
JP 5533731 B2 2014.6.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基材上の少なくとも一部に印刷画像を備え、
　前記印刷画像は、光輝性材料を含み前記基材と異なる色の材料で形成された第１の画像
の上に、発光性材料を含む透明な材料によって形成された第２の画像が形成されており、
　前記第１の画像は、背景画像と情報画像とを有し、
　前記背景画像は、第１の画像要素が所定ピッチで所定方向に複数配置された背景要素群
によって形成されており、前記情報画像は、第２の画像要素が前記所定ピッチで前記所定
方向に複数配置された情報要素群によって形成されており、
　前記第２の画像は、第１の潜像画像と第２の潜像画像とを有し、
　前記第１の潜像画像は、第３の画像要素が前記所定ピッチで前記所定方向に複数配置さ
れた第１の潜像画像要素群によって形成されており、前記第２の潜像画像は、第４の画像
要素が前記所定ピッチで前記所定方向に複数配置された第２の潜像画像要素群によって形
成されており、
　前記所定ピッチ内に、前記第１の画像要素、前記第２の画像要素及び前記第４の画像要
素が隣接又は近接して配置されており、前記第１の画像要素上に前記第３の画像要素が重
なるように形成されており、
　拡散反射光が支配的な観察角度領域では前記第１の画像が視認可能であり、正反射光が
支配的な観察角度領域では前記第１の潜像画像が視認可能であり、ＵＶ光が照射された状
況では前記第２の潜像画像が視認可能であることを特徴とする潜像印刷物。
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【請求項２】
前記第１の画像要素、前記第２の画像要素、前記第３の画像要素、前記第４の画像要素は
、画線、画素の少なくとも一つ又はそれぞれの組み合わせであることを特徴とする請求項
１記載の潜像印刷物。
【請求項３】
前記第３の画像要素の前記所定方向における幅は、前記第１の画像要素の前記所定方向に
おける幅以下であることを特徴とする請求項１又は２記載の潜像印刷物。
【請求項４】
前記第一の画像の画線面積率は、２０％から８０％の範囲内で形成されて成ることを特徴
とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の潜像印刷物。
【請求項５】
前記第一の画像における前記背景画像の面積率は、２０％から６０％の範囲内で形成され
、前記第一の画像における前記情報画像の面積率は、前記背景画像の面積率を超えず、か
つ、１０％から４０％の範囲内で形成されることを特徴とする請求項４に記載の潜像印刷
物。
【請求項６】
前記所定ピッチは、０．１ｍｍから５ｍｍの範囲内で形成されることを特徴とする請求項
１乃至５のいずれか１項に記載の潜像印刷物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、潜像印刷物に係わり、特に偽造防止効果を必要とする銀行券、パスポート、
有価証券、身分証明書、カード及び通行券等のセキュリティ印刷物に好適であり、画像が
観察角度の変化に応じて変化する潜像印刷物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年のスキャナ、プリンタ及びカラーコピー機等のデジタル機器の進展により、貴重印
刷物の精巧な複製物を容易に作製することが可能となっている。複製や偽造を防止する偽
造防止技術の一つとして、観察角度によって画像が変化するホログラムに代表される光学
的なセキュリティ要素を貼付したものが多く存在するようになった。
【０００３】
　しかし、ホログラムは、インキを用いた印刷によって形成する従来の偽造防止技術とは
異なり、複雑な製造工程と特殊な材料を用いて形成されることから、従来の偽造防止用印
刷物と比較すると製造に手間がかかり、かつ、極めて高価である。このことから、金属イ
ンキ、干渉マイカ、酸化フレークマイカ、顔料コートアルミニウムフレーク及び光学的変
化フレーク等の特殊な光反射性粉体をインキ又は塗料に配合し、かつ、特殊な材料同士の
重ね合わせや複雑な網点構成を用いることによって、ホログラムと同様な画像変化を実現
した一般的な印刷方法で形成可能な偽造防止用印刷物が開示されている。
【０００４】
　本出願人は、一般的で、かつ、比較的安価な材料及び簡単な印刷手段を使用していなが
ら、特定の観察角度において、印刷物中の特定部位における人の目に認識される情報が、
観察角度を変化させることによって、全く別の情報に変化する偽造防止用情報担持体に係
る発明を出願している（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－１８８９７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　しかし、特許文献１に記載の印刷物では、透明インキに発光顔料や発光染料を混合して
潜像画像を形成した場合、この印刷物にＵＶ光を照射して出現する発光画像は、正反射時
に出現する潜像画像と同じ画像にしかならないという問題があった。
【０００７】
　潜像画像と発光画像とを異なる画像とするためには、発光顔料を含む透明インキと、発
光顔料を含まない透明インキの２種類の透明インキを用いる必要があり、光輝性材料を含
むインキを含めると合計で３種類のインキを用いる必要があった。この場合でも発光画像
は正反射時に出現する画像に含まれたデザイン（例えば正反射時の画像がＡＢという画像
であれば、発光画像はＡあるいはＢとするデザイン）とする必要があり、潜像画像と発光
画像とを全く異なる画像とすることは不可能であった。
【０００８】
　本発明は上記事情に鑑み、光輝性材料を含むインキと透明なインキとを用いて拡散反射
光下と正反射光下とで画像がスイッチする効果を有する印刷物であって、正反射時に出現
する潜像画像とＵＶ光照射時に出現する発光画像とを異なる画像とすることで偽造防止効
果を高めることが可能な潜像印刷物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】
【０００９】
　本発明における潜像印刷物は、基材上の少なくとも一部に印刷画像を備え、印刷画像は
、光輝性材料を含み基材と異なる色の材料で形成された第１の画像の上に、発光性材料を
含む透明な材料によって形成された第２の画像が形成されており、第１の画像は、背景画
像と情報画像とを有し、背景画像は、第１の画像要素が所定ピッチで所定方向に複数配置
された背景要素群によって形成されており、情報画像は、第２の画像要素が所定ピッチで
所定方向に複数配置された情報要素群によって形成されており、第２の画像は、第１の潜
像画像と第２の潜像画像とを有し、第１の潜像画像は、第３の画像要素が所定ピッチで所
