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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャリアフィルム（２２）と、該キャリアフィルムに設けられる構造層（１４）とを有
し、前記キャリアフィルム（２２）に着脱可能に配置される転写層部を備える転写フィル
ムであって、
　前記キャリアフィルム（２２）は構造層（１４）に向かう側にマスター・レリーフ構造
（２２ｍ）を備え、前記構造層（１４）は前記キャリアフィルム（２２）に向かう側にキ
ャリアフィルムのマスター・レリーフ構造（２２ｍ）と相補の第１レリーフ構造（１４ｏ
）を備え、前記構造層（１４）は前記キャリアフィルム（２２）から遠い側に該第１レリ
ーフ構造（１４ｏ）とは異なる第２レリーフ構造（１４ｕ）を有し、該第２レリーフ構造
（１４ｕ）は少なくともその一部が反射層（１６）で被覆され、
前記第１レリーフ構造および第２レリーフ構造のそれぞれは、平均レベルを有するレリー
フ部を有し、
前記構造層（１４）の厚さは、前記第１レリーフ構造の平均レベルと前記第２レリーフ構
造の平均レベルとの間において１０μｍ未満であることを特徴とする転写フィルム。
【請求項２】
　前記構造層（１４）の厚さは、前記第１レリーフ構造の平均レベルと前記第２レリーフ
構造の平均レベルとの間において５μｍ未満であることを特徴とする請求項１に記載の転
写フィルム。
【請求項３】
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　前記マスター・レリーフ構造（２２ｍ）はエンボス加工によって前記キャリアフィルム
（２２）に形成されることを特徴とする請求項１または２に記載の転写フィルム。
【請求項４】
　前記キャリアフィルム（２２）は部分印刷を有し、前記マスター・レリーフ構造は前記
部分印刷によって形成されることを特徴とする請求項１または２に記載の転写フィルム。
【請求項５】
　前記キャリアフィルム（２２）は前記マスター・レリーフ構造が成形される複製ラッカ
層を有することを特徴とする請求項１または２に記載の転写フィルム。
【請求項６】
　剥離層が前記キャリアフィルム（２２）と前記転写層部の間に配置されることを特徴と
する請求項１乃至５の何れか１項に記載の転写フィルム。
【請求項７】
　キャリアフィルム（２２）に向かう構造層（１４）側に防護層が配置されることを特徴
とする請求項１乃至６の何れか一つに記載の転写フィルム。
【請求項８】
　前記反射層（１６）は金属層として形成されていることを特徴とする請求項１乃至７の
何れか一つに記載の転写フィルム。
【請求項９】
　前記反射層（１６）は誘電層（１６ｄ）として形成され、該誘電層（１６ｄ）の光屈折
率は前記構造層（１４）の光屈折率と異なることを特徴とする請求項１乃至８の何れか一
つに記載の転写フィルム。
【請求項１０】
　前記第１レリーフ構造（１４ｏ）は触覚手段によって認識可能であることを特徴とする
請求項１乃至９の何れか一つに記載の転写フィルム。
【請求項１１】
　前記第１レリーフ構造（１４ｏ）は光学手段によって認識可能であることを特徴とする
請求項１乃至１０の何れか一つに記載の転写フィルム。
【請求項１２】
　前記第１レリーフ構造（１４ｏ）および／または前記第２レリーフ構造（１４ｕ）は微
細構造を含むことを特徴とする請求項１１に記載の転写フィルム。
【請求項１３】
　前記第１レリーフ構造（１４ｏ）および／または前記第２レリーフ構造（１４ｕ）はマ
ット構造および／または回折構造および／または屈折構造および／または微細構造として
形成されることを特徴とする請求項１１または１２に記載の転写フィルム。
【請求項１４】
　前記第１レリーフ構造（１４ｏ）および前記第２レリーフ構造（１４ｕ）は互いに独立
した光学的効果を発生することを特徴とする請求項１乃至１３の何れか一つに記載の転写
フィルム。
【請求項１５】
　前記第１レリーフ構造（１４ｏ）および／または前記第２レリーフ構造（１４ｕ）は互
いに独立した光学的効果を発生することを特徴とする請求項１乃至１３の何れか一つに記
載の転写フィルム。
【請求項１６】
　前記第１レリーフ構造（１４ｏ）は部分的に反射層を有することを特徴とする請求項１
乃至１５の何れか一つに記載の転写フィルム。
【請求項１７】
　キャリアフィルム（２２）および、構造層（１４）を有し、キャリアフィルム（２２）
に着脱可能に配置される転写層部を備える転写フィルムの製造プロセスにおいて、
　マスター・レリーフ構造（２２ｍ）はキャリアフィルム（２２）に導入され、および／
またはキャリアフィルム（２２）に装着され、前記構造層（１４）は前記キャリアフィル



