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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（１）透明基材、該透明基材の一方の面にホログラム層、透明反射層及び受容層を設け
、他方の面へ剥離性樹脂層を設けてなる転写材を準備する転写材準備工程と、（２）支持
基材と、該支持基材の一方の面へレーザマーキング層を設けてなる支持材を準備する支持
材準備工程と、（３）前記支持材のレーザマーキング層面と前記転写材の剥離性樹脂層面
とを接着剤層を介して積層し積層体とする積層工程と、（４）前記積層体のレーザマーキ
ング層へレーザ光線でタイミングマークを描画する描画工程と、（５）前記タイミングマ
ークに位置合わせしながら、前記転写材の透明基材、ホログラム層、透明反射層及び受容
層からなる転写部をハーフカット処理を施してパッチとするハーフカット工程と、からな
り、前記パッチが前記支持材の剥離性樹脂層面へ剥離可能に積層されていることを特徴と
するパッチ中間転写記録媒体の製造方法。
【請求項２】
　前記受容層がカチオン性ウレタン系樹脂、カチオン性フィックス剤、フィラー及び分子
内に２個以上のアジリジニル基を有するアジリジン誘導体とを含み、かつ前記受容層がイ
ンクジェット方式で印画できることを特徴とする請求項１に記載のパッチ中間転写記録媒
体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、パッチ中間転写記録媒体の製造方法に関し、さらに詳しくは、個人情報など
の画像をパッチの所定位置へ位置精度よく印画でき、該画像が印画されたパッチを正確に
位置精度よく被転写体へ転写でき、かつ、低コストで製造でき、転写後は耐擦傷性や耐溶
剤性などに優れ、しかも、セキュリティ性と意匠性に優れるパッチ中間転写記録媒体の製
造方法に関するものである。
【０００２】
　本明細書において、配合を示す「比」、「部」、「％」などは特に断わらない限り質量
基準であり、「／」印は一体的に積層されていることを示す。また、「ＰＥＴ」は「ポリ
エチレンテレフタレート」、「エクストルージョンコーティング」は「ＥＣ」、「印字」
は「印画」の略語、同意語、機能的表現、通称、又は業界用語である。また、「ホログラ
ム」は「ホログラムと、回折格子などの光回折性機能を有するものも含む。
【背景技術】
【０００３】
　（主なる用途）本発明のパッチ中間転写記録媒体の製造方法で製造されたパッチ中間転
写記録媒体の受容層面へ情報を印画した後に、透明基材、ホログラム層、透明反射層及び
情報が印画された受容層からなるパッチが被転写体へ転写した偽造防止媒体の主なる用途
としては、例えば、紙幣、株券、証券、証書、商品券、小切手、手形、入場券、通帳類、
ギフト券、乗車券、車馬券、印紙、切手、鑑賞券、入場証、通行証、チケット等の金券類
、キャッシュカード、クレジットカード、ＩＤカード、プリペイドカード、メンバーズカ
ード、ＩＣカード、光カードなどのカード類、グリーティングカード、ハガキ、名刺、運
転免許証、パスポート等の各種証明書やその証明写真類、カートン、ケース、軟包装材な
どの包装材類、バッグ類、化粧品、腕時計、ライター等のブランド装身具、封筒、タグ、
しおり、カレンダー、ポスター、パンフレット、ネームプレート、レポート用紙など文具
類、建材、パネル、エンブレム、キー、布、衣類、履物、ラジオ、テレビ、電卓、ＯＡ機
器等の装置類などがある。
　しかしながら、画像を印画でき、パッチを転写性よく転写でき、転写後は耐擦傷性や耐
溶剤性などに優れる用途であれば、特に限定されるものではない。
【０００４】
　（背景技術）従来、上記の用途の媒体、例えば、一定の金額を払い込んだ（プリペイド
という）権利や資格などを証明する媒体が増加している。該媒体は一定の経済的価値や効
果を持ち、１枚毎に有効期間や区間、氏名、年齢などの個人の個別情報が記載（印画）さ
れて偽造防止媒体となる。個人情報の印画方法として、溶融転写タイプや昇華タイプの熱
転写フイルムを用いた熱転写方式、インクジェット方式がある。従来の偽造防止媒体に用
いる中間転写記録媒体は、個人情報などの画像をまず印画した後に、引き続いて、画像に
合わせて被転写体へ転写するので、画像を中間転写記録媒体へ位置合わせする必要がなか
った。しかしながら、予め転写部分をハーフカットしてパッチ状としてあるパッチ中間転
写記録媒体では、パッチへ１枚毎に異なる個人情報などの画像を印画するので、画像をパ
ッチの所定位置へ位置精度よく印画しなければならない。その後、被転写体へ転写する際
にも、該画像が印画されたパッチを被転写体とズレがないよう正確に位置精度よく被転写
体へ転写しなければならない。かつ、パッチ中間転写記録媒体は、低コストで製造しなけ
ればならない。転写後の偽造防止媒体には、使用時における外力に対する耐擦傷性や耐溶
剤性などの耐久性に優れ、しかも、画像などが改竄されて、不正に偽造、変造、不正使用
されないセキュリティ性と、意匠性に優れることも必要である。
　従って、偽造防止媒体に用いるパッチ中間転写記録媒体は、１枚毎に異なる所有者の個
人情報などの画像をパッチの所定位置へ位置精度よく印画でき、該画像が印画されたパッ
チを正確に位置精度よく被転写体へ転写でき、かつ、低コストで製造でき、転写後は耐擦
傷性や耐溶剤性などに優れ、しかも、セキュリティ性と意匠性に優れることが求められて
いる。
【０００５】
　（先行技術）従来、ホログラム画像の余白部分へレジスターマーク（本願のタイミング
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マークに相当する）をつけておき、センサで読み取り位置修正する方法が知られている（
例えば、特許文献１参照。）。しかしながら、光回折構造のタイミングマークでは、マー
クからの回折光を読まねばならないので、特殊なセンサーを必要とするという欠点がある
。
　また、マークからの光をラインセンサで読み取る方法が知られている（例えば、特許文
献２参照。）。しかしながら、マークを照明する照明光源に、レーザ光をスリット光にし
て照明するために、特殊な光源を必要とするという問題点がある。
　さらに、本出願人は、樹脂層を設けたシート基材と、受容層とホログラム形成層が積層
されている設けた透明シートが積層され、受容層を含めて透明シート部にハーフカット処
理が施され、樹脂層と透明シートの間で剥離する中間転写記録媒体の、受容層に転写画像
を形成し、該画像形成された部分のみを被転写体へ再転写して画像を形成する画像形成方
法が知られている（例えば、特許文献３参照。）。しかしながら、画像のハーフカット処
理部（本願のパッチに相当する）との位置合わせ、及びハーフカット処理部を被転写体へ
再転写する位置精度などについては、記載も示唆も全くない。
【０００６】
【特許文献１】特開平９－２２６７７０号公報
【特許文献２】特開平１０－３２９８３１号公報
【特許文献３】特開２００２－２７４０６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明はこのような問題点を解消するためになされたものである。その目的は
、１枚毎に異なる個人情報などの画像をパッチの所定位置へ位置精度よく印画でき、該画
像が印画されたパッチを正確に位置精度よく被転写体へ転写でき、かつ、低コストで製造
できるパッチ中間転写記録媒体の製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、請求項１の発明に係わるパッチ中間転写記録媒体の製造
