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(54)【発明の名称】真偽判別形成体及び真偽判別形成体対並びにそれらの真偽判別方法

【技術分野】

【０００１】

本発明は、銀行券、株券、有価証券、宝くじ、パスポー

ト等の資産価値を有する貴重印刷物に関するものであり

、偽造、変造、改ざん等を防止することを目的とするも

のである。

(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】

基材の同一表面上及び／又は異なる面に、凹形状及び／

又は凸形状の要素から成る二つの領域が形成され、前記

二つの領域を重ね合わせたときに、二つの潜像画像が視

認可能な真偽判別形成体であって、

前記凹形状及び／又は凸形状の要素から成る領域は、前

記凹形状及び／又は凸形状の要素を部分的に位相を異な

らせた又は同一の範囲内で面積率を異ならせたことで潜

像画像形成部と背景部に区分けされ、

前記二つの領域のうち、第１の領域は、前記凹形状及び

／又は凸形状の第１の要素が万線状に第１のピッチで複

数配置され、

前記二つの領域のうち、第２の領域は、前記凹形状及び

／又は凸形状の第２の要素が万線状に第２のピッチで複

数配置され、

前記第１の領域の潜像画像形成部により、第一の潜像画

像の一部及び第二の潜像画像の一部が所定の距離だけ離

れた位置に形成され、前記第２の領域の潜像画像形成部

により、前記第１の領域の潜像画像形成部が形成してい

る前記第一の潜像画像の一部以外及び前記第１の領域の

潜像画像形成部が形成している前記第二の潜像画像の一

部以外が前記所定の距離と同じ距離だけ離れた位置に形

成され、

前記第１の領域又は前記第２の領域の一方の領域内及び

／又は一方の領域の近傍に、前記第一の潜像画像を形成

するための基準となる位置を特定する第１の特定部と前

記第二の潜像画像を形成するための基準となる位置を特

定する第２の特定部から成る第１の基準部が形成され、

他方の領域内及び／又は他方の領域の近傍に、前記第１

の基準部に対応する第２の基準部が形成され

前記第１の基準部における前記第１の特定部と前記第２

の特定部の間に前記第２の基準部がはまるように前記第

１の領域と前記第２の領域を重ね合わせて前記第１の特

定部と前記第２の基準部が接した時に、前記第一の潜像

画像を形成するための前記潜像画像形成部により前記第

一の潜像画像が形成されて視認でき、前記第２の特定部

と前記第２の基準部が接した時に、前記第二の潜像画像

を形成するための潜像画像形成部により前記第二の潜像

画像が形成されて視認できることを特徴とする真偽判別

形成体。

【請求項２】

前記第１のピッチと前記第２のピッチは、同一ピッチ又

は一方のピッチに対して他方のピッチが正の整数倍のピ

ッチであることを特徴とする請求項1記載の真偽判別形

成体。

【請求項３】

前記第１の基準部は、前記第１の領域内に前記第１の要

素によって形成され又は前記第２の領域内に前記第２の
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要素によって形成され、前記第２の基準部は、前記第１

