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(57)【要約】
　下記成分：
　ａ）３０～８０質量％の単官能性ＬＣＰ’ｓ、
　ｂ）０～５０質量％、好ましくは５０質量％未満の高官能性ＬＣＰ’ｓ、
　ｃ）０～３０質量％、好ましくは２０質量％未満の液晶性不活性モノマー、
　ｄ）０～５０質量％、好ましくは３０質量％未満の非液晶（単又は高）官能性モノマー
、
　ｅ）０～３０質量％、好ましくは２０質量％未満の非液晶性不活性モノマー、
　ｆ）０．０１～１０質量％、好ましくは２質量％未満の開始剤、
　ｇ）０～１０質量％、好ましくは２質量％未満の阻害剤、
　ｈ）０．０１～５０質量％、好ましくは２０質量％未満、更に好ましくは１０質量％未
満の添加剤を含むセキュリティデバイスであって、
成分の総量が１００質量％であり、添加剤ｈ）が常磁性、超常磁性、反磁性又はフェリ磁
性粒子のような磁性添加剤を含むことを特徴とするセキュリティデバイス。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記成分：
　ａ）３０～８０質量％の単官能性ＬＣＰ’ｓ、
　ｂ）０～５０質量％、好ましくは５０質量％未満の高官能性ＬＣＰ’ｓ、
　ｃ）０～３０質量％、好ましくは２０質量％未満の液晶性不活性モノマー、
　ｄ）０～５０質量％、好ましくは３０質量％未満の非液晶（単又は高）官能性モノマー
、
　ｅ）０～３０質量％、好ましくは２０質量％未満の非液晶性不活性モノマー、
　ｆ）０．０１～１０質量％、好ましくは２質量％未満の開始剤、
　ｇ）０～１０質量％、好ましくは２質量％未満の阻害剤、
　ｈ）０．０１～５０質量％、好ましくは２０質量％未満、更に好ましくは１０質量％未
満の添加剤を含むが、成分の総量が１００質量％であるセキュリティデバイスであって、
添加剤ｈ）が常磁性、超常磁性、反磁性又はフェリ磁性粒子のような磁性添加剤を含むこ
とを特徴とするセキュリティデバイス。
【請求項２】
　前記添加剤ｈ）が、導電性又は導電性添加剤を追加的に、又はそれのみを含むことを特
徴とする、請求項１に記載のセキュリティデバイス。
【請求項３】
　前記導電性又は導電性添加剤が、ナノメーター又はマイクロメーターサイズの棒、フレ
ーク、球体、若しくはそうでなければ、金属、合金又は半導体を主成分とする材料の適切
な形状の導電性粒子からなる群から選択されることを特徴とする、請求項２に記載のセキ
ュリティデバイス。
【請求項４】
　前記導電性又は導電性添加剤が、
　－ポリフェニレンビニレンのような、半導電性共役ポリマー、
　－好ましくはＬＣＰ’ｓであるオリゴチオフェンのような、半導電性液晶からなる群か
ら選択されることを特徴とする、請求項３に記載のセキュリティデバイス。
【請求項５】
　前記添加剤ｈ）が、フォトクロミック顔料又は染料、サーモクロミック顔料又は染料、
エレクトロクロミック顔料又は染料、イオノクロミック顔料又は染料、ハロクロミック顔
料又は染料、ソルバトクロミック顔料又は染料、トロボクロミック顔料又は染料、並びに
ピエゾクロミック顔料又は染料を、追加的に又はそれのみを含むことを特徴とする、請求
項１に記載のセキュリティデバイス。
【請求項６】
　前記成分を、インクジェット印刷、フレキソ印刷、オフセット印刷、スクリーン印刷、
ミクロ接触印刷、ミクロ転写印刷、グラビア印刷、輪転グラビア印刷、オープンリール印
刷のような、しかしこれらに限定されない印刷手段により、基材に塗布することを特徴と
する、請求項１から５までのいずれか１項に記載のセキュリティデバイス。
【請求項７】
　前記成分が、線状の光重合性ポリマーを含む基材層により配列されていることを特徴と
する、請求項１から６までのいずれか１項に記載のセキュリティデバイス。
【請求項８】
　前記成分が、複数の配列した基材の組み合わせを介して、複数のタイプの配列により配
列されていることを特徴とする、請求項１から７までのいずれか１項に記載のセキュリテ
ィデバイス。
【請求項９】
　前記基材が、ホログラム、逆反射層、干渉スタック反射体、蛍光層、色変化層又はフレ
ークにより印刷された特徴のような、更なる認証機能を含むことを特徴とする、請求項１
から８までのいずれか１項に記載のセキュリティデバイス。
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【請求項１０】
　前記成分ｅ）～ｆ）が、前記成分ａ）～ｄ）の液晶の配列を妨げないように選択される
ことを特徴とする、請求項１から９までのいずれか１項に記載のセキュリティデバイス。
【請求項１１】
　ａ）、ｂ）及びｄ）に由来する前記成分が官能化され、好ましくは所有する官能基の適
合型のため、非常に好ましくは、同じタイプの官能基を有することにより、ポリマー構造
を形成することを特徴とする、請求項１から１０までのいずれか１項に記載のセキュリテ
ィデバイス。
【請求項１２】
　前記成分ａ）～ｈ）が、相分離が少なくとも重合前にのみ抑制されるが、好ましくは重
合中も抑制されるように選択されることを特徴とする、請求項１から１１までのいずれか
１項に記載のセキュリティデバイス。
【請求項１３】
　前記デバイスが、例えば、テキスト、数字、バーコード又は映像のような情報を含むこ
とを特徴とする、請求項１から１２までのいずれか１項に記載のセキュリティデバイス。
【請求項１４】
　前記添加剤が、テキスト、数字、バーコード又は映像のような更なる情報、場合により
隠れた情報を含むパターン形状であることを特徴とする、請求項１から１３のいずれか１
項記載のセキュリティデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に書類及び／又は製品の偽造防止のための認証機能としてのセキュリティ
デバイスに関する。
【０００２】
　偽造を防止するため、有益な書類及び／又は製品を保護しようとする継続的な要求があ
る。構築は非常に困難であるが、調査が容易であることが好ましい認証機能を加えること
は、これらの製品の偽造防止に役立つ。当該技術分野で公知の、多くの認証機能がある。
それらの多くは周知であり、特徴的でない光学的効果に基づいている。認証機能の具体例
は、回折構造をベースとするホログラム、半透明基材と蛍光模様との厚みの相違をベース
とする透かし模様である。更に、これら又は非常に類似の効果を製造するための材料及び
技術にアクセスすることは、しばしば容易である。重合性液晶（ＬＣＰ’ｓ）を用いて製
造した認証機能の強度は、考えられる多くの光学的効果であり、これはあまり知られてお
らず、模倣が困難である。
【０００３】
　重合性液晶（ＬＣＰ’ｓ）は、特定の温度範囲内で、ネマチック、スメクチック又はキ
ラルネマチック（コレステリックとも呼ばれる）相のような１種以上の液晶相を示す材料
である。更に、ＬＣＰ’ｓは、分子の一部である反応基のために重合し得る。重合前、Ｌ
ＣＰ’ｓはモノマーであるが、重合後にも、得られたポリマーは一般にＬＣＰ’ｓと呼ば
れる。ＬＣＰ’ｓがモノマー形態であると言及しているテキストにおいては、ポリマー形
態は、ＬＣＰポリマーと呼ばれる。更に、当業者は、明細書との関連で、及び常識を用い
て、ポリマー及びモノマーのＬＣＰ’ｓを識別することができる。ＬＣＰ’ｓの重合は、