定方向に複数配置された第１の潜像画像要素群によって形成されており、第２の潜像画像
は、第４の画像要素が所定ピッチで所定方向に複数配置された第２の潜像画像要素群によ
って形成されており、所定ピッチ内に、第１の画像要素、第２の画像要素及び第４の画像
要素が隣接又は近接して配置されており、第１の画像要素上に第３の画像要素が重なるよ
うに形成されており、拡散反射光が支配的な観察角度領域では第１の画像が視認可能であ
り、正反射光が支配的な観察角度領域では第１の潜像画像が視認可能であり、ＵＶ光が照
射された状況では第２の潜像画像が視認可能であることを特徴とする。
【００１０】
　本発明における潜像印刷物は、第１の画像要素、第２の画像要素、第３の画像要素、第
４の画像要素が、画線又は画素であることを特徴とする。
【００１１】
　本発明における潜像印刷物は、第３の画像要素の所定方向における幅が、第１の画像要
素の所定方向における幅以下であることを特徴とする。
【００１２】
　本発明における潜像印刷物は、第一の画像の画線面積率が、２０％から８０％の範囲内
で形成されて成ることを特徴とする
【００１３】
　本発明における潜像印刷物は、第一の画像における背景画像の面積率が、２０％から６
０％の範囲内で形成され、第一の画像における情報画像の面積率が、背景画像の面積率を
超えず、かつ、１０％から４０％の範囲内で形成されることを特徴とする。
【００１４】
　本発明における潜像印刷物は、所定ピッチが、０．１ｍｍから５ｍｍの範囲内で形成さ
れることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の潜像印刷物によれば、ＵＶ吸収能を有する光輝性材料を含んだインキで形成さ
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れた画像と、発光顔料を含んだ透明インキで形成された画像とを、一定の規則に従って重
ね合わせることで、刷色数を増やすことなく、正反射時に出現する潜像画像とＵＶ光照射
時に出現する発光画像とが全く異なる偽造防止効果を向上させることが可能な印刷物を得
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態１による潜像印刷物を示す説明図である。
【図２】（ａ）は同潜像印刷物における画像を示し、この画像が（ｂ）に示された第１の
画像と、（ｃ）に示された第２の画像とを含むことを示す説明図である。
【図３】（ａ）は同潜像印刷物における第１の画像を示し、この画像が（ｂ）に示された
背景画像と、（ｃ）に示された情報画像とを含むことを示す説明図である。
【図４】（ａ）は同潜像印刷物における第２の画像を示す、この画像が（ｂ）に示された
第１の潜像画像と、（ｃ）に示された第２の潜像画像とを含むことを示す説明図である。
【図５】同潜像印刷物における第１の画像を一部拡大して示し、この画像が第１の画線、
第２の画線を含むことを示す説明図である。
【図６】同潜像印刷物における第２の画像を一部拡大して示し、この画像が第３の画線、
第４の画線を含むことを示す説明図である。
【図７】（ａ）は同潜像印刷物における第１の画像に含まれる第１の画線を拡大して示し
、（ｂ）は同潜像印刷物における第１の画像に含まれる第２の画線を拡大して示す説明図
である。
【図８】（ａ）は同潜像印刷物における第２の画像に含まれる第３の画線を拡大して示し
、（ｂ）は同潜像印刷物における第２の画像に含まれる第４の画線を拡大して示す説明図
である。
【図９】同潜像印刷物における第１の画像に含まれる第１、第２の画線と第２の画像に含
まれる第３、第４の画線との重ね合わせの位置関係を示す説明図である。
【図１０】（ａ）は、観察者の視点が、拡散反射光が支配的な観察角度領域にある場合に
同潜像印刷物中に現れる画像を示し、（ｂ）は、観察者の視点が、正反射光が支配的な観
察角度領域にある場合に同潜像印刷物中に現れる画像を示し、（ｃ）は、ＵＶ光を照射し
た場合に同潜像印刷物中に現れる画像を示す説明図である。
【図１１】（ａ）は、同潜像印刷物における第１の画像に含まれる第１、第２の画線の具
体的な数値を示し、（ｂ）は、同潜像印刷物における第２の画像に含まれる第３、第４の
画線の具体的な数値を示す説明図である。
【図１２】本発明の実施の形態２による潜像印刷物を示す説明図である。
【図１３】（ａ）は同潜像印刷物における画像を示し、この画像が（ｂ）に示された第１
の画像と、（ｃ）に示された第２の画像とを含むことを示す説明図である。
【図１４】（ａ）は同潜像印刷物における第１の画像を示し、この画像が（ｂ）に示され
た背景画像と、（ｃ）に示された情報画像とを含むことを示す説明図である。
【図１５】（ａ）は同潜像印刷物における第２の画像を示す、この画像が（ｂ）に示され
た第１の潜像画像と、（ｃ）に示された第２の潜像画像とを含むことを示す説明図である
。
【図１６】同潜像印刷物における第１の画像を一部拡大して示し、この画像が第１の画素
、第２の画素を含むことを示す説明図である。
【図１７】同潜像印刷物における第２の画像を一部拡大して示し、この画像が第３の画素
、第４の画素を含むことを示す説明図である。
【図１８】潜像印刷物における第１の画像に含まれる第１、第２の画素と第２の画像に含
まれる第３、第４の画素との重ね合わせの位置関係を示す説明図である。
【図１９】（ａ）は、観察者の視点が、拡散反射光が支配的な観察角度領域にある場合に
同潜像印刷物中に現れる画像を示し、（ｂ）は、観察者の視点が、正反射光が支配的な観
察角度領域にある場合に同潜像印刷物中に現れる画像を示し、（ｃ）は、ＵＶ光を照射し
た場合に同潜像印刷物中に現れる画像を示す説明図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１７】
　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。
【００１８】
　一般に、透明インキを用いた場合、品質管理上透明インキの存在を確認できるように可
視化させるため、発光顔料や発光染料等を混合することが行われる。以下の実施の形態に
よる潜像印刷物は、発光顔料や発光染料等により正反射光下で可視化される潜像画像の他
に、ＵＶ光を照射して可視化する異なる潜像画像を備えている。
（１）実施の形態１
【００１９】
　本発明の実施の形態１による潜像印刷物について、図面を参照して説明する。
【００２０】
　なお、実施の形態１による潜像印刷物では画線により画像を構成しており、実施の形態
２による潜像印刷物では画素により画像を構成している。
【００２１】
　ここで画線とは、印刷物における画像を構成する最小単位である印刷網点を、所定方向
