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(57)【要約】
　開示されるのは、光学的に変化する対セキュリティ要
素であり、この光学的に変化する対セキュリティ要素は
、光学的に変化する箔の形で、または光学的に変化する
干渉顔料を含むインクで作られた印刷物の形で、第１お
よび第２の光学的に変化する薄膜多層干渉デバイスを備
え、第１および第２の干渉デバイスは、所定の入射角に
おいてスペクトルマッチングを示す。また、光学的に変
化する対セキュリティ要素を製造するための、光学的に
変化するデバイスのセットおよび光学的に変化する顔料
を含むコーティング組成物のセットや、書類および商品
の保護へのセキュリティ要素の使用、そしてセキュリテ
ィ要素を担持する保護対象書類および商品についても開
示される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　より低い屈折率（ｎｌｏｗ）の第１の誘電体を有し、ｋ次の反射極大（ｋ）が、直交入
射における第１の反射波長（λ１）から、かすめ入射における、より短い第２の波長（λ

２）への移動を示す第１の光学的に変化する干渉デバイスと、
　より高い屈折率（ｎｈｉｇｈ）の第２の誘電体を有し、同じｋ次の反射極大（ｋ）が、
直交入射における第３の反射波長（λ３）から、かすめ入射における、より短い第４の波
長（λ４）への移動を示す第２の光学的に変化する干渉デバイスと
を備える光学的に変化する対セキュリティ要素であって、
前記第２のデバイスの前記第３および前記第４の波長のまたがる範囲が、前記第１のデバ
イスの前記第１および前記第２の波長のまたがる範囲以内にあることを特徴とするセキュ
リティ要素。
【請求項２】
　前記第１および前記第２の光学的に変化する干渉デバイスが一緒に見えるように前記第
１および前記第２の光学的に変化する干渉デバイスが配置される請求項１に記載のセキュ
リティ要素。
【請求項３】
　前記第１および前記第２の光学的に変化する干渉デバイスが、スペクトルマッチングの
入射角において、同じ、特には４分の１波長または半波長の、干渉設計を有する請求項１
または２に記載のセキュリティ要素。
【請求項４】
　前記第１および前記第２の光学的に変化する干渉デバイスが、全誘電体多層スタックと
、金属誘電体多層スタックと、コレステリック液晶膜と、これらの任意の組み合わせとか
らなる群から選ばれた干渉設計によって具現される請求項１ないし３のいずれかに記載の
セキュリティ要素。
【請求項５】
　前記第１および前記第２の光学的に変化する干渉デバイスが、光学的に変化する箔と、
光学的に変化する顔料を含有する箔と、コーティング組成物に含まれる光学的に変化する
顔料と、光学的に変化する箔と光学的に変化する顔料との組み合わせとからなる群から選
ばれる請求項１ないし４のいずれかに記載のセキュリティ要素。
【請求項６】
　前記第１および前記第２の光学的に変化する干渉デバイスが、透明基板と、半透明基板
と、不透明基板とを含む群から選ばれた基板上に備わる請求項１ないし５のいずれかに記
載のセキュリティ要素。
【請求項７】
　前記セキュリティ要素が、基板上にインクで作られた光学的に変化する印刷物と、基板
に貼り付けられた光学的に変化する箔と、基板に組み込まれたセキュリティスレッドと、
透明窓基板とからなる群から選ばれた形で具現されることを特徴とする請求項１ないし６
のいずれかに記載のセキュリティ要素。
【請求項８】
　ａ）より低い屈折率（ｎｌｏｗ）の第１の誘電体を有し、ｋ次の反射極大（ｋ）が、直
交入射における第１の反射波長（λ１）から、かすめ入射における、より短い第２の波長
（λ２）への移動を示す第１の光学的に変化する干渉デバイスを基板（Ｓ）に付けるステ
ップと、
　ｂ）より高い屈折率（ｎｈｉｇｈ）の第２の誘電体を有し、同じｋ次の反射極大（ｋ）
が、直交入射における第３の反射波長（λ３）から、かすめ入射における、より短い第４
の波長（λ４）への移動を示す第２の光学的に変化する干渉デバイスを前記基板（Ｓ）に
付けるステップと
を含む、光学的に変化する対セキュリティ要素を製造する方法であって、
前記第２のデバイスの前記第３および前記第４の波長のまたがる範囲が前記第１のデバイ
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スの前記第１および前記第２の波長のまたがる範囲以内になるように、前記第１および前
記第２の光学的に変化するデバイスが選択されることを特徴とする方法。
【請求項９】
　前記第１および前記第２の光学的に変化する干渉デバイスが一緒に見えるように前記第
１および前記第２の光学的に変化する干渉デバイスが配置される請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１および前記第２の光学的に変化する干渉デバイスが、スペクトルマッチングの
入射角において、同じ、例えば４分の１波長または半波長の、干渉設計を有する請求項８
または９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１および前記第２の光学的に変化する干渉デバイスが、全誘電体多層スタックと
、金属誘電体多層スタックと、コレステリック液晶膜と、これらの組み合わせとからなる
群から選ばれた干渉設計によって具現される請求項８ないし１０のいずれかに記載の方法
。
【請求項１２】
　前記第１および前記第２の光学的に変化する干渉デバイスが、光学的に変化する箔と、
光学的に変化する顔料を含有する箔と、コーティング組成物に含まれる光学的に変化する
顔料と、光学的に変化する箔と光学的に変化する顔料との組み合わせとからなる群から選
ばれる請求項８ないし１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　銀行券、有価書類、本人確認書類、アクセス書類、ラベル、または物品税印紙、のよう
な書類の偽造防止への、または商品のマーキングへの、請求項１ないし７のいずれかに記
載のセキュリティ要素の使用。
【請求項１４】
　銀行券、有価書類、本人確認書類、アクセス書類、ラベル、または物品税印紙、のよう
な保護対象書類、またはマーキングされた商品であって、前記保護対象書類またはマーキ
ングされた商品が請求項１ないし７のいずれかに記載のセキュリティ要素を備えることを
特徴とする保護対象書類またはマーキングされた商品。
【請求項１５】
　光学的に変化する対セキュリティ要素を具現する第１および第２の光学的に変化する干
渉デバイスのセットであって、
　より低い屈折率（ｎｌｏｗ）の第１の誘電体を有し、ｋ次の反射極大（ｋ）が、直交入
射における第１の反射波長（λ１）から、かすめ入射における、より短い第２の波長（λ

