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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水圧転写システムにおいて対象を装飾する積層集成体であって、
　前記水圧転写システム内に配置されると溶けるように構成されている水溶性担体フィル
ムと、
　前記対象に光学的効果又はセキュリティ特徴のうちの１つ又は複数をもたらすように構
成されている光学的効果層であって、該光学的効果層の全厚さを通して延びるクラックに
よって互いに離間された小部分に分割されている光学的効果層と、
　前記水溶性担体フィルムと前記効果層との間に配置される１つ又は複数のインク層と、
　前記１つ又は複数のインク層と前記光学的効果層との間に配置されるコート層と、
を備え、前記効果層は、前記対象に前記光学的効果又は前記セキュリティ特徴のうちの前
記１つ又は複数をもたらすように構成されている浮彫りパターンを備える、積層集成体。
【請求項２】
　前記効果層は、金属、金属合金又は高屈折率材料のうちの１つ又は複数から形成される
、請求項１に記載の積層集成体。
【請求項３】
　前記効果層によってもたらされる前記光学的効果は、ホログラフィデザイン、又は見る
角度によって色が変化するデザインのうちの１つ又は複数を含む、請求項１に記載の積層
集成体。
【請求項４】
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　前記小部分は、前記コート層に向き合う該効果層の表面に平行な方向における前記クラ
ックによって横方向に互いに分離されている、請求項１に記載の積層集成体。
【請求項５】
　前記効果層の全厚さを通して延びる前記クラックは、マイクロクラックである請求項１
に記載の積層集成体。
【請求項６】
　前記浮彫りパターンは、前記効果層のエンボス加工パターンである、請求項１に記載の
積層集成体。
【請求項７】
　水圧転写システムにおいて対象上に装飾を転写する積層集成体であって、
　前記水圧転写システム内に配置されると溶けるように構成されている水溶性担体フィル
ムと、
　前記対象に光学的効果又はセキュリティ特徴のうちの１つ又は複数をもたらすように構
成されている光学的効果層であって、該光学的効果層の全厚さを通して延びるクラックに
よって互いに離間された小部分に分割されている光学的効果層と、
　前記水溶性担体フィルムと前記光学的効果層との間に配置されるコート層と、
を備え、前記効果層は、前記対象に前記光学的効果又は前記セキュリティ特徴のうちの前
記１つ又は複数をもたらすように構成されている浮彫りパターンを備える、積層集成体。
【請求項８】
　前記効果層は、金属、金属合金又は高屈折率材料のうちの１つ又は複数から形成される
、請求項７に記載の積層集成体。
【請求項９】
　前記効果層によってもたらされる前記光学的効果は、ホログラフィデザイン、又は見る
角度によって色が変化するデザインのうちの１つ又は複数を含む、請求項７に記載の積層
集成体。
【請求項１０】
　前記浮彫りパターンは、前記小部分によって画定される、請求項７に記載の積層集成体
。
【請求項１１】
　前記コート層はエンボス加工層である、請求項７に記載の積層集成体。
【請求項１２】
　前記クラックはマイクロクラックである、請求項７に記載の積層集成体。
【請求項１３】
　前記浮彫りパターンは、前記効果層のエンボス加工パターンである、請求項７に記載の
積層集成体。
【請求項１４】
　水圧転写システムにおいて対象を装飾する積層集成体であって、
　水溶性担体フィルムと、
　反射又は回折層に形成された浮彫りパターンを有するとともに前記対象に光学的効果を
与えるデザイン層であって、前記反射又は回折層が該反射又は回折層の全厚さを通して延
びるクラックによって互いに離間された小部分に分割される、デザイン層と、
　前記水溶性担体フィルムと前記デザイン層との間に配置される１つ又は複数のインク層
と、
を備える、積層集成体。
【請求項１５】
　前記デザイン層は、前記対象を見る角度に基づいて色を変化させる光学的効果デザイン
を与える、請求項１４に記載の積層集成体。
【請求項１６】
　前記デザイン層における前記浮彫りパターンは、前記小部分によって形成される、請求
項１４に記載の積層集成体。
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【請求項１７】
　前記クラックはマイクロクラックである、請求項１６に記載の積層集成体。
【請求項１８】
　前記デザイン層における前記浮彫りパターンはエンボス加工パターンである、請求項１
６に記載の積層集成体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　［関連出願の相互参照］
　本出願は、２０１４年８月２９日に出願された米国仮特許出願第６２／０４３，７５１
号に対する優先権を主張し、その開示全体は引用することにより本明細書の一部をなす。
【０００２】
　本開示は、三次元（３Ｄ）表面又は他の表面等の様々な対象上に画像を形成する積層集
成体に関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来、非平面又は３Ｄ表面への水転写法又は水圧転写法（water or hydrographic tran
sfers）は、従来のインク及びコーティングが印刷された水溶性担体フィルムを含む構造
体を伴っていた。担体フィルムは、後続の印刷プロセスにおいて担体としての役割を果た
