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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャリア基質（１１、５８、７５０）、および、窓（１５、７０）またはキャリア基質
（１１、５８、７５０）の透明領域において少なくとも部分的に配置された透明層（１２
、５２、７２０）を有する多層体（１、７）であって、
　透明層（１２、５２、７２０）は、透明層（１２、５２、７２０）により規定される層
面（３３）において互いに並置関係で配置される可変屈折率の少なくとも第一のサブ領域
（５２ａ、７１ａ）および第二のサブ領域（５２ｂ、７１ｂ）を有し、少なくとも第一の
サブ領域（５２ａ、７１ａ）および少なくとも第二のサブ領域（５２ｂ、７１ｂ）は、窓
（１５、７０）またはキャリア基質（１１、５８、７５０）の透明な領域において少なく
とも部分的に配置され、
　各サブ領域（５２ａ、５２ｂ、７１ａ、７１ｂ）は、光学作用エレメントを形成すると
ともに、屈折率変化により形成され、実質上互いに平行な平面（３１）に配置される、多
数の周期的に配置されたノードを有し、
　少なくとも第一のサブ領域（５２ａ、７１ａ）における平面（３１）は、少なくとも第
二のサブ領域（５２ｂ、７１ｂ）における平面（３１）と平行ではなく、少なくとも第二
のサブ領域（５２ｂ、７１ｂ）における平面（３１）に対して、少なくとも第一のサブ領
域（５２ａ、７１ａ）における平面（３１）と少なくとも第二のサブ領域（５２ｂ、７１
ｂ）における平面（３１）との交差角度が少なくとも１度であるように配置され、少なく
とも一つのサブ領域（５２ａ、５２ｂ、７１ａ、７１ｂ）において、平面（３１）は層面
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（３３）に対して平行でも垂直でもなく延び、多層体（１、７）の表側および裏側に入射
する光（５４０）の双方が、光学作用エレメントにより回折され、該エレメントが、入射
光モード（５４０ａ）において、表側と裏側とで異なる光学効果を生じること、
を特徴とする多層体（１、７）。
【請求項２】
　少なくとも第一のサブ領域（５２ａ、７１ａ）における平面（３１）は、層面（３３）
と４５°＜α＜９０°の角度αをなし、光学作用エレメントが、透過光モード（５４０ｄ
）において、表側と裏側とで異なる光学効果を生じること、
を特徴とする請求項１に記載の多層体（１、７）。
【請求項３】
　少なくとも第二のサブ領域（５２ｂ、７１ｂ）における平面（３１）は、層面（３３）
と最大３０°の角度をなすこと、
を特徴とする請求項２に記載の多層体（１、７）。
【請求項４】
　層面（３３）における各サブ領域（５２ａ、５２ｂ、７１ａ、７１ｂ）は、層面（３３
）内の各方向において少なくとも２０μmの表面範囲であること、
を特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の多層体（１、７）。
【請求項５】
　第一のサブ領域（５２ａ、７１ａ）における光学作用エレメントと、第二のサブ領域（
５２ｂ、７１ｂ）における他の光学作用エレメントとが、体積ホログラムの形態であり、
各体積ホログラムのブラッグ平面が、光学作用エレメントを形成するとともに屈折率変化
により形成される、多数の周期的に配置されたノードにより形成されること、
を特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の多層体（１、７）。
【請求項６】
　少なくとも第一および第二のサブ領域（５２ａ、５２ｂ、７１ａ、７１ｂ）が、互いに
入れ子状態であり、透明層（１２、５２、７２０）が、光学作用エレメントとして、体積
ホログラムの形態の、少なくとも２つの異なるイメージ情報のアイテムを含むこと、
を特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の多層体（１、７）。
【請求項７】
　少なくとも第一および第二のサブ領域（５２ａ、５２ｂ、７１ａ、７１ｂ）が、ライン
ラスターまたはサーフェスラスターの形態で、互いに入れ子状態であること、
を特徴とする請求項６に記載の多層体（１、７）。
【請求項８】
　少なくとも２つのイメージ情報のアイテムを含むサブ領域（５２ａ、５２ｂ、７１ａ、
７１ｂ）が、300μm以下のラスター幅のラスターに配置されること、
を特徴とする請求項６または７に記載の多層体（１、７）。
【請求項９】
　透明層（１２、５２、７２０）が、５μm～２０μmの層厚（３２）であること、
を特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の多層体（１、７）。
【請求項１０】
　透明層（１２、５２、７２０）が、キャリア基質（１１、５８、７５０）の、不透明な
領域（７４０）に部分的に配置されること、
を特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の多層体（１、７）。
【請求項１１】
　透明層（１２、５２、７２０）が、回折OVD、回折レリーフ構造、カラーシフト光学エ
レメント、偏向光学エレメント、回折または屈折レンズ、回折または屈折マイクロレンズ
配置、カラーフィルム、アンテナ、太陽電池、ディスプレイまたは電子回路、からなる選
択肢群の中の一つ以上のエレメントを含むフィルム構造の一部の形態であり、一つ以上の
エレメントが、少なくとも第一および第二のサブ領域（５２ａ、５２ｂ、７１ａ、７１ｂ
）をカバーせず、または一つ以上のエレメントが、少なくとも第一および第二のサブ領域
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（５２ａ、５２ｂ、７１ａ、７１ｂ）を少なくとも部分的にカバーすること、
を特徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載の多層体（１、７）。
【請求項１２】
　透明層（１２、５２、７２０）が、ストリップまたはパッチ形態でキャリア基質（１１
、５８、７５０）に適用される、積層フィルムの一部、および／または、転写層部位の形
態であること、
を特徴とする請求項１～１１のいずれか１項に記載の多層体（１、７）。
【請求項１３】
　透明層（１２、５２、７２０）が、フォトポリマー層の形態であること、
を特徴とする請求項１～１２のいずれか１項に記載の多層体（１、７）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学作用エレメントを備えた多層体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、透明なフィルムにより閉じられた窓状の開口を有する有価ドキュメント
を記載している。従って、セキュリティ特性を備えた透明なフィルムは、入射光モードに
おいてのみでなく、透過光モードにおいても、観察可能である。ここで、セキュリティ特
性は、薄膜配置、および／または、屈折光学効果および／または回折光学効果を有する、
回折構造を有する。
【０００３】
　特許文献２は、透明なプラスティック材料により閉じられた窓を有する自己照合セキュ
リティドキュメントと、セキュリティエレメントとを記載している。窓の領域において、
透明なプラスティック材料は、例えば、光学レンズ、偏向構造またはモアレ効果を生じる
エレメント等の照合手段を有する。セキュリティドキュメントを照合するために、ドキュ
メントは、窓がセキュリティエレメントに重なり、セキュリティエレメントが窓を通じて
観察できるように折り畳まれる。照合手段とセキュリティエレメントの協働により、特有
の光学効果が提供される。
【０００４】
　特許文献３は、例えば、液晶セキュリティエレメントを備え、セキュリティエレメント
の下に不可視のコーディングが配置された、有価ペーパー、証書、または身分証等のデー
タキャリアを記載している。セキュリティエレメントは、異なる観察角度で、異なるカラ
ーインプレッションを生じる。このような液晶は、Varifeye（登録商標）名の製品におい
ても用いられている。この製品は、透かしのように、窓が導入された紙幣用紙に含まれる
。液晶および回折OVD（光学可変デバイス）が導入された透明なプラスティックフィルム
が、窓をカバーしている。背景の輝度に依存して、窓は、異なるカラー効果を示す。随意
に、例えば、黒色印刷が窓の中の液晶の背後に配置され、窓が暗い背景に対して観察され
なくても、観察者がカラー変化を認知するようにすることも可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】DE 43 34 847 A1
【特許文献２】WO 98/15418
【特許文献３】EP 0 435 029 B2
