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(57)【要約】
本発明の主題は、表面特性を用いて、対象物の特定および／または認証をするための方法
である。本発明のさらなる主題は、表面を走査するためのセンサである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象物のシグネチャを作り出すための方法であって、
　Ａ１：上記対象物の表面の第１領域を走査すると共に、この第１領域内の表面構造の少
なくとも一部を示す走査信号を受信するステップと、
　Ａ２：ステップＡ１において決定された上記走査信号からシグネチャを生成するステッ
プと、
　Ａ３：上記シグネチャを上記対象物と関連付けるステップと、
　Ａ４：後の比較目的に使用可能にできる形態で、上記シグネチャを記憶するステップと
を少なくとも備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
対象物の特定および／または認証をするための方法であって、
　Ｂ１：上記対象物の表面の第２領域を走査すると共に、この第２領域内の表面構造の少
なくとも一部を示す走査信号を受信するステップと、
　Ｂ２：ステップＢ１において決定された上記走査信号からシグネチャを生成するステッ
プと、
　Ｂ３：ステップＢ２において決定された上記シグネチャと、少なくとも１つの基準シグ
ネチャとを比較するステップと、
　Ｂ４：ステップＢ３における比較結果に応じて、上記対象物の上記特定および／または
上記認証についてメッセージを作成するステップと
を少なくとも備えることを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法において、
　上記第２領域は、請求項１に記載の上記第１領域よりも小さく、かつ、上記第１領域内
にあることを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項２に記載の方法において、
　上記第２領域は、請求項１に記載の上記第１領域よりも大きく、かつ、上記第１領域を
完全に包含することを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項２に記載の方法において、
　上記第２領域は、請求項１に記載の上記第１領域と同一である、あるいは、少なくとも
略同一であることを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１つに記載の方法において、
　上記走査は、インコヒーレント放射を用いて光学的に実行されることを特徴とする方法
。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１つに記載の方法において、
　走査を目的として、上記対象物および上記対象物を走査するための機器は、互いから一
定の間隔を空けて動かされると共に、上記走査は、一本の線に沿って実行されることを特
徴とする方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法において、
　上記走査は、線形ビームプロファイルで実行され、この線形ビームプロファイルは、移
動方向に対して横方向により長く伸びていることを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法において、
　上記線形ビームプロファイルのビーム幅は、ビーム厚の５０倍よりも大きいことを特徴
とする方法。
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【請求項１０】
　請求項７または８に記載の方法において、
　上記線形ビームプロファイルのビーム厚は、上記表面に存在する平均溝幅の範囲にある
ことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　表面を走査するためのセンサであって、
　外部表面と、上記外部表面に対する法線を基準にして角度γで上記外部表面にまで延び
ている第１貫通部と、上記外部表面に対する法線を基準にして角度δで上記外部表面にま
で延びている第２貫通部とを有し、上記角度γおよび角度δの絶対値が等しいブロックと
、
　上記第１貫通部に配置され、上記外部表面の方向に走査ビームを送信可能な放射線源と
、
　線形ビームプロファイルを形成するための光学素子と、
　上記第２貫通部に配置され、上記外部表面の方向に整置されている光検出器と
を少なくとも備えることを特徴とするセンサ。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のセンサにおいて、
　上記ビーム幅は、３ｍｍから６．５ｍｍの範囲に、好ましくは、４ｍｍから６ｍｍの範
囲に、特に好ましくは、４．５ｍｍから５．５ｍｍの範囲にあり、上記ビーム厚は、１０
μｍから３０μｍの範囲に、好ましくは、１５μｍから３０μｍの範囲に、特に好ましく
は、２０μｍから２７μｍの範囲にあることを特徴とするセンサ。
【請求項１３】
　請求項１１または１２に記載のセンサにおいて、
　上記角度γおよび上記角度δの絶対値は、５°から９０°の範囲に、好ましくは、２０
°から８０°の範囲に、特に好ましくは、３０°から７０°の範囲に、さらに好ましくは
、４０°から６０°の範囲にあることを特徴とするセンサ。
【請求項１４】
　請求項１１から１３のいずれか１つに記載のセンサにおいて、
　光検出器を保持するための貫通部をさらに２つ備え、この貫通部は、上記第２貫通部に
対して、それぞれ、ε１およびε２の角度で配置され、この角度ε１および角度ε２は、
１°から２０°であり、好ましくは、５°から１５°であることを特徴とするセンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の内容は、表面特性（surface nature）を用いて、対象物の特定および／または
認証をするための方法である。本発明のさらなる内容は、表面を走査するためのセンサで
ある。
【背景技術】
【０００２】
　対象物の表面特性は、多くの技術製品および技術方法、例えば、金型鋳造、および、技
術的な摺動面または可視表面の場合に、重要な役割を果たしている。紙にとって、表面構
造は、例えば印刷適正と共に、重要な属性特徴（quality feature）である。
【０００３】
　その結果として、表面構造を求めるための、そして、表面特性に関する特性数を求める
ための多くの計測方法がある。計測結果が表面のトポグラフィである計測方法はまた、直
接的な方法として示される。間接的な方法は、表面自身の現実の形状を計測すること無し
に、例えば、表面粗さの特性値（characteristic numbers）を供給する。間接的な方法の
例は、スクリーンとこれらサンプルの表面との間に流れる気流を計測することによって、
紙サンプルまたはカードボードサンプルの表面粗さを求めるベック（Bekk）法である。
【０００４】
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　触覚的および光学的な方法は、直接的な方法に区別することができる。触覚的な方法で
は、表面は、機械的プローブを用いて点別方法で走査される。プローブ偏差は、電子的に
、あるいは、光電子的に計測される。その計測結果は、走査パス（scan path）、いわゆ
る表面プロファイルに記録されている高さ信号である。このトポグラフィの表面領域は、
互いに対して接近している表面プロファイルを走査することによって走査される。接触し
ないで作動する同様の方法には、（いわゆる非接触モードの）走査型電子顕微鏡または原
子間力顕微鏡がある。
【０００５】
　トポグラフィを求めるための光学的な方法の例は、ダイナミックレーザー集束である（
例えば、国際標準逐次刊行物ISSN0043－7131（Wochenblatt fur Papierfabrikation, ISS
N0043-7131, Volume 117, April 1989, No.　7）の２７１頁から２７４頁参照）。ダイナ
ミックレーザー集束において、レーザーは、レンズを用いて表面上に集束される。このレ
ンズは、サーボモータによって表面と垂直に（ｚ軸方向に）動かすことができる。センサ
は、焦点位置におけるレンズのｚ軸の位置を求めて、その結果、ｘｙテーブルによってレ
ンズの下にサンプルが水平に移動されている間、トポグラフィック情報を供給する。
【０００６】
　さらに、表面のトポグラフィック情報は、例えば、音響式または光学色近距離センサ、