すのに十分な厚さの流延ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）とされ得る。担体上に印刷され
るインクは溶剤型であり、グラビア印刷等の印刷法によって塗布してもよいが、グラビア
印刷、フレキソ印刷、リトグラフ、スクリーン印刷、熱転写印刷、インクジェット印刷又
は他の短工程印刷技法を用いて印刷することもできる。
【０００４】
　インクは種々のパターンで印刷することができ、また、担体フィルム上へのインクの印
刷に続く水転写プロセスにおいて、複数の対象を同時に装飾することができる。多くの装
飾アイテムは、装飾を保護するために、アイテムの装飾面上に透明ポリマーコーティング
を施してアイテムを上塗りすること等によって後仕上げされる。この後続のプロセスは、
透明コートのスプレー塗布（例えばスプレー塗装）によって達成することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述の転写プロセスを用いて形成される最終製品は、用いられるインク
の顔料及びコーティングが外部環境又は苛酷な使用環境に適さないため、インテリア用途
であることが多い。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　１つの実施形態において、水圧転写システムにおいて対象を装飾する積層集成体が提供
される。この積層集成体は、水圧転写システム内に配置されると溶けるように構成されて
いる担体フィルムと、対象に光学的効果又はセキュリティ特徴のうちの１つ又は複数をも
たらすように構成されている光学的効果層と、担体フィルムとコート層との間に配置され
る１つ又は複数のインク層と、１つ又は複数のインク層と光学的効果層との間に配置され
るコート層とを備える。効果層は、対象に光学的効果又はセキュリティ特徴のうちの１つ
又は複数をもたらすように構成されている浮彫りパターンを備える。
【０００７】
　別の実施形態において、水圧転写システムにおいて対象上に装飾を転写する別の積層集
成体が提供される。この積層集成体は、水圧転写システム内に配置されると溶けるように
構成されている担体フィルムと、対象に光学的効果又はセキュリティ特徴のうちの１つ又
は複数をもたらすように構成されている光学的効果層と、担体層と光学的効果層との間に
配置されるコート層とを備える。効果層は、対象に光学的効果又はセキュリティ特徴のう
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ちの１つ又は複数をもたらすように構成されている浮彫りパターンを備える。
【０００８】
　別の実施形態において、水圧転写システムにおいて対象上に転写される積層集成体を製
造する方法が提供される。この方法は、水圧転写システム内に配置されると溶けるように
構成されている担体フィルムの上方に１つ又は複数のインク層を堆積することと、１つ又
は複数のインク層の上方にコート層を堆積することと、コート層の上方に光学的効果層を
堆積することと、光学的効果層に浮彫りパターンを形成することとを含む。浮彫りパター
ンは、対象に光学的効果又はセキュリティ特徴のうちの１つ又は複数をもたらすように構
成されている。
【０００９】
　別の実施形態において、水圧転写システムにおいて対象上に印刷する積層集成体を製造
する別の方法が提供される。この方法は、担体フィルムの上方にコート層を堆積すること
と、コート層の上方に光学的効果層を堆積することと、光学的効果層に浮彫りパターンを
形成することとを含む。浮彫りパターンは、対象に光学的効果又はセキュリティ特徴のう
ちの１つ又は複数をもたらすように構成されている。
【００１０】
　本発明の主題は、添付図面（必ずしも縮尺通りに描かれていない）を参照して、非限定
的な実施形態の以下の説明を読むことによってよりよく理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】１つの実施形態に係る水圧転写システムの概略図である。
【図２】１つの実施形態に係る積層集成体の製造時の積層集成体の断面図である。
【図３】１つの実施形態に係る積層集成体の製造時の積層集成体の断面図である。
【図４】１つの実施形態に係る積層集成体の製造時の積層集成体の断面図である。
【図５】別の実施形態に係る積層集成体の製造時の積層集成体の断面図である。
【図６】別の実施形態に係る積層集成体の製造時の積層集成体の断面図である。
【図７】別の実施形態に係る積層集成体の製造時の積層集成体の断面図である。
【図８】別の実施形態に係る積層集成体の製造時の積層集成体の断面図である。
【図９】別の実施形態に係る積層集成体の製造時の積層集成体の断面図である。
【図１０】別の実施形態に係る積層集成体の製造時の積層集成体の断面図である。
【図１１】別の実施形態に係る積層集成体の製造時の積層集成体の断面図である。
【図１２】１つの実施形態に係る水圧転写システムにおいて使用される積層集成体を製造
する方法のフローチャートである。
【図１３】別の実施形態に係る水圧転写システムにおいて使用される積層集成体を製造す
る方法のフローチャートである。
【図１４】別の実施形態に係る水圧転写システムにおいて使用される積層集成体を製造す
る方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本明細書に記載の１つ又は複数の実施形態は、液圧転写法（例えば水転写法）等によっ
て３Ｄ表面を有する対象等の対象を装飾するのに使用することができる積層集成体（及び
積層集成体を製造する方法）に関する。他の液圧転写法とは対照的に、本明細書に記載の
