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(57)【要約】
本態様は発光性の物質および関連する製造方法を含む。
この物質は、第一の置換可能な元素と第二の置換可能な
元素、第一の置換可能な元素の代わりに用いられる一種
以上の希土類イオン、および第二の置換可能な元素の代
わりに用いられるクロムを有する結晶質のホウ酸塩を含
む。一種以上の希土類イオンはネオジムとイッテルビウ
ムからなる群から選択される。この物質はまた、ホウ酸
塩の粒子が中に組み入れられる基材を含んでいてもよい
。発光性物質の粒子を伴う基材は、物品のセキュリティ
ー特徴部を形成するだろう。このような発光性物質が物
品に組み入れられているかどうかを確認するための方法
の態様は、その物品の一部をクロムの吸収帯において励
起輻射線に曝露する工程と、曝露工程が終了した後にそ
の励起輻射線の結果としてその物品によって生成して検
出される放射がイッテルビウムの放射を示すかどうかを
判定する工程を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結晶構造を有し、そして第一の置換可能な元素と第二の置換可能な元素を含むホウ酸塩
；
　第一の置換可能な元素の代わりに用いられる一種以上の希土類イオン、この一種以上の
希土類イオンはネオジムとイッテルビウムからなる群から選択される；および
　第二の置換可能な元素の代わりに用いられるクロム；
を含む発光性物質。
【請求項２】
　ホウ酸塩はＭｅＸ３Ｂ４Ｏ１２の式を有し、
　ここで、Ｍｅは第一の置換可能な元素であり、これはイットリウム、ランタン、ガドリ
ニウム、ルテチウム、およびこれらの混合物からなる群から選択され、
　Ｘは第二の置換可能な元素であり、これはアルミニウム、スカンジウムおよびガリウム
からなる群から選択され、
　Ｂはホウ素であり、そして
　Ｏは酸素である、
請求項１に記載の発光性物質。
【請求項３】
　一種以上の希土類イオンは約５～約１００パーセントの置換パーセントで第一の置換可
能な元素の代わりに用いられるネオジムを含む、請求項１に記載の発光性物質。
【請求項４】
　一種以上の希土類イオンは約５～約１００パーセントの範囲の置換パーセントで第一の
置換可能な元素の代わりに用いられるイッテルビウムを含む、請求項１に記載の発光性物
質。
【請求項５】
　一種以上の希土類イオンは、
　約５～約９５パーセントの範囲の第一の置換パーセントで第一の置換可能な元素の代わ
りに用いられるネオジム、および
　約５～約９５パーセントの範囲の第二の置換パーセントで第一の置換可能な元素の代わ
りに用いられるイッテルビウム、
を含む、請求項１に記載の発光性物質。
【請求項６】
　クロムは１００パーセントまでの置換パーセントで用いられる、請求項１に記載の発光
性物質。
【請求項７】
　ホウ酸塩は単斜晶のハンタイト状構造、三方晶のハンタイト状構造および混合したハン
タイト状構造からなる群から選択される結晶構造を有する、請求項１に記載の発光性物質
。
【請求項８】
　発光性物質は粉末の形態になっていて、そしてこの発光性物質は約１０ミクロン未満の
粒度を有する粒子を含む、請求項１に記載の発光性物質。
【請求項９】
　結晶構造を有するとともに、第一の置換可能な元素と第二の置換可能な元素、第一の置
換可能な元素の代わりに用いられる一種以上の希土類イオン、および第二の置換可能な元
素の代わりに用いられるクロムを含むホウ酸塩を調製する工程、ここで、一種以上の希土
類イオンはネオジムとイッテルビウムからなる群から選択される、および
　ホウ酸塩を基材の中に分散させることによって発光性物質を製造する工程、
を含む認証において用いるための発光性物質を製造するための方法。
【請求項１０】
　セキュリティー特徴部を含む物品であって、
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　前記セキュリティー特徴部は、基材およびこの基材の中に分散させた発光性のホウ酸塩
の粒子を含み、
　前記発光性のホウ酸塩は結晶構造を有するホウ酸塩を含み、前記ホウ酸塩は第一の置換
可能な元素と第二の置換可能な元素、第一の置換可能な元素の代わりに用いられる一種以
上の希土類イオン、および第二の置換可能な元素の代わりに用いられるクロムを含み、こ
こで、一種以上の希土類イオンはネオジムとイッテルビウムからなる群から選択される、
前記物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　優先権の主張
　[0001]本出願は米国仮出願６１／５６０１０２号（２０１１年１１月１５日提出）の利
益について権利主張する。
【０００２】
　[0001]本発明は、概して言えば、輻射線放出性化合物（radiation emitting compounds
）およびセキュリティー物質（防犯物質）としてそれらを使用するための方法と装置に関
する。
【背景技術】
【０００３】
　[0002]発光性のリン光体化合物は、外部エネルギー源によってその化合物を励起すると
赤外、可視および／または紫外スペクトルにおいて検出可能な量の輻射線を放出すること
のできる化合物である。典型的な発光性リン光体化合物は、少なくともホスト物質（寄主
物質）（例えば、結晶格子の物質）と放出性イオン（emitting ion）（例えば、希土類金
属のイオン）を含み、そしてある場合においては「増感性」イオン（例えば、遷移金属の
イオンまたは別の希土類金属のイオンであって、エネルギーを吸収して、それを放出性の
希土類金属のイオンへ移すことのできるイオン）を含む。リン光体化合物による輻射線（
radiation）の生成は、放出性イオンによる入射輻射線の吸収、またはホスト物質と増感
性イオンのいずれか一方または両方による入射輻射線の吸収とそれに続くホスト物質また
は増感性イオンから放出性イオンへのエネルギーの移動、および放出性イオンによる移動
したエネルギーの放射によって行われる。
【０００４】
　[0003]リン光体化合物の選択された成分は、化合物の励起エネルギーのための特定の波
長や、リン光体化合物の放出性イオンによって放出される高いスペクトルエネルギー出力
（「放射（emissions）」）のための特定のスペクトル位置を含めた、特別な放出特性を
化合物が備えるようにするだろう。しかし、どのイオンも全てのホスト物質における放射
を生み出すとは限らない。放出する可能性を有する輻射線が抑制される場合や、吸収性イ
オンまたはホスト物質から放出性イオンへのエネルギー移動がかなり少ないために輻射線
の効果がほとんど観察されない場合などの多くの例がある。他のホスト物質においては、
輻射線効果が極めて大きくて、量子効率は１に近くなるかもしれない。
【０００５】
　[0004]観察可能な放射を生成する特定のリン光体化合物については、その放射（すなわ
ち、その「スペクトル特性」）における比較的高いスペクトルエネルギー部分（または発
光出力）のスペクトル位置を、そのリン光体化合物を他の化合物から独自に同定するため
に用いることができる。主として、スペクトル特性は希土類のイオンによるものである。
しかし、様々な放出性イオンに及ぼすホスト物質の影響のために、典型的には結晶領域の
強度と分割により、スペクトルの変動が存在するかもしれない。このことは放射の時間的
な挙動についても当てはまる。
【０００６】
　[0005]幾つかのリン光体化合物の独特なスペクトル特性は、それらの化合物を特定の貴
重な物品または重要な物品（例えば、紙幣、旅券、生物学的なサンプルなど）を認証また
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は確認するのに用いるのにかなり適したものにする。従って、既知のスペクトル特性を有
する発光性のリン光体化合物は、そのような物品の偽物または偽造物の模造品を検出する
能力またはそのような物品を確認し追跡する能力を高めるために、様々なタイプの物品に
組み込まれてきた。例えば、発光性のリン光体化合物は、物品を認証または追跡するプロ
セスにおいて分析することのできる添加剤、被覆、および印刷またはその他の方法で付与
した特徴部分の形で様々なタイプの物品に組み込まれてきた。
【０００７】
　[0006]発光性のリン光体化合物を含む物品は、特別に設計された認証機器を用いて認証
することができる。特に、製造業者は、自身の「真正な」物品に公知のリン光体化合物（
例えば、「認証性の」リン光体化合物）を組み込むことができる。そのような物品の真正
性を検出するように構成された認証機器は、吸収可能な励起エネルギーの波長についての
情報（例えば、記憶した情報および／または様々なスペクトルフィルター）および認証性
リン光体化合物と関連する放射のスペクトル特性を有するだろう。認証するためのサンプ
ルの物品が用意されると、認証機器は、発光性のリン光体化合物の吸収特性部の既知の波
長と一致する波長であって所望の放射を直接的または間接的にもたらす波長を有する励起
エネルギーにその物品を曝露する。認証機器は、その物品によって生成されるであろう何
らかの放射に対するスペクトルのパラメーターを感知し、そして特徴づけを行う。検出さ
れた放射のスペクトル信号が認証性リン光体化合物と一致する検出装置の認証パラメータ
ー範囲内（「検出パラメーターのスペース」と称される）であると、その物品は真正であ
るとみなすことができる。反対に、認証機器が検出パラメーターのスペース内であると予
測される信号を感知しない場合は、その物品は真正ではない（例えば、偽物または偽造物
である）とみなすことができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　[0007]上述の技術は比較的単純な偽物や偽造活動を検知し妨害するのに非常に有効であ
る。しかし、適当な資材や設備を有する個人は、幾つかのリン光体化合物の成分を決定す
るために、分光測定の技術を用いることができるだろう。次に、そのリン光体化合物を複
製し、そして非真正物品とともに用いるかもしれず、従って、特定のリン光体化合物によ
って与えられる認証の利益はそこなわれるだろう。従って、上述した方法での物品の認証
を容易にするために多くのリン光体化合物が開発されたが、さらなる化合物、そのような
化合物を物品とともに用いる独特な方法、および物品を認証するための技術であって、偽
物や偽造活動をより困難にし、そして／または、特に重要な物品を確認し追跡するための
利益が示されるものを開発するのが望ましい。さらに、本発明のその他の望ましい特徴と
性質は、添付する図面およびこの発明の背景とともに理解することによって、本発明につ
いての以下の詳細な説明と添付する特許請求の範囲から明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　[0008]発光性の物質の態様は、ホウ酸塩、一種以上の希土類イオン、およびクロムを含
む。そのホウ酸塩はある結晶構造を有し、そして第一の置換可能な元素と第二の置換可能
な元素を含む。希土類イオンは第一の置換可能な元素の代わりに用いられ、そしてそれら
はネオジムとイッテルビウムからなる群から選択される。クロムは第二の置換可能な元素
の代わりに用いられる。
【００１０】
　[0009]認証において用いるための発光性物質を製造するための方法の態様は、ある結晶
構造を有するとともに、第一の置換可能な元素と第二の置換可能な元素、第一の置換可能
な元素の代わりに用いられる一種以上の希土類イオン、および第二の置換可能な元素の代
わりに用いられるクロムを含むホウ酸塩を調製することを含む。一種以上の希土類イオン
はネオジムとイッテルビウムからなる群から選択される。この方法はまた、ホウ酸塩を基
材の中に分散させることによって発光性物質を製造することを含む。
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【００１１】
　[0010]物品の態様は、基材を含むセキュリティー特徴部と、その基材の中に分散させた
発光性のホウ酸塩の粒子を含む。発光性のホウ酸塩は、ある結晶構造および第一の置換可
能な元素と第二の置換可能な元素、第一の置換可能な元素の代わりに用いられる一種以上
の希土類イオン、および第二の置換可能な元素の代わりに用いられるクロムを有するホウ