の基準部が前記第１の領域内に形成された場合、前記第

２の領域内に前記第２の要素によって形成され、前記第

１の基準部が前記第２の領域内に形成された場合には、

前記第１の領域内に前記第１の要素によって形成されて

いることを特徴とする請求項１又は２記載の真偽判別形

成体。

【請求項４】

前記第１の基準部は、前記第１の領域又は前記第２の領

域の近傍に凹形状及び／又は凸形状の要素により形成さ

れ、前記第２の基準部は、前記第１の基準部が前記第１

の領域の近傍に形成された場合、前記第２の領域の近傍

に凹形状及び／又は凸形状の要素により形成され、前記

第１の基準部が前記第２の領域の近傍に形成された場合

には、前記第１の領域の近傍に凹形状及び／又は凸形状

の要素により形成されていることを特徴とする請求項１

又は２記載の真偽判別形成体。

【請求項５】

前記複数配置された第１の要素、前記複数配置された第

２の要素、前記第１の基準部及び前記第２の基準部は、

画線、網点、画素、図形及び文字のいずれか一つ又はそ

れらの組合せから成ることを特徴とする請求項１乃至４

のいずれかに記載の真偽判別形成体。

【請求項６】

前記第１の要素及び／又は前記第２の要素は、万線状に

配置された複数の要素の中の一つの要素内において、画

線、網点、画素、図形及び文字のいずれか二つ以上の組

合せから成ることを特徴とする請求項１乃至４のいずれ

かに記載の真偽判別形成体。

【請求項７】

前記第１の要素及び前記第２の要素が、凹版印刷、スク

リーン印刷、グラビア印刷、フレキソ印刷、凸版印刷及

びインクジェット印刷のいずれかにより形成されている

場合、赤外線吸収特性を有するインキにより印刷されて

いることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載

の真偽判別形成体。

【請求項８】

請求項７記載の真偽判別形成体の真偽判別方法であって

、

前記基材を所定の位置で折り曲げて前記第１の領域と前

記第２の領域を重ね合わせた状態で、前記真偽判別形成

体に赤外光を照射し、前記第一の潜像画像が出現するか

否かの確認と、

前記第１の方向に前記所定の距離だけ離れた位置までず

らした時に、前記第二の潜像画像が出現するか否かの確

認を行い、

前記第一の潜像画像及び前記第二の潜像画像の両方の出

現が確認できるか否かにより真偽判別することを特徴と

する真偽判別形成体の真偽判別方法。

【請求項９】

請求項７記載の真偽判別形成体を、収納部、照射部及び

受光部から成る検出部、記憶部及び判定部を少なくとも

有する判別機器により真偽判別する方法であって、

前記基材を所定の位置で折り曲げて前記第１の領域と前

記第２の領域を重ね合わせて前記第一の潜像画像を形成

した状態で前記判別機器の収納部に挿入し、

前記照射部から前記基材に対して赤外光を照射して赤外

線透過光を受光部で受光し、受光した赤外線透過光によ

り前記第一の潜像画像の赤外線吸収パターンを検出部に

より検出し、

前記検出した前記第一の潜像画像の赤外線吸収パターン

を前記記憶部で一旦記憶し、

前記第一の潜像画像の赤外線吸収パターンが検出された

位置から、前記第１の方向に前記所定の距離ずらして前

記第二の潜像画像を形成した状態で、前記照射部から前

記基材に対して赤外光を照射して赤外線透過光を受光部

で受光し、受光した赤外線透過光により前記第二の潜像

画像の赤外線吸収パターンを検出部により検出し、

前記検出した前記第二の潜像画像の赤外線吸収パターン

を前記記憶部で一旦記憶し、

前記記憶部で一旦記憶した第一の潜像画像及び第二の潜

像画像の両方の赤外線吸収パターンと、あらかじめ記憶

部に記憶してある前記第一の潜像画像及び前記第二の潜

像画像の赤外線吸収における基準パターンとをパターン

マッチングにより比較して、真偽判別を行うことを特徴

とする真偽判別形成体の真偽判別方法。

【請求項１０】

互いを重ね合わせることにより二つの潜像画像が出現す

る二つの領域がそれぞれ形成された二つの形成体から成

る真偽判別形成体対であって、

前記二つの形成体のうち一方の形成体には、基材上の第

１の領域に、凹形状及び／又は凸形状の第１の要素が万

線状に第１のピッチで複数配置され、

前記第１の要素を部分的に位相を異ならせた又は同一の

範囲内で面積率を異ならせたことで潜像画像形成部と背

景部に区分けされ、

前記二つの形成体のうち他方の形成体には、基材上の第

２の領域に、凹形状及び／又は凸形状の第２の要素が万

線状に第２のピッチで複数配置され、

前記第２の要素を部分的に位相を異ならせた又は同一の

範囲内で面積率を異ならせたことで潜像画像形成部と背

景部に区分けされ、

前記第１の領域の潜像画像形成部により、第一の潜像画

像の一部及び第二の潜像画像の一部が所定の距離だけ離

れた位置に形成され、前記第２の領域の潜像画像形成部

により、前記第１の領域の潜像画像形成部が形成してい

る前記第一の潜像画像の一部以外及び前記第１の領域の

潜像画像形成部が形成している前記第二の潜像画像の一

部以外が前記所定の距離と同じ距離だけ離れた位置に形

成され、
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前記第１の領域又は前記第２の領域の一方の領域内及び