渦電流センサ、または、層型白色光干渉法により得ることもできる。
【０００７】
　次に、特性数を決定されたトポグラフィから、例えば、平均表面粗さ値Ｒａまたは、表
面粗さ深度Ｒｚ（ＤＩＮ規格番号DIN EN ISO 4287:1998参照）を決定することができる。
上記特性数は、個別の測定長さで定義され、複数の個別測定長さから、原則として平均値
が計算される。５つの個別測定長さが、表面粗さパラメータの基準である（ＤＩＮ規格番
号DIN EN ISO 4288:1998参照）。
【０００８】
　その結果として、表面トポグラフィに関するデータボリュームは、少数の特性値に圧縮
するために直接的な方法で記録されているのが通常である。この少数の特性値へのデータ
ボリュームの圧縮は、対象物の分類を可能にする。しかし、材料区分だけでなく個別の対
象物も特性値から推論されるため、少数の特性値へのデータボリュームの圧縮によって、
個別の対象物の個性の消失が引き起こされる。
【０００９】
　また一方で、例えば、製品追跡において、そして、製品偽造の事例との関連において、
対象物の検出および認識は重要な役割を果たす。
【００１０】
　例えば、バーコードを用いる対象物の自動認識は、この背景において、一般に知られて
いる。バーコードは、商品および／またはパッケージに付けられ、例えば、値段を決定す
るために機械によって商品を特定することを可能にする。しかし、バーコードは、どんな
偽造防止をも提供することがなく、簡単に他の対象物にコピーし、移すことができる。
【００１１】
　偽造に対するセキュリティのために、身分証明書、紙幣、製品等は、今日では、特別な
知識および／または高い技術的複雑性を有する場合のみ再現可能である要素を備えている
。この要素は、本明細書ではセキュリティ要素として示されている。対象物の信頼性は、
1以上のセキュリティ要素の存在に基づいて認証され得る。
【００１２】
　例えば、透かし、特殊インク、組みひも飾りパターン、マイクロスクリプトおよびホロ
グラム等の光学セキュリティ要素は、世界中に定着している。特別であるが、ドキュメン
ト保護にもっぱら適しているというわけではない光学セキュリティ要素の概観は、次の書
物「Rudolf L. van Renesse, Optical Document Security, Third Edition, Artech Hous
e Boston/London, 2005（63～259頁）」で見つけられる。
【００１３】



(5) JP 2012-529689 A 2012.11.22

10

20

30

40

50

　また一方で、今日の市販のセキュリティ要素の過半数が、どんな個別化も可能にしない
。すなわち、多くの対象物が同じセキュリティ要素を有する。同じセキュリティ要素を有
する対象物は、このセキュリティ要素を用いて区別することができない。
【００１４】
　また一方で、固有の、そして、信頼性のある方法で複数の同等の対象物から個別の対象
物を特定可能にすることが望まれている。PCT/EP/2009/002809に記載されているセキュリ
ティ要素は、個々の対象物を個別化することを可能にし、その結果、信頼性のある、固有
の特定を可能にする。また、セキュリティ要素等の補助が無かったとしても、対象物の特
定および／または認証をすることを約束することができるという点が有利であろう。
【００１５】
　先行技術によれば、特定および認証の方法がまた知られていて、この方法は、対象物自
身によって提供されるさらなる特徴が使用されない。
【００１６】
　例えば、WO2005/088533（A1）は、対象物が干渉性放射によって特定され、認証される
方法を記載する。この方法において、干渉性放射は対象物の表面上に集束され、表面が走
査される。光検出器は、表面で反射された放射線を検出するために用いられる。検出され
、反射された放射線は、複数の異なる材料に特有である固有反射パターンを構成し、大き
な違いだけを再現することができる。それは、対象物の生産および／または処理における
変量効果とみなされるからである。個々の対象物に関する固有反射パターンは、その後に
各々の対象物の特定および／または認証をすることを可能にするため、データベースに記
憶される。この目的を達成するために、対象物が改めて測定され、特性反射パターンが記
憶された基準データと比較される。
【００１７】
　検出された基準パターンは、スペックルパターン（speckle pattern）と散在性の放射
線との混合物であることが、WO2005/088533（A1）に記載されている。干渉性放射を使用
する必要があることが、WO2005/088533（A1）に記載された方法の不利益である。干渉性
放射の放射線源は、非干渉性放射の放射線源よりもはるかに高価であることが、当業者に
知られている。
【００１８】
　さらに、WO2005/088533（A1）に記載された方法は、照射（irradiation）によりダメー
ジを受けず、また、照射された放射線の適切な部分を再び反射する対象物に限定されてい
る。電磁放射線に対して高い吸収性を有する感光性物質は、検出することができず、後に
一意的に認識することができない。
【００１９】
　記載された先行技術を発端として、その結果、複数の異なる対象物の特定および／また
は認証をすることができる方法を提供する。この求められる方法は、同類の対象物を区別
することができる。この場合、上記求められる方法は、例えば、個別化されたホログラム
等の高価な補助なしで成し遂げることであり、同類の対象物が先行技術に対して個別化さ
れる。上記求められる方法は、費用効率が高く、直感で理解できると共に簡単であり、柔
軟な使用および拡張ができ、再現可能かつ移転可能な結果を生み出し、生産ライン製造が
可能でなければならない。
【００２０】
　驚いたことには、表面特性を用いて、対象物を特定し、認証することができるというこ
とが見出された。この場合、対象物の表面は、それぞれの対象物の特徴である個別特徴を
有する。これらの特徴によって、同類の対象物が区別可能になる。
【００２１】
　同類の対象物は、同じように見えるが、例えば、紙の束の個別のシート、あるいは、個
別の大量生産型の部品等の同一ではない対象物として解される。
【００２２】
　個々の表面特性は、この場合、意外にも対象物や材料の種類に限定されないが、原則と
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して、全ての対象物に対して有効である。従って、どんな特筆すべき表面構造も持たない
滑らかな表面である磨き上げた鏡の場合であっても、原子レベルで個々の表面特性を認識
することができる。
【００２３】
　驚いたことに、多くの対象物の表面特性は非常に頑丈なので、非常に長い時間の経過後
でさえ、大部分が変化することなく残っているため、それぞれの対象物の特定および／ま
たは認証をするために用いることができるということが見出された。この表面特性は、複
数の異なる測定方法により決定することができるので、様々な種類の対象物を確実に特定
および／または認証することができる。対象物が感光性ならば、表面特性は触知性の方法
で決定され、対象物が感圧性ならば、表面特性は非接触性の方法、例えば光学的方法を用
いて決定される。
【００２４】
　対象物は、任意の固形物として解される。この固形物の表面は、対象物を周囲媒体（大
部分は空気）から切り離す。
【００２５】
　表面特性は、対象物の表面の３次元構造（トポグラフィ）として解される。表面特性お
よびトポグラフィという用語は、この明細書では、同意語として用いられる。表面プロフ
ァイルは、既定の平面による対象物の表面の（仮想）セクションにより作り出されるプロ
ファイルである（例えば、ＤＩＮ規格番号DIN EN ISO 4287:1998 参照）。トポグラフィ
および表面プロファイルは、表面構造として共に表わされる。
【００２６】
　特定は、対象物を一意的に特定する働きをするプロセスとして解される。
【００２７】
　認証は、断定された固有性を検査するため（検証するため）のプロセスであると解され
る。対象物の認証は、その対象物が信頼のおけるものであるということを認証する。これ
は、変更、複製、および／または、偽造されていないオリジナルが含まれているというこ
とである。
【発明の概要】
【００２８】
　（対象物のシグネチャを作り出すための方法）
　本発明の第１の目的は、対象物のシグネチャ（signature）、すなわち識別特性を作り
出すための方法である。
【００２９】
　本発明の対象物のシグネチャを作り出すための方法は、以下のステップを少なくとも備
