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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　潜在セキュリティー特徴を提供するためのコーティング組成物であって、以下：
　キャリア：および
　該キャリア中に分散された複数の単層無機誘電体成形潜在フレーク
を含有し、該フレークのそれぞれが、選択された形状および１０マイクロメーター未満の
厚みを有する、コーティング組成物。
【請求項２】
　請求項１に記載のコーティング組成物であって、ここで、前記成形潜在フレークが、透
明な潜在フレークである、コーティング組成物。
【請求項３】
　請求項２に記載のコーティング組成物であって、ここで、前記透明な潜在フレークが、
格子模様を含む、コーティング組成物。
【請求項４】
　請求項２に記載のコーティング組成物であって、ここで、前記透明な潜在フレークが、
少なくとも１個の選択された記号を含む、コーティング組成物。
【請求項５】
　請求項２に記載のコーティング組成物であって、該コーティング組成物は、前記キャリ
ア中に分散されたベース顔料をさらに含有し、該コーティング組成物中の透明な潜在フレ
ークの量が選択され、その結果、該コーティング組成物の色が、該キャリア中に分散され
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たベース顔料を構成する第２のコーティング組成物と同一の色に見える、コーティング組
成物。
【請求項６】
　請求項５に記載のコーティング組成物であって、ここで、前記ベース顔料が、光学的に
変化可能な顔料フレークであり、そして前記透明な潜在フレークが、ＺｎＳフレークであ
り、該ＺｎＳフレークが、全フレーク重量の１０重量％以下である、コーティング組成物
。
【請求項７】
　請求項５に記載のコーティング組成物であって、ここで、前記透明な潜在フレークが、
不可視照射で照射された場合に、蛍光を発する、コーティング組成物。
【請求項８】
　請求項７のコーティング組成物であって、ここで、前記ベース顔料が、不可視照射で照
射された場合に蛍光を発し、前記透明な潜在フレークが、該ベース顔料とは異なって蛍光
を発する、コーティング組成物。
【請求項９】
　請求項２に記載のコーティング組成物であって、ここで、前記透明な潜在フレークが、
前記キャリアにおいて、光の可視領域において、７０％より多くの透過率を有する、コー
ティング組成物。
【請求項１０】
　請求項１に記載のコーティング組成物であって、該コーティング組成物は、色付のベー
ス顔料をさらに含有し、ここで、前記成形潜在フレークが、色付きの潜在顔料フレークで
ある、コーティング組成物。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のコーティング組成物であって、ここで、前記潜在顔料フレークが、
格子模様を有する、コーティング組成物。
【請求項１２】
　請求項１０に記載のコーティング組成物であって、ここで、前記潜在顔料フレークが、
少なくとも１個の選択された記号を含む、コーティング組成物。
【請求項１３】
　請求項１０に記載のコーティング組成物であって、ここで、前記潜在顔料フレークが、
不可視照射で照射された場合、蛍光を発する、コーティング組成物。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のコーティング組成物であって、ここで、前記ベース顔料が、前記不
可視照射で照射される場合に蛍光を発し、前記潜在顔料フレークが該ベース顔料とは異な
って蛍光を発する、コーティング組成物。
【請求項１５】
　請求項１０に記載のコーティング組成物であって、ここで、前記潜在顔料フレークが、
ＺｎＳ潜在顔料フレークである、コーティング組成物。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のコーティング組成物であって、ここで、前記ベース顔料が、真珠層
の鉱物－ベースのフレークを含有し、そして前記ＺｎＳ潜在顔料フレークが、該真珠層の
鉱物－ベースのフレークと適合するように選択された厚さを有する、コーティング組成物
。
【請求項１７】
　請求項１６に記載のコーティング組成物であって、ここで、前記潜在顔料フレークが、
不可視照射で照射された場合に蛍光を発する、コーティング組成物。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のコーティング組成物であって、ここで、前記潜在顔料フレークが、
全顔料重量の１重量％未満を含有する、コーティング組成物。
【請求項１９】
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　請求項１に記載のコーティング組成物であって、ここで、前記成形潜在フレークが、０
．５マイクロメートル～３マイクロメートルの間の厚さを有する、コーティング組成物。
【請求項２０】
　請求項１に記載のコーティング組成物であって、該コーティング組成物は、第２の選択
された形状を有する、第２の複数の成形された不透明なフレークをさらに含有する、コー
ティング組成物。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のコーティング組成物であって、ここで、前記成形された不透明な潜
在フレークが、格子模様を有し、前記選択された形状が、第１の倍率にて可視であり、該
格子模様が、第１の倍率では可視でなく、ここで、該格子模様が、第２の倍率にて可視で
あり、該第２の倍率が第１の倍率よりも大きい、コーティング組成物。
【請求項２２】
　請求項５に記載のコーティング組成物であって、ここで、前記ベース顔料が、雲母ベー
スの顔料を含有する、コーティング組成物。
【請求項２３】
　請求項５に記載のコーティング組成物であって、ここで、前記ベース顔料が、カラーシ
フト顔料を含有する、コーティング組成物。
【請求項２４】
　請求項１に記載のコーティング組成物であって、ここで、前記キャリアが、ワニスであ
る、コーティング組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明の分野）
　本発明は、一般に、顔料フレーク、より具体的には、コーティング組成物（例えば、イ
ンクまたはペンキ）に関し、上記コーティング組成物は、これが塗布される物体に潜在（
ｃｏｖｅｒｔ）セキュリティーの特徴（例えば、抗偽造性の特徴）を与える。
【背景技術】
【０００２】
　（発明の背景）
　セキュリティー塗布（例えば、紙幣、高い価値のある品目の包装、容器に対する捺印（
ｓｅａｌ）に対して印刷された抗偽造性図案、および市販用の商品への直接的な用途に対
してさえ印刷された抗偽造性図案）に使用するための特製顔料が開発されている。例えば
、米国２０ドル連邦準備銀行券は、光学的に変化可能なインクを現在使用する。紙幣の表
面の右下のすみに印刷された数字「２０」は、視角の変動と共に色を変化させる。これは
、明白な、抗偽造性の図案である。このカラーシフト効果は、普通のカラー写真式複写機
により複写可能ではなく、そして紙幣の受取人は、紙幣がカラーシフトセキュリティーの
特徴を有するか否かを観察し、紙幣の信頼性を決定し得る。
【０００３】
　価値の高い他の書類および物体は、類似の手段を用いる。例えば、虹色の顔料または回
折顔料が、物品（例えば、株券、パスポート、独創的な製品包装）に直接的に塗布される
か、物品に適用される捺印（ｓｅａｌ）に塗布される、ペンキおよびインクにおいて使用
される。偽造品がより洗練されるにつれて、より偽造しがたいセキュリティー特徴が望ま
しくなる。
【０００４】
　偽造に対抗する１つのアプローチは、多層カラーシフト顔料フレーク上の微細な記号を
使用する。この記号は、光学特性（例えば、反射率）の局所的な変化により、多層カラー
シフト顔料フレークの少なくとも１つの層の上に形成される。上記多層カラーシフト顔料
フレークは、一般的に、スペーサー層（ｓｐａｃｅｒ　ｌａｙｅｒ）により反射層から分
離された吸収層を有するＦａｂｒｙ　Ｐｅｒｏｔ型の構造を含む。この反射層は、代表的
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には、金属の層であり、この金属の層は、顔料フレークを本質的に不透明にする。これら
の類型の顔料フレークの大部分が他の顔料と混合される場合、結果として生じる色は、上
記顔料とは著しく異なり得、そして他の顔料と混合される顔料があまりにも少数である場
合、これらは発見しにくい。
【０００５】
　ハログラフの情報を有する透明な顔料フレークもまた、抗偽造目的で使用される。単色
の体積ホログラムが、可視領域赤外線（「ＩＲ」）または紫外線（「ＵＶ」）の参照レー
ザー光を用いて、ポリマー小板（ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ　ｐｌａｔｅｌｅｔ）において形成
される。このポリマー小板には、金属反射層がなく、そしてこのポリマー小板は、他のコ
ーティング（金属性コーティング（例えば、インクおよびペンキ）と混合され得、この混
合において、このコーティングの主観的な色の外見が妨げられることはない。ポリマー小
板はまた、ワニスコーティングにおいて組み込まれ得、このワニスコーティングは、その
色を変化させることなく物品を覆って塗布され得る。このポリマー小板が参照レーザー光
で照射された場合、このホログラムは、このホログラムが保持する情報を判読され得る。
しかし、ポリマー物質は、太陽光で崩壊し得、そしてホログラムは、比較的に偽造し易い
。なぜなら、元のホログラムは、複写（ｃｏｐｙｉｎｇ）を容易にする「指紋（ｆｉｎｇ
ｅｒｐｒｉｎｔ）」（テンプレート）を提供し得るからである。ホログラムは、かつてほ
ど強力な抗偽造性の図案ではない。
【０００６】
　別の技術は、ポリエチレンテレフタラート（「ＰＥＴ」）のエポキシ－カプセル化形状
のフレークである。反射層は、１巻きのＰＥＴ上に堆積され、そしてこのＰＥＴは、断片
に切断される。このフレークは、エポキシでコーティングされるかまたはカプセル化され
、上記反射層の耐久性を改善する。これらのフレークは、種々の形状（例えば、正方形、
長方形、六角形、および「アポストロフィー」）、ならびに反射金属（例えば、銀、シロ
