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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくともホログラム加工層及び光反射層から形成されるホログラム形成層を有するホ
ログラムシートであって、
前記光反射層は第一の光透過性領域と第二の光透過性領域とを有し、
前記第一の光透過性領域には、前記光反射層が一部存在しないことにより、光透過性を
有する複数の背景画線が形成され、
前記第二の光透過性領域には、前記第一の光透過性領域に隣接又は近接して配置され、
前記光反射層が一部存在しないことにより、光透過性を有する複数の潜像画線が形成され
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、
前記背景画線と前記潜像画線は、所定の範囲の画線の面積が等しく、
前記背景画線と前記潜像画線の形態は、
ｉ）一本線の連続線の画線又は二本線以上の分岐した連続線の画線で形成される画線の本
数が、どちらか一方が他方より多い本数で形成される画線同士、又は、
ｉｉ）画線部と非画線部の一周期で形成される定周期断絶線の画線幅が、一方と他方とで
異なる分断画線同士、又は、
ｉｉｉ）一方が一本線の連続線の画線又は二本線以上の分岐した連続線の画線で形成され
る画線と他方が画線部と非画線部の一周期で形成される定周期断絶線で形成される分断画
線であり、
前記分岐した画線間及び／又は前記定周期断絶線の画線部間の間隔が、０．０５ｍｍ又は
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０．０６ｍｍであり、
透過光下で観察したときに、光の回り込みによる画線の拡大作用により、前記分岐した
画線及び／又は前記定周期断絶線が一本線として視認され、前記第一の光透過性領域と前
記第二の光透過性領域に明暗差が生じて潜像模様が視認できることを特徴とするホログラ
ムシート。
【請求項２】
請求項１記載のホログラムシートが、接着剤層を介して光透過性基材に接着されたこと
を特徴とする印刷媒体。
【請求項３】
前記基材上に、あらかじめ蛍光発光層が設けられていることを特徴とする請求項２記載
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の印刷媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ホログラムシートとそのホログラムシートを紙等の基材に貼付した印刷媒体
に関するものであり。特に、銀行券、株券及び商品券等の各種有価証券類、証明書類又は
カード等の偽造防止や真偽判別が必要な貴重印刷物に適用される。
【背景技術】
【０００２】
銀行券、有価証券、商品券、各種証明書及び貴重書類等の貴重印刷物において、偽造を
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防止する手段としては、貴重印刷物そのものを偽造困難なものとする方法か、又は偽造困
難に加工したものをその表面に貼付する方法等がある。貴重印刷物に偽造困難に加工した
ものを貼付する方法として、例えば、ホログラムを利用する方法があり、偽造防止のため
のセキュリティ機能を高める方法として公知になっている。しかし、近年、カラー・コピ
ー機やパソコン等の電子機器の急激な精度向上に伴い、単純なホログラムでは、偽造防止
として十分な機能を得られていない状況にある。
【０００３】
また、ホログラムの一つにディメタライズド・ホログラムと呼ばれるものがあり、基材
やフィルムの表面に、熱や圧力により微細な凹凸（回折格子）を付与し、そこに反射層と
してアルミニウムを蒸着し、アルミ蒸着部分を部分的に除去して非金属化するディメタラ
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イジング加工をすることで、任意の形状を付与したホログラムがある。
【０００４】
そこで、ホログラムを構成する金属層又は金属蒸着層の一部を除去して非金属領域を形
成し、金属部分と非金属部分を併せ持つようにすることで、金属部分のホログラムの存在
と非金属部分での所定の情報を形成し、偽造防止や改ざん防止を図る方法として、例えば
、ホログラムの金属蒸着層を除去する方法としては、ＹＡＧ若しくはＣＯ２等のレーザビ
ームを金属蒸着層に照射することにより非接触にて溶解し、固定情報として印字パターン
等を形成する技術が開示されている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００５】
また、金属蒸着型熱転写用ホログラムシートにレーザを部分的に照射し、照射部分の金
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属蒸着層をスリット状又はメッシュ状に蒸発させる技術が開示されている（例えば、特許
文献２参照。）。
【０００６】
また、ホログラムに印刷デザイン形成部と、ホログラムの金属蒸着膜を、レーザ加工又
はエッチング処理により金属蒸着層をスリット状又はメッシュ状に除去して透かしデザイ
ン形成部とを設ける技術が開示されている（例えば、特許文献３参照。）。
【０００７】
さらに、ホログラム形成層に形成された回折格子の表面上に、潜像画像領域と潜像背景
領域とから成るホログラム画像領域を有し、ホログラム画像領域には、光透過性部材から
