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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材上に、線画及び／又はドットパターンから構成される基本画像を有し、前記基本画
像は、背景画像部と、少なくとも１つ以上の潜像を施したメッセージ画像部とに区分けさ
れ、前記背景画像部として区分けされた線画及び／又はドットパターンのそれぞれの各画
線内及び／又は各ドット内に画線部及び非画線部から成るスリットパターン構造が所定方
向で配列され、前記少なくとも１つ以上の潜像を施したメッセージ画像部として区分けさ
れた線画及び／又はドットパターンのそれぞれの各画線内及び／又は各ドット内に画線部
及び非画線部から成るスリットパターン構造が所定方向で配列され、前記背景画像部のス
リットパターン構造の配列方向の角度と、前記メッセージ画像部のスリットパターン構造
の配列方向の角度が、互いに異なり、かつ、前記スリットパターン構造の画線部のピッチ
が６０ミクロンを越えないことを特徴とする偽造防止構造を有する凹版印刷物。
【請求項２】
　前記画線部及び前記非画線部が等間隔の直線万線であることを特徴とする請求項１記載
の偽造防止構造を有する凹版印刷物。
【請求項３】
　前記基本画像における、背景画像部として区分けされた線画及び／又はドットパターン
のそれぞれの各画線内及び／又は各ドット内に有した画線部及び非画線部から成るスリッ
トパターン構造の画線部の幅及び非画線部の幅と、少なくても１つ以上のメッセージ画像
部として区分けされた線画及び／又はドットパターンのそれぞれの各画線内及び／又は各
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ドット内に有した画線部及び非画線部から成るスリットパターン構造の画線部の幅及び非
画線部の幅とが、それぞれ同一であることを特徴とする請求項１又は２記載の偽造防止構
造を有する凹版印刷物。
【請求項４】
　前記基本画像におけるメッセージ画像部が、文字、記号を表現する有意味画像であるこ
とを特徴とする請求項１、２又は３記載の偽造防止構造を有する凹版印刷物。
【請求項５】
　前記基本画像は、前記線画及び／又はドットパターンの各々の線幅やドット径を段階的
及び／又は連続的に変化させて任意の階調を有する画像が表現されることを特徴とする請
求項１、２、３又は４記載の偽造防止構造を有する凹版印刷物。
【請求項６】
　前記基本画像が、地紋模様であることを特徴とする請求項１、２、３、４又は５記載の
偽造防止構造を有する凹版印刷物。
【請求項７】
　前記凹版印刷物に、前記凹版印刷物中に入れられたスリットパターン構造と同一ピッチ
の万線パターンの像を有した透明フィルムの基材からなる判別スクリーンを重ね合わせ、
該判別スクリーンを回転させることにより、順に少なくても一つ以上の警告メッセージを
発現し、該警告メッセージの有無により前記印刷物と複写物とを判別することを特徴とす
る請求項１、２、３、４、５又は６記載の偽造防止構造を有する凹版印刷物の真偽判別方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、印刷物を傾けて観察するだけで潜像が発現するような従来原理に基づく潜像凹
版とは異なり、直接反射光の強度の差によって潜像が発現する特殊な微小スリットパター
ン構造入り線画及び／又はドットパターン構造を有する凹版印刷物と、真偽判別のための
判別スクリーンに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
銀行券、株券、債券、商品券等の有価証券類、ＩＤカード、出入国証、登録証等の証書類
等の複製を防止するための方法として、特公昭５６－１９２７３号公報に示されているよ
うに、凹版印刷された３次元的模様要素の均一なディメンションを有する像配列と、バッ
クグラウンド配列の一方が他方のディメンションとは異なることによりマークが現れまた
は消えるように構成された書類や、像配列とバックグラウンド配列における線の向きが異
なることによりマークが現れまたは消えるように構成された書類や、要素がドットであり
一方の配列の要素間に他方の配列があることによりマークが現れまたは消えるように構成
された書類が開示されている。
【０００３】
また、特開昭６０－１５５４９２号公報に示めされているように、２つの高さを有する平
