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(57)【要約】
【課題】　本発明は、観察角度を変化させることにより
発生するモアレ模様に伴い発現する階調により、立体的
に視認できる形成体を提供する。
【解決手段】　基材と等色の凸画線が万線状に配置され
た凸画線群の上に、基材と異なる色の第１の波線が、第
１の方向と異なる第２の方向に万線状に配置されて成る
模様領域と、模様領域を囲んで配置され、基材と異なる
色の第２の波線が、第２の方向と同じ又は異なる第３の
方向に万線状に配置された背景領域から成る印刷模様を
備えることで、基材を傾けた時に、凸画線群と模様領域
により、台形又は三角形状の階調を有するモアレパター
ンが複数配置されて成る集合モアレ模様が形成され、模
様領域と背景領域の画線密度差と階調差により、集合モ
アレ模様が、立体的に視認される。
【選択図】　図１４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材上の少なくとも一部に立体模様領域を備え、
　前記立体模様領域は、前記基材と等色の凸形状の凸画線が、第１の方向に万線状に配置
された凸画線群と、前記凸画線群の上に、前記基材と異なる有色の印刷模様を備え、
　前記印刷模様は、前記基材と異なる色の第１の波線が、前記第１の方向と異なる第２の
方向に万線状に配置されて成る模様領域と、前記模様領域の少なくとも一部を囲んで配置
され、前記基材と異なる色の第２の波線が、前記第１の方向と異なり、前記第２の方向と
同じ又は異なる第３の方向に万線状に配置された背景領域から成り、
　前記基材を傾けた時に、前記凸画線群と前記模様領域により、台形又は三角形状の階調
を有するモアレパターンが複数配置されて成る集合モアレ模様が形成され、前記凸画線群
と前記背景領域により、前記模様領域より高い画線密度を有するモアレパターンが複数配
置されて成り、
　前記基材を傾けて観察すると、前記模様領域と前記背景領域の画線密度差と、前記模様
領域内の階調差により、前記集合モアレ模様が、立体的に視認されることを特徴とする立
体印刷模様を有する形成体。
【請求項２】
　前記第１の波線と前記第２の波線が同じ色で形成された場合、
ｉ）前記第１の波線は、前記第２の波線より振幅が小さく、かつ、同じ周期で形成され、
又は、
ｉｉ）前記第１の波線は、前記第２の波線より周期が大きく、かつ、同じ振幅で形成され
たことを特徴とする請求項１記載の立体印刷模様を有する形成体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、偽造防止効果を必要とするセキュリティ印刷物である銀行券、パスポ－ト、
有価証券、身分証明書、カ－ド、通行券等の分野において、モアレ模様を利用することで
観察角度の変化に伴い立体的に視認できる形成体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　銀行券、株券、債券等の有価証券、各種証明書、重要書類等の印刷物において、偽造、
改ざん防止策は、重要な要素である。これらの印刷物の偽造、改ざん防止策は、主に、幾
何学模様を多様化した図柄をデザインに用いる方法と、印刷物に対し、何らかの手段と作
用を加えることで目視では認識することができなかった潜像が現出するような方法がある
。前者の代表的な例は、証券印刷物等のデザインに広く用いられている地紋、彩紋模様、
レリーフ模様等があり、後者の代表的な例は、潜像凹版、カラー複写機で色が正常に再現
されないような機能性インキ、コピー防止画線等がある。
【０００３】
　幾何学模様を用いる偽造、改ざん防止策としては、地紋、彩紋模様、レリーフ模様等が
あり、基本的に一定の画線幅による曲画線の集合によって模様を構成しているものである
。これらの模様は、印刷物のデザイン等の意匠性を加味し、偽造、改ざん防止策を施すこ
とができる。模様を複雑にすることによって、偽造物に同一の模様を作製することを困難
とし、カラー複写機では再現されにくい色彩を用いることや、複雑な曲画線を用いること
でカラー複写機、モノクロ複写機又はスキャナの走査入出力に対してモアレ模様を発生さ
せることで偽造防止策としての役割を高めている。
【０００４】
　このモアレ模様を利用する技術は、複写防止技術だけではなく、目視にて観察角度を変
化させることでモアレ模様を出現させることを利用した、偽造防止技術も数多く開発され
てきている。
【０００５】
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　例えば、有色で同一ピッチの万線で構成された第１のパターンと、第１のパターンの少
なくとも一部を共有するように万線状凹凸を有する画素で構成された第２のパターンが形
成された形成体において、その形成体を第１のパターンの万線に直交する方向に傾けて第
１のパターンを観察したときに第２のパターンによる潜像を生成する潜像パターンを有す
る形成体が開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　また、本出願人は、基材上に、第１の画像と第２の画像を重ね合わせて配置し、視認角
度によって第１の画像と第２の画像が干渉したモアレ模様を視認することができる潜像印
刷物において、第１の画像は、第１の方向で、かつ、同一の圧縮率により圧縮され、基材
に対する凹形状又は凸形状から成る第１の要素を、所定のピッチにより第１の方向に複数
配列して形成された第１の領域を一つ以上配置して成り、第２の画像は、画像領域内に、
光輝性材料により形成された第２の要素を、第１の要素を配列する所定のピッチと異なる
規則的なピッチにより第１の方向と同一の方向に複数配列して形成されて成り、第１の画
像を形成する第１の要素に対し、第２の画像を形成する第２の要素を平行に印刷したこと
を特徴とする潜像印刷物を出願している（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】特開２００４－１０６３１１号公報
【特許文献２】特開２０１０－１７９５８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１及び２に記載の技術に関しては、ある角度から観察しても一様の模様（例え
ば、万線模様）しか視認できず、観察角度を変化させると潜像模様が出現して視認できる
技術であり、特に特許文献２に記載の技術については、出現した角度から更に観察角度を
変化させながら連続的に観察すると、出現した潜像模様が動的効果を奏して視認できる視
覚効果も備えた偽造防止技術ではあるが、潜像模様が出現しない観察角度では、単純な模
様しか視認できないため、デザイン上、他の領域とのバランスが悪くなるため、デザイン
性に優れたモアレ模様を利用した技術が望まれていた。
【０００９】
　また、特許文献１及び２記載のモアレ技術を始めとした、数々のモアレ技術については
、観察角度を変化させることや、対象物に対してフィルタ等を重ねることにより潜像とし
てモアレ模様が出現するものであり、複数の画線が交差するような構成となっていること
で、モアレ模様が出現することが推測されてしまうという問題があった。
【００１０】
　また、このモアレ模様は、万線状の画線が交差することにより出現するが、出現するモ
アレ模様は、画線同士のピッチや交差の角度等により決定されるものの、単純な模様に過
ぎず、また、フィルタ等の重ね具合や観察角度によって、その都度異なってしまうため、
モアレ模様を利用したデザインとすることができなかった。そこで、所望するモアレ模様
を利用した意匠性に富んだ技術が望まれていた。
【００１１】
　また、前述の幾何学模様については、証券印刷物等のデザインにおいて世界的に広く用
いられていると同時に、銀行券、株券、債券等の金銭的価値を有する印刷物の模様として
古くから用いられ、現在でも一般的に高級感を印象付けるデザインとして重要な模様とな
