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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と、
　前記基材の所定領域に形成され、入射した光のうち、左円偏光又は右円偏光のいずれか
一方の光のみ反射して判別情報を表示する第１光選択反射層と、
　前記第１光選択反射層に形成され、左円偏光を入射したときは、その左円偏光を右円偏
光に変換して射出し、右円偏光を入射したときは、その右円偏光を左円偏光に変換して射
出する位相差付与層と、
　前記位相差付与層の所定領域に形成され、前記第１光選択反射層が反射する偏光と同じ
円偏光を反射して前記判別情報と同一又は視差のある情報を表示する第２光選択反射層と
を有する偽造防止体であって、
　前記第２光選択反射層は、前記第１光選択反射層に対して、該偽造防止体の厚み方向か
ら見てその一部が重なるように所定の距離だけズレて形成されていること
を特徴とする偽造防止体。
【請求項２】
　基材と、
　前記基材の所定領域に形成され、入射した光のうち、左円偏光又は右円偏光のいずれか
一方の光のみ反射して判別情報を表示する第１光選択反射層と、
　前記第１光選択反射層に形成され、左円偏光を入射したときは、その左円偏光を右円偏
光に変換して射出し、右円偏光を入射したときは、その右円偏光を左円偏光に変換して射
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出する位相差付与層と、
　前記基材の所定領域に形成され、前記第１光選択反射層が反射する偏光と同じ円偏光を
反射して前記判別情報と同一又は視差のある情報を表示する第２光選択反射層と
を有する偽造防止体であって、
　前記第２光選択反射層は、前記第１光選択反射層に対して、該偽造防止体の厚み方向か
ら見て所定の距離だけズレて形成されていること
を特徴とする偽造防止体。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の偽造防止体において、
　前記第２光選択反射層は、前記第１光選択反射層と同様の液晶相を有する層である
ことを特徴とする偽造防止体。
【請求項４】
　請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載の偽造防止体の偽造判別を行う偽造判
別方法であって、
　左円偏光又は右円偏光のいずれか一方の光のみを透過する第１判別部を通して、一方の
目で見て、
　左円偏光又は右円偏光のいずれか他方の光のみを透過する第２判別部を通して、他方の
目で見た場合に、
　前記判別情報が立体的に見えるときは真正品であって、立体的に見えないときは偽造品
であると判別する
ことを特徴とする偽造判別方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カード，商品券，金券，切符，紙幣，パスポート，身分証明書，証券，公共競
技投票券などの対象物の偽造を防止する偽造防止体及び偽造判別方法に関するものである
。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、クレジットカードや証書，金券類の偽造を防止する方法として、偽造防止対象
物に偽造の困難な偽造防止体を貼付し、これを目視又は機械的に真正性を判定する方法が
知られている。このような偽造防止体は、ホログラムや液晶性フィルムを応用したものが
ある。
ホログラムとしては、文字や絵柄をホログラムとして目視判別するもの、数値コードや特
定のパターンをホログラムとして機械認識するもの及び両者の組み合わせたものなどがあ
る。ホログラムは、通常のカラーコピー装置等では複製できないため偽造防止に有効であ
ること、意匠性が高いことなどから、広く普及してきた。
液晶性フィルムとしては、見る角度によって反射色が変化するコレステリック液晶を用い
る方法（特開昭６３－５１１９３）や、光学的異方性を有するネマチック液晶などを用い
る方法（特開平８－４３８０４）などが提案されている。特に、コレステリック液晶を用
いる方法は、コレステリック液晶の持つ選択反射性と円偏光選択性という２つの特性を１
