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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
水不溶性でかつ有機溶剤可溶性の通常の光源下で発色する染料および／または顔料（但し
、粉状物質との混合物の造粒物を除く）を１種類以上含む塗工層が少なくともシート状物
の片面に存在し、
前記塗工層上に填料およびバインダーを含む塗工層が存在しており、
１種類以上の有機溶剤の滴下による改竄の痕跡を可視光下で視認できるようにしたことを
特徴とする偽造防止用シート状物。
【請求項２】
溶解度パラメーターの異なる２種類以上の有機溶剤をそれぞれ滴下したときに、いずれの
場合でも滴下の痕跡を可視光下で視認できることを特徴とする請求項１記載の偽造防止用
シート状物。
【請求項３】
シート状物が木材パルプを主原料としたものであることを特徴とした、請求項１又は２記
載の偽造防止用シート状物。
【請求項４】
水不溶性でかつ有機溶剤可溶性の通常の光源下で発色する染料（但し、粉状物質との混合
物の造粒物を除く）がアゾ系染料、アミノケトン系染料、クマリン系染料であることを特
徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の偽造防止用シート状物。
【請求項５】
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水不溶性でかつ有機溶剤可溶性の通常の光源下で発色する顔料（但し、粉状物質との混合
物の造粒物を除く）がアゾ系顔料、フタロシアニン系顔料であることを特徴とする請求項
１～３のいずれか１項に記載の偽造防止用シート状物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は偽造防止用シート状物に関する。詳しくは有機溶剤を用いて改竄を試みても、
その痕跡を可視光下で容易に視認することのできる偽造防止用シート状物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　紙幣、商品券、パスポート、株券、小切手等は不正に偽造されないように各種の偽造防
止対策が施されている。例えば、自然光や通常の照明下で、特殊な機器を用いずに容易に
視認できる偽造防止手段を施すことが考えられている。この考えに基づき、改竄された痕
跡が容易に視認できる偽造防止用紙や偽造防止印刷物、およびこれらに使用する材料の提
案が以下に示すように各種なされている。
【０００３】
　例えば、特許文献１や特許文献２では、マンガンのフェロサイトアナイドを用紙中に含
ませ、金額欄に記載された文字をインク消しを用いて消そうとすると褐色に変色する証券
用紙の提案がある。
【０００４】
　特許文献３には、酸化剤により変色する物質とタンニン質と浸透剤を用紙に加工し、イ
ンク消しで改竄すると消滅することのない色が出る改竄防止用紙の提案がある。
【０００５】
　特許文献４には、水溶性のピレンスルホン酸金属塩系の反応性蛍光染料を用紙中に含有
させ、インク消しや弱アルカリで改竄を試みると蛍光色を呈する安全紙の提案がある。
【０００６】
　特許文献５には、ロイコ染料とフェノール性物質、バインダーを主成分とする発色層を
用紙表面に設け、有機溶剤で改竄を試みた場合有機溶剤の浸透でロイコ染料とフェノール
性物質が溶出し、両者が化学反応し発色する改竄防止用紙の提案がある。さらには、特許
文献６～９には、ロイコ染料と顕色剤を組み合わせることにより、有機溶剤に反応して発
色する改竄防止技術を設けたラベルやシールの提案がされている。
【０００７】
　また、本出願人は先に特許文献１０において、水不溶性でかつ有機溶剤可溶性の蛍光染
料粒子を用紙中に含ませ、有機溶剤で改竄を試みると染料が溶出浸透し蛍光色を呈する偽
造防止用紙の提案を行った。しかしながら、この用紙に有機溶剤を滴下すると有機溶剤の
浸透が悪いため、改竄の痕跡が明確に判断できない場合があった。また、印刷適性が低い
ため用途が限られていた。
【０００８】
【特許文献１】特許第７８７７４号
【特許文献２】特許第７７９６２号
