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(57)【要約】
【課題】　偽造から保護されている光学部品として使用
され得る素子を提供すること。液晶層の配向性パターン
又はそこに保管した光学情報は、例えば、外部の偏光子
（5）によって、見えるようにすることが可能である。
【解決手段】　
　部品は、透明な材料（例えばガラス）でできている支
持体（1）を有する。この層（1）上に直線偏光子（2）
があり、その上に光学配向性ポリマー網（PPN）（=LPP
）の層（3）があり、これは、支持体をカバーする表面
を通して、局部的に変化する形態で配向される。該層（
3）は、架橋液晶モノマーの異方性層（4）に隣接する。
この層（4）は、配向性が下にある配向性層（3）により
定義される分子配列を有する。層（4）は、照射によっ
て、光の好適な波長に光架橋され、その結果、PPN層（3
）により定義される分子配向性が固定される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　偽造又は複製に対して保護するための素子であって、少なくとも２層を含む光学部品を
含み、一層が、コードされた光学情報を有する構成されたリターダー（３１，４１，７４
）であり、他層が円偏光子(３３、４２、４３、７３)であることを特徴とする素子。
【請求項２】
　検光子としての外部直線又は円偏光子が、光学部品を介して外部検光子に一時的に保存
することによって、コードされた情報を分析するための、前記光学部品の一部ではない、
請求項１に記載の素子。
【請求項３】
　前記リターダー（３１、４１、７４）が、光学遅れの構造によって構成されている、請
求項１又は２に記載の素子。
【請求項４】
　前記リターダー（３１、４１、７４）が、異なる光軸を含む少なくとも２領域を有する
ことによって構成されている、請求項１又は２に記載の素子。
【請求項５】
　リターダー（３１、４１、７４）が、架橋液晶モノマーを含む異方性層を有する、請求
項１～４のいずれか１項に記載の素子。
【請求項６】
　２つの円偏光子（４２、４３）の一方が他方の上に配列され、一方が左に旋回し、もう
一方が右に旋回する、請求項１～５のいずれか１項に記載の素子。
【請求項７】
　円偏光子（３３、７３）として、コレステリック層が使用される、請求項１～５のいず
れか１項に記載の素子。
【請求項８】
　円偏光子（４２、４３）として、コレステリック層が使用される、請求項６に記載の素
子。
【請求項９】
　一方が左に旋回し、もう一方が右に旋回する、２つのコレステリック層が、異なる波長
領域中に存在する極大値を有する反射バンドを有する、請求項８に記載の素子。
【請求項１０】
　直線偏光子を更に有する、請求項７に記載の素子。
【請求項１１】
　直線偏光子を更に有する、請求項８に記載の素子。
【請求項１２】
　前記光学部品と前記外部直線又は外部円偏光子とが、同一支持体上に配置されている、
請求項１～１１のいずれかに記載の素子。
【請求項１３】
　液晶分子によって形成される光学異方性層を含む光学部品であって、該光学異方性層が
蛍光分子を含むことを特徴とする光学部品。
【請求項１４】
　前記光学異方性層が、異なる光軸の少なくとも２つの領域を有する請求項１３に記載の
光学部品。
【請求項１５】
　偽造又は複製に対して保護するための素子であって、液晶分子によって形成される光学
異方性層を含む光学部品を含有し、該光学異方性層が蛍光分子を含むことを特徴とする素
子。
【請求項１６】
　複屈折の液晶層を含み、当該層が、異なる光軸方向の少なくとも２つの層を有し、前記
個々の領域中の液晶層の光学遅れが、観測角度の違いに依存する、光学部品。
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【請求項１７】
　偏光子を通して観測した素子の色が局所的に異なる、請求項１６に記載の光学部品。
【請求項１８】
　前記複屈折の液晶層が２軸である、請求項１６又は１７に記載の光学部品。
【請求項１９】
　請求項１６～１８のいずれかに記載の光学部品を含む、偽造又は複製に対して保護する
ための素子。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の素子を分析する方法であって、前記素子平面の垂直に対して斜めの
少なくとも１つの方向から観測することを含む方法。
【請求項２１】
　支持体上に配置され、異なる光軸方向を含む少なくとも２つの領域を有する光学異方性
層を含み、当該支持体が、反射偏光子である、偽造又は複製に対して保護するための素子
。
【請求項２２】
　リターダー（４、１１ｂ、１２ｂ、２１ｂ、２２ｂ、２３ｂ、５１、７４）を含む、偽
造又は複製に対して保護するための素子であって、該リターダーは、異なる光軸を含む少
なくとも２領域を有し、架橋液晶モノマーを含む異方性層を含み、支持体（１、８）上に
配置されており、該支持体は、全情報量の一部をコードし、前記リターダーは、全情報量
の他の一部をコードし、該情報量は、外部偏光子（５、１４、２７、２８、３５、４５）
を使用して分析され得ることを特徴とする素子。
【請求項２３】
　リターダー（４、１１ｂ、１２ｂ、２１ｂ、２２ｂ、２３ｂ、５１、７４）及び外部直
線偏光子（５、１４、２７、２８、３５、４５）を含む、偽造又は複製に対して保護する
ための素子であって、前記リターダーは、異なる光軸を含む少なくとも２領域を有し、架
橋液晶モノマーを含む異方性層を含み、前記外部直線偏光子が構成され、前記架橋液晶モ
ノマーを含む異方性層と前記外部偏光子とが共にそれぞれ全情報量の一部をコードするこ
とを特徴とする素子。
【請求項２４】
　請求項１５，１９、２１、２２又は２３に記載の素子、及び検光子を含む偽造又は複製
に対して保護するための装置であって、前記検光子及び素子が同一支持体上に配置される
ことを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光学異方性層を含む光学部品であって、当該光学異方性層が、異なる分子配置
を有する少なくとも2つの領域を有するものに関する。この異方性層は、例えば、架橋液
晶モノマーにより形成されるリターダー層であってもよい。
　本発明の素子は、特に偽造及び複製に対して保護する分野で使用される。
【背景技術】
【０００２】
　銀行券、クレジットカード、保証、身分証明書などの偽造に対する保護における要求は
、高品質の複製技術が利用できるために、絶えず増大している。さらに、低い賃金国にお
いては、ブランド製品の模造品及び著作権で保護された製品の複製品、例えばコンパクト
ディスク、コンピュータソフトウェア、エレクトロニクスチップ等が、世界的に生産され
かつ輸出されている。偽造の数が増大するため、偽造に対して保護され、及び視覚的にか
つ機械により確認され得る新規素子が大いに必要である。
【０００３】
　銀行券、クレジットカード等の複製保護する分野において、すでにかなりの数の認証素
子がある。保護されるべき文書の価値により、非常に単純な素子又は比較的高度で複雑な



(4) JP 2008-242466 A 2008.10.9

10

20

30

40

50

素子が使用される。いくつかの国には、写真複写において、黒になる金属片を含む銀行券
を提供する国もある。これは、銀行券が複製されるのを防止するにもかかわらず、このタ
イプの素子は模倣するのが非常に簡単である。これとは対照的に、さらにより複雑な認証
素子、例えばホログラム及びシネグラムがある。このタイプの認証素子は、回折格子によ
る光の回折に基づいて、異なる観測角度で観測してこれらの認証素子の真偽を検証するこ
とを要する。これらの回折された素子は、観測の角度に依存し、所定の基準又は規則を基
礎として検査されなければならないような、三次元のイメージ、色変動又は運動学的な効
果を生じる。この技術を使用してコードした情報、例えばイメージ又は数を読み込むため
に機械を使用することは、実際的には不可能である。さらに、これらの素子の情報量は、
非常に制限され、かつ、光学専門家だけが、明確に偽造とオリジナルとを区別できる。