メ、金および銅）性の色彩の選択において利用可能である。しかし、エポキシ層および比
較的厚いＰＥＴ基材（これは代表的に、最小約１３マイクロメートル（０．５ミル）の厚
さを有し、真空堆積プロセスにおいて使用する）は、比較的厚いフレーク（代表的には、
１４マイクロメートルよりも大きい）をもたらす。不幸なことに、このような厚さのフレ
ークは、潜在用途における使用にとって望ましくなく、ここで、その厚さは、実質的にベ
ース顔料よりも大きい。同様に、このような厚いフレークは、インク中で十分に流れず、
そしてペンキ中でたまりを生じる。ペンキが、粗い表面をもたらす厚いフレークを含有す
る場合、比較的厚い透明なトップコートは、代表的には、粗い表面一面に塗布される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上で考察された技術の限界を克服した、抗偽造性の潜在図案で物体をマークすることが
望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（本発明の簡単な説明）
　コーティング組成物は、無機誘電体物質の単一層で作製された、識別印のついた潜在フ
レークを含有する。識別印の例としては、選択されたフレークの形状および／または記号
が挙げられる。この潜在フレークは、代表的には、キャリア（例えば、ワニスベース、ペ
ンキビヒクルまたはインクビヒクル）中で分散され、コーティング組成物を形成する。こ
の潜在フレークは、十分に希釈された濃度で分散され、その結果、この潜在フレークは、
コーティング組成物において、軽く観察することによって、容易に検出可能ではなくなり
、そして、上記潜在フレークは、澄明であるかまたは色づけされ得、ベース顔料の色と適
合するか、または別個の光学的特徴（例えば、非常に反射性（「明るい」もしくは「銀色
」）であること）を有する。
【０００９】
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　特定の実施形態では、コーティング組成物は、識別印を有する、厚さ約１０マイクロメ
ートル未満の潜在不透明フレークを含有する。識別印の例としては、選択されたフレーク
形状および／または組成物が挙げられる。無機誘電体物質の単一層の厚さが選択され、雲
母ベースの真珠光沢ベース顔料に適合する、色付きの潜在フレークを提供する。
【００１０】
　特定の実施形態では、潜在セキュリティーフレークは、不可視照射で照射された場合に
、蛍光を発する。本発明の実施形態では、蛍光潜在セキュリティーフレークは、組成物の
１％未満を構成する。
【００１１】
　別の実施形態では、透明な潜在フレークは、ワニス組成物において、組成物の２０％ま
でを構成する。別の実施形態では、透明な潜在フレークは、光学的に変動し得るベース顔
料フレークを有する組成物において全顔料重量の１０重量％までを構成する。
【００１２】
　特定の実施形態において、潜在フレークは、無機誘電体物質（例えば、ＺｎＳ）の単一
層である。無機誘電体物質の単一層の厚さは、色付きの潜在フレークまたは透明な潜在フ
レークを提供するように選択される。さらなる実施形態では、透明な潜在フレークは、加
熱処理され、透明さ（すなわち、「白さ」）を改善する。
【００１３】
　別の実施形態では、コーティング組成物は、上記コーティング組成物内に、可視光下で
の観察によっては容易には検出可能でない、キャリア内で分散された透明な潜在フレーク
を有する。この透明な潜在顔料フレークは、ＵＶ光で照射された場合に蛍光を発し、そし
て５０Ｘ－２００Ｘの倍率で可視光下で判読可能な１以上の記号を有する。特定の実施形
態では、上記キャリア内の透明なフレークは、可視領域内で７０％より多くの透過率を有
する。
【００１４】
　本発明の実施形態に従う組成物は、物体に塗布され、潜在セキュリティーの特徴を与え
る。顔料化組成物は、物体上に視野（ｆｉｅｌｄ）（例えば、イメージ）を印刷するのに
使用され得、そしてワニス組成物は、物体上に透明な視野を印刷されるか、または物体上
に存在する像の上に刷り重ねるのに使用され得る。本発明の実施形態では、潜在フレーク
は、ベース顔料と混合され、潜在セキュリティーの特徴を、上記組成物で印刷されたイメ
ージ（これは、ベース顔料で印刷されたイメージと実質的に類似して見える）に与える。
本発明の１実施形態では、潜在フレークは、ベース顔料と混合され、潜在セキュリティー
特徴を、この組成物で印刷されたイメージ（このイメージは、ベース顔料で印刷されたイ
メージと実質的に類似して見える）に与える。
【００１５】
　本発明の実施形態に従う方法では、潜在フレーク上の記号は、上記潜在セキュリティー
特徴が不可視照射で照射された場合（すなわち、上記フレークが蛍光を発している場合）
に、判読可能ではない。潜在フレークの位置は、不可視照射を用いて同定され、次いで、
上記フレークは、可視光（代表的には、５０Ｘ～２００Ｘの倍率）下で観察され、潜在フ
レーク上の記号を判読する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　（発明の詳細な説明）
　（Ｉ．イントロダクション）
　潜在セキュリティー塗布のためのフレークは、軽く観察することによっては、代表的に
は気付かれない。いくつかの種類の検査技術（例えば、顕微鏡下での検査または特定の類
型の光の照明）が、上記フレークを見出し、そして／または判読するために使用される。
本発明の実施形態に従うフレークは、着色され得るか（「顔料フレーク」）、または本質
的に透明であり得る。
【００１７】
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　１つの実施形態では、印（例えば、記号または特定の形状）を含むフレークは、これら
が混合されるバルク顔料または他の物質の視覚的特徴に実質的に適合する。特定の実施形
態において、選択された形状または記号を有する単一層の無機フレークが、真珠光沢雲母
ベースのフレークまたは他のベース顔料と混合される。別の実施形態では、印を有する透
明なフレークが、バルク顔料と混合され、この際、生じた混合物の視覚的な特徴が乱され
ることはない。なお別の実施形態では、印を有する透明なフレークが、ワニス中で混合さ
れ、そして物体の一面に塗布され、基底色が実質的に変化せずに、潜在セキュリティー特
徴を提供する。本明細書中で用いられる場合、ワニスは一般的に、実質的に透明な組成物
である。
【００１８】
　１つの実施形態では、印（例えば、特定の形状）を含む不透明なフレークは、これらが
混合されるバルク顔料または他の物質の視覚的特徴に実質的に適合する。特定の実施形態
では、選択された形状を有する単一層無機不透明フレークは、真珠光沢雲母ベースのフレ
ークまたは他のベース顔料と混合される。この考察の目的のために、無機材料の「単一層
」は、互いの上に形成された同一の無機物質の複数層を含む。
【００１９】
　無機潜在フレークは、熱、溶媒、日光、または他の因子が有機物フレークを崩壊し得る
用途において、特に望ましい。例えば、爆発物において使用される無機潜在フレークは、
高温および／または高圧に曝された後においてさえ検出可能であり、そして環境において
分解されない。本発明の実施形態に従うフレークはまた、従来の成形されたフレークより
も実質的に薄く、代表的には、約１０マイクロメートル未満であり、透明なトップコート
を使う必要もなく、フレークのインク中での使用を可能にし、そしてペンキにおいて平坦
な表面仕上がりをもたらす。本発明の実施形態に従う、薄い、無機フレークはまた、類似
の技術を用いて作製されるベース顔料フレークの密度により近い密度を有する。有機物基
材を組み込んでいる厚いフレークは、しばしば薄型フィルムベース顔料フレークとは別個
の密度を有し、そして塗布前または塗布中のいずれかに、このキャリアが流体である場合
に、分離し得る。フレークの分離は、望ましくない。なぜなら、フレークの分離は、組成
物中での潜在フレークとベースフレークとの比率にむらを生じるからであり、そして、フ
レークの分離は、分離が潜在フレークの不当に高い濃度をもたらす場合に、潜在フレーク
の潜在性質を崩壊し得るからである。
【００２０】
　特定の実施形態において、ＺｎＳの単一層から作製されたフレークは、熱処理され、こ
のフレークの外見を白化または「ブリーチ」し、そして生じた組成物の透明さを改善する
（すなわち、黄色の性質を減少させる）。この考察の目的のために、無機材料の「単一層
」は、お互いの上に形成された同一の無機物質の複数層を含む。
【００２１】
　なお別の実施形態では、潜在フレークは、化学薬品（例えば、爆発物、爆発物前駆体、
食物、薬物、または制御された物質）と混合される。この潜在フレークとしては、製造業
者を同定するかまたは他の特定の情報を提供する印（例えば、記号および／もしくは他の
模様（例えば、溝））が挙げられる。無機フレークは、熱、溶媒、日光、または他の因子
が有機物フレークを崩壊し得る用途において特に望ましい。例えば、爆発物に使用される
無機潜在フレークは、高温および／または高圧に曝された後でさえ検出可能であり、そし
て環境において分解されない。
【００２２】
　（ＩＩ．例示的な潜在フレーク）
　図１は、本発明の実施形態に従うセキュリティー特徴１２を有する書類１０の一部の平
面図である。セキュリティー特徴１２の少なくとも一部１４は、バルク顔料（例えば、バ
ルク顔料フレーク）と混合された、印を有する、透明なフレーク、色付フレークもしくは
不透明なフレーク（これ以後、「潜在フレーク」）を含有する、インクまたはペンキを用
いて印刷される。１つの実施形態では、上記潜在フレークは、特定の形状（例えば、正方
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形、長方形、台形、「ダイアモンド」形状、または丸型）を有する。別の実施形態では、
この潜在フレークは、記号および／または格子模様を含み、これらの記号および／または
格子模様は、選択された形状を有しても、または有さなくともよい。特定の実施形態では
、この格子模様は、スペクトルの可視範囲において光学的に活性ではない格子間隔を有す
る。つまり、これらの格子模様は、可視回折格子を形成しない。潜在フレークはまた、時
として「タグジェント（ｔａｇｇｅｎｔ）」フレークと呼ばれることがある（もっとも、
全てのタグジェントフレークが、潜在フレークである必要はない）。
【００２３】