っている。したがって、銀行券、株券、債券等の有価証券、各種証明書、重要書類等の印
刷物において、地紋、彩紋模様、レリーフ模様等は、デザイン上欠かすことのできない模
様である。しかし、最近では、高機能化した写真製版装置、カラー複写機又はモノクロ複
写機の出現によって、十分な偽造、改ざん防止効果をもたらしていないという問題がある
。
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【００１２】
　本発明は、前述した課題の解決を目的とするものであり、観察角度を変化させることで
発生するモアレ模様に伴い発現する階調によって、立体的に視認できる形成体を提供する
。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の立体印刷模様を有する印刷物は、基材上の少なくとも一部に立体模様領域を備
え、立体模様領域は、基材と等色の凸形状の凸画線が、第１の方向に万線状に配置された
凸画線群と、凸画線群の上に、基材と異なる有色の印刷模様を備え、印刷模様は、基材と
異なる色の第１の波線が、第１の方向と異なる第２の方向に万線状に配置されて成る模様
領域と、模様領域の少なくとも一部を囲んで配置され、基材と異なる色の第２の波線が、
第１の方向と異なり、第２の方向と同じ又は異なる第３の方向に万線状に配置された背景
領域から成り、基材を傾けた時に、凸画線群と模様領域により、台形又は三角形状の階調
を有するモアレパターンが複数配置されて成る集合モアレ模様が形成され、凸画線群と背
景領域により、模様領域より高い画線密度を有するモアレパターンが複数配置されて成り
、基材を傾けて観察すると、模様領域と背景領域の画線密度差と、模様領域内の階調差に
より、集合モアレ模様が、立体的に視認されることを特徴とする。
【００１４】
　さらに、立体印刷模様を有する形成体において第１の波線と第２の波線が同じ色で形成
された場合、ｉ）第１の波線は、第２の波線より振幅が小さく、かつ、同じ周期で形成さ
れ、又は、ｉｉ）第１の波線は、第２の波線より周期が大きく、かつ、同じ振幅で形成さ
れたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の形成体は、観察角度の変化により、階調を有する複数のモアレパターンから成
るモアレ模様となるように形成された模様領域と、その周囲に模様領域より高い画線密度
で背景領域を形成することで、二つの領域の画線密度差及び階調差により、モアレ模様が
立体的なモアレ模様として視認することが可能となる。
【００１６】
　また、あらかじめモアレ模様を所望の模様に設計するため、発現するモアレ模様が確実
に同じ形状の模様となるため、その模様を利用したデザインを設計することが可能となる
。
【００１７】
　また、地紋、彩紋模様、レリーフ模様等の伝統的な幾何学模様を利用してモアレ模様を
形成することが可能となり、顕像模様の不可視化という偽造防止技術に加え、高級感を持
たせるデザイン性に富んだ形成体を提供できる。
【００１８】
　また、モアレ模様を形成するために凸画線を用いていることから、目視による真偽判別
が行えるだけではなく、複写機及びプリンタでは再現できないため、複写防止技術として
も有効である。
【００１９】
　さらに、印刷画線を多色化することで、グラデーションを有するモアレ模様が発現する
ため、意匠性も加味した形成体となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明における形成体を示す平面図。
【図２】本発明における立体模様領域を示す平面図の展開図。
【図３】本発明における凸画線群を示す平面図及び断面図。
【図４】本発明における印刷模様を示す展開図。
【図５】本発明における第１の波線及び第２の波線を示す平面図。
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【図６】本発明における第１の波線の他の形態を示す平面図。
【図７】本発明における視認原理を説明する図。
【図８】本発明における第１の波線の角度とモアレの関係を説明する模式図。
【図９】本発明における図８（ｇ）の拡大図。
【図１０】本発明における第１の波線の周期とモアレの関係を説明する模式図。
【図１１】本発明における第１の波線の振幅とモアレの関係を説明する模式図。
【図１２】本発明における第１の波線の第二のピッチとモアレの関係を説明する模式図。
【図１３】本発明における背景領域の他の形態を示す平面図。
【図１４】本発明における形成体の視認状態を説明する模式図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明を実施するための形態について、図面を参照して説明する。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、特許請求の範囲の記
載における技術的思想の範囲内であれば、その他の様々な実施の形態が含まれる。
【００２２】
　まず、本発明について図面を用いて説明する。図１は、本発明におけるモアレ模様によ
り立体的に視認される形成体（１）を示す平面図である。形成体（１）は、例えば、紙幣
、パスポート、身分証明書等の貴重印刷物であり、図１では、商品券を例とし、基材（２
）上の少なくとも一部に本発明の特徴点となる立体模様領域（３）が形成されている。
【００２３】
 　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、フィルム、
プラスチック等を用いることができ、後述する立体模様領域（３）に形成される凸画線群
（８）が形成可能であれば、特に限定されるものではない。また、立体模様領域（３）は
、基材（２）上に形成されていれば、基材（２）全体に形成されていてもよく、特に大き
さに限定はない。立体模様領域（３）は、基材（２）とは異なる色の印刷模様（４）が形
成されている。
【００２４】
　図２は、立体模様領域（３）の詳細を示す平面図の展開図である。図２（ａ）に示す立
体模様領域（３）は、図２（ｂ）に示す、凸画線（７）が万線状に配置された凸画線群（
８）の上に、図２（ｃ）に示す、第１の波線（１０）及び第２の波線（１３）が万線状に
配置された印刷模様（４）が積層して成る。以下、第１の波線（１０）と第２の波線（１
３）の二つを述べる場合、「印刷画線」という。なお、印刷画線についての詳細は、後述
する。
【００２５】
　原理については後述するが、盛り上がりを有する凸画線群（８）の上に、印刷模様（４
）が形成されて成ることで、観察角度を変化させた際に発現する立体的なモアレ模様を形
成することが可能となる。
【００２６】
　次に、立体模様領域（３）を構成する、凸画線群（８）及び印刷模様（４）について詳
細に説明する。
【００２７】
　まず、凸画線群（８）について、図３を用いて説明する。図３（ａ）は、凸画線群（８
）を模式的に示した平面図である。凸画線群（８）は、少なくとも立体模様領域（３）内
に形成されており、凸画線（７）が、第１の方向（Ｓ１）に規則的に複数配列されている
。画線が一定の規則に従って複数配列されている状態を、本発明では「万線状」という。
この「万線状」を構成する画線は、直線でも曲線でも構わないが、以下、直線として説明
する。
【００２８】
　図３（ｂ）は、図３（ａ）のＡ－Ａ’断面図であり、図３（ｃ）は、図３（ｂ）の拡大
図である。凸画線（７）は、基材（２）と等色で形成される。凸画線群（８）上に形成さ
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れた印刷模様（４）を斜視（Ｅ１）で観察した際、図３（ｃ）に示す凸画線（７）が、凸
画線（７）の間及び側面（９’）に形成された印刷画線の一部を隠蔽することで、後述す
る角度変化により出現する立体的なモアレ模様が発現する。
【００２９】