行な盛り上がったセグメントの線からなる群が交互に二つの所定の異なった方向に延在し
、高い方の盛り上がりセグメントによって隠し画像が形成され、低い方のセグメントによ
り図柄の背景を形成する背景と少なくとも２つの隠し画像を有する有価証券が開示されて
いる。
【０００４】
さらに、特開昭５５－１１７６８９号公報に示されているように、インキを適宜の高さに
盛ってなる線と、インキを低く盛って成る低線により模様を構成すると共に、適宜の図柄
に対応させて低線を設けている偽造防止印刷物が開示されている。
【０００５】
さらに、特開平２－１２７４７８号公報に示されているように、互いに平行に微細な溝状
と凸状とを交互に多数本刻設したマーク形成部を有したカードにおいて、突状の一部を他
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の部分に対して盛り上げて形成することによりマークを形成したカードが開示されている
。
【０００６】
上記した従来の技術を用いて得られた書類、有価証券、偽造防止印刷物、カードなどは、
配列や群の画線の高さの差により又は画線の一部を高くすることにより、或いは配列や群
の画線の向きを異ならせることによりマーク等の隠し画像を形成したものである。
【０００７】
これらの従来の技術は、マーク等の隠し画像を表示する画線とその他の部分を表示する画
線との画線の高さのわずかな違いを利用して隠し画像を視認するものであるため、マーク
等の隠し画像は視認できる範囲が極めて小さく、且つ、わかりにくいという欠点があった
。
【０００８】
また、画線の一部を高くした凹版画線は、段階的な腐食法による版面作製法で容易に作製
されてしまうため偽造も容易である。また、画線の配列方向の差異を利用した潜像凹版は
、コピー機によって容易に複写が可能であり、しかもその複写物は、傾けると画像部と非
画像部の面積比率が画像の配列方向の差異によって生じるので、潜像の顕在化機能をもつ
ことになる。
【０００９】
また、前記配列や群の画線の向きを異ならせることによりマーク等の隠し画像を形成する
ものは、マーク等の隠し画像を形成する部分が周辺のマーク等の隠し画像を形成しない部
分に比べ不自然に目立ってしまうという欠点があり、デザインが制約されてしまうという
問題があった。さらに、マーク等の隠し画像を形成する部分が周辺のマーク等の隠し画像
を形成しない部分に比べ不自然にならないように配列や群の画線の向きを構成するとマー
ク等の隠し画像は視認できる範囲が極めて小さく、且つ、わかりにくくなってしまうとい
う欠点があった。
【００１０】
さらに近年、米ドル券の偽造については、デジタルカラーコピー機等による２次元的複写
のレベルにはとどまらず、真券製造に用いる凹版印刷機と同一タイプの凹版印刷機を使用
し、真券と寸分の狂いもない凹版印刷による精巧な偽造がなされるまでに事態は深刻化し
ている。このような偽造券においては、単純な万線等の配列方向の差異を利用した、従来
技術の潜像凹版までも、もはや簡単に偽造されており、専門家ですら真偽判別が困難な状
況となっている。
【００１１】
こうした背景を受けて、観察する角度によって２色性をしめすような光学的変化凹版イン
キを使用したり、ホログラム等の光学的変化素子を貼付せねばならない状況にあり、これ
らの機能性材料、機能性素子を新たに採用することは、材料コスト及び生産コストの極め
て著しい増加を招く結果となっている。したがって材料コスト及び生産コストの極めて著
しい増加を伴なわずに、しかも、一見してそれが、偽造防止技術であるということが容易
には露呈してしまわないような秘匿性の高い偽造防止技術、ひいては特別な器具等を必要
としない偽造券との判別方法が求められていた。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、一見しただけでは、それが潜像凹版だとは気づかれずに、また、ただ傾けただ
けでは潜像情報が発現しない、微小スリットパターン構造入り凹版線画及び／又は凹版ド
ットパターンを提供すること、そして、その潜像情報は判別スクリーンを重ね合わせるこ
とによって容易に確認が可能なことを課題とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
本発明は、基材上に、線画及び／又はドットパターンから構成される基本画像を有し、前
記基本画像は、背景画像部と、少なくとも１つ以上の潜像を施したメッセージ画像部とに