　結論として、回折光学効果は、時が経てばさらに保証の分野の外側、特に、消費者物品
（例えば包装紙、おもちゃ等）に使用され、かつそのような素子の生産方法は、時が経て
ば多くの人々に公知になり、それに対応して模倣が簡単になるような事実を無視するべき
ではない。
【０００４】
　上述の回折素子よりさらに、他の素子が、最適複製保護に好適な素子として知られてい
る。他の素子には、光学部品を含み、これは、例えばEP-A 689'084又はEP-A 689'065に開
示されているように、換言すれば、異方性液晶層を有する部品であり、当該液晶層は、分
子配向性の局所的構造を有する。
　これらの部品は、配向性層及びこれと接触する層から成り、かつお互いに架橋した液晶
モノマーから成るハイブリッド層状構造に基づく。この場合、配向性層は光学配向性ポリ
マー網（PPN）からなり、これは他の文献で使用されるLPPと同義であり、方向付けられた
状態において、所定の配列によって、交互の配向領域を構成する。液晶層状構造が産生す
る間に、液晶モノマーは、PPN層との相互作用を介して帯状に配向される。特に、この配
向性は、光軸の方向の空間依存性の変化によって特徴づけられ、次の架橋段階で固定され
、その後、架橋され、光学的に構成された(structured)液晶（液晶ポリマー用LCP）で、
あらかじめ設立された配向パターンを有するものが形成される。付加的な補助なき観測の
下では、液晶モノマーが架橋される前に液晶に書き込まれた情報及び配向性パターンそれ
自身は、最初は目に見えない。これらの層は、透明な外観を有する。層が存在する支持体
が、光を透過する場合、書かれたLCP配向性パターン又は情報は、光学素子が２つの偏光
子の間に置かれることによって、見えるようになる。複屈折の液晶層が反射層に置かれる
場合、パターン又は対応する情報は、素子の上に保持される単一の偏光子だけを使用して
見えるようになり得る。LCP認証素子は、情報を、実質的な制限なく、テキスト、イメー
ジ、写真及びその組合せの形で保管することを可能にする。従来技術の認証素子と比較す
ると、LCP素子は、セキュリティ機構の確実性が、素人によってさえ検証され得ることに
おいて区別される。これは、まず、複雑な色変化又は運動学的な効果を認識する方法を学
習する必要がないからである。LCP認証素子が非常に単純で、確実でかつ読みとりが速い
ので、機械読みとり可能な情報と視覚情報とを、同一認証素子で組合せることができる。
【０００５】
【特許文献１】欧州特許公開第689084号
【特許文献２】欧州特許公開第689065号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　同様にすでに、公知にされているように、LCP認証素子の複雑さは、LCP層の光軸を層平
面に対して一様に、あるいは局所的に変動して傾けることによって、更に増大され得る。
これは、PPN層を表面上の傾斜角度を局部的に変化して生産することによる公知の方法に
よってなされ得る。これは、更に傾き効果を提供する。すなわち、複屈折層中に含まれる
情報は、正又は負のコントラストを、観測の角度によって見せる。本発明の目的は、上記
タイプの、更に可能性ある層状構造を、光学素子、電気光学素子、特に、複製保護素子に
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対して提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明において、これは物理的パラメーター及び架橋液晶層の配置が変化し、及び／又
は異なる層、及び各光学的性質の異なる種々の支持体が、結合されることにより達成され
る。使用される層が一般に透明であるので、これは、すでに公知の、常に見える認証素子
（例えば水位標、ホログラム又はシネグラム）に成功裡に適用され得る。その後、液晶層
のリターダーパターンは、常に見える認証素子に加えて、直線(linear)の偏光子を使用す
る観測によって見られ得る。EPA 689'084中に記載された透過性複屈折層を使用する場合
、それは、1つの偏光子を素子の両側に配置して、保存した情報を読み、又は見えるよう
にすることが必要である。
身分証明書等の速いチェックは、この場合、認証素子の上下にある２つの偏光子の複雑な
位置調節のために困難になる。この不利益は、本発明に従い、少なくとも一つの偏光層を
層状構造中に付加的に一体化することによって除去され得る。例えば、偏光層が複屈折層
の下にある場合、１つの外部の偏光シートは、素子の上に保持されているが、保存された
光学情報を見えるようにするのに十分である。
　認証素子中に組み込まれる偏光層は、EPA 689'084に従い、二色性のLCP層として設計さ
れ得る。偏光シートを、これに適用されるPPN用及びLCP層用の支持体として使用すること
も可能である。
【０００８】
　反射体が存在する場合、この反射体は本発明に従って省略されてもよいが、偏光子シー
トは、入ってくる光のための偏光子及び、必ずしも望ましくないような出ていく光のため
の検光子であってもよい。
　EPA 689'084に記載されている認証素子の更なる不利な点は、偏光子を支持体の下に配
置する場合、支持体を通過する光の偏光状態は、影響を受け得ることである。例えば、生
産される方法によってそれ自身複屈折するような安価なポリマー支持体が使用されると、
これら支持体の複屈折は、製造のランダムな結果であり、あちこちで変化するので、LCP
層の複屈折は、極端な場合には相殺されて、その結果、 認証素子の情報をもはや読み込
めなくなる。さらに、強く散乱する材料、例えば紙を支持体として使用することは、除外
される。これは、偏光がこの材料によって直ちに偏光をなくし、その結果、通過しかつ第
2偏光子を使用して分析される光の偏光状態が未確認になり、コードした情報を持ち去ら
れなくなるからである。
【０００９】
　しかしながら、組み込まれた偏光子が、本発明に従って提案されるように、支持体とLC
P層との間に位置する場合、支持体は、LCP層を通過する光の偏光状態に、影響を及ぼさな
い。その結果、一方では、安価なポリマー支持体、つまり生産される方法によってはそれ
自身複屈折する支持体を使用することができ、他方では、支持体は、透明であることを要
しない。従って、この場合、散乱する支持体材料には、例えば紙等が適している。
　種々の製品、例えば絵、文書、写真、コンパクトディスク、半導体チップが、あるが、
ここにおいて、認証素子は、見える必要はない。これは、当該素子が、製品の全体的外観
を悪くするか又は潜在的な製品偽造者の注意を認証素子に引きつけるからである。この場
合おいて、本発明は、配向性蛍光染料を、透過性の構成された(structured)LCP層中に取
り入れることを提案する。
【００１０】
　液晶認証素子のために使用されてもよい更なる光学効果がある。その例としては、コレ
ステリックフィルターにより生じる効果が挙げられる。このフィルターの公知の特徴は、
このフィルターが、円偏光と共に、物理パラメーターによる波長領域中の可視光スペクト
ルの画分を屈折させる一方で、反射されてない光が透過されることである（Schadt M., F
unfschilling J., Jpn. J. Appl. Phys., 29 (1990年) 1974頁を参照）。この効果は、透
過光及び反射光が異なる色を有するということである。これが視覚効果を生じるためには
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、選択的な反射の波長領域が可視光領域中に存在することが必要である。情報を機械で読
み込む用途のため、屈折バンドが可視の波長領域の外側に存在することも、もちろん可能
である。
　光学素子の異なるタイプは、認証素子として複製保護の分野で同様に使用され得、直線
偏光子とコレステリックフィルターとの組合せに基づく。このタイプの配置は、（さらに
、以下に説明するが）異なる色を生じることを可能にし、特に、第2の直線偏光子を、第
１偏光子から見てコレステリックフィルターの反対側に配置して使用することによって可
能にした。
【００１１】
