、重ね合わせる前の１０００円の商品券と５０００円の商品券のそれぞれに形成さ
れている段階での模様形成要素（６）を構成している星の透過率が高い状態を示している
。ただし、前述したとおり、それぞれの模様形成要素（６－１）及び（６－２）内におい
ても、透過率が異なっていることを図１１（ｄ）で示している。
【００６０】
　図１１では、透過率が異なっている複数の個別の要素（図１１では星）が一つの模様形
成要素（６）内に配置されている態様を説明したが、図１２のように、透過率が連続的に
変化した状態で模様形成要素（６）を形成しても良い。このように連続的に変化させるこ
とで、グラデーションや階調表現をすることが可能となり、意匠的にも効果が高くなる。
【００６１】
　図１２（ａ）は、１０００円の商品券に形成されている模様形成要素（６）であり、一
つの模様形成要素内において透過率を連続的に異ならせてグラデーションを表現してある
。この模様形成要素（６）が形成されている１０００円の商品券を二つ重ね合わせると、
図１２（ｂ）のように、一つ一つの模様形成要素（６）よりも全体的に透過率が低くなっ
たグラデーションを示す合成模様（７）が形成される。この透過率の状態をグラフ化して
示したのが図１２（ｃ）及び図１２（ｄ）となっている。
【００６２】
　図１２（ａ）においては、連続的、かつ、滑らかに透過率を異ならせたが、連続して段
階的に異ならせても良いし、連続していなくても段階的に異ならせることでも良い。図１
１に示した模様形成要素（６－１）及び（６－２）は、一つの模様形成要素（６）内にお
いて異なる透過率を有しており、このような状態も、一つの模様形成要素（６）内におい
て段階的に透過率が異なって形成されていることとなる。本発明では、少なくとも二つの
透過率の差があれば、段階的であると言う。
【００６３】
　さらに、図１１では、資産価値の異なる二つの商品券に透過率を異ならせて模様形成要
素（６）を形成し、また、図１２では、一つの模様形成要素（６）内において、グラデー
ション的に透過率を変化させた模様形成要素（６）を、同じ資産価値を有する商品券同士
を重ねて合成模様（７）を形成する例で説明したが、本発明はこれに限定されるものでは
なく、一つの模様形成要素（６）内で透過率を変化させても良いし、異なる資産価値を有
する模様形成体（１）において透過率を異ならせても良い。
【００６４】
　したがって、本発明においては、重ね合わせた際に形成される合成模様（７）を形成す
るための各模様形成要素（６）は、形状、大きさ、配置向き及び配置位置の少なくとも一
つが互いに対応している上で、更に透過率が同じ又は異なっていても良い。
【００６５】
　また、模様形成要素（６）を形成する領域においては、透過による模様の視認状態を妨
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げなければ、公知のオフセット印刷、フレキソ印刷、凹版印刷等の印刷方式による他の印
刷模様の形成や、ＯＶＤ箔やスレッド等の貼付部材を施しても良い。他の模様等を形成す
ることにより、デザイン効果が上がることとなると共に、他の偽造防止技術と複合させる
ことも可能となり、高い偽造防止効果を奏することとなる。
【００６６】
　例えば、図１３には、模様形成要素（６）の周囲にオフセット印刷を用いた彩紋模様（
８）が形成されている。この図１３に示した模様形成要素（６）は、すき入れにより形成
されており、製造方法としては、先に用紙製造工程において、公知のすき入れ技法により
模様形成要素（６）を形成し、その後、別の印刷工程において、模様形成要素（６）との
位置関係に注意しながら彩紋模様（８）を印刷している。彩紋模様（８）を印刷する際に
は、高度な印刷精度を要することとなるが、その印刷精度自体が偽造防止効果を更に高め
ることとなる。
【００６７】
　図１３に示した模様形成要素（６）と対応した形状の模様形成要素（６）が異なる模様
形成体に形成され、重ね合わせることにより、所望の合成模様（７）を形成することが可
能となる。
【００６８】
　図１３では、彩紋模様（８）の内部に模様形成要素（６）を形成した例で説明したが、
彩紋模様（８）の周囲に模様形成要素（６）を形成しても良く、更には、透過により視認
する際に、合成模様の形成の妨げにならなければ、彩紋模様（８）と重なる位置に模様形
成要素（６）を形成しても良い。この場合には、彩紋模様（８）の色彩を淡くすることが
好ましい。
【００６９】
　また、別の態様として、図１４を用いて説明する。図１４は、アルミ層を基材とするＯ
ＶＤ箔（９）の外側部分のアルミ部分をレーザ加工機により除去し、その除去された部分
に該当する箇所に、模様形成要素（６）をすき入れにより形成しているものである。ＯＶ
Ｄ箔（９）には、回折格子により「日本」という文字が形成されている。
【００７０】
　製造方法としては、先に用紙製造工程において、公知のすき入れ技法により模様形成要
素（６）を形成する。この際、後工程で貼付するＯＶＤ箔（９）のアルミ部分をレーザ加
工機で除去した箇所に該当する形状のみ、ドーナツ状にすき入れを形成しても良く、また