積層集成体は、対象の３Ｄ表面に、ホログラフィパターン、回折パターン、セキュリティ
パターン、テクスチャパターン又はブラシ仕上げ金属パターンをもたらす１つ又は複数の
効果層を備えることができる。この効果層は、金属材料及び／又は高屈折率（ＨＲＩ）材
料の印刷、エンボス加工、気相蒸着等によって生成し、装飾効果又はセキュリティ効果を
もたらすことができる。ＨＲＩ材料は、１つの実施形態において少なくとも１．５の屈折
率を有する材料とすることができる。
【００１３】
　図１は、１つの実施形態に係る水圧転写システム１００の概略図である。システム１０
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０は、水等の液体１０４を保持する槽１０２を備える。積層集成体１０６は、液体１０４
の表面上に浮かべられる。後述するように、この積層集成体１０６は、１つ又は複数の装
飾層が配置されている担体フィルムを備えることができる。これらの装飾層は、１つ又は
複数の装飾的特徴、電子的特徴又はセキュリティ特徴を提供する光学層及び／又は効果層
、インク印刷層等を含むことができる。担体フィルムは液体１０４に溶解することができ
、それにより、装飾層が液体１０４の表面上に浮かんだままになる。次に、装飾される又
はラミネートされる対象が液体１０４に浸漬される。装飾層が対象の３Ｄ表面に付着し、
装飾層の１つ又は複数の画像を対象の３Ｄ表面上に装飾する。
【００１４】
　積層集成体１０６として使用することができる様々な積層集成体のいくつかの実施形態
を本明細書に記載する。図面は縮尺通りではなく、１つ又は複数のフィルム又は層を、図
に示されている他のフィルム又は層よりも大きく又は小さくしてある場合がある。
【００１５】
　図２～図４は、１つの実施形態に係る積層集成体２００の製造時の積層集成体２００の
断面図を示している。積層集成体２００は、図１に示す積層集成体１０６を表し得る。積
層集成体２００は、積層集成体２００の追加層を支持する担体フィルム２０２を備える。
担体フィルム２０２は、１つ又は複数の層上に画像を印刷すること、１つ又は複数の層を
金属化すること、水圧転写のために積層集成体２００を槽１０２に運ぶこと等を含み得る
積層集成体２００の製造時に、積層集成体２００の追加層を支持することができる材料か
ら形成することができる。担体フィルム２０２は、液体１０４及び／又はポリビニルアル
コール（ＰＶＡ）等の別の化学薬品又は別の材料と接触すると溶解する材料から形成する
ことができる。
【００１６】
　インク層２０４は担体フィルム２０２上に配置される。インク層２０４は、装飾される
対象の３Ｄ表面上に少なくとも部分的に視認可能となる視覚イメージ、デザイン等をもた
らす、インクでできた１つ又は複数の層を表す。インク層２０４は、熱転写印刷、デジタ
ルインクジェット印刷、三次元印刷、グラビア印刷等のような１つ又は複数の印刷法を用
いて担体フィルム２０２上に形成することができる。インク層２０４を形成する１つ又は
複数のインクは、フリーラジカルインク、紫外線及び電子線硬化（ＵＶ／ＥＢ）インク又
は別の種類のインクとすることができる。これらのタイプのインク及び印刷法は、積層集
成体２００における溶剤残渣の量を低減又は溶剤残渣を無くすことができ、これは、後述
の効果層２０８の堆積において役立ち得る。１つの態様において、インク層２０４を形成
するのに使用されるインクは、熱、ＵＶ光又はＥＢ照射にインクを曝露すること等によっ
て架橋させることができる。インク層２０４の転写後にインクを架橋することで、インク
層２０４を保護するための追加のコーティングの必要性を低減させることができる。
【００１７】
　フラッドコート層２０６をインク層２０４上に配置し、インク層２０４が、担体フィル
ム２０２とフラッドコート層２０６との間にある及び／又は担体フィルム２０２及び／又
はフラッドコート層２０６と直接接触するようにすることができる。フラッドコート層２
０６は、必要に応じてエンボス加工層、エンボスコート層等と呼ばれ得る。フラッドコー
ト層２０６は、コート層２０６に圧力が印加される場合に変形することができる、熱可塑
性材料等の軟質及び／又は可鍛性材料から形成される。例えば、コート層２０６は、ポリ
エステル、ポリ（メチルメタクリレート）（ＰＭＭＡ）等のような１つ又は複数のポリマ
ー材料から形成することができる。
【００１８】
　効果層２０８をコート層２０６上に堆積し、コート層２０６がコート層２０６と効果層
２０８との間にある及び／又はコート層２０６及び／又は効果層２０８と直接接触するよ
うにすることができる。１つの実施形態において、効果層２０８は、金属又は金属合金等
の１つ又は複数の反射性材料から形成される金属化層である。効果層２０８は、連続する
導電層とすることもできるし、２つ以上の別個の導電体（導電結合されていない）から形
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成することもできる。効果層２０８は、１つ又は複数の金属又は金属合金をコート層２０
６上に真空蒸着、スパッタリング、印刷、気相蒸着させること等によって形成することが
できる。必要に応じて、効果層２０８は、インクのナノ粒子、真空金属化顔料（ＶＭＰ：
vacuum metalized pigments）、スーパーシルバー（super argents）等を用いて形成する
ことができる。効果層２０８を形成するのに使用される金属又は金属合金は、アルミニウ
ム、銀等を含むことができる。必要に応じて、効果層２０８は、１つ又は複数のＨＲＩ材
