
JP 2013-240962 A 2013.12.5

(57)【要約】
【課題】　本発明は、透過光下と反射光下との観察では
、視認できる潜像が異なる偽造防止効果に優れた特殊潜
像画像形成体に関する。
【解決手段】　基材の少なくとも一部に、潜像部と背景
部から成る潜像画像形成領域を備え、潜像部には、凸形
状を有する第１の要素が所定の方向、所定ピッチで複数
配置され、
背景部には、潜像部とは異なる位相で第１の要素が複数
配置され、潜像部及び背景部には、第１の要素と異なる
色の第３の要素が第２のピッチで複数配置され、潜像部
及び／又は背景部における第１の要素に対して第３の要
素が重なることで第一の潜像画像が形成され、
隣り合う第１の要素の間の底面に、基材の透過率よりも
高い透過率を有する凹形状の第２の要素が複数配置され
て第二の潜像画像が形成された特殊潜像画像形成体を提
供する。
【選択図】　図１



(2) JP 2013-240962 A 2013.12.5

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
基材の少なくとも一部に、潜像部と前記潜像部の背景に配置された背景部から成る潜像画
像形成領域を備え、
　前記潜像部には、凸形状を有する第１の要素が第１の方向に第１のピッチで複数配置さ
れ、
　前記背景部には、前記第１の要素が前記第１の方向に前記第１のピッチで、前記潜像部
における前記第１の要素とは異なる位相で複数配置され、
　前記潜像部及び前記背景部には、それぞれ前記第１の要素と異なる色の第３の要素が第
２のピッチで複数配置され、
　前記潜像部及び／又は前記背景部における前記第１の要素に対して前記第３の要素が重
なることで第一の潜像画像が形成され、
　前記複数配置された隣り合う第１の要素の間の底面に、前記基材の透過率よりも高い透
過率を有する凹形状の第２の要素が複数配置されて第二の潜像画像が形成され、
　前記基材を傾けて観察すると前記第一の潜像画像が視認でき、前記基材を透過光下で観
察すると前記第二の潜像画像が視認できることを特徴とする特殊潜像画像形成体。
【請求項２】
前記複数配置された第２の要素は、画素及び画線のいずれか又はそれらの組合せから成る
ことを特徴とする請求項１記載の特殊潜像画像形成体。
【請求項３】
前記複数配置された第２の要素は、深さ及び／又は面積率を異ならせることで階調のある
前記第二の潜像画像が形成されていることを特徴とする請求項１又は２記載の特殊潜像画
像形成体。
【請求項４】
前記第２の要素が画線の場合、幅を異ならせることで階調を有する前記第二の潜像画像が
形成されていることを特徴とする請求項２又は３記載の特殊潜像画像形成体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、銀行券、株券、有価証券、通行券、パスポート、商品券、カード等の偽造防
止が要求される貴重印刷物に適用される、特殊潜像画像形成体である。
【背景技術】
【０００２】
　銀行券、株券、債券等の有価証券、カード、各種証明書及び重要書類等の貴重印刷物は
、その性質上、偽造や改ざんされないことが要求される。その防止策としては、特殊イン
キによる印刷、ホログラム、スレッド、微小文字印刷、すき入れ等がある。
【０００３】
　防止策の例としては、印刷又は基材の形状によって形成した凹凸形状を有する素材上に
印刷画線を形成し、反射光下で傾けて観察した場合に凹凸形状から成る潜像画像が視認で
きる技術がある。
【０００４】
　本出願人は、反射光下で傾けて観察することで潜像画像が視認でき、その視認の有無に
よって真偽判別を行う技術として、部分的に角度を異にすることによって図柄を表した各
種万線模様又はレリーフ模様のいずれか少なくとも一つの模様をエンボスによって形成さ
れた凹凸形状を有する素材に、一定な間隔を持つ各種万線画線又は網点画線のいずれか少
なくとも一つを前述の凹凸形状の図柄以外の部分を構成する部分に対して平行又は傾斜を
持たせて印刷した潜像模様形成体を開示している（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　また、偽造防止技術の一つとして、用紙繊維の粗密や薄厚によって模様を形成して透過
光下で観察すると潜像が視認できるすき入れがある。
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【０００６】
　例えば、抄紙網上に感光性樹脂を使用して厚みが段階的に変化した模様型を形成した模
様網を、円網抄紙機の円網シリンダ又は長網抄紙機のダンディロールに取り付け、この円
網抄紙機又は長網抄紙機を使用して製造した透き入れ紙がある（例えば、特許文献２参照
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第２６１５４０１号公報
【特許文献２】特許第３１９８４８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１の発明は、印刷又は基材の形状によって形成した凹凸形状を
有する素材上に印刷画線を形成し、反射光下で傾けて観察した場合に凹凸形状から成る潜
像画像が視認できる技術であるが、前述の貴重印刷物として流通する過程において、凸形
状部や印刷画線の摩耗によって潜像視認性が低下してしまうという問題があった。そこで
、凹凸形状を用いた偽造防止技術と同じ領域に、別の真偽判別が容易に行えるもう一つの
方法が求められている。
【０００９】
　また、特許文献２の発明は、連続的に階調が変化した模様を抄造工程ですき入れる技術
であって、すき入れは用紙メーカでなければその製造が困難であるため複製防止技術とし
ては有効である。しかし、一般的にすき入れは、透過光下で観察すると潜像が視認できる
ものであって、反射光下で観察すると潜像は視認できないが、その存在自体は認識されて
しまうという問題があった。
【００１０】
　本発明は、前述した課題の解決を目的とするものであり、限られた観察条件下のみで潜
像画像が視認できるものではなく、反射光下で傾けて観察した場合及び透過光下で観察し
た場合に潜像画像が視認でき、さらに、透過光下と反射光下との観察では視認できる潜像
画像が異なることで、真偽判別と偽造防止効果に優れた特殊潜像画像形成体を提案するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、基材の少なくとも一部に、潜像部とその潜像部の背景に配置された背景部か
ら成る潜像画像形成領域を備え、潜像部には、凸形状を有する第１の要素が第１の方向に