成る第１の線幅の潜像画像線と潜像画像線の背景に形成された光透過性部材から成る第１
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の光反射領域とを有し、潜像背景領域には、光透過性部材から成る第２の線幅の潜像背景
線と潜像背景線の背景に形成された光反射性部材から成る第２の光反射領域部とを有し、
それぞれの線幅が異なるホログラム形成層が開示されている（例えば、特許文献４参照。
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平１０−３３３５７４号公報
【特許文献２】特開２００３−１５００２７号公報
【特許文献３】特開２００５−１４４９２号公報
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【特許文献４】特開２００７−２４０７８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
しかしながら、特許文献１は、固定情報を微細な構造体（例えば、微細な線状や点状の
集合体）にした場合、線や点は微小であるため、レーザビームの出力にバラツキが生じ、
微細体を形成するのが不向きであるという問題があった。
【００１０】
特許文献２は、ホログラムの金属蒸着層をレーザ加工により蒸発させ、スリット状又は
メッシュ状として、透かして見たときに、あたかも透明又は半透明に見えることで擬似透
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明ホログラムとして機能させているもので、レーザ加工により金属蒸着層に対して、除去
部分と非除去部分を繰り返して形成することにより、肉眼で見た場合、ホログラムに透明
又は半透明の濃淡を与えるものであり、客観的な判断ではないため、真偽判別手段として
客観的に判断することができる手段が望まれていた。
【００１１】
特許文献３は、ホログラムに、印刷デザイン形成部とホログラムの金属蒸着層をレーザ
加工又はエッチング処理による透かしデザイン形成部とを設けているが、具体的に開示さ
れている透かしデザイン形成部は、透かしても見えるが、一方で、透かさなくても表面か
らの反射光によって、すかしデザインである文字や数字が目視されるという問題があった
。そのため、偽造防止としての潜像効果を向上させる構成が望まれていた。
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【００１２】
また、特許文献４における潜像画像線及び背景画像線は、線幅の太細により潜像を形成
し、それぞれ１本１本の線が微細な線により形成されているため、反射光下で線幅の太細
が目視され難いが、透過光下により、複数の潜像画像線及び複数の潜像背景線を領域（又
はエリア）として目視することで、より多くの透過光が発生する領域に形成された情報又
はパターンを認識するものであるが、潜像画像線と潜像背景線の画線幅（所定の範囲にお
ける面積）が実質的に異なるため、反射光下でも若干潜像模様が観察されるという課題が
残されていた。
【００１３】
そこで、本発明は、上述した従来技術の問題を解決し、更なる高度化を目的としたもの
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であり、表面からの反射光下では、潜像模様を視認することはできないが、裏面からの透
過光下では、潜像模様を視認することができ、また、ホログラムシートを貼付する基材の
任意箇所に蛍光発光層を設けることで、表面に励起光源を照射した場合でも潜像模様を視
認することができる、肉眼で真偽判別可能なホログラムシート及び印刷媒体を提供するも
のである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明のホログラムシートは、少なくともホログラム加工層及び光反射層から形成され
るホログラム形成層を有するホログラムシートであって、光反射層は、第一の光透過性領
域と第二の光透過性領域とを有し、第一の光透過性領域には、光反射層が一部存在しない
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ことにより、光透過性を有する複数の背景画線が形成され、第二の光透過性領域には、第
一の光透過性領域に隣接又は近接して配置され、光反射層が一部存在しないことにより、
光透過性を有する複数の潜像画線が形成され、背景画線と潜像画線の形状は異なって形成
され、かつ、所定の範囲の画線の面積が等しいことを特徴とするホログラムシートである
。
【００１５】
本発明のホログラムシートは、背景画線と潜像画線の異なる形状の形態としては、一本
線の連続線又は二本線以上の分岐した連続線で形成される画線の本数が、どちらか一方が
他方より多い本数で形成される画線同士、画線部と非画線部の一周期で形成される定周期
断絶線の画線幅が、一方と他方とで異なる分断画線同士又は一方が一本線の連続線又は二
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本線以上の分岐した連続線で形成される画線と他方が画線部と非画線部の一周期で形成さ
れる定周期断絶線で形成される分断画線で構成されていることを特徴とするホログラムシ
ートである。
【００１６】
本発明の印刷媒体は、本発明のホログラムシートが、接着剤層を介して光透過性基材に
接着されたことを特徴とする印刷媒体である。
【００１７】