料から形成される屈折層等の、１つ又は複数の屈折層から形成される屈折層又は回折層（
例えば色変化をもたらす又は生じる）としてもよい。
【００１９】
　効果層２０８の厚さは、様々な光学的効果に関して、及び／又は、インク層２０４、コ
ート層２０６及び／又は効果層２０８の対象上への転写の容易性に好影響を与えるように
、効果層２０８が印刷される対象の表面の光学密度を調整するために制御することができ
る。
【００２０】
　図２に示すように、１つの実施形態において、効果層２０８は、コート層２０６上に連
続シートとして堆積することができる。図３に示すように、エンボス加工ダイ３００を用
いて、効果層２０８に浮彫りパターンをエンボス加工することができる。ダイ３００を効
果層２０８上に押し下げることができる（及び／又は積層集成体２００がダイ３００に押
し付けられる）。ダイ３００が積層集成体２００に印加する圧力により、効果層２０８に
浮彫りパターンをエンボス加工することができる。例えば、ダイ３００は、円筒形である
か又は平坦な本体３０２を備えることができ、本体３０２は、本体３０２から延びる１つ
又は複数の突起３０４を有する。ダイ３００は、効果層２０８をコート層２０６に押し付
けることができる。コート層２０６は、効果層２０８よりも柔軟及び／又は可鍛性が高い
ものとすることができ、その結果、図４に示すように、ダイ３００によって印加される圧
力により、効果層２０８を別個の離間した塊４００に分離することができる。例えば、ダ
イ３００は、効果層２０８に応力を加えて効果層２０８を裂断し、それにより、間隙４０
２（図４に示す）によって互いに分離されている塊４００を形成することができる。間隙
４０２は、効果層２０８の厚さの全て又は少なくとも一部を通るマイクロクラック等の亀
裂を表し得る。
【００２１】
　エンボス加工ダイ３００は、効果層２０８においてダイ３００によって形成されるパタ
ーン間に継ぎ目が形成されないように十分大きいものとすることができる。例えば、円筒
形のダイ３００は、図３に示すように、効果層２０８の幅の全て又は実質的に全て（例え
ば少なくとも９０％又は別の量）にわたって延びるように十分幅広とすることができる。
この場合、ダイ３００は、効果層２０８上に転がして、効果層２０８の長さの全て又は実
質的に全て（例えば少なくとも９０％又は別の量）にわたって浮彫りパターンを効果層２
０８にエンボス加工することができる。結果として、効果層２０８の別の部分を別個にエ
ンボス加工するためにダイ３００を持ち上げてダイ３００を効果層２０８の別の部分に当
てる必要なく、浮彫りパターンが効果層２０８の全て又は実質的に全てにエンボス加工さ
れる。
【００２２】
　塊４００及び／又は間隙４０２によって効果層２０８に形成される浮彫りパターンは、
インク層２０４の印刷によって形成される印刷パターンと組み合わせることができる。対
象の表面上にインク層２０４、コート層２０６及び効果層２０８を塗布した後、効果層２
０８及び／又はインク層２０４は、対象を見る角度を変えると動く、きらめく、色変化す
る等のように見える劇的かつ光学的に可変の（又は動的な）装飾を提供することができる
。効果層２０８（及び／又はインク層２０４）は、ホログラフィ、回折、テクスチャ、セ
キュリティ又はブラシ仕上げパターン／デザイン／構造を形成し、３Ｄ表面に転写するこ
とができる。代替的には、効果層２０８によって形成される浮彫りパターンは、微視的な
字句、数字を形成すること等によって比較的小さいセキュリティ特徴を提供することがで
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きる。
【００２３】
　必要に応じて、黒色顔料及び／又は染料（又は別の色）を効果層２０８のエンボス加工
部の直後（例えばその上）に印刷して、視覚効果をつくり出すことができる。効果層２０
８は、装飾される対象にセキュリティ特徴、機能的特徴、装飾的特徴及び／又は別の特徴
を与えるように反射性とすることができる。例えば、効果層２０８は、対象の装飾、対象
の真贋確認等を援助する対象の表面上のミラー層又はホログラフィ層に用いられる反射層
を提供することができる。必要に応じて、インク層２０４及び／又は効果層２０８は、木
目、大理石、石材、金属仕上げ、布地、幾何学的デザイン、カーボンファイバー等の種々
の印刷パターンを提供するようにパターン化し、向上した視覚効果、セキュリティ特徴及
び３Ｄ対象の装飾容易性を達成することができる。
【００２４】
　効果層２０８及び／又はインク層２０４における浮彫りパターンは、装飾される対象の
表面に、整合された確実かつ固有の効果をもたらすようにパターン化するとともに互いに
整合することができる。加えて、効果層２０８は、装飾される対象に、少なくともいくら
かの耐引掻き性又は傷耐性、耐薬品性、天候に起因する摩耗及び引裂きへの耐性等を与え
ることができる。１つの実施形態において、積層集成体が転写される対象は、積層集成体
によって形成される装飾を保護するのに、透明ポリマーコーティングによる対象の上塗り
等の後仕上げ作業を必要としない。
【００２５】
　図５～図８は、別の実施形態に係る積層集成体５００の製造時の積層集成体５００の断
面図を示している。積層集成体５００は、図１に示す積層集成体１０６を表し得る。積層
集成体５００は、上述の担体フィルム２０２及びコート層２０６（図５～図８の「エンボ
スコート層」）を備える。積層集成体５００と図２に示す積層集成体２００との１つの違
いは、積層集成体５００にはインク層２０４（図２に示す）が無いことである。例えば、
コート層２０６は、担体フィルム２０２上に直接堆積することができる。