第１のピッチで複数配置され、背景部には、第１の要素が第１の方向に第１のピッチで、
潜像部における第１の要素とは異なる位相で複数配置され、潜像部及び背景部には、それ
ぞれ第１の要素と異なる色の第３の要素が第２のピッチで複数配置され、潜像部及び／又
は背景部における第１の要素に対して第３の要素が重なることで第一の潜像画像が形成さ
れ、隣り合う第１の要素の間の底面に、基材の透過率よりも高い透過率を有する凹形状の
第２の要素が複数配置されて第二の潜像画像が形成され、基材を傾けて観察すると第一の
潜像画像が視認でき、基材を透過光下で観察すると第二の潜像画像が視認できることを特
徴とする特殊潜像画像形成体である。
【００１２】
　また、本発明の特殊潜像画像形成体における複数配置された第２の要素は、画素及び画
線のいずれか又はそれらの組合せから成ることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の特殊潜像画像形成体における複数配置された第２の要素は、深さ及び／
又は面積率を異ならせることで階調のある第二の潜像画像が形成されていることを特徴と
する。
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【００１４】
　また、本発明の特殊潜像画像形成体における第２の要素が画線の場合、幅を異ならせる
ことで階調を有する第二の潜像画像が形成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の特殊潜像画像形成体は、凹凸形状を用いた潜像模様形成体と同じ領域にある凸
形状と凸形状の間の底面に、基材よりも透過率の高い凹部を施してすき入れ潜像画像を形
成したことで、反射光下で特殊潜像画像形成体を傾けて観察した場合に潜像画像が視認で
き、さらに、透過光下で垂直方向から観察した場合に反射光下とは異なるすき入れ潜像画
像が視認できるため偽造防止効果に優れる。また、貴重印刷物として流通する過程におい
て、凸形状部や印刷画線が摩耗した場合でも、同じ領域において透過光下ですき入れ潜像
画像を視認することで真偽判別が行える。
【００１６】
　また、本発明の特殊潜像画像形成体は、凹凸形状を用いた潜像模様形成体の底面に、基
材よりも透過率の高い複数の凹部を施しているため、凹凸形状と印刷画線によってすき入
れ自体の存在が、反射光下の観察では分かりづらく、単純な万線模様が形成されているよ
うにしか視認できないため、反射光下の観察におけるすき入れ潜像画像の隠蔽性にも優れ
ている。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明における特殊潜像画像形成体の一例を示す図である。
【図２】潜像画像形成領域を形成する第１の模様、第２の模様及び第３の模様を示す図で
ある。
【図３】特殊潜像画像形成体を様々な条件で視認している図である。
【図４】第１の模様を示す図である。
【図５】第１の要素の構成例を示す図である。
【図６】本発明における画素の一例を示す図である。
【図７】第１の要素の幅及びピッチを示す図である。
【図８】第１の模様の潜像部と背景部を示す図である。
【図９】第１の模様の潜像部と背景部を拡大した図である。
【図１０】第２の模様を示す図である。
【図１１】第２の模様を示す図１０（ａ）の一点鎖線部分の拡大図である。
【図１２】第２の要素の構成例を示す図である。
【図１３】第２の要素の面積率を異ならせることにより、階調を表す例を示す図である。
【図１４】第２の要素の深さを異ならせることにより、階調を表す例を示す図である。
【図１５】透過背景部に第２の要素を設けて第二の潜像画像をネガ画像で形成した一例を
示す図である。
【図１６】第３の模様を示す図であり、第３の模様の配置される角度を示している。
【図１７】円弧状の第１の要素に第３の要素を頂点へ配置し、観察している図である。
【図１８】台形状の第１の要素に第３の要素を頂点へ配置し、観察している図である。
【図１９】円弧状の第１の要素に第３の要素を頂点の手前へ配置し、観察している図であ
る。
【図２０】第１の配置と潜像画像を示す図である。
【図２１】第２の配置と潜像画像を示す図である。
【図２２】第３の配置と潜像画像を示す図である。
【図２３】第３の要素が、第２の要素に重ならない配置の一例を示す図である。
【図２４】第３の要素が、第２の要素のすべてに重なる配置の一例を示す図である。
【図２５】第３の要素が、第２の要素に一部重なる配置での一例を示す図である。
【図２６】第２の要素が、第３の要素に重なる配置の一例である。
【図２７】第２の要素が、第３の要素に一部重なる配置である。
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【発明を実施するための形態】
【００１８】
　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、その他いろいろな実施の形態が含まれる。
【００１９】
　図１は、本発明における特殊潜像画像形成体（１）（以下、「形成体」という。）の一
例を示す図である。この形成体（１）は、図１に示すように、基材（２）上の少なくとも
一部に本発明における潜像画像が形成されている潜像画像形成領域（３）を有している。
なお、図１に示すように、潜像画像形成領域（３）以外の領域には、料額、文字、他の模
様等の必要な情報が公知の印刷方式（例えば、オフセット印刷、凹版印刷等）により施し
ても良い。
【００２０】
　本発明における基材（２）は、上質紙、コート紙、アート紙等の紙葉類を用いることが
できる。ただし、本発明の特徴点である二つの潜像画像を同じ領域内に形成するために凹
凸形状が必要であることから、基材の厚みは２０μm～１０００μmが良く、好ましくは５
０μm～３００μmが良い。また、フィルム、プラスチック、それらの複合素材等を用いる
こともできる。
【００２１】
　本発明の潜像画像形成領域（３）は、図２（ｂ）に示す第１の模様（４）と第２の模様
（６）が形成された基材の上に、図２（ｃ）に示す第３の模様（８）が印刷されて形成さ
れる。詳細に説明すると、図２（ａ）は、本発明の形成体（１）の潜像画像形成領域（３
）であり、これは図２（ｂ）に示すように基材（２）上に凸形状の複数の第１の要素（５
）から成る第１の模様（４）と、隣り合う第１の要素（５）の間に形成された凹形状の複
数の第２の要素（７）から成る第２の模様（６）が形成され、さらに、図２（ｃ）に示す
ような基材（２）と異なる色で成る複数の第３の要素（９）から成る第３の模様（８）が