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区分けされ、前記背景画像部として区分けされた線画及び／又はドットパターンのそれぞ
れの各画線内及び／又は各ドット内に有した、肉眼では解像し得ず、一様なベタ状印刷領
域として認識されてしまうような細かさの一定形状のスリットパターン構造の配列方向の
角度と、前記少なくとも１つ以上の潜像を施したメッセージ画像部として区分けされた線
画及び／又はドットパターンのそれぞれの各画線内及び／又は各ドット内に有した、肉眼
では解像し得ず、一様なベタ状印刷領域として認識されてしまうような細かさの一定形状
のスリットパターン構造の配列方向の角度が、互いに異なることを特徴とする偽造防止構
造を有する凹版印刷物である。
【００１４】
前記微小スリットパターン構造は、画線部対非画線部の比（非画線部／画線部）が、およ
そ１～０．３である等間隔の直線万線パターン状のスリットパターン構造であることを特
徴とする偽造防止構造を有する凹版印刷物である。
【００１５】
また、前記基本画像における、背景画像部として区分けされた線画及び／又はドットパタ
ーンのそれぞれの各画線内及び／又は各ドット内に有した微小スリットパターン構造のス
リット幅とスリットのピッチと、少なくても１つ以上のメッセージ画像部として区分けさ
れた線画及び／又はドットパターンのそれぞれの各画線内及び／又は各ドット内に有した
微小スリットパターン構造のスリット幅とスリットのピッチとが、それぞれ同一であるこ
とを特徴とする偽造防止構造を有する凹版印刷物である。
【００１６】
また前記基本画像におけるメッセージ画像部が、文字、記号等を表現する有意味画像であ
ることを特徴とする偽造防止構造を有する凹版印刷物である。
【００１７】
また、前記基本画像は、前記線画及び／又はドットパターンの各々の線幅やドット径を段
階的及び／又は連続的に変化させて任意の階調を有する画像が表現されていることを特徴
とする偽造防止構造を有する凹版印刷物である。
【００１８】
また、前記基本画像が、地紋模様であることを特徴とする偽造防止構造を有する凹版印刷
物である。
【００１９】
また、前記凹版印刷物に、前記凹版印刷物中に入れられた微小スリットパターン構造と同
一ピッチの万線パターンの像を有した透明フィルム等の基材からなる判別スクリーンを重
ね合わせ、該判別スクリーンを回転させることにより、順に少なくても一つ以上の警告メ
ッセージを発現し、該警告メッセージの有無により前記凹版印刷物と複写物とを判別する
ことを特徴とする偽造防止構造を有する凹版印刷物の真偽判別方法である。
【００２０】
また、前記凹版印刷物中に入れられた微小スリットパターン構造と同一ピッチの万線パタ
ーンの像と干渉するピッチの万線パターンを有する前記判別スクリーンで、前記凹版印刷
物の真偽を判別する透明フィルム基材からなる判別具である。
【００２１】
【発明の実施の形態】
本発明に係る偽造防止構造を有する凹版印刷物の実施の形態を図面を参照して説明する。
本発明は、基材上に、背景画像部と少なくとも１つ以上の潜像を施したメッセージ画像部
とに区分けされた、線画及び／又はドットパターンから構成される基本画像を配置し、各
画像部のそれぞれの各画線内及び／又はドット内に肉眼では解像し得ず、一様なベタ状印
刷領域として認識されてしまうような細かさの一定形状のスリットパターン構造の配列方
向の角度とが、互いに異なる構成のものである。
【００２２】
本発明に係る偽造防止構造を有する凹版印刷物は、従来技術に基ずく潜像凹版の顕像化の
方法と同様に斜めに傾けて観察しても、背景画像部、及びメッセージ画像部における微小
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スリットパターン構造は、もともと人間の目の解像度を超えた細かさの万線状スリットパ
ターン構造が施されているので、背景画像部とメッセージ画像部との間に濃度差は発生し
ないため、潜像画像は発現しない。
【００２３】
このように、基本画像を構成する線画及び／又はドットパターンの画像に対して、微小ス
リットパターン構造を施すことにより、確実に偽造防止効果を発揮する。本発明をさらに
作製工程も含めて実施例で以下に説明する。
【００２４】
【実施例】
図１は、万線パターンのピッチと線幅が共に等しく、実質的には両者に濃度差が存在し得
ない２組の万線パターンを、その配列方向をお互いに９０度異ならせて組み合わせ、印刷
物を傾けて観察したときに、凹版インキの高さ成分に起因する非画像部（印刷基材）の隠
