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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パターン化されたフィルムを作製する方法であって、
　第１反射特性を有する第１フィルムを提供する工程であって、前記第１フィルムがまた
、第１放射光線への曝露時に、複屈折の変更によって前記第１反射特性を第２反射特性に
変更するのに十分な量で前記第１フィルムの一部分を吸収的に加熱するのに好適な第１吸
収特性も有し、前記第１フィルムが、前記第１反射特性を提供するために、強め合う又は
弱め合う干渉によって、選択的に光を反射するように配置される第１群の内部層を備える
、工程と、
　第２放射光線への曝露時に、異なる第２検出可能特性に変更する第１検出可能特性を有
する、第２フィルムを提供する工程と、
　前記第１フィルムをパターン化されたマスクに変換するように、前記第１放射光線を、
前記第１フィルムの第１ゾーンではなく第２ゾーンに優先的に方向付けて、複屈折の変更
によって、前記第１反射特性を前記第２ゾーン内の前記第２反射特性に変更する工程と、
　第２放射光線を前記パターン化されたマスクに通し、前記パターン化されたマスクを使
用して、前記第２放射光線をパターン化し、前記第２フィルムの選択された部分において
、前記第１検出可能特性を前記第２検出可能特性に変更するために、前記第２フィルムに
前記パターン化された第２放射光線を方向付けて、パターン化されたゾーンを形成する工
程と、
　を含み、前記第１反射特性から前記第２反射特性への前記変更が、主として隣接するパ