組み合わされて形成されている。
【００２２】
　潜像画像形成領域（３）を真上から観察したとき（以下、「第１の観察点（Ｌ１）」と
いう。）には、図３（ａ）に示すように、基材と異なる色で成る第３の模様（８）が視認
できるが、斜めから観察したとき（以下、「第２の観察点（Ｌ２）」という。）には、図
３（ｂ）に示すように第１の要素（５）と第３の要素（９）の配置によって、第３の模様
（８）の色が視認できる部分と、第３の模様（８）が視認できない部分が生じ、第一の潜
像画像（１０）である「Ａ」が視認できるものである。また、本発明の潜像画像形成領域
（３）を透過光で観察（以下、「第３の観察点（Ｌ３）」という。）すると、第２の模様
（６）については基材の厚みが薄いため光の透過率が高くなることですき入れ画像として
視認できるため、図３（ｃ）に示すように第二の潜像画像（１１）である「１０」が視認
できる。つまり、形成体（１）には、観察方法によって最大で三つの異なる画像を視認で
きる潜像画像形成領域（３）を備えている。各潜像画像の視認原理の詳細については後述
する。次に、潜像画像形成領域（３）に形成されている第１の模様（４）、第２の模様（
６）及び第３の模様（８）について説明する。
【００２３】
　（第１の模様）
　第１の模様（４）について説明する。第１の模様（４）は、図４に示すように、凸形状
の画線から成る第１の要素（５）が第１の方向（Ｓ１）に第１のピッチで（Ｐ１）複数配
置されて成る。なお、本発明において、「第１の方向」とは、基材（２）に第１の要素（
５）が配置される方向のことである。
【００２４】
（第１の要素）
　第１の要素（５）は、図４のＡ－Ａ’線の断面図である図５（ａ）に示すように、凸形
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状の画線から成る。また、第１の要素（５）は、図５（ｂ）及び図５（ｃ）に示す断面形
状としても良い。図５に示す凸形状の第１の要素（５）を形成する方法の例としては、エ
ンボス加工や基材（２）にインキを印刷して（例えば、凹版印刷、スクリーン印刷）形成
することができる。また、その他の凸形状を形成する方法の例としては、凸形状を形成す
るために他を除去して凸形状を残すことも可能であって、例えば、抄紙工程におけるすき
入れや基材（２）の一部をレーザ加工によって除去することによって形成することができ
る。
【００２５】
　第１の要素（５）の構成は、図５に示す形状に限定されるものではなく、第１の観察点
（Ｌ１）から観察したときに、凹凸形状の表面の全面が観察でき、斜めから観察したとき
に、凸形状の場合、手前側となる表面が観察でき、奥側となる表面が観察できない形状で
あれば良い。なお、斜めから観察したときの凹凸形状の表面の見え方については、後述す
る。
【００２６】
　また、第１の要素（５）は、画線、複数の画素、又はこれらの組合せで構成しても良い
。本発明において、「画線」とは、直線、破線、波線等のことである。また、本発明にお
いて、「画素」とは、所定の形状を有する文字、数字、記号、図形、マーク等のことであ
る。図６は、画素の形状を示す一例であるが、これらの形状に限定されるものではない。
ただし、複数の画素を用いて第１の要素（５）を形成する場合には、複数の画素を画線状
に配置することにより、肉眼では画線と視認できるように配置する必要がある。本実施の
形態については、図７に示す直線で構成される第１の要素（５）が配置された例を用いて
説明する。
【００２７】
　図７に示す第１のピッチ（Ｐ１）は、限定されるものではないが、前述したような貴重
印刷物に本発明の特殊潜像画像形成体を形成し、斜めから観察して潜像を観察するような
場合、第１のピッチ（Ｐ１）は、８０μｍ～１０００μｍの範囲で形成されるのが好まし
い。そして、上記範囲において、一定のピッチで規則的に第１の要素（５）が配置される
。
【００２８】
　なお、第１のピッチ（Ｐ１）を１０００μｍより広くしても潜像を視認することができ
るが、潜像画像を形成するための第１の模様（４）が大きくなり、貴重印刷物を構成する
デザイン、例えば、他の印刷図柄等の制約を受けるために、好ましくない。また、第１の
ピッチ（Ｐ１）を８０μｍより狭くすることも可能であるが、第１の要素（５）の加工精
度の問題や、後述する第１の要素（５）と第３の要素（９）の配置で、位置合わせに高い
精度を要するために好ましくない。
【００２９】
　また、図７に示すように、第１の要素（５）における第１の方向（Ｓ１）の幅を第１の
要素の幅（Ｗ１）とする。第１の要素の幅（Ｗ１）は、後述する潜像部、背景部の区分け
ができ、かつ、良好な潜像画像が視認できるように、第１のピッチ（Ｐ１）に対応して形
成される。視認性の良好な潜像画像を形成するためには、第１の要素の幅（Ｗ１）の範囲
は、第１のピッチ（Ｐ１）に対して１／５～４／５の広さの範囲が好ましく、例えば、第
１のピッチ（Ｐ１）が８０μｍのときの第１の要素の幅（Ｗ１）は、１６μｍ～６４μｍ
であり、第１のピッチ（Ｐ１）が１０００μｍのときの第１の要素の幅（Ｗ１）は、２０
０μｍ～８００μｍというように、第１のピッチ（Ｐ１）に対して第１の要素の幅（Ｗ１

）を、後述する第３の要素（９）を印刷した後の第一の潜像画像（１０）の視認性を鑑み
て適宜調整すれば良い。
【００３０】
　図５に示す第１の要素（５）の高さ（ｈ１）は、１０μｍ～１００μｍの範囲で形成さ
れる。なお、第１の要素（５）の高さ（ｈ１）を１０μｍより低くしても潜像を形成する
ことはできるが、潜像画像が視認できる範囲が狭くなってしまうために、好ましくない。
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また、第１の要素（５）の高さ（ｈ１）を１００μｍより高くすることも可能であるが、
基材（２）が必要以上に厚くなり、加工効率が悪くなるという問題が生じるため、好まし
くない。
【００３１】
　以上のように説明した第１の要素（５）から成る第１の模様（４）は、規則的に配置さ
れた第１の要素（５）の位相が部分的に異なることにより、潜像部（１２）と背景部（１
３）に区分けされる。
【００３２】
　本発明において、「潜像部（１２）」とは、図８（ａ）に示すように規則的に配置され
た第１の要素（５）の位相が部分的に異なることによって構成した第１の模様（４）であ
る。また、「背景部（１３）」とは、潜像部（１２）に対して背景となる部分である。な
お、潜像画像は、図８（ａ）に示す「Ａ」の文字に限定されず、数字、記号、図形、マー
ク等で形成されても良い。
【００３３】