える。
　Ａ１：上記対象物の表面の第１領域を走査すると共に、この第１領域内の表面構造の少
なくとも一部を示す走査信号を受信するステップ
　Ａ２：ステップＡ１において決定された上記走査信号からシグネチャを生成するステッ
プ
　Ａ３：上記シグネチャを上記対象物と関連付けるステップ
　Ａ４：後の比較目的に使用可能にできる形態で、上記シグネチャを記憶するステップ
【００３０】
　上記シグネチャは、対象物に関する保持可能な情報項目である。対象物の特性について
の情報を含む。この結果は、各対象物の固有の表面特性からもたらされる特性である。
【００３１】
　ステップＡ１に従って、対象物の表面の第１領域の走査は、任意の方法を用いて実行す
ることができる。この方法は、例えば、触知性の方法または光学的な方法を用いて、対象
物の表面構造を求めるために用いられる。ここで、用いられ得る業務用機器は、すでに市
場にある。接触しない方法で表面構造を検出する方法を用いるのが好ましい。光学的方法
が、特に優先して用いられる。
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【００３２】
　上記走査の結果は、第１領域内の表面構造を表わす走査信号である。
【００３３】
　上記走査は、ラインに沿って実行することができる。この場合に、表面プロファイルを
走査信号から得ることができる。同様に、曲折方法で、または、好ましくは互いに平行に
走っている複数のラインに沿って、走査を始めてもよい。この平行に走るラインは、互い
に近接した位置にあるので、表面トポグラフィを走査信号から得ることができる。これは
、国際標準逐次刊行物ISSN0043－7131（Wochenblatt fur Papierfabrikation, ISSN0043-
7131, Volume 117, April 1989, No.　7）の２７１頁から２７４頁の図２，図３および図
５の例により示される。シングルラインに沿った走査に起因する各々独立した表面プロフ
ァイルは、それ自身が固有のものである。一方で、隣接する表面プロファイルは類似性を
有している。したがって、一の表面プロファイルから隣接する表面プロファイルに至る連
続的な推移が特定されることになっている。走査が実行される独立したラインは、それ故
に、かかる連続的な推移を特定することができるほど、互いに非常に近くに隣り合って位
置しなくてはならない。その結果、隣接する表面形状の間の領域を補間することができ、
独立して走査されたライン領域から全体のトポグラフィの近似値を求めることができる。
【００３４】
　走査中に拾得される走査信号は、使用される測定方法に依存する。これは、以下の２つ
の例を用いて説明することができる。
【００３５】
　Ｉ．機械的プローブを用いた表面の点別走査によって表面構造を求めることができる。
このプローブは、後に接触するまで、表面に向かって移動させることが考えられる。この
プローブが表面に触れる位置で抵抗が発生する。前もって選択された方向にさらにプロー
ブを移動させるためには、さらなる力を与える必要があろう（表面は、プローブを妨害す
る）。抵抗が発生するまでの進路長は記録され、プローブは自身の最初の位置に戻される
。次のステップにおいて、プローブまたは対象物は、側方（プローブが対象物に向かって
動かされる方向に垂直）に少し動かされ、プローブは再び表面に向かって動かされる。進
路長は、いずれの場合も抵抗が発生するまでに、この方法で逐一比較されて求められたポ
イントである。この場合の走査信号は、位置の関数としての進路長に関する値を含む。表
面構造（表面プロファイルまたはトポグラフィ）は、これから簡単な方法で得ることがで
きる。
【００３６】
　II．集光レーザービームを用いて、この表面を走査することも可能である。このレーザ
ービームは、レンズによって表面上に集束される。このレンズは、サーボモータによって
表面と垂直に（ｚ軸方向に）移動することができる。センサは、焦点におけるレンズのｚ
軸位置を決定し、その結果、プローブをレンズの下に移動している間に、ｘｙテーブルを
用いてトポグラフィック情報を送信する。このセンサは、通常、一定の周波数を有する測
定信号を拾得する。この場合における走査信号は、（周波数を測定する）時間の関数とし
て、レンズのｚ軸位置を含む。ｘｙテーブルは、一定の速度での一定の移動を実行し、２
つの測定値を拾得する間、常に同じ経路を進む。したがって、時間と位置との間に周知の
相関関係があり、表面のトポグラフィは、同様に、走査信号から簡単な方法で決定され得
る。
【００３７】
　測定値が一定の周波数を伴う記録された方法で拾得されるとき、そして、一定ではない
移動が走査機器と対象物との間で行われるとき、時間情報を空間情報に変換することがで
きるメカニカルエンコーダを用いることもできる。このエンコーダは、特に光学的測定方
法で十分に知られている。WO2005/088533(A1)に記載されている方法はまた、時間情報を
空間情報と相関させるためのエンコーダを用いている。
【００３８】
　シグネチャ（signature）は、本発明に係る方法のステップＡ２で、走査信号から生成
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される。本発明によれば、このシグネチャは、同時に対象物の特定および／または認証を
するために用いられる。そのため、同時に特定および／または認証されることになってい
る各対象物のシグネチャを作り出すことが最初に必要である。対象物のシグネチャが最初
に求められるこのプロセスは、最初の検出または登録として表示される。このシグネチャ
が存在するとき、対象物の信号を記憶することができる。対象物が再び検出される、すな
わち、対象物のシグネチャが再び求められると同時に、記憶されたシグネチャは、比較目
的の参照用に用いることができる。
【００３９】
　そのため、上記シグネチャは、機械によって記憶し、処理することができ、走査信号か
ら得ることができ、特定および／または認証の目的のために用いることができる情報項目
である。記憶可能であるということは、例えば比較目的で、同時に再び、シグネチャを利
用することができると解される。機械処理することは、シグネチャを機械によって読むこ
とができ、そして、機械によって様々なコンピュータ操作および／または記憶操作を行う
ことができるというように理解される。
【００４０】
　上記シグネチャは、独自に対象物を特色づける特徴に関する情報を含む。このシグネチ
ャは、走査信号自身であってもよい。このシグネチャはまた、走査信号から送信された表
面トポグラフィ、つまり、表面位置に応じた表面領域の高さ情報項目の属性であってもよ
い。さらに、シグネチャは、ＤＩＮ規格番号DIN EN ISO 4287:1998からの定義に従った表
面プロファイルであってもよい。
【００４１】
　一般に、上記シグネチャは、フィルタリングおよび／またはバックグラウンド除去法等
、種々の数学的方法により、走査信号から生成される。これらの数学的方法は、個別の測
定がもたらす任意の又は系統的な変動を非常に幅広く取り除く。紙状の対象物の場合、例
えば、対象物の使用に起因するコルゲーションが表面プロファイルに発生することもあり
得る。これは、時間の経過中でのみ得られ、その結果、オリジナルのシグネチャには含ま
れないので、特定および／または認証を妨害することもあり得る。このようなコルゲーシ
ョンは、適切なフィルタ（例えば、ＤＩＮ規格番号DIN EN ISO 4287:1998参照）を用いて
、走査信号から（計算によって）除去することができる。
【００４２】
　さらに、データレコードを生成するために、走査信号またはフィルタ処理した走査信号
を数学的に変換させてもよい。このデータレコードは、走査信号またはフィルタ処理した
走査信号自身よりも、特定および／または認証目的に対してより適している。上記変換の
例として、走査信号の空間的に独立した表現を作り出すフーリエ変換がある。
【００４３】
　さらに、走査信号から特性パターンを抽出し、シグネチャとしてこれら抽出されたデー
タを用いること（データ縮小）が想定される。
【００４４】
　シグネチャを作り出すための本発明の方法のステップＡ３において、このシグネチャは
、対象物と関連付けられている。この関連性は、物理的に、あるいは、コンピュータ上で
実行され得る。物理的関連性の場合、例えば、光学コード（バーコード、マトリクスコー
ド、ＯＣＲテキスト等）の形式で、対象物上に特徴をプリントする、または、対象物の中
に印すことができる。さらに、記憶されたシグネチャを含むステッカーと対象物とを関連