(2) JP 6297086 B2 2018.3.20

10

20

30

40

50

ターン化されたゾーンの間の厚さの差に起因し得るものではない、方法。
【請求項２】
　パターン化されたフィルムを作製する方法であって、
　パターン化されたマスクを提供する工程と、
　第１反射特性を有する第１フィルムを提供する工程であって、前記第１フィルムがまた
、第１放射光線への曝露時に、複屈折の変更によって前記第１反射特性を第２反射特性に
変更するのに十分な量、前記第１フィルムの一部分を吸収的に加熱するのに好適な第１吸
収特性も有し、前記第１フィルムが、前記第１反射特性を提供するために、強め合う又は
弱め合う干渉によって、選択的に光を反射するように配置される第１群の内部層を備える
、工程と、
　前記パターン化されたマスクを第１フィルムに近接して配置し、前記パターン化された
マスクを使用して、前記第１放射光線をパターン化し、前記第１フィルムの選択された部
分における複屈折の変更によって、前記第１反射特性を前記第２反射特性に変更するよう
に、前記第１フィルムに前記パターン化された第１放射光線を方向付けて、パターン化さ
れたゾーンを形成する工程と、を含み、前記第１反射特性から前記第２反射特性への前記
変更が、主として隣接するパターン化されたゾーンの間の厚さの差に起因し得るものでは
ない、方法。
【請求項３】
　第１反射特性を有する第１フィルムであって、第１放射光線への曝露時に、複屈折の変
更によって前記第１反射特性を第２反射特性に変更するのに十分な量、前記第１フィルム
の一部分を吸収的に加熱するのに好適な第１吸収特性もまた有し、前記第１フィルムが、
前記第１反射特性を提供するために、強め合う又は弱め合う干渉によって、選択的に光を
反射するように配置される第１群の内部層を備え、前記第１反射特性から前記第２反射特
性への前記変更が、主として加熱により誘導される厚さの差に起因し得るものではない、
第１フィルムと、
　前記第１フィルムに層状に取り付けられる、マスクと、
　を備える、物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に、光学フィルムの構成層又は材料の複屈折を弛緩するように調整さ
れる放射エネルギーの選択的適用によって、反射特性を空間的に調整することができる、
光学フィルムへの特定の用途を有する、光学フィルムに関し、本発明はまた、関連する物
品、システム、及び方法にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　時々、「ＳＴＯＦ」フィルムと称される、空間的に調整されたムは、いくつかの譲受人
共通の、しかし現在非公開の国際特許及び米国特許明細書に説明されており、それらは、
「発明を実施するための最良の形態」の最後に参照される。いくつかの場合において、こ
れらのフィルムは、初期の反射特性を有するフィルムを提供する、内部構造機構を組み込
む。例えば、内部構造機構は、強め合う又は弱め合う干渉によって選択的に光を反射する
、ミクロ層の１つ以上のパケットであってもよい、又は内部構造機構は、光を拡散的に散
乱させるように、ブレンド層内の異なる第１及び第２相に分離される、ポリマー材料であ
ってもよい。フィルムはまた、フィルムの使用可能領域内の任意の所望の位置又はゾーン
において、それらが放射エネルギーで処理されることを可能にする、吸収特性を有し、放
射処理は、初期反射特性を、処理位置において異なる第２反射特性に変更させる。変更は
、主に、複屈折性弛緩機構のため生じ、フィルムは、吸収特性のため、適切な量の放射エ
ネルギーを吸収し、吸収されたエネルギーは、局在位置、すなわち、所望の位置又はゾー
ンにおいて、フィルムを加熱し、熱は、フィルムの１つ以上の構成層又は材料の複屈折性
を、弛緩させる、例えば、複屈折性を低くさせるか、又は等方性にさせる。例示的な場合
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において、放射エネルギーは、処理ゾーン内のフィルムの構造的一体性（例えば、層構造
又は不混和性ブレンドモルホロジー）を実質的に変更又は損傷するほど十分にフィルムを
加熱しない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　我々は、他のパターン化物品の製造において、パターン化マスクとして反射ＳＴＯＦフ
ィルムを使用する技術を開発した。他のパターン化物品は、他のＳＴＯＦフィルムを含ん
でもよい、及び／又はそれらは、他の種類のパターン化可能な物品を含んでもよい。我々
はまた、ＳＴＯＦフィルムの製造において、従来のマスクを使用する技術も開発した。我
々は更に、反射ＳＴＯＦフィルムが層状配置にあるマスクに接続される物品を開発した。
ＳＴＯＦフィルムとマスクとの接続は、ＳＴＯＦフィルムが、マスクの透過面積又は半透
明面積等の機構との空間照合にあるゾーン内でパターン化されることを可能にする。
【０００４】
　したがって、あるパターン化可能な反射フィルムをマスクとして使用し、他のパターン
化物品を作製し、１つ以上の初期のマスクを使用して、パターン化可能な反射フィルムを
パターン化することができる。例示的なパターン化可能な反射フィルムは、放射光線への
曝露時に、第１反射特性を異なる第２反射特性に変更するのに十分な量でフィルムの一部
分を吸収的に加熱するのに好適な吸収特性を有する。第１反射特性から第２反射特性への
変更は、パターン化フィルムの１つ以上の層又は材料の複屈折の変更に起因する。関連す
る物品では、マスクは、このようなパターン化可能な反射フィルムに取り付けられる。マ
スクは、不透明部分及び光透過性部分を有してもよい。更に、マスクは、円筒状要素、収
束要素、及び／又はプリズム要素等の構造を有する光透過性部分を有してもよい。
【０００５】
　したがって、本出願は、とりわけ、第１反射特性を有する第１フィルムを提供する工程
と、第１検出可能特性を有する第２フィルムを提供する工程とを含む、パターン化フィル
ムを作製する方法を開示する。第１フィルムはまた、第１放射光線への曝露時に、複屈折
の変更によって第１反射特性を第２反射特性に変更するのに十分な量で第１フィルムの一
部分を吸収的に加熱するのに好適な第１吸収特性も有してもよい。第２フィルムの第１検
出可能特性は、第２フィルムを第２放射光線に曝露させることによって、異なる第２検出
可能特性に変更してもよい。方法はまた、第１フィルムをパターン化マスクに変換するよ
うに、第１放射光線を、第１フィルムの第１ゾーンではなく第２ゾーンに優先的に方向付
けて、第１反射特性を第２ゾーン内の第２反射特性に変更する工程も含んでもよい。方法
は更に、パターン化マスクを使用して、前記第２放射光線をパターン化し、第２フィルム
にパターン化された第２放射光線を方向付けて、第２フィルムの選択された部分において
、第１検出可能特性を第２検出可能特性に変更する。
【０００６】
　第１フィルムは、第１反射特性を提供するように、強め合う又は弱め合う干渉によって
、選択的に光を反射するように配置される第１群の内部層を含んでもよく、第１反射特性
から第２反射特性への変更は、実質的に、内部層のうちの少なくとも一部の複屈折の変更
に起因する。第１フィルムは、代わりに、第１及び第２相にそれぞれ分離される、第１及
び第２ポリマー材料を含む、第１ブレンド層を含んでもよく、第１反射特性から第２反射
特性への変更は、実質的に、第１及び第２ポリマー材料のうちの少なくとも１つの複屈折
の変更に起因する。いくつかの場合において、第１フィルムは、二段階レベルのパターン
化反射フィルムであってもよい、又はそれを備えてもよい。
【０００７】
　第１フィルムの第２ゾーンにおいて優先的に第１放射光線を方向付ける工程は、第１放
射光線を、第２ゾーンを画定する第１フィルムの部分上に走査する工程を含んでもよい。
第１反射特性は、第２反射特性よりも多く第２放射光線を反射してもよく、第２フィルム
の選択された部分は、第１フィルムの第２ゾーンに対応してもよい。あるいは、第１反射
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特性は、第２反射特性よりも少なく第２放射光線を反射してもよく、第２フィルムの選択
された部分は、第２ゾーン以外の第１フィルムの部分に対応してもよい。
【０００８】
　第１及び第２放射光線は、異なる第１及び第２光学波長をそれぞれ含んでもよい。例え
ば、第１光学波長は、赤外線光学波長であってもよく、第２光学波長は、７００ｎｍ未満
であってもよい。別の例では、第１及び第２光学波長は、異なる赤外線波長、例えば、８
０８ｎｍ及び１０６４ｎｍであってもよい。第２フィルムは、第２放射光線への曝露時に
、第１検出可能特性を第２検出可能特性に変更するのに十分な量で第２フィルムの一部分
を吸収的に加熱するのに好適な第２吸収特性を有してもよい。第２フィルムは、第１検出
可能特性を提供するように、強め合う又は弱め合う干渉によって、選択的に光を反射する
ように配置される第２群の内部層を含んでもよく、第１検出可能特性から第２検出可能特
性への変更は、実質的に、内部層のうちの少なくとも一部の複屈折の変更に起因する。あ
るいは、又は加えて、第２フィルムは、異なる第３及び第４相にそれぞれ分離される第３
及び第４ポリマー材料を含む、第２ブレンド層を含んでもよく、第１検出可能特性から第
２検出可能特性への変更は、実質的に、第３及び第４ポリマー材料のうちの少なくとも１
つの複屈折の変更に起因する。
【０００９】
　第１又は第２反射特性は、少なくとも９０％、又は少なくとも９５％、又は少なくとも
９９％の第２放射光線に対する、及び／又は別の対象の波長における、反射率を有しても
よい。
【００１０】
　第１放射光線を方向付ける工程は、第１パターンを有する第１フィルムを提供してもよ
く、方法は更に、パターン化マスクを使用して、第２放射光線をパターン化した後に、第
１フィルムにおける第３放射光線を方向付けて、第１フィルム内の第１パターンの少なく
とも一部分を排除する工程を含む。第１及び第２フィルムは、層状配置で接続されてもよ
い。第３放射光線は、第１フィルムを実質的に非パターン化するように調整されてもよい
、すなわち、第１フィルム内の異なる第２パターンを提供するように、第１フィルム内の
第１パターンの実質的に全てを排除してもよい、又は第１パターンの一部分のみを排除し
てもよい。第２反射特性は、第１反射特性よりも反射性が低い、又は高くてもよい。
【００１１】
　我々はまた、パターン化フィルムを作製する方法も開示し、それは、パターン化マスク
を提供する工程と、第１フィルムを提供する工程とを含んでもよい。第１フィルムはまた
、第１反射特性、並びに第１放射光線への曝露時に、第１反射特性を第２反射特性に変更
するのに十分な量で第１フィルムの一部分を吸収的に加熱するのに好適な第１吸収特性も
有してもよい。方法は更に、パターン化マスクを使用して第１放射光線をパターン化する
工程と、第１フィルムにパターン化された第１放射光線を方向付けて、第１フィルムの選
択された部分において、第１反射特性を第２反射特性に変更する工程とを含んでもよい。
【００１２】
　第１フィルムは、第１反射特性を提供するように、強め合う又は弱め合う干渉によって
、選択的に光を反射するように配置される第１群の内部層を含んでもよく、第１反射特性
から第２反射特性への変更は、実質的に、内部層のうちの少なくとも一部の複屈折の変更
に起因する。あるいは、又は加えて、第１フィルムは、異なる第１及び第２相にそれぞれ
分離される、第１及び第２ポリマー材料を含むブレンド層を含んでもよく、第１反射特性
から第２反射特性への変更は、実質的に、第１及び第２ポリマー材料のうちの少なくとも
１つの複屈折の変更に起因する。第１フィルムの選択された部分の実質的に全ては、同時
に第１反射特性から第２反射特性に変更されてもよい。
【００１３】
　我々はまた、層状配置にあるマスクに取り付けられる第１フィルムを含んでもよい、物
品も開示する。第１フィルムは、第１反射特性を含んでもよく、かつ第１放射光線への曝
露時に、第１反射特性を第２反射特性に変更するのに十分な量で第１フィルムの一部分を
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吸収的に加熱するのに好適な第１吸収特性も有してもよい。
【００１４】
　第１反射特性から第２反射特性への変更は、実質的に、第１フィルムの少なくとも一部
分の複屈折の変更に起因してもよい。第１フィルムは、第１反射特性を提供するように、
強め合う又は弱め合う干渉によって、選択的に光を反射するように配置される、第１群の
内部層を含んでもよい。あるいは、又は加えて、第１フィルムは、異なる第１及び第２相
にそれぞれ分離される、第１及び第２ポリマー材料を含むブレンド層を含んでもよく、第
１及び第２反射特性は、第１及び第２拡散的反射特性をそれぞれ含んでもよい。
【００１５】
　マスクは、使用可能領域を有してもよく、使用可能領域のいくつかの部分は、第１放射
光線を遮断してもよく、使用可能領域の他の部分は、第１放射光線を透過してもよい。あ
るいは、又は加えて、マスクは、第１放射光線を第１フィルムの選択された部分上に優先
的に再び方向付けるように適合される、１つ以上の構造化表面機構を含んでもよい。１つ
以上の構造化表面機構は、円筒状要素、収束要素、及び／又はプリズマ要素を含んでもよ
い。１つ以上の構造化表面機構は、第１フィルムの選択された部分を、第１反射特性を第
２反射特性に変更するのに十分な量で適切に加熱させ、かつ第１フィルムの他の部分を、
第１反射特性を第２反射特性に変更させるのに十分な量で適切に加熱させないように適合
されてもよい。
【００１６】
　関連する方法、システム、及び物品も述べられる。
【００１７】
　本願のこれらの態様及び他の態様は、以下の詳細な説明から明らかとなろう。しかし、
決して、上記概要は、請求された主題に関する限定として解釈されるべきでなく、主題は
、手続処理の間補正することができる添付の特許請求の範囲によってのみ規定される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１Ａ】別の物品をパターン化するためにマスクとして反射ＳＴＯＦフィルムを使用す
るプロセスの様々なステップに伴う構成要素の概略側面又は断面図。
【図１Ｂ】マスクを使用して反射ＳＴＯＦフィルムをパターン化するプロセスの様々なス
テップに伴う構成要素の概略側面又は断面図。
【図２】しるしを形成するようにフィルムの異なる部分又はゾーンにおいて異なる反射特
性を提供するために、内部パターン化されている、反射ＳＴＯＦフィルムのロールの斜視
図。
【図３Ａ】多層光学フィルムの一部の概略側面図。
【図３Ｂ】拡散光学フィルムのブレンド層の一部の概略斜視図。
【図４】図１の反射ＳＴＯＦフィルムの一部の概略断面図。
【図５】内部パターン化を有する反射ＳＴＯＦフィルムの一部の概略断面図。
【図５Ａ】様々な反射ＳＴＯＦフィルムの製造の異なる段階に対する、ミクロ層パケット
の２つの代替的ミクロ層、又はブレンド層の２つの異なるポリマー材料の各屈折率（ｎｘ
、ｎｙ、ｎｚ）を示す理想的なプロット。
【図５Ｂ】様々な反射ＳＴＯＦフィルムの製造の異なる段階に対する、ミクロ層パケット
の２つの代替的ミクロ層、又はブレンド層の２つの異なるポリマー材料の各屈折率（ｎｘ
、ｎｙ、ｎｚ）を示す理想的なプロット。
【図５Ｃ】様々な反射ＳＴＯＦフィルムの製造の異なる段階に対する、ミクロ層パケット
の２つの代替的ミクロ層、又はブレンド層の２つの異なるポリマー材料の各屈折率（ｎｘ
、ｎｙ、ｎｚ）を示す理想的なプロット。
【図５Ｄ】様々な反射ＳＴＯＦフィルムの製造の異なる段階に対する、ミクロ層パケット
の２つの代替的ミクロ層、又はブレンド層の２つの異なるポリマー材料の各屈折率（ｎｘ
、ｎｙ、ｎｚ）を示す理想的なプロット。
【図６】反射ＳＴＯＦフィルムに関して本明細書で議論する技術を用いて達成され得る様
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々な変換を要約する概略図。
【図７】反射ＳＴＯＦフィルムを選択的に加熱して内部パターン化を達成するための配置
の概略側面図。
【図８Ａ】描写ゾーンの形成が可能なフィルムに対して光線が取り得る経路が重ねられて
いる、内部パターン化光学フィルムの異なる第２ゾーンの概略頂面図。
【図８Ｂ】描写ゾーンの形成が可能なフィルムに対して光線が取り得る経路が重ねられて
いる、内部パターン化光学フィルムの異なる第２ゾーンの概略頂面図。
【図８Ｃ】描写ゾーンの形成が可能なフィルムに対して光線が取り得る経路が重ねられて
いる、内部パターン化光学フィルムの異なる第２ゾーンの概略頂面図。
【図９Ａ】異なる３つの光学フィルムに対して３つの曲線が提供されている、光線の相対
的強度を、光線がフィルムの中に伝播する深さの関数として示す理想的なプロット。
【図９Ｂ】３つの曲線が図９Ａの３つの曲線と対応する、フィルム内の深さ又は軸位置の
関数として極部吸収係数を示す理想化されたプロット。
【図１０】構造化表面を有するマスクに取り付けられるＳＴＯＦ反射フィルムをそれぞれ
含む、様々な物品の概略側面又は断面図。
【図１１】構造化表面を有するマスクに取り付けられるＳＴＯＦ反射フィルムをそれぞれ
含む、様々な物品の概略側面又は断面図。
【図１２】構造化表面を有するマスクに取り付けられるＳＴＯＦ反射フィルムをそれぞれ
含む、様々な物品の概略側面又は断面図。
【００１９】
　図中、同様の参照番号は同様の構成要素を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１Ａにおいて、別の物品をパターン化するためにマスクとして反射ＳＴＯＦフィルム
を使用するプロセスの様々なステップに伴う構成要素の概略側面又は断面図が見られる。
第１ステップでは、反射ＳＴＯＦフィルム１１０が提供される。フィルム１１０は、初期
に、ほぼ空間的に均一であってもよい、すなわち、その全体の使用可能領域上に第１反射
特性を呈してもよい。多様な使用可能なＳＴＯＦフィルムの種類の詳細は、本明細書の他
所、例えば、下記の議論において提供される。次に、フィルム１１０は、好適な第１放射
光線１１２を、フィルムの選択された部分上に方向付けることによって、内部パターン化
される。本明細書において、「内部パターン化」とは、フィルムの表面の質感、粗さ、又
は他の表面効果の変更ではなく、任意の所望の形状のパターンが、フィルムの１つ以上の
内部層への変更に基づいてフィルム（例えば、フィルムが２つの外部層と、外部層との間
に狭着される１つ以上の内部層とを有する）、及び／又は実質的にフィルムの内部に存在
するフィルムの１つ以上の材料に付与されることを意味する。パターンは、任意の所望の
形状であってもよい。例えば、パターンは、所与の種類の液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）デ
バイス用のピクセルアレイに対応する、小さい長方形又は他の形状の格子又はアレイであ
ってもよい。任意のレンズ１１４又は他の集束要素若しくはシステムを使用して、選択さ
れた部分内の放射光線束を増大してもよい。必要に応じて、光線偏向器、可動式ステージ
、及び／又は他の走査装置を使用して、ＳＴＯＦフィルムの部分にわたって放射光線を走
査することができる。ＳＴＯＦフィルム１１０の吸収特性の適切な調整と組み合わせて、
光線１１２の強度、波長、及び他の有意な特徴の適切な選択又は調節によって、フィルム
１１０の反射特性は、隣接する第１ゾーン又は領域１１０ａ、１１０ｃに対して、本明細
書において、処理第２ゾーン１１０ｂ又は領域と称される、フィルムの選択された部分に
おいて変更することができる。したがって、第１ゾーン１１０ａ、１１０ｃにおいて、フ
ィルム１１０の本来の第１反射特性が維持され、第２ゾーン１１０ｂにおいて、異なる第
２反射特性が提供される。例示的な場合において、第１反射特性から第２反射特性への変
更は、実質的に、第１フィルムの少なくとも一部分の複屈折の変更に起因し、実質的に、
フィルムの構造的一体化又はモルホロジーへの任意の実質的な変更又は損傷に寄与しない
。
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【００２１】
　次いで、パターン化ＳＴＯＦフィルム１１０は、放射エネルギーでパターン化すること
もできる別の物品１１６の近位に定置されてもよい。あるいは、フィルム１１０は、物品
１１６から遠位の位置に定置されてもよく、１つ以上のレンズ等の集束システムを使用し
て、フィルム１１０を物品１１６上に造影してもよい。物品１１６をパターン化するため
に使用される放射エネルギーは、好ましくは、ＳＴＯＦフィルムをパターン化するために
使用される第１放射光線とはある程度異なる。初期に、物品１１６は、その全体の使用可
能領域上でほぼ空間的に均一であってもよい、第１検出可能特性を有してもよい。第１検
出可能特性は、例えば、透過、反射、吸収、散乱、偏光、波長／色、又は同等物に関して
、本来、光学であってもよい、又は、本質的に、異なる、例えば、本来、電気的、機械的
、及び／又は化学的、又はその組み合わせであってもよい。
【００２２】
　次いで、第２放射光線１１８は、ここでマスクとして機能する、パターン化フィルム１
１０を介して物品１１６を照射するために提供されてもよい。上述のとおり、放射光線１
１８は、好ましくは、ＳＴＯＦフィルムをパターン化するために使用された第１放射光線
１１２とは異なる。第１及び第２放射光線のうちの１つ又は両方は、偏光を採用してもよ
く、偏光状態は異なってもよい。物品１１６へのマスクからの視差効果又は波及効果を回
避するために、特に、第２光線１１８を、コリメートされた、又は部分的にコリメートさ
れた光線として構成するのに役立ってもよい。更に、第２放射光線の角度及び強度分布は
、物品１１６に対するパターン化フィルム１１０の幾何学的配置、及び他の関連加工の考
察は、最終パターン化物品１１６の適切な機能サイズ及び配向が保証されるように、フィ
ルム１１０をパターン化するときに、考慮されてもよい。
【００２３】
　第２反射特性は、第１反射特性よりも反射が多い、又は逆もまた同様であってもよい。
図１Ａの目的のために、我々は、第２ゾーン１１０ｂ内のフィルム１１０の第２反射特性
が、第１ゾーン１１０ａ、１１０ｃ内の第１反射特性よりも、第２放射光線１１８の反射
性が高く、それよりも透過性が低いと仮定する。この理由のため、第２ゾーンに当たる光
線１１８の部分１１８ａは、反射されて示される。代替的実施形態において、ゾーン１１
０ｂ内の第２反射特性は、第１ゾーン１１０ａ、１１０ｃ内の第１反射特性よりも反射性
が低く、それよりも透過性が高くてもよい。ＳＴＯＦフィルムの設計によって、鏡面反射
性又は拡散性であってもよい、第１又は第２反射特性は、第２放射光線に対して、及び／
又は別の対象の波長において、比較的高い反射率、例えば、少なくとも９０％、又は少な
くとも９５％、又は少なくとも９９％の反射率を有してもよい。
【００２４】
　パターン化ＳＴＯＦフィルム１１０を通過し、物品１１６に当たる第２放射光線１１８
からの放射線は、第１検出可能特性を異なる第２検出可能特性に変更するように調整され
る。パターン化ＳＴＯＦフィルムによって提供されるマスキングにより、物品１１６のこ
の変更は、選択された場所のみで達成され、この場合において、それは、物品１１６のゾ