蔽率の変化によって、文字情報“ＯＫ”の潜像が発現する、従来原理の潜像凹版画像のモ
デル図を示したものである。具体的な万線パターンの設計値は、ピッチが４００μｍ、線
幅が２００μｍである。
【００２５】
ここで２組の万線パターンのピッチを次第に細かくしていくと（線幅を小さくしていくと
）、肉眼では、その万線パターン、すなわちテクスチャーを判別できなくなり、やがては
、実質的には一様な、ベタ状印刷領域として認識されるようになる。このときの具体的な
万線パターンのピッチと線幅は、昔から広く知られる肉眼の空間周波数特性を示す図２か
ら、３０ミクロン幅ぐらいであると分かる。したがって、万線パターンのピッチが６０ミ
クロン程度で、線幅が３０ミクロン程度である万線パターンを従来原理による潜像凹版に
用いたとしても、肉眼には一様なベタ状印刷物としてしか観察されず、その印刷物をいく
ら斜めに傾けて観察したとしても、凹版インキの高さ成分に起因する非画像部の隠蔽率の
変化は起こり得ず、従来原理による潜像はもはや発現し得ないことは、明らかである。
【００２６】
図３は、本発明の微小スリットパターン構造を施すためのもとになる、線画及び／又はド
ットパターンにおける画線幅や直径を連続的に変化させて人物の顔画像を表現した、基本
画像Ａである。本発明は、線画及び／又はドットパターンの画線内及び／又はドット内に
スリットパターン構造を付与することにあるので、基本画像における、線やドットの図柄
の輪郭的特徴や、線やドットの配置的特徴に対して、本発明の作製方法において何らかの
不具合や、発明の効果において何らかの遜色をきたすことはない。したがって、基本画像
に用いられる画像としては、単位領域内に線とドットが混在したもの、波状万線模様、同
心円パターン、彩紋模様、あるいは微小文字を配列要素とする配列パターン等、様々な線
画及び／又はドットパターンが考えられ、本発明に限定されるものではない。
【００２７】
図４は、特殊な方法で観察したときや判別スクリーンを重ね合わせたときに発現する潜像
画像で、「ＯＫ」と「ＣＯＰＹ」の文字からなる。
【００２８】
図５は、図３の基本画像Ａと、図４の潜像画像との交わりの部位であり、メッセージ画像
部Ｂとメッセージ画像部Ｃである。なお、メッセージ画像部Ｂについては、一つのドット
を単位として、交わりの部位が抽出されている。
【００２９】
図６は、基本画像Ａからメッセージ画像部Ｂとメッセージ画像部Ｃを除外した部位の画像
で、背景画像部Ｄである。
【００３０】
本発明の特徴は２つあり、ひとつめの特徴は、２つのメッセージ画像部Ｂ及びＣと、背景
画像部Ｄにおいて、線画及び／又はドットパターンの画線内及び／又はドット内に微小な
スリットパターン構造、すなわち、塗りつぶされた線画及び／又はドットパターンの画線
内及び／又はドット内において、規則的に同一方向に配列された、隙間幅が数十ミクロン
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程度の肉眼では通常観察されない細長い形状の、無印刷の白ぬけ領域を施すことによって
達成される。本実施例のように、基本画像が、画線幅やドット径の変化によって任意の階
調画像が表現されている場合、一つの画線内や一つのドット内に微小なスリットパターン
構造を施す領域の大きさは、人物の顔画像のシャドウ部を表す画線幅やドット径が大きい
部分と、人物のハイライト部を表す画線幅やドット径が小さい部分にかかわらず、一定と
しなければならない。シャドウ部の画線やドット径の増大に応じてスリットパターン構造
を施す領域を増大させると、基本画像の階調性が失われてしまうので注意が必要である。
さらには、２つのメッセージ画像部Ｂ及びＣと、背景画像部Ｄにおいて、微小スリットパ
ターン構造の配列方向がそれぞれ異なることを特徴としている。
【００３１】
２つめの特徴は、前記微小スリットパターン構造が肉眼では判別が不可能なほどに細かい
万線パターンであることを特徴とする。肉眼の空間周波数特性を示す図２より、スリット
幅が３０ミクロン程度より細かいと、肉眼はその万線パターンを一様なベタ状印刷領域で
あると認識する。本実施例では万線パターンのピッチを６０μｍとして線幅を３０μｍと
した。
【００３２】
なお、スリットパターン構造の配列方向は、印刷物左右方向を０度として反時計周り方向
をプラス回転として、メッセージ画像部Ｂ用として９０度、メッセージ画像部Ｃ用として
４５度、背景画像部Ｄ用として０度とし、基本画像Ａに対して微小スリットパターン構造