高温下で自発的に誘発され、又は例えば光開始剤又は熱開始剤のような適切な開始剤を用
いることにより補助され得る。反応基の通常の具体例は、アクリレート、メタクリレート
、エポキシ、オキセタン、ビニル－エーテル、スチレン及びチオール－エンである。ここ
で、２個の連結はポリマー形成に必要とされる最小数であるので、反応性末端基により、
２個の他の分子と連結を形成する能力を有するモノマーは、単官能性と呼ばれる。２個以
上の他の分子との結合を形成する能力を有するモノマーを高官能性と呼ぶ。
【０００４】
　インク中に構築されるＬＣＰポリマーのフレークを印刷することによりセキュリティデ
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バイスを得ることが可能であるが、これらのフレークは高価であり、製造及び塗布するこ
とが困難である。例えば、このようなフレークは欧州特許第０９６８２５５号に開示され
ている。フレークの生産工程は、フレークが重合され、壊れて適切なサイズの断片になる
前の、多くの時間のかかる工程からなる。その後、これらのフレークを透明な重合性バイ
ンダー内に混合する。バインダー中のフレークの平均サイズ及びフレーク形状のばらつき
ために印字解像度には限界がある。更に、フレークはインクジェットヘッド内の導管及び
ノズルを詰まらせるので、インクジェット印刷に適していない。更に、光学的効果は一定
でなく、又は明白でなく、ＬＣＰの単層のように目立つ。
【０００５】
　ＬＣＰをベースとする認証機能を含むセキュリティデバイスを製造する他の方法は、特
徴的な光学的特性を有する機能を形成するＬＣＰのインクジェット印刷による。更に、イ
ンクジェット印刷は、例えば個々の書類又は製品をそれぞれたどり、追跡し、若しくは生
体情報のような特定の情報を含む必要性がある場合に特に有用である、それぞれの印刷を
固有にすることを可能にする。ＬＣＰをベースとする光学的効果とインクジェット印刷と
の組み合わせの可能性は、現実の要件に関しては全て非特異的である、ほんのわずかな書
類でのみ言及されている。
【０００６】
　溶媒を用いたＬＣＰの印刷によるセキュリティデバイスの製造は、例えば、欧州特許第
１３８１５２０号に開示されている。溶媒は、ＬＣＰ’ｓをその中に溶解し、共に溶液を
形成する物質である。更に、このような溶媒は、通常、処理後であるが重合前に蒸発する
ことを意味し、従って、最終生成物にはわずかな量の溶媒も含まれていない。ＬＣＰ’ｓ
のために通常使用される溶媒の具体例は、キシレン、トルエン及びアセトンである。ＬＣ
Ｐ’ｓにインクジェットを用いる際の問題は、市販のインクジェット印刷装置が、ＬＣＰ
’ｓが溶媒に溶解する場合、再現性のあるＬＣＰ’ｓ印刷ができないことである。インク
ジェット用溶媒を主成分とする混合物は、印刷の均質性に対して有害である乾燥現象、い
わゆるコーヒーステイン現象をもたらす。更に、溶媒の使用はＬＣＰ’ｓが印刷される基
材に影響を及ぼし得、それは、また、重合前に基材上に、以前に印刷された任意のＬＣＰ
構造体を溶解し得る。種々の貯蔵所に由来する種々の物質を含む構造体を印刷する場合、
溶媒を主成分とする混合物の使用は、基材上で物質の重大な混合を引き起こし、「カラー
ブリーディング」又は非常にぼやけた画像のような影響をもたらす。
【０００７】
　溶媒は、印刷システムの印刷ヘッド及び導管の一部、特にポリマーを主成分とする部分
を化学的にも攻撃し得る。これらの溶媒は、また、ノズル又はノズルの近くで蒸発する場
合があり、これは目詰まりを引き起こす。更に、このような溶媒は、波形のために装置に
対して、並びに毒性のために人間及び環境に対して有害である場合があるため、印刷装置
の近くに空気ろ過のための大規模な装置を必要とする。更に、蒸発を促進し、その結果生
産速度を向上させるために印刷材料を加熱することは非常に望ましく、複雑さ及び費用を
増大する、生産装置内での加熱装置を必要とし、周囲の装置並びに印刷される基材にとっ
ても有害であり得る。
【０００８】
　溶媒を用いない、ＬＣＰ’ｓの印刷によるセキュリティデバイスの製造も、例えば、欧
州特許第ＥＰ１４９１３３２号から公知である。しかし、この文献は、特定の材料、又は
ＬＣＰ’ｓのインクジェット印刷を可能にする工程、又はそれに関連する潜在的な問題を
開示又は教示していない。特に、ＬＣＰ’ｓを含むが溶媒を含まない混合物は、現在入手
できる量産装置を用いてほとんど管理できない。高度に特定用途のインクジェット印刷装
置のみで、ＬＣＰ’ｓを印刷することが可能であり、１４０℃以上のみでは、製造される
セキュリティデバイスの範囲が限定される。しかし、このような温度においては、ＬＣＰ
’ｓは混合物中の反応基又は開始剤の熱励起により自発的に重合を開始する。
【０００９】
　インクジェット印刷を用いて混合物を印刷することを可能にするため、印刷される混合
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物は、混合物が印刷される温度で、インクジェットヘッド又は貯蔵所に残存する間（プリ
ンターの使用における印刷速度に依存し、数分～数週間）、少なくとも化学的に安定であ
る必要がある。
【００１０】
　本発明の目的は、種々の添加物を包含させることにより、最先端の装置を用いて再現可
能に印刷できるセキュリティデバイスを提供することにより、先行技術の限界を克服する
ことである。
【００１１】
　本発明の目的は、通常の印刷技術により容易かつ再現可能に製造することができ、同時
に先行技術におけるセキュリティデバイスの限界がないセキュリティデバイスを提供する
ことである。
【００１２】
　本発明の他の目的は、１種以上の範囲の特定の添加剤をＬＣＰ材料に加えることにより
、新規なＬＣＰをベースとするセキュリティ機能を示すことである。これらの材料は、得
られた認証機能に他の認証効果を加え、その結果、新規な認証機能を付与することができ
る。
【００１３】
　本発明の他の目的は、例えば、バーコード、映像、テキスト、数字コードの形態で情報
を含み得る任意構造の付与を可能にする、印刷技術により製造することができるセキュリ
ティデバイスを提供することである。
【００１４】
　驚くべきことに、本発明の目的が、下記成分：
　ａ）３０～８０質量％の単官能性ＬＣＰ’ｓ、
　ｂ）０～５０質量％の高官能性ＬＣＰ’ｓ、
　ｃ）０～３０質量％、好ましくは２０質量％未満の液晶性不活性モノマー、
　ｄ）０～５０質量％、好ましくは３０質量％未満の非液晶（単又は高）官能性モノマー
、
　ｅ）０～３０質量％、好ましくは２０質量％未満の非液晶性不活性モノマー、
　ｆ）０．０１～１０質量％、好ましくは２質量％未満の開始剤、
　ｇ）０～１０質量％、好ましくは２質量％未満の阻害剤、
　ｈ）０．０１～５０質量％、好ましくは２０質量％未満、更に好ましくは１０質量％未
満の添加剤を含み、
成分の総量が１００質量％であり、添加剤ｈ）が常磁性、超常磁性、反磁性又はフェリ磁
性粒子のような磁性添加剤を含むことを特徴とするセキュリティデバイスを用いて達成で
きることがわかった。
【００１５】
　以下において、適切な成分の非限定的具体例を示す。
【００１６】
　カテゴリーａ）の具体例は、
【化１】