に隙間無く連続して配置することにより形成した画像要素であって、例えば、直線、曲線
、波線、点線や破線等の分断線等が含まれ、画線の形状は如何なるものであっても本発明
における画線に含まれるものとする。
【００２２】
　画素とは、印刷物における画像を構成する最小単位である印刷網点を複数集合させて形
成した一塊の画像要素であって、例えば、円、三角形や四角形等を含む多角形、星形等の
各種図形、あるいは文字や記号等が含まれ、濃淡の変化が面積率、即ち点の大小により表
現される網点形状であり、画素の形状は如何なるものであっても本発明における画素に含
まれるものとする。また、画像要素は画素、画線のいずれか又はその組み合わせであるも
のとする。
【００２３】
　なお、画線により画像を構成して成る実施の形態１においては、課題を解決するための
手段における第１の画像要素は第１の画線、背景要素群は画線群、第２の画像要素は第２
の画線、情報要素群は画線群、第３の画像要素は第３の画線、第１の潜像画像要素群は画
線群、第４の画像要素は第４の画線、第２の潜像画像要素群は画線群として説明する。
【００２４】
　図１に、本実施の形態１による潜像印刷物（１）を示す。潜像印刷物（１）は、基材（
２）上の少なくとも一部に印刷画像（３）を有し、印刷画像（３）中には後述するように
第１の画像の上に第２の画像が重なって形成されている。
【００２５】
　なお、基材（２）は上質紙、コート紙、プラスティック板等、平坦な面を有するもので
あれば如何なるものであってもよく、材質や外形形状、寸法等に関して限定されない。
【００２６】
　また、印刷画像（３）は、着色された画線を含むものであればよく、色等について限定
されない。
【００２７】
　図２（ａ）に示された印刷画像（３）は、図２（ｂ）に示された第１の画像（４）の上
面に図２（ｃ）に示された第２の画像（５）を含む構成を有する。
【００２８】
　ここで、第１の画像（４）は、拡散反射光下において視認可能な画像であり、ＵＶ（紫
外線）光を吸収する特性を有する光輝性材料を含んだインキ（光輝性インキ）で形成され
ており、画線面積率（一定面積中に占める画線面積の割合）は、２０～８０％の範囲で形
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成することが望ましい。
【００２９】
　なお、光輝性インキの光反射特性であるが、インキを一般的なコート紙上に網点面積率
１００％で印刷した場合、正反射光下の明度の値が１００以上であり、拡散反射光下にお
ける明度（最小明度）と正反射光下における明度（最大明度）との差が５０以上であるこ
とが望ましい。なぜなら、これを下回る反射特性しか備えないインキを用いた場合、正反
射光下での第一の画像（４）の消失効果が低くなり、本発明における効果である画像のチ
ェンジ効果が失われる可能性が生じるためである。
【００３０】
　第２の画像（５）は、後述するように正反射光下で視認可能な第１の潜像画像と、ＵＶ
光を照射されて視認可能な第２の潜像画像とを含んでおり、発光顔料、発光染料等の発光
性を有する材料を含む透明インキで形成されている。なお、発光色は如何なるものであっ
てもよい。インキは、第１の画像（４）を形成するインキよりも光沢性が低くマット調を
有するものであることが望ましい。
【００３１】
　マット系インキの光反射特性であるが、インキを一般的なコート紙上に網点面積率１０
０％で印刷した場合、正反射光下の明度の値が光輝性インキの明度の値より２０以上低く
、拡散反射光下における明度（最小明度）と正反射光下における明度（最大明度）との差
が３０以下であることが望ましい。なぜなら、正反射光下で出現する画像は、光輝性イン
キとマット系インキの反射率の差異によって画像が可視化されるため、光輝性インキとマ
ット系インキの明度の差異が２０を下回る場合、画像を容易に視認することが難しくなる
ためである。
【００３２】
　図３（ａ）に示された第１の画像（４）は、図３（ｂ）に示された背景画像（６）と図
３（ｃ）に示された情報画像（７）とを含んでいる。なお、背景画像（６）と情報画像（
７）とは同一の光輝性インキにより形成される。ここでは、情報画像（７）により「日本
」という情報が出現する。
【００３３】
　背景画像（６）は、階調が一定、即ち画線面積率が一定であり、面積率は２０～６０％
の範囲内であることが望ましい。これは、２０％に満たない面積率で画像を形成した場合
、正反射光下で出現する画像の視認性が低くなってしまうためである。また、第一の画像
（４）には、背景画像（６）の他に、情報画像（７）及び後述する非画線領域（１１）が
必須であり、これらの画線や領域との割合を考慮すると、背景画像（６）は６０％以下に
面積率を留めることが望ましい。
【００３４】
　情報画像（７）は、有意な情報を有し、２値画像に限らず多階調を有するものであって
もよく、面積率は１０～４０％の範囲内であることが望ましい。これは、１０％に満たな
い面積率で画像を形成した場合、充分な濃度を得ることができず、視認性の低い画像しか
形成できないためである。また、４０％を超える面積率で形成するには、背景画像（６）
及び後述する非画線領域（１１）の画線面積率を大きく削る必要があり、この場合には、
正反射光下で出現する画像の視認性やＵＶ照射時に出現する画像の視認性が大きく損なわ
れるためである。
【００３５】
　図４（ａ）に示された第２の画像（５）は、図４（ｂ）に示された第１の潜像画像（８
）と図４（ｃ）に示された第２の潜像画像（９）とを含んでいる。第１の潜像画像（８）
は正反射時に出現する画像であり、この画像を出現させるための有意な情報を有し、２値
画像に限らず多階調を有するものであってもよく、面積率は図３（ｂ）に示された背景画
像（６）の面積率を超えない範囲である必要がある。ここでは、第１の潜像画像（８）に
より「桜の絵柄」が出現する。
【００３６】
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　第２の潜像画像（９）はＵＶ光照射時に出現する画像であり、この画像を出現させるた
めの有意な情報を有し、２値画像に限らず多階調を有するものであってもよく、面積率は
１００％から第１の画像（４）の最大面積率を差し引いた値により決定され、２０％以上
を有することが望ましい。ここでは、第２の潜像画像（９）により「ＯＫ」の文字が出現
する。
【００３７】
　図５に、第１の画像（４）の一部を拡大し、第１の画像（４）に含まれる背景画像（６
）を形成する第１の画線（１０）、情報画像（７）を形成する第２の画線（１２）、第１
の画線（１０）及び第２の画線（１２）のいずれも存在しない非画線領域（１１）の配置
を示す。
【００３８】
　第１の画線（１０）、第２の画線（１２）は、所定で所定方向に規則的に配置されてい