　凸画線（７）が基材（２）と異なる色で形成された場合、例えば、基材（２）と異なる
色のインキで凸画線（７）を印刷した際には、凸画線（７）間に露出した基材（２）の色
と、印刷模様（４）を構成する印刷画線の色も干渉を起こしてしまい、印刷模様（４）を
構成する印刷画線と、凸画線（７）の干渉により生じるモアレ模様の視認性が低下する。
よって、凸画線（７）は、角度変化により出現する立体的なモアレ模様の視認性に影響を
与えないように、基材（２）と等色で形成することが好ましい。
【００３０】
　なお、凸画線群（８）は、あくまでも、基材（２）を斜視した場合に、印刷模様（４）
を構成する印刷画線の一部を隠蔽する役割を持つものであるため、印刷模様（４）を構成
する印刷画線と異なる色であればよい。例えば、基材（２）と異なる色のインキで立体模
様領域（３）をベタ印刷した後、ベタ印刷した領域上に、ベタ印刷したインキと等色で凸
画線群（８）を形成してもよい。本発明では、基材（２）に対して、ベタ印刷で表面に色
を付与する場合も、基材（２）の色とする。
【００３１】
　凸画線（７）は、前述のとおり、斜視（Ｅ１）で印刷模様（４）を観察した際に、印刷
模様（４）を構成する印刷画線の一部を隠蔽する機能が求められることから、凸画線（７
）の高さ（ｈ１）が重要となる。したがって、凸画線（７）の高さ（ｈ１）は３０～６０
μｍの範囲で形成する必要がある。高さ（ｈ１）を３０μｍ未満とした場合、斜視（Ｅ１
）で立体的なモアレ模様を明瞭に視認することが困難となり、好ましくない。また、凸画
線（７）の高さ（ｈ１）を６０μｍより高くした場合、凸画線（７）上に印刷画線を印刷
しづらくなり、好ましくない。
【００３２】
　凸画線（７）のピッチである第一のピッチ（Ｐ１）は、印刷模様（４）を構成する印刷
画線の画線幅及びピッチによって決定される。印刷画線のピッチが狭く、かつ、画線幅（
Ｗ１）が太いと、凸画線（７）が隠蔽され、グラデーションを有するモアレ模様が発現し
ない。
【００３３】
　一方、印刷画線のピッチを広くし過ぎた場合、印刷画線の一部を隠蔽する凸画線（７）
の第一のピッチ（Ｐ１）及び画線幅（Ｗ１）も相応に広くする必要がある。図３（ｂ）に
示すように、凸画線（７）の側面（９’）、頂点部（９）及び凸画線（７）の間に印刷さ
れた印刷画線を、凸画線（７）が隠蔽するためには、斜視（Ｅ１）の観察角度を極端に浅
く（基材（２）と斜視（Ｅ１）との角度が小さい）しないと、モアレ模様が生じない。し
たがって、実験の結果、凸画線（７）の第一のピッチ（Ｐ１）の範囲は、４００～１００
０μｍが適正であった。
【００３４】
　凸画線（７）の画線幅（Ｗ１）は、前述した凸画線（７）のピッチにより決定される。
凸画線（７）の画線幅（Ｗ１）が狭い場合は、頂点部（９）に印刷される印刷画線の面積
が小さくなるため、斜視（Ｅ１）で観察した際にモアレ模様の視認性が低下する。一方、
凸画線（７）の画線幅（Ｗ１）を広くした場合、凸画線（７）の間隔が狭くなるため隠蔽
される印刷画線の面積が小さくなり、モアレ模様の視認性が低下する。したがって、実験
の結果、凸画線（７）の画線幅（Ｗ１）の範囲は、２００～７００μｍが適正であった。
【００３５】
　凸画線（７）は、基材（２）が紙基材であれば、公知のすき入れ技術、エンボス加工又
はレーザ加工により形成することができる。エンボス加工により凸画線（７）を形成した
場合、形成後の時間経過（例えば、貴重印刷物として市場に流通している間）に伴い、凸
形状が変形して崩れる可能性を有しているため、すき入れ技術又はレーザ加工により形成
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することが好ましい。また、プラスチック基材であれば、レーザ加工又はプレス加工によ
り形成することも可能である。なお、カード等のプラスチック基材にプレス加工する場合
には、印刷模様（４）を印刷した後、凸画線群（８）を加工したプレス盤でプレスするこ
とでも形成することができる。
【００３６】
　次に、印刷模様（４）について説明する。
【００３７】
　図４（ａ）は、凸画線群（８）上に形成される印刷模様（４）を示す平面図である。印
刷模様（４）は、図４（ｂ）に示す円形状の模様領域（５）と、図４（ｃ）に示す、模様
領域（５）の少なくとも一部を囲む配置で構成された背景領域（６）から成る。
【００３８】
　図４（ａ）に示す背景領域（６）の配置は、模様領域（５）の全体を囲んだ構成である
。背景領域（６）が模様領域（５）を囲むことで、傾けて観察したときに、模様領域（５
）と背景領域（６）の画線密度差及び階調差により、模様領域（５）を立体的なモアレ模
様として視認可能となる。
【００３９】
　なお、模様領域（５）が表す有意情報やその配置により、上記した効果が得られる場合
、背景領域（６）は、模様領域（５）の全体を囲む必要がなく、図４（ｄ）に示すように
、模様領域（５）の周囲の少なくとも一部を囲む配置であってもよい。
【００４０】
　まず、印刷模様（４）を構成する印刷画線について説明する。
【００４１】
　図５は、印刷模様（４）を構成する印刷画線であり、図５（ａ）は、模様領域（５）を
構成する印刷画線であり、図５（ｂ）は、背景領域（６）を構成する印刷画線である。
【００４２】
　模様領域（５）は、基材（２）と異なる色の第１の波線（１０）が、凸画線（７）とは
異なる方向である第２の方向（Ｓ２）に万線状に配置されて成る。
【００４３】
　第１の波線（１０）は、基材（２）と異なる有色であればよく、図５（ａ）においては
、万線状に配置された第１の波線（１０）は、赤色の第１ａの波線（１０ａ）と、青色の
第１ｂの波線（１０ｂ）が交互に配置されて成る。
【００４４】
　斜視からモアレ模様を視認するためには、凸画線（７）と第１の波線（１０）が干渉す
る必要がある。よって、第１の波線（１０）は、図５に示したように実線で形成すること
が好ましい。ただし、これに限定されるものではなく、波線形状であれば、図６に示すよ
うな様々な画線で形成することも可能である。
【００４５】
　例えば、図６（ａ）は実線、図６（ｂ）は破線となっている。また、図６（ｃ）は、複
数の点の集合体である点群から成り、図６（ｄ）は、複数の画素の集合体である画素群か
ら成る。さらに、図６（ｅ）は、拡大図に示すように、複数の微小な文字の集合体である
文字群から成る。
【００４６】
　ただし、前述したように、第１の波線（１０）は、凸画線群（８）との干渉でモアレ模
様を形成する役目を有していることから、画線状である必要があり、図６（ｂ）から図６
（ｅ）までの形状については、隣り合う線、点又は文字等の間は短くする必要がある。肉
眼で、第１の波線（１０）を１本の画線として視認できる程度の距離間とするために、隣
り合う線、点又は文字等の間は、一般的なマイクロ文字又は微小文字の大きさと同等の５
０～５００μｍの範囲とする。
【００４７】
　次に、第１の波線（１０）の画線幅（Ｗ２）について説明する。
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【００４８】
　第１の波線（１０）の画線幅（Ｗ２）は、前述のとおり、凸画線（７）の第一のピッチ
（Ｐ１）と画線幅（Ｗ１）により、適正範囲を選定する必要がある。例えば、凸画線（７
）の第一のピッチ（Ｐ１）を５００μｍ、画線幅（Ｗ１）を３００μｍとした場合、模様
領域（５）を形成する第１の波線（１０）の画線幅（Ｗ２）は、画線色にもよるが視認し
やすく、かつ、簡易な複写機等で再現ができないことを考慮して８０～１２０μｍとする
。
【００４９】
　本発明の印刷模様（４）は、模様領域（５）よりも背景領域（６）の画線密度を高くす
る必要がある。人間の目は、平面状の物体においても、物体の表面が濃淡を有することで
、色濃度の淡い色（明るい色）の箇所を手前に、色濃度の濃い色（暗い色）の箇所を奥に
認識する。斜視から観察した際に、模様領域（５）よりも背景領域（６）の画線密度を高