２）への移動を示す第１の光学的に変化する干渉デバイスと、
　より高い屈折率（ｎｈｉｇｈ）の第２の誘電体を有し、同じｋ次の反射極大（ｋ）が、
直交入射における第３の反射波長（λ３）から、かすめ入射における、より短い第４の波
長（λ４）への移動を示す第２の光学的に変化する干渉デバイスと
を備えるセットにおいて、
前記第２のデバイスの前記第３および前記第４の波長のまたがる範囲が、前記第１のデバ
イスの前記第１および前記第２の波長のまたがる範囲以内にあることを特徴とするセット
。
【請求項１６】
　前記第１および前記第２の光学的に変化する干渉デバイスが、光学的に変化する箔と、
光学的に変化するスレッドと、光学的に変化する窓とからなる群から選ばれる請求項１５
に記載のセット。
【請求項１７】
　光学的に変化する対セキュリティ要素を具現する第１および第２の光学的に変化するコ
ーティング組成物、好ましくはインク、のセットであって、
　より低い屈折率（ｎｌｏｗ）の第１の誘電体を有し、ｋ次の反射極大（ｋ）が、直交入
射における第１の反射波長（λ１）から、かすめ入射における、より短い第２の波長（λ
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２）への移動を示す第１の光学的に変化する干渉顔料、を含有する第１のコーティング組
成物と、
　より高い屈折率（ｎｈｉｇｈ）の第２の誘電体を有し、同じｋ次の反射極大（ｋ）が、
直交入射における第３の反射波長（λ３）から、かすめ入射における、より短い第４の波
長（λ４）への移動を示す第２の光学的に変化する干渉顔料、を含有する第２のコーティ
ング組成物と
を備えるセットにおいて、
前記第２の顔料の前記第３および前記第４の波長のまたがる範囲が、前記第１の顔料の前
記第１および前記第２の波長のまたがる範囲以内にあることを特徴とするセット。
【請求項１８】
　前記第１および前記第２の光学的に変化するコーティング組成物が、スクリーン印刷イ
ンクと、銅版凹版インクと、フレキソ・グラビア印刷インクとからなる群から選ばれる請
求項１７に記載のセット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、保護対象書類の分野にある。本発明は、光学的に変化する対セキュリティ要
素に関するものであり、この光学的に変化する対セキュリティ要素は、光学的に変化する
箔の形で、または光学的に変化する干渉顔料を含むインクで作られた印刷物の形で、第１
および第２の光学的に変化する干渉デバイスを備え、第１および第２の干渉デバイスは、
所定の入射角においてスペクトルマッチングを示す。また、光学的に変化する対セキュリ
ティ要素を製造するための、光学的に変化するデバイスのセットおよび光学的に変化する
顔料を含むインクまたはコーティング組成物のセットや、書類および商品の保護へのセキ
ュリティ要素の使用、そしてセキュリティ要素を担持する保護対象書類および商品につい
ても開示される。
【背景技術】
【０００２】
　光学的に変化する箔、光学的に変化する顔料（optically variable pigment、ＯＶＰ）
、およびＯＶＰを含むコーティング組成物、特に光学的に変化するインク（optically va
riable ink、ＯＶＩ（登録商標））は、セキュリティ印刷の分野で知られている。このよ
うな光学的に変化する要素は、視角または入射角に依存する色を示し、一般に入手できる
カラーのスキャン、印刷、およびコピー用の事務機器による違法な複製に対して銀行券な
どの保護対象書類を保護するための、好ましい選択肢となっている。
【０００３】
　光学的に変化するセキュリティ要素によって保護された書類の耐偽造性および視覚認証
容易性を高めるため、光学的に変化する特徴を同一書類上で２つ以上組み合わせることが
提案されている。国際公開第２００５／０４４５８３号は、保護対象書類の２つ以上の構
成部分に同一の光学的に変化するセキュリティ要素を用いることを開示している。国際公
開第９６／３９３０７号は、光学的に変化する対デバイスを開示している。この光学的に
変化する対デバイスは、同一表面上の間隔を空けた場所に第１および第２の光学的に変化
するデバイスを備え、第１および第２の光学的に変化するデバイスは、第１および第２の
光学的に変化するデバイスにそれぞれ配置された第１および第２の光学的に変化する顔料
を有しており、これらの光学的に変化する顔料は、ある所定の入射角では同じ色を有し、
他のすべての入射角では異なる色を有する。
【０００４】
　国際公開第９６／３９３０７号のデバイスは、顔料の色を視角または入射角の関数とし
て表す(CIELAB) a*b*図において、２つの光学的に変化する顔料が同じ色相を有する視角
または入射角に対応する交差点が存在するように、光学的に変化する対顔料の設計が選択
されることを特徴とする。国際公開第９６／３９３０７号の第１および第２の光学的に変
化する顔料は、全誘電体干渉顔料の場合、ほぼ同じ設計波長で異なる４分の１波長設計と