る。ここで所定方向とは、画線と直交する方向、即ち図中上下方向をいう。
【００３９】
　第１の画線（１０）は画線幅（Ｗ１）を有し、所定ピッチ（Ｐ１）で配置されて画線群
を構成することで背景画像（６）を形成する。ピッチ（Ｐ１）は、印刷の再現性及び画像
の解像度等を考慮して設定することが望ましく、例えば、０．１～５ｍｍとしてもよい。
【００４０】
　第２の画線（１２）は画線幅（Ｗ３）を有し、第１の画線（１０）と同様に所定ピッチ
（Ｐ１）で所定方向に配置されて画線群を構成することで情報画像（７）を形成する。
【００４１】
　非画線領域（１１）は幅（Ｗ２）を有し、この領域には後述するように第２の潜像画像
（９）を形成する第４の画線（１４）が配置される。この非画線領域（１１）の幅（Ｗ２
）を確保するため、第２の画線（１２）はピッチ（Ｐ１）の範囲内において第１の画線（
１０）に近接して配置されていることが望ましい。
【００４２】
　第１の画線（１０）と第２の画線（１２）とが重なって形成された場合には、重なりあ
った領域において不必要な濃淡が生じてしまい、その濃淡は正反射光下で出現する第２の
画像（５）に反映されることとなり、望ましくない。
【００４３】
　第１の画線（１０）と第２の画線（１２）とは、必ずしも隣接するように形成する必要
はなく、近接させて形成してもよい。
【００４４】
　なお、図５における一部拡大図において、第１の画線（１０）は横縞の画線で示されて
おり、第２の画線（１２）は縦縞の画線で示されている。同様に、後述する図８における
一部拡大図において、第３の画線（１３）、第４の画線（１４）は斜縞（ハッチング）の
画線で示されている。しかし、これらの表示はそれぞれの画線の構成を区別しやすくする
ために行っているものであって、実際の各画線が縦縞や斜縞等で形成されているわけでは
ない。
【００４５】
　図６に、第２の画像（５）の一部を拡大し、第１の潜像画像（８）を形成する第３の画
線（１３）、第２の潜像画像（９）を形成する第４の画像（１４）の配置を示す。
【００４６】
　第３の画線（１３）は画線幅（Ｗ４）を有し、ピッチ（Ｐ１）で所定方向に配置されて
画線群を構成することで第１の潜像画像（８）を形成する。
【００４７】
　第４の画線（１４）は画線幅（Ｗ５）を有し、ピッチ（Ｐ１）で所定方向に配置されて
画線群を構成することで第２の潜像画像（９）を形成する。この第４の画線（１４）が、
上述した非画線領域（１１）内に形成される。
【００４８】
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　第１の画線（１０）及び第２の画線（１２）には、着色顔料を付与してもよい。着色顔
料の色は、黒、赤、青又は黄色等のいずれの色相であってもよい。例えば、第１の画線（
１０）、第２の画線（１２）を形成するインキに、光輝性材料とともに着色顔料を混合し
たり、インキ同士を混ぜ合わせたりしてもよく、あらかじめ着色インキで第１の画線（１
０）、第２の画線（１２）による第１の画像（４）と同じ画像を形成し、その後、光輝性
材料を含むインキで同じ第１の画像（４）を重ねあわせて形成してもよい。
【００４９】
　ただし、過剰な量の顔料を混合した場合には、第１の画像（４）における階調差（濃淡
の差）が大きくなりインキ中の光輝性材料の混合割合が低下したり、又は正反射光下での
観察において第１の画像（４）が十分に消失しなかったり、という現象が起こり得る。よ
って、顔料同士を混合する場合、又はインキ同士を混合する場合には、いずれの色の着色
顔料を混合する場合でもインキ中の光輝性材料の配合割合の２分の１の量を超えない範囲
に留めることが望ましい。
【００５０】
　下地に、着色インキであらかじめ第１の画像（４）と同じ画像を形成することで色を付
与する場合には、いかなる色でいかなる濃度のインキを用いたとしても、十分なスイッチ
効果を得ることができる。
【００５１】
　なお、上述した光輝性材料として、アルミニウム粉末、銅粉末、亜鉛粉末、錫粉末、真
鍮粉末、リン化鉄、酸化チタン、あるいは鱗片状マイカ粉末等、一般的な金属粉顔料を用
いてもよい。
【００５２】
　光輝性材料として挙げたチタンやアルミニウム、亜鉛、真鍮等の金属粉末は、紫外線を
吸収する特性、いわゆる紫外線吸収能を有することが広く知られおり、これらの材料は、
従来からＵＶカットガラスやＵＶカットフィルムの材料として一般に広く用いられている
。また、酸化チタンは高い紫外線吸収剤機能を有することが知られており、化粧品におい
てＵＶカット機能を付与する場合に用いられる。なお、本出願人はすでに特許第３６８０
９０８号公報や特許第４４８７０９０号公報において、酸化チタンに代表される紫外線吸
収剤と蛍光発光インキと組み合わせた印刷物を出願している。このことから、蛍光発光イ
ンキの上に紫外線吸収剤を重ねて印刷することによって、優れた紫外線吸収効果を得る方
法が一般的であるが、紫外線吸収剤の上に蛍光発光インキを重ねて形成しても同様な効果
を得ることもできる。
【００５３】
　虹彩色パール顔料及び鱗片状顔料等の一般的なパール顔料、ガラスフレーク顔料又はコ
レステリック液晶顔料等の機能性顔料を用いた場合には、第１の画像（４）の明度のみが
変化する明暗フリップフロップ性（主に明度のみが変化する特性）のみでなく、第１の画
像（４）の色調も変化するカラーフリップフロップ性（明度だけでなく、色調も変化する
特性）を付与することができる。
【００５４】
　なお、光輝性材料にＩＲ吸収顔料、フォトクロミック顔料、示温材料、サーモクロミッ
ク材料等の機能性材料を加えてもよい。ただし、ＩＲ吸収顔料、フォトクロミック顔料、
示温材料、サーモクロミック材料等の機能性材料を加える場合は、本発明における潜像印
刷物の効果に影響がない範囲で加える必要がある。
【００５５】
　第３の画線（１３）、第４の画線（１４）を形成するインキは、透明である必要がある
。インキは透明であればグロス系でもマット系でも良いが、第１の画線（１０）、第２の
画線（１２）を形成するインキよりもマット系の透明インキを用いることが望ましい。マ
ット系のインキを使用すると第１の画像（４）に達する光の量を遮る割合が高くなり、第
２の画像（５）の視認性が高くなる。
【００５６】
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　また、この透明なインキには、蛍光顔料や燐光顔料、蓄光顔料等の発光顔料の他に、Ｉ
Ｒ吸収顔料、フォトクロミック顔料、示温材料、サーモクロミック材料等の機能性材料を
加えてもよい。ただし、ＩＲ吸収顔料、フォトクロミック顔料、示温材料、サーモクロミ
ック材料等の機能性材料を加える場合は、透明性を失わない顔料の選定が必要であり、本
発明における潜像印刷物の効果に影響がない範囲で加える必要がある。