くすることで、実際の印刷模様（４）は平面状であるが、画線密度の低い模様領域（５）
は色濃度が淡い領域として視認され、画線密度の高い背景領域（６）が色濃度の濃い領域
として視認される、よって、模様領域（５）が、周囲の背景領域（６）よりも、手前に認
識されて、模様領域（５）を立体的なモアレ模様として視認可能となる。
【００５０】
　よって、模様領域（５）と背景領域（６）を構成する画線を同じインキを用いて形成す
る場合、斜視から観察した際に、背景領域（６）を模様領域（５）よりも画線密度を高く
構成し、濃度差を生じさせる必要がある。後述する模様領域（５）を構成する第１の波線
（１０）と、背景領域（６）を構成する第２の波線（１３）のそれぞれの周期、振幅及び
画線幅のいずれかを調整することで、模様領域（５）と背景領域（６）の画線密度の差に
起因して色濃度に濃淡を付与することが可能となる。以下、画線密度の低い模様領域（５
）を色濃度が低いといい、画線密度の高い背景領域（６）を、色濃度が高い領域という。
【００５１】
　なお、同じ画線幅の印刷画線であっても、人間の目では、青色よりも赤色の方が太く、
強い色として感じる。このような色のことを膨張色といい、例えば、交差点に設置されて
いる信号もこの色特性を応用している。したがって、斜視で観察した際に視認できるモア
レ模様のグラデーションについても、ユーザが強調したい色に合わせて、波線の周期、振
幅及び画線幅の各要素のいずれかを調整することが好ましい。
【００５２】
　次に、背景領域（６）を構成する印刷画線について説明する。
【００５３】
　図５（ｂ）は、背景領域（６）を構成する印刷画線であり、基材（２）と異なる色の波
線形状の第２の波線（１３）が、凸画線（７）とは異なる方向である第３の方向（Ｓ３）
に万線状に配置されている。なお、第３の方向（Ｓ３）は、第２の方向（Ｓ２）と同じで
も異なっていてもよい。
【００５４】
　第２の波線（１３）は、前述した第１の波線（１０）と同様に、基材（２）と異なる有
色であればよく、図５（ｂ）においては、万線状に配置された第２の波線（１３）は、赤
色の第２ａの波線（１３ａ）と、青色の第２ｂの波線（１３ｂ）が交互に配置されて成る
。
【００５５】
　なお、原理についての詳細は後述するが、本発明は、斜視から観察した際に、図４に示
す模様領域（５）内が階調を有するモアレパターンで視認され、かつ、模様領域（５）を
囲んで配置された背景領域（６）が模様領域（５）よりも濃い色濃度で形成されることで
、模様領域（５）と背景領域（６）における画線密度の差に起因した色の濃度差と、模様
領域（５）内の階調差により、模様領域（５）が立体的なモアレ模様として視認可能とな
るものである。よって、背景領域（６）は、前述した模様領域（５）よりも、濃い色濃度
で形成される必要がある。



(9) JP 2017-87633 A 2017.5.25

10

20

30

40

50

【００５６】
　まず、模様領域（５）と背景領域（６）を同じインキ、具体的には、模様領域（５）を
構成する第１ａの波線（１０ａ）と背景領域（６）を構成する第２ａの波線（１３ａ）を
赤色で形成し、模様領域（５）を構成する第１ｂの波線（１０ｂ）と背景領域（６）を構
成する第２ｂの波線（１３ｂ）を青色で形成し、形成する画線の配置や形状による構成で
画線密度差を生じさせる構成について説明する。なお、形成する画線の配置や形状による
構成で画線密度差を生じさせる構成については、模様領域（５）が斜視から観察した際に
立体的なモアレ模様として視認される視認原理を説明したのち、後述する。
【００５７】
　第２の波線（１３）は、前述した第１の波線（１０）と同様に、実線で形成することが
好ましいが、これに限定されるものではなく、波線形状であれば、前述した図６に示すよ
うな色々な画線で形成することも可能である。
【００５８】
　また、第２の波線（１３）の画線幅（Ｗ３）については、前述した第１の波線（１０）
と同じ範囲内で形成することから、説明を省略する。
【００５９】
　次に、前述した構成の模様領域（５）を斜視から観察した際に立体的なモアレ模様とし
て視認される、本発明の視認原理について説明する。
【００６０】
　図７は、本発明の視認原理を説明する図であり、膨らみの錯視又は市松模様の錯視と呼
ばれている模様である。錯視模様（１４）において、周囲領域（１４ａ）は一様な市松模
様で構成されているが、中心（１４ｂ）に近くなるにつれて市松模様の大きさが徐々に大
きくなることで構成されている。図７に示すように、中心（１４ｂ）の市松模様は、中心
（１４ｂ）よりも小さい周囲領域（１４ａ）の市松模様と比べると、階調差を有して視認
される。
【００６１】
　さらに、周囲領域（１４ａ）の市松模様は複数の四角形から構成されているが、中心（
１４ｂ）の市松模様は、徐々に変形しながら大きくなることで、遠近感が生じ、中心（１
４ｂ）の付近が周囲領域（１４ａ）に対して丸みを帯びて手前に膨らんでいるように視認
される。
【００６２】
　本発明は、この視覚効果を利用して、印刷模様（４）における模様領域（５）を、図７
における中心（１４ｂ）の市松模様の発現原理を用いて構成し、背景領域（６）を、周囲
領域（１４ａ）の市松模様の発現原理を用いて構成することで、基材（２）を傾けて観察
した際に、図７の視覚効果と同様に、背景領域（６）に対して模様領域（５）が、立体的
に視認されるものである。
【００６３】
　従来、万線状の凸画線と、万線状の印刷画線が積層して成ることで、角度変化により、
凸画線の頂点部が、側面上及び凸画線（７）の間上の印刷万線を隠蔽して干渉が発生して
モアレ模様が出現することは知られているが、本発明は、市松模様の発現原理を用いて模
様領域（５）を立体的に視認させるために、基材（２）を傾けて観察した際の模様領域（
５）が、階調を有する台形又は三角形状のモアレパターン（１２）が複数出現して成るこ
とを最大の特徴とする。
【００６４】
　模様領域（５）が、階調を有する台形又は三角形状のモアレパターン（１２）が複数出
現して成ることで、模様領域（５）内に階調差が生じるとともに、模様領域（５）と背景
領域（６）に画線密度に起因して濃度差が生じ、図７に示した市松模様の視覚効果と同様
に、模様領域（５）が立体的に視認可能となる。
【００６５】
　この、図７の視覚効果を利用した、模様領域（５）に出現する本発明のモアレパターン
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（１２）は、偶然に作り出された形状ではなく、凸画線（７）に対する第１の波線（１０
）の角度、周期、振幅及びピッチという四つの要素を設計して初めて、階調を有する台形
又は三角形状のモアレパターン（１２）として視認可能となるものである。そこで、以下
、各要素について詳細に説明する。
【００６６】
　まず、一つ目の要素である、凸画線（７）に対する、第１の波線（１０）の角度（Ｘ１
）について説明する。
【００６７】
　図８は、干渉を模式的に説明する図であり、図８（ａ）は、凸画線群（８）を示す平面
図、図８（ｂ）は模様領域（５）を示す平面図であり、模様領域（５）は、図５に示した
第１の波線（１０）の周期（Ｔ１）、振幅（ｈ２）及び第二のピッチ（Ｐ２）を一定とし
ている。凸画線群（８）の上に模様領域（５）を形成した場合、角度変化により、凸画線
（７）の頂点部（９）が、凸画線（７）の側面（９’）上及び凸画線（７）の間上の第１
の波線（１０）を隠蔽して干渉が発生してモアレ模様が出現する。
【００６８】
　モアレ模様の形状は、凸画線（７）と第１の波線（１０）を重ね合わせる際の角度（Ｘ
１）により変化する。よって、次に、出現するモアレ模様が、階調を有する台形又は三角
形状のモアレパターン（１２）が複数出現して成る角度（Ｘ１）について、説明する。
【００６９】
　図８（ｃ）から図８（ｊ）は、凸画線群（８）と模様領域（５）を重ね合わせることで
