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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アイテムまたは物品のマーキングであって、前記マーキングの機械による認証および読
み取りと、前記マーキングの人間の目による認証とを可能にする所定の光学特性、を有す
る高分子液晶材料を含むマーキングにおいて、前記マーキングは、連続式のインクジェッ
ト印刷とドロップオンデマンド式のインクジェット印刷の群から選ばれる可変情報印刷法
によって液晶前駆体化合物を基材に適用することによって基材上に生成され、前記マーキ
ングの識別を可能にする固有の符号を表す識別印の形を有することを特徴とするマーキン
グであり、固有の符号を表す前記識別印が、１次元バーコード、スタック型１次元バーコ
ード、および２次元バーコードの群から選ばれ、前記識別印の光学特性が背景に対して検
出可能であって、前記背景が前記基材であるマーキング。
【請求項２】
　前記高分子液晶材料は、２００ｎｍないし４００ｎｍの波長範囲に対応する紫外スペク
トルに反射帯域を有するコレステリック液晶材料である請求項１に記載のマーキング。
【請求項３】
　前記高分子液晶材料は、４００ｎｍないし７００ｎｍの波長範囲に対応する可視スペク
トルに反射帯域を有するコレステリック液晶材料である請求項１に記載のマーキング。
【請求項４】
　前記高分子液晶材料は、７００ｎｍないし２５００ｎｍの波長範囲に対応する赤外スペ
クトルに反射帯域を有するコレステリック液晶材料である請求項１に記載のマーキング。
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【請求項５】
　前記高分子液晶材料が、無機発光化合物、有機発光化合物、赤外線吸収材、磁性材料、
および犯罪捜査用マーカー、ならびにそれらの組み合わせからなる群から選択されたさら
なるセキュリティ材料を含む請求項１に記載のマーキング。
【請求項６】
　前記基材が、少なくとも２つの異なる表面領域を備える模様入り基材であり、前記少な
くとも２つの異なる表面領域のそれぞれが、白い表面領域、黒い表面領域、着色表面領域
、反射表面領域、透明表面領域、およびそれらの組み合わせの群から選択される請求項１
に記載のマーキング。
【請求項７】
　前記基材が、無機発光化合物、有機発光化合物、赤外線吸収材、磁性材料、犯罪捜査用
マーカー、およびそれらの組み合わせからなる群から選択された少なくとも１つのセキュ
リティ要素を持つ請求項１に記載のマーキング。
【請求項８】
　前記高分子液晶材料が、ビニル樹脂、アクリル樹脂、スチレン無水マレイン酸共重合体
樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリエステル樹脂、脂肪酸変性ポリエステル樹脂、およびそ
れらの混合物からなる群から選ばれる結合剤に含まれる顔料薄片の形で存在する請求項１
に記載のマーキング。
【請求項９】
　前記可変情報印刷法が連続インクジェット印刷およびドロップオンデマンドインクジェ
ット印刷の群から選択される請求項１に記載のマーキング。
【請求項１０】
　請求項１に記載のマーキングを少なくとも１つ持つアイテムまたは物品であって、前記
アイテムまたは物品が、有価書類、銀行券、パスポート、本人確認書類、運転免許証、公
的な許可証、アクセス書類、切手、納税印紙およびバンデロール、交通機関の切符、イベ
ントのチケット、ラベル、ホイル、包装、予備部品、ならびに消費財の群から選ばれるア
イテムまたは物品。
【請求項１１】
　アイテムまたは物品を追跡（ｔｒａｃｋ）または追跡（ｔｒａｃｅ）するための請求項
１に記載のマーキングの使用方法であって、前記アイテムまたは物品が、有価書類、銀行
券、パスポート、本人確認書類、運転免許証、公的な許可証、アクセス書類、切手、納税
印紙およびバンデロール、交通機関の切符、イベントのチケット、ラベル、ホイル、包装
、予備部品、ならびに消費財の群から選ばれる使用方法。
【請求項１２】
　請求項１０に記載のアイテムまたは物品を識別する方法であって、
　ａ）請求項１ないし９のいずれか１項に記載のマーキングを持つアイテムまたは物品を
用意するステップと、
　ｂ）少なくとも１つの光源から少なくとも１つの性質の光で前記物品またはアイテムの
前記マーキングを照明するステップと、
　ｃ）前記マーキングによって表された前記識別印を読み取って、対応する情報を引き出
すステップと、
　ｄ）前記マーキングの前記識別印から取り出された前記情報とデータベースに格納され
た情報との相互関係を示すステップと、
　ｅ）前記アイテムまたは物品の同一性について確認または否認を得るステップと
を含む方法。
【請求項１３】
　前記識別印が、電気光学画像センサアレイを用いて読み取られる請求項１２に記載の方
法。
【請求項１４】
　前記アイテムまたは物品についての情報が前記データベースに格納される請求項１２ま
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たは１３に記載の方法。
【請求項１５】
　請求項１ないし９のいずれか１項に記載のマーキングを用いた、請求項１０に記載のア
イテムまたは物品のセキュアな追跡（ｔｒａｃｋｉｎｇ）または追跡（ｔｒａｃｉｎｇ）
の方法であって、
　ａ）請求項１０に記載の前記アイテムまたは物品に前記マーキングを付けるステップと
、
　ｂ）前記マーキングされたアイテムまたは物品に関する情報をデータベースに格納する
ステップと
の第１の交換可能なステップと、
　ｃ）前記アイテムまたは物品を認証するステップと、
　ｄ）前記データベースに格納された前記情報を用いて前記アイテムまたは物品を識別す
るステップと
の第２の交換可能なステップと、
　ｅ）前記アイテムまたは物品に関する新しい情報要素で前記データベースを更新する
随意のステップとを含む方法。
【請求項１６】
　前記アイテムまたは物品が、有価書類、銀行券、パスポート、本人確認書類、運転免許
証、公的な許可証、アクセス書類、切手、納税印紙およびバンデロール、交通機関の切符
、イベントのチケット、ラベル、ホイル、包装、予備部品、ならびに消費財の群から選ば
れる請求項１２に記載の方法。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、個別アイテムの認識、識別、および認証のための、機械読み取り可能なマー
キングに関する。マーキングは、液晶材料で作られ、液晶材料は、既知の可変情報印刷技
術によって基材に付けられる。マーキングは、例えば非偏光（周囲光）下の光学フィルタ
のような、受動的な検出手段によって、また偏光での照明によっても、検出可能および／
または識別可能である。マーキングは、１次元または２次元のバーコードや、マトリック
スコードなどのような、識別印の形で付けられる。
【背景技術】
【０００２】
　現在、さまざまな産業分野で「追跡（Track and Trace）」システムが使われている。
特に、飲料、香水、医薬品、たばこ、ＣＤ／ＤＶＤや、他の種類の消耗品のような、量産
アイテムの分野において、多くの産業が偽造品または転売品に苦しんでいる。
【０００３】
　量産品がロットを基準として扱われると、個別アイテムを基準として扱われるよりも、
偽造および市場転売が助長される。そのような場合、偽造品または転売品は容易にサプラ
イチェーンに取り込まれる。生産者および小売業者であれば、自身のオリジナル製品を、
販売され得る個別単位のレベルで、そのような偽造品または転売品（並行輸入品）と区別
できる立場にありたいと願うであろう。
【０００４】
　この根底にある技術的課題は、当技術分野では、サプライチェーンに取り込まれる各販
売可能アイテムの個別マーキングにより対処されてきた。従来技術のマーキングは、写真
複写されにくくなるように選ばれた。すなわち、好ましくは、肉眼または写真複写機にと
って可視でない隠しマーキングが用いられた。
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【０００５】
　「隠し」（covert）マーキングは、本発明の関連では、肉眼では認証され得ず、光学フ
ィルタまたは電子認証機器のような任意の種類の検出装置または読取装置に認証を依存す
る、任意のマーキングまたはセキュリティ要素である。
【０００６】
　「明白な」（overt）マーキングは、本発明の関連では、検出装置または読取装置に認
証を依存しない、つまり肉眼で認証され得る、任意のマーキングまたはセキュリティ要素
である。
【０００７】
　「色」は、本発明の関連では、照明された物体から戻る任意のスペクトル選択的な光（
電磁放射）を、たとえそれが電磁スペクトルの可視領域であれ、赤外領域であれ、または
紫外領域であれ（すなわち、２００ｎｍないし２５００ｎｍの波長範囲全体において）、
呼ぶのに用いられる。
【０００８】
　「可視」という用語は、ある特性が肉眼で明らかにされ得ることを示すために用いられ
、「検出可能」は、必ずしも肉眼で明らかにされなくても、光学器械によって明らかにさ
れ得る特性に用いられ、「不可視」は、肉眼で検出され得ない特性に用いられる。特に、
「可視色」という用語は、肉眼で検出可能な、４００ｎｍないし７００ｎｍの波長範囲で