本発明の印刷媒体は、接着剤層を介して光透過性基材に接着されたホログラムシート下
の基材上に、あらかじめ蛍光発光層が設けられていることを特徴とする印刷媒体である。
【発明の効果】
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【００１８】
本発明のホログラムシートは、ホログラムシートを形成する光反射層の一部を、偽造防
止や真偽判別に有効となる画線構成となるように光反射層を除去することで、表面からの
反射光で潜像模様を視認することはできないが、裏面からの透過光では、潜像領域と背景
領域のそれぞれの領域で、光の回り込みに差異が生じることで潜像模様を視認することが
でき、不可視情報としての潜像模様を付与することで潜像効果を向上させるという効果、
また、ホログラムシートを貼付する基材の任意箇所に蛍光発光層を設けることで、表面に
励起光源を照射した場合にも潜像模様を視認することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
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【図１】本発明のホログラムシートを基材に貼付した例を示す概要図。
【図２】図１のａ−ａ´部分におけるホログラムシート２の断面図。
【図３】本発明におけるホログラムシートを基材に貼付したときの一実施例の概略図及び
透過光で目視した模式図。
【図４】本発明に係る実施の形態１を説明する図であり、背景画線が一本線の連続線の画
線又は分岐画線で形成されるのに対して、潜像画線が分岐画線で形成される模式図。
【図５】本発明に係る実施の形態２を説明する図であり、背景画線が一本線の連続線の画
線又は分岐画線で形成されるのに対して、潜像画線が分断画線で形成される模式図。
【図６】本発明に係る実施の形態３を説明する図であり、背景画線と潜像画線が分断画線
で形成される模式図。
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【図７】本発明に係る実施の形態４を説明する図であり、本発明におけるホログラムシー
トを基材に貼付したときの一実施例の概略図及び透過光で目視した模式図。
【図８】本発明のホログラムシートを基材に貼付したときの断面図。
【図９】本発明のホログラムシートを基材に貼付したときの断面図。
【図１０】本発明に係る実施の形態５を説明する図であり、本発明におけるホログラムシ
ートを、蛍光発光層を設けた基材に貼付したときの断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
本発明を実施するための形態について、図面を用いて説明する。しかしながら、本発明
は、以下に述べる発明を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
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に記載されている技術の範疇であれば、その他いろいろな実施の形態が含まれる。
【００２１】
（ホログラムシートの構成）
図１は、本発明のホログラムシート２を基材１に貼付した状態の概要図である。図２は
、図１のａ−ａ´部分におけるホログラムシート２の断面図である。ホログラムシート２
の層構成は、保護層３、ホログラム形成層４及び接着剤層８で構成され、接着剤層８を介
して基材１に貼付される。ホログラム形成層４は、回折格子が施されたホログラム加工層
５、光反射層６及びマスク層７で形成されている。本発明において、光反射層６は、アル
ミニウム蒸着等の金属薄膜層を光反射層として設け、一般的なディメタライジング加工に
よって背景画線１１及び潜像画線１２ａ、１２ｂを形成している場合を示しているため、
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マスク層７が存在するが、金属薄膜層である光反射層６を直接加工して背景画線１１及び
潜像画線１２ａ又は１２ｂを形成する場合は、マスク層７は必要ない。なお、ホログラム
シートには、反射状態で目視したときに回折格子の回折光や反射光により変化するホログ
ラム自体の回折格子模様「Ａ」が形成されている。
【００２２】
（回折格子の構成）
ホログラム形成層４に施されている回折格子の構成としては、公知のレリーフ型ホログ
ラム及びレインボー型ホログラム等の微細な凹凸パターンを形成した光反射性部材をホロ
グラム形成層４の中に持つものであれば良く、特に制約されるものではない。
【００２３】
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（背景領域と潜像領域の構成）
図３（ａ）は、基材１に貼付した本発明のホログラムシート２を上から見た構成図であ
る。ホログラムシート２は、ホログラム形成層４を構成する光反射層６の一部を除去して
第一の光透過性領域と第二の光透過性領域を形成し、第一の光透過性領域として背景領域
９、第二の光透過性領域として潜像領域１０とで構成される。背景領域９は、背景画線で
形成され、潜像領域１０は、潜像画線で形成され、背景画線と潜像画線は、異なった形状
で形成され、潜像模様「Ｂ」の文字を形成している（実際には、肉眼で視認することはで
きないが、説明上、視認状態としている。）。
【００２４】
（潜像領域と背景領域の設計）