、ＯＶＤ箔（９）を貼付する箇所に該当する箇所をＯＶＤ箔（９）と同じ形状及び大きさ
にすき入れを形成しても良い。ただし、ＯＶＤ箔（９）と同じ形状及び大きさにすき入れ
を形成する場合、すき入れが形成された箇所は、繊維密度が低くなるため、強度的に弱く
なる可能性もあることから、ＯＶＤ箔（９）のアルミ部分を除去する箇所のみにすき入れ
を形成することが好ましい。
【００７１】
　図１４に示したようなＯＶＤ箔（９）のアルミ部分を除去した箇所に形成された模様形
成要素（６）と対応した形状の模様形成要素（６）が異なる模様形成体に形成されること
で、重ね合わせると、所望の合成模様（７）を形成することが可能となる。
【００７２】
　なお、図１４では、ＯＶＤ箔（９）の外側部分のアルミ箔を除去する形態で説明したが
、これに限定されず、ＯＶＤ箔（９）の回折格子により形成されている文字や図柄を損な
わなければ、ＯＶＤ箔（９）のどの箇所のアルミ箔を除去しても構わず、模様形成要素（
６）は、そのアルミ箔を除去した箇所に対応して形成されれば良い。
【００７３】
　図１４に示したように、本発明の模様形成要素（６）をＯＶＤ箔（９）の一部と複合さ
せることで、デザイン的効果も高くなると共に、ＯＶＤにおける偽造防止効果に加え、本
発明における真偽判別効果も奏することとなる。さらには、すき入れやレーザ加工技術に
より模様形成要素（６）が基材に対して凹形状となっているため、その形成されている箇
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所は、他の基材自体の厚みよりも薄くなっており、仮にＯＶＤ箔（９）を剥がそうとした
場合、基材自体が破壊されることとなり、偽造防止効果は断然高くなる。
【００７４】
　以下、本発明における真偽判別可能な模様形成体について、実施例を用いて詳細に説明
するが、以下の実施例に限定されることはなく、特許請求の範囲に記載された技術的な範
疇であれば、適宜、変更が可能なことは言うまでもない。
【実施例１】
【００７５】
　実施例１として、図１５に示す商品券（１’）に対して、左側下部に本発明の模様形成
要素（６’）を形成した。実施例１の商品券は、図１５に示す１０００円の価値を有する
商品券以外に、図示していないが、５０００円及び１００００円の商品券がある。なお、
すべての商品券の寸法は、縦７０ｍｍ、横１５０ｍｍで、同一の大きさを有している。
【００７６】
　この三つの商品券（１’）に形成されている各模様形成要素（６’－１、６’－２、６
’－３）を図示したのが図１６であり、図１６（ａ）は１０００円、図１６（ｂ）は５０
００円、図１６（ｃ）は１００００円に形成されている模様形成要素（６’）であり、基
材（２’）に対して同じ箇所に形成されている。
【００７７】
　これらの模様形成要素（６’）は、長網抄紙機において用紙を製造する工程において、
公知のすき入れ技法により、すき入れとして形成している。基材（２’）は、坪量が８５
ｇ／ｍ２、紙の厚みが８７μｍ、不透明度が９１％（ＪＩＳ－Ｐ８１４９）の褐色の紙材
を用いている。
【００７８】
　また、模様形成要素（６’）が形成されている箇所の紙の厚みは４０μｍ（デジタルリ
ニアゲージ　ＤＧ－９２５　小野測器製）で、不透明度は５２％（ＪＩＳ－Ｐ８１４９）
となっており、基材よりも透過率が高く形成されている。
【００７９】
　模様形成要素（６’）が形成されている商品券（１’）の１０００円と５０００円を長
辺及び短辺を合わせるように重ね合わせ、重ね合わせた二つの商品券を透過により視認す
ると、基材の同じ箇所に形成されている模様形成要素同士が同じ箇所で重なり合い、図１
７（ａ）に示した合成模様（７’－１）が確認できた。同様にして、１０００円と１００
００円の商品券（１’）を重ね合わせて、透過により視認すると、図１７（ｂ）に示した
合成模様（７’－２）が、また、５０００円と１００００円の商品券（１’）を重ね合わ
せて、透過により視認すると、図１７（ｃ）に示した合成模様（７’－３）が確認できた
。
【実施例２】
【００８０】
　実施例２として、図１８に示す商品券（１’’）を作製した。本実施例２における商品
券（１’’）は、基材（２’’）上に、印刷物の種別を示す名称（３’’）と、資産価値
を示す料額文字（４’’）と、全面に格子による地紋模様（５’’）がオフセット印刷に
より形成され、更には、本発明における模様形成要素（６’’）を、左側下部に形成し、
その近傍に、基準要素（Ｖ’’－１）及び（Ｖ’’－２）を形成した。
【００８１】
　本実施例２の商品券は、１０００円と５０００円の二つの資産価値を有する商品券であ
り、それぞれの商品券に形成されている模様形成要素は、図１９に示すとおりであり、図
１９（ａ）が１０００円に形成されている模様形成要素（６’’－１）、図１９（ｂ）が
５０００円に形成されている模様形成要素（６’’－２）である。なお、二つの商品券の
寸法は、縦７０ｍｍ、横１５０ｍｍで、同一の大きさを有している。
【００８２】
　本実施例２における模様形成要素（６’’）は、ＯＶＤ箔の一部を利用して形成したも