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、改良された光学作用エレメントを有する多層体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本発明の目的は、キャリア基質、および、窓またはキャリア基質の透明領域において少
なくとも部分的に配置された透明層を有する特にセキュリティドキュメントにおける多層
体であって、透明層は、透明層により規定される層面において互いに並置関係で配置され
る可変屈折率の少なくとも第一のサブ領域および第二のサブ領域を有し、少なくとも第一
のサブ領域および第二のサブ領域は、窓またはキャリア基質の透明な領域において少なく
とも部分的に配置され、各サブ領域は、光学作用エレメントを形成し、屈折率変化により
形成され、実質上互いに平行な平面に配置される、多数の周期的に配置されたノードを有
し、少なくとも第一のサブ領域における平面は、少なくとも第二のサブ領域における平面
と平行ではなく、少なくとも一つのサブ領域において、平面は層面に対して平行でも垂直
でもなく延び、多層体の表側および裏側に入射する光の双方が、光学作用エレメントによ
り回折され、エレメントが、入射光モードにおいて、表側と裏側とで異なる光学効果を生
じる多層体により達成される。
【０００８】
　本発明に従う多層体は、特に光学効果に優れている。窓またはキャリア基質の透明な領
域における光学作用エレメントの配置は、セキュリティドキュメントの両側から光学作用
エレメントの照明を可能とする。以降、窓という表現は、光が両側から通過可能な、セキ
ュリティドキュメントにおける透明な領域を表すために用いられる。透明とは、半透明、
好ましくは、透明を表す。そのような透明性は、限定された周波数レンジ、例えば赤色光
に対してのみ提供されても良い。入射光が、観察者に対向する窓の側である場合を、入射
光とする。光が、観察者から離れた窓の側に入射する場合を、透過光とする。
【０００９】
　少なくとも２つの異なって形成されたサブ領域の窓における配置は、透明な窓において
、観察者に特に容易に記憶される透明でない反射イメージを生じることが可能である。少
なくとも２つのサブ領域における平面の各配置、多層体への光の入射角度、および、多層
体の観察角度に依存して、異なる光学効果が生じる。入射光モードにおいて、多層体の表
側を観察する場合、観察者は、窓の中に、イメージ情報の第一のアイテムを知覚する。多
層体が、多層体の面における軸について１８０度回転され、多層体が裏側から観察される
場合、イメージ情報の第一のアイテムに代わって、観察者は、入射光モードにおいて、窓
の中に、それとは異なるイメージ情報の第二のアイテムを知覚する。多層体の面における
軸は、例えば、多層体の長手方向のエッジまたは垂直エッジに対して平行な軸を含んでも
良い。多層体の面に対して垂直な軸についての多層体の１８０度の回転により、例えば、
暗／明／暗から暗／明のコントラストような、異なる効果が生じる。
【００１０】
　本発明に従う多層体は、既述した光学作用エレメントが、入射光を狭い角度範囲に偏向
または回折するような構造であるという点で、さらに優れている。これらの角度範囲は、
一般的な回折構造、例えば、回折レリーフ構造の場合よりも十分狭い。これにより、非常
に選択的な光学効果が得られ、すなわち、多層体の観察者は、非常に限定された、細かく
規定された角度範囲でのみ、光学効果を知覚する。
【００１１】
　特に、本発明に従う多層体は、光学作用エレメントに含まれるイメージ情報が、特定の
照明状況下でのみ見える。多層体の観察者が多層体を傾けた場合、イメージ情報とイメー
ジ情報の消失の間の明白で鮮明な変化が生じる。
【００１２】
　多層体は、セキュリティドキュメントであるのが好ましい。しかしながら、多層体は、
装飾分野でも利用可能である。
【００１３】
　さらなる有利な構造が、従属項で記述される。
【００１４】
　光学作用エレメントは、透過光モードにおいて、光学可変効果を展開する。光学作用エ



(5) JP 5421246 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

レメントは、例えば、透過光モードにおいて、観察可能であるように、窓またはキャリア
基質の透明な領域に配置され得る。多層体の透明層は、入射光モードと透過光モードとに
おいて、異なるイメージ情報を示すのが好ましい。
【００１５】
　窓における少なくとも２つの異なるサブ領域の配置は、透明な窓において、観察者に特
に容易に記憶される、不透明な反射イメージの形成の提供を可能とする。少なくとも２つ
のサブ領域における平面の各配置、多層体への光の入射角度、および、多層体の観察角度
に依存して、異なる光学効果が生じる。これにより、透過光モードで観察者が窓の中でセ
キュリティドキュメントの表側を観察する場合、例えば、観察者は、イメージ情報の第一
のアイテムを知覚することができる。観察角度および光の入射が不変である場合、セキュ
リティドキュメントを１８０度回転すると、観察者は、透過光モードで、窓の中に、イメ
ージ情報の第一のアイテムの代わりに、イメージ情報の第二のアイテムを知覚する。
【００１６】
　本発明の好ましい実施形態では、第一のサブ領域における平面は、第二のサブ領域にお
ける平面に対して、好ましくは少なくとも１度の角度傾いている。従って、第一のサブ領
域における平面配列の平面は、第二のサブ領域における平面配列の平面と平行ではなく、
２つの平面配列の交差角度は少なくとも１度である。第一のサブ領域における実質的に互
いに平行な平面は、平面での光の偏向または回折により、セキュリティドキュメントの観
察者に見えるようになる、イメージ情報の第一のアイテムを含んでも良い。さらに、実質
的に互いに平行な平面は、第二のサブ領域において、平面での光の偏向または回折により
、セキュリティドキュメントの観察者に見えるようになる、イメージ情報の第二のアイテ
ムを含んでも良い。
【００１７】
　第一のサブ領域における平面の配置が、第二のサブ領域における平面の配置と十分に異
なる場合、観察者は、第一の照明状況において、イメージ情報の第一のアイテムを知覚し
、第二の照明状況において、イメージ情報の第二のアイテムを知覚する。十分と言う言葉
は、ここでは、角度、好ましくは１度以上の角度を表すために用いられ、この角度では、
イメージ情報の第一および第二のアイテムは、互いに重複せず、観察者は、互いに明確に
区別されるイメージ情報のアイテムを知覚する。
【００１８】
　例として、２桁からなる数字、例えば数字“５０”が、平面の異なる配置を含む、２つ
の異なるサブ領域により形成される。第一の桁“５”は、平面の第一の配置を備えたサブ
領域の形態であり、第二の桁“０”は、平面に関し第二の配置を備えたサブ領域の形態で
ある。このようにして、例えば、第一の桁は赤く見え、第二は緑に見え得る。
【００１９】
　層面における各サブ領域は、層面内の各方向において少なくとも20μmの表面範囲であ
るのが好ましい。最小表面範囲は、300μmであるのが好ましい。この表面範囲に因り、サ
ブ領域は、人の裸眼では、常に連続構造として知覚される。
【００２０】
　さらに、各サブ領域は、特別なイメージ手続きにより形成される体積ホログラムの形態
の光学作用エレメントを有する。各体積ホログラムは、屈折率の変化により形成されるノ
ードを有する。理想的な場合、ノードは、いわゆるブラッグ平面、すなわち、屈折率の変
化により形成される平面、を形成するような構造である。従って、屈折率変化は、水晶の
Ｘ線構造解析に関連して最初に既述された、ブラッグ平面に位置する。入射光では、ブラ
ッグ平面は、回折格子として働き、回折および干渉により、光学効果を生じる。
【００２１】
　この構造により、屈折率変化によりサブ領域に形成され、実質的に互いに平行な関係で
延びる平面に配置されるノードは、体積ホログラムのブラッグ平面を表す。実質的に互い
に平行な平面は、体積ホログラムのブラッグ平面を順番に形成する。平面の配置は、上述
したように、例えば、後述する特別なイメージプロセスで実施され、光学作用エレメント
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は、特別な体積ホログラムとして実施される。
【００２２】
　本発明に従うセキュリティドキュメントに配置される透明または半透明層は、最適なデ
ザインの体積ホログラムにより、区別されるのが好ましい。その厚さは、体積ホログラム
の形成に関する光学的法則により、下方向において限定される。従って、透明層は、使用
中に屈曲負荷を受けるセキュリティドキュメント、特に例えば紙幣の場合、にも使用可能
である。体積ホログラムが透明層に備えられることにより、透明な窓において不透明な反
射イメージを生じる予想外の光学効果が、特に容易に記憶される。