入れを行なった。このとき得られた微小スリットパターン構造入り線画及び／又はドット
パターンから凹版印刷物を得て、その拡大模式図を図７に示す。
【００３３】
図７は、印刷物の拡大図であるために、スリットパターン構造が確認されるが、実際の印
刷物ではスリットが十分に細かいために、ドット及び波状万線の内部は一様なベタ状印刷
領域としてしか観察されない。図７において、それぞれ白い四角形で示される、微小スリ
ットパターン構造入りのメッセージ画像部Ｂと背景画像部Ｄの境界付近の凹版印刷物の拡
大模式図を図８に、微小スリットパターン構造入りのメッセージ画像部Ｃと背景画像部Ｄ
の境界付近の拡大模式図を図９に示す。なお、拡大模式図、図８及び図９は共に、印刷物
を天地方向に傾けて、手前側（観察者側）、右斜め方向から観察したものである。
【００３４】
図８及び図９の拡大図から理解できるように、背景画像部、及びメッセージ画像部におけ
る微小スリットパターン構造は、その両領域において、ただその配列方向のみが異なるだ
けであるので、背景画像部、及びメッセージ画像部の両領域において、濃度差を有してい
ない。したがってオリジナル凹版印刷物を通常に観察した限りにおいては、潜像画像が露
呈してしまうようなことはない。また、微小スリットパターン構造の配列方向の差異につ
いても、人間の目の解像度を上回る細かさで設計されているので、そのスリットパターン
構造は肉眼では識別することが不可能であり、一様なベタ状印刷領域としてしか観察され
ない。また、拡大鏡などを使用してその差異が識別可能だとしても、拡大鏡で得られる局
所的な情報では、潜像画像の全体像を復元することは極めて困難である。
【００３５】
次に凹版印刷された微小スリットパターン構造入り線画及び／又はドットパターンを、図
１に示した従来技術に基づく潜像凹版の顕像化の方法と同様に斜めに傾けて観察した。し
かし、もともと人間の目の解像度を超えた細かさの万線状スリットパターン構造が施され
た凹版印刷物は、傾けて観察したとしても、背景画像部とメッセージ画像部との間に濃度
差は発生しないために、潜像画像は発現しない。
【００３６】
しかし、印刷物（Ｍ）を照明方向（一般的には上の方）にかざして直接反射光を積極的に
取り入れた観察環境（図１０）において、観察者（Ｌ）には、メッセージ画像部の直接反
射光の成分が、本発明の凹版印刷物の観察環境において際立って（明るく白色に）観察さ
れ、メッセージ画像部Ｂ、すなわち「ＯＫ」の文字と、メッセージ画像部Ｃ、すなわち「
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ＣＯＰＹ」の文字の２つの潜像画像が容易に顕在化して、ネガイメージとして認識可能で
ある。しかも、前記２つの潜像画像は多段階の階調性をもち、「ＯＫ」の文字は「ＣＯＰ
Ｙ」の文字と比較して、より明るい階調で発現する。
【００３７】
また、通常の照明下において正面から印刷物（Ｍ）を観察した場合にも、懐中電灯等（Ｎ
）を使用して、周囲光を飽和するような強い強度の光を、印刷物の天地方向から印刷用紙
面とほぼ平行になるように印刷物に照射して、印刷物に対して正面から観察（図１１）し
た場合、観察者（Ｌ）には背景画像部Ｄの直接反射光の成分が、本発明の凹版印刷物の観
察環境において際立って（明るく白色に）観察され、メッセージ画像部Ｂ、すなわち「Ｏ
Ｋ」の文字と、メッセージ画像部Ｃ、すなわち「ＣＯＰＹ」の文字の２つの潜像画像が容
易に顕在化して、ポジイメージとして認識可能である。しかも、前記２つの潜像画像は階
調性をもち、「ＯＫ」の文字は「ＣＯＰＹ」の文字と比較して、より暗い階調で発現する
。
【００３８】
なお、メッセージ画像部がネガ、ポジどちらのイメージで顕在化するのかは、前記２種類
の結果に限定はされず、照明方向にかざすときの印刷物の向き、或いは照明の照射方向に
依存する。このように直接反射光領域の光を利用することで秘匿性が高い状態で格納され
ていた潜像画像を簡単に取り出すことができる。
【００３９】
なお、本発明では、スリットのピッチが６０ミクロン、スリット幅が３０ミクロン（画線
幅３０ミクロン）であり、画線部対非画線部の比率は１対１となっているが、ピッチはそ
のままで、スリット幅を狭く設計した場合、たとえば２０ミクロン（画線幅４０ミクロン
）とした場合でも、前述した同様の潜像効果を発揮することが出来る。なお、スリット幅
を２０ミクロンより狭く設計した場合、印刷時のインキのにじみやかすれ等の影響を受け
やすくなるので好ましくない。
【００４０】