方法は、（１）透明基材、該透明基材の一方の面にホログラム層、透明反射層及び受容層
を設け、他方の面へ剥離性樹脂層を設けてなる転写材を準備する転写材準備工程と、（２
）支持基材と、該支持基材の一方の面へレーザマーキング層を設けてなる支持材を準備す
る支持材準備工程と、（３）前記支持材のレーザマーキング層面と前記転写材の剥離性樹
脂層面とを接着剤層を介して積層し積層体とする積層工程と、（４）前記積層体のレーザ
マーキング層へレーザ光線でタイミングマークを描画する描画工程と、（５）前記タイミ
ングマークに位置合わせしながら、前記転写材の透明基材、ホログラム層、透明反射層及
び受容層からなる転写部をハーフカット処理を施してパッチとするハーフカット工程と、
からなり、前記パッチが前記支持材の剥離性樹脂層面へ剥離可能に積層されているように
、したものである。請求項２の発明に係わるパッチ中間転写記録媒体の製造方法は、前記
受容層がカチオン性ウレタン系樹脂、カチオン性フィックス剤、フィラー及び分子内に２
個以上のアジリジニル基を有するアジリジン誘導体とを含み、かつ前記受容層がインクジ
ェット方式で印画できるように、したものである。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１の本発明によれば、１枚毎に異なる個人情報などの画像をパッチの所定位置へ
位置精度よく印画でき、該画像が印画されたパッチを正確に位置精度よく被転写体へ転写
でき、かつ、低コストで製造できるパッチ中間転写記録媒体の製造方法が提供される。請
求項２の本発明によれば、個人情報などの画像の印画方法はインクジェット方式での印画
であるので、該画像は溶融転写又は昇華タイプの熱転写インクリボンを用いる熱転写方法
による転写画像と異なって、インクリボンを使用しないので、個人情報などの痕跡が残ら
ず、セキュリティ性に優れるパッチ中間転写記録媒体の製造方法が提供される。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら、詳細に説明する。
　図１は、本発明のパッチ中間転写記録媒体の製造方法で製造された１実施例を示すパッ
チ中間転写記録媒体の断面図である。
　図２は、本発明のパッチ中間転写記録媒体の製造方法で製造されたパッチ中間転写記録
媒体を用いて転写した本発明の１実施例を示す偽造防止媒体の断面図である。
　図３は、本発明のパッチ中間転写記録媒体の製造方法のステップを説明するためのの工
程図である。
【００１１】
　（パッチ中間転写記録媒体の製造方法）本発明のパッチ中間転写記録媒体２０の製造方
法は、図３に示すように、（１）透明基材、該透明基材の一方の面にホログラム層、透明
反射層及び受容層を設け、他方の面へ剥離性樹脂層を設けてなる転写材を準備する転写材
準備工程Ｓ２と、（２）支持基材と、該支持基材の一方の面へレーザマーキング層を設け
てなる支持材を準備する支持材準備工程Ｓ１と、（３）前記支持材のレーザマーキング層
面と前記転写材の剥離性樹脂層面とを接着剤層を介して積層し積層体とする積層工程Ｓ３
と、（４）前記積層体のレーザマーキング層へレーザ光線でタイミングマークを描画する
描画工程Ｓ４と、（５）前記タイミングマークに位置合わせしながら、前記転写材の透明
基材、ホログラム層、透明反射層及び受容層からなる転写部をハーフカット処理を施して
パッチとするハーフカット工程Ｓ５と、からなる。
【００１２】
　（パッチ中間転写記録媒体）製造されたパッチ中間転写記録媒体２０は、図１に示すよ
うに、パッチ２１が支持材３０の剥離性樹脂層３３面へ剥離可能に積層されている。パッ
チ２１は転写材１０の転写部をハーフカット処理して、パッチ状としたものである。　転
写材１０は透明基材１１と、該透明基材１１の一方の面にホログラム層１５、透明反射層
１７及び受容層２３からなる転写部（ハーフカットされてパッチとなる）と、さらに他方
の面へ剥離性樹脂層３３が設けられている。支持材３０は支持基材３１の一方の面へレー
ザマーキング層３５を設けてある。パッチ２１は透明基材１１、ホログラム層１５、透明
反射層１７及び受容層２３からなっている。
【００１３】
　（パッチ中間転写記録媒体の製造方法）本発明のパッチ中間転写記録媒体２０の製造方
法を、工程で用いる材料及び方法も含めて、工程順に説明する。
【００１４】
　（転写材）Ｓ１の転写材準備工程は、（１）透明基材、該透明基材の一方の面にホログ
ラム層、透明反射層及び受容層を設け、他方の面へ剥離性樹脂層を設けてなる転写材を準
備する工程である。転写材１０は透明基材１１、該透明基材１１の一方の面にホログラム
層１５、反射層１７及び受容層２３からなり、他方の面へ剥離性樹脂層３３からなってい
る。図１に示すように、剥離性樹脂層３３／透明基材１１／ホログラム層１５／反射層１
７／受容層２３からなる転写材１０は、ハーフカット処理で切断された部分がパッチ２１
となって、被転写体１０１へ転写され、保護層として機能する。剥離性樹脂層３３は１部
が被転写体１０１へ転写される場合や、剥離性樹脂層３３が２層のときには１層が被転写
体１０１へ転写される場合もある。
【００１５】
　（透明基材）透明基材１１としては、透明性、耐候性、耐摩擦性、耐薬品性等の耐久性
を有するものであれば、用途に応じて種々の材料が適用できる。例えば、ポリエチレンテ
レフタレート、ポリエチレンナフタレートなどのポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂
、ポリ塩化ビニルなどのビニル系樹脂、アクリル系樹脂、イミド系樹脂、ポリアリレート
などのエンジニアリング樹脂、ポリカーボネート、環状ポリオレフィン系樹脂、セロファ
ンなどのセルロース系フィルムなどが例示できる。該透明基材１１は、これら樹脂を主成
分とする共重合樹脂、または、混合体（アロイでを含む）、若しくは複数層からなる積層
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体であっても良い。
【００１６】
　また、該透明基材１１は、延伸又は未延伸のフィルムでも良いが、強度を向上させる目
的で、一軸方向または二軸方向に延伸したフィルムが好ましい。厚は、通常２．５～５０
μｍ程度が適用できるが、２．５～２５μｍが好適である。該透明基材１１は、塗布に先
立って塗布面へ、コロナ放電処理、プラズマ処理、プライマー（アンカーコート、接着促
進剤、易接着剤とも呼ばれる）塗布処理、アルカリ処理、などの易接着処理を行ってもよ
い。また、必要に応じて、充填剤、可塑剤、着色剤、帯電防止剤などの添加剤を加えても
よい。２軸延伸ポリエチレンテレフタレートのフィルムが、耐熱性、機械的強度がよいた
め好適に使用され。
【００１７】
　（ホログラム層）ホログラム層１５としては、電離放射線硬化樹脂を主成分とし、必要
に応じてシリコーンやフィラーなどの添加物を含ませてもよい。電離放射線硬化樹脂は電
離放射線硬化性樹脂の硬化物で、該電離放射線硬化性樹脂としては、好ましくは、（１）
分子中にイソシアネート基を３個以上有するイソシアネート類、（２）分子中に水酸基を
少なくとも１個と（メタ）アクリロイルオキシ基を少なくとも２個有する多官能（メタ）
アクリレート類、又は（３）分子中に水酸基を少なくとも２個有する多価アルコール類の
反応生成物であるウレタン（メタ）アクリレートオリゴマーを含有する電離放射線硬化性
樹脂を用い、好ましくはポリエチレンワックスを含ませて、塗布し乾燥して電離放射線で
硬化させて、電離放射線硬化樹脂とすればよい。具体的には、特開２００１－３２９０３
１号公報で開示されている光硬化性樹脂などが例示できる。具体的には、ＭＨＸ４０５ニ