　一般的に、バルク顔料粒子（バルク顔料フレークを含む）は、不規則な形状を有する。
１つの実施形態では、上記潜在フレークは、形状からはバルク顔料フレークとは識別不可
能である。あるいは、バルク顔料フレークは、第１の選択された形状を有し、そして上記
潜在フレークは、第２の選択された形状を有する。成形された顔料フレークの産生は、種
々の技術（例えば、模様づけされた基材を用いて、上記フレーク物質を基材上に堆積し、
次いで、この基材からフレークを分離し、模様を取得する工程、またはレーザーもしくは
他の手段を用いて、１枚のフレーク物質から模様づけされたフレークを切り出す工程）を
用いて達成される。この潜在フレークの選択された形状は、例えば、製造設備、製造年月
日、または書類１０の他の面、またはこの書類を作製する際に使用されたインクに関連し
得る。
【００２４】
　ロールコーターは、本発明の実施形態に従う潜在フレークを製造するために使用され得
る装置の１つの類型である。１巻きの１枚のポリマー基材物質（「ウェブ」としてもまた
公知である）は、堆積帯域を通して通過し、そして１種以上の薄型フィルム層でコーティ
ングされ得る。ポリマー基材のロールが堆積帯域を前後に複数回通過され得る。次いで、
この薄型フィルム層は、ポリマー基材から分離され得、そしてフレークへと加工される。
他の装置および技術が使用され得る。
【００２５】
　１巻きのポリマーフィルム基材から堆積され（そして除去され）る薄型フィルム層の全
厚さを、約１０マイクロメートル未満に制限することが、一般的に望ましい。ＰＥＴは、
ロールコーターに使用されるポリマーフィルム基材の１つの類型であり、そしてＰＥＴフ
ィルム基材は、通常は少なくとも厚さ約１３マイクロメートルである。より薄いＰＥＴフ
ィルムは、真空堆積プロセス中に、熱的に変質する傾向がある。ポリマー基材が堆積帯域
を通過する際、堆積帯域における熱および上記堆積された薄型フィルム層の重合熱の両方
が、上記ポリマー基材の温度を上昇させる。従って、ＰＥＴフィルムから切り取られ、そ
してＰＥＴを取り込んでいるフレークの最小限の厚さは、約１３マイクロメートルである
。
【００２６】
　選択された形状を有することとは代替的に、またはこれに加えて、上記潜在フレークは
、格子模様を含み得る。この格子模様は、フレークへと加工される薄型フィルム層を堆積
する前にロールコーターにおいて使用される基材上に浮き彫り模様にされるか、またはそ
うでなければ形成される。さらなる実施形態では、上記薄型フィルム層が上記堆積基材か
ら剥され、そしてフレークへと加工された場合、堆積基材表面領域の選択された量（百分
率）は、格子模様または成形模様で浮き彫り模様にされ、選択量の潜在フレークを得る。
この技術は、潜在フレークにベースフレークと同一の光学的図案（薄型フィルム層組成物
および厚さ）を提供する。例えば、堆積基材表面領域の１０％を、格子模様および／また
は成形模様で浮き彫りにすることで、約１０％の潜在フレークを有する顔料混合物を生じ
る。堆積基材の種々のロールが、種々の量の潜在フレークを有する顔料混合物を得るため
に種々の百分率の浮き彫り表面領域と共に生産されるか、または種々の形状および／もし
くは格子模様を獲得するために種々の模様で浮き彫りにされる。
【００２７】
　図２Ａは、浮き彫り模様にされた部分１３および浮き彫り模様にされていない部分１５
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を有する堆積基材１１の一部の簡略図である。この浮き彫り模様にされた部分は、枠（こ
の枠は、図示の目的のために強調されている）を有し、あるいはまたは必要に応じて、例
えば、格子もしくは記号を有し、そして浮き彫り模様にされていない部分は、本質的に平
坦である。あるいは、浮き彫り模様にされていない部分は、異なる枠、格子、または記号
で浮き彫り模様にされる。浮き彫り模様にされた部分１３の表面積と浮き彫り模様にされ
ていない部分１５との表面積の比は、上記ベースフレーク（これは、浮き彫り模様にされ
ていない部分から生産される）と同一の薄型フィルム構造を有する選択量のタグジェント
フレーク（これは、浮き彫り模様にされた部分から生産される）を生み出す。上記堆積基
材１１は、ロールコーター中の堆積帯域（図示せず）を通って、１つのロール１７から別
のロール１９へと移動するが、代替の実施形態は、種々の類型の基材および堆積系を使用
する。図２Ｂは、浮き彫り模様にされた部分１３’および浮き彫り模様にされていない部
分１５’を有する別の堆積基材１１’の一部の簡略図である。
【００２８】
　選択された形状を有することとは代替的に、またはこれに加えて、上記潜在フレークは
、１個以上の記号を含み得る。この記号は、文字、数字、または他の印（ｍａｒｋｉｎｇ
）であり得る。記号は、例えば、上記潜在フレークの製造業者、上記潜在フレークの使用
者、または日付コードを示し得る。この記号は、フレークへと加工される薄型フィルム層
を堆積する前に、ロールコーターにおいて使用される基材上に浮き彫りにされ得るか、ま
たは、堆積後（例えば、レーザーアブレーション、浮き彫りにすること、またはエッチン
グにより）薄型フィルム層上に形成される。
【００２９】
　選択された形状または記号を有する顔料フレークは、たとえ選択された形状または記号
が容易に観察可能であっても、セキュリティー特徴を提供する；しかし、選択された形状
または記号を有する顔料フレークが、容易に観察可能でない場合、偽造者は、潜在フレー
クが存在することに気付きさえし得ない。本発明の１つの実施形態は、上記ベース顔料と
同一の光学的特徴を有する潜在顔料フレークを使用する。潜在顔料フレークの百分率は、
十分に小さいので、その結果、この潜在顔料フレークは、顕微鏡検査のもとでも、容易に
見出されない。例えば、インク組成物が顔料の全重量（すなわち、ベース顔料プラス潜在
顔料）の１％未満を構成する場合、この潜在顔料フレークは、見つけるのが難しい。
【００３０】
　上記潜在顔料フレークは、肉眼では見えないが、約５０Ｘ～３００Ｘの倍率のもとでは
目に見える。本質的に同一の視覚的特徴を有する潜在顔料フレークは、上記組成物の色に
著しい影響を与えずに、広汎な範囲の比率でベース顔料と混合され得る。いくつかの実施
形態において、潜在顔料フレークは、５～１０重量％の潜在顔料フレークならびに９５～
９０重量％のベース顔料フレークを有する、類似の外観（例えば、色および／または色移
動）の組成物中で、容易に同定可能である。しばしば、成形された不透明な潜在フレーク
は、携帯顕微鏡（例えば、「シャツ－ポケット」顕微鏡）を用いた視野（ｆｉｅｌｄ）に
おいて容易に同定可能であり、そして、記号を有する同様の大きさのフレークを同定する
よりも小さい倍率を必要とする。
【００３１】
　別のアプローチは、選択された形状または記号を有する透明な無機潜在フレークを使用
することである。１つの実施形態では、透明な無機潜在フレークは、キャリア（例えば、
インクビヒクルまたはペンキビヒクル）中でベース顔料フレークと混合され、組成物（例
えば、インクまたはペンキ）を形成する。別の実施形態では、透明な無機潜在フレークは
、透明なキャリア中で混合され、ワニスを形成する。上記キャリアの屈折の指標は、上記
透明な潜在フレークの屈折率と十分に類似しており、その結果上記潜在フレークは、上記
キャリア中で「消失する」。キャリアの例としては、ポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビ
ニル、ポリビニルピロリドン、ポリ（エトキシエチレン）、ポリ（メトキシエチレン）、
ポリ（アクリレート）、ポリ（アクリルアミド）、ポリ（オキシエチレン）、ポリ（無水
マレイン酸）、ヒドロキシエチルセルロース、酢酸セルロース、ポリ（サッカライド）（
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例えば、アラビアゴムおよびペクチン）、ポリ（アセタール）（例えば、ポリビニルブチ
ラール）、ポリ（ビニルハライド）（例えば、ポリ塩化ビニルおよびポリ塩化ビニレン）
、ポリジエン（例えば、ポリブタジエン）、ポリ（アルケン）（例えば、ポリエチレン）
、ポリ（アクリル酸）（例えば、ポリメチルアクリレート）、ポリ（メタクリレート）（
例えば、ポリメチルメタクリレート）、ポリ（カーボネート）（例えば、ポリ（オキシカ
ルボニルオキシヘキサメチレン）、ポリ（エステル）（例えば、ポリエチレンテレフタラ
ート）、ポリ（ウレタン）、ポリ（シロキサン）、ポリ（スルフィド）（ｓｕｐｈｉｄｅ
）、ポリ（スルホン）、ポリ（ビニルニトリル）、ポリ（アクリロニトリル）、ポリ（ス
チレン）、ポリ（フェニレン）（例えば、ポリ（２，５－ジヒドロキシ－１，４－フェニ
レンエチレン）、ポリ（アミド）、天然ゴム、ホルムアルデヒド樹脂、ならびに他のポリ
マーが挙げられる。
【００３２】
　上記透明な潜在フレークは、代表的には、キャリア中で全く不可視になるわけではなく
、空気中でより見えにくくなる。観察者が、どこを見るべきかを知っている場合、上記透
明なフレークは、代表的には、曖昧な外観を有し、これは上記透明なフレーク中またはフ
レーク上に形成された記号と同様である。しかし、この透明なフレークを探す場所および
その探し方を知らない場合、通常は、検出されないままである。
【００３３】
　特定の実施形態では、上記透明な潜在フレークは、空気中で約３０％の可視の範囲で反
射性を有し、そしてキャリア中で３０％未満の反射率を有する。従って、この透明な潜在
フレークは、上記キャリア中で分散された場合、代表的には、７０％より多くの透過度を
有し、このキャリアは、この透明な潜在フレークが一緒に混合されるベース顔料またはこ
の透明な潜在フレークを含有するワニスのもとになるベース顔料の可視的な特徴を維持す
る。
【００３４】
　透明な、無機潜在フレークは、組成物またはワニスの全顔料重量の１％よりも多くを構
成する場合でさえ、検出しにくい。１つの実施形態では、上記透明な潜在フレークは、Ｕ
Ｖ光のもとで蛍光を発するＺｎＳ熱処理された単一層である。ＺｎＳ潜在フレークの位置
は、ＵＶ光で照射され、その位置を同定し、次いで、ＺｎＳ潜在フレークは、代表的には
、約２０Ｘ～２００Ｘにて顕微鏡下で、上記潜在フレークの印を観察するために、可視光
を用いて観察される。
【００３５】
　別のアプローチは、上記ベースフレークとは異なった色の選択された形状を有する不透
