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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材の少なくとも一部に第１の要素、第２の要素及び第３の要素を有するユニットが規
則的に所定のピッチで複数マトリクス状に形成された印刷領域を有し、
　前記第１の要素は、第１の方向に沿う同一線上に形成され、
　前記第２の要素及び前記第３の要素は、前記第１の方向に沿う同一線上からずれた位置
に形成され、
　各々の前記第１の要素は階調を有し、
　各々の前記第２の要素は、同一ユニット内における前記第１の要素の階調を反転させた
階調を有し、
　前記第１の要素によって前記第１の不可視画像が形成され、前記第２の要素によって前
記第１の不可視画像のネガ画像が形成され、前記第３の要素によって可視画像が形成され
たことを特徴とする印刷物。
【請求項２】
　前記第１の要素に形成された階調は、カラー画像、要素の大小、要素の濃淡又は要素の
粗密から選択される少なくとも一つの方法により形成されたことを特徴とする請求項１記
載の印刷物。
【請求項３】
　前記第３の要素は、要素の大小、要素の濃淡又は要素の粗密から選択される一つの方法
によって連続階調を有する可視画像が形成されたことを特徴とする請求項１又は２記載の
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印刷物。
【請求項４】
　前記ユニットにおける長辺の長さが１ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１乃至３
記載の印刷物。
【請求項５】
　前記ユニットは、更に第４の要素及び第５の要素を備え、
　前記第４の要素は、前記第１の方向と直交する第２の方向に沿う同一線上に形成され、
　前記第５の要素は、前記第１の方向に沿う同一線上及び前記第２の方向に沿う同一線上
からずれた位置に形成され、
　各々の前記第４の要素は階調を有し、
　各々の前記第５の要素は、同一ユニット内の前記第４の要素に形成された階調を反転さ
せた階調を有し、
　前記第４の要素によって第２の不可視画像が形成され、前記第５の要素によって前記第
２の不可視画像のネガ画像が形成されたことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項
に記載の印刷物。
【請求項６】
　前記第４の要素に形成された階調は、カラー画像、要素の大小、要素の濃淡又は要素の
粗密から選択される少なくとも一つの方法により形成されたことを特徴とする請求項５記
載の印刷物。
【請求項７】
　前記印刷物は、前記基材を折りたたむことで前記印刷領域上に重畳される判別領域を更
に有し、
　前記判別領域は、透明性の基材に前記印刷領域に形成された複数の前記ユニットが形成
されたピッチと同一ピッチの万線が形成された万線フィルタ又はレンチキュラーレンズが
前記基材に形成されたことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の印刷物。
【請求項８】
　前記請求項１乃至６のいずれか一項に記載の印刷領域を有する冊子型の印刷物であって
、
　前記冊子型の印刷物は、前記印刷領域が形成された頁と隣接する頁に、判別領域が形成
された判別頁を有し、
　前記判別頁は、前記印刷領域が形成された頁上に前記判別頁を重ねた際に前記印刷領域
上に重なる位置に判別領域が形成され、
　前記判別領域は、透明性を有する基材に前記印刷領域に形成された複数の前記ユニット
が形成されたピッチと同一ピッチの万線が形成された万線フィルタ又はレンチキュラーレ
ンズが配置されたことを特徴とする冊子型の印刷物。
【請求項９】
　前記可視画像と前記第１の不可視画像を有する請求項１乃至４のいずれか一項に記載の
印刷物の作製方法であって、
　前記可視画像の基となる可視画像データと前記第１の不可視画像の基となる第１の不可
視画像データを入力するステップと、
　前記第１の要素、前記第２の要素及び前記第３の要素を含む最小単位の前記ユニットを
規則的に所定のピッチでマトリクス状に配置するステップと、
　前記第１の不可視画像データをネガ反転させたネガ画像を作製するステップと、
　前記ユニットと前記第１の不可視画像データを合成し、前記ユニットに配置された前記
第１の要素によって前記第１の不可視画像データをくり抜き処理するステップと、
　前記ユニットと前記第１の不可視画像のネガ画像を合成し、前記ユニットに配置された
前記第２の要素によって前記第１の不可視画像のネガ画像をくり抜き処理するステップと
、
　前記可視画像データを、前記第３の要素によってくり抜き処理するステップと、
　前記第１の要素、前記第２の要素及び前記第３の要素を有する複数の前記ユニットを基
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材に出力するステップから成ることを特徴とする印刷物の作製方法。
【請求項１０】
　前記第１の要素及び前記第２の要素の色を各々の前記ユニットにおいて等色とするため
、前記第２の要素の色を補正するステップを更に有し、
　前記第２の要素の色を補正するステップは、
　各々の前記ユニットに形成された前記第１の要素及び前記第２の要素の色を合算した色
が全ての前記ユニットにおいて等色として視認される状態か否かを確認するステップと、
　各々の前記ユニットにおいて、前記第１の要素及び前記第２の要素を合算した色が等色
とならない前記ユニットにおいて配置された前記第２の要素を削除するステップと、
　各々の前記ユニットに形成された前記第１の要素のＲＧＢ値の合計値を算出するステッ
プと、
　前記第１の要素の面積中に形成可能なＲＧＢ値から各々の前記ユニットに形成された前
記第１の要素のＲＧＢ値を引き、前記第２の要素の面積で割った値を各々の前記第２の要
素に配置する濃度とするステップとを有することを特徴とする請求項９記載の印刷物の作
製方法。
【請求項１１】
　前記可視画像、前記第１の不可視画像及び前記第２の不可視画像を有する請求項５又は
６記載の印刷物の作製方法であって、
　前記可視画像の基となる可視画像データ、前記第１の不可視画像の基となる第１の不可
視画像データ及び前記第２の不可視画像の基となる第２の不可視画像データを入力するス
テップと、
　前記第１の要素、前記第２の要素、前記第３の要素、前記第４の要素及び前記第５の要
素を含む最小単位の前記ユニットを規則的に所定のピッチでマトリクス状に配置するステ
ップと、
　前記第１の不可視画像データをネガ反転させたネガ画像を作製するステップと、
　前記第２の不可視画像データをネガ反転させたネガ画像を作製するステップと、
　前記ユニットと前記第１の不可視画像データを合成し、前記ユニットに配置された前記
第１の要素によって前記第１の不可視画像データをくり抜き処理するステップと、
　前記ユニットと前記第１の不可視画像のネガ画像を合成し、前記ユニットに配置された
前記第２の要素によって前記第１の不可視画像のネガ画像をくり抜き処理するステップと
、
　前記ユニットと前記第２の不可視画像データを合成し、前記ユニットに配置された前記
第４の要素によって前記第２の不可視画像データをくり抜き処理するステップと、
　前記ユニットと前記第２の不可視画像のネガ画像を合成し、前記ユニットに配置された
前記第５の要素によって前記第２の不可視画像のネガ画像をくり抜き処理するステップと
、
　前記可視画像データを、前記第３の要素によってくり抜き処理するステップと、
　前記第１の要素、前記第２の要素、前記第３の要素、前記第４の要素及び前記第５の要
素を有する複数の前記ユニットを基材に出力するステップから成ることを特徴とする印刷
物の作製方法。
【請求項１２】
　各々の前記ユニットに配置された前記第１の要素及び前記第２の要素を合算した色と、
前記第４の要素及び前記第５の要素を合算した色を全てのユニットにおいて等色とするた
め、前記第２の要素及び／又は前記第５の要素の色を補正するステップを更に有し、
　前記第２の要素の色を補正するステップとして各々の前記ユニットに形成された前記第
１の要素及び前記第２の要素の色を合算した色が全ての前記ユニットにおいて等色として
視認される状態か否かを確認するステップと、
　各々の前記ユニットにおいて、前記第１の要素及び前記第２の要素を合算した色が等色
とならない前記ユニットにおいて配置された前記第２の要素を削除するステップと、
　各々の前記ユニットに形成された前記第１の要素のＲＧＢ値の合計値を算出するステッ
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プと、
　前記第１の要素の面積中に形成可能なＲＧＢ値から各々の前記ユニットに形成された前
記第１の要素のＲＧＢ値を引き、前記第２の要素の面積で割った値を各々の前記第２の要
素に配置する濃度とするステップと、
　前記第５の要素の色を補正するステップとして各々の前記ユニットに形成された前記第
４の要素及び前記第５の要素の色を合算した色が全ての前記ユニットにおいて等色として
視認される状態か否かを確認するステップと、
　各々の前記ユニットにおいて、前記第４の要素及び前記第５の要素を合算した色が等色
とならない前記ユニットにおいて配置された前記第５の要素を削除するステップと、
　各々の前記ユニットに形成された前記第４の要素のＲＧＢ値の合計値を算出するステッ
プと、
　前記第４の要素の面積中に形成可能なＲＧＢ値から各々の前記ユニットに形成された前
記第４の要素のＲＧＢ値を引き、前記第５の要素の面積で割った値を各々の前記第５の要
素に配置する濃度とするステップとを有することを特徴とする請求項１１記載の印刷物の
作製方法。
【請求項１３】
　前記可視画像と前記第１の不可視画像を有する請求項１乃至４のいずれか一項に記載の
印刷物の作製方法であって、
　前記可視画像の基となる可視画像データと前記第１の不可視画像の基となる第１の不可
視画像データを入力するステップと、
　前記第１の要素、前記第２の要素及び前記第３の要素を含む最小単位の前記ユニットを
規則的に所定のピッチでマトリクス状に配置するステップと、
　前記第１の不可視画像データを前記ユニットのピッチに合わせた画像データに解像度を
変換するステップと、
　前記第１の要素に形成可能な最大面積を算出するステップと、
　解像度が変換された前記第１の不可視画像データと前記ユニットを合成し、各々の前記
ユニットが対応する前記第１の不可視画像データの濃度により、前記第１の要素に形成す
る面積を算出するステップと、
　各々の前記ユニットに形成された前記第１の要素の面積を前記第１の要素に形成可能な
最大面積から引いた面積を前記第２の要素として算出するステップと、
　前記可視画像データを、前記第３の要素によってくり抜き処理するステップと、
　前記第１の要素、前記第２の要素及び前記第３の要素を有する複数の前記ユニットを基
材に出力するステップから成ることを特徴とする印刷物の作製方法。
【請求項１４】
　前記可視画像、前記第１の不可視画像及び前記第２の不可視画像を有する請求項５又は
６記載の印刷物の作製方法であって、
　前記可視画像の基となる可視画像データ、前記第１の不可視画像の基となる第１の不可
視画像データ及び前記第２の不可視画像の基となる第２の不可視画像データを入力するス
テップと、
　前記第１の要素、前記第２の要素、前記第３の要素、前記第４の要素及び前記第５の要
素を含む最小単位の前記ユニットを規則的に所定のピッチでマトリクス状に配置するステ
ップと、
　前記第１の不可視画像データを前記ユニットのピッチに合わせた画像データに解像度を
変換するステップと、
　前記第１の要素に形成可能な最大面積を算出するステップと、
　解像度が変換された前記第１の不可視画像データと前記ユニットを合成し、各々の前記
ユニットが対応する前記第１の不可視画像データの濃度により、前記第１の要素に形成す
る面積を算出するステップと、
　各々の前記ユニットに形成された前記第１の要素の面積を前記第１の要素に形成可能な
最大面積から引いた面積を前記第２の要素として算出するステップと、
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　前記第２の不可視画像データを前記ユニットのピッチに合わせた画像データに解像度を
変換するステップと、
　前記第４の要素に形成可能な最大面積を算出するステップと、
　解像度が変換された前記第２の不可視画像データと前記ユニットを合成し、各々の前記
ユニットが対応する前記第２の不可視画像データの濃度により、前記第４の要素に形成す
る面積を算出するステップと、
　各々の前記ユニットに形成された前記第４の要素の面積を前記第４の要素に形成可能な
最大面積から引いた面積を前記第５の要素として算出するステップと、
　前記可視画像データを、前記第３の要素によってくり抜き処理するステップと、
　前記第１の要素、前記第２の要素、前記第３の要素、前記第４の要素及び前記第５の要
素を有する複数の前記ユニットを基材に出力するステップから成ることを特徴とする印刷
物の作製方法。
【請求項１５】
　前記可視画像と前記第１の不可視画像を有する請求項１乃至４のいずれか一項に記載の
印刷物の作製システムであって、
　前記可視画像の基となる可視画像データと前記第１の不可視画像の基となる第１の不可
視画像データを入力する画像入力手段と、
　前記第１の要素、前記第２の要素及び前記第３の要素を含む最小単位の前記ユニットを
規則的に所定のピッチでマトリクス状に配置した複数の前記ユニットを作成するユニット
作製手段と、
　前記画像入力手段により入力された前記第１の不可視画像データをネガ反転させたネガ
画像を作製するネガ画像作製手段と、
　前記ユニットと前記第１の不可視画像データを合成し、前記ユニットに配置された前記
第１の要素によって前記第１の不可視画像データをくり抜き処理するポジ画像くり抜き手
段と、
　前記ユニットと前記第１の不可視画像のネガ画像を合成し、前記ユニットに配置された
前記第２の要素によって前記第１の不可視画像のネガ画像をくり抜き処理するネガ画像く
り抜き手段と、
　前記画像入力手段によって入力された前記可視画像データを、前記第３の要素によって
くり抜き処理する可視画像くり抜き手段と、
　前記第１の要素、前記第２の要素及び前記第３の要素を有する前記ユニットを基材に印
刷する印刷手段を有することを特徴とする印刷物の作製システム。
【請求項１６】
　前記第１の要素及び前記第２の要素の色を各々の前記ユニットにおいて等色とするため
、前記第２の要素の色を補正する色補正手段を更に有し、
　前記第２の要素の色を補正する色補正手段は、
　各々の前記ユニットに形成された前記第１の要素及び前記第２の要素の色を合算した色