【特許文献３】特許第１３６２８６号
【特許文献４】特許第１４１４４８３号
【特許文献５】特開昭６３－１８２４９６号
【特許文献６】特開平０７－２７１３０２号
【特許文献７】特開平１０－２５０２２８号
【特許文献８】特開平１０－２６８７７２号
【特許文献９】特開２００３－２９６３７号
【特許文献１０】特開２０００－１２９５９６号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００９】
　印刷物の表面に印刷された内容を改竄する目的で、各種の有機溶剤を使用して印刷イン
キを除去しようとした際に、容易に改竄の痕跡を視認できる偽造防止手段があると便利で
ある。本発明は、このような手段として有用な偽造防止用シート状物を提供することを課
題とする。具体的には、溶解度パラメーターの異なる複数の種類の有機溶剤を滴下した場
合であっても滴下部分が発色し、可視光下で容易に改竄の痕跡を確認することができる偽
造防止用シート状物を提供することである。また、シート状物における有機溶剤の浸透や
拡散を向上させることにより、発色がより鮮明になるような手段を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　すなわち本発明の請求項１に係る発明は、水不溶性でかつ有機溶剤可溶性の染料および
／または顔料を１種類以上含有し、１種類以上の有機溶剤の滴下による改竄の痕跡を可視
光下で視認できるようにしたことを特徴とする偽造防止用シート状物である。
【００１１】
　すなわち本発明の請求項２に係る発明は、水不溶性でかつ有機溶剤可溶性の染料および
／または顔料を１種類以上含む塗工層が少なくともシート状物の片面に存在し、１種類以
上の有機溶剤の滴下による改竄の痕跡を可視光下で視認できるようにしたことを特徴とす
る偽造防止用シート状物である。
【００１２】
　すなわち本発明の請求項３に係る発明は、填料およびバインダーを含む塗工層が存在す
ることを特徴とする請求項１または２に記載の偽造防止用シート状物である。
【００１３】
　すなわち本発明の請求項４に係る発明は、溶解度パラメーターの異なる２種類以上の有
機溶剤をそれぞれ滴下したときに、いずれの場合でも滴下の痕跡を可視光下で視認できる
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の偽造防止用シート状物である。
【００１４】
　すなわち本発明の請求項５に係る発明は、シート状物が木材パルプを主原料としたもの
であることを特徴とした、請求項１～４のいずれか１項に記載の偽造防止用シート状物で
ある。
【００１５】
　すなわち本発明の請求項６に係る発明は、水不溶性でかつ有機溶剤可溶性の染料がアゾ
系染料、アミノケトン系染料、クマリン系染料であることを特徴とする請求項１～５のい
ずれか１項に記載の偽造防止用シート状物である。
【００１６】
　すなわち本発明の請求項７に係る発明は、水不溶性でかつ有機溶剤可溶性の顔料がアゾ
系顔料、フタロシアニン系顔料であることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記
載の偽造防止用シート状物である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明による偽造防止用シート状物によれば、水不溶性でかつ有機溶剤可溶性の染料お
よび／または顔料を１種類以上含む塗工層が設けられ、さらには填料およびバインダーを
含む塗工層が存在することによって、印刷物の表面に印刷された内容を改竄する目的で、
各種の有機溶剤を使用して印刷インキを除去しようとした際に、容易に改竄の痕跡を視認
できるので、紙幣、商品券、パスポート、株券、小切手等の偽造防止手段として好ましく
使用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明で使用する染料および／または顔料は水不溶性でかつ有機溶剤可溶性であること
が必要である。水溶性であるとシート状物製造中等において、該染願料粒子が水中に溶解
してしまい本発明の目的を達成できなくなるからである。また、偽造防止用紙は油溶性の