【００２６】
　積層集成体２００、５００間のもう１つの違いは、ダイ３００によって形成される浮彫
りパターンが、図２に示す積層集成体２００の効果層２０８（図２に示す）ではなく、図
５に示す積層集成体５００のコート層２０６に形成され得ることである。図６及び図７に
示すように、ダイ３００は、コート層２０６に直接係合してコート層２０６をエンボス加
工し、コート層２０６にエンボス加工パターン７００又は凹部を形成することができる。
図示の例では、パターン７００はコート層２０６内に延び、コート層２０６の凹凸面又は
別様な不均一面を形成する。
【００２７】
　図８に示すように、効果層８００をエンボス加工コート層２０６上に形成することがで
きる。効果層８００をコート層２０６上に堆積し、コート層２０６がコート層２０６と効
果層８００との間にある及び／又はコート層２０６及び／又は効果層８００と直接接触す
るようにすることができる。１つの実施形態において、効果層８００は、金属又は金属合
金等の１つ又は複数の反射性材料から形成されている金属化層である。
【００２８】
　効果層８００は、効果層２０８を形成するのに用いた材料のうちの１つ又は複数から形
成することができる。図示の実施形態では、効果層８００は、互いから離間した不連続塊
８０２を含む。例えば、塊８０２は、間隙８０４によって互いから分離し、塊８０２が互
いに係合しないようにすることができる。塊８０２は、選択的アディティブ金属化法又は
選択的サブトラクティブ金属化法等の金属材料の選択的蒸着法（例えば「ＤＥＭＥＴ」）
によって形成することができる。選択的アディティブ金属化法において、オイル等の蒸発
材料を、コート層２０６上の塊８０２が存在しない箇所に（例えば間隙８０４に）堆積す
ることができる。塊８０２を形成するのに用いられる材料（例えば金属又は金属合金）は
真空チャンバー内で加熱され、材料は材料源から蒸発し、次にコート層２０６上の蒸発材
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料が存在しない箇所に（例えば間隙８０４に）凝結し、塊８０２を形成する。塊８０２の
蒸着中、蒸発材料は、塊８０２がオイルの存在する箇所に（例えば間隙８０４に）蒸着す
るのを阻止することができる。蒸発材料は、塊８０２の蒸着中にコート層２０６から蒸発
し得る。
【００２９】
　選択的サブトラクティブ金属化法では、効果層８００の塊８０２を形成するのに用いら
れる材料の連続層を、コート層２０６上に堆積することができる。例えば、図２に示す効
果層２０８と同様の層を、コート層２０６上の、間隙８０４と間隙間の領域８０２との双
方に堆積することができる。コート層２０６上に堆積されている層上に、マスクを印刷又
は配置することができる。このマスクは、堆積層のいくつかの部分（例えば間隙８０４間
の部分）を、堆積層の他の部分を除去する後続のエッチング作業中に除去されないように
被覆又は保護することができる。次に、マスクを堆積層から除去することができる。マス
クが堆積層の間隙８０４間の部分を保護するので、塊８０２はマスクの除去後も残存する
ことができる。
【００３０】
　別の例では、効果層８００は、反射性顔料又はインク、回折性顔料又はインク（例えば
層８００から反射される光の波長を変化させる）等を用いた層８００を印刷することによ
って形成してもよい。必要に応じて、効果層８００の塊８０２は、三次元印刷法を用いて
形成してもよい。
【００３１】
　効果層８００の塊８０２は、対象を見る角度を変えると「動く」又は「きらめく」よう
に見える劇的かつ光学的に可変の（又は動的な）装飾を提供することができる浮彫りパタ
ーンを形成する。必要に応じて、黒色顔料及び／又は染料（又は別の色）を効果層８００
の上及び／又は下に印刷して、視覚効果をつくり出すことができる。効果層８００は、装
飾される対象にセキュリティ特徴、機能的特徴、装飾的特徴及び／又は別の特徴を与える
ように反射性とすることができる。例えば、効果層８００は、対象の装飾、対象の真贋確
認等を援助する対象の表面上のミラー層又はホログラフィ層に用いられる反射層を提供す
ることができる。１つの実施形態において、積層集成体が転写される対象は、積層集成体
によって形成される装飾を保護するのに、透明ポリマーコーティングによる対象の上塗り
等の後仕上げ作業を必要としない。
【００３２】
　図９～図１１は、別の実施形態に係る積層集成体９００の製造時の積層集成体９００の
断面図を示している。積層集成体９００は、図１に示す積層集成体１０６を表し得る。積
層集成体９００は、担体フィルム２０２と、コート層２０６（図９～図１１の「エンボス
コート層」）と、上述の効果層２０８とを備える。積層集成体９００と図２に示す積層集
成体２００との１つの違いは、積層集成体５００にはインク層２０４（図２に示す）が無
いことである。例えば、コート層２０６は、担体フィルム２０２上に直接堆積することが
できる。
【００３３】
　図９及び図１０に示すように、１つの実施形態において、効果層２０８は、連続シート
としてコート層２０６上に堆積することができる。エンボス加工ダイ３００を用いて、効
果層２０８に浮彫りパターンをエンボス加工することができる。効果層２０８に形成され
る浮彫りパターンには、図４に関して上述した塊４００及び／又は間隙４０２を含むこと
ができる。装飾される対象の表面上にインク層２０４、コート層２０６及び効果層２０８
を塗布した後、効果層２０８及び／又はインク層２０４は、対象を見る角度を変えると「
動く」又は「きらめく」ように見える劇的かつ光学的に可変の（又は動的な）装飾を提供