［式中、ｘは１～１０である］である。
【００１７】
　カテゴリーｄからの適切な具体例は、
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【化２】

及び
【化３】

並びに
【化４】

である。
【００１８】
　アクリレートは、硬化時間が速く、並びに適切な開始剤において広い選択肢を有すると
いう特別な利点を有している。しかし、種々の反応基を有するＬＣＰ’ｓは文献から公知
であり、同じ方法を用いて塗布することもできる。例えば、エポキシは、それが多くの印
刷表面に良好な付着力を備え、比較的少量の重合収縮を示し、重合中に酸素阻害による影
響が少ないという特別な利点を有している。オキセタンはエポキシに匹敵する特性を有す
るが、通常、わずかな重合収縮を示す。チオール－エンを主成分とする重合（分子構造中
にチオール及び－エン基の両者を含む）も可能である。ビニル－エーテルも酸素阻害に対
してそれほど敏感でなく、比較的高温でのみ非常に急速に重合する。
【００１９】
　カテゴリーｅ）の適切な具体例はエチレングリコールである。
【００２０】
　カテゴリーｆ）の適切な具体例は、例えば、商品名Ｉｒｇａｃｕｒｅ及びＤａｒｏｃｕ
ｒｅでＣｉｂａ－Ｇｅｉｇｙ（スイス）により販売されており、一般に重合阻害剤は当該
技術分野において公知である。
【００２１】
　成分又は混合物が、インクジェット印刷、フレキソ印刷、オフセット印刷、スクリーン
印刷、ミクロ接触印刷、ミクロ転写印刷、グラビア印刷、輪転グラビア印刷、オープンリ
ール印刷のような、しかしこれらに限定されない印刷手段により基材に塗布されることが
更に好ましい。
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【００２２】
　磁性添加剤の具体例は、常磁性、超常磁性、反磁性又はフェリ磁性粒子である。このよ
うな粒子は、通常、５～５００ｎｍのサイズである。磁性特性は、例えば磁気抵抗センサ
ーにより調べることができる。このような粒子の添加は、磁場により機械的に移動できる
構造体の生成を可能にする。このような移動は、例えば、特徴を認証するために用いるこ
とができる印刷構造体の、変化した光学的、機械的、電気的又は磁気的特性を引き起こし
得る。
【００２３】
　配列したＬＣＰポリマーマトリクスの異方特性が、印刷物の磁気特性を十分に利用する
のに望ましい磁気及び機械的特性を向上し得るので、印刷構造体が（部分的に）ＬＣＰ’
ｓから生成されることが特に有利である。特に、磁気材料が磁気的に異方性であり、また
ＬＣＰポリマーマトリクスに関して配列されている場合なおさらである。異方性磁気特性
は巨視的に利用できるであろう。
【００２４】
　磁性添加剤を含む好ましい実施態様は、以下の成分によって示される：
　ａ）５４．５質量％の単官能性ＬＣＰアクリレート
【化５】