ス（ザ・インクテック（株）製、電離放射線硬化性樹脂商品名）、ユピマーＵＶ・Ｖ３０
３１（三菱化学（株）製、電離放射線硬化性樹脂商品名）が例示できる。
【００１８】
　（ホログラム層の形成）ホログラム層１５の形成は、上記の電離放射線硬化性樹脂、必
要に応じて、シリコーンやフィラー、光重合開始剤、可塑剤、安定剤、界面活性剤等を加
え、溶媒へ分散または溶解して、ロールコート、グラビアコート、コンマコート、ダイコ
ートなどの公知のコーティング方法で塗布し乾燥して、ホログラムを賦型後に電離放射線
で反応（硬化）させればよい。ホログラム層１５の厚さは、通常、１～１０μｍ程度、好
ましくは２～５μｍである。
【００１９】
　（ホログラム）本発明の転写材１０では、ホログラム層１５の受容層２３側の表面に、
光回折性の微細な凹凸を形成してホログラム層１５とし、微細な凹凸面に反射層１７を設
けることで、ホログラムの持つ高意匠性及び偽造防止性を付与することができる。
【００２０】
　（ホログラム）次に、ホログラム層１５の表面には、ホログラムなどの光回折効果の発
現する所定の微細な凹凸（レリーフ構造）を賦型し、硬化させる。ホログラムは物体光と
参照光との光の干渉による干渉縞を凹凸のレリーフ形状で記録されたもので、例えば、フ
レネルホログラム等のレーザ再生ホログラム、及びレインボーホログラム等の白色光再生
ホログラム、さらに、それらの原理を利用したカラーホログラム、コンピュータジェネレ
ーティッドホログラム（ＣＧＨ）、ホログラフィック回折格子などがある。レリーフ形状
は凹凸形状であり、特に限定されるものではなく、微細な凹凸形状を有する光拡散、光散
乱、光反射、光回折などの機能を発現するものでもよく、例えば、フーリエ変換やレンチ
キュラーレンズ、光回折パターン、モスアイ、が形成されたものである。また、光回折機
能はないが、特異な光輝性を発現するヘアライン柄、マット柄、万線柄、干渉パターンな
どでもよい。
【００２１】
　ホログラム層１５面へ、レリーフ形状を賦形（複製ともいう）する。ホログラムの賦型
は、公知の方法によって形成でき、例えば、回折格子やホログラムの干渉縞を表面凹凸の
レリーフとして記録する場合には、回折格子や干渉縞が凹凸の形で記録された原版をプレ
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ス型（スタンパという）として用い、上記樹脂層上に前記原版を重ねて加熱ロールなどの
適宜手段により、両者を加熱圧着することにより、原版の凹凸模様を複製することができ
る。
【００２２】
　また、ホログラム層１５に形成するホログラムパターンは単独でも、複数でもよい。ホ
ログラム層１５は、スタンパでエンボス中、又はエンボス後に、電離放射線を照射して、
電離放射線硬化性樹脂を硬化させる。上記の電離放射線硬化性樹脂は、レリーフを形成後
に、紫外線や電子線などの電離放射線を照射して硬化（反応）させると電離放射線硬化樹
脂（微細な凹凸＝レリーフ構造＝ホログラム）となる。
【００２３】
　（反射層）反射層１７は、所定のレリーフ構造を設けたホログラム層１５面のレリーフ
面へ、反射層１７へ設けることにより、レリーフの反射及び／又は回折効果を高めるので
、ホログラム層１５の反射率のより高れば、特に限定されない。該反射層１７としては、
真空薄膜法などによる金属薄膜などの金属光沢反射層、又は透明反射層のいずれでもよい
が、金属光沢反射層は部分的に設け、透明反射層は被転写体へ形成されている画像の面へ
転写しても、画像が観察できるので好ましい。透明反射層としては、ほぼ無色透明な色相
で、その光学的な屈折率がホログラム層のそれとは異なることにより、金属光沢が無いに
もかかわらず、ホログラムなどの光輝性を視認できるから、透明なホログラムを作製する
ことができる。例えば、ホログラム層１５よりも光屈折率の高い薄膜、および光屈折率の
低い薄膜とがあり、前者の例としては、ＺｎＳ、ＴｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、Ｓｂ2Ｓ3、ＳｉＯ
、ＳｎＯ2、ＩＴＯ等があり、後者の例としては、ＬｉＦ、ＭｇＦ2、ＡｌＦ3がある。好
ましくは、金属酸化物又は窒化物であり、具体的には、Ｂｅ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｃｒ、Ｍｎ、
Ｃｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ｓｎ、Ｉｎ、Ｔｅ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｚｎ、Ｇｅ、Ｐｂ、Ｃｄ、Ｂｉ、Ｓ
ｅ、Ｇａ、Ｒｂ、Ｓｂ、Ｐｂ、Ｎｉ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｌａ、Ｃｅ、Ａｕ等の酸化物又は窒化
物他はそれらを２種以上を混合したもの等が例示できる。またアルミニウム等の一般的な
光反射性の金属薄膜も、厚みが２００Å以下になると、透明性が出て使用できる。透明金
属化合物の形成は、金属の薄膜と同様、ホログラム層１５のレリーフ面に、１０～２００
０ｎｍ程度、好ましくは２０～１０００ｎｍの厚さになるよう、蒸着、スパッタリング、
イオンプレーティング、ＣＶＤなどの真空薄膜法などにより設ければよい。
【００２４】
　（受容層）透明反射層層１７面へ、必要に応じてプライマー層を介して、受容層２３を
設け、該受容層２３はパッチ中間転写記録媒体２０の最表面となり、該受容層２３には個
人情報などの情報印字層１０３が印画される。印画方法としては、例えば、溶融転写タイ
プや昇華タイプの熱転写フイルムを用いた熱転写方式、インクジェット方式が適用できる
。受容層２３は熱転写方式やインクジェット方式などの印画方式に応じた公知の受容性樹
脂層でよい。
【００２５】
　好ましくは、溶融転写又は昇華タイプの熱転写インクリボンを用いる熱転写方法では使
用済みインクリボンに情報の残渣が残るが、インクリボンを使用しないインクジェット方
式が情報の痕跡が残らず、セキュリティ性に優れる点でインクジェット方式が好ましい。
　インクジェット方式で用いる受容層２３としては、インクジェット用受容層組成物を塗
布したもので、該インクジェット用受容層組成物は、少なくともカチオン性ウレタン系樹
脂、カチオン性フィックス剤、フィラー、及び分子内に２個以上のアジリジニル基を有す
るアジリジン誘導体とを含ませる。
【００２６】
　カチオン性ウレタン系樹脂としてはカチオン性基を有するポリカーボネート系ポリウレ
タン、ポリテトラメチレンエーテルグリコール系ポリウレタン、ポリエステルエーテル系
ポリウレタン、ポリブチレンアジペート系ポリウレタン、ポリメチルペンタンアジペート
系ポリウレタン、ポリノナンジオールアジペート／ポリオクタンアジペート系ポリウレタ
ン、ポリメチルペンタンアジペート系ポリウレタンなどのウレタン系樹脂で、好ましくは
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自己乳化性又は水性で、カチオン性親水基を有するポリカーボネート系又はポリエステル
系のポリオールと脂肪族イソシアネートの反応物が好ましい。カチオン性基としては１～
３級アミン或いは４級アンモニウム塩基などが例示できる。
【００２７】
　（カチオン性フィックス剤）カチオン性フィックス剤としては、ポリアミン誘導体や第
４級アンモニウム塩などの染料固着剤が例示できる。
【００２８】
　（フィラー）フィラーとしては、箔切れ性を良くし、透明性を害さない程度に含有させ
、シリカ、アルミナ、炭酸カルシウム、プラスチックピグメント等の透明性の高い微粒子
