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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホログラム、または、回折格子の中に文字，記号の何れか又はこれらの組み合わせによ
る第一の隠し情報が形成され、
　前記第一の隠し情報の内側または外側に、文字，記号の何れか又はこれらの組み合わせ
による目視では識別できず、拡大することで識別できる第二の隠し情報が凹凸によって形
成されたことを特徴とする真贋識別構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の真贋識別構造において、
　第二の隠し情報は、文字，記号の何れかが等ピッチに配置されて形成された情報である
ことを特徴とする真贋識別構造。
【請求項３】
　請求項１に記載の真贋識別構造において、
　第二の隠し情報は、文字，記号の何れかが不規則に配置されて形成された情報であるこ
とを特徴とする真贋識別構造。
【請求項４】
　請求項２に記載の真贋識別構造において、
　第二の隠し情報は、大きさが０．５～５．０μmであることを特徴とする真贋識別構造
。
【請求項５】
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　請求項３に記載の真贋識別構造において、
　第二の隠し情報は、大きさが０．５～３０μm であることを特徴とする真贋識別構造。
【請求項６】
　請求項１～５に記載の真贋識別構造において、
　第一の隠し情報は、大きさが、３００μm以下 であることを特徴とする真贋識別構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、真贋識別構造に関し、詳しくは、微細な文字の内側または外側に、さらに文
字，記号による微細情報が凹凸によって形成された真贋識別構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、カラーコピー機の解像機能の向上、色再現機能の向上によって極めて精巧なコピ
ーが得られるようになってきている。
　そのために、高額紙幣や商品券等の金券類は、カラーコピー機による偽造を防止するた
めに、デザインの一部にカラーコピー機のセンサーでは読み取ることができない小さな網
点や細線を、同じ反射濃度でデザインされた絵柄の中に組み込んでいる。
　その結果、これらの高額紙幣や商品券をカラーコピー機によって複写しようとすると、
コピー機のスキャナーが小さな網点や細線を読み落とし、その部分が白く抜けることでコ
ピー品であると判別している。
【０００３】
　また、ホログラム，回折格子は、目視した際の視認性が特徴的で、かつその製造に高度
な技術を必要とすることから、一部の高額紙幣や、その他の金券類に偽造防止分手段とし
て使用されてきた。
【０００４】
　例えば、多大なコストと手間をかけないと複写あるいは偽造ができない回折構造を有す
る「書類」が提供されている（例えば、特許文献１参照）。
　特許文献１の記載によれば、所定面に刻印されて回折光学的な作用を及ぼす巨視的な構
造を有する有価証券、身分証明書等の書類において、この巨視的な構造は、１０本／ｍｍ
以上の空間周波数を有する回折光学的な作用を及ぼす所定の凹凸構造を備えた複数の部分
面からなり、各部分面の凹凸構造は、その隣接する部分面の凹凸構造と異っている。そし
て、これらの部分面の内少なくとも一群の部分面によって書類の真贋情報が表され、その
真贋情報を表す各部分面の最大寸法は、０．３ｍｍより小さい寸法とされる。これにより
真贋情報は、ルーペ等の補助手段を用いてはじめて識別することが可能になるというもの
である。
　また、単なるホログラムでは、偽造防止手段として不十分だとして、「立体マイクロパ
ターン表示体」が提供されている（例えば、特許文献２参照）。
　特許文献２の記載によれば、ホログラムが多数の微小なマイクロ文字、あるいは、幾何
学的なマイクロ図形の三次元集合体からなり、それら多数の微小マイクロ文字、あるいは
、幾何学的なマイクロ図形が三次元的に集合して特定の立体形状体を構成するように配置
された「立体マイクロパターン表示体」であるとしている。
【０００５】
【特許文献１】実開平９－６６号公報
【特許文献２】特開２００４－１３８６８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載された技術は、比較的安価なグレーティングプロット装置を使用して