つの媒体に真正性識別のための情報として組み込むことができるので、偽造防止に優れた
方法である。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、前述した従来のホログラムは、近年のホログラム製造技術の普及に伴って、偽造
品製造が可能となってきており、偽造防止効果が低下している。
また、コレステリック液晶を用いる方法は、左円偏光を反射する液晶と、右円偏光を反射
する液晶とを、同一色にしようとしても、色調を合わせるのが困難で、微妙にズレてしま
い、違和感を生ずる。
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【０００４】
本発明の課題は、意匠性に富み、偽造が困難で、簡単に偽造判別することができる偽造防
止体及び偽造判別方法を提供することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、以下のような解決手段により、前記課題を解決する。なお、理解を容易にす
るために、本発明の実施形態に対応する符号を付して説明するが、これに限定されるもの
ではない。
　前記課題を解決するために、請求項１の発明は、基材（１１）と、基材（１１）の所定
領域に形成され、入射した光のうち、左円偏光又は右円偏光のいずれか一方の光のみ反射
して判別情報を表示する第１光選択反射層（１２）と、第１光選択反射層（１２）に形成
され、左円偏光を入射したときは、その左円偏光を右円偏光に変換して射出し、右円偏光
を入射したときは、その右円偏光を左円偏光に変換して射出する位相差付与層（１３）と
、位相差付与層（１３）の所定領域に形成され、第１光選択反射層（１２）が反射する偏
光と同じ円偏光を反射して前記判別情報と同一又は視差のある情報を表示する第２光選択
反射層（１４）とを有する偽造防止体であって、前記第２光選択反射層（１４）は、前記
第１光選択反射層（２１）に対して、該偽造防止体の厚み方向から見てその一部が重なる
ように所定の距離だけズレて形成されていることを特徴とする偽造防止体である。
【０００６】
　請求項２の発明は、基材（１１）と、基材（１１）の所定領域に形成され、入射した光
のうち、左円偏光又は右円偏光のいずれか一方の光のみ反射して判別情報を表示する第１
光選択反射層（１２）と、第１光選択反射層（１２）に形成され、左円偏光を入射したと
きは、その左円偏光を右円偏光に変換して射出し、右円偏光を入射したときは、その右円
偏光を左円偏光に変換して射出する位相差付与層（１３）と、基材（１１）の所定領域に
形成され、第１光選択反射層（１２）が反射する偏光と同じ円偏光を反射して前記判別情
報と同一又は視差のある情報を表示する第２光選択反射層（１４）とを有する偽造防止体
であって、前記第２光選択反射層（１４）は、前記第１光選択反射層（１２）に対して、
該偽造防止体の厚み方向から見て所定の距離だけズレて形成されていることを特徴とする
偽造防止体である。
【０００７】
　請求項３の発明は、請求項１又は請求項２に記載の偽造防止体において、前記第２光選
択反射層（１４）は、前記第１光選択反射層（１２）と同様の液晶相を有する層であるこ
とを特徴とする偽造防止体である。
【００１０】
　請求項４の発明は、請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載の偽造防止体の偽
造判別を行う偽造判別方法であって、左円偏光又は右円偏光のいずれか一方の光のみを透
過する第１判別部を通して、一方の目で見て、左円偏光又は右円偏光のいずれか他方の光
のみを透過する第２判別部を通して、他方の目で見た場合に、前記判別情報が立体的に見
えるときは真正品であって、立体的に見えないときは偽造品であると判別することを特徴
とする偽造判別方法である。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、図面等を参照して、本発明の実施の形態について、さらに詳しく説明する。
（第１実施形態）
図１は、本発明による偽造防止体の第１実施形態を示す図である。図中、（Ａ）は、平面
図、（Ｂ）は、（Ａ）のＢ－Ｂ断面図である。
偽造防止体１０は、基材１１と、第１光選択反射層１２と、位相差付与層１３と、第２光
