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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基材上の少なくとも一部に光学的変化素子から成る金属光沢層が設けられ、前記金属光沢
層上の少なくとも一部に、盛り上がりのある透明なインキ及び半透明なインキのうち少な
くとも一つのインキによる線画から構成される基本画像部が、前記光学的変化素子の回折
格子を損傷及び変形させない印刷方式で印刷されており、前記基本画像部は背景画像部と
少なくとも一つ以上のメッセージ画像部とに区分され、前記背景画像部と前記メッセージ
画像部はそれぞれ互いに配列方向が異なる等間隔の膜厚のある線画で形成され、前記光学
的変化素子の回折格子模様の画素の配列から生じる周波数と、前記膜厚のある線画から生
じる周波数によって、観察角度を変化させることにより動きのあるモアレ画像が得られ、
前記光学的変化素子の回折格子模様の画素の配列には、回折格子の角度を変えて万線模様
として配列したものが含まれることを特徴とする真偽判別可能な形成体。
【請求項２】
前記背景画像部の線画及び前記メッセージ画像部のそれぞれ互いに配列方向が異なる線画
の画線幅がそれぞれ３０μmから１０００μmの範囲であることを特徴とした請求項１記載
の真偽判別可能な形成体。
【請求項３】
前記盛り上がりのある透明なインキ及び半透明なインキのうち少なくとも一つのインキに
よる等間隔の線画の画線高さがそれぞれ５μmから２５０μmの範囲であることを特徴とし
た請求項１または２記載の真偽判別可能な形成体。
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【請求項４】
前記光学的変化素子の回折格子を、損傷及び変形させない凹凸画線を形成する印刷方式に
より印刷することを特徴とした請求項１、２または３記載の真偽判別可能な形成体の作製
方法。
【請求項５】
前記凹凸画線を形成する印刷方式は、スクリーン印刷、パッド印刷または発泡インキを使
用したオフセット印刷であることを特徴とする請求項１、２、３または４記載の真偽判別
可能な形成体の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、銀行券、郵券、旅券、株券、有価証券、通行回数券、カード等の偽造、変造
を防止する必要のある印刷物に適用される真偽判別可能な形成体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　偽造、変造を防止する必要のある印刷物における視認判別要素としてホログラムなどの
光学的変化素子（ＯＶＤ：Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｖａｒｉａｂｉｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）を用いて
の偽造防止策が効果的であるが、ホログラムの作製には原版の製造から箔の完成までには
多くの工程と時間を必要とするため、少量の製造はコストの増大をもたらして必ずしも経
済的ではなかったと同時に短納期製品や小ロット製品への採用は見送られることが多かっ
た。
【０００３】
　また、ホログラムなどの光学的変化素子を設けた有価証券類に対する偽造防止を目的と
した印刷は、銀行券等の印刷に用いられる凹版印刷によるものがほとんどであるが、この
強い圧印を必要とする印刷方法で光学的変化素子上に印刷を行うと、光学的変化素子に直
接凹凸構造をつけることになり、光学的変化素子の回折格子が著しく損傷を受け、光学的
変化素子としての機能を損なってしまう。また光学的変化素子を何らかの方法で除去した
ときには、基材に凹凸構造（エンボス）が残ってしまう技術であった。
【０００４】
　さらに光学的変化素子上に印刷を行なう際、有色インキまたは透明なインキを用いるこ
とも開示されているが、その時の印刷は剥離及び再貼付による改竄を防止することを目的
とする割印の如き作用を持つものであった。（例えば、特許文献１参照。）。
【０００５】
　本発明は、このような従来の問題を解決することを目的としたもので、光学的変化素子
を短納期製品や小ロット製品へも採用可能とするとともに、有価証券類に設けられた光学
的変化素子の回折格子を損傷及び変形させない印刷方式例えばスクリーン印刷、パッド印
刷、あるいは発泡インキを使用したオフセット印刷等により印刷を行うことで光学的変化
素子の偽造防止安定性をより向上させ、更に光学的変化素子の光学変化だけでなく、目視
確認される画像が光学的変化素子上に設けられた透明なインキ及び半透明なインキのうち
