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(57)【要約】

【課題】

盛り上がりを有する蒲鉾状画線から生じる反射光の反射

光量を高めるとともに、その反射光も蒲鉾状画線表面由

来の反射光のみとすることで、出現する潜像の視認性が

高い潜像印刷物を提供する。

【解決手段】

  基材の少なくとも一部に、樹脂を含む材料によって形

成されて盛り上がりを有する蒲鉾状要素が万線状に配置

された蒲鉾状要素群の上に、明暗フリップフロップ性又

はカラーフリップフロップ性の少なくともいずれか一方

の光学特性を備える反射層が積層された反射性蒲鉾状要

素群と、反射性蒲鉾状要素群の上に重なって形成され、

正反射光下で反射層と異なる色彩を有し、基画像が分割

及び／又は圧縮された潜像要素が万線状に配置された潜

像要素群とから成る印刷画像を形成する。

【選択図】  図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
基材の少なくとも一部に、印刷画像を備え、前記印刷画像は、樹脂を含む材料によって形
成されて盛り上がりを有する蒲鉾状画線が万線状に配置された蒲鉾状画線群の上に、明暗
フリップフロップ性又はカラーフリップフロップ性の少なくともいずれか一方の光学特性
を備える反射層が積層された反射性蒲鉾状画線群と、前記反射性蒲鉾状画線群の上に重な
って形成され、正反射光下で前記反射層と異なる色彩を有し、基画像が分割及び／又は圧
縮された潜像画線が万線状に配置された潜像画線群とから成り、正反射光下で観察すると
前記基画像が潜像画像として出現し、前記基材に対する観察角度を変化させると、前記潜
像画像が変化して視認されることを特徴とする潜像印刷物。
【請求項２】
前記蒲鉾状画線群及び／又は前記反射層が、不透明な材料によって形成されたことを特徴
とする請求項１記載の潜像印刷物。
【請求項３】
基材の少なくとも一部に、印刷画像を備え、前記印刷画像は、樹脂を含む材料によって形
成されて盛り上がりを有する蒲鉾状画線が万線状に配置された蒲鉾状画線群の上に、明暗
フリップフロップ性又はカラーフリップフロップ性の少なくともいずれか一方の光学特性
及び正反射光下で前記蒲鉾状画線と異なる色彩を有し、基画像が分割及び／又は圧縮され
た潜像画線が万線状に配置された潜像画線群が重なって成り、正反射光下で観察すると前
記基画像が潜像画像として出現し、前記基材に対する観察角度を変化させると、前記潜像
画像が変化して視認されることを特徴とする潜像印刷物。
【請求項４】
前記蒲鉾状画線群が、不透明な材料によって形成されたことを特徴とする請求項３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、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の分野において、光が入射することで、画像のチ
ェンジ効果、あるいは動画的な視覚効果を生じる、高い真偽判別性と偽造抵抗力を備えた
潜像印刷物に関する。
【背景技術】
【０００２】
  複数の画像が切り替わる画像のチェンジ効果や、画像が動いて見える動画効果は、人目
を惹きやすく、偽造することが困難であることから、近年、セキュリティ印刷物の真偽判
別要素として用いられる傾向にある。これらの効果を備えた代表的な技術は、ホログラム
であり、チェンジ効果や動画効果を有する様々な形態で、銀行券やパスポート等の高度な
セキュリティが要求されるセキュリティ印刷物にも貼付されて広く用いられている。
【０００３】
  一方、ホログラム以外にも、パララックスバリアやレンチキュラー等の公知技術を用い
、わずかな角度変化で複数の画像が切り替わる画像のチェンジ効果や、画像が動いて見え
る動画効果を備えた真偽判別要素も、すでに存在している。
【０００４】
  しかし、ホログラムは、銀行券を代表とする各種セキュリティ印刷物に用いられている
ものの、一般的な印刷物と比較すると、製造工程の複雑さと高い製造コストに大きな課題
がある。パララックスバリアやレンチキュラーを用いた真偽判別要素は、クリア層かレン
ズが必要となることから、基材が、ほぼプラスティックに限定される上、印刷物には一定
の厚み（少なくとも１５０μｍ程度）が必要となり、厚さに制限のある印刷物には用いる
ことができず、一定の厚みが許されるプラスティック製カード以外には採用されない傾向
にある。
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【０００５】
  以上の問題を解決するため、本出願人は、高光沢で盛り上がりを有した蒲鉾状画線群の
上に潜像画線群を重ね合わせて形成する技術であって、潜像画線群の中の複数の潜像が観
察角度に応じてチェンジする効果を実現した偽造防止技術をすでに出願している（例えば
、特許文献１及び特許文献２参照）。この技術は、蒲鉾状画線に特定の角度で光が入射し
た場合に、蒲鉾状画線群の画線表面のうち、入射光と直交する角度を成す画線表面のみが
強く光を反射する現象を利用することで、光を反射した画線表面に重ねられた潜像画線群
の一部の潜像のみが反射光量や色彩の違いによって可視化される。この技術は、パララッ
クスバリアやレンチキュラーの１０分の１程度の厚さで形成することが可能であって、製
造技術も従来からある製版技術と印刷技術を活用することで容易に実施可能であり、かつ
、一般的な印刷物と同じコストでホログラムと同様なチェンジ効果を備えた印刷画像を形
成することができるという優れた特徴を有する。
【０００６】
  また、これらの特許文献１や特許文献２の技術を応用した技術として、微細な模様の集
合がモアレとしてサンプリングされることで拡大されて視認される現象（モアレ拡大現象
）や、インテグラルフォトグラフィ方式の画線構成を用いて、特殊な立体的な視覚効果と
動画的な視覚効果を実現した形態の技術が存在する（例えば、特許文献３、特許文献４及
び特許文献５参照）。この技術は、正反射光下で出現した潜像が入射光の角度や観察者の
観察位置に応じて立体感を伴いながら左右に動いて見えるという効果を有する。
【０００７】
  また、特許文献１から特許文献５の技術の効果をエンボス加工と反射層の組み合わせに
よって実現した技術が存在する（例えば、特許文献６参照）。この技術は、エンボス加工
を用いて盛り上がりのある画線群を形成することで、特許文献１から特許文献５までのす
べての技術にあった蒲鉾状画線と蒲鉾状画線の間の非画線部を無くし、従来の技術で必要
であった蒲鉾状画線群と潜像画線群の位置の刷り合わせ制御の必要性を無くした技術であ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第４６８２２８３号公報
【特許文献２】特許第４６６０７７５号公報
【特許文献３】特許第４８４４８９４号公報
【特許文献４】特許第５１３１７８９号公報
【特許文献５】特許第５２００２８４号公報
【特許文献６】特開２０１３−２４０９１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
  特許文献１から特許文献５までに記載の技術は、盛り上がりを有する蒲鉾状画線の画線
表面の一部が光を強く反射し、光を反射した画線表面に重ねられた潜像画線のみが色彩の
違いによって可視化される原理で潜像が出現し、印刷物の傾きを変えることで蒲鉾状画線
の光を反射する画線表面が変化し、それによって潜像がチェンジする技術である。これら
の技術において、正反射時に出現する潜像の視認性は、拡散反射光下と正反射光下におけ
る蒲鉾状画線の色彩の違い（色差）の大きさによってほぼ決定される。このため、視認性
の高い潜像を出現させるためには、蒲鉾状画線が光を強く反射したり、反射光の色彩が変
化する等の特殊な光学特性を付与したりする必要があった。蒲鉾状画線にこのような特殊
な光学特性を付与するには、画線を形成するインキに特殊な光学特性を有する機能性材料