が全てのユニットにおいて等色として視認されるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により前記第１の要素及び前記第２の要素を合算した色が等色とならない
と判定された前記ユニットに配置された前記第２の要素を削除する第２の要素削除手段と
、
　各々の前記ユニットに形成された前記第１の要素のＲＧＢ値の合計値を算出する第１の
要素ＲＧＢ値算出手段と、
　前記第１の要素の面積中に形成可能なＲＧＢ値から前記第１の要素ＲＧＢ値算出手段に
よって算出された各々の前記ユニットにおける前記第１の要素のＲＧＢ値を引き、前記第
２の要素の面積で割った値を各々の前記第２の要素に配置する濃度とする第２の要素補正
値算出手段とを有することを特徴とする請求項１５記載の印刷物の作製システム。
【請求項１７】
　前記可視画像、前記第１の不可視画像及び前記第２の不可視画像を有する請求項５又は
６記載の印刷物の作製システムであって、
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　前記可視画像の基となる可視画像データ、前記第１の不可視画像の基となる第１の不可
視画像データ及び前記第２の不可視画像の基となる第２の不可視画像データを入力する画
像入力手段と、
　前記第１の要素、前記第２の要素、前記第３の要素、前記第４の要素及び前記第５の要
素を含む最小単位の前記ユニットを規則的に所定のピッチでマトリクス状に配置した複数
の前記ユニットを作成するユニット作製手段と、
　前記画像入力手段により入力された前記第１の不可視画像データをネガ反転させたネガ
画像と、前記第２の不可視画像データをネガ反転させたネガ画像を作製するネガ画像作製
手段と、
　前記ユニットと前記第１の不可視画像データを合成し、前記ユニットに配置された前記
第１の要素によって前記第１の不可視画像データをくり抜き処理する第１の不可視画像の
ポジ画像くり抜き手段と、
　前記ユニットと前記第１の不可視画像のネガ画像を合成し、前記ユニットに配置された
前記第２の要素によって前記第１の不可視画像のネガ画像をくり抜き処理する第１の不可
視画像のネガ画像くり抜き手段と、
　前記ユニットと前記第２の不可視画像データを合成し、前記ユニットに配置された前記
第４の要素によって前記第２の不可視画像データをくり抜き処理する第２の不可視画像の
ポジ画像くり抜き手段と、
　前記ユニットと前記第２の不可視画像のネガ画像を合成し、前記ユニットに配置された
前記第５の要素によって前記第２の不可視画像のネガ画像をくり抜き処理する第２の不可
視画像のネガ画像くり抜き手段と、
　前記画像入力手段によって入力された前記可視画像データを、前記第３の要素によって
くり抜き処理する可視画像くり抜き手段と、
　前記第１の要素、前記第２の要素、前記第３の要素、前記第４の要素及び前記第５の要
素を有する複数の前記ユニットを基材に印刷する印刷手段を有することを特徴とする印刷
物の作製システム。
【請求項１８】
　各々の前記ユニットに配置された前記第１の要素及び前記第２の要素を合算した色と、
前記第４の要素及び前記第５の要素を合算した色を全ての前記ユニットにおいて等色とす
るため、前記第２の要素及び／又は前記第５の要素の色を補正する色補正手段を更に有し
、
　前記第２の要素及び／又は前記第５の要素の色を補正する前記色補正手段として、各々
の前記ユニットに形成された前記第１の要素及び前記第２の要素の色を合算した色が全て
の前記ユニットにおいて等色として視認されるか否かの判定と、各々の前記ユニットに形
成された前記第４の要素及び前記第５の要素の色を合算した色が全てのユニットにおいて
等色として視認されるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により前記第１の要素及び前記第２の要素を合算した色が等色とならない
と判定された前記ユニットに配置された前記第２の要素を削除する第２の要素削除手段と
、
　前記判定手段により前記第４の要素及び前記第５の要素を合算した色が等色とならない
と判定された前記ユニットに配置された前記第５の要素を削除する第５の要素削除手段と
、
　各々の前記ユニットに形成された前記第１の要素のＲＧＢ値の合計値を算出する第１の
要素ＲＧＢ値算出手段と、
　前記第１の要素の面積中に形成可能なＲＧＢ値から前記第１の要素ＲＧＢ値算出手段に
よって算出された各々の前記ユニットにおける前記第１の要素のＲＧＢ値を引き、前記第
２の要素の面積で割った値を各々の前記第２の要素に配置する濃度とする第２の要素補正
値算出手段と、
　各々の前記ユニットに形成された前記第４の要素のＲＧＢ値の合計値を算出する第４の
要素ＲＧＢ値算出手段と、
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　前記第４の要素の面積中に形成可能なＲＧＢ値から前記第４の要素ＲＧＢ値算出手段に
よって算出された各々の前記ユニットにおける前記第４の要素のＲＧＢ値を引き、前記第
５の要素の面積で割った値を各々の前記第５の要素に配置する濃度とする第５の要素補正
値算出手段とを有することを特徴とする請求項１７記載の印刷物の作製システム。
【請求項１９】
　前記可視画像と前記第１の不可視画像を有する請求項１乃至４のいずれか一項に記載の
印刷物の作製システムであって、
　前記可視画像の基となる可視画像データと前記第１の不可視画像の基となる第１の不可
視画像データを入力する画像入力手段と、
　前記第１の要素、前記第２の要素及び前記第３の要素を含む最小単位の前記ユニットを
規則的に所定のピッチでマトリクス状に配置した複数の前記ユニットを作成するユニット
作製手段と、
　前記画像入力手段により入力された前記第１の不可視画像データを前記ユニットのピッ
チに合わせた画像データに解像度を変換する第１の不可視画像の解像度変換手段と、
　前記第１の要素に形成可能な最大面積を前記第１の要素の基準面積値として算出する第
１の要素基準面積算出手段と、
　前記第１の不可視画像の解像度変換手段により変換された前記第１の不可視画像データ
と前記ユニットを合成し、各々の前記ユニットが対応する前記第１の不可視画像データの
濃度により、前記第１の要素に形成する面積を算出する第１の要素面積算出手段と、
　前記第１の要素面積算出手段によって算出された各々の前記ユニットごとの前記第１の
要素の面積を、前記第１の要素の基準面積値から引いた面積を前記第２の面積として算出
する第２の要素面積算出手段と、
　前記画像入力手段によって入力された前記可視画像データを、前記第３の要素によって
くり抜き処理する可視画像くり抜き手段と、
　前記第１の要素、前記第２の要素及び前記第３の要素を有する複数の前記ユニットを基
材に印刷する印刷手段を有することを特徴とする印刷物の作製システム。
【請求項２０】
　前記可視画像、前記第１の不可視画像及び前記第２の不可視画像を有する請求項５又は
６記載の印刷物の作製システムであって、
　前記可視画像の基となる可視画像データ、前記第１の不可視画像の基となる第１の不可
視画像データ及び前記第２の不可視画像の基となる第２の不可視画像データを入力する画
像入力手段と、
　前記第１の要素、前記第２の要素、前記第３の要素、前記第４の要素及び前記第５の要
素を含む最小単位の前記ユニットを規則的に所定のピッチでマトリクス状に配置した複数
の前記ユニットを作成するユニット作製手段と、
　前記画像入力手段により入力された前記第１の不可視画像データを前記ユニットのピッ
チに合わせた画像データに解像度を変換する第１の不可視画像の解像度変換手段と、
　前記第１の要素に形成可能な最大面積を前記第１の要素の基準面積値として算出する第
１の要素基準面積算出手段と、
　前記第１の不可視画像の解像度変換手段により変換された前記第１の不可視画像データ
と前記ユニットを合成し、各々の前記ユニットが対応する前記第１の不可視画像データの
濃度により、前記第１の要素に形成する面積を算出する第１の要素面積算出手段と、
　前記第１の要素面積算出手段によって算出された各々の前記ユニットごとの前記第１の
要素の面積を、前記第１の要素の基準面積値から引いた面積を前記第２の要素の面積とし
て算出する第２の要素面積算出手段と、
　前記画像入力手段により入力された前記第２の不可視画像データを前記ユニットのピッ
チに合わせた画像データに解像度を変換する第２の不可視画像の解像度変換手段と、
　前記第４の要素に形成可能な最大面積を前記第４の要素の基準面積値として算出する第
４の要素基準面積算出手段と、
　前記第２の不可視画像の解像度変換手段により変換された前記第２の不可視画像データ
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と前記ユニットを合成し、各々の前記ユニットが対応する前記第２の不可視画像データの
濃度により、前記第４の要素に形成する面積を算出する第４の要素面積算出手段と、
　前記第４の要素面積算出手段によって算出された各々の前記ユニットごとの前記第４の
要素の面積を、前記第４の要素の基準面積値から引いた面積を前記第５の要素の面積とし
て算出する第５の要素面積算出手段と、
　前記画像入力手段によって入力された前記可視画像データを、前記第３の要素によって
くり抜き処理する可視画像くり抜き手段と、
　前記第１の要素、前記第２の要素、前記第３の要素、前記第４の要素及び前記第５の要
素を有する複数の前記ユニットを基材に印刷する印刷手段を有することを特徴とする印刷
物の作製システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、銀行券、株券、債権等の有価証券、各種証明書及び貴重書類等の偽造防止又
は複製防止が必要とされる印刷物や、美術的な鑑賞用に活用される印刷物、該印刷物の作
製方法及び作製システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、証明書等の貴重印刷物では、偽造防止効果を与えるために様々な技術が適用
されているが、近年、カラー複写機の高画質化及びカラー製版技術のコンピュータ化に伴
い、証明書類の偽造技術が多様化する傾向にある。これらの偽造行為を防止する方法とし
て、特殊な材料を用いることで、通常光下では観察されないが、特定の条件下において観
察される不可視画像が付与された偽造防止技術が多々ある。
【０００３】
　これらの特殊な材料を用いた偽造防止技術としては、可視光下では等色として視認され
るが、赤外線光下では異なる色で観察される赤外線透過吸収ペアインキを用いた印刷物や
、可視光下では透明で紫外線等のエネルギー線を照射することで発色し、不可視画像を出
現させる発光材料を用いた印刷物等が代表的である。
【０００４】
　赤外線透過吸収ペアインキを用いた印刷物や発光材料を用いた技術は、特殊な材料が必
要となるとともに、偽造防止効果を確認するための環境を得るために特殊な機械器具から
なる専用設備を導入する等、真偽判別手段において高コストとなる。
【０００５】
　そこで、本出願人は、特殊な材料等を用いることなく、一般的な色材を用いて形成され
た等色及び同一面積の画線を形成可能な複数のユニットを規則的に一定ピッチで形成し、
各々のユニット内において中心を境に対抗するように配置された一対の画線のいずれか一
方に画線を配置する、いわゆる、ネガポジの関係で画線を形成することで、判別具を重ね
て観察すると不可視画像が可視画像として出現する印刷物について出願している（例えば
、特許文献１参照）。
【０００６】
　特許文献１の印刷物は、規則的に複数形成された各々のユニット内において、可視画像
を形成する画線や、２つ目の不可視画像を形成する画線を配置することができることから
、通常光下で観察すると可視画像が観察され、判別具を第１の方向に沿って重ねて観察す
ると第１の不可視画像が観察され、判別具を第１の方向と異なる第２の方向に沿って重ね
て観察すると第２の不可視画像を観察することができるという、画像のスイッチ効果を有
する印刷物である。
【０００７】
　また、本出願人は、特許文献１の発明と同様に、可視画像を形成する画線領域と少なく
とも一つの不可視画像を形成する画線領域を有するユニットを複数規則的に形成すること
で、特許文献１と同様の効果を有する印刷物であって、可視画像を形成する画線をハーフ
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トーン画線によってハイライトからシャドーを再現した連続階調を有する可視画像が形成
された偽造防止印刷物を出願している（例えば、特許文献２参照）。
【０００８】
　特許文献２の印刷物は、顔写真等の連続階調を有する画像データを基に可視画像を形成
する画線を配置し、更には少なくとも一つの不可視画像を形成する画線を各々のユニット
に配置することで、顔写真が形成された領域内に不可視画像を形成することができるもの
である。
【０００９】
　また、判別具を重ねた際に可視化される不可視画像に連続階調を付与した印刷物として
、各々の画線要素を不可視画像の濃度に合わせて部分的に位相のずらし量を変更して形成
することで、少なくとも一つの連続階調を有する不可視画像が形成された印刷物が開示さ
れている(例えば、特許文献３参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特許第４６３５１６０号公報
【特許文献２】特許第４９１５８８３号公報
【特許文献３】特許第４１３２１２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、特許文献１及び特許文献２の印刷物は、不可視画像を形成する一対の画
線を、同一色及び同一面積の画線で形成することとし、各々のユニットにおいて、いずれ
か一方の画線を選択して配置するという、ネガポジの関係により画線を形成することで、
不可視画像を形成していることから、一対の不可視画像を形成する画線の濃度を部分的に
変更することができない。そのため、連続階調を有する不可視画像を形成することができ
ないものであった。
【００１２】
　また、特許文献３の発明は、連続階調を有する不可視画像を形成することはできるもの
の、不可視画像を形成する画線を任意のずらし量によって形成するのみの発明であること
から、可視画像から不可視画像にスイッチするような効果を有しておらず、印刷物のデザ
イン性に制限を受けるとともに、不可視画像を形成する画線のみが配置されていることか
ら、画線構成を容易に解読されるおそれがあるという問題があった。
【００１３】
　本発明は、前述した課題にかんがみなされたものであり、不可視画像の基となる画像デ
ータを不可視画像の画像部を形成する要素によってくり抜き、不可視画像をネガ反転させ
た画像データを不可視画像の背景部を形成する要素でくり抜き、各々の要素を一対の要素