少なくとも一つのインキ内部を透過することにより更なる光学的変化を発生させる真偽判
別可能な形成体を提案することを目的とする。
【０００６】
【特許文献１】特許第３０５３２０９号明細書（３頁６欄）
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、基材上の少なくとも一部に金属光沢層が設けられ、前記金属光沢層上の少な
くとも一部に盛り上がりのある透明なインキ及び半透明なインキのうち少なくとも一つの
インキによる線画から構成される基本画像部を印刷されており、前記基本画像部は背景画
像部と少なくとも一つ以上のメッセージ画像部とに区分され、前記背景画像部と前記メッ
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セージ画像部はそれぞれ互いに配列方向が異なる等間隔の線画で形成されていることを特
徴とする真偽判別可能な形成体である。
【０００８】
　本発明は、金属光沢層が光学的変化素子であることを特徴とする真偽判別可能な形成体
である。
【０００９】
　本発明は、前記メッセージ画像部が観察角度によって、ネガ画像からポジ画像またはポ
ジ画像からネガ画像に変化して出現することを特徴とした真偽判別可能な形成体である。
【００１０】
　本発明は、前記背景画像部の線画及び前記メッセージ画像部のそれぞれ互いに配列方向
が異なる線画の画線幅がそれぞれ３０μmから１０００μmの範囲であることを特徴とした
真偽判別可能な形成体である。
【００１１】
　本発明は、前記盛り上がりのある透明なインキ及び半透明なインキのうち少なくとも一
つのインキによる等間隔の線画の画線高さ（基材表面上からのインキの膜厚）がそれぞれ
５μmから２５０μmの範囲であることを特徴とした真偽判別可能な形成体である。
【００１２】
　本発明は、前記光学的変化素子の回折格子を損傷及び変形させない印刷方式により印刷
することを特徴とした真偽判別可能な形成体の作製方法である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の真偽判別可能な形成体を、任意に設定した角度から観察した場合には前記基本
画像部は認識できずに光学的変化素子のみが確認でき、前記任意に設定した角度以外から
観察した場合には光学的変化素子の光学的変化とともに前記メッセージ画像部が顕在化さ
れ、更に深い観察角度においてメッセージ画像はネガ画像からポジ画像に、あるいはポジ
画像からネガ画像に変化するため、高価な真偽判別装置を用いなくとも、誰でもその場で
容易に真偽判別することができ、しかもコピー等の複写機器で複製することが事実上困難
である。
【００１４】
　更に光学的変化素子の回折格子模様の配列から生じる周波数と、スクリーン印刷による
膜厚のある線画から生じる周波数によって、新たな画像が出現するとともに、出現した画
像が観察角度を変化することにより動きのある画像を得られることで更なる偽造防止効果
を付与することが可能となる。
【００１５】
　更に短納期製品や小ロット製品に対し、光学的変化素子の図柄は共通としても、光学的
変化素子上に印刷する基本画像を製品毎に任意に設計して施すことにより、製品毎に異な
る画像が得られることから、結果として共通図柄の光学的変化素子を事前に一括大量生産
しておけば、本発明の形成体を短納期製品や小ロット製品での採用を可能とし、製品へ偽
造防止効果を付与することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　次に図面を参照にして本発明に係る真偽判別を向上させる形成体の実施形態について説
明する。
【００１７】
　本発明の金属光沢層は、アルミニウムや金などの金属を基材に対して直接蒸着、もしく
は転写箔へ蒸着して基材へ転写するなどの方法によって形成されるが、光沢を呈する材料
であれば金属以外の材料（例えばセラミックなど）を蒸着して形成してもよい。
【実施例１】
【００１８】
　本発明の形成体における基本画像を、線幅１５０μm、線幅の間隔を１５０μm、インキ
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の膜厚を２０μm、背景線画角度を０度、メッセージ線画角度を９０度としてスクリーン
版面を製版し、色調を持たない紫外線硬化型の透明インキにより幾何学模様図柄の光学的
変化素子上にスクリーン印刷を行い、図１のような形成体を得た。
【００１９】
　図１は基材１上に光学的変化素子４を設け、その一部又は全面に背景画像部である盛り
上がりのある線画２と、メッセージ画像部である線画３を透明なインキ及び半透明なイン