、モアレ模様をシミュレーションしている。なお、後述する図１０、図１１及び図１２も
同様である。
【００７０】
　図８（ｃ）は、凸画線群（８）と模様領域（５）を、平行の方向（Ｓ４）で重ねている
。この平行の方向（Ｓ４）を０度とし、図８（ｄ）から図８（ｊ）まで、模様領域（５）
の角度（Ｘ１）を反時計回りに回転させて重ね合わせている。以下、凸画線群（８）と模
様領域（５）を重ねる角度（Ｘ１）を「角度」という。
【００７１】
　図８（ｄ）に示す角度６度と、図８（ｅ）に示す角度９度は、角度が小さ過ぎるため、
モアレ模様の中にグラデーションは、ほぼ生じていない。図８（ｆ）に示す角度１２度は
、グラデーションは生じているが、グラデーションの長さ（大きさ）が場所により異なっ
ている。
【００７２】
　図８（ｇ）に示す角度１５度は、モアレ模様の中に、複数のグラデーションが生じてお
り、さらに、下方から生じているグラデーションと上方から生じているグラデーションの
大きさがほぼ同一、かつ、左右方向も均一な三角形状のモアレパターン（１２）が複数形
成されて成る。例えば、図８（ｇ）においては、モアレパターン（１２）が６つ形成され
て成る。
【００７３】
　本発明においては、下方から生じているグラデーションと上方から生じているグラデー
ションの大きさがほぼ同一、かつ、左右方向も均一な台形又は三角形状のモアレパターン
（１２）を、「階調を有するモアレパターン（１２）」という。
【００７４】
　図９（ａ）は、図８（ｇ）を詳細に示す図であり、図９（ｂ）は、図９（ａ）における
領域（Ｚ）の拡大図である。図９（ａ）に示すように、モアレ模様内における、一つの階
調を有するモアレパターン（１２）は、図９（ｂ）に示すように、第１の波線（１０）と
凸画線（７）により形成された「単体のモアレ（１５）」が複数集合して形成され、その
モアレパターン（１２）が、複数配置されることで、集合モアレ模様（１１）が形成され
る。したがって、一般論としてのモアレ模様については、そのまま「モアレ模様」と記述
するが、本発明のモアレパターン（１２）が複数配置されて形成されたモアレ模様は、特
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に「集合モアレ模様（１１）」と記述する。
【００７５】
　本発明は、図９（ａ）に示すように、斜視で観察した際に、モアレパターン（１２）が
、図９（ａ）に点線で示すように、集合モアレ模様（１１）内の中心（Ｃ）に対して、閉
じた図形に形成されて出現することを特徴とする。具体的には、図９（ｂ）に示すように
、複数配置されたモアレパターン（１２）の頂点（Ｑ）が、第１の波線（１０）の配列方
向である第三の方向（Ｓ３）に出現した際、図９（ｃ）に示すように、モアレパターン（
１２）が、Ｌ１と、Ｌ２に示すように、集合モアレ模様（１１）の中心（Ｃ）に対して、
幅が狭く形成されて出現することを、「集合モアレ模様（１１）内の中心（Ｃ）に対して
、閉じた図形に形成されて出現する」という。
【００７６】
　なお、図８（ｇ）において、モアレパターン（１２）は三角形状となっているが、遠近
法で視認可能な形状であれば、これに限定されず、台形でもよい。図９（ｃ）に示すよう
に、人間の目には、Ｌ１と、Ｌ１より幅の狭いＬ２では、遠近法により幅の広いＬ１がＬ
２よりも、手前に存在するように視認される。このように、一つのパターンにおいて、少
なくとも二箇所以上幅が異なることで生じる錯視を利用することで、前述した画線密度差
及び階調差に加えて、遠近法の相乗効果により、模様領域（５）が、周囲の背景領域（６
）に対して、立体的なモアレ模様として視認できる。
【００７７】
　例えば、図９（ａ）では、モアレパターン（１２）のうち、中心（Ｃ）に対して下方に
形成されたモアレパターン（１２ａ）は、下方が幅の広いＬ１で、上方が幅の狭いＬ２の
三角形状である。また、モアレパターン（１２）のうち、中心（Ｃ）に対して上方に形成
されたモアレパターン（１２ｂ）は、下方が幅の狭いＬ２で、上方が幅の広いＬ１の三角
形状である。前述のとおり、遠近法では、幅の広いＬ１がＬ２よりも、手前に存在するよ
うに視認されることから、図９（ａ）に示す集合モアレ模様（１２）は、中心（Ｃ）が奥
に、下方及び上方が手前に視認されることから、遠近法により集合モアレ模様（１２）が
、周囲の背景領域（６）に対して、立体的なモアレ模様として視認できる。
　以下、本発明においては、少なくとも二箇所以上幅が異なるモアレパターン（１２）を
三角形状のモアレパターン（１２）として説明する。
【００７８】
　図８（ｈ）に示す角度１８度は、上下方向、左右方向ではグラデーションの長さが場所
により異なっている。また、図８（ｉ）に示す角度２１度は、グラデーションの大きさは
再び均等となっているが、上下方向のグラデーションの幅が、図８（ｇ）と比べて狭いた
め、個々のグラデーションの間隔が広くなり、階調を有していない。さらに、図８（ｊ）
に示す角度２４度は、図８（ｉ）に比べ、上下方向のグラデーションの大きさは短くなっ
ているが、グラデーションの幅は図８（ｉ）と同等であり、個々のグラデーションの間隔
が広くなり、階調を有していないことに変わりはない。
【００７９】
　なお、図８（ｋ）は、角度－１５度である。モアレ模様の形状及びグラデーションは、
図８（ｇ）と同じであるが、モアレ模様の発生する方向が、凸画線群（８）の配列方向を
中心として線対称となっている。
【００８０】
　このように、模様領域（５）を構成する、第１の波線（１０）の周期（Ｔ１）、振幅（
ｈ２）及び第二のピッチ（Ｐ２）を一定とした場合、凸画線群（８）と模様領域（５）を
重ね合わせる角度により、モアレ模様に生じるグラデーションの形状及びコントラストが
異なるが、本発明は、図８（ｇ）及び図８（ｋ）に示した、モアレ模様の中に階調を有し
、少なくとも二箇所以上幅の異なる形状のモアレパターン（１２）が、配置された集合モ
アレ模様（１１）が形成されて成ることで、斜視から観察した際に、模様領域（５）が、
周囲の背景領域（６）に対して、立体的なモアレ模様として視認できることを特徴とする
。
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【００８１】
　なお、図８（ｇ）では、模様領域（５）を角度１５度としたが、凸画線（７）の画線幅
（Ｗ１）及び第一のピッチ（Ｐ１）、第１の波線（１０）の第二のピッチ（Ｐ２）、周期
（Ｔ１）及び振幅（ｈ２）の各要素のうち、一つでも変わればモアレ模様に生じるグラデ
ーションの形状及びコントラストは変化する。
【００８２】
　よって、階調を有するモアレパターン（１２）が、第三の方向（Ｓ３）に配置された集
合モアレ模様（１１）が形成されて成るように、凸画線（７）の画線幅（Ｗ１）及び第一
のピッチ（Ｐ１）、第１の波線（１０）の第二のピッチ（Ｐ２）、周期（Ｔ１）及び振幅
（ｈ２）を、前述した角度１５度を設定時の基準値として適宜調整する。第１の波線（１
０）の周期、振幅及びピッチにおいても、設定時の基準値については説明するが、同様に
、前述した各要素のうち一つでも変わればモアレ模様は変化することから、適宜基準値を
もとに調整する点については、説明を省略する。
【００８３】
　次に、出現するモアレ模様が、階調を有する三角形状のモアレパターン（１２）として
出現することが可能となる、二つ目の要素である、第１の波線（１０）の周期について、
説明する。
【００８４】
　図１０は、図５（ａ）に示す周期（Ｔ１）とモアレ模様の関係を説明する図である。図
中の「折り返し（Ｒ）」とは、６０ｍｍの長さの直線を第１の波線（１０）にするに当た
り、何個の山を形成するかを示す値である。なお、折り返し（Ｒ）の回数については、折
り返し回数ともいい、例えば、図１０（ａ）は、折り返し回数０回である。折り返し（Ｒ
）には、山（Ｒ１）と谷（Ｒ２）があるが、折り返し（Ｒ）のうち、隣り合う山（Ｒ１）