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インキを使用した印刷を施したり、住所、氏名、金額などの可変情報を油溶性のインキを
使用したボールペンで記載したりすることが一般的であり、これらの情報を改竄するため
には有機溶剤が用いられることが必要となる。そのため、本発明で用いる染料および／ま
たは顔料が有機溶剤に可溶でないと、有機溶剤を用いて改竄を試みた際に改竄の痕跡を視
認できなくなるからである。
【００１９】
　本発明で使用する染料および／または顔料は、有機溶剤を用いて改竄を試みた際に改竄
の痕跡が通常の光原のもとで発色するものであって、有色となり、目視により容易に確認
できるものが好ましい。
【００２０】
　本発明で使用する染料粒子は水不溶性でかつ有機溶剤可溶性であればどのようなもので
も使用できる。例えば、アゾ系、アミノケトン系、クマリン系、オキサゾール系、ピラリ
ゾン系といった各種染料が挙げられるが、これらに限定されるものではない。この種の染
料としては染料メーカーから販売されているが、実例を商品名で挙げると「Ｏｉｌ　Ｒｅ
ｄ　５Ｂ」（オリエント化学工業（株）製造）、「Ｙｅｌｌｏｗｆｌｕｏｒ　１０ＧＮ」
（ランクセス（株）製造）、「Ｋａｙａｓｅｔ　Ｆｌａｖｉｎｅ　ＦＮ」（日本化薬（株
）製造）、「Ｌｅｕｃｏｐｈｅｒ　ＥＦ　２Ｎ」（クラリアント（株）製造）、「ＴＢＯ
」（住友精化（株）製造）、「Ｋａｙａｓｅｔ　Ｒｅｄ　ＳＦ－Ｒ」（日本化薬（株）製
造）、「ＶＡＬＩＦＡＳＴ　ＢＬＵＥ　１６０５」（オリエント化学工業（株）製造）、
「Ｏｉｌ　Ｇｒｅｅｎ　ＢＧ」（オリエント化学工業（株）製造）、「ＶＡＬＩＦＡＳＴ
　ＲＥＤ　２３０３」（オリエント化学工業（株）製造）、「Ｏｉｌ　Ｂｌｕｅ　ＢＯＳ
」（オリエント化学工業（株）製造）、「ＳＰＩＬＯＮ　ＲＥＤ　ＧＥＨ　Ｓｐｅｃｉａ
ｌ」（保土ヶ谷化学工業（株）製造）、「ＭＡＣＲＯＬＥＸ　ＶＩＯＬＥＴ　３Ｒ」（ラ
ンクセス（株）製造）、「ＭＡＣＲＯＬＥＸ　Ｒｅｄ　５Ｂ　ＦＧ」（ランクセス（株）
製造）、「ＭＡＣＲＯＬＥＸ　Ｇｒｅｅｎ　５Ｂ」（ランクセス（株）製造）、「Ｋａｙ
ａｆｅｃｔ　Ｂｌｕｅ　Ｔ」（日本化薬（株）製造）、「Ｋａｙａｓｅｔ　Ｂｌｕｅ　８
１４」（日本化薬（株）製造）、「ＳＰＩＬＯＮ　ＢＬＵＥ　２ＢＮＨ」（保土ヶ谷化学
工業（株）製造）、「ＳＰＩＲＯＮ　ＧＲＥＥＮ　３ＧＮＨ　Ｓｐｅｃｉａｌ」（保土ヶ
谷化学工業（株）製造）等であるが、これらに限定されるものではない。これらの中でも
特に、アゾ系染料、アミノケトン系染料、クマリン系染料を用いると、可視光下での発色
が有色で鮮やかとなるので好ましい。
【００２１】
　本発明で用いられる顔料としては、アゾ系、フタロシアニン系・アントラキノン系・ペ
ルリン系・ピランスロン系、キナクリドン系・ジオキサジン系・イソインドリノン系、チ
オインジゴ系、キノフタロン系・金属系・ピグメント系・カーボン系・酸化硫黄系・亜酸
化銅系、硫酸塩系、炭酸塩系、ケイ酸塩系、クロム酸塩系、アルミン酸塩系、フェロシア
ン系等の有機顔料または無機顔料が挙げられるが、これらに限定されるものではない。実
例を商品名で挙げると、「ＴＢ－２００　Ｒｅｄ　ＧＹ」、「ＴＢ－５００　Ｏｒａｎｇ
ｅ　Ｒ」、「ＴＢ－５２０ＢＬＵＥ　２Ｂ」、「ＴＢ－５１０　Ｇｒｅｅｎ　Ｂ」、「セ
イカファーストカーミン１４７６Ｔ－７」、「Ａ１２０　レッド」、「４３０　ブリリア
ントボルドー　１０Ｂ」、「モノアゾレーキ１０Ｇ」、「セイカファーストレッド　１１
６」、「セイカファーストエロー　１９８３－１０Ｇ」（いずれも大日精化工業（株）製
造）等があるが、これらに限定されるものではない。特に、アゾ系顔料、フタロシアニン
系顔料を用いると、可視光下での発色が有色で鮮やかとなるので好ましい。
【００２２】
　本発明で用いる染料および／または顔料は、粒子状のものを用いる。粒子の大きさは、
通常２００μｍ以下であるが、本発明では塗料中に分散して使用する目的から粒子径は５
０μｍ以下のものを使用するのが好ましい。
【００２３】
　本発明に用いる染料および／または顔料は、必要に応じて２種類以上の染料および／ま



(5) JP 5083796 B2 2012.11.28