キのうち少なくとも一つのインキで印刷した形成体を示す図である。図２は図１における
Ａ－Ａ'断面図である。この形成体を任意に設定した角度から観察した場合、背景画像部
、メッセージ画像部は細い線画で印刷され、光の影響を受けにくくベタに近い印刷領域と
して認識され、背景画像部とメッセージ画像部における線画の配列方向の違い及び、光の
干渉や回折に起因する潜像画像の顕像化は発生しないため、前記印刷領域は確認されない
ことにより、図４のような光学的変化素子のみが確認できる。
【００２０】
　本発明の形成体を任意に設定した角度から観察したとき、ベタな印刷物のように認識さ
れるには、前記背景画像部の線画及び前記メッセージ画像部の線画においてそれぞれの画
線幅は３０μmから１０００μmの範囲が好ましく、６０μmから２００μmの範囲において
は、さらに視認性が向上することにより好ましい。
【００２１】
　更に、本発明の盛り上がりのある画線は、背景画像部とメッセージ画像部の各画線の高
さが５μmから２５０μｍの範囲であることが好ましい。インキの膜厚が５μm以下である
と、本発明の形成体を傾けて観察した場合、メッセージ画像部が明瞭に出現しにくくなる
。
【００２２】
　本発明の盛り上がりのある線画を形成するには、基材上に設けられた光学的変化素子の
回折格子を損傷及び変形させない印刷方式において使用可能なインキ、例えば、蒸発乾燥
型インキ、酸化重合型インキ、２液反応型インキ、紫外線硬化型インキ、電子線硬化型イ
ンキ、紫外線硬化及び酸化重合機能を併せ持つインキなどが使用できるが、紫外線硬化型
インキで作製することが望ましい。また、前記インキに蓄光、ガラスフレーク、コレステ
リック液晶、紫外線発光、赤外線反射及び赤外線吸収等の光を遮蔽しない機能性顔料を入
れることにより、更なる偽造防止効果の向上を図ることができる。
【００２３】
　基材上に設けられた光学的変化素子の回折格子を損傷及び変形させない印刷方式におい
て使用可能なインキに、蓄光、ガラスフレーク、コレステリック液晶、紫外線発光、赤外
線反射及び赤外線吸収等の光を遮蔽しない機能性顔料を混入する場合、粒子径の大きさは
１μmから１５０μmのものを用い、好ましくは５μmから５０μmで、平均１０μmから１
５μm程度が好ましい。
【００２４】
　本発明の形成体を任意に設定した角度以外から観察した場合に、前記メッセージ画像が
出現し、更に、観察角度においては前記メッセージの明暗が連続的に変化し、前記メッセ
ージ画像が図５および図６のようにネガ画像からポジ画像又はポジ画像からネガ画像に変
化して出現する。
【００２５】
　本発明の形成体を任意に設定した角度以外から観察したとき、メッセージ画像部を明瞭
に出現させるには、背景画像部の線画及びメッセージ画像部の線画は、好ましくは万線パ
ターン又は曲万線パターンもしくはレリーフ模様パターンで形成することで背景画像部と
メッセージ画像部との反射光の光量の違いにより明暗差がはっきりするため、よりメッセ
ージ画像部の潜像画像部の視認性が向上するが、背景画像部とメッセージ画像部とを形成
できるものであればこの限りではなく、また点線・破線などで形成、もしくは万線パター
ン、曲万線パターン、レリーフ模様パターンと混在していてもよい。
【００２６】
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　また、背景画像部の線画とメッセージ画像部の配列方向が異なる等間隔の線画の角度は
、３０度から１５０度の範囲であることが好ましい。更に好ましくは、背景画像部の線画
の配列方向の角度を０度とした場合、メッセージ画像部の線画の異なる配列方向の角度は
９０度が好ましい。
【００２７】
　また、例えば、基本画像に２つのメッセージ画像部を入れた場合、一方の背景画像部を
７０度とした場合、もう一方の背景画像部を１１０度とし、メッセージ画像部の配列方向
の角度は、それぞれ３０、１５０度に設定し、短冊状に画像を分割したのち合成させると
より視認しやすくなる。また、メッセージ画線部の幅を変化することにより、任意のメッ
セージを２つ以上入れることが可能である。
【００２８】
　また、本発明の背景画像部の線画及びメッセージ画像部の線画において、各画線の画線
幅を段階的及び、又は連続的に変化させることで、形成体を傾けることにより、任意の階
調を有する潜像画像が表現され、偽造防止の向上を図ることができる。
【実施例２】
【００２９】
　基材上に設けられる光学的変化素子の回折格子をつなぎ目なく同一方向に配列した上に
、基本画像を線幅１５０μm、線幅の間隔を１５０μm、インキの膜厚を２０μm、背景線
画角度を０度、メッセージ線画角度を９０度としてスクリーン版面を製版し、色調を持た