明な潜在フレークを使用することである。１つの実施形態では、この不透明な潜在フレー
クは、誘電体物質（例えば、ＭｇＦ２）の層間に、アルミニウムまたは他の反射材の薄型
フィルム層を有する明るい金属（「銀」）フレークである。明るいフレークは、一般的に
、可視波長の広汎な範囲にわたって、非常に反射性であり、そしてしばしば、特徴的な色
を有さない。例えば、金および銅で作製された明るいフレークは、黄色っぽくそして赤っ
ぽく見え得る。色付けされたベース顔料中の約０．２５重量％～約５重量％の成形された
（例えば、「ダイアモンド」成形された）明るいフレークが、色の顕著な変化を生じるこ
となく添加されたが、約５０Ｘの倍率（すなわち、５０倍の倍率）で照射されたもとでは
、なお容易に同定可能である。照射された倍率では、形状およびこのフレークの非常な明
るさの両方が、上記ベースフレークからこのフレークを区別する。約０．２５％未満の成
形された明るいフレークが使用される場合、上記潜在フレークは、検出するのが難しくな
る。なぜなら、上記ベースフレークを用いた希釈のために、視野内に成形される明るいフ
レークが少なくなるからである。
【００３６】
　明るいフレークの量が、約５％を超える場合、特定の類型のフレークの色（例えば、色
相）、特に暗く色付けされたフレークが、変化する。これらの例では、あまりにも多くの
明るいフレークが、上記ベース顔料の色を本質的に「希釈化」する。しかし、成形された
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明るいフレークを、カラーシフト顔料を有する組成物中に使用することは、非常に望まし
い。なぜなら、単一の類型の成形された明るいフレークが、多くの異なる類型（色および
／またはカラートラベル）の顔料フレークに少量で添加され、比較的に少量の成形された
明るいフレークは、潜在セキュリティー特徴を提供する。同様に、色の希釈は、顔料およ
び明るいフレークを含有する組成物が、顔料１００％フレークを含有する組成物と置き換
えられるかまたはこれと識別不能であることが意図されない場合、塗布において決定的で
はない。
【００３７】
　図３Ａは、本発明の実施形態に従い、かつ、図１に図示されているセキュリティー特徴
１４の部分１４Ａの簡略平面図である。セキュリティー特徴１４の部分１４Ａは、フレー
クの形状を見るために、代表的には２０Ｘ～２００Ｘの倍率で見られ、このフレークは、
代表的には直径約５マイクロメートル～１００マイクロメートル、より代表的には、直径
約２０マイクロメートル～４０マイクロメートルである。上記セキュリティー特徴は、ベ
ース顔料粒子１６および選択された形状の潜在顔料フレーク１８（この場合、「ダイアモ
ンド」形状）を含有するインクで印刷される。このベース顔料粒子は、不規則に成形され
たフレークであると図示される。あるいは、このベース顔料粒子は、形状が選択されたフ
レークである。この潜在顔料フレークの光学的特徴および濃度は、上記ベース顔料粒子で
作製された組成物の視覚的な外見を乱さないように選択される。
【００３８】
　上記潜在顔料フレークが、不可視照射（例えば、ＵＶ光もしくはＩＲ光または電子ビー
ム）で照射される場合、この潜在顔料フレークは発光する。特定の実施形態において、こ
の潜在顔料フレークは、ＵＶ光のもとで蛍光を発する。この潜在顔料フレークを不可視照
射で照射することにより、観察者は、たとえ、潜在顔料フレークが非常に少量で存在する
にしても、セキュリティー特徴における潜在顔料フレークが位置する場所を同定し得る。
次いで、この観察者は、可視光のもとでこの潜在顔料フレークを調べ、この潜在顔料フレ
ークの選択された形状を見るか、またはこの潜在フレーク上の記号を見る。
【００３９】
　上記ベース顔料粒子１６は、不規則に成形されたフレークとして示される。あるいは、
上記ベース顔料フレークは、選択された（すなわち、規則的な）形状を有する。同様に、
上記潜在顔料フレーク１８は、格子を有し得る。格子の付加により、偽造の困難性はさら
に増大する。いくつかの実施形態では、この潜在顔料フレーク１８は一般的に、上記ベー
ス顔料粒子と同一の光学的特徴を有する。あるいは、この潜在顔料フレーク１８は、上記
ベース顔料粒子とは異なる光学的特徴を有するが、上記ベース顔料粒子で作製された組成
物の視覚的外見を乱さないように十分に少量で存在する。
【００４０】
　特定の実施形態では、上記「ダイアモンド成形された」潜在フレークは、直径約２５マ
イクロメートル～３５マイクロメートルの明るいフレークであった。この成形されたフレ
ークは、ダイアモンド模様をＰＥＴ堆積基材物質のロールへと浮き彫りにし、次いで、標
準薄型フィルム図案を明るいフレーク（例えば、厚さ各約４００ｎｍのＭｇＦ２の層間の
約１００～６０ｎｍのＡｌ）に対して堆積することにより、作製される。この明るいフレ
ークの厚さは、約９００ｎｍであり、これは、約１マイクロメートルである。この浮き彫
りにされた模様はまた、（フレーク中またはフレーク上の模様を生み出すことが意図され
る格子に対抗するものとして）「枠」としてもまた公知であり、そしてある実施形態では
陽性であり、そしてある実施形態では、陰性である。
【００４１】
　金属層と１種以上の誘電体層の組み合わせは、上記フレークの上記堆積基材からの除去
を促進する。誘電体層しか有さない薄型積層物は、もろく（ｂｒｉｔｔｌｅ）であり、そ
してしばしばこの堆積プロセスからの残留応力（ｒｅｓｉｄｕａｌ　ｓｔｒｅｓｓ）を有
する。このような薄型フィルムの積層物は、よりランダムに壊れる傾向があり、成形され
るフレークはより少なくなる。全て金属の積層物または単一層は、上記堆積基材の枠に従
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う模様化されたフレークへと加工しにくい。なぜなら、上記金属は、比較的延性があるか
らである。特定の実施形態では、全体で約０．５マイクロメートル～約３マイクロメート
ルの厚さを有する、金属－誘電体フレークおよび誘電体－金属－誘電体フレークは、延性
ともろい特徴との絶妙の組み合わせを提供し、この組み合わせは、上記金属－誘電体フレ
ークおよび誘電体－金属－誘電体フレークが上記基材から除去され、そして加工された場
合に、フレークの魅力的な模様をもたらす。特定の実施形態では、もろい誘電体層間に全
体で厚さ約１マイクロメートルの延性金属層を有する、成形された明るいフレークは、浮
き彫りにされた堆積基材から、約９０％のダイアモンド成形されたフレークを生じた。
【００４２】
　上記薄型フィルム層は、上記堆積基材から剥離され、そして従来技術を用いてフレーク
へと加工された。浮き彫りにされたダイアモンド模様は、線を提供し、この線に沿って、
薄型フィルム層が、選択されたダイアモンド形状を有するフレークへと破壊された。別の
実施形態では、このダイアモンド成形されたフレークは、約１２マイクロメートル×１６
マイクロメートルであり、そしてこれは、上記フレークの主要表面上の格子を含んでいた
。この格子は、１ｍｍあたり名目上２０００本の線であり、そしてタグジェントとして使
用された場合に、組成物中で顕著な回折効果をもたらさなかった。１２×１６マイクロメ
ートルのフレークの形状は、１００Ｘの倍率にて容易に見られた；しかし、上記格子は、
この倍率では容易に見えなかった。この格子は、４００Ｘの倍率にて容易に明らかになっ
た。他の実施形態では、格子は、粗く、タグジェントフレークの形状を識別するために使
用され、同一の倍率（例えば、５０Ｘ～１００Ｘ）にて容易に見られる。従って、セキュ
リティー特徴をタグジェントフレークに提供するのに使用される格子は、スペクトルの可
視部分において光学的に活性である必要はない。
【００４３】
　図３Ｂは、本発明の別の実施形態に従うセキュリティー特徴１４の一部の簡略平面図で
ある。このセキュリティー特徴は、ベース顔料粒子１６および潜在顔料フレーク１８Ｂを
含有するインクで印刷され、上記潜在顔料フレーク１８Ｂは、不規則な形状を有し、そし
て記号１７（この場合、様式化された「Ｆ」）を含む。いくつかの異なる記号および記号
の組み合わせが、使用され得る。セキュリティー特徴部分１４Ｂは、代表的には、約１０
０Ｘ～２００Ｘの倍率で、記号を見るために、潜在顔料フレーク１８Ｂ上に観察され、こ
の記号は、代表的には、高さ約０．５マイクロメートル～２０マイクロメートルである。
【００４４】
　上記潜在顔料フレーク１８Ｂは、１種以上の薄型フィルム層を、基材（例えば、プラス
チックフィルム）に堆積し、基材からこの薄型フィルム層から分離し、そして上記分離さ
れた薄型フィルム層を加工（例えば、所望のフレークへとひくこと（ｍｉｌｌｉｎｇ）お
よびふるいにかけること（ｓｉｅｖｉｎｇ）して、作製された。この潜在顔料フレークは
、代表的には、直径約５マイクロメートル～１００マイクロメートルであり、そしてより
代表的には、直径約２０マイクロメートル～１００マイクロメートルである。上記記号１
７は、代表的には、高さ約０．５マイクロメートル～２０マイクロメートルである。特定
の実施形態では、この記号１７は、高さ約７００ナノメーターであり、別の実施形態では
、この記号は、高さ約１５マイクロメートルである。十分に近い記号を有し、その結果、
ほとんどのフレークが、少なくとも１つの、記号の同定可能な部分を有することが一般的
に望ましい。１つの実施形態では、高さ８マイクロメートルの記号は、約２マイクロメー
トルの間隔が空けられ、この結果、１フレーク当たり、平均約６個の記号を有する潜在フ
レークを生じた。左右対称の対称性を有する記号は、透明なフレークの頂部から観察され
ても底部から観察されても、同一であるように見えるが、このような対象性は必要とされ
ない。別の実施形態では、高さ約１５マイクロメートルである記号は、間隔が約４マイク
ロメートル空けられた。
【００４５】
　上記記号は、代表的には、基材上に浮き彫りにされ、そして上記薄型フィルム層は、浮
き彫りにされた基材を覆って堆積される。この基材の表面、すなわち記号は、少なくとも
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第１の薄型フィルム層において繰り返され（ｒｅｐｌｉｃａｔｅ）、この第１の薄型フィ
ルム層は、上記基材上に堆積され、これは、陽性または陰性のいずれかのレリーフ（ｒｅ