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本発明において、ホログラムシートに形成される潜像模様「Ｂ」の画線設計は、背景画
線と潜像画線の構成として、図３（ｂ）及び図３（ｃ）に示すような分岐又は分断画線を
用いている。分岐又は分断画線とは、本出願人が先に出願した複写防止画線（特許第３３
６８３２７号公報（分岐画線）及び特許第３３６８３２７号公報（分断画線））である。
分岐画線とは、潜像を施さない部分を一本線、潜像を施した部分を二本線以上で表現し、
潜像を施した部分の二本線以上の画線の合計の画線幅が潜像を施さない一本線の画線の画
線幅と等しい画線とするものであり、分断画線とは、潜像を施さない部分の画線を連続線
、潜像を施した部分の画線を基本線方向に一定の間隔で配列された形状の画線からなる定
周期断絶線で構成し、潜像を施した部分の定周期断絶線のうち基本線方向に連続した一つ
の画線部と非画線部とからなる一周期に相当する部分の画線面積の総和が、潜像を施さな
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い部分の連続線のうち、基本線方向における前記一周期と同一の長さに相当する部分の画
線面積と等しい画線とするものであり、本発明のホログラムシート２の背景領域９に形成
される背景画線１１と潜像領域１０に形成される潜像画線１２ａ又は１２ｂの設計に応用
している。
【００２５】
図３（ｂ）及び図３（ｃ）は、図３（ａ）に示す基材１に貼付したホログラムシート２
の背景領域９及び潜像領域１０に形成された潜像模様「Ｂ」の一部拡大図である。図３（
ｂ）は、背景領域９及び潜像領域１０に形成された潜像模様「Ｂ」が、分岐画線で形成さ
れている状態を示しており、ホログラムシート２を形成する光反射層６部分に施される潜
像模様の画線設計において、第一の光透過性領域である背景領域９は、潜像を施さない部
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分であり、この部分の画線を一本線の連続した画線で施している。第二の光透過性領域で
ある潜像領域１０は、潜像を施す領域であり、この部分の画線は、背景領域９に施した画
線の本数より多い本数となる三本の連続した画線で施し、施した画線の合計の画線幅が、
潜像を施さない部分の画線の画線幅と等しく、かつ、潜像を施さない部分の画線から分岐
させて形成している。
【００２６】
図３（ｃ）は、背景領域９及び潜像領域１０に形成された潜像模様「Ｂ」が、分断画線
で形成されている状態を示しており、ホログラムシート２を形成する光反射層６部分に施
される潜像模様の画線設計において、第一の光透過性領域である背景領域９は、潜像を施
さない部分であり、この部分の画線を一本線の連続した画線で施している。第二の光透過
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性領域である潜像領域１０は、潜像を施す領域であり、この部分の画線は、基本線方向に
一定の間隔で配列された所定の形状の画線からなる画線部と、一定の間隔で配列された所
定の形状の画線と画線の間の非画線部とで構成される定周期断絶線のうち、基本線方向に
連続した一つの画線部と一つの非画線部とからなる一周期に相当する部分の画線面積の総
和が、潜像を施さない部分の連続した一本線の画線のうち、基本線方向における一周期と
同一の長さに相当する部分の画線面積とが等しい画線となるように形成している。
【００２７】
また、図３（ｂ）及び図３（ｃ）において、ホログラムシート２に形成されている背景
領域９と潜像領域１０の各画線は、ホログラム形成層４を形成する光反射層６の一部を除
去し、背景領域９に背景画線１１を、潜像領域１０に潜像画線１２ａ（分岐）又は１２ｂ
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（分断）を形成した画線である。なお、光反射層６を除去した領域である背景画線１１及
び潜像画線１２ａ又は１２ｂの部分は、ホログラム形成層４において光を透過する領域と
なっている。
【００２８】
本発明において、背景領域に施される背景画線と潜像領域に施される潜像画線の形状が
異なっているということは、例えば、図４に示すように、背景画線と潜像画線が連続線の
画線で形成される場合には、背景画線（一方）が一本の連続線の画線又は二本の連続線の
画線で施され、背景画線から潜像画線（他方）に分岐する画線がそれぞれ三本の連続線の
画線で形成されているように、連続線の画線の本数として、どちらか一方の画線が他方よ
り多い本数で形成される形態のことをいう。以下の説明において、連続線の画線が二本以
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上で構成される画線を、分岐画線と称することもある。また、図５に示すように、背景画
線が一本の連続線の画線又は分岐画線で施され、背景画線から潜像画線に分岐する画線が
、基本線（Ｃ）方向に画線部と非画線部が配列された定周期断絶線で形成される分断画線
で形成される形態のことをいい、また、図６に示すように、背景画線と潜像画線が分断画
線で形成される場合には、背景画線と潜像画線の画線部と非画線部とからなる一周期に相
当する部分の画線面積が等しくなるように形成される定周期断絶線の画線幅が異なって形
成される形態のことをいう。
【００２９】
（ホログラム形成層の構成）
上記した背景領域９と潜像領域１０は、光反射層６の一部を除去し、光が透過する領域