を混合する方法を用いるのが一般的である。これらの機能性材料の代表物としては、パー
ル顔料、メタリック顔料、ガラスフレーク、エフェクト顔料等が存在する。また、市販さ
れている色彩変化に富んだ特性を有するインキ、例えばＯＶＩ（Ｏｐｔｉｃａｌ Ｖａｒ
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ｉａｂｌｅ Ｉｎｋ）、ＣＳＩ（Ｃｏｌｏｒ Ｓｈｉｆｔｉｎｇ Ｉｎｋ）、コレステリッ
ク液晶インキ等を使用することでも同じ効果を得ることができる。このように光学特性に
優れた顔料が配合されたインキや光学特性に優れたインキを用いて印刷した画線は、顔料
やインキ由来の優れた光学特性が発揮される。しかしながら、通常の厚みのない、平坦な
印刷画線と異なり、盛り上がりを有する蒲鉾状画線にこのような特殊なインキを用いて優
れた光学特性を付与することには以下のような問題があった。
【００１０】
  これらのインキに含まれる機能性材料のうち、パール顔料に代表される機能性材料の多
くは薄くて平らな鱗ペン形状をしている。このような形状をした顔料は、すべての顔料が
同じ向きに揃って並んだ（リーフィングした）場合に光の反射する光量が最も大きくなり
、効果が高まる一方で、それぞれの顔料が個別に異なる角度を成してランダムに並んだ場
合には反射光量は極端に小さくなり、効果が著しく低くなる。通常の印刷物のように、印
刷画線に厚みがなく平坦な画線である場合、画線のインキ膜内で顔料が角度を変える自由
度がほとんど無いため、インキ中の鱗ペン状の機能性材料は乾燥過程で自然に平坦となっ
て、すべての顔料の向きが揃うことから、特段の工夫を施さなくても一定以上の効果を常
に得ることができる。しかしながら、盛り上がりのある蒲鉾状画線中では、図１９（ａ）
に示すようにインキ樹脂（ａ）中に顔料（ｃ）がランダムに別々の方向に傾いて固定され
るため、蒲鉾状画線から生じる反射光量が小さくなり、出現する画像の視認性が低くなる
という問題があった。
【００１１】
  また、図１９（ａ）に示すように盛り上がりのある蒲鉾状画線中では、前述のような反
射光量が小さくなって画像の視認性が低下することに加え、本来、可視化されるべき画像
とは別の画像が同時に出現するという問題があった。図１９（ｂ）を用いて具体的に説明
する。蒲鉾状画線の上の潜像画線（ｂ１）が可視化されるべき角度で光が入射した場合、
画線表面由来の反射光（ｄ）によって、本来、サンプリングされるべき特定の潜像画線（
ｂ１）が可視化される。しかしながら、蒲鉾状画線を構成するインキ樹脂（ａ）自体は透
明であるため、入射光が画線内部（ａ）に侵入し、ランダムな角度で固定された顔料（ｃ
）によって画線内面由来の反射光（ｅ）が生じ、本来サンプリングされてはならない別の
潜像画線（ｂ２）も同時に可視化される場合があった。これによって、出現する画像が不
明瞭な画像となる問題があった。以上のように、鱗ペン状の機能性材料を配合したインキ
によって盛り上がりのある蒲鉾状画線を形成した場合、反射光量が低下するとともに、蒲
鉾状画線内面から生じる不適切な反射光の介在によって、出現する画像の視認性が低下し
たり、出現した画像が不明瞭な画像となったりする問題があった。
【００１２】
  この問題を回避する一つの方法として、特許文献２に記載の技術のように、表面に特殊
な撥水・撥油処理を施した鱗ペン状顔料を用いる方法がある。この場合、図２０（ａ）に
示すように、印刷直後に蒲鉾状画線の画線表面の盛り上がりに沿って顔料（ｃ）がリーフ
ィングすることから、図１９（ａ）のような顔料がランダムに別々の方向に傾いた状態と
比較して、より大きな反射光量を得ることができる。また、図２０（ｂ）に示すように光
が入射した場合、顔料（ｃ）は蒲鉾状画線表面にのみ存在することから、蒲鉾状画線内面
由来の不適切な反射光が生じることなく、蒲鉾状画線表面由来の反射光(ｄ)のみが生じ、
適切な潜像画線（ｂ１）のみサンプリングされて可視化され、本来、別の入射光の角度で
サンプリングされるべき潜像画線（ｂ２）が可視化されることがない。以上のように、図
２０（ａ）に示すような蒲鉾状画線の画線表面の盛り上がりに沿って顔料（ｃ）がリーフ
ィングした構造を作り出すことによって、図１９（ａ）のような蒲鉾状画線で生じる問題
を解決する方法が存在する。しかし、この顔料の特別な表面処理には大きな手間とコスト
がかかるという問題があった。また、撥水・撥油処理が施された鱗ペン状顔料はインキ樹
脂との密着性が弱いことに加え、顔料が充分にインキ樹脂に被覆されず画線表面に顔料が
露出した状態となるため、画線表面が擦られることで顔料が脱落し易いという堅牢性の問
題があった。
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【００１３】
  また、図１９（ａ）のような顔料の向きがランダムな蒲鉾状画線であっても、図２０（
ａ）のような顔料がリーフィングした蒲鉾状画線であっても、それぞれの蒲鉾状画線に共
通して要求される事項として、高い視認性と鮮明さを実現するためには、それぞれの蒲鉾
状画線の画線形状は、すべて一定の盛り上がり高さを有した完全に均質な三次元構造を有
する必要があって、かつ、蒲鉾状画線の表面は微細な凹凸の無い滑らかな表面構造を有す
ることが求められる。このような蒲鉾状画線の構造を実現するために、インキの粘度は高
いことが望ましい。一方で、蒲鉾状画線に対して前述のような特殊な光学特性を付与する
ためには、顔料の配向を阻害させないことを目的としてインキの粘度を低くすることが望
ましい。以上のように、蒲鉾状画線に対して前述のような特殊な光学特性を満たすための
インキの条件と、画線形状としても均質で滑らかな三次元構造を実現するためのインキの
条件は相反するため、印刷によって一瞬で形成される単一の画線に対して、これら相互に
異なる要求を高いレベルで同時に実現することは困難であった。
【００１４】
  特許文献６の技術は、エンボス加工で擬似的に蒲鉾状画線群を構成する技術であるが、
印刷で蒲鉾状画線群を形成する他の技術と比較すると、蒲鉾状画線の三次元形状の均質さ
がやや劣るとともに、摩擦や折れ、湿気による基材の膨潤等の外的要因によって消失し易
く、長期にわたって蒲鉾状画線の形状を維持するという品質の安定性において問題があっ
た。また、特に基材を上質紙として、反射層を直接基材に印刷して形成した場合には、基
材の繊維の偏りによる微細な凹凸構造によって反射光量が低下する傾向にあり、引用文献
１から引用文献５までの技術程の反射光量を得ることができず、正反射光下で出現する潜
像の視認性や鮮明さが劣るという問題があった。
【００１５】
  本発明は、上記課題の解決を目的とするものであり、盛り上がりを有する蒲鉾形状の画
線を特殊な材料を用いることなく形成できるとともに、潜像画像を形成するための画線の
光の反射性を高めることで、出現する潜像画像の視認性が高い潜像印刷物を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
  本発明の潜像印刷物は、基材の少なくとも一部に、印刷画像を備え、印刷画像は、樹脂
を含む材料によって形成されて盛り上がりを有する蒲鉾状画線が万線状に配置された蒲鉾
状画線群の上に、明暗フリップフロップ性又はカラーフリップフロップ性の少なくともい
ずれか一方の光学特性を備える反射層が積層された反射性蒲鉾状画線群と、反射性蒲鉾状
画線群の上に重なって形成され、正反射光下で反射層と異なる色彩を有し、基画像が分割
及び／又は圧縮された潜像画線が万線状に配置された潜像画線群とから成り、正反射光下
で観察すると基画像が潜像画像として出現し、基材に対する観察角度を変化させると、潜
像画像が変化して視認されることを特徴とする。
【００１７】
  また、本発明の潜像印刷物は、蒲鉾状画線群及び／又は反射層が、不透明な材料によっ
て形成されたことを特徴とする。
【００１８】
  また、本発明の潜像印刷物は、基材の少なくとも一部に、印刷画像を備え、印刷画像は