【００２３】
　従来の回折構造（レインボーホログラム）と比較して、本発明に従うセキュリティドキ
ュメントに備えられた体積ホログラムにより、コントラストのレベルが高く、その中に位
相情報のアイテムを保存することが可能である。このようにして、相対的に狭い観察角度
でのみ知覚される、実質的に単一カラーの明るいイメージを生じることができる。
【００２４】
　透明層における体積ホログラムは、互いに入れ子状態であり、イメージ情報のアイテム
を複数含む複数の非対称表面構造またはキノフォルム構造を備えた形成領域が存在する、
マスターの光学的接触コピーにより作られる。そのような構造の標的選択により、光学作
用エレメントは、ブラッグ平面が少なくとも２つのサブ領域において後述するように配置
され、入射光モードにおいて、異なる観察角度で知覚されるイメージ情報の２つの異なる
アイテムを生じるような構造である。それらの構造に関する標的選択は、少なくとも２つ
のサブ領域が、透過光モードにおいて、異なる観察角度で知覚されるイメージ情報の２つ
の異なるアイテムを生じるように、光学作用エレメントを形成しても良い。
【００２５】
　第一のサブ領域に形成された平面、および、第二のサブ領域に形成された平面は、層面
に対し、平行でも垂直でもなく延び、第一のサブ領域の平面は、第二のサブ領域の平面に
対して平行ではなく配置されるように、構造が選択されるのが好ましい。
【００２６】
　本発明の好ましい実施形態では、サブ領域は、互いに入れ子状態である。入れ子状態と
は、第一のサブ領域が、層平面において、互いに並置関係で配置される多数の第一の個別
領域を含み、第二のサブ領域が、層平面において、互いに並置関係で配置される多数の第
二の個別領域を含み、第一および第二の個別領域が、層平面において、互いに並置関係の
配置で配置されるような構造である。
【００２７】
　多数の個別領域を含む第一のサブ領域は、イメージ情報の第一のアイテムを備えた第一
の体積ホログラムを有し、多数の個別領域を含む第二のサブ領域は、イメージ情報の第二
のアイテムを備えた第二の体積ホログラムを有することができる。第一のサブ領域の個別
の領域と、第二のサブ領域の個別の領域との入れ子関係により、第一のサブ領域は、第一
の照明状況において、第一の体積ホログラムイメージを生じ、第二の照明状況において、
第二のサブ領域は、第二の体積ホログラムイメージを生じる。例として、セキュリティド
キュメントの観察者が、入射光モードにおいて、第一のサブ領域により生じる第一の体積
ホログラムイメージを見ており、観察者がセキュリティドキュメントを傾けると、第二の
サブ領域により生じる第二の体積ホログラムイメージを見る。
【００２８】
　領域は、複数の方法で互いに入れ子状態とすることができる。従って、例えば、これは
、互いに入れ子状態である、例えばラインラスター等のラスターを含む。この場合、一方
は、例えば文字情報のアイテムを再現し、他方は、イメージ情報のアイテムを再現するこ
とが可能である。しかしながら、一方の領域が情報のアイテムを提供し、他方の領域が情
報が顕著となる周辺領域を形成しても良い。情報は、ある観察位置で、暗い背景に対して
明るく見え、他の観察位置では、明るい背景に対して暗く見える、例えばロゴであっても
良い。従って、体積ホログラムが傾けられまたは動かされた場合、正の描写から負の描写
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への変化、またはその逆が生じても良い。さらに、領域は、ある領域が他の領域のエッジ
を形成しても良い。従って、ある領域が、例えば英数字の周囲のエッジを再現し、他の領
域が英数字自体を再現することが可能である。
【００２９】
　本発明の好ましい構造では、少なくとも２つのイメージ情報のアイテムを備えたサブ領
域は、300μm以下、好ましくは20μm～50μmのラスター幅を備えたラスターで配置される
。実質的な好ましい条件下では、すなわち、良好な照明で、高いコントラストのモチーフ
またはパターンを観察する場合、人の目の解像度能力の限界は300μmである。この解像度
能力は、低いコントラストおよび不利な照明によって３～５倍に悪化し得る。従って、20
μm～50μmのラスター幅は、人の目では解像できず、イメージ情報のラスターは知覚され
ず、個々の可視領域は均一の領域として見える。
【００３０】
　さらに、ラスターはストライプラスターであっても良い。ストライプラスターは、特に
実施が容易である。しかしながら、特に、２つ以上の異なるイメージ情報のアイテムが互
いに入れ子状態である場合、他のラスターを提供しても良い。例えば、ピクセルラスター
を含んでも良く、この場合、マスターは電子ビーム技術で作られ得る。ラスターは、イメ
ージ情報のアイテムが体積ホログラムにおいて互いに分離し、体積ホログラムにおけるイ
メージ情報のアイテムの重畳により、輝度および／または鮮明度の損失がないことを保証
する。
【００３１】
　光学作用エレメントは、例えばラスターを用いるなど、互いに厳密に区切られる入れ子
状態の領域で形成される代わりに、例えばギロシェ模様を用いるなど、連続領域により形
成することも可能である。ギロシェ模様のリファレンスは、曲がって互いに重なる多数の
細かいラインを含む装飾を表すために用いられ、この場合、個々のラインは、縄状の、大
抵は非対称の閉楕円または円環経路を形成する。例えば、透明層が交互に傾けられた場合
に、観察者にギロシェ模様が回転して見える体積ホログラムを形成することができる。こ
れは、複数のアジマスのギロシェ模様の各ラインにより、達成可能である。ギロシェホロ
グラムを形成するためのマスターは、この場合、ブレーズ格子の形態であり、ギロシェ模
様の各フェーズは、－４５～＋４５度の複数のアジマスを有する。
【００３２】
　さらに、第一のサブ領域の平面が、層面と４５度以上９０度以下の角度をなしても良い
。第一のサブ領域の平面は、層面に対して、ほぼ垂直に、特に少なくとも８０度で、９０
度以下の角度で配置されるのが好ましい。このようにして、セキュリティドキュメントの
裏側にほぼ垂直に入射する光は、窓または透明な領域を通じて、第一のサブ領域の平面で
回折される。このようにして、第一のサブ領域の平面に保存されたイメージ情報が、透過
光モードで観察者に知覚される。さらに、第二のサブ領域の平面は、層面と最大３０度を
なしても良い。この場合、２つのサブ領域は、第一のサブ領域の平面が透過（透過光モー
ド）で光学効果を生じ、第二のサブ領域の平面が反射（入射光モード）で光学効果を生じ
るように協働する。
【００３３】
　特に、第一のサブ領域において、ブラッグ平面が層面に対してほぼ垂直な透過体積ホロ
グラムが存在しても良い。セキュリティエレメントの裏側で、層面に対してほぼ垂直に入
射し、透過体積ホログラムを通過する光は、層面の法線から離れて回折される。さらに、
第二のサブ領域において、セキュリティエレメントの表側に入射した光が反射される、反
射体積ホログラムが存在しても良い。
【００３４】
　例として、透過体積ホログラムは、例えば、四角形等の、イメージ情報の第一のアイテ
ムを含み、反射体積ホログラムは、例えば星等の、イメージ情報の第二のアイテムを含む
。光が、セキュリティドキュメントの表側に入射し、セキュリティドキュメントの表側が
観察される場合、反射体積ホログラムのイメージ情報、すなわち星が、見えるようになる
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。他方、光が、セキュリティドキュメントの裏側に入射し、セキュリティドキュメントの
表側が観察される場合、光は窓を通じて透過体積ホログラムを照明し、透過体積ホログラ
ムのイメージ情報、すなわち四角形が、見えるようになる。
【００３５】
　透明層は、感光層の形態で、好ましくは5μm～30μmの厚さであることが好ましい。
【００３６】
　透明層の最適な厚さは、とりわけ使用される材料に依存し、試験により確認され得る。
数100nmの領域で一般的な外形深さを有する回折レリーフ構造に比べ、透明層は、相対的
に厚さが大きい。この理由は、体積ホログラムの場合、イメージ情報が、回折レリ－フ構
造の場合のような、単一の界面（回折表面レリーフ）ではなく、体積に保存されることに
よる。
【００３７】
　本発明の好ましい構造では、透明層は、キャリア基質の不透明な領域、好ましくは、キ
ャリア基質の暗色領域に、部分的に配置される。少なくとも第一および少なくとも第二の
サブ領域は、キャリア基質の不透明な領域に、少なくとも部分的に配置されても良い。ま
た、少なくとも第一および少なくとも第二のサブ領域は、それぞれ、キャリア基質の不透
明な領域および透明な領域に配置されても良い。この場合、第一の各サブ領域におけるイ
メージ情報は同一であり、第二の各サブ領域におけるイメージ情報は同一である。体積ホ