【００２５】
　ｂ）２２質量％の二官能性ＬＣＰアクリレート
【化６】

【００２６】
　ｃ）１９質量％の非反応性ＬＣモノマーＫ１５

【化７】

【００２７】
　ｆ）１．０質量％の光開始剤
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【化８】

【００２８】
　ｇ）０．５質量％の阻害剤、ヒドロキノン
【化９】

【００２９】
　ｈ）３質量％の、ポリスチレン／ジビニルベンゼンマトリクス中に２０～６０％のマグ
ネタイトを含む、平均直径０．９μｍの磁気ミクロスフェアビーズ。
【００３０】
　ａ～ｈの成分をガラス瓶に加え、パラキシレンで１（混合物）：１．２５（パラキシレ
ン）の比で希釈し、得られた混合物を７０℃で５分間、手動で攪拌した。その結果、得ら
れた混合物は流体である。配列を生じさせるためにビロードの布地でこすったトリアセチ
ルセルロースフィルム上に、ドクターブレード法を用いて１０μｍのフィルムに混合物を
印字する。溶媒フィルムを５０℃で２分間蒸発させ、得られたフィルムを、窒素雰囲気下
でＵＶ硬化する。
【００３１】
　得られた外観は複屈折しており、ポリマーマトリクス中に均一に分散している磁性粒子
を含んでいる。
【００３２】
　添加剤ｈ）が、導電性又は導電性添加剤、更に好ましくは、ナノメーター又はマイクロ
メーターサイズの棒、フレーク、球体、若しくはそうでなければ、金属、合金又は半導体
を主成分とする材料の適切な形状の導電性粒子からなる群から選択される導電性又は導電
性添加剤、更に好ましくは、ポリフェニレンビニレンのような半導電性共役ポリマー、又
はＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ（ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）及びポリ（スチレ
ンスルホネート）ナトリウムのようなポリマー混合物、及び好ましくはＬＣＰ’ｓである
オリゴチオフェンのような半導電性液晶からなる群から選択される導電性又は半導電性添
加剤を追加的に、又はそれのみを含むことが更に好ましい。
【００３３】
　印刷物に（半）導電性又は磁性添加剤を加えることの特別な利点は、電場及び磁場又は
電流により認証が容易であることであり、その効果は、非破壊的認証を可逆的に可能にす
る。更に、このような構造体をインクジェット印刷する特有の利点は、このような添加剤
が種々の構造体中で印刷され、その結果、電場又は磁場に対して固有かつ識別可能な反応
を可能にすることである。
【００３４】
　導電性添加剤は、電子回路の印刷を可能にする。このような回路は、例えば、電気信号
によって切替可能である光学的効果を生成するために用いることができる。その構造の導
電特性自体は、認証機能としても用いることができる。ＦＥＴ’ｓ、ダイオード又はコン
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デンサのような電子回路の構成要素が印刷物内に生成される場合、これらが、明示可能で
識別可能な電子応答をもたらすので、これは特に効果的に実施することができる。導電性
構造体を、そのいずれかが必ずではないが、好ましくはインクジェット印刷によって適用
される、切替可能な他の隣接した非導電性の印刷構造体の生成に用いることが可能である
。このような多層の印刷物は、連続的又は同時に、単一層又は分離層中で、基材の上又は
互いに隣接して又は反対側において、又は印刷後に一緒に構築される複数の基材上で、印
刷されて有利に生成される。更に、印刷構造体自体を流れる電流フローにより対応し得る
（特性の光学的外観を変化させる）、導電性であり、エレクトロルミネセント又はエレク
トロクロミックな添加剤を含む構造体を生成することが可能である。更に構造体の隣接部
分により２個の電気的に分離された部分に、等しいか、又は反対の電荷を供給することに
より、コンデンサを形成することができる。構造体のこのような部分が機械的に移動可能
な場合、このような移動は、特徴を認証するために用いることができる、印刷構造体の光
学的、機械的、電気的又は磁気的特性の変化をもたらす。
【００３５】
　配列したＬＣＰポリマーマトリクスの異方特性が、印刷物の導電性を十分に利用するの
に望ましい電気的及び機械的特性を向上し得るので、印刷構造体が（部分的に）ＬＣＰ’
ｓから生成されることが特に有利である。
【００３６】
　本発明のセキュリティデバイスが、フォトクロミック顔料又は染料、サーモクロミック
顔料又は染料、エレクトロクロミック顔料又は染料、イオノクロミック顔料又は染料、ハ
ロクロミック顔料又は染料、ソルバトクロミック顔料又は染料、トロボクロミック顔料又
は染料、並びにピエゾクロミック顔料又は染料、蛍光発光顔料又は染料の形態で、追加的
に、又はそれのみで添加剤ｈ）を含むことが更に好ましい。
【００３７】
　これらの光学的添加剤が異方性光学特性を示し、それらがセキュリティデバイス中にＬ
ＣＰ材料とともに配列することが更に好ましい。これは、追加の異方性光学特性を備えた
、完全なセキュリティデバイスを与える。
【００３８】
　成分又は成分の混合物が、インクジェット印刷、フレキソ印刷、オフセット印刷、スク
リーン印刷、ミクロ接触印刷、ミクロ転写印刷、グラビア印刷、輪転グラビア印刷、オー
プンリール印刷のような、しかしこれらに限定されない印刷手段により基材に塗布される
場合、セキュリティデバイスにとって好ましい。
【００３９】
　更に、製造中、直鎖状の光重合性ポリマーを含む基材層により、好ましくは複数の配列
した基材の組み合わせによる複数のタイプの配列により成分が配列することがセキュリテ
ィデバイスにとって好ましい。
【００４０】
　好ましくは、これらの基材は、更にホログラム、逆反射層、干渉スタック反射体、蛍光
層、色変化層又はフレークにより印刷された特徴のような、更なる認証機能を含む。
【００４１】
　成分ｅ）～ｆ）が、成分ａ）～ｄ）の液晶の配列を妨げないように選択されている場合
、セキュリティデバイスにとって好ましい。
【００４２】
　好ましいセキュリティデバイスは、好ましくは所有する官能基の適合型のため、非常に
好ましくは、同じタイプの官能基を有することにより、ポリマー構造の形成のために官能
化されている、成分ａ）、ｂ）及びｄ）を含む。
【００４３】
　更に、本発明のセキュリティデバイスは、好ましくは、相分離が少なくとも重合前にの
み抑制されるが、好ましくは重合中も抑制されるように選択される成分ａ）～ｈ）を含む
。
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【００４４】
　このような成分を塗布することにより、印刷は１２０℃未満、好ましくは１００℃未満
、非常に好ましくは８０℃未満で容易に可能であり、独特かつ再現可能な光学的効果を有
するセキュリティデバイスを達成することが可能である。特に、これらの成分の混合物を
溶媒に加えることも可能あり、これは混合物を種々の印刷技術に適用可能にする。
【００４５】
　多くの潜在的利点を有する種々の開始剤の組み合わせを用いることができ、これらの多
くを、以下に記載する。
【００４６】
　異なる開始剤は、重合の前後で混合物の異なる機械的特性を与えるであろう。単官能性
開始剤の使用は、混合物の低粘度を可能にできる。しかし、多官能性開始剤はより粘性で
ある傾向がある。開始剤の正確な選択は、例えば、重合構造の柔軟性及び強靱性にも影響
する。更に、光開始剤の選択は、カテゴリーｈ）において後述される、混合物中の他の吸
収性添加剤の存在に依存する。これらの場合、構造体の両方の最上層、並びに構造体の全
体にわたり良好な重合を可能にする、開始剤の混合物を用いることが可能である。表面の
酸素阻害を克服し得る開始剤は、表面における重合を開始するために用いることができる
が、他の開始剤は、構造体を全硬化するために用いることができる。構造体の上端のみが
重合するが、残りの部分は重合されないままであるような方法で、開始剤を選択すること
も可能である。次いで、非重合ＬＣＰは静止流体であり、例えば、電場又は磁場により操
作することができ、すなわち、それらは切替可能なままである。
【００４７】
　カテゴリーｈ）からの他の可能な添加剤のリストは、以下の具体例を含むが、これらに
限定されない。
【００４８】
　添加剤の一例は、例えばＤＮＡ－分子のようなトレーサー分子としての役割を果たし得
る分子である。これらは、正確な特性が事前に知られていない場合、追跡することが非常
に困難であるように、少量、通常は百万分率（ｐｐｍ）の程度で加えることができる。
【００４９】
　添加剤の他の具体例は、液体の配列を向上させることができる界面活性剤である。これ
らの界面活性剤は、構造の上端で、底部又はバルク中で、あるいはこれらの配置の組み合
わせのいずれかで、液晶マトリクスの配列を向上させることができる。更に、これらの界
面活性剤は、混合物の潜在的な相分離に影響を及ぼし得、又は基材上の混合物の機械的特
性（例えば、粘度、表面張力）に影響を及ぼし得、又はこれら３種の機能の組み合わせを
実施し得る。
【００５０】
　添加剤の他の具体例は、液晶構造中にキラル相を生じさせるために用いられる、一般に
キラルドーパントと呼ばれるキラル添加剤である。一般に左旋性又は右旋性のいずれかで
呼ぶことができる特定の掌性をもって、特定の調節可能な波長範囲からの光を反射し、掌
性は、構造体のキラリティーの掌性によって測定される。カテゴリーａ）～ｃ）からの１
種以上のＬＣＰ’ｓが、固有のキラル相をも示し、及び／又は全ての液晶分子についてこ
のような相を誘発し得ることに留意されたい。キラルＬＣＰ’ｓを用いることにより、キ
ラル添加剤を用いずにキラル構造を得ることができる。多くのキラル添加剤は当業者に公
知である。好ましくは、反射波長の温度依存性が通常は減少するという利点を有するキラ
ル添加剤も重合可能である。
【００５１】
　添加剤の他の具体例は顔料及び染料である。顔料及び染料は、スペクトルの一部の吸収
、及びスペクトルの一部の発光により、混合物に固有の色を付与するために加えることが
できる。このような固有の色は、例えば、印刷構造体の（一部）のコントラストを向上す
ることにより、印刷構造体の光学的効果を向上することができる。
【００５２】