(13) JP 2011-46033 A 2011.3.10

10

20

30

40

50

のである。このＯＶＤ箔は、アルミ層を基材としたものであり、アルミ層の上層に反射に
より視認可能な画像（本実施例では「★」及び「ハートマーク」）が回折格子により形成
されており、ＯＶＤ箔の外側部分のアルミ層をレーザ加工機（レーザマーカ　ＭＤ－Ｖ　
キーエンス製）により除去してある。アルミ層が除去された領域に、すき入れにより図１
９（ａ）及び（ｂ）のような線幅５００μｍの円形（中抜き）の模様形成要素（６’’－
１）又は（６’’－２）を形成している。
【００８３】
　図１９（ａ）に示した１０００円の模様形成要素（６’’－１）は、二重の円形から成
り、図１９（ｂ）に示した５０００円の模様形成要素（６’’－２）は、１０００円の模
様形成要素（６’’－１）の二重の円形の間に配置される大きさの円形である。二つの商
品券に貼付されているＯＶＤ箔は、回折格子（９’’）以外の箇所はアルミ層がレーザ加
工により除去されているため、各模様形成要素（６’’－１）及び（６’’－２）以外の
アルミ層が除去されている箇所は、基材色が確認されることとなり、所謂、基材の透過率
を有する領域となる。
【００８４】
　これらの模様形成要素（６’’－１）及び（６’’－２）並びに基準要素（Ｖ’’－１
）及び（Ｖ’’－２）は、長網抄紙機において用紙を製造する工程において、公知のすき
入れ技法により、すき入れとして形成している。なお、基材（２’）は、坪量が８５ｇ／
ｍ２、紙の厚みが８７μｍ、不透明度が９１％（ＪＩＳ－Ｐ８１４９）の褐色の紙材を用
いている。
【００８５】
　また、模様形成要素（６’’－１）及び（６’’－２）並びに基準要素（Ｖ’’－１）
及び（Ｖ’’－２）が形成されている箇所の紙の厚みは４０μｍ（デジタルリニアゲージ
　ＤＧ－９２５　小野測器製）で、不透明度は５２％（ＪＩＳ－Ｐ８１４９）となってお
り、基材よりも透過率が高く形成されている。
【００８６】
　基準要素（Ｖ’’－１）及び（Ｖ’’－２）は、共に「★」型の形状を有しており、大
きさは２ｍｍ四方である。各基準要素の配置について図２０を用いて説明する。基準要素
（Ｖ’’－１）は、基材（２’’）の左端から３ｍｍ（Ｓ）、下端から２０ｍｍ（ｈ）に
形成し、外側の模様形成要素（６’’－１）との所定の距離（Ｘ）は８ｍｍとした。なお
、ＯＶＤ箔のアルミ層の外側から除去されているため、外側の模様形成要素（６’’－１
）は、ＯＶＤ箔自体と同じ大きさとなる。
【００８７】
　もう一方の基準要素（Ｖ’’－２）は、基準要素（Ｖ’’－１）である「★」の右側頂
点とＯＶＤ箔の中心を結ぶ線の延長線上において、ＯＶＤ箔の右端から所定の距離（Ｘ）
の８ｍｍを有して形成した。
【００８８】
　各模様形成要素（６’’－１）及び（６’’－２）は、基準要素（Ｖ’’－１）及び（
Ｖ’’－２）と同じすき入れ技法により形成するため、同じ製造工程において形成する。
１０００円の商品券に形成した外側の模様形成要素（６’’－１）は、前述のとおり、各
基準要素（Ｖ’’－１）及び（Ｖ’’－２）から所定の距離（Ｘ）の８ｍｍ内側に線幅５
００μｍで形成し、その外側の模様形成要素（６’’－１）内に１．５ｍｍの距離を空け