ーン１１６ａ、１１６ｃであり、ゾーン１１６ａ、１１６ｃは、実質的に、フィルム１１
０のゾーン１１０ａ、１１０ｃに対応する。物品１１６のゾーン１１６ｂは、フィルム１
１０のゾーン１１０ｂにおける光線の想定された高い反射率のため、光線１１８によって
非処理のままである。
【００２５】
　最終段階では、パターン化物品１１６を、取り外し、それが設計される好適な最終用途
に使用することができる。
【００２６】
　物品１１６は、ブロック若しくは他の個体形状、プレート、フィルム、及び／又は同等
物であってもよく、又はそれを備えてもよく、別のＳＴＯＦフィルムであってもよく、又
はそれを備えてもよい。物品１１６は、例えば、半導体基板若しくは別の基板上に配置さ
れるフォトレジスト層、又は光配向可能な液晶材料の層、又は硬化性材料の層であっても
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よく、又はそれを備えてもよい。物品の検出可能な特性は、光の入射及び吸収、例えば、
好適な紫外線、可視光、又は赤外光によって、変更されてもよい。例えば、検出可能な特
性の変更は、硬化動作（例えば、ＵＶ硬化）又は第２放射光線によって引き起こされた他
の化学反応を伴ってもよい。検出可能な特性の変更はまた、相変換及び／又は化学分解を
伴ってもよい。応力緩和等の分子配向プロセスもまた、伴われてもよい。このようなプロ
セスは、物品１１６の複屈折の変更をもたらすことができる。パターン化ＳＴＯＦフィル
ム１１０によって提供されるマスキング効果は、第２放射光線１１８の空間選択的反射率
を提供し、したがって、物品１１６のこのような変更が許可される位置の制御、及び一部
の場合において、これらの位置のいずれかにおけるこのような変更の範囲（例えば、所与
の特性の変更の程度）の制御を提供する。
【００２７】
　物品１１６はまた、様々な層又は他の構成要素の組成構造であってもよく、又はそれを
備えてもよい。このような物品１１６の構成要素が、層状構造で配置される場合、物品は
、第２放射光線によって加工されることが可能な少なくとも１つの外部又は上部層を有し
てもよく、依然として、深部層又は構成要素を、第２放射光線及び／又は他の放射光線の
効力から保護するように、加工可能な層の下に配置される、遮断層（国際公開ＷＯ　２０
１０／０７５３７３号（Ｍｅｒｒｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．）、「Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　Ｏ
ｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｌｍｓ　Ｓｕｉｔａｂｌｅ　ｆｏｒ　Ｂｉ－Ｌｅｖｅｌ　Ｉｎｔｅｒ
ｎａｌ　Ｐａｔｔｅｒｎｉｎｇ」に開示される、遮断層のいずれか等）を有してもよい。
【００２８】
　物品１１６が可撓性フィルムである場合、次いで、張力及び／又はロール支持、及び／
又は平面支持を使用して、加工中の振動、びびり、及び／又はうねりを低減することがで
きる。物品１１６がフィルムのロールである場合、プロセスは、連続的又は半連続的であ
り得る。必要とされる耐性が、緊急を要するものでなければ、物品１１６に使用される非
パターン化ＳＴＯＦフィルムのロールは、マスクとして機能するパターン化ＳＴＯＦフィ
ルムが装着される加工ラインに解かれ得る。ＳＴＯＦマスクは、介在薄利ライナーを有す
る又は有さない、非パターン化ＳＴＯＦフィルムへの制御された張力下で、接触すること
ができ、次いで、フィルムは、放射加工ユニット内に共に伝達することができる。これら
のフィルムのうちの１つ又は両方は、加工ユニットを介する移動ベルトによって支持する
ことができる。上部及び底部のベルトの両方が使用される場合、次いで、少なくとも１つ
は、加工光（すなわち、第２放射光線）に合理的に透過可能でなければならない。あるい
は、非パターン化ＳＴＯＦフィルム又は他の物品１１６を、放射加工ユニット内に別個に
伝達し、次いで、連続的又は半連続的様式で、ＳＴＯＦマスクを用いて固着し、登録する
ことができる。例えば、伝達は、物品１１６の固着、登録、及び／又は放射的に加工する
ために停止し、次いで、加工された物品１１６を加工ユニットから外に運搬し、次の（非
加工）物品１１６を加工ユニット内に運搬するように、再開してもよい。例えば、フィル
ムロールの一部分は、ガラスプレートに積層することができる。次いで、フィルムを、加
工ユニット内に、切断して伝達することができる、又はプレートに取り付けられたまま伝
達することができる。そのユニットにおいて、ＳＴＯＦマスクは、積層されたフィルム／
プレートと接触させられてもよい、又はこのような積層された物品からの制御された距離
に維持されてもよい。
【００２９】
　第１放射光線用の１つの書き込み波長を使用して、例えば、ゆっくりであるが正確なレ
ーザー走査プロセスを使用して、ＳＴＯＦマスク１１０に初期パターンを正確に書き込み
、次いで、例えば、簡素でより早いプロセスを使用して、物品１１６をパターン化するた
めに、この正確に書き込まれたＳＴＯＦマスクを使用して、異なる書き込み波長における
第２放射光線を選択的に遮断することは、製造において有益であり得る。例えば、走査レ
ーザーを使用してＳＴＯＦフィルムを処理する工程は、正確なパターンを作製してもよい
が、マスクと組み合わせて、フラッシュランプ等の非走査、又は非パターン光源を使用し
て、フィルムをパターン様に処理する工程よりも遅く、費用がかかる場合がある。マスク
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は、例えば、ＳＴＯＦフィルム上に、走査レーザーを用いて書き込むことができる。次い
で、このＳＴＯＦマスクは、フラッシュランプ又は他の好適な放射源からの広角光線に対
する空間フィルターとして使用して、他のパターン化可能な物品１１６を加工することが
できる。例えば、１０６４ｎｍ、又はほぼ１０６４ｎｍの近赤外線帯域の波長をする、第
２放射光線と組み合わせて、ＳＴＯＦマスクを使用して、パターン化可能な物品１１６を
パターン様に加工するプロセスを考える。物品１１６は、例えば、ディスプレイ用途のた
めに、可視帯域の一部分上に光、例えば、赤色、緑色、又は青色光を反射し、かつ１０６
４ｎｍで光を吸収する、ＳＴＯＦフィルムであってもよく、又はそれを備えてもよい。１
０６４ｎｍでの熱誘導吸収による、このフィル視認可能の加工は、可視の赤色、緑色、又
は青色の反射を、例えば、処理領域内のウィンドウ様外観に変換してもよい。このような
物品１１６をパターン化するために使用されるＳＴＯＦマスク１１０は、１０６４ｎｍの
波長の第２放射光線を重複又は包含する、反射帯域を保持してもよく、例えば、可視紫外
線、又は赤外線の他の部分内の異なる波長帯域上の実質的な吸収も有してもよい。この異
なる波長帯域における第１放射光線を初期のステップに使用して、ＳＴＯＦマスク１１０
をパターン化する、すなわち、選択ゾーン内の１０６４ｎｍでのその反射帯域を排除する
。別の例において、物品１１６は、近紫外線波長を有する第２放射光線、及びこのような
近紫外線波長を選択的に反射するＳＴＯＦマスクを使用して、パターン様に加工されても
よい。ＳＴＯＦマスク自体は、例えば、可視又は赤外線波長を有する、第１放射光線を使
用して、加工又は処理されていてもよい。
【００３０】
　したがって、ＳＴＯＦフィルムは、パターン化マスクを生成するように、対象の第１波
長帯域内の放射エネルギーの急速な吸収によって、例えば、第１波長帯域において吸収す
る吸収染料又は他の薬剤の組み込みを介して、又は構築に使用される材料の固有の吸収を
使用して、パターン様に処理されてもよい。いくつかの場所において、第２波長帯域で光
を反射し、他の場所のこのような光を伝達してもよい、このパターン化マスクは、実質的
に、第２の波長帯域で放出する放射源と組み合わせて使用して、物品１１６を処理しても
よい。物品１１６は、この波長のパターン化マスクよりも有意に第２波長帯域で吸収する
吸収染料又は他の薬剤を含んでもよい。パターン化マスクを通過し、物品１１６に当たる
放射源からの光は、物品の放射加工のために使用することができる。
【００３１】
　他の物品のパターン化のためのマスクとして放射ＳＴＯＦフィルムを使用することは、
いくつかの考えられる利点を有し、それらのいくつかは、実施の詳細によってもよい。第
１に、レーザー走査を使用して、ＳＴＯＦフィルムマスク内にパターンを書き込む能力は
、実質的に加工又はパターン化物品において正確で微細な詳細を可能にする。第２に、Ｓ
ＴＯＦフィルムマスクは、マスクの正確な寸法制御を維持するために、ガラスプレート等
の透明の支持部材上に載置されてもよい。第３に、ＳＴＯＦフィルムマスクは、このよう
な支持部材に載置された後にパターン化されてもよい。第４に、ＳＴＯＦフィルムマスク
のパターン化もまた、マスクとパターン化可能な物品との間の適切な登録を保証するよう
に物品上に存在してもよい、対応するマーク又は機構との登録のために使用することがで
きる整合マーク（例えば、光学「孔」又は「ブロック」）を生じるために実施されてもよ
い。ディスプレイの場合において、マーク又は機構は、ある特定のピクセル自体であって
もよい。受動的又は能動的光学センサ、例えば、放射出力（波長、強度、偏光、入射角等
を特徴とする）が、マスク及びパターン化可能な物品の両方を処理又は修正するのに無効
である、レーザーを採用するセンサは、整合目的のために使用されてもよい。必要に応じ
て、ＳＴＯＦフィルムマスクは、ミクロ層の２つの異なる光学パケット（第２放射光線（
物品１１６をパターン化するために使用される）を反射するためのもの、及び光学レジス
トレーションのために使用するためのもの）を含むように設計されてもよい。ＳＴＯＦフ
ィルムマスクは、例えば、国際公開ＷＯ第２０１０／０７５３７３号（Ｍｅｒｒｉｌｌ　
ｅｔ　ａｌ．）の「Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｌｍｓ　Ｓｕｉｔａｂ
ｌｅ　ｆｏｒ　Ｂｉ－Ｌｅｖｅｌ　Ｉｎｔｅｒｎａｌ　Ｐａｔｔｅｒｎｉｎｇ」に記載さ
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れるように、所望効果を達成するために、二重レベルのパターン化された反射フィルムで
あってもよい、又はそれを備えてもよい。
【００３２】
　最大利用のために、ＳＴＯＦフィルムマスクが、多くの使用後、例えば、パターン可能
な物品１１６を加工するために使用される第２放射光線への多くの曝露後でさえも、その
正確なパターンの反射及び伝達ゾーンの忠実性を維持することが望ましい場合がある。マ
スクの寿命は、熱及び入射光条件を含む、その環境条件の関数であろう。いくつかの場合
において、複数世代のＳＴＯＦマスクを製作することが望ましい場合がある。例えば、一
級又はマスターＳＴＯＦマスクは、制御された走査プロセスを順番に使用して形成されて
もよい。次いで、この一級マスクを使用して、制限された組、例えば、１つ以上の二級Ｓ
ＴＯＦマスクを作製してもよい。二級ＳＴＯＦマスクが分解する前に、このような二級Ｓ
ＴＯＦマスクのそれぞれを使用して、できるだけ多くのパターン化可能な物品を作製して
もよく、その後、分解された二級ＳＴＯＦマスクは、異なる（非使用）二級ＳＴＯＦマス
ク等で交換されてもよい。したがって、一級又はマスターＳＴＯＦマスクは、制限された
寿命の二級ＳＴＯＦマスクの製作を可能にし、それは、順に、パターン化物品を加工する
ために使用されてもよい。
【００３３】
　いくつかの場合において、マスクは、最終物品の一部になってもよい。例えば、セキュ
リティフィルム等の可視波長に使用されることを目的とした最終物品において、ＳＴＯＦ
フィルムマスクの反射部分は、可視帯域の外側の波長で反射してもよい。例えば、このよ
うなフィルムマスクは、反射帯域をより短い波長にシフトさせる軸外（斜角）視覚に対す
る必要条件によって、紫外線領域において、又は約９００～１０００ｎｍを超える領域に
おいて、垂直入射反射帯域を有してもよい。ＳＴＯＦフィルムマスクが、全ての可視波長
にわたって、その全体の使用可能領域上でほぼ透明になることを目的とする場合、かつマ
スクが、赤外線領域において、（空間的にパターン化された）反射帯域を含む場合、次い
で、ミクロ層のパケットは、赤外線反射帯域が、高次反射ピークを抑制するように調整さ
れた光反復ユニットで設計されることが望ましいことを条件とする。最終物品は、ＳＴＯ
Ｆフィルムマスクの下又は裏に配置される、第２　ＳＴＯＦフィルム等のパターン化物品
と共に、このようなＳＴＯＦマスクフィルムを含んでもよい。第２　ＳＴＯＦフィルムは
、異なる反射帯域、例えば、可視波長でパターン化された反射を呈してもよい。このよう
な最終物品のＳＴＯＦフィルムマスクは、まず、最終物品を第１放射光線、例えば、第１
の走査されたレーザー光線に曝露させることによってパターン化されてもよい。このＳＴ
ＯＦフィルムマスクの空間パターンが、肉眼で視認できるかどうかにかかわらず、そのよ
うにパターン化されたＳＴＯＦマスクは、第２放射光線を使用する第２　ＳＴＯＦフィル
ムのその後のパターン様処置を可能にし、第２放射光線は、走査されなくてもよく、（Ｓ
ＴＯＦマスクの空間フィルタリング作用のため）第２　ＳＴＯＦフィルムの選択された部
分のみ以外のＳＴＯＦマスクの全体の使用可能領域に当たってもよい。得られる最終物品
を視覚するエンドユーザは、第２　ＳＴＯＦフィルムのパターン化を観察してもよいが、
ＳＴＯＦマスクのパターン化を検出又は観察することは不可能であってもよく、それは、
構築中のままであってもよい。
【００３４】
　いくつかの場合において、最終物品の一部であるパターン化ＳＴＯＦフィルムは、パタ
ーン化可能な物品（例えば、図１Ａの物品１１６）をパターン化するようにＳＴＯＦフィ
ルム内に生成された初期パターンを修正するために、放射光線で２回（必要に応じて、３
回、４回、及びそれ以上）処理されてもよい。ＳＴＯＦフィルム内の初期パターンの修正
は、初期のパターン化ステップにおいて熱処理されていないＳＴＯＦフィルムの他の領域
又はゾーンが非処理のままであることを可能にしながら、初期のパターン化ステップにお
いて熱処理されていないＳＴＯＦフィルムの選択された領域又はゾーンを熱処理すること
によって、ＳＴＯＦフィルム内に第２パターンを形成する工程を含んでもよい。初期パタ
ーンの修正もまた、ＳＴＯＦフィルム内にほぼパターンが残らないように、すなわち、Ｓ
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ＴＯＦフィルムのほぼ全体の使用可能領域が、熱処理に関連する低減された複屈折に関連
する光学特性（例えば、反射特性）を有するように、ＳＴＯＦフィルムの全体の使用可能
領域、又はＳＴＯＦフィルムの少なくとも十分な使用可能領域を熱処理する工程も含んで
もよい。
【００３５】
　したがって、例えば、ＳＴＯＦフィルムは、第１放射光線を使用して、例えば、図１Ａ
又は１Ｂのプロセス等の走査プロセスを使用して、又はマスキングプロセスを使用して、
第１パターンでパターン化されてもよい。第１放射光線で処理されたＳＴＯＦフィルムの
領域又はゾーンは、ＳＴＯＦフィルムの本来の第１反射特性とは異なる第２反射特性を呈
する。このパターン化ＳＴＯＦフィルムは、別のパターン化可能な物品（例えば、図１Ａ
の物品１１６）を含む、複合物品の一部であってもよく、又はパターン化されたＳＴＯＦ
フィルムは、後で、複合物品を形成するようにパターン化可能な物品に取り付けられても
よい。次いで、複合物品は、パターン化可能な物品をパターン化するように、パターン化
ＳＴＯＦフィルムを第２放射光線の部分をマスクするように、第２放射光線に曝露されて
もよい。これは、例えば、ＳＴＯＦフィルムからの第１パターンを、実質的に、パターン
化可能な物品に移動してもよい。その後、第３放射光線は、ＳＴＯＦフィルムの少なくと
もこれらの領域が、第１反射特性から第２反射特性への変更も呈するように、第１放射光
線が当たらなかったＳＴＯＦフィルムの少なくともいくつかの領域に当たることが可能で
あることを除き、第１放射光線と同様であってもよい。第３放射光線は、ＳＴＯＦフィル
ムの全ての前回非処理の領域を処理しない場合、次いで、第１パターンとは異なる第２パ
ターンが、ＳＴＯＦフィルムに提供される。一方、第３放射光線が、ＳＴＯＦフィルムの
全ての前回非処理の領域を処理しない場合（例えば、第３放射光線が、ほぼ全体のＳＴＯ
Ｆフィルムに当たる場合において）、次いで、ＳＴＯＦフィルムは、実質的に、第２反射
特性を特徴とする反射特性で非パターン化フィルムになる。ＳＴＯＦフィルムの設計によ
って、第２反射特性が、本来の第１反射特性よりも反射性が高い、又は反射性が低くても
よいことに留意する。第３放射光線によるＳＴＯＦフィルムの再処理は、偽造防止又は不
正使用防止措置として使用されてもよい。
【００３６】
　いくつかの場合において、ＳＴＯＦマスクと組み合わせる第２放射光線は、一時的及び
／又は可逆的である方法で、パターン化可能な物品（例えば、図１Ａの物品１１６）の検
出可能特性を変更してもよい。再び、ＳＴＯＦフィルムマスク及びパターン化可能な物品
の両方を含む、複合物品の場合を考える。パターン化可能な物品の検出可能特性は、パタ
ーン化可能な物品を、ＳＴＯＦフィルムマスクを介して第２放射光線に曝露することによ
って、一時的に変更される。パターン化可能な物品の部分に当たる第２放射光線の部分は
、例えば、第２放射光線の波長とは異なる波長で、パターン化可能な物品内のマスクのパ
ターンを光学的に露呈してもよい。例えば、いくつかのゾーンにおいて紫外線を反射し、
他のゾーンにおいて紫外線を透過するＳＴＯＦマスクを考える。反射及び透過ゾーンのこ
のようなパターンは、例えば、赤外線波長における第１放射光線を使用して、ＳＴＯＦマ
スク内で加工されていてもよい。ＳＴＯＦフィルムマスクの下又は裏のパターン化可能な
物品は、紫外線波長で励起し、可視波長で放出する、蛍光染料又は同様の物質を含有する
フィルムであってもよい。複合物品を紫外線の第２放射光線に曝露することによって、紫
外線がＳＴＯＦマスクの透明ゾーンの真下にあるパターン化可能な物品の部分のみに当た
ることができる。したがって、可視の蛍光パターンは、複合物品によって提供することが
できる。このパターンは、第２放射光線がオフにされる、ないしは別の方法で除去された
後に、蛍光パターンが消失するため、一時的かつ可逆的であることに留意する。
【００３７】
　ＳＴＯＦフィルムマスクを採用する実施形態はまた、第１放射光線内に使用される光の
波長を遮断するように構成される遮断層を採用して、ＳＴＯＦフィルムマスクをパターン
化する、及び／又は光の他の波長を遮断してもよい。例えば、第２放射光線は、ＳＴＯＦ
フィルムの下のパターン化可能な物品をパターン化するために有効な第２波長の光を含ん
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でもよいだけでなく、ＳＴＯＦフィルムマスクの反射特性を変更する、ないしは別の方法
でＳＴＯＦフィルムマスクを分解することが可能な第３波長の光も含んでもよい。このよ
うな場合において、第３波長の光を反射するが、第２波長の光を伝達する遮断層は、マス
クと第２放射光線源との間に、ＳＴＯＦフィルムマスクの上又はその正面の保護層として
提供されてもよい。遮断層はまた、ＳＴＯＦフィルムマスクが加工又はパターン化される
、第１波長の光を透過することが望ましい場合がある。このような遮断層は、例えば、そ
の反射帯域が、マスク感受性波長帯域の第３波長、又はその少なくとも一部分を被覆する
、ミラー様多層光学フィルム（ＭＯＦ）であってもよく、又はそれを備えてもよい。この
ようなフィルムは、ＳＴＯＦフィルムマスク上に追加されてもよい。
【００３８】
　反射ＳＴＯＦフィルムは、有用な情報を提供するための機械を使用して観察又は検出す
ることができる画像又は他のパターンを包含する、フィルム又は物品に適用されてもよい
。ＳＴＯＦフィルムが、このようなパターン化物品に適用される前、又はその後に、ＳＴ
ＯＦフィルムの第１反射特性は、第１放射光線を使用して、異なる第２反射特性に選択的
にパターン化されてもよい。第１放射光線は、ＳＴＯＦフィルムの反射率を「オン」にし
てもよい、すなわち、第２反射特性は、第１反射特性（例えば、ミラーに対するウィンド
ウ、又は偏光子に対するウィンドウ、又はミラー特性に対する偏光子）よりも反射性が高
くてもよい、又は第１放射光線は、ＳＴＯＦフィルムの反射率を「オフ」にしてもよい、
すなわち、第２反射特性は、第１反射特性（例えば、ウィンドウに対するミラー、又はウ
ィンドウに対する偏光子、又は偏光子特性に対するミラー）よりも反射性が低くてもよい
。ＳＴＯＦフィルム内の熱により誘起される複屈折の低減の結果、第２反射特性に変更さ
れるように、第１反射特性を依然として有する、パターン化ＳＴＯＦフィルムのいくつか
又は全ての面積を処理することによって、ＳＴＯＦフィルムのパターンを排除又は修正す
るために、後で、第３放射光線を使用してもよい。第３放射光線によるＳＴＯＦの再処理
は、下部のフィルム又は物品の有用な情報を、よりアクセス可能に（例えば、第２反射特
性が第１反射特性よりも反射性が低い場合）、又はアクセス可能を少なく（例えば、第２
反射特性が第１反射特性よりも反射性が高い場合）してもよい。したがって、再パターン
化ＳＴＯＦフィルムは、下部のパターン化フィルム又は物品内の情報を、完全に又は部分
的に隠してもよい。
【００３９】
　図１Ｂは、マスク１２０を使用して反射ＳＴＯＦフィルム１２２をパターン化するプロ
セスの様々なステップに伴う構成要素の概略側面又は断面図である。マスク１２０は、従
来の設計のマスク、例えば、インク等の不透明材料が上にパターンで印刷される、簡素な
透明フィルムであってもよく、若しくはそれを備えてもよい、又は内部パターン化ＳＴＯ
Ｆフィルムであってもよく、若しくはそれを備えてもよい。例えば、マスク１２０は、図
１ＡのＳＴＯＦフィルム１１０、又は図１Ａのパターン化物品１１６であってもよい。い
ずれの場合において、マスク１２０は、実質的に、光を遮断する（例えば、吸収及び／又
は反射する）、第１面積又はゾーン１２０ａ、１２０ｃと、実質的に光を透過する、他の
ゾーン１２０ｂとを含むように、パターン化される。パターンは、任意の所望の形状であ
ってもよい。例えば、パターンは、所与の種類の液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）デバイス用
のピクセルアレイに対応する、小さい長方形又は他の形状の格子又はアレイであってもよ
い。
【００４０】
　第１ステップでは、マスク１２０は、反射ＳＴＯＦフィルム１２２の近位に定置される
か、又はマスク１２０は、上記に説明されるように、フィルム１２２上に造影されてもよ
い。ＳＴＯＦフィルム１２２は、初期に、ほぼ空間的に均一であってもよい、すなわち、
その全体の使用可能な面積上に第１反射特性を呈してもよい。多様な使用可能なＳＴＯＦ
フィルムの種類の詳細は、本明細書の他所、例えば、下記の議論において提供される。
【００４１】
　次に、ＳＴＯＦフィルム１２２は、マスク１２０を介してフィルム１２２を照射するた