として各々のユニットに形成することで、各々のユニット内の限られたスペースを用いて
連続階調を有する不可視画像を付与することができるとともに、各々のユニットに可視画
像を形成する要素を配置することで、可視画像と写真画像等の連続階調を有する不可視画
像を付与することができる印刷物及びその作製方法に関する発明である。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の印刷物は、基材の少なくとも一部に第１の要素、第２の要素及び第３の要素を
有するユニットが規則的に所定のピッチで複数マトリクス状に形成された印刷領域を有し
、第１の要素は、第１の方向に沿う同一線上に形成され、第２の要素及び第３の要素は、
第１の方向に沿う同一線上からずれた位置に形成され、各々の第１の要素は階調を有し、
各々の第２の要素は、同一ユニット内における第１の要素の階調を反転させた階調を有し
、第１の要素によって第１の不可視画像が形成され、第２の要素によって第１の不可視画
像のネガ画像が形成され、第３の要素によって可視画像が形成されたことを特徴とする印
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刷物である。
【００１５】
　また、本発明の印刷物における第１の要素に形成された階調は、カラー画像、要素の大
小、要素の濃淡又は要素の粗密から選択される少なくとも一つの方法により形成されたこ
とを特徴とする印刷物である。
【００１６】
　また、本発明の印刷物における第３の要素は、要素の大小、要素の濃淡又は要素の粗密
から選択される一つの方法によって連続階調を有する可視画像が形成されたことを特徴と
する印刷物である。
【００１７】
　また、本発明の印刷物は、ユニットにおける長辺の長さが１ｍｍ以下であることを特徴
とする印刷物である。
【００１８】
　また、本発明の印刷物におけるユニットは、更に第４の要素及び第５の要素を備え、第
４の要素は、第１の方向と直交する第２の方向に沿う同一線上に形成され、第５の要素は
、第１の方向に沿う同一線上及び第２の方向に沿う同一線上からずれた位置に形成され、
各々の第４の要素は階調を有し、各々の第５の要素は、同一ユニット内の第４の要素に形
成された階調を反転させた階調を有し、第４の要素によって第２の不可視画像が形成され
、第５の要素によって第２の不可視画像のネガ画像が形成されたことを特徴とする印刷物
である。
【００１９】
　また、本発明の印刷物における第４の要素に形成された階調は、カラー画像、要素の大
小、要素の濃淡又は要素の粗密から選択される少なくとも一つの方法により形成されたこ
とを特徴とする印刷物である。
【００２０】
　また、本発明の印刷物は、基材を折りたたむことで印刷領域上に重畳される判別領域を
更に有し、判別領域は、透明性の基材に印刷領域に形成された複数のユニットが形成され
たピッチと同一ピッチの万線が形成されたフィルタ又はレンチキュラーレンズが基材に形
成されたことを特徴とする印刷物である。
【００２１】
　また、本発明の印刷領域を有する冊子型の印刷物であって、前述の冊子型の印刷物は、
印刷領域が形成された頁と隣接する頁に、判別領域が形成された判別頁を有し、判別頁は
、印刷領域が形成された頁上に判別頁を重ねた際に印刷領域上に重なる位置に判別領域が
形成され、判別領域は、透明性を有する基材に印刷領域に形成された複数のユニットが形
成されたピッチと同一ピッチの万線が形成された万線フィルタ又はレンチキュラーレンズ
が配置されたことを特徴とする冊子型の印刷物である。
【００２２】
　また、本発明の印刷物の作製方法であって、可視画像の基となる可視画像データと第１
の不可視画像の基となる第１の不可視画像データを入力するステップと、第１の要素、第
２の要素及び第３の要素を含む最小単位のユニットを規則的に所定のピッチでマトリクス
状に配置するステップと、第１の不可視画像データをネガ反転させたネガ画像を作製する
ステップと、ユニットと第１の不可視画像データを合成し、ユニットに配置された第１の
要素によって第１の不可視画像データをくり抜き処理するステップと、ユニットと第１の
不可視画像のネガ画像を合成し、ユニットに配置された第２の要素によって第１の不可視
画像のネガ画像をくり抜き処理するステップと、可視画像データを、第３の要素によって
くり抜き処理するステップと、第１の要素、第２の要素及び第３の要素を有する複数のユ
ニットを基材に出力するステップから成ることを特徴とする印刷物の作製方法である。
【００２３】
　また、本発明の印刷物の作製方法は、第１の要素及び第２の要素の色を各々のユニット
において等色とするため、第２の要素の色を補正するステップを更に有し、第２の要素の
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色を補正するステップは、各々のユニットに形成された第１の要素及び第２の要素の色を
合算した色が全てのユニットにおいて等色として視認される状態か否かを確認するステッ
プと、各々のユニットにおいて、第１の要素及び第２の要素を合算した色が等色とならな
いユニットにおいて配置された第２の要素を削除するステップと、各々のユニットに形成
された第１の要素のＲＧＢ値の合計値を算出するステップと、第１の要素の面積中に形成
可能なＲＧＢ値から各々のユニットに形成された第１の要素のＲＧＢ値を引き、第２の要
素の面積で割った値を各々の第２の要素に配置する濃度とするステップとを有することを
特徴とする印刷物の作製方法である。
【００２４】
　また、本発明の印刷物の作製方法は、可視画像の基となる可視画像データ、第１の不可
視画像の基となる第１の不可視画像データ及び第２の不可視画像の基となる第２の不可視
画像データを入力するステップと、第１の要素、第２の要素、第３の要素、第４の要素及
び第５の要素を含む最小単位のユニットを規則的に所定のピッチでマトリクス状に配置す
るステップと、第１の不可視画像データをネガ反転させたネガ画像を作製するステップと
、第２の不可視画像データをネガ反転させたネガ画像を作製するステップと、ユニットと
第１の不可視画像データを合成し、ユニットに配置された第１の要素によって第１の不可
視画像データをくり抜き処理するステップと、ユニットと第１の不可視画像のネガ画像を
合成し、ユニットに配置された第２の要素によって第１の不可視画像のネガ画像をくり抜
き処理するステップと、ユニットと第２の不可視画像データを合成し、ユニットに配置さ
れた第４の要素によって第２の不可視画像データをくり抜き処理するステップと、ユニッ
トと第２の不可視画像のネガ画像を合成し、ユニットに配置された第５の要素によって第
２の不可視画像のネガ画像をくり抜き処理するステップと、可視画像データを、第３の要
素によってくり抜き処理するステップと、第１の要素、第２の要素、第３の要素、第４の
要素及び第５の要素を有する複数の前記ユニットを基材に出力するステップから成ること
を特徴とする印刷物の作製方法である。
【００２５】
　また、本発明の印刷物の作製方法は、各々のユニットに配置された第１の要素及び第２
の要素を合算した色と、第４の要素及び第５の要素を合算した色を全てのユニットにおい
て等色とするため、第２の要素及び／又は第５の要素の色を補正するステップを更に有し
、第２の要素の色を補正するステップとして各々のユニットに形成された第１の要素及び
第２の要素の色を合算した色が全てのユニットにおいて等色として視認される状態か否か
を確認するステップと、各々のユニットにおいて、第１の要素及び第２の要素を合算した
色が等色とならないユニットにおいて配置された第２の要素を削除するステップと、各々
のユニットに形成された第１の要素のＲＧＢ値の合計値を算出するステップと、第１の要
素の面積中に形成可能なＲＧＢ値から各々のユニットに形成された第１の要素のＲＧＢ値
を引き、第２の要素の面積で割った値を各々の第２の要素に配置する濃度とするステップ
と、第５の要素の色を補正するステップとして各々のユニットに形成された第４の要素及
び第５の要素の色を合算した色が全てのユニットにおいて等色として視認される状態か否
かを確認するステップと、各々のユニットにおいて、第４の要素及び第５の要素を合算し
た色が等色とならないユニットにおいて配置された第５の要素を削除するステップと、各
々のユニットに形成された第４の要素のＲＧＢ値の合計値を算出するステップと、第４の
要素の面積中に形成可能なＲＧＢ値から各々のユニットに形成された第４の要素のＲＧＢ
値を引き、第５の要素の面積で割った値を各々の第５の要素に配置する濃度とするステッ
プとを有することを特徴とする印刷物の作製方法である。
【００２６】
　また、本発明の印刷物の作製方法は、可視画像の基となる可視画像データと第１の不可
視画像の基となる第１の不可視画像データを入力するステップと、第１の要素、第２の要
素及び第３の要素を含む最小単位のユニットを規則的に所定のピッチでマトリクス状に配
置するステップと、第１の不可視画像データをユニットのピッチに合わせた画像データに
解像度を変換するステップと、第１の要素に形成可能な最大面積を算出するステップと、
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解像度が変換された第１の不可視画像データとユニットを合成し、各々のユニットが対応
する第１の不可視画像データの濃度により、第１の要素に形成する面積を算出するステッ
プと、各々のユニットに形成された第１の要素の面積を第１の要素に形成可能な最大面積
から引いた面積を第２の要素として算出するステップと、可視画像データを、第３の要素
によってくり抜き処理するステップと、第１の要素、第２の要素及び第３の要素を有する
複数のユニットを基材に出力するステップから成ることを特徴とする印刷物の作製方法で
ある。
【００２７】
　また、本発明の印刷物の作製方法は、可視画像の基となる可視画像データ、第１の不可
視画像の基となる第１の不可視画像データ及び第２の不可視画像の基となる第２の不可視
画像データを入力するステップと、第１の要素、第２の要素、第３の要素、第４の要素及
び第５の要素を含む最小単位のユニットを規則的に所定のピッチでマトリクス状に配置す
るステップと、第１の不可視画像データをユニットのピッチに合わせた画像データに解像
度を変換するステップと、第１の要素に形成可能な最大面積を算出するステップと、解像
度が変換された第１の不可視画像データとユニットを合成し、各々のユニットが対応する
第１の不可視画像データの濃度により、第１の要素に形成する面積を算出するステップと
、各々のユニットに形成された第１の要素の面積を第１の要素に形成可能な最大面積から
引いた面積を第２の要素として算出するステップと、第２の不可視画像データをユニット
のピッチに合わせた画像データに解像度を変換するステップと、第４の要素に形成可能な
最大面積を算出するステップと、解像度が変換された第２の不可視画像データとユニット
を合成し、各々のユニットが対応する第２の不可視画像データの濃度により、第４の要素
に形成する面積を算出するステップと、各々のユニットに形成された第４の要素の面積を
第４の要素に形成可能な最大面積から引いた面積を第５の要素として算出するステップと
、可視画像データを、第３の要素によってくり抜き処理するステップと、第１の要素、第
２の要素、第３の要素、第４の要素及び第５の要素を有する複数のユニットを基材に出力
するステップから成ることを特徴とする印刷物の作製方法である。
【００２８】
　また、本発明の印刷物の作製システムは、可視画像の基となる可視画像データと第１の
不可視画像の基となる第１の不可視画像データを入力する画像入力手段と、第１の要素、
第２の要素及び第３の要素を含む最小単位のユニットを規則的に所定のピッチでマトリク
ス状に配置した複数のユニットを作成するユニット作製手段と、画像入力手段により入力
された第１の不可視画像データをネガ反転させたネガ画像を作製するネガ画像作製手段と
、ユニットと第１の不可視画像データを合成し、ユニットに配置された第１の要素によっ
て第１の不可視画像データをくり抜き処理するポジ画像くり抜き手段と、ユニットと第１
の不可視画像のネガ画像を合成し、ユニットに配置された第２の要素によって第１の不可
視画像のネガ画像をくり抜き処理するネガ画像くり抜き手段と、画像入力手段によって入
力された可視画像データを、第３の要素によってくり抜き処理する可視画像くり抜き手段
と、第１の要素、第２の要素及び第３の要素を有するユニットを基材に印刷する印刷手段
を有することを特徴とする印刷物の作製システムである。
【００２９】
　また、本発明の印刷物の作製システムは、第１の要素及び第２の要素の色を各々のユニ
ットにおいて等色とするため、第２の要素の色を補正する色補正手段を更に有し、第２の
要素の色を補正する色補正手段は、各々のユニットに形成された第１の要素及び第２の要
素の色を合算した色が全てのユニットにおいて等色として視認されるか否かを判定する判
定手段と、判定手段により第１の要素及び第２の要素を合算した色が等色とならないと判
定されたユニットに配置された第２の要素を削除する第２の要素削除手段と、各々のユニ
ットに形成された第１の要素のＲＧＢ値の合計値を算出する第１の要素ＲＧＢ値算出手段
と、第１の要素の面積中に形成可能なＲＧＢ値から第１の要素ＲＧＢ値算出手段によって
算出された各々のユニットにおける第１の要素のＲＧＢ値を引き、第２の要素の面積で割
った値を各々の第２の要素に配置する濃度とする第２の要素補正値算出手段とを有するこ
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とを特徴とする印刷物の作製システムである。
【００３０】
　また、本発明の印刷物の作製システムは、可視画像の基となる可視画像データ、第１の
不可視画像の基となる第１の不可視画像データ及び第２の不可視画像の基となる第２の不
可視画像データを入力する画像入力手段と、第１の要素、第２の要素、第３の要素、第４
の要素及び第５の要素を含む最小単位のユニットを規則的に所定のピッチでマトリクス状
に配置した複数のユニットを作成するユニット作製手段と、画像入力手段により入力され
た第１の不可視画像データをネガ反転させたネガ画像と、第２の不可視画像データをネガ
反転させたネガ画像を作製するネガ画像作製手段と、ユニットと第１の不可視画像データ
を合成し、ユニットに配置された第１の要素によって第１の不可視画像データをくり抜き
処理する第１の不可視画像のポジ画像くり抜き手段と、ユニットと第１の不可視画像のネ
ガ画像を合成し、ユニットに配置された第２の要素によって第１の不可視画像のネガ画像
をくり抜き処理する第１の不可視画像のネガ画像くり抜き手段と、ユニットと第２の不可
視画像データを合成し、ユニットに配置された第４の要素によって第２の不可視画像デー