ｌｉｅｆ）である。従って、この薄型フィルム層が、浮き彫りにされた基材から分離され
、そして顔料へと加工される場合、少なくともいくつかのフレークは、この記号を含む。
フレーク上の浮き彫りにされた記号の間隔は、本質的に全ての上記の特定の大きさのフレ
ークが、少なくとも１個の記号を含むように選択され得る。
【００４６】
　上記ベース顔料粒子は、不規則に成形されたフレークとして図示される。あるいは、こ
のベース顔料粒子は、選択された形状を有する。同様に、上記潜在顔料フレーク１８Ｂは
、上記記号１７に加えて、選択された形状を有し得、そして重ねられた格子（例えば、回
折格子）は、全フレークまたはフレークの選択された部分のいずれかの方々に含まれ得る
が、記号の方々に含まれるわけではない。あるいは、格子の１つの類型は、フレークの場
（ｆｉｅｌｄ）において形成され、そして格子の別の類型（例えば、別個のピッチを有す
るもの）が、上記記号領域に形成される。格子の付加は、偽造をさらに困難にする。上記
潜在顔料フレークは、一般的に、ベース顔料粒子と同一の光学的特徴を有するか、または
、上記ベース顔料粒子で作製された組成物の視覚的外観を乱さないように十分に少量で存
在する。
【００４７】
　特定の実施形態では、上記ベース顔料粒子は、ＴｉＯ２または他の誘電体物質の層で被
覆された雲母のフレークである。上記コーティング物質は、代表的には、比較的高い屈折
率を有する。雲母は、比較的に廉価で容易にフレーク基材へと加工される天然に生じる鉱
物である。雲母フレーク基材が、厚さの選択された高屈折率材料の層でコーティングされ
る場合、真珠光沢顔料フレークが得られる。雲母フレーク基材は、種々のプロセスを用い
て、いくつかの代替物質でコーティングされ得る。このような顔料は、一般に「雲母ベー
ス」顔料として公知である。このような真珠光沢顔料フレークを用いて印刷したイメージ
の写真複写は、原物のようには見えず、従って、雲母ベースの顔料フレークは、明白なセ
キュリティー特徴を提供する使用が望ましい。しかし、雲母フレーク基材を成形すること
または雲母フレーク基材上の記号を提供することは、実際的ではない。本発明の実施形態
に従う潜在顔料フレークは、雲母ベース顔料と混合され、潜在セキュリティー特徴が、雲
母ベースの顔料フレークで印刷されるイメージ中に含まれることが望ましい。無機誘電体
物質（例えば、ＴｉＯ２またはＺｎＳ）の単一層でできた潜在顔料フレークは、可視スペ
クトルにおける選択された波長にて、上記潜在顔料フレークが４分の１の波の光学的厚さ
（ｑｕａｒｔｅｒ－ｗａｖｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ（「ＱＷＯＴ」）の
約５倍の厚さを有する場合、雲母ベース顔料と類似の外観を有し得る。代表的には、雲母
ベース顔料の外観に適合するように意図されたＺｎＳの単一層潜在顔料フレークは、約６
０ｎｍ～約６００ｎｍの厚さを有する。
【００４８】
　浮き彫りにされたダイアモンド成形模様の堆積基材から、すべて誘電体のフレークを加
工する工程は、対照金属－誘電体フレークよりも少ない収量を有する傾向がある。
【００４９】
　図３Ｃは、本発明のなお別の実施形態に従うセキュリティー特徴１４Ｃの一部の簡略平
面図である。このセキュリティー特徴は、ベース顔料粒子１６および透明な潜在フレーク
１９を含有するインクで印刷され、この透明な潜在フレーク１９は、不規則な形状を有し
、そして記号１７’（この場合、様式化された「Ｆ」）を含む。いくつかの異なる記号お
よび記号の組み合わせは、代替的に使用される。あるいは、透明なフレークは、選択され
た形状を有し、これには記号を有するものまたは記号を有さないものがある。
【００５０】
　上記透明な潜在フレークは、堆積された（すなわち、合成的な）無機薄型フィルム層か
ら形成され、そして特定の実施形態において、この透明な潜在フレークは、厚さ約７００
ｎｍのＺｎＳの単一層である。さらなる実施形態では、上記ＺｎＳのフレークは、蛍光を
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増強するように処理される。あるいは、ＵＶ光に曝された場合、可視光を発する他の物質
（例えば、少し例を挙げれば、ケイ酸亜鉛、酸化カルシウム－タングステン（ｃａｌｃｉ
ｕｍ－ｔｕｎｇｓｔｅｎ　ｏｘｉｄｅ）、リン酸バナジウムイットリウム（ｙｔｔｒｉｕ
ｍ　ｐｈｏｓｐｈａｔｅ　ｖａｎａｄｉｕｍ）、ドープ化された酸化イットリウム（例え
ば、ユーロビウム）、および希土類アルミン酸塩をドープ化されたアルカリ性土類アルミ
ン酸塩）が、他の実施形態において使用される。あるいは、低ＵＶ照射（約２５０ｎｍ）
で励起される場合、長いＵＶの範囲（３００ｎｍ～４００ｎｍ）において蛍光を発する他
の物質が使用される。蛍光は、本発明の全ての実施形態に対して必要とされるわけではな
い。
【００５１】
　１つの実施形態では、上記透明な潜在フレーク物質は、この透明な潜在フレーク物質が
一緒に混合される意図されたキャリアに従って選択され、このキャリアにおけるフレーク
の屈折率が適合するかまたは適合しないかを選択する。例えば、低屈折率物質から作製さ
れた透明なフレークが低－指標キャリア中で混合される場合、上記透明なフレークは、非
常に見にくい。上記屈折率の透明なフレークが、高屈折率キャリア中で混合される場合、
この透明なフレークは見やすいが、一般的には、簡単な観察により検出されるわけではな
い。
【００５２】
　約１０個よりも多くのＱＷＯＴの厚さの無機物質でできた単一層フレークは、透明であ
る傾向があり、染色されたり真珠光沢性ではない。しかし、透明なフレークでさえ、黄色
っぽい色合いを組成物（例えば、ワニス）に与え得る。いくつかの透明な無機フレークの
熱処理は、フレークの「白さ」を改善し、潜在セキュリティー用途における使用が優れた
ワニスをもたらす。特定の実施形態において、厚さ約７００ｎｍのＺｎＳの単一層から作
製された透明な顔料フレークは、空気中で５５０℃に、約６００分にわたって加熱され、
ＵＶ光のもとで蛍光を増強した。この熱処理はまた、上記ＺｎＳフレークの白さを改善し
た。
【００５３】
　ロールコーティングプロセスから残存する微量元素が、蛍光の増強に寄与したと考えら
れている。特に、ＮａＣｌは、このロールコーティングプロセスに使用されたポリマー基
材上の放出層（ｒｅｌｅａｓｅ　ｌａｙｅｒ）として使用された。ＺｎＳの単一層は、Ｎ
ａＣｌ放出層の方々に堆積され、次いでこのＮａＣｌ放出層は、水中に溶解し、このポリ
マー基材からのＺｎＳの除去を促進した。放出層からのナトリウムが、ＺｎＳまたは他の
活性化されたドーパントにドープ処理し、蛍光を増強したと考えられる。
【００５４】
　図４Ａは、本発明の実施形態に従う明るい顔料フレーク２０の簡略断面である。反射層
２２は、２個の誘電体薄型フィルム層２４、２６の間にある。誘電体薄型フィルム層２４
、２６のために、上記明るい顔料フレーク２０が硬化し、そして上記ロールコーター基材
からの顔料フレークの除去を促進する。上記明るい顔料フレークの厚さを、１０マイクロ
メートル未満に維持し、平坦な表面へと乾燥または硬化する組成物を提供することが望ま
しい。特定の実施形態において、フレークの厚さは、約１マイクロメートル～約３マイク
ロメートルである。より薄いフレークは、より加工しにくく、そして扱いにくい。その理
由は、上記より薄いフレークは、重量がほとんどなく、そしてより強度であるからであり
、枠模様に沿って壊れにくい。
【００５５】
　上記反射層２２は、代表的には、非常に反射性の金属（例えば、アルミニウム、プラチ
ナ、金、銀、もしくは銅）、または中程度に反射性の金属（例えば、鉄もしくはクロム）
の薄型フィルム層である。この反射層２２は、スペクトルの可視部分において、不透明（
反射性）であるには十分に厚いが、この薄型フィルム層が上記基材から分離し、次いでフ
レークへと加工されるのを妨害するほど厚くはない。換言すれば、厚すぎる金属反射層は
、比較的もろい誘電体層２４、２６の間に、延性のある層を提供し、そしてこの堆積され
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た層のフレークへの加工を妨害する傾向にある。上記誘電体層の適切な金属としては、と
りわけ、ＺｎＳ、ＭｇＦ２、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２、Ｎｂ２Ｏ５およびＴａ２

Ｏ５が挙げられる。いくつかの実施形態では、上記誘電体薄型フィルム層２４、２６はま
た、反射層２２に対して環境の保護を提供する。
【００５６】
　上記明るいフレーク２０は、選択された形状を有し、そして必要に応じてかまたは代替
的に、他の印（例えば、表面（格子）模様または元素の指紋（ｅｌｅｍｅｎｔａｌ　ｆｉ
ｎｇｅｒｐｒｉｎｔ））を有する。十分に低い濃度では、この明るいフレーク２０が、色
付き顔料および色付き組成物（例えば、インクおよびペンキ）に添加される。成形された
明るいフレークは、ベース（すなわち、ランダムに成形されたかまたはあるいは代替的に
成形された）明るいフレークに、潜在セキュリティー特徴として添加され得る。
【００５７】
　図４Ｂは、元素インジケーター層２８を有する明るいフレーク２０’の簡略断面図であ
る。この明るい層２０’は、誘電体層２４’、２６’の間の反射性の層２２’、２２’’
、および元素インジケーターを提供する層２８を有する。この元素インジケーター層２８
は、この明るいフレークが一緒に使用されるベース顔料において見出されない物質の層で
あり、そしてこれは、元素分析技術（例えば、第２イオン質量分光分析（「ＳＩＭＳ」、
エネルギー発散性Ｘ線（「ＥＤＸ」）およびＡｕｇｅｒ分析）を用いて容易に検出可能で
ある。さらに、この元素インジケーターは、上記潜在フレークに存在するが、上記ベース
フレークには存在せず、そしてマイクロ－ＳＩＭＳ分析、マイクロ－ＥＤＸ分析、または
マイクローＡｕｇｅｒ分析は、容易にこの差異を検出する。上記顔料混合物に指示元素（
ｉｎｄｉｃａｔｉｎｇ　ｅｌｅｍｅｎｔ）を添加（例えば、指示元素を含有する少量の化
合物をキャリアに添加）するだけなら、このセキュリティー特徴に打ち勝つことは出来な
い。
【００５８】
　上記元素インジケーター層２８は、光学活性ではない。なぜなら、この元素インジケー
ター層２８は、２つの半透明な反射層２２’、２２’’の間にあるからである。この反射