も、それらしき偽物を作製することができてしまう。
　また、特許文献２に記載された技術は、微小マイクロ文字、あるいは、幾何学的なマイ
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クロ図形が三次元的に集合して特定の立体形状体を構成するように配置されたものでり、
微小マイクロ文字を真贋識別手段として使用するものではない。
　そこで、本発明は、微細な文字の内側または外側に、さらに文字，記号による微細情報
が凹凸によって形成された真贋識別構造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】
【０００７】
　前記課題の目的を達成するために、本発明の真贋識別構造の第一の態様は、ホログラム
、または、回折格子の中に文字，記号の何れか又はこれらの組み合わせによる第一の隠し
情報が形成され、前記第一の隠し情報の内側または外側に、文字，記号の何れか又はこれ
らの組み合わせによる目視では識別できず、拡大することで識別できる第二の隠し情報が
凹凸によって形成されたことを特徴とするものである。
【０００８】
　また、第二の態様は、第一の態様において、第二の隠し情報は、文字，記号の何れかが
等ピッチに配置されて形成された情報であることを特徴とするものである。
【０００９】
　また、第三の態様は、第一の態様において、第二の隠し情報は、文字，記号の何れかが
不規則に配置されて形成された情報であることを特徴とするものである。
【００１０】
　また、第四の態様は、第二の態様において、第二の隠し情報は、大きさが０．５～５．
０μmであることを特徴とするものである。
【００１１】
　また、第五の態様は、第三の態様において、第二の隠し情報は、大きさが０．５～３０
μm であることを特徴とするものである。
【００１２】
　また、第六の態様は、第一から第五の態様において、第一の隠し情報は、大きさが、３
００μm以下 であることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１３】
　１）第一の態様のように、ホログラム、または、回折格子の中に文字，記号の何れか又
はこれらの組み合わせによる第一の隠し情報が形成され、前記第一の隠し情報の内側また
は外側に、文字，記号の何れか又はこれらの組み合わせによる目視では識別できず、拡大
することで識別できる第二の隠し情報が凹凸によって形成されたことによって、不正を企
てる者に真贋識別構造の存在および詳細を悟られることが困難なために、複製を阻止する
ことができる。
　２）また、第二の態様のように、第一の態様において、第二の隠し情報は、文字，記号
の何れかが等ピッチに配置されて形成された情報であることによって、単なる回折構造の
一部としてしか認識されず、複製を阻止することができる。
　３）また、第三の態様のように、第一の態様において、第二の隠し情報は、文字，記号
の何れかが不規則に配置されて形成された情報であることによって、単なる散乱構造の一
部としてしか認識されない領域とすることができ、複製を阻止することができる。
　４）また、第四の態様のように、第二の態様において、第二の隠し情報は、大きさが０
．５～５．０μmであることによって、第二の隠し情報が形成された部分に回折現象を起
こさせることができ、複製を阻止することができる。
　５）また、第五の態様のように、第三の態様において、第二の隠し情報は、大きさが０
．５～３０μm であることによって、第二の隠し情報が形成された部分に散乱現象を起こ
させることができ、複製を阻止することができる。
　６）また、第六の態様のように、第一から第五の態様において、第一の隠し情報は、大
きさが、３００μm以下であることによって、その部分になんらかの偽造防止策が施され
ていることが分かり、不正を企てるに対し、牽制効果が期待できる。
また、第一の隠し情報形成部は、ルーペ等で拡大することにより識別できるため、第一段
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階における真贋識別を容易に行うことができる。
                                                                                
      
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して、本発明の真贋識別構造について説明する。