タをくり抜き処理する第２の不可視画像のポジ画像くり抜き手段と、ユニットと第２の不
可視画像のネガ画像を合成し、ユニットに配置された第５の要素によって第２の不可視画
像のネガ画像をくり抜き処理する第２の不可視画像のネガ画像くり抜き手段と、画像入力
手段によって入力された可視画像データを、第３の要素によってくり抜き処理する可視画
像くり抜き手段と、第１の要素、第２の要素、第３の要素、第４の要素及び第５の要素を
有する複数のユニットを基材に印刷する印刷手段を有することを特徴とする印刷物の作製
システム。
【００３１】
　また、本発明の印刷物の作製システムは、各々のユニットに配置された第１の要素及び
前記第２の要素を合算した色と、第４の要素及び第５の要素を合算した色を全てのユニッ
トにおいて等色とするため、第２の要素及び／又は第５の要素の色を補正する色補正手段
を更に有し、第２の要素の色を補正する色補正手段として各々のユニットに形成された第
１の要素及び第２の要素の色を合算した色が全てのユニットにおいて等色として視認され
るか否かの判定と、各々のユニットに形成された第４の要素及び第５の要素の色を合算し
た色が全てのユニットにおいて等色として視認されるか否かを判定する判定手段と、判定
手段により第１の要素及び第２の要素を合算した色が等色とならないと判定されたユニッ
トに配置された第２の要素を削除する第２の要素削除手段と、判定手段により第４の要素
及び第５の要素を合算した色が等色とならないと判定されたユニットに配置された第５の
要素を削除する第５の要素削除手段と、各々のユニットに形成された第１の要素のＲＧＢ
値の合計値を算出する第１の要素ＲＧＢ値算出手段と、第１の要素の面積中に形成可能な
ＲＧＢ値から第１の要素ＲＧＢ値算出手段によって算出された各々のユニットにおける第
１の要素のＲＧＢ値を引き、第２の要素の面積で割った値を各々の第２の要素に配置する
濃度とする第２の要素補正値算出手段と、各々のユニットに形成された第４の要素のＲＧ
Ｂ値の合計値を算出する第４の要素ＲＧＢ値算出手段と、第４の要素の面積中に形成可能
なＲＧＢ値から第４の要素ＲＧＢ値算出手段によって算出された各々のユニットにおける
第４の要素のＲＧＢ値を引き、第５の要素の面積で割った値を各々の第５の要素に配置す
る濃度とする第５の要素補正値算出手段とを有することを特徴とする印刷物の作製システ
ムである。
【００３２】
　また、本発明の印刷物の作製システムは、可視画像の基となる可視画像データと第１の
不可視画像の基となる第１の不可視画像データを入力する画像入力手段と、第１の要素、
第２の要素及び第３の要素を含む最小単位のユニットを規則的に所定のピッチでマトリク
ス状に配置した複数のユニットを作成するユニット作製手段と、画像入力手段により入力
された第１の不可視画像データをユニットのピッチに合わせた画像データに解像度を変換
する第１の不可視画像の解像度変換手段と、第１の要素に形成可能な最大面積を第１の要
素の基準面積値として算出する第１の要素基準面積算出手段と、第１の不可視画像の解像
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度変換手段により変換された第１の不可視画像データとユニットを合成し、各々のユニッ
トが対応する第１の不可視画像データの濃度により、第１の要素に形成する面積を算出す
る第１の要素面積算出手段と、第１の要素面積算出手段によって算出された各々のユニッ
トごとの第１の要素の面積を、第１の要素の基準面積値から引いた面積を第２の面積とし
て算出する第２の要素面積算出手段と、画像入力手段によって入力された可視画像データ
を、第３の要素によってくり抜き処理する可視画像くり抜き手段と、第１の要素、第２の
要素及び第３の要素を有する複数のユニットを基材に印刷する印刷手段を有することを特
徴とする印刷物の作製システムである。
【００３３】
　さらに、本発明の印刷物の作製方法は、可視画像の基となる可視画像データ、第１の不
可視画像の基となる第１の不可視画像データ及び第２の不可視画像の基となる第２の不可
視画像データを入力する画像入力手段と、第１の要素、第２の要素、第３の要素、第４の
要素及び第５の要素を含む最小単位のユニットを規則的に所定のピッチでマトリクス状に
配置した複数のユニットを作成するユニット作製手段と、画像入力手段により入力された
第１の不可視画像データをユニットのピッチに合わせた画像データに解像度を変換する第
１の不可視画像の解像度変換手段と、第１の要素に形成可能な最大面積を第１の要素の基
準面積値として算出する第１の要素基準面積算出手段と、第１の不可視画像の解像度変換
手段により変換された第１の不可視画像データとユニットを合成し、各々のユニットが対
応する第１の不可視画像データの濃度により、第１の要素に形成する面積を算出する第１
の要素面積算出手段と、第１の要素面積算出手段によって算出された各々のユニットごと
の第１の要素の面積を、第１の要素の基準面積値から引いた面積を第２の要素の面積とし
て算出する第２の要素面積算出手段と、画像入力手段により入力された第２の不可視画像
データをユニットのピッチに合わせた画像データに解像度を変換する第２の不可視画像の
解像度変換手段と、第４の要素に形成可能な最大面積を第４の要素の基準面積値として算
出する第４の要素基準面積算出手段と、第２の不可視画像の解像度変換手段により変換さ
れた第２の不可視画像データとユニットを合成し、各々のユニットが対応する第２の不可
視画像データの濃度により、第４の要素に形成する面積を算出する第４の要素面積算出手
段と、第４の要素面積算出手段によって算出された各々のユニットごとの第４の要素の面
積を、第４の要素の基準面積値から引いた面積を第５の要素の面積として算出する第５の
要素面積算出手段と、画像入力手段によって入力された可視画像データを、第３の要素に
よってくり抜き処理する可視画像くり抜き手段と、第１の要素、第２の要素、第３の要素
、第４の要素及び第５の要素を有する複数のユニットを基材に印刷する印刷手段を有する
ことを特徴とする印刷物の作製システムである。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明の印刷物は、顔画像等の連続階調を有する不可視画像を印刷物上に付与すること
ができることから、身分証明書等の偽造防止技術として極めてレベルの高い技術として活
用することが可能である。これは、顔画像を含む身分証明書等を偽造する場合、顔写真の
張り替えや可視光下で観察される印刷模様を偽造して新たな顔写真を張る行為に対して有
効であり、顔写真を貼り変える偽造に対しては、不可視画像が形成された領域に判別具を
重ねることで偽造者が貼った顔写真と不可視画像が一致しないことで偽造品と判断するこ
とができる。また、印刷模様から偽造した場合には、不可視画像が形成される領域に判別
具を重ねても不可視画像が出現しないことから、偽造品と判断することができる。以上の
ように、顔写真を含む身分証明書を偽造する行為に対して極めて高い抑止力を有するもの
である。
【００３５】
　また、本発明の印刷物は、各々のユニットにおいて可視画像を形成する要素と不可視画
像を形成する要素を重複しない状態で配置することができることから、連続階調を有する
可視画像内に、連続階調を有する不可視画像を形成することができることから、ユーザー
の要望に合わせた画線設計が可能となり、デザイン性の自由度が高い印刷物を作製するこ
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とができるという効果を奏する。
【００３６】
　また、本発明の印刷物は、判別方法が万線フィルタ又はレンチキュラーレンズ等の判別
具を重ねる方法のみで真偽判別することができることから、例えば、冊子形態で形成され
た場合には、隣接する頁に判別具を含む状態で形成し、商品券のような一枚の用紙に形成
された場合、印刷物を折りたたむことで不可視画像領域に判別具が重なるように同一用紙
上に判別具を形成することで、独立した判別具を用いることなく、自己認証可能な一体型
の冊子と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】
【００３７】
【図１】本発明の印刷物１と判別具２の一例を示す図
【図２】本発明の印刷物１を目視により観察したときに視認される可視画像４を示す図
【図３】印刷物１に所定の角度で判別具２を重ねて観察した際に視認される第１の不可視
画像５を示す図
【図４】第１の実施の形態における最小単位のユニットを示す図
【図５】第１の要素Ａ及び第２の要素Ａ´が形成された一例を示す図
【図６】第１の実施の形態における印刷物１にレンチキュラーレンズ２を重ねて観察した
状態を示す図
【図７】第１の実施の形態の印刷物１に対し、各々のユニットにおける線Ｌ１上にレンチ
キュラーレンズ２の中心線７を重ねて観察した際に第１の不可視画像５が発現する状態を
示す図
【図８】第１の実施の形態におけるユニットのその他の構成を示す図
【図９】本発明の印刷物を作製する装置の一例を示すブロック図
【図１０】第１の実施の形態の印刷物における作製方法を示すフローチャート
【図１１】第２の実施の形態における最小単位のユニットを示す図
【図１２】印刷物１に所定の角度で判別具２を重ねた際に視認される第１の不可視画像と
、所定の角度と異なる角度で判別具２を重ねた際に観察される第２の不可視画像６を示す
図
【図１３】第２の実施の形態における印刷物１に形成された第１の要素Ａ、第２の要素Ａ
´、第４の要素Ｂ及び第５の要素Ｂ´の一例を示す図
【図１４】第２の実施の形態における印刷物１にレンチキュラーレンズ２を重ねて観察し
た状態を示す図
【図１５】第２の実施の形態の印刷物１における各々のユニットの線Ｌ１にレンチキュラ
ーレンズの中心線７を重ねて観察した際に視認される第１の不可視画像５を示す図
【図１６】第２の実施の形態の印刷物１における各々のユニットの線Ｌ３にレンチキュラ
ーレンズの中心線７を重ねて観察した際に視認される第２の不可視画像６を示す図
【図１７】第２の実施の形態におけるユニットのその他の構成を示す図
【図１８】第２の実施の形態の印刷物における作製方法を示すフローチャート
【図１９】第３の実施の形態における最小単位のユニットを示す図
【図２０】第３の実施の形態におけるユニットにおいて、第１の要素Ａの形状（濃度）に
合わせて第２の要素Ａ´の形状（濃度）が変化することで、全てのユニットにおける第１
の要素Ａ及び第２の要素Ａ´を合計した濃度が一定に保たれることを示す図
【図２１】第３の実施の形態における印刷物１にレンチキュラーレンズ２を重ねて観察し
た状態を示す図
【図２２】第３の実施の形態の印刷物１に対し、各々のユニットにおける線Ｌ１上にレン
チキュラーレンズ２の中心線７を重ねて観察した際に第１の不可視画像５が発現する状態
を示す図
【図２３】第３の実施の形態におけるユニットのその他の構成を示す図
【図２４】第３の実施の形態の印刷物における作製方法を示すフローチャート
【図２５】第４の実施の形態における最小単位のユニットを示す図
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【図２６】第４の実施の形態におけるユニットにおいて、第１の要素Ａの形状（濃度）に
合わせて第２の要素Ａ´の形状（濃度）が変化し、第４の要素Ｂの形状（濃度）に合わせ
て第５の要素Ｂ´の形状（濃度）が変化することで、全てのユニットにおける第１の要素
Ａ、第２の要素Ａ´、第４の要素Ｂ及び第５の要素Ｂ´を合計した濃度が一定に保たれる
ことを示す図
【図２７】第４の実施の形態における印刷物１にレンチキュラーレンズ２を重ねて観察し
た状態を示す図
【図２８】第４の実施の形態の印刷物１における各々のユニットの線Ｌ１にレンチキュラ
ーレンズの中心線７を重ねて観察した際に視認される第１の不可視画像５を示す図
【図２９】第４の実施の形態の印刷物１における各々のユニットの線Ｌ３にレンチキュラ
ーレンズの中心線７を重ねて観察した際に視認される第２の不可視画像６を示す図
【図３０】第４の実施の形態におけるユニットのその他の構成を示す図
【図３１】第４の実施の形態の印刷物における作製方法を示すフローチャート
【図３２】第５の実施の形態における冊子形態の印刷物を示す図
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　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、その他のいろいろな実施の形態が含まれる。
【００３９】
　本発明の印刷物は、図１に示されたように、印刷物１に判別具２を重ねて観察すること
で、顔画像等の連続階調を有する不可視画像を発現させて真意性を判別することができる
ものである。
【００４０】
　判別具２は、透明性を有するフィルタに複数の直線が万線状に一方向に沿って形成され
た万線フィルタ又はレンチキュラーレンズ等である。印刷物１の印刷模様３を通常の可視
条件において目視により観察すると、図２に示されたように、任意の図形等からなる可視
画像４が視認される。そして、印刷物１上に判別具２を所定の角度を持って重ね合わせる
と、図３に示されたような第１の不可視画像５が発現する。
【００４１】
（第１の実施の形態）
　以下に、本発明の第１の実施の形態における印刷物１について説明する。図４は、第１
の実施の形態における印刷物１を構成する最小単位の要素構成（以下「ユニット」という
。）を示すものであり、各々のユニットには、第１の不可視画像５の画像部を形成する第
１の要素Ａと、第１の不可視画像５の背景部を形成する第２の要素Ａ´と、可視画像４を
形成する第３の要素Ｃを有する。
【００４２】
　ユニットの縦横の寸法Ｓはそれぞれ等しく、例えば、３４０μｍというように、１ｍｍ
以下の大きさである。これらの最小単位のユニットをマトリクス状に配置することで、任
意の可視画像４と第１の不可視画像５が形成される。なお、第１の実施の形態における印
刷物１は、コート紙を基材とし、インクジェット印刷によりユニットの寸法Ｓを３４０μ
ｍとした印刷模様３を形成したが、ユニットの寸法Ｓ、基材、印刷方法、印刷材料及び印
刷装置等について何ら限定するものではない。
【００４３】
　第１の不可視画像５の画像部を形成する第１の要素Ａと第１の不可視画像５の背景部を
形成する第２の要素Ａ´は一対の関係にあり、全てのユニットにおいて、第１の要素Ａに
よって第１の不可視画像５の画像部を形成し、第２の要素Ａ´によって第１の不可視画像
５をネガ反転させた背景部が形成される。これにより、各々のユニットにおいて第１の要
素Ａ及び第２の要素Ａ´を合計した色が等色として観察されることから、印刷模様３を観
察した際に、第１の要素Ａと第２の要素Ａ´は、一定濃度のフラットな状態（例えば、グ