　最後に、最初に記載した傾き効果を、既に公知のものとは異なる方法で生じさせてもよ
い。本発明によって、その傾き効果がより明白であり、かつ生産が技術的な見解からより
単純であるような、認証素子を生産することが可能である。特にこれは、素子の少なくと
も一つの複屈折LCP層が、効果的な複屈折が、観測の角度に依存するという方法で構成さ
れることにより、達成される。この場合、光軸が層の平面中に存在してもよい。すなわち
、定義した方法の平面の範囲外に光軸を傾ける余計な負担を負う必要はない。
　本発明により、少なくとも２層を含み、リターダー及び偏光子によって特徴づけられ、
該リターダーは、異なる光軸を含む少なくとも2つの領域を有するような光学素子が提供
される。好ましくは、リターダーは、架橋液晶モノマーを含む異方性層を含む。リターダ
ーは、配向性層に配置されてもよく、配向性層は、偏光子と接触してもよい。配向性層は
、好ましくは光学配向性ポリマー網（PPN）を含む。偏光子は、支持体に配置されてもよ
い。任意に、第2の偏光子を、液晶層の上に配置し、及び更なる配向性層及び更なる液晶
層を、第2偏光子の上に配置して、第2液晶層を構成してもよい。更なる偏光子を、第2液
晶層の上に配置してもよく、及び第３配向性層及び第３液晶層を、この更なる偏光子の上
に配置して、第３液晶層を構成してもよい。偽造及び／又は複製に対する保護のための素
子は、上述の光学素子、及び外部の直線若しくは円偏光子、当該外部の偏光子を使用して
分析され得る情報をコードする液晶層を有してもよい。そのような素子は、少なくとも2
つの液晶層が、それぞれ部分的な情報量をコードして、一緒に全情報量を形成することを
特徴としてもよい。この素子において、液晶層は、リターダーとして設計されてもよく、
及び好ましくは、全情報量の一部をコードすることを特徴とする支持体に配置される。好
ましくは、外部の直線偏光子が構成されて、液晶層及び外部の偏光子の双方が、それぞれ
全情報量の一部をコードする。
【００１２】
　光学素子は、少なくとも一つの円偏光子によって特徴づけられ、又は好ましくは一方が
他方の上に配置された２つの円偏光子であって、一方が左に旋回するときに他方が右に旋
回するものによって特徴づけられる。偽造及び／又は複製に対する保護のための素子は、
この種の光学素子及び外部の直線又は円偏光子をコードした情報を分析するために含んで
もよい。
　本発明は、さらに液晶分子により形成される光学異方性層を含む光学素子であって、該
光学異方性層は蛍光分子を含み、及び好ましくは少なくとも異なる光軸を含む領域を有す
る光学素子を提供する。本発明は、この種の光学素子を含む、偽造及び／又は複製に対す
る保護のための素子を示す。
【００１３】
　本発明は、さらに、少なくとも２層を含む光学部品であって、コレステリック層及び直
線偏光子によって、及び好ましくは異なる光軸を含む領域を有してもよい光学異方性層に
よって特徴づけられる、当該光学部品を提供する。光学異方性層は、架橋液晶分子で形成
されてもよい。コレステリック層及び光学異方性層は、好ましくは直線偏光子と同じ側に
あり、直線偏光子はコレステリック層と接触してもよい。直線偏光子は、支持体に配置さ
れてもよく、コレステリック層は、直線偏光子と接触し、及び配向性層は、コレステリッ
ク層上に置かれてもよく、及び架橋液晶モノマーの光学異方性層は、配向性層上に置かれ
てもよく、液晶（光学異方性）層は、異なる分子配向性を含む領域を形成する。偽造及び
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／又は複製に対する保護のための素子は、このような光学部品及び外部の直線偏光子を、
液晶層及び／又はコレステリック層にコードした情報を分析するために有する。
　本発明はさらに、光学部品であって、少なくとも異なる光軸を含む2つの領域を有する
複屈折液晶層を含み、個々の領域中の液晶層の光学遅れが、観測角度の違いに依存するこ
とを特徴とする光学部品を提供する。この部品は、偏光子を通して観測した素子の色が局
部的に相違し、二軸、好ましくは複屈折層が二軸であってもよいような方法により設計さ
れてもよい。偽造及び／又は複製に対する保護のための素子は、このような光学部品を有
してもよい。本発明の、偽造及び／又は複製に対する保護のための更なる素子は、異なる
偏光方向を有する少なくとも2つの領域を有する偏光子層を含む。
【００１４】
　更なるそのような素子は、支持体に配置され、及び異なる光軸を有する少なくとも2つ
の領域を有する光学異方性層を含み、当該支持体は反射偏光子である。
　本発明は、さらに偽造及び／又は複製に対する保護のための装置であって、上述した全
てのタイプの素子及び検光子が、同じ支持体、例えば証明書又は銀行券上に配置されるも
のを提供する。
　これらのいくつかは、しばしば偏光した光の形態にある、目に見えない真偽の証明を有
する文書として考えてもよい。そのような文書は、反射層を欠くが、下からの照明を使用
して（文書をビューアーに透過して）確証できてもよい(authenticable)。そのような文
書は、組み込まれた偏光子を都合よく欠いてもよい。
【００１５】
　本発明の例示の実施例は、ここで添付の図面を参照して後述する。単純化された略図に
おいて、
　図1は、偏光子、PPN層及びLCP層、並びに結合した検光子からなる光学部品の層状構造
を示す。
　図2は、図1中の部品のLCP構造を示す。
　図3は、図1に特徴づけられるタイプの素子を有する折り畳み可能な文書を示す。
　図4は、図１の構造とは別の方法で構成され、付加的なPPN層及びLCP層を有し、及び光
が進行する方向で層状構造の後ろに配置した検光子を有する層状構造を示す。
　図5は、図１の構造とは別の方法で構成され、付加的なPPN層及びLCP層を有し、及び光
が進行する方向で層状構造の後ろに配置した検光子を有する層状構造を示す。
　図6は、図１の構造とは別の方法で構成され、2つの付加的なPPN層及びLCP層、及び反対
側の2つの外部の偏光子を有する層状構造物を示す。
　図7a及び7bは、局部的に異なる配向性及びコレステリックフィルターを有し、光が進行
する方向で素子の後ろに配置した偏光子を有するLCP素子を示す。
　図8a及び8bは、図7に示されるタイプであるが、光が進行する方向で素子の前に配置し
た偏光子を有する層状構造を示す。
　図9a及び9bは、図７に示されるタイプであるが、付加的なコレステリックフィルターを
有する層状構造を示す。図10a及び10bは、図7に示されるタイプであるが、コレステリッ
クフィルターと偏光子とを交換した層状構造を示す。
　図11は、コレステリックフィルター、第１直線偏光子、及び結合した検光子からなる2
つの層認証素子を示す。
　図12は、図11の層状構造であるが、付加的なリターダー層を有するものを示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明の最初に例示の実施例の層状構造による図１に表される模式的な切片は、透明材
料（例えばガラス）又は散乱材料（例えば紙）でできている支持体１を示す。支持体上に
は直線偏光子２があり、この上に、光学配向性ポリマー網（PPN）の層３があり、層３の
配向性は、支持体上の層３表面にわたって局部的に変化する(例えば、イメージ方法(imag
ewise))。これに好適である材料の実施例は、ケイ皮酸誘導体を含み、例えばEP-A 525478
又はUS-A 5389698に記載されている。これらの材料は、配向され、かつ直線偏光ＵＶ光に
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選択的に照射することによって、同時に架橋される。
　架橋液晶モノマーの異方性層４は、層３に隣接する。このLCP層４は、この場合、配向
性が基底層2の配向性によってあらかじめ決められている分子配列からなる。好適な波長
の光を使用することによって、LCP層４は光学架橋され、それによって、PPN層３により定
義される分子配向性は、固定される。外部の偏光子５を使用することによって、配向性パ
ターン又は保管された光学情報（すなわちイメージ）は、目的の光が、下から矢印６の方