選択反射層１４と、保護層１５とを有する。
【００１２】
基材１１は、この偽造防止体１０の担体となる基材である。基材１１は、その材料として
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、紙（例えば、上質紙，アート紙，コート紙，ミラーコート紙，コンデンサー紙，パラフ
ィン紙など）、プラスチックフィルム（例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）
，ポリプロピレン（ＰＰ），ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ），ポリカーボネート（ＰＣ），ポ
リメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ），ポリエチレン（ＰＥ），ポリビニルアルコール（
ＰＶＡ），アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合（ＡＢＳ），アクリロニトリ
ル・スチレン共重合体（ＡＳ），セルロースアセテートブチレート（ＣＡＢ），セルロー
スプロピオネート（ＣＰ）など）、金属（例えば、金，銀，銅、アルミニウムなど）等の
単体又は複合体を好適に用いることができる。
また、基材１１は、第１光選択反射層１２，第２光選択反射層１４を透過した光を吸収し
て、余分な反射を防止できるように、暗色印刷を施しておくことが望ましい。
【００１３】
第１光選択反射層１２は、入射した光のうち、左円偏光又は右円偏光のいずれか一方の光
のみ反射する層である。第１光選択反射層１２は、基材１１の右半分に形成されている。
第１光選択反射層１２は、判別情報として、文字「Ｎ」を表示する。
【００１４】
第１光選択反射層１２は、コレステリック液晶相を有する。このコレステリック液晶相の
平均的な螺旋軸方位は、膜厚方向と平行である。なお、コレステリック液晶については、
後で詳細に説明する。第１光選択反射層１２は、コレステリック液晶配向を固定化した高
分子フィルム又はコレステリック液晶粒子を担体中に分散したフィルムなど光学的に選択
反射性及び円偏光選択性を示す媒体すべてを用いることが可能であるが、特に、液晶配向
を固定化した高分子フィルムを好適に用いることができる。
【００１５】
このような高分子フィルムの例としては、低分子液晶をコレステリック配向させた後、光
反応又は熱反応などで低分子液晶を架橋して配向固定化した高分子フィルムをあげること
ができる。また、他の例としては、側鎖型又は主鎖型のサーモトロピック高分子液晶を液
晶状態でコレステリック配向させた後、液晶転移点以下の温度に冷却して、配向状態を固
定化して作製した高分子フィルムをあげることができる。さらに、側鎖型又は主鎖型のリ
オトロピック高分子液晶を溶液中でコレステリック配向させた後、溶媒を徐々に除去する
ことによって配向状態を固定化して作製した高分子フィルムを用いることもできる。
【００１６】
これらフィルム作製に用いることのできる高分子液晶の例としては、側鎖に液晶形成基を
有するポリアクリレート，ポリメタクリレート，ポリシロキサン，ポリマロネートなどの
側鎖型ポリマー、主鎖に液晶形成基をもつポリエステル，ポリエステルアミド，ポリカー
ボネート，ポリアミド，ポリイミドなどの主鎖型ポリマーをあげることができる。
【００１７】
第１光選択反射層１２は、上記フィルムを基材１１に接着して形成する。この接着には、
熱硬化性樹脂（例えば、フェノール系樹脂，フラン系樹脂，尿素系樹脂，メラミン系樹脂
，ポリエステル系樹脂，ポリウレタン系樹脂，エポキシ系樹脂その他の樹脂）、熱可塑性
樹脂（例えば、ポリ酢酸ビニル，ポリビニルアルコール，ポリ塩化ビニル樹脂，ポリビニ
ルブチラール樹脂，ポリ（メタ）アクリル系樹脂，ニトロセルロース，ポリアミドその他
の樹脂）、ゴム（例えば、ブタジエン－アクリロニトリルゴム，ネオブレンゴムその他の
ゴム）、ニカワ、天然樹脂、カゼイン、ケイ酸ナトリウム、デキストリン、でんぷん、ア
ラビアゴム等のうち、１種類又は２種類以上を主成分とする接着剤を使用することができ
る。また、これらの接着剤は、溶液型，エマルジョン型，粉末型又はフィルム型のいずれ