(17) JP 6016167 B2 2016.10.26

10

20

30

40

50

レーの背景）として観察され、図２のような第３の要素Ｃによって形成された可視画像４
のみが観察される。なお、第１の要素Ａ及び第２の要素Ａ´の形成方法については、後述
により詳細に説明する。
【００４４】
　本発明は、前述したように、各々のユニットにおける第１の要素Ａと第２の要素Ａ´を
合計した色が、全てのユニットにおいて等色として視認されるように形成する必要がある
。しかしながら、全てのユニットに配置される第１の要素Ａの色及び第２の要素Ａ´の色
を等色として形成する必要はなく、図５のように、各々のユニットにおいて形成された第
１の要素Ａに合わせた第２の要素Ａ´を形成することで、任意の色を配置することができ
る。
【００４５】
　また、第１の不可視画像５を視認するために、印刷物１上に判別具２を重ねて観察した
状態を示すのが図６である。なお、印刷物１上に判別具２を重ねて観察する際の印刷物１
と判別具２の位置関係については、図４に示すユニットにおける線Ｌ１の位置に判別具２
の中心線７（万線パターンを有するフィルタの場合は、非要素部の中心、レンチキュラー
レンズの場合は、レンズを構成する凸部の中心）を、各々のユニットにおける線Ｌ１と一
致するように判別具２を重ねて観察することで、第１の不可視画像５の画像部を形成する
第１の要素Ａのみが拡大され、判別具２の中心線７上に存在しない第２の要素Ａ´及び第
３の要素Ｃは観察されない状態となることから、可視画像４が消失し、第１の不可視画像
５が出現する。
【００４６】
　また、第３の要素Ｃは、第１の不可視画像５を観察する際に判別具２によって強調され
ない位置、すなわち、各々のユニットにおける線Ｌ１上からずれた位置に形成されれば、
大きさ及び色等を任意に設定することができることから、写真画像等の連続階調を有する
可視画像４として形成することができる。なお、本発明でいう可視画像４とは、印刷物１
を通常の光源下で目視により観察した場合に視認される画像であり、不可視画像とは、通
常の光源下で目視により観察した場合に視認されない又はほとんど視認されない画像のこ
とである。
【００４７】
　このような構成を有する複数のユニットを印刷物１上にマトリクス状に隙間なく、連続
的、かつ、規則的に配置した状態を図７に示す。図７（ａ）は、複数のユニットが形成さ
れた印刷物１と判別具２の関係を示すものであり、各々のユニットにおける線Ｌ１上に判
別具２の中心線７が一致するように重ねて観察した状態を示すものである。この場合に観
察される要素は、判別具２であるレンチキュラーレンズの中心線７が重なっている第１の
不可視画像５の画像部を形成している第１の要素Ａのみであることから、図７（ｂ）に示
すように、第１の要素Ａのみが拡大されて観察されることで、図３に示す第１の不可視画
像５が出現する。このとき、第１の不可視画像５の背景部を形成している第２の要素Ａ´
及び可視画像４を形成している第３の要素Ｃは、レンチキュラーレンズの中心線７からず
れた位置に形成されていることから、観察されることはない。
【００４８】
　また、第１の実施の形態の印刷物１を構成するユニットについては、図８（ａ）示すユ
ニットを例に説明したが、各々のユニットにおける線Ｌ１上に第１の要素Ａを配置し、第
２の要素Ａ´及び第３の要素Ｃを線Ｌ１上に配置しない構成であれば、これに限定される
ものではない。例えば、図８（ｂ）に示すように第１の要素Ａ、第２の要素Ａ´及び第３
の要素Ｃによりユニットの全てを埋める配置や、図８（Ｃ）のように第１の要素Ａをユニ
ットの中心部分に配置し、第２の要素Ａ´をユニットの角部分に円形状の中心がくるよう
に、それぞれ１／４の円形状として配置し、第３の要素Ｃを第２の要素Ａ´と隣接する位
置に配置する構成や、図８（ｄ）に示すように、第１の要素Ａ、第２の要素Ａ´及び第３
の要素Ｃをユニットの横方向に分割するように配置する構成等、様々な配置とすることが
可能であり、本発明の効果が得られる配置であればいかなる配置であっても良い。
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【００４９】
　次に、第１の実施の形態による印刷物１の作製に用いられる装置の一例について、その
構成を示した図９を用いて説明する。この作製装置は、入力部４０１、処理部４０２、記
憶部４０３及び出力部４０４を備えている。入力部４０１は、第１の実施の形態の印刷物
１の作製に必要なデータを入力し、処理部４０２に与える。処理部４０２は、与えられた
データを記憶部４０３に格納するとともに、印刷物１の作製に必要な演算処理及び画像処
理等を行い、得られた結果を出力部４０４に与える。出力部４０４は、処理部４０２から
与えられたデータを、外部の、例えば、図示されてない印刷機等に出力する。なお、後述
する第２～第５の実施の形態における印刷物についても、本装置を用いることで作製する
ことができる。
【００５０】
　次に、第１の実施の形態における印刷物１の作製工程について、図１０のフローチャー
トを用いて説明する。まず、ｆ１として、第１の不可視画像５の基となるターゲット画像
を用意する。このときのターゲット画像は、顔写真等を撮影してターゲット画像とする方
法や、あらかじめ入力された画像情報等を活用することができる。
【００５１】
　次に、ｆ２において入力したターゲット画像を複製し、入力画像をネガ反転させたネガ
画像を作製する。このネガ画像は、第２の要素Ａ´に形成する画像である。次に、ｆ３に
て判別具２の線数に合わせてマトリクス状に配置された各々のユニットにおける第１の要
素Ａによってターゲット画像のくり抜き処理を行い、ｆ４において、マトリクス状に配置
された複数のユニットにおける第２の要素Ａ´でネガ画像のくり抜き処理を行う。
【００５２】
　次に、ｆ５として、ｆ３の工程でくり抜いたターゲット画像（ポジ画像）と、ｆ４の工
程でくり抜いたターゲット画像のネガ画像を各々のユニットにおいて合成する処理を行う
。このとき、各々のユニットに形成された第１の要素Ａと第２の要素Ａ´を合計した色及
び濃度を、印刷模様３において一定の状態とする必要があるため、ｆ６により各々のユニ
ットに形成された第１の要素と第２の要素Ａ´を合計したＲＧＢ値を算出し、全てのユニ
ットにおいて第１の要素Ａと第２の要素Ａ´を合計した色が等色として観察されるか否か
を判定する処理を行う。
【００５３】
　このとき、各々のユニットにおける第１の要素Ａ及び第２の要素Ａ´を合計した色が等
色であると判断された場合、ｆ１１に移行し、第１の不可視画像５を形成する要素の作製
を終了する。一方、第１の要素Ａ及び第２の要素Ａ´の色が等色ではないと判断された場
合、ｆ７へと移行し、各々のユニットにおける第２の要素Ａ´の色を補正する処理を行う
。
【００５４】
　ｆ７では、ｆ４でくり抜いた第２の要素Ａ´を消去する処理を行い、ｆ８で、各々のユ
ニットに形成された第１の要素ＡのＲＧＢ値の合計値（以下「Ａ ｔｏｔａｌ」という。
）を算出し、ｆ９で、各々のユニットに配置される第２の要素Ａ´のＲＧＢ値を算出する
ため、以下の式により、第１の要素Ａの面積中に形成することのできる最大のＲＧＢ値(
各２５５)の合計値から、「Ａｔｏｔａｌ」を引いた値を第２の要素Ａ´の面積で割った
ものが各々の第２の要素Ａ´に形成される要素の濃度となる。
【００５５】
【数１】