／又は一方の領域の近傍に、前記第一の潜像画像を形成

するための基準となる位置を特定する第１の特定部と前

記第二の潜像画像を形成するための基準となる位置を特

定する第２の特定部から成る第１の基準部が形成され、

他方の領域内及び／又は他方の領域の近傍に、前記第１

の基準部に対応する第２の基準部が形成され

前記第１の基準部における前記第１の特定部と前記第２

の特定部の間に前記第２の基準部がはまるように前記第

１の領域と前記第２の領域を重ね合わせて前記第１の特

定部と前記第２の基準部が接した時に、前記第一の潜像

画像を形成するための前記潜像画像形成部により前記第

一の潜像画像が形成されて視認でき、前記第２の特定部

と前記第２の基準部が接した時に、第二の潜像画像を形

成するための前記潜像画像形成部により前記第二の潜像

画像が形成されて視認できることを特徴とする真偽判別

形成体対。

【請求項１１】

前記第１のピッチと前記第２のピッチは、同一ピッチ又

は一方のピッチに対して他方のピッチが正の整数倍のピ

ッチであることを特徴とする請求項１０記載の真偽判別

形成体対。

【請求項１２】

前記第１の基準部は、前記第１の領域内に前記第１の要

素によって形成され又は前記第２の領域内に前記第２の

要素によって形成され、前記第２の基準部は、前記第１

の基準部が前記第１の領域内に形成された場合、前記第

２の領域内に前記第２の要素によって形成され、前記第

１の基準部が前記第２の領域内に形成された場合、前記

第１の領域内に前記第１の要素によって形成されている

ことを特徴とする請求項１０又は１１記載の真偽判別形

成体対。

【請求項１３】

前記第１の基準部は、前記第１の領域又は前記第２の領

域の近傍に、凹形状及び／又は凸形状の要素により形成

され、前記第２の基準部は、前記第１の基準部が前記第

１の領域の近傍に形成された場合、前記第２の領域の近

傍に凹形状及び／又は凸形状の要素により形成され、前

記第１の基準部が前記第２の領域の近傍に形成された場

合、前記第１の領域の近傍に凹形状及び／又は凸形状の

要素により形成されていることを特徴とする請求項１０

又は１１記載の真偽判別形成体対。

【請求項１４】

前記複数配置された第１の要素、前記複数配置された第

２の要素、前記第１の基準部及び前記第２の基準部は、

画線、網点、画素、図形及び文字のいずれか一つ又はそ

れらの組合せから成ることを特徴とする請求項１０乃至

１３のいずれかに記載の真偽判別形成体対。

【請求項１５】

前記第１の要素及び／又は前記第２の要素は、万線状に

配置された複数の要素の中の一つの要素内において、画

線、網点、画素、図形及び文字のいずれか二つ以上の組

合せから成ることを特徴とする請求項１０乃至１３のい

ずれかに記載の真偽判別形成体対。

【請求項１６】

前記第１の要素及び前記第２の要素が、凹版印刷、スク

リーン印刷、グラビア印刷、フレキソ印刷、凸版印刷及

びインクジェット印刷のいずれかにより形成されている

場合、赤外線吸収特性を有するインキにより印刷されて

いることを特徴とする請求項１０乃至１５のいずれかに

記載の真偽判別形成体対。

【請求項１７】

前記請求項１６記載の真偽判別形成体対の真偽判別方法

であって、

前記一方の形成体の前記第１の領域と、前記他方の形成

体の前記第２の領域を重ね合わせた状態で、前記真偽判

別形成体に赤外光を照射し、前記第一の潜像画像が出現

するか否かの確認を行い、

前記第一の潜像画像の出現を確認した後、どちらか一方

の形成体を前記第１の方向に前記所定の距離をずらした

時に、前記第二の潜像画像が出現するか否かの確認を行

い、

前記第一の潜像画像及び前記第二の潜像画像の両方の出

現が確認できるか否かにより真偽判別することを特徴と

する真偽判別形成体対の真偽判別方法。

 

【発明の効果】

【００３７】

本発明は、二つの領域を重ね合わせることで第一の潜像

画像が出現し、さらにその状態から一定方向に一定量ず

らして観察すると第二の潜像画像が出現するため、単純

な一つの情報の出現による真偽判別ではなく、複雑化さ

れた構成により、真偽判別の精度が向上するとともに、

より高度な偽造及び改ざん等に対する防止の効果を奏す

る。

【００３８】

また、本発明は、二つの領域に形成される凹凸形状が、

それぞれの領域を重ね合わせた際に、凹部に対して凸部

が、逆に凸部に対して凹部が嵌め合わされることから、

潜像画像を確実に出現させることができる。

【００３９】

また、本発明は、二つの領域に形成される凹凸形状が、

それぞれの領域を重ね合わせて第一の潜像画像を出現さ

せた後、その嵌め合わされたそれぞれの領域の凹部及び

凸部を案内部（レール）として一定方向にずらすことが

可能となるため、その案内に沿って基材をずらすことで

、第二の潜像画像を確実に出現させることができる。

【００４０】

また、本発明は、潜像画像を形成するための基準となる

位置に、二つの潜像画像に対応して基準部が形成されて
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いるため、それぞれの潜像画像を出現させる位置を特定

し易くなっている。

【００４１】

さらに、本発明は、潜像画像を出現させるための各領域

の構成要素に対して、機能性材料を用いることで、可視

光下における真偽判別と、使用した機能性材料の特性に

合った判別機器を用いての真偽判別が行えるため、真偽

判別の精度をより向上させることができる。
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