10

20

30

40

50

たは顔料を混合して用いることが好ましい。特に、溶解度パラメーターが異なる２種類以
上の有機溶剤に溶解可能となるように異なる染料および／または顔料を選択して混合使用
すると、様々な有機溶剤を用いた改竄にも任意に対応できるので特に好ましい。
【００２４】
　改竄に用いられる有機溶剤としてはメタノール、エタノール、アニリン、イソプロピル
アルコール、アセトン、メチルエチルケトン、クロロホルム、クレゾール、アセトニトリ
ル、ベンゼン、シクロヘキサン、酢酸エチル、トルエン、オクタン等の各種有機溶剤やこ
れらの混合物、石油中間留分であるナフサなどが考えられる。これらの有機溶剤は溶解度
パラメーターの違いから、溶出させることのできる染料や顔料の種類が異なる。そのため
、前述のように２種類以上の水不溶性でかつ有機溶剤可溶性の染料および／または顔料を
混合してシート状物に含ませることにより、溶解性の異なる複数の有機溶剤に対して発色
性を示すため、染料や顔料を単独で使用した場合に比べて、より高度な改竄防止効果が得
られる。
【００２５】
　溶解度パラメーターとはｓｐ値とも呼ばれている値で、ポリマーと溶媒との溶解性を決
める一つの因子である。一般に、極性をもつポリマーは極性溶媒に溶けやすく、非極性溶
媒には溶けにくい傾向がある。一方非極性のポリマーは逆の傾向になる。この親和性の強
さを判断する因子が溶解度パラメーターでありδで示される。ある液体のモル蒸発熱をΔ
Ｈ、モル体積をＶとしたときにδ＝（ΔＨ／Ｖ）１／２で定義される。代表的な溶剤の溶
解度パラメーターの値を表１に示した。
（表１）各種溶剤の溶解度パラメーター
ｓｐ値：溶解度パラメーター値

【００２６】
　本発明で基材として用いられるシート状物としては、紙、フィルム、不織布、合成紙等
が挙げられる。紙としては、製紙用として一般的に用いられている木材パルプ、例えば針
葉樹晒クラフトパルプ（ＮＢＫＰ）、広葉樹晒クラフトパルプ（ＬＢＫＰ）、針葉樹晒サ
ルファイトパルプ（ＮＢＳＰ）、サーモメカニカルパルプ（ＴＭＰ）等の単独もしくは混
合物を主体にして、これに必要に応じて麻、竹、藁、ケナフ等の非木材パルプやカチオン
化パルプ、マーセル化パルプ等の変性パルプ、ミクロフィブリル化パルプ、レーヨン、ビ
ニロン、ナイロン、アクリル、ポリエステル等の再生繊維、半合成繊維、合成繊維を適宜
混合して用いることができる。フィルムとしては、ポリエステル系樹脂、ポリエチレンテ
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レフタレート系樹脂、ジアセテート系樹脂、トリアテセート系樹脂、アクリル系樹脂、ポ
リカーボネート系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリイミド系樹脂、セロハン、セルロイ
ド等の材料が挙げられる。不織布としてはレーヨン、ビニロン、ナイロン、アクリル、ポ
リエステル、綿、パルプ、麻、羊毛、ガラス繊維等の材料を使用して乾式、湿式、直接式
で製造したものが挙げられる。合成紙としては、例えばポリプロピレン、ポリスチレン、
ポリエチレン、エチレンープロピレン共重合体、エチレンー酢酸ビニル共重合、ポリ塩化
ビニル、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリアミド等を原
材料とし、延伸法により製造した物が挙げられるが、いずれも上記したものに限定される
ものではない。
【００２７】
　本発明において、シート状物に染料および／または顔料を含ませる方法としては、通常
使用される一般的な方法が使用できる。例えば紙、不織布であれば原料中に分散すること
が考えられ、フィルムであれば原料への練り込み等の対応が可能である。この他シート状
物の表面への塗工を行うことも可能である。
【００２８】
　本発明において、染料および／または顔料をシート状物に塗工する場合、カオリン、炭
酸カルシウム、酸化チタン、クレー、タルク、水酸化アルミニウム、酸化亜鉛、ケイ酸ア
ルミニウム、ケイ酸カルシウム、合成非晶質シリカ、ゼオライト等の無機系填料やスチレ