　図８（ｂ）は、図８（ａ）において点線で囲まれた箇所の拡大図であり、潜像部（１２
）を構成する第１の要素（５）を「潜像要素（１２Ａ）」と呼び、背景部（１３）を構成
する第１の要素（５）を「背景要素（１３Ａ）」と呼ぶ。
【００３４】
　なお、潜像要素（１２Ａ）は、図８（ｂ）に示すように、背景要素（１３Ａ）に対して
上側に位相を異ならせてもよく、また図８（ｂ）とは逆に、潜像要素（１２Ａ）を背景要
素（１３Ａ）に対して下側に位相を異ならせても良い。
【００３５】
　潜像要素（１２Ａ）及び背景要素（１３Ａ）は、図８（ｂ）に示すように離れていても
良いし、図９（ａ）又は図９（ｂ）に示すように、繋がっていても良い。
【００３６】
（第２の模様）
　第２の模様（６）は、図１０（ａ）に示すように、第１の模様（４）を形成している凸
形状の複数の第１の要素（５）において、隣り合う第１の要素（５）同士の間の底面に、
複数の凹形状の第２の要素（７）で形成されている。第２の模様（６）は、透過潜像部（
１４）と、その透過背景部（１５）から成り、第２の模様（６）が数字の「１０」と視認
できるように配置されている。図１０（ｂ）は、図１０（ａ）のＢ－Ｂ’線の断面図であ
る。
【００３７】
　本発明において、「透過潜像部（１４）」とは、凸形状の複数の第１の要素（５）の間
の底面に配置された第２の要素（７）によって構成した第二の潜像画像（１１）である。
また、「透過背景部（１５）」とは、透過潜像部（１４）に対して背景となる部分である
。つまり、図１０（ａ）に示すように第二の潜像画像（１１）は、透過潜像部（１４）と
透過背景部（１５）との区分けとなる。図１０（ａ）では、第二の潜像画像（１１）の数
字の「１０」を形成するために、透過潜像部（１４）に第２の要素（７）を配置して形成
しているが、これとは逆に、透過背景部（１５）へ第２の要素（７）を配置し、透過潜像
部（１４）には第２の要素（７）を配置しない、所謂、ネガポジの関係となる配置にする
ことも可能である。この第二の潜像画像（１１）についての詳細は後述する。
【００３８】
　なお、潜像画像は、図１０（ａ）に示す「１０」の数字に限定されず、文字、記号、図
形、マーク等で形成されても良い。
【００３９】
　第２の模様（６）は、図１０（ａ）のＢ－Ｂ’線の断面図である図１０（ｂ）に示すよ
うに、隣り合う第１の要素（５）の凸形状間の底面に、凹形状の第２の要素（７）で形成
する。形成方法としては、すき入れ、レーザ加工によって形成することができる。
【００４０】
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（第２の要素）
　図１１（ａ）は、図１０（ａ）の一点鎖線部分の拡大図である。図１１（ｂ）は、図１
１（ａ）のＣ－Ｃ’線の断面図である。図１１（ｂ）では、隣り合う第１の要素（５）の
凸形状間の底面に、凹形状の第２の要素（７）が形成されていることを、第１の要素（５
）の高さ（ｈ１）と第２の要素（７）の深さ（ｈ２）で示している。
【００４１】
　図１１（ａ）に示すように、第２の要素（７）における第１の方向（Ｓ１）の幅を第２
の要素の幅（Ｗ２）とする。第２の要素の幅（Ｗ２）は、第１のピッチ（Ｐ１）から第１
の要素の幅（Ｗ１）を引いた幅である第１の要素（５）の間の底面距離（Ｕ１）より狭け
れば、特に制限を受けるものではない。例えば、第１のピッチ（Ｐ１）が１０００μｍ、
第１の要素の幅（Ｗ１）が４００μｍであった場合、第２の要素の幅（Ｗ２）は６００μ
ｍより狭いものであれば良い。
【００４２】
　第２の要素（７）の深さ（ｈ２）の範囲については、基材（２）を貫通することがなけ
れば特に制限はない。第２の要素（７）は、基材（２）の厚みが最も薄いため、透過光で
観察した場合に、最も明るく見えることから第２の模様（６）を第二の潜像画像（１１）
である数字の「１０」として視認することができる。
【００４３】
　第２の要素（７）は、図１０（ａ）に示したように全て同一形状、同一面積、同一ピッ
チ及び同一密度で配置しても良い。この時、第２の模様（６）は、単一な明暗を持つ画像
として視認される。
【００４４】
　第２の要素（７）は図１２（ａ）に示すような円形に限定されるものではなく、図１２
（ｂ）や図１２（ｃ）に示すように楕円形状や画線形状、その他、図６に示すような画素
、またはこれらの組合せであっても良い。
【００４５】
　また、第２の要素（７）は、面積率を異ならせること及び深さを異ならせることで、図
１３（ａ）に示すような第２の模様（６）の明るさに明暗の階調を持たせた第二の潜像画
像（１１）を表現することができる。
【００４６】
　面積率を異ならせることで階調を表現する例として、第２の模様（６）である「１０」
に階調表現を施したときの平面図である図１３（ａ）と、その拡大図として図１３（ｂ）
～図１３（ｄ）を用いて説明する。
【００４７】
　図１３（ａ）の第２の模様（６）である「１０」は、図３（ｃ）に示す第３の観察点（
Ｌ３）から観察すると、図１３（ｂ）に示すように、第２の要素（７）の面積が小さい領
域では、透過潜像部（１４）に占める第２の要素（７）の割合が少ないため透過光量が少
なく、第１の方向（Ｓ１）に向かう程、第２の要素（７）の面積が大きくなるため、透過
光量が多くなることから明るさの明暗による階調画像を形成している。
【００４８】
　また、透過潜像部（１４）における第２の要素（７）の面積率を異ならせて第２の模様
（６）に明暗の階調を持たせる別の方法としては、図１３（ｃ）に示すように、同じ大き
さの第２の要素（７）の単位面積当たりの数を増減すること、又は、複数種類の大きさや
形状の異なる第２の要素（７）の単位面積当たりの数を増減することにより、第２の要素
（７）の粗密を作り、明るさの階調画像を形成しても良い。
【００４９】
　さらに、第２の模様（６）に明暗の階調を持たせる別の方法としては、図１３（ｄ）に
示すように、第２の要素（７）が画線である場合、画線数を増減すること、または一つの
画線において幅を異ならせることにより、第２の要素（７）の粗密や面積を異ならせるこ
とで、明るさの階調画像を形成しても良い。
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【００５０】
　第２の要素（７）の深さを異ならせることで第２の模様（６）に明暗の階調を持たせる
例としては、第２の模様（６）である「１０」に階調表現を施したときの平面図である図
１４（ａ）と、その破線Ｄ－Ｄ’の断面図である図１４（ｂ）を用いて説明する。図１４
（ａ）の第２の模様（６）である「１０」は、図３（ｃ）に示す第３の観察点（Ｌ３）か