【００５７】
　図７（ａ）に、第１の画像（４）に含まれる背景画像（６）の一部を拡大し、背景画像
（６）を構成する第１の画線（１０）の配置を示す。
【００５８】
　上述のように、第１の画線（１０）は画線幅（Ｗ１）を有し、所定ピッチ（Ｐ１）で所
定方向に配置されて画線群を構成することで背景画像（６）を形成する。
【００５９】
　図７（ｂ）に、第１の画像（４）に含まれる情報画像（７）の一部を拡大し、情報画像
（７）を構成する第２の画線（１２）の配置を示す。
【００６０】
　第２の画線（１２）は画線幅（Ｗ３）を有し、第１の画線（１０）と同様に所定ピッチ
（Ｐ１）で所定方向に配置されて画線群を構成することで情報画像（７）を形成する。
【００６１】
　図８（ａ）に、第２の画像（５）に含まれる第１の潜像画像（８）の一部を拡大し、こ
の画像（８）を構成する第３の画線（１３）の配置を示す。
【００６２】
　第３の画線（１３）は画線幅（Ｗ４）を有し、ピッチ（Ｐ１）で所定方向に配置されて
画線群を構成することで第１の潜像画像（８）を形成する。
【００６３】
　図８（ｂ）に、第２の画像（５）に含まれる第２の潜像画像（９）の一部を拡大し、こ
の画像（９）を構成する第４の画線（１４）の配置を示す。
【００６４】
　第４の画線（１４）は画線幅（Ｗ５）を有し、ピッチ（Ｐ１）で所定方向に配置されて
画線群を構成することで第２の潜像画像（９）を形成する。
【００６５】
　図９に、第１の画像（４）と第２の画像（５）との重ね合わせにおける適正な位置関係
を示す。第１の画像（４）に含まれる背景画像（６）を構成する第１の画線（１０）と、
情報画像（７）を構成する第２の画線（１２）とが同一ピッチ（Ｐ１）で所定方向に配置
されている。
【００６６】
　第２の画像（５）に含まれる第１の潜像画像（８）を構成する第３の画線（１３）は、
第１の画線（１０）の上に重ねて形成される。
【００６７】
　第２の画像（５）に含まれる第２の潜像画像（９）を構成する第４の画線（１４）は、
第１の画線（１０）、第２の画線（１２）のいずれも形成されていない非画線領域（１１
）に形成される。
【００６８】
　ここで、第２の画線（１２）の上部にはいかなる画線も重ねて形成されてはならない。
なお、印刷順序としては、第１の画像（４）を印刷した後、第２の画像（５）を印刷する
。
【００６９】
　光輝性インキで形成された第１の画線（１０）上に、透明性インキで形成された第３の
画線（１３）が形成される。拡散反射時には、第３の画線（１３）は不可視であるため、
第３の画線（１３）で構成された第１の潜像画像（８）は出現しない。正反射時には、第
３の画線（１３）は第１の画線（１０）に対して強いコントラストを有し、第１の潜像画
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像（８）が出現し視認可能となる。しかし、ＵＶ照射時には、光輝性インキで形成された
第１の画線（１０）にＵＶ光が吸収されるため、第３の画線（１３）は発光が抑制されて
第１の潜像画像（８）が出現しない。
【００７０】
　非画線領域（１１）において、透明インキで形成された第４の画線（１４）は、拡散反
射時、正反射時のいずれであっても出現せず第２の潜像画像（９）は不可視の状態である
。ＵＶ照射時には、第４の画線（１４）は強く発光し第２の潜像画像（９）が出現し視認
可能となる。
【００７１】
　ここで、第１の画像（４）において情報画像（７）を形成する第２の画線（１２）上に
、透明インキで形成される第３の画線（１３）又は第４の画線（１４）を重ねて形成する
と、透明インキが重なった領域は正反射光下において情報画像（７）が消失せず、第１の
潜像画像（８）の出現を妨げることとなる。そこで、第２の画線（１２）上には、透明イ
ンキによる第３の画線（１３）又は第４の画線（１４）のいずれも重ねて形成しないこと
により、正反射光下において情報画像（７）を完全に消失させることができる。
【００７２】
　第１の画像（４）の背景画像（６）を構成する第１の画線（１０）と情報画像（７）を
構成する第２の画線（１２）とを隣接して形成することが望ましく、第２の画像（５）の
第２の潜像画像（９）を構成する第４の画線（１４）を第１の画線（１０）、第２の画線
（１２）と重ならないように形成する必要があり、第３の画線（１３）の画線幅（Ｗ４）
が第１の画線（１０）の画線幅（Ｗ１）以内の幅に収まるように（Ｗ４≦Ｗ１）設計する
必要がある。
【００７３】
　第３の画線（１３）の画線面積率が大きいほど、正反射光下で出現する第１の潜像画像
（８）の視認性が高くなる。このため、第１の画線（１０）の画線幅（Ｗ１）とほぼ同じ
画線幅で設計することが望ましい。しかし、第３の画線（１３）の画線幅（Ｗ４）の値が
第１の画線（１０）の画線幅（Ｗ１）に近づく程、製造時における刷り合わせズレに対す
る許容度が小さくなる。そこで、印刷を行う機械における刷り合わせ精度を考慮して、そ
れぞれの画線幅（Ｗ１）及び画線幅（Ｗ４）を設計することが望ましい。
【００７４】
　なお、上述のように、情報画像（７）を構成する第２の画線（１２）上に第２の潜像画
像（９）を構成する第４の画線（１４）が重ならないことが、第２の潜像画像（９）の視
認性を向上させるために必要である。しかし、印刷時の刷り合わせのズレ等により、第２
の画線（１２）上に第１の潜像画像（８）を構成する第３の画線（１３）が若干重なった
としても、第３の画線（１３）は、背景画像（６）を構成する第１の画線（１０）上に重
なる面積が大きい。このため、第２の潜像画像（９）の視認性への影響は小さい。従って
、第２の画線（１２）上に第３の画線（１３）が若干重なった場合も本発明の技術的範囲
内に含まれるものとする。
【００７５】
　図１０（ａ）～（ｃ）に、光源（１５）又はＵＶ光源（１７）、潜像印刷物（１）、観
察者（１６ａ）の位置関係、並びにそれぞれにおける潜像印刷物（１）の視認状態を示す
。
【００７６】
　図１０（ａ）に示されるように、拡散反射光下、即ち潜像印刷物（１）に入射する光の
角度と、観察者（１６ａ）と潜像印刷物（１）とを結ぶ角度とが大きく異なる状態で観察
した場合、観察者（１６ａ）には第１の画像（４）が視認される。
【００７７】
　潜像印刷物（１）を、図１０（ｂ）に示されるように、正反射光下、即ち潜像印刷物（
１）に入射する光の角度と、観察者（１６ａ）と潜像印刷物（１）とを結ぶ角度がほぼ同
じ状態で観察した場合、観察者（１６ａ）には第１の潜像画像（８）が視認される。
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【００７８】
　潜像印刷物（１）を、図１０（ｃ）に示されるように、ＵＶ光源（１７）によるＵＶ光