ログラムは、各第一のおよび各第二のサブ領域に配置されるのが好ましい。
【００３８】
　暗い背景に対する体積ホログラムは、非常に鮮明に見える。知覚されるカラー効果およ
び体積ホログラムの輝度により、体積ホログラムは、各背景に依存して、暗いまたは明る
い表面を提供する、すなわち、個々の輝度に依存して、可視フィルム領域が代わる、公知
のフィルム窓のような機能を含むことが可能である。セキュリティドキュメントの表側が
観察される場合、観察者は、セキュリティドキュメントの透明な領域の後ろに、暗く明る
い対象を交互に配置することができる。背景の個々の輝度に依存して、知覚されるカラー
効果と体積ホログラムの輝度が変化する。この場合、不透明な領域における体積ホログラ
ムが、リファレンスとして機能する。不透明な領域における体積ホログラムの背景が暗い
場合、例えば、暗色インクを用いて印刷されている場合、観察者は、不透明な領域におけ
る体積ホログラムを、透明な領域における体積ホログラムよりも、よりカラフルで明るい
ものとして知覚する。
【００３９】
　透明層の下側、例えば、体積ホログラムが配置された透明層の下側は、暗いインクで印
刷可能である。この印刷は、窓領域に小さい印刷領域を備え、例えばキャリア基質の不透
明な領域における全表面領域にわたり印刷を行った、部分的な印刷形態であることが好ま
しい。また、透明層は、キャリア基質の不透明な領域に暗い接着剤で適用可能である。
【００４０】
　本発明に従うセキュリティドキュメントに配置される透明層のためのキャリア基質は、
例えば、窓を備えた紙幣、窓を備えたポリマー紙幣、または窓を備えたポリマーカードで
あっても良い。本発明に従う多層体に配置され、透明層により形成される光学エレメント
は、以下の方法の一つで、キャリア基質に配置可能である。光学エレメントは、紙幣にス
トライプまたは層部位として配置される積層フィルム内に導入可能であり、光学エレメン
トの少なくとも一部は、紙幣の窓の領域に配置される。例えば光学エレメントの隣のその
ような積層フィルムは、キャリアフィルム（例えば厚さ12－60μmのPETフィルム）、およ
び、積層フィルムを紙幣に固定する接着層を有する（PET＝ポリエチレンテレフタレイト
）。
【００４１】
　また、光学エレメントは、転送フィルム、特に熱エンボス加工フィルムの転送層部位に
も導入可能であり、ストライプまたはパッチの形態で紙幣に適用され、光学エレメントの
少なくとも一部は、紙幣の窓の領域に配置される。また、光学エレメントは、例えば熱エ
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ンボス加工により、ポリマー紙幣の表面にも適用可能である。さらに、光学エレメントは
、例えば熱エンボス加工により、ポリマー紙幣が構成されるプラスティック層の一つの表
面にも適用可能であり、光学エレメントは、そのプラスティック層が取り付けられた後、
キャリア基質中に埋め込まれる。また、光学エレメントは、ポリマーカード、例えばIDカ
ード（ID＝身分証明）の表面にも適用可能である。PCI（＝ポリカーボネイトインレイ）
を備えたIDカードの場合、光学エレメントは、完成カード基質の低層として存在する層に
適用されても良く、言い換えれば、光学エレメントは、IDカードの分野では、ポリカーボ
ネイトに埋め込まれても良い。
【００４２】
　さらに、透明層は、フィルム構造の一部の形態であっても良い。フィルム構造は、以下
の選択肢群から一つ以上のエレメントを有する：回折OVD、好ましくは回折レリーフ構造
、カラーシフト光学エレメント、偏向光学エレメント、回折または屈折レンズ、回折また
は屈折マイクロレンズの配置、カラーフィルム、電磁信号の送信および／または受信用ア
ンテナ、太陽電池、ディスプレイまたは電子回路。電子回路は、例えば、印刷、拡散、注
入またはスプレーにより、溶液から適用される、一つ以上の電気機能層を有する電子回路
を含むことが好ましい。この電気機能層は、電気的な半導体層、電気的絶縁層、および／
または電気的な導電層であることが好ましい。ここで、電気的な半導体層の半導体として
、有機半導体が用いられるのが好ましい。さらに、電子回路は、一つ以上の有機電界効果
トランジスタを含み、例えば、フィルム構造のアンテナと共に、RFIDタグを形成するのが
好ましい。この場合、電子回路の層は、印刷、蒸着、熱エンボス加工および積層により、
フィルム構造の他の層に適用されるのが好ましい。
【００４３】
　フィルム構造に配置されるエレメントは、少なくとも第一および第二のサブ領域をカバ
ーしない、すなわち、層面におけるエレメントは、少なくとも第一および第二のサブ領域
の隣に配置されても良い。また、層構造に配置されるエレメントは、少なくとも第一およ
び第二のサブ領域を少なくとも部分的にカバーし、例えばレンズおよび体積ホログラムの
協働が、付加的な光学効果を生じることも可能である。
【００４４】
　さらなる好ましい構造では、透明層は、ストライプまたは“パッチ”形態でキャリア基
質に適用される、積層フィルムおよび／または転写層部位の一部の形態である。“パッチ
”という表現は、“ストライプ”と比べ、横方向における範囲が縦方向における範囲と著
しく異ならない、規則的または不規則的な外形の平面フィルムまたは層エレメントを表す
ために用いられる。
【００４５】
　さらなる好ましい構造では、透明層は、フォトポリマー層の形態である。フォトポリマ
ーは、高エネルギー光、特にUV光の効果の下で、交差結合、すなわち重合し、その結果屈
折率を変える樹脂である（UV＝紫外）。続いて、透明層は、イメージ情報のアイテムを含
む、第一および第二のサブ領域の製造に重要な、感光層を形成する。体積ホログラムを作
るために、光への集中的な露光により、屈折率が変化する、例えばDuPont製のOmniDex（
登録商標）等、特別なフォトポリマーが提供される。
【００４６】
　本発明は、以下、添付図面を参照しつつ、複数の実施形態により、例示的に記述される
。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１ａ】本発明に従うセキュリティドキュメントの第一の利用例を示す。
【図１ｂ】本発明に従うセキュリティドキュメントの第一の利用例を示す。
【図２ａ】本発明に従うセキュリティドキュメントの第二の利用例を示す。
【図２ｂ】本発明に従うセキュリティドキュメントの第二の利用例を示す。
【図３】体積ホログラムの原理を示す図を示す。
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【図４ａ】サブ領域の４つの可能な配置の平面図を示す。
【図４ｂ】サブ領域の４つの可能な配置の平面図を示す。
【図４ｃ】サブ領域の４つの可能な配置の平面図を示す。
【図４ｄ】サブ領域の４つの可能な配置の平面図を示す。
【図５ａ】第一の透明層の製品の構造の断面図を示す。
【図５ｂ】第一の透明層の機能の断面図を示す。
【図５ｃ】第一の透明層の入れ子状態のサブ領域の配置例を示す。
【図６ａ】第二の透明層の製品の構造の断面図を示す。
【図６ｂ】第二の透明層の機能の断面図を示す。
【図６ｃ】第一の透明層の入れ子状態のサブ領域の配置例を示す。
【図７ａ】本発明に従う第三のセキュリティドキュメントの断面図を示す。
【図７ｂ】表側から観察する場合の図７ａに示すセキュリティドキュメントを表側から観
察する場合の機能の原理を示す図を示す。
【図７ｃ】裏側から観察する場合の図７ａに示すセキュリティドキュメントを表側から観
察する場合の機能の原理を示す図を示す。
【図８】本発明に従うセキュリティドキュメントの第三の利用例を示す。
【図９ａ】本発明に従うセキュリティドキュメントの入射光および反射光モードにおける
機能の原理を示す図を示す。
【図９ｂ】本発明に従うセキュリティドキュメントの入射光および反射光モードにおける
機能の原理を示す図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　図１ａおよび１ｂは、透明層１２を備えたセキュリティドキュメント１のそれぞれ正面
図および背面図を示す。図１ａおよび１ｂの例では、セキュリティドキュメント１は、例
えば紙幣や小切手等の有価ドキュメントである。また、セキュリティドキュメント１は、
例えば身分証明カードやパス等の、身分証明ドキュメントを形成することも可能である。
また、セキュリティドキュメント１は、例えば、製品保証ラベル、または、透明なCDケー
ス上の、独創性／信憑性のドキュメント用のステッカー等であることも可能である。
【００４９】
　セキュリティドキュメント１は、透明層１２が窓１５内に配置される、フレキシブルな
キャリア基質１１を含んでいる。キャリア基質１１は、印刷が施され、例えば、透かしや
セキュリティスレッド等のさらなるセキュリティ特性が導入された、紙材料のキャリア基