(13) JP 6297086 B2 2018.3.20

10

20

30

40

50

めに、第１放射光線１２４を提供することによって、内部にパターン化される。マスク１
２０によって提供される空間フィルタリングは、第１放射光線１２４をフィルムの選択さ
れた部分のみに当てさせる。ＳＴＯＦフィルム１２２の吸収特性の適切な調整と組み合わ
せて、光線１２４の強度、波長、及び他の有意な特徴の適切な選択又は調節によって、フ
ィルム１２２の反射特性は、隣接する第１ゾーン１２２ａ又は領域１２２ｃに対して、本
明細書において処理された第２ゾーン又は領域１２２ｂと称される、フィルムの選択され
た部分において変更することができる。したがって、第１ゾーン１２２ａ、１２２ｃにお
いて、フィルム１２２の本来の第１反射特性が維持され、第２ゾーン１２２ｂにおいて、
異なる第２反射特性が提供される。例示的な場合において、第１反射特性から第２反射特
性への変更は、実質的に、第１フィルムの少なくとも一部分の複屈折の変更に起因し、実
質的に、フィルムの構造的一体化（例えば、層構造又は不混和性ブレンドモルホロジー）
への任意の実質的な変更又は損傷に寄与しない。
【００４２】
　マスクからフィルム１２２への視差効果又は波及効果を回避するために、特に、放射光
線１２４を、コリメートされた又は部分的にコリメートされた光線として構成するのに役
立ち得る。更に、放射光線の角度及び強度分布、ＳＴＯＦフィルム１２２に対するマスク
１２０の幾何学的配置、及び他の関連加工の考察は、ＳＴＯＦフィルム１２２内の適切な
機能サイズ及び配向が保証されるように、マスク１２０様のパターンを設計するときに、
考慮されてもよい。放射光線１２４が不動の大きい面積であり、フィルムの使用可能領域
にわたって走査される、より小さい光線ではなく、比較的均一の光線であってもよいため
、反射特性の変更を受けるＳＴＯＦフィルム１２２の実質的に全ての領域は、ほぼ同時に
このような変更を経験してもよい。同様の観察もまた、図１Ａの放射光線１１８にも適用
される。
【００４３】
　最終ステップでは、パターン化ＳＴＯＦフィルム１２２を取り外し、それが設計される
好適な最終用途に使用することができる。
【００４４】
　マスク及びＳＴＯＦフィルムの他の組み合わせを考える前に、それらのうちのいくつか
は、図１０～１２に関連して、後で議論され、これから、図２～図９Ｂを参照すると、Ｓ
ＴＯＦフィルムに関する更なる情報及び背景、並びに、放射エネルギーの局所吸収によっ
て提供される選択的加熱（選択的加熱は、フィルムの少なくとも１つの構成材料又は層の
複屈折の弛緩を生じさせる）を使用して、それらの反射特性又は他の光学特性を変更する
ような方法でそれらを加工する性能を提供する。
【００４５】
　図２は、しるしを形成するようにフィルムの異なる部分又はゾーンにおいて異なる反射
特性を提供するために、内部層又は材料（図２に図示せず）のうちの少なくともいくつか
の空間選択的複屈折低減を使用して、内部にパターン化又は空間的に調整されている、反
射ＳＴＯＦフィルム２１０のロールの斜視図である。内部パターン化は、図示されるしる
し「３Ｍ」を形成するように成形された別個のゾーン２１２、２１４、２１６を画定する
。本明細書において記載される方法は、高容積のロールツーロールプロセスと有利に適合
するため、フィルム２１０はロールに巻かれた長い可撓性材料として図示される。しかし
ながら、この方法は可撓性ロール物品に限定されず、小さい断片又はサンプル並びに非可
撓性フィルム及び物品に実施することができる。
【００４６】
　フィルム２１０の反射率は、例えば、一般に平面のミクロ層のパケットを有する多層光
学フィルムによって提供されるように、本来、鏡面反射性であってもよい、又は、例えば
、ブレンド層内の異なる第１及び第２相で配置される、少なくとも第１及び第２材料を有
するブレンド層によって提供されるように、本来、拡散性であってもよい。反射率は、光
の偏光状態にもよる場合がある。
【００４７】
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　「３Ｍ」しるしは、異なるゾーン２１２、２１４、２１６が異なる反射特性を有するた
め、視認可能である、ないしは別の方法で検出可能である。表される実施形態において、
ゾーン２１２は、第１反射特性を有し、ゾーン２１４、２１６は、第１反射特性とは異な
る第２反射特性を有する。いくつかの場合において、フィルム２１０は、少なくとも部分
的に光透過性であってもよい。このような場合において、かつフィルム２１０が、そのゾ
ーン２１２、２１４、２１６において異なる反射率を有する場合、これらのゾーンは、そ
れらのそれぞれの反射特性に対応する異なる透過性特性も有するであろう。一般的に、当
然ながら、透過率（Ｔ）＋反射率（Ｒ）＋吸収率（Ａ）＝１００％、すなわち、Ｔ＋Ｒ＋
Ａ＝１００％である。透過された及び／又は反射された光をはっきりと拡散的に散乱して
もよいフィルムを扱うとき、我々は、Ｔが、２πの立体角内のその伝播方向に関わらず、
半球透過、すなわち、光源に対向するフィルムの側面上のフィルムを出る全ての光を表し
てもよく、Ｒが、相補的２π立体角内のその伝播方向に関わらず、同様に、半球反射、す
なわち、光源と同一の側面上のフィルムを出る全ての光を表してもよいことを留意する。
いくつかの実施形態において、フィルムは、波長スペクトルの少なくとも一部にわたり低
い吸収率を有する材料から全体的に構成される。このことは、熱の送達を促進するために
吸収染料又は顔料を添加したフィルムに対しても当てはまることがあるが、それは、一部
の吸収材料は吸収率において波長に依存するからである。例えば、近赤外波長領域におい
て選択的に吸収するが、可視スペクトルにおいてほとんど吸収しない赤外染料が利用可能
である。スペクトルのもう一方の側で、光学フィルムの文献において低損失とみなされて
いる多くのポリマー材料は、可視スペクトルの全体にわたって低損失を有するが、特定の
紫外線波長では相当な吸収性を有する。したがって多くの場合、フィルム２１０は可視ス
ペクトルなどの波長スペクトルの少なくとも限定された部分にわたり、少ないか又は極僅
かな吸収率を有し得るが、この場合この限定された範囲にわたる反射率及び透過率は、Ｔ
＋Ｒ＝１００％－Ａであり、Ａは小さいために、相補的な関係性を有する。
【００４８】
　Ｔ＋Ｒ≒１００％
　本明細所の他所に記述するように、異なるパターン化ゾーン内のフィルム２１０の異な
る反射特性はそれぞれ、フィルムの表面又は他の表面機構に適用されたコーティングの結
果でなく、フィルムに対して内部にある構造機構（多層光学フィルム内のミクロ層の積み
重ね体、又はブレンド層内の異なる第１及び第２相等）の結果である。内側機構は複製又
は偽造するのが困難であるため、開示されるフィルムのこの態様は、セキュリティ上の用
途（例えば、フィルムが信頼性の指標として製品、パッケージ又は文書への適用を意図さ
れる場合）においてこれらを有益にする。
【００４９】
　第１反射特性及び第２反射特性は、観察者又は機械によるパターンの検出を可能にする
ために、少なくともいくつかの観察条件下において知覚可能な、なんらかの様式において
異なる。いくつかの場合において、パターンが殆どの観察及び照明条件下において、人間
の観察者にとって顕著であるように、可視波長における第１反射特性と第２反射特性との
間の差異を最大化することが望ましい場合がある。他の場合において、第１反射特性と第
２反射特性との間の微妙な差のみを提供するか又は一定の観察条件下においてのみ顕著な
差異を提供することが望ましい場合がある。いずれの場合も、第１反射特性と第２反射特
性との差異は好ましくは、主として、フィルムの種々の隣接ゾーンにおける光学フィルム
の内部機構の屈折率特性の相違に起因し得るものであり、主として隣接ゾーンの間の厚さ
の差に起因し得るものではない。
【００５０】
　光学フィルムの設計によって、ゾーン間における屈折率の差異が、第１反射特性と第２
反射特性との間の様々な差異を生じ得る。いくつかの場合において、第１反射特性は、所
与の中央波長、帯域端及び最大反射率を有する第１反射帯域を含んでもよく、第２反射特
性は、中央波長及び／又は帯域端が第１反射帯域と同様であるが、第１反射帯域とは実質
的に異なる最大反射率（より大きいか又はより小さい）を有する第２反射帯域を有するこ
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とによって第１とは異なってもよく又は第２反射帯域は第２反射特性において実質的に不
在であってもよい。これらの第１及び第２反射帯域は、フィルムの設計により、１つのみ
の偏光状態の光と関連してもよく又は任意の偏光状態の光と関連してもよい。
【００５１】
　拡散的反射ブレンド層を含む実施形態において、第１反射特性は、例えば、可視波長範
囲にわたる最小、最大、又は平均の拡散反射率（又は、透過率）値であってもよく、又は
それを含んでもよく、反射率（又は透過率）は、例えば、特定の偏光状態の入射光線に対
して、かつ入射光線に対して反射（又は透過）された方向の特定の立体角内、又はフィル
ムの入射光側面（又は対向側面）上の半球（２π）立体角内で、反射（又は透過）された
光に対して、測定されてもよい。第２反射特性は、第１特性と同一の特定の入射光及び測
定条件に対して、実質的に異なる（多かれ少なかれ）最小、最大、若しくは平均反射率、
又は透過率値を有することによって、第１反射特性とは異なってもよい。更に、第１及び
第２特性のうちの１つは、実質的に、少なくとも１つの偏光状態の入射光に対して、ウィ
ンドウフィルムの場合にあるような、高透過性で低散乱外見に一致してもよい。
【００５２】
　したがって、例えば、ゾーン２１２内の第１反射特性（本来、拡散性は鏡面反射性であ
ってもよい）は、入射光の特定の条件（例えば、垂直入射の非偏光可視光、又は特定の面
内方向に沿って、偏光された垂直入射の可視光等の、特定の方向、偏光、及び波長）に対
して、対象の波長範囲のＲ１のピーク又は平均反射率を有してもよい。ゾーン２１４、２
１６において低減された複屈折は、同一の入射光の特定の条件に対して、対象の同一の波
長範囲のＲ２の異なるピーク又は平均反射率等の第２反射特性（再び、本来、拡散性又は
鏡面反射性であってもよい）をもたらす。Ｒ１及びＲ２は、同一の照射又は観察条件下で
比較され、例えば、Ｒ１及びＲ２は、特定の入射条件に対して、フィルムの入射光側面上
の半球反射率として測定されてもよい。Ｒ１及びＲ２が百分率で表現される場合、Ｒ２は
Ｒ１と少なくとも１０％又は少なくとも２０％又は少なくとも３０％異なってもよい。明
確な例として、Ｒ１は７０％であり得、Ｒ２は６０％、５０％、４０％以下であり得る。
あるいは、Ｒ１は１０％であり得、Ｒ２は２０％、３０％、４０％以上であり得る。Ｒ１