やワックス等で、マイクロシリカが好ましい。
【００２９】
　（アジリジニン誘導体）アジリジル誘導体としては分子内に２個以上のアジリジニル基
を有する化合物を用い、好ましくは、
【化１】

（式中、Ｒ1は水素原子、炭素数１～３のアルキル基、又はＲ2－ＯＣＨ2－で、Ｒ2～5は
水素原子、塩素原子、アルキル基、ハロゲン化アルキル基、アルキルアルコール基、アク
リル酸アルキル基、アルキルフェノール基で、同一でも異なってもよい。）
【化２】
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（式中、Ｒ6～10は水素原子、塩素原子、アルキル基、ハロゲン化アルキル基、アルキル
アルコール基、アクリル酸アルキル基、アルキルフェノール基で、同一でも異なってもよ
い。ｎは１～３の整数）
　一般式１におけるＲ3～5のうち２個以上が一般式２の構造を有する化合物、即ち、分子
内に２個以上のアジリジニル基を有するアジリジル誘導体である。
【００３０】
　分子内に２個以上のアジリジニル基を有するアジリジン誘導体、例えば、トリメチロー
ルプロパン－トリス－（α－メチル－α－アジリジニルアセテート）、トリメチロールプ
ロパン－トリス－（α－エチル－α－アジリジニルアセテート）、トリメチロールメタン
－トリス－（β－（１－アジリジニルプロピオナート））、トリメチロールエタン－トリ
ス－（β－（１－アジリジニルプロピオナート））、トリメチロールブタン－トリス－（
β－（１－アジリジニルプロピオナート））、モノエトキシトリメチロールメタン－トリ
ス－（β－（１－アジリジニルプロピオナート））、トリメチロールエタン－トリス－（
β－（２－メチル-1－アジリジニルプロピオナート））、テトラメチロールメタン－トリ
ス－（α－メチル－α－アジリジニルアセテート）、テトラメチロールエタン－トリス－
（β－（１－アジリジニルプロピオナート））、ジトリメチロールプロパン－ヘキサキス
－（β－アジリジニルプロピオナート）、ジトリメチロールプロパン－ペンタキス－（β
－（２－メチルアジリジニルプロピオナート）等が挙げられる。
【００３１】
　好ましくは、トリメチロールメタン－トリス－（β－（１－アジリジニルプロピオナー
ト））、トリメチロールエタン－トリス－（β－（１－アジリジニルプロピオナート））
、トリメチロールプロパン－トリス－（β－（１－アジリジニルプロピオナート））、ト
リメチロールブタン－トリス－（β－（１－アジリジニルプロピオナート））、トリメチ
ロールエタン－トリス－（β－（２－メチル-1－アジリジニルプロピオナート））、トリ
メチロールプロパン－トリス－（β－（２－メチル－１－アジリジニルプロピオナート）
）、トリメチロールプロパン－トリス－（β－（２，２－ジメチル－１－アジリジニルプ
ロピオナート））、トリメチロールプロパン－トリス－（α－メチル－β－（１－アジリ
ジニルプロピオナート）、トリメチロールプロパン－トリス－（β－メチル－β－（１－
アジリジニルプロピオナート）、テトラメチロールメタン－トリス－（α－メチル－α－
アジリジニルアセテート）、テトラメチロールメタン－トリス－（β－（１－アジリジニ
ルプロピオナート）、テトラメチロールエタン－トリス－（β－（１－アジリジニルプロ
ピオナート））、テトラメチロールメタン－トリス－（β－（２－プロピル－１－アジリ
ジニルプロピオナート））、テトラメチロールメタン－トリス－（β－（２－メチル－１
－アジリジニルプロピオナート））、テトラメチロールメタン－トリス－（β－（２，２
－ジメチル－１－アジリジニルプロピオナート）、テトラメチロールメタン－トリス－（
β－（２，２－ジエチル－１－アジリジニルプロピオナート）テトラメチロールメタン－
テトラキス－β－（１－アジリジニルプロピオナート）、テトラメチロールメタン－テト
ラキス－β－メチル－β－（１－アジリジニルプロピオナート）、テトラメチロールメタ
ン－テトラキス－β－（２－メチル－１－アジリジニルプロピオナート）、ジトリメチロ
ールプロパン－ヘキサキス－（β－アジリジニルプロピオナート）、ジトリメチロールプ
ロパン－ペンタキス－（β－（２－メチルアジリジニルプロピオナート）が好ましく、ト
リメチロールプロパン－トリス－（β－(１－アジリジニルプロピオナート)、テトラメチ
ロールメタン－トリス－（β－（１－アジリジニルプロピオナート）、テトラメチロール
メタン－テトラキス－（β－アジリジニルプロピオナート）である。
【００３２】
　分子内に２個以上のアジリジニル基を有するアジリジン誘導体について市販されている
ものとしては、例えば、相互薬工社製のＴＡＺＭ（トリメチロールプロパン－トリス－（
β－アジリジニルプロピオナート）、ＴＡＺＯ（テトラメチロールメタン－トリス－（β
－（１－アジリジニルプロピオナート）））日本触媒製のケミタイトＰＺ－３３（トリメ
チロールプロパン－トリス－（β－アジリジニルプロピオナート））等が挙げられる。３
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個のアジリジニル基を有するアジリジン誘導体が、硬化する反応性の速さ、硬化後に網目
状となるので耐久性の高さ点で、特に好ましい。
【００３３】
　カチオン性ウレタン系樹脂とカチオン性フィックス剤とマイクロシリカと分子内に２個
以上のアジリジニル基を有するアジリジン誘導体との割合が質量基準でカチオン性ウレタ
ン系樹脂：カチオン性フィックス剤：マイクロシリカ：分子内に２個以上のアジリジニル
基を有するアジリジン誘導体＝１００：５～２０：１～１０：１～１５である。カチオン
性フィックス剤の含有割合が上記範囲未満では定着性が悪く、上記範囲を越えると洗濯中
に溶出して堅牢性を低下させる。マイクロシリカの含有割合が上記範囲未満ではインキ定
着性が悪く、上記範囲を越えると透明性が低下し画像が見えにくくなる。
【００３４】
　アジリジン誘導体の添加量は、本発明の効果を阻害しない量であれば特に制限されない
が、通常カチオン性ウレタン系樹脂に対する分子内に２個以上のアジリジニル基を有する
アジリジン誘導体の配合割合が質量基準で、カチオン性ウレタン系樹脂：分子内に２個以
上のアジリジニル基を有するアジリジン誘導体＝１００：１～１５が好ましく、さらに好
ましくは１００：３～１０である。アジリジン誘導体は水溶性の硬化剤として機能するの
で、アジリジン誘導体の含有割合が上記範囲未満では、硬化が不足するために耐水性や耐
アルコール性などの耐溶剤性などの耐久性が充分ではなく、上記範囲を越えると透明性が
低下し画像が見えにくくなる。
【００３５】
　受容層２３の形成は、上記の材料を溶媒へ分散又は溶解して、必要に応じて添加剤を添
加し、媒体１０１の少なくとも一方の面へ、必要に応じてコロナ処理やプライマ層を設け
て、ロールコート、グラビアコート、コンマコート、ダイコートなどの公知のコーティン
グ方法で、塗布し乾燥すればよい。そのの厚さとしては、通常は１μｍ～１５μｍ程度、
好ましくは２μｍ～１０μｍ程度である。
【００３６】
　（剥離性樹脂層）透明基材１１の他方の面へ設ける剥離性樹脂層３３としては、粘着剤
層や簡易接着層やエクストルージョンコーティング（ＥＣ）層により形成する。
【００３７】
　粘着剤層は、従来公知の溶剤系及び水系のいずれの粘着剤、例えば、酢酸ビニル樹脂、
アクリル樹脂、酢酸ビニル－アクリル共重合体、酢酸ビニル－塩化ビニル共重合体、エチ
レン－酢酸ビニル共重合体、ポリウレタン樹脂や、天然ゴム、クロロプレンゴムなどのゴ
ム系樹脂などが挙げられる。粘着剤層の塗工量は、約８～３０ｇ／ｍ2（固形分）が一般
的であり、従来公知の方法、すなわち、グラビアコート、ロールコート、コンマコート等
