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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一光学エレメント（１５）が配置された第一透明窓（１２）と、第二光学エレメント
（１６）が配置された第二透明窓（１３）とを有するセキュリティドキュメント（１、３
、４、５）、特に紙幣（ｂａｎｋｎｏｔｅ）または身分証明書であって、前記第一透明窓
（１２）および前記第二透明窓（１３）が、前記第一および第二光学エレメント（１５、
１６）が互いに重なり合った関係にされ得るように前記セキュリティドキュメントのキャ
リア（１１）に相互に間隔をおいた関係に配置され、
　前記第一光学エレメント（１５）が第一透過性ミクロレンズフィールド（１５、３１、
４１、５１）を有し、前記第二光学エレメント（１６）が第二透過性ミクロレンズフィー
ルド（１６、３２、４２、５２）を有し、
　前記第一および第二ミクロレンズフィールドのミクロレンズのレンズ間隔は３００μｍ
より小さく、
　前記第二ミクロレンズフィールドが前記第一ミクロレンズフィールドと重なり合うとき
第一光学効果が生じ、
　前記第一ミクロレンズフィールドは、前記第一ミクロレンズフィールドのミクロレンズ
の光軸が第一周期ラスタに従って一定のレンズ間隔で平行の関係に間隔をおいて配置され
た領域（３３、４６、５３、５４）を有し、前記第二ミクロレンズフィールドは、前記第
二ミクロレンズフィールドのミクロレンズの光軸が第二周期ラスタに従って一定のレンズ
間隔で平行の関係に間隔をおいて配置された領域（３５，３４、４８、４７、５５、５６
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）を有し、前記第一ミクロレンズフィールドのミクロレンズの前記一定のレンズ間隔は前
記第二ミクロレンズフィールドのミクロレンズの前記一定のレンズ間隔とは異なり、
　前記第一および／または第二ミクロレンズフィールドは前記ミクロレンズのレンズ間隔
が異なる二つ以上の領域を有し、および/または
　前記第一および／または第二ミクロレンズフィールド（３２、４２）は前記ミクロレン
ズの焦点距離が異なる二つ以上の領域を有し、および/または
　前記第一および第二ミクロレンズフィールドのミクロレンズの前記焦点距離は、前記第
一および第二透明窓が重ね合わされるときに前記第一および第二ミクロレンズフィールド
のミクロレンズがそれらの焦点距離の合計に従って互いに間隔をおいて配置されるように
選択されることを特徴とするセキュリティドキュメント。
【請求項２】
　前記第一ミクロレンズフィールドのミクロレンズのレンズ間隔は前記第二ミクロレンズ
フィールドのミクロレンズのレンズ間隔の整数倍であることを特徴とする請求項１に記載
のセキュリティドキュメント。
【請求項３】
　前記第一ミクロレンズフィールド（１５、３１、４１、５１）は正の焦点距離の複数の
ミクロレンズを有し、前記第二ミクロレンズフィールド（１６、３２、４２、５２）は正
の焦点距離の複数のミクロレンズを有することを特徴とする請求項１または２に記載のセ
キュリティドキュメント。
【請求項４】
　前記第一ミクロレンズフィールド（１５、３１、４１、５１）は正の焦点距離の複数の
ミクロレンズを有し、前記第二ミクロレンズフィールド（１６、３２、４２、５２）は負
の焦点距離の複数のミクロレンズを有することを特徴とする請求項１～３のいずれか１つ
に記載のセキュリティドキュメント。
【請求項５】
　前記第一および／または第二ミクロレンズフィールドは前記ミクロレンズのレンズ間隔
が基礎的な周期ラスタに関して位相移動された二つ以上の領域を有することを特徴とする
請求項１～４のいずれか１つに記載のセキュリティドキュメント。
【請求項６】
　前記第一および／または第二ミクロレンズフィールドは前記ミクロレンズのレンズ間隔
が徐々に変化する領域を有することを特徴とする請求項１に記載のセキュリティドキュメ
ント。
【請求項７】
　前記第一および／または第二ミクロレンズフィールドは前記ミクロレンズのレンズ間隔
が徐々に変化する領域を有することを特徴とする請求項１または６に記載のセキュリティ
ドキュメント。
【請求項８】
　前記セキュリティドキュメント（４）は不透明第三光学エレメント（４５、４４）を有
し、前記第一および第二光学エレメントが前記第三光学エレメントと重なり合う時第二光
学効果が生じることを特徴とする請求項１～７のいずれか１つに記載のセキュリティドキ
ュメント。
【請求項９】
　前記第三光学エレメント（４５）は潜在的なモアレパターンを有することを特徴とする
請求項７に記載のセキュリティドキュメント。
【請求項１０】
　前記第三光学エレメントが前記第一および第二ミクロレンズフィールドをそれぞれ形成
するレリーフ構造（２７）は形成された複製ラッカー層（２４）を有することを特徴とす
る請求項１～９のいずれか１つに記載のセキュリティドキュメント。
【請求項１１】
　前記第一および／または第二ミクロレンズフィールドの前記ミクロレンズは、光学回折
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効果を有し光学回折手段によって前記ミクロレンズフィールドの効果を生じ、その構造深
さがほぼ１０μｍであるレリーフ構造（２７）によって形成されることを特徴とする請求
項１～１０のいずれか１つに記載のセキュリティドキュメント。
【請求項１２】
　前記第一および／または第二光学エレメント（１５、１６）はトランスファーフィルム
、特にホットスタンピングフィルムのトランスファー層（２０）を備えていることを特徴
とする請求項１～１１のいずれか１つに記載のセキュリティドキュメント。
【請求項１３】
　前記セキュリティドキュメントの前記キャリア（１１）は、前記透明窓（１２、１３）
が導入された紙材を含むことを特徴とする請求項１～１２のいずれか１つに記載のセキュ
リティドキュメント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　　本発明は第一光学エレメントと、第二光学エレメントが配置された透明窓とを有す
るセキュリティドキュメント、特に紙幣（ｂａｎｋｎｏｔｅ）または身分証明書に関する
。第一および第二光学エレメントは、第一および第二光学エレメントが互いに重なり合わ