戻るスペクトル選択的な光を意味する。
【０００９】
　米国特許第５，５６９，３１７号明細書、米国特許第５，５０２，３０４号明細書、米
国特許第５，５４２，９７１号明細書、および米国特許第５，５２５，７９８号明細書に
は、偽造および転売を防ぐのに有用な第１の種類の個別マーキングが開示されている。こ
れらの文書によれば、可視スペクトル（波長４００ｎｍないし７００ｎｍ）の光の下では
検出可能でないが紫外スペクトル（波長２００ｎｍないし３８０ｎｍ）の光で照明される
と可視になるインクを用いて、アイテム上にバーコードが付けられる。
【００１０】
　米国特許第５，６１１，９５８号明細書および米国特許第５，７６６，３２４号明細書
には、第２の種類の個別マーキングが開示されている。これらの文書によれば、可視スペ
クトルにおいては検出可能でないが赤外スペクトル（波長８００ｎｍないし１６００ｎｍ
）の光での照明により検出され得るインクを用いて、商品上にマーキングが付けられる。
【００１１】
　米国特許第５，３６０，６２８号明細書および米国特許第６，６１２，４９４号明細書
には、インクによって付けられる、さらに別の種類の個別マーキングが開示されている。
このマーキングを明らかにするためには、紫外光および赤外光で一緒に照明する必要があ
る。
【００１２】
　さらに別の種類の個別マーキングは、米国特許第５，６９８，３９７号明細書に記載さ
れたような上方変換型の燐光体を含むインクに依拠するものである。
【００１３】
　ここに挙げた従来技術で触れられているマーキングは、すべてが隠しマーキングであり
、肉眼では完全に不可視である。このような隠しマーキングの読み取りは、マーキングの
検出または読み取りが可能な、対応する検出装置または読取装置に依存することになる。
これは、適切な読取装置がいつでも利用できるとは限らない小売センターまたは店頭では
、不利となり得る。
【００１４】
　当技術分野では、例えば視角に依存する色を呈するといった、「光学的に変化する」特
徴を備える明白なマーキングが、「普通の人」のための認証手段として提案されている。
これらの中には、ホログラム（Rudolf L. van Renesse, "Optical Document Security" 2
nded., 1998, chapter 10を参照）、光学薄膜セキュリティデバイス（同chapter 13）、



(5) JP 5617087 B2 2014.11.5

10

20

30

40

50

および液晶セキュリティデバイス（同chapter 14）がある。
【００１５】
　セキュリティデバイスとして特に有用なのは、コレステリック液晶である。コレステリ
ック液晶構造は、白色光で照明されると決まった色の光を反射するが、その色は、当該材
料に依存し、一般に観察角度およびデバイス温度によって変化する。コレステリック材料
自体は無色であり、観察される色は、所与の温度においてその液晶材料がとるコレステリ
ックらせん構造での物理的な反射効果のみに起因する（J. L Fergason, Molecular Cryst
als, Vol. 1, pp. 293-307 (1966)を参照）。特定の液晶材料、コレステリック液晶ポリ
マー（cholesteric liquid crystal polymers、ＣＬＣＰ）では、コレステリックらせん
構造が、重合により決まった状態に「凍結」して、温度に依存しなくなる。
【００１６】
　暗い背景または黒い背景上にコレステリック液晶材料が付けられると、その反射色は肉
眼で非常にはっきりと見えるが、これは、コレステリック材料を透過する光の大部分が背
景に吸収され、その結果、背景からの残りの後方散乱がコレステリック材料自体の反射の
知覚を妨げないからである。従って、背景色を注意深く選ぶことによって、こうした明白
なマーキングの視認性に寄与できる。
【００１７】
　明るい背景または白い背景上では、コレステリック材料自体の反射が背景からの強い後
方散乱と重なるために、コレステリック液晶材料の反射色が事実上不可視になる。しかし
ながら、コレステリック液晶材料は、円偏光フィルタを用いて常に識別することができる
。これは、コレステリック液晶材料が、そのキラルらせん構造に従って、可能性のある２
つの円偏光成分のうちの一方のみを選択的に反射するからである。
【００１８】
　欧州特許第１３８１５２０（Ｂ１）号明細書および欧州特許出願公開第１６８１５８６
（Ａ１）号明細書は、複屈折マーキングと、厚さの異なる不均一な模様の領域を有する液
晶層の形で複屈折マーキングを付ける方法とについて言及している。付けられた液晶コー
ティングまたは液晶層は、隠れた画像を反射基材上に提供し得るものであり、この画像は
、非偏光下で見ると不可視であるが、偏光下で、または偏光フィルタを用いると、可視に
なる。
【００１９】
　米国特許第５，６７８，８６３号明細書は、紙またはポリマーの領域であって透明およ
び半透明の特性を有する領域を含む有価書類の識別手段に言及している。この領域には、
透過光および反射光で見た時に異なる光学的効果を生じさせるために、液晶材料が付けら
れる。液晶材料は、室温では液体形態であり、グラビア印刷、ローラ印刷、噴霧印刷、ま
たはインクジェット印刷のような印刷法で用いられるために、マイクロカプセルのような
収容手段に封入されなければならない。印刷された液晶領域は、例えばバーコードのよう
な、模様の形態とすることができる。この模様が、左旋性および右旋性の液晶形態を有す
る領域の偏光状態の目視検査または機械検査によって、検証され得る。
【００２０】
　米国特許第５，７９８，１４７号明細書は、凸版印刷、輪転グラビア印刷、フレキソ印
刷、オフセット印刷、スクリーン印刷、およびインクジェット印刷のような従来の印刷法
によって付けることのできる、重合可能な液晶モノマーのコーティング組成物に言及して
いる。この印刷インクを用いて、人間の目には不可視のマーキングおよびセキュリティ表
示を生成することができる。マーキングは、その円偏光または角度に依存する反射色によ
り検出できる。
【００２１】
　米国特許第６，８９９，８２４号明細書は、液晶性組成物と、少なくとも１つの非液晶
性コーティングとの多層で基材を印刷またはコーティングする方法に言及している。この
方法および印刷された基材は、物品の耐偽造マーキングを生成するのに有用である。その
ような印刷またはコーティングを施すための好ましい方法は、スクリーン印刷、平版印刷
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、フレキソ印刷、および凸版印刷である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　しかしながら、従来技術に開示されたどのマーキングも、「追跡（track & trace）」
応用の根底にある技術的課題に対して解決策を与えない。こうした応用では、耐偽造セキ
ュリティマーキングでのアイテムの機械読み取り可能な個別符号化に加えて、肉眼による
マーキングの容易な認証が要求されるのである。
【００２３】
　「追跡（Track & Trace）」応用は、当技術分野において、例えば郵便業務で知られて
いる。郵便業務では、郵便物が１通ごとに個別にマーキングされ、その配達の連鎖を通し
て追いかけられる。マーキングおよび識別の手段としては、１次元バーコード、スタック
型１次元バーコード、２次元バーコード、またはマトリックスコードのようなバーコード
が使われることが最も多い。
【００２４】
　こうした郵便のマーキングの場合、認証という面に対しては特段の努力はささげられな
い。これは、郵便物が配達の連鎖全体を通して郵便会社によって内部業務的に扱われ、認
証が不要だからである。郵便の「追跡（Track & Trace）」応用は、単に郵便物の識別の
みに焦点を合わせている。
【００２５】
　しかしながら、認証の面は、オリジナル商品が偽造商品または転売商品と置き換えられ
る潜在的なリスクのある小売用途においては、決定的に重要である。このため、この分野
における「追跡（Track & Trace）」応用は、マーキングされた商品の、オリジナル商品
としての真正性を証明できる少なくとも１つのセキュリティ要素と組み合わされなければ
ならない。
【００２６】
　以下において、「セキュアな追跡（Secure Track & Trace）」とは、個別アイテムの識
別を可能にする「追跡（Track & Trace）」応用と、そのアイテムが真正であると認証す
ることをさらに可能にする少なくとも１つのセキュリティ要素との組み合わせを意味する
。
【００２７】
　「セキュアな追跡（Secure Track & Trace）」応用では、例えば責任の理由のため、開
かれた流通における商品が、その真正性および同一性に関して個別にマーキングされ、そ
の製品寿命を通じて、または特定の期間、追いかけられなければならないが、そうした「
セキュアな追跡（Secure Track & Trace）」応用では、以下のようなマーキングが必要で
ある。すなわち、ｉ）識別可能となるように一意に符号化され、ｉｉ）機械読み取り可能
であり、ｉｉｉ）複製（偽造）に対して抵抗力があり、ｉｖ）人間のユーザにより目で認
証可能であり、ｖ）機械によって認証可能なマーキングである。特定の用途においては、