向で全体として７と示した素子を通過し、かつ偏光子５（この場合、検光子として働く）
を、素子７の上に保持することによって、目に見えるようにすることができる。
【００１７】
　図２は、LCP層４の隣接する局部的構造領域の光軸の好ましい相互配向性を示す。最大
のコントラストを生じるために、隣接領域の光軸が45°の角度をなす。
　図３は変形を示し、これは、そのようなLCP保証アイテムの立証を単純化するための本
発明に従う。この場合、第２（外部）偏光子５は、光透過性で可撓性の支持体８、例えば
文書又は銀行券に取り付けられる。これは、銀行券８を折るか又は曲げることによって、
偏光子5を同じ銀行券上の他の場所で取り付けられた素子７の上に配置するような方法に
よってなされてもよく、その結果、保管されたLCPイメージは、偏光子５を通して見られ
るようになり得る。このような方法で、保管された認証素子を認識するために必要な両方
の偏光子は、同じ支持体に存在するために、外部の偏光子を有する必要がないので、情報
を分析するための更なる補助を要しない。
　もちろん、第2偏光子５は、それ自身で順番にLCP層を持つ(bear)層状構造の一部を再び
形成してもよい。一方、2つのLCP層状構造は、１つの支持体上に同時に存在し、個々のパ
ターンとして（それぞれの場合において外部の偏光子を使用して）お互いから別々に見え
るようにしてもよい情報量を有する。他方、２つのLCP層の光学異方性も、支持体を曲げ
てお互い結合させることができれば、２つの偏光子を通して見ることができる。この場合
、第３のパターンが、2つのそれぞれのパターンと相違して生じる。
【００１８】
　複雑さ、意外さ(surprise)及び光学品質と光学情報量が、本発明によって、全て向上さ
れる。これは、偏光層を挟んでいる2つの情報伝達性LCP層の層状構造を作ることによる。
第2外部偏光子が、その後層状構造の上又は下のいずれに配置されるかによって、1又は他
の情報量が見られる。対応する素子の層配列は、図式的に図4及び5に表される。この場合
、2つのPPN層及びLCP層は、それぞれ一緒に一組を形成して、それぞれ11a及び11b又は12a
及び12bで示され、かつ2組の間に配置した偏光子層は、13で示される。検光子として働く
外部の偏光子は、14a又は14bで示され、及び光の方向は15で示される。
　しかしながら、1つの外部の偏光子、抽象的には14a及び14b（図示せず）が、両方とも
配置される場合、両方の情報量は、同時に見られる。一方又は両方の外部の偏光子が90度
まで旋回される場合、情報量は、それぞれお互いに逆転、即ち、ネガティブに表される。
例えば、イメージは2つのLCP層のうちの一方に保管され、及び対応する原文の情報は他方
に書かれ得る。偏光子の配列を選ぶことによって、それは、イメージのみ、又はテキスト
のみ見えるようにでき、あるいは、同時に見えるようにできる。
【００１９】
　図1～5に関する上述した実施例と類似して、PPN及びLCP層の数を、更に増やすことがで
きる。３層状構造を有する素子29の場合（図6）、層21a/21b、22a/22b及び23a/23bは、2
枚の交差した偏光子層24及び25によって、お互いに分離される。この層状構造において、
2つの偏光子24及び25との間に配置した中心LCP層22bは、EPA 689'084中に開示される方法
により生産され得る。光26を層の平面に対して正しい角度で入射すると、中心層22bの情
報は、この場合、常に見える。一方で、上又は下のLCP層23及び21b中の情報は、上述した
ように、外部の偏光子27又は28を素子29の上又は下に配置することによって、見えるよう
になり得る。偏光子27及び偏光子28が同時に素子29の両側に適用されると、全３つのLCP
層中の情報は、同時に見えるようになり得る。このような方法で、例えば、一つのイメー
ジは壊され及び3つのLCP層21b、22b及び23bの間に配置され得る。１つ又は２つの外部偏
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光子を配置することのみによって、イメージの個々の部分が再び結合されて、もとのイメ
ージを形成する。
　しかしながら、中心LCP層中の情報は、局部的に変化する傾斜角度によって、コードさ
れ、又は後述するタイプの傾き効果、すなわち、例えば、空間的に変化する層の平面に対
する光軸の方向によってもコードされ得る。この結果、中間に存在する偏光層を有する3
つのLCP層からなる層システムの場合、中心イメージの情報は、層を直角で見る限り、最
初に見ることはできない。中心層の情報が見えるようになるのは、斜めの角度で観測した
ときだけである。光軸に対して異なる傾き方向を有する領域の複屈折が異なるためである
。１又は２つの外部の偏光子を使用することによって、より低い及び／又は高い方の層の
情報量は、中心層の情報と同時に見ることができる。
【００２０】
　複雑さは、それぞれ他から偏光層により分離される更なるLCP層によって向上され得る
。従って、各々のLCP層中の情報は、別々に保管され得る。例えば平面並びに平面の外に
おける光軸の方向の局所的変動を通して保管され得る。その結果、個々の層中の情報量は
、観測の角度及び外部偏光子の配列によって、互いに独立に見られ得る。
　直線に偏光する層は、さらに二色性染料分子を含むLCP層を使用して生成され得る。二
色性分子は、そのような層中において、LCP分子の局所的配向性によって配向し、その結
果、光が、層中において、局部的に直線に偏光される。すなわち二色性染料分子の配向性
に従って偏光される。ドープしたLCP層を構成することによって、局部的に異なる偏光方
向を有する偏光層を生じることが可能である。2つの偏光子間の複屈折層の輝度及び／又
は色彩は、リターダー層の光軸の方向、並びに2つの偏光子の伝送方向に依存し、リター
ダーパターンを視覚化するために必要な偏光子の一方(又は両方)を、それ自身で構成する
ことができ、それによって、情報が運ばれる。リターダーと偏光子中のこのパターンは、
それによりお互いにマッチし得る。従って、情報のある部分をLCP層中に置き、かつ他の
部分を偏光層中に置くことが可能である。従って、全情報量は、構成されたリターダー層
とマッチする偏光子を提供される人によってのみ、解読され得る。反射体が構成されたリ
ターダー層の下にある場合、リターダー層の下の第2の（任意に構成されていない）偏光
子は、もはや情報を読み込むためには要求されない。しかしながら、情報量の一部が検光
子中に置かれるように、情報の一部が、すでに支持体上に永久に存在してもよい。このよ
うな方法で、例えば、写真は、支持体上で永久に見ることができる部分に分解され、及び
リターダー層に置かれて偏光子が使用されない限り見ることができないような、最初の目
に見えない部分に分解され得る。反射体上のLCPパターンの場合、更なる変形は、反射体
自体で構成され得る。偏光子を通した観測において、構成されたリターダー層中に保管さ
れる付加的な情報は、その後反射する領域の内側に示される。
【００２１】
　すでに、最初に言及したように、種々の製品、例えば絵、文書、写真、コンパクトディ
スク及び半導体チップがあり、これらの認証素子は、見えることを目的としない。透明な
構成されたリターダー層はこの条件を満たすが、この層が含む情報を視覚化するために、
偏光子はリターダー層の前後に置かれる。これは、支持体が光の偏光状態を変えなければ
それだけで可能である。これとは対照的に、構成されたリターダーに基づく反射素子の場
合、反射体となることが必要であり、これは、概して、リターダー層の下に、常に見られ
得る。
　このタイプの場合、更なる目的は、検索可能な情報を運ぶにもかかわらず、通常の条件
の下では見られ得ない認証素子を提供するである。本発明によって、配向性蛍光染料は、
異方性に蛍光を発し又は（及び）光を異方性に吸収し、かつＵＶ領域の吸収バンドを有す
るものであって、構成されたLCP層中に取り入れられることが達成される。蛍光分子が、
偏光されたＵＶ光にさらすよりも好適に選択される場合、遷移モーメントが励起ＵＶ光の
偏光方向と平行である当該分子は、好ましくは励起している。蛍光分子が帯状にLCP配向