され得るように、セキュリティドキュメントのキャリアに相互に間隔をおいた関係に配置
される。
【背景技術】
【０００２】
　　　ＥＰ０９３０９７９Ｂ１は、可撓性プラスチックキャリアを有する自己検査紙幣を
開示している。可撓性プラスチックキャリアは透明材料を有し、きれいで透明な表面が窓
として残されている濁った被覆材料を備えている。
【０００３】
　　　拡大レンズが確認手段として窓に配置されている。さらに、小さな文字、細かな線
あるいはフィリグリーパターンを示すミクロプリント領域が紙幣に設けられている。ここ
で、紙幣を確認または検査するために、紙幣は折り畳まれて透明窓とミクロプリント領域
とが重なり合った関係にされる。拡大レンズはこのとき、ミクロプリントを観察者にとっ
て可視にし、紙幣を確認するために用いられ得る。
【０００４】
　　　他方では、ＥＰ０９３０９７９Ｂ１は、透明窓に歪みレンズ、光学フィルター、ま
たは偏光フィルターを配置することを提案している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　　　ここで本発明の目的は、改良されたセキュリティドキュメントを提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的は、第一光学エレメントが配置された第一透明窓と、第二光学エレメントが配
置された第二透明窓とを有するセキュリティドキュメント、特に紙幣（ｂａｎｋｎｏｔｅ
）または身分証明書であって、第一透明窓および第二透明窓が、第一および第二光学エレ
メントが互いに重なり合った関係にされ得るようにセキュリティドキュメントのキャリア
に相互に間隔をおいた関係に配置され、第一光学エレメントが第一透過性ミクロレンズフ
ィールドを有し、第二光学エレメントが第二透過性ミクロレンズフィールドを有し、第一
および第二ミクロレンズフィールドのミクロレンズのレンズ間隔は３００μｍより小さく
、第二ミクロレンズフィールドが第一ミクロレンズフィールドと重なり合うとき第一光学
効果が生じるセキュリティドキュメントによって達成される。
　第一ミクロレンズフィールドは、第一ミクロレンズフィールドのミクロレンズの光軸が
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第一周期ラスタに従って一定のレンズ間隔で平行の関係に間隔をおいて配置された領域を
有し、第二ミクロレンズフィールドは、第二ミクロレンズフィールドのミクロレンズの光
軸が第二周期ラスタに従って一定のレンズ間隔で平行の関係に間隔をおいて配置された領
域を有し、第一ミクロレンズフィールドのミクロレンズの一定のレンズ間隔は第二ミクロ
レンズフィールドのミクロレンズの一定のレンズ間隔とは異なる。第一および／または第
二ミクロレンズフィールドはミクロレンズのレンズ間隔が異なる二つ以上の領域を有し、
および/または第一および／または第二ミクロレンズフィールドはミクロレンズの焦点距
離が異なる二つ以上の領域を有し、および/または第一および第二ミクロレンズフィール
ドのミクロレンズの焦点距離は、第一および第二透明窓が重ね合わされるときに第一およ
び第二ミクロレンズフィールドのミクロレンズがそれらの焦点距離の合計に従って互いに
間隔をおいて配置されるように選択されることを特徴とする。
【０００７】
　　　第一ミクロレンズフィールドが第二ミクロレンズフィールドと重ね合わされたとき
、他の技術によって模倣されるのが非常に困難な、また相互に重なり合う第一および第二
ミクロレンズフィールドの間の間隔に強く依存する、容易に記憶される目立った光学効果
が生じる。第一および第二ミクロレンズフィールドを重ね合わせるときに生じる第一光学
効果のこれらの特徴によって、ミクロレンズフィールドがセキュリティドキュメントの透
明窓に配置されるときに、明瞭で目立った安全特性によってセキュリティドキュメントの
信頼性を確認するオプションが使用者に提供される。これにより本発明は容易に確認され
模倣が困難なセキュリティドキュメントを作ることを可能にする。
【０００８】
　　　本発明の有利な構成は付随する請求項に説明される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　　　本発明の好適な実施例によると、第一ミクロレンズフィールドのミクロレンズのレ
ンズ間隔と第二ミクロレンズフィールドのミクロレンズのレンズ間隔とは、相互に重ね合
わされたミクロレンズフィールドによって分割された光線の個々の光ビームが普通のピク
セルに対応するように選択される。この点において、ミクロレンズのレンズ間隔は、個々
のミクロレンズフィールドまたはアレイのミクロレンズの横の間隔を意味する。これによ
り、二つのミクロレンズフィールドの重なり合いが一体となった画像を形成し、システム
全体は、ほぼ単一の巨視的レンズのように働き、しかしながらこの特徴は、従来の巨視的
レンズの特徴とは著しく異なる。このようなシステムは実像および虚像、単一の画像およ
びまた多数から成る画像とを形成することができる。
【００１０】
　　　同様の効果の巨視的レンズが第一および第二ミクロレンズフィールドを重ね合わせ
たときに形成されるように、二つのミクロレンズフィールドのミクロレンズのレンズ間隔
は、第一および第二ミクロレンズフィールドの相互に関連するレンズのずれにおける変化
が事実上の巨視的レンズの光軸から始まって一定であるように選択されることが好ましい
。本発明の好適な実施例によると、これはミクロレンズが周期的ラスタに従って一定のレ
ンズ間隔でそれぞれ互いに間隔をおいて配置されている二つのミクロレンズフィールドに
よって達成される。この場合、第一ミクロレンズフィールドのミクロレンズのレンズ間隔
は第二ミクロレンズフィールドのミクロレンズのレンズ間隔と異なっている。このような
ミクロレンズフィールドは特に容易に形成され得る。この点において、第一ミクロレンズ
フィールドのミクロレンズのレンズ間隔は第二ミクロレンズフィールドのミクロレンズの
レンズ間隔の整数倍であることが好ましい。
【００１１】
　　　ミクロレンズフィールドを重ね合わせることによって高解像度の一体となった画像
を達成することを可能とするために、この点においてミクロレンズの直径が人間の眼の解
像能力より小さくなるように選択されるのが有利であり、その結果第一および第二ミクロ
レンズフィールドのミクロレンズのレンズ間隔が３００μｍより小さくなるように選択さ