間の距離と、隣り合う谷（Ｒ２）間の距離を、それぞれ第１の波線（１０）における周期
（Ｔ１）という。
【００８５】
　例えば、図１０（ａ）は、折り返し回数０回であり、図１０（ｂ）は、折り返し回数４
回、図１０（ｃ）は、折り返し回数５回、図１０（ｄ）は、折り返し回数６回、図１０（
ｅ）は、折り返し回数７回、図１０（ｆ）は、折り返し回数８回、図１０（ｇ）は、折り
返し回数９回、図１０（ｈ）は、折り返し回数１０回である。
【００８６】
　折り返し回数が大きくなるほど周期（Ｔ１）は小さくなる。なお、凸画線群（８）の画
線幅（Ｗ１）、第二のピッチ（Ｐ２）、第１の波線（１０）の角度（Ｘ１）、第二のピッ
チ（Ｐ２）及び振幅（ｈ２）は一定である。第１の波線（１０）の角度（Ｘ１）は、図８
に前述した、適正角度である１５度としている。
【００８７】
　図１０（ａ）は、第１の波線（１０）が折り返し回数０回の直線のため、グラデーショ
ンが生じないモアレ模様である。一方、図１０（ｃ）に示すように、折り返し回数５回と
した場合、前述した図８（ｈ）と同様に、上下方向、左右方向においてグラデーションの
長さが場所により異なる。
【００８８】
　前述した、図８（ｇ）と同一のモアレ模様となるのは、図１０（ｃ）の折り返し回数５
回の構成である。図１０（ｃ）は、モアレ模様の中に、階調を有する三角形状のモアレパ
ターン（１２）が、連続して三角形状の頂点が同一方向（Ｓ３）に配置された集合モアレ
模様（１１）が形成されて成ることで、斜視から観察した際に、模様領域（５）が、周囲
の背景領域（６）に対して、画線密度差に起因した濃度差と階調差が生じることで、立体
的なモアレ模様として視認できることを特徴とする。
【００８９】
　なお、図１０（ｄ）の折り返し回数６回は、モアレ模様の形状が左右及び上下で異なり
、図１０（ｅ）の折り返し回数７回及び図１０（ｆ）の折り返し回数８回は、左右方向で
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はモアレ模様の間隔が狭くなり、図１０（ｇ）の折り返し回数９回及び図１０（ｈ）の折
り返し回数１０回は、周期（Ｔ１）が、図１０（ｆ）と比べて小さ過ぎて、全面にわたる
グラデーションとなっている。よって、本発明の特徴点である、斜視から観察した際に、
模様領域（５）が立体的なモアレ模様として視認することができない。
【００９０】
　このように、模様領域（５）を構成する第１の波線（１０）の振幅（Ｔ１）及び第二の
ピッチ（Ｐ２）を一定とした場合、模様領域（５）を構成する第１の波線（１０）の周期
（Ｔ１）により、モアレ模様に生じるグラデーションの形状及びコントラストが異なる。
本発明では、図１０（ｃ）に示したモアレ模様の中に、階調を有する三角形状のモアレパ
ターン（１２）が、連続して三角形状の頂点が第三の方向（Ｓ３）に配置された集合モア
レ模様（１１）が形成されて成ることで、斜視から観察した際に、模様領域（５）が、周
囲の背景領域（６）に対して、濃度差及び階調差が生じることで、立体的なモアレ模様と
して視認できることを特徴とする。
【００９１】
　なお、図１０（ｃ）は、模様領域（５）を形成する第１の波線（１０）を折り返し回数
５回としたが、前述のとおり、凸画線（７）の画線幅（Ｗ１）及び第一のピッチ（Ｐ１）
、第１の波線（１０）の第二のピッチ（Ｐ２）、角度（Ｘ１）及び振幅（ｈ２）の各要素
のうち、一つでも変わればモアレ模様に生じるグラデーションの形状及びコントラストは
変化するため、折り返し回数は適宜調整する。
【００９２】
　次に、出現するモアレ模様が、階調を有する三角形状のモアレパターン（１２）として
出現することが可能となる、三つ目の要素である、第１の波線（１０）の振幅について、
説明する。
【００９３】
　図１１は、図５（ａ）に示す振幅（ｈ２）とモアレ模様の関係を説明する図である。な
お、凸画線群（８）の画線幅（Ｗ１）、第一のピッチ（Ｐ１）、第１の波線（１０）の角
度（Ｘ１）、第二のピッチ（Ｐ２）及び周期（Ｔ１）は一定である。
【００９４】
　図１１（ａ）に示すように、第１の波線（１０）の振幅（ｈ２）が１ｍｍの場合、モア
レ模様のグラデーションが短くなり、さらに、上方からのグラデーションを見ることはで
きない。上方のグラデーションが見えないのは、振幅が小さくなるにつれ、上下方向のモ
アレ模様の間隔が広くなるからである。また、図１１（ｂ）に示すように、振幅（ｈ２）
が１．５ｍｍの場合、上下方向、左右方向においてグラデーションの長さが場所により異
なっている。
【００９５】
　図１１（ｃ）に示すように、第１の波線（１０）の振幅（ｈ２）が２ｍｍの場合、前述
した、図８（ｇ）及び図９（ｆ）で示したモアレ模様と同様に、モアレ模様の中に、階調
を有する三角形状のモアレパターン（１２）が、連続して三角形状の頂点が同一方向に配
置された集合モアレ模様（１１）が形成されて成る。この、図１１（ｃ）の構成となるこ
とで、斜視から観察した際に、模様領域（５）が、周囲の背景領域（６）に対して、濃度
差及び階調差が生じることで、立体的なモアレ模様として視認できることを特徴とする。
【００９６】
　図１１（ｄ）及び図１１（ｅ）は、モアレ模様が長くなり、かつ、色濃度の濃いグラデ
ーションとなっている。この理由は、振幅が大きくなり、一つの波線が、複数の凸画線（
７）の頂点部（９）を跨いで配置されることで、頂点部（９）に第１の波線（１０）がよ
り多く掛かり、頂点部（９）に印刷される印刷画線の面積が大きくなるためである。
【００９７】
　なお、本実施の形態では、模様領域（５）内の第１の波線（１０）の振幅（ｈ２）を１
５０μｍ、背景領域（６）内の第１の波線（１０）の振幅（ｈ３）を４００μｍとしたが
、凸画線（７）の画線幅（Ｗ１）及び第一のピッチ（Ｐ１）、第１の波線（１０）の第二
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のピッチ（Ｐ２）、角度（Ｘ１）及び周期（Ｔ１）の各要素のうち、一つでも変わればモ
アレ模様に生じるグラデーションの形状及びコントラストは変化するため、前述した振幅
（ｈ３）４００μｍを設定時の基準値として適宜調整する。
【００９８】
　最後に、出現するモアレ模様が、階調を有する三角形状のモアレパターン（１２）とし
て出現することが可能となる、四つ目の要素である、第１の波線（１０）のピッチについ
て、説明する。
【００９９】
　図１２は、図６（ａ）に示す第１の波線（１０）のピッチである第二のピッチ（Ｐ２）
とモアレ模様の関係を説明する図である。なお、凸画線群（８）の画線幅（Ｗ１）、第一
のピッチ（Ｐ１）、第１の波線（１０）の角度（Ｘ１）、振幅（ｈ２）及び周期（Ｔ１）
は一定である。
【０１００】
　図１２（ａ）に示すように、第二のピッチ（Ｐ２）が１．６ｍｍの場合、ピッチが狭過
ぎることで、階調を有する三角形状のモアレパターン（１２）とはなっていない。また、
図１２（ｂ）に示す、第二のピッチ（Ｐ２）が１．９ｍｍの場合と、図１２（ｃ）に示す
２．２ｍｍの場合は、モアレパターン（１２）の幅が広く、かつ、グラデーションの幅が
狭く、三角形状のモアレパターン（１２）とはなっていない。
【０１０１】
　図１２（ｄ）に示す、第二のピッチ（Ｐ２）が２．５ｍｍの場合、前述した、図８（ｇ
）、図１０（ｆ）及び図１１（ｃ）で示したモアレ模様と同様に、モアレ模様の中に、階
調を有する三角形状のモアレパターン（１２）が、連続して三角形状の頂点が同一方向に
配置された集合モアレ模様（１１）が形成されて成る。この、図１２（ｄ）の構成となる
ことで、斜視から観察した際に、模様領域（５）が、周囲の背景領域（６）に対して、濃
度差及び階調差が生じることで、立体的なモアレ模様として視認できることを特徴とする
。
【０１０２】
　図１２（ｄ）に比べて第二のピッチ（Ｐ２）が広い、図１２（ｅ）に示す、第二のピッ
チ（Ｐ２）が２．８ｍｍの場合、モアレ模様の幅が広く、かつ、グラデーションの幅も狭