(3) JP 4949381 B2 2012.6.6

10

20

30

40

50

ム（２２）に装着され、前記キャリアフィルム（２２）のマスター・レリーフ構造（２２
ｍ）と相補の第１レリーフ構造（１４ｏ）が前記構造層（１４）に成形され、前記第１レ
リーフ構造（１４ｏ）は、前記構造層（１４）を硬化することによって光学的に固定され
、第１レリーフ構造（１４ｏ）とは異なる第２レリーフ構造（１４ｕ）は前記構造層（１
４）に成形され、第２レリーフ構造（１４ｕ）は、少なくともその一部が反射層（１６）
に装着され、
　前記第１レリーフ構造および第２レリーフ構造のそれぞれは、平均レベルを有するレリ
ーフ部を有し、
前記構造層（１４）の厚さは、前記第１レリーフ構造の平均レベルと前記第２レリーフ構
造の平均レベルとの間において１０μｍ未満であることを特徴とする転写フィルムの製造
プロセス。
【請求項１８】
　前記マスター・レリーフ構造（２２ｍ）はエンボス加工によってキャリアフィルム（２
２）に導入されることを特徴とする請求項１７に記載の製造プロセス。
【請求項１９】
　前記マスター・レリーフ構造（２２ｍ）はキャリアフィルム（２２）上に部分印刷によ
って装着されることを特徴とする請求項１７に記載の製造プロセス。
【請求項２０】
　剥離層および／または防護層が、前記構造層（１４）に装着される前に、前記キャリア
フィルム（２２）に装着されることを特徴とする請求項１７乃至１９の何れか一つに記載
の製造プロセス。
【請求項２１】
　前記構造層（１４）は第１および第２の層から形成され、第２の層は、第１レリーフ構
造（１４ｏ）に設けられ硬化された第１の層に装着され、第２レリーフ構造（１４ｕ）は
第２の層に成形されることを特徴とする請求項１７乃至２０の何れか一つに記載の製造プ
ロセス。
【請求項２２】
　前記反射層（１６）および前記第２レリーフ構造（１４ｕ）を被覆する吸着層（１８）
が装着されることを特徴とする請求項１７乃至２１の何れか一つに記載の製造プロセス。
【請求項２３】
　キャリアフィルム（２２）と、該キャリアフィルムに設けられる構造層（１４）とを有
し、前記キャリアフィルム（２２）に着脱可能に配置される転写層部を備える転写フィル
ムであって、
　前記キャリアフィルム（２２）は構造層（１４）に向かう側にマスター・レリーフ構造
（２２ｍ）を備え、前記構造層（１４）は前記キャリアフィルム（２２）に向かう側にキ
ャリアフィルムのマスター・レリーフ構造（２２ｍ）と相補の第１レリーフ構造（１４ｏ
）を備え、前記構造層（１４）は前記キャリアフィルム（２２）から遠い側に該第１レリ
ーフ構造（１４ｏ）とは異なる第２レリーフ構造（１４ｕ）を有し、該第２レリーフ構造
（１４ｕ）は少なくともその一部が反射層（１６）で被覆され、前記第１レリーフ構造お
よび第２レリーフ構造のそれぞれは、平均レベルを有するレリーフ部を有し、
前記構造層（１４）の厚さは、前記第１レリーフ構造の平均レベルと前記第２レリーフ構
造の平均レベルとの間において１０μｍ未満であり、前記マスター・レリーフ構造（２２
ｍ）はエンボス加工によって前記キャリアフィルム（２２）に形成され、
　前記キャリアフィルム（２２）は部分印刷を有し、前記マスター・レリーフ構造は前記
部分印刷によって形成され、
　前記キャリアフィルム（２２）は前記マスター・レリーフ構造が成形される複製ラッカ
層を有することを特徴とする転写フィルム。
【請求項２４】
　キャリアフィルム（２２）および、構造層（１４）を有し、キャリアフィルム（２２）
に着脱可能に配置される転写層部を備える転写フィルムの製造プロセスにおいて、マスタ
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ー・レリーフ構造（２２ｍ）はキャリアフィルム（２２）に導入され、および／またはキ
ャリアフィルム（２２）に装着され、前記構造層（１４）は前記キャリアフィルム（２２
）に装着され、前記キャリアフィルム（２２）のマスター・レリーフ構造（２２ｍ）と相
補の第１レリーフ構造（１４ｏ）が前記構造層（１４）に成形され、前記第１レリーフ構
造（１４ｏ）は、前記構造層（１４）を硬化することによって光学的に固定され、第１レ
リーフ構造（１４ｏ）とは異なる第２レリーフ構造（１４ｕ）は前記構造層（１４）に成
形され、第２レリーフ構造（１４ｕ）は、少なくともその一部が反射層（１６）に装着さ
れ、前記第１レリーフ構造および第２レリーフ構造のそれぞれは、平均レベルを有するレ
リーフ部を有し、前記構造層（１４）の厚さは、前記第１レリーフ構造の平均レベルと前
記第２レリーフ構造の平均レベルとの間において１０μｍ未満であり、
　前記キャリアフィルム（２２）は前記マスター・レリーフ構造が成形される複製ラッカ
層を有し、
　前記マスター・レリーフ構造（２２ｍ）はエンボス加工によってキャリアフィルム（２
２）に導入され、
　前記マスター・レリーフ構造（２２ｍ）はキャリアフィルム（２２）上に部分印刷によ
って装着されることを特徴とする転写フィルムの製造プロセス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キャリアフィルムおよび、透過性の構造層を有しキャリアフィルムに着脱可
能に配置される転写層部を備える転写フィルム、特に、熱エンボスフィルムに関し、およ
びかかる転写フィルムならびに多層体の製造プロセスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば身分証明書類、銀行紙幣、クレジットカード等の書類を保護するために熱エンボ
スフィルム、積層フィルムをセキュリティ素子として、引き剥がすことのできるキャリア
とともに使用することが知られている。これらのフィルムは回折特性を有する、金属およ
び／または誘電体の反射層と結合された層を備える。基板に当該セキュリティ素子を用い
るとほぼ平滑な反射面になる。このセキュリティ素子には光学的特性が組み込まれている
。
【０００３】
　ヨーロッパ特許公開公報第１１８２５０４号Ａ２には、両側に互いに連携し光学効果を
形成するレリーフ構造層を備える埋没構造層が開示されている。構造層は厚さ最大２００
μｍの層である。エンボス加工されるフィルムの両側には、相互に圧力支持シリンダとし
て機能し、十分なエンボス圧力を生成するために２つのエンボス・シリンダが配置されて
いる。層の厚さが大きいと製造中に２つのレリーフ構造が互いに影響しあう恐れがない。
例えばポリエステルのような耐熱性キャリアフィルムをラッカとともに両側に塗布し、２
つのラッカ層をエンボス加工することが好ましい。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、両側に形成される透過性の構造層を有する多層体の大量生産に適した
安価なプロセス、およびこのプロセスで製造される多層体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の目的は、キャリアフィルム（２２）と、該キャリアフィルムに設けられる構造
層（１４）とを有し、前記キャリアフィルム（２２）に着脱可能に配置される転写層部を
備える転写フィルムによって達成される。この転写フィルムでは、前記キャリアフィルム
（２２）は構造層（１４）に向かう側にマスター・レリーフ構造（２２ｍ）を備え、前記
構造層（１４）は前記キャリアフィルム（２２）に向かう側にキャリアフィルムのマスタ