　図１は、本発明の真贋識別構造について説明するための図，図２は、図１の図柄の境界
部の拡大図の一例，図３は、図２の一部の拡大図の一例，図４は、図３の一部の拡大図，
図５は、図２の一部の拡大図の一例，図６は、図５の一部の拡大図，図７は、図２の一部
の拡大図の一例，図８は、図７の一部の拡大図，である。
　第一の隠し情報，第二の隠し情報には、文字，記号のいずれが使用されてもかまわない
が、本実施の形態では、文字（アルファベット）が使用された例を引用して説明する。
【００１５】
　図１を参照して、本発明の真贋識別構造について説明する。
　真贋識別手段などには、物体光と参照光との光の干渉による干渉縞で表現された３次元
画像のレリーフホログラムや、２次元画像による回折格子等が使用されるが、その他に、
白色光再生ホログラムであるレインボーホログラム，カラーホログラム，電子線等を用い
て機械的に画像を描写する計算機ホログラム、さらに、これらのホログラムに文字，記号
等を結合させて作製される合成ホログラム等が使用される。
【００１６】
　回折格子やホログラムを転写形態で使用する場合は、耐熱性を有する基材フィルム上に
剥離層を形成し、その上に、例えば、熱硬化性の樹脂層を形成し、熱硬化性の樹脂層に凹
凸構造を形成し、反射層を形成し、その上に感熱接着剤層を形成して転写用フィルムと成
し、熱せられた金属の型等によって、接着剤層を含めた極めて薄い樹脂層を紙などの印刷
物上に転写して使用する。
　回折格子やホログラムをラベル形態で使用する場合は、基材フィルム上に熱硬化性の樹
脂層を形成し、熱硬化性の樹脂層に凹凸構造を形成し、凹凸構造の上に反射層を形成し、
その上に粘着剤層を形成し、粘着剤面を剥離紙で被覆して、基材フィルムを剥離紙と一緒
に所定の大きさに打ち抜いてラベルとし、剥離紙を剥がして対象物に貼付して使用する。
【００１７】
　反射層は、前述の回折格子やホログラムの形成層の凹凸面に反射性を与えるために設け
られる。
　反射層には、不透明な反射層と、透明性を有する透明反射層とがあるが、本発明のよう
に真贋識別手段として使用する場合は、コピー牽制要素を組み入れて、アルミニウムや、
ニッケルなどの金属による不透明な反射層を形成する。
　反射層を形成する方法としては、真空蒸着法，スパッタリング法，イオンブレーティン
グ法等があり、目的によって使い分ける。
　また、剥離層，熱硬化性樹脂層，接着剤層，粘着剤層等の形成手段として、グラビアコ
ート法，ダイコート法，ナイフコート法，ロールコート法等の一般的なコーティング方法
及びシルクスクリーン等の印刷方法の中から選択して使用する。
【００１８】
　図１の回折格子やホログラム（以下の説明では、回折格子の例で説明する。）１は、２
次元画像の回折構造の、例えば、「ＳＴＡＲ」の文字１２の中や、文字の境界部や回折格
子図柄の境界部１１などに凹凸による真贋識別情報を形成したものである。
　真贋識別情報は、回折格子図柄の境界部１１や文字１２の境界部の他に、文字１２の内
側や回折格子図柄の内側に形成された線分やデザインの一部に組み込むこともできる。
【００１９】
　図２を参照して、図１の回折格子図柄の境界部に組み込まれた第一の隠し情報の一例に
ついて説明する。
　回折格子１の、図柄の境界部１１の内側には、アルファベットで「ＳＴＡＲＳＴ・・」
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の文字が、回折格子または凹凸によって形成されている。
　前述のように、第一の隠し情報は、文字，記号の何れか、又は、これらの組み合わせに
よって形成される。
　そして、文字による第一の隠し情報は、通常の目視では識別することができない高さ「
Ｈ」（Ｈ≦３００μｍ）で形成されている。
　第一の隠し情報の内側１１１、または、第一の隠し情報の外側１１２には、さらに文字
，記号の何れか、又は、これらの組み合わせによる第二の隠し情報が凹凸によって形成さ
れる。
【００２０】
　図３を参照して、図２で示した第一の隠し情報の内側に形成された第二の隠し情報と、
その外側に形成された回折格子の一例について説明する。
　図３に示す例では、図２で示した第一の隠し情報「ＳＴＡＲ」の文字「Ａ」の内側１１
１に、第二の隠し情報「Ａ」１１１１が形成されている。
　第二の隠し情報「Ａ」１１１１は、一個から複数個、規則的に、もしくは、不規則に配
置されて形成される。
　第二の隠し情報「Ａ」１１１１は、第一の隠し情報「Ａ」の内側１１１に、例えば、凹
凸で形成された文字サイズ５μｍの文字と、その周囲の格子角度０°，格子ピッチ１．０