、樹脂を含む材料によって形成されて盛り上がりを有する蒲鉾状画線が万線状に配置され
た蒲鉾状画線群の上に、明暗フリップフロップ性又はカラーフリップフロップ性の少なく
ともいずれか一方の光学特性及び正反射光下で蒲鉾状画線と異なる色彩を有し、基画像が
分割及び／又は圧縮された潜像画線が万線状に配置された潜像画線群が重なって成り、正
反射光下で観察すると基画像が潜像画像として出現し、基材に対する観察角度を変化させ
ると、潜像画像が変化して視認されることを特徴とする。
【００１９】
  また、本発明の潜像印刷物は、蒲鉾状画線群が、不透明な材料によって形成されたこと
を特徴とする。
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【発明の効果】
【００２０】
  本発明の潜像印刷物は、従来の技術のように蒲鉾状画線群自体が明暗フリップフロップ
性又はカラーフリップフロップ性のような特別な光学特性を備える必要がなく、この光学
特性は蒲鉾状画線の上に別に印刷される反射層又は潜像画線が担う。蒲鉾状画線の上に印
刷される反射層又は潜像画線は、優れた光学特性を実現することに目的を絞って作製すれ
ば良いことから、必要とされる特殊な光学特性を実現しやすい。また、インキ樹脂上に印
刷された反射層又は潜像画線の反射光量は、それ自体の反射光量に加えて、下地となるイ
ンキ樹脂の反射光量に準じる光量が加算され全体に大きく嵩上げされる。このため従来技
術の蒲鉾状画線群と比較して反射光量が高くすることができ、正反射光下で出現する潜像
の視認性が向上した。
【００２１】
  本発明の潜像印刷物は、従来の技術のように蒲鉾状画線群自体が明暗フリップフロップ
性又はカラーフリップフロップ性のような特別な光学特性を備える必要がない。このため
蒲鉾状画線群は一定の盛り上がりを有してそれぞれが均質であって、画線表面が滑らかで
凹凸の少ない盛り上がりのある画線を形成することに特化して設計されたインキを用いる
ことができ、従来よりも高品質な蒲鉾状画線群を形成することができ、結果として潜像の
鮮明さが向上した。
【００２２】
  また、仮に蒲鉾状画線群が印刷された段階で蒲鉾状画線群の画線表面に滑らかさが欠け
、画線表面に微小な凹凸が存在していたとしても、後刷りで形成される反射層又は潜像画
線のインキ皮膜によって表面の凹凸が被覆されるため、蒲鉾状画線群の画線表面をより平
滑化する作用が生まれる。この作用により、正反射光下で出現する潜像の鮮明さが向上し
た。
【００２３】
  本発明の潜像印刷物において、反射性蒲鉾状画線群又は蒲鉾状画線群が不透明であるこ
とにより、反射性蒲鉾状画線群又は蒲鉾状画線群から生じる反射光は画線表面由来の反射
光が支配的となる。このため、従来の技術のように本来サンプリングされるべきでない潜
像画線が可視化して出現することがなく、従来の技術と比較して出現する潜像の鮮明さが
向上した。
【００２４】
  本発明の潜像印刷物の蒲鉾状画線群は、従来の技術によってエンボスで形成した蒲鉾状
画線群のように外的要因で消失することがなく、品質的により安定している。また、反射
層の形成に特殊な撥水・撥油処理された顔料を用いる必要がないことから、従来技術の蒲
鉾状画線のように、画線表面が擦られることで顔料が脱落することがなく、従来の技術と
比較して堅牢性が向上した。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第一の実施の形態における潜像印刷物を示す。
【図２】本発明の第一の実施の形態における印刷画像の概要図を示す。
【図３】本発明の潜像印刷物の蒲鉾状画線群を示す。
【図４】本発明の潜像印刷物の潜像画線群を示す。
【図５】本発明の潜像印刷物の積層順序を示す。
【図６】本発明の反射性蒲鉾状画線が入射光を反射する概要図を示す。
【図７】本発明の潜像印刷物の効果を示す。
【図８】本発明の潜像印刷物のモアレ拡大方式の潜像画線群を示す。
【図９】本発明の潜像印刷物の効果を示す。
【図１０】本発明の潜像印刷物のＩＰ方式の潜像画線群を示す。
【図１１】本発明の潜像印刷物の効果を示す。
【図１２】本発明の第二の実施の形態における潜像印刷物を示す。
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【図１３】本発明の第二の実施の形態における印刷画像の概要図を示す。
【図１４】本発明の潜像印刷物の蒲鉾状画線群を示す。
【図１５】本発明の潜像印刷物の潜像画線群を示す。
【図１６】本発明の潜像印刷物の積層順序を示す。
【図１７】本発明の蒲鉾状画線が入射光を反射する概要図を示す。
【図１８】本発明の潜像印刷物の効果を示す。
【図１９】従来の潜像印刷物の蒲鉾状画線を示す。
【図２０】従来の潜像印刷物の蒲鉾状画線を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
  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。
【００２７】
（第一の実施の形態）
  第一の実施の形態として、本発明における潜像印刷物（１）の基本的な構成について、
図１から図１１を用いて説明する。図１に、本発明の潜像印刷物（１）を示す。潜像印刷
物（１）は、基材（２）上に印刷画像（３）を有して成る。基材（２）は、印刷画像（３
）が形成可能な平面を備えていれば良く、上質紙、コート紙、プラスティック、金属等、
材質は特に限定されない。その他、基材（２）の色彩や大きさについても特に制限はない
。印刷画像（３）の色彩については、いかなる色彩でも良い。具体的には反射層（６）の
光学特性の説明の中で後記する。
【００２８】
  図２に印刷画像（３）の概要を示す。印刷画像（３）は、反射性蒲鉾状画線群（４）の
上に潜像画線群（７）が重なって形成されて成る。反射性蒲鉾状画線群（４）とは、蒲鉾
状画線群（５）と、その上に重ねられた反射層（６）から成る。正反射時に出現する有意
情報は、潜像画線群（７）中に含まれる。この例において潜像画線群（７）は、第一の有
意情報であるアルファベットの「Ａ」の文字を表す第一の潜像画線群（７Ａ）と、第二の
有意情報であるアルファベットの「Ｂ」の文字を表す第二の潜像画線群（７Ｂ）から成る
。
【００２９】
  図３に、基材（２）上に形成された蒲鉾状画線群（５）の一例を示す。蒲鉾状画線群（
５）は、一定の幅（Ｗ１）の直線であり、一定の盛り上がり高さを有した蒲鉾状画線（８
）が、万線状に配置されて成る。本発明において、「万線状に配置する」とは、複数の画
線が規則的に所定のピッチで配列されている状態をいう。より具低的には、蒲鉾状画線（
８）が、画線方向と直交する第一の方向（図中Ｓ１方向）に一定のピッチ（Ｐ１）で連続
して配置されて成る。図３の拡大図では、蒲鉾状画線（８）と蒲鉾状画線（８）の間に、
基材（２）が露出した非画線部がある状態を示しているが、蒲鉾状画線（８）を隙間なく
配置して非画線部のない蒲鉾状画線群（５）としても良い。
【００３０】
  第一の実施の形態において蒲鉾状画線群（５）は、盛り上がりを有した蒲鉾状の画線の
集合によって構成された例について説明するが、本発明における蒲鉾状画線群（５）は、
これに限定されるものではない。例えば、特許第４６８２２８３号公報や特許第４６６０
７７５号公報に記載されている蒲鉾状の画素を、画線状に配置して一つの蒲鉾状画線を構
成し、それを万線状に配置して蒲鉾状画線群（５）としても良い。潜像が視認される原理
については後述するが、蒲鉾状画線群（５）が画素で構成される場合においても、画線で
構成される場合と同じ原理で潜像が出現することから、本発明に含まれるものとする。
【００３１】
  蒲鉾状画線群（５）は、樹脂を含んだ材料によって構成される必要がある。ここでいう
樹脂とは、ウレタン樹脂、アクリル樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹

10

20

30

40

50



(8) JP  2016-221888  A   2016.12.28

脂、フェノール樹脂等の一般的な印刷インキのワニス成分にあたる、一定の光沢を有した
樹脂を指す。透かしやエンボス等によって基材（２）に直接凹凸を形成する構成では、本
発明の必須要件を満たさない。これは、基材（２）と同じ素材で構成した場合には、蒲鉾
状画線群（５）の上に形成される反射層（６）の反射光量を嵩上げする効果を得られない
ためである。
【００３２】
  一般にＵＶ硬化型のスクリーン印刷によって蒲鉾状画線群（５）を形成する場合、スク
リーンインキの粘度が高いほうが、蒲鉾状画線（８）の盛り上がり高さは高く、かつ、そ
れぞれの蒲鉾状画線（８）の三次元立体形状は互いに均一になる傾向にある。このような
蒲鉾状画線（８）の均一な構造は、潜像の視認性や鮮明さを高めるために極めて望ましい
ことから、本発明の蒲鉾状画線群（５）を形成するにあたっては、粘度の高いインキを用
いることが好ましい。従来のように蒲鉾状画線群（５）自体に特殊な光学特性を付与しな
ければならない形態において、高粘度のインキを使用した場合には、インキ内の機能性材
料の配向に悪影響を与え、光学特性が低下することから、粘度の低いインキとせざるを得
ず蒲鉾状画線（８）の三次元立体形状は犠牲になることが通例であった。これに対し、粘
度の高いインキを用いて均質な蒲鉾状画線（８）の形成をし得るのは、蒲鉾状画線（８）
が特別な光学特性の実現を担う必要がないことに起因する、本発明の大きな長所の一つで
ある。均質な立体構造の蒲鉾状画線（８）の形成を重視するのであれば、インキ粘度は１
．５Ｐａｓを越えていることが望ましい。
【００３３】
  蒲鉾状画線（８）の画線の盛り上がりの高さは、特に制限するものではないが流通適性
を考えると１ｍｍ以上の高さを有することは望ましくない。また、蒲鉾状画線（８）をイ
ンキによって形成する場合であって、皮膜の厚さが２μｍ以下の場合は画像のチェンジ効
果が低くなる場合がある。よって、蒲鉾状画線（８）をインキ皮膜によって形成する場合
には２μｍ以上１ｍｍ以下であることが望ましい。
【００３４】
  蒲鉾状画線群（５）の上に形成される反射層（６）とは、明暗フリップフロップ性又は
カラーフリップフロップ性を有して光反射特性に優れた印刷皮膜である。本発明において
は、蒲鉾状画線群（５）と反射層（６）が重なり合った構造を反射性蒲鉾状画線群（４）
と定義する。蒲鉾状画線群（５）や反射層（６）が重なり合わずに単独で存在する構造は
、反射性蒲鉾状画線群（４）ではなく、印刷画像（３）にも含まれない、印刷画像（３）
に隣接する単なる修飾要素と見なす。
【００３５】
  なお、反射層（６）は、理論上面積率１００％（ベタ）で形成することが正反射時に出
現する潜像の視認性を高めるために最も効果的であるが、面積率１００％で形成すること
で発生するムカレやピッキングといった印刷トラブルを避けることを目的に面積率を低く
形成しても何ら問題ない。
【００３６】
  反射層（６）は、先に印刷されて予め硬化した蒲鉾状画線群（５）の上に形成される。
反射層（６）は、一定膜厚のインキ層から成ることから、蒲鉾状画線群（５）と反射層（
６）が重なった反射性蒲鉾状画線群（４）には、蒲鉾状画線群（５）の盛り上がりの高さ
や幅のような大まかな立体構造はそのまま反映されるが、一方で蒲鉾状画線群（５）の画
線表面のわずかな凹凸は、反射層（６）の膜厚によって、印刷直後に、ある程度平坦に埋
められる。このため、反射性蒲鉾状画線群（４）の表面は、蒲鉾状画線群（５）の表面よ
りも滑らかになり、結果として、反射性蒲鉾状画線（４Ａ）の立体形状の再現性がより高
まり、相互の反射性蒲鉾状画線（４Ａ）の立体形状は互いに同じ形状により近くなる。本
発明において出現する潜像の鮮明さ（潜像の輪郭のシャープさ）を高めるには、それぞれ
の反射性蒲鉾状画線群（４）の画線表面に重ねられた潜像画線群（７）が規則正しくサン
プリングされる必要があり、そのためには、それぞれの反射性蒲鉾状画線（４Ａ）の立体
形状が表面の微細な凹凸を含めて完全に同じ形状であることが最も好ましい。このため、
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蒲鉾状画線（８）の上に反射層（６）を重ねることは、単に反射光量を増大させて潜像の
視認性を高める効果を得られるだけでなく、反射性蒲鉾状画線（４Ａ）の立体形状の再現
性をより高め、潜像の鮮明さを高める効果をも同時に得ることができる。なお、反射層（
６）は蒲鉾状画線群（５）上にのみ形成される必要はなく、蒲鉾状画線（８）と蒲鉾状画
線（８）の間の非画線部にも形成されても良い。
【００３７】
  また、反射層（６）は、光が入射した場合には強く光を反射する特性を有する必要があ
る。具体的には、光が入射した場合に、明るさ（明度）が上昇する特性、いわゆる明暗フ
リップフロップ性か、光が入射した場合に色相が変化する特性、いわゆるカラーフリップ
フロップ性の、少なくともいずれか一方の光学特性を有する必要がある。明暗フリップフ
ロップ性は、アルミや真鍮、酸化鉄等の一般的な金属顔料をインキ中に配合することで容
易に付与することができる。また、カラーフリップフロップ性は、カラーフリップフロッ
プ性を備えた機能性顔料をインキ中に配合することで付与できる。カラーフリップフロッ
プ性を備えた機能性材料の具体的な一例としては、パール顔料やコレステリック液晶、ガ
ラスフレーク顔料、金属粉顔料や鱗ペン状金属顔料等がある。また、当然のことながら機
能性顔料をインキに配合するだけではなく、明暗フリップフロップ性やカラーフリップフ
ロップ性を有するインキとして市販されているインキを用いて反射層（６）を形成しても
良い。明暗フリップフロップ性を有する市販インキとしては、金インキや銀インキ、樹脂
自体の光沢が高いＯＰニス、グロスニス等が存在し、カラーフリップフロップ性を有する
市販インキとしては、ＣＳＩ（Ｃｏｌｏｒ Ｓｈｉｆｔｉｎｇ Ｉｎｋ）やＯＶＩ（Ｏｐｔ
ｉｃａｌ Ｖａｒｉａｂｌｅ Ｉｎｋ）、液晶インキ等がある。
【００３８】
  ここで、反射性蒲鉾状画線群（４）を構成する一つ一つの反射性蒲鉾状画線（４Ａ）の
色彩について説明する。反射性蒲鉾状画線（４Ａ）の色彩は、特定の色彩で着色されてい
ても良いし、着色されていなくても良いが、不透明であることが好ましい。これを満足す
るためには、反射層（６）が不透明であっても良いし、蒲鉾状画線（８）が不透明であっ
ても良いし、両方が不透明であっても良い。仮に反射層（６）が透明である場合には、蒲
鉾状画線（８）を不透明とする必要があり、蒲鉾状画線（８）が透明である場合には、反
射層（６）が不透明である必要がある。これは、反射性蒲鉾状画線（４Ａ）に光が入射し
た場合に、反射性蒲鉾状画線（４Ａ）の内部から内面反射光を生じさせないために必要と
なる光学特性であり、この条件を満たすことで、反射性蒲鉾状画線（４Ａ）に光が入射し
た場合に生じる反射光は、すべて反射性蒲鉾状画線（４Ａ）の画線表面から生じる表面反
射光となり、本発明の効果の一つである潜像の鮮明さを担保することができる。一方、反
射性蒲鉾状画線（４Ａ）を透明とした場合には、不透明とした場合とは異なり、反射性蒲
鉾状画線（４Ａ）の内部から不必要な内面反射光自体は生じるが、段落（００３６）で説
明したように、反射性蒲鉾状画線（４Ａ）の立体形状の再現性が高まることによる、潜像
の鮮明さを高める効果と、反射層（６）からの反射光量を増大させて潜像の視認性を高め
る効果を得ることはできる。
【００３９】
  続いて、潜像画線群（７）について図４を用いて説明する。潜像画線群（７）は、正反
射時に出現する潜像の基となる、複数の有意情報を含んで成る。本実施の形態の例では第
一の有意情報である、アルファベトの「Ａ」の文字と、第二の有意情報であるアルファベ
ットの「Ｂ」の文字の２つの有意情報を含んでいる。本実施の形態において、第一の有意
情報は、図４（ｂ）に示す第一の潜像画線群（７Ａ）によって表され、第二の有意情報は
図４（ｃ）に示す第二の潜像画線群（７Ｂ）によって表される。すなわち、図４（ｂ）に
おいて、第一の潜像画線（９Ａ）の各々は、潜像画像の基となる基画像「Ａ」の文字を分
割した画線に対応しており、図４（ｃ）において、第二の潜像画線（９Ｂ）の各々は、潜
像画像の基となる基画像「Ｂ」の文字を分割した画線に対応したものとなっている。第一
の潜像画線群（７Ａ）は、一定の画線幅（Ｗ２）の第一の潜像画線（９Ａ）が、蒲鉾状画
線群（５）と同じ第一の方向（Ｓ１方向）に、同じピッチ（Ｐ１）で、万線状に連続して
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配置されて成り、第二の潜像画線群（７Ｂ）は、一定の画線幅（Ｗ３）の第二の潜像画線
（９Ｂ）が、蒲鉾状画線群（５）と同じ第一の方向（Ｓ１方向）に、同じピッチ（Ｐ１）
で、万線状に連続して配置されて成る。第一の潜像画線（９Ａ）の画線幅（Ｗ２）は、す
べて同じであり、第二の潜像画線（９Ｂ）の画線幅（Ｗ３）もすべて同じである必要があ
るが、第一の潜像画線（９Ａ）の画線幅（Ｗ２）と第二の潜像画線（９Ｂ）の画線幅（Ｗ