ない紫外線硬化型の透明インキによりスクリーン印刷を行い、形成体を得た。
【００３０】
　本発明の形成体による光学的変化素子上へ基本画像を印刷する際、透明なインキ及び半
透明なインキのうち少なくとも一つのインキを使用することにより、インキへの入射光が
インキ内部を通過し、光学的変化素子からの反射光を観察する際、前記透明なインキ及び
半透明なインキのうち少なくとも一つのインキがレンズ的な効果を発生させるため、観察
角度により光学的な干渉、回折、もしくは屈折が起り、透明なインキ及び半透明なインキ
の色調が発現または変化するなどの、あたかも色調があるように観察することができる。
【００３１】
　また、透明なインキ及び半透明なインキのうち少なくとも一つのインキは、光学的変化
素子上に印刷した場合、光学的変化素子が視認できる程度の透明性が好ましく、色調も特
に限定されるものではない。
【実施例３】
【００３２】
　基材上の光学的変化素子の回折格子をつなぎ目なく６０度ずつ角度を変えて、３００μ
mごとに万線模様として配列したものの上に、基本画像を線幅１５０μm、線幅の間隔を１
５０μm、インキの膜厚を２０μm、背景線画角度を０度、メッセージ線画角度を９０度と
し、さらに、背景画像部の一部に振幅幅３ｍｍ、曲率半径３ｍｍの曲万線模様としてスク
リーン版面を製版し、色調を持たない紫外線硬化型の透明インキによりスクリーン印刷を
行い、形成体を得た。
【００３３】
　本発明の形成体による光学的変化素子の回折格子模様が周波数を持つように画素配列を
行い（第１の周波数）、その光学的変化素子上に、光学的変化素子の周波数とは異なる周
波数を持つ万線または曲万線などによる基本画像の線画（第２の周波数）の印刷を行うこ
とにより、図７に示すように周波数の異なる第1の周波数と第２の周波数が重なった部分
で画像に発生するモアレ現象によって、偽造防止の向上を図ることができる。
【００３４】
　光学的変化素子の回折格子の画素配列を１μmから１０００μm幅で形成し、画素配列の
間隙を０から１０００μmで配置を行い、背景画像部の画線を５μmから２５０μmの範囲
でインキの膜厚を形成し、３０μmから１０００μmのピッチで曲線や同心円により配置す
ることが望ましい。
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【００３５】
　本発明の形成体による光学的変化素子の回折格子模様が周波数を持つように配列した画
素配列と、その光学的変化素子上に、光学的変化素子の画素配列の周波数と同じ周波数に
より基本画像の線画を万線または曲万線などで角度を変えて印刷することにより、角度が
異なっている光学的変化素子の画素配列と基本画像の線画が重なった部分で画像に発生す
るモアレ現象によって、偽造防止の向上を図ることができる。
【実施例４】
【００３６】
　基材上の光学的変化素子の回折格子幅を２９０μmとし、回折格子角度を６０度ずつ変
化させ、１０μmの回折格子を持たない間隙と隣り合わせにしたものを万線模様として配
列したものの上に、基本画像を線幅１５０μm、線幅の間隔を１５０μm、インキの膜厚を
２０μm、背景線画角度を０度、メッセージ線画角度を９０度とし、さらに、背景画像部
の一部に振幅幅３ｍｍ、曲率半径３ｍｍの曲万線模様としてスクリーン版面を製版し、色
調を持たない紫外線硬化型の透明インキによりスクリーン印刷を行い、形成体を得た。
【００３７】
　本発明の形成体による光学的変化素子において、回折格子模様を持つ画素と、回折格子
を持たない任意の大きさの間隙が周波数を持つように連続的に配列された画素配列である
とき（第1の周波数）、その光学的変化素子上に、光学的変化素子の周波数とは異なる周
波数を持つ万線または曲万線などによる基本画像の線画（第２の周波数）の印刷を行うこ
とにより、周波数の異なる第1の周波数と第２の周波数が重なった部分で画像に発生する
モアレ現象によって、偽造防止の向上を図ることができる。
【実施例５】
【００３８】
　基材上の光学的変化素子の回折格子幅を１５０μmとし、回折格子角度を６０度ずつ変
化させ、つなぎ目のない回折格子を万線模様として配列したものの上に、基本画像を線幅
１５０μm、線幅の間隔を１５０μm、インキの膜厚を２０μm、メッセージ線画の画線配
列を背景画像部の線画より１５０μｍずらしてレリーフ模様としてスクリーン版面を製版
し、色調を持たない紫外線硬化型の透明インキによりスクリーン印刷を行い、形成体を得
た。
【００３９】
　本発明の形成体による光学的変化素子の回折格子模様が周波数を持つように配列した画
素配列と、その光学的変化素子上に、光学的変化素子の画素配列と同じ周波数により基本
画像が万線または曲万線などのレリーフ模様として印刷し、且つ、基本画像のメッセージ