て、内側の模様形成要素（６’’－２）を形成した。
【００８９】
　また、５０００円の商品券に形成した模様形成要素（６’’－２）は、各基準要素（Ｖ
’’－１）及び（Ｖ’’－２）から所定の距離（Ｘ）の８ｍｍに、更に１ｍｍを加えた９
ｍｍの距離に線幅５００μｍで形成した。
【００９０】
　基材（２’’）に貼付したＯＶＤ箔については、ＯＶＤ箔のアルミ層を外側から３ｍｍ
（Ｔ）内側まで除去した。アルミ層を除去したＯＶＤ箔を、基準要素（Ｖ’’－１）及び
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にＯＶＤ箔を貼付することにより、１０００円の商品券については、図１９（ａ）に示し
たような模様形成要素（６’’－１）とＯＶＤ箔が合成された状態となり、５０００円の
商品券については、図１９（ｂ）に示したような模様形成要素（６’’－２）とＯＶＤ箔
が合成された状態となった。
【００９１】
　この二つの商品券に対して、各基準要素（Ｖ’’－１）及び（Ｖ’’－２）を重ね合わ
せて光の透過により視認すると、図２１に示したように、ＯＶＤ箔同士は同じ位置で重な
り、１０００円に形成した二つの模様形成要素（６’’－１）の中間に、５０００円に形
成した模様形成要素（６’’－２）が嵌り、規則性のある三重の円形（輪）の合成模様と
して確認できた。
【００９２】
　本実施例２においては、基準要素（Ｖ’’－１）、（Ｖ’’－２）及びＯＶＤ箔は、共
に基材（２’’）に対して、同じ箇所に形成した例で説明したが、基準要素を形成して模
様形成要素同士を重ね合わせることとする場合には、各基準要素と模様形成要素との位置
関係が各模様形成体において同じ位置関係であれば、必ずしも同じ箇所に形成する必要は
ない。あくまでも、基準要素を一つの基準として重ね合わせることができれば、模様形成
体ごとに異なる箇所に形成しても良い。
【００９３】
　なお、本実施の形態及び実施例においては、真偽判別するために重ね合わせる二つの模
様形成体（１）を、異なる資産価値を有する模様形成体として説明したが、同じ資産価値
、例えば、実施例１における１０００円の商品券を二つ用いても真偽判別を行うことが可
能である。当然、同じ資産価値を有する模様形成体（１）同士については、模様形成要素
（６）は同じ形状、大きさ及び向きとなり、各々の模様形成体（１）を重ね合わせても、
合成模様（７）は各模様形成要素（６）と同じ形状となる。ただし、仮に偽造品と重ね合
わせた場合には、合成模様（７）が異なる形状となるため、所望する合成模様（７）とは
ならず、偽造品であることが判明する。
【符号の説明】
【００９４】
１、１’、１’’　　模様形成体
２、２’、２’’　　基材
３、３’、３’’　　印刷物の種別を示す名称
４、４’、４’’　　資産価値を示す料額
５、５’、５’’　　模様
６、６’、６’’　　模様形成要素
７、７’、７’’　　合成模様
８　　彩紋模様
９、９’’　　ＯＶＤ箔
Ｘ、Ｘ’　　基準位置からの所定の距離
Ｖ　　基準位置
Ｖ’、Ｖ’’　　基準要素
Ｓ　　短辺から基準要素までの距離
ｈ　　長辺から基準要素までの距離
Ｔ　　ＯＶＤ箔のアルミ層を除去した距離
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