(5) JP 2012-504778 A 2012.2.23

10

20

30

40

50

して具現される。金属誘電体干渉顔料の場合は、第１および第２の顔料は、ほぼ同じ設計
波長で異なる半波長設計として具現される。
【０００５】
　国際公開第９６／３９３０７号のデバイスの一番の欠点は、必要とされる、ある所定の
入射角における第１および第２の顔料の「同じ色相」が、異なる分光特性で生成されなけ
ればならない、ということである。なぜならば、異なる４分の１波長設計または半波長設
計を用いて同じ分光特性を実現するのは不可能だからである。観察される色相は、単に顔
料の分光反射特性、すなわち波長の関数としての反射強度の、人間の色覚の３次元空間へ
の投影を表すにすぎず、当業者に知られるように、異なる分光特性は人間の色覚の空間へ
の同じ投影を有し得るのである（条件等色）。
【０００６】
　この事実の帰結は、国際公開第９６／３９３０７号で用いられる第１および第２の光学
的に変化する顔料の知覚色の、照明源の分光特性への依存が各様であり、２つの光学的に
変化する顔料が同じ色相を有する交差点は、所定の種類の光源（例えば白熱灯）の下での
み観察可能で、異なる種類の光源（例えば蛍光灯）の下では現れない場合がある、という
ことである。
【０００７】
　従来技術のこの欠点を克服すること、そして使用される照明源にかかわらず所定の入射
角において常に色整合を示す、真の光学的に変化する対セキュリティ要素を開示すること
が本発明の目的である。
【発明の概要】
【０００８】
　次に、以下の開示および請求の範囲を参照して本発明を説明する。
　本発明によれば、上述の技術的課題は、第１および第２の光学的に変化する干渉デバイ
スを有する光学的に変化する対セキュリティ要素によって解決される。第１および第２の
光学的に変化する干渉デバイスは、例えば第１および第２の光学的に変化する箔、または
インクもしくはコーティング組成物中の第１および第２の光学的に変化する顔料として具
現されるものであり、第１および第２の光学的に変化する干渉デバイスが一緒に見えるよ
うに配置され、所定の入射角において真のスペクトルマッチングを示す一方で、他のすべ
ての入射角では異なるスペクトルを有する。
【０００９】
　このように、本発明の光学的に変化する対セキュリティ要素は、少なくとも第１および
第２の光学的に変化する干渉デバイスを備え、これらの干渉デバイスは、異なるカラート
ラベルを有し、全誘電体多層スタック、または金属誘電体多層スタック、またはコレステ
リック（すなわちキラルネマチック）液晶膜、またはこれらの組み合わせのいずれかとし
て具現される。これらの干渉デバイスはさらに、スペクトルマッチングの入射角において
、同じ、例えば４分の１波長または半波長の、干渉設計（交差点）を有すること、そして
構成誘電体層のうちの少なくとも１つの層の屈折率が異なることを特徴とする。
【００１０】
　本発明は、干渉デバイスのカラートラベルはデバイスに含まれる誘電体材料の屈折率に
依存する、という事実に依拠する。この依存は、干渉デバイスの異なる層の内側と外側に
おける光の伝播速度の違いに関する物理法則であり、従って、干渉デバイスの種類が全誘
電体多層薄膜であろうと、金属誘電体多層薄膜であろうと、またはコレステリック液晶で
あろうと、すべての種類のカラーシフト光学干渉デバイスに当てはまる。
【００１１】
　「カラートラベル」および「カラーシフト」は、本開示内では、光学的に変化する干渉
デバイスの向きを直交入射からかすめ入射へと変えた時に観察される色の変化を意味する
。「カラートラベル」は、より正確には、(CIELAB) a*b*図における視角または入射角の
関数としてのデバイスの色を指し、一方「カラーシフト」は、デバイスの、変化する外観
のみを指す。「光学的に変化する」は、本開示の関連では、色が視角または入射角に依存
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する性質を指す。
【００１２】
　「直交入射」は、干渉デバイスの平面に対して８０°から９０°の角度で見ることを意
味する。「かすめ入射」は、干渉デバイスの平面に対して０°から１０°の角度で見るこ
とを意味する。通常、正反射条件での照明が想定される。
【００１３】
　「交差点」は、第１および第２の光学的に変化するデバイスが(CIELAB) a*b*図におい
て同じ色相を有する視角または入射角である。
【００１４】
　「スペクトルマッチング」は、本開示内では、分光反射特性または分光透過特性が、波
長の関数として、定性的に類似していること、すなわち第１および第２の光学的に変化す
る干渉デバイスの分光特性が、同じ波長において同じ幅の広さを有する同じスペクトル帯
を呈することを意味する。「スペクトルマッチング」は、以下では、第１および第２の光
学的に変化するデバイスのスペクトル帯が同じ絶対強度を有することを意味しない。実際
に、異なる材料の使用または異なる顔料添加量に起因し得るような、第１および第２のデ
バイスの異なる絶対反射強度または絶対透過強度は、本発明の関連では許容可能である。
【００１５】
　本明細書において意図された干渉デバイスの、反射色の起因および角度に応じた観察色
のシフトの起因については、以下に半波長設計の金属誘電体薄膜干渉デバイスの例で説明
する。同様の推論は、必要な変更を加えれば、半透明で用いられる干渉デバイスの透過色
にも、そして他の種類の干渉デバイス、すなわち４分の１波長設計、全誘電体薄膜デバイ
ス、コレステリック液晶膜、およびそうしたデバイスおよび設計の可能な組み合わせにも
当てはまる。
【００１６】
　半波長設計の金属誘電体薄膜干渉デバイスの特徴は、デバイスが「吸収体／誘電体／反
射体」層構造を備え、「吸収体」層が部分的に透過性、部分的に反射性であり、誘電体層
が透過性であり、反射体層が入力光を反射することである。そのようなデバイスの例示的
な実施の形態は、「クロム（５ｎｍ）／フッ化マグネシウム（４００ｎｍ）／アルミニウ
ム（４０ｎｍ）」という層の配列および厚さで与えられる。
【００１７】
　図１を参照すると、屈折率ｎ＞１の誘電体層（Ｄ）の見た目の光学的厚さ（「光学的遅
延（optical lag）」ＯＬ）は、ＯＬ＝ｎ＊ｄ＊ｓｉｎ（θ’）に等しく、ここでθ’は
、層（Ｄ）内における、層の平面に対する光の入射角を表す。光学的遅延は、直交入射（
θ’＝９０°）において最大（ｎ＊ｄ）であり、入射角の減少とともに、かすめ入射（θ
’＝０°）における最小値ゼロに向かって減少する。誘電体（Ｄ）中を前進する光波は、
反射体層（Ｒ）で反射され、誘電体（Ｄ）中を戻るので、層（Ｄ）の内側から見て、最上
部の吸収体層（Ａ）で反射される光波よりも２＊ＯＬ＝２＊ｎ＊ｄ＊ｓｉｎ（θ’）の分
だけ遅延する。
【００１８】
　スネルの屈折の法則により、ｓｉｎ（θ’）は、層の外側の、層の平面に対する入射角
θの関数として表すことができる。外側の屈折率が１（空気）であると考えると、θの関
数としての光学的遅延は、ＯＬ＝ｄ＊√（ｎ２－ｃｏｓ２（θ））である。層の外側から
見た誘電体多層（Ｄ）の光学的遅延は、直交入射（θ＝９０°）において最大（ｎ＊ｄ）
であり、入射角の減少とともに、かすめ入射（θ＝０°）における最小値ｄ＊√（ｎ２－
１）に向かって減少する。誘電体（Ｄ）中を前進する光波は、反射体層（Ｒ）で反射され
、誘電体（Ｄ）中を戻るので、層（Ｄ）の外側から見て、最上部の吸収体層（Ａ）で反射
される光波よりも２＊ＯＬ＝２＊ｄ＊√（ｎ２－ｃｏｓ２（θ））の分だけ遅延する。本
明細書において、ルートの記号√は、後に続く括弧内の引数の平方根を表す。
【００１９】
　干渉デバイスに反射される光強度（Ｒ）の総量は、入射波長（λ）の関数としてＲ（λ
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）＝Ｉｍａｘ＊ｃｏｓ２（（２＊ＯＬ＊π）／λ）のように大きく変化する。ここで、Ｉ

ｍａｘは最大反射強度である。デバイスは、非常に多くの値のλで起きる反射（長波放射
の反射）に加えて、ＯＬ＝λ／２（１次）、λ（２次）、３λ／２（３次）、２λ（４次
）、５λ／２（５次）、…ｋ＊λ／２（ｋ次）において、すなわち「半波長」の倍数のす
べてで、顕著な反射極大を有する。
【００２０】
　この数列から以下のことが容易に分かる。すなわち、６６０ｎｍ半波長設計に由来する
、すなわち第１の反射極大を（赤色の）６６０ｎｍの波長に有するデバイスは、第２の反
射極大を（紫外の）３３０ｎｍの波長に有し、一方１３２０ｎｍ半波長設計に由来する、
すなわち第２の反射極大を６６０ｎｍの波長に有するデバイスは、第３の反射極大を（青
色の）４４０ｎｍの波長に有し、１９８０ｎｍ半波長設計に由来する、すなわち第３の反
射極大を６６０ｎｍの波長に有するデバイスは、第４の反射極大を（緑色の）４９５ｎｍ
の波長に有する、ということである。従って、異なる半波長設計の干渉デバイスに由来す
る見た目の同じ反射色は必然的に条件等色である、すなわちそれらが整合するか否かは常
に照明条件に依存する、ということが明らかである。
【００２１】
　上記の事実から、以下のことが明らかになる。すなわち、国際公開第９６／３９３０７
号に開示された光学的に変化する対セキュリティ要素は、異なる４分の１波長設計または
半波長設計に由来する第１および第２の光学的に変化する顔料に基づいているが、この対
セキュリティ要素の２つの反射スペクトルは、互いに整合し得ない、ということである（
例えば、３次の緑色のスペクトルと２次の緑色のスペクトルとをそれぞれ示す図２ａと図
２ｃとを比較せよ）。このような場合、色整合は、単にこれらの反射スペクトルの人間の
色覚の３次元空間への投影を扱うだけであり、知覚色は、用いられる照明条件に本質的に
依存したままである。
【００２２】
　本発明によれば、光学的に変化する対セキュリティ要素は、スペクトルマッチングの入
射角（交差点）における、例えば同じ４分の１波長設計または同じ半波長設計といった、
同じ干渉設計に由来する第１および第２の光学的に変化する顔料に基づく。第１および第
２の光学的に変化する顔料が同じ色相を有する交差点を、(CIELAB) a*b*図において設け
るためには、第１および第２の光学的に変化する顔料の構成誘電体層のうちの少なくとも
１つの層の屈折率を異なるように選んで、入射角により異なるカラーシフトを生じつつ、
交差点においては同じ分光反射特性または分光透過特性、すなわち真に同じ色、を有する
ようにしなければならない。
【００２３】
　これは、ｄ１＊√（ｎ１