【００５６】
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　前述の式１により、各々のユニットにおいて配置される第２の要素Ａ´のＲＧＢ値が決
定することから、ｆ１０にて全てのユニットに配置される第２の要素Ａ´が配置される。
これにより、全てのユニットにおける第１の要素Ａと第２の要素Ａ´を合計した色を等色
として観察される状態とすることができる。
【００５７】
　ｆ６までの処理又はｆ７～ｆ１０までの処理により、第１の不可視画像５を形成する第
１の要素Ａ及び第２の要素Ａ´を等色として観察される状態とすることができることから
、ｆ１１の処理により、可視画像４のターゲットとなる画像を入力し、各々のユニットに
形成される第３の要素Ｃでくり抜くことで第１の不可視画像５を形成する第１の要素Ａ及
び第２の要素Ａ´と、可視画像４を形成する第３の要素Ｃを合成することができる。
【００５８】
　以上の作製方法に従い、図９の作製装置を用いた印刷物の作製システムとすることで、
オンデマンド印刷により、各種証明書等の貴重印刷物として写真階調を有する不可視画像
を付与することができる。まず、デジタルカメラやスキャナ等により可視画像４と第１の
不可視画像５の基画像を入力する入力部４０１と、入力画像、第１の要素Ａ、第２の要素
Ａ´及び第３の要素Ｃを有するユニットの配置や入力部４０１によって入力された画像デ
ータを記憶する記憶部４０３と、第１の不可視画像５のネガ画像の作製、可視画像４、第
１の不可視画像５のポジ画像及びネガ画像を各々のユニットにおける要素でくり抜き処理
、第２の要素Ｂ´の色補正等の処理を行う処理部４０２と、インクジェットプリンタ及び
レーザプリンタ等の出力機により印刷模様３を印刷する出力部４０４を備えた印刷物の作
製システムとすることで、第１の実施の形態における印刷物１を容易に得ることができる
。
【００５９】
（第２の実施の形態）
　本発明の第２の実施の形態における印刷物１について、図面を用いて説明する。第２の
実施の形態における印刷物１は、第１の実施の形態における印刷物１とは異なり、印刷物
１上に所定の角度で判別具２を重ねた際に第１の不可視画像５が観察され、更には所定の
角度と異なる角度で判別具２を重ねた際に第１の不可視画像５と異なる第２の不可視画像
６が観察されるものである。
【００６０】
　図１１は、第２の実施の形態における印刷物１を構成する最小単位のユニットを示すも
のであり、各々のユニットには、第１の不可視画像５の画像部を形成する第１の要素Ａ（
ａ）と、第１の不可視画像５の背景部を形成する第２の要素Ａ´（ｂ）と、第２の不可視
画像６の画像部を形成する第４の要素Ｂ（ｃ）と、第２の不可視画像６の背景部を形成す
る第５の要素Ｂ´（ｄ）と、可視画像４を形成する第３の要素Ｃを有する。
【００６１】
　ユニットの縦横の寸法Ｓはそれぞれ等しく、例えば、３４０μｍというように、１ｍｍ
以下の大きさである。これらの最小単位のユニットをマトリクス状に配置することで、任
意の可視画像４、第１の不可視画像５及び第２の不可視画像６が形成される。なお、第２
の実施の形態における印刷物１は、コート紙を基材とし、インクジェット印刷によりユニ
ットの寸法Ｓを３４０μｍとした印刷模様３を形成したが、ユニットの寸法Ｓ、基材、印
刷方法、印刷材料及び印刷装置等について何ら限定するものではない。
【００６２】
　第１の不可視画像５の画像部を形成する第１の要素Ａと第１の不可視画像５の背景部を
形成する第２の要素Ａ´は一対の関係にあり、全てのユニットにおいて、第１の要素Ａに
よって第１の不可視画像５の画像部を形成し、第２の要素Ａ´によって第１の不可視画像
５をネガ反転させた背景部が形成される。また、第２の不可視画像６の画像部を形成する
第４の要素Ｂと第２の不可視画像６の背景部を形成する第５の要素Ｂ´は一対の関係にあ
り、全てのユニットにおいて、第４の要素Ｂによって第２の不可視画像６の画像部を形成
し、第５の要素Ｂ´によって第２の不可視画像６をネガ反転させた背景部が形成される。
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これにより、各々のユニットにおいて第１の要素Ａ及び第２の要素Ａ´を合計した色が等
色として観察され、更には第４の要素Ｂ及び第５の要素Ｂ´を合計した色が等色として観
察されることから、印刷模様３を観察した際に、第１の要素Ａ、第２の要素Ａ´、第４の
要素Ｂ及び第５の要素Ｂ´を合計した色は、一定濃度のフラットな状態（例えば、グレー
の背景）として観察され、図２のような第３の要素Ｃによって形成された可視画像４のみ
が観察される。
【００６３】
　一方、印刷物１上に所定の角度に沿って判別具を重ねて観察すると、図１２（ａ）に示
す第１の不可視画像５が観察され、判別具２を前述した所定の角度と異なる方向に沿って
重ねて観察した場合、図１２（ｂ）に示す第２の不可視画像６が観察される。
【００６４】
　前述したように、各々のユニットにおける第１の要素Ａと第２の要素Ａ´を合計した色
及び第４の要素Ｂと第５の要素Ｂ´を合計した色が、全てのユニットにおいて等色として
視認されるように形成する必要がある。しかしながら、全てのユニットに配置される第１
の要素Ａの色及び第２の要素Ａ´の色、第４の要素Ｂの色及び第５の要素Ｂ´の色を等色
として形成する必要はなく、図１３のように、各々のユニットにおいて形成された第１の
要素Ａが有する階調を反転させた階調を有する第２の要素Ａ´、第４の要素Ｂが有する階
調を反転させた階調を有する第５の要素Ｂ´を形成することで、第１の不可視画像５及び
第２の不可視画像６を不可視とした状態で任意の色（要素）を配置することができる。
【００６５】
　また、第１の不可視画像５を視認するために、印刷物１上に判別具２を所定の角度に沿
って重ねて観察した状態を示すのが図１４である。なお、印刷物１上に判別具２を重ねて
観察する際の印刷物１と判別具２の位置関係については、第１の不可視画像５を観察する
際の所定の角度が、図１１に示すユニットの線Ｌ１の位置に判別具２の中心線７を合わせ
た位置であり、各々のユニットにおける線Ｌ１に中心線７が一致するように判別具２を重
ねて観察することで、第１の不可視画像５の画像部を形成する第１の要素Ａのみが拡大さ
れ、判別具２の中心線７にない第２の要素Ａ´、第３の要素Ｃ、第４の要素Ｂ及び第５の
要素Ｂ´は観察されない状態となることから、可視画像４が消失し、第１の不可視画像５
が出現する。また、第２の不可視画像６を観察する際の所定の角度が、図１１に示すユニ
ットの線Ｌ３の位置に判別具２の中心線７を合わせた位置であり、各々のユニットにおけ
る線Ｌ３に中心線７が一致するように判別具２を重ねて観察することで、第２の不可視画
像６の画像部を形成する第４の要素Ｂのみが拡大され、判別具２の中心線７にない第１の
要素Ａ、第２の要素Ａ´、第３の要素Ｃ及び第５の要素Ｂ´は観察されない状態となるこ
とから、可視画像４が消失し、第２の不可視画像６が出現する。
【００６６】
　また、第３の要素Ｃは、第１の不可視画像５及び第２の不可視画像６を観察する際に判
別具の中心線７に対応しない位置、すなわち、各々のユニットにおける線Ｌ１及び線Ｌ３
からずれた位置に形成されれば、大きさ及び色等を任意に設定することができることから
、写真画像等の連続階調を有する可視画像４として形成することができる。
【００６７】
　このような構成を有する複数のユニットを印刷物１上にマトリクス状に隙間なく、連続
的、かつ、規則的に配置した状態を図１５及び図１６に示す。図１５（ａ）は、複数のユ
ニットが形成された印刷物１と判別具２の関係を示すものであり、各々のユニットにおけ
る線Ｌ１上に判別具２の中心線７が一致するように重ねて観察した状態を示すものである
。この場合に観察される要素は、レンチキュラーレンズの中心線７が重なっている第１の
不可視画像５の画像部を形成している第１の要素Ａであることから、図１５（ｂ）に示す
ように、第１の要素Ａのみが拡大されて観察されることで、図１２（ａ）に示す第１の不
可視画像５が観察される。このとき、第１の不可視画像５の背景部を形成している第２の
要素Ａ´と、第２の不可視画像６を形成している第４の要素Ｂ及び第５の要素Ｂ´と、可
視画像４を形成している第３の要素Ｃは、レンチキュラーレンズの中心線７からずれた位
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置に形成されていることから、観察されることはない。
【００６８】
　また、各々のユニットにおける線Ｌ３上に判別具２の中心線７が一致するように重ねて
観察した状態を示すものが図１６である。この場合に観察される要素は、レンチキュラー
レンズの中心線７が重なっている第２の不可視画像６の画像部を形成している第４の要素
Ｂであることから、図１６（ｂ）に示すように、第４の要素Ｂのみが拡大されて観察され
ることで、図１２（ｂ）に示す第２の不可視画像６が観察される。このとき、第２の不可
視画像６の背景部を形成している第５の要素Ｂ´と、第１の不可視画像５を形成している
第１の要素Ａ及び第２の要素Ａ´と、可視画像４を形成している第３の要素Ｃは、レンチ
キュラーレンズの中心線７からずれた位置に形成されていることから、観察されることは
ない。
【００６９】
　また、第２の実施の形態の印刷物１を構成するユニットについては、図１１に示すユニ
ットを例に説明したが、各々のユニットにおける線Ｌ１上に第１の要素Ａのみを配置し、
各々のユニットにおける線Ｌ３上に第４の要素Ｂのみを配置する構成であれば、これに限
定されるものではない。例えば、図１７（ａ）に示すように第１の要素Ａ、第２の要素Ａ
´、第３の要素Ｃ、第４の要素Ｂ及び第５の要素Ｂ´によりユニットの全てを埋める配置
や、図１７（ｂ）のように第１の要素Ａをユニットの中心部分を除く線Ｌ１上に配置し、
第２の要素Ａ´をユニットの上下部分に分割して配置し、第４の要素Ｂをユニットの中心
部分を除く線Ｌ３上に配置し、第５の要素をユニットの左右方向の端部に分割して配置し
、第３の要素Ｃをユニットの中心を除く第１の要素Ａ、第２の要素Ａ´、第４の要素Ｂ及
び第５の要素Ｂ´が配置されない領域に形成される構成であっても良い。
【００７０】
　次に、第２の実施の形態における印刷物１の作製工程について、図１８のフローチャー
トを用いて説明する。まず、ｆ１２として、第１の不可視画像５及び第２の不可視画像６
の基となるターゲット画像を用意する。このときのターゲット画像は、顔写真等を撮影し
てターゲット画像とする方法や、あらかじめ入力された画像情報等を活用することができ
る。
【００７１】
　次に、ｆ１２において入力した第１の不可視画像５及び第２の不可視画像６のターゲッ
ト画像の各々を複製し、入力画像をネガ反転させたネガ画像を作製する。ここで作製した
第１の不可視画像５のネガ画像は、第２の要素Ａ´に形成する画像であり、第２の不可視
画像６のネガ画像は、第５の要素Ｂ´を形成する画像である。次に、ｆ１４以降の工程と
して、第１の不可視画像５を形成する第１の要素Ａ及び第２の要素Ａ´を作製する。ｆ１
４では、判別具２の線数に合わせてマトリクス状に配置された各々のユニットにおける第
１の要素Ａによってターゲット画像（ポジ画像）のくり抜き処理を行い、ｆ１５において
、マトリクス状に配置された複数のユニットにおける第２の要素Ａ´でターゲット画像（
ネガ画像）のくり抜き処理を行う。
【００７２】
　次に、ｆ１６において、ｆ１４の工程でくり抜いたターゲット画像（ポジ画像）と、ｆ
１５の工程でくり抜いたターゲット画像（ネガ画像）を各々のユニットにおいて形成する
処理を行う。このとき、各々のユニットに形成された第１の要素Ａと第２の要素Ａ´を合
計した色を、印刷模様３において一定の状態とする必要があるため、ｆ１７により各々の
ユニットに形成された第１の要素と第２の要素Ａ´を合計したＲＧＢ値を算出し、全ての
ユニットにおいて第１の要素Ａと第２の要素Ａ´を合計した色が等色として観察されるか
否かを判定する処理を行う。
【００７３】
　このとき、各々のユニットにおける第１の要素Ａ及び第２の要素Ａ´を合計した色が等
色であると判断された場合、ｆ２２に移行し、第２の不可視画像６を形成する第４の要素
Ｂ及び第５の要素Ｂ´を形成する工程へと移行する。一方、第１の要素Ａ及び第２の要素
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Ａ´の色が等色ではないと判断された場合、ｆ１８へと移行し、各々のユニットにおける
第２の要素Ａ´の色を補正する処理を行う。
【００７４】
　ｆ１８では、ｆ１６で形成した第２の要素Ａ´を消去する処理を行い、ｆ１９で、各々
のユニットに形成された第１の要素ＡのＲＧＢ値の合計値（以下「Ａ ｔｏｔａｌ」とい
う。）を算出し、ｆ２０で、各々のユニットに配置される第２の要素Ａ´のＲＧＢ値を算
出するため、以下の式により、第１の要素Ａの面積中に形成することのできる最大のＲＧ
Ｂ値(各２５５)の合計値から、「Ａｔｏｔａｌ」を引いた値を第２の要素Ａ´の面積で割
ったものが各々の第２の要素Ａ´に形成される要素の濃度となる。
【００７５】
【数２】

【００７６】
　前述の式２により、各々のユニットにおいて配置される第２の要素Ａ´のＲＧＢ値が決
定することから、ｆ２１にて全てのユニットに配置される第２の要素Ａ´が形成される。
これにより、全てのユニットにおける第１の要素Ａと第２の要素Ａ´を合計した色を等色
として観察される状態とすることができる。
【００７７】
　ｆ１７までの処理又はｆ１８～ｆ２１までの処理により、第１の不可視画像５を形成す
る第１の要素Ａ及び第２の要素Ａ´を配置する全ての工程を終了し、ｆ２２以降の第２の
不可視画像６及び可視画像４を形成する工程に移行する。
【００７８】
　ｆ２２では、判別具２の線数に合わせてマトリクス状に配置された各々のユニットにお
ける第４の要素Ｂによってターゲット画像（ポジ画像）のくり抜き処理を行い、ｆ２３に
おいて、マトリクス状に配置された複数のユニットにおける第５の要素Ｂ´でターゲット
画像（ネガ画像）のくり抜き処理を行う。
【００７９】
　次に、ｆ２４において、ｆ２２の工程でくり抜いたターゲット画像（ポジ画像）と、ｆ
２３の工程でくり抜いたターゲット画像（ネガ画像）を各々のユニットにおいて形成する
処理を行う。このとき、各々のユニットに形成された第４の要素Ｂと第５の要素Ｂ´を合
計した色を、印刷模様３において一定の状態とする必要があるため、ｆ２５により各々の
ユニットに形成された第４の要素Ｂと第５の要素Ｂ´を合計したＲＧＢ値を算出し、全て
のユニットにおいて第４の要素Ｂと第５の要素Ｂ´を合計した色が等色として観察される
か否かを判定する処理を行う。
【００８０】
　このとき、各々のユニットにおける第４の要素Ｂ及び第５の要素Ｂ´を合計した色が等
色であると判断された場合、ｆ３０に移行し、第２の不可視画像６を形成する第４の要素
Ｂ及び第５の要素Ｂ´の作製工程を終了する。一方、第４の要素Ｂ及び第５の要素Ｂ´の
色が等色ではないと判断された場合、ｆ２６へと移行し、各々のユニットにおける第５の
要素Ｂ´の色を補正する処理を行う。
【００８１】
　ｆ２６では、ｆ２４で形成した第５の要素Ｂ´を消去する処理を行い、ｆ２７で、各々
のユニットに形成された第４の要素ＢのＲＧＢ値の合計値（以下「Ｂ ｔｏｔａｌ」とい
う。）を算出し、ｆ２８で、各々のユニットに配置される第５の要素Ｂ´のＲＧＢ値を算
出するため、以下の式により、第４の要素Ｂの面積中に形成することのできる最大のＲＧ
Ｂ値(各２５５)の合計値から、「Ａｔｏｔａｌ」を引いた値を第５の要素Ｂ´の面積で割
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ったものが各々の第５の要素Ｂ´に形成される要素の濃度となる。
【００８２】
【数３】