質１１であるのが好ましい。例えば、IDカードまたはクレジットカードの場合等の、フレ
キシブルでないキャリア基質１１を提供することも可能である。
【００５０】
　セキュリティドキュメント１は、プラスティックフィルム、または、一つ以上の紙およ
びプラスティックの層を含む積層品であることも可能である。
【００５１】
　ここで、ドキュメントが例えば紙幣の場合、キャリア基質１１の厚さは、0.06mm～0.15
mmの範囲である。窓１５は、例えばスタンピングまたは切削により、キャリア基質１１に
導入され、透明層１２の適用、例えば全領域にわたる透明層の貼付により、再び閉じられ
る。従って、セキュリティドキュメント１は、キャリア基質１１の窓１５に少なくとも部
分的に配置された透明層１２を有する。
【００５２】
　しかしながら、透明または部分的に透明な材料がキャリア基質１１の材料として使用さ
れ、キャリア基質が窓１５の領域に残るようにすることもできる。これは、例えば、キャ
リア基質１１が、窓１５の領域において、混濁層または印刷を備えない、透明なプラステ
ィックフィルムを有するような場合である。さらに、窓１５が製紙法で形成され、透明層
１２が幅広いセキュリティスレッドのキャリア基質１１に導入されることも可能である。
【００５３】
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　さらに、透明層またはフィルムエレメントがまずキャリア基質１１に適用され、次にプ
リントのみが行われるようにすることも可能である。この場合、透明層またはフィルムエ
レメントは、裏側から印刷されるのが好ましい。
【００５４】
　ここで、“一般的な”印刷材料、または、光学的可変色素を備えた印刷材料の双方を使
用することができる。
【００５５】
　セキュリティドキュメント１の製造プロセスでは、透明層１２は、例えば、キャリア基
質の製造中に、窓１５の切削後、空白の、印刷されていないキャリア基質に適用すること
ができる。また、透明層１２は、印刷終了状態、例えば、オフセット印刷作業後、または
、続く凹版印刷作業の前の、キャリア基質に適用することもできる。
【００５６】
　図１ａおよび１ｂに示すように、セキュリティドキュメント１が表側から観察される場
合、楓の葉１３が透明層１２の上に見える。セキュリティドキュメント１が裏側から観察
される場合、十字１４が透明層１２の上に見える。
【００５７】
　図２ａおよび２ｂは、上述したセキュリティドキュメントの第２の利用例を示す。
【００５８】
　図２ａは、第１の製造ステップ後に窓形態の開口１０４を有するフレキシブルなキャリ
ア基質１０１を含む、セキュリティドキュメント１０を示す。図例において、セキュリテ
ィドキュメント１０は紙幣である。第２の製造ステップでは、セキュリティストライプ１
０３がセキュリティドキュメント１０に適用され、ストライプ１０３は、窓形態の開口１
０４をカバーする。上部では、セキュリティストライプ１０３は、可変屈折率を備え、開
口１０４に配置される、２つのサブ領域１０２を有する。セキュリティストライプ１０３
は、透明層３０、および、例えば、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリエチレンテレフタレート
（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、またはポリカーボネート（ＰＣ）等
の透明キャリア層を有する多層体を含み、厚さは5～20μmの範囲である。セキュリティス
トライプ１０３は、オフセット、凹版、またはスクリーン印刷プロセスを部分的に利用し
た印刷により、適用可能であり、または、それらのプロセスの一つにより印刷された基質
に配置可能である。
【００５９】
　図２ｂは、窓形態の開口１０４の詳細図を示す。開口１０４は、蝶の形態の輪郭を含む
。開口１０４は、透明層３０を含む積層フィルムで形成されたセキュリティストライプ１
０３によりカバーされている。窓開口１０４の領域において、透明層３０は、透明層３０
に配置された体積ホログラムの形態の、値の表示（数“１００”）１０２を有する。窓開
口１０４の残りの領域１０５は、透明なフィルム領域の形態である。図２ｂでは、残りの
領域１０５を通じた光景が、セキュリティドキュメント１０の背後に配置された文字の描
写で示されている。
【００６０】
　図３は、好ましくは、ほぼ平行な平面の表面３０ａ、３０ｂを備え、層厚３２のフォト
ポリマー層を含む、透明層３０の垂直断面図である。層厚３２は、一般的に、5μm～30μ
mの範囲である。屈折率の周期的変調が、層３０の層平面３３に対して傾斜して伸びる明
暗変化により示され、層平面は、層３０により規定され、層３０の２つの表面３０ａおよ
び３０ｂにほぼ平行に伸びる。周期的に配置された多数のノードが、屈折率変化により、
透明層３０の中に形成される。全体として入射光の回折を引き起こし、光学作用エレメン
トを提供するこれらのノードは、互いに平行にそれぞれ延びる平面３１に配置される。ノ
ードは、透明層の残りの領域の屈折率ｎとは値δ異なる屈折率ｎ´を含む：ｎ´＝ｎ＋δ
。従って、透明層３０は、位置依存屈折率ｎ´＝ｎ＋δを有し、それにより、透明層３０
において３次元屈折率パターンが保存される。
【００６１】
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　３次元屈折率パターンは、ホログラフ干渉配置、例えば、（光源の）コヒーレントな光
ビームが複製層の回折レリーフ構造で偏向する構造、により形成可能である。体積ホログ
ラムにおける書き込みのためにフォトポリマー層３０に入射したレーザービームは、まず
、フォトポリマー層３０で屈折し、続いて、複製層の格子構造における回折により、反射
層で偏向する。偏向ビームは、入射光により体現される参照波と干渉する物体波を体現し
、この場合、フォトポリマー層３０において局所的重合を誘発する。重合の結果、フォト
ポリマー層３０の屈折率は、局所的に変化する。屈折率変化は、水晶のＸ線解析に関連し
て既述された、いわゆるブラッグ平面３１に位置する。
【００６２】
　このような配置の種々の構造が、以降記述される。
【００６３】
　体積ホログラムを形成するため、本発明に従うセキュリティドキュメントにおいて提供
され得るように、感光層が、マスターの表側に直接、または、透明な光学媒体の介在物に
接するようになるのが好ましい。マスターにおいて、互いに入れ子となり、少なくとも二
つの異なる表面構造を有し、イメージ情報の少なくとも２つの異なるアイテムを含む領域
が形成される。表面構造は、例えば、特有の構造により、感光層（＝透明層）において上
述した光学エレメントの形成に適した、２つの非対称レリーフ構造の形態である。
【００６４】
　ここで、非対称レリーフ構造は、入射光を、透明層により規定される層面に対して反射
／回折光ビームがある角度位置となるように決定され、また平面３１の所望の向きに垂直
な、所与の角度位置で反射または回折するような構造である。従って、２つの非対称レリ
ーフ構造が入射光ビームを反射／回折する角度位置は、一方では異なり、さらにコヒーレ
ントな光ビームが非対称レリーフ構造で放射状に広がる角度位置に依存する。平面３１の
所望の向きと、予め定めたホログラム露光配置の構造から開始することで、非対称レリー
フ構造について選択されるべき偏向角度は、簡単な計算により決定可能である。ここで、
偏向角度という表現は、非対称レリーフ構造が、屈折反射または回折により、垂直に入射
する光ビームを、表面法線から逸らす角度を表すために用いられる。ここで、非対称レリ
ーフ構造として、後述するブレーズ格子が用いられるのが好ましい。さらに、対応する表
面領域に、同様の偏向作用を示す２つの異なるキノフォルムを提供することも可能である
。
【００６５】
　これらの非対称レリーフ構造の偏向角度は、10°～30°の範囲であるのが好ましい。感
光層およびマスターは、コヒーレントな光ビームで露光され、感光層に導入され干渉によ
り形成された体積ホログラムは、感光層の硬化により固定される。
【００６６】
　感光層およびマスターは、例えば、レーザーにより発生された、複数の波長および／ま
たは複数の方向のコヒーレントな光ビームで露光可能である。体積ホログラムに保存され
たイメージ情報のアイテムは、異なる色で出現し、および／または異なる観察角度で視認
可能である。
【００６７】
　部分的なパターンの表面構造は、イメージ情報のアイテムを含まない。イメージ情報を
含まないマスターの領域は、例えば、背景構造として利用可能である。このような背景構
造は、例えば、逸れた光および／または煩わしい反射が低減されるような構造とすること
が可能である。これは、イメージ情報を含まないマスターの領域が、モスアイ構造、およ
び／または、ミラー、および／または、マット構造、および／または、散乱格子の形態で