メッセージ画像部の情報を顕像化させるもう一つの方法が、判別スクリーンを用いる方法
である。判別スクリーンは、透明フィルム等の基材上に、凹版印刷物中に施された微小ス
リットパターン構造のピッチと、同一ピッチの万線パターンの像を有したものであり、具
体的にはピッチが６０ミクロン、画線幅が約３０ミクロンの直万線パターンの像を有して
いる。この判別スクリーンにおける直万線パターンは、任意色による印刷画像や、凹凸の
溝パターンによって透明スクリーン基材上に形成される。
【００４１】
図１２は、凹版印刷物に対し、判別スクリーンを重ね合わせて、スリットパターン構造と
判別スクリーン上に形成された直万線パターンとの相互干渉により潜像画像を顕像化する
方法を説明したものである。なお、デジタルカラーコピー機等による複写物では、凹版画
線中のスリットパターン構造が再現されていないために、判別スクリーンを重ね合わせて
も潜像画像は顕像化されない。
【００４２】
以上、本発明の実施の形態に基づいて説明したが、本発明はこれ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
の形態が考えられることはいうまでもない。
【００４３】
【発明の効果】
本発明における凹版印刷物は、従来原理に基づく潜像凹版とは異なり、ただ一見しただけ
ではそこに潜像凹版が仕組まれているということが分からず秘匿性が高い。また、秘匿性
の高さを利用して、密かに暗号を仕組ませることも可能である。また、スリットパターン
構造自体が、非常に微細で、高度な凹版製版技術を必要とするために、偽造が非常に困難
である。
【００４４】
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また、従来原理による潜像凹版が万線パターンなどの単純なパターン図形であったのに対
して、本発明における、基本画像として使用される画像は、彩紋模様や波万線、あるいは
画線間隔や画線幅が連続的に変化した肖像画像等の任意の線画画像、そしてまた、多角形
や星型図形などの任意図形を配列要素とする任意のドットパターン等を採用することがで
き、基本画像それ自体が任意の有意味画像を表現しうるものであるためデザインの制約を
一切受けない。
【００４５】
さらに、画線中に施された微小スリットパターン構造はデジタルカラーコピー機の解像度
を超えている為に、スリットパターン構造は複写物中には再現されない。したがって判別
スクリーンを、複写物に重ね合わせたときに潜像画像が発現しないために、簡単に真偽判
別が可能である。
【００４６】
本発明は基本画像と呼ばれる既存の線画画像に対して微小スリットパターン構造を施すこ
とによってその発明は達成される。したがって、特殊な観察下や、判別スクリーンによっ
て顕像化する潜像画像の発現性について、線画デザイナーは考慮したり、またデザイナー
のデザイン上に特別な制約が生じることはない。また、デザイン知識を有しない任意の者
でも偽造防止印刷物を作成することができ作業の分担性が可能となる。また、すでにデー
タベース化されて保存されている線画やドットパターンデザインに対しても、微小スリッ
トパターン構造を施すことで容易に偽造防止効果を有した線画デザインへと作り変えるこ
とが可能であるため作業効率に優れる。
【図面の簡単な説明】
【図１】 　従来の潜像凹版を示す。
【図２】 　肉眼の空間周波数特性を示す。
【図３】 　基本画像を示す。
【図４】 　潜像画像を示す。
【図５】 　メッセージ画像部を示す。
【図６】 　背景画像部を示す。
【図７】 　凹版印刷物の模式図を示す。
【図８】 　凹版印刷物におけるメッセージ画像部Bと背景画像部との境界付近の拡大模式
図を示す。
【図９】 　凹版印刷物におけるメッセージ画像部Cと背景画像部との境界付近の拡大模式
図を示す。
【図１０】 　印刷物を照明方向にかざして観察する観察環境を示す。
【図１１】 　強い強度の光を用いた観察環境の例を示す。
【図１２】 　凹版印刷物に判別スクリーンを重ね合わせ潜像画像を発現させた図を示す
。
【符号の説明】
Ａ　　印刷用紙
Ｂ　　輪郭画像部
Ｃ　　上底面
Ｄ　　輪郭画像部を彫刻するカッターパス
Ｅ　　背景上底面を彫刻するカッターパス
Ｆ　　濃度参照用画像
Ｇ　　光源
Ｈ　　観察者
Ｊ　　凹版印刷物
Ｋ　　周囲光より比較的強い光源
Ｌ　　フィルム
Ｍ　　直万線パターン
Ｎ　　潜像画像
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