でもよい。さらに、これらの接着剤は、常温固化型，溶剤揮発固化型又は融解固化型のい
ずれでもよい。
【００１８】
位相差付与層１３は、入射した光を複屈折して、偏光方向によって異なる位相を生じさせ
、位相差を付与する層である。位相差付与層１３は、基材１１及び第１光選択反射層１２
に形成されている。
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複屈折は、媒質の屈折率が、偏光方向によって均質でないため生じる現象であり、このよ
うな媒質を透過した光の位相差σは、
σ＝２π（ｎe －ｎo ）ｄ／λ
ｎe ：異常光線屈折率
ｎo ：常光線屈折率
ｄ　：媒質の厚さ
λ　：光の波長
で、与えられることが知られている。すなわち、ある一定の厚さｄの媒質に対して、位相
差σは、光の波長λに依存する。
位相差付与層１３は、波長λ＝２（ｎe －ｎo ）ｄなる右円偏光を入射すると、その右円
偏光を透過しながら、位相差σ＝π（すなわち、１／２波長）を与える。そのため、入射
した右円偏光は、左円偏光に変換される。そして、位相差付与層１３は、その左円偏光を
射出する。
【００１９】
位相差付与層１３は、延伸工程で作製されたプラスチック・フィルムで形成することがで
きる。延伸とは、プラスチックを融点以下ガラス転移点以上の適当な温度で引き延ばして
フィルムを作製する工法であり、その引き延ばす方向によって、一軸延伸、二軸延伸など
がある。本発明においては、屈折率異方性が存在すればよいので、一軸延伸、二軸延伸の
いずれの工法で作製したフィルムでも使用することができる。
具体的には、位相差付与層１３は、セロハン，セルロース，ポリエステル，ポリカーボネ
ート（ＰＣ），ポリエチレン（ＰＥ），ポリプロピレン（ＰＰ），ポリビニルアルコール
（ＰＶＡ），ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ），ポリ塩化ビニリデン（ＰＶＤＣ），ポリメチル
メタクリレート（ＰＭＭＡ），ポリスチレン（ＰＳ），ポリエチレンテレフタレート（Ｐ
ＥＴ），ナイロン等を材料とする延伸フィルムを用いて形成することができる。
【００２０】
位相差付与層１３は、上記プラスチック・フィルムを基材１１及び第１光選択反射層１２
に接着して形成する。この接着には、第１光選択反射層１２を基材１１に接着する接着剤
を使用するとよい。
【００２１】
第２光選択反射層１４は、第１光選択反射層１２が反射する偏光と同じ回転方向の偏光を
反射する層である。第２光選択反射層１４は、位相差付与層１３上であって、第１光選択
反射層１２と重ならない位置に形成されている。第２光選択反射層１４は、判別情報とし
て、文字「Ｄ」を表示する。　第２光選択反射層１４は、第１光選択反射層１２と同様の
コレステリック液晶相を有する層である。第２光選択反射層１４も上記接着剤を使用して
、位相差付与層１３に接着する。
【００２２】
保護層１５は、偽造防止体１０表面を保護する層である。保護層１５は、その材質として
、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、シリコン樹脂、ＥＶＡ樹脂、ポリアミド
樹脂、ポリエステル樹脂、ポリスチレン樹脂、セルロース樹脂等の単品又は混合物を例示
することができるが、これらに限定するものではない。保護層１５は、用途に合わせて、
偽造防止体１０の表面に要求される耐光性、平滑性、ハードコート性、耐摩耗性などの必
要物性に応じて、適宜選択するとよい。保護層１５も上記接着剤を使用して、位相差付与
層１３及び第２光選択反射層１４に接着する。
【００２３】
（コレステリック液晶の説明）
コレステリック液晶は、液晶分子の配向構造が膜厚方向に螺旋を描くように規則的なねじ
れを有している。また、コレステリック液晶は、ピッチＰ（液晶分子が３６０°回転する
のに必要な膜厚）と入射光の波長λとがほぼ等しい場合に、選択反射性と円偏光選択性と
いう２つの光学的性質を示すことが知られている（参考文献；液晶とディスプレイ応用の
基礎、コロナ社など）。
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【００２４】
選択反射性とは、入射光のうち特定の波長帯域内にある光を強く反射する性質をいう。こ