及びＲ２はまた、これらの比率を取ることによって比較され得る。例えば、Ｒ２／Ｒ１又
はその逆数は、少なくとも２、又は少なくとも３であり得る。
【００５３】
　いくつかの場合において、第１反射特性及び第２反射特性は、これらの観察角の反射率
の依存性において異なってもよい。例えば、第１反射特性は、垂直入射において所与の中
央波長、帯域端及び最大反射率を有する第１反射帯域を含んでもよく、第２反射特性は、
垂直入射において第１反射帯域のこれらの態様と非常に似た第２反射帯域を含んでもよい
。しかしながら入射角が増加すると、第１反射帯域及び第２反射帯域の両方がより短い波
長へとシフトし得るにもかかわらず、これらの各最大反射率は互いに大きくずれる場合が
ある。例えば、第１反射帯域の最大反射率は、一定のまま、又は増大する入射角で増加し
てもよいが、第２反射帯域、又はそのｐ偏光された構成要素の最大反射率は、入射角が、
例えば、垂直入射からＢｒｅｗｓｔｅｒ角の範囲で増大すると、減少してもよい。
【００５４】
　少なくとも１つの多層光学フィルムを含む実施形態において、上記に議論される第１反
射特性と第２反射特性との差異は、可視スペクトルの一部分を被覆する反射帯域に関連し
てもよい。このような差異は、これらの場合において、フィルムの異なる面内ゾーン間の
色の差異とみなされる場合がある。
【００５５】
　第１反射特性は、フィルム上に垂直入射する所与の偏光状態の光に対して、所与の最小
、最大、又は平均反射率又は透過率を有してもよく、第２反射特性は、同一の入射条件の
光に対して、同一又は同様の反射率又は透過率値を有してもよい。しかしながら、入射角
が増大すると、値は、第１特性に対して、増大し、第２特性に対して減少してもよく、若
しくは逆も同様であってもよく、又は値は、１つの特性に対して比較的一定のままであり
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、他の特性に対して増大若しくは減少してもよい。少なくとも１つの拡散的反射ブレンド
層を含む実施形態において、異なる第１及び第２拡散的反射特性は、所与の偏光状態の垂
直入射光に対して、可視波長にわたって同一又は同様の平均反射率を呈してもよいが、入
射角が増加すると、第１ゾーン（第１拡散反射特性に対応する）内のフィルムの平均反射
率は、増大してもよく、第２ゾーン（第２拡散反射特性に対応する）内のフィルムの平均
反射率は、低下してもよい。
【００５６】
　これから、図３Ａを参照すると、ＳＴＯＦフィルムであってもよい、多層フィルム３１
０の一部分が、その内部層を含むフィルムの構造を露呈するための概略的側面図に見られ
る。このようなフィルムは、開示される実施形態において、遮断層として使用されてもよ
く、それが、好適な吸収特性を有するように作製される場合、開示される実施形態におい
て、パターン化可能な反射体又はＳＴＯＦフィルムとしても使用されてもよい。フィルム
は局部的なｘ－ｙ－ｚデカルト座標との関連において図示され、フィルムはｘ及びｙ軸と
平行に延び、ｚ軸はフィルム及びその構成層と垂直でありフィルムの厚さ軸と平行である
。フィルム３１０は完全に平坦である必要はなく、平面からずれるように湾曲するかない
しは別の形状であってもよく、これらの場合であってもフィルムの任意の小部分又は領域
は、図示される局部的なデカルト座標系と関連し得る。フィルム３１０は、図２のフィル
ム２１０の、そのゾーン２１２、２１４、２１６のいずれかを表すものとみなすことがで
きるがこれは、フィルム２１０の個別の層が好ましくは、各々のこのようなゾーンから隣
のゾーンへと連続的に延びるためである。
【００５７】
　多層光学フィルムは異なる屈折率を有する個別の層を含み、それによって隣接する層の
間の境界面においていくらかの光が反射する。場合により「ミクロ層」と称されるこれら
の層は、多数の境界面で反射された光が、強め合う又は弱め合う干渉を受けて多層光学フ
ィルムに所望の反射又は透過特性を提供するために十分に薄い。紫外、可視、又は近赤外
の波長で光を反射するように設計される多層光学フィルムに対しては、各ミクロ層は、一
般的に約１μｍ未満の光学的厚さ（物理的な厚さ×屈折率）を有する。しかしながら、多
層光学フィルムの外側表面のスキン層、又はミクロ層の凝集性の一群（「積み重ね体」又
は「パケット」として既知）を分離する、多層光学フィルム内に配置される保護境界層（
ＰＢＬｓ）などの、より厚い層もまた含まれ得る。図３Ａにおいて、マイクロ層は「Ａ」
又は「Ｂ」と記されており、「Ａ」層はある材料から構成され、「Ｂ」層はそれとは異な
る材料から構成されており、これらの層は、交互に並ぶ構成で積み重ねられて、図示のよ
うに光学的反復単位又は単位セルＯＲＵ　１、ＯＲＵ　２、．．．ＯＲＵ　６を形成して
いる。典型的に、完全に高分子材料から構成される多層光学フィルムは、高反射率が所望
される場合、６光学反復単位よりも遥かに多くを含む。この代表的な実施例においてその
上面がフィルム３１０の外側表面３１０ａと一致する最上部の「Ａ」層を除き、図３Ａに
図示される「Ａ」及び「Ｂ」ミクロ層の全てがフィルム３１０の内側層であることに留意
する。図の底部における実質的により厚い層３１２は、図に示されるミクロ層の積み重ね
体を、ミクロ層の別の積み重ね体又はパケット（図示されない）から分離する外側スキン
層又はＰＢＬを表し得る。所望により、例えば、２つ以上の厚い接着剤層で又は圧力、熱
又は他の方法の使用により２つ以上の別個の多層光学フィルムが一緒に積層され、積層体
又は複合フィルムを形成し得る。
【００５８】
　いくつかの場合において、ミクロ層は１／４波積み重ね体に対応する厚さ及び屈折率値
を有し得る。すなわち、それぞれ同じ光学的厚さの２つの隣接するミクロ層を有する光学
反復単位に構成されており（ｆ比＝５０％であり、ｆ比は構成層「Ａ」の光学的厚さ対完
全な光学反復単位の光学的厚さの比である）、このような光学反復単位は、その波長λが
光学反復単位の全体的な光学厚さの２倍である建設的干渉光により反射するために有効で
あり、本体の「光学的厚さ」とは、その物理的厚さにその屈折率を掛けたものである。他
の場合において、光学反復単位のミクロ層の光学的厚さは互いに異なり、ｆ比は５０％超
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又は５０％未満であり得る。図３Ａの実施形態において、「Ａ」層は、一般的に、「Ｂ」
層よりも遥かに薄いものとして表される。それぞれ表される光学反復単位（ＯＲＵ　１、
ＯＲＵ　２など）は構成層「Ａ」及び「Ｂ」の光学的厚さの合計と等しい光学的厚さ（Ｏ
Ｔ１、ＯＴ２など）を有し、各光学反復単位は、その波長λがその全体的な光学的厚さの
２倍である光を反射する。多層光学フィルムで一般的に使用されるミクロ層積み重ね体又
はパケットにより及び特に本明細書において記載される内部パターン化多層光学フィルム
において提供される反射性は、ミクロ層間のほぼ平滑で明確な境界面及び典型的な構成体
において使用される低いヘーズ値の材料の結果として拡散性ではなく典型的には実質的に
鏡面反射性の性質である。しかしながら、いくつかの場合において完成した物品は、例え
ば、スキン層及び／若しくはＰＢＬ層内の拡散材料を使用して、並びに／又は１つ以上の
表面拡散性構造若しくは非平坦な表面を使用して、任意の所望の度合いの散乱を組み込む
ように調整され得る。
【００５９】
　いくつかの場合において、層積み重ね体における光学反復単位の光学的厚さは、全て互
いに同じであり、各光学反復単位の光学的厚さの２倍と等しい波長の中央に合わせた狭い
反射帯域の高い反射性を提供し得る。他の実施形態において、光学反復単位の光学的厚さ
は、ｚ軸又はフィルムの厚さ方向に沿った厚さ勾配によって異なってもよく、これにより
積み重ね体の一方の側（例えば、頂部）から積み重ね体の他方の側（例えば、底部）に１
つ前進するにつれて、光学反復単位の光学的厚さは増加するか、減少するか又は他の何ら
かの機能的関係に従う。このような厚さ勾配はより広い反射帯域を提供し、実質的にスペ
クトルの平坦な透過性及び関心のより広い波長帯域にわたり、かつまた関心の全ての角度
にわたる光の反射を提供するために使用され得る。米国特許第６，１５７，４９０号（Ｗ
ｈｅａｔｌｅｙら）「Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｌｍ　Ｗｉｔｈ　Ｓｈａｒｐｅｎｅｄ　Ｂａ
ｎｄｅｄｇｅ」に記載されているように、高反射と高透過の間の波長遷移における帯域端
を急峻にするように調整された厚さ勾配を使用することもできる。高分子多層光学フィル
ムに関し、反射帯域は、急峻な帯域端、加えて反射特性が適用される波長範囲にわたって
本質的に一定である「フラットトップ」反射帯域を有するように設計され得る。５０％で
はないｆ比を有する２つのミクロ層光学繰り返し単位を有する多層光学フィルムや、光学
繰り返し単位が３つ以上のミクロ層を含むフィルムなどの他の層配列も意図される。これ
らの代替的な光学反復単位設計が構成されて、一定の高次の反射を低減するか又は誘起す
ることができ、これは所望の反射帯域が近赤外波長に存在するかこの付近まで延びる場合
に有用であり得る。米国特許第５，１０３，３３７号（Ｓｃｈｒｅｎｋら）「Ｉｎｆｒａ
ｒｅｄ　Ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｆｉｌｍ
」、同第５，３６０，６５９号（Ａｒｅｎｄｓら）「Ｔｗｏ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎ
ｆｒａｒｅｄ　Ｒｅｆｌｅｃｔｉｎｇ　Ｆｉｌｍ」、同第６，２０７，２６０号（Ｗｈｅ
ａｔｌｅｙら）「Ｍｕｌｔｉｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｂｏｄｙ」、及び同
第７，０１９，９０５（Ｗｅｂｅｒ）号「Ｍｕｌｔｉ－ｌａｙｅｒ　Ｒｅｆｌｅｃｔｏｒ
　Ｗｉｔｈ　Ｓｕｐｐｒｅｓｓｉｏｎ　ｏｆ　Ｈｉｇｈ　Ｏｒｄｅｒ　Ｒｅｆｌｅｃｔｉ
ｏｎｓ」を参照。
【００６０】
　多層光学フィルムの隣接するミクロ層は、いくらかの光が、隣接する層間の境界面にお
いて反射するように、異なる屈折率を有する。主軸ｘ、ｙ及びｚ軸に沿って偏光される光
に関する、ミクロ層（例えば、図３Ａの「Ａ」層）の１つの屈折率をそれぞれｎ１ｘ、ｎ
１ｙ及びｎ１ｚと称する。ｘ、ｙ及びｚ軸は例えば、材料の誘電テンソルの主方向に対応
し得る。典型的に及び説明の目的のために、異なる材料の主方向は一致するが、これは一
般的に妥当する必要はない。同じ軸に沿った隣接するミクロ層（例えば、図３Ａの「Ｂ」
層）の屈折率をそれぞれ、ｎ２ｘ、ｎ２ｙ、ｎ２ｚと称する。これらの層間の屈折率の差
をｘ方向に沿ってΔｎｘ（＝ｎ１ｘ－ｎ２ｘ）、ｙ方向に沿ってΔｎｙ（＝ｎ１ｙ－ｎ２
ｙ）及びｚ方向に沿ってΔｎｚ（＝ｎ１ｚ－ｎ２ｚ）と称する。フィルム（又は所与のフ
ィルムの積み重ね体の）のミクロ層の数及びこれらの厚さ分布と組み合わせたこれらの屈
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折率差の性質は、フィルムの（又は所与のフィルムの積み重ね体の）所与のゾーンにおけ
る反射特性及び透過特性を制御する。例えば、隣接するマイクロ層が、ある面内方向に沿
って、大きな屈折率の不整合（Δｎｘが大）を有し、それに直交する面内方向に沿って、
小さな屈折率の不整合（Δｎｙ≒０）を有する場合、フィルム又はパケットは、垂直入射
光について反射性偏光子として作用することができる。この点において、本出願の目的の
ため、反射性偏光子は、波長がパケットの反射帯域内にある場合に１つの面内軸（「遮蔽
軸」と称される）に沿って偏光された垂直入射光を強力に反射し、垂直な面内軸（「透過
軸」と称される）に沿って偏光されるこのような光を強力に透過する光学体とみなされ得
る。「強力に反射する」及び「強力に透過する」は、意図される用途又は使用分野により
異なる意味を有する場合があり、多くの場合反射性偏光子は遮蔽軸において少なくとも７
０、８０又は９０％の反射率及び透過軸において少なくとも７０、８０又は９０％の透過
率を有する。
【００６１】
　本出願の目的のため、材料が関心の波長領域（例えば、スペクトルのＵＶ、可視及び／
又は赤外部分の選択される波長又は帯域）にわたって異方性の誘電テンソルを有する場合
、材料は「複屈折性」とみなされる。換言すると、材料は、材料の主軸屈折率（例えば、
ｎ１ｘ、ｎ１ｙ、ｎ１ｚ）が全て同じではない場合、「複屈折性」とみなされる。次いで
、所与の材料又は層の「複屈折」は、明確に指示がない限り、その最大主要屈折率とその
最小主要屈折率との間の差異と称されてもよい。ごく少量の複屈折は、一般に、無視する
ことができる。拡散的反射フィルム用のブレンド層の場合において、連続相内の構成材料
は、好ましくは、少なくとも０．０３ｍ、又は０．０５、又は０．１０の複屈折を呈する
。いくつかの場合において、任意の所与の材料又は層の複屈折は、例えば、少なくとも０
．０２、又は０．０３、又は０．０５になるように特定されてもよい。
【００６２】
　別の実施例では、隣接するミクロ層は両方の面内軸に沿って大きな屈折率不整合（Δｎ
ｘ　ｌａｒｇｅ及びΔｎｙ　ｌａｒｇｅ）を有し得るが、この場合、フィルム又はパケッ
トは軸上ミラーとして機能し得る。この点において、本出願の目的のため、ミラー又はミ
ラー様フィルムは、波長がパケットの反射帯域内にある場合に、任意の偏光の垂直入射光
を強力に反射する光学体とみなされ得る。再び、「強力に反射する」は意図される用途又
は使用分野によって異なる意味を有する場合があるが、多くの場合において、ミラーは、
関心の波長の任意の偏光の垂直入射光に関して少なくとも７０、８０又は９０％の反射率
を有する。先行の実施形態のバリエーションにおいて、隣接するミクロ層は、ｚ軸に沿っ
て屈折率整合又は不整合（Δｎｚ≒０又はΔｎｚ　ｌａｒｇｅ）を呈してもよく、不整合
は、面内屈折率不整合と同じ又は反対の極性又は符合であり得る。このようなΔｎｚの調
整は、斜めの入射光線のｐ偏光成分の反射率が入射角の増加に伴って増加するか、減少す
るか又は同じままであるかということにおいて、重要な役割を担う。更に別の実施例にお
いて、隣接するミクロ層は、両方の面内軸に沿った実質的な屈折率整合（Δｎｘ≒Δｎｙ
≒０）、しかしながらｚ軸に沿って屈折率不整合（Δｎｚ　ｌａｒｇｅ）を有することが
あり、この場合フィルム又はパケットは、任意の偏光の垂直入射を強力に透過するが、波
長がパケットの反射帯域内にある場合、漸増する入射角のｐ偏光を漸増的に反射する、い
わゆる「ｐ偏光子」として機能し得る。
【００６３】
　異なる軸に沿った可能な屈折率差の多くの置換を考慮し、層の総数及びこれらの厚さ分
布並びに多層光学フィルム内に含まれるミクロ層パケットの数及び種類、可能な多層光学
フィルム３１０及びそのパケットの種類は広範である。例示的多層光学フィルムは、米国
特許第５，４８６，９４９号（Ｓｃｈｒｅｎｋ　ｅｔ　ａｌ．）の「Ｂｉｒｅｆｒｉｎｇ
ｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｐｏｌａｒｉｚｅｒ」、米国特許第５，８８２，７
７４号（Ｊｏｎｚａ　ｅｔ　ａｌ．）の「Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｌｍ」、米国特許第６，
０４５，８９４号（Ｊｏｎｚａ　ｅｔ　ａｌ．）の「Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｃｏｌｏｒｅｄ
　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｆｉｌｍ」、米国特許第６，１７９，９４９号（Ｍｅｒｒｉｌｌ　
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ｅｔ　ａｌ．）の「Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｌｍ　ａｎｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　ｆｏｒ　Ｍａ
ｎｕｆａｃｔｕｒｅ　Ｔｈｅｒｅｏｆ」、米国特許第６，５３１，２３０号（Ｗｅｂｅｒ
　ｅｔ　ａｌ．）の「Ｃｏｌｏｒ　Ｓｈｉｆｔｉｎｇ　Ｆｉｌｍ」、米国特許第６，９３
９，４９９号（Ｍｅｒｒｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．）の「Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ　ａｎｄ　Ａｐ
ｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｍａｋｉｎｇ　Ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅｌｙ　Ｄｒａｗｎ　Ｆｉ
ｌｍｓ　ｗｉｔｈ　Ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌｌｙ　Ｕｎｉａｘｉａｌ　Ｃｈａｒａｃｔｅ
ｒ」、米国特許第７，２５６，９３６号（Ｈｅｂｒｉｎｋ　ｅｔ　ａｌ．）の「Ｏｐｔｉ
ｃａｌ　Ｐｏｌａｒｉｚｉｎｇ　Ｆｉｌｍｓ　ｗｉｔｈ　Ｄｅｓｉｇｎｅｄ　Ｃｏｌｏｒ
　Ｓｈｉｆｔｓ」、米国特許第７，３１６，５５８号（Ｍｅｒｒｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．）
の「Ｄｅｖｉｃｅｓ　ｆｏｒ　Ｓｔｒｅｔｃｈｉｎｇ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｆｉｌｍｓ」、
国際公開ＷＯ第２００８／１４４１３６　Ａ１号（Ｎｅｖｉｔｔ　ｅｔ　ａｌ．）の「Ｌ
ａｍｐ－Ｈｉｄｉｎｇ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｆｏｒ　ａ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｌｉｔ　Ｂａｃ
ｋｌｉｇｈｔ」、国際公開ＷＯ第２００８／１４４６５６　Ａ２号（Ｗｅｂｅｒ　ｅｔ　
ａｌ．）の「Ｂａｃｋｌｉｇｈｔ　ａｎｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｕｓｉｎｇ
　Ｓａｍｅ」に開示されている。
【００６４】
　多層光学フィルムの少なくとも１つのパケットにおけるミクロ層の少なくともいくらか
が、フィルムの少なくとも１つのゾーン（例えば、図２のゾーン２１２、２１４、２１６
）において複屈折性であることに留意する。したがって、光学的反復単位における第１層
が複屈折性（すなわち、ｎ１ｘ≠ｎ１ｙ、又はｎ１ｘ≠ｎ１ｚ、又はｎ１ｙ≠ｎ１ｚ）で
あってもよく、光学的反復単位における第２層が複屈折性（すなわち、ｎ２ｘ≠ｎ２ｙ、
又はｎ２ｘ≠ｎ２ｚ、又はｎ２ｙ≠ｎ２ｚ）であってもよく、第１層と第２層との両方が
複屈折性であってもよい。更に、１つ以上のこのような層の複屈折性は、少なくとも１つ
の層において、隣接するゾーンよりも低減する。いくつかの場合において、これらの層の
複屈折率はゼロまで低減してもよく、それによってこれらはゾーンの１つにおいて光学的
に等方性であるが（すなわち、ｎ１ｘ＝ｎ１ｙ＝ｎ１ｚ又はｎ２ｘ＝ｎ２ｙ＝ｎ２ｚ）、
隣接するゾーンでは複屈折性である。材料の選択及び加工条件により、両方の層が最初に
複屈折性である場合、これらは、層の１つのみの複屈折性が実質的に低減するか、両方の
層の複屈折性が低減し得るような方法で加工され得る。
【００６５】
　例示的多層光学フィルムは、ポリマー材料からなり、共押出、フィルム鋳造、及びフィ
ルム伸張又は引き抜きプロセスを含む、様々なフロープロセスを使用して製作されてもよ
い。典型的には、複屈折は、これらの様々なフロープロセスのうちの１つ以上を介して、
少なくともいくつかの層内で発達する。米国特許第５，８８２，７７４号（Ｊｏｎｚａら
）の「Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｌｍ」、同第６，１７９，９４９号（Ｍｅｒｒｉｌｌら）の
「Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｌｍ　ａｎｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　ｆｏｒ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒ
ｅ　Ｔｈｅｒｅｏｆ」及び同６，７８３，３４９号（Ｎｅａｖｉｎら）「Ａｐｐａｒａｔ
ｕｓ　ｆｏｒ　Ｍａｋｉｎｇ　Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｌｍｓ」を
参照。多層光学フィルムは、上記の参照文献のいずれかに記載されているように、ポリマ
ーの共押出によって形成されてもよい。様々な層のポリマーが、同様の流動学的特性、例
えば融解粘度を有するように選択され得、それによりこれらのポリマーは、著しい流れの
乱れを伴うことなく共押出しされ得る。押出条件は、各ポリマーを供給流及び溶解流とし
て、連続的かつ安定した様式で、適切に供給、溶解、混合及びポンプ注入するように選択
される。各溶解流を形成及び維持するために使用される温度は、温度範囲の最低における
、凍結、結晶化又は不当に大きな圧力の低下を避け、範囲の最高における材料の分解を避
けるような範囲内で選択され得る。
【００６６】
　概要として、多層光学フィルムの製作方法は、（ａ）最終的なフィルムに使用される第
１ポリマー及び第２ポリマーと対応する樹脂の少なくとも第１流れ及び第２流れを提供す
る工程と、（ｂ）（ｉ）第１流路及び第２流路を含む勾配プレートであって、第１流路が
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流路に沿って第１位置から第２位置まで変化する断面積を有する勾配プレート、（ｉｉ）
第１流路と流体連通する第１複数の導管及び第２流路と流体連通する第２複数の導管を有
するフィーダーチューブプレートであって、各導管はその各独自のスロットダイに供給し
、各導管は第１端部及び第２端部を有し、導管の第１端部は流路と流体連通し、導管の第
２端部はスロットダイと流体連通するフィーダーチューブプレート、並びに（ｉｉｉ）任
意により、前記導管の近位に位置する軸方向棒状ヒーター、を含むものなどの、好適なフ
ィードブロックを使用して、第１流れ及び第２流れを複数の層内に分割する工程と、（ｃ
）複合的な流れを押出ダイに通過させて、各層が隣接する層の主表面とほぼ並行である多
層ウェブを形成する工程と、（ｄ）多層ウェブを場合によりキャストホイール又はキャス
トドラムと称される冷却ロール上にキャストしてキャスト多層フィルムを形成する工程と
を含み得る。このキャストフィルムは最終的なフィルムと同じ数の層を有してもよいが、
キャストフィルムの層は典型的にはこれらの最終的なフィルムのものよりも遥かに厚い。
更に、キャストフィルムの層は典型的には等方性である。
【００６７】
　キャスト多層ウェブを製作する多くの別の方法が使用され得る。やはりポリマーの共押
出を利用する１つのこのような別の方法が米国特許第５，３８９，３２４号（Ｌｅｗｉｓ
ら）に記載される。
【００６８】
　冷却後、多層ウェブが延伸又は伸張されてほぼ最終的な多層光学フィルムを生成し、こ
の詳細は上記で引用された参照文献に見出すことができる。延伸又は伸張は２つの目標：
これが層をこれらの所望の最終的な厚さまで薄化すること及びこれが層の少なくともいく
らかが複屈折性となるように層を配向させること、を達成する。配向又は伸張は、クロス
ウェブ方向に沿って（例えば、幅出機により）、ダウンウェブ方向に沿って（例えば、長
さ配向装置）又はこれらの任意の組み合わせにより、同時的又は順次的に達成され得る。
一方向にのみに沿って伸張される場合、伸張は「非拘束」（フィルムは伸張方向と垂直な
面内方向で寸法的に弛緩させられる）又は「拘束」（フィルムは拘束され、したがって伸
張方向と垂直な面内方向において寸法的に弛緩させられない）であり得る。両方の面内方
向に沿って伸張された場合、伸張は対称（すなわち、垂直な面内方向に沿って等しい）か
又は非対称であり得る。あるいは、フィルムはバッチプロセスにおいて伸張されてもよい
。いずれにせよ、順次的又は同時的な延伸変形、圧力又は歪み平衡、熱硬化及び他の加工
作業がまたフィルムに適用され得る。
【００６９】
　これから、図３Ｂを参照すると、ＳＴＯＦフィルムであってもよい、拡散的反応光学フ
ィルム３２０のブレンド層の一部分が、層／フィルムの内部構造又はブレンドモルホロジ
ーを露呈するための概略斜視図で見られる。フィルムが、かすみが少ない、又は全くない
高透明度を有してもよい場合においても、すなわち、このようなフィルムが、本明細書に
記載される選択的加熱技術に従う、所与の入射方向かつ偏光状態の光を拡散的に反射する
、又は拡散的に透過するフィルムに由来するか、又はそれに加工することができるかぎり
、ウィンドウ様外見を有する場合、拡散的反応光学フィルムとしてのフィルムを指す。フ
ィルム３２０は、局部的なｘ－ｙ－ｚデカルト座標との関連において図示され、フィルム
はｘ及びｙ軸と平行に延び、ｚ軸はフィルムと垂直であり、フィルムの厚さ軸と平行であ
る。フィルム３２０は完全に平坦である必要はなく、平面からずれるように湾曲するかな
いしは別の形状であってもよく、これらの場合であってもフィルムの任意の小部分又は領
域は、図示される局部的なデカルト座標系と関連し得る。フィルム３２０は一般的に、そ
のゾーン２１２、２１４、２１６のいずれかの図２のフィルム２１０を表すものとみなす
ことができるがこれは、フィルム２１０が、各このようなゾーンから隣のゾーンへと連続
的に延びるブレンド層であってもよいか、又はそれを含んでもよい。示されるように、フ
ィルム３２０は、連続的又はマトリックス相３２２の形態である第１光透過性ポリマー又
は他の材料、及び非連続的又は分散相３２４の形態である第２光透過性ポリマー又は他の
材料を含む。
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【００７０】
　光学フィルムが方向付けられる特定の用途によって、多くの異なる材料を使用して、開
示された光学フィルムも製造してもよい。このような材料としては、シリコーン系ポリマ
ーなどの無機材料、液晶などの有機材料並びにモノマー、コポリマー、グラフトポリマー
及びこれらの混合物又はブレンドを含むポリマー材料が挙げられる。所与の用途のための
材料の的確な選択は、特定の軸に沿った異なる相の屈折率において取得可能な所望の整合
及び／又は不整合、並びに得られる製品における所望の物理的特性によって動かされる。
材料のうちの１つが、連続相のブレンド層に存在する場合において、このような材料は、
一般に、望ましいスペクトルの領域において実質的に透明であることを特徴とし、このよ
うな材料は、望ましくは、本明細書に議論される少なくとも選択的加熱処理の前に複屈折
を呈する。
【００７１】
　本明細書に開示される拡散反射フィルムの少なくともいくつか、及び／又はそのブレン
ド層は、ほぼ全体的にポリマー材料からなってもよいが、いくつかの場合において、非ポ
リマー材料も使用されてもよい。いくつかの場合において、２つの異なるポリマー材料の
みが使用されてもよいが、他の場合において、２つを超えるこのようなポリマー材料が使
用されてもよい。
【００７２】
　一般に、熱可塑性プラスチックの共押出可能なブレンドで形成される光学フィルムの分
類は、特に興味深い。これらのシステムを用いて、フィルムは、形成され、１つ以上の伸
張プロセスによって配向され、その後の使用のためにロール積み重ね体に巻線されてもよ
い。それによって、伸張プロセスは、少なくとも１つの連続相において複屈折を付与する
。熱可塑性プラスチックは、ロールに巻線される前に硬化されなければならない熱硬化性
樹脂を備えるシステムに異なる利点を提供する。例えば、熱可塑性プラスチックは、例え
ば、熱成形方法を介する、後プロセス成形を可能にしてもよい。ロールもまた、後で、空
間パターン化のために処理されてもよい。使用するためのいくつかの好適な材料は、例え
ば、米国特許第５，８８２，７７４号（Ｏｕｄｅｒｋｉｒｋ　ｅｔ　ａｌ．）、同第６，
１７９，９４８号（Ｍｅｒｒｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．）、同第６，６７３，２７５号（Ａｌ
ｌｅｎ　ｅｔ　ａｌ．）、同第７，０５７，８１６号（Ａｌｌｅｎ　ｅｔ　ａｌ．）、並
びに米国特許公開公報第ＵＳ　２００４／０１６４４３４号（Ｔａｂａｒ　ｅｔ　ａｌ．
）、及び同第ＵＳ　２００８／００２０１８６号（Ｈｅｂｒｉｎｋ　ｅｔ　ａｌ．）に議
論されている。連続相に関して、これらの参照において記載される、特に、ポリエチレン
テレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、並びにＰＥＮ及びＰ
ＥＴのコポリマーを含む、様々なポリエステルサンドのそれらのコポリマー、とりわけ、
「ｃｏＰＥＮ」と称されるコポリマーは、特に有用である。少なくとも１つの他の相に関
して、分散又は非連続的に関わらず、これらの参照において記載されるポリエチレン、ポ
リアクリレート、及びポリカルボネートは、特に有用である。
【００７３】
　材料の選択における更なる考察とは、得られる製品が、所望の散乱を提供することがで
きるブレンド層内に微細構造を形成するために、少なくとも２つの異なる相を包含するこ
とが望ましいことである。これは、互いに不混和性である２つ以上の材料から光学材料を
鋳造することによって達成されてもよい。あるいは、互いに不混和性ではない第１及び第
２材料を用いて光学材料を作製することが望ましい場合、及び第１材料が、第２材料より
も高い融点を有する場合、いくつかの場合において、第１材料の融点を下回る温度で、第
２材料の溶融マトリックス内に第１材料の適切な寸法の粒子を埋め込むことが可能であっ
てもよい。次いで、得られる混合物は、配向された光学フィルム又は光学体を生成するた
めに、後続及び／又は連続配向を用いて、フィルムに鋳造することができる。別のバリエ
ーションにおいて、不混和性ブロックを維持するのに、押出プロセス時間が十分短く、温
度が十分低い場合、例えば、エステル交換反応によって、反応する不混和性材料を使用し
て、異なる相を形成することができる。更に別のバリエーションにおいて、第３構成要素
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、例えば、ブロックコポリマー等の別のポリマー、又はいわゆる「相溶化剤」を添加して
、界面張力又は他の特性、したがって、ブレンド相の寸法及び形状分布を制御するのに役
立つことができる。
【００７４】
　開示されたフィルムにおける使用のために選択された材料、及びこれらの材料の配向度
は、いくつかの場合において、最終フィルムのブレンド相の異なる材料が、その熱処理ゾ
ーン内又は熱非処理ゾーン内に関わらず、関連した屈折率がほぼ同等である少なくとも１
つの軸を有する。典型的には、必然的ではないが、配向方向に対して横方向の軸である、