照射時に観察した場合、観察者（１６ａ）には第２の潜像画像（９）が視認される。
【００７９】
　このように、観察状態に応じて優れたスイッチ効果により、三通りの画像が視認される
。
【００８０】
　図１１に、本実施の形態１による潜像印刷物（１）における第１の画像（４）を構成す
る第１の画線（１０）の画線幅（Ｗ１）、第２の画線（１２）の画線幅（Ｗ３）、非画線
領域（１１）の幅（Ｗ２）、第２の画像（５）を構成する第３の画線（１３）の画線幅（
Ｗ４）、第４の画線（１４）の画線幅（Ｗ５）、並びにピッチ（Ｐ１）のそれぞれの具体
的数値の一例を示す。
【００８１】
　本実施の形態１における一例によれば、第１の画像（４）を構成する第１の画線（１０
）の画線幅（Ｗ１）を０．２０ｍｍとし、第２の画線（１２）の画線幅（Ｗ３）を０．１
５ｍｍとし、非画線領域（１１）の幅（Ｗ２）を０．１５ｍｍとし、第２の画像（５）を
構成する第３の画線（１３）の画線幅（Ｗ４）を０．１８ｍｍとし、第４の画線（１４）
の画線幅（Ｗ５）を０．１５ｍｍとし、それぞれのピッチ（Ｐ１）を０．５ｍｍとする。
【００８２】
　また、第１の画線（１０）、第２の画線（１２）は、例えば、銀色のメタリックインキ
（ＵＶ　ＮＯ３　シルバー　Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ製）を用いて形成してもよい。
【００８３】
　第３の画線（１３）、第４の画線（１４）は、例えばＯＰニス（Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ製　
マットメジウム）に緑色発光顔料を２％配合したインキを用いて形成してもよい。
【００８４】
　本実施の形態１によれば、拡散反射光下と正反射光下とで第１、第２の画像がスイッチ
する効果を有する印刷物において、正反射時に出現する第１の潜像画像とＵＶ光照射時に
出現する第２の潜像画像とを異なる画像とすることが可能であり、より高い偽造防止効果
を得ることができる。
（２）実施の形態２
【００８５】
　本発明の実施の形態２による潜像印刷物について、図面を参照して説明する。
【００８６】
　実施の形態２による潜像印刷物では、画像要素としての画素により画像を構成しており
、画素は印刷物における画像を構成する最小単位に相当する。
【００８７】
　なお、画素により画像を構成して成る実施の形態２においては、課題を解決するための
手段における第１の画像要素は第１の画素、背景要素群は画素群、第２の画像要素は第２
の画素、情報要素群は画素群、第３の画像要素は第３の画素、第１の潜像画像要素群は画
素群、第４の画像要素は第４の画素、第２の潜像画像要素群は画素群として説明する。
【００８８】
　図１２に、本実施の形態２による潜像印刷物（２１）を示す。潜像印刷物（２１）は、
基材（２２）上の少なくとも一部に印刷画像（２３）を有し、印刷画像（２３）中におい
て第１の画像の上に第２の画像が重なって形成されている。基材（２２）は実施の形態１
の基材（２）と同様に、上質紙、コート紙、プラスティック板等、平坦な面を有するもの
であれば如何なるものであってもよく、材質や外形形状、寸法等に関して限定されない。
【００８９】
　印刷画像（２３）は、着色された画素を含むものであればよく、色等について限定され
ない。
【００９０】
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　図１３（ａ）に示された印刷画像２３は、図１３（ｂ）に示された第１の画像（２４）
の上面に、図１３（ｃ）に示された第２の画像（２５）を含んでいる。
【００９１】
　第１の画像（２４）は拡散反射光下において視認可能な画像であり、ＵＶ光を吸収する
特性を有する光輝性材料を含んだインキで形成されており、画素面積率（一定面積中に占
める画素面積の割合）は２０～８０％の範囲で形成することが望ましい。
【００９２】
　なお、光輝性インキの光反射特性については、実施の形態１において述べたように、イ
ンキを一般的なコート紙上に網点面積率１００％で印刷した場合、正反射光下の明度の値
が１００以上で、拡散反射光下における明度と正反射光下における明度との差が５０以上
であることが望ましい。
【００９３】
　第２の画像（２５）は、正反射光下で視認可能な第１の潜像画像と、ＵＶ光を照射され
て視認可能な第２の潜像画像とを含んでおり、発光顔料、発光染料等の発光性を有する材
料を含む透明インキで形成されている。インキは、第１の画像（２４）を形成するインキ
よりも光沢性が低くマット調を有するものが望ましい。
【００９４】
　マット系インキの光反射特性については、上記実施の形態１において述べたように、イ
ンキを一般的なコート紙上に網点面積率１００％で印刷した場合、正反射光下の明度の値
が光輝性インキの明度の値より２０以上低く、拡散反射光下における明度と正反射光下に
おける明度との差が３０以下であることが望ましい。
【００９５】
　図１４（ａ）に示された第１の画像（２４）は、図１４（ｂ）に示された背景画像（２
６）と図１４（ｃ）に示された情報画像（２７）とを含んでいる。なお、背景画像（２６
）と情報画像（２７）とは同一の光輝性インキにより形成される。ここでは、情報画像（
２７）により「日本」という情報が出現される。
【００９６】
　背景画像（２６）は階調が一定、即ち画素面積率が一定であり、面積率は２０～６０％
の範囲内であることが望ましい。これは、２０％に満たない面積率で画像を形成した場合
、正反射光下で出現する画像の視認性が低くなってしまうためである。また、第１の画像
（２４）には、背景画像（２６）の他に、情報画像（２７）及び後述する非画素領域（３
１）が必須であり、これらの画素や領域との割合を考慮すると、背景画像（６）は６０％
以下に面積率を留めることが望ましい。
【００９７】
　情報画像（２７）は、潜像画像を出現させるための有意な情報を有し、２値画像に限ら
ず多階調を有するものであってもよく、面積率は１０～４０％の範囲内であることが望ま
しい。これは、１０％に満たない面積率で画像を形成した場合、充分な濃度を得ることが
できず、視認性の低い画像しか形成できないためである。また、４０％を超える面積率で
形成するには、背景画像（２６）及び後述する非画線領域（３１）の画線面積率を大きく
削る必要があり、この場合には、正反射光下で出現する画像の視認性やＵＶ照射時に出現
する画像の視認性が大きく損なわれるためである。
【００９８】
　図１５（ａ）に示された第２の画像（２５）は、図１５（ｂ）に示された第１の潜像画
像（２８）と図１５（ｃ）に示された第２の潜像画像（２９）とを含んでいる。第１の潜
像画像（２８）は正反射時に出現する画像であり、この画像を出現させるための有意な情
報を有し多階調を有するものであってもよく、面積率は背景画像（２６）の面積率を超え