性によって、お互い帯状に垂直であるLCP層において、配向性がＵＶ光の偏光方向と平行
であるその領域だけは、その結果、蛍光を発し、ＵＶ励起がないために見えない層に保管
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された情報を見ることが可能になる。
【００２２】
　代替物として、ドープされたLCP層が、さらに等方性の光で励起されてもよい。蛍光分
子が好適に選ばれる場合、その蛍光分子は、偏光を有する蛍光を放射し、その偏光の方向
は、分子の配向性により測定される。偏光子を使用することによって、蛍光の異なる偏光
を有する領域を区別することが可能であり、及び、これにより、層中に存在する情報を見
ることができるようになる。
　図7～10は、少なくとも一つのコレステリックフィルターを有する光学素子であって、
これは、すでに最初に言及したように、認証素子のために架橋液晶分子を有する認証素子
に使用され得るものを示す。
　この素子カテゴリーの第１例示の実施例（図7a及び7b）において、光学遅れ又は経路差
がλ/4である構成されたLCPリターダー層31が使用され、及び情報は、光軸がお互いに垂
直である領域によりコードされる。選択的な反射波長λRが可視光領域中に存在するコレ
ステリックフィルター33が、この構成されたリターダー層31の下、又はそのPPN配向性層3
2の下に置かれる場合、矢印34の方向に下からコレステリックフィルターを通り抜ける光
は、選択的なバンドの領域において最初に円形に偏光するだろう。構成されたリターダー
層31を通過すると、円偏光は、その後、λR/4の光学遅れのために直線偏光に変換される
。図7b中に表されるように、方向が異なる領域の光軸が、お互いに垂直なので、対応する
領域を通過した後の直線偏光の偏光方向は、互いに相対的に90°まで旋回される。直線偏
光子35が、透過角度β= 45°（リターダー層31の相互に垂直な光軸の方向に対して測定）
を有する場合において、この配列の上に保持する場合、着色した及び色のない領域が、見
られるだろう。偏光35が90°まで旋回される場合、当該領域の光学性質は入れ替わるだろ
う。
【００２３】
　他方、光が、フィルタ33、PPN層32及びリターダー層31からなる配列を通して素子の中
に入れられないが、 上から直線偏光子を通して入射する場合(図８に示す）、書かれたパ
ターンは、反射光に相補的な色彩に見えるだろう。このような方法で、高情報含有量と認
証素子を生産することが可能であり、情報は、送信され又は反映された光が観測されるか
どうかに従って、相補的な色として現れる。
　円偏光子及び直線偏光子の両方は、層状構造の一部を形成してもよく、この場合、当該
偏光子は永久に存在する。しかしながら、当該偏光子が層の上下に配置されてもよいのは
情報が読み込まれる場合だけである。円偏光子層は、例えば、厚さたった数マイクロメー
トルのキラルLCP材料層から形成されてもよい。
　図9aに表した素子は、図7の素子と同様の設計を有し、及び、約λ/4の光学遅れを有す
る構成されたリターダー層41を有する。この場合においても、図9bに示すように、情報は
、相互に垂直な光軸を有する領域によって、コードされる。しかしながら、この例示の実
施例において、それぞれ、1つが左旋回し及びもう１つが右旋回しているコレステリック
フィルター42及び43は、リターダー層41属するPPN層44の下に連続して配置される。2つの
フィルター42及び43の選択された反射バンドの極大値は、異なる波長領域中に存在する。
直線偏光子45が構成されたリターダ層の上に再び保持されると、相互に垂直な光軸を有す
る領域は、異なる色彩をあらわす。偏光子又はリターダー層が90°まで旋回されると、領
域の色彩は入れ替わる。
【００２４】
　このカテゴリーにおける最終的な更なる素子は、図10a及び10bにより示される。このケ
ースにおいても、構成されたλ/4のリターダー層51が使用され、情報は、相互に垂直な光
学的軸を有する領域によってコードされる。図７の実施例とは対照的に、直線偏光子52及
びコレステリックフィルター53は、この場合入れ替わる。下から矢印54の方向に入射する
光は、直線偏光子52によって、均一な直線偏光をまず受け、及び構成されたリターダー層
51を通過すると、光軸の方向に従って、左または右に円形に偏向されるようになるだろう
。円偏光子として作用するコレステリックフィルター53が保持される場合、左または右の
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どちらの円偏光でも透過され、円偏光子の旋回の方向に従い、及び、旋回の反対の方向を
有する光は反射されるだろう。リターダー層51に書かれ、異なる光軸方向によってコード
されたパターンは、 輝く着色領域のパターンとして現れる。
　この特例において、円偏光子53が第2直線偏光子と交換される場合、パターンを見るこ
とはできない。これは、リターダ層51の領域を通過した後の光の偏光状態は、右又は左に
円形に向されるからである。
【００２５】
　実際、光軸が相互に垂直であるリターダー領域を、直線偏光子を使用して区別できず、
LCP層に異なる情報量を書く可能性を広げ(open up)、互いに独立して異なる補助を使用し
て読み込まれることが可能でなる。例えば、第１情報は、図10に例示の実施例で説明した
ように、相互に垂直な光軸を有する領域を使用してコードし得る。第2の情報は、光軸が4
5°の角度であり、前記第１領域中の相互に垂直な軸を有する領域を使用してコードする
。図10に例示の実施例で説明したように、直線偏光子がリターダー層の下に置かれ、及び
当該層がそれを通して照らされる場合、第２の情報は、直線偏光子、PPN層及びLCP層によ
り形成される素子の上に保持される第2直線偏光子を使用する場合にのみ見られる。これ
に対し、第１情報は通常の観測角度で見られるが、これは、（すでに、説明されるように
）直線偏光子の代わりに円偏光子がリターダー層の上に保持される場合だけであり、この
場合、第2の情報も、減少した強度で見られ得る。認証素子において、例えば、構成され
たリターダー層の下に常に組み込まれる偏光層を有することが可能となり、その結果、当
該素子の確実性を検証するためには、直線偏光子及び円偏光子を連続的に前記素子の上に
保持して、前記異なる情報量を見ることで十分である。
【００２６】
　最後に、少なくとも一つのコレステリックフィルターが使用される場合、リターダー構
成を視覚化するために、いかなる直線偏光子も使用できないが、円偏光子を使用すること
だけはさらに可能性がある点について示す。情報は、このために、リターダー層の光学遅
れを構成することにより記録され、光軸が、当該層の平面の全体にわたって同じ方向を有
することが可能である。このタイプのリターダー層が、選択的反射バンドが重なる2つの
コレステリックフィルターの間に置かれるならば、書かれた情報は、目で見ること又は読
み出すことができる。
　すでに、最初に言及したように、光学認証素子を開発する更なる可能性がある。当該光
学認証素子は、コレステリックフィルター及び2つの直線偏光子によって、本質的に形成
される。
【００２７】
　これが、直線偏光子とコレステリックフィルターとを結合することによって、異なる色
彩を生じることを可能にする理由である。第2直線偏光子が（検光子として使用）、第１
偏光子からコレステリックフィルターの反対側に配置される。
　最も単純な場合において、この効果を使用する認証素子は、1つのコレステリック層の
みからなる。認証素子に有用な光学効果を生じるために、必要に応じて、コレステリック
層の上又は下に保持される2つの直線偏光子を有することを要する。この単純な場合にお
いて、コレステリック層は、透明な支持体（例えばガラス）にのみ適用されてもよい。し
かしながら、認証素子が、拡散性の偏光をなくす支持体(diffuse depolarizing substrat
e)に適用される場合、第１偏光子を、常に認証素子中に組み込んでもよい。このタイプの
認証素子は、図11に表される。この素子は、コレステリック層61と支持体62及び、該層61
と該支持体62との間に配置した第１偏光子63から成る。第2の直線偏光子は、保管された