酸塩を含む。一種以上の希土類イオンはネオジムとイッテルビウムからなる群から選択さ
れる。
【００１２】
　[0011]物品に組み入れた発光性の物質を確認するための方法の態様は、その物品の一部
をクロムの吸収帯において励起輻射線に曝露し、そして曝露工程が終了した後にその励起
輻射線の結果としてその一部によって生成して検出される放射がイッテルビウムの放射を
示すかどうかを判定することを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　[0012]本発明の態様を図面を参照して以下で説明するが、図面において同じ符号は同じ
要素を示す。
【図１】[0013]図１は、様々な実施態様に係る、発光性のホウ酸塩において可能性のある
成分を示す。
【図２】[0014]図２は、実施態様に係る、励起波長の関数としてのネオジムの放射への吸
収性の寄与を示すグラフである。
【図３】[0015]図３は、実施態様に係る、励起波長の関数としてのイッテルビウムの放射
への吸収性の寄与を示すグラフであり、クロムが主な吸収体である場合を示す。
【図４】[0016]図４は、実施態様に係る、発光性ホウ酸塩、そのホウ酸塩を含む基材、お
よびホウ酸塩を含む基材を含む物品を製造するための方法の流れ図である。
【図５】[0017]図５は、実施態様に係る、支持体と認証特徴部を含む物品の側断面図であ
る。
【図６】[0018]図６は、実施態様に係る、物品を認証するためのシステムである。
【図７】[0019]図７は、実施態様に係る、物品の認証を行うための方法の流れ図である。
【図８】[0020]図８は、幾つかの実施態様に係る、様々な割合の置換されたネオジムとイ
ッテルビウムを伴う複数のホウ酸イットリウムアルミニウム（ＹＡＢ）のサンプルの放射
強度を示すグラフである。
【図９】[0021]図９は、幾つかの実施態様に係る、様々な割合の置換されたネオジム、イ
ッテルビウムおよびクロムを伴う複数のＹＡＢのサンプルの放射強度を示すグラフである
。
【図１０】[0022]図１０は、幾つかの実施態様に係る、様々な割合の置換されたネオジム
、イッテルビウムおよびクロムを伴う複数のホウ酸アルミニウムのサンプルの放射強度を
示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　[0023]本発明の様々な態様についての以下の詳細な説明は本来典型的な例にすぎず、本
発明の主題を限定するか、あるいは本発明の主題の用途と利用法を限定することを意図す
るものではない。さらに、前述した発明の背景または以下の詳細な説明で提示されるいか
なる理論によっても拘束されないことが意図されている。
【００１５】
　[0024]以下で詳細に検討される態様は、発光性のホウ酸塩、発光性ホウ酸塩を製造する
ための方法、発光性ホウ酸塩を含む物品、および物品の認証という主旨において発光性ホ
ウ酸塩を確認するための方法を含む。以下で説明する発光性ホウ酸塩およびそれらを検出
するための方法と装置の態様は、認証のために用いられる利用可能な物質の多様性を増大
させる。ここで説明される発光性ホウ酸塩の態様からの放射を特徴づけるスペクトル特性
と減衰時間定数は、認証の目的のための測定可能な量として用いられるだろう。
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【００１６】
　[0025]図１は、様々な実施態様に係る、発光性のホウ酸塩１００において可能性のある
成分を示す。発光性のホウ酸塩１００はホスト（寄主）のホウ酸塩１１０を含み、これは
ホストの結晶格子物質としての役割をもつ。発光性のホウ酸塩１００はまた、１つの態様
においてネオジム１２０（Ｎｄ）および／またはイッテルビウム１３０（Ｙｂ）も含んで
いる。さらなる態様において、発光性のホウ酸塩１００はクロム１４０（Ｃｒ）も含んで
いる。
【００１７】
　[0026]後にさらに詳しく説明するが、ネオジム１２０とイッテルビウム１３０は発光性
ホウ酸塩１００において放出性イオンとして機能する。放出性イオンとして、ネオジム１
２０とイッテルビウム１３０は適当な励起エネルギーを受けると検出可能な輻射線を生成
する。後にさらに詳しく説明するが、ネオジム１２０とイッテルビウム１３０は、多重の
機構によって後続する放射のためのエネルギーを受け取るだろう。例えば、ネオジム１２
０は励起輻射線を直接吸収することができ、そしてその後にネオジム１２０はその吸収し
たエネルギーの少なくとも幾分かを（典型的には、励起輻射線とは異なっていて、もっと
長い波長において）放射するかもしれない。イッテルビウム１３０も直接励起されるかも
しれないが、イッテルビウムの吸収帯は放射帯（emission bands）（発光帯）に極めて近
い（例えば、吸収帯は約９１０ｎｍにおいて開始する）。ホストのホウ酸塩１１０は、こ
のホストのホウ酸塩１１０の格子イオンに代わって置換するクロム１４０も含んでもよい
が、この場合、クロム１４０は増感性イオンとして機能する。増感性イオンとして、クロ
ム１４０はクロムの吸収帯の中で励起輻射線を吸収し、そしてそのエネルギーの少なくと
も幾分かをネオジム１２０とイッテルビウム１３０に移すだろう。次に、ネオジム１２０
とイッテルビウム１３０は、クロム１４０からエネルギーを受け取った結果として検出可
能な放射を生成するだろう。さらに、ネオジム１２０も増感性イオンとして機能するかも
しれず、そしてエネルギー（例えば、ネオジム１２０が直接吸収したエネルギー、または
ネオジム１２０がクロム１４０から受け取ったエネルギー）をイッテルビウム１３０に移
し、そしてイッテルビウム１３０はネオジム１２０からエネルギーを受け取った結果とし
て検出可能な放射を生成するだろう。イッテルビウム１３０も、クロム１４０からエネル
ギーを受け取った結果として検出可能な放射を生成するかもしれない。
【００１８】
　[0027]ホストのホウ酸塩１１０は、その中にネオジム１２０、イッテルビウム１３０お
よび／またはクロム１４０が組み込まれる（すなわち、ホウ酸塩１１０の置換可能な１種
以上の元素として置換される）物質で構成される。特に、ホストのホウ酸塩１１０は結晶
格子であり、その格子の中の様々な位置において様々な化学成分が置換しうる。ある態様
によれば、ホストのホウ酸塩１１０は単斜晶のハンタイト状構造、三方晶のハンタイト状
構造および混合したハンタイト状構造からなる群から選択される結晶構造を有し、ここで
「ハンタイト状」とは、ホストのホウ酸塩１１０が鉱物のハンタイトと同形であることを
意味する。特に、ある態様において、ホストのホウ酸塩１１０はＲ３２の空間群の三方晶
構造を有していてもよい。ホストのホウ酸塩１１０は正規組成のホウ酸塩であってもよく
、これは、１種以上の放出性イオン（例えば、ネオジムおよび／またはイッテルビウム）
が別の格子イオン（例えば、イットリウム）に代わってホストの格子の中に１００パーセ
ント置換されていて、そして最終的な物質が有用な発光特性をなおも保持していることを
意味する。ホストのホウ酸塩１１０の中に置換される各々のイオン（または原子）の量は
、ここでは原子パーセントに関して説明される。
【００１９】
　[0028]ある態様において、ホストのホウ酸塩１１０はＭｅＸ３Ｂ４Ｏ１２の式を有する
ホウ酸塩であり、ここでＭｅは第一の置換可能な元素であり、Ｘは第二の置換可能な元素
であり、Ｂはホウ素であり、そしてＯは酸素である。ここで用いる「置換可能な元素」と
いう用語は、結晶構造の中の特定の位置を占めるホストのホウ酸塩１１０の元素を指し、
このとき、発光性のホウ酸塩１００を形成する間に前記の位置に別の元素（例えば、ネオ
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ジム１２０、イッテルビウム１３０および／またはクロム１４０）が置換しうる。例えば
、ホストのホウ酸塩１１０がＭｅＸ３Ｂ４Ｏ１２の式を有するとき、Ｍｅは第一の置換可
能な元素であり、そして様々な態様は、Ｍｅの位置に置換されたネオジム１２０とイッテ
ルビウム１３０のいずれか一方または両方を含む。さらに、Ｘは第二の置換可能な元素で
あり、様々な態様は、Ｘの位置に置換されたクロム１４０を含む。
【００２０】
　[0029]様々な態様において、Ｍｅはイットリウム（Ｙ）、ランタン（Ｌａ）、ガドリニ
ウム（Ｇｄ）、ルテチウム（Ｌｕ）、およびこれらの混合物からなる群から選択される元
素であり、そしてＸはアルミニウム（Ａｌ）、スカンジウム（Ｓｃ）、ガリウム（Ｇａ）
、およびこれらの混合物からなる群から選択される元素である。例えば、ホストのホウ酸
塩１１０は、様々な態様において、ホウ酸イットリウムアルミニウム（ＹＡｌ３Ｂ４Ｏ１

２、ここでは「ＹＡＢ」という）、ホウ酸ランタンアルミニウム（ＬａＡｌ３Ｂ４Ｏ１２

）、ホウ酸ガドリニウムアルミニウム（ＧｄＡｌ３Ｂ４Ｏ１２）またはホウ酸ルテチウム
アルミニウム（ＬｕＡｌ３Ｂ４Ｏ１２）であってよい。他の態様において、ホストのホウ
酸塩１１０は、ホウ酸イットリウムスカンジウム（ＹＳｃ３Ｂ４Ｏ１２）、ホウ酸ランタ
ンスカンジウム（ＬａＳｃ３Ｂ４Ｏ１２）、ホウ酸ガドリニウムスカンジウム（ＧｄＳｃ

３Ｂ４Ｏ１２）またはホウ酸ルテチウムスカンジウム（ＬｕＳｃ３Ｂ４Ｏ１２）であって
よい。さらに他の態様において、ホストのホウ酸塩１１０は、ホウ酸イットリウムガリウ
ム（ＹＧａ３Ｂ４Ｏ１２）、ホウ酸ランタンガリウム（ＬａＧａ３Ｂ４Ｏ１２）、ホウ酸
ガドリニウムガリウム（ＧｄＧａ３Ｂ４Ｏ１２）またはホウ酸ルテチウムガリウム（Ｌｕ
Ｇａ３Ｂ４Ｏ１２）であってよい。以下の説明では、様々な態様とともに用いるのに適し
たホストのホウ酸塩１１０の例として、主としてＹＡＢを用いる。（上に挙げた代替例の
ような）ＹＡＢ以外のホストのホウ酸塩も用いることができ、そのような代替の態様は本
発明の主題の範囲内であると考えられる、と理解すべきである。
【００２１】
　[0030]発光性のホウ酸塩１００の第一の態様は、第一の置換可能な元素（例えば、ホス
トのホウ酸塩１１０がＭｅＸ３Ｂ４Ｏ１２の式を有するときはＭｅ）の代わりに少なくと
も２０パーセントの第一の置換パーセントで用いられるネオジム１２０および／または第
一の置換可能な元素の代わりに第二の置換パーセントで用いられるイッテルビウム１３０
を伴うホストのホウ酸塩１１０を含むものである。第二の置換パーセントは第一の置換パ
ーセントと同じか、または異なっていてもよい。例えば、ある態様において、ネオジム１
２０は第一の置換可能な元素の代わりに約５０～約９５パーセントの範囲の置換パーセン
トで用いられ、そしてイッテルビウム１３０は第一の置換可能な元素の代わりに約５～約
５０パーセントの範囲の置換パーセントで用いられる。別の実施態様において、ネオジム
１２０は第一の置換可能な元素の代わりに約８０～約９０パーセントの範囲の置換パーセ
ントで用いられ、そしてイッテルビウム１３０は第一の置換可能な元素の代わりに約１０
～約２０パーセントの範囲の置換パーセントで用いられる。
【００２２】
　[0031]ある態様によれば、ネオジム１２０および／またはイッテルビウム１３０によっ
て置き換えることのできるホストのホウ酸塩１１０のＭｅ原子の数は１００パーセントに
等しい。言い換えると、第一の置換可能な元素Ｍｅに代わるネオジム１２０とイッテルビ
ウム１３０の合計の（合わせた）置換パーセントは１００パーセントまでであってよいが
、それは１００パーセント未満とすることもできる。ネオジム１２０、イッテルビウム１
３０およびクロム１４０の原子との置換を可能にするホストのホウ酸塩１１０のＭｅ原子
とＸ原子のそれぞれは、置換されるイオンと近似する大きさ、近似する添加量および近似
する配位選択性を有する。発光性のホウ酸塩１００を形成する間、ホストのホウ酸塩１１
０の中の各々の位置における原子は１００原子パーセントを占めるだろう。多くの放出性
イオンは１００パーセントの置換レベルよりも十分に低く濃度が抑制されるが、特定の態
様においては、ネオジム１２０を、濃度の広範な抑制を行うことなく１００パーセントま
での置換パーセントでホストのホウ酸塩１１０の中に置換してもよいことが見いだされた
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。ホストのホウ酸塩１１０の様々な態様のうちの幾つかのものにおいて、ネオジム１２０