ら観察すると、図１４（ｂ）に示すように、透過潜像部（１４）における第２の要素（７
）の深さ（ｈ２）が浅い領域では基材の厚みがあるため透過光量が少ないが、第１の方向
（Ｓ’１）に向かう程、深さ（ｈ’２）が深く基材の厚みが薄くなるため透過光量が多く
なることを利用し、明るさの明暗による階調画像を形成している。
【００５１】
　すなわち、第２の要素（７）の深さ（ｈ２）の範囲については、基材（２）を貫通する
ことがなければ特に制限はなく、第２の模様（６）の明るさに明暗の階調を持たせた第二
の潜像画像（１１）を形成することができる。
【００５２】
　また、前述したように、第２の要素（７）を用いて第二の潜像画像（１１）を形成する
別の方法として、ネガ画像として表現する方法がある。図１５（ａ）は、透過背景部（１
５）に第２の要素（７）を設けて第二の潜像画像（１１）をネガ画像で形成した一例を示
す図である。
【００５３】
　図１４までの図面では、透過潜像部（１４）に第２の要素（７）を設けることで、第３
の観察点（Ｌ３）から観察したときに、透過潜像部（１４）が透過背景部（１５）より明
るく見えることから、第二の潜像画像（１１）が「１０」のポジ画像として視認できる。
また、図１５（ａ）の点線部分の拡大図である図１５（ｂ）に示すように、透過背景部（
１５）に第２の要素（７）を設けることで、第３の観察点（Ｌ３）から観察したときに、
透過背景部（１５）が第二の潜像画像（１１）として明るく見えることから、透過潜像部
（１４）が暗く見え、「１０」のネガ画像として視認できる。以上のとおり、本発明にお
ける第二の潜像画像（１１）は、ポジ画像状態で形成してもよく、また、ネガ画像状態で
形成しても良い。
【００５４】
（第３の模様）
　第３の模様（８）は、図１６（ａ）に示すように、第３の要素（９）が第２のピッチ（
Ｐ２）で第２の方向（Ｓ２）に複数配置されて成る。本発明において、「第２の方向」と
は、第３の要素（９）が配置される方向のことである。また、第３の要素（９）における
第２の方向（Ｓ２）の幅を第３の要素の幅（Ｗ３）とする。なお、第３の要素（９）は、
前述した図６及び図７に示す第１の要素（５）と同様に、画線又は複数の画素、又はこれ
らの組合せで形成しても良い。第１の要素（５）の構成で説明したところは省略する。ま
た、さらに、第３の要素（９）は、第１の要素（５）と異なる画線又は画素、又はこれら
の組合せで形成しても良い。
【００５５】
　第２のピッチ（Ｐ２）は、第１のピッチ（Ｐ１）と略同じ広さで形成される。略同じ広
さとは、第１のピッチ（Ｐ１）に対して４／５～６／５の広さの範囲である。好ましくは
、同じピッチとするのが良い。これは、第１のピッチ（Ｐ１）と第２のピッチ（Ｐ２）が
同じ場合、第１の要素（５）と第３の要素（９）が必ず一定の間隔で重なるため、後述す
る、潜像部（１２）及び背景部（１３）から成る第一の潜像画像（１０）を視認しやすい
からである。
【００５６】
　また、第３の要素の幅（Ｗ３）は、少なくとも１０μｍより広く、上限は、第１のピッ
チ（Ｐ1）に対して、９／１０の広さの範囲で形成される。これは、仮に、第３の要素の
幅（Ｗ３）が第１のピッチ（Ｐ１）に対して９／１０より広いと、潜像要素（１２Ａ）、
背景要素（１３Ａ）に第３の要素（９）が重なるので、コントラストが得られず潜像画像
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が視認できないからである。また、第３の要素の幅（Ｗ３）が１０μｍより狭いと、第１
の要素（５）と第３の要素（９）の重なる面積が小さいため潜像の視認性が低下するから
である。
【００５７】
　本発明において、「第１の方向」とは、第１の要素（５）が配置される方向のことであ
り、「第２の方向」とは、第３の要素（９）が配置される方向のことである。本発明の形
成体（１）において、第１の方向と第２の方向は、同じ方向であっても良いし、第２の方
向が第１の方向と異なる方向でも良い。なお、第２の方向を第１の方向に対して異ならせ
て複数配置された第３の要素（９）から成る第３の模様（８）の例を図１６（ｂ）に示す
。
【００５８】
　この場合、第３の要素（９）は、図１６（ｃ）の拡大図に示すように、第１の要素（５
）が配置される方向を示すＥ－Ｅ’線に対して、傾けて形成される。このとき、第１の要
素（５）と第３の要素（９）の傾斜角（α）は、±０．５度から±３度の範囲で形成され
る。第１の要素（５）と第３の要素（９）の傾斜角（α）の好ましい範囲は、±０．５度
から±１．５度である。これは、第１の要素（５）と第３の要素（９）の傾斜角（α）が
小さい方が、第一の潜像画像（１０）を視認しやすいためである。
【００５９】
　第３の模様（８）は、第１の模様（４）における潜像部（１２）と背景部（１３）から
成る領域よりも大きく形成され、潜像部（１２）と背景部（１３）を覆うように配置され
る。これは、潜像部（１２）と背景部（１３）に第３の模様（８）が重ならない部分があ
ると第一の潜像画像（１０）全体を視認できないからである。
【００６０】
（第３の要素）
　第３の模様（８）を形成する第３の要素（９）の色は、基材（２）の色と異なる色であ
ればよく、特に限定されるものではない。
【００６１】
　第３の要素（９）の形成方法は、オフセット印刷、グラビア印刷、インクジェット印刷
等の公知の印刷方法又はレーザ加工等を用いることができる。なお、印刷によって第３の
模様（８）が形成される場合は、第３の要素（９）はインキから成り、レーザ加工によっ
て第３の模様（８）が形成される場合は、第３の要素（９）は、基材（２）がレーザによ
って変色されて成る。
【００６２】
（第１の模様と第３の模様の配置）
　次に、第１の模様（４）と第３の模様（８）の配置と、視認できる第一の潜像画像（１
０）について説明するが、まず、第２の要素（７）を除外して本発明の第一の潜像画像（
１０）の視認原理について説明する。
【００６３】
　まず、図１７～図１９を用いて、凸形状の第１の要素（５）が形成された基材（２）に
、基材（２）と異なる色の第３の要素（９）が形成された基材（２）を観察したときに視
認できる第３の要素（９）の状況について説明する。
【００６４】
　図１７（ａ）は、図５（ａ）に示す円弧の凸形状の第１の要素（５）と第３の要素（９
）が重なって配置されている状態の一例を示す平面図であり、その一部を拡大したもので
ある。なお、Ｆ－Ｆ’線は、凸形状の頂点の位置を示しており、本発明において、「凸形
状の頂点」とは、基材（２）を斜めから観察したときに凸形状の手前側となる面のうち、