(11) JP 2010-520828 A 2010.6.17

10

20

30

40

50

　顔料は、混合物中で分子的に溶解しない粒子であるが、染料は、おおよそ分子的に溶解
し得る。顔料及び染料の選択は種々の要因に依存する。１つの重要な要因は、安定したイ
ンクを生成するための、分散剤の補助がある場合又はない場合の染料又は顔料の溶解度で
ある。染料を含む溶液は、通常、顔料を含む分散剤よりも速く処理することが容易である
が、顔料の光学的特性は、通常、より安定である。
【００５３】
　更に、誘電体スタックのような特定の光学的添加剤は、染料としてではなく、顔料とし
てのみ入手可能であり、その光学的効果は分子的効果をベースとせず、大規模な効果をベ
ースとする。他の重要な要因は、顔料の価格であり、通常、染料の価格よりも高い。
【００５４】
　吸収性顔料又は染料の具体例は、例えば、
　－スペクトルの特定の部分を吸収することを意味する吸収剤のみ、
　－スペクトルの特定の部分の光を用いた励起により、元の化学種から異なる吸収スペク
トルを有する他の化学種に可逆的に変化するフォトクロミック顔料又は染料（不可逆的フ
ォトクロミック顔料及び染料は、特定の目的のためにも存在する）、
　－加熱の適用による吸収スペクトルにおける可逆的な変化を示す（すなわち、高温又は
低温において）サーモクロミック顔料又は染料（不可逆的サーモクロミック顔料及び染料
は、特定の目的のためにも存在する）、
　－電荷を加えることにより、吸収スペクトルにおける変化を示すエレクトロクロミック
顔料又は染料、
　－イオン電荷を加えることにより、吸収スペクトルにおける変化を示すイオノクロミッ
ク顔料又は染料、
　－ｐＨの変化により、吸収スペクトルにおける変化を示すハロクロミック顔料又は染料
、
　－接触する溶媒の極性の変化により、吸収スペクトルにおける変化を示すソルバトクロ
ミック顔料又は染料、
　－適用される抵抗の結果として吸収スペクトルにおける変化を示すトリボクロミック顔
料又は染料、
　－適用される圧力の変化により、吸収スペクトルにおける変化を示すピエゾクロミック
顔料又は染料である。
【００５５】
　発光顔料又は染料の具体例は、例えば、
　－スペクトルの特定部分において光の吸収を、スペクトルの他の部分、通常低い波長に
おいて発光を示し、個々の光子の吸収及び発光は、通常ナノ秒の遅れで続いて起こる、蛍
光顔料又は染料、
　－通常、吸収の後、最高で数時間から数日の大きな遅れを伴い光子を放射する量子力学
崩壊メカニズムのために、蛍光染料と同じ吸収及び発光を示す蛍光発光顔料又は染料、
　－顔料及び色素の化学反応の結果として光子の発光を示すケモルミネセント顔料又は染
料（このような反応は、一般に不可逆である）、
　－顔料又は染料中での電子及び正孔の放射再結合の結果として光子の発光を示すエレク
トロルミネセント顔料又は染料（電流が顔料又は染料を通過するか、あるいは後に再結合
する電子－正孔を励起し得る強電場に供される場合に、このような放射再結合が生じ得る
）、
　－適用される抵抗の結果として光子の発光を示すトリボルミネセント顔料又は染料、
　－適用される圧力の結果として光子の発光を示すピエゾルミネンセント顔料又は染料、
　－適用されるベータ粒子のようなイオン化放射の結果として光子の発光を示す放射線ル
ミネセント顔料又は染料である。
【００５６】
　単一の添加剤中に複数の光学的効果、実際に同時に複数の原因に関連する効果を兼ね備
える顔料又は染料もある。具体例は、特定の限界温度を超えて加熱された場合に色を変化
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させるサーモクロミック顔料カプセルである。この温度において、カプセル中の結晶溶媒
は溶解し、ｐＨを効果的に低下させる。これは、存在するハロクロミック化合物に、順番
にその吸収特性の変化を引き起こさせる。
【００５７】
　フォトクロミック蛍光染料は、分子が、それに続く蛍光状態において吸収しないスペク
トルの部分から光子を吸収した後にのみ蛍光を示す染料である。同時にフォトクロミック
及び蛍光であるこの効果、すなわち、最初の吸収のため、分子変化（フォトクロミズム）
の吸収特性だけでなく、分子が、続いて蛍光又はその蛍光特性における変化を示す。
【００５８】
　リン光性発光添加剤を含む好ましい実施態様は、下記成分：
　ａ）５３．５質量％の単官能性ＬＣＰアクリレート
【化１０】

【００５９】
　ｂ）２１．５質量％の二官能性ＬＣＰアクリレート

【化１１】

【００６０】
　ｃ）１８．５質量％の非反応性ＬＣモノマーＫ１５
【化１２】

【００６１】
　ｆ）１．０質量％の光開始剤
【化１３】

【００６２】
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　ｇ）０．５質量％の阻害剤、ヒドロキノン
【化１４】

【００６３】
　ｈ）５質量％の、ＲｉｓｋＲｅａｃｔｏｒ（米国カリフォルニア州）の蛍光発光顔料Ｐ
ＰＳＢ－０３により示される。
【００６４】
　ａ～ｈの成分をガラス瓶に加え、パラキシレンで１（混合物）：１．２５（パラキシレ
ン）の比で希釈し、得られた混合物を７０℃で５分間、磁気的に攪拌する。その結果、得
られた混合物は流体である。配列を生じさせるためにビロードの布地でこすったトリアセ
チルセルロースフィルム上に、ドクターブレード法を用いて４０μｍのフィルムに混合物
を印字する。溶媒フィルムを５０℃で２分間蒸発させ、得られたフィルムを、窒素雰囲気
下でＵＶ硬化する。
【００６５】
　得られた外観は複屈折しており、ポリマーマトリクス中に均一に分散しているリン光性
発光粒子を含んでいる。
【００６６】
　得られた外観が交差する偏光子の間に見られる場合、複屈折が明確に視認できる。外観
の配列軸がどちらかの偏光子に対して平行である場合、外観は偏光子の間で暗い。外観の
配列軸が、両方の偏光子に対して４５°である場合、外観は交差する偏光子の間で明るい
。外観をＵＶ光の下に置いた場合、リン光性発光粒子は鮮やかなオレンジ色に照らし出さ
れる。ＵＶ光を止めた場合、鮮やかなオレンジ色の輝きは約３０秒間残存する。
【００６７】
　フォトクロミズム添加剤を含む好ましい実施態様は、下記成分：
　ａ）５３．５質量％の単官能性ＬＣＰアクリレート
【化１５】

【００６８】
　ｂ）２１．５質量％の二官能性ＬＣＰアクリレート
【化１６】

【００６９】
　ｃ）１８．５質量％の非反応性ＬＣモノマーＫ１５
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【化１７】