の高い置換レベルが可能であると考えられ、というのは、ホストのホウ酸塩１１０におけ
る放出性イオンの物理的な間隔は十分に離れていて、従って、相互作用の条件はかなり低
下しているからである。
【００２３】
　[0032]発光性のホウ酸塩１００の第二の態様は、第一の置換可能な元素（例えば、ホス
トのホウ酸塩１１０がＭｅＸ３Ｂ４Ｏ１２の式を有するときはＭｅ）の代わりに用いられ
るネオジム１２０とイッテルビウム１３０のいずれか一方または両方および第二の置換可
能な元素（例えば、ホストのホウ酸塩１１０がＭｅＸ３Ｂ４Ｏ１２の式を有するときはＸ
）の代わりに用いられるクロム１４０を伴うホストのホウ酸塩１１０を含むものである。
例えば、ある態様において、発光性のホウ酸塩１００は、第一の置換可能な元素の代わり
に用いられるネオジム１２０と第二の置換可能な元素の代わりに用いられるクロム１４０
を含んでいてよい。別の態様において、発光性のホウ酸塩１００は、第一の置換可能な元
素の代わりに用いられるイッテルビウム１３０と第二の置換可能な元素の代わりに用いら
れるクロム１４０を含んでいてよい。さらに別の態様において、発光性のホウ酸塩１００
は、第一の置換可能な元素の代わりに用いられるネオジム１２０とイッテルビウム１３０
の両方および第二の置換可能な元素の代わりに用いられるクロム１４０を含んでいてよい
。
【００２４】
　[0033]クロム１４０を含む上述した態様のいずれかにおいて、クロム１４０は１００パ
ーセントまでの置換パーセントで用いられていてもよい。例えば、クロム１４０は約１０
～約２０パーセントの範囲の置換パーセントで用いられてもよい。クロム１４０はネオジ
ム１２０にエネルギーを極めて効率よく移動させることが見いだされた。従って、クロム
１４０を含む態様において、ネオジム１２０の置換パーセントは、クロム１４０を含まな
い態様と比較してかなり低くてもよく、それでもなお検出可能な放射を効率よく生成する
ことができる。例えば、クロム１４０を含む態様において、ネオジム１２０は約５パーセ
ント程度に低い置換パーセントで第一の置換可能な元素の代わりに用いられてもよい（例
えば、約５～約９５パーセントの範囲や約１０～約２０パーセントの範囲など）。クロム
１４０とイッテルビウム１３０を含む（ネオジム１２０は含まれているか、または含まれ
ていない）態様において、イッテルビウム１３０は約５パーセント程度に低い置換パーセ
ントで第一の置換可能な元素の代わりに用いられてもよい（例えば、約５～約５０パーセ
ントの範囲や約１０～約５０パーセントの範囲など）。
【００２５】
　[0034]ホストのホウ酸塩１１０、ネオジム１２０およびイッテルビウム１３０を含む（
しかし、クロム１４０は含まない）態様を、ここでは「Ｎｄ：Ｙｂ：ホウ酸塩」と称する
。ホストのホウ酸塩１１０、ネオジム１２０およびクロム１４０を含む（しかし、イッテ
ルビウム１３０は含まない）態様を、ここでは「Ｃｒ：Ｎｄ：ホウ酸塩」と称する。ホス
トのホウ酸塩１１０、イッテルビウム１３０およびクロム１４０を含む（しかし、ネオジ
ム１２０は含まない）態様を、ここでは「Ｃｒ：Ｙｂ：ホウ酸塩」と称する。最後に、ホ
ストのホウ酸塩１１０、ネオジム１２０、イッテルビウム１３０およびクロム１４０を含
む態様を、ここでは「Ｃｒ：Ｎｄ：Ｙｂ：ホウ酸塩」と称する。
【００２６】
　[0035]ここで用いるとき、「適切な励起エネルギー」とは、発光性のホウ酸塩１００の
吸収性イオンの吸収帯と一致する波長の範囲を有する励起エネルギーを指す。上で挙げた
態様のいずれかの発光性のホウ酸塩１００に向けて適切な励起エネルギーを加えると、発
光性のホウ酸塩１００の中の吸収性イオンによって励起エネルギーが吸収され、そして発
光性のホウ酸塩１００の中の放出性イオン（すなわち、吸収性イオンと同じか、または異
なるであろうイオン）が検出可能な放射を生成するだろう。例えば、ネオジム１２０を含
む態様（例えば、Ｎｄ：Ｙｂ：ホウ酸塩、Ｃｒ：Ｎｄ：ホウ酸塩、およびＣｒ：Ｎｄ：Ｙ
ｂ：ホウ酸塩）において、ネオジム１２０は吸収性イオンとして機能し、これが適切な励
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起エネルギー（例えば、ネオジムの吸収帯における励起エネルギー）を直接吸収するだろ
う。イッテルビウムも含む態様（例えば、Ｎｄ：Ｙｂ：ホウ酸塩、およびＣｒ：Ｎｄ：Ｙ
ｂ：ホウ酸塩）において、ネオジム１２０はエネルギーをイッテルビウム１３０に効率よ
く移動させ、そしてイッテルビウム１３０は１つ以上のイッテルビウムの放射帯において
検出可能な放射を生成することが見いだされた。従って、ネオジム１２０は吸収性イオン
として機能し、そしてイッテルビウム１３０は放出性イオンとして機能する。ネオジム１
２０は放出性イオンとしても機能するかもしれず、それは１つ以上のネオジムの放射帯に
おいて検出可能な放射を生成する。ここで用いるとき、「放射帯」とは、電磁スペクトル
の連続した範囲の波長であって、その範囲内で発光性の物質の１つ以上の放出性イオンか
ら集中した無視できない（例えば、検出可能な）放射が生じることを意味することとして
、ここでは定義される。任意の特定の放出性イオンについて、「放射帯」は、それよりも
下ではそのイオンについての放射が無視できる低い方の波長と、それよりも上ではそのイ
オンについての放射が無視できる高い方の波長によって境界が限定される。
【００２７】
　[0036]加えて、クロム１４０を含む態様（例えば、Ｃｒ：Ｎｄ：ホウ酸塩、Ｃｒ：Ｙｂ
：ホウ酸塩、およびＣｒ：Ｎｄ：Ｙｂ：ホウ酸塩）において、クロム１４０は吸収性イオ
ンとして機能する場合があり、これが適切な励起エネルギー（例えば、クロムの吸収帯に
おける励起エネルギー）を直接吸収するだろう。ネオジム１２０とクロム１４０を含む態
様（例えば、Ｃｒ：Ｎｄ：ホウ酸塩、およびＣｒ：Ｎｄ：Ｙｂ：ホウ酸塩）において、ク
ロム１４０によって直接吸収されたエネルギーの少なくとも幾分かはネオジム１２０に移
動される場合があり、そしてクロム１４０からネオジム１２０へのエネルギー移動はかな
り効率的であることが見いだされた。従って、ネオジムの吸収帯においてエネルギーを直
接吸収することに加えて、ネオジム１２０はまた、クロム１４０の吸収とネオジム１２０
への移動を介して、クロムの吸収帯と一致する励起エネルギーを間接的に吸収するだろう
。そのような態様においては、クロム１４０は一次吸収剤として機能し、そしてネオジム
１２０は二次吸収剤として機能するだろう。さらに加えて、イッテルビウムも含む態様（
例えば、Ｃｒ：Ｎｄ：Ｙｂ：ホウ酸塩）において、ネオジム１２０はイッテルビウム１３
０にエネルギーを効率的に移動し、そしてイッテルビウム１３０は１つ以上のイッテルビ
ウムの放射帯において検出可能な放射を生成するかもしれない。さらに、ネオジム１２０
も放出性イオンとして機能するかもしれず、それは１つ以上のネオジムの放射帯において
検出可能な放射を生成する。クロム１４０とイッテルビウム１３０だけを含む態様（例え
ば、Ｃｒ：Ｙｂ：ホウ酸塩）において、十分な量のクロム１４０が存在する限りは（例え
ば、５％以上置換した場合）、クロム１４０によって直接吸収されたエネルギーの少なく
とも幾分かはイッテルビウム１３０に移動される場合があり、そしてイッテルビウム１３
０は１つ以上のイッテルビウムの放射帯において検出可能な放射を生成するだろう。従っ
て、イッテルビウムの吸収帯においてエネルギーを直接吸収することに加えて、イッテル
ビウム１３０はまた、クロム１４０の吸収とイッテルビウム１３０への移動を介して、ク
ロムの吸収帯と一致する励起エネルギーを間接的に吸収するだろう。
【００２８】
　[0037]後にさらに詳しく説明するが、発光性のホウ酸塩１００の様々な態様において、
イッテルビウム１３０は約９８５ナノメートル（ｎｍ）と約１０５０ｎｍを中心とする比
較的強い放射を生成し、このとき９８５ｎｍの放射帯における放射は典型的により高い強
度のものになる。加えて、幾つかの態様において、ネオジム１２０は約８８０ｎｍと１０
６５ｎｍを中心とする比較的強い放射を生成し、このとき１０６５ｎｍの放射帯における
放射は典型的により高い強度のものになる。ネオジム１２０は適切な励起エネルギー（例
えば、ネオジムの吸収帯における励起エネルギー）を直接吸収するかもしれないが、クロ
ム１４０をも含む態様により、（クロム１４０がクロムの吸収帯において励起エネルギー
を吸収した後に）クロム１４０からのエネルギー移動によってネオジム１２０も（あるい
はネオジム１２０が代わって）励起されうるものとなる。クロム１４０についての吸収帯
と比較すると、ネオジム１２０についての直接の吸収帯は比較的狭い。従って、クロム１
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４０を含有することは、発光性のホウ酸塩１００がクロムの広い吸収帯における励起エネ
ルギーに曝露される場合に、ネオジム１２０がかなりの量のエネルギーを受け取ることを
可能にするのに有利である。
【００２９】
　[0038]図２と図３はそれぞれ、様々な実施態様に係る、ネオジムとイッテルビウムの放
射への吸収性の寄与（図２）およびクロムの吸収を介してのネオジムとイッテルビウムの
放射への吸収性の寄与（図３）を（ｎｍでの）励起波長の関数として（任意単位（ＡＵ）
で）示すグラフ２００、３００である。具体的には、図２に示すように、イットリウムに
代えてネオジムを８０パーセント置換し、そしてイットリウムに代えてイッテルビウムを
２０パーセント置換したＹＡＢを含む態様において、およそ７５０ｎｍと８１０ｎｍの波
長を有する励起エネルギーのネオジムによる直接の吸収の結果として、１０６５ｎｍの放
射帯におけるネオジムの放射への顕著な寄与が生じるようである。
【００３０】
　[0039]それに対して、クロムについての吸収帯は比較的広い。例えば、図３に示すよう
に、アルミニウムに代えてクロムを２０パーセント置換し、イットリウムに代えてネオジ
ムを２０パーセント置換し、そしてイットリウムに代えてイッテルビウムを１０パーセン
ト置換したＹＡＢを含む態様において、およそ５５０ｎｍからおよそ６８０ｎｍまでの範
囲の波長を有する励起エネルギーのクロムによる直接の吸収、その吸収されたエネルギー
のクロムからネオジムとイッテルビウムへの移動、および（クロムから）ネオジムによっ
て受容されたエネルギーのイッテルビウムへの追加の移動の結果として、９８５ｎｍの放
射帯におけるイッテルビウムの放射への顕著な寄与が生じるようである。前に説明したよ
うに、望ましい放射に寄与するネオジムの吸収帯はクロムの吸収帯よりも狭く、そしてそ
のネオジムの吸収帯は近赤外線（ＮＩＲ）に近い。
【００３１】
　[0040]再び図１を参照すると、クロム１４０を含まない場合、ネオジムの吸収帯におけ
る励起エネルギーの十分な吸収を達成するためには、発光性のホウ酸塩１００の態様は比
較的高い割合のネオジム１２０を含むべきである。しかし、クロム１４０はエネルギーを
ネオジム１２０にかなり効率よく移動させるので、クロム１４０とネオジム１２０の両方
を含む発光性のホウ酸塩１００の態様は、比較的広いクロムの吸収帯を利用し、そしてか
なり低い割合のネオジム１２０を含んでいてもよく、それでもなおネオジム１２０への励
起エネルギーの十分な吸収（および／または移動）を達成するだろう。
【００３２】
　[0041]言い換えると、ネオジム１２０とクロム１４０の両方を含む態様（例えば、Ｃｒ
：Ｎｄ：ホウ酸塩、およびＣｒ：Ｎｄ：Ｙｂ：ホウ酸塩）においては、広いクロムの吸収
帯において適切な励起エネルギーが与えられるかもしれず、その吸収帯はもっと狭いネオ
ジムの吸収帯を包含する。そのような態様においては、クロムの吸収帯において励起エネ
ルギーが与えられると、ネオジム１２０は幾分かのエネルギーを直接吸収するであろうが
、しかしそれはまた、クロム１４０からかなりの量の追加のエネルギーを受け取る。励起
エネルギーの多くがクロム１４０によって吸収されてネオジム１２０に移されるであろう
から、ネオジム１２０の置換パーセントは、クロム１４０を含まない態様における置換パ
ーセントよりもかなり低いだろう（例えば、ネオジム１２０の置換パーセントは約５パー