マーキングの一部が肉眼では不可視であることが、さらに望まれる。
【課題を解決するための手段】
【００２８】
　本発明のマーキングは、アイテムまたは物品のセキュアな追跡（tracking）または追跡
（tracing）のためのものであり、マーキングの機械による認証および読み取りと、マー
キングの人間の目による認証とを可能にする所定の光学特性、を有する高分子液晶材料を
含む。マーキングは、マーキングの識別を可能にする固有の符号を表す識別印の形で、可
変情報印刷法によって基材上に生成される。マーキングは、その一部が肉眼では不可視と
なるように配置されることがさらに好ましい。
【００２９】
　本発明のマーキングは、有価書類、銀行券、パスポート、本人確認書類、運転免許証、
公的な許可証、アクセス書類、切手、納税印紙およびバンデロール、交通機関の切符、イ
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ベントのチケット、ラベル、ホイル、包装、予備部品、ならびに消費財のような、アイテ
ムまたは物品上に付けられ、それによりアイテムまたは物品は、直接に、すなわちその表
面に付けられた状態で、あるいは間接的に、すなわちその表面に付けられたラベルに付け
られた状態で、マーキングを持つ。
【００３０】
　高分子液晶材料は、コレステリック（すなわち、ねじれネマチック）型であることが好
ましく、いくつかの用途では、ネマチック（複屈折）液晶材料が用いられてもよい。
【００３１】
　マーキングの高分子液晶材料は、基材の表面で重合させられた液晶材料として存在する
ことができ、あるいは、基材に付けられたコーティング組成物に含まれる、液晶ポリマー
の顔料薄片で構成されることができる。
【００３２】
　基材は、織られていても織られていなくても、どんな種類の基材であってもよく、特に
、紙、ボール紙、木、ガラス、セラミック、金属、プラスチック、布地、革などとするこ
とができる。また、基材は、コーティングされていてもコーティングされていなくてもよ
く、あるいは封止された表面または封止されていない表面を備えてよい。
【００３３】
　マーキングの高分子液晶材料は、存在することで偽造に対するマーキングの抵抗力を増
す、さらなるセキュリティ材料を備えることが好ましい。これらのセキュリティ材料は、
無機発光化合物、有機発光化合物、赤外線吸収材、磁性材料、犯罪捜査用マーカー、およ
びそれらの組み合わせからなる群から選択される。
【００３４】
　セキュリティ材料は、単なる混加物として存在することもできるし、あるいは、セキュ
リティ材料の性質に従って、液晶顔料の共重合成分、液晶前駆体組成物の共重合成分、ま
たはインク結合剤の共重合成分として存在することもできる。特に、アクリル官能性また
はビニル官能性を備える有機セキュリティ材料は、対応する主ポリマーへ容易に共重合さ
せられる。あるいは、セキュリティ材料は、すでに存在するポリマー鎖にグラフト、すな
わち化学的に結合されてもよい。
【００３５】
　基材は、液晶材料が付けられる背景に相当するものであり、どんな色にすることもでき
る。白い背景は、可視色が観察されないという意味で肉眼では不可視となるマーキングを
実現するのに好ましい選択肢である。金属反射する背景は、特にネマチック（複屈折）液
晶材料の場合において、さらに好ましい選択肢である。基材は、通常、反射基材、着色基
材、および透明基材からなる群から選択されてよい。
【００３６】
　人間のユーザによる容易な認証を可能にするには、液晶材料が付けられる背景の少なく
とも一部分が、赤、緑、青、または黒のような対比色を有することが好ましい。対比色を
液晶マーキングと組み合わせることにより、可視色と、角度に依存する色変化とを肉眼で
知覚できるようになる。
【００３７】
　従って、基材は、好ましくは、色の異なる少なくとも２つの表面領域を備える模様入り
基材であり、色の異なる少なくとも２つの表面領域のそれぞれが、白い表面領域、黒い表
面領域、可視的に着色された表面領域、反射表面領域、透明表面領域、およびそれらの組
み合わせの群から選択される。このように、液晶材料を持つ基材表面が、液晶材料の下に
２つ以上の着色領域を有し得ることは、当業者には明らかである。
【００３８】
　液晶材料が付けられる基材表面は、さらに識別印を持つことができる。識別印は、どん
な形または色でもよく、例えば模様、画像、ロゴ、文、１次元もしくは２次元のバーコー
ド、またはマトリックスコード等でよい。識別印は、任意の印刷方法またはコーティング
方法で付けることができる。
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【００３９】
　基材は、無機発光化合物、有機発光化合物、赤外線吸収材、磁性材料、および犯罪捜査
用マーカー、またはそれらの組み合わせの群から選択された少なくとも１つのセキュリテ
ィ要素をさらに持つことができる。セキュリティ要素は、基材表面上に識別印の形で存在
してもよいし、基材自体に組み込まれ（埋め込まれ）てもよい。
【００４０】
　高分子液晶材料は、文や符号のような識別印の形で存在することが好ましい。好ましい
識別印は、１次元バーコード、スタック型１次元バーコード、および２次元バーコードを
含む群から選ばれる。現在通用しているバーコード記号体系は、ボブ・ウィリアムズによ
って「Understanding Barcoding」（Pira International Ltd., 2004、ISBN1-85802-917-
1）に開示されている。
【００４１】
　本発明の液晶マーキングは、好ましくは、液晶前駆体組成物を基材に付け、組成物を秩
序化された液晶状態で硬化させることによって生成される。前駆体組成物は、少なくとも
１つのネマチック液晶化合物の反応性モノマーまたは反応性オリゴマーを含む。反応性モ
ノマーまたは反応性オリゴマーは、好ましくは紫外線硬化性であり、この場合、当業者に
知られるように、付けられる組成物は、紫外線硬化させられ、光開始剤系も含む。
【００４２】
　秩序化された液晶状態は、キラルドーパントの存在に依存する。キラルドーパントのな
いネマチック液晶は、複屈折を特徴とする分子構造で配列する。ネマチック前駆体は、欧
州特許出願公開第０２１６７１２（Ａ）号明細書、欧州特許第０８４７４３２（Ｂ）号明
細書、および米国特許第６，５８９，４４５（Ｂ）号明細書で知られている。
【００４３】
　コレステリック（すなわち、ねじれネマチックの）液晶ポリマーを生成するには、前駆
体組成物はキラルドーパントも含まなければならない。ドーパントは、欧州特許第０８４
７４３２（Ｂ）号明細書、英国特許出願公開第２３３０１３９（Ａ）号明細書、および米
国特許第６，５８９，４４５（Ｂ）号明細書で知られるように、イソソルビドの誘導体お
よびイソマンニドの誘導体ならびにこれらの混合物から選ばれてよい。イソソルビドは右
らせんねじれを引き起こすことが知られている一方、イソマンニドは左らせんねじれを引
き起こすことが知られている。
【００４４】
　ドーパントは、可視光の波長程度のらせんピッチを特徴とするらせん構造をネマチック
液晶化合物に引き起こし、その結果、決まった波長で光反射が起こるので、干渉色と、角
度に依存する色シフトとが現れるようになる。コレステリック液晶相からの反射光は、コ
レステリックらせんねじれの回転方向に応じて、（左回りまたは右回りのいずれかの）円
偏光になる。
【００４５】
　本発明のマーキングは、液晶前駆体化合物を基材に付け、続いてその化合物を基材上で
硬化させることによって生成される。硬化は、付けられた化合物を紫外光の照射にさらす
ことによって行うのが好ましい。紫外光の照射は、反応性モノマーまたは反応性オリゴマ
ーの重合を引き起こして、液晶ポリマーを形成する。これにより、液晶の分子秩序化が保
持される。すなわち、ネマチック構造またはコレステリック構造が、照射中に存在した状
態で固定される。コレステリック液晶材料の場合は、らせんピッチと、これに伴って、反
射色および角度に依存する色シフトのような光学特性とが、そのように固定されたままと
なる。
【００４６】
　アイテムまたは物品にマーキングする方法は、例えば、マーキングされる好適なアイテ
ムまたは物品を用意するステップと、少なくとも１つの高分子液晶材料を、固有の符号を
表す識別印の形で可変情報印刷法によりアイテムまたは物品の上に付けるステップとを含
む。特に、識別印によって表される固有の符号は、暗号化された情報であってよく、方法
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は、情報を暗号化するステップを含んでよい。
【００４７】
　液晶前駆体化合物は、任意のコーティング技術または印刷技術によって基材に付けられ
てよい。好ましくは、化合物は、レーザー印刷または連続式もしくはドロップオンデマン
ド式のインクジェット印刷のような、可変情報印刷法によって付けられる。可変情報印刷
法により、印刷されるアイテムごとのマーキングの固有符号化が可能になる。
【００４８】
　レーザー印刷によって付ける場合は、液晶ポリマー顔料薄片がトナー組成物へ混合され
てよい。この目的のためには、結合剤樹脂と、随意に、電荷制御剤またはワックスのよう
な、添加剤とを含むトナー組成物に、１重量％ないし５０重量％の割合で、液晶ポリマー
顔料粒子が加えられる。
【００４９】