３）の値は、同じであっても良いし、異なっていても良い。
【００４０】
  ここで、それぞれの第一の潜像画線（９Ａ）と第二の潜像画線（９Ｂ）の位置関係につ
いて説明する。第一の潜像画線（９Ａ）と第二の潜像画線（９Ｂ）は重なりあってはなら
ない。具体的には第一の潜像画線（９Ａ）と第二の潜像画線（９Ｂ）は、第一の方向（Ｓ
１）に位相がずれている必要がある。図４（ａ）は、その一例として、ピッチの半分にあ
たるＰ１の２分の１ずれて配置された状態を示している。仮に、第一の潜像画線（９Ａ）
と第二の潜像画線（９Ｂ）が重なり合って配置された場合には、正反射光下の特定の観察
角度において、第一の有意情報と第二の有意情報が重なり合った不明瞭な画像が出現する
ため、そのような構成は避けなければならない。
【００４１】
  なお、以降の説明では、具体的に個別の潜像画線（９Ａ、９Ｂ）を指すのではなく、潜
像画線全般を指す場合には潜像画線（９）として説明する。
【００４２】
  潜像画線群（７）を構成するそれぞれの潜像画線（９）の正反射光下における色彩は、
正反射光下における反射層（６）の色彩と異なる色彩である必要がある。仮に、正反射光
下における反射層（６）の色彩が淡い黄色であったとすると、潜像画線（９）の正反射光
下における色彩は、淡い黄色以外の色彩である必要がある。青、赤、緑等の全く別の色相
であっても良いし、濃い黄色や、より淡い黄色のように色相は同じで明度が異なる色彩で
あっても良い。これは、正反射光下で潜像を可視化させるための必須事項である。正反射
光下で出現する潜像は、反射層（６）と潜像画線（９）の正反射光下における相対的な色
差によってその視認性がほぼ決定されることから、この色差が大きく異なれば異なるほど
正反射光下で出現する潜像の視認性が高まるため、反射層（６）と潜像画線（９）の正反
射光下の色彩を可能な限り異ならせることが望ましい。また、潜像の視認性を高めるため
には、反射層（６）と比較して反射率が低いことが望ましい。このため、潜像画線群（７
）を印刷によって形成する場合には、反射層（６）より反射率の低いマットなインキで形
成することが望ましい。また、通常の観察条件において反射層（６）上の潜像画線（９）
は不可視であることが望ましいため、物体色を有さない透明や半透明であることが望まし
い。ただし、反射性蒲鉾状画線（４Ａ）が透明や半透明でなく、特定の物体色による色彩
を有している場合には、潜像画線（９）が物体色を有していたとしても、反射性蒲鉾状画
線（４Ａ）の色彩によって潜像画線（９）はカモフラージュされて目視上不可視となるた
め、反射性蒲鉾状画線（４Ａ）の色彩と同じ色彩としても良い。また、潜像画線（９）は
、正反射光下で反射層（６）とは異なる色相の干渉色を呈する（カラーフリップフロップ
性を有する）構成であっても良い。この場合、出現する潜像に豊かな色彩を付与すること
ができる。
【００４３】
  潜像画線群（７）は、図１（ｂ）に示すように、反射層（６）の上に形成される。潜像
画線群（７）が反射層（６）の上に形成される形態については、図５に示すように、まず
、基材（２）に蒲鉾状画線群（５）を印刷し、その上に反射層（６）を重ね合わせ、最後
に潜像画線群（７）を重ね合わせて形成する。反射性蒲鉾状画線群（４）と潜像画線群（
７）の位置関係は、反射性蒲鉾状画線群（４）における蒲鉾状画線（８）の配列方向（図
中Ｓ１方向）と、潜像画線群（７）の中のそれぞれの潜像画線（９）の配列方向（図中Ｓ
１方向）が一致しなくてはならない。
【００４４】
  潜像画線群（７）が反射層（６）の上に形成される形態の印刷画像（３）に、特定の光
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源（２０）から光が入射した場合の光の挙動の模式的な拡大図を図６に示す。本発明の潜
像印刷物（１）において、入射した光は、反射層（６）や潜像画線（９）に吸収される光
を除くと、ほとんどすべてが反射性蒲鉾状画線（４Ａ）表面で反射され、また、蒲鉾状画
線（８）の上に形成された反射層（６）の反射特性も嵩上げされるため、全体の反射光量
は相対的に増大する。また、反射性蒲鉾状画線（４Ａ）を不透明とした場合には、従来の
技術の図１９（ｂ）の例のように、蒲鉾状画線（８）の内部へと光が侵入することはなく
、蒲鉾状画線（８）で生じる内面反射光は生じない。このため、反射光はすべて画線表面
で反射される反射光となるため、入射する光の角度に応じた、適正な潜像画線（９）のみ
がサンプリングされる効果が生まれる。図６の例においては、本発明の効果を示す図とし
て、反射性蒲鉾状画線（４Ａ）表面で入射する光が反射され、第一の潜像画線（９Ａ）の
みがサンプリングされ、第二の潜像画線（９Ｂ）はサンプリングされない状態を示してい
る。この結果、潜像の視認性が向上するとともに、鮮明な潜像を視認することができる。
【００４５】
  なお、仮に反射層（６）が透明であって、蒲鉾状画線（８）が不透明である場合には、
反射層（６）と蒲鉾状画線（８）の画線表面によって光は反射され、同様に蒲鉾状画線（
８）内部に光は侵入しないため、蒲鉾状画線（８）の内面反射によって第二の潜像画線（
９Ｂ）が同時にサンプリングされないという本発明の効果を得ることができる。ただし、
反射層（６）が不透明な場合と異なり、反射する画線表面が反射層（６）と蒲鉾状画線（
８）の二つの面となる。反射面が二つ存在する場合、この反射面の距離の差（反射層（６
）の厚み）が１マイクロメートル以下であっても、サンプリングされた第一の潜像画線（
９Ａ）による潜像の鮮明さに影響を与える場合がある。このため、本発明の潜像印刷物（
１）において、潜像を鮮明に出現させるために最も望ましい形態は、反射層（６）を不透
明とする形態である。
【００４６】
  以上、説明したとおり、本発明の潜像印刷物（１）において、蒲鉾状画線（８）の上に
反射層（６）を形成し、かつ、反射性蒲鉾状画線群（４）を不透明とすることで、反射光
の光量を増大させるとともに、かつ、反射光を画線表面由来の光のみとすることができる
。
【００４７】
  続いて、本発明の潜像印刷物（１）の効果について、図７を用いて説明する。図７（ａ
）のように、左側から潜像印刷物（１）に光が入射した場合、観察者の視点（２１）には
第一の有意情報であるアルファベットの「Ａ」が視認される。一方、図７（ｂ）のように
、右側から潜像印刷物（１）に光が入射した場合、観察者の視点（２１）には第二の有意
情報であるアルファベットの「Ｂ」が視認される。以上のように、入射する光の角度の変
化に応じて、印刷画像（３）中に視認される画像がチェンジする効果を有する。
【００４８】
  以上のような効果を生じる理由について説明する。図７（ａ）に示すように、左側から
潜像印刷物（１）に光が入射した場合、明暗フリップフロップ性あるいはカラーフリップ
フロップ性を有し、盛り上がりを有する反射性蒲鉾状画線（４Ａ）は、入射した光と法線
を成す面のみを中心に光を強く反射する。反射性蒲鉾状画線（４Ａ）の画線表面のうち、
盛り上がりの中心より左側は光を強く反射して色彩が変化する。反射性蒲鉾状画線（４Ａ
）の左側の画線表面には通常の観察条件では不可視である第一の潜像画線（９Ａ）が重な
って形成されており、第一の潜像画線（９Ａ）と反射性蒲鉾状画線（４Ａ）の表面にある
反射層（６）とは正反射光下の色彩が異なるため、第一の潜像画線（９Ａ）が色彩の違い
によって可視化される。この場合、それぞれ反射性蒲鉾状画線（４Ａ）の表面にあるすべ
ての第一の潜像画線（９Ａ）が一度に可視化されるため、結果として第一の潜像画線群（
７Ａ）が表す第一の有意情報であるアルファベットの「Ａ」の文字が出現する。その一方
で、入射した光と法線を成さなかった、反射性蒲鉾状画線（４Ａ）の盛りあがりの中心よ
り右側表面は光を反射できないため、色彩は変化せず、結果として右側表面にある第二の
潜像画線（９Ｂ）は可視化されず、第二の有意情報は出現しない。
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【００４９】
  また、図７（ｂ）のように、右側から潜像印刷物（１）に光が入射した場合には、反射
性蒲鉾状画線（４Ａ）の右側の画線表面に重ねられた第二の潜像画線（９Ｂ）が色彩の違
いによって可視化され、第二の潜像画線群（７Ｂ）が表す第二の有意情報であるアルファ
ベットの「Ｂ」の文字が出現する。この場合、左側表面にある第一の潜像画線（９Ａ）は
可視化されず、第一の有意情報は出現しない。
【００５０】
  以上のように、反射性蒲鉾状画線（４Ａ）の画線表面に重ねられた潜像画線（９）のう
ち、入射した光と法線を成した画線表面に存在する潜像画線（９）のみが色彩の違いによ
って可視化され、それ以外の表面に存在する潜像画線（９）は可視化されない効果が生じ
る。これによって、入射する光の角度の変化に応じて、印刷画像（３）中に視認される画
像がチェンジする効果が生じる。以上が、本発明の潜像印刷物（１）の画像のチェンジ効
果が生じる原理である。なお、特許第４６８２２８３号公報や特許第４６６０７７５号公
報に記載の画線、画素構成や効果に関しては、本発明の潜像印刷物（１）にすべて応用す