この軸に関連する屈折率の整合は、実質的に、その偏光平面内の光の非反射をもたらす。
【００７５】
　少なくとも１つの材料（例えば、分散相の形態にある）は、伸張後に、配向方向に関連
する屈折率の減少を呈してもよい。第２材料（例えば、連続相の形態にある）が、正であ
る場合、第１材料の負のひずみにより誘起された複屈折は、配向軸に関連する隣接層の屈
折率間の差異を増大させ、配向方向に対して垂直のその偏光平面での光の反射が依然とし
てごく少量である利点を有する。反射偏光子が望ましい場合、配向方向に対して直交する
面内方向の隣接相の屈折率間の差異は、配向後、約０．０５、又は０．０３、又は０．０
２、又は０．０１未満であることが望ましい。
【００７６】
　分散相の形態の材料はまた、正ひずみにより誘起された複屈折も呈してもよい。しかし
ながら、これは、他の材料（例えば、連続相の形態にある）の配向方向に対して垂直の軸
の屈折率と整合するように、熱処理の手段によって変化することができる。熱処理の温度
は、連続相の複屈折を弛緩させるほど高くてはいけない。
【００７７】
　分散相における構造又は機能の寸法は、散乱への有意な影響を及ぼし得る。分散相の粒
子が小さすぎる（例えば、関心の媒体における光波長の約１／３０未満）場合、及び１キ
ュービック波長当たり多くの粒子が存在する場合、光学体は、任意の所与の軸に沿った２
つの相の屈折率間のほぼ中間の実効屈折率を有する媒体として機能してもよい。このよう
な場合において、非常に僅かな光が散乱される。粒子が非常に大きい場合、ブレンド層の
単位体積当たり適合することができる粒子の数は、少なくなり、光は、他の方向への非常
に少ない拡散又は散乱で、粒子の表面から鏡面的に反射されてもよい。このような非常に
大きい粒子が、ｘ方向及びｙ方向に沿ってディクス形状又は扁平になる場合、虹色効果（
望ましくてもよい、又は望ましくなくてもよい）が生じてもよい。実用限界は、粒子が大
きくなるとき、到達されてもよく、光学体の厚さが厚くなり、望ましい機械的特性が損な
われる。
【００７８】
　整合後の分散相の粒子の寸法は、光学材料の所望の使用によって調整し得る。したがっ
て、例えば、粒子の寸法は、可視の紫外線、赤外線、及びマイクロ波放射線を反射又は透
過するために必要とされる異なる寸法で、特定の用途において、対象の電磁放射線の波長
によって調整されてもよい。一般に、しかしながら、粒子の長さは、媒体内の対象の電磁
放射線の波長よりほぼ大きくなるように、３０で分割されなければならない。
【００７９】
　光学体が、低損失反射偏光子として使用される用途において、粒子は、対象の波長範囲
にわたって、電磁放射線の波長の約２倍超、好ましくは、波長の４倍を超える、長さを有
してもよい。粒子の平均直径は、対象の波長範囲にわたって、電磁放射線の波長以下、好
ましくは、所望波長の０．５未満であってもよい。分散相の寸法は、大半の用途において
二次的考察であるが、比較的少ない拡散反射が存在する薄いフィルム用途においてより重
視される。
【００８０】
　多くの場合において、屈折率不整合が、散乱を促進するために依存される支配要因であ
ってもよいが（例えば、拡散ミラー又は偏光子フィルムは、少なくとも１つの面内軸に沿
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った連続及び分散層の屈折率において、実質的な不整合を有してもよい）、分散相の粒子
の形状への変更は、散乱に影響（例えば、二次的影響）を及ぼしてもよい。したがって、
屈折率整合方向及び不整合方向における電界のための粒子の偏光解消要因は、所与の方向
の散乱の量を低下又は増大することができる。例えば、分散相が、配向の軸に対して垂直
の平面に沿って切り取られた断面で楕円形であるとき（例えば、図３Ｂの分散相３２４を
参照）、分散相の楕円形の断面形状は、後方散乱光及び前方散乱光の両方において、非対
称拡散に寄与することができる。効果は、屈折率不整合によってもたらされた散乱の量に
加える、又はそこから損なうことができるが、典型的には、散乱に比較的僅かに影響を及
ぼす。
【００８１】
　分散相粒子の形状もまた、粒子から散乱された光の拡散度に影響し得る。この形状効果
は、典型的には、少ないが、光の入射方向に対して垂直の平面における粒子の幾何学的断
面の縦横比が増大し、粒子が比較的大きくなると、増大する。しばしば、分散相粒子が、
鏡面反射性ではなく拡散反射性が望ましい場合、１つ又は２つの相互直交寸法のいくつか
の波長よりも小さく寸法決定されることが望ましい。
【００８２】
　低損失反射偏光子では、フィルムは、配向の結果、高い縦横比（配向方向に対して垂直
の偏光に対して、その偏光のために散乱強度及び分散を増大させることによって配向方向
と平行する偏光のために反射を強化することができる）を有する一連のロッド状構造とし
て、連続相内に配置される分散相からなってもよい。しかしながら、分散相の粒子又は構
造は、多くの異なる形状で提供されてもよい。したがって、分散相は、ディスク形状若し
くは細長いディスク形状、又はロッド形状、又は球状であってもよい。分散相粒子は、ｘ
方向及びｙ方向の両方に有意に配向又は伸張されるフィルムの結果として、ディクスであ
ってもよいが、ディスクは、その方向のより高い配向度のため、ｙ方向に沿って細長くて
もよい。あるいは、ディスクは、ｘ方向及びｙ方向でほぼ同等の配向度のため、実質的に
、対称であってもよい。あるいは、ディスクは、その方向でより高い配向度のため、ｘ方
向に沿って細長くてもよい。分散相が、ほぼ楕円形（円形を含む）、多角形、不規則な形
状、又はこれらの形状の１つ以上の組み合わせである断面を有する、他の実施形態が企図
される。分散相の断面形状及び寸法はまた、１つの粒子から別の粒子、（すなわち、表面
から芯までの深度の関数として）フィルムの１つの領域から別の領域で異なってもよい。
【００８３】
　連続／分散相の組み合わせの他に、拡散反射フィルムのブレンド層を構成する異なるポ
リマーは、代替的に、共連続相関係に配置されてもよい。共連続相構造の更なる詳細は、
米国特許第７，０５７，８１６号（Ａｌｌｅｎ　ｅｔ　ａｌ．）で確認することができる
。共連続相構造は、提供されてもよく、それは、２つの相が線維状であり、相互侵入ポリ
マー網目（ＩＰＮ）を形成する。線維は、無作為に配向される、又は所与の軸に沿って配
向されてもよい。他の共連続システムは、第１材料（第１相）のオープンセルマトリック
スを備え、第２材料（第２相）は、マトリックスのセル内に共連続的に配置される。
【００８４】
　拡散反射光学フィルムの異なる相に使用される異なる材料は、特定の方向又は軸に沿っ
て異なる屈折率を有し、その熱処理ゾーン内、又は熱非処理ゾーン内に関わらず、このよ
うな方向又は軸に沿って偏光されたいくらかの光は、隣接相間の界面において反射され、
集合的に散乱される。それぞれ、ｎ１ｘ、ｎ１ｙ、及びｎ１ｚとしての主要ｘ、ｙ、及び
ｚ軸に沿って偏光された光に対する、ブレンド層内の第１材料（例えば、図３Ｂにおいて
、連続相３２２の形態の第１光透過性ポリマー）の屈折率と称する場合がある。ｘ、ｙ及
びｚ軸は例えば、材料の誘電テンソルの主方向に対応し得る。典型的には、議論目的のた
めに、ブレンド層内の異なる材料の主方向は、一致するが、これは、一般的に該当する必
要はない。それぞれ、ｎ２ｘ、ｎ２ｙ、及びｎ２ｚとしての同一軸に沿って、ブレンド層
内の第２材料（第１材料に隣接する）（例えば、図３Ｂにおいて、非連続又は分散相３２
４の形態である、第２光透過性ポリマー又は他の材料）の屈折率と称する。これらの材料
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又は層間の屈折率の差異をｘ方向に沿ってΔｎｘ（＝ｎ１ｘ－ｎ２ｘ）、ｙ方向に沿って
Δｎｙ（＝ｎ１ｙ－ｎ２ｙ）及びｚ方向に沿ってΔｎｚ（＝ｎ１ｚ－ｎ２ｚ）と称する。
ブレンド層の厚さ、組成（例えば、ブレンド層内の第１及び第２材料の体積分率）、及び
ブレンドモルホロジー（例えば、ブレンド層内の第１ポリマーの構造、及び第２ポリマー
の構造の寸法、形状、及び分布）と組み合わせて、これらの屈折率の差異の性質は、所与
のゾーン内のこのような層の反射特性及び透過特性を制御する。例えば、隣接する層が、
ある面内方向に沿って、大きな屈折率の不整合（Δｎｘが大）を有し、それに直交する面
内方向に沿って、小さな屈折率の不整合（Δｎｙ≒０）を有する場合、フィルム又はブレ
ンド層は、垂直入射光について拡散反射性偏光子として作用することができる。この点に
おいて、本出願の目的のため、拡散反射性偏光子は、１つの面内軸（「遮蔽軸」と称され
る）に沿って偏光された垂直入射光を強力に拡散して反射し、直交する面内軸（「透過軸
」と称される）に沿って偏光されるこのような光を強力に透過する光学体とみなされても
よい。「強力に反射する」及び「強力に透過する」は、意図される用途又は使用分野によ
り異なる意味を有する場合があり、多くの場合、拡散反射性偏光子は遮蔽軸において少な
くとも７０、８５、９０又は９５％の反射率及び通過軸において少なくとも７０、８０、
又は８５％の透過率を有する。これらの反射率及び透過率値は、フィルムの外表面（空気
／ポリマー界面）におけるフレネル反射効果を含むことが想定される。
【００８５】
　別の実施例では、隣接する層は、両方の面内軸に沿って大きな屈折率不整合（Δｎｘが
大及びΔｎｙが大）を有してもよいが、この場合、フィルム又はブレンド層は、軸上拡散
ミラーとして機能してもよい。この点において、本出願の目的のため、拡散ミラー又はミ
ラー様フィルムは、任意の偏光の垂直入射光を強力に拡散して反射する光学体とみなされ
てもよい。再び、「強力に拡散して反射する」は、意図される用途又は使用分野によって
異なる意味を有する場合があるが、多くの場合において、拡散ミラーは、対象の波長の任
意の偏光の垂直入射光に関して、少なくとも７０、８０、又は９０％の反射率をそれぞれ
有する。
【００８６】
　前述の実施形態のバリエーションにおいて、隣接する層は、ｚ軸に沿って屈折率整合又
は不整合（Δｎｚ≒０又はΔｎｚが大）を呈してもよく、不整合は、面内屈折率不整合と
同じ又は反対の極性又は符合であり得る。このようなΔｎｚの調整は、斜めの入射光線の
ｐ偏光成分の反射率が入射角の増加に伴って増加するか、減少するか又は同じままである
かということにおいて、重要な役割を担う。更に別の実施例において、隣接する層は、両
方の面内軸に沿った実質的な屈折率整合（Δｎｘ≒Δｎｙ≒０）を有するが、しかしなが
らｚ軸に沿って屈折率不整合（Δｎｚが大）を有してもよく、この場合フィルム又は層は
、任意の偏光の垂直入射を強力に透過するが、漸増する入射角のｐ偏光を漸増的に反射す
る、いわゆる「ｐ偏光子」として機能してもよい。
【００８７】
　異なる軸に沿った隣接する層間の可能なある屈折率の差異、ブレンド層の可能な厚さ、
ブレンド層の可能な組成物、及びブレンド層の可能なブレンドモルホロジーの多数の置換
が存在する。したがって、可能な拡散反射フィルム及びそのブレンド層の種類は豊富であ
る。少なくとも１つのブレンド層を備える、例示的拡散反射光学フィルムは、米国特許第
５，８２５，５４３号（Ｏｕｄｅｒｋｉｒｋ　ｅｔ　ａｌ．）、同第６，１７９，９４８
号（Ｍｅｒｒｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．）、及び同第７，０５７，８１６号（Ａｌｌｅｎ　ｅ
ｔ　ａｌ．）に開示されている。
【００８８】
　光学フィルムのブレンド層内の相のうちの１つを形成する材料の少なくとも１つは、フ
ィルムの少なくとも１つのゾーン（例えば、図２のゾーン２１２、２１４、２１６）内で
複屈折性である。したがって、ブレンド層内の第１相が複屈折性（すなわち、ｎ１ｘ≠ｎ
１ｙ、又はｎ１ｘ≠ｎ１ｚ、又はｎ１ｙ≠ｎ１ｚ）であってもよく、ブレンド層内の第２
相が複屈折性（すなわち、ｎ２ｘ≠ｎ２ｙ、又はｎ２ｘ≠ｎ２ｚ、又はｎ２ｙ≠ｎ２ｚ）
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であってもよく、第１相と第２相の両方が複屈折性であってもよい。更に、１つ以上のこ
のような相の複屈折性は、少なくとも１つのゾーンにおいて、隣接するゾーンよりも低減
される。いくつかの場合において、これらの相の複屈折はゼロまで低減してもよく、それ
によって、それ又はこれらは、ゾーンの１つにおいて光学的に等方性であるが（すなわち
、ｎ１ｘ＝ｎ１ｙ＝ｎ１ｚ又はｎ２ｘ＝ｎ２ｙ＝ｎ２ｚ）、隣接するゾーンでは複屈折性
である。材料の選択及び加工条件により、両方の相が最初に複屈折性である場合、これら
は、相の１つのみの複屈折性が実質的に低減するか、両方の相の複屈折性が低減し得るよ
うな方法で加工され得る。
【００８９】
　例示的拡散反射光学フィルムは、熱可塑性ポリマー材料からなり、共押出、フィルム鋳
造、及び配向プロセスによって製作されてもよい。米国特許第６，１７９，９４９号（Ｍ
ｅｒｒｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．）「Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｌｍ　ａｎｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　
ｆｏｒ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ　Ｔｈｅｒｅｏｆ」が参照される。光学フィルムは、上
記の参照文献のいずれかに記載されているように、ポリマーの共押出によって形成されて
もよい。例えば、ポリマーは、分解を低減するために加工前に乾燥され、測定された比率
で、必要に応じて適切なフィルターを有する溶解トレーンを介して押出成形機（適用され
た真空を有する、又は有さない１軸又２軸構造のいずれかの）内に同時に供給され、ダイ
マニホールドに広がり、ダイオリフィスを通って、急冷ホイール上に、又は急冷ニップロ
ールシステム内に出てもよい。様々な層のポリマーは、相のスケールが、適切に流動作用
を介するように、作用レオロジー特性、例えば、溶解粘度を有するように選択されてもよ
い。例えば、連続相粘度と分散相粘度の比率の増加は、より小さい液滴への分散相の伸長
及び分裂を増大し得る。付加的な相溶剤又は安定化構成要素を追加して、対応する相の間
の界面張力を低減し、それによって、液滴の表面張力によって駆動される傾向を低減して
、より楕円形状に跳ね戻す、又はより大きな粒子に再集合させる、若しくは凝集させても
よい。温度、スクリュー速度、ギアポンプ流量等を含む、押出条件は、連続かつ安定した
方法で、ポリマーを適切に供給し、溶解し、混合し、送り込むように選択される。溶解流
を形成及び維持するために使用される温度は、温度範囲の最低における、凍結、結晶化又
は不当に大きな圧力の低下を避け、範囲の最高における材料の分解を避けるような範囲内
で選択され得る。高いせん断速度は、微細相構造を生じるために、加工において特に有益
であってもよい。多くの場合において、相構造のスケールにおいて増大する勾配は、溶解
流、例えば、ダイ、壁からフローストリームセンターまでのせん断場の低減により、ブレ
ンド層の厚さにわたって確認されてもよい。伸長流は、相の寸法及び形状（ブレンドモル
ホロジー）に影響を及ぼし得る。
【００９０】
　多くの例において、複数の層の共押出が望ましい。例えば、米国特許第６，１７９，９
４８号（Ｍｅｒｒｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．）に記載されるように、例えば、光学的に透明な
内部促進層（例えば、コア層又は層の組）、又は外部スキン層が使用されてもよい。ブレ
ンド層はまた、例えば、米国特許第６，８３０，７１３号（Ｈｅｂｒｉｎｋ　ｅｔ　ａｌ
．）に記載される加工方法を使用して形成される、多層構造の層を備えてもよい。いくつ
かの例において、様々な代替的層は、同様のブレンド材料を備えてもよい。別の例におい
て、促進層及びブレンド層は、交代されてもよい。
【００９１】
　次いで、フィルムは、例えば、フィルムを形成するための静電気ピン止めを用いて、又
は急冷されたニップロール間で、例えば、ドロップダイから急冷ホイールに鋳造して形成
されてもよく、又はフィルムは、スロットダイを有するベルト上に形成され、急冷され得
る。米国公開公報ＵＳ第２００８／００２０１８６号（Ｈｅｂｒｉｎｋ　ｅｔ　ａｌ．）
に記載されるように、フィルムは、例えば、フィルム成形プロセスにおいて、カレンダリ
ングすることによって、部分的に配向されてもよい。いくつかの場合において、ローリン
グバンク構造をカレンダリングプロセスと共に使用して、相の寸法及び形状に更に影響し
てもよい。一般に、急冷速度及び外側のフィルム表面からの熱伝達の性質は、形成された
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フィルムの得られるブレンドモルホロジーに影響を与え得る。
【００９２】
　冷却後、ウェブが延伸又は伸張されてほぼ最終的な光学フィルムを生成し、この詳細は
上記で引用された参照文献に見出すことができる。延伸又は伸長は、２つの目的を達成す
る：ブレンドの相を更に配向し、細長くし、かつ配向し、少なくとも１つのブレンド層内
の少なくとも１つの相に複屈折を付与する。典型的には、少なくとも１つの連続相は、こ
の方法で複屈折を取得するが、複屈折もまた、いくつかの場合において、先述のようにフ
ィルム形成ステップ中に付与され得る。配向又は伸張は、クロスウェブ方向に沿って（例
えば、幅出機により）、ダウンウェブ方向に沿って（例えば、長さ配向装置）又はこれら
の任意の組み合わせにより、同時的又は順次的に達成され得る。一方向にのみに沿って伸
張される場合、伸張は「非拘束」（フィルムは伸張方向と垂直な面内方向で寸法的に弛緩
させられる）又は「拘束」（フィルムは拘束され、したがって伸張方向と垂直な面内方向
において寸法的に弛緩させられない）であり得る。両方の面内方向に沿って伸張された場
合、伸張は対称（すなわち、垂直な面内方向に沿って等しい）か又は非対称であり得る。
様々な伸長ステップも、例えば、米国特許第６，１７９，９４８号（Ｍｅｒｒｉｌｌ　ｅ
ｔ　ａｌ．）に更に記載されるように、相に異なって影響を及ぼしてもよい。あるいは、
フィルムはバッチプロセスにおいて伸張されてもよい。いずれにせよ、順次的又は同時的
な延伸変形、圧力又は歪み平衡、熱硬化及び他の加工作業がまたフィルムに適用され得る
。
【００９３】
　多層光学フィルム、拡散反射フィルム、並びに他の開示されるフィルム及びフィルム体
もまた、それらの光学的、機械的、及び／又は化学的特性に対して選択される付加的な層
及びコーティングを含むことができる。例えば、ＵＶ吸収層はフィルムの主要外側表面の
一方又は両方に追加されて、フィルムをＵＶ光により生じる長期にわたる劣化から保護し
得る。追加の層及びコーティングは、引っ掻き抵抗性層、引き裂き抵抗性層、及び硬化剤
も含むことができる。例えば、米国特許第６，３６８，６９９号（Ｇｉｌｂｅｒｔら）を
参照されたい。
【００９４】
　いくつかの場合において、ＳＴＯＦフィルムを構成する構成ポリマー材料の１つ、いく
つか又は全ての自然の又は固有の吸収性が、吸収性加熱手順のために利用され得る。例え
ば、可視領域にわたって低損失である多くのポリマーは、一定の紫外波長において実質的
により高い吸収性を有する。このような波長の光へのフィルムの部分の曝露は、このよう
なフィルムの部分を選択的に加熱するために使用され得る。
【００９５】
　他の場合において、吸収性染料、顔料又は他の剤が、ＳＴＯＦフィルムの個別の層又は
材料のいくつか又は全てに組み込まれて、上記の吸収加熱を促進してもよい。いくつかの
場合において、このような吸収剤はスペクトル選択的であり、それによってこれらはある
波長領域において吸収するが別の波長領域において吸収しない。例えば、開示されるフィ
ルムのいくつかは、偽造防止セキュリティラベルで又は液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）装置
又は他のディスプレイ装置の構成要素として、可視領域における使用を意図され得るが、
この場合、赤外又は紫外波長において吸収するが可視波長において実質的に吸収しない吸
収剤が使用され得る。更に、吸収剤は、フィルムの１つ以上の選択された層又は材料に組
み込まれてもよい。例えば、フィルムは保護境界層（ＰＢＬ）、積層接着剤層、１つ以上
のスキン層などの光学的に厚い層によって分離される２つの別個のミクロ層パケットを含
んでもよく、吸収剤はパケットの一方に組み込まれるが他方には組み込まれないことがあ
り又は両方のパケットに組み込まれるが一方において他方よりも濃度が高いことがある。
【００９６】
　様々な吸収剤が使用され得る。可視スペクトルで機能する光学フィルム、染料、顔料又
は紫外及び赤外（近赤外を含む）領域において吸収する他の添加剤が使用され得る。いく
つかの場合において、フィルムの高分子材料が実質的により低い吸収性を有するスペクト
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ル領域において吸収する剤を選択することが有利である場合がある。このような吸収剤を
多層光学フィルムの選択される層に組み込むことにより、方向付けられた放射線が、フィ
ルムの全体的厚さに対してよりも選択された層に優先的に熱を供給することができる。代
表的な吸収剤は、これらが関心の選択される層の組へと埋め込まれ得るように溶融押出可
能であり得る。この目的のために、吸収剤は、押出のために要求される加工温度及び滞留
時間において、好ましくは適度に安定である。好適な吸収剤の更なる情報については、米
国特許第６，２０７，２６０号（Ｗｈｅａｔｌｅｙ　ｅｔ　ａｌ）「Ｍｕｌｔｉｃｏｍｐ
ｏｎｅｎｔ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｂｏｄｙ」を参照されたい。
【００９７】
　図２は、しるしを形成するようにフィルムの異なる部分又はゾーンにおいて異なる反射
特性を提供するために、内部層又は材料（図２に図示せず）のうちの少なくともいくつか
の空間選択的複屈折低減を使用して、内部にパターン化又は空間的に調整されている、反
射ＳＴＯＦフィルム２１０のロールの斜視図である。内部パターン化は、図示されるしる
し「３Ｍ」を形成するように成形された別個のゾーン２１２、２１４、２１６を画定する
。フィルム２１０は、本明細書において記載される方法は高容積のロールツーロールプロ
セスと有利に適合するため、ロールに巻かれた長い可撓性材料として図示される。しかし
ながら、この方法は可撓性ロール物品に限定されず、小さい断片又はサンプル並びに非可
撓性フィルム及び物品に実施することができる。
【００９８】
　ここで図４を参照すると、これはゾーン２１２及びゾーン２１６の境界の領域２１８の
付近における、図２のＳＴＯＦフィルム２１０の一部の概略断面図を図示する。フィルム
２１０のこの展開図において、狭い移行ゾーン２１５は、ゾーン２１２を、隣接するゾー
ン２１６から分離するものとして見ることができる。このような移行ゾーンは加工の詳細
によって存在してもしなくてもよく、かつこれが存在しない場合、ゾーン２１６は、有意
に介在する機構なしに、ゾーン２１２と直接隣接してもよい。フィルム２１０の構成の詳
細がまた見られ、フィルムはその相対する側に光学的に厚いスキン層４１０、４１２を含
み、複数のミクロ層４１４及び別の複数のミクロ層４１６がスキン層４１０、４１２の間
に配置される。ミクロ層４１４、４１６は全て、外側スキン層によりフィルム２１０の内
側にある。図面において、ミクロ層４１４と４１６との間の空間は開いたままであり、ミ
クロ層４１４、４１６が、２つのスキン層４１０で始まり、反対側のスキン層４１２で終
わる単一のミクロ層パケットの部分であるような場合及びまたミクロ層４１４、４１６が
１つ以上の光学的に厚い保護境界層（ＰＢＬｓ）又は他の光学的に厚い内側層によって互
いに分離する２つ以上の別個のミクロ層パケットの部分である場合を可能にする。いずれ
にせよ、ミクロ層４１４、４１６は好ましくはそれぞれ光学反復単位に配置された２つの
交互の高分子材料を含み、各ミクロ層４１４、４１６は図示されるようにゾーン２１２か
ら隣接するゾーン２１６まで横方向又は横断方向様式で連続的に延びる。ミクロ層４１４
、４１６は、ゾーン２１２において、強め合う又は弱め合う干渉によって第１反射特性を
提供し、ミクロ層４１４、４１６の少なくともいくらかは複屈折性である。ゾーン２１５
、２１６は、ゾーン２１２と同じ特性を以前有しているが、ゾーン２１６においてミクロ
層４１４、４１６のうちのいくらかの複屈折を低減又は排除する一方で、ゾーン２１２に
おけるミクロ層の複屈折性を維持するのに十分な量でここに選択的に熱を適用することに
よって加工されていてもよく、熱はまた、処理ゾーン２１６においてミクロ層４１４、４
１６の構造的一体性を維持するのに十分低い。ゾーン２１６におけるミクロ層４１４、４
１６の低減した複屈折性は、ゾーン２１２の第１反射特性とは異なるゾーン２１６の第２
反射特性を主に司る。
【００９９】
　図に示されるように、フィルム２１０は、ゾーン２１２における特徴的な厚さｄ１、ｄ
２及びゾーン２１６における特徴的な厚さｄ１’、ｄ２’を有する。厚さｄ１、ｄ１’は
各ゾーンにおける、フィルムの前部外側表面からフィルムの後部外側表面まで測定される
物理的厚さである。厚さｄ２、ｄ２’は、フィルムの前面の最も近くに配置されるミクロ
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層（ミクロ層パケットの一端）から、フィルムの後面の最も近くに配置されるミクロ層（
同じ又は異なるミクロ層パケットの端部の）まで測定される物理的厚さである。したがっ
て、ゾーン２１２におけるフィルム２１０の厚さとゾーン２１６におけるフィルムの厚さ
を比較しようとする場合、どちらの測定がより便利であるかによって、ｄ１とｄ１’又は
ｄ２とｄ２’の比較を選択してもよい。ほとんどの場合、ｄ１とｄ１’との比較は、ｄ２
とｄ２’との比較と実質的に同じ結果（比例的に）をもたらすであろう。（言うまでもな
く、フィルムが外側のスキン層を備えておらず、ミクロ層パケットがフィルムの外表面の
両方で終端する場合、ｄ１とｄ２は同じとなる）。しかしながら、著しい不一致が存在す
る場合、例えば、スキン層がある場所と別の場所で有意な厚さの変化を経験するが、下部
のミクロ層において対応する厚さの変化が存在しない場合、又はその逆の場合、スキン層
は典型的に、ミクロ層パケットと比較してフィルムの反射特性に僅かな効果しか有さない
という事実を考慮し、異なるゾーンにおける全体的なフィルム厚さをより代表するものと
してｄ２及びｄ２’パラメーターを使用することが望ましい場合がある。
【０１００】
　当然、光学的に厚い層によって互いに分離する２つ以上の別個のミクロ層パケットを含
むＳＴＯＦフィルムに関し、任意の所定のミクロ層パケットの厚さもまた、ｚ軸に沿った
パケットの最初のミクロ層から最後のミクロ層までの距離として測定し特徴付けることが
できる。この情報は、フィルム２１０の、異なるゾーン２１２、２１６の物理的特性を比
較する、より徹底した分析においてより顕著となり得る。
【０１０１】
　上記のように、ゾーン２１６が熱の選択的な適用により処理され、それによってミクロ
層４１４、４１６の少なくともいくらかが、これらの複屈折性を隣接するゾーン２１２の
これらの複屈折性と比較して一部又は全部を失い、その結果、ゾーン２１６は、ミクロ層
からの光の強め合う又は弱め合う干渉から生じる、ゾーン２１２の反射特性とは異なる反
射特性を呈する。選択的な加熱プロセスは、ゾーン２１６に対する選択的な圧力の適用を
含まないことがあり、（パラメーターｄ１／ｄ１’又はパラメーターｄ２／ｄ２’のいず
れを使用しても）これはフィルムに対する厚さの変化を実質的に生じないことがある。例
えば、フィルム２１０は、ゾーン２１６において、ゾーン２１２又は非処理のフィルムで
観察される厚さの通常の変動を超えない範囲でゾーン２１２の平均厚さからずれる、平均
厚さを呈することがある。したがって、ゾーン２１６の熱処理の前に、フィルム２１０は
、ゾーン２１２又はゾーン２１２及びゾーン２１６の一部を包含するフィルムの領域にわ
たり、厚さの変動（ｄ１又はｄ２）Δｄを呈することがあり、ゾーン２１６はゾーン２１
２の空間的な平均厚さｄ１、ｄ２（それぞれ）とΔｄを超えない範囲で異なる空間的な平
均厚さｄ１’、ｄ２’を有し得る。パラメーターΔｄは、例えば、厚さｄ１又はｄ２の空
間的分布における、１つ、２つ又は３つの標準偏差を表し得る。
【０１０２】
　いくつかの場合において、ゾーン２１６の熱処理は、ゾーン２１６におけるフィルム厚
さに一定の変化を生じ得る。これらの厚さの変化は、例えば、ＳＴＯＦフィルムを構成す
る異なる材料の局部的な収縮及び／又は拡大から生じることがあり、又は他のいくつかの
熱により誘起される現象から生じることがある。しかしながら、このような厚さの変化は
、生じる場合、処理ゾーン２１６の反射特性へのこれらの影響において、処理ゾーンにお
ける複屈折性の低減又は排除が担う主な役割と比較して、二次的な役割のみを担う。多く
の場合において、フィルムに皺ができるのを避けるため、又は他の理由のために、内部パ
ターン化を達成する選択的な熱処理の間、フィルムの縁部を張力下において保持すること
が望ましい場合がある。適用される張力の程度、及び熱処理の詳細はまた、処理ゾーンに
おいてある程度の厚さの変化を生じ得る。
【０１０３】
　いくつかの場合において、フィルムの反射特性を分析することにより、複屈折性の変化
から厚さの変化の効果を見分けることが可能である。例えば、非処理ゾーン（例えば、ゾ
ーン２１２）のミクロ層が左帯域端（ＬＢＥ）、右帯域端（ＲＢＥ）、中央波長λｃ及び
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ピーク反射率Ｒ１によって特徴付けられる反射帯域を提供する場合、これらのミクロ層の
所与の厚さの変化（ミクロ層の屈折率は変化しない）は、Ｒ１とおよそ同じピーク反射率
Ｒ２を有するが、非処理ゾーンの反射帯域のこれらの機構に対して波長が比例的にシフト
したＬＢＥ、ＲＢＥ及び中央波長を有する処理ゾーンの反射帯域を生成し、このシフトが
測定され得る。一方で、複屈折性の変化は典型的に、複屈折性の変化によって生じる光学
的厚さの変化（通常は非常に小さい）の結果として、ＬＢＥ、ＲＢＥの波長及び中央波長
の非常に小さなシフトのみを生成する。（光学的厚さは物理的厚さ×屈折率であることを
想起されたい）複屈折性の変化はしかしながら、ミクロ層積み重ね体の設計によって、反
射帯域のピーク反射率に大きな、又は少なくとも有意な影響を有する。したがって、いく
つかの場合において、複屈折性の変化は、修正ゾーンの反射帯域においてＲ１と実質的に
異なるピーク反射率Ｒ２を提供してもよく、当然Ｒ１及びＲ２は、同じ照明条件及び観察
条件下で比較される。Ｒ１及びＲ２が百分率で表現される場合、Ｒ２はＲ１と少なくとも
１０％又は少なくとも２０％又は少なくとも３０％異なってもよい。明確な例として、Ｒ