　結合剤樹脂は、４５重量％ないし９５重量％の割合で存在し、ポリアミド、ポリオレフ
ィン、ポリウレタン、ビニル樹脂、エポキシド、スチレンブタジエン、スチレンアクリレ
ート共重合体、またはポリエステル樹脂のような、熱可塑性ポリマーから構成され、４０
℃ないし１２０℃、好ましくは６０℃ないし７０℃の範囲のガラス転移温度Ｔｇと、印刷
画像の所望の解像度に応じた、２～３０μｍの範囲にある平均ポリマー粒度とを有する。
液晶ポリマー顔料薄片は、このような結合剤樹脂に封入されてよい。
【００５０】
　随意に、上記のようにトナー組成物へ混合された液晶ポリマー顔料薄片は、５重量％な
いし６０重量％の割合で液体担体へ加えられて、液体現像剤を形成することができ、そし
て液体現像剤が液体トナーとして用いられ得るが、これは当業者に知られる通りである。
好ましい液体担体は、脂肪族炭化水素、脂環式炭化水素、またはポリシロキサンである。
それらの中で、パラフィン溶媒およびイソパラフィン溶媒が好ましい。
【００５１】
　インクジェット印刷によって付ける場合は、当業者に知られるように、組成物の粘度の
値を選ばれた印刷法に適合するよう調整するために、組成物は有機溶媒も含む。
【００５２】
　連続インクジェット印刷によって付ける場合は、組成物は導電剤（塩）も含み、導電剤
は、用いられる組成物に溶解できなければならない。そのような導電剤は、当業者に知ら
れるように、この印刷法の技術的要件として必要である。
【００５３】
　代替の実施の形態において、本発明の液晶マーキングは、好適な結合剤に液晶ポリマー
顔料薄片を含むコーティング組成物を、基材に付けることによって生成される。
【００５４】
　液晶ポリマー顔料薄片は、好ましくは、決まった波長での光反射（干渉色）と、角度に
依存する色シフトとを呈するコレステリック液晶ポリマーである。そのような顔料は、国
際公開第２００８／０００７５５（Ａ１）号（および関連文書）、欧州特許第１２１３３
３８（Ｂ１）号明細書、欧州特許第０６８５７４９（Ｂ１）号明細書、独国特許出願公開
第１９９２２１５８（Ａ１）号明細書、欧州特許出願公開第０６０１４８３（Ａ１）号明
細書、独国特許出願公開第４４１８４９０（Ａ１）号明細書、欧州特許第０８８７３９８
（Ｂ１）号明細書、国際公開第２００６／０６３９２６号、米国特許第５，２１１，８７
７号明細書、米国特許第５，３６２，３１５号明細書、および米国特許第６，４２３，２
４６号明細書で当業者に知られている。
【００５５】
　好適な結合剤は、ビニル樹脂、アクリル樹脂、スチレン無水マレイン酸共重合体樹脂、
ポリアセタール樹脂、ポリエステル樹脂、脂肪酸変性ポリエステル樹脂、およびそれらの
混合物から選ばれ得る。結合剤は、アクリレート、ビニルエーテル、エポキシド、および
これらの組み合わせのような、紫外線硬化性のモノマーおよびオリゴマーからさらに選ば
れてよい。
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【００５６】
　マーキングは、インクジェット印刷によって付けられることが好ましい。確実な印刷と
許容できる印刷品質のために、使用されるインクジェット機器は十分に大きなオリフィス
（ノズル）径を持たなければならない。ノズル径は、液晶ポリマー顔料薄片の平均径の少
なくとも１０倍であるべきである。例えば、平均薄片径が２５μｍの場合、ノズル径は少
なくとも２５０μｍであるべきである。上記特性を与えるシステムは、ドロップオンデマ
ンドインクジェットプリンタの特定の形態であるバルブジェットプリンタである。
【００５７】
　概して、本発明によるマーキングを持つアイテムまたは物品を認証する方法は、ａ）本
発明によるマーキングを持つアイテムまたは物品を用意するステップと、ｂ）少なくとも
１つの光源から少なくとも１つの性質の光でアイテムまたは物品のマーキングを照明する
ステップと、ｃ）マーキングから反射された光の検知によってマーキングの光学特性を検
出するステップと、ｄ）マーキングの検出された光学特性からアイテムまたは物品の真正
性を判定するステップとを含む。
【００５８】
　本発明のマーキングは、周囲光下での単純な目視検査による第１の方法に従って認証さ
れ得る。この目的のためには、人間の観察者が液晶材料の反射色および色シフトを知覚で
きるように、液晶材料が付けられる背景が十分な光学的コントラストを提供しなければな
らない。背景次第では、マーキングの一部分は肉眼で事実上不可視のままでよい。
【００５９】
　第２の方法において、マーキングは、光学フィルタのような受動的な検出手段を用い、
周囲光下で認証される。そのような受動的な検出手段で好ましいのは、左回りもしくは右
回りの円偏光フィルタ、またはこの両方の並置である。これにより、コレステリック液晶
材料で反射された光の偏光状態を求めることによって、コレステリック液晶材料のらせん
ピッチの回転方向を求めることができる。随意に、偏光フィルタを色フィルタと組み合わ
せることができるが、これは、スペクトル帯域幅を液晶材料のスペクトル反射帯域まで減
らし、それによって背景の寄与を減らすためである。２つ以上の光学フィルタが併用され
てもよい。
【００６０】
　第３の方法において、マーキングは、少なくとも１つの偏光光源からの円偏光を用いて
認証される。液晶材料は異なる円偏光の光を各様に反射するので、左らせんピッチおよび
右らせんピッチの材料を、円偏光に対するそれぞれの反応により区別することができる。
随意に、偏光光源によるマーキングの照明と、マーキングからの反射光の観察とを、色フ
ィルタを通して行ってもよい。２つ以上の偏光光源が併用されてもよい。
【００６１】
　第４の方法において、マーキングは、電気光学認証装置を用いて認証される。第１の実
施の形態では、装置は、少なくとも１つの光電池を、円偏光フィルタおよび／または円偏
光光源と組み合わせて備える。別の実施の形態では、装置は、リニアＣＣＤセンサアレイ
、２次元ＣＣＤ画像センサアレイ、リニアＣＭＯＳ画像センサアレイ、または２次元ＣＭ
ＯＳ画像センサアレイのような電気光学カメラを、円偏光フィルタおよび／または円偏光
光源と組み合わせて備える。
【００６２】
　随意に、上記の実施の形態の円偏光フィルタまたは円偏光光源を色フィルタと組み合わ
せて、特定のスペクトル領域を選択し、液晶材料から反射した光の、背景から反射した光
に対するコントラスト比を高めることができる。
【００６３】
　また、円偏光フィルタは、通常、電気光学偏光スイッチで置き換えることもできる。そ
のようなデバイスは、当技術分野において、例えば独国特許第１０２１１３１０（Ｂ４）
号明細書で知られており、そのようなデバイスにより、対応する印加電圧によって一方ま
たは他方の円偏光状態を選択することができる。
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【００６４】
　コレステリック液晶材料のすべての場合において、本発明のマーキングは、その１つ以
上の特有性、すなわちマーキングからの反射光の、円偏光状態および／または視角に依存
する色を検証することによって認証される。偏光光源もしくは偏光検出機器またはこの両
方は、マーキングの光学特性に応じて、電磁スペクトルの可視領域、赤外領域、もしくは
紫外領域で、またはこれらの組み合わせで動作するように選ばれてよい。
【００６５】
　本発明のマーキングは、マーキングが表す識別印を読み取り、続いて、そのようにマー
キングから取り出された情報とデータベースに格納された情報との相互関係を示すことに
よって、識別することができる。ある特定の実施の形態において、マーキングの識別印に
よって表される情報は暗号化され、識別は、その情報を復号するステップを含む。好まし
くは、識別印は、ＣＣＤ画像センサアレイまたはＣＭＯＳ画像センサアレイのような電気
光学カメラによって読み取られる。
【００６６】
　概して、本発明によるマーキングを持つアイテムまたは物品を識別する方法は、ａ）本
発明によるマーキングを持つアイテムまたは物品を用意するステップと、ｂ）少なくとも
１つの光源から少なくとも１つの性質の光でアイテムまたは物品のマーキングを照明する
ステップと、ｃ）マーキングによって表された識別印を読み取って、対応する情報を引き
出すステップと、ｄ）マーキングの識別印から取り出された情報とデータベースに格納さ
れた情報との相互関係を示すステップと、ｅ）アイテムまたは物品の同一性について確認
または否認を得るステップとを含む。
【００６７】
　本発明によるマーキングを持つアイテムまたは物品の識別は、認証に用いられる読取機
器の構成または組立品と同じもので行うことができる。
【００６８】
　第１の実施の形態において、識別印は、１次元または２次元のバーコードで表され、電
気光学カメラによりデジタル形式で取り出された画像が、対応するアルゴリズムを用いて
解析される。バーコードに含まれる情報は、取り出され、必要に応じて復号され、データ
ベースに格納された情報と比較されて、これによりアイテムが識別され、随意に、例えば
アイテムの履歴について、補足情報でデータベースが更新される。カメラは、自前の通信
能力を備えた読取装置の一部であってもよいし、通信装置の一部であってもよく、通信装
置は、例えば携帯電話であり、その場合、情報の取り出しは、携帯電話の内部資源を用い