付けてもよい。また、例えば、シグネチャが記憶されるＲＦＩＤチップ等の電子データ媒
体を対象物に設けてもよい。
【００４５】
　コンピュータ上での関連性の場合、それぞれの対象物に与えられる固有の番号（ＩＤ番
号、バッチ番号等）は、例えば、データベースのシグネチャに関連付けられている。この
シグネチャは、例えば、いわゆるヘッダー（ファイルの冒頭におけるメタデータ）の番号
を含む。この関連性は、明確かつ固有のアサインメントが、シグネチャと対象物との間に
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存在することを確実にする。関連付けられた対象物は、シグネチャを用いて一意的に推定
され得る。
【００４６】
　上記シグネチャは、本発明の方法のステップＡ４における後の比較目的に使用可能にす
ることができる形式で記憶される。
【００４７】
　上記記憶は、例えば、電子記憶媒体（半導体メモリ）、光学式記憶媒体（例えば、コン
パクトディスク）、磁気記憶媒体（例えば、ハードディスク）、または、情報を記憶する
ための他の媒体で実行され得る。また、紙上または対象物自身上に光学コード（バーコー
ド、マトリクスコード）として、あるいは、ホログラムとしてシグネチャを記憶するよう
にしてもよい。
【００４８】
　上記シグネチャがはじめて生成され、記憶された後に、対象物が登録され、同時に、こ
のシグネチャを用いて特定および／または認証することができる。この記憶されたシグネ
チャはまた、参考シグネチャとして本明細書に示される。
【００４９】
　（対象物の特定および／または認証をするための方法）
　本発明の第２の目的は、対象物の特定および／または認証をするための方法であり、少
なくとも以下のステップを備える。
　Ｂ１：上記対象物の表面の第２領域を走査すると共に、この第２領域内の表面構造の少
なくとも一部を示す走査信号を受信するステップ
　Ｂ２：ステップＢ１において決定された上記走査信号からシグネチャを生成するステッ
プ
　Ｂ３：ステップＢ２において決定された上記シグネチャと、少なくとも１つの基準シグ
ネチャとを比較するステップ
　Ｂ４：ステップＢ３における比較結果に応じて、上記対象物の上記特定および／または
上記認証についてメッセージを作成するステップ
【００５０】
　対象物の特定および／または認証をするための本発明の方法は、シグネチャを生成する
ための本発明の方法の後に続くものである。
【００５１】
　ステップＡ１およびＡ２に関して記載されているものは、それぞれ、ステップＢ１およ
びＢ２に適用される。つまり、上記ステップは、ほとんどが同じ方法で行われる。
【００５２】
　しかし、ステップＡ１では、表面の第１領域が記載されているが、ステップＢ１では、
表面の第２領域が記載されている。
【００５３】
　後の特定および／または認証の実現を可能にするために、特定および／または認証中に
走査される領域（第２領域）は、少なくとも部分的に最初の検出中に走査された領域（第
１領域）と重ならなければならない。この重なりが大きくなればなるほど、対象物を特定
および／または認証できる信頼性が高くなる。
【００５４】
　本発明の方法の好ましい実施形態において、（ステップＡ１からの）第１領域および（
ステップＢ１からの）第２領域は、同一であるか、少なくとも大部分が一致する。「大部
分が一致する」ということは、後の表面走査中に、最初の検出中に同様に走査された同じ
領域を走査するように試みがなされていると解される。理想では、第１領域および第２領
域は同一であるが、後の検出中に最初の検出領域を再検出する、あるいは、正確に「ヒッ
トする」ことが実行する上で困難になることがある。これは、位置精度に関する問題であ
り、画定された表面領域を走査することができるように、対象物の表面を走査するための
機器に関して、対象物の位置調整で達成される成功がどれほど正確であるかということで
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ある。
【００５５】
　正確な位置調整を行う要件を減らすための一実現性には、可能な限り大きくなるように
、走査するための領域を選択することが含まれる。位置調整の絶対精度が、例えば、一方
向において±１ｍｍであるならば、そして、この方向において領域が１ｍｍの広がりを有
するならば、位置調整を実行することができる精度が不適切であり、第１領域および第２
領域が全く一致しないというリスクが存在する。しかし、上記方向において領域の広がり
が１０ｍｍであるならば、満足のいく正確な位置調整がなされ、第１領域および第２領域
は、上記方向において最大１０％まで互いから外れる。
【００５６】
　一方で、上記領域の拡大は、通常、走査するための時間消費を増加させることによって
も、そして、走査信号およびシグネチャのデータボリュームをより大きくすることによっ
ても達成され、相対的に大きくなるよう選択することができない。
【００５７】
　正確な位置調整を行う要件を減らすための更なる実現性は、いわゆるポジションインジ
ケータの使用にある。ポジションインジケータは、正確に表面領域を特徴付けると解され
る。表面領域の明確な特徴付けは、対象物の表面領域が、他の表面領域と比較して非常に
強調され、かつ、範囲を定められているので、他の全ての表面領域からこの表面領域を一
意的に区別することができ、そして、特徴付けられた表面領域に属するか否かが不明確で
ある表面領域は存在しないということ意味すると解される。ポジションインジケータは、
例えば、カットアウトを有し、対象物に接続されるラベルでもよい。走査することになっ
ている領域は、このカットアウトの内側に位置している。この領域が光学的に走査される
場合、カットアウト周辺に配置されたポジションインジケータの表面は、電磁放射線を照
射しているときに、対象物の特徴付けられた表面領域のものと異なる性質を示すように作
られているのが好ましい。例として、対象物が高い散乱能を持つ紙状の対象物である場合
、ポジションインジケータの表面は、例として、正反射性であるように作られている。対
象物の表面領域の触知性走査の場合、ポジションインジケータとしてのカットアウトを有
するラベルは、次のような利点を有する。対象物の表面領域周りにエッジが存在し、この
エッジは、触知性走査の場合、画定され、かつ、効果的に識別可能な走査信号を供給する
。この走査信号は、対象物の表面領域の始点および終点を示す。したがって、ポジション
インジケータは、最初の検出中に走査された領域を特定および／または認証する目的のた
めに、後の各走査時に「再検出」をアシストする。
【００５８】
　走査するための領域をできうる限り小さくするように形作ることで有利にできるという
ことは、すでに指摘した。領域を小さくすればするほど、より早い走査を可能にし、信号
またはシグネチャを走査することにより発生するデータ量がより小さくなり、そして、そ
の時点のシグネチャと１以上の参照シグネチャとの比較に対する演算時間がより短くなる
。上記利点が存在するためには、シグネチャを生成するためにシングルラインに沿っての
み対象物の表面を走査することが要求される。しかし、領域の減少が位置精度にかかる要
件をより厳格にすることに伴って起こるということは、すでに説明した。シグネチャが表
面プロファイル、つまり、表面上のシングルラインに沿った表面の高さ情報である場合、
後の検出中にこの一のラインを再検出することは困難になり得る。
【００５９】
　驚いたことに、走査するための領域が減少すると同時に位置精度にかかる要件が上昇す
るこの問題は、第２領域が第１領域よりも小さく、この第２領域が第１領域内にあるとい
う事実に基づいて解決され得るということが見出された。
【００６０】
　特定および／または認証に関する本発明の方法の好ましい実施形態は、上記第２領域が
上記第１領域よりも小さく、かつ、この第１領域内にあることを特徴とする。
【００６１】
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　ステップＢ１において適正な位置精度を実現させるために、上記対象物は、走査領域（
第２領域）が画定されたより大きな領域（第１領域）内にあるように、走査機器に関して
配置されなければならない。位置精度にかかる要件は、第１領域のサイズを増加させるこ
と、および、第２領域のサイズを減少させることに従って緩む。第２領域のサイズを減少
させれば、比較のために利用可能なデータ量も減少する。一般に、対象物の特定および／
または認証のステートメントは、信頼性が高くなればなるほど、それぞれの対象物の固有