１は７０％であり得、Ｒ２は６０％、５０％、４０％以下であり得る。あるいは、Ｒ１は
１０％であり得、Ｒ２は２０％、３０％、４０％以上であり得る。Ｒ１及びＲ２はまた、
これらの比率を取ることによって比較され得る。例えば、Ｒ２／Ｒ１又はその逆数は、少
なくとも２、又は少なくとも３であり得る。
【０１０４】
　複屈折性の変化による、隣接する層間の屈折率の差の変化から生じる境界面反射率（場
合により光学能と称される）の変化の指標となる程度の、ピーク反射率の有意な変化はま
た、典型的には反射帯域の帯域幅における少なくともいくらかの変化を伴い、帯域幅はＬ
ＢＥとＲＢＥとの間の分離を指す。
【０１０５】
　記載したように、いくつかの場合において処理ゾーン２１６におけるフィルム２１０の
厚さ、すなわちｄ１’又はｄ２’は、選択的な圧力が熱処理中にゾーン２１６に実際に適
用されなくても、非処理ゾーン２１２のフィルムの厚さとは若干異なる場合がある。この
理由のために、図４はｄ１’をｄ１と僅かに異なるものとして、ｄ２’をｄ２と僅かに異
なるものとして、記載する。移行ゾーン２１５はまた、一般的に図示され、「突出部」又
は他の検出可能なアーチファクトが、選択可能な熱処理の結果としてフィルムの外側表面
に存在し得る。しかしながらいくつかの場合において、処理は、隣接する処理ゾーンと非
処理ゾーンとの間に検出可能なアーチファクトを生じない場合がある。例えば、いくつか
の場合において、ゾーン間の境界を横断するように指を滑らせる観察者がゾーン間に突出
部、隆起部又は他の物理的アーチファクトを検出しない場合がある。
【０１０６】
　いくつかの場合において、処理ゾーンと非処理ゾーンとの間の厚さの差がフィルムの厚
さを通じて比例的でない可能性がある。例えば、いくつかの場合において、外側スキン層
が、処理ゾーンと非処理ゾーンとの間の、百分率の変化として表現される比較的小さな厚
さの差を有する一方で、１つ以上の内部ミクロ層パケットが、同じゾーンの間でやはり百
分率の変化として表現されるより大きな厚さの差を有し得る可能性がある。
【０１０７】
　図４は、１つ又は２つのミクロ層パケットを備えてフィルム２１０を図示するが、代替
的実施形態において、これらのパケットは、拡散反射特性を提供する、１つ又は２つのブ
レンド層で交換されてもよい。各ブレンド層は、連続相及び分散相等の２つの異なる層、
又は２つの共連続層を形成する少なくとも２つのポリマー材料を含んでもよい。所与の層
内のポリマー材料の少なくとも１つは、非処理ゾーン２１２内で複屈折性であってもよく
、処理ゾーン２１６内で複屈折性が低い（例えば、等方性を含む）。
【０１０８】
　図５は、内部パターン化を組み込む別のＳＴＯＦフィルム５１０の一部分の概略断面図
である。フィルム５１０は、スキン層５１２、５１４の間に狭持された階層又は層５１６
内に存在するミクロ層のパケットを含む。ミクロ層の全てがフィルム５１０の内部にある