て行われる。データベースは、通信装置内に置かれてもよいし（内蔵または交換可能なメ
モリ）、通信ネットワークを介してつながる外部サーバ上に置かれてもよい。
【００６９】
　第２の実施の形態において、識別印は、英数字符号で表され、電気光学カメラ（読取装
置）によりデジタル形式で取り出された画像は、対応する光学式文字認識（ＯＣＲ）アル
ゴリズムを用いて解析される。符号に含まれる情報は、取り出され、データベースに格納
された情報と比較されて、これによりアイテムが識別され、随意にデータベースが更新さ
れる。第１の実施の形態と同様に、データベースは、読取装置内に置かれてもよいし（内
蔵または交換可能なメモリ）、通信ネットワークを介してつながる外部サーバ上に置かれ
てもよい。英数字符号は、標準的なフォント、または特別の、機械識別可能なフォントを
用いて印刷され得る。あるいは、英数字符号は、目視で読み取られて、検証のために通信
システム（例えばインターネットまたはＳＭＳ）を介してデータセンターへ送信されるか
、またはラベル、参照マーク、もしくは他の英数字符号の形でアイテムに備わるデータと
照合されてよい。
【００７０】
　所定の光学特性を有する高分子液晶材料で作られる本発明のマーキングは、アイテム、
物品、または商品のセキュアな追跡（tracking）および追跡（tracing）のための個別化
された耐偽造符号による、アイテム、物品、または商品のセキュアな追跡（tracking）お
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よび追跡（tracing）に用いることができる。
【００７１】
　個別符号を商品またはアイテム上に付けるには、可変情報印刷法が必要である。本発明
の関連では、好ましい可変情報印刷法は、連続インクジェット印刷およびドロップオンデ
マンドインクジェット印刷の群から選ばれ、これらの印刷法によって、個別符号をあらゆ
る種類の表面に迅速かつ非接触で付けることが可能になる。個別符号により、各単一アイ
テムを、そのライフサイクルの後の段階で識別できるようになる。
【００７２】
　個別符号の複製を持つ偽造品によるオリジナルアイテムの置き換えを防ぐためには、個
別符号が耐偽造性を持たなければならない。耐偽造性は、物理的な、好ましくは光学的な
、特定の特性を有する特定のセキュリティ材料によって与えられ得るものであり、そうし
た材料は、マーキングの構成要素であってもよいし、あるいはマーキングに組み込まれて
もよい。特定のセキュリティ材料は、所定の光学特性を有する高分子液晶材料であっても
よいし、無機発光化合物、有機発光化合物、赤外線吸収材、磁性材料、犯罪捜査用マーカ
ー、およびそれらの組み合わせの群から選択された添加剤であってもよい。
【００７３】
　本発明のマーキングは、有価書類、銀行券、パスポート、本人確認書類、運転免許証、
公的な許可証、アクセス書類、切手、納税印紙およびバンデロール（特に、たばこ製品お
よびアルコール飲料用）、交通機関の切符、イベントのチケット、ラベル、ホイル、包装
（特に、医薬品用）のような、アイテムまたは物品で用いることができ、また、概して、
予備部品および消費財に（特に、責任問題に対処するために）マーキングするのに用いる
ことができる。
【００７４】
　アイテム、商品、または物品に付けられる本発明のマーキングは、そのようなマーキン
グされたアイテム、商品、または物品の、セキュアな追跡（tracking）および追跡（trac
ing）で用いるのに好適である。そのような、アイテムまたは物品のセキュアな追跡（tra
cking）および追跡（tracing）は、特に、ａ）追跡（trace）するアイテムまたは物品に
本発明によるマーキングを付けるステップと、ｂ）マーキングされたアイテムまたは物品
に関する情報をデータベースに格納するステップとの第１の交換可能なステップと、ｃ）
ここに開示された認証方法に従ってアイテムまたは物品を認証するステップと、ｄ）ここ
に開示された識別方法に従い、データベースにあらかじめ格納された情報を用いてアイテ
ムまたは物品を識別するステップとの第２の交換可能なステップとを含む。また、これに
より、随意にデータベースがアイテムまたは物品に関する新しい情報要素で更新されてよ
い。
【００７５】
　アイテムまたは商品に付けられる符号は、デジタル情報を表し、このデジタル情報は、
後の段階でアイテムまたは商品を識別するために、データベースに格納される。符号は、
データベースとのやり取りの際に符号が含む情報を保護するために、暗号化されてよい。
データベースは、データベース管理システムの一部であってよい。また、例えばＲＳＡ型
の公開・秘密鍵のような、あらゆる種類の暗号化アルゴリズムが好適である。
【００７６】
　データベースは、認証装置に組み込まれたローカルデータベースであってよい。あるい
は、データベースは、有線または無線の接続を介して認証装置につながれたリモートデー
タベースであってもよい。ローカルデータベースが、リモートサーバから定期的に更新さ
れてもよい。
【００７７】
　さらなる態様において、本発明は、可変情報印刷法によって個別マーキングを付けるこ
とができる。好ましいのは、連続インクジェット印刷法、またはドロップオンデマンド（
ＤＯＤ）インクジェット印刷法もしくはバルブジェット印刷法、のいずれかを用いたイン
クジェット印刷である。調整ラインおよび印刷機での番号付けおよび符号付けの用途に一
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般に用いられる産業用インクジェットプリンタが、特に好適である。好ましいインクジェ
ットプリンタは、単一ノズル連続インクジェットプリンタ（ラスタプリンタまたは多値偏
向型プリンタとも呼ばれる）、およびドロップオンデマンドインクジェット型、特にバル
ブジェット型のプリンタである。
【００７８】
　完全に隠れた機械読み取り可能なマーキングを提供するには、ネマチック液晶材料が用
いられる。明白または半隠れ状態の機械読み取り可能なマーキングを提供するには、コレ
ステリック液晶材料またはキラルネマチック液晶材料が用いられる。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
　本発明のさらに完全な理解のために、本発明の詳細な説明および添付の図面を参照する
。
【図１】本発明による表示マーキング（ａ）、（ｂ）、（ｃ）を持つ、例えば医薬品包装
のようなボール紙包装を模式的に描く図である。これらのマーキングは、ボール紙包装の
異なる位置に液晶材料で印刷されており、（ａ）は、例えば黒い背景のような、特に暗い
色の背景上のデータマトリックスコードを示し、（ｂ）は、例えば暗色部分と明色部分と
を有する、混合色の背景上のデータマトリックスコードを示し、（ｃ）白い背景上のデー
タマトリックスコードを示す。
【図２】コーティングされたボール紙に紫外線硬化液晶（ＬＣ）材料で印刷されたＥＣＣ
２００データマトリックスコードから取り込まれた画像を示し、（ａ）は、右円偏光白色
光照明下、ＣＭＯＳカメラの前に右円偏光フィルタを有する状態で、黒い背景から取り出
されたＬＣデータマトリックスコードであり、（ｂ）は、右円偏光白色光照明下、ＣＭＯ
Ｓカメラの前に右円偏光フィルタを有する状態で、白黒の背景から取り出されたＬＣデー
タマトリックスコードであり、（ｃ）は、右円偏光白色光照明下、ＣＭＯＳカメラの前に
フィルタを持たない状態で、白黒の背景から取り出されたＬＣデータマトリックスコード
であり、（ｄ）は、非偏光白色光照明下、ＣＭＯＳカメラの前にフィルタを持たない状態
で、白黒の背景から取り出されたＬＣデータマトリックスコードである。
【発明を実施するための形態】
【００８０】
　第１の実施の形態において、本発明のマーキングは、液晶前駆体材料でできており、そ
れが基材の表面に液晶状態で付けられて、さらに紫外光または電子ビーム放射での照射に
よって、秩序化された液晶状態で重合（硬化）されるが、これは当業者に知られる通りで
ある。
【００８１】
　このように、この実施の形態において付けられる液晶材料は、液晶ポリマーのモノマー
前駆体またはオリゴマー前駆体である。前駆体は、重合性基を有する少なくとも１つのネ
マチック液晶モノマーまたはネマチック液晶オリゴマーを含む。好適なネマチック液晶モ
ノマーまたはネマチック液晶オリゴマーは、
 安息香酸4-[4-[(1-オキソ-2-プロペニル)オキシ]ブトキシ]-1,4-フェニレンエステル、
 安息香酸4-[4-[(1-オキソ-2-プロペニル)オキシ]ブトキシ]-,2-メチル-1,4-フェニレン
エステル、
 安息香酸4-[4-[(1-オキソ-2-プロペニル)オキシ]ヘキソキシ]-,2-メチル-1,4-フェニレ
ンエステル、
 安息香酸4-[4-[(1-オキソ-2-プロペニル)オキシ]ブトキシカルボキシ]-1,4-フェニレン
エステル、
 安息香酸4-[4-[(1-オキソ-2-プロペニル)オキシ]ブトキシカルボキシ]-,2-メチル-1,4-
フェニレンエステル、
およびこれらの組み合わせのような、ビスアクリレートの群からのものである。
　ネマチック液晶モノマーまたはネマチック液晶オリゴマーは、１０重量％ないし１００
重量％の範囲で前駆体材料中に存在してよい。



(14) JP 5617087 B2 2014.11.5

10

20

30

40