40

として背景画線１１及び潜像画線１２ａ、１２ｂを形成しているが、背景画線１１及び潜
像画線１２ａ又は１２ｂを形成する手段としては、回折格子が形成されている側のホログ
ラム加工層５の表面に、アルミニウム等の光反射性部材を真空蒸着やスパッタリングした
後、グラビア印刷機等でマスク層７を形成し、アルカリ溶液に浸漬させることにより、マ
スク層７で覆われていないアルミニウムを溶解させて除去する方法か、又は真空蒸着やス
パッタリングにより形成されたアルミニウム等の光反射層６に直接レーザ光を照射し、ア
ブレーションによりレーザ光が照射された部分のアルミニウムを除去する方法等がある。
【００３０】
（基本線と画線幅）
本発明のホログラムシート２を形成する光反射層６部分に施される潜像模様の画線設計
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に関して、基本線とは、潜像領域及び背景領域に施される潜像画線又は背景画線の中心を
通る仮想的な線（図４（ａ）のＣ）を表している。このとき、一本の連続線であれば画線
幅を二等分する線として、また、分岐画線であれば複数の平行な画線が集合した一本の画
線とみなし、その中心を通る線として、さらに、分断画線であれば、一定の間隔で配列さ
れた所定の形状の画線からなる定周期断絶線の中心を通る線とする。また、分岐画線の画
線幅は、基本線に対して垂直な方向において、分岐した画線の一番外側の画線間の寸法（
図４（ａ）のｈ１）であり、分断画線であれば基本線に対して垂直な方向における定周期
断絶線の寸法（図５（ａ）のｈ２）である。
【００３１】
（背景画線と潜像画線の関係、画線面積）