することができる。必要に応じて、黒色顔料及び／又は染料（又は別の色）を効果層２０
８のエンボス加工部の直後に（例えばその上に）印刷して、視覚効果をもたらすことがで
きる。効果層２０８は、装飾される対象にセキュリティ特徴、機能的特徴、装飾的特徴及
び／又は別の特徴を与えるように反射性とすることができる。例えば、効果層２０８は、
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対象の装飾、対象の真贋確認等を援助する対象の表面上のミラー層又はホログラフィ層に
用いられる反射層を提供することができる。
【００３４】
　図２～図１１に示す積層集成体の２つ以上の層を堆積する順番は、図１に示す水圧転写
システム１００を用いた、槽１０２内の液体１０４から装飾される対象への層の転写に影
響を与え得る。例えば、（例えば積層集成体２００、９００に関して上述したように）効
果層２０８を堆積した後に効果層２０８をエンボス加工することで、効果層２０８に間隙
４０２を形成することができる。これらの間隙４０２は、効果層２０８をより小さい部分
に分断することができ、それにより、転写システム１００において積層集成体２００、９
００の対象上への取付けは、積層集成体５００に対して容易になり得る。
【００３５】
　本明細書に記載の効果層２０８に浮彫りパターンを形成するのにエンボス加工が用いら
れたが、必要に応じて、浮彫りパターンを形成するのに別の技法を用いてもよい。例えば
、効果層２０８を形成する材料は、或る特定の領域において（例えばＶＭＰインク、色変
化インク等を使用して）選択的に堆積又は印刷して他の領域では堆積又は印刷しないか、
異なる領域において異なる厚さに堆積又は印刷する等して、浮彫りパターンを形成するこ
とができる。１つの実施形態において、積層集成体が転写される対象は、積層集成体によ
って形成される装飾を保護するのに、透明ポリマーコーティングによる対象の上塗り等の
後仕上げ作業を必要としない。
【００３６】
　図１２は、１つの実施形態に係る水圧転写システムにおいて用いられる積層集成体を製
造する方法１２００のフローチャートを示している。この方法１２００は、図４に示す積
層集成体２００を製造するのに用いることができる。１２０２において、担体フィルム２
０２上又はその上方に１つ又は複数のインク層２０４を堆積する。１２０４において、イ
ンク層２０４上又はその上方にエンボスコート層又はフラッドコート層２０６を堆積する
。１２０６において、コート層２０６上又はその上方に効果層２０８を堆積する。１２０
８において、エンボス加工等により、効果層２０８に浮彫りパターンを形成する。
【００３７】
　図１３は、１つの実施形態に係る水圧転写システムにおいて用いられる積層集成体を製
造する方法１２００のフローチャートを示している。この方法１３００は、図８に示す積
層集成体５００を製造するのに用いることができる。１３０２において、担体フィルム２
０２上又はその上方にエンボスコート層又はフラッドコート層２０６を堆積する。１３０
４において、エンボス加工等により、効果層２０８に浮彫りパターンを形成する。１３０
６において、選択的金属蒸着法又は別の技法を使用すること等により、コート層２０６上
又はその上方に効果層を堆積する。
【００３８】
　図１４は、１つの実施形態に係る水圧転写システムにおいて用いられる積層集成体を製
造する方法１４００のフローチャートを示している。この方法１４００は、図１１に示す
積層集成体９００を製造するのに用いることができる。１４０２において、担体フィルム
２０２上又はその上方にエンボスコート層又はフラッドコート層２０６を堆積する。１４
０４において、コート層２０６上又はその上方に効果層２０８を堆積する。１４０６にお
いて、エンボス加工等により、効果層２０８に浮彫りパターンを形成する。
【００３９】
　１つの実施形態において、水圧転写システムにおいて対象を装飾する積層集成体が提供
される。積層集成体は、水圧転写システム内に配置されると溶けるように構成されている
担体フィルムと、対象に光学的効果又はセキュリティ特徴のうちの１つ又は複数をもたら
すように構成されている光学的効果層と、担体フィルムと効果層との間に配置される１つ
又は複数のインク層と、１つ又は複数のインク層と光学的効果層との間に配置されるコー
ト層とを備える。効果層は、対象に光学的効果又はセキュリティ特徴のうちの１つ又は複
数をもたらすように構成されている浮彫りパターンを備える。
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【００４０】
　１つの態様において、効果層は、金属、金属合金又は高屈折率材料のうちの１つ又は複
数から形成される。
【００４１】
　１つの態様において、効果層によってもたらされる光学的効果は、ホログラフィデザイ
ン、又は見る角度によって色が変化するデザインのうちの１つ又は複数を含む。
【００４２】
　１つの態様において、効果層は、光学的効果又はセキュリティ特徴のうちの１つ又は複
数をもたらす浮彫りパターンを備える。
【００４３】
　１つの態様において、浮彫りパターンは、間隙によって分離されている効果層の別個の
塊によって画定される。
【００４４】
　１つの態様において、浮彫りパターンは、マイクロクラックによって分離されている効
果層の別個の塊によって画定される。
【００４５】
　１つの態様において、浮彫りパターンは、効果層のエンボス加工パターンである。
【００４６】
　別の実施形態において、水圧転写システムにおいて対象上に装飾を転写する積層集成体