50

　紫外線放射によって硬化が行われる場合は、前駆体材料は、少なくとも１つの光開始剤
と随意に安定剤とを含む、少なくとも１つの光開始剤系を含む。好適な光開始剤は、イル
ガキュア（Irgacure、例えばイルガキュア３６９、６５１、９０７、または１３００）、
またはゲノマー（Genomer、例えばＢＰ／ＥＰＤ）などの、フリーラジカル誘発剤の群か
ら選ぶことができる。
　好適な安定剤は、クロマケム（Kromachem）社から供給されるFlorstab UV-1、およびラ
ーン（Rahn）社から供給されるGenorad 16である。
【００８２】
　光開始剤は、０．５重量％ないし５重量％の範囲で前駆体材料中に存在してよい。
【００８３】
　コレステリック（すなわち、ねじれネマチック）相を得るため、前駆体は、少なくとも
１つのキラルドーパント（キラル誘導剤）をさらに含む。好適なキラルドーパントは、
　(3R,3aR,6R,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(アクリロイルオ
キシエトキシ)ベンゾアート)、
　(3R,3aR,6R,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(アクリロイルオ
キシブトキシ)ベンゾアート)、
　(3R,3aR,6R,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(アクリロイルオ
キシブトキシ)-2-メチルベンゾアート)、
　(3R,3aR,6R,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(アクリロイルオ
キシブトキシ)-3-メトキシベンゾアート)、
　(3R,3aR,6R,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(4'-(アクリロイ
ルオキシブトキシ)ベンゾイルオキシ)-3-メトキシベンゾアート)、
　(3R,3aR,6R,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(アクリロイルオ
キシ)-2-メチルベンゾアート)、
　(3R,3aR,6R,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(アクリロイルオ
キシ)-3-メチルベンゾアート)、
　(3R,3aR,6R,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(4-(アクリロイ
ルオキシ)ブトキシ)ベンゾアート)、
　(3R,3aR,6R,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(アクリロイルオ
キシ)-3,5-ジメチルベンゾアート)、
　(3R,3aR,6R,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(4-(アクリロイ
ルオキシ)ベンゾイルオキシ)ベンゾアート)、
　(3R,3aR,6R,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(4-(4-(アクリロ
イルオキシ)ブトキシ)ベンゾイルオキシ)ベンゾアート)、
　(3R,3aR,6R,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(4-(4-(アクリロ
イルオキシ)ブトキシ)ベンゾイルオキシ)-3-メトキシベンゾアート)、
　(3R,3aR,6S,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(アクリロイルオ
キシエトキシ)ベンゾアート)、
　(3R,3aR,6S,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(アクリロイルオ
キシブトキシ)ベンゾアート)、
　(3R,3aR,6S,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(アクリロイルオ
キシブトキシ)-2-メチルベンゾアート)、
　(3R,3aR,6S,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(アクリロイルオ
キシブトキシ)-3-メトキシベンゾアート)、
　(3R,3aR,6S,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(4'-(アクリロイ
ルオキシブトキシ)ベンゾイルオキシ)-3-メトキシベンゾアート)、
　(3R,3aR,6S,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(アクリロイルオ
キシ)-2-メチルベンゾアート)、
　(3R,3aR,6S,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(アクリロイルオ
キシ)-3-メチルベンゾアート)、
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　(3R,3aR,6S,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(4-(アクリロイ
ルオキシ)ブトキシ)ベンゾアート)、
　(3R,3aR,6S,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(アクリロイルオ
キシ)-3,5-ジメチルベンゾアート)、
　(3R,3aR,6S,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(4-(アクリロイ
ルオキシ)ベンゾイルオキシ)ベンゾアート)、
　(3R,3aR,6S,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(4-(4-(アクリロ
イルオキシ)ブトキシ)ベンゾイルオキシ)ベンゾアート)、および
　(3R,3aR,6S,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(4-(4-(アクリロ
イルオキシ)ブトキシ)ベンゾイルオキシ)-3-メトキシベンゾアート)、
ならびにこれらの組み合わせのような、イソマンニドの誘導体およびイソソルビドの誘導
体を含む。
【００８４】
　キラルドーパントは、０．１重量％ないし２５重量％の範囲で前駆体材料中に存在して
よい。
【００８５】
　マーキングは、連続インクジェット型またはドロップオンデマンドインクジェット型の
いずれかのインクジェット印刷によって、好ましくは単一ノズル／ラスタまたはバルブジ
ェット印刷によって付けられることが好ましい。インクジェット印刷によって付ける場合
、組成物は、その粘度をこれらの印刷法に必要な低い値に合わせて調整するために、さら
に溶媒を含まなければならない。インクジェット印刷用インクの典型的な粘度値は、２５
℃において４ｍＰａ・ｓないし３０ｍＰａ・ｓの範囲にある。使用できる溶媒は、メチル
エチルケトン（ＭＥＫ）、アセトン、酢酸エチル、エチル3-エトキシプロピオナート、ま
たはトルエンのような、低粘度でわずかに極性のある非プロトン性の有機溶媒の群から選
ばれる。ジクロロメタン、トリクロロメタン、またはトリクロロエチレンのような塩素化
溶媒は、技術的には好適であるが、その毒性のため印刷用インクでは望ましくない。
【００８６】
　溶媒は、１０重量％ないし９５重量％の範囲、典型的には５５重量％ないし８５重量％
の範囲で、インクジェット前駆体材料中に含まれる。
【００８７】
　連続インクジェット印刷の場合、前駆体材料は、溶解した導電剤、典型的には、硝酸リ
チウム、過塩素酸リチウム、塩化テトラブチルアンモニウム、またはテトラフルオロホウ
酸テトラブチルアンモニウムのような、塩も含む。
【００８８】
　塩は、０．１重量％ないし５重量％の濃度範囲で存在する。
【００８９】
　前駆体材料は、好ましくは、偽造に対するマーキングの抵抗力を増すために、低濃度か
ら中濃度で存在するセキュリティ材料をさらに含んでよい。これらのセキュリティ材料は
、無機発光化合物、有機発光化合物、赤外線吸収材、磁性材料、犯罪捜査用マーカー、お
よびそれらの組み合わせからなる群から選択される。濃度の範囲は、発光化合物は０．０
１％ないし５％、赤外線吸収材または磁性材料は０．１％ないし１０％、犯罪捜査用マー
カー材料は０．００１％ないし１％である。
【００９０】
　インクジェット印刷機器を用いて本発明を実行するための、好ましいコレステリック液
晶前駆体材料は、少なくとも１つのネマチック化合物と、少なくとも１つのキラル誘導化
合物と、有機溶媒と、光開始剤との混合物を含む。
【００９１】
　ネマチック化合物は、欧州特許出願公開第０２１６７１２（Ａ）号明細書、欧州特許第
０８４７４３２（Ｂ）号明細書、および米国特許第６，５８９，４４５（Ｂ）号明細書に
開示されたようなアクリル系またはビスアクリル系のものが好ましく、当該出願は引用す
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ることによりここに含まれるものとする。コレステリック液晶前駆体混合物中に存在する