くなり、三角形状のモアレ模様とはならない。また、それ以上に第二のピッチ（Ｐ２）が
広い、図１２（ｆ）に示す、第二のピッチ（Ｐ２）が３．１ｍｍの場合と、図１２（ｇ）
に示す、第二のピッチ（Ｐ２）が３．４ｍｍの場合においても、所望のモアレ模様とはな
っていない。
【０１０３】
　本実施の形態では、模様領域（５）内の第１の波線（１０）の第二のピッチ（Ｐ２）及
び背景領域（６）内の第２の波線（１３）の第三のピッチ（Ｐ３）は、いずれも２５０μ
ｍとしたが、凸画線（７）の画線幅（Ｗ１）及び第一のピッチ（Ｐ１）、第１の波線（１
０）の振幅（ｈ２）、角度（Ｓ３）及び周期（Ｔ１）の各要素のうち、一つでも変われば
モアレ模様に生じるグラデーションの形状及びコントラストは変化するため、前述した第
二のピッチ（Ｐ２）２５０μｍを設定時の基準値として適宜調整する。
【０１０４】
　以上、本発明は、出現するモアレ模様が、階調を有する三角形状のモアレパターン（１
２）として出現することで、模様領域（５）が立体的なモアレ模様として視認可能となる
ために、凸画線（７）に対する第１の波線（１０）の角度、周期、振幅及びピッチという
四つの要素を、前述した数値をもとに、適宜設定する。
【０１０５】
　本発明は、模様領域（５）が、階調を有する三角形状のモアレパターン（１２）として
出現し、かつ、模様領域（５）を囲んで配置された背景領域（６）が模様領域（５）より
も濃い色濃度で形成されることで、図７に示した膨らみの錯視の模様と同様に、模様領域
（５）と背景領域（６）における色の濃度差及び階調差により、模様領域（５）が立体的
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なモアレ模様として視認可能となるものである。よって、背景領域（６）は、前述した模
様領域（５）よりも、濃い色濃度で形成される必要がある。
【０１０６】
　模様領域（５）に対し、背景領域（６）を濃い色濃度で形成するためには、図８から図
１２までを用いて説明した、干渉に影響を与える、凸画線（７）に対する画線の角度、周
期、振幅及びピッチという四つの要素のうち、振幅及び周期が大きく関わっている。模様
領域（５）よりも、背景領域（６）の色濃度を濃く形成するためには、振幅及び周期が、
次のいずれか一方のみの条件を満たす必要がある。
【０１０７】
　一点目は、第１の波線（１０）と第２の波線（１３）は、周期が同じであり、かつ、振
幅が第１の波線（１０）より第２の波線（１３）が大きいという条件であり、二点目は、
第１の波線（１０）と第２の波線（１３）は、振幅が同じであり、かつ、周期が、第２の
波線（１３）より第１の波線（１０）が大きいという条件である。この、一点目と二点目
のいずれか一方のみの条件を満たしたときに、模様領域（５）よりも、背景領域（６）の
色濃度を濃く形成することが可能となる。
【０１０８】
　まず、一点目の条件について説明する。
【０１０９】
　図１１を用いて、前述したように、凸画線群（８）の画線幅（Ｗ１）、第一のピッチ（
Ｐ１）、第１の波線（１０）の角度（Ｘ１）、第二のピッチ（Ｐ２）及び周期（Ｔ１）を
一定とした場合、図１１（ａ）に示す、振幅１ｍｍから、０．５ｍｍずつ振幅が大きくな
り、図１１（ｅ）に示す振幅３ｍｍまで、徐々に、モアレ模様のグラデーションが長く、
かつ、色濃度の濃いグラデーションとなっている。
【０１１０】
　この理由は、振幅が大きくなることで、一つの波線が、複数の凸画線（７）の頂点部（
９）を跨いで配置されることで、頂点部（９）及び側面に第１の波線（１０）がより多く
掛かり、頂点部（９）に印刷される第１の波線（１０）の面積が大きくなるためである。
【０１１１】
　これは、第１の波線（１０）に限らず、第２の波線（１３）についても同様のことがい
えることから、第１の波線（１０）と第２の波線（１３）を同じ周期とした場合、振幅が
大きい波線の方が色濃度は濃くなる。本願は、前述のとおり、模様領域（５）よりも背景
領域（６）の色濃度が濃いことが、模様領域（５）が立体的なモアレ模様として視認され
るための必須構成であることから、第１の波線（１０）より第２の波線（１３）の振幅を
大きくする必要がある。
【０１１２】
　次に、二点目の条件について説明する。
【０１１３】
　図１０は、前述のとおり、凸画線群（８）の画線幅（Ｗ１）、第一のピッチ（Ｐ１）、
第１の波線（１０）の角度（Ｘ１）、第二のピッチ（Ｐ２）及び振幅（ｈ２）を一定とし
、第１の波線（１０）の角度（Ｘ１）を、図８で前述した、適正角度である１５度とした
場合、図１０（ａ）に示す、折り返し回数０回から、図１０（ｈ）に示す折り返し回数１
０回までの条件でのモアレ模様のグラデーションの発生状態を示している。折り返し回数
が多くなるにつれ、徐々にモアレ模様のグラデーションが長く、かつ、色濃度の濃いグラ
デーションとなっている。
【０１１４】
　なお、前述のとおり、折り返しの山と山の距離が周期（Ｔ１）である。折り返し回数が
多くなることで、頂点部（９）に印刷される第１の波線（１０）の面積が大きくなり、視
認されるモアレ模様のグラデーションも、色濃度が濃くなる。
【０１１５】
　これは、第１の波線（１０）に限らず、第２の波線（１３）についても同様のことがい
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え、第１の波線（１０）と第２の波線（１３）の振幅を同じとした場合、周期が小さい波
線の方が、折り返し回数が多く、色濃度は濃くなる。本願は、前述のとおり、模様領域（
５）よりも背景領域（６）の色濃度が濃いことが、模様領域（５）が立体的なモアレ模様
として視認されるための必須構成であることから、第１の波線（１０）より第２の波線（
１３）の周期を小さくする必要がある。
【０１１６】
　以上、模様領域（５）と背景領域（６）を同じインキで形成し、形成する画線の配置や
形状による構成で画線密度に起因した濃度差を生じさせるためには、第１の波線（１０）
と第２の波線（１３）は、周期が同じであり、かつ、振幅が第１の波線（１０）より第２
の波線（１３）を大きくするか、又は、第１の波線（１０）と第２の波線（１３）は、振
幅が同じであり、かつ、周期が第２の波線（１３）より第１の波線（１０）が大きく形成
する。
【０１１７】
　なお、第２の波線（１３）の凸画線（７）に対する画線の角度及びピッチについては、
前述した第１の波線（１０）の範囲と同様に適宜設定するが、第２の波線（１３）の凸画
線に対する角度は、模様領域（５）を構成する第１の波線（１０）と対となる角度とする
ことが、好ましい。
【０１１８】
　対となる角度とは、平行の方向（Ｓ４）を基準線とし、時計回り及び反時計周りに同じ
角度であることをいい、例えば、図８（ｇ）においては、模様領域（５）の角度（Ｘ１）
が反時計回りに１５度の角度であるが、その場合、背景領域（６）の角度（Ｘ１）を図８
（ｋ）に示すように、時計回りに１５度の角度である－１５度とする。
【０１１９】
　第２の波線（１３）の凸画線（７）に対する画線の角度を、模様領域（５）を構成する
第１の波線（１０）と対となる角度とすることで、モアレ模様の形状及びグラデーション
は、図８（ｇ）と同じであるが、モアレ模様の発生する方向が、凸画線群（８）の配列方
向を中心として線対称となる。
【０１２０】
　模様領域（５）と背景領域（６）が、対になる方向にモアレ模様のグラデーションが生
じることで、模様領域（５）と背景領域（６）の境界が、同一方向にグラデーションが生
じた場合と比べて明瞭になることから、斜視で観察した場合、より明瞭に模様領域（５）
を立体的に視認することが、可能となる。
【０１２１】
　なお、前述した構成において、複数の第１の波線（１０）と複数の第２の波線（１３）
は、それぞれ赤色と青色の二色の印刷画線で構成されていたが、第１の波線（１０）と第
２の波線（１３）が、いずれも基材（２）と異なる色であればこれに限らず、例えば、複
数の第１ａの波線（１０ａ）及び第１ｂの波線（１０ｂ）を赤色の印刷画線で構成し、複