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れるのが好ましい。さらにこの目的のために、ミクロレンズの焦点距離は画像および物体
との距離と比較して小さくなるように選択される。
【００１２】
　　　この点において、第一ミクロレンズフィールドが負の焦点距離の複数のミクロレン
ズから形成され、第二ミクロレンズフィールドが正の焦点距離の複数のミクロレンズから
形成される。これらのミクロレンズフィールドは分割された複数の光ビームの結像におい
て、ケプラー・テレスコープ（Ｋｅｐｌｅｒ　Ｔｅｌｅｓｃｏｐｅ）の態様において協同
する。ミクロレンズフィールドのためのこのような構成によって、巨視的なレンズシステ
ムと同様であるが従来のレンズシステムのものと著しく異なる特徴を有する光学効果を達
成することが可能となる。したがって著しく目立ちそのため容易に記憶される光学効果を
達成することが可能となる。
【００１３】
　　　さらに、第一ミクロレンズフィールドが正の焦点距離の複数のミクロレンズから形
成され、第二ミクロレンズフィールドが負の焦点距離の複数のミクロレンズから形成され
ることもまた可能であり、これらのミクロレンズフィールドはガリレオ・テレスコープ（
Ｇａｌｌｉｌｅｏ　Ｔｅｌｅｓｃｏｐｅ）の態様において協同する。この場合もまた、第
一および第二ミクロレンズフィールドが相互に重なり合った関係にあるとき、巨視的レン
ズのものと同様であるが従来の巨視的レンズシステムとは異なる効果を達成することが可
能となる。
【００１４】
　　　本発明のさらに好適な実施例によると、二つのミクロレンズフィールドは同質のも
のではなく、局所的に異なるレンズ間隔、レンズの直径またはレンズの焦点距離といった
パラメータを有する。横のずれによって、さまざまなミクロレンズの組み合わせや様々な
光学機能が生じ得る。これにより新規な容易に思い出されるさらなる安全特性がセキュリ
ティドキュメントに組み込まれることが可能となる。
【００１５】
　　　ここで、第一および／または第二ミクロレンズフィールドの一つ以上のパラメータ
が（普通の）ラスタに従って周期的に変化することが好ましい。さらに、ミクロレンズフ
ィールドのパラメータが予め決定された態様に事実上連続的に変化することも可能である
。
【００１６】
　　　したがって、例えば情報アイテムが、ミクロレンズのレンズ間隔が異なるおよび／
またはミクロレンズの焦点距離が異なるような二つ以上の領域を有するミクロレンズフィ
ールドによって少なくともミクロレンズフィールドに導入されることが可能である。ミク
ロレンズフィールドを重ね合わせるときに、結果として生じる結像機能は第一および第二
領域において変化し、これによりミクロレンズフィールドのパラメータにおける変化にコ
ード化された情報が観察者に対して可視となる。
【００１７】
　　　さらに、基礎的な周期ラスタに対するミクロレンズのレンズ間隔の位相ずれによっ
て隠されている情報アイテムがモアレパターンの態様で一つ以上のミクロレンズフィール
ドにコード化され、これらの情報アイテムが第一および第二ミクロレンズフィールドが重
ね合わされるときに可視にされることもまた可能である。
【００１８】
　　　セキュリティドキュメントの耐偽造性は、第一および第二ミクロレンズフィールド
における付加的な情報アイテムをコード化する上述の手段によってさらに改良され得る。
【００１９】
　　　本発明のさらに好適な実施例によると、セキュリティエレメントは不透明の第三光
学エレメントを有し、第一および／または第二ミクロレンズフィールドが第三光学エレメ
ントと重ね合わされたときに、一つ以上のさらなる光学効果が形成される。さらに、二つ
のミクロレンズフィールドを重ね合わせることによって生じる第一の安全特性に対して、
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ミクロレンズと、例えば反射性光学可変エレメントまたは高解像度プリントとを重ね合わ
せることによってさらなる安全特性が生じ得る。この場合、ミクロレンズフィールドは例
えばモアレアナライザとして働くことが出来る。
【００２０】
　　　本発明のさらに好適な実施例によると、第一および／または第二光学エレメントは
それぞれ第一および第二光学エレメントにおいて一方が他方にわたって配置された二つの
ミクロレンズサブフィールドを含む。二つのミクロレンズサブフィールドが例えばフィル
ムの反対側に配置され、向かい合って配置されたフィルムのミクロレンズ表面を形成する
。したがって、例えば第一光学エレメントの一表面が一つのミクロレンズサブフィールド
の形状によって決定され、前述の表面とは反対の第一光学エレメントの表面は他のミクロ
レンズサブフィールドの形状によって決定される。ここで、一つの光学エレメントのミク
ロレンズサブフィールドの形状が第二の光学エレメントのミクロレンズサブフィールドの
形状を打ち消すならば、第一および第二光学エレメントが重ね合わされるときに生じる光
学効果は、第一および第二光学エレメントの向きに、つまり、透明窓が重なり合った関係
にされるようにセキュリティドキュメントがどの方向に折り畳まれるあるいは撓められる
かに依存する。
【００２１】
　　　二つのミクロレンズフィールドのレンズの間の間隔が折り畳まれるまたは撓められ
る方向に依存して変化するようにミクロレンズフィールドがセキュリティドキュメントの
透明窓に配置されることによって、同様の効果がまた達成され得る。
【００２２】
　　　第一および／または第二光学エレメントが、第一または第二ミクロレンズフィール
ドをそれぞれ形成するレリーフ構造が形成された複製ラッカー層を有することが好ましい
。さらにここでは、さらなる光学分離層によるレリーフ構造の密閉および／またはＵＶ複
製によるレリーフ構造の成形が有利であることが分かっている。
【００２３】
　　　この場合、第一および第二ミクロレンズフィールドのミクロレンズが光学回折効果
を有し光学回折手段によってミクロレンズフィールドの効果を生じるレリーフ構造によっ
て形成されることが好ましい。このような“回折レンズ”は、断面深さが可視光の波長よ
り小さい二成分回折レリーフ構造（二成分の薄い回折レンズ）と、可視光の波長より小さ
い断面深さの連続回折レリーフ形状（連続形状の薄い回折レンズ）と、可視光の波長より
大きい断面深さの回折連続レリーフ形状（連続形状の厚い回折レンズ）とによって形成さ