２－ｃｏｓ２（θ））＝ｄ２＊√（ｎ２
２－ｃｏｓ２（θ））

の関係を満たす視角または入射角θで成り立つ。ここで、ｄ１、ｎ１、およびｄ２、ｎ２

はそれぞれ、第１および第２の干渉デバイスの誘電体層の厚さと屈折率である。
【００２４】
　このように、本例における色整合は、所定の入射角における分光反射特性または分光透
過特性の真の正確な整合であり、本明細書に開示された光学的に変化する対セキュリティ
要素の両方の部分の、所定の入射角における整合色による書類またはアイテムの認証は、
選ばれた照明条件に依存しない。
【００２５】
　光学的に変化する干渉デバイスにより示される、角度に応じた「カラーシフト」の量は
、注目すべきことには干渉デバイスの誘電体層または複数の誘電体層の屈折率に依存し、
意図された金属誘電体半波長設計について、直交入射とかすめ入射とにおける見た目の光
学的厚さ（「光学的遅延」）の比（ｒ（ｎ））であるｒ（ｎ）＝ｎ／√（ｎ２－１）から
推定することができる。この比ｒ（ｎ）は、誘電体層の屈折率ｎの関数であり、直交視と
かすめ視とにおけるピーク反射波長の比に対応する（√は、後に続く括弧内の引数の平方
根を表す）。
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【００２６】
　表１は、ｒ（ｎ）＝λ直交／λかすめの計算値を屈折率ｎの関数として示すものである
。
【表１】

 
【００２７】
　このようなわけで、本発明の光学的に変化する対セキュリティ要素は、より低い屈折率
（ｎｌｏｗ）の第１の誘電体を有し、ｋ次の反射極大（ｋ）が、直交入射における第１の
反射波長（λ１）から、かすめ入射における、より短い第２の波長（λ２）への移動を示
す第１の光学的に変化する干渉デバイスと、より高い屈折率（ｎｈｉｇｈ）の第２の誘電
体を有し、同じｋ次の反射極大（ｋ）が、直交入射における第３の反射波長（λ３）から
、かすめ入射における、より短い第４の波長（λ４）への移動を示す第２の光学的に変化
する干渉デバイスとを備え、第２のデバイスの第３および第４の波長のまたがる範囲が、
第１のデバイスの第１および第２の波長のまたがる範囲以内にあることを特徴とする。こ
の後半の特徴は、第１および第２の干渉デバイスのｋ次の反射極大が一致する入射角が存
在するために必要な条件である。
【００２８】
　第１および第２の光学的に変化する干渉デバイスは、スペクトルマッチングを生じるた
めに同じ半波長設計または４分の１波長設計でなければならず、また全誘電体多層スタッ
クと、金属誘電体多層スタックと、コレステリック液晶膜と、これらの組み合わせとから
なる群から選ばれた設計によって具現され得る。
【００２９】
　本発明のセキュリティ要素の特定の実施の形態において、干渉デバイスは、光学的に変
化する箔によって具現される。金属誘電体干渉デバイスの場合、光学的に変化する箔は、
「吸収体／誘電体／反射体」層配列を備えてよく、反射体層に続いて、さらなる層や、「
吸収体」層が外側になるように箔を基板に貼り付ける手段があってよい。
【００３０】
　本発明のセキュリティ要素の別の特定の実施の形態において、干渉デバイスは、対応す
るインクまたはコーティング組成物に含まれる光学的に変化する顔料によって具現され、
保護されるべき書類または商品に付けられる。金属誘電体干渉デバイスの場合、光学的に
変化する顔料は、「吸収体／誘電体／反射体／誘電体／吸収体」層配列を備えてよく、反
射体層は、さらなる内層を備えてよい。
【００３１】
　さらなる特定の実施の形態において、光学的に変化する顔料は、別の種類の光学的に変
化する箔が生じるように、プラスチック箔に混合される。本明細書では、光学的に変化す
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る顔料を、箔を成型するのに用いられるプラスチック塊に混合して、制御しながら箔を引
き伸ばすことによって（例えばカレンダー加工によって）なじませることもできる。ある
いは、光学的に変化する顔料を、２枚のプラスチック箔の間に積層して、単一の光学的に
変化する箔を構成することもできる。
【００３２】
　必要なスペクトルマッチング条件が満たされることが見込まれるならば、本発明のセキ
ュリティ要素を具現するために、光学的に変化する顔料を含むインクまたはコーティング
と、光学的に変化する顔料を含有する箔と、光学的に変化する箔との組み合わせを用いる
こともできる。
【００３３】
　さらに、セキュリティ要素は、透過させて見るために透明または半透明の基板内または
基板上に、あるいは反射させて見るために不透明基板上に具現され得る。
【００３４】
　さらに具体的には、本発明のセキュリティ要素は、基板上にインクで作られた光学的に
変化する印刷物の形、基板に貼り付けられた光学的に変化する箔の形、基板に組み込まれ
たセキュリティスレッドの形、または透明窓基板の形で具現され得る。
【００３５】
　また、光学的に変化する対セキュリティ要素を製造する方法も開示され、この方法は、
より低い屈折率（ｎｌｏｗ）の第１の誘電体を有し、ｋ次の反射極大（ｋ）が、直交入射
における第１の反射波長（λ１）から、かすめ入射における、より短い第２の波長（λ２

）への移動を示す第１の光学的に変化する干渉デバイスを基板（Ｓ）に付けるステップと
、より高い屈折率（ｎｈｉｇｈ）の第２の誘電体を有し、同じｋ次の反射極大（ｋ）が、
直交入射における第３の反射波長（λ３）から、かすめ入射における、より短い第４の波
長（λ４）への移動を示す第２の光学的に変化する干渉デバイスを基板（Ｓ）に付けるス
テップとを含み、この方法では、第２のデバイスの第３および第４の波長のまたがる範囲
が第１のデバイスの第１および第２の波長のまたがる範囲以内になるように、第１および
第２の光学的に変化するデバイスが選択される。
【００３６】
　第１および第２の光学的に変化する干渉デバイスは、同じ半波長設計または４分の１波
長設計であり、好ましくは第１および第２の光学的に変化する干渉デバイスが一緒に見え
るように配置される。
【００３７】
　本発明による光学的に変化する対セキュリティ要素は、銀行券、有価書類、本人確認書
類、アクセス書類、ラベル、または物品税印紙、のような書類の偽造防止にも、商品のマ
ーキングにも使用され得る。
【００３８】
　また、本発明による光学的に変化する対セキュリティ要素を備える、銀行券、有価書類
、本人確認書類、アクセス書類、または物品税印紙、のような保護対象書類も開示される
。
【００３９】
　本発明は、光学的に変化する対セキュリティ要素を具現する第１および第２の光学的に
変化する干渉デバイスのセットも含み、ここで、第１の光学的に変化する干渉デバイスは
、より低い屈折率（ｎｌｏｗ）の第１の誘電体を有し、ｋ次の反射極大（ｋ）が、直交入
射における第１の反射波長（λ１）から、かすめ入射における、より短い第２の波長（λ