セント以上）。逆に、クロム１４０を伴わずにネオジム１２０を含む態様（例えば、Ｎｄ
：Ｙｂ：ホウ酸塩）においては、比較的高い吸収断面積を与えるためには、比較的高いネ
オジム１２０の置換パーセントを有するのが望ましく（例えば、約５０～約９５パーセン
トの範囲）、それによって、十分な励起エネルギーがネオジム１２０によって直接吸収さ
れ、そして放出性イオン（例えば、イッテルビウム１３０）に移されることが保証される
。
【００３３】
　[0042]発光性のホウ酸塩１００の態様は、発光性のホウ酸塩１００が化学物質による損
傷と物理的な接触を受ける可能性のある環境において用いるのに特に適するような物質特



(11) JP 2015-504465 A 2015.2.12

10

20

30

40

50

性を有する。従って、発光性のホウ酸塩１００の態様は、物品のセキュリティー上または
認証上の特徴部（例えば、物品の真正性を判定するために分析される、物品の特徴部）と
の関連において用いるのに特に適している（ただし、それらは他の目的のために用いても
よい）。例えば、発光性のホウ酸塩１００の態様は、モース硬度スケールで約７．５の結
晶硬度と約３．７０１グラム/立方センチメートル（ｇ/ｃｃ）の密度を有する。従って、
発光性のホウ酸塩１００は、物理的な摩擦、衝撃およびその他の外傷を受けるときに急激
な物理的劣化に耐えられるほどに十分に硬いだろう。さらに、発光性のホウ酸塩１００の
態様は極めて薄い実体色を有することが観察されていて、そのことによって発光性のホウ
酸塩１００は隠れた認証上の用途において用いるのに特に適したものとなる。例えば、発
光性のホウ酸塩１００の態様は透明なインクまたはその他の基材の中に組み込んでもよく
、またホウ酸塩を含有するインクまたは基材が肉眼で用意に感知できないやり方で物品の
上に印刷してもよい。加えて、発光性のホウ酸塩１００の態様は、およそｗ＝１．７７５
およびおよそｅ＝１．７１５の２つの異なる屈折率を有する負の一軸性のものであり、そ
のことによって発光性のホウ酸塩１００は他の用途に適したものとなる。
【００３４】
　[0043]図４は、実施態様に係る、発光性ホウ酸塩（例えば、発光性のホウ酸塩１００、
図１）、そのホウ酸塩を含む基材、およびホウ酸塩を含む基材を含む物品（例えば、物品
５００、図５）を製造するための方法の流れ図である。この方法は、ブロック４０２にお
いて、ＭｅＸ３Ｂ４Ｏ１２の式を有する予備的な発光性ホウ酸塩（例えば、発光性のホウ
酸塩１００、図１）を調製することによって始まる。一般に、発光性の物質は当業者に知
られた多くの慣用の方法のいずれかを用いて製作することができる。例えば、様々な態様
の予備的な発光性ホウ酸塩の形成は、後に説明するように、固体化学を用いて行うことが
できる。具体的には、ある態様によれば、予備的な発光性ホウ酸塩は、ホウ酸塩の元素の
全てを（典型的には酸化物の形で）含む成分を用いてホウ酸塩の結晶を成長させることに
よって調製される。
【００３５】
　[0044]例えば、ＭｅＸ３Ｂ４Ｏ１２の式を有する発光性ホウ酸塩は固体化学を用いて調
製することができる。特に、予備的な発光性ホウ酸塩にホウ素を組み込むために、ホウ酸
（Ｈ３ＢＯ３）が予備的な発光性ホウ酸塩を成長させるために用いられる成分のうちの１
つである。前に検討したように、ホストのホウ酸塩における元素Ｍｅは、様々な態様にお
いて、イットリウム、ランタン、ガドリニウムおよび／またはルテチウムとすることがで
きる。従って、予備的な発光性ホウ酸塩を成長させるために用いられる成分のうちの別の
ものは、発光性ホウ酸塩においていずれの元素Ｍｅが用いられるかに応じて、それぞれ酸
化イットリウム（Ｙ２Ｏ３）、酸化ランタン（Ｌａ２Ｏ３）、酸化ガドリニウム（Ｇｄ２

Ｏ３）または酸化ルテチウム（Ｌｕ２Ｏ３）（以下では「Ｍｅ酸化物」という）のいずれ
かである。加えて、発光性ホウ酸塩における元素Ｘは、様々な態様において、アルミニウ
ム、スカンジウムまたはガリウムであってよい。従って、予備的な発光性ホウ酸塩を成長
させるために用いられる成分のうちの別のものは、発光性ホウ酸塩においていずれの元素
Ｘが用いられるかに応じて、それぞれ酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、酸化スカンジウ
ム（Ｓｃ２Ｏ３）または酸化ガリウム（Ｇａ２Ｏ３）（以下では「Ｘ酸化物」という）の
いずれかである。
【００３６】
　[0045]結晶格子におけるＸ元素とＭｅ元素の原子対原子の置換は、予備的な発光性ホウ
酸塩を成長させるために用いられる追加の成分として酸化ネオジム（Ｎｄ２Ｏ３）、酸化
イッテルビウム（Ｙｂ２Ｏ３）および／または酸化クロム（Ｃｒ２Ｏ３）を用いることに
よって達成することができる。ある態様によれば、酸化ネオジムと酸化イッテルビウムに
おけるネオジムとイッテルビウムは＋３の原子価を有する。予備的な発光性ホウ酸塩のＭ
ｅの位置にネオジムおよび／またはイッテルビウムを置き換えるために、Ｍｅ酸化物の幾
分かまたは全てが所望の量の酸化ネオジムまたは酸化ネオジムと酸化イッテルビウムの組
み合わせで置換され、このとき、置換量は原子数（すなわち、ネオジム原子および／また
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はイッテルビウム原子と置き換えられるＭｅ原子のパーセントを示す原子数）の点から確
定される。例えば、予備的な発光性ホウ酸塩のＭｅの位置においてネオジムを６０パーセ
ント置換し、そしてイッテルビウムを１０パーセント置換することを欲する場合は、Ｍｅ
酸化物の６０パーセントが酸化ネオジムで置き換えられ、そしてＭｅ酸化物の１０パーセ
ントが酸化イッテルビウムで置き換えられるであろう。同様に、予備的な発光性ホウ酸塩
のＸの位置にクロムを置き換えるために、Ｘ酸化物の幾分かが所望の量の酸化クロムで置
換される。例えば、予備的な発光性ホウ酸塩のＸの位置においてクロムを２０パーセント
置換することを欲する場合は、Ｘ酸化物の２０パーセントが酸化クロムで置き換えられる
であろう。
【００３７】
　[0046]（例えば、石英ボートおよび／またはアルミナるつぼの中で）適当な量で一緒に
したならば、ブロック４０４において、組み合わせた成分を複数回（例えば、４回または
その他の回数）、所定の温度で（例えば、およそ５００～１２００℃の範囲または別の範
囲の温度で）所定の時間（例えば、およそ３０～６０分の範囲または別の範囲の時間）に
わたって焼成することによって発光性ホウ酸塩を活性化し、そして各々の焼成工程の後に
粉末化の加工を行う。このようにして得られた粉末化された結晶が、予備的な発光性ホウ
酸塩を形成する。
【００３８】
　[0047]予備的な発光性ホウ酸塩を作製するために、上で説明したように固体化学を用い
ることができるが、他の場合においては、溶液化学の技術を用いてもよい。溶液化学を用
いることによって、様々な物質を溶解し、次いで沈殿させ、それに続いて焼成する。発光
性ホウ酸塩を作製するために用いられる特定のプロセスに応じて、予備的な発光性ホウ酸
塩を形成するのに他の物質を含めてもよい。例えば、様々な融剤およびその他の先駆物質
を予備的な発光性ホウ酸塩の中に含めてもよい。
【００３９】
　[0048]ブロック４０６において、所望の大きさの結晶粒子を製造するために、予備的な
発光性ホウ酸塩をさらに粉砕および／または選別してもよい。例えば、ここで説明してい
る発光性ホウ酸塩の様々な態様のものの効率は、発光性ホウ酸塩の粉末が約１０ミクロン
未満の粒度を有する粒子、そしてある場合においては約１ミクロン程度に小さなサイズを
有する粒子を含む場合であっても、比較的高いままであることが見いだされた。ここで用
いるとき、「粒度」という用語は、粒子の平均直径として定義される（例えば、レーザー
光回折型の測定装置（例えば、Microtrac Inc.（ペンシルバニア州、モンゴメリービル）
によって製造される装置）によって測定して、質量容積が５０パーセントの点（Ｄ５０）
での粒子の大きさの平均直径）。
【００４０】
　[0049]ブロック４０８において、発光性ホウ酸塩の粒子を基材に組み込む。例えば、こ
れらに限定する意図はないが、基材は物品の支持体に相当するか、あるいは基材は物品の
支持体の表面に付加される（例えば、表面に印刷、塗布、噴霧されるか、あるいはその他
の方法で接着または接合される）物質に相当するか、あるいは支持体の中に埋め込まれる
特徴部（例えば、埋め込まれた特徴部、セキュリティースレッドなど）に相当するだろう
。前者の場合、発光性ホウ酸塩の粒子は支持体物質に組み込まれ、これは例えば、発光性
ホウ酸塩の粒子を支持体のための基材（例えば、紙、紙パルプ、ポリマー、プラスチック
、プラスチックのベース樹脂、ガラス、金属、布、繊維、セラミック、木、スラリーなど
）と組み合わせることによって行われるか、そして／または、支持体に発光性ホウ酸塩の
粒子のコロイド分散液を含浸させることによって行われるだろう。含浸は、例えば印刷、
滴下、塗布または噴霧のプロセスによって行うことができる。
【００４１】
　[0050]発光性ホウ酸塩の粒子が支持体の表面に付加される物質に組み込まれる態様にお
いて、発光性ホウ酸塩の粒子は組成物（例えば、インク、インクの添加剤またはその他の
キャリヤー）と混合される。発光性ホウ酸塩の粒子が支持体の中に埋め込まれる特徴部に
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組み込まれる態様において、発光性ホウ酸塩の粒子をその特徴部に組み込むことは、上で
検討したように、発光性ホウ酸塩を支持体に組み込むのと同様のやり方で行われるだろう
。特に、発光性ホウ酸塩の粒子を、埋め込まれる特徴部を形成するための基材と混合して
もよい。さらに他の態様において、発光性ホウ酸塩の粒子を他の基材（例えば、接着剤、
様々な液体、ゲルなど）に組み込むか、あるいはそのような基材と組み合わせてもよい。
【００４２】
　[0051]ブロック４１０において、発光性ホウ酸塩を含む物品が製造される。例えば、こ
れは発光性ホウ酸塩を含む基材または特徴部を物品の中または上に組み込むことによって
行うことができる（例えば、物品５００、図５）。発光性ホウ酸塩を含む基材が支持体の
ための基材である態様においては、この工程を省いてもよい。逆に、発光性ホウ酸塩を含
む物質を支持体の表面に適用できる態様においては、発光性ホウ酸塩を含む物質を支持体
の１つ以上の表面上の予め決められた位置に印刷してもよい。逆に、発光性ホウ酸塩を含
む物質が埋め込まれる特徴部に相当する場合は、支持体の物質が柔軟な形態にあるときに
（例えば、その物質がスラリーの形態、溶融した形態または非硬化形態にあるときに）、
その埋め込まれる特徴部を支持体の物質と合体させる。上述した方法のうちのいずれにお
いても、発光性ホウ酸塩の態様を物品に組み込むことができる。
【００４３】
　[0052]図５は、実施態様に係る、発光性ホウ酸塩を含む物品５００の断面図を示す。例
えば、物品５００の態様は、表面に適用された認証特徴部５１０および／または埋め込ま
れた認証特徴部５２０を含んでいてもよく、これらの特徴部は発光性ホウ酸塩の粒子（図
示せず）を含み、そして／または、物品５００は、物品５００の１つ以上の構成要素の中
に（例えば、物品の支持体５０２の中に、および／または、物品の１つ以上の層またはそ
の他の構成要素の中に）均一または不均一に分散された発光性ホウ酸塩の粒子５３０を含
んでいてもよい。図５において、認証特徴部５１０、５２０および粒子５３０の様々な相
対的な寸法は、一定の縮尺では描かれていないかもしれない。物品５００は表面に適用さ
れた認証特徴部５１０および／または埋め込まれた認証特徴部５２０と粒子５３０の両方
を含むように示されているが、別の物品は、埋め込まれた認証特徴部、表面に適用された
認証特徴部、および分散された発光性ホウ酸塩の粒子のうちの１つまたはそれらの組み合
わせを含んでいてもよい。最後に、図５においては１つの表面に適用された認証特徴部５
１０と１つの埋め込まれた認証特徴部５２０だけが示されているが、物品は認証特徴部５
１０、５２０のいずれかのタイプのものを１つよりも多く含んでいてもよい。
【００４４】
　[0053]様々な態様において、物品５００は、（これらに限定はされないが）身分証明書