【００８３】
　前述の式３により、各々のユニットにおいて配置される第５の要素Ｂ´のＲＧＢ値が決
定されることから、ｆ２９にて全てのユニットに配置される第５の要素Ｂ´が形成される
。これにより、全てのユニットにおける第４の要素Ｂと第５の要素Ｂ´を合計した色を等
色として観察される状態とすることができる。
【００８４】
　以上の工程により、第１の不可視画像５を形成する第１の要素Ａ及び第２の要素Ａ´と
、第２の不可視画像６を形成する第４の要素Ｂ及び第５の要素Ｂ´を有するユニットの濃
度を全て一定に保つことができることから、ｆ３０の処理により、可視画像４のターゲッ
トとなる画像を入力し、各々のユニットに形成される第３の要素Ｃでくり抜くことで第１
の不可視画像５、第２の不可視画像６を形成する各々の要素と、可視画像４を形成する第
３の要素Ｃを合成することができる。
【００８５】
　また、第２の実施の形態では、第１の不可視画像５の画像部を形成する第１要素Ａを配
置する方向を基準に第２の不可視画像６の画像部を形成する第４の要素Ｂを直交する方向
に沿って形成することで２つの不可視画像を形成した例で説明したが、判別具の中心線７
を重ねる方向、すなわち、不可視画像の画像部を形成する方向を３方向以上とすることで
３つ以上の不可視画像を形成することも可能である。
【００８６】
　以上の作製方法に従い、図９の作製装置を用いた印刷物の作製システムとすることで、
オンデマンド印刷により、各種証明書等の貴重印刷物として写真階調を有する不可視画像
を付与することができる。まず、デジタルカメラやスキャナ等により可視画像４、第１の
不可視画像５及び第２の不可視画像６の基画像を入力する入力部４０１と、入力画像と、
第１の要素Ａ、第２の要素Ａ´、第３の要素Ｃ、第４の要素Ｂ及び第５の要素Ｂ´を有す
るユニットの配置と、入力部４０１によって入力された画像データを記憶する記憶部４０
３と、第１の不可視画像５及び第２の不可視画像６のネガ画像の作製、可視画像４、第１
の不可視画像５のポジ画像及びネガ画像、第２の不可視画像６のポジ画像及びネガ画像を
各々のユニットにおける要素でくり抜き処理し、第２の要素Ｂ´及び／又は第５の要素Ｂ
´の色補正等の処理を行う処理部４０２と、インクジェットプリンタ及びレーザプリンタ
等の出力機により印刷模様３を印刷する出力部４０４を備えた印刷物の作製システムとす
ることで、第２の実施の形態における印刷物１を容易に得ることができる。
【００８７】
（第３の実施の形態）
　第３の実施の形態における印刷物１について図面を用いて説明する。第３の実施の形態
における印刷物１は、第１の実施の形態及び第２の実施の形態のようなフルカラーの写真
階調画像を不可視画像に形成する例とは異なり、少なくとも１色のインキの濃度（要素面
積率）を段階的に変更させることで連続階調画像を形成する固定印刷向けの形態である。
図１９は、第３の実施の形態における印刷物１を構成する最小単位のユニットを示すもの
であり、各々のユニットには、第１の不可視画像５の画像部を形成する第１の要素Ａと、
第１の不可視画像５の背景部を形成する第２の要素Ａ´と、可視画像４を形成する第３の
要素Ｃを有する。
【００８８】