ない範囲である必要がある。ここでは、第１の潜像画像（２８）により「桜の絵柄」が出
現する。
【００９９】
　第２の潜像画像（２９）はＵＶ光照射時に出現する画像であり、この画像を出現させる



(13) JP 5533731 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

ための有意な情報を有し多階調を有するものであってもよく、面積率は１００％から第１
の画像（２４）の最大面積率を差し引いた値により決定され、２０％以上を有することが
望ましい。ここでは、第２の潜像画像（２９）により「ＯＫ」の文字が出現する。
【０１００】
　図１６に、第１の画像（２４）の一部を拡大し、第１の画像（２４）に含まれる背景画
像（２６）を形成する第１の画素（３０）、情報画像（２７）を形成する第２の画素（３
２）、第１の画素（３０）及び第２の画素（３２）のいずれも存在しない非画素領域（３
１）の配置を示す。第１の画素（３０）、第２の画素（３２）は、所定ピッチで所定方向
に、ここでは所定ピッチで図中上下左右方向のマトリクス状に規則的に配置されている。
【０１０１】
　第１の画素（３０）は画素幅、ここでは円形の画素として、例えば、直径０．４ｍｍを
有し、所定ピッチ（Ｐ１）として、例えば、ピッチ０．６ｍｍでマトリクス状に配置され
て画素群を構成することで背景画像（２６）を形成する。
【０１０２】
　第２の画素（３２）は画素幅、ここでは円形の画素として、例えば、直径０．３ｍｍを
有し、第１の画素（３０）と同じピッチ（Ｐ１）としてここではピッチ０．６ｍｍでマト
リクス状に配置されて画素群を構成することで情報画像（２７）を形成する。
【０１０３】
　非画素領域（３１）には、後述するように第２の潜像画像（２９）を形成する第４の画
素（３４）が配置される。第１の画素（３０）と第２の画素（３２）とは、必ずしも隣接
するように形成する必要はないが、非画素領域（３１）に第４の画素（３４）の配置が可
能なように、第２の画素（３２）を第１の画素（３０）に対して配置する必要がある。
【０１０４】
　第１の画素（３０）と第２の画素（３２）とが重なって形成された場合は、重なりあっ
た領域において不必要な濃淡が生じ、その濃淡が正反射光下で出現する第２の画像（２５
）に反映され望ましくない。
【０１０５】
　なお、図１６における一部拡大図において、第１の画素（３０）は横縞の画素で示され
ており、第２の画素（３２）は縦縞の画素で示されている。同様に、後述する図１７にお
ける一部拡大図において、第３の画素（３３）、第４の画素（３４）は斜縞（ハッチング
）の画素で示されている。しかし、これらの表示はそれぞれの画素の構成を区別しやすく
するために行っているものであって、実際の各画素が縦縞や斜縞等で形成されているわけ
ではない。
【０１０６】
　図１７に、第２の画像（２５）の一部を拡大し、第１の潜像画像（２８）を形成する第
３の画素（３３）、第２の潜像画像（２９）を形成する第４の画素（３４）の配置を示す
。
【０１０７】
　第３の画素（３３）は画素幅、ここでは円形の画素として、例えば、直径０．３５ｍｍ
を有し、所定ピッチ（Ｐ１）として第１の画素（３０）と同様に、例えば、ピッチ０．６
ｍｍでマトリクス状に配置されて画素群を構成することで第１の潜像画像（２８）を形成
する。
【０１０８】
　第４の画素（３４）は画素幅として、例えば、直径０．２０ｍｍを有し、所定ピッチ（
Ｐ１）としてピッチ０．６ｍｍで配置されて画素群を構成することで第２の潜像画像（２
９）を形成する。この第４の画素（３４）が、上述した非画素領域（３１）内に形成され
る。
【０１０９】
　上記第１の実施の形態と同様に、第１の画素（３０）、第２の画素（３２）には、着色
顔料を付与してもよい。着色顔料の色は、黒、赤、青又は黄色等のいずれの色相であって
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もよい。例えば、第１の画素（３０）、第２の画素（３２）を形成するインキに、光輝性
材料とともに着色顔料を混合したり、インキ同士を混ぜ合わせたりしてもよく、あらかじ
め着色インキで第１の画素（３０）、第２の画素（３２）による第１の画像（２４）と同
じ画像を形成し、その後、光輝性材料を含むインキで同じ第１の画像（２４）を重ね合わ
せて形成してもよい。
【０１１０】
　光輝性材料として、アルミニウム粉末、銅粉末、亜鉛粉末、錫粉末、真鍮粉末、リン化
鉄、酸化チタン、あるいは鱗片状マイカ粉末等、一般的な金属粉顔料を用いてもよい。
【０１１１】
　虹彩色パール顔料及び鱗片状顔料等の一般的なパール顔料、ガラスフレーク顔料又はコ
レステリック液晶顔料等の機能性顔料を用いた場合には、第１の画像（２４）の明度のみ
が変化する明暗フリップフロップ性（主に明度のみが変化する特性）のみでなく、第１の
画像（２４）の色調も変化するカラーフリップフロップ性（明度だけでなく、色調も変化
する特性）を付与することができる。
【０１１２】
　光輝性材料にＩＲ吸収顔料、フォトクロミック顔料、示温材料及びサーモクロミック材
料等の機能性材料を加えてもよい。ただし、ＩＲ吸収顔料、フォトクロミック顔料、示温
材料、サーモクロミック材料等の機能性材料を加える場合は、本発明における潜像印刷物
の効果に影響がない範囲で加える必要がある。
【０１１３】
　第３の画素（３３）、第４の画素（３４）を形成するインキは、透明である必要がある
。インキは透明であればグロス系でもマット系でも良いが、第１の画素（３０）、第２の
画素（３２）を形成するインキよりもマット系の透明インキを用いることが望ましい。マ
ット系のインキを使用すると第１の画像（２４）に達する光の量を遮る割合が高くなり、
第２の画像（２５）の視認性が高くなる。
【０１１４】
　また、この透明なインキには、蛍光顔料や燐光顔料、蓄光顔料等の発光顔料の他に、Ｉ
Ｒ吸収顔料、フォトクロミック顔料、示温材料、サーモクロミック材料等の機能性材料を
加えてもよい。ただし、ＩＲ吸収顔料、フォトクロミック顔料、示温材料、サーモクロミ
ック材料等の機能性材料を加える場合は、透明性を失わない顔料の選定が必要であり、本
発明における潜像印刷物の効果に影響がない範囲で加える必要がある。
【０１１５】
　図１８に、第１の画像（２４）と第２の画像（２５）との重ね合わせにおける適正な位
置関係を示す。第１の画像（２４）に含まれる背景画像（２６）を構成する第１の画素（
３０）と、情報画像（２７）を構成する第２の画素（３２）とが同一ピッチ（Ｐ１）で配
置されている。
【０１１６】
　第２の画像（２５）に含まれる第１の潜像画像（２８）を構成する第３の画素（３３）
は、第１の画素（３０）の上に重ねて形成される。
【０１１７】