10

また、本発明のホログラムシート２を形成する光反射層６部分に施される潜像模様の画
線設計において、潜像領域及び背景領域に形成される画線は、表面からの反射光で潜像模
様を視認することができないようにするために、二つの領域の画線において、所定の範囲
内の画線の面積を等しくする必要があり、さらに、潜像領域と背景領域に施される画線の
形状が異なっていることが必要である。この場合、分岐画線のように、基本線方向に沿っ
た連続線である場合は、潜像画線及び背景画線の画線幅の合計のみを等しくすれば良く、
一方、分断画線においては、基本線方向に画線部と非画線部が配列された定周期断絶線で
あるため、一周期に相当する長さに対する画線の面積を等しくすれば良い。
【００３２】
このように形成する背景領域９の背景画線１１は、同じ線幅の画線を同ピッチで複数形
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成し、潜像領域１０の潜像画線１２ａ又は１２ｂは、背景領域９に形成された画線から隣
接又は近接させて設計された分岐又は分断画線として形成される。光反射層６を除去する
間隔は、分岐又は分断画線を肉眼で視認されない程度に微細に施し、透過光下で観察した
ときに、光の回り込みにより、分岐又は分断画線があたかも一本の線のようにつながって
視認されるように画線設計をする。本発明において、「近接」とは、背景画線と潜像画線
の各境界が、間に僅かな間隔を設けて形成している状態をいう。
【００３３】
本発明のホログラムシートにおける潜像模様の画線構成としては、背景領域９の背景画
線１１が一本線の連続線の画線又は二本線の連続線の画線で形成されるのに対して、潜像
領域１０の潜像画線１２ａが三本線の連続線の画線で形成される実施の形態１、背景領域
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９の背景画線１１が一本線の連続線の画線又は二本線の連続線の画線で形成されるのに対
して、潜像領域１０の潜像画線１２ｂが分断画線で形成される実施の形態２、背景領域の
背景画線と潜像領域の潜像画線が分断画線１２ｂで形成される実施の形態３、実施の形態
１及び２における背景領域９と潜像領域１０の画線構成を入れ替え、背景領域９に潜像画
線１２ａ又は１２ｂを形成し、潜像領域１０に背景画線１１を用いて形成する実施の形態
４、ホログラムシート２を蛍光発光層が設けられた基材に貼付し、表面に励起光源を照射
して観察した場合に、蛍光発光による潜像模様が視認される実施の形態５について、図を
用いて説明する。以下の実施の形態の説明において、本発明の背景画線及び潜像画線を表
す画線の構成として直線的な線を用いて説明しているが、これに限定されず、曲線、波線
又はレリーフ等の如何なる線形状で形成しても良く、その効果は同様となる。
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【００３４】
（実施の形態１）
本発明のホログラムシートにおける実施の形態１を説明する。背景領域９が一本線の連
続線の画線又は二本線の連続線の画線で形成される背景画線１１に対して、潜像領域１０
が三本線の連続線の画線で形成される潜像画線１２ａを用いて潜像模様を形成するための
背景画線と潜像画線の関係を説明する。
【００３５】
図４は、背景領域９と潜像領域１０に形成される画線が、一本線の連続線又は分岐画線
で形成される画線構成の一実施例を示す図であり、背景領域９の背景画線１１は、一本以
上の連続した画線から形成され、背景画線１１から分岐する潜像領域１０の潜像画線１２
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ａの本数は、背景画線１１より多く設定すれば良い。背景画線１１と潜像画線１２ａのそ
れぞれの画線の本数の設定は、背景画線１１の画線幅と分岐した潜像画線１２ａの画線間
の間隔に関係しており、例えば、背景画線１１が一本線の場合には、潜像画線１２ａを二
本線以上の画線とすれば良い。
【００３６】
図４（ａ）は、背景画線１１を一本線で、潜像画線１２ａを三本線に分岐した画線で形
成した場合の説明図である。潜像を施さない部分である背景領域９は、背景画線１１とし
て示すように、一本線の連続線として光反射層６を除去し、潜像を施す部分である潜像領
域１０は、潜像画線１２ａとして示すように、三本の分岐した画線として光反射層６を除
去し、それぞれの画線領域を形成している。このとき、潜像画線１２ａの三本に分岐した
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画線において、任意の長さ（Ｌ）の範囲の画線の面積（ｍ１）と、背景画線１１において
、潜像画線１２ａの任意の長さ（Ｌ）と同一の長さ（Ｌ´）の範囲の画線の面積（ｍ２）
とを等しくするためには、上記した画線設計に基づいて、潜像を施す部分である潜像領域
１０に施されている潜像画線１２ａの画線幅の合計（ｎ１＋ｎ２＋ｎ３）が、背景領域９
に施された一本線の背景画線１１の画線幅（ｎ４）と等しくなるように画線を構成するこ
とで、背景領域９と潜像領域１０に施される画線の面積が等しくなり、潜像模様「Ｂ」を
形成することができる。例えば、一本線の背景画線１１の画線幅（ｎ４）を１２０μｍと
した場合、三本に分岐する潜像画線１２ａの構成としては、背景画線１１の画線幅と分岐
した三本の画線幅の合計（ｎ１＋ｎ２＋ｎ３）とが等しくなれば良いため、三本に分岐し
た画線のそれぞれ一本の画線幅（ｎ１、ｎ２、ｎ３）は４０μｍとなり、また、分岐した
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三本の画線の画線間の間隔は、肉眼では視認されない範囲であれば本発明の効果を得るこ
とができる。
【００３７】
図４（ｂ）は、背景画線１１を二本線に分岐して形成し、潜像画線１２ａを三本線に分
岐して形成した場合の画線構成の説明図である。潜像領域１０は、図４（ａ）で示した構
成と同様であり、背景領域９は、背景画線１１を二本に分岐した画線として光反射層６を
除去し、画線領域を形成している。このとき、潜像画線１２ａの三本の分岐した画線にお
いて、任意の長さ（Ｌ）の範囲の画線の面積（ｍ１）と、同じく二本に分岐した画線であ
る背景画線１１における、潜像画線１２ａの任意の長さ（Ｌ）と同一の長さ（Ｌ´）の範
囲の画線の面積（ｍ２）とを等しくするためには、潜像画線１２ａである三本に分岐した
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画線の画線幅の合計（ｎ１＋ｎ２＋ｎ３）が背景画線１１である二本に分岐した画線の画
線幅の合計（ｎ５＋ｎ６）と等しくすることで、背景領域９と潜像領域１０の画線の面積
を等しくすることができる。例えば、背景領域９及び潜像領域１０に形成される画線の画
線幅の合計を１２０μｍとした場合、画線の面積を等しくするためには、二本に分岐した
画線である背景画線１１の一本の画線幅（ｎ５、ｎ６）を６０μｍ、三本に分岐した画線
である潜像画線１２ａの一本の画線幅（ｎ１、ｎ２、ｎ３）を４０μｍで構成すれば良い
。また、それぞれの分岐した画線間の間隔は、肉眼では視認されない範囲であれば本発明
の効果を得ることができる。
【００３８】
（実施の形態２）