【００７０】
　ｆ）１．０質量％の光開始剤

【化１８】

【００７１】
　ｇ）０．５質量％の阻害剤、ヒドロキノン
【化１９】

【００７２】
　ｈ）５質量％の、ＭＵＴＲ，Ｈｅｒｔｓ（英国）のフォトクロミックブルー顔料（ＩＴ
９０１４）により示される。
【００７３】
　ａ～ｇの成分をガラス瓶に加え、パラキシレンで１（混合物）：１．２５（パラキシレ
ン）の比で希釈し、得られた混合物を７０℃で５分間、磁気的に攪拌する。その結果、得
られた混合物は流体である。次いで、成分ｈを加え、エタノールで１（成分ｈ）：１０（
エタノール）の比で希釈する。混合物を、３０秒間、磁気的に激しく攪拌する。配列を生
じさせるためにビロードの布地でこすったトリアセチルセルロースフィルム上に、ドクタ
ーブレード法を用いて４０μｍのフィルムに混合物を印字する。溶媒フィルムを５０℃で
２分間蒸発させ、得られたフィルムを、窒素雰囲気下でＵＶ硬化する。
【００７４】
　得られた外観は、ポリマーマトリクス全体に分散した顔料を有している。得られた外観
は複屈折しているが、分散した顔料のために分散もしている。複屈折性を、交差する偏光
子の間で目視検査する。外観の配列軸がいずれかの偏光子に対して平行である場合、外観
は暗いが、顔料による分散は、ある程度の光の透過を引き起こす。外観の配列軸が、両方
の偏光子に対して４５°である場合、外観は交差する偏光子の間で明るい。得られた外観
は黄色を有しており、得られた外観をＵＶ光の中に３０秒間置いた場合、色は青に変化す
る。外観が、もはやＵＶ光中にない場合、数分間青色を維持し、再度黄色に戻る。
【００７５】
　サーモクロミック添加剤を含む好ましい実施態様は、下記成分により示される。
【００７６】
　好ましい実施態様は以下の成分である：
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　ａ）５３．５質量％の単官能性ＬＣＰアクリレート
【化２０】

【００７７】
　ｂ）２１．５質量％の二官能性ＬＣＰアクリレート
【化２１】

【００７８】
　ｃ）１８．５質量％の非反応性ＬＣモノマーＫ１５
【化２２】

【００７９】
　ｆ）１．０質量％の光開始剤

【化２３】

【００８０】
　ｇ）０．５質量％の阻害剤、ヒドロキノン
【化２４】

【００８１】
　ｈ）５質量％の、ＭＵＴＲ，Ｈｅｒｔｓ（英国）のサーモクロミック顔料（ＩＴ９００
７）。
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　ａ～ｇの成分をガラス瓶に加え、パラキシレンで１（混合物）：１．２５（パラキシレ
ン）の比で希釈し、得られた混合物を７０℃で５分間、磁気的に攪拌する。その結果、得
られた混合物は流体である。成分ｈを加え、エタノールで１（成分ｈ）：１０（エタノー
ル）の比で希釈した。混合物を、３０秒間、磁気的に激しく攪拌する。配列を生じさせる
ためにビロードの布地でこすったトリアセチルセルロースフィルム上に、ドクターブレー
ド法を用いて４０μｍのフィルムに混合物を印字する。溶媒フィルムを５０℃で２分間蒸
発させ、得られたフィルムを、窒素雰囲気下でＵＶ硬化する。
【００８３】
　得られた外観は、ポリマーマトリクス全体に分散した顔料を有している。得られた外観
は複屈折しているが、分散した顔料のために分散もしている。複屈折性を、交差する偏光
子の間で目視検査する。外観の配列軸がいずれかの偏光子に対して平行である場合、外観
は暗いが、顔料による分散は、ある程度の光の透過を引き起こす。外観の配列軸が、両方
の偏光子に対して４５°である場合、外観は交差する偏光子の間で明るい。得られた外観
が室温である場合、外観は赤色を有し、外観を５０℃に加熱した場合、赤色は消失する。
外観を室温まで冷却した場合、赤色は再度現れる。
【００８４】
　蛍光添加剤及び磁性粒子を含む好ましい実施態様は以下の成分：
　ａ）５３．３質量％の単官能性ＬＣＰアクリレート
【化２５】

【００８５】
　ｂ）２１．６質量％の二官能性ＬＣＰアクリレート

【化２６】

【００８６】
　ｃ）１８．６質量％の非反応性ＬＣモノマーＫ１５
【化２７】

【００８７】
　ｆ）１．０質量％の光開始剤
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【化２８】

【００８８】
　ｇ）０．５質量％の阻害剤、ヒドロキノン
【化２９】

【００８９】
　ｈ１）３質量％の、ポリスチレン／ジビニルベンゼンマトリクス中に２０～６０％のマ
グネタイトを含む、平均直径０．９μｍの磁性ミクロスフェアビーズ
　ｈ２）２％の、ＲｉｓｋＲｅａｃｔｏｒ（米国カリフォルニア州）のＤＦＳＢ－Ｋ４４
－６５蛍光染料により示される。
【００９０】
　ａ～ｈ２の成分をガラス瓶に加え、パラキシレンで１（混合物）：１．２５（パラキシ
レン）の比で希釈し、得られた混合物を７０℃で５分間、手動で攪拌する。その結果、得
られた混合物は流体である。配列を生じさせるためにビロードの布地でこすったトリアセ
チルセルロースフィルム上に、ドクターブレード法を用いて２０μｍのフィルムに混合物
を印字する。溶媒フィルムを５０℃で２分間蒸発させ、得られたフィルムを、窒素雰囲気
下でＵＶ硬化する。
【００９１】
　得られた外観は複屈折しており、ポリマーマトリクスに均一に分散した磁性粒子を含ん
でいる。複屈折性を、交差する偏光子の間で目視検査する。外観の配列軸が、いずれかの
偏光子に対して平行である場合、外観は暗い。外観の配列軸が、両方の偏光子に対して４
５°である場合、外観は交差する偏光子の間で明るい。顕微鏡下、分散した磁性粒子が明
確に視認できる。外観をＵＶ光源下に置いた場合、山吹色の蛍光を示す。この蛍光は発光
及び吸収において等方性である。
【００９２】
　顔料及び染料は、その分子配向に依存し、異方性光学特性を示す。異方性染料分子が、
通常、独特な異方性分子形状によって引き起こされる、ＬＣＰの配列に対して平行又は垂
直にＬＣＰマトリクス中でかなりの程度に配列される場合、これらの分子は、集合的に異
方性光学特性を示し、ＬＣＰマトリクスの重合後に残存する特徴的な光学特性を示す。こ
の効果は、通常、二色性又は多色性として知られている。粒子自体が異方性光学特性を有
する場合、顔料は二色性効果をも示す。しかし、集合効果のために、全ての顔料がそれら
固有の異方性の方向に効果的に配列されなければならないので、このような特性を利用す
ることは困難である。
【００９３】
　吸収において蛍光二色性を示す外観を生成することは可能であるが、発光においては可
能でない。例えば、この効果は、２種の蛍光分子種を用いることにより達成でき、そのう
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光子エネルギーが他の種に移動するような方法で両方の種を選択することにより、このよ
うな効果を得ることができる。また、蛍光分子は、吸収及び発光において様々な程度の二
色性を示し得るが、複数の適切に選択された種を用いることによる効果が一般的に言及さ
れる。
【００９４】
　異方性蛍光添加剤を含む好ましい実施態様は以下の成分：
　ａ）５４．５質量％の単官能性ＬＣＰアクリレート
【化３０】

【００９５】
　ｂ）２２質量％の二官能性ＬＣＰアクリレート
【化３１】

【００９６】
　ｃ）１９質量％の非反応性ＬＣモノマーＫ１５

【化３２】

【００９７】
　ｆ）１．０質量％の光開始剤

【化３３】

【００９８】
　ｇ）０．５質量％の阻害剤、ヒドロキノン
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【化３４】