が提供される。この積層集成体は、水圧転写システム内に配置されると溶けるように構成
されている担体フィルムと、対象に光学的効果又はセキュリティ特徴のうちの１つ又は複
数をもたらすように構成されている光学的効果層と、担体層と光学的効果層との間に配置
されるコート層とを備える。効果層は、対象に光学的効果又はセキュリティ特徴のうちの
１つ又は複数をもたらすように構成されている浮彫りパターンを備える。
【００４７】
　１つの態様において、効果層は、金属、金属合金及び／又は高屈折率材料のうちの１つ
又は複数から形成される。
【００４８】
　１つの態様において、効果層によってもたらされる光学的効果は、ホログラフィデザイ
ン、及び／又は見る角度によって色が変化するデザインのうちの１つ又は複数を含む。
【００４９】
　１つの態様において、効果層は、光学的効果又はセキュリティ特徴のうちの１つ又は複
数をもたらす浮彫りパターンを備える。
【００５０】
　１つの態様において、浮彫りパターンは、間隙によって分離されている効果層の別個の
塊によって画定される。
【００５１】
　１つの態様において、コート層はエンボス加工層である。
【００５２】
　１つの態様において、浮彫りパターンは、マイクロクラックによって分離されている効
果層の別個の塊によって画定される。
【００５３】
　１つの態様において、浮彫りパターンは、効果層のエンボス加工パターンである。
【００５４】
　別の実施形態において、水圧転写システムにおいて対象上に転写される積層集成体を製
造する方法が提供される。この方法は、水圧転写システム内に配置されると溶けるように
構成されている担体フィルムの上方に１つ又は複数のインク層を堆積することと、１つ又
は複数のインク層の上方にコート層を堆積することと、コート層の上方に光学的効果層を
堆積することと、光学的効果層に浮彫りパターンを形成することとを含む。浮彫りパター
ンは、対象に光学的効果又はセキュリティ特徴のうちの１つ又は複数をもたらすように構
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成されている。
【００５５】
　１つの態様において、浮彫りパターンを形成することは、光学的効果層に浮彫りパター
ンをエンボス加工することを含む。
【００５６】
　１つの態様において、効果層を堆積することは、金属、金属合金及び／又は高屈折率材
料のうちの１つ又は複数を堆積することを含む。
【００５７】
　１つの態様において、１つ又は複数のインク層を堆積することは、熱転写印刷、デジタ
ルインクジェット印刷、三次元印刷のうちの１つ若しくは複数を用いて１つ若しくは複数
のインク層を印刷すること、及び／又は、１つ若しくは複数のインク層のインクを架橋す
ることを含む。
【００５８】
　１つの態様において、効果層を堆積することは、１つ又は複数の金属及び／又は金属合
金を気相蒸着することを含む。
【００５９】
　１つの態様において、効果層によってもたらされる光学的効果は、ホログラフィデザイ
ン、及び／又は見る角度によって色が変化するデザインのうちの１つ又は複数を含む。
【００６０】
　１つの態様において、浮彫りパターンを形成することは、間隙によって互いに分離され
ている効果層の１つ又は複数の別個の塊を形成することを含む。
【００６１】
　１つの態様において、浮彫りパターンを形成することは、選択的アディティブ金属蒸着
法を用いて反射層を堆積すること、選択的サブトラクティブ金属蒸着法を用いて反射層を
堆積すること、反射性顔料で１つ又は複数の層を印刷すること、及び／又は回折性顔料で
１つ又は複数の層を印刷することのうちの１つ又は複数を含む。
【００６２】
　１つの態様において、浮彫りパターンを形成することは、効果層にマイクロクラックを
形成することを含む。
【００６３】
　１つの態様において、浮彫りパターンを形成することは、効果層をエンボス加工するこ
とを含む。
【００６４】
　別の実施形態において、水圧転写システムにおいて対象上に印刷する積層集成体を製造
する方法が提供される。この方法は、担体フィルムの上方にコート層を堆積することと、
コート層の上方に光学的効果層を堆積することと、光学的効果層に浮彫りパターンを形成
することであって、浮彫りパターンは、対象に光学的効果又はセキュリティ特徴のうちの
１つ又は複数をもたらすように構成されていることとを含む。
【００６５】
　１つの態様において、浮彫りパターンを形成することは、光学的効果層に浮彫りパター
ンをエンボス加工することを含む。
【００６６】
　１つの態様において、効果層を堆積することは、金属、金属合金及び／又は高屈折率材
料のうちの１つ又は複数を堆積することを含む。
【００６７】
　１つの態様において、効果層を堆積することは、１つ又は複数の金属及び／又は金属合
金を気相蒸着することを含む。
【００６８】
　１つの態様において、効果層によってもたらされる光学的効果は、ホログラフィデザイ
ン、及び／又は見る角度によって色が変化するデザインのうちの１つ又は複数を含む。
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【００６９】
　１つの態様において、浮彫りパターンを形成することは、間隙によって互いに分離され
ている効果層の１つ又は複数の別個の塊を形成することを含む。
【００７０】
　１つの態様において、浮彫りパターンを形成することは、選択的アディティブ金属蒸着
法を用いて反射層を堆積すること、選択的サブトラクティブ金属蒸着法を用いて反射層を
堆積すること、反射性顔料で１つ又は複数の層を印刷すること、及び／又は回折性顔料で