れることができる。しかしながら、ミクロレンズフィールドは複製ラッカー層に屈折して
作用するマクロ構造の形態に形成されることも可能である。このマクロ構造は、突然な変
化のない連続的で安定した表面形状を有する。この場合、マクロ構造の断面深さは可視光
の波長より数倍大きい。
【００２４】
　　　第一および／または第二光学エレメントが転写フィルムの転写層によって形成され
ることが好ましい。これは、間隔、平面性などに関する許容値と同様にミクロレンズフィ
ールドの質に関する要求を満たすことを可能にする。
【実施例】
【００２５】
　　　添付する図面を参照して例として次ぎの多くの実施例によって本発明は記載される
。
【００２６】
　　　図１は有価ドキュメント１、例えば紙幣または小切手を示す。しかしながら有価ド
キュメント１が識別ドキュメント、例えば身分証明書または通行証を示すことも可能であ
る。
【００２７】
　　　セキュリティドキュメント１は透明窓１２および１３を有する可撓性キャリア１１
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を備えている。キャリア１１は、その上にプリントが施され、さらなる安全特性、例えば
透かしまたはセキュリティスレッドが設けられた紙材からなるのが好ましい。次に、窓形
状の開口がこの紙製キャリアに例えばスタンピングまたはレーザーによって導入され、そ
れにより図１に示される透明窓１２および１３が提供される。次いで透明窓１２および１
３は透過性ミクロレンズフィールドまたはアレイを有する光学エレメントによって再び閉
じられる。従って、第一透過性ミクロレンズフィールド１５が透明窓１２の領域に配置さ
れ、第二透過性ミクロレンズフィールド１６が透明窓１３の領域に配置される。
【００２８】
　　　しかしながら、キャリア１１がプラスチックフィルムまたは1つ以上の紙およびプ
ラスチック材料層を含むラミネートであることもまた可能である。従って、透明なまたは
部分的に透明な材料が予めキャリア１１の材料として用いられることもまた可能であり、
したがって、このキャリアが透明窓１２および１３を生じるようにスタンピングまたは切
削によって部分的に取り除かれる必要がない。これは、例えばキャリア１１が透明窓１２
および１３の領域で濁りを有さない場合である。さらに、透明窓１２および１３が紙生産
手順において予め形成され、透明ミクロレンズフィールド１５および１６を有する光学エ
レメントがセキュリティスレッドの態様でキャリア１１に導入されることもまた可能であ
る。
【００２９】
　　　さらに、キャリア１１は－例えばパスポートの場合－接着または縫合によって結合
された２つのページを有することもまた可能である。
【００３０】
　　　図１に示されるように細長い形状のパッチ１４がさらにキャリア１１に適用され、
このパッチは透明窓１３の領域を覆っている。透明ミクロレンズフィールドまたはアレイ
１６はパッチ１４に導入される。パッチ１４は転写フィルム、例えばホットスタンピング
フィルムの転写層であることが好ましく、これは圧力および熱の作用下で接着剤層によっ
てキャリア１１に結合される。図１に示されるように、透明窓１３の領域に配置された透
過性ミクロレンズフィールド１６に加えて、パッチ１４は1つ以上のさらなる光学エレメ
ント、例えば図１に示されるさらなる光学エレメント１７を有することもまた可能である
。光学エレメント１７は、例えば回折格子、ホログラム、キネグラム（登録商標、ＫＩＮ
ＥＧＲＡＭ）、部分金属化、ＨＲＩ（高屈折率）層、干渉層システム、架橋性液晶層、ま
たは作用色素によるプリントである。
【００３１】
　　　さらに、透明窓１２がキャリア１１に図１に示す位置で導入されずに、細長い形状
のパッチが透明窓１２および１３の両者を覆うように細長い形状のパッチ１４の領域にお
いてキャリア１１に組み込まれることもまた可能である。従ってミクロレンズフィールド
１５および１６の両者が普通のフィルムエレメントに導入されることも可能であり、それ
により有価ドキュメント１の生産は大幅に改良される。
【００３２】
　　　セキュリティドキュメント１は例えば転写フィルムによって適用されキャリア１１
を撓めることによって、折りたたむことによってまたは曲げることによって透明窓１２お
よび１３と重なり合う関係にされ得るさらなる安全特性を有する。このように、図１は例
として好ましくは反射性の光学可変エレメントあるいはセキュリティインプリントである
さらなる光学エレメント１８を示す。
【００３３】
　　　セキュリティドキュメントを確認することを目的として、キャリア１１の透明窓１
２および１３は例えばキャリア１１を折りたたむことによって重ね合わさった関係にされ
、ミクロレンズフィールド１５および１６は図２に示されるように重なり合う。次いで、
一方が他方にわたって配置された二つのミクロレンズフィールド１５および１６を通して
観るときに生じる光学効果が確認される。従って例えば観察方向２に配置された対象、グ
ラフ表示、または特有の確認パターンが透過性ミクロレンズフィールド１５および１６を
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通して観察される。また、セキュリティドキュメント１の光学エレメントがさらにセキュ
リティドキュメント１を折り畳むことによって観察方向に配置され、透明ミクロレンズフ
ィールド１５および１６を通して観察されることもまた可能である。
【００３４】
ここで、対象を透過性ミクロレンズフィールド１５および１６を通して観察するときに生
じる光学効果が、図３ａおよび３ｂを参照して記載される。
【００３５】
　　　図３ａは図２に示された観察状況において互いの間隔がｄで互いに関連して配置さ
れたミクロレンズフィールド１５および１６の部分を示す。
【００３６】
　　　ミクロレンズフィールド１５は、図３ｃに示されるように相互に並列に並べられた
関係で配置された複数のミクロレンズ２１を有する。ミクロレンズフィールド１６は複数
のミクロレンズ２２を有する。このとき互いに関連づけられミクロレンズフィールド１５
および１６によって形成されたシステムの概念的な光軸から間隔ｒで配置された二つのレ
ンズ２１および２２が観察される場合、それらの平行な光軸は、ずれΔｒを有する。次い
で、二つのミクロレンズフィールドの間隔がミクロレンズ２１および２２の焦点距離の合
計に相当するという仮定の上で、角度αで入射する平行光ビームはレンズ２１の軸からｆ