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ー・レリーフ構造（２２ｍ）と相補の第１レリーフ構造（１４ｏ）を備え、前記構造層（
１４）が前記キャリアフィルム（２２）から遠い側に該第１レリーフ構造（１４ｏ）とは
異なる第２レリーフ構造（１４ｕ）を有し、該第２レリーフ構造（１４ｕ）は少なくとも
その一部が反射層（１６）で被覆され、前記第１レリーフ構造および第２レリーフ構造の
それぞれは、平均レベルを有するレリーフ部を有し、
前記構造層（１４）の厚さは、前記第１レリーフ構造の平均レベルと前記第２レリーフ構
造の平均レベルとの間において、１０μｍ未満であることを特徴とする。
【０００６】
　本発明の目的はさらに、キャリアフィルムおよび、構造層部を有し、キャリアフィルム
に着脱可能に配置される転写層部を備える転写フィルムの製造プロセスによって達成され
る。マスター・レリーフ構造はキャリアフィルムに導入されるおよび／またはキャリアフ
ィルムに装着され、構造層はキャリアフィルムに装着される。キャリアフィルムのマスタ
ー・レリーフ構造と相補の第１レリーフ構造は構造層に成形され、構造層を硬化すること
によって光学的に固定される。第１レリーフ構造と異なる第２レリーフ構造は構造層に成
形され、反射層が第２レリーフ構造の少なくとも領域方向に装着される。
【０００７】
  本発明の目的はさらに、構造層を備える多層体によって達成される。構造層は多層体の
正面を形成し、第１レリーフ構造は、多層体の正面を形成する構造層の第１面に成形され
る。第２レリーフ構造は構造層の第１面と対向する関係にある第２面に成形される。第１
レリーフ構造と異なる第２レリーフ構造は少なくともその領域方向に反射層に被覆され、
前記第１レリーフ構造および第２レリーフ構造のそれぞれは、平均レベルを有するレリー
フ部を有し、前記構造層（１４）の厚さは、前記第１レリーフ構造の平均レベル（平均高
さ）と前記第２レリーフ構造の平均レベル（平均高さ）との間において１０μｍ未満、好
ましくは５μｍ未満である。
【０００８】
　この場合、第１および第２レリーフ構造は一方で、そのパターン、プロファイル深度、
空間周波数、周期、表面プロファイル、望ましい方向等に関して異なるレリーフ構造を形
成することによって異なってもよい。また完全にまたは概略同一でもよく、単にある面に
互いに位置をずらして配置し、例えば第１レリーフ構造の谷または凹部を第２レリーフ構
造の谷ではなく頂点と一致させるようにしてもよい。従って、第１および第２レリーフ構
造の同じパターン領域は、互いに垂直に重ねあわすのではなく互いに位置をずらして配置
される。この場合、第１および第２レリーフ構造は周期の分数または倍数分のみ移動され
る。また、第１レリーフ構造の配置される領域に対して、第２レリーフ構造が垂直に配置
されないように、またその逆に第２レリーフ構造の配置される領域に対して、第１レリー
フ構造が垂直に配置されないようにしてもよい。さらに、第１および第２レリーフ構造を
重ね合わせて配置する、または領域方向にのみ重ねあわせてもよい。また、第１および第
２レリーフ構造は互いに補足的なパターンまたは表示を有してもよい。
【０００９】
　さらに、本発明の目的は上記に記載した多層体を有するセキュリティ文書によって達成
される。
【発明の効果】
【００１０】
　　本発明によって、両側に非常に薄い厚さに成形されたレリーフ構造を有する構造層を
、製造工程で２つのレリーフ構造が互いに影響しあうことなく、製造することが可能にな
る。マスター・レリーフ構造を有するキャリアフィルムは一方で、第２レリーフ構造を成
形するに十分な機械的安定性を提供し、もう一方で第２レリーフ構造の成形工程の間、第
１レリーフ構造を保護する。
【００１１】
　この点において、構造層の厚さが薄いため、セキュリティ文書に適用する際に貼り付か
ず、使用中、例えば折りたたんで積載することによって損傷されない。さらに、厚さの薄
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い構造層は保護すべき物品または書類を破壊することなく再度取り外しができないため、
偽造に対してよりレベルの高い保護手段となる。また、２つのレリーフ構造間の距離が狭
いため、新奇の光学的効果を発生することができる。
【００１２】
　特に、第１レリーフ構造と第２レリーフ構造を断面で見たときに、互いに係合するまた
は相互に咬み合わせることができる。
【００１３】
　本発明のプロセスにおいて、構造層の両側にレリーフ構造を互いに独立して製造するこ
とができる。この場合レリーフ構造は機能基準に基づき専用に設計することができる。ま
た、大量生産およびロール・ツー・ロール工程でレリーフ構造の両側に備えられる構造層
に適した、実際に試され試験された装置やプロセス手順を用いることができる。
【００１４】
　第１レリーフ構造は多層体の表面に配置されているため、多層体によって表示されるセ
キュリティ機能を触覚手段によって検出することもできる。これにより、視覚障害のある
人も感じることができ、従来のコピーまたは印刷プロセスによって模倣されることもない
。
【００１５】
　構造層は透過性のものが好ましい。また部分的にのみ透過的にしたり、例えばカラー領
域を含んだり、不透明印刷を含んだりすることもできる。構造層のかかる部分領域を第１
および／または 第２レリーフ構造とレジスタ関係にすることが効果的である。
【００１６】
　さらに、有利な構成が付属の特許請求の範囲に記載されている。
【００１７】
　構造層の厚さは、前記第１レリーフ構造の平均レベル（平均高さ）と前記第２レリーフ
構造の平均レベル（平均高さ）との間において１０μｍ未満、好ましくは５μｍ未満であ
る。
【００１８】
　マスター・レリーフ構造はキャリアフィルムにエンボス加工によって形成される。フィ
ルム本体の製造に用いられるエンボスプロセスを提供することができる。キャリアフィル
ムが熱可塑性のキャリアフィルムの場合、マスター・レリーフ構造を圧力および温度下で
エンボスローラを用いて熱エンボスプロセスにより導入してもよい。このようにエンボス
加工されたキャリアフィルムは、第２レリーフ構造の熱エンボス加工処理においてキャリ
ア構造の変形を防ぐのに十分な安定性を有する。
【００１９】
　また、キャリアフィルムは、マスター・レリーフ構造が成形される層を有してもよい。
例えば、熱可塑性複製ラッカ層をキャリアフィルムに装着し、ラッカ層を乾燥後、マスタ
ー・レリーフ構造をそのラッカ層に成形する。
【００２０】
　さらに、ＵＶ硬化性の複製ラッカをキャリアフィルムに装着し、エンボスローラを用い
た装着工程においてマスター・レリーフ構造を導入してもよい。ＵＶラッカ硬化に必要な
ＵＶ源を透過性のエンボスローラまたはキャリアフィルムの下の何れか一方に配置しても
よい。変更された実施形態において、マスター・レリーフ構造を、キャリアフィルムのＵ
Ｖ硬化性複製ラッカ層を部分照射することによって成形し、硬化していない領域を洗浄除
去してもよい。
【００２１】
　構造層を形成するために、熱可塑性複製ラッカをキャリアフィルムに装着し、 第１レ
リーフ構造をかかる方法で成形する。ラッカ乾燥後、第２レリーフ構造を高温エンボスロ
ーラで成形してもよい。
【００２２】
　さらに、ＵＶ硬化性ラッカをキャリアフィルムに装着し、ラッカを第２レリーフ構造の