２）への移動を示すものであり、第２の光学的に変化する干渉デバイスは、より高い屈折
率（ｎｈｉｇｈ）の第２の誘電体を有し、同じｋ次の反射極大（ｋ）が、直交入射におけ
る第３の反射波長（λ３）から、かすめ入射における、より短い第４の波長（λ４）への
移動を示すものであり、第２のデバイスの第３および第４の波長のまたがる範囲は、第１
のデバイスの第１および第２の波長のまたがる範囲以内にある。
【００４０】
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　特に、第１および第２の光学的に変化する干渉デバイスは、光学的に変化する箔と、光
学的に変化するスレッドと、光学的に変化する窓とからなる群から選ばれ得る。
【００４１】
　本発明は、光学的に変化する対セキュリティ要素を具現する第１および第２の光学的に
変化するコーティング組成物、特にはインク、のセットをさらに含み、ここで、第１のコ
ーティング組成物は、より低い屈折率（ｎｌｏｗ）の第１の誘電体を有し、ｋ次の反射極
大（ｋ）が、直交入射における第１の反射波長（λ１）から、かすめ入射における、より
短い第２の波長（λ２）への移動を示す第１の光学的に変化する干渉顔料、を含有するも
のであり、第２のコーティング組成物は、より高い屈折率（ｎｈｉｇｈ）の第２の誘電体
を有し、同じｋ次の反射極大（ｋ）が、直交入射における第３の反射波長（λ３）から、
かすめ入射における、より短い第４の波長（λ４）への移動を示す第２の光学的に変化す
る干渉顔料、を含有するものであり、第２の顔料の第３および第４の波長のまたがる範囲
は、第１の顔料の第１および第２の波長のまたがる範囲以内にある。
【００４２】
　特に、第１および第２の光学的に変化するコーティング組成物は、スクリーン印刷イン
クと、銅版凹版インクと、グラビア印刷インクとからなる群から選ばれ得る。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明で用いられ得るような吸収体／誘電体／反射体の薄膜多層スタックの知覚
色およびカラーシフトの起因を説明する図である。
【図２】本発明によるセキュリティ要素の物理的な動作原理を説明する図であり、　ａ）
は、Ｃｒ／ＭｇＦ２／Ａｌ金属誘電体干渉スタックの直交入射スペクトルであり、　ｂ）
は、Ｃｒ／Ｙ２Ｏ３／Ａｌ金属誘電体干渉スタックの直交入射スペクトルであり、　ｃ）
は、Ｃｒ／Ｙ２Ｏ３／Ａｌ金属誘電体干渉スタックのかすめ入射スペクトルであり、　ｄ
）は、Ｃｒ／ＭｇＦ２／Ａｌ金属誘電体干渉スタックのかすめ入射スペクトルである。
【図３】第１の干渉デバイスの識別印（画像の右部）および第２の干渉デバイスの識別印
（画像の左部）によって具現される、本発明の光学的に変化する対セキュリティ要素を模
式的に説明する図であり、　ａ）は、直交入射（９０°）で見た対セキュリティ要素であ
り、左部および右部が異なる色を有し、　ｂ）は、入射角４５°で見た対セキュリティ要
素であり、左部および右部が同じ色を有し、　ｃ）は、入射角３０°で見た対セキュリテ
ィ要素であり、左部および右部が異なる色を有する。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　次に、図面および例示的な実施の形態を用いて本発明を説明する。
　図１は、本発明で用いられ得るような吸収体／誘電体／反射体の薄膜多層スタックの知
覚色およびカラーシフトの起因を説明する図である。反射体層（Ｒ）は、内層構造を有し
てよく、少なくとも１つの誘電体層（Ｄ）を担持し、そして誘電体層（Ｄ）は、外面に吸
収体層（Ａ）を担持する。入射光（Ｉ０）は、入射角θでデバイス上に降り、吸収体層（
Ａ）で一次反射光線（Ｉ１）と一次透過光線（Ｉ２）とに分割され、後者は、屈折により
変化した入射角θ’で誘電体層（Ｄ）中を前進し、反射体層（Ｒ）で反射され、誘電体層
（Ｄ）および吸収体層（Ａ）中を戻り、最後に二次反射光線（Ｉ３）として入射角θでデ
バイスから出る。一次反射光線（Ｉ１）と二次反射光線（Ｉ３）とは互いに干渉し合い、
その結果、部分的にまたは完全に消滅する波長もあれば、そうでない波長もあるので（弱
め合う干渉および強め合う干渉）、白色光スペクトルの特定部分の選択的な反射により色
が出現する。
【００４５】
　全誘電体設計または金属誘電体設計の干渉デバイスを具現するのに好都合な誘電体材料
は、当業者に知られており、例えばH. Angus Macleod, “Thin-Film Optical Filters," 
3rdedition, chapter 15などの専門的な文献に見られる。以下、表２は、本発明を具現す
るのに有用な例示的な誘電体材料の光学パラメータを示す。
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【００４６】
【表２】