ン系あるいはアクリル系プラスチックピグメント、ポリエチレン等の一般的に塗工用とし
て使用される填料成分を適用することが好ましい。これらを全く含まないと塗工層中への
有機溶剤の浸透が遅く、染料が溶出する現象の妨げとなり、さらにはブリスター、ブロッ
キングの原因となる場合もあるので好ましくない。
【００２９】
　本発明における染料および／または顔料を含む塗工層には、当該染料および／または顔
料を０．０５～３．０質量％配合することが好ましい。３．０質量％より多く配合すると
製造機械を汚したり、裏写りを引き起こしたりするので好ましくない。０．０５質量％未
満だと発色が弱くなるため十分な効果が得られないため好ましくない。
【００３０】
　本発明において染料および／または顔料を含む塗工層には、バインダーを全填料に対し
て１０～８０質量部配合することが好ましい。１０質量部未満であるとバインダー量が不
足するので塗料としての強度が弱くなり好ましくない。また８０質量部を超えると塗料と
しての強度は十分であるが、ブロッキングや塗工層表面のべたつき等の現象が著しくなる
ので好ましくない。バインダーとしては、例えば合成高分子ラテックスとしてアクリル系
、スチレン系、スチレン－アクリル系、スチレン－ブタジエン系などの各種共重合体を用
いることができる。更に、ポリビニルアルコール、カルボキシメチルセルロース等の合成
バインダー、酸化デンプン、エーテル化デンプン、エステル化デンプン、酵素変性デンプ
ン等のデンプン、変性デンプン、デンプン誘導体、カゼイン等の天然系バインダーも使用
することができる。また、必要に応じて、分散剤、保水剤、消泡剤、耐水化剤、防かび剤
、抗菌剤等の各種助剤も適宜配合することができる。
【００３１】
　本発明において、偽造防止用シート状物表面に填料およびバインダーを含む塗工層を設
けることにより、例えば、染料および／または顔料を含んでいる塗工層を隠蔽することが
できるといったような種々の効果が得られるので好ましい。
【００３２】
　また、填料およびバインダーを含む塗工層を設けることにより、染料および／または顔
料を含む層への溶剤の浸透を向上させることができ、かつ溶出した染料および／または顔
料のシート状物表面への拡散、定着も向上することができる。その結果、発色が鮮明とな
り、目視での視認がより容易となる。さらには、この塗工層を設けることで、シート状物
の印刷適性を向上させることも可能となるので好ましい。
【００３３】
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　填料およびバインダーを含む塗工層に用いる填料としては、カオリン、軽質炭酸カルシ
ウム、重質炭酸カルシウム、タルク、酸化チタン、シリカ、クレー、プラスチックピグメ
ント、コロイダルシリカ、アルミナ、水酸化アルミニウム、硫酸カルシウム、硫酸バリウ
ム、酸化亜鉛、サチンホワイト、ケイ酸アルミニウム、ケイ酸マグネシウム、ケイ酸カル
シウム、炭酸マグネシウム、ゼオライト等の紙塗工用として一般的に用いられる填料が適
用できる。
【００３４】
　填料およびバインダーを含む塗工層には、バインダーを填料に対して５～２５質量部配
合すると好ましい。バインダーとしては、アクリル系、スチレン系、スチレン－アクリル
系、スチレン－ブタジエン系、尿素、無水マレイン酸、エチレン－酢酸ビニル共重合体、
メラミン、メタクリレート系などの各種合成高分子、ポリビニルアルコール、カルボキシ
メチルセルロース、カルボキシエチルセルロース、アクリル酸エステル等の合成バインダ
ー、または酸化デンプン、エーテル化デンプン、エステル化デンプン、酵素変性デンプン
等のデンプン、変性デンプン、デンプン誘導体、カゼイン、大豆タンパク、ゼラチン等の
天然系バインダーを使用することができる。また、必要に応じて、分散剤、保水剤、消泡
剤、耐水化剤、防かび剤、抗菌剤等の各種助剤も適宜配合することができる。
【００３５】
　本発明において、染料および／または顔料を含む塗工層を設ける際にはエアナイフコー
ター、ブレードコーター、ダイコーター、ロールコーター、グラビアコーター、バーコー
ター、ゲートロールコーター等の一般的な塗工機が使用できる。
【００３６】