μｍの回折格子が形成される。
　このときに、第一の隠し情報「Ａ」の外側１１２の部分には、格子角度９０°，格子ピ
ッチ１．０μｍの回折格子が形成される。
【００２１】
　図４を参照して、図３で説明した第二の隠し情報「Ａ」１１１１について説明する。
　第二の隠し情報「Ａ」１１１１の大きさ（文字の大きさは、長い方のサイズ、即ち、縦
のサイズでいう。）「Ｈ」は、０．５～５０μｍの範囲内で形成される。
　また、第二の隠し情報「Ａ」１１１１の凹凸（図では凹の例で記載している）「Ｄ」の
大きさは、０．０５～０．２５μｍの範囲内で形成される。
【００２２】
　図５を参照して、図２に示した第一の隠し情報の文字「Ａ」の内側に形成された第二の
隠し情報と、第一の隠し情報の外側に形成された回折格子の一例について説明する。
　図５に示す例では、複数の第二の隠し情報「Ａ」１１１１ａが第一の隠し情報の内側１
１１ａに等ピッチに配置されて形成されている。
　図に示した例では、第二の隠し情報「Ａ」１１１１ａは、所定のピッチで横に規則的に
並べられ、更に、文字「Ａ」の大きさの２倍の間隔で縦に規則的に並べられて配置されて
いる。
　図５に示す例では、第二の隠し情報は文字の大きさ「Ｈａ」が０．５～５．０μｍで形
成されている。
　例えば、所定のピッチで横に規則的に並べられた高さ１μｍの文字「Ａ」は、一本の横
線として認識される。
　また、第一の隠し情報「Ａ」の外側１１２ａの部分には、格子角度９０°，格子ピッチ
１．０μｍの回折格子が形成される。
　この結果、第一の隠し情報の内側１１１ａと、第一の隠し情報の外側１１２ａとは格子
角度が異なる回折格子が形成された領域として認識される。
【００２３】
　図６を参照して、図５ので説明した第二の隠し情報「Ａ」１１１１ａについて説明する
。
　第二の隠し情報「Ａ」１１１１ａの大きさ「Ｈａ」は１．０μｍで、第二の隠し情報「
Ａ」１１１１ａの凹み「Ｄａ」は、０．０５～０．２５μｍの範囲内で形成される。
【００２４】
　図７を参照して、図２に示した第一の隠し情報の文字「Ａ」の内側に形成された第二の
隠し情報と、第一の隠し情報の外側に形成された回折格子の一例について説明する。
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　第二の隠し情報「Ａ」１１１１ｂは、文字サイズ０．５～３０μｍで形成される。
　例えば、第二の隠し情報「Ａ」１１１１ｂが第一の隠し情報の内側１１１ｂに５μｍの
大きさで、不規則に配置されて形成され、このときに、第一の隠し情報「Ａ」の外側１１
２ｂの部分に、格子角度９０°，格子ピッチ１．０μｍの回折格子が形成される。
　この結果、第一の隠し情報の内側１１１ｂは乱反射した状態で光を反射し、単なる散乱
構造の一部として認識される。
【００２５】
　図８を参照して、図７で説明した第二の隠し情報「Ａ」１１１１ｂについて説明する。
　図７で説明したように、第二の隠し情報「Ａ」１１１１ｂの大きさ「Ｈｂ」は５μｍで
、第二の隠し情報「Ａ」１１１１ｂの凹み「Ｄｂ」は、０．０５～０．２５μｍの範囲内
で形成される。
【００２６】
　図３，図５，図７では第一の隠し情報の内側に第二の隠し情報が、第一の隠し情報の外
側には回折格子が形成された例について説明したが、その逆で、第一の隠し情報の内側に
回折格子が、第一の隠し情報の外側に第二の隠し情報が形成されてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　紙幣，商品券，入場券，ギフト券，手形，小切手，カード，証明書，保証書等に利用で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の真贋識別構造について説明するための図である。
【図２】図１の図柄の境界部の拡大図である。
【図３】図２の一部の拡大図の一例である。
【図４】図３の一部の拡大図である。
【図５】図２の一部の拡大図の一例である。
【図６】図５の一部の拡大図である。
【図７】図２の一部の拡大図の一例である。
【図８】図７の一部の拡大図である。
【符号の説明】
【００２９】
　１　　　ホログラム又は回折格子
　１１　　図柄の境界部
　１２　　文字
　１１１，１１１ａ，１１１ｂ　第一の隠し情報の内側
　１１２，１１２ａ，１１２ｂ　第一の隠し情報の外側
　１１１１，１１１１ａ，１１１１ｂ　第二の隠し情報
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