ることができる。
【００５１】
  ここまで説明した潜像印刷物（１）は、潜像画線群（７）を特許第４６８２２８３号公
報や特許第４６６０７７５号公報に記載の技術のような特定の有意情報を潜像画線（９）
によって分割した画線構成を用いて形成する形態であり、潜像印刷物（１）を傾けること
である有意情報から異なる有意情報へとチェンジする、画像のチェンジ効果が生じる形態
であった。しかしながら、本発明の潜像印刷物（１）の潜像画線群（７）の構成や、その
構成に伴って生じる効果はこれに限定させるものではない。例えば、特許第４８４４８９
４号公報や特許第５１３１７８９号公報に記載の技術のようなモアレが拡大されて視認で
きる「モアレ拡大現象（Ｍｏｉｒｅ  Ｍａｇｎｉｆｉｃａｔｉｏｎ）」を利用した動画効
果や、特許第５２００２８４号公報に記載の技術のように、インテグラルフォトグラフィ
方式の動画効果を生じさせる形態に適用しても良い。これらについて以下に具体的に説明
する。
【００５２】
  図８に示すのは、モアレ拡大現象を利用して、潜像として拡大モアレ（１２）が出現し
、潜像印刷物（１）を傾けることで出現した拡大モアレ（１２）が動いて見える、特殊な
動画効果を生させることが可能な潜像画線群（７）の一形態である。潜像画線群（７）以
外の印刷画像（３）の構成については、先に説明した画像のチェンジ効果が生じる形態と
全く同じであるので説明を省略する。
【００５３】
  モアレ拡大現象を利用する潜像画線群（７）は、反射性蒲鉾状画線群（４）の画線方向
と直交する第一の方向（図中Ｓ１方向）に、基画像（１１Ａ、１１Ｂ）を圧縮した潜像画
線（９）を、反射性蒲鉾状画線群（４）のピッチ（Ｐ１）とわずかに異なるピッチ（Ｐ２
、Ｐ３）で連続して万線状に連続して配置した構成を有する。図８の例では、潜像画線群
（７）は二つの画線群から成り、第一の潜像画線群（７Ａ）と、第二の潜像画線群（７Ｂ
）から成る。第一の潜像画線群（７Ａ）は、第一の基画像（１１Ａ）としてアルファベッ
トの「Ｊ」の文字を第一の方向（図中Ｓ１方向）に圧縮して画線幅（Ｗ２）とした第一の
潜像画線（９Ａ）を、反射性蒲鉾状画線群（４）のピッチ（Ｐ１）よりわずかに小さなピ
ッチ（Ｐ２）で、第一の方向（図中Ｓ１方向）に連続して配置して成る。第二の潜像画線
群（７Ｂ）は、第二の基画像（１１Ｂ）としてアルファベットの「Ｐ」の文字を第一の方
向（図中Ｓ１方向）にミラー反転して圧縮して画線幅（Ｗ３）とした第二の潜像画線（９
Ｂ）を、反射性蒲鉾状画線群（４）のピッチ（Ｐ１）よりわずかに大きなピッチ（Ｐ３）
で、第一の方向（図中Ｓ１方向）に連続して配置して成る。
【００５４】
  図８に示した潜像画線群（７）を用いた場合の潜像印刷物（１）の効果は、図９に示す
とおりである。図９（ａ）のように、観察者の視点（２１）が強い反射光が生じない拡散
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反射光下にある場合、観察者は印刷画像（３）の中に何も視認できない。しかし、図９（
ｂ）や図９（ｃ）のように、観察者の視点（２１）が強い反射光が生じる正反射光下にあ
る場合、観察者は印刷画像（３）の中にアルファベットの「Ｊ」の文字を表す拡大モアレ
（１２Ａ）と、アルファベットの「Ｐ」の文字を表す拡大モアレ（１２Ｂ）を視認できる
。また、図９（ｂ）や図９（ｃ）のように、潜像印刷物（１）を傾けたり、入射する光の
角度を変えたりした場合には、それぞれの拡大モアレ（１２Ａ、１２Ｂ）が、第一の方向
（Ｓ１方向）か、あるいは第一の方向（Ｓ１方向）と逆方向にそれぞれ反対方向に動く様
子を視認することができる。以上のように、本発明の潜像印刷物（１）において、潜像画
線群（７）の画線構成を変えるだけで、チェンジ効果とは全く異なるモアレ拡大現象を利
用した動画効果を生じさせることができる。なお、このような効果が生じる原理や効果的
な構成、条件等については特許第４８４４８９４号公報や特許第５１３１７８９号公報に
記載のとおりであり、特許第４８４４８９４号公報や特許第５１３１７８９号公報に記載
の画線、画素構成等については本発明の潜像印刷物（１）に応用することができる。
【００５５】
  続いて、図１０に示すのは、インテグラルフォトグラフィ方式の立体画像の形成方法を
利用して、潜像として基画像（１３）が出現し、潜像印刷物（１）を傾けることで出現し
た基画像（１３）が動いて見える、動画効果が生させることが可能な潜像画線群（７）の
一形態である。潜像画線群（７）以外の印刷画像（３）の構成については、先に説明した
画像のチェンジ効果が生じる形態と全く同じであるので説明を省略する。
【００５６】
  インテグラルフォトグラフィ方式の立体画像の形成方法を利用する潜像画線群（７）は
、反射性蒲鉾状画線群（４）の画線方向と直交する第一の方向（図中Ｓ１方向）に、基画
像（１３）を一定の幅で分割して取り出して、取り出した画像を第一の方向（図中Ｓ１方
向）に圧縮して画線幅（Ｗ２）とした潜像画線（９）を、反射性蒲鉾状画線群（４）のピ
ッチ（Ｐ１）と同じピッチ（Ｐ１）で、第一の方向（図中Ｓ１方向）に万線状に連続して
複数配置した構成を有する。図１０の例では、潜像画線群（７）は桜の花びらを表した基
画像（１３）から作製した複数の潜像画線（９）から成る。モアレ拡大現象を利用した図
８の例と異なり、隣り合う潜像画線（９）同士は、基画像（１３）から取り出す際の位相
を一ピッチ分だけずらして圧縮しているため、わずかに形状が異なる。
【００５７】
  図１０に示した潜像画線群（７）を用いた場合の潜像印刷物（１）の効果は図１１に示
すとおりである。図１１（ａ）のように、観察者の視点（２１）が強い反射光が生じない
拡散反射光下にある場合、観察者は印刷画像（３）の中に何も視認できない。しかし、図
１１（ｂ）や図１１（ｃ）のように、観察者の視点（２１）が強い反射光が生じる正反射
光下にある場合、観察者は印刷画像（３）の中に基画像（１３）である桜の花びらを視認
できる。また、図１１（ｂ）や図１１（ｃ）のように、潜像印刷物（１）を傾けたり、入
射する光の角度を変えたりした場合には、基画像（１３）が第一の方向（Ｓ１方向）か、
あるいは第一の方向（Ｓ１方向）と逆方向に動く様子を視認することができる。以上のよ
うに、本発明の潜像印刷物（１）において、潜像画線群（７）の画線構成を変えるだけで
、チェンジ効果とは全く異なるインテグラルフォトグラフィ方式の立体画像の形成方法を
利用した動画効果を生じさせることができる。なお、このような効果が生じる原理や効果
的な構成、条件等については特許第５２００２８４号公報に記載のとおりであり、特許第
５２００２８４号公報に記載の画線、画素構成を本発明の潜像印刷物（１）の構成に応用
することができる。
【００５８】
  以上のように、本発明の潜像印刷物（１）は反射性蒲鉾状画線群（４）の上に重ねる潜
像画線群（７）の構成を変えることで、様々な効果を生み出すことができる。
【００５９】
（第二の実施の形態）
  第二の実施の形態の潜像印刷物（１´）において印刷画像（３´）は、蒲鉾状画線群（
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５´）の上に直接、潜像画線群（７´）が形成される２層構造であり、第一の実施の形態
で説明した反射層（６）と、その上に形成された潜像画線群（７）の機能を、一つの印刷
層として潜像画線群（７´）が担うものであり、以下、詳細について説明する。
【００６０】
  第二の実施の形態における潜像印刷物（１´）の基本的な構成について、図１２から図
１８を用いて説明する。図１２に、本発明の潜像印刷物（１´）を示す。潜像印刷物（１
´）は、基材（２´）上に印刷画像（３´）を有して成る。基材（２´）は、上質紙、コ
ート紙、プラスティック、金属等、材質は特に限定されない。その他、基材（２´）の色
彩や大きさについても特に制限はない。印刷画像（３´）の色彩については、いかなる色
彩であっても良い。これらは第一の実施の形態の潜像印刷物（１）と同様である。
【００６１】
  図１３に印刷画像（３´）の概要を示す。印刷画像（３´）は、蒲鉾状画線群（５´）
と、その上に重ねられた潜像画線群（７´）から成る。正反射時に出現する有意情報は、
潜像画線群（７´）中に含まれる。ここでは、第一の有意情報であるアルファベットの「
Ａ」の文字をネガの状態で表す第一の潜像画線群（７Ａ´）と、第二の有意情報であるア
ルファベットの「Ｂ」の文字をネガの状態で表す第二の潜像画線群（７Ｂ´）から成る例
について説明する。
【００６２】
  図１４に、基材（２´）上に形成された蒲鉾状画線群（５´）の一例を示す。蒲鉾状画
線群（５´）は、一定の幅（Ｗ１）の直線を成し、一定の盛り上がり高さを有した蒲鉾状
画線（８´）が、画線方向と直交する第一の方向（図中Ｓ１方向）に一定のピッチ（Ｐ１
）で万線状に連続して配置されて成る。また、蒲鉾状画線群（５´）は、樹脂を含んだ材
料によって構成される。これらは第一の実施の形態の潜像印刷物（１）と同様である。
【００６３】
  続いて、潜像画線群（７´）について説明する。第二の実施の形態における潜像画線群