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ＵＶ光による成形加工中に硬化させる。ＵＶ硬化性ラッカは非常に流動体に適し、マスタ
ー・レリーフ構造の非常に小さな空洞も完全に充填できるので、この低温エンボスプロセ
スは第１レリーフ構造の高レベルの画質を際立たせる。ＵＶ硬化性ラッカが温度性におい
て特に安定的な層を生成することは有利である。したがって、構造層を２つの層で形成し
、第１の層をＵＶ硬化性ラッカが、第２の層を熱可塑性ラッカで有利に形成することもで
きる。両層の光屈折率を同じにして、層構造を光学的に認知不可能にすると有利である。
【００２３】
　さらに有利な構成は、キャリアフィルムが部分印刷を有することである。部分印刷は、
深度対幅の比を低くして特に簡単にマスター・レリーフ構造を製造するのに非常に有効で
ある。例えばキャリアフィルムが粗い面を有し、乾燥後の印刷ラッカが平滑な面を有する
、またはその逆の場合に更なる効果が達成できる。印刷ラッカの特質は例えば固形物の割
合によって決定される。印刷によって与えられる層の厚さは、例えば２μｍから５μｍの
間の異なる数値に設定できる。部分印刷はまた、例えばマスター・レリーフ構造を独自化
するためにマスター・レリーフ構造の上記エンボス加工の補助として行うこともできる。
好ましくは、ソフトウェアで制御可能な印刷プロセスをその目的で備えてもよい。このよ
うに構造層の独自化を安価に少ない工程数で行うことができる。
【００２４】
　印刷によって加えられる層はカラー層および／またはナノ粒子含有層でもよい。
【００２５】
　剥離層がキャリアフィルムと転写層部との間に配置される。キャリアフィルムと構造層
に用いられた材料対合によってキャリアフィルムの取り外しが困難または不可能な場合に
、剥離層を備えてもよい。剥離層を剥離後キャリアフィルムまたは転写層部に残してもよ
い。
【００２６】
　さらに、防護層が構造層の第１レリーフ構造に配置される。構造層を防護層として機能
させてもよい。
【００２７】
　反射層は金属層および／または 誘電層または層列に形成することができる。誘電層の
光屈折率を構造層より低くして、構造層と誘電層のインターフェイス層で全反射を生成す
ることができる。またＨＲＩ層（高い屈折率）、ＬＲＩ層（低い屈折率）の層列を含んで
も良い。この種の薄フィルムは顕著な可変のカラー表現を創出することができる。したが
って、誘電層の下に配置される領域を好適な目視方向で目視できる。なぜなら全反射が構
造層および誘電層の屈折率ならびに光の入射角に依存して起きるからである。
【００２８】
　第１レリーフ構造は触覚手段によって検出可能なレリーフ構造である。このような構成
により、突起部を人間の皮膚の隣接する少なくとも２本の神経端が刺激される間隔で配置
することができる。レリーフ構造はまた、例えば爪をこするなど、体を第１レリーフ構造
に接触させて振動音を発生させるように構成してもよい。
【００２９】
　第１レリーフ構造を光学手段によって認識させることもできる。第１レリーフ構造は光
学および触覚手段双方により検出可能な性質のものでもよい。
【００３０】
　第１および／または第２レリーフ構造は好ましくは非ランダムなレリーフ構造である。
非ランダムなレリーフ構造という用語は、具体的に、ある目的のために形成され、材料表
面の任意の粗度によっては発生しない構造を意味するのに用いられる。このように非ラン
ダムレリーフ構造は具体的に再生可能という点で特に評価される。
【００３１】
　例えば、所望のプロファイル形状のレリーフ構造を例えば工業規模で無端のキャリアフ
ィルムに生成する場合、微小な長さの好適に構成された印、シリンダ等が一般に使用され
る。構成されたツールを無端キャリアフィルム上で連続して使用するために、成形したレ
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リーフ構造をキャリアフィルム上で一定の間隔を置いて繰り返す。このように一度見た限
りではランドムレリーフ構造が局所的に存在するように見える場合でも、成形したレリー
フ構造は知覚的には非ランドムレリーフ構造である。
【００３２】
　非ランダムレリーフ構造はまた、例えば通常見られないまたはごく稀にしか見られない
一定のプロファイル形状が頻繁に、周期的にまたは準周期的に発生するという事実によっ
て評価される。不明確で丸いプロファイル形状は表面粗度のようなランダムレリーフ構造
から予想されるが、非ランドムレリーフ構造の場合は、例えば長方形、鋸歯、半球、ブレ
ーズ構造等の正確に幾何学的に形成されるプロファイル形状を示す。さらに、例えばねじ
れた階段状の構成、ドイツ特許公開公報第１００５４５０３号Ｂ４に記載される双対プロ
ファイルのようなある一定のプロファイル深度等のプロファイル深度を有するプロファイ
ルを示す。
【００３３】
　階段状プロファイルの具体的な事例は長方形プロファイルである。この場合、局所的な
プロファイル深度は離散準位を想定するのみである。この際、２つの隣接する凹部の間隔
は好ましくは０．５と５０μｍの間である。平均レベルに対するプロファイル深度は好ま
しくは<５μｍである。
【００３４】
　局所的に構造深度が変化する微視的に微小なランダムレリーフ構造が例えばヨーロッパ
特許公開公報第９９２０２０号Ｂ１に開示されている。
【００３５】
　第１レリーフ構造および／または第２レリーフ構造が微細構造を含む場合、その寸法は
人間の目の解像限度より下であることが望ましいと証明されている。
【００３６】
　第１レリーフ構造 および／または第２レリーフ構造は一般に、微細構造に形成され、
その寸法は人間の目の解像限度より下である、および／または人間の目に見えるマクロ構
造に形成される。この場合、マクロ構造は微細構造の側にある、および／または微細構造
を重畳してもよい。この場合、微細構造はマクロ構造の存在をシミュレートする光学的効
果を有する。
【００３７】
　第１レリーフ構造 および／または第２レリーフ構造はマット構造および／または回折
構造および／または屈折構造および／またはマクロ構造として形成することができる。
【００３８】
　マット構造は確率的構成の回折構造であるため、入射光は任意に散乱する。微小規模に
おいて、マット構造は、散乱性を決定し、平均粗度値Ｒａ、相関長Ｉｃなどの確率的パラ
メタで説明することのできる微小なレリーフ構造素子を有する。好ましいマット構造は、
平均粗度Ｒａが２０ｎｍから２，０００ｎｍの範囲、好ましくは５０ｎｍから５００ｎｍ
の範囲である。相関長Ｉｃは好ましくは２００ｎｍから５０，０００ｎｍの範囲、特に５
００ｎｍから１０，０００ｎｍの範囲が好ましい。
【００３９】
　回折構造は、例えば回折格子またはホログラムのような光回折に基づく光学的効果を発
生する構造である。表面構造に従って三次元情報の表示を可能にする典型的な２Ｄ／３Ｄ
または３Ｄホログラムを含んでもよい。局地的な見地から、例えばフーリエ・ホログラム
のようなホログラフィックに生成されたホログラムのプロファイルをほぼ周期的とみなす
こともできる。この場合、一般的なライン数は３００から２，０００ｌ／ｍｍの範囲であ
り、一般的な構造深度は５０から８００ｎｍの範囲である。
【００４０】
　例えばキノフォームと呼ばれるコンピュータが生成するホログラムは、確率的な表面レ
リーフの表現を生み、非対称的な回折効果を有する。一般的な構造深度は入射光の波長の