１αの間隔の点に集光される。ここで、ｆ１はレンズ２１の焦点距離である。次にレンズ
２１および２２の間のずれΔｒによって、光ビームは角度βでレンズ２２を通過する。こ
こで、
【数１】

であり、さらにｆ２はレンズ２２の焦点距離である。次いで、光線の光源がミクロレンズ
フィールド１５から距離ｕであり、レンズ２１が光線位置ｒを占めている場合が考えられ
るとき、光ビームの横の位置はミクロレンズ２２ｒ－βｘからｘの間隔となる。これによ
り、前述の式および角度αをα＝ｒ／ｕによって置き換えることによって次のような結果
となる。

【数２】

【００３７】
　　　ミクロレンズフィールド１５および１６によって分けられる全ての部分光線はミク
ロレンズフィールドを通った後に同じ点に集光されるように、ｙはｒから独立であること
が必要である。したがって対象物の距離が有限であり像距離が焦点距離に相当するという
仮定の上で、二つのミクロレンズフィールド１５および１６の図３ａに示される配置の焦
点距離として次式が適用される。

【数３】

【００３８】
　　　これは、微分係数∂Δｒ／∂ｒが一定であるときに、ミクロレンズフィールド１５
および１６によって形成される結像系の焦点距離Ｆが一定であることを意味する。これは
、例えばミクロレンズフィールド１５および１６のミクロレンズが互いに一定の異なるレ
ンズ間隔をおいて配置される場合である。これは、例えば図３ａに示される例において、
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ミクロレンズ２１および２２はそれぞれ互いに一定のレンズ間隔ｐ１およびｐ２で配置さ
れ、図３ｃに示されるように周期的ラスタによって互いに関連して方向付けられる場合で
ある。
【００３９】
　　　この条件が満たされるとき一体となった画像が生じ、図３ａに示されたシステムの
結像機能は二つの巨視的レンズ２１および２２から成る従来のレンズシステムのものにほ
とんど対応する。
【００４０】
　　　今、ミクロレンズフィールド１５のミクロレンズが一定のレンズ間隔ｐ１で互いに
間隔を置いて配置され、且つミクロレンズフィールド１６のレンズが一定の間隔ｐ２で互
いに間隔を置いて配置される特有な場合がさらに観察されるとき、図３ｂに示された概要
に基づいて、次のような関係が結果として生じる。
【００４１】
　　　図３ｂはミクロレンズフィールド１５および１６を示し、光軸上のミクロレンズフ
ィールド１６から距離ｇで間隔を置かれ、第一ミクロレンズフィールドによって、ミクロ
レンズから距離ｓ１で間隔を置かれ横の間隔ｙｎを含む一連の点に結像された点を示す。
これらの点はミクロレンズフィールド１６からｓ２の距離であり、光軸上の点に距離ｂで
結像される。
【００４２】
　　　図３ｂに示された状況が生じるように、次の条件が設定されなければならない。
【数４】

　　　ミクロレンズフィールド１５および１６のシステムが薄いレンズのシステムとして
観測されるとき、システムの焦点距離のために、ミクロレンズフィールド１５の側面から
の光の入射で、焦点距離は

【数５】

となり、ミクロレンズフィールド１６の側面からの光の入射で、焦点距離は
【数６】

となる。
【００４３】
　　　このように、結像機能は、ミクロレンズフィールド１５の側面からの光の入射で次
のように記載されることができる。

【数７】

【００４４】
　　　したがって、普通のレンズとは対照的に、ミクロレンズフィールド１５および１６
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によって生じる結像機能は、ミクロレンズフィールド１５および１６のための正の焦点距
離のミクロレンズ（ケプラー・テレスコープ（Ｋｅｐｌｅｒ　ｔｅｌｅｓｃｏｐｅ））を
用いる場合には、“従来の”レンズシステムに対して次の特殊性を含む。
【００４５】
　　　対象をミクロレンズフィールド１５の側から観測するとき、ミクロレンズフィール
ド１６の側から対象を観測するときよりも異なる画像が表示される。それぞれの観察方向
に依存して焦点距離の符号が変化する。さらに、負の焦点距離では、｜ｓ｜＜Ｆｆ１／ｆ