【００９９】
　ｈ）３質量％の、ＲｉｓｋＲｅａｃｔｏｒ（米国カリフォルニア州）の異方性蛍光染料
ＤＦＳＢ－Ｋ８２により示される。
【０１００】
　ａ～ｈの成分をガラス瓶に加え、パラキシレンで１（混合物）：１．２５（パラキシレ
ン）の比で希釈し、得られた混合物を７０℃で１５分間、磁気的に攪拌する。その結果、
得られた混合物は流体であり、透明である。配列を生じさせるためにビロードの布地でこ
すったトリアセチルセルロースフィルム上に、ドクターブレード法を用いて１０μｍのフ
ィルムに混合物を印字する。溶媒フィルムを５０℃で２分間蒸発させ、得られたフィルム
を、窒素雰囲気下でＵＶ硬化する。得られたフィルムは複屈折している。ＵＶ光源下に置
いた場合、山吹色の蛍光を示す。この蛍光は発光において異方性であり、発光を偏光フィ
ルターを通して目視検査した場合、発光は一偏光方向に対して高く、偏光の直交方向に対
して低い。高発光及び低発光の差異は光学的に非常に独特であり、セキュリティ機能に著
しい効果を与える。
【０１０１】
　異なる蛍光染料を用いたのみで前述したものと同様の混合物を用いた場合、本発明者ら
は、
　－ＲｉｓｋＲｅａｃｔｏｒ（米国カリフォルニア州）の染料ＤＦＳＢ－Ｋ４４－６５を
用いて、発光及び吸収の両方において等方性蛍光発光、
　－染料ＤＦＳＢ－Ｋ６１を用いて、発光及び吸収の両方において異方性蛍光発光を示す
層をも得た。
【０１０２】
　発光の異方性は、ＵＶ源が偏光していない間に、回転する偏光フィルターを通して発光
を見ることにより、光学的に調べる。吸収の異方性は、光学的に、発光を調べている間に
、ＵＶ偏光フィルターをＵＶ源の前に置き、次いで試料を回転させて調べる。
【０１０３】
　ＵＶ吸収性顔料及び染料若しくは顔料は、いくつかの特定の目的を果たし得る。このよ
うなＵＶ保護顔料及び染料は、印刷混合物中に存在し、又は他の印刷工程、好ましくはフ
レキソ印刷又はオフセット印刷によって、硬化後に印刷構造体上に塗布し得る。また、バ
ーコーティング、ドクターブレード、噴霧、又は印刷基材上層上にＵＶ吸収基材を塗布す
るような他の塗布方法を用いることができる。
【０１０４】
　これらの顔料又は染料はＵＶ光を吸収するので、それらは、構造の（機械的）特性の劣
化、例えば脆弱さをもたらし得る有害なＵＶ照射から、印刷層又はこの層の下部の物質を
保護することができる。印刷層のＵＶ硬化中、ＵＶ吸収剤は層のより深い部分が重合され
るのを防ぐためにも用いることができ、その結果、非重合層の存在を可能にするが、上層
は重合中に凝固する。また、このような非重合層は生成されないが、重合中に混合物の特
定成分が高度に重合した領域に、又はその領域から拡散する場合、構造体中に勾配が形成
される。このような勾配は新しい光学的効果を生成する。例えば、キラルドーパント量の
勾配は重合後にキラルピッチの勾配を示す構造をもたらし、その結果、単一のピッチ構造
よりも広い波長範囲にわたって光を反射する。この効果は、ブロードバンドコレステリッ
クミラーとして知られている。
【０１０５】
　また、前記添加剤が混合物中に、一緒又は別々に存在できることが強調されるべきであ
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る。しかし、重合性混合物を形成する成分の総量は常に１００質量％であることは言うま
でもない。
【０１０６】
　重合の前後におけるマトリクス中のＬＣＰ’ｓの異方性光学特性はそれらの配列に依存
しているので、その上に印刷された好ましい基材は、所望の光学的効果を得るためにＬＣ
Ｐ’ｓの配列を誘導するか、又は妨害しない。一般的に用いられる基材は、こすられたポ
リイミド、並びにこすられたトリアセチルセルロース、ポリエチレンテレフタレート、ポ
リエチレン又はポリプロピレンである。こすることは、これらの基材に平面的配列特性を
生じさせる。
【０１０７】
　他の基材、また他のタイプの均一配列を生じる基材は、同様に当該技術分野において公
知である。通常のタイプの配列は、例えば、平面、垂直配向及び傾斜した配列である。
【０１０８】
　ＬＰＰ（直鎖状の光重合性ポリマー）層は、配向層としても用いることができる。ＬＰ
Ｐは、偏光により配向層をパターニングすることを可能にし、その結果、配向層のマルチ
ドメインパターン形成を可能にする。更に、配向層として、例えば、印刷によりパターン
中に容易に塗布され得る自己組織化単分子膜（ＳＡＭ’ｓ）を用いることが可能である。
例えば、ＳＡＭ’ｓ及びＬＰＰ又はトリアセチルセルロース層の組み合わせは、方位角方
向及び極性方向におけるＬＣＰ’ｓの配列の全体にわたる、向上した制御を可能にする。
【０１０９】
　表面の配列特性に次いで、基材の選択も、混合物及び基材の相互作用を決定する。これ
らの相互作用は、更なる（光学的）効果を生成するために用いることができる。例えば、
親水性の（化学的に）パターン形成された表面の疎水性の使用は、印刷体の閉じ込めを可
能にし、よって、高度の印刷解像度及びより著しい光学的効果を可能にする。幾何学的に
パターン形成された表面は、印刷インクを閉じ込めるためにも用いることができる。閉じ
込めは、より制御された形状を有する印刷構造体をもたらし、認証の目的に有利である、
より良好な所定の特性をもたらし得る。このような、基材の化学的又は幾何学的パターン
形成は、印刷により達成することができるが、例えば、エンボス加工、摩擦及びリソグラ
フィ等の他の技術も用いられる。
【０１１０】
　用いられる基材の光学的特性は、セキュリティ機能全体に影響を及ぼす。このような基
材は組み合わせることができ、すなわち、互いに作成された多層のセキュリティ機能上に
積層され、又はセキュリティ機能は、それぞれ特に有益な特性を有する基材の積層の上に
作成される。好ましい光学的特性に依存し、基材は、透明であり得、任意の波長範囲で吸
収し、散乱し、又は反射し、又はこれらの効果のパターンを含み得る。基材は、他の光学
的特性を有することもできる。具体例としては、１個の直線偏光のみを伝達する偏光フィ
ルムの場合と同様の、１個の偏光のみを伝達する性能、又は１個の偏光のみを反射する性
能、例えば、１個の光の掌性を反射するのみのコレステリックフィルムである。更に、基
材は、例えば、リターダーフィルム及び半波長プレートの場合と同様に、伝達され、又は
反射される光の偏光を変化することができる。
【０１１１】
　基材は、他の認証機能を含むこともできる。具体例は、ホログラム、逆反射層、干渉ス
タック反射体、蛍光層、色変化層又はフレークにより印刷された特徴である。例えば、積
層により、ＬＣＰポリマー構造上の他の認証機能を含む層を加えることも可能である。
【０１１２】
　製造されたような外観が、製品又は書類に対する明らかな標識を変更するように塗布す
ることができるように製造されることが好ましい。このような標識は、標識を無傷で除去
することを非常に困難にする性質を有する。このような特性は機械的完全性に乏しく、例
えば、外観は、低い強靱性、すなわち、引裂に対する低抵抗性を有する。更に、除去時の