（７´）の構成は、図１５に示すように、第一の潜像画線（９Ａ´）と第二の潜像画線（
９Ｂ´）が、第一の方向（Ｓ１方向）に一定のピッチ（Ｐ１）で万線状に連続して配置さ
れて、それぞれの潜像画線群（７Ａ´、７Ｂ´）が構成される。ただし、第二の実施の形
態では、潜像画線群（７´）を形成する材料が以下のとおり異なる。
【００６４】
  第二の実施の形態において、潜像画線群（７´）を形成する材料は、光が入射した場合
に、明るさ（明度）が上昇する特性、いわゆる明暗フリップフロップ性か、光が入射した
場合に色相が変化する特性、いわゆるカラーフリップフロップ性の、少なくともいずれか
一方の光学特性を有する必要があり、具体的なインキについては、段落（００３７）の記
載と同じである。これは、第二の実施の形態の潜像画線群（７´）が第一の実施の形態で
説明した反射層（６）の機能を果たすためである。
【００６５】
  第一の実施の形態では、蒲鉾状画線群（５）の上に反射層（６）が形成されることで、
反射層（６）を滑らかな表面とし、かつ、反射層（６）からの反射光量を増大させて、潜
像の視認性を向上させたが、以上の構成とすることで、第二の実施の形態では、蒲鉾状画
線群（５´）の上に潜像画線群（７´）を形成することで、潜像画線群（７´）を滑らか
な表面として形成できる。したがって、第二の実施の形態では、潜像画線群（７´）から
高い反射光量が得られることとなる。
【００６６】
  また、第一の実施の形態においては、正反射光下で潜像画線群（７）と反射層（６）の
色彩が異なることで潜像が視認できるのに対して、第二の実施の形態では、正反射光下で
蒲鉾状画線群（５´）と潜像画線群（７´）の色彩が異なる必要がある。第二の実施の形
態では、蒲鉾状画線群（５´）と潜像画線群（７´）の正反射光下の色差が、そのまま潜
像の視認性や鮮明さに直結するため、その色彩が大きく異なっていることが望ましい。ま
た、蒲鉾状画線群（５´）を、正反射光下で潜像画線群（７´）とは異なる色相の干渉色
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を呈する（カラーフリップフロップ性を有する）構成とした場合には、出現する潜像に豊
かな色彩を付与することができるため好ましい。
【００６７】
  第二の実施の形態においては、蒲鉾状画線（８´）の色彩は、特定の色彩で着色されて
いても良いし、着色されていなくても良いが、蒲鉾状画線（８´）からの内面反射光が生
じないようにするために、蒲鉾状画線（８´）を不透明とすることが好ましい。一方、蒲
鉾状画線（８´）を透明とした場合には、不透明とした場合とは異なり、蒲鉾状画線（８
´）の内部から内面反射光は生じるが、段落（００６５）で説明したように、蒲鉾状画線
群（５´）を滑らかな表面として形成でき、その上に形成される潜像画線群（７´）から
高い反射光量を得ることはできる。
【００６８】
  以上のような構成で、図１６に示すように、まず、基材（２´）に蒲鉾状画線群（５´
）を印刷し、その上に潜像画線群（７´）を重ね合わせる。この形態の潜像印刷物（１´
）は、単純な二層構造となる。第一の実施の形態の潜像印刷物（１）と比べると、製造が
容易であるといえる。
【００６９】
  第二の実施の形態における印刷画像（３´）に特定の光源（２０）から光が入射した場
合の光の挙動の模式的な拡大図を図１７に示す。第二の実施の形態の潜像印刷物（１´）
において、入射した光は、潜像画線群（７´）や蒲鉾状画線（８´）に吸収される光を除
くと、ほとんどすべてが画線表面で反射され、また、蒲鉾状画線（８´）の上に形成され
た潜像画線群（７´）の反射特性も嵩上げされるため、全体の反射光量は相対的に増大す
る。また、蒲鉾状画線（８´）を不透明とした場合には、従来の技術の図１９（ｂ）の例
のように、蒲鉾状画線（８）の内部へと光が侵入することはなく、蒲鉾状画線（８´）で
生じる内面反射光は生じない。このため、反射光はすべて画線表面で反射される反射光と
なるため、入射する光の角度に応じた、適正な潜像画線（９´）のみがサンプリングされ
る。図１７の例においては、第一の潜像画線（９Ａ´）のみがサンプリングされ、第二の
潜像画線（９Ｂ´）はサンプリングされない状態を示している。
【００７０】
  以上の説明したとおり、第二の実施の形態の潜像印刷物（１´）においては、蒲鉾状画
線（８´）の上に、明暗フリップフロップ性又はカラーフリップフロップ性の少なくとも
いずれか一方の光学特性を有する潜像画線群（７´）を形成し、かつ、印刷画像（３´）
を不透明とすることで、反射光の光量を増大させるとともに、反射光を画線表面由来の光
のみとすることができる。
【００７１】
  続いて、第二の実施の形態の潜像印刷物（１´）の効果について、図１８を用いて説明
する。図１８（ａ）のように、左側から潜像印刷物（１´）に光が入射した場合、観察者
の視点（２１）には第一の有意情報であるアルファベットの「Ａ」が視認される。一方、
図１８（ｂ）のように、右側から潜像印刷物（１´）に光が入射した場合、観察者の視点
（２１）には第二の有意情報であるアルファベットの「Ｂ」が視認される。以上のように
、入射する光の角度の変化に応じて、印刷画像（３）中に視認される画像がチェンジする
効果を有する。なお、第二の実施の形態における二層構造の潜像印刷物（１´）に関して
も、潜像画線群（７´）の構成を変えることで、モアレ拡大現象を利用した動画効果やイ
ンテグラルフォトグラフィ方式の動画効果を実現できることはいうまでもない。以上が、
第二の実施の形態の潜像印刷物（１´）の説明である。
【００７２】
  以上に説明した第二の実施の形態の潜像印刷物（１）においては、潜像画線群（７´）
が第一の有意情報である「Ａ」の文字と第二の有意情報である「Ｂ」の文字をネガの状態
で表す例について説明した。これは、第二の実施の形態における潜像画線群（７´）は、
第一の実施の形態の反射層（６）と潜像画線群（７）の両方の機能を備えた構造を有する
ため、蒲鉾状画線群（５´）の画線表面の大部分を反射材料で被覆することができる構成
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として、発明の効果を高めやすいネガ構成を選択したものである。加えて、潜像画線群（
７´）に反射層の機能（明暗フリップフロップ性又はカラーフリップフロップ性の一方）
を同時に担わせる第二の実施の形態においては、前述のように、潜像画線（９´）からの
高い反射光量は得られるが、ポジの状態で表す潜像画線から反射光の生じる角度範囲が広
がることで、潜像画像の鮮明さが低下する傾向にある。これに対して、図１５に示すよう
に、第一の有意情報と第二の有意情報をネガの状態で形成した場合には、ポジの状態で表
す潜像画線と比べて、反射光が生じる角度範囲が狭くなることで、潜像画像の輪郭が比較
的鮮明に見える。以上の理由からから、第二の実施の形態では、ネガ状態の有意情報を形
成することが好ましいが、第一の実施の形態と同様にポジ構成としても一定の効果は生じ
るため、第二の実施の形態において潜像画線群（７´）は、第一の実施の形態と同様に、
第一の有意情報と第二の有意情報をポジの状態で表す構成であっても良い（図４）。
【００７３】
  なお、第一の実施の形態及び第二の実施の形態において、画像のチェンジ効果について
は、一例として二つの潜像がチェンジする構成について説明したが、潜像の数を二つに限
定するものではない。すなわちｎ個（ｎは２以上の整数）の潜像を付与するのであれば、
第一の潜像画線群から第ｎの潜像画線群までを有する潜像画線群（７）を構成し、それぞ
れの潜像画線が重なり合わないように配置すれば良い。
【００７４】
  すべての構造や画線に共通する一定のピッチ（Ｐ１）は、０．０１ｍｍ以上５．０ｍｍ
以下で形成することが望ましい。０．０１ｍｍ以下のピッチで、蒲鉾状画線に２μｍ以上
の盛り上がりを形成する場合には、一般的な印刷で再現できる蒲鉾状画線のピッチとして
は、ほぼ限界のピッチであり、印刷物品質の安定性に欠ける上に、たとえ、０．０１ｍｍ
以下のピッチで画線を形成できた場合でも、ほとんどの場合、出現する潜像の視認性が極
端に低くなるため適当ではない。また、逆に、５.０ｍｍ以上のピッチで形成した場合に
は、潜像として再現できる画像の解像度が極端に低くなってしまうため適切ではない。
【００７５】
  第一の実施の形態の潜像印刷物（１）のように、潜像画線群（７）を印刷で形成する場
合には、比較的高解像度な印刷が可能なオフセット印刷方式やフレキソ印刷方式等が適し
ているほか、インクジェットプリンターやレーザプリンター等のデジタル印刷機を用いて
形成することも可能である。これらのデジタル印刷機を用いる場合には、一枚一枚異なる
情報を与える可変情報を容易に付与できるという特徴がある。また、レーザー加工機を用
いて反射層（６）を切削して潜像画線群（７）を反射層（６）上に直接形成しても良い。
この場合にも、これらのデジタル印刷機で形成する場合と同様に、一枚一枚異なる情報を
与える可変情報を容易に付与できるという特徴がある。
【００７６】
  なお、本明細書中でいう正反射とは、物質にある入射角度で光が入射した場合に、入射