あることで達成可能である。また、この効果に対して、非反射構造、または、この目的の
ために実質的に特に最適化された構造を用いることも可能である。
【００６８】
　さらに有利な構造は、少なくとも２つの表面構造が、互いに関連して回転した状態の非
対称レリーフ構造の形態である。例えば、第一の非対称表面構造は、ほぼ垂直な側面と、
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隣接し右に向かって上昇する側面とを有する。第二の非対称表面構造は、上昇する側面が
左に向かうこと以外は、同様の構造であり、すなわち、第一の非対称表面構造に関し、18
0度回転されている。
【００６９】
　露光後にそれらの非対称レリーフ構造により感光層に導入される、ノード形態において
不均一な屈折率は、マスターの異なる表面構造に関連する多数のサブ領域において、対応
する複数の配向を含む。例えば、第一のサブ領域において、平面は第一の方向に配向され
、第二のサブ領域において、隣接する平面は、180度の回転により第一の方向から与えら
れる第二の方向に配向される。
【００７０】
　表面構造のそのような配向は、セキュリティドキュメントを単に傾けるだけで、イメー
ジ情報の異なるアイテムが視認可能となるので、特に有利である。上述した表面構造は、
アジマス変化をも含み、感光層に形成された光学作用構造が、感光層を左から右、または
その逆で傾けられた場合に、イメージの変化を生じる。
【００７１】
　非対称表面構造は、例えば、100ライン/mm～150ライン/mmの空間周波数の鋸波形状の表
面を備えた、反射表面を備えたブレーズ格子を含んでも良い。
【００７２】
　さらに、ブレーズ格子は、格子深度が1～2μmであっても良い。前述した寸法のブレー
ズ格子は、例えば加熱スタンプローラーによる熱可塑性物質成型により、または、UV硬化
ラッカーの露光によりフォトメカニカルに形成可能である。一般に、マスターの格子は、
例えば、格子周期が約1000nmで、格子深度が100～500nmで、異なるアジマス配向のブレー
ズ格子、キノフォルム、非対称アクロマート格子、マット構造、自由造形レンズを形成す
る表面レリーフ構造などの、多数の異なる格子のモザイク状の並置を含むことができる。
【００７３】
　さらに、ラスターは、ストライプラスターであっても良い。ストライプラスターは、特
に実現が容易である。しかしながら、特に２つ以上のイメージ情報の異なるアイテムが互
いに入れ子状態となっている場合、他のラスターを提供しても良い。マスターが電子ビー
ム技術で形成可能な場合、例えば、ピクセルラスターを含んでも良い。ラスターは、体積
ホログラムにおいて、イメージ情報のアイテムが互いに分離され、体積ホログラムにおけ
るイメージ情報のアイテムの重畳に起因して、輝度および／または鮮明度の損失がないこ
とを保証する。
【００７４】
　フォトポリマー層３０に保存された体積ホログラムを再現するために、図３に示すよう
に、フォトポリマー層３０は、白色光３００で照明される。その結果、方向３１０におい
て、体積ホログラムの書き込みで用いられた再現波長で、体積ホログラムが再現される。
再現波長は、とりわけ、レーザー波長の選択、格子外形の選択、およびフォトポリマーの
染料の選択により、様々な方法で選択可能である。
【００７５】
　さらに、レーザーの入射角度は、マスターの格子に関し、型押し格子により決定される
カラーの再現に影響を有することが可能である。
【００７６】
　ホログラムの波長をシフトするために、障壁層の適用前に、ホログラムを縮小または拡
大させることが可能である。ホログラムのサイズの変化は、例えば、固定作業前のホログ
ラムの過熱または冷却、または化学的方法により達成される。製造プロセスにより、比較
的小さい屈折率偏差δが可能である。それでもなお、高い効果の光学エレメントを達成す
るために、変調された屈折率を備えた多数の平面３１と、その結果比較的大きい層圧３２
が、透明層３０において要求される。“ブラッグ格子”という表現は、以降、屈折率が変
調された平面３１の配置等に対して用いられる。
【００７７】
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　既に前述したように、フォトポリマー層は、露光による屈折率の局所的変化の特有の特
性を有するDuPontのOmniDex706フォトポリマーを含むことが可能である。液体物質の形態
で提供され、例えばＵＶ光の作用で重合し硬化するフォトポリマーも知られている。フォ
トポリマーは、注入により層の形態で適用され、弱いUV光の照射により事前に硬化され、
および／または、UV光作用または熱処理による体積ホログラムの形成後に硬化されても良
い。
【００７８】
　図４ａ～４ｄは、セキュリティドキュメントの窓状開口における上述したサブ領域の４
つの可能な配置を平面図として示す。図示した配置は、２つの異なるブラッグ格子をそれ
ぞれ含む。
【００７９】
　図４ａは、水平範囲４０ａおよび垂直範囲４０ｂを含む配置を示す。一般に、水平範囲
４０ａは、20mmの値であり、垂直範囲４０ｂは、15mmの値である。この配置は、第一のブ
ラッグ格子４１を備えた領域、第二のブラッグ格子４２を備えた領域、およびブラッグ格
子を備えない領域４３を含む。標準的な状況、すなわち、表からの入射光モードでの通常
の観察状況では、観察者は、第一のブラッグ格子４１を備えた領域により生じる、明るい
赤の数値“８０６”の表示を見る。配置が180度回転され、裏から観察される場合、観察
者は、緑の値の表示の輪郭と、４つのコーナーにおいて、第二のブラッグ格子４２を備え
た領域により生じる、多数の小さな緑の楓の葉を知覚する。配置が表から観察され、標準
的な状況から傾斜された場合、値の表示の明るい緑の輪郭と、楓の葉が出現する。
【００８０】
　図４ｂは、第一のブラッグ格子４４を備えた領域、第二のブラッグ格子４５を備えた領
域、およびブラッグ格子を備えない領域４３を含む、第二の配置を示す。標準的な状況、
すなわち、表からの入射光モードでの通常の観察状況では、観察者は、一つの明るい緑の
楓の葉、および、２つの小さな緑の楓の葉を左上コーナーと対角線上の右下コーナーとに
見る。配置が180度回転され、裏から観察される場合、観察者は、明るい緑の十字と、右
上および左下コーナーに小さい緑の十字を知覚する。中央の光学エレメントである楓の葉
と十字は、互いに入れ子状態のストライプラスターの形態である。互いに並置関係で配置
されたストライプは、２つの光学モチーフのそれぞれに交互に関連する。各ストライプは
、幅100μmである。従って、ストライプの繰り返し周期、すなわち、同じモチーフ（楓ま
たは十字）に関連する２つのストライプの間隔は、200μmである。理想的な繰り返し周期
、すなわち、理想的なラスター間隔は、多数のファクター、特に、フォトポリマーの厚さ
および描写の複雑さに依存する。ラスター間隔は、できるだけ小さく維持される、すなわ
ち、最大回折効果が維持されるように小さく選択されるのが好ましい。
【００８１】
　配置が表から観察され、標準的な状況から傾斜された場合、明るい緑の十字と、右上コ
ーナーと左下コーナーに２つの小さい緑のクロスが出現する。
【００８２】
　一般的に、互いに入れ子状態のラスターイメージのストライプは、25～150μmの幅であ
る。従って、ストライプの一般的な繰り返し周期、すなわち、同じモチーフに関連する２
つのストライプの間隔は、50～300μmである。
【００８３】
　図４ｃは、第一のブラッグ格子４６を備えた領域、第二のブラッグ格子４７を備えた領
域、およびブラッグ格子を備えない領域４３を含む、第三の配置を示す。標準的な状況、
すなわち、表からの入射光モードでの通常の観察状況では、観察者は、葉の左半分が領域
として見え、葉の右半分が輪郭として見える、一つの明るい赤い楓の葉を見る。配置が、
楓の葉の対称軸に沿って葉の面に配置される軸について180度回転され、裏から観察され
る場合、観察者は、十字の左半分が領域として見え、十字の右半分が輪郭として見える、
明るい緑の十字を知覚する。配置が表から観察され、標準的な状況から傾斜された場合、
右半分が領域として見え、左半分が輪郭として見える、明るい緑の十字が出現する。
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【００８４】
　図４ｄは、第一のブラッグ格子４８および第二のブラッグ格子４９を備えた領域を含む
第四の配置を示す。標準的な状況、すなわち、表から通常の観察状況では、観察者は、明
るい緑の十字を見る。配置が180度回転され、裏から観察される場合、観察者は、赤い背
景十字を知覚する。この効果は、KINEGRAM（登録商標）の回折透かしに類似し得る。
【００８５】
　図５ａ～ｃは、光学エレメントの製品と、不透明な表面の前面に配置された機能を示す