画像部または背景画像部が、光学的変化素子の画素配列と平行に印刷することにより、メ
ッセージ画像部と背景画像部の異なったモアレ現象によって、偽造防止の向上を図ること
ができる。
【実施例６】
【００４０】
　基材上の光学的変化素子の回折格子幅を１５０μmとし、回折格子角度を６０度ずつ変
化させ、つなぎ目のない回折格子を万線模様として配列したものの上に、基本画像を線幅
１５０μm、線幅の間隔を１５０μm、インキの膜厚を２０μm、メッセージ線画の画線配
列を背景画像部の線画より１５０μｍずらしてレリーフ模様としてスクリーン版面を製版
し、回折格子模様の配列角度と基本画像の配列角度を５度傾けて、色調を持たない紫外線
硬化型の透明インキによりスクリーン印刷を行い、形成体を得た。
【００４１】
　更に、本発明の形成体による光学的変化素子において、回折格子模様を持つ画素と、回
折格子を持たない任意の大きさの間隙が周波数を持つように連続的に配列された画素配列
と、その光学的変化素子上に、光学的変化素子の画素配列の周波数と同じ周波数により基
本画像の線画を万線または曲万線などで角度を変えて印刷することにより、角度が異なっ
ている光学的変化素子の画素配列と基本画像の線画が重なった部分で画像に発生するモア
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レ現象によって、偽造防止の向上を図ることができる。
【実施例７】
【００４２】
　基材上の光学的変化素子の回折格子幅を１５０μmとし、回折格子角度を６０度ずつ変
化させ、つなぎ目のない回折格子を万線模様として配列したものの上に、基本画像を線幅
１５０μm、線幅の間隔を１５０μm、インキの膜厚を２０μm、メッセージ線画の画線配
列を背景画像部の線画より１５０μｍずらしてレリーフ模様としてスクリーン版面を製版
し、回折格子模様の配列角度とメッセージ画像部の配列角度は０度（平行）にし、背景画
像部の配列角度を５度傾けて、色調を持たない紫外線硬化型の透明インキによりスクリー
ン印刷を行い、形成体を得た。
【実施例８】
【００４３】
　基材上の光学的変化素子の回折格子幅を１５０μmとし、回折格子角度を６０度ずつ変
化させ、つなぎ目のない回折格子を万線模様として配列したものの上に、基本画像を線幅
１５０μm、線幅の間隔を１５０μm、インキの膜厚を２０μm、メッセージ線画の画線配
列を背景画像部の線画より１５０μｍずらしてレリーフ模様としてスクリーン版面を製版
し、回折格子模様の配列角度とメッセージ画像部の配列角度は５度傾けて、また背景画像
部の配列角度は０度（平行）として、色調を持たない紫外線硬化型の透明インキによりス
クリーン印刷を行い、形成体を得た。実施例８は実施例７における背景画像部とメッセー
ジ画像部の配列角度を変更したものである。
【００４４】
　更に、本発明の形成体による光学的変化素子において、回折格子模様を持つ画素と、回
折格子を持たない任意の大きさの間隙が周波数を持つように連続的に配列された画素配列
と、その光学的変化素子上に、光学的変化素子の画素配列と同じ周波数により万線または
曲万線などの基本画像の線画をレリーフ模様として印刷し、且つ、基本画像のメッセージ
画像部または背景画像部のうちいずれか一つが、光学的変化素子の画素配列と平行に印刷
され、もう一方は画素配列の角度と異なるように印刷することにより、同じ周波数が重な
った部分で画像に発生するモアレ現象と、さらにメッセージ画像部と背景画像部の異なっ
たモアレ現象によって、偽造防止の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の形成体構成及び線画構成を示す図である。
【図２】図１におけるA-A'断面図を示す図である。
【図３】本発明による形成体の観察角度における光学的変化の模式図である。
【図４】本発明の形成体を任意の角度によって観察を行ったとき、光学的変化素子のみが
観察される様子を示す図である。
【図５】本発明の形成体を任意の角度によって観察を行ったとき、メッセージ画像がポジ
画像として観察される様子を示す図である。
【図６】本発明の形成体を任意の角度によって観察を行ったとき、メッセージ画像がネガ
画像として観察される様子を示す図である。
【図７】光学的変化素子の回折格子模様の配列による周波数と、背景画像部の線画による
周波数によってモアレが発生している様子を示す図である。
【符号の説明】
【００４６】
　１　基材
　２　背景画像部線画
　３　メッセージ画像部線画
　４　光学的変化素子
　５　回折格子
　６　形成体
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