の方法で、塗布し乾燥して粘着剤層を形成する。また、粘着剤層の粘着力は、透明基材１
１と粘着剤層との剥離強度で、ＪＩＳ　Ｚ０２３７準拠の１８０°による剥離方法におい
て、５～１，０００ｇ程度の範囲にすることが望ましい。以上の如き粘着剤の種類や、塗
工量は、前記透明基材１１上に粘着剤層を形成する際に、その剥離強度が前記範囲になる
ように、選択して使用することが好ましい。
【００３８】
　簡易接着層は、スチレン－ブタジエン共重合ゴム（ＳＢＲ）、アクリロニトリル－ブタ
ジエン共重合ゴム（ＮＢＲ）やポリアクリル酸エステル等のアクリル系樹脂のラテックス
や、ゴム系レジン、ワックス類及びそれらの混合物を用いて、透明基材１１面へ従来公知
の塗工方式で形成すればよい。
【００３９】
　また、剥離性樹脂層３３として、透明基材１１面へＥＣ層で設けてもよい。ＥＣ層を形
成する熱可塑性樹脂は透明基材１１には本質的に接着せず、ＥＣ加工特性のある樹脂であ
れば特に限定されないが、透明基材１１に一般的に利用されるＰＥＴフィルムに対して、
本質的な接着性を有さず加工性も優れる、ポリオレフィン系樹脂が特に好ましい。具体的
には、ＬＤＰＥ、ＭＤＰＥ、ＨＤＰＥ、ＰＰ樹脂等を使用できる。これらの樹脂をＥＣ加
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工する際の冷却ロールをマットロールを使用して、ＥＣ層表面にマット面が転写されて凹
凸形状を賦形して不透明としたり、ポリオレフィン系樹脂に炭酸カルシウム、酸化チタン
等の白色顔料を練り混んで、不透明としたり、してもよい。また、該ＥＣ層は単層でも、
複数層でもよい。透明基材１１からの剥離強度は、ＥＣ加工時の加工温度、樹脂種によっ
て調整することができる。ＥＣ法による複数層を設ける場合には、異なる樹脂種の２層と
し、該樹脂種の差で剥離強度を容易に調整できる。
【００４０】
　（他の層）層間及び／又は層表面へ必要に応じて設ける層としては、プライマ層、印刷
層、帯電防止層、背面滑性層などがあり、それぞれ公知のものでよい。特に、印刷層とし
ては、着色インキや蛍光インキなどを用いて、公知のスクリーン印刷やグラビア印刷法で
印刷すればよい。
【００４１】
　Ｓ２の支持材準備工程は、（２）支持基材３１と、該支持基材３１の一方の面へレーザ
マーキング層３５を設けてなる支持材３０を準備する工程である。
【００４２】
　（支持材・支持基材）支持材３０は支持基材３１へレーザマーキング層３５が設けられ
ている。支持基材３１としては、特に限定されず、例えば、コンデンサーペーパー、グラ
シン紙、硫酸紙、またはサイズ度の高い紙、合成紙（ポリオレフィン系、ポリスチレン系
）、上質紙、コート紙、合成樹脂またはエマルジョン含浸紙、あるいは、ポリエチレンテ
レフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレートなどのポリエス
テル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリ塩化ビニルなどのビニル系樹脂、アクリル系樹脂、
イミド系樹脂、ポリアリレートなどのエンジニアリング樹脂、ポリカーボネート、環状ポ
リオレフィン系樹脂、セロファンなどのセルロース系フィルムなどのフィルムが例示でき
る。上記の支持基材３１上に後述するレーザマーキング層３５を設ける際に、接着性を向
上させるために、支持基材３１表面をコロナ放電処理したり、プライマー層を設けてもよ
い。
【００４３】
　支持基材３１は１０μｍ～１００μｍの厚みのものが好ましく、支持基材が薄すぎると
得られるパッチ中間転写記録媒体２０のいわゆるコシがなくなり、熱転写プリンターで搬
送できなかったり、パッチ中間転写記録媒体２０にカールやシワが発生したりする。一方
、支持基材３１が厚すぎると、得られるパッチ中間転写記録媒体２０が厚くなりすぎ、熱
転写プリンタで搬送駆動させる力が大きくなりすぎて、熱転写プリンタに故障が生じたり
、正常に搬送できなかったりする。
【００４４】
　（レーザマーキング層）レーザマーキング層３５は、レーザー光の照射により印字を行
うもので、バインダ樹脂とレーザー照射より変色可能な発色剤を含ませる。レーザー照射
より変色可能な発色剤としては、特に限定されないが、鉄、亜鉛、スズ、ニッケルなどの
金属、炭酸銅、炭酸ニッケル、硝酸マグネシウム、硝酸鉄、硝酸ニッケル、硝酸銅、酢酸
マグネシウム、酢酸亜鉛、酢酸ニッケル、酢酸銅、塩化銅、塩化鉄、塩化ニッケル、塩化
亜鉛、リン酸銅、リン酸鉄、ピロリン酸銅、硫酸銅、硫酸鉄、硫酸コバルト、シュウ酸銅
、シュウ酸鉄、安息香酸銅、芳香環を有するホスホン酸銅などの金属の塩、水酸化銅、水
酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、水酸化亜鉛、水酸化ニッケル、水酸化鉄などの
金属の水酸化物、酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化鉄、酸化マグネシウム、酸化コバ
ルト、酸化スズ、酸化ニッケル、酸化銅、ＡＴＯ、ＩＴＯ、合成ゼオライト、天然ゼオラ
イト、水酸化銅一リン酸塩などの無機酸銅水和物、銅－モリブテン複合酸化物（４２－９
０３Ａ、東缶マテリアル・テクノロジー株式会社製）、層状構造を有する、マイカ、モン
モリロナイト、スメクタイトなどの金属の酸化物、カーボンブラック、感熱記録に使用さ
れる公知の発色剤や顕色剤などが例示できる。また、レーザ照射によりマーキングされた
文字や図柄の黒色度の高さ、近傍の樹脂なども黒化させやすい点で、銅－モリブテン複合
酸化物が好ましい。
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【００４５】
　バインダ樹脂としては、特に限定はされないが、例えば、アクリル系樹脂、ポリアセタ
ール樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリオレフ
ィン系樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン系樹脂などが例示できる。上記のバイ
ンダ樹脂とレーザー照射より変色可能な発色剤を含ませ、必要に応じて分散剤、表面処理
剤、レーザー特性向上のための増感剤、顕色剤、その他の添加物を加えてインキとし、グ
ラビア印刷、スクリーン印刷などの公知の印刷法で印刷し乾燥して、レーザマーキング層
３５を形成すればよい。レーザマーキング層３５は、支持基材３１の全体、或いは一部に
ベタ印刷し、使用時に所望のタイミングマークの形状にレーザー光を照射することで、描
画できる。レーザマーキング層３５の、バインダ樹脂に対するレーザー照射より変色可能
な発色剤の割合は、０．０１～２０％、好ましくは０．１～１０％である。この範囲未満
ではレーザー発色性が劣り、この範囲を超えてもレーザー発色性は過剰であり、バインダ
樹脂分が少ないため基材との密着性や皮膜の凝集力が劣る。
【００４６】
　（耐熱滑性層）パッチ中間転写記録媒体２０では、必要に応じて、支持基材３１のレー
ザマーキング層３５面と反対面に耐熱滑性層や帯電防止層などを設けてもよい。パッチ中
間転写記録媒体２０を用いて被転写体１０１へ再転写はサーマルヘッドやヒートロール等
の熱転写プリンタが用いるので、その熱によるスティッキングやシワなどの悪影響を防止
するため、耐熱滑性層を設けてもよい。耐熱滑性層を形成する樹脂としては、従来公知の
ものであればよく、例えば、ポリビニルブチラール樹脂、ポリビニルアセトアセタール樹