。上述した透明層が不透明な基質の前面に配置される場合、２つの異なるイメージの変化
は一般的に基質の往復運動において生じる。
【００８６】
　図５ａは、光学エレメントの製品を示す。図５ａは、下方側に透明なフォトポリマー層
５２を担持する透明なキャリアフィルム５０を示す。透明なキャリアフィルム５０は、例
えばPETからなり、厚さが12～60μmである。透明なフォトポリマー層５２は、例えばOmni
Dex（登録商標）７０６からなり、厚さが15～30μmである。フォトポリマー層５２は、印
刷または拡散により、キャリアフィルム５０に適用されるのが好ましい。
【００８７】
　表面レリーフの形態の回折格子５３が、フォトポリマー層５２の下方に配置される。回
折格子５３は、複数のレリーフ構造を備えた領域、すなわち、入射光を第一の偏向角度で
偏向する第一のレリーフ構造を備えた５３ａと、入射光を異なる第二の偏向角度で偏向す
る第二のレリーフ構造を備えた５３ｂとを有する。前に定義したように、偏向角度という
表現は、フォトポリマー層５２の層面に対して垂直関係で入射する光ビームが、対応する
レリーフ構造により、回折および／または反射によって偏向される角度を表すために用い
られる。ここで、偏向角度は、ホログラフ露光構造に依存して選択され、領域５３ａおよ
び５３ｂの露光において、平面３１が、図５ａに示すように、互いに関連し、フォトポリ
マー層５２により規定される層面に対して異なる角度位置で形成される（前記記述も参照
方）。この場合、領域５３ａおよび５３ｂは、一方では、ストライプラスター形態で交互
に備えられる。さらに、領域５３ａおよび５３ｂは、ストライプラスターに関連する利用
可能な領域に含まれる全表面領域にわたっては備えられず、事前に決定したイメージ情報
のアイテムにそれぞれ関連した部分にのみ備えられる。従って、図５ｃにも示すように、
領域５３ａは、領域内で、数“８１０”の形態のイメージ情報を形成する。従って、図５
ｃにも示すように、領域５３ｂは、領域内で、葉の形態のイメージ情報を形成する。
【００８８】
　回折格子５３の平面、すなわち、水平方向においては、レリーフ構造の構造は、一般的
に0.5～10μmの範囲の大きさ（格子幅）であり、垂直方向においては、一般的に50nm～10
μmの範囲の大きさ（格子深度、構造深度）である。
【００８９】
　フォトポリマー層５２において異なって配置された光学効果面を達成するために、レリ
ーフ構造の大きさは、通常変化し、および／または外形深度および／または空間周波数は
、例えば線形で連続増加しても良い。
【００９０】
　キャリアフィルム５０にほぼ垂直に入射する、例えば波長632.8nmのコヒーレントな光
ビーム５００は、キャリアフィルム５０およびフォトポリマー層５２を通過し、回折格子
５３で回折誘導偏向される。第一のレリーフ構造を備える領域５３ａにおいて偏向される
光ビームの一部５０１は、フォトポリマー層５２において、光ビーム５００と干渉する。
第二のレリーフ構造を備える領域５３ｂにおいて偏向される光ビームの一部５０２も、フ
ォトポリマー層５２において、光ビーム５００と干渉する。図５ａに示すような、フォト
ポリマー層５２に導入され、ブラッグ平面が互いに関連して異なる角度位置で配置される
２つの異なる体積ホログラムのブラッグ平面は、フォトポリマー層５２の硬化、例えばUV
放射の作用により、固定される。図示例において、フォトポリマー層５２は、上述したイ
メージプロセスにおいて、一方が領域５３ａに備えられるレリーフ構造により生じ、他方
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が領域５３ｂに備えられるレリーフ構造により生じる、２つの異なる互いに入れ子状態の
光学エレメントを有する。各光学エレメントは、図５ａに示される角度位置において、実
質的に互いに平行関係で備えられる、体積ホログラムのブラッグ平面を含む。
【００９１】
　図５ｂは、図５ａを参照して記述される光学エレメントの機能を示す。図５ｂは、接着
層５７により例えば紙幣等のキャリア基質５８に適用された、透明なフォトポリマー層５
２を示す。通常、障壁層が、硬化後のフォトポリマー層５２の下方面に適用される。“下
方面”は、接着層５７に対向するフォトポリマー層５２の表面を表す。この障壁層は、フ
ォトポリマー層５２のブラッグ格子の収縮または膨張を生じる可能性のある化学物質の拡
散を防ぐ。障壁層は、一般に、UVラッカーに基づいて形成される。障壁層の適用後、印刷
層、キャリア基質への接着のための接着層、金属層等が、フォトポリマー層５２に適用さ
れる。
【００９２】
　フォトポリマー層５２は、第一の領域５２ａに配置された第一の光学エレメントが表面
範囲において数字“８１０”をイメージ情報のアイテムとして含み、第二の領域５２ｂに
配置された第二の光学エレメントが表面範囲において葉をイメージ情報のアイテムとして
含む、２つの互いに入れ子状態の光学エレメントを有する。光源５４（白熱ランプ、蛍光
管、太陽等）からの光ビーム５４０は、フォトポリマー層５２に入射し、フォトポリマー
層５２の回折構造により偏向され、保存されたイメージ情報のアイテムを再現する。光ビ
ーム５４０の第一の偏向成分５１１は、第一の観察位置５５ａにおいて、観察者の目を通
過し、観察者は数字“８１０”の体積ホログラムイメージを知覚する。光ビーム５４０の
第二の偏向成分５１２は、第二の観察位置５５ｂにおいて、観察者の眼目を通過し、観察
者は葉の体積ホログラムイメージを知覚する。一般に、接着層５７として、透明な接着剤
が、特に窓領域において用いられることが好ましい。しかしながら、接着層５７として、
カラー接着剤を用いることも可能であることに留意されたい。
【００９３】
　図５ｃは、不透明な背景５９に対する体積ホログラムイメージ情報を備えた透明なフォ
トポリマー層の配置図を示す。フォトポリマー層は、２つの入れ子状態のイメージ情報の
アイテムからなるストライプラスターを有する。ラスターラインは、互いに約50μmの間
隔であり、5mm～20mmの長さである。それぞれの観察状況に応じて、すなわち、入射光と
、フォトポリマー層の層面に対する観察角度に依存して、イメージ情報のアイテムの一方
、または他方が見える。それぞれの光学エレメント、すなわちブラッグ平面からの光の波
長は、光学エレメントの構造に依存し、すなわち、大きさと、特に平面の間隔に依存する
。白色光、例えば太陽光の入射では、観察者は、双方の体積ホログラムである数字と葉を
、所与のカラー、例えば緑で知覚する。２つのイメージ情報のアイテムの間の変化は、一
般的な状況、すなわち、入射光モードで表から観察した場合、フォトポリマー層が交互に
傾けられた際に、体積ホログラムが透明な窓か不透明な基質上に配置されているかにかか
わりなく生じる。
【００９４】
　図６ａ～６ｃは、不透明な表面の前面に配置された場合の、光学エレメントの製品とそ
の機能を示す。図５ａ～５ｃで述べたエレメントとの基本的な差異は、図６ａ～６ｃのエ
レメントが入れ子状態のストライプではなく、領域的なイメージ情報のアイテムであるこ
とである。
【００９５】
　図６ａは、光学エレメントの製品を示す。図６ａは、下方に透明なフォトポリマー層６
２を担持する透明なキャリアフィルム６０を示す。フォトポリマー層６２の下方には、表
面レリーフ形態の回折格子６３が配置される。回折格子６３は、異なるレリーフ構造の領
域、すなわち、イメージ情報のアイテムとして葉を含む第一のレリーフ構造を備えた領域
６３ａと、イメージ情報のアイテムとして十字を含む第二のレリーフ構造を備えた領域６
３ｂとを有する。さらに、回折格子６３が格子構造を有せず、例えば鏡の形態である、領
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域６３ｃが存在する。領域６３に備えられるさらに好ましい実施形態は、それ等の領域に
おいてレーザー光の反射を防ぎ、従って、ブラッグ格子平面の形成を防ぐ、モスアイ構造
である。配置は、コヒーレントな光源からの光ビーム６００で照明される。
【００９６】
　赤色レーザービームが、格子領域６３ａを照明する。赤色レーザービームは、キャリア
フィルム６０に１０度の角度で入射し、キャリアフィルム６０およびフォトポリマー層６
２を通過し、回折格子６３の領域６３ａにおいて回折誘導偏向される。赤色レーザービー
ムの偏向成分６０１は、フォトポリマー層６２において、入射赤色レーザービームと干渉
する。緑色レーザービームが、格子領域６３ｂを照明する。緑色レーザービームは、キャ
リアフィルム６０に－１５度の角度で入射し、キャリアフィルム６０およびフォトポリマ
ー層６２を通過し、回折格子６３の領域６３ｂにおいて回折誘導偏向される。緑色レーザ
ービームの偏向成分６０２は、フォトポリマー層６２において、入射緑色レーザービーム