数の第２ａの波線（１３ａ）及び第２ｂの波線（１３ｂ）を青色の印刷画線で構成するよ
うに、それぞれ単色の印刷画線で構成することも可能である。
【０１２２】
　さらには、第１の波線（１０）と第２の波線（１３）を全て単色、かつ、同色の印刷画
線、例えば、複数の第１の波線（１０）及び複数の第２の波線（１３）を、青色の一色の
印刷画線で構成することも可能である。第１の波線（１０）と第２の波線（１３）を全て
単色、かつ、同色の印刷画線とした場合、模様領域（５）に対し、背景領域（６）を濃い
色濃度で形成するために、図８から図１２までを用いて説明したように、干渉に影響を与
える、凸画線（７）に対する画線の角度、周期、振幅及びピッチという四つの要素を適宜
設定する。
【０１２３】
　なお、背景領域（６）は、画線である第２の波線（１３）から成る構成として説明した
が、模様領域（５）よりも、背景領域（６）の色濃度が濃く形成されていれば、これに限
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らず、図１３に示すように、背景領域（６）をベタの印刷領域とすることも可能である。
【０１２４】
　背景領域（６）をベタの印刷領域とする場合、背景領域（６）の色は、第１の波線（１
０）を構成する第１ａの波線（１０ａ）と、第１ｂの波線（１０ｂ）の混色した色と、色
濃度が同程度のベタの印刷領域とすることが、好ましい。
【０１２５】
　印刷模様（４）は、凸画線群（８）を基材（２）に形成した後、所定の印刷方式により
凸画線群（８）上に形成する。なお、所定の印刷方式とは、公知のオフセット印刷、フレ
キソ印刷、スクリーン印刷又は凹版印刷のいずれの方法でも構わない。ただし、凸画線群
（８）の上に重ねて印刷するため、凸形状に影響を及ぼすような印刷方式は好ましくない
。したがって、印圧が最も軽いオフセット印刷が好ましい。また、印刷版面を用いないイ
ンクジェットプリンタで印刷することも可能である。
【０１２６】
　次に、図１４を用いて、形成体（１）の視認状態について説明する。図１から図１２ま
でに示した凸画線群（８）と、模様領域（５）及び背景領域（６）から成る印刷模様（４
）を重ねて成る形成体（１）の観察角度を変化させると、図１４（ａ）に示すように、集
合モアレ模様（１１）が視認できる。この集合モアレ模様（１１）を見やすくするために
、一部を拡大して平面的に示唆したのが図１４（ｂ）である。図１４（ｂ）に示すように
、本発明の集合モアレ模様（１１）は、モアレパターン（１２）が複数規則的に配置され
て成る。モアレパターン（１２）は、階調を有する三角形状の模様である。
【０１２７】
　模様領域（５）が、集合モアレ模様（１１）として視認され、背景領域（６）が、模様
領域（５）よりも色濃度が濃く視認されることで、模様領域（５）と背景領域（６）の画
線密度差に起因した濃度差と階調差により、模様領域（５）が立体的なモアレ模様として
視認することが可能となる。
【０１２８】
　以下、前述の発明を実施するための形態に従って、具体的に作製した形成体の実施例に
ついて詳細に説明するが、本発明は、この実施例に限定されるものではない。
【実施例１】
【０１２９】
　本発明の実施例１について、図２を用いて説明をする。基材（２）は、上質紙（日本製
紙製　ＮＰＩ上質紙　８１．４ｇ／ｍ２）を用いた。基材（２）上に、スクリーン印刷機
（ＲＡＮＡＳ製　ＭＦ－２５０）を用いて、スクリーン印刷用ＵＶ硬化型インキにより、
凸画線群（８）を形成した。凸画線群（８）を構成する凸画線（７）は、直線で形成した
万線状であり、第一のピッチ（Ｐ１）５００μｍ、画線幅（Ｗ１）３００μｍとした。凸
画線（７）の高さ（ｈ１）は４０μｍとした。
【０１３０】
　印刷模様（４）のうち、模様領域（５）は、第１の波線（１０）を画線幅（Ｗ２）１２
０μｍ、振幅（ｈ２）１５０μｍとし、図８（ｇ）に示した反時計回り１５度の第２の方
向（Ｓ２）に、第二のピッチ（Ｐ２）２５０μｍで複数配置する画線データを作製した。
【０１３１】
　背景領域（６）は、第２の波線（１３）を画線幅（Ｗ３）１２０μｍ、振幅（ｈ３）４
００μｍとし、図８（ｋ）に示した時計回り１５度の第３の方向（Ｓ３）に、第三のピッ
チ（Ｐ３）２５０μｍで複数配置する画線データを作製した。
【０１３２】
　作製した模様領域（５）と背景領域（６）のそれぞれの画線データを基に、同色となる
インキごとに、二つのオフセット版面を作製した。まず、同色となる、複数配置された第
１の波線（１０）のうち、図５（ａ）に示す第１ａの波線（１０ａ）と、複数配置された
第２の波線（１３）のうち、図５（ｂ）に示す第２ａの波線（１３ａ）で構成するオフセ
ット版面Ｉを作製した。次に、同色となる、複数配置された第１の波線（１０）のうち、
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図５（ａ）に示す第１ｂの波線（１０ｂ）と、複数配置された第２の波線（１３）のうち
、図５（ｂ）に示す第２ｂの波線（１３ｂ）で構成するオフセット版面ＩＩを作製した。
複数の第１の波線（１０）において、第１ａの波線（１０ａ）と第１ｂの波線（１０ｂ）
は、１本ずつ交互に配置し、複数の第２の波線（１３）において、第２ａの波線（１３ａ
）と第２ｂの波線（１３ｂ）は、１本ずつ交互に配置した。
【０１３３】
　基材（２）に対して、オフセット版面Ｉで、濃い藍色のオフセットインキ（Ｔ＆Ｋ　Ｔ
ＯＫＡ製　ベストキュア　藍）を用いて印刷した後、オフセット版面ＩＩで、緑色のオフ
セットインキ（Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ製　ＢＯ特練ＰＡＮＴＯＮＥ緑）を用いて印刷すること
で、印刷模様（４）を印刷した。用いた印刷機は、オフセット印刷機（下垣鉄工所製　Ｅ
Ｐ－６０）とした。
【０１３４】
　実施例１で作製した形成体（１）の立体模様領域（３）を、正面から肉眼で観察したと
ころ、模様領域（５）と背景領域（６）は、いずれも濃い藍と緑が混色した、平面的な模
様として視認できた。
【０１３５】
　次に、立体模様領域（３）を、図３（ｂ）に示した斜視（Ｅ１）で観察したところ、図
１４（ａ）に示すように、印刷模様（４）のうち、模様領域（５）は、階調を有する三角
形状のモアレパターン（１２）が連続して発生し、発生したモアレパターン（１２）は三
角形状の頂点（Ｑ）が第三の方向（Ｓ３）に配置されて成る集合モアレ模様（１１）とし
て視認された。また、背景領域（６）は、図１０（ｅ）よりも、更に画線密度の高い、密
なモアレ模様となり、グラデーションを視認できない程度の濃さとなった。よって、模様
領域（５）と背景領域（６）に画線密度差に起因した濃度差と階調差が生じて、図１４（
ａ）に示すように、模様領域（５）が、ドーム状に盛り上がったような、立体的なモアレ
模様として視認できた。
【符号の説明】
【０１３６】
１　形成体
２　基材
３　立体模様領域
４　印刷模様
５　模様領域
６　背景領域
７　凸画線
８　凸画線群
９　頂点部
１０　第１の波線
１１　集合モアレ模様
１２　モアレパターン
１３　第２の波線
１４　錯視模様
１４ａ　周囲領域
１４ｂ　中心
１５　単体のモアレ
Ｓ１　第１の方向
Ｓ２　第２の方向
Ｓ３　第３の方向
Ｓ４　第４の方向
Ｗ１　凸画線の画線幅
Ｗ２　第１の波線の画線幅
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Ｗ３　第２の波線の画線幅
Ｐ１　凸画線のピッチ
Ｐ２　第１の波線のピッチ
Ｐ３　第２の波線のピッチ
ｈ１　凸画線の高さ
ｈ２　第１の波線の振幅
ｈ３　第２の波線の振幅

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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