 
【００４７】
　全誘電体設計または金属誘電体設計を有する光学的に変化する薄膜干渉デバイスは、当
業者に知られるように、薄膜デバイスを構成する異なる材料の、好適な担持基板への連続
的な物理蒸着（ＰＶＤ）によって生成することができ、好適な担持基板としては、例えば
米国特許第４，７０５，３５６号明細書、米国特許第４，８３８，６４８号明細書、米国
特許第４，９３０，８６６号明細書、米国特許第５，０８４，３５１号明細書、米国特許
第５，２１４，５３０号明細書、米国特許第５，２７８，５９０号明細書、欧州特許第０
２２７４２３（Ｂ）号明細書、および欧州特許第１３６６３８０（Ｂ）号明細書、ならび
に本明細書の関連文献に記載されているようなものがある。
【００４８】
　担体は、例えば剥離コーティングされたポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）箔のよ
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うな、柔軟な膜（web）であると好ましい。蒸着は、高真空コーティング機にてロール・
ツー・ロール方式として行われ得る。スパッタリング、反応性スパッタリング、マグネト
ロンスパッタリング、熱蒸着、電子ビーム支援蒸着、またはレーザービーム支援蒸着のよ
うな、当業者に知られた材料別の適切な蒸発源および工程を用いて材料が蒸着される。
【００４９】
　薄膜デバイスの層を堆積させる他の方法としては、化学蒸着（chemical vapor deposit
ion、ＣＶＤ）および湿式コーティング法、特にはゾルゲルコーティング法などがある。
物理蒸着（ＰＶＤ）では単に堆積対象材料が蒸発源から蒸発させられて基板上に凝縮する
だけなのに対して、化学蒸着（ＣＶＤ）は、（一般に加熱などにより活性化された）基板
表面における１つ以上の前駆体化合物の化学反応を伴う。境界上の事例である反応性スパ
ッタリングは、前駆体材料（例えばＴｉ）が蒸発源からスパッタされ、存在する気相（例
えばＯ２）と減圧下で反応して、反応生成物（例えばＴｉＯ２）として基板上に堆積する
のであるが、以下では物理蒸着法と見なす。なぜならば、反応性スパッタリングは、ＰＶ
Ｄのような工程条件で行われ、ＰＶＤのような堆積を生じるからである。
【００５０】
　コレステリック液晶膜は、国際公開第９４０９０８６（Ａ１）号、　欧州特許出願公開
第０６０１４８３（Ａ１）号明細書、米国特許第５５０２２０６号明細書、欧州特許第０
６６１２８７（Ｂ１）号明細書、欧州特許第０６８６６７４（Ｂ１）号明細書、米国特許
第５６８３６２２号明細書、欧州特許第０７０９４４５（Ｂ１）号明細書、欧州特許出願
公開第０７１２０１３（Ａ２）号明細書、国際公開第９７２９３９９（Ａ１）号、欧州特
許出願公開第０８７５５２５（Ａ１）号明細書、欧州特許出願公開第０８８５９４５（Ａ
１）号明細書、および当業者に知られる関連文献で知られる。このような箔は、重合可能
なコレステリック液晶前駆体混合物で担体箔をコーティングし、続いて液晶を適切な温度
でコレステリック相に配向させて、例えばＵＶ硬化などによる重合により固定することに
よって得られる。対応するコレステリック液晶ポリマー（cholesteric liquid crystal p
olymer、ＣＬＣＰ）顔料は、そのような箔を所望の粒子寸法まで粉砕することにより得ら
れる。そのような顔料を含有するコーティング組成物は、米国特許第５８０７４９７号明
細書、欧州特許出願公開第０７５８３６２（Ａ１）号明細書、国際公開第９５３２２４７
（Ａ１）号、欧州特許出願公開第０８８７３９８（Ａ１）号明細書、および当業者に知ら
れる関連文献に開示されている。
【００５１】
　コレステリック液晶ポリマーの屈折率は、用いられる化学的性質を適切に選ぶことによ
り変更可能である。注目すべきことに、多くの架橋可能なモノマーおよびオリゴマーは、
適切な条件下でコレステリック相を形成することが知られており、コレステリック相は、
放射線誘起性などの誘起性の架橋反応により、所定の状態において「凍結」させられ得る
。ベンゼン、ナフタレンなどの共役環のような芳香族残基をもたないモノマーおよびオリ
ゴマーは、低屈折率のコレステリック液晶ポリマーを生じる。この種類の例は、コレステ
ロールから誘導される液晶ポリマーである。一方、ベンゼン、ナフタレンなどの共役環の
ような芳香族残基を含有するモノマーおよびオリゴマーは、高屈折率のコレステリック液
晶ポリマーを生じる。この種類の例は、欧州特許第０６８５７４９（Ｂ）号明細書および
欧州特許第０７６０８３６（Ｂ）号明細書に記載されたポリマーである。
【００５２】
　ある特定の実施の形態では、あらかじめエンボス加工および剥離コーティングを施され
た、例えばＰＥＴ製の、担体箔が用いられる。エンボス加工は、表面ホログラムの製造の
当業者に知られるように、加熱されたエンボス加工用シムを用いて行われる。続いて、担
体箔のエンボス加工された浮き彫り模様が、この担体箔上に蒸着された光学的に変化する
多層干渉デバイスによって、またはこの担体箔上に生成された液晶膜によって、複製され
る。
【００５３】
　また、光学的に変化する干渉デバイスでコーティングされた担体箔は、知られた手順に
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よって、書類の複写防止用のホットスタンプ転写箔またはコールドスタンプ転写箔に転化
させることもできる。
【００５４】
　しかしながら、最も好ましくは、光学的に変化する干渉デバイス膜は、担体箔から引き
離され、顔料へと粉砕されて、厚さ２００ｎｍないし３０００ｎｍの粒子寸法、好ましく
は厚さ４００ｎｍないし５０００ｎｍで粒径５マイクロメートルないし５０マイクロメー
トルにわたる粒子寸法を有する顔料薄片を生じるようにされる。この粉砕はジェットミル
を用いて行われ得ると有利であり、結果として生じる粒子は、適切な寸法区分に分類され
ることが好ましい。
【００５５】
　結果として生じる光学的に変化する顔料は、好ましくは印刷インクへと調合される。印
刷インクは、顔料を１重量％ないし２５重量％の量で含んでよく、その際、結合剤として
の少なくとも１つの有機ポリマーまたは有機ポリマー前駆体、また適宜、他の種類の顔料
、特にはコーティングされた粒子および／または玉虫色の顔料、従来の染料、O. Luckert
, Pigment + Fullstoff Tabellen, 5th edition, Laatzen, 1994に記載されたような無機
および有機の印刷顔料、さらにはエクステンダー、レオロジー添加剤、溶媒、光増感剤、
および乾燥剤とともに含んでよい。また、磁性顔料、発光顔料または発光染料、および赤
外吸収顔料または赤外吸収染料等のような他のセキュリティ材料もインク中に存在してよ
い。
【００５６】
　インク組成物は、４０℃において０．５Ｐａ・ｓないし２Ｐａ・ｓの範囲の粘度を有す
るなど、スクリーン印刷法用に調合されることが好ましいが、他の好ましい選択肢として
は、４０℃において２Ｐａ・ｓないし２０Ｐａ・ｓの範囲の粘度を有する銅版凹版印刷法
用のインクや、４０℃において０．１Ｐａ・ｓないし０．５Ｐａ・ｓの範囲の粘度を有す
るフレキソ・グラビア印刷法用のインクなどがある。そのようなインクの調合は、当業者
に知られている。
【００５７】
　結果として生じる光学的に変化するインクは、例えば保護対象書類のような保護される
べきアイテム上の識別印の印刷に用いることができ、識別印は、光学的に変化する対デバ
イスとして、一緒に見えるように具現される。そのようにして得られた光学的に変化する
セキュリティ特徴は、例えば光学的に変化する対の特徴を構成する両方の光学的に変化す
るデバイスを比較し、それらが所定の入射角で同じ分光反射特性または分光透過特性を有
するか調べることにより、肉眼で容易に検出される。そのような比較は環境照明条件とは
真に無関係であり、そのような比較により、本発明の光学的に変化する対セキュリティ特
徴を担持する書類の真正性を単純な目視検査で判断することが可能になる。
【００５８】
　本発明のさらなる実施の形態では、（例えば米国特許第４，８３８，６４８号明細書ま
たは欧州特許第１３６６３８０（Ｂ）号明細書による）光学的に変化する磁性顔料が用い
られ、さらにインク中の磁性顔料薄片は、印刷工程の最中または後に、対応する磁場を加
えることにより（例えば欧州特許第１６４１６２４（Ｂ）号明細書に従って）配向させら
れ、続いてそのように配向させられた薄片の位置が、インクを硬化させることによって固
定される。好ましくは、この用途には紫外線硬化インク調合物が用いられる。そのような
調合物は、当業者に知られているように調製され得る。
【実施例】
【００５９】
　剥離コーティングされたＰＥＴ担体箔上に、それぞれが対称半波長金属誘電体干渉設計
である異なる層を連続して物理蒸着することにより、第１および第２の光学的に変化する
干渉デバイスを調製した。
【００６０】
　当業者に知られているように、そして引用された従来技術の参照文献に記載されている
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ように、特に電子ビーム支援蒸着源を高真空で用いて、クロム（Ｃｒ）、フッ化マグネシ
ウム（ＭｇＦ２、ｎ＝１．３５）、酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３、ｎ＝１．８９）および
アルミニウム（Ａｌ）を堆積させた。
【００６１】
［第１のデバイス］
　吸収体／誘電体／反射体／誘電体／吸収体の型の対称設計であり、以下の層配列を有す
る。
　１．吸収体層…Ｃｒ、３．５ナノメートル
　２．誘電体層…ＭｇＦ２、４９０ナノメートル（ｎ＝１．３５）
　３．反射体層…Ａｌ、４０ナノメートル
　４．誘電体層…ＭｇＦ２、４９０ナノメートル（ｎ＝１．３５）
　５．吸収体層…Ｃｒ、３．５ナノメートル
　直交入射で６６０ｎｍに２次の反射極大（ｋ＝２）をもつための設計であり、かすめ入
射で４４５ｎｍに２次の反射極大を生じる。第１の干渉デバイスのカラーシフトは、緑色
（直交）からマゼンタ（かすめ）である。
【００６２】
［第２のデバイス］
　吸収体／誘電体／反射体／誘電体／吸収体の型の対称設計であり、以下の層配列を有す
る。
　１．吸収体層…Ｃｒ、３．５ナノメートル
　２．誘電体層…Ｙ２Ｏ３、３１５ナノメートル（ｎ＝１．８９）
　３．反射体層…Ａｌ、４０ナノメートル
　４．誘電体層…Ｙ２Ｏ３、３１５ナノメートル（ｎ＝１．８９）
　５．吸収体層…Ｃｒ、３．５ナノメートル
　直交入射で６００ｎｍに２次の反射極大（ｋ＝２）をもつための設計であり、かすめ入
射で５１０ｎｍに２次の反射極大を生じる。第２の干渉デバイスのカラーシフトは、紫色
（直交）から緑色（かすめ）である。
【００６３】
　次に、本発明による光学的に変化する対セキュリティ要素の物理的な動作原理について
、図２および図３を参照して説明する。
【００６４】
　直交入射では（図３ａ、右）、第１のデバイスのＣｒ／ＭｇＦ２／Ａｌ金属誘電体干渉
スタックは、図２ａに示されたような反射スペクトルを示し、３次の反射極大を青緑色の
５００ｎｍに有する。２次の反射極大（ｋ）は赤色の６６０ｎｍにある（第１の波長、λ