の選択反射性は、特定の波長帯域内に限定されて発現するため、コレステリック液晶のピ
ッチＰを適切に選択することで、反射光は、色純度の高い有彩色となる。その帯域の中心
波長をλｓ，帯域幅をΔλとすれば、これらは、光学媒体のピッチＰ（＝λ／ｎm ）と平
均屈折率ｎm （＝√（（ｎe 

2 ＋ｎo 
2 ）／２））によって、式（１），（２）のように

決まる。ここで、Δｎは、光学媒体の面内の異常光線屈折率ｎe と常光線屈折率ｎo の差
（Δｎ＝ｎe －ｎo ）とする。
λｓ＝ｎm ・Ｐ　　　　　　　　　・・・（１）
Δλ＝Δｎ・Ｐ／ｎm 　　　　　　・・・（２）
【００２５】
式（１），（２）に示した中心波長λｓおよび波長帯域幅Δλは、コレステリック液晶層
への入射光が垂直入射（０°入射，ｏｎ－ａｘｉｓ入射）の場合において定義されるが、
入射光が斜め入射（ｏｆｆ－ａｘｉｓ入射）である場合、ピッチＰが見かけ上減少するこ
とから、中心波長λｓは短波長側へ移行し、帯域幅Δλは減少する。この現象は、λｓが
短波長側へ移行することからブルーシフトと呼ばれ、その移行量は入射角に依存するが、
目視で観察しても容易に識別可能である。たとえば、垂直（０°入射位置）から観察して
赤色に呈色するコレステリック液晶の反射色は、視野角を大きくしていくにつれオレンジ
色，黄色，緑色，青緑色，青色と順次変化するように観察される。
【００２６】
円偏光選択性とは、特定の回転方向の円偏光だけを透過し、これと回転方向が反対の円偏
光を反射する性質をいう。入射光のうちコレステリック液晶の配向構造のねじれ方向と同
方向の円偏光成分は反射され、その反射光の回転方向も同一方向となるのに対し、逆方向
に回転する円偏光成分は透過する点がコレステリック液晶に特有な特異な性質である。左
ねじれ構造を有するコレステリック液晶の場合、左円偏光を反射し、かつ反射光は左円偏
光のままであり、右円偏光は透過することになる。
【００２７】
図２は、偽造防止体に左円偏光のみ透過する判別具をあてたときの光の進み方を示す模式
図である。
偽造防止体１０の第１光選択反射層１２，第２光選択反射層１４は、入射した光のうち、
左円偏光のみ反射する層である。
また、判別具３０は、円偏光を直線偏光に変換する、いわゆる、１／４波長板３０ａと、
特定の偏光方向の光のみ透過する偏光板３０ｂとを組み合わせたものである。
【００２８】
（１）自然光５０が保護層１５を透過して、第２光選択反射層１４に到達すると、自然光
５０のうち、左円偏光５１Ｌは、反射される。右円偏光５１Ｒは、第２光選択反射層１４
及び位相差付与層１３を透過して、基材１１に吸収される。
（２）（１）において、反射した左円偏光５１Ｌは、判別具３０の１／４波長板３０ａを
透過して、直線偏光５２に変換される。
（３）（２）において、変換された直線偏光５２は、偏光板３０ｂの偏光方向と一致して
おり、偏光板３０ｂを透過する。
【００２９】
（４）一方、自然光５０が保護層１５及び位相差付与層１３を透過して、第１光選択反射
層１２に到達すると、自然光５０のうち、左円偏光５４Ｌは、反射される。右円偏光５４
Ｒは、第１光選択反射層１２を透過して、基材１１に吸収される。
（５）（４）において、反射した左円偏光５４Ｌは、位相差付与層１３を透過して、右円
偏光５５Ｒに変換される。
（６）（５）において、変換された右円偏光５５Ｒは、判別具３０の１／４波長板３０ａ
を透過して、直線偏光５６に変換される。この直線偏光５６は、偏光方向が、直線偏光５
２に対して、９０度異なっている。
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（７）（６）において、変換された直線偏光５６は、偏光板３０ｂの偏光方向と異なって
おり、偏光板３０ｂを透過することができない。
【００３０】
（使用方法）
図３は、本発明による偽造防止体の第１実施形態の使用方法を説明する図である。
（１）使用者は、偽造防止体１０を目視確認する。
このとき、使用者は、第２光選択反射層１４に表示されている文字「Ｄ」及び第１光選択
反射層１２に表示されている文字「Ｎ」を確認することができる（図（Ａ））。
【００３１】
（２）（１）において、文字「Ｄ」及び「Ｎ」を確認した使用者は、左円偏光のみ透過す