、運転免許証、旅券、身元証明書、紙幣、小切手、証書、文書、株券、梱包要素、クレジ
ットカード、バンクカード、ラベル、印章、代用貨幣（例えば、ギャンブルおよび／また
はゲーム機または自動販売機において用いるためのもの）、郵便切手、液体、人体、動物
、および生物学的サンプルを含む群から選択されるいずれかのタイプの物品であってもよ
い。支持体５０２は任意の様々なタイプの支持体であってよく、それは、（これらに限定
はされないが）紙、ポリマー、ガラス、金属、布および繊維を含む群から選択される１つ
以上の材料を含む。
【００４５】
　[0054]様々な態様において、支持体５０２は剛性のものでも可撓性のものでもよいが、
１つ以上の層または構成要素から形成することができる。様々な態様の発光性ホウ酸塩を
極めて多様な様々なタイプの物品との関係において用いることができるので、支持体５０
２の様々な形状は列挙するには多すぎる。従って、図５においては単純な単一の支持体５
０２が例示されているが、支持体５０２は任意の様々な異なる形状を有することができる
と理解すべきである。例えば、支持体は同じ物質または異なる物質からなる複数の層また
は部分を含む「複合の」支持体であってもよい。例えば、（これらに限定はされないが）
支持体は１つ以上の紙の層または部分および１つ以上のプラスチックの層または部分を含
んでいて、それらを積層するか、あるいは他の方法で共に結合させて複合の支持体を形成
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していてもよい（例えば、紙の層／プラスチックの層／紙の層またはプラスチックの層／
紙の層／プラスチックの層の複合支持体）。加えて、ここでは無生物で固体の物品につい
て述べているが、「物品」は人体、動物、生物学的サンプル、液体サンプル、および実質
的に全てのその他の物体または物質を含んでいてもよく、それらの中または上に、ある態
様の発光性物質が含まれていてもよい。
【００４６】
　[0055]表面に適用された認証特徴部５１０は、例えば、（これらに限定はされないが）
印刷された認証特徴部であるか、あるいは、ある態様の発光性ホウ酸塩が中または上に含
まれる１つ以上の剛性または可撓性の物質を含む認証特徴部であってもよい。例えば、（
これらに限定はされないが）表面に適用された認証特徴部５１０は、ある態様の発光性ホ
ウ酸塩の粒子を含むインク、顔料、被覆または塗料で構成されていてもよい。あるいは、
表面に適用された認証特徴部５１０は、１つ以上の剛性または可撓性の物質で構成されて
いて、その中または上にある態様の発光性ホウ酸塩の粒子が含まれているものであっても
よく、この場合、物品の支持体５０２の表面に支持体が接着されるか、あるいはその他の
方法で付着される。様々な態様によれば、表面に適用された認証特徴部５１０は約１ミク
ロン以上の厚さ５１２を有していてもよく、そして表面に適用された認証特徴部５１０は
支持体５０２の幅と長さと同等以下の幅と長さを有していてもよい。
【００４７】
　[0056]埋め込まれた認証特徴部５２０は、ある態様の発光性ホウ酸塩が中または上に含
まれる１つ以上の剛性または可撓性の物質で構成されている。例えば、（これらに限定は
されないが）埋め込まれた認証特徴部５２０は、分離した剛性または可撓性の支持体、セ
キュリティースレッドまたはその他のタイプの構造体の形状で構成されていてもよい。様
々な態様によれば、埋め込まれた認証特徴部５２０は約１ミクロンから支持体５０２の厚
さ５０４までの範囲の厚さ５２２を有していてもよく、そして埋め込まれた認証特徴部５
２０は支持体５０２の幅と長さと同等以下の幅と長さを有していてもよい。
【００４８】
　[0057]上述したように、他の態様において、発光性ホウ酸塩の粒子５３０は、図５に示
すように、支持体５０２の中に、または物品５００の１つ以上の他の構成要素の中に（例
えば、物品の１つ以上の層またはその他の構成要素の中に）均一または不均一に分散され
ていてもよい。発光性ホウ酸塩の粒子５３０は、例えば、（これらに限定はされないが）
粒子５３０を支持体５０２のための基材またはその他の構成要素の中に混合することによ
って、そして／または、前に説明したように、支持体５０２またはその他の構成要素に粒
子５３０のコロイド分散液を含浸することによって、支持体５０２またはその他の構成要
素の中に分散させることができる。
【００４９】
　[0058]ここで検討している発光性ホウ酸塩の態様（例えば、発光性ホウ酸塩１００、図
１）の吸収特性と放射特性は、セキュリティー特徴部および認証特徴部と関連のあるそれ
らの用途と一致する。例えば、比較的に一般的な認証装置を用いるとき、発光性ホウ酸塩
の態様は容易に励起されるだろう。クロムを伴わずにネオジムを含む態様（例えば、Ｎｄ
：Ｙｂ：ホウ酸塩）において、発光性ホウ酸塩はネオジムの吸収帯における励起エネルギ
ーで励起されるだろう。クロムを含む態様（例えば、Ｃｒ：Ｎｄ：ホウ酸塩、Ｃｒ：Ｙｂ
：ホウ酸塩、およびＣｒ：Ｎｄ：Ｙｂ：ホウ酸塩）において、発光性ホウ酸塩はネオジム
の吸収帯とクロムの吸収帯の両方における励起エネルギーで励起されるだろう。前に検討
したように、ネオジムとイッテルビウムの両方を含む態様（例えば、Ｎｄ：Ｙｂ：ホウ酸
塩、およびＣｒ：Ｎｄ：Ｙｂ：ホウ酸塩）において、ネオジムは吸収したエネルギー（例
えば、ネオジムの吸収帯において励起エネルギーとして直接吸収したエネルギーとクロム
から受け取ったエネルギーのいずれか）をイッテルビウムに容易に移動させるだろう。そ
のような態様において、ネオジムはネオジムの放射帯において検出可能な放射を生成し、
そしてイッテルビウムはイッテルビウムの放射帯において検出可能な放射を生成するだろ
う。
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【００５０】
　[0059]ある態様によれば、ネオジムの放射とイッテルビウムの放射のいずれか一方また
は両方を検出し、そしてそれらの放射の強度が検出パラメーターのスペースに入るか否か
を判定するように、検出装置を構成することができる。加えて、ネオジムの放射とイッテ
ルビウムの放射の間のピークの比率はネオジムとイッテルビウムの置換パーセントと強い
相関関係にあり、またそれは、ホストのホウ酸塩におけるＭｅ（例えば、イットリウム、
ランタン、ガドリニウムおよび／またはルテチウム）に代えて用いられる元素の選択とも
強い相関関係にあることが見いだされた。従って、検出装置の態様は、ネオジムの放射帯
（例えば、約８８０ｎｍを中心とする放射帯）およびイッテルビウムの放射帯（例えば、
約９８５ｎｍを中心とする放射帯）における放射の強度を測定し、それらの強度の比率を
計算し、そしてその比率が適当なホストのホウ酸塩を含む認証物質および既知のネオジム
とイッテルビウムの置換パーセントと一致するか否かを判定するだろう。
【００５１】
　[0060]図６は、実施態様に係る、物品６５０を（例えば、高速度の物品速度で）認証す
るための装置６００である。装置６００は、ある態様によれば、処理装置６０２、１つ以
上の励起エネルギー発生器６０４、光フィルター（フィルター）６１０、６１２と結合し
た１つ以上の放射光検出器（「検出器」）６０６、６０８、信号分配／分散要素６１４、
データ記憶装置６１６、およびユーザーインターフェース６１８を含む。処理装置６０２
は１つ以上のプロセッサーおよび関連する回路を含んでいてもよく、この処理装置は物品
（例えば、物品６５０）を認証することに関連するプロセスを（例えば、実行可能なソフ
トウェアアルゴリズムの形で）制御および分析することを実行するように構成されている
。
【００５２】
　[0061]物品６５０は支持体６５２を含み、そして場合により、（前述したように）表面
に適用されるかまたは埋め込まれた認証特徴部６５４を含む。ある態様において、物品６
５０は認証装置６００を通して処理方向６２６へ移送され、このとき物品６５０の投入端
６５８が最初に装置６００に提供され、そして物品６５０の後端６６０が最後に装置６０
０に提供される。例えば、最初の時点（Ｔ１）において、物品６５０は装置６００の励起
窓６２４の下を通過し、そして第二に、後続の時点（Ｔ２）において、物品６５０は装置
６００の検出窓６３２の下を通過する。代替の態様において、物品６５０を認証装置６０
０の中の静止位置に移動させ、そして励起窓６２４と検出窓６３２を静止している物品６
５０の上に移動させてもよい。さらに別の代替の態様において、物品６５０と励起／検出
窓６２４、６３２の両方を、励起と認証のプロセス全体を通して静止させてもよい（すな
わち、物品６５０と認証装置６００のいずれも動かない）。
【００５３】
　[0062]いずれのやり方においても、ある態様によれば、処理装置６０２は、励起エネル
ギー発生器６０４に制御信号を与え、これにより励起エネルギー発生器６０４が励起窓６
２４の幅とほぼ一致する幅を有する所定の励起軌道に沿って物品６５０の方へ励起エネル
ギー６２０を指向させるように構成される。物品６５０は励起窓６２４の下を移動すると
（あるいは励起窓６２４が物品６５０の上を移動すると）、支持体６５２または認証特徴
部６５４の中に組み込まれた発光性ホウ酸塩の中のイオンを放出し、（１つ以上のエネル
ギー吸収および／またはエネルギー移動の機構を用いて）後続する放射のためのエネルギ
ーを受け取る。代替の態様においては、処理装置６０２が励起エネルギー発生器６０４を
制御し、それにより、物品６５０の方へ強度が調節された励起エネルギー６２０を指向さ
せる。従って、発光性ホウ酸塩を励起するのに十分な時間にわたって励起エネルギー６２
０が出て、次に、エネルギーが止まって、放射の衰退を（例えば、放射検出器６０６、６
０８によって）観察し、そしてそれを定量する。このような態様においては、励起窓６２
４と検出窓６３２を合同させてもよい。
【００５４】
　[0063]制御信号において、処理装置６０２は、励起エネルギーを与えるタイミング（例
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えば、開始時間、停止時間および／または持続時間）および／または発生させる特定の励
起エネルギーと関連するその他のパラメーター（例えば、強度および／またはその他のパ
ラメーター）を指定することができる。典型的に、励起エネルギーの帯域幅は、励起エネ
ルギー発生器６０４の一部として含まれる励起源に基づいて予め決定される（例えば、選
択される発光ダイオードまたはレーザーダイオードによって発生される励起エネルギーの
帯域幅）。前述したように、ある態様の発光性ホウ酸塩についての適切な励起エネルギー
はネオジムおよび／またはクロムの吸収帯にあるかもしれない。様々なタイミングおよび
／または放射を発生させるパラメーターは、例えば、データ記憶装置６１６から引き出す
ことができる。励起エネルギー発生器６０４は、例えば、１つ以上のレーザー、レーザー
ダイオード、発光ダイオード（ＬＥＤ）、白熱フィラメント、ランプ、またはその他の励
起源を含んでいてもよい。
【００５５】
　[0064]励起エネルギー発生器６０４を制御することに加えて、処理装置６０２は放射検
出器６０６、６０８に制御入力を与えるように構成され、それにより、放射検出器６０６
、６０８は励起エネルギー６２０の少なくとも幾分かを（直接的または間接的に）吸収し
た様々な放出性イオンに応じて物品６５０から発出される放射６２８を検出することがで
きる。例えば、物品６５０はネオジムおよび／またはイッテルビウムの放射に対応する放
射を生成することができる。
【００５６】
　[0065]ある態様によれば、物品６５０が検出窓６３２に近接している場合、放射６２８
が信号分配／分散要素６１４に当り、要素６１４は放射６２８をビーム６３４、６３６に
分離する。一つのビーム６３４は第一の帯域（例えば、ネオジムの放射帯域）の範囲内の
光を含み、そして第二のビーム６３６は第一の帯域（例えば、イッテルビウムの放射帯域
）と重ならず、かつ第一の帯域とは分離された第二の帯域の範囲内の光を含む。信号分配
／分散要素６１４は第一のビーム６３４を一方の検出器６０６の方へ指向させ、そして第
二のビーム６３６を他方の検出器６０８の方へ指向させる。ある態様によれば、信号分配