性を記載するより大きなデータ量で作られる。そのため、ここで要求されることは、特定
および／または認証するときに、簡易化された位置と信頼性との間の、理に適ったバラン
スを見つけることである。
【００６２】
　より大きい第１の領域の走査からもたらされ、参照シグネチャとして記憶される上記シ
グネチャは、より小さい第２の領域の走査中に、特定および／または認証の目的で、後の
検出の間に生成されるどんなシグネチャよりも適切に大きい。従って、特定および／また
は認証に関する本発明の方法のステップＢ３において、その時点のシグネチャが参照シグ
ネチャの中に存在するかどうかチェックされる。具体的な方法は、第１の検出中、互いに
接近している複数のラインに沿って表面の第１領域が走査され、この第１領域のトポグラ
フィが参照シグネチャとして決定され記憶される。特定および／または認証中に、例とし
て、第１領域内部に位置しているシングルラインに沿った高さプロファイル（表面プロフ
ァイル）だけが、後のポイントに時間内に記録される。ステップＢ３において、第１領域
の表面トポグラフィがどの位置で対応する表面プロファイルを有するかということに関す
るテストがなされる。この場合、特定および／または認証中に走査が実行されるラインも
同様に、第１の検出中においてトポグラフィを求めている間に正確に走査のために用いら
れたラインの一つであることは要求されない。すでに先に述べたように、トポグラフィを
求めている間、個々のラインは、連続的な変遷をこれらのラインの間で特定することがで
きるほど、互いに近くにあるのが好ましい。したがって、個々のラインは、複数のライン
の領域の内側にあればよい。対応する理由により、個々のラインはまた、複数のラインに
対し正確に平行に走ることは要求されない。トポグラフィを形成する個々の表面プロファ
イルの連続的な変遷により、トポグラフィ全体を接近させるために周知の数学的方法を用
いることができ、トポグラフィ内のどんな求められる表面プロファイルをも計算すること
ができる。
【００６３】
　第２領域が第１領域よりも小さい場合における対象物の特定および／または認証をする
ための本発明の方法に関する好ましい実施形態は、第１の検出のための十分な時間がある
ときはいつでも利益を得るために用いることができる。一方、特定および／または認証の
ための時間は、相対的に限定される。
【００６４】
　一例として、芸術作品または宝石は、名前を付けられる場合がある。これらは、大抵手
作りである。機械生産の方法と比べれば、手で作るために、より多くの時間が要求される
。その結果として、大きい（第１）領域が走査される対応時間経費で作動することにより
、参照シグネチャが生成されるかどうかは重要ではない。後の特定および／または認証は
、例えばより小さい領域を用いてチェックするルーチンのために、必要に応じてより早く
実行され得る。
【００６５】
　驚いたことに、上記第２領域が上記第１領域よりも大きく、かつ、上記第１領域を完全
に包含するように、上記第１領域および第２領域をまた形作ることができるということが
見出された。
【００６６】
　そのため、対象物の特定および／または認証をするための本発明の方法の更なる好まし
い実施形態は、上記第２領域が上記第１領域よりも大きく、かつ、上記第１領域を完全に
包含することを特徴とする。
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【００６７】
　その結果、第１の検出中に、比較的小さい走査領域から生じる参照シグネチャが生成さ
れる。特定および／または認証のための後のシグネチャの生成中に、対応するより大きな
領域が走査され、シグネチャが生成され、そして、どの程度まで参照シグネチャがその時
点のシグネチャに存在するかをステップＢ３で調べられる。
【００６８】
　この好ましい実施形態は、第２領域が第１領域内にある場合（上記を参照）と同様に、
位置精度および低減されたデータ量に関して同じ利点を生み出す。後の特定および／また
は認証と比べて第１の検出がスピード重視される場合はいつでも、この実施形態は有利で
ある。これは、例えば、機械による生産のため、生産された対象物が大量に生じ、アセン
ブリラインにハイスピードで運ばれる場合にあり得る。最初に対象物を検出して、対応す
る参照シグネチャを作成するために、とても短い時間で対象物の小さい領域のみを走査す
ること（ステップＡ１）が有利である。後の特定および／または認証中に、対象物がより
少数で発生する場合があり、（ステップＡ１からの）第１領域がカバーされるのを確実に
するため、ステップＢ１のより大きな領域を走査するための時間がより存在する。
【００６９】
　すでに先に述べたように、対象物の特定および／または認証をするための本発明の方法
のステップＢ３において、その時点で生成されたシグネチャは、１以上の参照シグネチャ
と比較される。ここでは、いわゆる１：１マッチと、いわゆる１：ｎマッチとを区別する
ことが可能である。１：１マッチの場合、２つのシグネチャだけが比較される。これは、
例えば、対象物の仮定された固有性に関連している情報がすでに提供され、さらにチェッ
ク（認証）されることになっている場合である。例えば、上記対象物は、対象物の固有性
を示すバーコードを持つことが考えられる。この仮定された固有性は、それぞれの対象物
に割り当てられる参照シグネチャを決定するために用いることができる。これは、その時
点で生成されたシグネチャと比較される。
【００７０】
　上記固有性が周知でない場合、および、対象物がその時点で生成されたシグネチャを用
いて求められることになっている場合、その時点で生成されたシグネチャは、判断に加わ
るｎ番の参照シグネチャ（１：ｎマッチ）と比較され、その時点で生成されたシグネチャ
に対応する参照シグネチャを見つける（特定）。
【００７１】
　上記比較それ自身は、当業者に十分に知られた数学的方法で実行することができる。例
えば、サーチがデータレコード間での類似点を作り出す、パターンマッチング法を用いる
ことができる（例えば、Image Analysis and Processing:8th International Conference
, ICIAP '95, San Remo, Italy, September 13-15, 1995. Proceedings (Lecture Notes 
in Computer Science、WO2005088533(A1)、WO2006016114(A1)、C. Demant, B. Streicher
-Abel, P. Waszkewitz, Industrielle Bildverarbeitung, Springer-Verlag, 1998, page
s 133 ff、 J. Rosenbaum, Barcode, Verlag Technik Berlin, 2000, pages 84 ff、 US 
7333641 B2、 DE10260642 A1、 DE10260638 A1、 EP1435586B1参照）。光学的相関法（op
tical correlation methods）も考えられる。
【００７２】
　上記比較の結果、例えば、比較されたシグネチャ間の一致度は、ステップＢ４において
、可視あるいは可聴式のメッセージ形式（モニター、プリンター、ラウドスピーカー等）
で、適切な機器のユーザに出力される。
【００７３】
　本発明の方法が一般的形式で示された今、それに加えて、本発明を限定することなく、
本発明の目的を特定の実施形態でより詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】図１（ａ），図１（ｂ）は表面の光学的走査の概略図を示す。
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【図２】図２は線形ビームプロファイルを有する表面の光学的走査の概略図を示す。
【図３】図３は表面を走査するための本発明のセンサの概略図を示す。
【図４ａ】図４ａは表面の走査信号を示す。
【図４ｂ】図４ｂは表面の走査信号を示す。
【図４ｃ】図４ｃは表面の走査信号を示す。
【発明を実施するための形態】
【００７５】
　表面領域の走査は、光学的に、すなわち、電磁放射線源および電磁放射線に対する少な
くとも１つの検出器（光検出器としても示される）を用いて実行されるのが好ましい。高
強度の電磁放射線を作り出すことができる線源を放射線源として用いるのが好ましい。例
えば、レーザービームは、高出力密度を有することが知られていて、効果的に集中するこ
とが可能である。そのため、集光レーザービームの寸法を焦点面において適切に小さく保