情報を観測するために要求され、64で示され、必要であれば、前記素子の上に保持される
べきである。
【００２８】
　矢印65の方向に、コレステリックフィルター61中の直線偏光子63を通過する光の色彩は
、コレステリックフィルター61の選択的反射の波長によって、最初に測定される。外部の
直線偏光子64がコレステリック層の上に保持される場合に、偏光子64が旋回されると、色
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彩は変化する。例えば、色彩の緑を反射するコレステリックフィルター61が使用される場
合、まず赤紫が透過中に現れる。逆に、層が第2偏光子64により観測される場合、この偏
光子の旋回によって、黄色、緑、赤又は青の色彩が見られる。
　経路差、例えばλ/2を有する単軸の光学遅れ層は、その後、コレステリックフィルター
61と第2偏光子64との間に置かれ、偏光子64の所定の位置に対して、色彩は、遅れ層を旋
回することによって変化する。反射波長及びコレステリックフィルターに対するバンド幅
の好適な選択を通じて、及び遅れ層の光路差及び光軸の方向の好適な選択を通じて、この
ような方法によって、色彩の幅広い調色を生じることが可能である。コレステリックフィ
ルター61と偏光子64との間の代わりに、遅れ層も、入力偏光子63及びコレステリックフィ
ルター61との間に位置してもよい。
【００２９】
　構成されていない遅れ層を使用する限り、色彩効果は、2つの偏光子の間の単一のコレ
ステリック層を使用して達成されるものと、それほど大きく相違しない。しかしながら、
光軸が異なる配置を帯状に有する、構成されたリターダー層を使用する場合、局部的に異
なる色彩を生じることが可能である。このような方法で設計される認証素子の一例を図12
に示す。これは、第１偏光子72（支持体71に配置されている）、結合されたPPN配向性層7
5を有するコレステリック層73及び構成されたLCPリターダー層74とからなる。この素子は
、偏光子の偏光方向が、例えば、偏光子72の偏光方向に対して垂直である外部の偏光子76
の下に置かれる場合、異なる色彩が見られる。異なる色彩の数は、リターダー層74を構成
することに依存し、及び整列した光軸の数の違いよって測定される。
このような方法で、情報は色彩で表されてもよい。この印象的な光学効果は、偏光子76を
旋回すると各色彩が変化するという点で、さらに強調される。さらに、見る角度による選
択的な反射波長の相関関係のために、及び、リターダー層の光路差のために、このタイプ
の認証素子は、観測角度に対する明白な色彩依存性を有する。
【００３０】
　さらに光軸の方向を構成することによって、リターダー層の光学遅れを構成することも
可能である。従って、色彩の外観を、付加的なパラメーターを使用して最適化することが
可能である。
　コレステリックフィルターと光学遅れ層との組合せが多数の色彩を表すことを可能にす
るにもかかわらず、暗闇(dark)から輝き(bright)への全領域にわたる色彩の輝度を調整す
ることは、この配列では不可能である。しかしながら、これは、コレステリックフィルタ
ーを構成すること(structure)により、例えばフォトリソグラフィでコレステリック層を
局部的に除去することにより、又は、非可視波長領域の経路長に局部的に変化させること
によって、生じさせている場合は、コレステリックフィルターの反射波長をシフトするこ
とにより達成され得る。このような方法で処理される点において、コレステリックフィル
タが存在しないか、又は光学等方性でないので、リターダー層だけは、この点で光学動作
(optical behaviour)を測定する。交差した偏光子の場合、例えば、光軸が偏光子のうち
の１つと平行に設定されることが可能であり、その結果として、ここで光が遮断されて、
暗い所が現れる。暗い及び着色した領域の面積の比率を変化させることによって、個々の
色彩（モザイク絵）の輝度を制御することが可能である。
　すでに、上述したように、最初に記載した複屈折層中の傾き効果も、公知の方法とは異
なる方法で生産され得、これにより、傾き効果がより明白であり、かつ生産が実行するの
に容易な、認証素子を製作することが可能である。
【００３１】
　本発明によって、層状構造の少なくとも一つの複屈折層は、その効果的な光学遅れが観
測の角度に依存するというような方法で構成されることが達成される。この場合、光軸が
層の平面中に存在してもよく、すなわち、定義された形態の平面から外れて光軸を傾ける
特別なコストを払う必要がない。光学遅れは、製品の層の厚さ及び材料の光学異方性と等
しく、そのため所与の材料に対する光学遅れが層の厚さにより調節され得る。光学遅れの
値に従い、層は、交差した偏光子を使用して観測すると異なる色彩又は灰色を表す。従っ
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て、光学遅れの効果が観測の角度に依存する場合、それから、灰色の値又は色彩は、観測
の角度に対応して変化する。例えば、正で単軸の光学異方性を有する材料において、光学
遅れは、層が垂直に観測すると紫が現れるような方法で調節され得る。しながら、層を斜
めに、つまり見ている角度及び光軸が平面を形成するというような方法で見ると、色彩は
紫から黄色に変化する。しかしながら、光軸に対して垂直な方向から、斜めに見ると、色
彩は紫から青に変わる。光軸の位置に対応させて、層が下方へ又は上方へ傾けられる場合
、色彩は紫から黄色に変わる一方で、層を右又は左に傾けると、色彩は青に変わるような
効果を達成できる。
【００３２】
　この光学遅れの角度の依存を使用して、情報が書かれ、構成されたLCP認証素子を生産
し得る。この情報は、角度に依存する外観を有する。例えば、LCP層がEP-A-689084に記載
されたように、異なる領域の光軸が、層平面に存在する参考軸に平行又は垂直になるとい
う方法で、表される情報に基づいて構成される場合、最初は、垂直な観測の下で、交差し
た偏光子によって情報を見ることはできない。層が斜めに観測される場合にだけ、書かれ
たパターンを見ることが可能になる。これは、観測角度が、光軸がお互いに垂直となる領
域と異なるためである。層の厚さが、光学遅れが垂直な観測の下に紫に見えるような方法
で、再調整される場合、 色彩は、光軸が参考軸と平行なこれらの領域において、参考軸
を傾けることで紫から青に変化し、その一方で、他の領域における色彩は、紫から黄色に
同時に変化する。層が上方へ又は下方へ傾けられる場合、情報は、青の背景に黄色で現れ
、または、当該層が左又は右に傾けられる場合、情報は黄色の背景に青で現れる。もちろ
ん、層の厚さによって、他色彩、灰色の値又は色彩と灰色の値との組合せを設定すること
は、同様に可能である。灰色の値が使用される場合、白黒の効果が、色彩効果の代わりに
得られる。
【００３３】
　外見上のイメージが見る角度で変わる複屈折層を生じるためには、単軸及び二軸複屈折
材料が好適である。しかしながら、見る角度への依存性は、光学的に二軸の材料を使用す
ることによって更に増加され得る。例えば、層の平面に垂直な屈折率が層の平面の屈折率
より小さい場合、光学遅れ及びそれによる傾斜した観測の下での傾き効果は、単軸の材料
の場合よりも大きく変化する。
　二軸の材料を使用する代わりに、見る角度の強い依存性も、2以上の単軸層、１つの層
中の光軸が、例えば、平行に又は層平面に対して斜めであり、その一方で第2の層におい
ては、層平面に対して垂直をなすものからなる層状構造により達成され得る。層の厚さの
比率の好適な選択によって、傾き効果をより強く又はより弱くしてもよい。さらに、光軸
が平行又は層の平面に対して斜めの層も構成される場合、すなわち層の平面上の光軸の投
影が、異なる方位方向を帯状に示す場合に、交差した偏光子を斜めから観測すると、色彩
又は灰色の値が、観測角度を僅かに変えるだけで、大きな効果を持って変化するようなパ
ターンが見られる。
　更なる例示の実施例において、見る角度の強い依存性は、構成されていない光学的に二
軸の層及び光学的に単軸の材料の構成された複屈折層とを含む、層状構造により達成され