最も高い部分のことである。
【００６５】
　図１７（ａ）に示す配置では、第３の要素（９）が、凸形状の頂点を境として、凸形状
の表面の半分に重なる状態を示している。
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【００６６】
　図１７（ｂ）は、図１７（ａ）に示すＧ－Ｇ’線における断面図を示す図である。図１
７（ｂ）において、観察点（Ｌ１）は、基材（２）の真上から観察した場合の視点の位置
を示しており、観察点（Ｌ２）は、図１７（ａ）に示す平行に配置された第１の要素（５
）に対して、垂直方向から、かつ、基材（２）に対して、斜めの方向から観察した場合の
視点の位置を示している。また、Ｆ－Ｆ’線で示した凸形状の頂点を符号（Ｑ）として図
示している。そして、図１７（ａ）で示したように、第３の要素（９）が凸形状の第１の
要素（５）の半分に重なっている状態を示している。
【００６７】
　このとき、観察点（Ｌ１）のように、基材（２）の真上から観察した場合、第３の要素
（９）が視認することができ、第３の要素（９）の色を視認することができる。
【００６８】
　一方、観察点（Ｌ２）のように、基材（２）を斜めから観察した場合には、凸形状の頂
点（Ｑ）を境として、手前側となる凸形状の表面では視認することができるが、奥側の表
面は凸形状の裏側にあたり、死角となることから視認することができない。また、基材（
２）の平らな部分は、凸形状の死角となって基本的に視認することができないが、凸形状
の頂点（Ｑ）を境として、手前側となる凸形状の表面に近い側の部分は、第１の要素（５
）の形状や第１のピッチ（Ｐ１）及び画線の幅（Ｗ１）によって、視認できることもある
。また、凸形状の頂点（Ｑ）を境として、手前側となる凸形状の表面において視認できる
範囲も、第１の要素（５）の形状、第１のピッチ（Ｐ１）及び第１の要素の幅（Ｗ１）に
よって、若干の差はあるが、以降の説明では、凸形状の頂点（Ｑ）を境として、手前側と
なる凸形状の表面のみが視認できるものとし、基材（２）を斜めから観察したときに、凸
形状の頂点（Ｑ）を境として、手前側となる凸形状の表面のことを「観察部（Ｖ）」、基
材（２）を斜めから観察したときに、凸形状の頂点（Ｑ）を境として、奥側となる凸形状
の表面及び基材（２）の平らな部分のことを「非観察部（Ｖ’）」として説明する。なお
、図１７（ｂ）は、図１７（ａ）に示すＧ－Ｇ’線の断面図であり、図１７（ｂ）に示す
観察部（Ｖ）及び非観察部（Ｖ’）は、Ｇ－Ｇ’線上のものであるが、実際には、図１７
（ａ）に示すように、一つの第１の要素（５）において、所定の位置において凸形状の頂
点（Ｑ）を全体に渡って結ぶ線、すなわちＦ－Ｆ’線を境として観察部（Ｖ）と非観察部
（Ｖ’）に区分けされる。
【００６９】
　続いて、図５（ｃ）に示す凸形状で第１の要素（５）が形成される場合、観察部（Ｖ）
と非観察部（Ｖ’）の範囲が異なるので、次に説明する。
【００７０】
　図５（ｃ）に示す形状の第１の要素（５）が形成された基材（２）に第３の要素（９）
が重なる配置の断面図を図１８に示す。このとき、基材（２）を斜めから観察すると、手
前側となる凸形状の表面（Ｖ１）と凸形状の上面（Ｖ２）に形成された第３の要素（９）
を視認することができる。しかし、凸形状の上面（Ｖ２）に形成される第３の要素（９）
は、手前側となる凸形状の表面（Ｖ１）に形成される第３の要素（９）に対して、視認性
が弱く、潜像画像の視認性への影響は小さいため、実際には、手前側となる凸形状の表面
（Ｖ１）に重なる第３の要素（９）によって、潜像画像が視認される。したがって、図１
８に示す第１の要素（５）の観察部（Ｖ）は、斜めから観察したときに手前側となる凸形
状の表面（Ｖ１）となり、頂点（Ｑ）の位置は、前述したように基材（２）を斜めから観
察したときに観察される面のうち最も高い部分である。そして、図１８に示す第１の要素
（５）の非観察部（Ｖ’）の範囲は、頂点（Ｑ）を境として、奥側となる凸形状の表面、
凸形状の上面（Ｖ２）及び基材（２）の平らな部分となる。
【００７１】
　このような観察部（Ｖ）と非観察部（Ｖ’）に区分けされる第１の要素（５）において
、図１７（ａ）に示すように、第３の要素（９）が、第１の要素（５）の観察部（Ｖ）に
重なる場合には、斜めから観察したときに第３の要素（９）の色を視認することができ、
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第３の要素（９）が、第１の要素（５）の観察部（Ｖ）に重ならない場合、すなわち、第
３の要素（９）が、凸形状の奥側の表面に重なる（図示せず）又は第３の要素（９）が、
基材（２）の平らな部分に重なる（図示せず）場合には、第３の要素（９）の色を視認す
ることができない。
【００７２】
　次に、図１７（ａ）に示す配置と異なる第１の要素（５）と第３の要素（９）の配置に
ついて説明する。図１９は、図１７に示す配置と異なる、第１の要素（５）と第３の要素
（９）の配置の一例を示した図である。
【００７３】
　図１９（ａ）に示す配置は、第３の要素（９）が、凸形状の観察部（Ｖ）の約半分に重
なり、残りが基材（２）の平らな部分に重なる状態を示している。
【００７４】
　図１９（ｂ）は、図１９（ａ）に示すＨ－Ｈ’線における断面図を示す図である。この
とき、凸形状の観察部（Ｖ）に第３の要素（９）が重なっている部分のみ、その色を視認
することができる。ただし、図１７に示す配置に対して、凸形状の観察部（Ｖ）に対する
第３の要素（９）の重なる面積が小さいため、薄い色で視認できる。また、基材（２）の
平らな部分に重なる第３の要素（９）は、凸形状の死角となって視認することができない
。
【００７５】
　本発明は、以上の視認原理を利用しており、第１の模様（４）の潜像要素（１２Ａ）及
び背景要素（１３Ａ）がそれぞれ異なる位相に配置することによって、第１の要素（５）
の各要素と第３の要素（９）の重なり方がそれぞれ異なり、その結果、斜めから観察した
ときの第３の要素（９）の視認性が異なることから潜像画像が視認できるものである。
【００７６】
　続いて、第１の要素（５）と第３の要素（９）の具体的な配置と、視認できる潜像画像
ついて説明する。なお、第１のピッチ（Ｐ１）と第２のピッチ（Ｐ2）が同じピッチで配
置されて成る第１の模様（４）と第３の模様（８）の配置と視認できる潜像画像について
説明する。また、観察点（Ｌ１）のように真上から観察した場合には、いずれの場合も第
３の要素（９）を観察することができるので説明を省略し、基材（１）に対して、図面の