層２２’、２２’’は、上記ベースフレークにおいて使用される同一の物質（例えば、ア
ルミニウム）であるように選択される。元素インジケーターとして適切な物質としては、
とりわけ、プラチナ、イリジウム、オスミウム、バナジウム、コバルト、およびタングス
テンが挙げられる。当業者は、選択された元素インジケーター物質が、一緒に使用される
同一のベース顔料に依存することを理解する。代替の実施形態において、明るい顔料の上
記反射層は、元素インジケーター物質に属する（図３Ｂ、参考文献２２を参照のこと）。
例えば、プラチナを反射層として用いた明るい潜在顔料フレークまたは色付き顔料フレー
クは、アルミニウムを反射層として用いた明るいベースフレークまたは色付き顔料フレー
クと混合される。さらなる実施形態では、顔料混合物または組成物へと組み込まれる元素
インジケーターを有するフレークの量が選択され、顔料混合物における選択された元素比
率（例えば、アルミニウム対プラチナ）を提供する。代替の実施形態またはさらなる実施
形態では、上記誘電体薄型フィルム層２４’、２６’の物質（図４Ａ、参考文献番号２４
、２６）が選択され、元素インジケーターを提供する。
【００５９】
　図４Ｃは、本発明の別の実施形態に従う、カラーシフト顔料フレーク３０の簡略断面図
である。このカラーシフト顔料フレーク３０は、一般的に対称性の５層Ｆａｂｒｙ－Ｐｅ
ｒｏｔ干渉フレークとして公知である。薄型フィルムの積層物３２は、反射性金属層３４
、２層のスペーサー層３６Ａ、３６Ｂ、および２層の吸収層３８Ａ、３８Ｂを含む。上記
吸収層は、代表的には、クロム、炭素または他の物質の、非常に薄く、やや不透明な層で
ある。上記反射層、スペーサー層、および吸収層は、全て光学的に活性であり、つまり、
これらの反射層、スペーサー層、および吸収層は、上記カラーシフト顔料フレークの光学
的性能に寄与する。上記フレークの各面は、入射光に対して類似のＦａｂｒｙ－Ｐｅｒｏ
ｔ干渉構造を提供し、それゆえこのフレークは、光学的に対称性である。あるいは、この
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カラーシフト顔料フレークは、全て誘電体の顔料フレークである。
【００６０】
　上記カラーシフト顔料フレークの、色およびカラートラベルは、光学的に変化し得る顔
料の技術において周知であるように、このフレークの光学的図案、すなわち薄型フィルム
積層物３２の層の物質および厚さにより決定される。カラーシフト顔料フレーク３０の光
学的図案は、代表的には、カラーシフト顔料フレーク３０が一緒に混合される上記ベース
顔料フレークの光学的特性に適合するように選択される。このカラーシフト顔料フレーク
３０が成形され（図３Ａ、参考文献１８を参照のこと）、そして必要に応じてかまたは代
替的に、他の印（例えば、表面格子模様および／または元素インジケーター）を含む。
【００６１】
　例えば、上記反射層は、元素インジケーターを含み、上記ベース顔料フレークとは異な
る反射性金属またはさらなる元素インジケーター層を含み、これは、光学的に活性であっ
ても光学的に活性でなくてもよい（図３Ｃ、参考文献２８を参照のこと）。あるいはまた
はさらに、上記スペーサー層３６Ａ、３６Ｂおよび／または吸収層３８Ａ、３８Ｂは、元
素インジケーターを含む。例えば、このベース顔料フレークが、ＭｇＦ２、ＳｉＯ２、ま
たはＡｌ２Ｏ３をスペーサー層物質として使用する場合、上記潜在顔料フレーク３０は、
種々のスペーサー層物質（例えば、ＴｉＯ２またはＺｎＳ）を使用する。スペーサーおよ
び／または吸収のインジケーターの物質は、元素分析を使用して容易に検出される元素を
含む。
【００６２】
　いくつかの実施形態において、別個のスペーサー物質および／または反射器物質は、上
記ベースフレークとは異なる光学特性を有する潜在顔料フレーク３０をもたらす。例えば
、たとえ上記潜在フレークおよびベースフレークが直角入射で類似の色を有する場合でも
、カラートラベルは、異なり得る。一般的に、低屈折率スペーサー物質（例えば、ＭｇＦ

２およびＳｉＯ２）は、高屈折率スペーサー物質（例えば、ＺｎＳおよびＴｉＯ２）より
も多くのカラートラベル（「迅速シフト」顔料）を提供する。しかし、上記カラートラベ
ルがこのベースフレークのカラートラベルとは正確に適合しない場合であっても、このよ
うな潜在フレークは、上記ベース顔料フレークに比較的高濃度で添加され得る。なぜなら
、ほとんどの不用意な観察者は、本発明の実施形態に従う混合物と１００％ベース顔料と
の差異を検出し得ないからである。
【００６３】
　図５は、本発明の実施形態に従うキャリア４４中に分散された潜在フレーク４２を有す
るワニス４０の横断面である。このキャリアは、透明であるかまたは色付けされており、
そして上記潜在フレーク４２は、軽い視覚の検出を回避するように選択された濃度にある
。選択的な色のコーティングまたは明るい（例えば、「クロム化」）コーティング４６は
、上記ワニス４０の下に、物体４８に塗布されている。上記ワニス４０は、その外見を乱
すことなく、この物体に潜在セキュリティー特徴を提供する。特定の実施形態では、必要
に応じたカラーコート４６は、明白なセキュリティー特徴をこの物体に提供するための真
珠光沢顔料またはカラーシフト顔料で印刷されたイメージである。この物体は、例えば、
書類、製品、包装、または捺印（ｓｅａｌ）である。このワニス４０は、この物体の外見
を著しく変化させることなく、すでに潜在セキュリティー特徴を有する物体に、潜在セキ
ュリティー特徴を提供する。例えば、株券が明白なセキュリティー特徴で印刷されており
、そしてこの株券に潜在セキュリティー特徴を提供することが望ましくなった場合、上記
明白なセキュリティー特徴は、ワニス４０または類似のインク組成物（すなわち、潜在フ
レークを含有する本質的に透明なインク組成物）で重ね刷りされる。別の実施形態では、
さらなる潜在セキュリティー特徴が、１個以上の潜在セキュリティー特徴をすでに有する
物体に提供される。特定の実施形態では、この潜在フレークは、上記ワニスの２％以下を
構成する。ワニスに関するさらなる考察が、実験的結果に関する項に以下に提供される。
【００６４】
　図６は、本発明の別の実施形態に従う、結合剤またはキャリア５２において分散された
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、ベース顔料フレーク１６および潜在フレーク１８を含有する組成物５０（例えば、イン
クまたはペンキ）の断面である。この潜在フレーク１８は、選択された形状または他の印
（例えば、図３Ｃ、参考文献２０’）（例えば、元素インジケーターまたは表面－格子模
様）を有する。あるいは、この組成物５０は、選択的に成形された透明なフレーク（この
フレークは、記号を有していても有さなくてもよい）、ならびに／または、成形された潜
在顔料フレークおよび／もしくは記号（例えば、図３Ａ、参考文献１８、および図３Ｂ、
参考文献１８Ｂ、２０）を含む潜在顔料フレークを含む。１つの実施形態では、組成物中
の潜在フレーク１８の量は、上記ベース顔料フレーク１６および潜在フレーク１８２の全
重量（「全顔料重量」）の１％未満であり、これは、上記ベース顔料フレークにおいて透
明な潜在フレークを十分に分散させ、上記潜在フレークの表面的な検出を困難にする。代
替の実施形態では、組成物中の透明な潜在フレークの量は、１％よりも多い。上記組成物
５０は、物体４８（例えば、ラベル、製品の包装、銀行紙幣、または消費者の商品）に塗
布される。
【００６５】
　潜在フレークを、存在するインク組成物またはペンキ組成物に添加することで、潜在セ
キュリティー特徴が、インクまたはペンキから作製されたイメージに備わる。例えば、カ
ラーシフト顔料を有するインクが使用され、カラーシフトイメージを、銀行紙幣または他
の物体上の明白なセキュリティー特徴として提供する。本発明の実施形態に従う潜在フレ
ークが、このインクに添加され、そしてこの生じた混合物が、上記インクで印刷されたイ
メージと実質的に類似して見えるイメージを印刷するために使用される。従って、上記潜
在セキュリティー特徴が添加された後、上記銀行紙幣の表面的な観察者は、上記明白なセ
キュリティー特徴（すなわち、カラーシフトイメージ）の外見の変化に気付かない。上記
潜在フレークの印は、製造年月日、印刷の場所、および／またはインクの供給源（製造者
）を示す。
【００６６】
　（ＩＩＩ．潜在フレークの同定）
　図７Ａは、ＵＶ照射を用いた顕微鏡下で見られた場合の、本発明の実施形態に従う、透
明な無機潜在フレーク１２２で印刷されたセキュリティー特徴１１４の一部の簡略平面図
である。このフレークは、図示を簡単にするために、単一層にて示される（図４と比較の
こと）。この透明な潜在フレーク１２２は、蛍光を発し（明るく見え）、そしてベース顔
料フレーク１１６と容易に区別され、このベース顔料フレーク１１６は、暗く見え、そし
て図示の目的で点線で示される。代表的には、視界のより大きな視野（ｆｉｅｌｄ）（す
なわち、より低い倍率、代表的には、２０Ｘ～５０Ｘ）が観察される。視界の減少した視
野（ｆｉｅｌｄ）は、図示の簡便性のために示される。一度この蛍光潜在フレークの位置
が同定されると、この観察者（ｖｉｅｗｅｒ）は、潜在フレーク上で「ズームイン」し得
る。
【００６７】
　図７Ｂは、照射のための可視光を用いた顕微鏡下で見られる場合、図７Ａのセキュリテ
ィー特徴１１４の一部の簡略平面図である。上記透明な潜在フレーク上の記号は、ＵＶ光
の下で判読しにくいことが発見された。なぜなら、上記蛍光は、バルク現象であり、記号
を不明瞭にするからであった。上記ＵＶ光がスイッチオフされた場合、そして透明な潜在
フレーク１２２が、可視光を用いて顕微鏡下で観察された場合、記号１２０のかすかな輪
郭（およびこのフレーク）が、観察可能であった。蛍光潜在フレークは、フレークの濃度
が低い場合、特に望ましい。この透明な潜在フレーク１２２および記号１２０は、この視
界において点線として示され、これらが可視光のもとでかすかな輪郭として出現すること
を示す。このベース顔料フレーク１１６は、実線として示される。なぜなら、これらは、
代表的には、可視光のもとで顕著になるからである。特定の実施形態では、この透明な潜
在フレークは、艶だしワニス中のＺｎＳ（これは、約２．２の屈折率を有する）であり、
これは、ＵＶ光のもとで最初に観察され、次いで、フレーク上の記号は、１００Ｘの倍率