る判別具を通して、偽造防止体１０を目視確認する。
このとき、使用者は、第２光選択反射層１４に表示されている文字「Ｄ」のみ確認するこ
とができ、第１光選択反射層１２に表示されている文字「Ｎ」は、消えて目視確認できな
くなる（図（Ｂ））。
【００３２】
（３）（２）において、左円偏光のみ透過する判別具で確認した使用者は、右円偏光のみ
透過する判別具を通して、偽造防止体１０を目視確認する。
このとき、使用者は、第１光選択反射層１２に表示されている文字「Ｎ」のみ確認するこ
とができ、第２光選択反射層１４に表示されている文字「Ｄ」は、消えて目視確認できな
くなる（図（Ｃ））。
以上より、使用者は、偽造防止体１０が本物であることを判別することができる。
【００３３】
本実施形態によれば、第１光選択反射層１２及び第２光選択反射層１４は、特定の円偏光
しか反射しないので、判別具を使用して、その反射光を見れば、簡単に、偽造判別するこ
とができる。
また、第１光選択反射層１２及び第２光選択反射層１４は、コレステリック液晶相を有す
るので、見る角度によって、色変化を生じ、意匠性に優れる。
さらに、位相差付与層１３は、右円偏光を左円偏光に、左円偏光を右円偏光に変換するの
で、第１光選択反射層１２及び第２光選択反射層１４に設けると、第１光選択反射層１２
及び第２光選択反射層１４の見た目の反射特性を変更することができる。
【００３４】
（第２実施形態）
図４は、本発明による偽造防止体の第２実施形態を示す図である。図中、（Ａ）は、平面
図、（Ｂ）は、（Ａ）のＢ－Ｂ断面図である。
なお、以下に示す各実施形態では、前述した第１実施形態と同様の機能を果たす部分には
、同一の符号を付して、重複する説明を適宜省略する。
偽造防止体１０は、基材１１と、第１光選択反射層１２と、位相差付与層１３と、第１光
選択反射層１２に対して、所定距離だけズレて重なるように形成された第２光選択反射層
１４と、保護層１５とを有する。
第１光選択反射層１２は、判別情報として、円柱を表示する。
第２光選択反射層１４は、第１光選択反射層１２が表示する円柱に対して、形状、色彩等
が同一の円柱を所定距離だけズラして表示する。
【００３５】
（使用方法）
（１）使用者は、偽造防止体１０を目視確認する。
このとき、使用者は、第１光選択反射層１２に表示されている判別情報と、第２光選択反
射層１４に表示されている判別情報とが、同一色であるので、見分けがつかず、何が表示
されているのか分からない。
（２）（１）において、偽造防止体１０を目視確認した使用者は、メガネ型の立体判別具
を通して、偽造防止体１０を目視確認する。
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この立体判別具は、左目に、いわゆる、１／４波長板と、特定の偏光方向の光のみ透過す
る偏光板とを組み合わせた第１判別部を備えており、左円偏光のみ透過する。また、右目
に、いわゆる、１／４波長板と、第１判別部の偏光板に対して、９０度異なる偏光方向の
光のみ透過する偏光板とを組み合わせた第２判別部を備えており、右円偏光のみ透過する
。
このとき、使用者は、左目で、第２光選択反射層１４に表示されている画像のみ確認する
ことができ、右目で、第１光選択反射層１２に表示されている画像のみ確認することがで
きる。
このため、使用者は、立体写真の原理により、判別情報を立体的に確認することができる
。
【００３６】
本実施形態によれば、第２光選択反射層１４は、第１光選択反射層１２の判別情報と、同
一の判別情報を所定距離だけズラして表示するので、判別具を使用して、判別情報が立体
的に確認できるか否かで、簡単に、偽造判別することができる。
また、第２光選択反射層１４は、第１光選択反射層１２と同一色であるので、判別具がな
いと、何を表示しているのかがわかず、秘匿性が高い。
【００３７】
（第３実施形態）
図５は、本発明による偽造防止体の第３実施形態を示す図である。図中、（Ａ）は、平面
図、（Ｂ）は、（Ａ）のＢ－Ｂ断面図である。
偽造防止体１０は、基材１１と、第１光選択反射層１２と、第１光選択反射層１２に形成
された位相差付与層１３と、第１光選択反射層１２に対して、所定距離だけズレて、基材
１１に形成された第２光選択反射層１４とを有する。