／分散要素６１４は第一のビーム６３４を通過させ、そして第二のビーム６３６を反射す
るように構成される。例えば、信号分配／分散要素６１４はポリクロメーター、プリズム
、回折格子、薄膜フィルター、干渉フィルター、ダイクロイックフィルター、ダイクロイ
ックミラーおよびダイクロイックリフレクターからなる群から選択される要素とすること
ができる。このような信号分配／分散要素６１４の利点は、検出器６０６、６０８の両方
が物品６５０の同じ領域から発出される放射の成分を同時に受け止め、従って、得られる
強度の測定値の相関性を最大限度にすることを可能にすることである。
【００５７】
　[0066]各々の放射検出器６０６、６０８としては、例えば、スペクトルフィルター６１
０、６１２、１つ以上の電気光学センサー、光電子増倍管、アバランシェフォトダイオー
ド、フォトダイオード、電荷結合素子、電荷注入デバイス、写真フィルム、またはその他
の検出素子がある。特定の態様において、各々の放射検出器６０６、６０８は、信号分配
／分散要素６１４と光検出器の間に配置されたスペクトルフィルター６１０、６１２を含
む。スペクトルフィルター６１０、６１２は、ビーム６３４、６３６が検出器６０６、６
０８に供給される前にそれらのビームを選別するように構成され、それにより、ある放射
帯域（すなわち、スペクトル全体のうちの一部分）の範囲内の放射だけが実際に各々の検
出器６０６、６０８の有効領域に当たる。スペクトルフィルター６１０、６１２は、例え
ば、注目するスペクトル帯の範囲内の光だけを通し、そして他の全ての光を受けつけない
ように構成されたロングパスフィルター、バンドパスフィルター、またはその他のタイプ
のフィルターを含んでいてもよい。
【００５８】
　[0067]各々の検出器６０６、６０８は、注目するスペクトル帯の範囲内で感度を有し、
従って、そのスペクトル帯の範囲内のスペクトルフィルター６１０、６１２を通過する光
を検出するだろう。ある態様によれば、検出器６０６は注目する第一の帯域（ネオジムの
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放射帯）に相当するチャンネル内の放射を検出するように構成され、そして検出器６０８
は注目する第二の帯域（イッテルビウムの放射帯）に相当するチャンネル内の放射を検出
するように構成される。検出器６０６、６０８は同一の、または異なる型式または種類の
ものであってよい。特定の態様によれば、発光性ホウ酸塩の放射特性を測定するために異
なる型式または種類の検出器６０６、６０８が用いられ、そのような測定は、ネオジムと
イッテルビウムの放射帯の検出波長が十分に離れているために実行可能である。例えば、
検出器６０６、６０８のうちの一方はシリコン検出器を含んでいてもよく、そして検出器
６０６、６０８のうちの他方はヒ素化インジウムガリウム（ＩｎＧａＡｓ）検出器を含ん
でいてもよい（例えば、テレコムタイプの、または拡大されたＩｎＧａＡｓ）。他の態様
においては、注目する帯域内の放射を検出することのできる他のタイプの検出器を用いて
もよい（例えば、硫化鉛、セレン化鉛、ゲルマニウム、アンチモン化インジウム、ヒ素化
インジウム、ケイ化白金、アンチモン化インジウムなど）。代替の態様においては、注目
する全ての帯域における放射を検出することのできる単一の検出器を用いてもよい。その
ような態様においては、装置６００から信号分配／分散要素６１４を除外してもよい。
【００５９】
　[0068]各々の検出器６０６、６０８は、検出器６０６、６０８の有効領域に当たる捕集
された輻射線の強度に比例する電気信号を生成する。特に、各々の検出器６０６、６０８
は、物品の長さ（例えば、物品の投入端と後端の間の長さ）の実質的に全てまたは一部に
沿って検出器６０６、６０８が受ける放射の総和された強度を表す信号（例えば、１つ以
上のデジタル化された強度の値）を生成する。好ましくは、装置において（例えば、図６
の装置６００において）複数の検出器６０６、６０８が用いられる場合、総和された強度
の値は各々の検出器６０６、６０８によって同時に電子的に捕捉される（ただし、これは
必須のことではない）。
【００６０】
　[0069]各々の放射検出器６０６、６０８は、１つ以上の予め設定した時間間隔で強度の
値をデジタル化することができる（例えば、ｔ＝０で開始し、次いで、幾つかの間隔につ
いて０．０１ミリ秒毎に）。加えて、各々の放射検出器６０６、６０８は、処理装置６０
２に対して情報（例えば、デジタル化した強度の値）を与え、それにより放射６２８の時
間的特性、スペクトル特性および位置的特性を特徴づけすることが可能になる。例えば、
放射検出器６０６は、ネオジムの放射帯において放出された輻射線の強度に相当する一連
の値を生成する。検出器６０６からの各々の値または値の集合には標識が付けられ、ある
いは、検出された放射の位置（例えば、物品の投入端からの直線距離）および放射が検出
されたときの時間（例えば、対応する励起エネルギーの供給を停止したときからの時間）
を示す情報との関連づけが別の方法で行われる。同様に、放射検出器６０８は、イッテル
ビウムの放射帯において放出された輻射線の強度に相当する一連の値を生成する。放射検
出器６０６によって生成される値と同様に、検出器６０８からの各々の値または値の集合
には標識が付けられ、あるいは、検出された放射の位置および放射が検出されたときの時
間を示す情報との関連づけが別の方法で行われる。
【００６１】
　[0070]処理装置６０２は、いずれかの検出された輻射線の時間的特性、スペクトル特性
および位置的特性が真正な物品の時間的特性、スペクトル特性および位置的特性と一致す
るか否かを判定するために、前記の情報を受け取るとそれを分析するように構成される。
図７と関係づけてもっと詳しく説明するであろうが、装置６００のための認証パラメータ
ーには次のものからなる群から選択されるパラメーターが含まれる：ネオジムの放射帯に
おける放射の強度（または総和された強度）；イッテルビウムの放射帯における放射の強
度（または総和された強度）；ネオジムの放射帯における放射の衰退時間の定数；イッテ
ルビウムの放射帯における放射の衰退時間の定数；ネオジムの放射帯における放射の立ち
上がりの時間の定数；イッテルビウムの放射帯における放射の立ち上がりの時間の定数；
およびネオジムの放射帯における放射とイッテルビウムの放射帯における放射との間の放
射の強度（または総和された強度）の比率。さらなる認証パラメーターを確認することも
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できる。
【００６２】
　[0071]真正な物品に相当する認証パラメーターの範囲が、装置６００の検出パラメータ
ーのスペースであると定められる。ある態様において、処理装置６０２は、認証パラメー
ターについて検出器６０６、６０８によって生成された値が検出パラメーターのスペース
に入るか否かを判定する。言い換えると、処理装置６０２はそれらの値を検出パラメータ
ーのスペースを規定している範囲と比較し、それにより、それらの値がその範囲に入るか
否かを判定する。例えば、ネオジムおよび／またはイッテルビウムの放射帯における放射
の強度に相当する認証パラメーターに関して、強度の値の範囲の目録を規定することがで
き、そしてそれがデータ記憶装置６１６に記憶される。特定の強度の値（例えば、検出器
６０６または６０８からの強度の値）を解析するために、処理装置６０２は予め規定され
た強度の範囲を目録から引き出すことができ、そして強度の値をその範囲と比較し、それ
によりその値がその範囲に入るか否かを判定する。このような解析は、物品の長さにわた
っての複数の位置における強度の値について行うことができる。別の例として、ネオジム
とイッテルビウムの放射の強度の比率に相当する認証パラメーターに関して、許容される
比率の範囲が規定され、それがデータ記憶装置６１６に記憶される。処理装置６０２は（
例えば、検出器６０６、６０８からの強度の値に基づいて）ネオジムとイッテルビウムの
放射の強度の比率を計算し、予め規定された許容される比率の範囲をデータ記憶装置６１
６から引き出すことができ、そして比率をその範囲と比較し、それによりその比率がその
範囲に入るか否かを判定する。ネオジムとイッテルビウムについての放射強度の間の比率
はこれらのイオンの置換パーセントと強い相関性を有することが見いだされた。従って、
ネオジムの放射とイッテルビウムの放射の両方が検出された場合であっても、その比率が
予想した値と一致しない場合は、物品は非真正であると考えることができる。その他の認
証パラメーターに対応する値も同様に分析することができる。
【００６３】
　[0072]認証パラメーターに対応する値が許容できる程度の精度の範囲で検出パラメータ
ーのスペースの範囲に入ることが分析によって示された場合、処理装置６０２は物品６５
０が真正であるとみなすであろう。逆に、認証パラメーターに対応する値が許容できる程
度の精度の範囲で検出パラメーターのスペースの範囲に入らないことが分析によって示さ
れた場合、処理装置６０２は物品６５０が非真正であるとみなすように構成されている。
【００６４】
　[0073]検出された輻射線の時間的特性および／またはスペクトル特性が真正な物品と一
致する場合、処理装置６０２は、物品６５０が真正な物品であることを確認することと関
連する何らかの作動をするだろう。例えば、処理装置６０２は、真正性と関連する電気信
号を装置の別の構成要素へ送るか、あるいはその信号を外部の装置へ送るかもしれない。
さらに、処理装置６０２は、ユーザーインターフェース６１８に信号を送ることができ、
それによりユーザーインターフェース６１８は真正性についてユーザーが認識できる表示
（例えば、ディスプレー化した兆候、光、音など）を生成する。処理装置６０２はまた、
装置６００のルーティング構成要素（図示せず）に対して、真正な物品に割り当てられた
経路または置き場へ向けて物品６５０の最適経路を定めるようにさせるかもしれない。あ
るいは、検出された輻射線の時間的特性および／またはスペクトル特性が真正な物品と一
致しない場合、処理装置６０２は、物品６５０が非真正な物品であることを確認すること
と関連する何らかの作動をするだろう。例えば、処理装置６０２は、非真正性と関連する
電気信号を装置の別の構成要素へ送るか、あるいはその信号を外部の装置へ送るかもしれ
ない。さらに、処理装置６０２は、ユーザーインターフェース６１８に信号を送ることが
でき、それによりユーザーインターフェース６１８は非真正性についてユーザーが認識で
きる表示（例えば、ディスプレー化した兆候、光、音など）を生成する。処理装置６０２
はまた、装置６００のルーティング構成要素（図示せず）に対して、非真正な物品に割り
当てられた経路または置き場へ向けて物品６５０の最適経路を定めるようにさせるかもし
れない。
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【００６５】
　[0074]装置６００に対して入力を与えるために、ユーザーインターフェース６１８はユ
ーザーによって操作されうる何らかの幾つかの構成要素（例えば、キーボード、ボタン、
タッチスクリーンなど）を含んでいてもよく、あるいは、ユーザーが認識できる兆候（例
えば、ディスプレースクリーン、光、スピーカーなど）を生成するために、ユーザーイン
ターフェース６１８は処理装置６０２によって制御されるかもしれない。上述のプロセス
は、例えば、ユーザーインターフェース６１８とのユーザーの相互作用によって与えられ
るユーザー入力に応答して開始させることができる。あるいは、上述のプロセスは装置６
００によって自動的に開始させることができ、例えば、励起の工程と検出の工程を実行す
ることのできる位置に物品６５０が配置されたときに自動的に開始させることができる。
【００６６】
　[0075]図７は、実施態様に係る、物品（例えば、物品５００（図５）または物品６５０
（図６））の認証を行うための方法の流れ図である。例えば、図７に示す方法の態様は認
証装置（例えば、認証装置６００（図６））によって実行することができる。この方法は
、ブロック７０２において、認証すべき物品（例えば、物品６５０、図６）が認証装置に
よって受け入れられたときに開始することができる。例えば、物品は、その物品が認証装