外観は、例えば、破裂－感受性インク粒子を用いて、前の存在の明確な跡を残すことがで
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きる。
【０１１３】
　外観は、書類及び製品に容易に塗布できることも好ましい。このような塗布は、例えば
、熱エンボス加工により、又は自己接着特性を形成することにより可能である。
【０１１４】
　ＬＣＰ’ｓの印刷は非常に適応性のある方法であり、例えば、異なる光学的特性を有す
るインクの同時印刷を可能にする、複数のインクを用いることにより、多くの新規な光学
設計を可能にする。当然、フレキソ印刷、レーザー印刷、オフセット印刷、スクリーン印
刷、ミクロ接触印刷、ミクロ転写印刷、凹版印刷、グラビア印刷、輪転グラビア印刷、オ
ープンリール印刷及び熱転写印刷のような種々の印刷技術により、層の上又は下に印刷す
ることも可能である。
【０１１５】
　このような印刷は、印刷装置の設計に依存し、連続的又は平行して実施することができ
る。これら全てのオプションは、特定の目的のための特定の使用により、実施態様のグレ
ートホストを可能にする。以下の段落において、いくつかのオプションに言及するが、こ
れは、印刷するＬＣＰ’ｓの可能性の完全なリストではない。
【０１１６】
　ＬＣＰインクを用いた、通常の黒色又は着色インクの組み合わせは、反射基材上に通常
のインクを用いて印刷された画像又はテキストの上の構造体の印刷を遅延することにより
、通常の印刷情報の上の明白な外観の包含を可能にする。対照的に、画像の上でコレステ
リックなＬＣＰ混合物を印刷することにより、コントラストの増加又は減少をも可能にす
る。
【０１１７】
　左回り及び右回り反射コレステリックＬＣＰ’ｓのような、外見上同一の色を有するが
、異なる反射特性を有するインクを用いることにより、偏光感度を有する装置又は機械読
み取り装置を用いてのみ表わすことができる、隠れた情報を印刷することができる。色変
化非液晶インク及び色変化ＬＣＰインクの組み合わせは、１種のインクが均一な反射を有
し、他方のインクが偏光選択性を有するので、同様の効果を生じる。インクと、同じ光学
的特性を有する種々の添加剤との組み合わせも、隠れた情報の印刷を可能にする。
【０１１８】
　互いの上層へのいくつかの層の印刷は、反射性を向上するか、又は印刷される色を向上
させる。
【０１１９】
　自己認証構造は、例えば、一緒に折りたたまれて追加の効果を生じ得る、反射表面上の
、例えば構造化された偏光子及びＬＣ構造を用いることによって印刷することができる。
これは、暗号化データを回復することもできる。
【０１２０】
　前記記載から既に明らかなように、以下に説明する、セキュリティの（複数の）明白で
隠れた法医学的な生体測定レベルを有する認証機能を生成が可能であることは、ＬＣＰ’
ｓのインクジェット印刷の特別な利点である。また、認証機能中に存在する、顔料及び染
料、基材、印刷方法及び層の設計のような適切に選択した添加剤（の組み合わせ）により
、各レベルにおける複数のオプションの１つ又はオプションの組み合わせを用いることが
可能である。
【０１２１】
　印刷されたキラルネマチック構造が傾斜した場合に見ることのできる色変化効果のよう
な、追加の装置を使用せずに、誰かに直接明らかである（特に可視的に）セキュリティの
レベルを組み込んだ外観は、明らかに公知である。任意の明らかなセキュリティ機能は容
易に認識可能であるが、偽造することが非常に困難である。他の具体例は、液晶の色変化
インクの多色印刷物である。
【０１２２】
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　簡単な装置を用いてセキュリティの隠されたレベルを明らかにすることのみできる。例
えば、ＬＣＰ’ｓの複屈折特性は、適切な設計を選択した場合、偏光子のような簡単な装
置を用いて示すことができる。具体例は、配列軸に対して０又は４５°で偏光子を通して
見た場合に反射を示すか反射を示さない、反射基材上に印刷されるネマチック構造である
。他の具体例は、環状に偏光した光の１種の掌性を反射するキラルなネマチック印刷であ
る。これは、環状の偏光子により認識され得る。多くの不活性液晶の場合のように、異方
性誘電率を有する場合、非重合のままであり得る印刷構造体の一部は、電磁気的に切り替
えることができる。これは、構造体の光学的特性を変化させる。使用においては、隠され
たレベルはセキュリティ機能として可視的でない（すなわち、結合した隠されたレベルが
ない）が、例えば、（電）磁気的に保存された情報、目に見える微構造からなることが好
ましい場合がある。光学的及び他の隠された層の両方については、通常、手順、並びに全
自動認証を実施する関連装置について工夫することが可能である。
【０１２３】
　セキュリティの更に複雑なレベルは、セキュリティの法医学的レベルである。このレベ
ルは、通常、高価な読み出し装置にアクセスする使用者の選ばれたグループにのみ詳細に
知られている。このレベルについての可能性は、ＮＭＲスキャンのような高度な分析法を
用いて追跡することのできる、トレーサー分子を印刷インクに加えることである。他のオ
プションは、インク内容物を正確に解析すること、印刷ドットの特定のサイズ及び形状を
調べることである。
【０１２４】
　最終的に、セキュリティの生体測定レベルは、通常、例えば、人を追跡及び跡をたどる
ため、又は認証するために用いられる独特の情報を外観に保存することを可能にする。Ｌ
ＣＰ’ｓの印刷工程の柔軟性のため、例えば、バーコード、シリアルナンバー、画像及び
他の情報を印刷することが可能である。
【０１２５】
　セキュリティデバイス中の添加剤の有効性は、追加の生体測定レベルとして用いること
もできる。添加剤がセキュリティデバイスの全体に均一に分散されていないが、所定のパ
ターンで分散されている場合、それは、適切な読み出し装置を用いるまで隠されている更
なる情報を含み得る。これは、１つの装置を製造するための異なるインク（例えば、磁気
、導電性又は光学的添加剤の追加を除き同等の組成である）を用いることにより達成する
ことができる。
【０１２６】
　具体例は、平面的に配列された反射基材上にネマチックなＬＣＰインクを用いて印刷し
たバーコード中での磁性添加剤の局所使用である。バーコードは、一方が磁性添加剤を含
むことを除き同一である２種のＬＣＰインクを用いて印刷され、上半分は磁性添加剤を含
むインクを用いて印刷され、下半分は磁性添加剤を含まないインクを用いて印刷される。
現在、全体的なバーコードは複屈折しているので、バーコードは偏光子を用いて目視検査
される。偏光子が、ＬＣＰの配列方向に対して平行又は直交の偏光方向を有し、偏光子が
ＬＣＰの配列方向に対して４５°の角度で暗くなる場合、バーコードは可視的でなくなる
だろう。磁気抵抗センサーのような磁気センサーを用いることにより、上半分を磁気的に
検査することができるが、下半分は磁気シグナルを与えないであろう。
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