１つ又は複数の層を印刷することのうちの１つ又は複数を含む。
【００７１】
　１つの態様において、浮彫りパターンを形成することは、効果層にマイクロクラックを
形成することを含む。
【００７２】
　１つの態様において、浮彫りパターンを形成することは、効果層をエンボス加工するこ
とを含む。
【００７３】
　１つの態様において、パターンを形成することは、効果層にテクスチャを形成すること
を含む。
【００７４】
　上記記載は、限定的ではなく例示的であるように意図されていることが理解されるべき
である。例えば、上述した実施形態（及び／又はその態様）は、互いに組み合わせて使用
することができる。さらに、本発明の主題の範囲から逸脱することなく、その教示に対し
て特定の状況又は材料を適合させるように、多くの変更を行うことができる。本明細書に
記載する材料の寸法及びタイプは、本発明の主題のパラメーターを定義するように意図さ
れているが、決して限定するものではなく、例示的な実施形態である。上記記載を検討し
て、当業者には他の多くの実施形態が明らかとなろう。したがって、本発明の主題の範囲
は、添付の請求項を、こうした請求項に権利が与えられる均等物の全範囲とともに参照す
ることにより、判断されるべきである。添付の請求項において、「含む、備える（includ
ing）」及び「in which」という用語は、それぞれ「含む、備える（comprising）」及び
「wherein」という用語の平易な英語の同義語として用いられている。さらに、添付の請
求項において、「第１の」、「第２の」及び「第３の」等の用語は、単に標識として用い
られており、それらの対象物に対して数値的要件を課すようには意図されていない。さら
に、添付の請求項の限定は、ミーンズプラスファンクション（means-plus-function）形
式で書かれておらず、こうした請求項の限定が更なる構造を記述しない機能的表現に伴い
「～手段（means for）」という句を明示的に使用しない限り、米国特許法第１１２条（
ｆ）に基づいて解釈されるようには意図されていない。例えば、「～機構」、「～モジュ
ール」、「～デバイス」、「～ユニット」、「～構成要素」、「～要素」、「～部材」、
「～装置」、「～機械」又は「～システム」の列挙は、米国特許法第１１２条（ｆ）を行
使するものとして解釈されるべきではなく、これらの用語のうちの１つ又は複数を列挙す
るいかなる請求項も、ミーンズプラスファンクションクレームとして解釈されるべきでは
ない。
【００７５】
　この書かれている記載は、例を用いて、本発明の主題のいくつかの実施形態を開示する
とともに、当業者が、任意のデバイス又はシステムを作製し使用し、任意の組み込まれた
方法を実行することを含めて、本発明の主題の実施形態を実施するのを可能する。本発明
の主題の特許可能な範囲は、請求項によって定義され、当業者が想到する他の例を含むこ
とができる。こうした他の例は、請求項の文字通りの言語と相違のない構造的要素を有す
る場合、又は請求項の文字通りの言語と実質的には相違のない均等の構造的要素を含む場
合、請求項の範囲内にあるように意図される。
【００７６】
　本明細書で用いる、単数で列挙され「１つの（a又はan）」といった語が先行する要素
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これらを排除しないものとして理解されるべきである。さらに、本明細書に記載する本発
明の主題の「１つの実施形態」又は「一実施形態」に言及する場合、それは、列挙された
特徴を同様に組み込む更なる実施形態の存在を排除するものとして解釈されるようには意
図されていない。さらに、明示的に述べられていない限り、特定の特性を有する要素又は
複数の要素を「備えている」、「備える」、「含んでいる」、「含む」、「有している」
又は「有する」実施形態は、その特性を有していない更なるこうした要素を含む可能性が
ある。
　本発明は、以下の様態１６～２０に示される方法としても実施することができる。
［様態１６］
　水圧転写システムにおいて対象上に転写される積層集成体を製造する方法であって、
　前記水圧転写システム内に配置されると溶けるように構成されている担体フィルムの上
方に１つ又は複数のインク層を堆積することと、
　前記１つ又は複数のインク層の上方にコート層を堆積することと、
　前記コート層の上方に光学的効果層を堆積することと、
　前記光学的効果層に浮彫りパターンを形成することであって、前記浮彫りパターンは、
前記対象に光学的効果又はセキュリティ特徴のうちの１つ又は複数をもたらすように構成
されている、浮彫りパターンを形成することと、
を含む、方法。
［様態１７］
　前記浮彫りパターンを形成することは、前記光学的効果層に前記浮彫りパターンをエン
ボス加工することを含む、様態１６に記載の方法。
［様態１８］
　前記効果層を堆積することは、金属、金属合金又は高屈折率材料のうちの１つ又は複数
を堆積することを含む、様態１６に記載の方法。
［様態１９］
　前記１つ又は複数のインク層を堆積することは、熱転写印刷、デジタルインクジェット
印刷、三次元印刷のうちの１つ若しくは複数を用いて前記１つ若しくは複数のインク層を
印刷すること、又は、前記１つ若しくは複数のインク層のインクを架橋することを含む、
様態１６に記載の方法。
［様態２０］
　前記効果層を堆積することは、１つ又は複数の金属又は金属合金を気相蒸着することを
含む、様態１６に記載の方法。
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