脂、アクリル系樹脂、セルロース系樹脂、芳香族ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリ
カーボネート樹脂等が挙げられる。
【００４７】
　また、耐熱滑性層に添加、又は上塗りする滑り性付与剤としては、例えば、ポリアルコ
ール高分子化合物とポリイソシアネート化合物及び燐酸エステル系化合物からなる層であ
り、更に充填剤を添加することがより好ましい。耐熱滑性層は、上記に記載した樹脂、滑
り性付与剤、更に充填剤を、適当な溶剤により、溶解又は分散させて、支持基材３１の背
面に、例えば、グラビア印刷法、スクリーン印刷法等で塗布し乾燥して形成すればよい。
【００４８】
　（積層工程）Ｓ３の積層工程は、（３）前記支持材のレーザマーキング層面と前記転写
材の剥離性樹脂層面とを積層して積層体とする工程である。支持材３０のレーザマーキン
グ層３５面と転写材１０の剥離性樹脂層３３面とを、粘着剤や接着剤１９を介してのドラ
イラミネーション法や、ホットメルトラミネーション法などの公知の積層方法でよい。好
ましくは、ウレタン系２液接着剤を用いたドライラミネーション法である。
【００４９】
　（描画工程）Ｓ４の描画工程は、（４）前記積層体のレーザマーキング層へレーザ光線
でタイミングマークを描画する工程である。レーザマーキング層３５へレーザ光線でタイ
ミングマーク（当業者は、レジスターマーク、見当マーク、見当トンボとも呼称する）を
描画する。
【００５０】
　タイミングマークを描画するレーザの種類は特に限定されず、例えば、炭酸ガスレーザ
ー等の遠赤外線レーザー、ＹＡＧレーザー等の近赤外線レーザー、半導体レーザー、エキ
シマレーザーが例示できるが、赤外線レーザーが好ましい。マーキングの種類は特に限定
されず、文字、記号、図柄等の何れであってもよいが、使用時にタイミングマークを検出
し易い点で、四角形状、線状が好ましい。レーザで描画されたタイミングマークの色調、
濃度は特に限定されないが、使用時に使用されるセンサで検出できればよい。
【００５１】
　（ハーフカット工程）Ｓ５のハーフカット工程は、（５）前記タイミングマークに位置
合わせしながら、前記転写材の透明基材、ホログラム層、透明反射層及び受容層からなる
転写部をハーフカット処理を施してパッチとする工程である。
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【００５２】
　ハーフカット処理法としては、カッター刃を取り付けた上型と台座の間に、カット前の
積層状態のパッチ中間転写記録媒体２０を挿入して、上型を上下動させる方法や、シリン
ダータイプのロータリーカッター方法、レーザー加工手段により熱処理加工方法等、ハー
フカットできる方法であれば特に制限はない。パッチ２１部分とそれ以外部分を除去しな
くてもよいが、図１に示すパッチ中間転写記録媒体２０の断面のように、ハーフカットし
てパッチ２１部分のみを残して、それ以外部分を予め剥離し除去しておく（当業者はカス
取りという）のが好ましい。被転写体へパッチ２１を転写する際に、ハーフカット処理さ
れた部分で透明基材１１部が切断されることがなく、確実に転写することができる。
【００５３】
　なお、ハーフカットは、一般的には、パッチ２１の回り一周分単位で連続的にカットを
施す、四隅等の部分的にアンカット（全くカットがない）部分、ミシン目部分を設けたり
して、熱転写プリンター搬送中等取扱で、ハーフカットの部分が剥離するトラブルを防ぐ
ことができる。なお、支持材３０の少なくとも１部はカットされず連続状にしておく。ハ
ーフカット処理で切断の深さが深過ぎると、支持基材３１まで切断されて、プリンター搬
送中にハーフカット加工部で切断され、搬送トラブルが発生しやすくなる。
【００５４】
　（パッチ中間転写記録媒体）以上説明してきたパッチ中間転写記録媒体の製造方法で製
造され、図１に示すようなパッチ中間転写記録媒体２０は支持材３０面にパッチ２１が剥
離可能に積層されている。パッチ２１は透明基材１１／ホログラム層１５／反射層１７／
受容層２３からなる転写材１０の転写部をハーフカット処理されているパッチである。パ
ッチ２１の形状としては、特に限定されないが、例えば矩形、楕円形、丸形、ドーナッツ
形などが例示できる。ハーフカット処理されたパッチ２１部分が被転写体の転写される全
面の大きさよりも小さくてもよく、また、パッチ２１部分が、被転写体に対して、部分的
に抜けている部分があってもよく、さらに、パッチ中間転写記録媒体２０の全幅が、被転
写体の転写される面の幅よりも広くてもよい。
【００５５】
　（偽造防止媒体）パッチ２１は、支持基材３１／レーザマーキング層３５／接着剤層１
９／剥離性樹脂層３３／パッチ２１からなる支持材３０面に剥離可能に積層されており、
転写する際には剥離性樹脂層３３とパッチ２１の透明基材１１面で剥離する。パッチ中間
転写記録媒体２０のパッチ２１の受容層２３面へ情報を印画した後に、パッチ２１部分が
被転写体１０１へ転写されて、図２に示すような、本発明の偽造防止媒体１００となる。
【００５６】
　（転写方法）被転写体１０１への転写する転写方法としては、公知の転写法でよく、例
えば、熱刻印によるホットスタンプ（箔押）、熱ロールによる転写、サーマルヘッド（感
熱印画ヘッド）によるサーマルプリンタ（熱転写プリンタともいう）などの公知の方法が
適用できる。また、パッチ２１の形状に合わせて加熱し転写してもよい。
【００５７】
　（被転写体）被転写体１０１としては、特に限定されず、例えば天燃繊維紙、コート紙
、トレーシングペーパー、転写時の熱で変形しないプラスチックフイルム、ガラス、金属
、セラミックス、木材、布等いずれのものでもよく、用途によって、適宜選択すればよい
。また、被転写体１０１の媒体はその少なくとも１部が、画像、着色、印刷、その他の加
飾が施されていてもよい。
【００５８】
　（印画）受容層２３面へ個人情報などの情報印字層１０３の印画方法は、例えば、溶融
転写タイプや昇華タイプの熱転写フイルムを用いた熱転写方式、インクジェット方式が適
用できる。受容層２３への画像としては、特に限定されないが、円形や星形などのスポッ
ト状、文字、数字、イラスト、写真などの任意の形状（左右対称画像を除き鏡像）でよく
、その色調も単独、複数、フルカラー用など限定されるものではない。該情報印字層１０
３は、前記のタイミングマーク３７に位置合わせしながら印画する。パッチ２１もタイミ
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ングマーク３７に位置合わせしてハーフカット処理されているので、１枚毎に異なる個人
情報などの情報印字層１０３である画像も、パッチの所定位置へ位置精度よく印画できる
。しかも、該画像が印画されたパッチ２１を被転写体１０１へ転写する際にも、タイミン
グマーク３７で位置合わせするので、正確に位置精度よく転写することができる。
【００５９】
　従来のタイミングマーク３７は、支持基材３１へ予めグラビア印刷などで設けていたの
で、後加工の工程での熱や張力による伸縮で、タイミングマーク３７の間隔精度が低下し
たり、工程が多く高コストであった。本願発明のタイミングマーク３７は、パッチ中間転
写記録媒体２０の加工が終わり、完成したパッチ中間転写記録媒体２０へ、レーザ照射し
てタイミングマーク３７を形成するために、位置精度よく、低コストで製造できる。
【００６０】
　（インクジェット）画像（情報印字層１０３）の形成法としては、溶融転写又は昇華タ
イプの熱転写インクリボンを用いる熱転写方法では使用済みインクリボンに情報の残渣が
残るが、インクリボンを使用しないインクジェット方式が情報の痕跡が残らず、セキュリ