半分または倍数であり、キノフォームが送信または反射モードにおいて効果を発生するか
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どうかに依存する。
【００４１】
　レリーフ構造は例えば線形格子または交差格子に形成される。つまりＸおよび／または
Ｙ方向にｘ、ｙ座標で規定される面において伸張する。レリーフ構造はまた、例えば六角
格子のように３方向に伸張する構造でもよい。
【００４２】
　屈折構造は、例えばマイクロレンズのような光の屈折に基づいて光学的効果を発生する
構造である。この種のマイクロレンズは一般に個別に使用されるのではなく、相互に並列
に規則的なラスタ格子状に配置される。マイクロレンズの直径は好ましくは３μｍから８
０μｍ、さらに好ましくは５μｍから５０μｍの間である。
【００４３】
　これらの構造は通常人間の目の解像限度より低い寸法のものである。
【００４４】
　マクロ構造は、人間の目で認知できる寸法を持つ、例えば構造領域によって形成される
デザイン素子等の構造である。
【００４５】
　かかるマクロ構造は、光学的回折効果および特にドイツ特許公開公報第１０２５４４９
９号Ｂ４または第１０２５４５００号Ｂ４に基づくレリーフ構造のような目視可能なレン
ズのような効果を発生する例えばレンズ素子または、特に成形されたレリーフ構造によっ
て形成される。この場合、肉眼で見える構造が、光学的回折効果を有し、眼で解像できな
いレリーフ構造を用いて基本的にシミュレートされる。さらにマクロ構造は、ドイツ特許
公開公報１０２１６５６１号Ａ１の少なくとも部ごとに安定した可微分であって、少なく
とも部分的な領域は曲線であり、隣接する極値が互いに少なくとも０．１ｍｍの間隔の開
いた関数に従って設計できる。
【００４６】
　微細構造に重畳されるマクロ構造は、例えば国際特許公開公報第０３／０８４７６４号
Ａ２に見られる。微視的に微細なレリーフプロファイルに目視できる構造を加法的または
減法的に重畳することによって形成される回折構造が記載されている。
【００４７】
　効果的な構成としては、反射防止効果を有するおよび／または拡散器であるおよび／ま
たは汚れ防止に適応された第１レリーフ構造を形成する。汚れ防止効果のある第１レリー
フ構造を製造するために、さらに構造層を疎水性にしてもよい。
【００４８】
　相補的な第１レリーフ構造が表面の減反射用の光学的アクティブ・レリーフ構造の場合
は、その幅または格子周期は光の波長未満である。可視光の範囲は人間の目の最大スペク
トル感度を考慮して、波長はl = ５５５ｎｍ、すなわち格子周期ｂは、< ５５０ｎｍでな
ければならない。良好な減反射効果に必要なレリーフ構造の最小深度は少なくとも波長の
半分の大きさ、つまりｔ > ２７５ｎｍでなければならない。
【００４９】
　汚れ防止の第１レリーフ構造は疎水性材料の上に形成され、格子周期は汚れ粒子の平均
サイズ未満に選択される。大きさ２から５μｍの汚れ微粒子は、流れ落ちる水滴によって
捕捉されレリーフ構造から除去される。この点において、水はその表面張力によってレリ
ーフ構造を濡らすことができないため、レリーフ構造の微細な突起部は既に疎水効果を有
している。
【００５０】
　第１および第２レリーフ構造は互いに独立した光学的効果を発生する。しかしながら、
互いに依存した光学的効果も発生する。かかる依存する光学的効果は、例えば第１レリー
フ構造および第２レリーフ構造を共に画像情報項目を形成すると考えられる部分領域に形
成することによって発生することができる。画像情報は、例えば画角に関して限定した範
囲にのみ完全に目視可能にして、画角に依存する光学的効果を発生してもよい。特に効果
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的な特徴として、転写層部と統合されるプリントに対してまたは着色に対して交互に位置
合わせされる第１および第２レリーフ構造の少なくとも一方向に位置合わせをする配置に
ある。
【００５１】
　上述したとおり、構造層は、これまでに実際に試され、試験された利用可能なプロセス
によって製造ならびに構成することができる。
【００５２】
　したがって、剥離層 および／または 防護層は構造層への装着の前に、キャリアフィル
ムに装着される。なお、この点についてマスター・レリーフ構造に付加的に装着される剥
離層は第１レリーフ構造の製造に影響を与えることがある。そのため、マスター・レリー
フ構造はできれば、付加的に装着される剥離層の厚さ分、縮小したほうがよい。
【００５３】
　構造層はほぼ同じ屈折率の第１および第２の層から形成してもよい。この場合、第２の
層は第１レリーフ構造を備える硬化した第１の層に装着され、第２レリーフ構造は第２の
層に成形される。上述したように第１の層は放射硬化性ラッカで、第２の層は熱可塑性ラ
ッカで効果的に形成することができる。材料の選択は、とりわけ傷防止、溶解防止、汚れ
防止等の所望の機能に基づいて決定される。
【００５４】
　さらに、効果的な構成として、反射層および第２レリーフ構造を被覆する吸着層を装着
する。吸着層は、構造層および反射層の形成方法に関係なく、構造層の関連する表面全体
を被覆する。吸着層は高温性接着剤が好ましい。低温性接着剤、圧力反応接着剤、ＵＶ硬
化性接着剤も追加の接着剤として使用できる。
【００５５】
　本発明に基づく構造層を有して製造される多層体は、たとえば個別化するために、部分
的に水平化または平板化したレリーフ構造で形成してもよい。 
【００５６】
　さらに、多層体の第１レリーフ構造は部分的に重ね刷りされていてもよい。 
【００５７】
　更なる実施形態において、多層体の第１レリーフ構造は、触覚によって検出可能な領域
を有する。かかる領域は事前に第１レリーフ構造に設けることができるが、後で部分除去
または平板化および／または重ね刷りによって生成してもよい。
【００５８】
　触覚によって検出可能な領域を、その下に配置される、たとえば光学的に効果的な回折
構造等の構造とレジスタ関係に配置してもよい。
【００５９】
　以下、付帯の図面を参照し、実施形態を例として用いて本発明を説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６０】
　図１は透過性の構造層１４、反射層１６、吸着層１８から形成される多層体１を示す。
吸着層１８は多層体１をキャリア本体２０に結合させる。キャリア本体２０は例えば、通
行証、パスポート、身分証明書またはクレジットカード等のセキュリティ文書である。多
層体１を物品用のセキュリティ機能を目的として用いることもできる。
【００６１】
　透過性構造層１４は吸着層１８から遠い上側に第１レリーフ構造１４ｏを有し、吸着層
１８に向かうその下側には第２レリーフ構造１４ｕを有する。
【００６２】
　図１の実施形態において、第１レリーフ構造１４ｏに、互いに異なる構造を有する領域
１４ａ、１４ｂ、１４ｃ、１４ｄ、および１４ｅが形成される。
【００６３】
　領域ａは格子定数< ０．４μｍ、深度> ０．２μｍの非常に微細な格子構造を有する領
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域であり、目視可能範囲における回折度は有せず、ミラー反射とは別に垂直に照明される
。適当な構成を有するこのような構造は表面の減反射として作用することができる。この