下方から、かつ、観察点（Ｌ２）のように基材（１）に対して、斜めの方向から観察した
場合に観察される潜像の図柄について説明する。また、以降説明する第１の要素（５）と
第３の要素（９）の配置を示す図において、観察部（Ｖ）は、図面に示す各要素の半分か
ら下側とし、非観察部（Ｖ’）は、図面に示す各要素の半分から上側とする。
【００７７】
　第１の配置について説明する。第１の配置は、第３の要素（９）が、潜像要素（１２Ａ
）の観察部（Ｖ）の少なくとも一部及び背景要素（１３Ａ）の観察部（Ｖ）の少なくとも
一部に重なる配置である。この場合、潜像要素（１２Ａ）の観察部（Ｖ）に重なる第３の
要素（９）の面積率と、背景要素（１３Ａ）の観察部（Ｖ）に重なる第３の要素（９）の
面積率を異ならせて配置される。この配置の一例を、図２０（ａ）に示す。
【００７８】
　図２０（ａ）は、第３の要素（９）が、潜像要素（１２Ａ）の全体及び背景要素（１３
Ａ）の観察部（Ｖ）の一部に重なる状態を示している。また、背景要素（１３Ａ）の観察
部（Ｖ）に重なる第３の要素（９）の面積率が、潜像要素（１２Ａ）の観察部（Ｖ）に重
なる第３の要素（９）の面積率より小さい状態を示している。
【００７９】
　図２０（ａ）に示す第１の配置の形成体（１）を斜めから観察した場合、潜像要素（１
２Ａ）の観察部（Ｖ）と背景要素（１３Ａ）の観察部（Ｖ）に第３の要素（９）が重なっ
ているため、潜像部（１２）と背景部（１３）が第３の要素（９）の色で視認できる。こ
のとき、背景要素（１３Ａ）の観察部（Ｖ）に重なる第３の要素（９）の面積率が、潜像
要素（１２Ａ）の観察部（Ｖ）に重なる第３の要素（９）の面積率より小さいため、図２
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０（ｂ）に示すように、第一の潜像画像（１０）として背景部（１３）は潜像部（１２）
より薄い濃度で視認できる。
【００８０】
　第２の配置について説明する。第２の配置は、第３の要素（９）が、潜像要素（１２Ａ
）の観察部（Ｖ）の少なくとも一部に重なり、背景要素（１３Ａ）の観察部（Ｖ）に重な
らない配置である。この配置の一例を、図２１（ａ）に示す。
【００８１】
　図２１（ａ）に示す第２の配置の形成体（１）を斜めから観察した場合、潜像要素（１
２Ａ）の観察部（Ｖ）に第３の要素（９）が重なっているため、潜像部（１２）が第３の
要素（９）の色で視認できる。その結果、図２１（ｂ）に示すように第一の潜像画像（１
０）として潜像部（１２）のみが第３の要素（９）の色で視認できる。
【００８２】
　第３の配置について説明する。第３の配置は、第３の要素（９）が背景要素（１３Ａ）
の観察部（Ｖ）の少なくとも一部に重なり、潜像要素（１２Ａ）の観察部（Ｖ）に重なら
ない配置である。この配置の一例を、図２２（ａ）に示す。
【００８３】
　図２２（ａ）に示す第３の配置の形成体（１）を斜めから観察した場合、背景要素（１
３Ａ）の観察部（Ｖ）と第３の要素（９）が重なっているため、背景部（１３）が第３の
要素（９）の色で視認できる。その結果、図２２（ｂ）に示すように第一の潜像画像（１
０）として背景部（１３）のみが第３の要素（９）の色で視認できる。
【００８４】
　つまり、第１の要素（５）と、第３の要素（９）との位置関係が、第１の配置、第２の
配置、第３の配置のどの位置関係であっても、第一の潜像画像（１０）が視認することが
できる。このことから、製造時における第１の要素（５）と第３の要素（９）との位置合
わせに高い精度を必要としないため、生産性に優れている。
【００８５】
　次に、第２の要素（７）と第３の要素（９）の配置と視認できる第二の潜像画像（１１
）について図２３～図２５を用いて説明する。
【００８６】
　また、第３の観察点（Ｌ３）から観察した場合には、いずれの場合も第３の要素（９）
を視認できるので説明を省略し、基材（１）に対して、第３の観察点（Ｌ３）から透過光
で観察した場合に視認できる第二の潜像画像（１１）について説明する。
【００８７】
　第３の要素（９）が、第２の要素（７）に重ならない配置の一例を図２３に示す。この
形成体（１）を第３の観察点（Ｌ３）から透過光で観察した場合、第２の要素（７）は、
基材（２）で最も薄く、第３の要素（９）で覆われていないため、単純に明るく見えるこ
とで、第二の潜像画像（１１）が視認できる。
【００８８】
　次に、第３の要素（９）が、第２の要素（７）のすべてに重なる配置の一例を図２４に
示す。この形成体（１）を第３の観察点（Ｌ３）から透過光で観察した場合、第２の要素
（７）は、第３の要素（９）で完全に覆われているため、第２の要素（７）が第３の要素
（９）の色で視認できるか、又は第３の要素（９）で透過光を遮蔽されて視認することが
できない。
【００８９】
　第２の要素（７）が第３の要素（９）の色で視認できる場合は、第３の要素（９）を構
成するインキが光を完全に遮断するものでないことが必要である。使用するインキについ
ては、印刷物とした時の光の透過量が少なくとも第２の要素（７）を視認できる程度にな
るように調整する必要がある。また、印刷方法としては、印刷物の膜厚が厚くならないオ
フセット印刷やグラビア印刷が好ましく、膜厚が厚くなるスクリーン印刷や凹版印刷を用
いる場合には、光の透過を阻害しないように、染料を成分とするようなインキを使用する
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ことが好ましい。このような場合は、第２の要素（７）と第３の要素（９）が重なってい
る箇所が、第３の要素（９）の色彩で淡く明るく見えるため、他の箇所とは異なる色合い
に視認できるが、潜像画像形成領域（３）全体では、第二の潜像画像（１１）として視認
することができる。また、第３の要素（９）の裏面に印刷模様を形成した場合においても
同様であり、印刷物の膜厚が厚くならないオフセット印刷やグラビア印刷が好ましく、膜
厚が厚くなるスクリーン印刷や凹版印刷を用いる場合には、光の透過を阻害しないように
、染料を成分とするようなインキを使用することが好ましい。第二の潜像画像（１１）は
、第３の要素（９）の裏面に印刷模様を形成しない形態が最も視認性が向上するが、仮に
、第３の要素（９）の裏面に印刷模様を形成した場合、印刷模様の色彩の明度は、高けれ
ば高いほど、第２の要素（７）から成る第二の潜像画像（１１）が向上する。さらに、第
３の要素（９）を形成した領域の裏面に印刷模様を形成した場合に、印刷物の膜厚が厚く
ならないオフセット印刷やグラビア印刷が好ましく、膜厚が厚くなるスクリーン印刷や凹