第１光選択反射層１２は、判別情報として、四角柱を表示する。
位相差付与層１３は、第１光選択反射層１２に形成されている。
第２光選択反射層１４は、第１光選択反射層１２が表示する四角柱に対して、形状、色彩
等が同一の四角柱を所定距離だけズラして表示する。
【００３８】
本実施形態によれば、第２光選択反射層１４は、第１光選択反射層１２と同様に、基材１
１に形成されているので、第１光選択反射層１２及び第２光選択反射層１４を同時に形成
することができ、生産性がよい。
【００３９】
（第４実施形態）
図６は、本発明による偽造防止体の第４実施形態を示す図である。図中、（Ａ）は、平面
図、（Ｂ）は、（Ａ）のＢ－Ｂ断面図である。
偽造防止体１０は、基材１１と、基材１１に印刷して形成された光選択反射層１２と、光
選択反射層１２の所定位置に形成された位相差付与層１３とを有する。
光選択反射層１２は、コレステリック液晶粒子を分散したインキを使用して、グラビア印
刷，シルクスクリーン印刷，凹版印刷，活版印刷，インクジェット方式等の印刷方式で印
刷する。
位相差付与層１３は、バーコードを形成する。
【００４０】
本実施形態によれば、光選択反射層１２は、印刷して形成するので、量産性がよい。
また、光選択反射層１２は、複数箇所に分けることなく、一様に、印刷して形成すること
ができるので、生産性がよい。
さらに、位相差付与層１３は、バーコードを形成するので、円偏光を照射するバーコード
読取機を使用して、機械的に、偽造判別することができる。
【００４１】
（変形形態）
以上説明した実施形態に限定されることなく、種々の変形や変更が可能であって、それら
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例えば、第１～第３実施形態において、光選択反射層を印刷して形成してもよい。
また、第４実施形態において、光選択反射層をフィルムで形成してもよい。
さらに、基材１１として、カード（例えば、キャッシュカード，クレジットカード，ＩＤ
証等）、有価証券（例えば、金券，商品券，ギフト券，株券等）、定期券、プリペイドカ
ード、パスポート、入場券などを使用して、その一部に、光選択反射層等を設けてもよい
。
さらにまた、基材１１に接着層を設け、上記カード等に貼付してもよい。
【００４２】
【発明の効果】
　以上詳しく説明したように、本発明によれば、第１光選択反射層１２及び第２光選択反
射層１４は、特定の円偏光しか反射しないので、判別具を使用して、その反射光を見れば
、簡単に、偽造判別することができる。
　また、位相差付与層１３は、右円偏光を左円偏光に、左円偏光を右円偏光に変換するの
で、第１光選択反射層１２及び第２光選択反射層１４の見た目の反射特性を変更すること
ができる。
【００４３】
　本発明によれば、第２光選択反射層は、第１光選択反射層と同様に、基材に形成されて
いるので、第１光選択反射層及び第２光選択反射層を同時に形成することができる。
【００４４】
　本発明によれば、第２光選択反射層は、第１光選択反射層が表示する判別情報と同一又
は視差のある判別情報を表示するので、判別具を使用すると、判別情報が立体的に見える
。
【００４７】
　本発明によれば、判別具を使用して、判別情報が立体的に見えるか否かによって、偽造
判別するので、簡単に偽造判別することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による偽造防止体の第１実施形態を示す図である。
【図２】偽造防止体に左円偏光のみ透過する判別具をあてたときの光の進み方を示す模式
図である。
【図３】本発明による偽造防止体の第１実施形態の使用方法を説明する図である。
【図４】本発明による偽造防止体の第２実施形態を示す図である。
【図５】本発明による偽造防止体の第３実施形態を示す図である。
【図６】本発明による偽造防止体の第４実施形態を示す図である。
【符号の説明】
１０　偽造防止体
１１　基材
１２　第１光選択反射層
１３　位相差付与層
１４　第２光選択反射層
１５　保護層
３０　判別具
３０ａ　１／４波長板
３０ｂ　偏光板
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