２である物体距離ｓでの実像が存在する。正の焦点距離では、撮影距離は常に焦点距離よ
り小さい。さらに、直立の画像が生じる。
【００４６】
　　　ミクロレンズフィールド１５のミクロレンズは正の焦点距離を有し、ミクロレンズ
フィールド１６のミクロレンズは負の焦点距離を有する（ガリレオ・テレスコープ（Ｇａ
ｌｌｉｌｅｏ　ｔｅｌｅｓｃｏｐｅ）状況において、従来のレンズの結像機能に対する違
いは以下である。
【００４７】
　　　システムの焦点距離の符号は、従来のレンズの場合のように、システムが回転され
たときに変化しない。しかしながら、それにも拘わらず焦点距離は観察方向に依存する。
このシステムは、対象が屈折率ｆ１／ｆ２の媒体にある従来レンズのように働く。
【００４８】
　　　上述した条件を満たし、従ってその処理のときに従来レンズと同様の光学的な機能
を生じるミクロレンズフィールド１５および１６としてミクロレンズフィールドを用いる
代わりに、上述の条件を満たさないミクロレンズフィールドを用いることもまた可能であ
る。このように、例えば1つまたは両方のミクロレンズフィールドのミクロレンズのレン
ズ間隔が、人目を引く目立った歪み効果が生じるように部分的に連続的に変化することも
また可能である。同様にミクロレンズフィールドのミクロレンズの焦点距離が少なくとも
ミクロレンズフィールドの領域で連続的に変化されることは可能である。これにより、同
様にこのような歪み効果が生じ得る。ミクロレンズフィールド１５および１６の両者にお
けるミクロレンズの屈折率およびミクロレンズの有効焦点距離またはミクロレンズの間隔
が少なくとも部分的に変化するとき、二つのミクロレンズフィールド１５および１６が横
にずれるとき結果として生じる結像機能は互いに変化する。これは、セキュリティドキュ
メント１におけるさらなるセキュリティ機能として働き得る。
【００４９】
　　　さらに、ミクロレンズフィールド１５および１６にミクロレンズの焦点距離とミク
ロレンズの間隔とが明らかに一定であるが隣接する領域とは異なるような領域が設けられ
ることもまた可能である。この場合、二つのミクロレンズフィールド１５および１６のう
ち1つだけが相互に並列の関係に配置された複数の従来の異なるレンズに対応する結像機
能を提供する構成であるとき、個々の準領域に関して適用する光学結像機能は上述の関係
によって画定される。ミクロレンズフィールド１５および１６の両者がそのような構成か
ら成る場合、光学結像機能は二つのミクロレンズフィールド１５および１６が互いに対し
て横にずれるとき変化する。このずれはセキュリティドキュメントを確認するためのさら
なる安全特性として用いられ得る。
【００５０】
　　　ミクロレンズフィールド１５および１６のレンズ間隔は、入射光線を分割すること
によって生じる部分光線が人間の眼の解像能力以下の直径を有するように選択されること
が好ましい。したがってミクロレンズフィールド１５および１６の間隔が２５０μｍと２
５μｍとの間の範囲にあることが好ましい。これは、ミクロレンズフィールド１５および
１６によって生じる一体となった画像が良い解像度を有することを保証する。ミクロレン
ズフィールド１５および１６によって生じる結像機能の光学的な質に関してなされる要求
が低い場合、ミクロレンズフィールド１５および１６のミクロレンズのレンズ間隔を増加
することもまた可能である。
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【００５１】
　　　ミクロレンズフィールド１５を有する透明窓１２の領域に配置された光学エレメン
トの詳細な構造は、図３ｃおよび４を参照して以下に説明される。
【００５２】
　　　図４は厚さ約１００μｍの紙材を含み、透明窓１２の領域においてスタンピングま
たは切削処理によって形成された開口を有するキャリア１１を示す。フィルムエレメント
２０が好ましくは熱および圧力で、この熱および圧力によって活性化されたフィルムエレ
メント２０の接着剤層によってキャリア１１の紙材に施される。図４に示される凹部は光
学エレメント２０の領域にここで適用された圧力によって同時に形成される。
【００５３】
　　　フィルムエレメント２０はキャリアフィルム２２、接着層２３、複製ラッカー層２
４、光学分離層２５および接着剤層２６を有する。
【００５４】
　　　キャリアフィルム２２は層厚さ１０～２００μｍのＰＥＴまたはＢＯＰＰフィルム
を有する。キャリアフィルム２２の機能はキャリア１１において開口を越えて橋渡すのに
必要な安定性を提供するためである。接着層２３は厚さ０．２～２μｍであり、印刷加工
によってキャリアフィルム２２に施される。複製ラッカー層２４は熱可塑性または架橋性
ポリマーを含み、ここにはレリーフ構造２７が熱および圧力の作用下で複製ツールによっ
て、またはＵＶ複製によって複製される。光学分離層２５は屈折率が複製ラッカー層２４
の屈折率と著しく異なる材料を含む。この場合、複製ラッカー層２４と光学分離層２５と
の間の屈折率における差が著しく大きくなるように、光学分離層２５はＨＲＩ（高屈折率
）またはＬＲＩ（低屈折率）層を含むことが好ましい。さらに、複製ラッカー層のポリマ
ーがナノパーティクルでドープされることによって、または高屈折率を有するポリマー、
例えば感光性ポリマーを複製ラッカー層に用いることによって、複製ラッカー層２４に可
能な限り高い屈折率を達成することも可能である。さらに、光学分離層が可能な限り厚く
なることもまた有利である。このように、レリーフ構造２７のレリーフ深さを減少させる
ことが可能であり、これは、ミクロレンズフィールド１のミクロレンズが巨視的な構造に
よって画定された屈折レンズの形態に形成されるときに特に有利である。
【００５５】
　　　しかしながら、ミクロレンズフィールド１５がこのように密閉された構造に実施さ
れずに光学分離層２５なしで済ませることもまた可能である。さらに、レリーフ構造２７
が直接外気と接触するように、接着剤層２６がレリーフ構造２７の領域において取り除か
れることも可能である。
【００５６】
　　　レリーフ構造２７は、図３ｃに示される形態の相互に並列した関係に配置された複
数の巨視的レンズによってミクロレンズフィールド１５を提供するレリーフ構造である。
しかしながら、レリーフ構造２７が光学回折手段によって凸または凹のミクロレンズを含
むミクロレンズフィールドの効果を生じる回折レリーフ構造であることもまた可能である
。
【００５７】
　　　凸または凹レンズの効果はこの場合、表面領域にわたってその回折周波数および必
要ならばさらなる回折定数に関して連続的に変化する回折レリーフ構造によって生じ得る
。例として、光学回折手段によってレンズの中心で放物面の中心部から始まり、この中心
部に対して環状に配置された複数の溝が設けられ、回折周波数が中心部から連続的に増加
する凸レンズの効果を生じることが可能である。凹レンズの効果は、光学回折手段によっ
て反対の構造によって生じうる。光学回折手段によって相互に並列した関係に配置された