減反射はミラー反射で見たときに輝度の異なる領域を生成する、または例えば領域下に置
かれる薄フィルム配置の彩度を向上するために設けられる。０．５％の反射が実行される
。その代わりに設けられる平滑な表面の場合、反射は４から５％の間となり、見る人が認
識できる彩度を減少させ、傾斜した際の色変化による薄フィルム配置の照合を損なわせる
。この種の構造が、例えば文字列に合わせて、部分的な領域のみに適用される場合、その
情報はミラー反射モードで見るときには認識可能となるが、通常の目視状況ではほとんど
認識できない。減反射を、大部分に透過性の領域を含み、部分的にフィリグリー・パター
ンに金属化された反射層と組み合わせることは特に効果的である。この状況では通常邪魔
になる、装着されたフィルム素子の反射はほぼ全て減反射効果によって抑制される。
【００６４】
　構造層１４の表面からの反射を、第１レリーフ構造１４ｏを若干マット加工することに
よって部分的に隠すこともできる。この方法で、第１レリーフ構造１４ｏの輝度は非常に
減少され、透過光線はほんのわずかに散乱されるだけなので、構造層１４下に配置される
情報の項目がはっきりと認識可能となる。
【００６５】
　領域１４ａを格子ラスタに配置し、その反射能力を変化させてもよい。この方法でラス
タ素子の異なる反射を利用してグラフィック表示を提供できる。
【００６６】
　構造層１４が疎水性材料で形成される場合、領域１４ａのレリーフ構造は汚れ防止効果
を有してもよい。領域１４ａのレリーフ構造の深度対幅比が高く、格子定数が低いため、
比較的面積の大きい汚れ粒子がレリーフ構造にくっつかず、水滴によって捕捉され表面か
ら除去される。深度対幅比は、『山』と『谷』を有する好適な周期的構造を特徴付ける次
元のない数である。深度は『山』の高さまたは『谷』の深さを意味し、幅は２つの隣接す
る『山』の間隔を意味する。領域１４ａの構造層１４の自浄作用は領域１４ａ下にある情
報項目の可読性を永久持続的に向上させることができる。
【００６７】
　領域１４ｂは領域１４ａの汚れまたは傷の防止または少なくとも減少を目的とする間隙
として設置される。領域１４ａの面積が大きい場合、領域１４ｂは領域の端のみならず、
領域１４ａ内に配置してもよく、好ましくは規則的な間隔を設けて分散配置してもよい。
【００６８】
　領域１４ｃは、最大深度わずか数マイクロメートルにもかかわらず、肉眼的な表面レリ
ーフの視覚的効果をもたらす。このような構造は一般に層に埋め込まれる。肉眼的表面レ
リーフは反射光で目視できるが、キャリア基板２０に適用される情報項目の認識可能性ま
たは第１表面領域１４ｕに形成される反射構造を損なわない。
【００６９】
　領域１４ｄは例えばフーリエ・ホログラムのような回折構造であり、スクリーン上レー
ザで照明された情報の隠された項目を表示するために設けても良い。領域１４ｄの回折構
造はその下に配置される構造の光学的効果をわずかに変化させるだけである。
【００７０】
　領域１４ｅは、光学的補助がないと認知できないほど小さな大きさの突起部および凹部
を有する表面レリーフを備える。この構成は通常ラッカ層に埋め込まれる。表面レリーフ
は拡大鏡または顕微鏡で認知でき、例えば微視的に微細な文字列または画像情報を表示す
る。
【００７１】
　さらに、レリーフ構造１４ｏは、金属層または誘電層、または薄い金属層および／また
は誘電層の列で形成される反射層を少なくとも部分的に有する。このような追加的反射層
は、構造層の成形前に例えば蒸着によって装着することができる。反射層をレリーフ構造
１４ｏの領域とレジスタ関係に部分的に製造することは特に有効である。
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【００７２】
　第２レリーフ構造１４ｕは、ホログラムまたはキネグラム（登録商標）のような回折構
造を含むことのできる表面レリーフとともに形成される。例えば英数字またはバーコード
形式の個別化された情報項目を含むこともできる。
【００７３】
　図２ａから２ｅは、図１に示す多層体１の製造段階を示す。
【００７４】
　図２ａは、マスター・レリーフ構造が成形され、第１レリーフ構造 １４ｏと相補の構
成であるキャリアフィルム２２を示す（図１を参照）。 キャリアフィルム２２は、厚さ
６から１５０μｍ、好ましくは１２から７０μｍの範囲のポリエステルフィルム、ポリプ
ロピレンフィルムまたはＢＯＰフィルムである。 マスター・レリーフ構造２２ｍは、熱
エンボス加工により直接キャリアフィルムに製造してもよい。そのために、高温エンボス
ローラをキャリアフィルムに接触させる。
【００７５】
　他の構成として、キャリアフィルム２２はマスター・レリーフ構造２２ｍが成形される
ラッカ層を有してもよい。特に減反射表面に必要な非常に微細なマスター・レリーフ構造
を製造するために、マスター・レリーフ構造２２ｍがＵＶ複製によって導入されるＵＶ硬
化性ラッカを含んでもよい。ＵＶ硬化性ラッカは非常に流動的に設定できるので、エンボ
スローラの非常に小さな空洞までも完全に充填することができ、特別に深い構造を生成で
きる。ＵＶ硬化性ラッカは、キャリアフィルムや透過性エンボスローラを透過するＵＶ光
で直接硬化性してもよい。エンボスローラはまた、マスター・レリーフ構造２２ｍを光学
的に撮像することによって転写する光学的エンボスローラを含んでもよい。ＵＶラッカは
部分的に硬化され、その後の洗浄部で未硬化のＵＶラッカを洗い流す。
【００７６】
　ＵＶ硬化性ラッカは、例えば以下の内の一つでもよい。単量体またはオリゴマーポリエ
ステル・アクリレート、ポリエステル・アクリレート、ウレタンアクリレートまたはエポ
クシ・アクリレート、またはアミノ変性ポリエステル・アクリレート、アミノ変性ポリエ
ーテル・アクリレートまたはアミノ変性ウレタンアクリレート。
【００７７】
　また、その材料は圧力および温度下で熱エンボス加工によって複製される熱可塑性ラッ
カでもよい。例えば、以下の構造のラッカを含む。
　成分　　　　　　　　　　　　　　　重量部
メチルエチルケトン　　　　　　　　　400
エチルアセテート　　　　　　　　　　260
ブチルアセテート　　　　　　　　　　160
ポリメチルメタクリレート　　　　　　150
（軟化点約１７０℃）
スチレン共重合体　　　　　　　　　　 30
（軟化点約１００℃）
　ラッカは装着工程後、乾燥され、複製される。
【００７８】
　上述した例が明確に示すように、本発明に基づくプロセスはマスター・レリーフ構造の
特性に広い限度で影響を与えることができる。好適なプロセス手順を大量生産に用いるこ
とができる。
【００７９】
　図２ｂは、透過性の構造層１４が表面全域に印刷、スプレーまたはスキジー塗布によっ
て装着された複製または印刷されたキャリアフィルム２２を示す。構造層１４は、プリン
トローラを用いて、層の厚さ０．５μｍから１０μｍの熱可塑性ラッカ、ＵＶ硬化性ラッ
カまたは層の列（一部、部分領域のみに設けることもある）として形成することができる
。図２ｃに示すとおり、熱可塑性ラッカに乾燥工程後、熱エンボス加工を施す。ＵＶ硬化
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性ラッカを用いる場合は、図２ｃに示す製造段階を、構造層１４の装着直後に実施して、
ラッカをＵＶ放射によって硬化させる。
【００８０】
　さて、第１レリーフ構造 １４ｏが構造層１４に成形され、構造層１４は完全にキャリ