と干渉する。
【００９７】
　フォトポリマー層６２に導入された２つの異なる体積ホログラムのブラッグ平面は、フ
ォトポリマー層６２の硬化により固定される。図示例では、フォトポリマー層６２は、２
つの異なる領域的な光学エレメントを有している。各光学エレメントは、体積ホログラム
のブラッグ平面を含んでいる。ブラッグ平面は、どのようなレーザー照明でも、領域６３
ｃには形成されない。
【００９８】
　図６ｂは、図６ａで述べた光学エレメントの機能を示す。図６ｂは、接着層６７により
、例えば紙幣等のキャリア基質６８に適用された、透明なフォトポリマー層６２を示す。
レーザービーム６００の入射角度、２つの異なる領域６３ａおよび６３ｂを備える回折格
子、レーザーおよびフォトポリマー層６２は、第一の観察状況（例えばキャリア基質６８
の傾斜角度に依存する）において、フォトポリマー層６２の第一の領域６２ａにおいて赤
い“５”が見え、第二の観察状況（例えばキャリア基質６８の傾斜角度に依存する）にお
いて、フォトポリマー層６２の第二の領域６２ｂにおいて緑の“０”が見えるように選択
される。光源５４（白熱ランプ、太陽等）からの光ビーム５４０は、フォトポリマー層６
２に入射し、フォトポリマー層６２の回折構造により偏向され、保存されたイメージ情報
のアイテムを再現する。光ビーム５４０の第一の偏向成分６１１は、第一の観察位置５５
ａにおいて、観察者の目を通過し、観察者は“５”の体積ホログラムイメージを知覚する
。光ビーム５４０の第二の偏向成分６１２は、第二の観察位置５５ｂにおいて、観察者の
眼目を通過し、観察者は“０”の体積ホログラムイメージを知覚する。
【００９９】
　図６ｃは、不透明な背景６９に対する体積ホログラムイメージ情報を備えた透明なフォ
トポリマー層の配置図を示す。フォトポリマー層は、互いに並置され、それぞれがイメー
ジ情報のアイテムを有する、領域的な光学エレメントを有する。それぞれの観察状況に応
じて、すなわち、入射光と、フォトポリマー層の層面に対する観察角度に依存して、イメ
ージ情報のアイテムの一方、または他方が見える。例えば、キャリア基質が異なる角度で
傾けられた場合、観察者は“５”または“０”を見る。それぞれの光学エレメント、すな
わちブラッグ平面からの光の波長は、光学エレメントの構造に依存し、すなわち、平面の
大きさ等に依存する。背景６９は、その領域にブラッグ格子が形成されていないため、常
に暗い状態である。
【０１００】
　図７ａは、本発明に従うセキュリティドキュメント７の断面を示す。セキュリティドキ
ュメント７は、多層構造であり、セキュリティドキュメント７の表から観察された場合、
薄板７１０、フォトポリマー層７２０、接着層７３０、および、紙幣用紙７５０を順に有
する。窓７０が、紙幣用紙７５０におけるセキュリティドキュメント７のサブ領域に開口
され、暗色印刷層７４０が、接着層７３０と紙幣用紙７５０との間の他の領域に配置され
ている。特徴的な光学効果が、暗い、例えば黒い印刷インクの背景により、達成可能であ
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る。例えば、紙幣は、フォトポリマー層７２０の適用前に、明るい背景に黒いシリアルナ
ンバーを印刷可能である。
【０１０１】
　２つの等しい光学エレメント７１、７２が、互いに並置関係で、フォトポリマー層７２
０の層面に配置されており、一方のエレメント７１は、窓７０の領域に配置され、他方の
エレメント７２は、印刷層７４０の領域に配置されている。各光学エレメント７１、７２
は、フォトポリマー層７２０に導入された体積ホログラムのブラッグ格子により形成され
ている。各光学エレメント７１、７２は、２つのサブ領域７１ａ、７１ｂ、７２ａ、７２
ｂを有する。サブ領域７１ａおよび７２ａは、ブラッグ平面の第一の配置を備えたブラッ
グ格子を有し、サブ領域７１ｂおよび７２ｂは、ブラッグ平面の第二の配置を備えたブラ
ッグ格子を有する。
【０１０２】
　図７ｂは、光５４０ａが入射光モードでセキュリティドキュメント７の表側に入射する
、図７ａに図示されるセキュリティドキュメント７を示す。入射光モードの光ビーム５４
０ａは、サブ領域７１ｂおよび７２ｂのブラッグ格子により、方向７６に偏向される。方
向７６における観察者５５は、それらのサブ領域７１ｂおよび７２ｂのブラッグ格子によ
り形成される、例えば葉の体積ホログラムイメージ等の、体積ホログラムを知覚する。入
射光モードの光ビーム５４０ａは、サブ領域７１ａおよび７２ａのブラッグ格子により、
方向７７に偏向される。その結果、観察者５５は、それらのサブ領域７１ａおよび７２ａ
のブラッグ格子により形成される体積ホログラムを知覚しない。
【０１０３】
　図７ｃは、180度回転後の、すなわち、光５４０ａが入射光モードでセキュリティドキ
ュメント７の裏側に入射する、図７ａのセキュリティドキュメント７を示す。入射光モー
ドの光ビーム５４０ａは、サブ領域７１ａのブラッグ格子により、方向７６に偏向される
。方向７６における観察者５５は、サブ領域７１ａｂのブラッグ格子により形成される、
例えば十字の体積ホログラムイメージ等の、体積ホログラムを知覚する。入射光モードの
光ビーム５４０ａは、サブ領域７１ｂのブラッグ格子により、方向７７に偏向される。そ
の結果、観察者５５は、サブ領域７１ｂのブラッグ格子により形成される体積ホログラム
を知覚しない。第二の光学エレメント７２は、キャリア基質によりカバーされ、セキュリ
ティドキュメント７の裏側からの照明では光学効果を有しない。
【０１０４】
　図８は、キャリア基質８０およびセキュリティエレメント８１を有するセキュリティド
キュメント８を示す。セキュリティエレメント８１は、キャリア基質８０の開口８２の領
域に部分的に配置される透明層と、付加的なOVD８３とを有する。OVD８３は、回折OVD、
例えばKINEGRAM（登録商標）、カラーシフト特性、例えばOVI（光学可変インク）または
液晶、偏向エレメント、回折または屈折レンズまたはマイクロアレイ、アンテナ、太陽電
池、表示デバイス、または他の電子エレメントであっても良い。また、例えばアルミニウ
ム、銅、銀または金等の金属層が、窓領域における透明層に適用されても良い。そのよう
な金属層は、一般に200nm～600nmの範囲の厚さであり、反射を生じるように作用し得る。
金属層の厚さは、入射光モードにおいて反射し、透過光モードにおいて透明に見えるよう
に選択される。
【０１０５】
　付加的なOVD８３は、透明層の効果の基準として機能する。例えば、図８に示すOVD８３
は、KINEGRAM（登録商標）である。透明層により生じる第一の体積ホログラムは、OVD８
３に含まれる十字８３０が明るく見える場合に、明るく詳細に見える。透明層により生じ
る第二の体積ホログラムは、OVD８３に含まれる第二のイメージが明るく見える場合に、
明るく詳細に見える。
【０１０６】
　図９ａおよび９ｂは、本発明に従う、入射光モードおよび透過光モードにおける、セキ
ュリティドキュメント９の断面を示す。セキュリティドキュメント９は、透明層を有し、
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例えば四角形のイメージを備えた透過体積ホログラムのブラッグ格子が、層の第一のサブ
領域９１ａに配置され、例えば星のイメージを備えた反射体積ホログラムのブラッグ格子
が、層の第二のサブ領域９１ｂに配置されている。サブ領域９１ａおよび９１ｂ双方は、
セキュリティドキュメント９の窓９０の領域に少なくとも部分的に配置され、ブラッグ格
子は、光源５４により、入射光モードおよび透過光モードで照明可能である。反射体積ホ
ログラムのブラッグ格子は、ブラッグ平面が、層面に対して角度－３０～＋３０度である
ように配置される。透過体積ホログラムのブラッグ格子は、透明層の層面に対してほぼ直
角であるように配置され、層面の法線に対して角度－３０～＋３０度であるように配置さ
れるのが好ましい。
【０１０７】
　図９ａは、入射光モード配置のセキュリティドキュメント９を示す。光源５４からの入
射光モードの光ビーム５４０ａは、鋭角で、セキュリティドキュメント９の表側に入射す
る。サブ領域９１ｂに配置された反射ホログラムのブラッグ格子は、入射光の一部を方向
９００に偏向し、観察者は、反射体積ホログラムのイメージ、すなわち星を知覚する。
【０１０８】
　図９ｂは、透過光モード配置のセキュリティドキュメント９を示す。光源５４からの透
過光モードの光ビーム５４０ｄは、鋭角で、セキュリティドキュメント９の裏側に入射す
る。サブ領域９１ａに配置された透過ホログラムのブラッグ格子は、入射光の一部を方向
９００に偏向し、観察者は、透過体積ホログラムのイメージ、すなわち四角形を知覚する
。
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