つことができる。焦点面で走査ビームの寸法を小さくすればするほど、表面を走査可能な
精度が高くなる。
【００７６】
　焦点面の走査ビームの断面プロファイルは、ステップＡ１とステップＢ１とに従った走
査に対して、できる限り同じでなければならず、ステップＢ３に従った後のシグネチャの
比較中に、走査における異なる解明の結果として、シグネチャ間に過度に大きな違いが存
在することがないようにすることができる。上記断面プロファイルは、焦点面における放
射線の２次元強度分布として理解されている。
【００７７】
　図１は、表面領域の走査が走査ビームを用いてどのように実行されるかを図で示す。
【００７８】
　この図は、対象物の表面１と、電磁放射線源２および複数の電磁放射線検出器５からな
る配置とを示す。上記表面１は、さらなる明確さのために、放射線源２および検出器５と
比較して、非常に大きくした形状で示されている。
【００７９】
　走査ビーム３は、放射線源により対象物の表面１上に送信される。対象物は、（太い黒
矢印に示される）放射線源および検出器からなる配置に準拠して動かされる。この場合、
走査ビームは、表面を軽く触れて通る。この走査ビームは、反射の法則に従って表面で反
射される。表面の曲率に応じて、反射された放射線４は検出器の１つに到達する。このよ
うに、表面が走査されて、走査信号が獲得される。表面構造は、この走査信号から測定さ
れる。
【００８０】
　複数の個別の検出器を用いる代わりに、適切な大きさの検出器（ＣＣＤカメラ、ＣＭＯ
Ｓカメラ）を用いることもできる。ダイナミックレーザー集束（上記参照）とは対照的に
、本明細書に記載された方法において機械的に調節可能なレンズを用いる必要はない。驚
いたことに、走査ビームが表面のポイント上に焦点を当てられていれば十分であることが
見出されている。このとき、対象物と、放射線源および検出器からなる配置との間の移動
は、対象物とこの配置との間で一定の間隔を空けて実行される。表面上の高さの違いから
、走査ビームが表面にぶつかる全てのポイントは、焦点面に正確に位置することはない。
それにもかかわらず、驚いたことに、トポグラフィを走査信号から得ることができる。そ
のため、大きな焦点深度を有する放射線源を使用することが好ましい。
【００８１】
　上記表面の照射（走査）は、平均表面平面を基準にして、約０°（反射が未だ作用する
場合）から９０°までのどんな所望の角度でも実行され得る。反射された放射線の検出は
、同様に、平均表面平面を基準にして約０°から９０°までのどんな所望の角度でも実行
され得る。
【００８２】
　図１に基づいた機器の使用は、次の利点がある。ダイナミックレーザー集束に関する周
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知の機器とは対照的に、どんな機械的に調節可能なレンズも必要が無い。従って、図１に
基づいた機器はより複雑ではなく、その結果、よりコスト効率がよく、よりエラーが生じ
にくい。さらに、図１に基づいた機器では、レンズの機械的再調整で時間がかからないた
め、ダイナミックレーザー集束に関する機器よりもかなり早く走査を実行することができ
る。
【００８３】
　さらに、驚いたことには、シグネチャを測定するための走査中に表面構造全体を覆う必
要がないことが見出されている。多くの対象物の表面特性は、非常に特性に恵まれている
ので、特定および／または認証には少量の表面特性で十分である。これは、図１の配置に
おいて、複数の検出器の代わりに単一の検出器で十分間に合うという意味である。そのた
め、この１つの検出器は、もはや表面の全カーブを検出しないが、検出器の方向の表面で
送信された信号だけを検出する。しかし、驚いたことに、検出器により検出された走査信
号は、特定および／または認証の目的でシグネチャを生成するのに十分である。
【００８４】
　上記表面上に送信された放射線は、干渉現象を妨げることを排除するために、非干渉性
であるのが好ましい。でこぼこの表面上に落ちる干渉性放射は、スペックルパターンを作
り出すことが知られている。このスペックルパターンは、とりわけ、照射線の角度および
放射線源と表面との間の間隔の作用である。従って、スペックルパターンは、通常、困難
を伴う場合のみ再現可能である。スペックルパターンは再現可能な走査信号に重ねられ、
直接表面構造とみなされると共に、信号対雑音比の減少につながる。
【００８５】
　確かにレーザービームは、高い強度を有し、非常に効率的に集中することができるけれ
ども、それにもかかわらず可干渉性であり、望まないスペックルパターンの原因となる。
【００８６】
　従って、いわゆるスペックル低減レーザー、または、例えばＬＥＤ（LED=light-emitti
ng diode）等の非干渉性放射線源が、放射線源として用いられるのが好ましい。可干渉性
放射線の場合にスペックル現象を低減するための方法は、当業者に知られている（例えば
、DE102004062418B4参照）。特定のプリファランスは、いわゆる高出力ＬＥＤの使用にな
っている。ＬＥＤアレイ、すなわち、複数のＬＥＤの配置を使用することもできる。
【００８７】
　好ましい実施形態において、走査は、ステップＡ１および／またはステップＢ１のライ
ンに沿ってのみ行われる。ステップＡ１およびステップＢ１の両方のラインに沿ってのみ
走査を行うのが、特に好ましい。これは、図１に従った走査ビームの使用の場合、上記走
査ビームは、走査信号を取り上げるために、対象物の表面上の（シングルラインに沿った
）方向に一度だけ導かれる。例えば互いに平行に配置された多数のラインに沿うよりも、
シングルラインに沿うほうが実質的により早く走査を実行することができる。シングルラ
インに沿った走査がステップＡ１およびステップＢ１の両方で実行されるとき、時間消費
が最小になる。
【００８８】
　一方で、すでに先に説明したように、走査領域のサイズを減少させるにつれて、後の走
査期間に、第１走査中に検出された領域を再検出することがますます困難に成る。本発明
によれば、この問題は、線形ビームプロファイルが走査のために用いられるという事実に
基づいて解決される。具体的に言うと、驚いたことに、対象物の特定および／または認証
をするための走査信号およびシグネチャは、ビームプロファイルが移動方向に対して横方
向に広がるときでさえ測定され得るということを見出した。これは、図２に図示されてい
る。対象物の表面１の一領域７は、電磁放射線源２を用いて放射線を照射されている。反
射放射線４の一部は、走査信号を取り上げるために検出器を用いて捉えられる。対象物は
、放射線源および検出器からなる配置に準拠して動かされる（太い黒矢印に示される）。
長手の広がりが移動方向に対して横方向にある線形ビームプロファイルが、表面平面に存
在する。
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【００８９】
　位置調整の問題は、移動方向に対して横方向のビームプロファイルを拡大することによ
って解決される。（点状ビームプロファイルの広がりに対応する幅を有する）薄いライン
の代わりに、それは、走査される（線形ビームプロファイルの長手の広がりに対応する幅
を有する）広い領域である。それに応じて、この広い領域は、後の走査において、より簡
単に再検出することができる。
【００９０】
　図２に従った線形ビームプロファイルを伴う走査は、実質的には、複数の走査信号に対
する平均に対応しており、この複数の走査信号は、互いに近接していると共に平行に走っ
ている複数のラインに沿って、点状ビームプロファイルを用いた走査によって生じる。驚
くべきことに、広い領域に対する平均から、対象物の特定および／または認証をすること
ができるシグネチャを生成することもできる。
【００９１】
　線形ビームプロファイルは、次のように定義される。この線形ビームプロファイルの強
度は、通常、放射線の横断面の中心で最高となり、外側に向かって減少する。上記強度は
、全ての方向、すなわち、この場合に存在している円形の横断面プロファイルで均一に減
少する。他の場合全てにおいて、強度勾配が最高である少なくとも１つの方向と、強度勾
配が最小である少なくとも１つの方向が存在する。上記ビーム幅は、最小強度勾配方向に
おける横断面プロファイルの中心からの距離であり、この距離において、その強度は中心
における強度の値の半分に下がっていると解される。さらに、上記ビーム厚は、最高強度
勾配方向における横断面プロファイルの中心からの距離であり、この距離において、その
強度は中心における強度の値の半分に下がっていると解される。線形ビームプロファイル