40

本発明のホログラムシートにおける実施の形態２を説明する。背景領域９の一本線の連
続線の画線又は二本線に分岐した連続線の画線で形成される背景画線１１に対して、潜像
領域１０の潜像画線１２ｂとして分断画線で潜像模様を形成するための背景画線と潜像画
線の関係を説明する。
【００３９】
図５は、潜像領域１０の潜像画線１２ｂを分断画線で形成する画線構成の一実施例を示
す図であり、潜像を施さない部分である背景領域９に施される背景画線１１が一本の連続
線でなる画線又は二本線以上に分岐した連続線で形成される画線と、潜像を施す部分であ
る潜像領域１０に施される潜像画線１２ｂが画線部と非画線部の一周期で形成される定周
期断絶線で形成される分断画線とで構成される。
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【００４０】
図５（ａ）における背景領域９は、背景画線１１として示すように、一本線の連続線と
して光反射層６を除去し、潜像領域１０は、潜像画線１２ｂとして示すように、定周期断
絶線として光反射層６を除去し、それぞれの画線領域を形成する場合の説明図である。上
記した画線設計に基づいて、潜像を施す部分である潜像領域１０の定周期断絶線（潜像画
線１２ｂ）は、連続した一つの画線部と非画線部からなる一周期に相当する長さ（Ｔ）の
範囲の画線面積（ｍ３）が、背景領域９の一本線（背景画線１１）において、潜像画線１
２ｂの定周期断絶線の一周期の長さ（Ｔ）と同一の長さ（Ｔ´）に相当する範囲の画線の
面積（ｍ４）とが等しくなるように画線を構成することで、潜像模様「Ｂ」を形成する。
例えば、背景画線１１の画線幅を１００μｍとした場合、潜像画線１２ｂの定周期断絶線
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の基本線方向の寸法（Ｗ）を５０μｍとし、基本線（Ｃ）に対し垂直方向の寸法（ｈ２）
を２００μｍ、一周期の長さ（Ｔ）を１００μｍとする画線設計であれば、背景領域９と
潜像領域１０の画線面積が等しくなり、反射状態では、潜像画像が視認されないように構
成することができる。
【００４１】
図５（ｂ）は、背景領域９の背景画線１１を二本線に分岐して形成する場合の画線構成
の説明図である。潜像領域１０の潜像画線１２ｂは、図５（ａ）で示した構成と同様であ
り、背景領域９は、背景画線１１を二本に分岐した画線として光反射層６を除去し、画線
領域を形成している。この場合、潜像画線１２ｂである定周期断絶線の一周期の長さ（Ｔ
）の範囲における画線の面積（ｍ３）と、背景画線１１である二本に分岐した画線におい
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て、潜像領域１０の定周期断絶線（潜像画線１２ｂ）の一周期と同一の長さ（Ｔ´）に相
当する範囲における画線の面積（ｍ４）が等しくなるように画線を構成すれば良い。例え
ば、背景領域９に施される背景画線１１である二本に分岐した画線の一本の画線幅（ｎ８
、ｎ９）をそれぞれ５０μｍとし、二本の合計（ｎ８＋ｎ９）を１００μｍとした場合、
潜像画線１２ｂの定周期断絶線の基本線方向の寸法（Ｗ）を５０μｍとし、基本線に対し
垂直方向の寸法（ｈ２）を２００μｍ、一周期の長さ（Ｔ）を１００μｍとする画線設計
であれば、背景領域９と潜像領域１０の画線の面積が等しくなり、反射状態では、潜像画
像が視認されないように構成することができる。
【００４２】
（実施の形態３）
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本発明のホログラムシートにおける実施の形態３として、背景領域９の背景画線１１と
潜像領域１０の潜像画線１２ｂを分断画線で形成するための背景画線と潜像画線の関係を
説明する。
【００４３】
図６は、背景領域９の背景画線１１と潜像領域１０の潜像画線１２ｂが、両方とも定周
期断絶線として光反射層６を除去し、それぞれの画線領域を形成する場合の説明図である
。この場合、潜像画線１２ｂの定周期断絶線の一周期に相当する長さ（Ｔ）の範囲におけ
る画線の面積（ｍ３）と、背景画線１１の潜像画線１２ｂの定周期断絶線において、一周
期（Ｔ）と同一の長さ（Ｔ´）に相当する範囲における画線の面積（ｍ４）とが等しくな
るように画線を構成すれば良い。例えば、背景領域９に施されている定周期断絶線（背景
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画線１１）において、画線幅（ｈ３）が８０μｍ、基本線方向の寸法（Ｗ´）が４０μｍ
、一周期の長さ（Ｔ´）を８０μｍとした場合、潜像領域１０に施されている定周期断絶
線（潜像画線１２ｂ）は、一周期の長さ（Ｔ）を背景画線１１の周期と同一の８０μｍと
し、画線幅（ｈ４）を１６０μｍ、基本線方向の寸法（Ｗ）を２０μｍとする画線設計で
あれば、背景領域９と潜像領域１０の画線の面積が等しくなり、反射状態では、潜像が視
認されないように構成することができる。
【００４４】
実施の形態１及び２において、背景領域９の背景画線１１と潜像領域１０の潜像画線１
２ａ又は１２ｂとの関係は、図４（ａ）及び（ｂ）に示す画線に関しては、背景画線１１
の一本線又は二本線に分岐した連続線の画線から隣接して潜像画線１２ａとしての分岐画
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線が施されている構成となっており、また、図５（ａ）及び（ｂ）に示す分断画線に関し
ては、背景画線１１の一本線又は二本線に分岐した連続線の画線から近接して潜像画線１
２ｂとしての分断画線が施されている構成となっているが、これに限定されず、分岐画線
が近接した場合でも、分断画線が隣接した場合でも、同様の効果を得ることができる。こ
れは、背景画線１１として施す一本線又は二本線に分岐した連続線の画線と潜像画線１２
ａ又は１２ｂとして施す分岐又は分断画線が、所定の範囲（ｍ１とｍ２又はｍ３とｍ４）
内において、画線の面積が等しければ良いためである。
【００４５】
上記のような構成にすることで、透過光で観察した場合に、光の回り込みによる画線の
拡大作用により、背景領域９に施された一本線又は二本線に分岐した連続線の画線１１と
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、潜像領域１０に施された三本線の分岐した連続線の画線１２ａか、又は背景領域９に施
された一本線又は二本線の分岐した連続線の画線１１と、潜像領域１０に施された定周期
断絶線による画線１２ｂとが、連続する一本の画線のように見えるため、潜像模様「Ｂ」
は、図３（ａ）に示すように、背景領域９は暗く、潜像領域１０は明るい状態として視認
される。
【００４６】
（実施の形態４）
本発明のホログラムシートにおける実施の形態４を説明する。実施の形態１及び実施の
形態２において、ホログラムシート２の潜像領域１０に、潜像画線１２ａとして三本線に
分岐した連続線の画線で、また、潜像画線１２ｂとして分断画線で潜像模様を形成する実