１）。第１のデバイスをかすめ入射へ傾けると（図３ｃ、右）、図２ｄのスペクトルとな
り、２次の反射極大は青色の４４５ｎｍへと上がる（第２の波長、λ２）。
【００６５】
　直交入射では（図３ａ、左）、第２のデバイスのＣｒ／Ｙ２Ｏ３／Ａｌ金属誘電体干渉
スタックは、図２ｂに示されたような反射スペクトルを示し、２次の反射極大を橙色の６
００ｎｍに有する（第３の波長、λ３）。第２のデバイスをかすめ入射へ傾けると（図３
ｃ、左）、図２ｃのスペクトルとなり、２次の反射極大は青緑色の５１０ｎｍへと上がる
（第４の波長、λ４）。
【００６６】
　このように、第２のデバイスの第３および第４の波長のまたがる範囲は、第１のデバイ
スの第１および第２の波長のまたがる範囲以内にある。従って、第１および第２のデバイ
スのカラートラベルが必ず交差する入射角または視角が存在し、この交差点においては、
両デバイスのスペクトル、従って色は、照明条件に関係なく等しい。
【００６７】
　本例では、交差点は４０°の視角または入射角θに位置し、そこでは第１および第２の
干渉デバイスの誘電体層を通る両方の光学干渉経路が等しい。２次の反射極大は５４５ｎ
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【００６８】
　このようにして得られた干渉デバイスは、スタンプ箔に転化させることができる。その
際は、それらが組み合わさって、本発明による光学的に変化する対セキュリティ要素を具
現する第１および第２の光学的に変化する干渉デバイスのセットを形成する。
【００６９】
　あるいは、当業者に知られ、当技術分野で記載された方法に従って、得られた干渉デバ
イスを担体箔から剥がし、粉砕して顔料にして、印刷インクに転化させることもできる。
その際は、それらが組み合わさって、本発明による光学的に変化する対セキュリティ要素
を具現する第１および第２の光学的に変化するコーティング組成物のセットを形成する。
【００７０】
　例示的な印刷インク調合物は、以下のように調製され得る。
【表３】

 
【００７１】
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【表４】

 
【００７２】
【表５】

 
【００７３】
　本発明の光学的に変化する対セキュリティ要素は、このようなインクの、対応するセッ
トを用いて、銀行券、有価書類、本人確認書類、アクセス書類、ラベル、または物品税印
紙、のような保護対象書類に、または商品に、識別印の形で印刷され得る。
【００７４】
　当業者は、その専門知識、引用された従来技術、および本明細書における開示に基づい
て、本発明のさらなる実施の形態を容易に導出できるであろう。本発明は、注目すべきこ
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とには、例示された吸収体材料、反射体材料、および誘電体材料にも、例示された干渉設
計にも限定されず、本明細書に上記概説された原理が尊重されれば、他の材料および干渉
設計でも実施され得る。

【図１】 【図２】

【図３】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年6月2日(2011.6.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　より低い屈折率（ｎｌｏｗ）の第１の誘電体を有し、ｋ次の反射極大（ｋ）が、直交入
射における第１の反射波長（λ１）から、かすめ入射における、より短い第２の波長（λ