　本発明において、染料および／または顔料を含む塗工層を設ける際に印刷機を使用し塗
工層が文字を形成するようにしても良い。これにより有機溶剤で改竄を試みると文字を浮
き上がらせることができ、偽造防止効果を一層向上させることができるので好ましい。
【００３７】
　以下に実施例を述べるが、文中の「質量部」、「ｇ／ｍ２」は固形分換算の数値を意味
する。
［実施例１］
　カオリン７０質量部、炭酸カルシウム３０質量部、バインダーとしてデンプン５質量部
、ＳＢＲラテックス（商品名「スマーテックスＳＮ－３２２」日本エイアンドエル（株）
製造）１５質量部を主体とする水性塗料（濃度３５質量％）を常法に従い調製した（これ
を塗料Ａとする）。これに平均粒径が４μｍの水不溶性でかつ有機溶剤可溶性のアンスラ
キノン系染料粒子（商品名「ＭＡＣＲＯＬＥＸ　Ｒｅｄ　Ｖｉｏｌｅｔ　Ｒ」ランクセス
（株）製造）を塗料固形分に対し１質量部、平均粒径が３μｍの水不溶性でかつ有機溶剤
可溶性のピラリゾン系染料粒子（商品名「Ｋａｙａｓｅｔ　Ｆｌａｖｉｎｅ　ＦＮ」日本
化薬（株）製造）を塗料固形分に対し５質量部添加した（これを塗料Ｂとする）。この塗
料Ｂを針葉樹晒クラフトパルプ（ＮＢＫＰ）４０質量部、広葉樹晒クラフトパルプ（ＬＢ
ＫＰ）６０質量部を４００ｍｌＣ．Ｓ．Ｆ．に叩解し、白土、紙力増強剤、サイズ剤を加
えたスラリーを長網抄紙機で坪量６０ｇ／ｍ２に抄造した原紙片面にエアナイフコーター
を用いて１０ｇ／ｍ２塗工した。さらにこの塗工層上に塗料Ａを１５ｇ／ｍ２塗工し、坪
量が８５ｇ／ｍ２の偽造防止用シート状物を得た。
【００３８】
［実施例２］
　針葉樹晒クラフトパルプ（ＮＢＫＰ）４０質量部、広葉樹晒クラフトパルプ（ＬＢＫＰ
）６０質量部を４００ｍｌＣ．Ｓ．Ｆ．に叩解し、これに紙力増強剤０．４質量部、サイ
ズ剤０．３質量部、硫酸バンドを適量添加しパルプスラリーを調整した。これに平均粒径
が４μｍのアンスラキノン系染料粒子（商品名「ＭＡＣＲＯＬＥＸ　Ｒｅｄ　Ｖｉｏｌｅ
ｔ　Ｒ」ランクセス（株）製造）を１．０質量部、平均粒径が３μｍの水不溶性でかつ有
機溶剤可溶性のピラリゾン系染料粒子（商品名「Ｋａｙａｓｅｔ　Ｆｌａｖｉｎｅ　ＦＮ
」日本化薬（株）製造）を３．０質量部混合した後、常法に従い長網抄紙機で９５ｇ／ｍ
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２の偽造防止用シート状物を得た。
【００３９】
［実施例３］
　実施例２と同様の方法で針葉樹晒クラフトパルプ（ＮＢＫＰ）４０質量部、広葉樹晒ク
ラフトパルプ（ＬＢＫＰ）６０質量部を４００ｍｌＣ．Ｓ．Ｆ．に叩解し、これに紙力増
強剤０．４質量部、サイズ剤０．３質量部、硫酸バンドを適量添加しパルプスラリーを調
整した。これに平均粒径が３μｍのピグメント系顔料粒子（商品名「Ｓｕｍｉｋａｐｒｉ
ｎｔ　Ｒｅｄ　ＢＦ」住化カラー（株）製造）を３．０質量部、平均粒径４μｍのピグメ
ント系顔料粒子（商品名「Ｓｕｍｉｋａｐｒｉｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　２ＲＮ」住化カラー
（株）製造）を５．０質量部混合した後、常法に従い長網抄紙機で９５ｇ／ｍ２の偽造防
止用シート状物を得た。
【００４０】
［実施例４］
　カオリン７０質量部、炭酸カルシウム３０質量部、バインダーとしてデンプン５質量部
、ＳＢＲラテックス（商品名「スマーテックスＳＮ－３２２」）１５質量部を主体とする
水性塗料（濃度３５質量％）を常法に従い調製し、塗料Ａとした。これに平均粒径が４μ
ｍの水不溶性でかつ有機溶剤可溶性のアゾ系染料粒子（商品名「ＳＰＩＬＯＮ　ＲＥＤ　
ＧＥＨ　Ｓｐｅｃｉａｌ」）を塗料固形分に対し１質量部、平均粒径が４μｍの水不溶性
でかつ有機溶剤可溶性のアゾ系染料粒子（商品名「ＳＰＩＬＯＮ　ＢＬＵＥ　２ＢＮＨ」
）を塗料固形分に対し５質量部添加し、塗料Ｂとした。この塗料Ｂを針葉樹晒クラフトパ
ルプ（ＮＢＫＰ）４０質量部、広葉樹晒クラフトパルプ（ＬＢＫＰ）６０質量部に白土、
紙力増強剤、サイズ剤を加えたスラリーを長網抄紙機で坪量６０ｇ／ｍ２に抄造した原紙
片面にエアナイフコーターを用いて１０ｇ／ｍ２塗工した。さらにこの塗工層上に塗料Ａ