アフィルム２２のマスター・レリーフ構造２２ｍを充填している。ここで、構造層は均一
の構成である必要はなく、統合されたプリントを含んでもよく、蛍光またはカラーの部分
領域、またはナノ粒子を含んでもよい。
【００８１】
　第２レリーフ構造１４ｕが構造層１４（図１を参照）に図２ｃに示す製造段階で成形さ
れる。この製造段階は、構造層１４のキャリアフィルム２２から遠い側を熱エンボス加工
することによって、または上述したとおり、構造層１４をキャリアフィルム２２に装着す
る際に低温エンボス加工することによって実施される。
【００８２】
　また、構造層１４を第１および第２の層から形成し、第１の層をレリーフ構造１４ｏと
ともに、第２の層をレリーフ構造１４ｕとともに形成してもよい。この場合、第２の層を
硬化した第１の層に装着し、エンボス加工を施し硬化させる。構造層の多層構造はレリー
フ構造の材料構成および形成を最適化するために設けられる。好ましくは、第１および第
２の層をほぼ同じ屈折率に形成することによって、構造層１４を光学的に均一の層に形成
する。
【００８３】
　図２ｄは、反射層１６が第２レリーフ構造１４ｕに装着される第４製造段階を示す。例
えば、反射層１６は、反射性の高い金、銀、アルミニウム、銅などの金属からなる部分的
な金属層で形成されてもよい。図２ｄに示す例では、反射層１６の非金属領域は誘電層１
６ｄで覆われている。
【００８４】
　金属層１６ｍで形成される反射層１６の領域は、画角に関係なく入射光を反射する。反
対に誘電層１６ｄを備え、構造層１４と接合される反射層１６の領域は画角に依存する全
反射を提供する。またこれには、ＨＲＩ層（高屈折率）およびＬＲＩ層（低屈折率）の層
列を含んでもよい。この種のフィルムは優れた色表現変化を生成する。また、異なる屈折
率を持つ薄い誘電層の列、または金属および誘電層の列を含んでもよい。この種の層の集
合は、傾斜時の干渉効果によって非常に明らかな色変化を有する。
【００８５】
　図２ｅは、キャリアフィルム２２に装着され、吸着層１８の反射層１４への装着を含む
、図１の多層体１の第５および最終の製造段階を示す。吸着層１８はメルト接着剤が好ま
しい。
【００８６】
　例えば、以下の構造の接着剤を使用することができる。
　　成分　　　　　　　　　　　　　　　重量部
　　メチルエチルケトン　　　　　　　　　550
　　エチルアセテート　　　　　　　　　　175
　　シクロヘクサノン　　　　　　　　　　 50
　　ポリウレタン樹脂(Fp 3 200oC)　　　   100
　　ポリ塩化ビニル三重合体　　　　　　  120
　　（Tg=９０ oC）
　　二酸化珪素　　　　　　　　　　　　　  5
【００８７】
　図２ｆは、キャリア本体２０に装着された多層体１と、装着後キャリアフィルム２２を
取り除いた多層体１を示す。多層体１とキャリアフィルム２２を図２ａから２ｅに示す位
置に対して180oC回転させているので、ここでは第１レリーフ構造 １４ｏが、キャリア本
体２０から遠い側の多層体１の上部を形成している。
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【００８８】
　キャリアフィルム２２は、キャリアフィルム２２と構造層１４を材料対合することによ
って多層体１から着脱することができる。 また、キャリアフィルム２２と構造層１４の
間に、例えばワックスの層で形成される剥離層を配置することもできる。剥離層は、厚さ
わずか数ｎｍの極めて薄いフィルムであることが好ましい。必要に応じて構造層１４を防
護層として、つまり最上部の下位層を防護層とする特別な耐層または多層構造で形成して
もよい。
【００８９】
　上述のプロセスは特に、多層体をキャリアフィルム２２に層方向に装着して構成するロ
ール・ツー・ロール連続工程に非常に好適である。
【実施例】
【００９０】
　図３ａは装着の第１の例を示す。転写フィルムは通行証またはパスポート保護用の積層
として形成され、とりわけ多層体３０ａを備えている。転写フィルムは以下の構成部また
は層を含むことができる。
・　図２ａから２ｆを参照して上述したキャリアフィルム
・　外側レリーフ構造がキャリアフィルムに対向する多層体３０ａ
・　熱活性吸着層
・　選択的に第２の熱活性吸着層および吸着層２層間のプリントマーク
【００９１】
　図３ａの例では、キャリアフィルムの剥離後、露出した多層体３０ａの平滑な表面上に
分散領域３２（図１の記号１４ａを参照）が形成される。分散領域３２はエンドレスなパ
ターンで文章の一部を、図の例では文字『ＭＵＳＴＥＲＦＩＲＭＡ』を繰り返す。保護す
べき通行証の下層にある情報項目の読解性は分散領域３２によって損なわれない。分散領
域３２を、分散特性が変化するマット構造で形成して、傾斜または回転されると、無色の
文字が異なる輝度レベルで現れるようにしてもよい。
【００９２】
　多層体３０ａはさらに、図の例では会社のロゴマークとして形成される回折パターン３
４を有する。回折パターン３４を多層体３０の上側に成形してもよいし、多層体の下側に
成形して反射層で支持してもよい。
【００９３】
　さらに、多層体３０ａは、多層体３０ａの下側に回折反射領域として形成され、傾斜ま
たは回転されるとカラー領域として目視できる個人データ３６を有する。同じ個人データ
を、パスポート写真の図３ａにおいて破線で示す外側輪郭３８の側に、多層体３０ａによ
って保護されるパスポート表面に印刷によって形成してもよい。データ３６は多層体３０
ａ上に、パスポート表面に印刷されたデータと位置をずらして配置してもよい。
【００９４】
　図３ｂは装着の第２の例を示す。多層体３０ｂは図３ａに示す多層体３０ａと原理的に
同様であるが、その上部に微細格子構造３９ｏが追加的に成形されている。格子構造３９
ｏは、格子構造３９ｕから視角を変えると明るくなるように構成される。格子構造３９ｕ
は多層体３０ｂの下側に成形され、反射層に支持される。この目的で、例えば格子構造３
９ｕが異なる格子定数を有して、視角に依存する色効果を発生してもよい。
【００９５】
　図４ａから４ｃは、本発明に基づく多層体の装着の第１の実施形態を示す。例えば上述
した転写フィルム３０ａ（図３ａ）または３０ｂ（図３ｂ）を含んでもよい。
【００９６】
　図４ａは身分証明書類４２を保護する積層フィルム４０を示す。フィルム４０は身分証
明書類４２内に配置され積層部４４に挿入される。この方法で、積層フィルム４０の下側
に形成される吸着層を熱し、保護すべき通行書類４２の頁に押圧する。図４ｂに示すとお
り、吸着層（図示せず）の他に、積層フィルム４０はキャリアフィルム４０ｔおよびセキ
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ュリティ機能を備える構造層４０ｓを有する。
【００９７】
　構造層４０ｓの領域を、保護すべき通行書類４２の頁の穴または透かし上に配置して、
所望の視覚効果を達成するために、構造層４０ｓの光学的効果を送信モードにおいても利
用することは効果的である。
【００９８】
　図４ｂは、積層フィルム４０でラミネート加工された通行書類４２を示す。保護すべき
頁には構造層４０ｓが装着され、キャリアフィルム４０ｔは既に部分的に剥がされている
。
【００９９】
　図４ｃは、構造層４０ｓでラミネート加工された通行書類４２を示す。セキュリティ機
能を備える構造層４０ｓは、損傷または破壊することなく、書類４２から再度剥がすこと