した光の角度と略等しい角度に強い反射光が生じる現象を指し、拡散反射とは、物質にあ
る入射角度で光が入射した場合に、入射した光の角度と異なる角度に弱い反射光が生じる
現象を指す。例えば、虹彩色パールインキを例とすると、拡散反射の状態では無色透明に
見えるが、正反射した状態では特定の干渉色の強い光を発する。また、正反射光下で観察
するとは、印刷物に入射した光の角度と略等しい反射角度に視点をおいて観察する状態を
指し、拡散反射光下で観察するとは、印刷物に入射した光の角度と大きく異なる角度で観
察する状態を指す。
【００７７】
  以下、前述の発明を実施するための形態にしたがって、具体的に作成した潜像印刷物の
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。
【００７８】
（実施例１）
  実施例１については、第一の実施の形態で説明した三層構造の潜像印刷物（１）の例で
説明する。具体的には、第一の実施の形態と同様に図１から図７を用いて説明する。図１
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に、実施例１の潜像印刷物（１）を示す。潜像印刷物（１）は、基材（２）上に銀色の印
刷画像（３）を有してなる。基材（２）には、一般的なコート紙（エスプリコートＦＭ
日本製紙株式会社製）を用いた。
【００７９】
  図２に印刷画像（３）の概要を示す。印刷画像（３）は、反射性蒲鉾状画線群（４）の
上に潜像画線群（７）が重ね合わさって成る。反射性蒲鉾状画線群（４）は、蒲鉾状画線
群（５）と、その上に反射層（６）が重ね合わさって成る。潜像画線群（７）はアルファ
ベットの「Ａ」の文字を構成する第一の潜像画線群（７Ａ）及び、アルファベットの「Ｂ
」の文字を構成する第二の潜像画線群（７Ｂ）を含んで成る。
【００８０】
  図３に、基材（２）上に形成した蒲鉾状画線群（５）を示す。蒲鉾状画線群（５）は、
幅０．３ｍｍの直線を成す蒲鉾状画線（８）が、直線方向と直交する第一の方向（Ｓ１方
向）にピッチ０．４ｍｍで連続して配置されて成る。このような画線構成の蒲鉾状画線群
（５）をＵＶ乾燥方式のスクリーン印刷で、高粘度で透明なスクリーンインキ（ＵＶ  Ｐ
ＯＴ  点字用クリア  帝国インキ製造株式会社製）を用いて基材（２）上に印刷した。蒲
鉾状画線群（５）の高さは約１５μｍであった。
【００８１】
  図２に示す反射層（６）は、ムカレを防止することを目的に網点面積率９０％とし、ウ
ェットオフセット印刷で銀インキ（ニューチャンピオン  シルバー  ＤＩＣ株式会社製）
を用いて蒲鉾状画線群（５）上に印刷した。この反射層（６）は拡散反射光下では暗い灰
色で、正反射光下では白色となる、優れた明暗フリップフロップ性を有する。反射層（６
）の印刷皮膜は約１μｍであった。
【００８２】
  潜像画線群（７）について図４を用いて説明する。潜像画線群（７）は、第一の有意情
報である、アルファベトの「Ａ」の文字と、第二の有意情報であるアルファベットの「Ｂ
」の文字の２つの有意情報を含む。第一の有意情報は、図４（ｂ）に示す第一の潜像画線
群（７Ａ）によって表され、第二の有意情報は図４（ｃ）に示す第二の潜像画線群（７Ｂ
）によって表される。第一の潜像画線群（７Ａ）は、画線幅０．１５ｍｍの第一の潜像画
線（９Ａ）を、第一の方向（Ｓ１方向）にピッチ０．４ｍｍで連続して配置して構成し、
第二の潜像画線群（７Ｂ）は、画線幅０．１５ｍｍの第二の潜像画線（９Ｂ）を第一の方
向（Ｓ１方向）にピッチ０．４ｍｍで連続して配置して構成した。第一の潜像画線（９Ａ
）と第二の潜像画線（９Ｂ）は、第一の方向（Ｓ1方向）にピッチの半分にあたる０．２
ｍｍだけずらした構成とした。以上のような構成の潜像画線群（７）をウェットオフセッ
ト印刷で、低光沢で透明なインキ（マットメジウム  株式会社Ｔ＆Ｋ  ＴＯＫＡ製）を用
いて形成した。
【００８３】
  実施例１の潜像印刷物（１）の効果について図７を用いて説明する。図７（ａ）のよう
に左側から潜像印刷物（１）に光が入射した場合、観察者（２１）には明るい白色の光の
中に、第一の有意情報であるアルファベットの「Ａ」の文字が周囲より暗い灰色の色彩で
視認された。一方、図７（ｂ）のように、右側から潜像印刷物（１）に光が入射した場合
、観察者（２１）には明るい白色の光の中に、第一の有意情報であるアルファベットの「
Ｂ」の周囲より暗い灰色の色彩で視認された。以上のように、入射する光の角度の変化に
応じて、印刷画像（３）中に視認される画像がチェンジする効果を有することが確認でき
た。
【００８４】
（実施例２）
  実施例２については、第二の実施の形態で説明した二層構造の潜像印刷物（１´）の例
で説明する。具体的には、第二の実施の形態と同様に図１２から図１８を用いて説明する
。図１２に、本発明の潜像印刷物（１´）を示す。潜像印刷物（１´）は、基材（２´）
上に銀色の印刷画像（３´）を有して成る。基材（２´）には、一般的なコート紙（エス
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プリコートＦＭ  日本製紙株式会社製）を用いた。
【００８５】
  図１３に実施例２の印刷画像（３´）の構成について、概要を示す。印刷画像（３´）
は、蒲鉾状画線群（５´）と、その上に潜像画線群（７´）が重ね合わさって成る。潜像
画線群（７´）はアルファベットの「Ａ」の文字をネガの状態で構成する第一の潜像画線
群（７Ａ´）及び、アルファベットの「Ｂ」の文字をネガの状態で構成する第二の潜像画
線群（７Ｂ´）を含んで成る。
【００８６】
  図１４に、基材（２´）上に形成した蒲鉾状画線群（５´）を示す。蒲鉾状画線群（５
´）は、幅０．３ｍｍの直線を成す蒲鉾状画線（８´）が、直線方向と直交する第一の方
向（Ｓ１方向）にピッチ０．４ｍｍで連続して配置されて成る。このような画線構成の蒲
鉾状画線群（５´）をＵＶ乾燥方式のスクリーン印刷で、カラーフリップフロップ性を有
したスクリーンインキ（ＯＶＩ シクパ社製）を用いて基材（２´）上に印刷した。この
インキは、光の入射角の変化によって橙色から緑色に変化する。蒲鉾状画線群（５´）の
高さは約１０μmであった。
【００８７】
  図１５に潜像画線群（７´）を示す。潜像画線群（７´）は、第一の有意情報である、
アルファベットの「Ａ」の文字と、第二の有意情報であるアルファベットの「Ｂ」の文字
の２つの有意情報を含む。第一の有意情報は、図１５（ｂ）に示す第一の潜像画線群（７
Ａ´）によって表され、第二の有意情報は図１５（ｃ）に示す第二の潜像画線群（７Ｂ´
）によって表される。第一の潜像画線群（７Ａ´）は、画線幅０．１５ｍｍの第一の潜像
画線（９Ａ´）を、第一の方向（Ｓ１方向）にピッチ０．４ｍｍで連続して配置して構成
し、第二の潜像画線群（７Ｂ´）は、画線幅０．１５ｍｍの第二の潜像画線（９Ｂ´）を
第一の方向（Ｓ１方向）にピッチ０．４ｍｍで連続して配置して構成した。第一の潜像画
線（９Ａ´）と第二の潜像画線（９Ｂ´）は、第一の方向（Ｓ１方向）にピッチの半分に
あたる０．２ｍｍだけずらした構成とした。以上のような構成の潜像画線群（７´）をウ
ェットオフセット印刷で、銀インキ（ニューチャンピオン  シルバー  ＤＩＣ株式会社製
）を用いて蒲鉾状画線群（５´）上に印刷した。この潜像画線群（７´）は、拡散反射光
下では暗い灰色で正反射光下では白色となる、優れた明暗フリップフロップ性を有する。
潜像画線群（７´）の印刷皮膜は約１μｍであった。
【００８８】
  実施例２の潜像印刷物（１´）の効果について図１８を用いて説明する。図１８（ａ）
のように左側から潜像印刷物（１´）に光が入射した場合、観察者（２１´）には明るい
白色の光の中に、第一の有意情報であるアルファベットの「Ａ」の文字が明るい緑色の色
彩で視認された。一方、図１８（ｂ）のように、右側から潜像印刷物（１´）に光が入射
した場合、観察者（２１´）には明るい白色の光の中に、第一の有意情報であるアルファ
ベットの「Ｂ」が明るい橙色の色彩で視認された。以上のように、入射する光の角度の変
化に応じて、印刷画像（３´）中に視認される画像が豊かな色彩変化を伴ってチェンジす
る効果を有することが確認できた。
【符号の説明】
【００８９】
１、１´  潜像印刷物
２、２´  基材
３、３´  印刷画像
４  反射性蒲鉾状画線群
４Ａ  反射性蒲鉾状画線
５、５´  蒲鉾状画線群
６、６´  反射層
７、７´  潜像画線群
７Ａ、７Ａ´  第一の潜像画線群
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７Ｂ、７Ｂ´  第二の潜像画線群
８  蒲鉾状画線
９Ａ、９Ａ´  第一の潜像画線
９Ｂ、９Ｂ´  第二の潜像画線
９、９´  潜像画線
１１Ａ  第一の基画像
１１Ｂ  第二の基画像
１２Ａ  第一の拡大モアレ
１２Ｂ  第二の拡大モアレ
１３  基画像
２０  光源
２１  観察者の視点

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】
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