ティ性に優れる点で好ましい。インクジェット方式には熱インパクト法などがあるが特に
限定されず、インクジェットインキも水性や油性インキなどがあるが特に限定されない。
インクジェット方式で情報印字層１０３を印画する際の好ましい受容層２３としては、カ
チオン性ウレタン系樹脂、カチオン性フィックス剤、フィラー及び分子内に２個以上のア
ジリジニル基を有するアジリジン誘導体を含みことである。カチオン性ウレタン系樹脂、
カチオン性フィックス剤、フィラーとを含むので、インクジェット方式で印画しても画像
が滲まず、乾燥が早いので効率よく印画することができる。かつ、分子内に２個以上のア
ジリジニル基を有するアジリジン誘導体をも含んでいるので、インクジェット方式によっ
て印画された情報画像であっても、高画質で定着性がよく、印画された画像は耐擦傷性、
耐水性や耐アルコール性などの耐溶剤性、洗濯堅牢度などの耐久性に優れるようになる。
【００６１】
　（画像）また、インクジェット方式で形成する情報印字層１０３の画像も、任意の形状
、色調でよく限定されるものではない。好ましくは、オンデマンドで可変情報をインクジ
ェット方式で印画するで、１枚１枚異なる情報を印画できる。
【００６２】
　（定着性）従来のインクジェット方式による画像としては、身分証明書等のＩＤカード
を作成する場合、画像の形成は容易であるが、これらの画像は耐久性、特に耐摩擦性が劣
るという欠点がある。従来のインクジェット用受容層はポリビニルアルコールなどの水溶
性樹脂を主体とするもので、耐水性は著しく悪く、また、多孔質質のフィラーを用いたり
、受容層塗工液の溶媒として良溶媒と貧溶媒を用いて、乾燥中に相分離、ゲル化させて多
孔質の網目構造とさせたり、していたが、画像の定着性が充分でなく、洗濯時に画像が淡
くなる問題点もあった。
【００６３】
　これに対して、好ましい受容層２３は分子内に２個以上のアジリジニル基を有するアジ
リジン誘導体をも含んでおり、インクジェット方式によって印画された画像１０３であっ
ても、高画質で定着性がよく、印画された画像は耐擦傷性、耐水性や耐アルコール性など
の耐溶剤性、洗濯堅牢度などの耐久性に優れるようになる。定着性と洗濯堅牢度の両立は
定かではないが、カチオン性ウレタン系樹脂、カチオン性フィックス剤、フィラー、及び
分子内に２個以上のアジリジニル基を有するアジリジン誘導体とを含むことで、塗膜の表
面が微細な凹凸状となったり、塗膜自身の凝集状態も密ではなくかなり粗状になっていた
り、また、分子内に２個以上のアジリジニル基を有するアジリジン誘導体が他の成分を反
応して、網目状や凝集状態の安定化したりするために、画像成分との密着性が向上し、特
に、耐アルコール性が向上させることができる。また、画像を構成する染料などがカチオ
ン性ウレタン系樹脂、カチオン性フィックス剤、分子内に２個以上のアジリジニル基を有
するアジリジン誘導体と硬化などの反応や相互に作用すると推測される。
【００６４】
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　（画像の耐久性）情報印字層１０３は、転写材１０と被転写体１０１との間に挟まれる
が、断面は露出しており、断面からの浸水による耐水性にも優れている。例えば、本発明
のパッチ中間転写記録媒体２０の受容層２３を有する塩化ビニル製クレジットカード（イ
ンクジェット用画像記録媒体）は、ＪＩＳ　Ｘ６３０１に準拠したカードの耐薬品浸漬性
に合格し、具体的には実施例で述べる。即ち、８０℃の雰囲気に２４０時間の暴露試験で
も層間及び／又は被貼着材からの剥離のない耐熱性を有している。４０℃の温水に９６時
間の浸漬試験でも層間及び／又は被貼着材からの剥離のない耐温水性を有している。シー
トクリナーを用いて２０ｋＰａで加圧しながら常温で１００回の拭取り試験で著しい傷が
付かない耐摩擦性を有している。低温（－４０℃）、高温（８０℃）及び高湿度（４０℃
９０％ＲＨ）の条件を８時間毎に１サイクル（１日）として５サイクル（５日）の冷熱サ
イクル試験でも著しい変形や剥離のない耐冷熱繰り返し性を有している。
【００６５】
　（印画と転写）パッチ中間転写記録媒体２０の受容層２３へインクジェットプリンタな
どで、画像となる情報印字層１０３を印画し、該情報印字層１０３を含むパッチ２１を転
写すれば、偽造防止媒体１００となる。インクジェットプリンタなどでの印画に引き続き
、同一プリンタ内のインライン方式で、該情報印字層１０３を含むパッチ２１を転写する
のが好ましく、タイミングマーク３７に位置合わせしながら印画と転写とを１回の走行で
処理できるので、情報印字層１０３の位置精度、及び被転写体１０１へ転写の位置精度が
極めてよく、また効率的である。
【００６６】
　（耐久性）このようにして、パッチ中間転写記録媒体２０を用いた偽造防止媒体１００
は、情報印字層１０３上に耐久性の高いパッチ（透明基材１１が保護層となる）を形成し
、過酷な使用条件においても、熱転写画像の各種耐久性に優れ、また、パッチは被転写体
１０１へ容易に転写でき、転写された媒体においては、セキュリティ性に優れるホログラ
ムを有し、かつ、使用時耐久性を有し、多数回の繰り返し使用でも、媒体の表面と保護す
る耐擦傷性や耐溶剤性などに優れる。多数回の繰り返し使用でも、媒体の表面と保護し、
機械的化学的な損傷から長期間にわたって保護できるので、極めて過酷な環境で使用され
るガソリンスタンドカードや工事現場カード、及び、使用期限がなかったり、長期にわた
る入退室カードやポイントカード、金融機関などの多数のセキュリティ管理された部屋へ
の入退室を繰り返す入退室カードなどにも好適に使用することができる。
【実施例】
【００６７】
　以下、実施例及び比較例により、本発明を更に詳細に説明するが、これに限定されるも
のではない。なお、溶媒を除き、各層の各組成物は固形分換算の質量部である。
【００６８】
　（実施例１）
（Ｓ１）透明基材１１として厚さ２５μｍのＰＥＴフィルムを用い、該基材１１の一方の
面へ、下記のホログラム層組成物をグラビアリバースコーターで乾燥後の厚さが２μｍに
なるように、塗工し１００℃で乾燥させた。
・＜ホログラム層組成物＞
　　ユピマーＵＶ－Ｖ３０３１（三菱化学社製、ＵＶ硬化性樹脂商品名）１００部
　　反応性シリコーン（信越化学社製、商品名Ｘ－２２－１６０２）　　０．５部
　　ポリエチレンワックス（平均粒径３～５μｍ、球状）　　　　　　　　　２部
　　光重合開始剤（チバ社製、商品名イルガキュア１８４）　　　　　　　　５部
　　酢酸エチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００部
　次に、該層面へ、２光束干渉法による回折格子から２Ｐ法で複製した擬似連続絵柄とし
たプレス型を複製装置のエンボスローラーに貼着して、相対するローラーと間で加熱プレ
ス（エンボス）して、微細な凹凸パターンからなるレリーフを賦形させた。賦形後直ちに
、高圧水銀灯を用いて紫外線を照射して硬化させて、ホログラム層１５を形成した。
　該ホログラム層１５のレリーフ面へ、厚さ５０ｎｍの酸化チタンを真空蒸着法で形成し



(15) JP 5304018 B2 2013.10.2

10

20

30

40

50

て、透明反射層１７とした。
　該透明反射層１７面へ、下記のプライマ層組成物をグラビアコーターで乾燥後の塗布量
が０．５μｍになるように、塗工し１００℃で乾燥させた後に、該プライマ層面へ下記の
受容層組成物をグラビアコーターで乾燥後の塗布量が１μｍになるように、塗工し１００
℃で乾燥させて、受容層２３を形成した。
・＜プライマ層組成物途工液＞
　　ポリエステル樹脂　　　　　　　　　　　　　　２０質量部