は、ビーム幅が、ビーム厚よりも１０倍以上大きいビームプロファイルを意味する。この
ビーム幅は、好ましくは、ビーム厚の５０倍以上大きく、特に好ましくは、ビーム厚の１
００倍以上大きく、さらに好ましくは、ビーム厚の１５０倍以上大きい。
【００９２】
　上記ビーム厚は、好ましくは、存在している表面の平均溝幅の範囲にある（平均溝幅の
定義に関するＤＩＮ規格番号DIN EN ISO 4287:1998参照）。
【００９３】
　以下のビーム厚およびビーム幅は、複数の対象物、特に、紙から作られた対象物に適し
ていることが判明した。
　２ｍｍから７ｍｍ、好ましくは、３ｍｍから６．５ｍｍ、特に好ましくは、４ｍｍから
６ｍｍ、さらに好ましくは、４．５ｍｍから５．５ｍｍの範囲にあるビーム幅。
　５μｍから３５μｍ、好ましくは、１０μｍから３０μｍ、特に好ましくは、１５μｍ
から３０μｍ、さらに好ましくは、２０μｍから２７μｍの範囲にあるビーム厚。
【００９４】
　光学素子を用いて、どのように適切なビームプロファイルを作り出すことができるかと
いうことは、光学分野の当業者に知られている。光学素子は、ビーム成形およびビーム集
中の目的に役立つ。特に、レンズ、ダイヤフラムおよび回折光学素子等が光学素子として
示される。
【００９５】
　焦点における走査ビームの横断面プロファイルのサイズが減少するにつれて、上記信号
対雑音比が増加して、この走査ビームの強度がより小さいエリアに分布する。経験的に、
焦点における横断面プロファイルのサイズが減少するにつれて、再現性のある信号を実現
することがますます困難になるということが見出されている。どうやらこれは、認証され
た対象物の表面がもはや横断面プロファイルに関して十分な精度を備えて配置することが
できず、より小さくなっているためであると思われる。新たな認証の場合に十分な精度を
備えて領域をヒットすることがますます困難になると思われる。
【００９６】
　驚いたことに、ビーム厚およびビーム幅の上述の範囲は、一方では、再現性には十分な
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正確な位置調整を実現するのに非常に適していて、一方では、申し分のない精度を備える
認証に十分な信号対雑音比を達成するのに非常に適している。
【００９７】
　走査中、走査機器と表面が走査される対象物とは、互いから一定の間隔を明けて動かさ
れる。上記ビーム幅は、表面領域を走査するための線形ビームプロファイルを使用すると
き、移動方向に対して横方向に位置する。移動方向とビーム幅の方向との間の角度は、好
ましくは、１０°および９０°の間であり、特に好ましくは、４５°および９０°の間で
あり、さらに好ましくは、７０°および９０°の間である。
【００９８】
　対象物に関する走査機器の移動、および、走査機器に関する対象物の移動の両方が考え
られる。
【００９９】
　この移動は、例えば、一定速度で継続的に、加速または減速方法で、不連続的に、すな
わち段階的方法で、実行され得る。上記移動は、好ましくは、一定速度で実行される。
【０１００】
　図１または図２に従った表面を走査するための線形ビームプロファイルを使用するとき
、少なくとも１つの検出器に作用する放射線強度は、時間の関数として検出される。測定
信号は、一定の測定周波数で検出および更新されることが通常である。表面と検出器との
間の相対的移動が一定速度で実行される場合、一定の速さで取得された２つの測定信号間
の時間は、定義された一定の経路長に対応する。この場合、時間の関数として検出された
測定信号を位置の関数に変換することがすぐに可能である。速度変動の発生を考慮すると
、好ましくは、信号伝達の分野の当業者に知られている機械的エンコーダを使用する。
【０１０１】
　線形ビームプロファイルを伴う表面の好ましい走査は、本発明の第３の目的である、走
査するために有利に用いることができるセンサにつながる。
【０１０２】
　（表面を走査するためのセンサ）
　本発明の第３の目的は、対象物の表面を走査するためのセンサである。
【０１０３】
　本発明のセンサは、少なくとも以下の構成を備える。
　対象物に垂直である表面を基準にして角度αで電磁放射線を対象物上に送信することが
できるように配置された電磁放射線源。
　対象物に垂直である表面を基準にして角度βで対象物に反射された放射線が検出される
ように配置された、反射される放射線を取得するための少なくとも１つの光検出器。
【０１０４】
　上記角度αおよび角度βは同じ大きさであってもよい。同様に、角度αおよび角度βは
異なる大きさであってもよい。好ましくは、角度αおよび角度βの絶対値は等しい（｜α
｜＝｜β｜）。
【０１０５】
　角度αおよび角度βの絶対値は、５°から９０°の範囲にあり、好ましくは、２０°か
ら８０°の範囲にあり、特に好ましくは、３０°から７０°の範囲にあり、さらに好まし
くは、４０°から６０°の範囲にある。
【０１０６】
　原則として、走査される対象物の表面で少なくとも部分的に反射される放射線を放射す
る全ての放射線源は、本発明のセンサにおいて、電磁放射線源として用いることができる
。ＬＥＤあるいは（好ましいスペックル低減）レーザーダイオードは、本発明のセンサの
コンパクト設計および費用有効設計に関して好ましい。人に見える単色または略単色放射
線を放射する放射線源を用いるのが好ましく、特に好ましくは、６００ｎｍおよび７８０
ｎｍの間の波長を有する放射線源を使用する。
【０１０７】
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　本発明のセンサにおいて、１から６の光検出器を用いるのが好ましく、１から３の光検
出器が用いられているのがより好ましい。
【０１０８】
　原則として、電磁放射線を電気信号に変換する全ての電子的構成要素は、本発明のセン
サにおいて、光検出器として用いることができる。フォトダイオードまたはフォトトラン
ジスタは、本発明のセンサのコンパクト設計および費用有効設計に関して好ましい。フォ
トダイオードは、内部光効果によって、ｐｎ接合またはｐｉｎ接合における電磁放射線を
電流に変換する半導体ダイオードである。フォトトランジスタは、ベースコレクタ間空乏
層のｐｎ接合が電磁放射線にアクセス可能である、ｐｎｐまたはｎｐｎの層順序を有する
バイポーラトランジスタである。フォトトランジスタは、接続された増幅トランジスタを
備えるフォトダイオードに類似している。
【０１０９】
　本発明のセンサは、線形ビームプロファイルを作り出す光学素子を備える。
【０１１０】
　本発明のセンサの線形ビームプロファイルは、ビーム幅が、ビーム厚よりも複数倍大き
いことを特徴とする。このビーム幅は、好ましくは、少なくともビーム厚よりも５０倍大
きく、特に好ましくは、少なくとも１００倍大きく、さらに好ましくは、少なくとも１５
０倍大きい。
【０１１１】
　上記ビーム幅は、２ｍｍから７ｍｍの範囲にあり、好ましくは、３ｍｍから６．５ｍｍ
の範囲にあり、特に好ましくは、４ｍｍから６ｍｍの範囲にあり、さらに好ましくは、４
．５ｍｍから５．５ｍｍの範囲にある。
【０１１２】
　上記ビーム厚は、５μｍから３５μｍの範囲にあり、好ましくは、１０μｍから３０μ
ｍの範囲にあり、特に好ましくは、１５μｍから３０μｍの範囲にあり、さらに好ましく
は、２０μｍから２７μｍの範囲にある。
【０１１３】
　本発明のセンサは、上記ビーム幅が、対象物の表面上を走査するために本発明のセンサ
を導く方向に対して横方向に位置することを特徴とする。
【０１１４】
　本発明のセンサは、任意に、複数のセンサを接続するための手段、あるいは、センサを
容器（holder）に接続するための手段を備える。
【０１１５】
　これらの手段を用いて、所定の方法で２以上のセンサを相互接続することができる。こ
の２以上のセンサの接続は、可逆的に実行される。すなわち、元に戻すこともできる。
【０１１６】
　上記接続手段はまた、本発明のセンサを容器に取り付けるために用いることもできる。
【０１１７】
　図３は、例として、放射線源および光検出器を有さない本発明の好ましい実施形態を、
横からの断面図で示す。この実施形態のセンサは、指定された外部表面１５を有するブロ
ック１０を備える。この指定された外部表面（以下、略して外部表面という）は、対応し
ている対象物の表面上で走査中に検出される。
【０１１８】
　ブロック１０は、本発明のセンサの全ての光学素子を支持する働きをする。このブロッ
ク１０は、少なくとも２つの貫通部１１，１２を有し、この貫通部１１，１２は、指定さ
れた外部表面の方向に互いに延びている。
【０１１９】