　第２の画像（２５）に含まれる第２の潜像画像（２９）を構成する第４の画素（３４）
は、第１の画素（３０）、第２の画素（３２）のいずれも形成されていない非画素領域（
３１）に形成される。
【０１１８】
　ここで、第２の画素（３２）の上部にはいかなる画素も重ねて形成されてはならない。
印刷順序としては、第１の画像（２４）を印刷した後、第２の画像（２５）を印刷する。
【０１１９】
　光輝性インキで形成された第１の画素（３０）上に、透明性インキで形成された第３の
画素（３３）が形成される。拡散反射時には、第３の画素（３３）は不可視であるため、
第３の画素（３３）で構成された第１の潜像画像（２８）は出現しない。正反射時には、
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第３の画素（３３）は第１の画素（３０）に対して強いコントラストを有し、第１の潜像
画像（２８）が出現し視認可能となる。しかし、ＵＶ照射時には、光輝性インキで形成さ
れた第１の画素（３０）にＵＶ光が吸収されるため、第３の画素（３３）は発光が抑制さ
れて第１の潜像画像（２８）が出現しない。
【０１２０】
　非画素領域（３１）において、透明インキで形成された第４の画素（３４）は、拡散反
射時、正反射時のいずれであっても出現せず第２の潜像画像（２９）は不可視状態である
。ＵＶ照射時には、第４の画素（３４）は強く発光し、第２の潜像画像（２９）が出現し
視認可能となる。
【０１２１】
　ここで、第１の画像（２４）において情報画像（２７）を形成する第２の画素（３２）
上に、透明インキで形成される第３の画素（３３）又は第４の画素（３４）を重ねて形成
すると、透明インキが重なった領域は正反射光下において情報画像（２７）が消失せず、
第１の潜像画像（２８）の出現を妨げることとなる。そこで、第２の画素（３２）上には
、透明インキによる第３の画素（３３）又は第４の画素（３４）のいずれも重ねて形成し
ないことにより、正反射光下において情報画像（２７）を完全に消失させることができる
。
【０１２２】
　第１の画像（２４）の背景画像（２６）を構成する第１の画素（３０）と情報画像（２
７）を構成する第２の画素（３２）とを隣接して形成することが望ましく、第２の画像（
２５）の第２の潜像画像（２９）を構成する第４の画素（３４）を第１の画素（３０）、
第２の画素（３２）と重ならないように形成する必要があり、第３の画素（３３）の画素
幅が第１の画素（３０）の画素幅以内の幅に収まるように、第３の画素（３３）の画素幅
≦第１の画素（３０）の画素幅で設計する必要がある。
【０１２３】
　第３の画素（３３）の画素面積率が大きいほど、正反射光下で出現する第１の潜像画像
（２８）の視認性が高くなる。このため、第１の画素（３０）の画素幅とほぼ同じ画素幅
で設計することが望ましい。しかし、第３の画素（３３）の画素幅の値が第１の画素（３
０）の画素幅に近づく程、製造時における刷り合わせズレに対する許容度が小さくなる。
そこで、印刷を行う機械における刷り合わせ精度を考慮して、それぞれ第１の画素（３０
）の画素幅及び第３の画素（３３）の画素幅を設計することが望ましい。
【０１２４】
　なお、上述のように、情報画像（２７）を構成する第２の画素（３２）上に第２の潜像
画像（２９）を構成する第４の画素（３４）が重ならないことが、第２の潜像画像（２９
）の視認性を向上させるために必要である。しかし、印刷時の刷り合わせのズレ等により
、第２の画素（３２）上に第１の潜像画像（２８）を構成する第３の画素（３３）が若干
重なったとしても、第３の画素（３３）は、背景画像（２６）を構成する第１の画素（３
０）上に重なる面積が大きい。このため、第２の潜像画像（２９）の視認性への影響は小
さい。従って、第２の画素（３２）上に第３の画素（３３）が若干重なった場合も本発明
の技術的範囲内に含まれるものとする。
【０１２５】
　図１９（ａ）～（ｃ）に、光源（３５）又はＵＶ光源（３７）、潜像印刷物（２１）、
観察者（３６ａ）の位置関係、並びにそれぞれにおける潜像印刷物（２１）の視認状態を
示す。
【０１２６】
　図１９（ａ）に示されるように、拡散反射光下、即ち潜像印刷物（２１）に入射する光
の角度と、観察者（３６ａ）と潜像印刷物（２１）とを結ぶ角度とが大きく異なる状態で
観察した場合、観察者（３６ａ）には第１の画像（２４）が視認される。
【０１２７】
　潜像印刷物（２１）を、図１９（ｂ）に示されるように、正反射光下、即ち潜像印刷物
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ほぼ同じ状態で観察した場合、観察者（３６ａ）には第１の潜像画像（２８）が視認され
る。
【０１２８】
　潜像印刷物（２１）を、図１９（ｃ）に示されるように、ＵＶ光源（３７）によるＵＶ
光照射時に観察した場合、観察者（３６ａ）には第２の潜像画像（２９）が視認される。
このように、観察状態に応じて優れたスイッチ効果により三通りの画像が視認される。
【０１２９】
　本実施の形態２によれば、上記実施の形態１と同様に、拡散反射光下と正反射光下とで
第１、第２の画像がスイッチする効果を有する印刷物において、正反射時に出現する第１
の潜像画像とＵＶ光照射時に出現する第２の潜像画像とを異なる画像とすることが可能で
あり、より高い偽造防止効果を得ることができる。
【０１３０】
　上記実施の形態１、２における潜像印刷物の印刷方式は、オフセット印刷、フレキソ印
刷、凸版印刷、グラビア印刷、スクリーン印刷及び凹版印刷等のあらゆる印刷方式で形成
することが可能である。また、金属インクを用いることが可能であればＩＪＰやレーザプ
リンタ、昇華型プリンタ等の各種デジタル出力機でも形成することができ、この場合には
、一枚、一枚の出力物の情報を変える、いわゆる可変印刷を実施することができる。
【０１３１】
　上記実施の形態はいずれも一例であって、本発明の技術的範囲内において様々に変形す
ることが可能である。
【符号の説明】
【０１３２】
１、２１　潜像印刷物
２、２２　基材
３、２３　印刷画像
４、２４　第１の画像
５、２５　第２の画像
６、２６　背景画像
７、２７　情報画像
８、２８　第１の潜像画像
９、２９　第２の潜像画像
１０　第１の画線
１１　非画線領域
１２　第２の画線
１３　第３の画線
１４　第４の画線
１５、３５　光源
１６ａ、１６ｂ、１６ｃ、３６ａ、３６ｂ、３６ｃ、　観察者
１７、３７　光源
３０　第１の画素
３１　非画素領域
３２　第２の画素
３３　第３の画素
３４　第４の画素
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】
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