ネマチック化合物の好ましい量は、約１０重量％ないし約６０重量％、より好ましくは約
１０重量％ないし約４５重量％である。
【００９２】
　好ましいキラル誘導剤は、欧州特許第０７３９４０３（Ｂ）号明細書、英国特許出願公
開第２３３０１３９（Ａ）号明細書、および米国特許第６，５８９，４４５（Ｂ）号明細
書に開示された、イソソルビドの誘導体およびイソマンニドの誘導体から選択され、当該
出願は引用することによりここに含まれるものとする。コレステリック液晶前駆体混合物
中に存在するキラル誘導剤の量は、約０．１重量％ないし約２５重量％、好ましくは約０
．５重量％ないし約１５重量％である。
【００９３】
　本発明によるマーキングを生成するための液晶前駆体材料は、染料、顔料、着色剤、希
釈液、導電性塩、表面活性化合物、表面接着促進剤、湿潤剤、消泡剤、および分散剤をさ
らに含んでよい。
【００９４】
　本発明のマーキングは、好ましくは、固有の１次元バーコード、スタック型１次元バー
コード、もしくは２次元バーコード、またはマトリックスコードを表す識別印の形で付け
られる。記号体系は、小売業界で消費財のマーキングに用いられるものから選ばれること
が好ましい。これらの記号体系は国際的に認められた標準であり、対応する読取アルゴリ
ズムおよび復号アルゴリズムが、知られ、市販の装置に実装されている。
【００９５】
　好適な１次元およびスタック型１次元のバーコード記号体系は、当業者に知られており
、プレッシー（Ｐｌｅｓｓｅｙ）、ＵＰＣ、コーダバー（Ｃｏｄａｂａｒ）、コード２５
ノンインターリーブド２／５（Ｃｏｄｅ　２５　Ｎｏｎ－ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅｄ　２　
ｏｆ　５）、コード２５インターリーブド２／５（Ｃｏｄｅ　２５　Ｉｎｔｅｒｌｅａｖ
ｅｄ　２　ｏｆ　５）、コード３９、コード９３、コード１２８、コード１２８Ａ、コー
ド１２８Ｂ、コード１２８Ｃ、コード１１、ＣＰＣバイナリ（ＣＰＣ　Ｂｉｎａｒｙ）、
ＤＵＮ１４、ＥＡＮ２、ＥＡＮ５、ＥＡＮ８、ＥＡＮ１３、（かつてはＵＣＣ／ＥＡＮ－
１２８として知られた）ＧＳ１－１２８、ＥＡＮ１２８、ＵＣＣ１２８、かつての省スペ
ースシンボル（Ｒｅｄｕｃｅｄ　Ｓｐａｃｅ　Ｓｙｍｂｏｌｏｇｙ、ＲＳＳ）であるＧＳ
１データバー（ＧＳ１　ＤａｔａＢａｒ）、ＩＴＦ－１４、ファーマコード（Ｐｈａｒｍ
ａｃｏｄｅ）、ＰＬＡＮＥＴ、ＰＯＳＴＮＥＴ、ＯｎｅＣｏｄｅ、ＭＳＩ、ＰｏｓｔＢａ
ｒ、ＲＭ４ＳＣＣ／ＫＩＸ、またはＴｅｌｅｐｅｎのような記号体系名で入手可能である
。
【００９６】
　好適な２次元バーコード記号体系は、当業者に知られており、３－ＤＩ、ＡｒｒａｙＴ
ａｇ、アズテックコード（Ａｚｔｅｃ　Ｃｏｄｅ）、スモールアズテックコード（Ｓｍａ
ｌｌ　Ａｚｔｅｃ　Ｃｏｄｅ）、ｂＣＯＤＥ、Ｂｕｌｌｓｅｙｅ、Ｃｏｄａｂｌｏｃｋ、
コード１、コード１６Ｋ、コード４９、カラーコード（ＣｏｌｏｒＣｏｄｅ）、ＣＰコー
ド（ＣＰ　Ｃｏｄｅ）、ＤａｔａＧｌｙｐｈｓ、データマトリックス（Ｄａｔａｍａｔｒ
ｉｘ）、Ｄａｔａｓｔｒｉｐ　Ｃｏｄｅ、Ｄｏｔ　Ｃｏｄｅ　Ａ、ＥＺｃｏｄｅ、Ｈｉｇ
ｈ　Ｃａｐａｃｉｔｙ　Ｃｏｌｏｒ　Ｂａｒｃｏｄｅ、ＨｕｅＣｏｄｅ、インタクタコー
ド（ＩＮＴＡＣＴＡ．ＣＯＤＥ）、ＩｎｔｅｒＣｏｄｅ、マキシコード（ＭａｘｉＣｏｄ
ｅ）、ｍＣｏｄｅ、ＭｉｎｉＣｏｄｅ、ＰＤＦ４１７、マイクロＰＤＦ４１７、ＰＤＭａ
ｒｋ、ＰａｐｅｒＤｉｓｋ、Ｏｐｔａｒ、ＱＲコード、Ｓｅｍａｃｏｄｅ、ＳｍａｒｔＣ
ｏｄｅ、Ｓｎｏｗｆｌａｋｅ　Ｃｏｄｅ、ＳｈｏｔＣｏｄｅ、ＳｕｐｅｒＣｏｄｅ、Ｔｒ
ｉｌｌｃｏｄｅ、ＵｌｔｒａＣｏｄｅ、ベリコード（ＶｅｒｉＣｏｄｅ）、ＶＳＣｏｄｅ
、ＷａｔｅｒＣｏｄｅ、およびＥＣＣ２００のような記号体系名で入手可能である。この
後者は、組み込みの誤り訂正符号を有し、国際標準ISO/CEI 16022:2006に規定されている
。
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【００９７】
　光学式文字認識（ＯＣＲ）に好適なフォントタイプは、当業者に知られている。
【００９８】
　図１は、本発明のコレステリック液晶マーキングを有する製品包装を模式的に示す図で
ある。マーキングは、包装の表面にＥＣＣ２００データマトリックスコードの形で存在す
る。データマトリックスＥＣＣ２００は、パブリックドメインの記号体系である。マーキ
ングは、包装上の任意の所望の位置に付けることができる。従って、マーキングは、全体
が第１の背景色上に存在してもよいし（ａ）、包装上に存在する第１の背景色および第２
のデザインカラーモチーフと部分的に重なって存在してもよいし（ｂ）、全体が包装の白
い領域または無色の領域に存在してもよい（ｃ）。
【００９９】
　本発明のマーキングを読み取る読取装置は、市販のバーコードリーダを基にして、特に
、小売業界で用いられる手持ち式のＣＣＤ／ＣＭＯＳカメラ読取機器や読取台を基にして
、構成することができる。マーキングが、その場で得られる（狭帯域の）照明と適切に合
う場合は、読取機器は直接、液晶の符号を読み取れるようにされてよい。
【０１００】
　その他の場合において、読取装置はさらに、マーキングに実装された特定のセキュリテ
ィ要素の反応を読み取るように適合させられ得る（読み取れるようにされ得る）。相応に
適合させられたフラットベッドスキャナを用いることもできる。ＣＣＤカメラを基にした
バーコードリーダは、当業者に知られており、アキュソート（Accu-Sort）、コグネック
ス、ＤＶＴ、マイクロスキャン、オムロン、ジック、ＲＶＳＩ、キーエンス等のような、
いくつかの産業会社によって生産されている。
【０１０１】
　上記のように読取装置を適合させることとして、直線偏光フィルタ、右円偏光フィルタ
、左円偏光フィルタ、電気光学偏光フィルタ、波長板、およびスペクトル選択的な任意の
種類の色フィルタ、ならびにこれらの組み合わせ、の群から選ばれた１つまたはいくつか
の光学フィルタの実装が含まれてよい。ある特定の実施の形態では、少なくとも２つの異
なる光学フィルタが用いられる。また、上記のように適合させることとして、スペクトル
選択的な（すなわち、有色の）光源、直線偏光光源、左円偏光光源、および右円偏光光源
、ならびにこれらの組み合わせ、の群から選ばれた１つまたはいくつかの特定の光源の実
装がさらに含まれてよい。
【０１０２】
　しかしながら、光源は、周囲光、白熱灯、レーザーダイオード、発光ダイオード、およ
び色フィルタを有するあらゆる種類の光源から選ぶことができる。光源は、電磁スペクト
ルの可視領域（波長４００ｎｍないし７００ｎｍ）、近赤外領域（波長７００ｎｍないし
１１００ｎｍ）、遠赤外領域（波長１１００ｎｍないし２５００ｎｍ）、または紫外領域
（波長２００ｎｍないし４００ｎｍ）のスペクトル領域に放射スペクトルを有してよい。
【０１０３】
　従って、読取装置は、マーキングを読み取れるようにされるだけでなく、正しいセキュ
リティ材料でできているものである、すなわち必要なセキュリティ材料を含むものである
と、マーキングを認証できるようにもされる。読取装置は、読み取られた符号を表し、そ
のマーキングおよび符号を持つアイテムに対応するデータベースのエントリを指示する、
デジタル情報を出力する。
【０１０４】
　デジタル情報は、読取装置に格納された情報と比較されてもよいし、読取装置と外部の
データベースとの間でやり取りされてもよい。このやり取りは、例えばＲＳＡ型の公開・
秘密の符号化を用いて、暗号化された形で行うことができる。この情報交換は、例えば結
線による伝送、無線リンク、赤外線リンクなどの、あらゆる種類の伝送手段によって行う
ことができる。
【０１０５】
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　前駆体材料にキラル誘導剤が含まれない特定の場合は、ネマチック液晶ポリマーが得ら
れる。そのようなポリマーは、通常、複屈折を特徴とする。すなわち、印刷層の分子が主
たる方向に配向し、分子軸に沿った屈折率の成分が、分子軸と直交する屈折率の成分と異
なる。
【０１０６】
　このようなネマチック液晶ポリマーは、その複屈折性を利用することにより、セキュリ
ティ要素として働くことができる。その場合、ネマチック液晶ポリマーは、波長板の役割
を果たし、適切な層厚さにおいて、直線偏光を円偏光に変換すること、またはその逆が可
能である。反射基材の場合であれば、マーキング上に適切な向きで置かれた直線偏光フィ
ルタを用いて、付けられた液晶ポリマーの有無を明らかにすることができる。透過基材の
場合は、マーキングを可視にするために、反射体または第２の偏光フィルタのいずれかを
基材の背面に付ける必要がある。
【０１０７】
　第２の実施の形態において、本発明のマーキングは、コーティング組成物に含まれて基
材表面に付けられた、液晶ポリマーの顔料薄片からなる。
【０１０８】
　好ましい液晶ポリマー顔料は、国際公開第２００８／０００７５５（Ａ１）号に開示さ
れた種類のものであり、当該出願は引用することによりここに含まれるものとする。その
ような顔料を含む本発明によるマーキングは、２００ｎｍないし２５００ｎｍの波長範囲
に少なくとも２つの反射帯を呈する。
【０１０９】