はできない。構造層４０ｓはコピー処理によって模倣できないセキュリティ機能を有する
。
【０１００】
　ラミネート加工処理後、キャリアフィルム４０ｔは通行書類４２に対応部として残され
、追加のセキュリティ機能を形成する。構造面を備える透過性のキャリアフィルムを、通
行書類４２のラミネート加工された頁が被覆されたときに、一般的なモアレ効果を生む光
学的認証装置として使用することもできる。
【０１０１】
　また、構造層のレリーフ構造に部分的な変更を加えて、例えば独自化することもできる
。 例えば、個別の英数字および／またはグラフィック表示を加えるために、被覆するラ
ッカに部分的な重ね刷りを施こすこともできる。
【０１０２】
　さらに、構造層４０のレリーフ構造の作用を、透明なまたはカラーのラッカで重ね刷り
することによって局所的に除去することもできる。この場合、ラッカの屈折率は構造層４
０ｓの最上層の屈折率と０．１未満だけ異ならせる。また構造層４０ｓを、例えばレーザ
または熱エンボス装置を用いて、部分的に除去あるいは水平化して、個人データを構造層
に転写してもよい。
【０１０３】
　さらに、構造層４０ｓの領域を、触覚に関連して周囲から突出させる、またはこの領域
に触れることで検出できるパターンを備えてもよい。この領域は硬さ、弾性、スリップ特
性、熱伝導性、または粘着性等の性質によって感じることができる。または触れることに
よって検出でき、例えば点字文字または四角、ひし形、円、星等の簡単なグラフィックロ
ゴのようなパターンを形成する凹部または突起部を備えてもよい。領域はさらに、周囲に
対して高くまたは低くすることによって、触覚で検出可能にしてもよい。さらに、触覚に
よって検出可能な領域は、その下に配置される光学的に効果的な層構造とレジスタ関係に
配置することができる。光学的構造は例えば、回折格子、ホログラム、またはキネグラム
(登録商標)である。
【０１０４】
  個人データを有する領域を、例えば少なくとも最重要なデータを点字表示にするなど、
触覚によって検出できるようにしてもよい。
【０１０５】
　図５は本発明に基づく多層体の装着の第２の実施形態を示す。キャリアフィルム５０ｔ
を有する転写フィルム５０、構造層５０ｓ、熱吸着層（図示せず）は供給ローラ５０ｖに
巻き付けられ、進行方向に互いに間隔を置いて配置される２つの圧力ローラ５２、５２’
によってバンド状のキャリア基板５４に装着されている。高温転写ローラ５６は転写フィ
ルム５０を反対圧力ローラ５６に対して押圧する。それによって構造層５０ｓは高温性接
着剤でキャリア基板５４に接着される。キャリアフィルム５０ｔは構造層ｓから引き離さ
れ、転写フィルム５０がキャリア基板５４とともに転写ローラ５６の下りに配置される圧
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力ローラ５２’を通過後、ロール５０ａに巻かれる。
【０１０６】
　図６は本発明の多層体の装着の第３実施形態を示す。キャリアフィルム６０ｔを備える
転写フィルム６０、構造層６０ｓ、熱吸着層（図示せず）は供給ローラ６０ｖに巻き付け
られ、進行方向に互いに間隔を置いて配置される２つの圧力ローラ６２、６２’によって
バンド状のキャリア基板６４に装着されている。構造層６０ｓは、キャリアフィルム６０
ｔ上に互いに間隔を置いて連続的に配置される部から形成される。構造層６０ｓの一部が
高温穿孔機６６の下に配置されると直ちに、穿孔機６６は転写フィルム６０を反作用ホル
ダ６６ｇに対して押圧する。これによって、構造層６０ｓの一部が高温性接着剤によって
キャリア基板６４に装着される。キャリアフィルム６０ｔは構造層６０ｓから引き離され
、転写フィルム６０がキャリア基板６４とともに穿孔機６６の下りに配置される圧力ロー
ラ６２’を通過後、ロール６０ａに巻かれる。
【０１０７】
　さらに、キャリア基板６４を、クレジットカードや身分証明カードのような、カード状
のキャリア基板とし、輸送装置によって穿孔機６６の下に配置することもできる。この場
合、構造層６０ｓを、英数字がプリントされたロゴ状の、表面に触覚により検出できるレ
リーフ構造を有する個別化されたセキュリティ機能とすることもできる。
【０１０８】
　本発明に基づく多層体は、製品の製造過程の中間段階においてのみ重要な役割を演じる
。その点を明確にすることを目的として、最終製品にレリーフ構造 １４ｏを媒体によっ
て被覆する３つの例を示す。
【０１０９】
　第１の例において、個人化されていない通行証は、回折機能、例えば図２ｆに示す構成
のパッチを備えている。例えばインクジェットを用いて達成される個人化工程において、
微細レリーフ構造１４ｏは良好なプリント画像を保証し、構造層１４に印刷インクを確実
に接着するように機能する。個人化工程に続いて、上述した図４ａから４ｃに示すように
、通行証の全データ頁が積層フィルムから転写された構造層によって密封される。
【０１１０】
　第２の例は熱エンボスフィルムのエッジ領域の形成に関する。エッジ領域の鋭さは基板
に熱エンボスフィルムを転写する上で、重要な基準である。そのため、転写層部の層は適
度に中折れしなければならない。この中折れ効果は、好適なレリーフ構造１４ｏによって
、例えば機械的弱体化によって影響を受ける。レリーフ構造１４ｏの利点の１つに装着の
種類や穿孔の形状に対する柔軟性および適応性にある。後の手順で構造層１４が例えば構
造層１４の光屈折率を有する積層によって密閉される場合、レリーフ構造１４ｏは認識可
能な光学的効果を備えない。
【０１１１】
　第３の例は好適な表面構造による液晶の方向に関する。多層体の装着後、露出したレリ
ーフ構造１４ｏは、例えば印刷プロセスによって全表面積または部分的に異方性ポリマー
材料で塗布される。その後、異方性ポリマー材料の液晶は必要に応じて、配向層としての
レリーフ構造に熱を加えることによって方向を合わせられる。それから、異方性ポリマー
材料のＵＶ硬化性または熱誘因性の急激な架橋結合によって液晶の方向性は固定される。
液晶層を有する印刷される領域には、偏光子で検査すると、レリーフ構造１４ｏとレジス
タ関係に見える追加情報が現れる。
 
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】図１はキャリア基板に装着された本発明に基づく多層体の断面図である。
【図２】図２ａから図２ｅは、図１の多層体の製造段階の断面図を示す。
【図２ｆ】図２ｆは図２ｅの多層体のキャリア基板への装着を示す。
【図３ａ】図３ａは装着の第１の例を示す。
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【図３ｂ】図３ｂは装着の第２の例を示す。
【図４】図４ａから図４ｃは本発明に基づく多層体の装着の第１実施形態を示す。
【図５】図５は本発明に基づく多層体の装着の第２実施形態を示す。
【図６】図６は本発明に基づく多層体の装着の第３実施形態を示す。

【図１】

【図２ａ】

【図２ｂ】

【図２ｃ】

【図２ｄ】

【図２ｅ】

【図２ｆ】

【図３ａ】
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【図３ｂ】

【図４ａ】

【図４ｂ】

【図４ｃ】

【図５】

【図６】
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