を１５ｇ／ｍ２塗工し、坪量が８５ｇ／ｍ２の偽造防止用シート状物を得た。
【００４１】
［実施例５］
　カオリン７０質量部、炭酸カルシウム３０質量部、バインダーとしてデンプン５質量部
、ＳＢＲラテックス（商品名「スマーテックスＳＮ－３２２」）１５質量部を主体とする
水性塗料（濃度３５質量％）を常法に従い調製し、塗料Ａとした。これに平均粒径が３μ
ｍの水不溶性でかつ有機溶剤可溶性のアゾ系顔料粒子（商品名「モノアゾレーキ１０Ｇ」
）を塗料固形分に対し１質量部、平均粒径が４μｍの水不溶性でかつ有機溶剤可溶性のア
ゾ系染料粒子（商品名「シアニンブルーＨＳ－３」大日精化（株）製造）を塗料固形分に
対し５質量部添加し、塗料Ｂとした。この塗料Ｂを針葉樹晒クラフトパルプ（ＮＢＫＰ）
４０質量部、広葉樹晒クラフトパルプ（ＬＢＫＰ）６０質量部に白土、紙力増強剤、サイ
ズ剤を加えたスラリーを長網抄紙機で坪量６０ｇ／ｍ２に抄造した原紙片面にエアナイフ
コーターを用いて１０ｇ／ｍ２塗工した。さらにこの塗工層上に塗料Ａを１５ｇ／ｍ２塗
工し、坪量が８５ｇ／ｍ２の偽造防止用シート状物を得た。
【００４２】
［実施例６］
　ポリプロピレン製の合成紙（ユポＦＰＧ＃１１０，（株）ユポ・コーポレーション社製
）を用意し、これにバーコーターを用いて、実施例４で使用した塗料Ｂを１０ｇ／ｍ２塗
工した。さらにこの塗工層上に実施例４で使用した塗料Ａを１５ｇ／ｍ２塗工し、偽造防
止用シート状物を得た。
【００４３】
［実施例７］
　表面に親水化処理を施したポリエチレンテレフタレート製フィルムシート（厚さ１１０
μｍ）を用意し、これにバーコーターにて実施例５で使用した塗料Ｂを固形分質量で１０
ｇ／ｍ２塗工した。さらにこの塗工層上に実施例５で使用した塗料Ａを１５ｇ／ｍ２塗工
して偽造防止用シート状物を得た。
【００４４】
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［実施例８］
　坪量５０ｇ／ｍ２のポリエステル不織布を用意し、これにロールコーターにて実施例５
で使用した塗料Ｂを固形分質量で１０ｇ／ｍ２塗工した。さらにこの塗工層上に実施例５
で使用した塗料Ａを１５ｇ／ｍ２塗工して偽造防止用シート状物を得た。
【００４５】
［比較例１］
　実施例１と同様の方法で針葉樹晒クラフトパルプ（ＮＢＫＰ）４０質量部、広葉樹晒ク
ラフトパルプ（ＬＢＫＰ）６０質量部を４００ｍｌＣ．Ｓ．Ｆ．に叩解し、これに紙力増
強剤０．４質量部、サイズ剤０．３質量部、硫酸バンドを適量添加しパルプスラリーを調
整した。これにフタロシアニン系のカチオン性直接染料（商品名「Ｔｕｒｑｕｏｉｓｅ　
Ｋ－ＧＬ　ｌｉｑ」クラリアント（株）製造）（水溶性で有機溶剤に不溶性）を内添し、
常法に従い長網抄紙機にて９５ｇ／ｍ２のシート状物を抄造した。
【００４６】
［比較例２］
　ポリプロピレン樹脂を主成分として二軸延伸フィルム成形された、合成紙（ユポＦＰＧ
＃２００，王子油化合成紙製）上に塗料Ａにフタロシアニン系のカチオン性直接染料（商
品名「Ｔｕｒｑｕｏｉｓｅ　Ｋ－ＧＬ　ｌｉｑ」クラリアント（株）製造）を混合した塗
料（塗料Ｃとする）を１５ｇ／ｍ２塗工しシート状物を得た。
【００４７】
［比較例３］
　表面に親水化処理を施したポリエチレンテレフタレート製フィルムシート（厚さ１１０
μｍ）を用意し、これにバーコーターにて比較例２と同じ塗料Ｃを１５ｇ／ｍ２塗工して
シート状物を得た。
【００４８】
［比較例４］
　坪量５０ｇ／ｍ２のポリエステル不織布を用意し、これにロールコーターにて比較例２
と同じ塗料Ｃを１５ｇ／ｍ２塗工してシート状物を得た。
【００４９】
　実施例および比較例で得られたシート状物の表面に代表的な有機溶剤として酢酸エチル
、トルエン、メチルエチルケトン、イソプロピルアルコール、ベンゼンを滴下し、有機溶
剤が蒸発した後に滴下した個所を可視光下で目視観察した。なお、参考のため水を滴下し
た場合についても目視観察した。以上の観察結果を表２、表３に示す。発色は、著しい発
色を◎、通常の発色を○、変化しないものを×と評価し、○以上を合格とした。なお、評
価に用いる可視光は自然光下、白熱電球による照明下どちらでも同一の結果が得られるこ
とを確認した。