にて可視光を用いて判読された。
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【００６８】
　ＵＶ光または他の不可視照射のもとで蛍光を発する潜在顔料フレークに関して、類似の
結果が予想される。上記潜在顔料フレークが十分に希釈された場合、例えば、ベース顔料
フレーク中で分散された潜在顔料フレークは、類似の視覚的特徴を有し、検出しにくい。
１つの実施形態では、この潜在顔料フレークは、ＵＶ光のもとで観察可能な選択された形
状を有する。別の実施形態では、この潜在顔料フレークは、ＵＶ光の下では容易に観察可
能ではないが、可視光の下では観察可能である。この記号を有する潜在顔料フレークの位
置は、ＵＶ光を用いて同定され、次いで、ＵＶ光がスイッチオフにされ、そしてこの記号
は、可視光を用いて判読される。
【００６９】
　あるいは、より長い波長の光で照射される場合、より短い波長にて蛍光を発する物質が
、潜在フレークまたは潜在顔料フレークを製造するために使用される。この種の蛍光は、
偽造者によりそれほど容易には気付かれないと考えられており、この種の蛍光が潜在セキ
ュリティー用途において使用されるのを促進する。１つの実施形態では、近赤外線または
赤外線は、潜在フレークまたは潜在顔料フレークを照射するために使用され、可視の範囲
で蛍光を発する。
【００７０】
　（ＩＶ．実験結果）
　透明な潜在フレークまたは単一層潜在顔料を開発する前に、種々の代替物が評価された
。赤紫～緑の光学的に変化可能な彫り込み（「ＯＶＩ」）１００％顔料フレークを、生産
し、そして測定した。全てのタグジェントサンプルは、２０００線／ｍｍの格子模様を有
した。この格子模様は、上記タグジェントフレークを、上記ベースフレークから区別しや
すくし（すなわち、位置決めし）、そしてより偽造しにくくする。この格子模様は、回折
特性を、試験組成物に印刷されたイメージに誘導しなかった。タグジェントフレークの底
部と、観察者に十分に方向付けされないことことの組み合わせは、回折特性が生じるのを
回避したと考えられている。本発明の特定の実施形態では、格子模様は、記号を有するタ
グジェントフレーク上に含まれた。これらの記号は、最初の倍率で顕微鏡下で同定可能で
あるが、この格子模様は、この最初の倍率にて容易には見られなかった。この格子模様は
、より高い倍率で見られた。このような格子模様を包含することは、上記タグジェントフ
レークの潜在の性質をさらに強化する。なぜなら、偽造者は、顕微鏡試験のもとでこの記
号を見得るが、格子模様を見得ず、その結果、これを偽造物品に含まないからである。
【００７１】
　第１の試験サンプル（「サンプル１」）は、赤紫～緑のＯＶＩ顔料フレーク（記号を含
む）（「タグジェントフレーク」）の１０％と混合された従来の赤紫～緑の顔料フレーク
の９０％（重量）を含有した。このタグジェントフレークは、日常的な顕微鏡検査により
検出しやすく、そしてこの混合物の色の性能は、試験標準と同一であった。なぜなら、上
記タグジェントフレークの色は、十分にこのベースフレークの色に適合したからである。
しかし、類似の色の適合は、上記タグジェントフレークの生産を注意深くモニタリングす
ることを必要とする。同様に、タグジェントフレークの各々の色に対する新規の光学的な
図案は、ベースフレークの各々の色に適合するように使用される。従って、このアプロー
チは、種々の色付ベース顔料と混合され得る包括的なタグジェントフレークを提供しない
。
【００７２】
　より単純なアプローチは、標準的なタグジェントフレーク図案の多くの異なる色と共に
使用され得る。単一層ＭｇＦ２タグジェントフレークは、赤紫～緑のＯＶＩベース顔料と
共に混合され、このタグジェントフレークは、全顔料重量（「サンプル２」）の１０％を
構成した。色の適合したＯＶＩに関して、色の性能は、１００％ベースＯＶＩ顔料フレー
クと共に生産されたサンプルと本質的に同一である。しかし、このＭｇＦ２フレークは、
日常的な顕微鏡試験のもとでは、１０％の濃度でも、検出しにくかった。
【００７３】
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　「銀」（アルミニウム）タグジェントフレークもまた、評価された。銀フレークの偽造
は、比較的単純であり、そしてこれらのフレークは、５％の濃度では、非常に検出しやす
い。銀タグジェントフレークが、多くの色のベース顔料と混合され得ることが望まれた。
しかし、赤紫～緑ＯＶＩベース顔料（「サンプル３」）と混合された銀タグジェントフレ
ークを５％だけ含有する彫り込みブレンド（ｉｎｔａｇｌｉｏ　ｂｌｅｎｄ）の色の性能
は乏しかった。従って、銀タグジェントフレークは、特定の組成物において有用であり得
るが、少なくともいくつかのベース顔料の色の性能を崩壊させるようである。
【００７４】
　別のアプローチは、ベースフレークの多くの異なる色と共に使用され得る標準タグジェ
ントフレーク図案を使用することである。アルミニウム反射層を使用する（このフレーク
に「銀」の外見を与える）明るいタグジェントフレークもまた、評価された。色付きベー
ス顔料フレークと共に混合される場合、明るいフレークの製造は、比較的単純であり、そ
してこれらのフレークは、５％の濃度では、非常に検出しやすい。明るいタグジェントフ
レークが多くの色のベース顔料と共に使用され、潜在（ｃｏｖｅｔ）セキュリティー特徴
を提供する。組成物における明るいタグジェントフレークの量は、所望の結果に依存する
。例えば、上記赤紫～緑のＯＶＩベースと混合された５％の明るいタグジェントフレーク
を含有する彫りこみブレンドの色の性能は、並行比較（ｓｉｄｅ－ｂｙ－ｓｉｄｅ　ｃｏ
ｍａｒｉｓｏｎ）にて、赤紫～緑ＯＶＩフレーク１００％の組成物から識別可能である。
赤紫～緑ＯＶＩフレーク１００％から本質的に識別不能な組成物は、５％未満の明るいフ
レーク（例えば、赤紫～緑ＯＶＩフレーク中の約０．２５重量％～３重量％の濃度を有す
る明るいタグジェントフレーク）を使用する。５％よりも大きい濃度の明るいフレークが
、顔料フレークに添加され、この組成物の外見を顕著に変化させることなく、より明るい
飽和色またはより少ない飽和色を提供すると考えられる。明るいタグジェントフレークは
、１％未満の濃度でも、選択された形状を有することと色が異なること（例えば、赤紫の
代わりに「銀」）の組み合わせのために、穏当な倍率下で検出しやすい。
【００７５】
　最後に、透明なタグジェントフレークは、ＺｎＳの単一層から作製された。このフレー
クの生産は、比較的容易である。そして、濃度１０％での検出可能性は、容易であった。
これは、上記ＯＶＩタグジェントフレークを検出することよりも困難であるが、上記Ｍｇ
Ｆ２タグジェントフレークを検出するよりもずっと容易であると言うことである。１０％
のＺｎＳフレークおよび９０％の赤紫～緑ＯＶＩフレーク（「サンプル４」）との彫りこ
みブレンドが、試験標準に対して比較された。この色の性能は、クロムにおけるわずか（
約３％）の減少とほとんど等しかった。この主観的な比較に関与した人は、光学的に変化
可能な顔料の色の性能を評価する際に非常に経験を積んでおり、そして標準に対して、並
行比較を使用した。存在するインク組成物またはペンキ組成物に添加されたこのフレーク
の１０％が、この色の性能を十分に保存し、その結果、平均的な観察者なら変化に気付か
ないであろうと考えられている。このＺｎＳの透明タグジェントフレークは、多くの色付
き顔料（上記色付き顔料で製造された組成物の外観を注意可能に変化させることなく、光
学的に変化し得る顔料）に加えられ、そしてその結果、包括的なタグジェントフレークを
可能にし得ると考えられている。
【００７６】
　上に記載されたサンプルの測定された光学的性能は、表１：
【００７７】
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【表１】

に記載される。
【００７８】
　タグジェントまたは潜在タグジェントとして使用する透明なＺｎＳフレークはまた、ワ
ニス組成物中で評価された。いくつかの例において、このワニス組成物の認識された外見
においてほとんど全く変化なしに、ほぼ１／３のワニス組成物が透明であり得ることが考
えられる。艶だしワニスベースが、このワニス組成物を製造するために使用され得、そし
てこのワニス組成物が、インクおよびペンキの色の評価に対して普通に使用される類型の
白色カード株券に対して塗布された。全てのワニス組成物は、透明なフレークなしに、ワ
ニスベースの試験標準に対して比較された。
【００７９】
　第１のワニス組成物に対して、３％の堆積したままの（ａｓ－ｄｅｐｏｓｉｔ）（すな
わち、透明さのために加熱処理されない）単一層のＺｎＳは、試験標準と本質的に同一に
見えた。５％の単一層を有する堆積したままの（ａｓ－ｄｅｐｏｓｉｔ）ＺｎＳフレーク
を有する第２のワニス組成物は、試験標準と比べられた場合、わずかに顕著に異なってい
たが、不用意な観察者なら、黄変のわずかな量に気付かないであろうと考えられている。
１０％の単一層の堆積したままのＺｎＳフレークを有する第３のワニスサンプルは、試験
標準に対して比較された場合、外見の顕著な変化を示し、そして幾人の不用意な観察者な
ら、非常に明るいバックグラウンドでこの組成物を用いて印刷された視野（ｆｉｅｌｄ）
に気付くであろうと考えられている。しかし、この組成物は、非白色基材に対する印刷に
対して有用であり得る（例えば、銀行紙幣または灰色がかった株券）が、ここで、上記わ
ずかな黄変が気付かれる可能性がより低下する。あるいは、潜在セキュリティー特徴とし
て使用される場合、非光沢性のワニスベースが使用され、検出の可能性をさらに低減する
。１５％の単一層の堆積したままの（ａｓ－ｄｅｐｏｓｉｔ）ＺｎＳを有する第４のワニ
スサンプルは、上記試験標準との並行比較をしない場合でさえ、顕著な黄変を示した。
【００８０】
　単一層ＺｎＳフレークを熱処理し、このフレークを透明化（「ブリーチ」）した。この
フレークは、空気中で２時間、２００℃で加熱された。蛍光を強化するための熱処理Ｚｎ
Ｓフレーク（空気中で５５０℃で１０時間）はまた、上記フレークをブリーチするが、ブ
リーチすることは、より短い熱処理で達成され得る。２０％の単一層ブリーチ化ＺｎＳを
使用するワニス組成物は、色の変化がほぼ認識不可能であることを示した。従って、少な
くとも１０％のブリーチされていない単一層ＺｎＳフレークおよび少なくとも２０％のブ