　本発明を実行するのに有用なコレステリック液晶ポリマー（ＣＬＣＰ）顔料は、欧州特
許第１２１３３３８（Ｂ１）号明細書、欧州特許第０６８５７４９（Ｂ１）号明細書、独
国特許出願公開第１９９２２１５８（Ａ１）号明細書、欧州特許出願公開第０６０１４８
３（Ａ１）号明細書、独国特許出願公開第４４１８４９０（Ａ１）号明細書、欧州特許第
０８８７３９８（Ｂ１）号明細書、および国際公開第２００６／０６３９２６号に開示さ
れている。米国特許第５，２１１，８７７号明細書、米国特許第５，３６２，３１５号明
細書、および米国特許第６，４２３，２４６号明細書も参照される。このような粒子は、
１マイクロメートルないし１０マイクロメートルほどの厚さと、１０マイクロメートルな
いし１００マイクロメートルほどの薄片径とを有し、対応する液晶ポリマー膜を粉砕する
ことによって得られる。本発明で用いるのに好ましい薄片は、１マイクロメートルないし
１０マイクロメートルの範囲の厚さと、２０マイクロメートルないし５０マイクロメート
ルの範囲の平均薄片径とを有する。
【０１１０】
　コーティング組成物は、必須成分として少なくとも１つの結合剤を含み、また随意に、
付ける方法およびマーキングされる基材からの必要に応じて、顔料、染料、エクステンダ
ー、添加剤、光開始剤などがさらに存在してよい。好ましい結合剤は、ビニル樹脂、アク
リル樹脂、スチレン無水マレイン酸共重合体樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリエステル樹
脂、脂肪酸変性ポリエステル樹脂、ならびに、アクリレート、ビニルエーテル、エポキシ
ド、およびこれらの組み合わせのような、紫外線硬化性のモノマーおよびオリゴマーの群
から選ばれる。
【０１１１】
　コーティング組成物は、好ましくは、偽造に対するその抵抗力を増すために、低濃度か
ら中濃度で存在するさらなるセキュリティ材料を含んでよい。これらのセキュリティ材料
は、無機発光化合物、有機発光化合物、赤外線吸収材、磁性材料、犯罪捜査用マーカー、
およびそれらの組み合わせからなる群から選択される。典型的な濃度の範囲は、発光化合
物は０．０１％ないし５％、赤外線吸収材または磁性材料は０．１％ないし１０％、犯罪
捜査用マーカー材料は０．００１％ないし１％である。
【０１１２】
　特定の条件に対応するため、本発明によるマーキングを生成するためのコーティング組
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成物は、当技術分野で知られるように、染料、顔料、着色剤、希釈液、導電性塩、表面活
性化合物、表面接着促進剤、湿潤剤、消泡剤、および分散剤をさらに含んでよい。
【０１１３】
　本発明による液晶マーキングの認証および識別は、光源を必要とし、以下の方法のうち
の１つで行われなければならない。
ｉ）円偏光または直線偏光でマーキングを照明し、マーキングの反射を検出することによ
る方法。
ｉｉ）非偏光（例えば周囲光）でマーキングを照明し、円偏光フィルタまたは直線偏光フ
ィルタを通してマーキングの反射を検出することによる方法。
ｉｉｉ）円偏光照明または直線偏光照明と、円偏光フィルタまたは直線偏光フィルタを通
しての検出との組み合わせによる方法。
【０１１４】
　このように、マーキングされたアイテムまたは物品の照明は、非偏光光源、直線偏光光
源、左円偏光光源、および右円偏光光源から選ばれた光源によって行われる。
【０１１５】
　すべての場合において、検出は、目で、あるいは、光電池またはＣＣＤカメラもしくは
ＣＭＯＳカメラのような、電気光学検出機器を利用して行われてよい。光源および検出は
、特定の発光体および／または色フィルタを用いて、スペクトル選択的に行われ、あるい
は選ばれてよい。検出は、電磁スペクトルの可視領域（波長４００ｎｍないし７００ｎｍ
）で行われることが好ましい。
【０１１６】
　ある特定の実施の形態において、アイテムまたは物品を認証するためのマーキングの照
明は、非偏光（ランダム偏光）光源、直線偏光光源、左円偏光光源、および右円偏光光源
から選択された少なくとも２つの異なる光源を用いて行われる。
【０１１７】
　図２は、コーティングされたボール紙に液晶材料で印刷されたＥＣＣ２００データマト
リックスコードから撮影された画像を示す図である。これらの画像は、明るい背景または
構成された背景上の印刷された符号の読み取りに、液晶材料マーキングの偏光特性を用い
ることの利点を、明確に示している。最も有利なのは、照明のための偏光と、カメラの前
の偏光フィルタの使用との組み合わせである。すべての画像は同じ光源および同じカメラ
設定で撮影されたものであり、すべて白黒モードで、また、光源および／またはカメラの
前に偏光フィルタがある状態またはない状態で撮影された。また、画像は、最大のコント
ラストと最適な輝度を得るために、デジタル的に処理された。
【０１１８】
　好ましい選択肢において、本発明の液晶マーキングは、直線偏光フィルタまたは円偏光
フィルタのような受動的な検出手段により、非偏光（好ましくは周囲光）下で可視にされ
る。しかしながら、例えば、電磁スペクトルの赤外領域（波長７００ｎｍないし２５００
ｎｍ）、好ましくは近赤外領域（波長７００ｎｍないし１１００ｎｍ）、遠赤外領域（波
長１１００ｎｍないし２５００ｎｍ）、または紫外領域（波長２００ｎｍないし４００ｎ
ｍ）のような、可視スペクトル（波長４００ｎｍないし７００ｎｍ）の外側でも、マーキ
ングがこれらの領域に反射帯域を有するのであれば、マーキングを識別および認証するこ
とができる。
【０１１９】
　コレステリック液晶ポリマーは、その性質上、そのらせんピッチを適切に選ぶことによ
り反射帯域を電磁スペクトルの一部にわたって調整することのできる、スペクトル選択的
な反射体である。ピッチが、液晶前駆体中のキラル誘導化合物に対するネマチック前駆体
材料の比と、重合温度とに依存することは注目に値する。重合の後は、材料のらせんピッ
チ、従って反射色が、固定されたままとなる。
【０１２０】
　当業者に知られるように、キラル誘導剤の量が少ないと、らせんねじれが小さくなり、
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その結果、らせんピッチが大きくなる。従って、キラル誘導剤の量が少ないと、結果とし
て生じるポリマーの反射帯域がスペクトルの長波長端、典型的には赤外領域または赤領域
に生成され、一方、誘導剤の量がより多くなると、結果として生じるポリマーの反射帯域
がスペクトルの短波長端、典型的には青領域または紫外領域に生成される。
【０１２１】
　キラル誘導剤の掌性、すなわち所定の誘導剤が左らせんピッチを生じるのか右らせんピ
ッチを生じるのかについても、反射光の円偏光がそれぞれ逆になるので、注意しなければ
ならない。イソマンニド誘導体は、左円偏光の反射を引き起こすことが知られ、一方、イ
ソソルビド誘導体は、右円偏光の反射を引き起こすことが知られている。
【０１２２】
　以下に、連続インクジェット印刷法によって付けることのできる、コレステリック液晶
ポリマー前駆体組成物の典型的な例を示す。
　　ＭＥＫ　55.7重量％
　　安息香酸4-[4-[(1-オキソ-2-プロペニル)オキシ]ブトキシカルボキシ]-,2-メチル-1,
4-フェニレンエステル　40.1重量％
　　(3R,3aR,6S,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(アクリロイル
オキシブトキシ)ベンゾアート)　1.70重量％
　　イルガキュア９０７　1.30重量％
　　LiClO4　1.20重量％
【０１２３】
　以下の例は、バルブジェット（ドロップオンデマンド）インクジェット印刷法によって
付けることのできる、典型的なコレステリック液晶ポリマー顔料組成物である。
　　PIOLOFORM（登録商標）ＢＬ１８　5.0重量％
　　ＭＥＫ　64.6重量％
　　ジエチレングリコール　10.0重量％
　　エタノール　8.0重量％
　　ＬＣポリマー顔料　10.0重量％
　　ＢＹＫ（登録商標）－４３０　1.5重量％
　　ＢＹＫ（登録商標）－４１０　0.9重量％
　PIOLOFORM（登録商標）ＢＬ１８は、ワッカー（Wacker）社から供給されるＣＡＳ番号
６３１４８－６５－２のポリビニルブチラール樹脂である。ＢＹＫ（登録商標）－４３０
は、ＢＹＫ社から供給される変性尿素の溶液である。ＢＹＫ（登録商標）－４１０は、Ｂ
ＹＫ社から供給される高分子尿素変性極性ポリアミドの溶液である。
【０１２４】
　以下は、バルブジェット印刷法によって付けることのできる、コレステリック液晶ポリ
マー前駆体組成物の代替例である。
　　ＭＥＫ　83.0重量％
　　安息香酸4-[4-[(1-オキソ-2-プロペニル)オキシ]ブトキシ]-,2-メチル-1,4-フェニレ
ンエステル　14.7重量％
　　(3R,3aR,6S,6aR)-ヘキサヒドロフロ[3,2-b]フラン-3,6-ジイルビス(4-(アクリロイル
オキシブトキシ)ベンゾアート)　1.50重量％
　　イルガキュア９０７　0.8重量％
【０１２５】
　当業者は、以上に挙げられた指摘および例示的な実施の形態に基づいて、本発明のさら
なる実施の形態を導出できる。
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