得る。この依存性は、例えば、構成された複屈折層を光学的に二軸のシート上に直接適用
することによって、非常に簡単に導かれ得る。
【００３４】
　見る角度による依存性を有する認証素子は、角度の関数として、入射光を偏向し得る支
持体を使用することによって作られ得る。これは、例えば、これは非金属的な滑らかな表
面（例えばガラス又はプラスチック）の場合である。そのような材料の表面から反射され
る斜めに入射する光は、少なくとも部分的に偏光される。各材料に依存する特別な入射角
（ブルースター角度(Brewster angle)）の下では、反射された光は、実際、完全に直線に
偏光される。角度依存性偏光効果を有するような材料を、構成されたリターダー用の支持
体として使用する場合、支持体の表面から反射された斜めに入射する光は、再びリターダ
ー層を通り抜ける前に偏光されるだろう。偏光状態は、その後、光軸の局所的方向の関数
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として変化し、その結果、もしこのタイプの層が偏光子を通して斜めに見られるなら、パ
ターンは、対応する構成されたリターダー層で見られ得る。最適コントラストは、層がブ
ルースター角度で見られる場合に達成される。パターンは、観測の角度が通常の場合に完
全に消える。
【００３５】
　複屈折層の代わりに、光を異方性に吸収する層を使用することによって、傾き効果を生
じることも可能である。このタイプの層は、例えば、二色性染料が取り入れられるLCP層
を用いて作られてもよい。二色性染料がLCP分子により配向されるので、二色性染料は、
同様にLCP分子の構成された配向性による帯状に異なる配向性を与えられてもよい。層を
通過すると、最初は等方性の光が、その後、直線に偏光するようになり、偏光方向は、局
部的に異なり及びこの方向は、LCP分子又は二色性分子の局所的配向性によって測定した
。使用される染料によっては、見える領域内で又は単一の波長領域内だけで光を偏向する
ことが可能であり、その結果、層は灰色又は着色して見える。書かれたパターンは、層が
直線偏光子を通して観測される場合に見られ得る。
　二色性染料を含むLCP層は、見る角度に依存する吸収を示す。二色性染料をドープされ
る単軸配向のLCP層が、LCP分子又は染料分子の配向方向に傾けられる場合、傾斜角度の増
加による光路の増加のために、層は、通常の観測の角度より暗く見える。しかしながら、
層が、層の平面におけるLCP配向性方向に対して垂直に存在する軸に傾けられる場合に、
層はより明るく見えるのは、染料分子の吸収軸が、この場合、光の入射方向に対して斜め
で、その結果、吸収される光の割合が少ないからである。傾けることによるこれら輝度の
変動を見るために、層を偏光子を通して観測することは全く必要ない。例えば、LCP層が
、異なる領域中において、LCP分子が平行で又はお互いに垂直である方法により構成され
る場合、層は、これらの2つの優先的な方向のうちの1つに傾けられ、傾き軸と平行するLC
P配向性を有するそれらの領域は、他が明るく見えるのに対して、より暗く見える。逆に
、層が他の優先的な軸に傾けられる場合、領域の輝度は入れ替わる。この効果も同様に、
付加的な偏光子を使用することなく見ることができ、したがって、特に付加的な補助なく
認証素子を確認することを意図する用途に好適にある。
【実施例】
【００３６】
　本発明により使用され得るPPN層及びLCP層の生産、並びに傾き効果と認証素子の生産は
、更に詳細に以下で説明される。
１．PPN層の生産
　例えば、好適なPPN材料は、ケイ皮酸誘導体を含む。本発明に対する基礎的な調査のた
めに、高いガラス転移点(glass point)（Tg=133℃）を有する以下のPPN材料が選択された
。
ポリマー：

　ガラス製のプレートは、PPN材料の5パーセント強度溶液をNMP中で2000回転／分でスピ
ンコートした。層を、その後加熱ベンチ上で130℃で1時間及び更に１時間真空中で乾燥し
た。層を、その後直線偏光ライトに（200W水銀高圧ランプに）５分間室温で暴露した。層
を、その後液晶用の配向性層として使用した。
【００３７】
２．LCP層用架橋性LCモノマーの混合物
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　実施例において、以下のジアクリレート成分を、架橋性LCモノマーとして使用した：
Mon1

Mon2

Mon3

　これらの成分を使用することによって、特に低い融点（TM≒３５℃）を有する超冷却性
ネマティック混合物MLCPが、開発され、LCP層を室温で調製することが可能になった。
【００３８】
　ジアクリレートモノマーは、以下の組成で混合物中に存在した：

　　Mon1 　80%
　　Mon2 　15%
　　Mon3　  5%

　加えて、チバガイギー光重合開始剤IRGACURE 369をさらに２％、混合物中に添加した。
　混合物MLCPを、その後アニソール中に溶かした。アニソール中のMLCP濃度により、LCP
層の厚さを広範囲にわたって調整されることが可能であった。
　LCモノマーの光開始された架橋のため、層は、等方性ライト約30分間の150Wキセノンラ
ンプから、不活性雰囲気中で等方性の光に暴露した。
【００３９】
３．傾き効果と認証素子
　PPNコートされたガラスプレートの２つの半分(two halves)を、偏向されたUV光に暴露
し、光の偏光方向を、次の半分(second half)が最初の暴露と比較して９０°まで旋回さ
れて照らす場合、各場合において、他の半分を暴露の間カバーした。これは、平らで相互
に垂直な配向方向を有する2つの領域を与えた。
　５パーセント強度のMLCPのアニソール溶液を製造した。当該溶液は、異なる方法で暴露
されたPPN層において回した(spun)。回転パラメーター：1000rpm／分で2分。LCモノマー
の配向性を最適化するために、コーティングされた支持体を、その後、ちょうど透明点（
TC＝67℃）まで加熱した。層を、その後、0.1℃/分で、透明点より３度下まで冷却した。
　LCモノマーが架橋を有した後、得られたLCP層の厚さは、約80nmであった。
　この層が、LCP層の配向方向が、偏光子の透過方向と４５°の角度を形成するように、
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交差した偏光子の間に配置される場合、LCP層は、一様に灰色に見える。しかしながら、
平面を形成しているプレートの左半分の観測方向及び配向方向で、層が斜めに観測される
場合、プレートの右の半分が明るく見えるのに対して、プレートの左半分は、暗く見える
。
【００４０】
　最後に、上述した光学効果、並びに対応する層状構造及び材料組成は、本発明の複数の
実施態様からの選択を表したに過ぎないこと、及び、特に多種多様な方法を認証素子を開
発するために結合してもよいことを指摘すべきである。
　したがって、他のいかなる種類の複屈折層であって、例えば認証素子に使用され得る光
学効果を生じることができるものは、LCP層の代わりに光学部品に入れられることが、も
ちろん可能である。
【００４１】
　さらに、上記した実施例は、PPN配向性層の代わりに、所望の光学性質及び解像度に従
って、それはPPN層と同一又は類似の性質を有する、異なる配向性層を使用できる。リタ
ーダー層に要求される配向性を、対応して構成された支持体を使用して生じることも考え
られる。このタイプの構成された支持体は、例えば、エンボシング、エッチング及びスク
ラッチングによって、生じられてもよい。
　最後に、本発明の多層の構造は、偽造と複製に対する保護のための素子だけに使用され
得るのみならず、例えば、さらにLCP層が種々の光学及び配向性機能を果たす電気光学的
な液晶セルを生じるために使用され得ることを指摘するべきである。
【００４２】
本発明は、さらに以下に関する。
１．少なくとも２層を含む光学素子であって、リターダー（４、１１ｂ、１２ｂ、２１ｂ
、２２ｂ、２３ｂ、３１、４１、５１、７４）及び偏光子（２、１３、２４、２５、３３
、４２、４３、５２）を含み、当該リターダー（４、１１ｂ、１２ｂ、２１ｂ、２２ｂ、