複数のミクロレンズを有するミクロレンズフィールドの効果を生じるために、このような
複数のレリーフ構造がチェスボード状の態様に、相互に並列した関係で配置される。さら
に、これらのレリーフ構造が六方で並列した関係で配置されることもまた可能である。さ
らに、このような“回折レンズ”の構成に関して、書籍“ミクロ－オプティクス（Ｍｉｃ
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ｒｏ－Ｏｐｔｉｃｓ）”、ハンス・ペーター　ヘルツィグ（Ｈａｎｓ　Ｐｅｔｅｒ　Ｈｅ
ｒｚｉｇ）、テーラー＆フランシス（Ｔａｙｌｏｒ　ａｎｄ　Ｆｒａｎｃｉｓ）出版、ロ
ンドン、１９９７の章に留意すべきである。
【００５８】
　　　この種の“回折”ミクロレンズフィールドの利用は、ミクロレンズフィールドを形
成するのに必要なレリーフ構造２７のレリーフ深さが減少され得るという利点を有し、こ
れは、ミクロレンズフィールド１５のミクロレンズのレンズ間隔がより大きい、具体的に
言うと焦点距離の短いときに特に有利である。
【００５９】
　　　図４に示された構造および光学エレメント２０の配置は、ミクロレンズフィールド
を生じる表面構造が非常に実質的に損傷や処理操作から保護されるという利点を有する。
【００６０】
　　　本発明のさらなる実施例は、図５を参照して以下に説明される。
【００６１】
　　　図５はセキュリティドキュメント３の観察状況の概略図を示す。ここでは、セキュ
リティドキュメント３を確認するために、セキュリティドキュメント３の透明窓に配置さ
れた二つのミクロレンズフィールド３１および３２が重ね合わされた関係にされている。
ミクロレンズフィールド３１は、正の焦点距離を有する周期的ラスタに従って配置された
ミクロレンズを伴った領域を有する。さらに、領域３３においてミクロレンズフィールド
３１を実現する光学エレメントでは、ミクロレンズフィールドがセキュリティドキュメン
ト３の下面から間隔ｄ１であるような構成となっている。
【００６２】
　　　ミクロレンズフィールド３２は領域３４を有し、この領域３４では、正の焦点距離
を有する複数のミクロレンズが第一ラスタに従って配置される。このミクロレンズフィー
ルド３２はさらにこの領域を取り囲む領域３５を有し、この領域３５では、負の焦点距離
を有する複数のミクロレンズが第二周期的ラスタに従って配置される。ここで、ミクロレ
ンズフィールド３２を実現する光学エレメントの構成は、領域３４のミクロレンズにセキ
ュリティドキュメント３の下側から間隔ｄ２の間隔をあけている。
【００６３】
　　　ミクロレンズフィールド３１および３２が設けられた光学エレメントは、この場合
、図５に示されるように、ミクロレンズフィールド３１および３２を生じる表面構造は熱
および圧力による複製ツールによって導入された熱可塑性フィルム体、例えば層厚さ１０
～５０μｍのＰＥＴまたはＢＯＰＰフィルムを有する。ある状況下では、このフィルム体
は次ぎにさらなる層、例えば光学分離層または保護ラッカー層でさらに覆われ、次いで透
明光学窓の領域においてセキュリティドキュメント３のキャリアに適用される。しかしな
がら、図５の光学エレメントが図４の光学エレメント２０のように構築されることもまた
可能である。
【００６４】
　　　ここで、セキュリティドキュメント３は折り畳まれ、ミクロレンズフィールド３１
および３２が重なり合う関係にされるとき、ミクロレンズフィールド３１および３２の領
域３３と領域３４とがそれぞれ重なり合った領域において第一光学結像機能が生じ、ミク
ロレンズフィールド３１および３２に領域３３と領域３５とがそれぞれ重なり合った領域
において第二光学結像機能が生じる。この場合、第一光学結像機能は、領域３３および３
４のミクロレンズの焦点距離と、領域３３および３４のミクロレンズの間隔とに依存する
上述の特徴（ケプラー・テレスコープ）を有する。一方、領域３３および３５のミクロレ
ンズの焦点距離および領域３３および３５におけるミクロレンズの間隔によって決定され
る第二光学結像機能は、それらとは著しく異なった特徴（ガリレオ・テレスコープ）を有
する。この場合、間隔ｄ１およびｄ２はセキュリティドキュメント３の下側が互いに直接
向かい合うとき、間隔ｄ１およびｄ２の合計が領域３３および３４におけるミクロレンズ
の焦点距離の合計に相当し、間隔ｄ１が領域３３および３５におけるミクロレンズの焦点
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距離の合計に相当するように、間隔ｄ１およびｄ２が選択されることが好ましい。例とし
て、次の値が間隔ｄ１およびｄ２と、領域３３、３４および３５におけるミクロレンズの
焦点距離とに採用され得る。つまり、ｄ１＝ｄ２＝１ｍｍ、ｆ３３＝０．１２５ｍｍ、ｆ
３４＝０．０７５ｍｍおよびｆ３５＝－０．０２５ｍｍであって、ここでｆ３３は領域３
３におけるミクロレンズの焦点距離を表し、ｆ３４は領域３４におけるミクロレンズの焦
点距離を表し、ｆ３５は領域３５におけるミクロレンズの焦点距離を表す。
【００６５】
　　　さらに、ミクロレンズフィールド３１および３２を相互に重なり合わせることによ
って生じる結像機能は、それらを重なり合わせる透明窓の間隔によってもまた決定される
。光学窓の互いの間隔における変化による光学結像機能の変化は付加的な目覚ましい光学
的安全特性として働く。この点において、上述した間隔ｄ１およびｄ２の選択は、光学エ
レメントが互いに直接向かい合って配置されるとき、明確に画定され相互に整合された第
一および第二の結像機能が生じることを保証する。
【００６６】
　　　この場合、領域３４は、パターンの形状、例えばグラフィック表示またはテキスト
の形状に形成されたパターン領域を形成して、異なる結像機能がコード化された付加的な
情報を含むことが好ましい。このような異なる結像機能を有するパターン形状の領域の並
列は、従来のレンズシステムによって模倣されることができないので、記憶するのが容易
で他の技術を用いて模倣されるのが非常に困難な光学効果を本発明によって生じさせるこ
とが可能となる。
【００６７】
　　　さらに、すでに述べたように、ミクロレンズフィールド３１は、ミクロレンズの間
隔および／または焦点距離が異なる二つの領域を有することもまた可能である。ミクロレ
ンズフィールド３１がこのような構成となることも可能である。この場合、部分的に生じ
る光学結像機能がミクロレンズフィールド３１および３２の互いに対する横位置にさらに
依存し、ミクロレンズフィールド３１および３２の互いに対して横にずれるとき、光学結
像機能は変化し結像機能においてコード化された異なる情報アイテムがそれぞれ関連する
横位置に依存して可視となる。
【００６８】
　　　図６はセキュリティドキュメント４の観察状況を示す。このセキュリティドキュメ
ント４では、セキュリティドキュメント４の透明光学窓に配置された二つのミクロレンズ