　　溶媒（トルエン：メチルエチルケトン＝１：１）８０質量部
・＜受容層組成物＞
　　第４級アンモニウム塩型ポリカーボネート系ポリウレタン　　　　　　　２０部
　　ダンフィックス５０５ＲＥ（日東紡績社製；ポリカチオン性フィックス剤）２部
　　マイクロシリカ（平均粒子径０．５μ）　　　　　　　　　　　　　　　　１部
　　ケミタイトＰＺ－３３（日本触媒製、アジリジン誘導体商品名）　　　　　３部
　　溶媒（水）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８０部
　次に、該基材１１の他方の面へ、下記剥離性樹脂層組成物を、乾燥後の塗布量が３μｍ
になるように、塗工し１００℃で乾燥させて、剥離性樹脂層３３を形成して、剥離性樹脂
層３３／透明基材１１／ホログラム層１５／透明反射層１７／プライマ層／受容層２３の
層構成からなる転写材１０を得た。
・＜剥離性樹脂層組成物（簡易接着層タイプ）＞
　　アクリル系樹脂ラテックス（日本ゼオン（株）製、ＬＸ８７４）　　３０部
　　溶媒（水：イソプロピルアルコール＝１：１）　　　　　　　　　　７０部
（Ｓ２）支持体３１として厚さ３８μｍのＰＥＴフィルムを用い、該支持体３１の一方の
面へ下記レーザマーキング層組成物を、乾燥後の塗布量が２μｍになるように、ロールコ
ーターで塗工し１００℃で乾燥させて、レーザマーキング層３５を形成した。
・＜レーザマーキング層組成物＞
　　ウレタン樹脂　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００部
　　レーザマーク用マイカ（メルク社、発色剤商品名）　　　５部
　　溶媒（トルエン：マチルエチルケトン＝１：１）　　３００部
（Ｓ３）先に製造しておいた支持材３０のレーザマーキング層３５面と、転写材１０の剥
離性樹脂層３３面とを２液硬化型ウレタン系接着剤（接着剤層１９となる）を用いて、公
知のドライラミネーション法で積層し、４０℃で３日間放置して積層体とした。
（Ｓ４）レーザマカー部、打ち抜き部、ハーフカット部を有する機械を用いて、前記積層
体を間歇走行させながら、レーザマーキング層３５へ、ＹＡＧレーザー「キーエンス社製
ＭＤ―Ｈ９８００」を用いてレーザ光線で５ｍｍ×２０ｍｍの長方形のタイミングマーク
３７を描画した。該タイミングマーク３７は膨れや剥がれもなく、黒色で視認性も良好で
サンサーでも充分に読み取れる色濃度であった。
（Ｓ５）該タイミングマーク３７に引き続き、矩形状のカッター刃を取り付けた上型と下
型との切断方式の打ち抜き部で、パッチ２１の肩部分に１５ｍｍ×２０ｍｍの穴を孔け、
さらに、角丸の矩形状のカッター刃を取り付けた上型と台座とのプレス方式のハーフカッ
ト処理とカス取りを行えるハーフカット部で積層体のホログラム層１５／透明反射層１７
／プライマ層／受容層２３の層構成部分を５４ｍｍ×８５ｍｍで角丸形状（パッチ２１と
なる）にハーフカット処理を施し、カス取りして、パッチ２１が剥離性樹脂層３３面から
剥離可能に積層された連続巻取状の実施例１のパッチ中間転写記録媒体２０を得た。
【００６９】
　（実施例２）実施例１のパッチ中間転写記録媒体２０の受容層２３へ、タイミングマー
クセンサー部、６００ｄｐｉのカラーインクジェットプリンター部、転写部を有する機械
を用いて、タイミングマーク３７をセンサーで読み取り、読み取りに応じて位置合わせし
ながら、公知の水性インクジェット用インクで、オンデマンド方式で情報印字層１０３と
して氏名とカラー顔写真を印画した後に、被転写体１０１としてクレジットカード用で厚
さが０．７６ｍｍの４層ポリ塩化ビニル製のシート面へ、加熱ロール方式転写装置で転写
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し、支持基材３１／レーザマーキング層３５／接着剤層１９／離型層３３と共に剥離し容
易に徐去できて、実施例２の偽造防止媒体１００を得た。
【００７０】
　（評価）パッチ２１に対して、１枚毎に異なる個人情報などのインクジェット方式での
情報印字層１０３である画像も、パッチの所定位置へ位置精度よく、かつ正常に印画でき
ており、また、パッチ２１も被転写体１０１へ正確に位置精度よく転写できていた。この
ように、加工工程での熱や張力での伸縮の影響を既に終わり、層構成が出来上がったパッ
チ中間転写記録媒体２０へ、タイミングマーク３７を設け、該タイミングマーク３７に全
抜き、ハーフカット、情報印字層１０３のすべてが位置合わせされているので、それぞれ
の位置精度は極めてよかった。また、５０枚のカードを連続して操作したが、すべての位
置精度は極めて安定していた。かつ、従来のタイミングマーク３７は、支持基材３１へ予
めグラビア印刷などで設けていたので、後加工の工程での熱や張力による伸縮で、タイミ
ングマーク３７の間隔精度が低下したり、工程が多く高コストであった。本願発明のタイ
ミングマーク３７は、パッチ中間転写記録媒体２０の加工が終わり、完成したパッチ中間
転写記録媒体２０へ、レーザ照射してタイミングマーク３７を形成するために、後加工の
工程での熱や張力による伸縮の影響を受けず、また、低コストで製造ができた。
【００７１】
　実施例２の偽造防止媒体１００について、ＪＩＳ　Ｘ６３０１に準拠して、カードの耐
薬品浸漬性で評価した。５％食塩水、５％酢酸水、５％炭酸ナトリウム水溶液、１０％砂
糖水、５０％エチレングリコール、６０％エタノールの各薬品に、２４時間浸漬した後に
、画像を目視で観察した。評価は「◎印」は画像１０３にほとんど変化が認められず、「
○印」は著しい変化が認められず実用上支障なく合格とし、「×印」は画像１０３が歪ん
だり、欠けたり、喪失したりして、不合格とした。実施例２の偽造防止媒体１００は、す
べて「◎」であり、クレジットカード規格を満足していた。
【００７２】
　さらに、実施例２の偽造防止媒体１００を８０℃の雰囲気に２４０時間の暴露試験でも
層間及び／又は被貼着材からの剥離のない耐熱性を有していた。４０℃の温水に９６時間
の浸漬試験でも層間及び／又は被貼着材からの剥離のない耐温水性を有していた。シート
クリナーを用いて２０ｋＰａで加圧しながら常温で１００回の拭取り試験で著しい傷が付
かない耐摩擦性を有していた。低温（－４０℃）、高温（８０℃）及び高湿度（４０℃９
０％ＲＨ）の条件を８時間毎に１サイクル（１日）として５サイクル（５日）の冷熱サイ
クル試験でも著しい変形や剥離のない耐冷熱繰り返し性を有していた。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明のパッチ中間転写記録媒体の製造方法で製造された１実施例を示すパッチ
中間転写記録媒体の断面図である。
【図２】本発明のパッチ中間転写記録媒体の製造方法で製造されたパッチ中間転写記録媒
体を用いて転写した本発明の１実施例を示す偽造防止媒体の断面図である。
【図３】本発明のパッチ中間転写記録媒体の製造方法のステップを説明するためのの工程
図である。
【符号の説明】
【００７４】
　１０：転写材
　１１：基材
　１５：ホログラム層
　１７：反射層
　１９：接着剤層
　２０：パッチ中間転写記録媒体
　２１：パッチ
　２３：受容層



(17) JP 5304018 B2 2013.10.2

　３０：支持材
　３１：支持基材
　３３：剥離性樹脂層
　３５：レーザマーキング層
　３７：タイミングマーク
　１００：偽造防止媒体
　１０１：被転写体
　１０３：情報印字層

【図１】

【図２】

【図３】
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