(24) JP 6016167 B2 2016.10.26

10

20

30

40

50

　ユニットの縦横の寸法Ｓはそれぞれ等しく、例えば、３４０μｍというように、１ｍｍ
以下の大きさである。これらの最小単位のユニットをマトリクス状に配置することで、任
意の可視画像４と第１の不可視画像５が形成される。なお、第３の実施の形態における印
刷物１は、上質紙を基材とし、オフセット印刷によりユニットの寸法Ｓを３４０μｍとし
た印刷模様３を形成したが、ユニットの寸法Ｓ、基材、印刷方法、印刷材料及び印刷装置
等について何ら限定するものではない。
【００８９】
　第１の不可視画像５の画像部を形成する第１の要素Ａと第１の不可視画像５の背景部を
形成する第２の要素Ａ´は一対の関係にあり、規則的に複数形成された各々のユニットに
おいて第１の要素Ａ及び第２の要素Ａ´を合計した濃度を一定に保つ必要があることから
、図２０のように、第１の要素Ａを淡い色とする場合（ａ）、第２の要素Ａ´は濃い色で
再現され、第１の要素Ａが濃い色で再現された場合（ｄ）、第２の要素Ａ´は淡い色で再
現される。これにより、各々のユニットにおいて第１の要素Ａ及び第２の要素Ａ´を合計
した色を等色とすることができることから、印刷模様３を観察した際に、第１の要素Ａと
第２の要素Ａ´は、一定濃度のフラットな状態として観察される。なお、第３の実施の形
態における印刷物１は、固定印刷によって形成されることから、第１の要素Ａと第２の要
素Ａ´を等色の色材により形成する必要がある。これにより、各々のユニットにおいて形
成される第１の要素Ａ及び第２の要素Ａ´を合計した要素面積を全てのユニットにおいて
等しい組合せとして形成すれば、全てのユニットの濃度を一定に保つことができるととも
に、第１の要素Ａの面積を任意に設定することで、第１の不可視画像５を階調画像とする
ことができる。
【００９０】
　また、第１の不可視画像５を視認するために、印刷物１上に判別具２を重ねて観察した
状態を示すのが図２１である。なお、印刷物１上に判別具２を重ねて観察する際の印刷物
１と判別具２の位置関係については、図１９に示すユニットにおける線Ｌ１の位置に判別
具２の中心線７が一致するように重ねて観察することで、第１の不可視画像５の画像部を
形成する第１の要素Ａのみが拡大され、判別具２の中心線７上にない第２の要素Ａ´及び
第３の要素Ｃは観察されない状態となることから、可視画像４が消失し、第１の不可視画
像５が出現する。
【００９１】
　また、第３の要素Ｃは、第１の不可視画像５を観察する際に観察されない位置、すなわ
ち、各々のユニットにおける線Ｌ１の位置からずれた位置に形成されれば、大きさ及び色
等を任意に設定することができることから、写真画像等の連続階調を有する可視画像４と
して形成することができる。
【００９２】
　このような構成を有する複数のユニットを印刷物１上にマトリクス状に隙間なく、連続
的、かつ、規則的に配置した状態を図２２に示す。図２２（ａ）は、複数のユニットが形
成された印刷物１と判別具２の関係を示すものであり、各々のユニットにおける線Ｌ１上
に判別具２の中心線７が一致するように重ねて観察した状態を示すものである。この場合
に観察される要素は、レンチキュラーレンズの中心線７が重なっている第１の不可視画像
５の画像部を形成している第１の要素Ａであることから、図２２（ｂ）に示すように、第
１の要素Ａのみが拡大されて観察されることで、図３に示す第１の不可視画像５が観察さ
れる。このとき、第１の不可視画像５の背景部を形成している第２の要素Ａ´及び可視画
像４を形成している第３の要素Ｃは、レンチキュラーレンズの中心線７からずれた位置に
形成されていることから、観察されることはない。
【００９３】
　また、第３の実施の形態の印刷物１を構成するユニットについては、図１９に示すユニ
ットを例に説明したが、各々のユニットにおける線Ｌ１上に第１の要素Ａを配置し、第２
の要素Ａ´及び第３の要素Ｃを線Ｌ１上に配置しない構成であれば、これに限定されるも
のではない。例えば、図２３（ａ）に示すように、第１の要素Ａをユニットの中心を除く
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線Ｌ１上に形成し、第２の要素をユニットの中心を除く線Ｌ１と直交する方向の端部に分
割して配置し、第３の要素Ｃをユニットの４角に配置する構成や、図２３（ｂ）に示すよ
うに、第１の要素Ａ、第２の要素Ａ´及び第３の要素Ｃによりユニットの全てを埋める構
成等、様々な配置とすることが可能であり、本発明の効果が得られる配置であればいかな
る配置であっても良い。
【００９４】
　次に、第３の実施の形態における印刷物１の作製工程について、図２４のフローチャー
トを用いて説明する。まず、ｆ３１として、第１の不可視画像５のターゲット画像を用意
する。このときのターゲット画像は、顔写真等を撮影してターゲット画像とする方法や、
あらかじめ入力された画像情報等を活用することができる。
【００９５】
　次に、ｆ３２において入力したターゲット画像を、判別具２に形成された線数の幅と各
々のユニットにおける１辺の長さが等しくなるように、ターゲット画像の解像度を変換す
る。次に、ｆ３３において各々のユニットに形成される第１の要素Ａ及び第２の要素Ａ´
が形成される領域を作製し、第１の要素Ａが形成される領域で第１の不可視画像５のくり
抜き処理を行う。
【００９６】
　次に、ｆ３４において各々のユニットに形成された第１の要素Ａを形成可能な最大の面
積値を基準値として算出し、ｆ３５にて第１の不可視画像の濃度に合わせて各々のユニッ
トに第１の要素Ａを形成し、ｆ３６で各々のユニットにおいて形成された第１の要素Ａの
面積を、基準値から差し引いた面積により第２の要素Ａ´を形成する。
【００９７】
　次に、ｆ３７において可視画像４の基となるターゲット画像を入力し、各々のユニット
において形成される第３の要素Ｃで可視画像４のターゲット画像をくり抜き処理し、第３
の要素Ｃを形成する。ここまでの工程により、第３の実施の形態における印刷物を作製す
ることができる。
【００９８】
　この第３の実施の形態における印刷物１は、前述した工程により版面データを作製する
ことで、オフセット印刷等の固定印刷方式により、少なくとも１色のインキを用いた印刷
物１を作製することができることから、各種証明書用の台紙や商品券等の同一図柄の印刷
物を大量に製造する際に活用されるものであり、一般的な基材、インキ及び印刷機を用い
ることで容易に製造可能であることから、幅広い用途に活用することができる。なお、第
３の実施の形態においては、上質紙を基材として用い、オフセット印刷方式によって印刷
物を製造した例で説明したが、基材、色材及び印刷方式等、様々な方法を用いることが可
能であり、これらの作製方法に限定されるものではない。
【００９９】
　また、第３の実施の形態における印刷物１は、オフセット印刷等の固定印刷方式向けの
構成であるが、第１の実施の形態及び第２の実施の形態のように、図９の作製装置を用い
たオンデマンド印刷用の技術として活用することも可能である。その場合、まず、デジタ
ルカメラやスキャナ等により可視画像４と第１の不可視画像５の基画像を入力する入力部
４０１と、入力画像と、第１の要素Ａ、第２の要素Ａ´及び第３の要素Ｃを有するユニッ
トの配置と、第１の要素Ａの最大面積となる基準面積と、入力部４０１によって入力され
た画像データを記憶する記憶部４０３と、第１の不可視画像データをユニットのピッチに
合わせた解像度へ変換する処理と、各々のユニットに対応する第１の不可視画像５の濃度
を第１の要素Ａの濃度として算出し、各々のユニットにおける第１の要素Ａの面積を基準
面積から引いて第２の要素Ａ´の面積の算出する処理を行う処理部４０２と、インクジェ
ットプリンタ及びレーザプリンタ等の出力機により印刷模様３を印刷する出力部４０４を
備えた印刷物の作製システムとすることで、第３の実施の形態における印刷物１を容易に
得ることができる。
【０１００】
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（第４の実施の形態）
　第４の実施の形態における印刷物１について、図面を用いて説明する。第４の実施の形
態における印刷物１は、第３の実施の形態と同様に固定印刷向けの形態であるが、可視画
像４及び第１の不可視画像５の他に、第２の不可視画像６が形成された印刷物１である。
図２５は、第４の実施の形態における印刷物１を構成する最小単位のユニットを示すもの
であり、各々のユニットには、第１の不可視画像５の画像部を形成する第１の要素Ａ及び
背景部を形成する第２の要素Ａ´と、第２の不可視画像６の画像部を形成する第４の要素
Ｂ及び背景部を形成する第５の要素Ｂ´と、可視画像４を形成する第３の要素Ｃを有する
。
【０１０１】
　ユニットの縦横の寸法Ｓはそれぞれ等しく、例えば、３４０μｍというように、１ｍｍ
以下の大きさである。これらの最小単位のユニットをマトリクス状に配置することで、任
意の可視画像４、第１の不可視画像５及び第２の不可視画像６が形成される。なお、第４
の実施の形態における印刷物１は、上質紙を基材とし、オフセット印刷によりユニットの
寸法Ｓを３４０μｍとした印刷模様３を形成したが、ユニットの寸法Ｓ、基材、印刷方法
、印刷材料及び印刷装置等について何ら限定するものではない。
【０１０２】
　第１の不可視画像５の画像部を形成する第１の要素Ａと第１の不可視画像５の背景部を
形成する第２の要素Ａ´は一対の関係にあり、各々の要素を形成することができる最大の
面積を同一の面積とし、規則的に複数形成された各々のユニットにおいて第１の要素Ａ及
び第２の要素Ａ´を合計した濃度を一定に保つ必要があることから、図２６のように、第
１の要素Ａを淡い色とする場合（ａ）、第２の要素Ａ´は濃い色で再現され、第１の要素
Ａが濃い色で再現された場合（ｄ）、第２の要素Ａ´は淡い色で再現される。また、第２
の不可視画像６の画像部を形成する第４の要素Ｂと第２の不可視画像６の背景部を形成す
る第５の要素Ｂ´は一対の関係にあり、各々の要素を形成することができる最大面積を同
一の面積とし、規則的に複数形成された各々のユニットにおいて第４の要素Ｂ及び第５の
要素Ｂ´を合計した濃度を一定に保つ必要があることから、図２６のように、第４要素Ｂ
を淡い色とする場合（ａ）、第５の要素Ｂ´は濃い色で再現され、第４の要素Ｂが濃い色
で再現された場合（ｄ）、第５の要素Ｂ´は淡い色で再現される。これにより、各々のユ
ニットにおいて第１の要素Ａ、第２の要素Ａ´、第４の要素Ｂ及び第５の要素Ｂ´を合計
した色を等色とすることができる（要素面積が同一）ことから、印刷模様３を観察した際
に、第１の要素Ａ、第２の要素Ａ´、第４の要素Ｂ及び第５の要素Ｂ´を有するユニット
は、一定濃度のフラットな状態として観察される。
【０１０３】
　第４の実施の形態における印刷物１は、固定印刷によって形成されることから、第１の
要素Ａと第２の要素Ａ´を等色の色材により形成し、第４の要素Ｂ及び第５の要素Ｂ´を
等色とする必要がある。これにより、各々のユニットにおいて形成される第１の要素Ａ及
び第２の要素Ａ´を合計した面積と、第４の要素Ｂ及び第５の要素Ｂ´を合計した面積を
、全てのユニットにおいて等しい組合せとして形成すれば、全てのユニットの濃度（色）
を一定に保つことができるとともに、第１の要素Ａの面積を任意に設定することで、第１
の不可視画像５及び／又は第２の不可視画像６を階調画像とすることができる。
【０１０４】
　また、第１の不可視画像５を視認するために、印刷物１上に判別具２を重ねて観察した
状態を示すのが図２７である。なお、印刷物１上に判別具２を重ねて観察する際の印刷物
１と判別具２の位置関係については、図２５に示すユニットにおける線Ｌ１の位置に判別
具２の中心線７が一致するように重ねて観察することで、第１の不可視画像５の画像部を
形成する第１の要素Ａのみが拡大され、判別具２の中心線７にない第２の要素Ａ´及び第
３の要素Ｃは観察されない状態となることから、可視画像４が消失し、第１の不可視画像
５が出現する。一方、図２５に示すユニットにおける線Ｌ３の位置に判別具２の中心線７
が一致するように重ねて観察することで、第２の不可視画像６の画像部を形成する第４の
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要素Ｂのみが拡大され、判別具２の中心線７にない第５の要素Ａ´及び第３の要素Ｃは観
察されない状態となることから、可視画像４が消失し、第２の不可視画像６が出現する。
【０１０５】
　また、第３の要素Ｃは、第１の不可視画像５及び第２の不可視画像６を観察する際に観
察されない位置、すなわち、各々のユニットにおける線Ｌ１及びＬ３上からずれた位置に
形成されれば、大きさ及び色等を任意に設定することができることから、写真画像等の連
続階調を有する可視画像４として形成することができる。
【０１０６】
　このような構成を有する複数のユニットを印刷物１上にマトリクス状に隙間なく、連続
的、かつ、規則的に配置した状態を図２８及び図２９に示す。図２８（ａ）は、複数のユ
ニットが形成された印刷物１と判別具２の関係を示すものであり、各々のユニットにおけ
る線Ｌ１上に判別具２の中心線７が一致するように重ねて観察した状態を示すものである
。この場合に観察される要素は、レンチキュラーレンズの中心線７が重なっている第１の
不可視画像５の画像部を形成している第１の要素Ａであることから、図２８（ｂ）に示す
ように、第１の要素Ａのみが拡大されて観察されることで、図１２（ａ）に示す第１の不
可視画像５が観察される。このとき、第１の不可視画像５の背景部を形成している第２の
要素Ａ´及び可視画像４を形成している第３の要素Ｃは、レンチキュラーレンズの中心線
７からずれた位置に形成されていることから、観察されることはない。
【０１０７】
　また、図２９（ａ）は、複数のユニットが形成された印刷物１と判別具２の関係を示す
ものであり、各々のユニットにおける線Ｌ３上に判別具２の中心線７が一致するように重
ねて観察した状態を示すものである。この場合に観察される要素は、レンチキュラーレン
ズの中心線７が重なっている第２の不可視画像６の画像部を形成している第４の要素Ｂで
あることから、図２９（ｂ）に示すように、第４の要素Ｂのみが拡大されて観察されるこ
とで、図１２（ｂ）に示す第２の不可視画像６が観察される。このとき、第２の不可視画
像６の背景部を形成している第５の要素Ｂ´及び可視画像４を形成している第３の要素Ｃ
は、レンチキュラーレンズの中心線７からずれた位置に形成されていることから、観察さ
れることはない。
【０１０８】
　また、第４の実施の形態の印刷物１を構成するユニットについては、図２５に示すユニ
ットを例に説明したが、各々のユニットにおける線Ｌ１上に第１の要素Ａを配置し、第２
の要素Ａ´第３の要素Ｃ、第４の要素Ｂ及び第５の要素Ｂ´を線Ｌ１上に配置しない構成
とし、更には各々のユニットにおける線Ｌ３上に第４の要素Ｂを配置し、第１の要素Ａ、
第２の要素Ａ´、第３の要素Ｃ及び第５の要素Ｂ´を線Ｌ３上に配置しない構成であれば
、これに限定されるものではない。例えば、図３０（ａ）に示すように、第１の要素Ａ、
第２の要素Ａ´、第３の要素Ｃ、第４の要素Ｂ及び第５の要素Ｂ´により、ユニットの全
てを埋める構成や、図３０（ｂ）に示すように、第１の不可視画像５及び第２の不可視画
像６が重複する各々のユニットの中心を除く領域に、全ての要素を形成する構成等、様々
な配置とすることが可能であり、本発明の効果が得られる配置であればいかなる配置であ
っても良い。
【０１０９】
　次に、第４の実施の形態における印刷物１の作製工程について、図３１のフローチャー
トを用いて説明する。まず、ｆ３８として、第１の不可視画像５及び第２の不可視画像６
のターゲット画像を用意する。このときのターゲット画像は、顔写真等を撮影してターゲ
ット画像とする方法や、あらかじめ入力された画像情報等を活用することができる。
【０１１０】
　次に、ｆ３９において入力したターゲット画像を、判別具２に形成された線数の幅と各
々のユニットにおける１辺の長さが等しくなるように、ターゲット画像の解像度を変換す
る。次に、ｆ４０にて各々のユニットにおける第１の要素Ａ及び第２の要素Ａ´が形成さ
れる領域を作製し、第１の要素Ａが形成される領域で第１の不可視画像５のくり抜き処理
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を行う。
【０１１１】
　次に、ｆ４１において各々のユニットに形成された第１の要素Ａを形成可能な最大の面
積値を基準値として算出し、ｆ４２にて第１の不可視画像５の濃度に合わせて各々のユニ
ットに第１の要素Ａを形成し、ｆ４３で各々のユニットにおいて形成された第１の要素Ａ
の面積を、基準値から差し引いた面積により第２の要素Ａ´を形成する。
【０１１２】
　次に、ｆ４４において各々のユニットにおける第４の要素Ｂ及び第５の要素Ｂ´が形成
される領域を作製し、第４の要素Ｂが形成される領域で第２の不可視画像６のくり抜き処
理を行い、ｆ４５において各々のユニットに形成された第４の要素Ｂを形成可能な最大の
面積値を基準値として算出し、ｆ４６にて第２の不可視画像６の濃度に合わせて各々のユ
ニットに第４の要素Ｂを形成し、ｆ４７で各々のユニットにおいて形成された第４の要素
Ｂの面積を、基準値から差し引いた面積により第５の要素Ｂ´を形成する。
【０１１３】
　次に、ｆ４８において可視画像４の基となるターゲット画像を入力し、各々のユニット
において形成される第３の要素Ｃで可視画像４のターゲット画像をくり抜き処理し、第３
の要素Ｃを形成する。ここまでの工程により、第４の実施の形態における印刷物を作製す
ることができる。
【０１１４】
　この第４の実施の形態における印刷物１は、前述した工程により版面データを作製する
ことで、オフセット印刷等の固定印刷方式により、少なくとも１色のインキを用いて印刷
物１を作製することができることから、各種証明書用の台紙や商品券等の同一図柄の印刷
物を大量に製造する際に活用されるものであり、一般的な基材、インキ及び印刷機を用い
ることで容易に製造可能であることから、幅広い用途に活用することができる。なお、第
４の実施の形態においては、上質紙を基材として用い、オフセット印刷方式によって印刷
物を製造した例で説明したが、基材、色材及び印刷方式等、様々な方法を用いることが可
能であり、これらの作製方法に限定されるものではない。
【０１１５】
　また、第４の実施の形態では、第１の不可視画像５の画像部を形成する第１要素Ａを配
置する方向を基準に第２の不可視画像６の画像部を形成する第４の要素Ｂを直交する方向
に沿って形成することで２つの不可視画像を形成した例で説明したが、判別具の中心線７
を重ねる方向、すなわち、不可視画像の画像部を形成する方向を３方向以上とすることで
３つ以上の不可視画像を形成することも可能である。
【０１１６】
　また、第４の実施の形態における印刷物１は、オフセット印刷等の固定印刷方式向けの
構成であるが、第３の実施の形態のように、図９の作製装置を用いたオンデマンド印刷用
の技術として活用することも可能である。その場合、まず、デジタルカメラやスキャナ等
により可視画像４、第１の不可視画像５及び第２の不可視画像６の基画像を入力する入力
部４０１と、入力画像と、第１の要素Ａ、第２の要素Ａ´、第３の要素Ｃ、第４の要素Ｂ
及び第５の要素Ｂ´を有するユニットの配置と、第１の要素Ａ及び第４の要素Ｂの最大面
積となる基準面積と、入力部４０１によって入力された画像データを記憶する記憶部４０
３と、第１の不可視画像データ及び第２の不可視画像データをユニットのピッチに合わせ
た解像度への変換処理と、各々のユニットに対応する第１の不可視画像５の濃度を第１の
要素Ａの濃度としての算出と、各々のユニットにおける第１の要素Ａの面積を基準面積か
ら引いた第２の要素Ａ´の面積の算出と、各々のユニットに対応する第２の不可視画像６
の濃度を第４の要素Ａの濃度として算出、各々のユニットにおける第４の要素Ａの面積を
基準面積から引いて第５の要素Ａ´の面積を算出する処理を行う処理部４０２と、インク
ジェットプリンタ及びレーザプリンタ等の出力機により印刷模様３を印刷する出力部４０
４を備えた印刷物の作製システムとすることで、第４の実施の形態における印刷物１を容
易に得ることができる。
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（第５の実施の形態）
　第５の実施の形態における印刷物１について、図３２を用いて説明する。第５の実施の
形態における印刷物１は、第１の実施の形態で説明した印刷模様３を備えた印刷物１を冊
子の一部の頁に形成し、印刷模様３を備えた頁と接する頁に判別具２を備えた頁を形成す
ることで、印刷物１と独立した判別具２を用意することなく、冊子形態の印刷物１そのも
のによって真偽判別が可能な印刷物１である。
【０１１８】
　図３２（ａ）は、第５の実施の形態における印刷物１であり、冊子形態により形成され
た印刷物１の一部の頁に印刷模様３を備え、印刷模様３を備えた頁と隣接する頁の一部に
レンチキュラーレンズから成る判別具２を備えたものである。
【０１１９】
　判別具２は、印刷模様３が形成された頁と判別具２が形成された頁を重ねて観察した際
に、印刷模様３を形成するユニットの線Ｌ１上に判別具の中心線７が重なる位置に形成さ
れていることから、印刷模様３が形成された頁上に判別具２が形成された頁を重ねた時点
で図３２（ｂ）に示すような第１の不可視画像５を観察することができる。
【０１２０】
　また、判別具２を冊子形態の頁に形成する方法としては、多層構造の基材を用い、判別
具を形成する領域を窓空き状として形成する方法等、様々な方法が可能であるが、本発明
の印刷模様３と隣接する頁に判別具２を形成可能な方法であれば、特に限定されるもので
はない。また、レンチキュラーレンズ等の所定の厚みを有する判別具２を用いる場合は、
ＩＣシート等の電子機器を内蔵する基材等、冊子内において他の理由により厚みを有する
基材を活用することが好ましい。
【符号の説明】
【０１２１】
１　　　　　印刷物
２　　　　　判別具
３　　　　　印刷模様
４　　　　　可視画像
５　　　　　第１の不可視画像
６　　　　　第２の不可視画像
７　　　　　中心線
４０１　　　入力部
４０２　　　処理部
４０３　　　記憶部
４０４　　　出力部
Ａ　　　　　要素
Ａ´　　　　要素
Ｂ　　　　　要素
Ｂ´　　　　要素
Ｃ　　　　　要素
Ｌ１　　　　線
Ｌ２　　　　線
Ｌ３　　　　線
Ｌ４　　　　線
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