フィールド４１および４２がセキュリティドキュメントの確認のために重なり合った関係
にされている。この場合、ミクロレンズフィールド４１は、領域４６において周期的ラス
タに対して方向付けられた一定の焦点距離の複数のミクロレンズを有する。ミクロレンズ
フィールド４２はミクロレンズの焦点距離およびミクロレンズのレンズ間隔が異なる領域
４８および４７を有する。この配置は、ミクロレンズ４１および４２が重なり合ったとき
に、すでに図５を参照して述べた光学効果を生じる。さらに、セキュリティドキュメント
４は図６に示されるようにセキュリティドキュメント４のキャリアに適用されたさらなる
光学エレメント４５および４４を有する。
【００６９】
　　　光学エレメント４５はモアレパターン・BR>フ形状のインプリントであることが好
ましい。この場合、モアレパターンは、ミクロレンズフィールド４１の領域４６がモアレ
アナライザとして機能し、光学エレメント４５とミクロレンズフィールド４１とが重なり
合うときに光学エレメント４５のモアレパターンにコード化されたモアレ画像が現れるよ
うにミクロレンズフィールド４１に適合される。この場合、ミクロレンズフィールド４１
のミクロレンズがモアレ拡大レンズを形成し、コード化された（繰り返しの小さい）情報
アイテムをモアレ拡大する。これにより、潜在的な（例えば位相コード化された）情報ア
イテムが可視となる。
【００７０】
　　　さらに、光学エレメント４５がモアレアナライザの形態のインプリントであり、ミ
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クロレンズフィールド４１が潜在的な（例えば位相コード化された）モアレ画像がコード
化されたモアレパターンを形成することもまた可能である。
【００７１】
　　　この点において、モアレパターンという言葉は、構造を繰り返すことによって形成
されるパターンを示す。ここで、このパターンは、構造を繰り返すことによって形成され
モアレアナライザとして働くさらなるパターンと重ね合われるとき、またはそれを通して
観察されたときにモアレパターンに隠された新たなパターン、つまりモアレ画像を表示す
る。もっとも簡単な場合、このモアレ効果は二つの線状ラスタの重ね合わせによって生じ
、ここでは一つの線状ラスタがモアレ画像を生じるために部分的に位相移動される。線形
の線状ラスタだけでなく、線状ラスタの線が曲線部を有する、例えば波状または円形の形
状に配置されることも可能である。さらに、互いに曲がっているか重なり合っている二つ
以上の線状ラスタに組み立てられたモアレパターンを用いることもまた可能である。この
ような線状ラスタにおけるモアレ画像の複合化は線状ラスタの部分的な位相移動によって
もまた生じる。ここで二つ以上の異なるモアレ画像がこのようなモアレパターンにコード
化され得る。さらに、いわゆる“スクランブルド　インディカ（登録商標、Ｓｃｒａｍｂ
ｌｅｄ　Ｉｎｄｉｃａ）”技術またはホールパターン（さまざまな構造の環状、長円形、
または角状ホール）に基づいたモアレパターンおよびモアレアナライザを用いることもま
た可能である。
【００７２】
　　　光学エレメント４４は、反射性光学エレメント、例えばモアレパターンの形状の部
分的な金属化または部分的に金属化された回折構造である。この場合、光学エレメント４
４は、それらが領域４６に配置されたミクロレンズフィールドによって重ね合わされたと
き反射において目立った光学効果を表示する反射性ミクロレンズのフィールドまたはアレ
イを有することもまた可能である。
【００７３】
　　　図７ａ～７ｃはセキュリティドキュメント５の様々な観察状況を示す。図７ａに示
された観察状況では、セキュリティドキュメント５は透明窓がセキュリティドキュメント
５のミクロレンズフィールド５１および５２と重なり合う関係になるように折り畳まれて
いる。図７ｂに示されるように、ここではセキュリティドキュメント５は、図７ｃに示さ
れる観察状況において図７ａに示されるようにミクロレンズフィールド５１および５２の
下側が互いに向かい合うのではなく、ミクロレンズフィールド５１および５２の上側がた
がいに向かい合うように、他の方向に折り畳まれている。
【００７４】
　　　図７ａ～７ｃに示されるように、ミクロレンズフィールド５１および５２がそれぞ
れ厚さｄ１おおよびｄ２の個々のレンズ体を有し、両側で構造化されている。その結果、
ミクロレンズフィールド５１の光学的な機能が、図３ａ～３ｃを参照して述べた関係によ
る二つのミクロレンズサブフィールド５３および５４の連携によって生じる。対応する様
式において、ミクロレンズフィールド５２は相互に並列した関係に配置された二つのミク
ロレンズサブフィールド５５および５６によって形成される。さらに図７ａ～７ｃに示さ
れるように、ミクロレンズフィールド５１および５２のレンズ体は、密閉されて光学分離
層または保護層によって両側で覆われている。
【００７５】
　　　この場合、図７ａに示されるように、ミクロレンズサブフィールド５４および５５
は、ミクロレンズサブフィールド５４および５５によって生じる光学結像機能が互いに打
ち消し合うように反対の形状を含む。従って、図７ａに示される観察状況では、光学結像
機能はミクロレンズサブフィールド５３および５６、つまりそれらのミクロレンズフィー
ルドのレンズ間隔および焦点距離の重ね合わせによって生じる光学効果として生じる。こ
れは、図７ｃの観察状況における場合ではなく、この観察状況は従来のレンズと同様の効
果を生じない。
【図面の簡単な説明】
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【００７６】
【図１】本発明によるセキュリティドキュメントの図。
【図２】透明窓を重ね合わせるためにセキュリティドキュメントが折り畳まれた観察状況
における図１のセキュリティドキュメントの原寸ではない概略断面図。
【図３ａ】図１のセキュリティドキュメントの相互に重なり合った二つのミクロレンズフ
ィールドの概略図。
【図３ｂ】図３ａに示されるミクロレンズフィールドが重なり合ったときに生じる光学効
果を説明するための略図。
【図３ｃ】図３ａに示されるようなミクロレンズフィールドの概略平面図。
【図４】図１のセキュリティドキュメントの部分の断面図。
【図５】本発明によるさらなるセキュリティドキュメントの概略図。
【図６】本発明によるさらなるセキュリティドキュメントの概略図。
【図７ａ】様々な観察状況における本発明によるさらなるセキュリティドキュメントを概
略的に示す図。
【図７ｂ】様々な観察状況における本発明によるさらなるセキュリティドキュメントを概
略的に示す図。
【図７ｃ】様々な観察状況における本発明によるさらなるセキュリティドキュメントを概
略的に示す図。

【図１】

【図２】

【図３ａ】

【図３ｂ】

【図３ｃ】

【図４】
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