置の中に最初に入る投入端に対する公知または非公知の方向付けによって、認証装置の中
に（例えば、えり分け装置またはコンベヤー装置によって）送られる。別の例として、認
証装置の適当な容器の中に物品を置くことができる。
【００６７】
　[0076]ブロック７０４において、物品は発光性ホウ酸塩における吸収性イオンおよび／
または増感性イオンに対して適当な励起エネルギーに曝露される。前述したように、ネオ
ジムを含むがしかしクロムを含まない発光性ホウ酸塩を物品が含む態様において、励起エ
ネルギーはネオジムの吸収帯にあるだろう。逆に、ネオジムとクロムの両方を含む発光性
ホウ酸塩を物品が含む態様において、励起エネルギーはクロムの吸収帯にあるだろう。そ
の励起を与えるために、物品は励起領域（例えば、励起窓６２４の下の領域、図６）に送
られるか、あるいはその領域を通過し、そして処理装置（例えば、処理装置６０２、図６
）が励起エネルギー発生器（例えば、励起エネルギー発生器６０４、図６）に制御信号を
送り、その信号によって励起エネルギー発生器が物品の方へ励起エネルギー（例えば、励
起エネルギー６２０、図６）を指向させるだろう。あるいは、励起エネルギー発生器は励
起エネルギーを連続的に供給してもよく、あるいは励起エネルギーは調節することができ
る。
【００６８】
　[0077]ブロック７０６において、物品への励起エネルギーの供給が停止され、そして認
証装置は物品からの１つ以上の帯域内での放射を（例えば、放射検出器６０６、６０８（
図６）によって）検出する。励起エネルギーの停止は、（例えば、物品が中で静止したま
まに置かれ、そして励起エネルギーがパルス化される装置の中で）励起エネルギー発生器
を止めるか、あるいは励起エネルギーが向けられる領域から物品を取り出して検出領域（
例えば、検出窓６３２の下の領域、図６）まで物品を送ることのいずれかによって、行う
ことができる。代替の態様において、励起エネルギーの供給を継続してもよく、その間に
装置は以下で説明する検出プロセスを実行する。
【００６９】
　[0078]放射の検出を１つ以上の検出間隔で行ってもよく、それらの間隔は物品へ向けて
の励起エネルギーの指向を停止した時から測定される。ある態様によれば、装置はイッテ
ルビウムおよび／またはネオジムの帯域における放射を検出するように構成されるが、し
かし他の帯域における放射を検出するように装置を構成してもよい。
【００７０】
　[0079]イッテルビウムおよび／またはネオジムの帯域内で検出された放射の強度を量子
化する情報が（例えば、処理装置６０２（図６）によって）分析される。ある態様によれ
ば、その情報は、（例えば、各々の検出器６０６、６０８（図６）からの）デジタル化さ
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れた１つ以上の連続した強度の値を含み、それらの強度の値はイッテルビウムおよび／ま
たはネオジムの放射帯において放出された輻射線の強度に相当する。前述したように、個
々の値または値の集合には標識が付けられ、あるいは、放射が検出されたときの時間を示
す情報との関連づけが別の方法で行われる。デジタル化された強度の値は、イッテルビウ
ムおよび／またはネオジムの放射帯で検出された放射の時間的特性とスペクトル特性を表
す。
【００７１】
　[0080]ブロック７０８において、放射の時間的特性および／またはスペクトル特性が適
当な認証パラメーターの範囲（例えば、イッテルビウムおよび／またはネオジムについて
の放射強度の範囲、イッテルビウム／ネオジムの放射比率の範囲、および／または衰退時
間の定数の範囲）に入るか否かの判定が行われる。例えば、前述したように、認証装置に
よって、適当な認証パラメーターの範囲が、検出パラメーターのスペースを規定する１つ
以上の目録または値の中に維持されるだろう。
【００７２】
　[0081]スペクトルの分析と関連して、デジタル化された強度の値がその値と関連する時
間（すなわち、その強度の値が生成したときに励起エネルギーを停止したときからの時間
）について適当な放射強度の範囲に入るとき、イッテルビウムおよび／またはネオジムの
放射の特性を有する放射が検出されたという判定がなされるだろう。あるいは、デジタル
化された強度の値がその値と関連する時間について適当な放射強度の範囲に入らないとき
、イッテルビウムおよび／またはネオジムの放射の特性を有する放射が検出されなかった
という判定がなされるだろう。ある態様によれば、複数のデジタル化された強度の値を分
析することができ、１つ以上の強度の値が適当な放射強度の範囲に入らないということが
判定において認められるかもしれず、それでもなお肯定的な結果が与えられる。言い換え
ると、許容できる程度の的確さの範囲内で判定がなされるかもしれない。イッテルビウム
および／またはネオジムの放射の特性を有する放射が検出されなかったという判定がなさ
れるとき（すなわち、強度の値は許容できる程度の的確さの範囲において検出パラメータ
ーのスペースの範囲に入らないということが分析によって示されるとき）、物品は非真正
のものであることを、装置は見分けるだろう。
【００７３】
　[0082]時間的な分析と関連して、装置はイッテルビウムおよび／またはネオジムの帯域
内での放射の衰退時間を判定するだろう。従って、適当な認証パラメーターの範囲は衰退
時間の定数の範囲を含んでいてもよい。ある態様において、衰退時間は、複数の時間（例
えば、ｔ＝０、ｔ＝０．０１ミリ秒など）における放射の検出された強度に基づいて決定
されるだろう。励起エネルギーを取り除くと、放射の強度は次第に衰退し、そして放出性
イオンについての衰退の速度は衰退時間の定数によって特徴づけることができる。例えば
、放射強度の単純な指数的な衰退について、衰退時間の定数は次の式における定数τによ
って表すことができる：
【００７４】
【化１】

【００７５】
ここで、ｔは時間を示し、Ｉ(ｔ) は時間ｔにおける放射強度を示し、そしてＩ０ はｔ＝
０における放射強度を示す（例えば、ｔ＝０は励起エネルギーの供給を停止した時点に相
当するかもしれない）。幾つかの発光性ホウ酸塩についての放射強度は上の単純な指数式
に従って衰退するかもしれないが、他の発光性ホウ酸塩についての放射強度は複数の指数
的な衰退によって影響されるかもしれない（例えば、衰退に影響する複数の機構が存在す
るとき）。ある場合において（特にエネルギー移動が機構の一部分であるとき）、発光性
ホウ酸塩は単純な単一の指数的な衰退を示さないかもしれない。ある態様によれば、イッ
テルビウムおよび／またはネオジムの放射の衰退時間が適当な衰退時間の定数の範囲に入
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るか否かを、装置が判定する。
【００７６】
　[0083]ブロック７０８における判定が肯定的な結果になったとき（すなわち、十分な強
度および範囲内の衰退時間を有するイッテルビウムおよび／またはネオジムの放射が適切
に検出されたとき）、次にブロック７１０において、物品が真正なものであると装置が確
認し、それに対応する処置をとるだろう。例えば、装置は真正性についてユーザーが認識
できる表示を生成し、そして／または、装置のルーティング構成要素に対して、真正な物
品に割り当てられた経路または置き場へ向けて物品の最適経路を定めるようにさせるかも
しれない。あるいは、ブロック７０８における判定が否定的な結果になったとき（すなわ
ち、十分な強度および範囲内の衰退時間を有するイッテルビウムおよび／またはネオジム
の放射が検出されなかったとき）、ブロック７１２において、物品が非真正なものである
と装置が確認し、それに対応する処置をとるだろう。例えば、装置は非真正性についてユ
ーザーが認識できる表示を生成し、そして／または、装置のルーティング構成要素に対し
て、非真正な物品に割り当てられた経路または置き場へ向けて物品の最適経路を定めるよ
うにさせるかもしれない。
【００７７】
　[0084]図８～１０は、物品に組み込まれた発光性ホウ酸塩の様々な態様のものの放射強
度を示すグラフを含んでいる。例えば、図８は、幾つかの実施態様に係る、様々な割合の
置換されたネオジムとイッテルビウムを伴う複数のホウ酸イットリウムアルミニウム（Ｙ
ＡＢ）のサンプルの放射強度を示すグラフである。図８に示す結果を得るために、手すき
紙の物品支持体の上に印刷されたインクの中に様々なＹＡＢのサンプルの粒子を含ませた
。特に、幾つかの態様によれば、インクの基剤と様々なＹＡＢのサンプルを含むインクが
作られた。
【００７８】
　[0085]例えば、トレース８０１を生じさせるために用いられたサンプルを製造するため
に、Ｎｄ：ＹＡＢ（ＹＡＢのホスト格子物質の中にＮｄを１００パーセントで含むもの）
で構成される第１のインク材料を、手すき紙の物品支持体の表面に印刷した。トレース８
０２を生じさせるために用いられたサンプルを製造するために、Ｎｄ：Ｙｂ：ＹＡＢ（Ｙ
ＡＢのホスト格子物質の中にＮｄを５０パーセントとイッテルビウムを５０パーセントで
含むもの）で構成される第２のインク材料を、手すき紙の物品支持体の表面に印刷した。
トレース８０３を生じさせるために用いられたサンプルを製造するために、Ｎｄ：Ｙｂ：
ＹＡＢ（ＹＡＢのホスト格子物質の中にＮｄを９０パーセントとイッテルビウムを１０パ
ーセントで含むもの）で構成される第３のインク材料を、手すき紙の物品支持体の表面に
印刷した。最後に、トレース８０４を生じさせるために用いられたサンプルを製造するた
めに、Ｎｄ：Ｙｂ：ＹＡＢ（ＹＡＢのホスト格子物質の中にＮｄを７５パーセントとイッ
テルビウムを２５パーセントで含むもの）で構成される第４のインク材料を、手すき紙の
物品支持体の表面に印刷した。
【００７９】
　[0086]上のサンプルのそれぞれについて、印刷された特徴部をネオジムの吸収帯の中で
（すなわち、７５０ｎｍにおいて）励起させるためにＬＥＤを用い、そして生じた放射強
度を認証装置によって検出した。特に、検出された放射はネオジムの放射帯８１０（約８
８０ｎｍを中心とする）とネオジムの放射帯８１２（約１０６５ｎｍを中心とする）にお
ける放射を含んでいた。イッテルビウムを含むサンプルにおいては、検出された放射はイ
ッテルビウムの放射帯８１４（約９８５ｎｍを中心とする）とイッテルビウムの放射帯８
１６（約１０５０ｎｍを中心とする）における放射も含んでいた。
【００８０】
　[0087]図８に示すように、イッテルビウムの放射帯８１４におけるイッテルビウムの放
射の強度は、ホストのホウ酸塩の中に含まれるネオジムの割合が増大するのに伴って増大
した。具体的には、Ｎｄ：Ｙｂ：ＹＡＢ（Ｎｄを９０パーセントとイッテルビウムを１０
パーセントで含むもの）で構成される第３のインク材料は、最も高い強度を有するイッテ
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ルビウムの放射（トレース８０３）を生じた。この結果は、ネオジムがネオジムの吸収帯
の中で励起されるとき、ネオジムからイッテルビウムへのエネルギー移動が効率的である
ことを示す。ネオジムの濃度が高いほどサンプルの吸収は増大し、このことはさらに全体
的な放射信号における結果となりうる。イッテルビウムの濃度の増大は、エネルギー移動
のプロセスによって、ネオジムの放射信号を低下させることとイッテルビウムの放射信号
を増大させることに、より効果的なものとなりうる。
【００８１】
　[0088]認証装置（例えば、認証装置６００、図６）がネオジムの放射帯８１０、８１２
のいずれか一方および／またはイッテルビウムの放射帯８１４、８１６のいずれか一方に
おける放射を検出することを試みてもよいが、ある態様においては特に、ネオジムの放射
帯８１０（約８８０ｎｍを中心とする）および／またはイッテルビウムの放射帯８１４（
約９８５ｎｍを中心とする）における放射を検出するように構成されたフィルター（例え
ば、フィルター６１０、６１２、図６）と検出器（例えば、検出器６０６、６０８）を含
む。ネオジムの放射に対するフィルターと検出器に関して、帯域８１０における放射に対
して増感されたフィルターと検出器を選択するのが好ましいかもしれず、というのは、帯
域８１２における放射はシリコン検出器の曲線の急速に衰退する応答部分にあるからであ