リーチされた単一層ＺｎＳフレークは、潜在タグジェントとして艶だしワニスベースに添
加され得ると考えられる。
【００８１】
　ＺｎＳは、タグジェントフレークとしてさらに望ましい。なぜなら、金属（例えば、ア
ルミニウム）層を含むいくつかのフレークと違って、ＺｎＳは、水、酸、塩基、およびブ
リーチの存在のもとで耐久性があるからである。いくつかの有機フレークとは異なり、Ｚ
ｎＳはまた、有機溶媒および日光の存在下で耐久性がある。
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【００８２】
　図８は、インクで調製された試験サンプル、および本発明の実施形態に従う潜在顔料フ
レークと組み合わせたインクで調製された試験サンプルに対するカラートラベルを示す。
このカラープロットは、ＣＩＥＬａ＊ｂ＊の慣習に従う。照射および観察の角度は、反射
角から１０°離れており、透明なコーティングサンプルに関連した強度の蛍光成分を回避
した。このサンプルは、１５°／５°～６５°／５５°まで５°ずつ増加する１１の照射
角度／観察角度を用いて特徴付けられた。この曲線の第１の点（すなわち、上方の左側の
点）は、１５°／５°のデータに対応し、そして最終点（すなわち、１１番目の点）は、
６５°／５５°のデータに対応している。
【００８３】
　第１の曲線６００は、青～緑の光学的に変化可能な顔料フレークを用いて調製された試
験サンプルに対する、測定されたカラートラベルを示す。第２の曲線６０２は、９５重量
％の青～緑の光学的に変化可能な顔料フレークおよび厚さ約７００ｎｍで平均粒子サイズ
約２０マイクロメートルの５重量％の単一層ＺｎＳフレークに対する測定されたカラート
ラベルを示す。このフレーク上の記号は、約８×６マイクロメートルであり、視野（ｆｉ
ｅｌｄ）の約２マイクロメートルずつ分離されていた。重量％は、インク組成物を調製す
るために使用されるフレークの全重量の、サンプルに対する百分率である。第３の曲線６
０４は、９０重量％の青－緑の光学的に変化可能な顔料フレークおよび第２の曲線と関連
するサンプルにおいて使用される１０重量％の同一のＺｎＳフレークで調製されたサンプ
ルに対する測定されたカラートラベルを示す。これらの曲線は、非常に類似した光学的性
能が、１０重量％までの潜在フレークを有するインク組成物に関して獲得可能であること
を例証している。特に、このカラートラベルは、全ての３つのサンプルに対してほとんど
同一であり、そしてクロムは、１０％の透明な潜在フレークで作製されたサンプルよりも
わずかに少ないだけである。従って、本発明の実施形態に従う潜在フレークは、存在する
光学的に変化可能なインクに添加され、組成物を形成し、この組成物で印刷されたイメー
ジの外見を著しく変更することなく潜在セキュリティー特徴を提供する。
【００８４】
　（Ｖ．例示的方法）
　図９は、方法７００の簡略化されたフローチャートであり、この方法は、本発明の実施
形態に従う潜在フレークを物体に提供する。不可視照射のもとで蛍光を発する潜在フレー
クは、キャリア中で混合され（工程７０２）、組成物（例えば、インクまたはペンキ）を
提供し、上記潜在フレークは、可視光のもとで観察することによっては容易に検出可能で
はない。１つの実施形態では、上記潜在フレークは、記号および／または選択された形状
を有する透明な潜在フレークである。さらなる実施形態では、この組成物は、ベース顔料
フレークまたは粒子を含有する。別の実施形態では、上記潜在フレークは、記号および／
または選択された形状を有する潜在顔料フレークである。この組成物は、物体に塗布され
（工程７０４）、潜在セキュリティー特徴を提供する。１つの実施形態では、この組成物
は、印刷工程（例えば、グラビア印刷工程、フレキソ印刷工程、オフセット印刷工程、活
版印刷工程、凹板印刷工程、またはスクリーン印刷工程工程）を用いて塗布される。別の
実施形態では、この組成物は、塗装工程（例えば、ローリング工程、デッピング（ｄｉｐ
ｐｉｎｇ）工程、ブラシング（ｂｒｕｓｈｉｎｇ）工程、スプレー塗装工程）を使用して
塗布される。
【００８５】
　この潜在セキュリティー特徴を提供した後、この潜在セキュリティー特徴は、この物体
を不可視照射で照射すること（工程７０６）により観察され、この潜在フレークが蛍光を
発するようにし、そして潜在フレークが同定される（工程７０８）。この組成物が、蛍光
を発しもするベース顔料フレークまたは粒子を有する場合、上記潜在フレークは、著しく
多くもしくは著しく少なく蛍光を発するか、または上記ベース顔料フレークもしくは粒子
とは異なる色にて蛍光を発し、その結果、上記潜在フレークが組成物中で目立ち、そして
容易に同定されることが理解される。この同定された潜在フレークは、セキュリティーマ
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ーキングに対して観察される（工程７１０）。１つの実施形態では、この潜在フレークは
、選択された形状を有し、そしてこの物体が不可視照射で照射されながら観察される。別
の実施形態では、上記潜在フレークは、記号を含み、そしてこの潜在フレークは、この潜
在フレークを不可視照射を用いて同定する工程の後、可視光を用いて観察される。特定の
実施形態では、上記潜在フレーク上の１個以上の記号を観察する工程が、５０Ｘ～２００
Ｘの倍率下で行われる。
【００８６】
　（ＩＶ．例示的な方法）
　図１０は、方法６００のフローチャートであり、この方法は、本発明の実施形態に従う
顔料フレークを作製する。浮き彫りにされていない（「平坦な」）部分を有するロール基
材およびこのロール基材の堆積表面積の選択された比率の浮き彫りにされた部分が提供さ
れる（工程６０２）。１つの実施形態では、この浮き彫りにされた部分は、選択された形
状を有するフレークを生産するための枠で浮き彫りにされている。代替の実施形態では、
この浮き彫りにされた部分は、格子模様または記号で浮き彫りにされている。代替の実施
形態では、この基材は、浮き彫り工程以外のプロセス（例えば、レーザーアブレーション
）を用いて模様づけされている。少なくとも１層の薄型フィルム層は、ロール基材上に堆
積され（工程６０４）、そしてこの堆積された薄型フィルム層は、フレークへと加工され
（工程６０６）、選択された量のタグジェントフレークを有するフレーク混合物を生じる
。タグジェントフレークの収量は、因子（例えば、加工される薄型フィルム層の類型、枠
、格子模様または記号の性質、および加工パラメーター）に依存する。
【００８７】
　例えば、図２Ａおよび図２Ｂを参照すれば、上記ロール基材の表面の１０％が、格子も
しくは記号で浮き彫りにされた場合、格子模様を有する約１０％のタグジェントフレーク
の収量が予想される。成形されたフレークへの薄型フィルム堆積の模様化された部分の加
工の１０％の収量の損失のせいで、ロール基材の表面の１０％がダイアモンド成形された
枠で浮き彫りにされた場合、約９％の収量が誘電体－金属－誘電体フレークに対して予想
される。同様に、成形されたフレークへの薄型フィルム堆積の模様化された部分の加工の
５０％の収量の損失のせいで、成形された全誘電体フレークについては、約５％の収量が
、予想される。
【００８８】
　本発明は、種々の特定の実施形態の観点から上に記載されている。本発明は、本発明の
精神から逸脱することなく他の特定の形態で具体化され得る。従って、上に記載された実
施形態は、本発明を例示するが、以下の特許請求の範囲に示される本発明を限定するもの
ではない。特許請求の範囲の意義および範囲内で生じる全ての変更および等価物は、本発
明の範囲内に包含される。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】図１は、本発明の実施形態に従うセキュリティー特徴を有する書類の一部の平面
図である。
【図２Ａ】図２Ａは、浮き彫りにされた部分および浮き彫りにされていない部分を有する
堆積基材の一部の簡略図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、浮き彫りにされた部分１３’および浮き彫りにされていない部分１
５’を有する別の堆積基材１１’の一部の簡略図である。
【図３Ａ】図３Ａは、本発明の１つの実施形態に従うセキュリティー特徴の一部の簡略平
面図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、本発明の別の実施形態に従うセキュリティー特徴の一部の簡略平面
図である。
【図３Ｃ】図３Ｃは、本発明のなお別の実施形態に従うセキュリティー特徴の一部の簡略
平面図である。
【図４Ａ】図４Ａは、本発明の実施形態に従う明るい顔料フレーク２０の簡略断面図であ
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る。
【図４Ｂ】図４Ｂは、元素の指紋を提供する明るいフレーク２０’の簡略断面図である。
【図４Ｃ】図４Ｃは、本発明の別の実施形態に従うカラーシフト顔料フレーク３０の簡略
断面図である。
【図５】図５は、本発明の実施形態に従うキャリア中に分散された、透明なシフト潜在フ
レークまたは不透明な潜在フレークを有するワニスの断面図である。
【図６】図６は、本発明の別の実施形態に従う結合剤において分散された、ベースフレー
クおよび潜在フレークの断面図である。
【図７Ａ】図７Ａは、ＵＶ照射を用いて顕微鏡下で見られる場合に、本発明の実施形態に
従う、透明な無機潜在フレークで印刷されたセキュリティー特徴の一部の簡略平面図であ
る。
【図７Ｂ】図７Ｂは、照射のために可視光を用いて顕微鏡下で見られた場合に、図７Ａの
セキュリティー特徴の一部の簡略平面図である。
【図８】図８は、インクで調製された試験サンプル、および本発明の１つの実施形態に従
う潜在顔料フレークと組み合わせたインクで調製された試験サンプルについてのカラート
ラベルを示す。
【図９】図９は、本発明の１つの実施形態に従う潜在フレークを観察する方法のチャート
を示す。
【図１０】図１０は、本発明の１つの実施形態に潜在フレークを作製する方法のフローチ
ャートである。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】
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