２３ｂ、３１、４１、５１、７４）が異なる光軸を含む少なくとも２領域を有する光学部
品。
２．前記リターダー（４、１１ｂ、１２ｂ、２１ｂ、２２ｂ、２３ｂ、３１、４１、５１
、７４）が、架橋液晶モノマーを含む異方性層(４)を有する、１に記載の光学部品。
３．前記リターダー（４、１１ｂ、１２ｂ、２１ｂ、２２ｂ、２３ｂ、３１、４１、５１
、７４）が、配向性層（３、１１ａ、１２ａ、２１ａ、２２ａ、２３ａ、３２、４４、７
５）上にあり、当該配向性層（３、１１ａ、１２ａ、２１ａ、２２ａ、２３ａ）が偏光子
（２、１４、１１ｂ、１２ｂ、２１ｂ、２２ｂ、２３ｂ）と接触している、２に記載の光
学部品。
４．前記配向性層（３、１１ａ、１２ａ、２１ａ、２２ａ、２３ａ）が、光学配向性ポリ
マー網(ＰＰＮ)を含む、２又は３に記載の光学部品。
５．偏光子を構成する(structured)、２乃至４のいずれかに記載の光学部品。
６．直線偏光子が支持体(１、８)上にある、２乃至５のいずれかに記載の光学部品。
７．第２偏光子(１３、２４)が液晶層(１１ｂ、２１ｂ)の上に配置され、更なる配向性層
及び更なる液晶層(１２ａ/１２ｂ；２２ａ/２２ｂ)がこの第２偏光子の上に配置されて、
第２液晶層が構成されている(structured)、６に記載の光学部品。
８．更なる偏光子(２５)が、第２液晶層(２２ｂ)の上に配置され、第３配向性層及び第３
液晶層(２３ａ/２３ｂ)がこの更なる偏光子の上に配置されて、第３液晶層が構成されて
いる(structured)、７に記載の光学部品。
９．偽造及び／又は複製に対して保護するための素子であって、２乃至８のいずれかに記
載の光学部品及び外部直線又は円偏光子(５、１４、２８、２７)であり、当該液晶層が、
当該外部偏光子(５、１４、２８、２７)を使用して分析され得る情報をコードしている当
該素子。
１０．７又は８に記載の光学部品を有し、少なくとも２つの液晶層が、それぞれ部分的情
報をコードして一緒に全情報量を形成する、９に記載の素子。
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１１．前記液晶層がリターダーとして設計され、かつ支持体(１、８)上にあり、当該支持
体が全情報量をコードする、９又は１０に記載の素子。
１２．外部直線偏光子が構成され(structured)、かつ液晶層と当該外部偏光子とが共にそ
れぞれ全情報量の一部をコードする、９、１０又は１１のいずれかに記載の素子。
１３．前記偏光子が、少なくとも１つの円偏光子(３３、４３、５３)である、２乃至５の
いずれかに記載の光学部品。
１４．前記偏光子が、一方が他方の上に配置された２つの円偏光子(４０、４３)であり、
一方が左に旋回し、もう一方が右に旋回する、１３に記載の光学部品。
１５．１３又は１４に記載の光学部品と、コードした情報を分析するための外部直線又は
円偏光子(５３、６４、７６)である、偽造及び／又は複製に対して保護するための素子。
１６．液晶分子によって形成される光学異方性層を含む光学部品であって、該光学異方性
層が蛍光分子を含む当該光学部品。
１７．前記光学異方性層が、異なる光軸の少なくとも２つの領域を有する１６に記載の光
学素子。
１８．１６又は１７に記載の光学部品である、偽造及び／又は複製に対して保護するため
の素子。
１９．コレステリック層（６１、７３）及び直線偏光子(６３、７２)である、少なくとも
２つの層を含む光学部品。
２０．さらに、光学異方性層(７４)がある、１９に記載の光学部品。
２１．前記光学異方性層(７４)が、異なる光軸の領域を有する、２０に記載の光学部品。
２２．前記光学異方性層(７４)が、架橋液晶分子の形態である、２０又は２１に記載の光
学部品。
２３．前記コレステリック層(６１、７３)及び前記光学異方性層(７４)が、直線偏光子(
６３、７２)と同じ側にある、２０乃至２２のいずれかに記載の光学部品。
２４．前記直線偏光子(６３、７２)が前記コレステリック層(６１、７３)と接触している
、１９乃至２３のいずれかに記載の光学部品。
２５．前記直線偏光子(６３、７２)が前記光学異方性層(７４)と接触している、２０乃至
２３のいずれかに記載の光学部品。
２６．前記直線偏光子(６３、７２)が支持体(６２、７１)に配置され、前記コレステリッ
ク層(６１、７３)が前記直線偏光子(６３、７２)と接触し、配向性層(７５)が前記コレス
テリック層(６１、７３)上に置かれ、かつ架橋液晶分子の光学異方性層(７４)が当該配向
性層上に置かれ、当該液晶層(７４)が異なる分子配向性の領域を形成する、１９に記載の
光学部品。
２７．１９乃至２６のいずれかに記載の光学部品、及び液晶層(７４)及び／又はコレステ
リック層(６１、７３)にコードされた情報を分析するための外部直線偏光子(６４、７６)
である、偽造及び／又は複製に対して保護するための素子。
２８．複屈折の液晶層を含み、当該層が、異なる光軸の少なくとも２つの層を有し、前記
個々の領域中の液晶層の光学遅れが、観測角度の違いに依存する、光学部品。
２９．偏光子を通して観測した素子の色が局所的に異なる方法で設計された、２８に記載
の光学部品。
３０．２軸である、２８又は２９に記載の光学部品。
３１．複屈折液晶層が２軸である、３０に記載の光学部品、
　２８乃至３１のいずれかに記載の光学部品である、偽造及び／又は複製に対して保護す
るための素子、
　異なる偏光方向を含む少なくとも２領域を有する偏光層を含む、偽造及び／又は複製に
対して保護するための素子、
　支持体上に配置され、異なる光軸を含む少なくとも２つの領域を有する光学異方性層を
含み、当該支持体が、反射偏光子である、偽造及び／又は複製に対して保護するための素
子、
　９、１０、１１、１２、１５、１８、２７、３２、３３又は３４のいずれかに記載の素
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るための装置。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】偏光子、PPN層及びLCP層、並びに結合した検光子からなる光学部品の層状構造を
示す。
【図２】図1中の部品のLCP構造を示す。
【図３】図1に特徴づけられるタイプの素子を有する折り畳み可能な文書を示す。
【図４】図１の構造とは別の方法で構成され、付加的なPPN層及びLCP層を有し、及び光が
進行する方向で層状構造の後ろに配置した検光子を有する層状構造を示す。
【図５】図１の構造とは別の方法で構成され、付加的なPPN層及びLCP層を有し、及び光が
進行する方向で層状構造の後ろに配置した検光子を有する層状構造を示す。
【図６】図１の構造とは別の方法で構成され、2つの付加的なPPN層及びLCP層、及び反対
側の2つの外部の偏光子を有する層状構造物を示す。
【図７ａ】局部的に異なる配向性及びコレステリックフィルターを有し、光が進行する方
向で素子の後ろに配置した偏光子を有するLCP素子を示す。
【図７ｂ】局部的に異なる配向性及びコレステリックフィルターを有し、光が進行する方
向で素子の後ろに配置した偏光子を有するLCP素子を示す。
【図８ａ】図7に示されるタイプであるが、光が進行する方向で素子の前に配置した偏光
子を有する層状構造を示す。
【図８ｂ】図7に示されるタイプであるが、光が進行する方向で素子の前に配置した偏光
子を有する層状構造を示す。
【図９ａ】図７に示されるタイプであるが、付加的なコレステリックフィルターを有する
層状構造を示す。
【図９ｂ】図７に示されるタイプであるが、付加的なコレステリックフィルターを有する
層状構造を示す。
【図１０ａ】図7に示されるタイプであるが、コレステリックフィルターと偏光子とを交
換した層状構造を示す。
【図１０ｂ】図7に示されるタイプであるが、コレステリックフィルターと偏光子とを交
換した層状構造を示す。
【図１１】コレステリックフィルター、第１直線偏光子、及び結合した検光子からなる2
つの層認証素子を示す。
【図１２】図11の層状構造であるが、付加的なリターダー層を有するものを示す。
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