る。イッテルビウムの放射に対するフィルターと検出器に関して、帯域８１４における放
射に対して増感されたフィルターと検出器を選択するのが好ましいかもしれず、というの
は、帯域８１４における放射の強度は帯域８１６における放射の強度よりもかなり大きい
ようだからである。従って、帯域８１４における放射を測定するとき、比較的安価で高品
質のシリコン検出器要素を用いることができ、そしてエネルギーの大部分は帯域８１４に
あるので、検出はより効率的になるであろう。
【００８２】
　[0089]図９は、幾つかの実施態様に係る、様々な割合の置換されたネオジム、イッテル
ビウムおよびクロムを伴う複数のＹＡＢのサンプルの放射強度を示すグラフである。図９
に示す結果を得るために、手すき紙の物品支持体の上に印刷されたインクの中に様々なＹ
ＡＢのサンプルの粒子を含ませた。特に、幾つかの態様によれば、インクの基剤と様々な
ＹＡＢのサンプルを含むインクが作られた。
【００８３】
　[0090]例えば、トレース９０１を生じさせるために用いられたサンプルを製造するため
に、Ｃｒ：Ｎｄ：Ｙｂ：ＹＡＢ（ＹＡＢのホスト格子物質の中にＣｒを２０パーセント、
Ｎｄを２０パーセント、そしてＹｂを１０パーセントで含むもの）で構成される第１のイ
ンク材料を、手すき紙の物品支持体の表面に印刷した。トレース９０２を生じさせるため
に用いられたサンプルを製造するために、Ｃｒ：Ｎｄ：Ｙｂ：ＹＡＢ（ＹＡＢのホスト格
子物質の中にＣｒを２０パーセント、Ｎｄを３５パーセント、そしてＹｂを２０パーセン
トで含むもの）で構成される第２のインク材料を、手すき紙の物品支持体の表面に印刷し
た。トレース９０３を生じさせるために用いられたサンプルを製造するために、Ｃｒ：Ｎ
ｄ：Ｙｂ：ＹＡＢ（ＹＡＢのホスト格子物質の中にＣｒを２０パーセント、Ｎｄを３５パ
ーセント、そしてＹｂを３０パーセントで含むもの）で構成される第３のインク材料を、
手すき紙の物品支持体の表面に印刷した。最後に、トレース９０４を生じさせるために用
いられたサンプルを製造するために、Ｃｒ：Ｎｄ：Ｙｂ：ＹＡＢ（ＹＡＢのホスト格子物
質の中にＣｒを２０パーセント、Ｎｄを３５パーセント、そしてＹｂを４０パーセントで
含むもの）で構成される第４のインク材料を、手すき紙の物品支持体の表面に印刷した。
【００８４】
　[0091]上のサンプルのそれぞれについて、印刷された特徴部をクロムの吸収帯の中で（
すなわち、６２６ｎｍにおいて）励起させるためにＬＥＤを用い、そして生じた放射強度
を認証装置によって検出した。特に、検出された放射はネオジムの放射帯９１０（約８８
０ｎｍを中心とする）、ネオジムの放射帯９１２（約１０６５ｎｍを中心とする）、イッ
テルビウムの放射帯９１４（約９８５ｎｍを中心とする）およびイッテルビウムの放射帯
９１６（約１０５０ｎｍを中心とする）における放射を含んでいた。図９は、イッテルビ
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ウムの量が増大するとネオジムの放射帯９１０においてネオジムの信号の量が減少するこ
とを示している。このことは、より可変的な比率の認証信号を可能にする。
【００８５】
　[0092]図１０は、幾つかの実施態様に係る、様々な割合の置換されたネオジム、イッテ
ルビウムおよびクロムを伴う複数のホウ酸アルミニウムのサンプルの放射強度を示すグラ
フである。図１０に示す結果を得るために、手すき紙の物品支持体の上に印刷されたイン
クの中に様々なホウ酸アルミニウムのサンプルの粒子を含ませた。特に、幾つかの態様に
よれば、インクの基剤と様々なホウ酸アルミニウムのサンプルを含むインクが作られた。
【００８６】
　[0093]例えば、トレース１００１を生じさせるために用いられたサンプルを製造するた
めに、Ｃｒ：Ｎｄ：Ｙｂ：ＹＡＢ（ＹＡＢのホスト格子物質の中にＣｒを２０パーセント
、Ｎｄを１０パーセント、そしてＹｂを１０パーセントで含むもの）で構成される第１の
インク材料を、手すき紙の物品支持体の表面に印刷した。トレース１００２を生じさせる
ために用いられたサンプルを製造するために、Ｃｒ：Ｎｄ：Ｙｂ：ＹＡＢ（ＹＡＢのホス
ト格子物質の中にＣｒを２０パーセント、Ｎｄを１０パーセント、そしてＹｂを２０パー
セントで含むもの）で構成される第２のインク材料を、手すき紙の物品支持体の表面に印
刷した。トレース１００３を生じさせるために用いられたサンプルを製造するために、Ｃ
ｒ：Ｎｄ：Ｙｂ：ＧａＡＢ（ホウ酸ガドリニウムアルミニウムのホスト格子物質の中にＣ
ｒを２０パーセント、Ｎｄを１０パーセント、そしてＹｂを２０パーセントで含むもの）
で構成される第３のインク材料を、手すき紙の物品支持体の表面に印刷した。トレース１
００４を生じさせるために用いられたサンプルを製造するために、Ｃｒ：Ｎｄ：Ｙｂ：Ｙ
ＡＢ（ＹＡＢのホスト格子物質の中にＣｒを２０パーセント、Ｎｄを１０パーセント、そ
してＹｂを１５パーセントで含むもの）で構成される第４のインク材料を、手すき紙の物
品支持体の表面に印刷した。最後に、トレース１００５を生じさせるために用いられたサ
ンプルを製造するために、Ｃｒ：Ｎｄ：Ｙｂ：ＬａＡＢ（ホウ酸ランタンアルミニウムの
ホスト格子物質の中にＣｒを２０パーセント、Ｎｄを１０パーセント、そしてＹｂを２０
パーセントで含むもの）で構成される第５のインク材料を、手すき紙の物品支持体の表面
に印刷した。
【００８７】
　[0094]上のサンプルのそれぞれについて、印刷された特徴部をクロムの吸収帯の中で（
すなわち、６２６ｎｍにおいて）励起させるためにＬＥＤを用い、そして生じた放射強度
を認証装置によって検出した。特に、検出された放射はネオジムの放射帯１０１０（約８
８０ｎｍを中心とする）、ネオジムの放射帯１０１２（約１０６５ｎｍを中心とする）、
イッテルビウムの放射帯１０１４（約９８５ｎｍを中心とする）およびイッテルビウムの
放射帯１０１６（約１０５０ｎｍを中心とする）における放射を含んでいた。
【００８８】
　[0095]図１０に示すように、ホウ酸ランタンアルミニウム（トレース１００５）および
ホウ酸ガドリニウムアルミニウム（トレース１００３）についてのイッテルビウムの放射
帯１０１４におけるイッテルビウムの放射の強度は、同じパーセントの置換されたネオジ
ムとイッテルビウムを有するＹＡＢのサンプルと比較して、極めて高かった。このことは
、ここで検討された発光性ホウ酸塩の様々な態様の認証およびその他の用途への適合性を
示す。ランタンまたはガドリニウムの置換はホウ酸塩物質の融点を変化させることがあり
、おそらく異なる結晶相が生じるのである、ということが見いだされた。そのような態様
においては、結晶相はおそらくほぼ完全に単斜晶であり、それに対して、ＹＡＢ物質につ
いては三方晶の相と単斜晶の相の混合であろう。単結晶物質は典型的に、ずっと短い衰退
時間の定数ともっと高い放射強度を示す。様々な態様において、リン光体の製造温度を高
くすることによって、ＹＡＢ物質の放射をランタンまたはガドリニウムを主成分とする物
質の放射とほぼ調和するようにすることができる。
【００８９】
　[0096]以上の詳細な説明において少なくとも一つの典型的な態様が提示されたが、非常
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たは複数の）典型的な態様は例としてのものに過ぎず、本発明の範囲、適応性または形態
をいかようにも限定することは意図されていないことが認識されるべきである。むしろ、
以上の詳細な説明は、本発明の典型的な態様を実施するための好都合なロードマップ（計
画表）を当業者に提供するものであり、添付する特許請求の範囲に示される本発明および
それらの法的な同等物の範囲から逸脱することなく、典型的な態様において記述された構
成要素の機能と配置の様々な変更がなされうることが理解されよう。
【符号の説明】
【００９０】
　１００　発光性のホウ酸塩、　１１０　ホストのホウ酸塩、　１２０　ネオジム、　１
３０　イッテルビウム、　１４０　クロム、　２００　ネオジムとイッテルビウムの放射
への吸収性の寄与を励起波長の関数として示すグラフ、　３００　クロムの吸収を介して
のネオジムとイッテルビウムの放射への吸収性の寄与を励起波長の関数として示すグラフ
、　４０２　予備的な発光性ホウ酸塩を調製する工程のブロック、　４０４　発光性ホウ
酸塩を活性化する工程のブロック、　４０６　予備的な発光性ホウ酸塩を粉砕および／ま
たは選別する工程のブロック、　４０８　発光性ホウ酸塩を基材に組み込む工程のブロッ
ク、　４１０　発光性ホウ酸塩を含む基材を物品に組み込む工程のブロック、　５００　
発光性ホウ酸塩を含む基材を含む物品、　５０２　支持体、　５０４　支持体の厚さ、　
５１０　表面に適用された認証特徴部、　５１２　表面に適用された認証特徴部の厚さ、
　５２０　埋め込まれた認証特徴部、　５２２　埋め込まれた認証特徴部の厚さ、　５３
０　発光性ホウ酸塩の粒子、　６００　物品を認証するための装置、　６０２　処理装置
、　６０４　励起エネルギー発生器、　６０６、６０８　放射検出器、　６１０、６１２
　光フィルター、　６１４　信号分配／分散要素、　６１６　データ記憶装置、　６１８
　ユーザーインターフェース、　６２０　励起エネルギー、　６２４　励起窓、　６２６
　処理方向、　６２８　放射、　６３２　検出窓、　６３４　第一のビーム、　６３６　
第二のビーム、　６５０　認証する物品、　６５２　支持体、　６５４　認証特徴部、　
６５８　投入端、　６６０　後端、　７０２、７０４、７０６、７０８、７１０、７１２
　物品の認証を行うための方法の工程を示すブロック、　８０１～８０４　放射強度のト
レース、　８１０、８１２　ネオジムの放射帯、　８１４、８１６　イッテルビウムの放
射帯、　９０１～９０４　放射強度のトレース、　９１０、９１２　ネオジムの放射帯、
　９１４、９１６　イッテルビウムの放射帯、　１００１～１００５　放射強度のトレー
ス、　１０１０、１０１２　ネオジムの放射帯、　１０１４、１０１６　イッテルビウム
の放射帯。
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【図９】

【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成26年7月15日(2014.7.15)
【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】
　結晶構造を有し、そして第一の置換可能な元素と第二の置換可能な元素を含むホウ酸塩
；
　第一の置換可能な元素の代わりに用いられる一種以上の希土類イオン、この一種以上の
希土類イオンはネオジムとイッテルビウムからなる群から選択される；および
　第二の置換可能な元素の代わりに用いられるクロム；
を含む前記発光性物質。
【請求項２】
　結晶構造を有するとともに、第一の置換可能な元素と第二の置換可能な元素、第一の置
換可能な元素の代わりに用いられる一種以上の希土類イオン、および第二の置換可能な元
素の代わりに用いられるクロムを含むホウ酸塩を調製する工程、ここで、一種以上の希土
類イオンはネオジムとイッテルビウムからなる群から選択される、および
　ホウ酸塩を基材の中に分散させることによって発光性物質を製造する工程、
を含む認証において用いるための発光性物質を製造するための方法。
【請求項３】
　セキュリティー特徴部を含む物品であって、
　前記セキュリティー特徴部は、基材およびこの基材の中に分散させた発光性のホウ酸塩
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の粒子を含み、
　前記発光性のホウ酸塩は結晶構造を有するホウ酸塩を含み、前記ホウ酸塩は第一の置換
可能な元素と第二の置換可能な元素、第一の置換可能な元素の代わりに用いられる一種以
上の希土類イオン、および第二の置換可能な元素の代わりに用いられるクロムを含み、こ
こで、一種以上の希土類イオンはネオジムとイッテルビウムからなる群から選択される、
前記物品。
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【国際調査報告】
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