【００５０】
　（表２）
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【００５１】
　実施例１の塗工面、および実施例２、実施例３の用紙表面は染料または顔料粒子が均一
に分散されているため、使用している染料または顔料の色相に淡く着色されているように
見える。しかし、拡大鏡を使用して観察すると粒子の状態で分布していることがわかる。
【００５２】
　これら実施例で得られた偽造防止用シート状物の表面に各種有機溶剤を滴下すると、含
まれている染料または顔料が溶出して、毛細管現象で周囲に拡散する。溶剤が揮発した後
に滴下部位を観察すると、例えば酢酸エチルの滴下においては実施例１、実施例４、実施
例６で黄に赤の斑点が確認され、実施例２、実施例３では赤の円が、実施例５、実施例７
、実施例８で青の斑点が確認された。トルエンの滴下では、実施例１、実施例２、実施例
４、実施例６で黄に赤の斑点が、実施例３で赤の円が、実施例５、実施例７、実施例８で
青の円が確認された。メチルエチルケトンの滴下では、実施例１、実施例４、実施例６で
黄に赤の斑点が、実施例２で黄に赤の円が、実施例３で赤の円が、実施例５、実施例７、
実施例８で赤に青の斑点が確認された。イソプロピルアルコールの滴下では、実施例１、
実施例２、実施例４、実施例６で黄の円が、実施例３で赤に黄の斑点が、実施例５、実施
例７、実施例８で赤の斑点が確認された。ベンゼンの滴下では、実施例１、実施例２、実
施例４、実施例６で黄の円が、実施例３で赤と黄の斑点が、実施例５、「実施例７、実施
例８で赤に青の斑点が確認された。また、いずれの実施例においても、水の滴下において
は何らの変化も確認されなかった。また、比較例１～４は、テストで使用した全ての有機
溶剤、及び水の滴下に対して何らの変化も確認されなかった。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
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　本発明の偽造防止用シート状物は、下記に示すような効果を有する。
（１）パスポート、トラベラーズチェック、小切手、手形、身分証明書では油溶性インキ
を使用して氏名、金額などの可変情報を記載する事が多く、また、パスポート、身分証明
書などは写真を保護するシートが貼られていることが多い。本発明によれば、溶剤を用い
て油溶性インキを使用した可変情報の改竄や、写真の貼り替えを試みた際の痕跡が、特別
な器具を使用することなく可視光下で目視にて視認できることが可能となることから、本
発明の偽造防止用シート状物はこのような偽造防止用途に好適に使用することができる。
（２）また、溶剤、ラベル剥がしを使用して不正を行い、再添付した痕跡を容易に視認す
ることができるという特徴を活かして、ブランド品の証明、電子機器の封印（クレジット
カードリーダーなど内部仕様の不正な書き換えを防ぐ目的）といったブランドプロテクト
ラベル用途にも好適に使用できる。
（３）本発明で使用する染料および／または顔料は、改竄に使用されると目される溶剤に
応じて適宜選択することができる。また、溶解度パラメーターの異なる２種類以上の染料
および／または顔料を同時に使用することで、幅広い溶剤に対応することができ、その溶
解性の違いから、改竄の痕跡が円状、斑点状など一定でないため、より高い偽造防止効果
が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】：本発明の偽造防止用シート状物について一例を示した断面図である。基材中に
水不溶性でかつ有機溶剤可溶性の染料および／または顔料を含有する。
【図２】：本発明の偽造防止用シート状物を示した一例を示した断面図である。基材上に
顔料を含む塗工層を設けている。
【図３】：本発明の偽造防止用シート状物を示した一例を示した断面図である。図１のシ
ート状物上に顔料を含む塗工層を設けている。
【符号の説明】
【００５５】
１．基材
２．染料または顔料粒子
３．顔料塗工基材
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