２）への移動を示す第１の光学的に変化する干渉デバイスと、
　より高い屈折率（ｎｈｉｇｈ）の第２の誘電体を有し、同じｋ次の反射極大（ｋ）が、
直交入射における第３の反射波長（λ３）から、かすめ入射における、より短い第４の波
長（λ４）への移動を示す第２の光学的に変化する干渉デバイスと
を備える光学的に変化する対セキュリティ要素において、前記第１および前記第２の光学
的に変化する干渉デバイスが一緒に見えるように前記第１および前記第２の光学的に変化
する干渉デバイスが配置されるセキュリティ要素であって、
前記第２のデバイスの前記第３および前記第４の波長のまたがる範囲が、前記第１のデバ
イスの前記第１および前記第２の波長のまたがる範囲以内にあることと、前記第１および
前記第２の光学的に変化する干渉デバイスが、スペクトルマッチングの入射角において、
同じ、特には４分の１波長または半波長の、干渉設計を有することを特徴とするセキュリ
ティ要素。
【請求項２】
　前記第１および前記第２の光学的に変化する干渉デバイスが、全誘電体多層スタックと
、金属誘電体多層スタックと、コレステリック液晶膜と、これらの任意の組み合わせとか
らなる群から選択された干渉設計によって具現される請求項１に記載のセキュリティ要素
。
【請求項３】
　前記第１および前記第２の光学的に変化する干渉デバイスが、光学的に変化する箔と、
光学的に変化する顔料を含有する箔と、コーティング組成物に含まれる光学的に変化する
顔料と、光学的に変化する箔と光学的に変化する顔料との組み合わせとからなる群から選
択される請求項１または２に記載のセキュリティ要素。
【請求項４】
　前記第１および前記第２の光学的に変化する干渉デバイスが、透明基板と、半透明基板
と、不透明基板とからなる群から選択された基板上に備わる請求項１ないし３のいずれか
に記載のセキュリティ要素。
【請求項５】
　前記セキュリティ要素が、基板上にインクで作られた光学的に変化する印刷物と、基板
に貼り付けられた光学的に変化する箔と、基板に組み込まれたセキュリティスレッドと、
透明窓基板とからなる群から選択された形で具現されることを特徴とする請求項１ないし
４のいずれかに記載のセキュリティ要素。
【請求項６】
　ａ）より低い屈折率（ｎｌｏｗ）の第１の誘電体を有し、ｋ次の反射極大（ｋ）が、直
交入射における第１の反射波長（λ１）から、かすめ入射における、より短い第２の波長
（λ２）への移動を示す第１の光学的に変化する干渉デバイスを基板（Ｓ）に付けるステ
ップと、
　ｂ）より高い屈折率（ｎｈｉｇｈ）の第２の誘電体を有し、同じｋ次の反射極大（ｋ）
が、直交入射における第３の反射波長（λ３）から、かすめ入射における、より短い第４
の波長（λ４）への移動を示す第２の光学的に変化する干渉デバイスを前記基板（Ｓ）に
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付けるステップと
を含む、光学的に変化する対セキュリティ要素を製造する方法において、前記第１および
前記第２の光学的に変化する干渉デバイスが一緒に見えるように前記第１および前記第２
の光学的に変化する干渉デバイスが配置される方法であって、
前記第２のデバイスの前記第３および前記第４の波長のまたがる範囲が前記第１のデバイ
スの前記第１および前記第２の波長のまたがる範囲以内にあることと、
前記第１および前記第２の光学的に変化する干渉デバイスが、スペクトルマッチングの入
射角において、同じ、特には４分の１波長または半波長の、干渉設計を有すること
を特徴とする方法。
【請求項７】
　前記第１および前記第２の光学的に変化する干渉デバイスが、全誘電体多層スタックと
、金属誘電体多層スタックと、コレステリック液晶膜と、これらの組み合わせとからなる
群から選択された干渉設計によって具現される請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１および前記第２の光学的に変化する干渉デバイスが、光学的に変化する箔と、
光学的に変化する顔料を含有する箔と、コーティング組成物に含まれる光学的に変化する
顔料と、光学的に変化する箔と光学的に変化する顔料との組み合わせとからなる群から選
択される請求項６または７に記載の方法。
【請求項９】
　銀行券、有価書類、本人確認書類、アクセス書類、ラベル、または物品税印紙、のよう
な書類の偽造防止への、または商品のマーキングへの、請求項１ないし５のいずれかに記
載のセキュリティ要素の使用。
【請求項１０】
　銀行券、有価書類、本人確認書類、アクセス書類、ラベル、または物品税印紙、のよう
な保護対象書類、またはマーキングされた商品であって、前記保護対象書類またはマーキ
ングされた商品が請求項１ないし５のいずれかに記載のセキュリティ要素を備えることを
特徴とする保護対象書類またはマーキングされた商品。
【請求項１１】
　請求項１ないし５のいずれかに記載の光学的に変化する対セキュリティ要素を具現する
第１および第２の光学的に変化する干渉デバイスのセットであって、
　より低い屈折率（ｎｌｏｗ）の第１の誘電体を有し、ｋ次の反射極大（ｋ）が、直交入
射における第１の反射波長（λ１）から、かすめ入射における、より短い第２の波長（λ

２）への移動を示す第１の光学的に変化する干渉デバイスと、
　より高い屈折率（ｎｈｉｇｈ）の第２の誘電体を有し、同じｋ次の反射極大（ｋ）が、
直交入射における第３の反射波長（λ３）から、かすめ入射における、より短い第４の波
長（λ４）への移動を示す第２の光学的に変化する干渉デバイスと
を備えるセットにおいて、
前記第２のデバイスの前記第３および前記第４の波長のまたがる範囲が、前記第１のデバ
イスの前記第１および前記第２の波長のまたがる範囲以内にあることと、
前記第１および前記第２の光学的に変化する干渉デバイスが、スペクトルマッチングの入
射角において、同じ、特には４分の１波長または半波長の、干渉設計を有すること
を特徴とするセット。
【請求項１２】
　前記第１および前記第２の光学的に変化する干渉デバイスが、光学的に変化する箔と、
光学的に変化するスレッドと、光学的に変化する窓とからなる群から選択される請求項１
１に記載のセット。
【請求項１３】
　請求項１ないし５のいずれかに記載の光学的に変化する対セキュリティ要素を具現する
第１および第２の光学的に変化するコーティング組成物のセットであって、
　より低い屈折率（ｎｌｏｗ）の第１の誘電体を有し、ｋ次の反射極大（ｋ）が、直交入
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射における第１の反射波長（λ１）から、かすめ入射における、より短い第２の波長（λ

２）への移動を示す第１の光学的に変化する干渉顔料、を含有する第１のコーティング組
成物と、
　より高い屈折率（ｎｈｉｇｈ）の第２の誘電体を有し、同じｋ次の反射極大（ｋ）が、
直交入射における第３の反射波長（λ３）から、かすめ入射における、より短い第４の波
長（λ４）への移動を示す第２の光学的に変化する干渉顔料、を含有する第２のコーティ
ング組成物と
を備えるセットにおいて、
前記第２の顔料の前記第３および前記第４の波長のまたがる範囲が、前記第１の顔料の前
記第１および前記第２の波長のまたがる範囲以内にあることと、
前記第１および前記第２の光学的に変化する干渉デバイスが、スペクトルマッチングの入
射角において、同じ、特には４分の１波長または半波長の、干渉設計を有すること
を特徴とするセット。
【請求項１４】
　前記第１および第２の光学的に変化するコーティング組成物が、第１および第２の光学
的に変化する印刷インクである請求項１３に記載のセット。
【請求項１５】
　前記第１および前記第２の光学的に変化する印刷インクが、スクリーン印刷インクと、
銅版凹版インクと、フレキソ・グラビア印刷インクとからなる群から選択される請求項１
４に記載のセット。
 



(21) JP 2012-504778 A 2012.2.23

10

20

30

40

【国際調査報告】



(22) JP 2012-504778 A 2012.2.23

10

20

30

40



(23) JP 2012-504778 A 2012.2.23

10

20

30

40



(24) JP 2012-504778 A 2012.2.23

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｇ０２Ｂ   5/30    　　　　          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０２Ｂ   5/26    　　　　          　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,S
K,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,
BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,I
S,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PE
,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(74)代理人  100113549
            弁理士　鈴木　守
(74)代理人  100115808
            弁理士　加藤　真司
(74)代理人  100131451
            弁理士　津田　理
(72)発明者  ブライコルム，アントン
            スイス連邦　セアッシュ－１０２４　エキュブラン，シュマン　ドゥ　クロザ　６
(72)発明者  デゴット，ピエール
            スイス連邦　セアッシュ－１０２３　クリシエ，シュマン　デ　ファレーズ　１５
(72)発明者  ミュラー，エドガー
            スイス連邦　セアッシュ－１７００　フリブール，リュ　ペ．－アー．ドゥ　フォースィグニ　７
Ｆターム(参考) 2C005 HA02  HB01  HB09  HB10  JB11  JB40 
　　　　 　　  2H042 DA08  DA11  DA21  DB07  DC02  DC03  DE00 
　　　　 　　  2H048 FA09  FA22  FA24  GA12  GA32  GA60  GA61 
　　　　 　　  2H149 AA28  BA04  BA05  DA02  DA04  DA12  FA27W FC08 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