版印刷を用いる場合には、光の透過を阻害しないように、染料を成分とするようなインキ
を使用することが好ましい。第二の潜像画像（１１）は、第３の要素（９）を形成した領
域の裏面に印刷模様を形成しない形態が最も第二の潜像画像（１１）の視認性を阻害しな
いが、仮に、第３の要素（９）を形成した領域の裏面に印刷模様を形成した場合、印刷模
様の色彩の明度は、高ければ高いほど、第２の要素（７）から成る第二の潜像画像（１１
）の視認性を阻害しない。
【００９０】
　また、第３の要素（９）が、第２の要素（７）に一部重なる配置での一例を図２５に示
す。この形成体（１）を第３の観察点（Ｌ３）から透過光で観察した場合、第２の要素（
７）は、その一部を第３の要素（９）で覆われているため、覆われていない部分は単純に
明るく視認できる。
【００９１】
　覆われた部分において、第３の要素（９）を構成するインキが光を完全に遮断しない場
合は、第３の要素（９）の色で視認できる。
【００９２】
　覆われた部分の第３の要素（９）を構成するインキが光を完全に遮断する場合でも、第
３の要素（９）に覆われていない部分から透過光が見えるため、第二の潜像画像（１１）
を視認することができる。
【００９３】
　つまり、第２の要素（７）と、第３の要素（９）との位置関係が、前記三つのどの位置
関係であっても、第二の潜像画像（１１）を視認することができる。また、前述の第１の
要素（５）と、第３の要素（９）との位置関係が、どの位置関係であっても、第一の潜像
画像（１０）が視認することができることから、あらかじめ第１の要素（５）及び第２の
要素（７）が形成された基材（２）と、第３の要素（９）との位置合わせに高い精度を必
要としないため、生産性に優れている。
【００９４】
　この形成体（１）を作製する順番については、第２の要素（７）の後に第３の要素（９
）を配置する場合を例に説明してきたが、第１の要素（５）に第３の要素（９）を先に配
置してから第２の要素（７）を配置して形成しても良い。
【００９５】
　ここまでは、基材（２）に、第１の模様（４）と第２の模様（６）を形成した後に、第
３の模様（８）を配置する順番で形成体（１）を作製したときに視認される第二の潜像画
像（１１）について説明したが、第１の模様（４）と第３の模様（８）を先に配置したあ
とに、レーザ加工によるハーフカット（非貫通孔）によって後から第２の模様（６）を形
成したときに視認される第二の潜像画像（１１）について、図２３、図２６、図２７を用
いて説明する。
【００９６】
　図２３は、第２の要素（７）が第３の要素（９）に重ならない配置の一例である。形成
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体（１）を第３の観察点（Ｌ３）から透過光で観察した場合、第２の要素（７）は、基材
（２）で最も薄く、第３の要素（９）で覆われていないため、単純に明るく見えることで
、第二の潜像画像（１１）が視認できる。
【００９７】
　図２６は、第２の要素（７）が第３の要素（９）に重なる配置の一例である。この場合
は、第３の要素（９）と基材（２）を同時にレーザでハーフカットして第２の要素（７）
を形成するため、図２６に示すように、第３の要素（９）が第２の要素（７）を遮ること
なく配置される。透過光下で観察した場合には、基材（２）で最も薄い第２の要素（７）
の透過光量が多くなることで明るく見え、第二の潜像画像（１１）が視認できる。
【００９８】
　図２７は、第２の要素（７）が第３の要素（９）に一部重なる配置である。この場合は
、最後に第３の要素（９）を配置した図２５と異なり、第３の要素（９）と基材（２）を
同時にレーザでハーフカットして第２の要素（７）を形成するため、図２７に示すように
、第３の要素（９）が第２の要素（７）を遮ることなく配置される。透過光下で観察した
場合には、基材（２）で最も薄い第２の要素（７）の透過光量が多くなることで明るく見
え、第二の潜像画像（１１）が視認できる。
【００９９】
　つまり、第１の要素（５）と第３の要素（９）を形成した後に、第２の要素（７）を形
成することで、透過光下で観察した場合、第３の要素（９）の影響を受けることなく第二
の潜像画像（１１）を視認することができる。なお、図２６に示す第２の要素（７）が第
３の要素（９）に重なる配置において、第２の要素（７）が、反射光下で観察した場合、
肉眼で視認できないように適宜設計することが望ましい。
【符号の説明】
【０１００】
　１　　　　　特殊潜像画像形成体
　２　　　　　基材
　３　　　　　潜像画像形成領域
　４　　　　　第１の模様
　５　　　　　第１の要素
　６　　　　　第２の模様
　７　　　　　第２の要素
　８　　　　　第３の模様
　９　　　　　第３の要素
　１０　　　　　第一の潜像画像
　１１　　　　　第二の潜像画像
　１２　　　　　潜像部
　１２Ａ　　　　　潜像要素
　１３　　　　　背景部
　１３Ａ　　　　　背景要素
　１４　　　　　透過潜像部
　１５　　　　　透過背景部
　Ｐ１　　　　　第１のピッチ
　Ｗ１　　　　　第１の要素の幅
　Ｕ１　　　　　第１の要素の間の底面距離
　ｈ１　　　　　第１の要素の高さ
　ｈ 　　　　　基材の厚さ
　ｈ２、ｈ’１　　　　　第２の要素の深さ
　Ｗ２　　　　　第２の要素の幅
　Ｕ２　　　　　第２の要素間の幅
　Ｐ２　　　　　第２のピッチ
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　Ｗ３　　　　　第３の要素の幅
　α　　　　　第１の方向と第２の方向の傾斜角
　Ｌ１　　　　　第１の観察点（真上からの観察）
　Ｌ２　　　　　第２の観察点（第１の要素に垂直方向から、かつ、基材に対して斜めの
方向から観察）
　Ｌ３　　　　　第３の観察点（真上からの透過光による観察）
　Ｑ　　　　　凸形状の頂点
　Ｖ　　　　　観察部
　Ｖ’　　　　　非観察部
　Ｖ１　　　　　第１の要素において、手前側となる凸形状の表面
　Ｖ２　　　　　第１の要素における凸形状の上面
　Ｓ１、Ｓ’１　　　　　第１の方向
　Ｓ２　　　　　第２の方向

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１１】
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【図１９】 【図２０】
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【図２３】 【図２４】
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