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施例を示したが、本実施例においては、背景領域９に潜像画線１２ａ又は１２ｂを用い、
潜像領域１０に背景画線１１を用いて潜像模様を形成する形態とした。
【００４７】
図７（ａ）は、基材１に貼付したホログラムシート２の構成を示す平面図である。図７
（ｂ）及び図７（ｃ）は、図７（ａ）のホログラムシート２に施された潜像模様「Ｂ」の
一部拡大図である。図７（ｂ）及び図７（ｃ）に示される画線設計の説明は、上記した形
態と同様であるので省略する。本実施例で形成されるホログラムシート２の場合、透過光
で観察すると、光の回り込みによる画線の拡大作用により、背景領域９に形成された分岐
画線１２ａ又は分断画線１２ｂが、潜像領域１０に形成された一本線の連続線の画線の背
景画線１１よりも太く見えるため、潜像模様「Ｂ」は、図７（ａ）に示すように、背景領
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域９は明るく、潜像領域１０は暗い状態として視認される。
【００４８】
（ホログラム効果）
図８（ａ）は、基材１に貼付した本発明のホログラムシート２の断面図である。白色光
源１３からの光が、ホログラム形成層４の中のホログラム加工層５及びそれに密着してい
る光反射層６により回折光が反射し、視点１４に到達する。そのため、視点１４からは、
図８（ｂ）に示すように、潜像模様「Ｂ」が視認されることなく、ホログラム自体の回折
格子の模様「Ａ」のみが出現し、ホログラム効果として視認される。
【００４９】
（潜像効果）
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一方、図９は、基材１に貼付した本発明のホログラムシート２を、裏面（基材１に対し
てホログラムシート２を貼付した逆の面）から透かして見た断面図である。この場合、ホ
ログラム自体の回折格子の模様「Ａ」は、目視することができないが、ホログラムシート
２に形成された背景領域９及び潜像領域１０は、ホログラム形成層４の中の光反射層６の
一部が除去された背景画線１１及び潜像画線１２ａ又は１２ｂとなっている部分から光が
透過し、それ以外の部分である光反射層６は、光を透過しない。このとき、背景画線１１
及び潜像画線１２ａ又は１２ｂとして形成されている領域から光が透過すると、光の回り
込みによる画線の拡大作用が生じ、分岐又は分断画線で形成された部分が、あたかも一本
線のようにつながって見え、また、背景画線１１として元々一本線又は二本線で形成され
た部分よりも太く見えるため、視点１４からは、図３（ａ）又は図７（ａ）に示すような
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潜像模様「Ｂ」を視認することができる。ただし、基材１は、光を一定以上透過する材質
で構成する必要がある。基材としては、例えば、紙、プラスチックフィルム、プラスチッ
クカード及び不織布等を利用することで効果が得られる。
【００５０】
このように、本発明のホログラムシート２は、潜像領域１０内に反射状態では、差別化
することができない程度に潜像画線を微細に分岐又は分断させて形成し、光の回り込みに
より一本の画線として見えるように画線設計をしているので、ホログラムシート２を光に
かざして透かして見たときに、光が分岐又は分断部分から回り込んで、分岐又は分断部分
が一本の画線として見えることになる。このため、反射状態では、ホログラム自体の回折
格子の模様「Ａ」のみが視認されるというホログラム効果、透過状態では、潜像模様「Ｂ
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」のみが視認されるという潜像効果という二つの効果が、判別用具等を使用することなく
肉眼で視認が可能となり、真偽判別に利用することができる。
【００５１】
（実施の形態５）
本発明のホログラムシートにおける実施の形態５を説明する。基材上に励起光源１５に
より発光する蛍光発光領域を付与し、該蛍光発光領域の上にホログラムシートを貼付した
実施の形態である。ホログラムシート２の背景領域９及び潜像領域１０に形成される背景
画線及び潜像画線の構成は、実施の形態１〜４のいずれかに記載した画線構成とすれば良
く、詳細な説明は省略する。
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【００５２】
図１０は、本発明におけるホログラムシートを、蛍光発光層を設けた基材に貼付したと
きの断面図である。図１０（ａ）に示すように、光を一定以上透過する材質である基材１
の表面における任意箇所に、ホログラムシート２の潜像領域１０が含まれる大きさで蛍光
発光領域１６を付与し、ホログラムシート２の潜像領域１０と蛍光発光領域１６とが重な
るように、蛍光発光領域１６の上にホログラムシート２を貼付する。この貼付部分に、表
面から励起光源１５を当てると、発光した蛍光発光領域１６からの光が、ホログラム形成
層４の中の光反射層６の一部が除去された背景画線１１及び潜像画線１２ａ又は１２ｂと
なっている部分から透過する際に、光の回り込みによる画線の拡大作用が生じ、分岐又は
分断画線で形成された部分があたかも一本線のようにつながって見え、また、背景画線１
１として元々一本又は二本線で形成された部分よりも太く見えるため、視点１４からは、
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図１０（ｂ）に示すように、励起光源１５によって発光した蛍光色１７による潜像模様「
Ｂ」を視認することができる。
【符号の説明】
【００５３】
１

基材

２

ホログラムシート

３

保護層

４

ホログラム形成層

５

ホログラム加工層

６

光反射層

７

マスク層

８

接着層

９

背景領域

１０

潜像領域

１１

背景画線

１２ａ、１２ｂ
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潜像画線

１３

一般的な白色光源

１４

観察者の視点

１５

励起光源

１６

蛍光発光領域
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１７
Ｃ

蛍光色による潜像模様
基本線

ｈ１

分岐画線の画線幅

ｈ２

分断画線の画線幅

Ｌ
Ｌ´

任意の長さ
任意の長さＬと同一の長さ

ｍ１、ｍ２、ｍ３、ｍ４

所定の範囲内の画線面積

ｎ１、ｎ２、ｎ３、ｎ５、ｎ６、ｎ８、ｎ９
ｎ４、ｎ７
Ｔ
Ｔ´
Ｗ

【図１】

【図２】

【図３】
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分岐画線の各画線幅

一本の連続線の画線幅
10

定周期断絶線の一周期の長さ
定周期断絶線の一周期の長さＴと同一の長さ
定周期断絶線の基本線方向の寸法

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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