　第１貫通部１１は、外部表面の法線１６（略して、外部表面法線）を基準にして角度γ
で伸びて、電磁放射線源を支持する働きをする。
【０１２０】
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　第２貫通部１２は、外部表面法線１６を基準にして角度δで延びて、光検出器を支持す
る働きをする。
【０１２１】
　角度γおよび角度δの絶対値は、好ましくは、等しい。
【０１２２】
　角度γおよび角度δの絶対値は、５°から９０°の範囲にあり、好ましくは、２０°か
ら８０°の範囲にあり、特に好ましくは、３０°から７０°の範囲にあり、さらに好まし
くは、４０°から６０°の範囲にある。
【０１２３】
　本発明のセンサの好ましい一実施形態において、１または２の更なる貫通部１３，１４
が存在し、１または２以上の更なる光検出器を支持する働きをする。これらは、第２貫通
部１２に対し角度ε１および／または角度ε２で配置されている。角度ε１および／また
は角度ε２のサイズは、１°から２０°であり、好ましくは、５°から１５°である。
【０１２４】
　全ての上記貫通部は、センサのコンパクト設計を可能にするために、一の平面内に位置
するのが好ましい。
【０１２５】
　放射線源および１以上の光検出器を支持するための２から４の貫通部を備えるブロック
の使用は、簡単に、かつ、互いに対して定められた方法で、光学素子を配置できるという
利点を提供する。このブロックは、放射線源に対する貫通部内に固定部を有するのが好ま
しい。センサの放射線源は、この固定部に接触するまで貫通部内に押し込まれ、ブロック
および光検出器に関して規定され固定された位置を占有するようにする。既に接続され、
ビーム成形およびビーム集中を目的とする光学素子を放射線源が有する場合、例えば、今
日商業的に利用可能な多くの放射線源にはよくあることだが、放射線源の焦点は、放射線
源の固定部によって、同時に一意的に固定される。同様に、光検出器を支持するための更
なる貫通部には、固定部を設けることができ、光検出器の位置は、放射線源の位置よりも
低い精度でよい。
【０１２６】
　上記ブロックは、例えば、１または２点のプラスチックから射出成形プロセスを用いて
、簡単な方法で製造することができる。非常に多くの品目で、短時間で、構成要素を高い
精度で製造するために射出成形プロセスを用いることができる。これは、十分に精密な構
成要素の費用効率が高い大量生産を可能にする。上記貫通部は、射出成形で作られていて
もいいし、あるいは、例えば穴あけ機を用いて、後にブロックに導入されてもよい。全て
のブロックの構成要素が、射出成形プロセスを用いて一ステップで製造されるのが好まし
い。同様に、例えば穴あけ機を用いて貫通部を実装するために、例えばアルミニウムまた
はプラスチックからブロックを機械で作ることもできる。決められた貫通部を有するブロ
ックを製造するために当業者に周知の更なる方法が考えられる。
【０１２７】
　上記センサは、ブロックを導入するハウジングを備えることができる。このセンサのハ
ウジングに、例えば、放射線源の制御電子機器、信号調整電子機器、完全調査電子機器等
のさらなる要素を導入するのが好ましい。上記ハウジングはまた、接続ケーブルをしっか
りと固定する働きをするのが好ましい。この接続ケーブルは、センサを制御するために、
および／または、特徴ある反射パターンを検出し、さらに処理するために、本発明のセン
サを制御ユニットおよび／またはデータ収集ユニットに接続することができる。
【０１２８】
　上記センサは、任意に、ウインドウを備えることもできる。このウインドウは、外部表
面の前部、後部あるいは内部に適合されると共に、損傷および汚染から光学素子を守る。
このウインドウは、好ましくは、センサの外部表面を形成する。このウインドウは、少な
くとも使用される放射線源の波長に対して、少なくとも部分的に透明である。
【０１２９】
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　さらに、図３における本発明のセンサは、貫通部の中心軸がブロックの外側に位置する
ポイント１８で途絶えることを特徴とする。驚いたことに、上記中心軸の交点が、同時に
放射線源の焦点であると共に、外部表面から２ｍｍから１０ｍｍの距離に位置する場合、
本発明の特定および／または認証に有利であるということが見出された。
【０１３０】
　対象物の表面を走査するために、適切にある距離をおいて、この対象物上に本発明のセ
ンサを案内して、上記焦点および上記中心軸の交点が対象物の表面上に位置するようにす
る。
【０１３１】
　上記距離の範囲が２ｍｍから１０ｍｍであるとすると、走査されることになっている対
象物の表面は、簡単かつ十分に正確な方法で、放射線源および光検出器に関連して配置さ
れ得る。センサと対象物との間の間隔が大きくなるにつれて、指示された表面領域を検出
するために、対象物の表面に対するセンサの角度には、より精度が必要になり、その結果
、調整上の要求がより厳格になる。
【０１３２】
　さらに、放射線強度は、放射線源からの距離が大きくなるのに伴い減少する。そして、
センサと対象物との間の間隔が大きくなる場合、高出力の放射線源を用いて、対象物に到
達すると共に相応に低下した放射線強度を補償する必要があるであろう。
【０１３３】
　本発明のセンサは、工業規模で、大量生産で、コスト効率よく生産することができ、コ
ンパクトデザインを有しており、直感的に簡単に操作可能で、柔軟に使用することができ
、再現可能であると共に移転可能な結果を拡大および供給することができる。
【０１３４】
　図４ａ、図４ｂおよび図４ｃは、線形ビームプロファイルを伴う対象物の走査から生じ
る走査信号を示す。この走査信号は、図３に従うセンサでそれぞれ取得された。上記図の
縦座標は、入射放射線の強度に比例する、使用された光検出器の電圧信号Ｉ（任意のユニ
ットにおける）をそれぞれ示す。シングルラインに沿った走査中に覆われる、センチメー
トル単位のパスＸは、横座標上に示される。第２貫通部（１２）における単一の光検出器
の全ての場合で使用がなされた。走査された対象物は、３Ｍの特殊用紙7110（3M 7110 Li
tho paper, white）およびUPM RaflatacのPET Overlam RP35であるラミネーションが加え
られた保護用フォイルから成る合成材料である。スペックル低減レーザーダイオード（Fl
expoint line module FP-HOM-SLD, Laser Components GmbH）の放射線源として使用がな
された。このビームプロファイルは、線形であり、ビーム幅が５ｍｍ、ビーム厚が２５μ
ｍであった。
【０１３５】
　図４ａおよび図４ｂの場合に同じ範囲が走査された。これらの信号はとてもよく似てい
る。図４ｃの場合において、図４ａおよび図４ｂの場合を除く範囲が走査された。図４ｃ
の信号は、図４ａおよび図４ｂの信号と明確に異なっている。図４ａおよび図４ｂの信号
の比較は、０．９８の相関係数を生じさせた。一方、図４ａおよび図４ｃの信号の比較は
、０．６の相関係数を生じさせた。この走査信号は、比較的長い時間の後でさえ、なお再
現することが可能である。
【０１３６】
　図４ａ，図４ｂおよび図４ｃは、特定および／または認証のためのシグネチャを生成す
るために用いられ得る複数の特性を示す。そのため、様々な対象物を区別することができ
ると共に、後に同一の対象物を再特定することができる。
【０１３７】
　Blau Optoelektronik GmbH の高出力ＬＥＤアレイ(FP-65/0.5LF-LED, ビーム幅１０ｍ
ｍ，ビーム厚６０μｍ)を用いている類似の新手法にも同様の結果が得られ、信号対雑音
比が低下した。
【符号の説明】
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【０１３８】
　１…表面
　２…電磁放射線源
　３…走査ビーム
　４…反射されたビーム
　５…光検出器
　６…線形ビームプロファイル
　７…走査された領域
１０…ブロック
１１…放射線源を支持するための第１貫通部
１２…光検出器を支持するための第２貫通部
１３，１４…光検出器を支持するためのさらなる貫通部
１５…外部表面
１６…外部表面法線
１８…焦点

【図１（ａ）】 【図１（ｂ）】
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【図２】

【図３】

【図４ａ】

【図４ｂ】

【図４ｃ】
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