(30) JP 6297086 B2 2018.3.20

10

20

30

40

50

。（別の実施形態において、一方又は両方のスキン層が省かれてもよく、その場合、一方
若しくは両方のＰＢＬ又はパケット内の最外方のミクロ層が、外側の層となってもよい。
）ミクロ層はフィルムの少なくともいくつかのゾーン又は領域において複屈折性であり、
フィルムの少なくとも隣接するゾーン間で横方向又は横断方向の様式で延びる少なくとも
いくつかのミクロ層を含む。ミクロ層は、フィルムの少なくとも第１非処理ゾーン５２２
の光の強め合う又は弱め合う干渉に関する第１反射特性を提供する。フィルム５１０は、
やはり光の強め合う又は弱め合う干渉と関連するが第１反射特性とは異なる第２反射特性
を提供するため、隣接するゾーン５２０、５２４において、これらのゾーンにいずれの圧
力も選択的に適用することなく、選択的に加熱された。これらの反射特性の差は、反射光
又は透過光において、処理ゾーンと非処理ゾーンとの間の色の差として観察者に知覚され
得る。それぞれの色及びその間の差はまた、典型的には入射角と共に変化又はシフトする
。フィルム５１０はゾーン５２０、５２２、５２４で実質的に同じフィルム厚さを有して
もよく又はフィルム厚さはこれらのゾーン間で若干変化してもよいが、ゾーンの間のフィ
ルム厚さのいずれかの差は、第１反射特性と第２反射特性との間の差の主な原因とはなら
ない。ゾーン５２０、５２２、５２４は、階層又は層５１６内の平行線模様によって示さ
れるように、フィルムの内部又は内側にあるパターンを形成する。平行線模様の領域のミ
クロ層の少なくともいくつかは、ゾーン５２２又は他の非処理ゾーンにおけるこれらの複
屈折性と比較して、低減した複屈折性（ゼロ複屈折性を含む）を有する。
【０１０９】
　代替的実施形態において、層５１６内のミクロ層のパケットは、連続層及び分散層等の
２つの異なる層、又は２つの非連続層を形成する少なくとも２つのポリマー材料を含むブ
レンド層で交換されてもよい。ブレンド層内のポリマー材料の少なくとも１つは、第１拡
散反射特性が非処理ゾーンで提供され、異なる第２拡散反射特性が処理ゾーンで提供され
るように、非処理ゾーン５２２内で複屈折性であってもよく、処理ゾーン５２０、５２４
内で複屈折性（たとえば、等方性）が低い。
【０１１０】
　更に他の実施形態において、内部パターン化は、ＳＴＯＦフィルム内の２つ以上の層又
はレベル内で独立して達成することができる。少なくとも１つの遮断層もまた、いずれか
２つの隣接したパターン化可能な層間に提供されてもよい。遮断層は、書き込み波長を備
える第１放射光線が、ＳＴＯＦフィルムの第１ゾーンに方向付けられて、１つの層（例え
ば、ミクロ層のパケット又は好適な吸収特性を有するブレンド層）の第１反射特性を異な
る第２反射特性に変更することができ、一方で第１ゾーン内の第２層（例えば、ミクロ層
の別のパケット又は好適な吸収特性を有する別のブレンド層）の第３反射特性を変更しな
いように、書き込み波長における十分な量の光を遮断し得る。遮蔽層はまた、書き込み波
長を含む第２光線がフィルムの第２ゾーンに方向付けられて第２層の第３反射特性を第４
反射特性に変更することができ、一方で第２ゾーンにおいて第１層の第１反射特性を第２
反射特性に変更しないように、書き込み波長における十分な量の光を遮蔽し得る。遮蔽層
は主に、書き込み波長の光を吸収することにより、書き込み波長の光を反射することによ
り又は吸収及び反射の組み合わせにより、この機能性を達成し得る。遮蔽層の設計及び各
第１及び第２パターン化可能な層の閾値特性により、第１光線線及び第２光線は、ＳＴＯ
Ｆフィルムの同じ側又は主表面に入射してもよく、又はこれらは反対側に入射してもよい
。いくつかの設計において、第１光線及び第２光線はまた、フィルムに対して異なる入射
角を有してもよい。例えば、第１光線は実質的に垂直入射で供給されてもよく、第２光線
はフィルムに対して大きく傾いた角度で供給されてもよい。二重レベルのＳＴＯＦフィル
ムに関する更なる情報は、国際公開第ＷＯ　２０１０／０７５３７３号（Ｍｅｒｒｉｌｌ
　ｅｔ　ａｌ．）、「Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｌｍｓ　Ｓｕｉｔａ
ｂｌｅ　ｆｏｒ　Ｂｉ－Ｌｅｖｅｌ　Ｉｎｔｅｒｎａｌ　Ｐａｔｔｅｒｎｉｎｇ」、及び
２０１０年６月３０日出願の、米国特許第６１／３６０，１２７号（代理人整理番号６６
４７３ＵＳ００２）、「Ｒｅｔａｒｄｅｒ　Ｆｉｌｍ　Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｓ　Ｗｉ
ｔｈ　Ｓｐａｔｉａｌｌｙ　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ　Ｒｅｄ
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ｕｃｔｉｏｎ」で確認することができる。
【０１１１】
　図５Ａ～Ｄは、ＳＴＯＦフィルムである多層光学フィルムのパターン化プロセスを説明
することを助ける。これらはまた、ミクロ層の任意の所与の書き込み可能パケットに関す
る非処理及び処理ゾーンそれぞれにおける第１及び第２反射特性の異なる可能な組み合わ
せのいくつかを説明することを助ける。説明目的のために、反射フィルムの反射特性は、
処理又は非処理ゾーンに関わらず、以下の３つの種類（ミラー様反射特性、ウィンドウ様
反射特性、及び偏光子様反射特性）の１つに分類されてもよい。鏡に似た反射特性は、垂
直入射光の全ての偏光状態にわたって高い反射率（例えば、一部の例において、５０％、
６０％、７０％、８０％、９０％、９５％、又は９９％超）を呈し、窓に似た反射特性は
、垂直入射光の全ての偏光状態にわたって低い反射率（例えば、一部の例において、２０
％、１０％、５％、３％、又は１％未満）を呈し、偏光子に似た反射特性は、ある偏光状
態の垂直入射光については高い反射率（例えば、一部の例において、５０％、６０％、７
０％、８０％、９０％、９５％、又は９９％超）を、異なる偏光状態の垂直入射光につい
ては低い反射率（例えば、一部の例において、３０％、２０％、１０％、５％、３％、又
は１％未満）を呈する。（それに代わって、反射偏光子に似た特性が、他の偏光状態に対
する、ある偏光状態の反射率の差の面から表現されてもよい。）多層光学フィルム又は積
み重ね体に関連する、本明細書に議論される反射率の値は、外気／ポリマー界面における
フレネル反射率を含んでもよい、又は含まなくてもよい。例えば、高い反射率のいくつか
の場合において、これらの値は、表面寄与を含んでもよいが、低い反射率のいくつかの場
合において、これらは、表面寄与を除外してもよい。外気／ポリマー表面寄与を含む、反
射率は、空気に浸された裸フィルムを使用する従来の方法で測定することができ、一方空
気／ポリマー表面寄与を含まない反射率は、既知の反射率のカバー層を有する屈折率整合
流体の使用により、かつ既知の反射率を測定値から引くことによって、測定することがで
きる。
【０１１２】
　これらの異なる特性の境界又は限度（例えば、何が「高い」反射率であり、何が「低い
」反射率であるか）及びこれらの間の区別は、最終用途及び／又はシステム要件に依存し
得る。例えば、全ての偏光状態に関する中程度の反射率を呈する多層光学フィルム又はそ
のミクロ層パケットは、いくつかの用途の目的においてミラーとしてみなされ、他の用途
の目的においてウィンドウとみなされ得る。同様に、垂直入射光の異なる偏光状態におい
て、中程度で異なる水準の反射性を提供する多層光学フィルム又はそのミクロ層パケット
は、正確な反射率値及び所与の最終用途の異なる偏光状態における反射率の差に対する感
度によって、いくつかの用途において偏光子とみなされ、他の用途においてミラーとみな
され、更に他の用途においてウィンドウとみなされ得る。特に指定されない限り、ミラー
、ウィンドウ、及び偏光子の分類は、垂直入射光に関して特定される。読者は斜角の特性
は、垂直入射における光学フィルムの特性と、いくつかの場合においては同じ又は同様で
あり、他の場合においては大幅に異なり得ることを理解する。
【０１１３】
　図５Ａ～Ｄの各グラフにおいて、相対的屈折率値「ｎ」が垂直軸上にプロットされる。
水平軸において、パターン化可能な多層光学フィルムの２層光学反復単位を特徴付ける６
つの屈折率のそれぞれに位置又は印が提供される：「１ｘ」、「１ｙ」及び「１ｚ」はｘ
、ｙ及びｚ軸に沿った第１層の屈折率を表し、これらは上記においてｎ１ｘ、ｎ１ｙ及び
ｎ１ｚと称された。同様に「２ｘ」「２ｙ」及び「２ｚ」はｘ、ｙ、及びｚ軸に沿った第
２層の屈折率を表し、これらは上記においてｎ２ｘ、ｎ２ｙ及びｎ２ｚと称された。図面
における菱形の記号（◇）は第１処理段階における材料の屈折率を表す。この第１段階は
例えば、共押出され、急冷されたか又はキャストホイール上にキャストされたが、まだ伸
張されるかないしは別の方法で配向されていないポリマー層に対応し得る。図面における
白い（塗り潰されていない）円形の記号（○）は、第１段階より後の第２段階の処理にお
ける材料の屈折率を表す。第２段階は、フィルム内のミクロ層の間の境界面から強め合う
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又は弱め合う干渉によって光を反射する多層光学フィルムへと、伸張されるかないしは別
の方法で配向されたポリマー層に対応し得る。図面における小さな塗り潰された円形の記
号又は点（●）は、第１及び第２段階より後の第３段階の処理における材料の屈折率値を
表す。本明細書の他所に記載されるように、第３段階は、押出され、配向された後に、選
択的に熱処理されたポリマー層に対応し得る。このような熱処理は典型的に、処理ゾーン
と称される１つ以上の特定の部分又はゾーンに限定される。
【０１１４】
　所与の図における様々な記号の垂直座標を比較することにより、多層光学フィルム、そ
の製造の方法、並びにその処理された部分及び非処理部分の光学特性に関する多くの情報
を、読者は容易に確認することができる。例えば、読者は、一方又は両方の材料層が、選
択的な熱処理の前又は後に複屈折性であるか又はあったか、複屈折性が一軸的であるか又
は二軸的であるか及び複屈折性が大きいか又は小さいかを確認することができる。読者は
また、図５Ａ～Ｄから、各３つの処理段階（キャスト状態、伸張状態及び処理状態）にお
ける、２層間の屈折率の差Δｎｘ、Δｎｙ、Δｎｚそれぞれの相対的な規模を確認するこ
とができる。
【０１１５】
　上記のように、最終的な内部パターン化多層光学フィルムの前駆物品は、ポリマー材料
のキャストウェブであり得る。キャストウェブは、最終的なフィルムと同じ数の層を有す
る場合があり、層は最終的なフィルムにおいて使用されるものと同じ高分子材料から構成
されてもよいが、キャストウェブはより厚く、その層は通常全て等方性である。いくつか
の場合において、しかしながら図面に表されないが、キャストプロセスそれ自体が１つ以
上の材料にあるレベルの配向及び複屈折性を付与し得る。図５Ａ～Ｄにおける菱形の記号
は、その後の伸張手順の後に、多層光学フィルムの光学反復単位内のミクロ層になるキャ
ストウェブ中の２つのポリマー層の屈折率を表す。伸張後、層のうちの少なくともいくら
かが配向されて複屈折性となり、配向された（しかしながら、依然としてパターン化され
ていない）多層光学フィルムが形成される。これは図５Ａ～Ｄにおいて、菱形の記号によ
って表されるこれらの各元の値から垂直にずれ得る白丸によって例示される。例えば、図
５Ａにおいて、伸張手順は、第２層の屈折率をｘ軸に沿って上げるが、その屈折率をｙ及
びｚ軸に沿って下げる。このような屈折率のシフトは、正に複屈折のポリマー層を好適に
一軸的にｘ軸に沿って伸張し、一方でフィルムをｙ軸及びｚ軸に沿って寸法的に弛緩させ
ることによって得られる場合がある。図５Ｂにおいて、伸張手順は、第１層の屈折率をｘ
軸及びｙ軸に沿って上げるが、その屈折率をｚ軸に沿って下げる。このような屈折率のシ
フトは、正に複屈折のポリマー層をｘ軸及びｙ軸に沿って好適に二軸的に伸張することに
よって得られる場合がある。図５Ｃにおいて伸張手順は、第１及び第２層の両方の複屈折
率をｘ軸に沿って上げ、これらの各屈折率をｚ軸に沿って下げ、同じ屈折率をｙ軸に沿っ
て維持する。いくつかの場合においてこの屈折率シフトは、ｘ軸に沿ってｙ軸と比較して
より高度の伸張を使用して、正の複屈折ポリマー層をｘ軸及びｙ軸に沿って非対称に、二
軸的に伸張することによって得られる場合がある。他の場合において、これは、ｘ軸に沿
って一軸的に伸張し、一方でｙ軸においてフィルムを拘束する（拘束した一軸伸張）こと
によっておよそ得られる場合がある。図５Ａ及び図５Ｂにおいて、白丸（図５Ａのｎ２ｘ
、ｎ２ｙ及びｎ２ｚ並びに図５Ｂのｎ１ｘ、ｎ１ｙ及びｎ１ｚ）の少なくとも２つが異な
る屈折率ｎの値を有するため、配向しているが非処理の状態（白丸）の層の一方が複屈折
性であることに留意する。これらの示された実施形態において、他のポリマー層は伸張後
、キャスト状態及び配向しているが非処理の状態に関し、同じ屈折率値（図５Ａにおける
ｎ１ｘ＝ｎ１ｙ＝ｎ１ｚ、図５Ｂにおけるｎ２ｘ＝ｎ２ｙ＝ｎ２ｚ）によって示されるよ
うに、等方性に留まる。
【０１１６】
　第１反射特性を提供するために光学反復単位に構成されたミクロ層を有する少なくとも
部分的な複屈折性多層光学フィルムを形成した後、フィルムは上記の選択的な加熱に備え
た状態となる。ミクロ層の少なくともいくらかにおいて複屈折性を低減又は排除し、一方
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で第１（非処理）ゾーンにおいてその複屈折性を不変に留めるため、加熱は多層光学フィ
ルムの第１ゾーンに隣接する第２ゾーンにおいて選択的に実行され、ミクロ層パケット内
の少なくとも１つの複屈折材料の一部又は全体において選択的に溶解及び脱配向するよう
に調整される。選択的加熱はまた、第２ゾーンの層の構造的一体性を維持するために実行
される。処理された第２ゾーンにおける複屈折材料は、全体的に、すなわち、完全に脱配
向され、その後複屈折ミクロ層は等方性状態に戻り（例えば、キャストウェブの）、一方
で光学的に薄いままである。これは図５Ａ及び図５Ｂに見られ、熱処理により第１層（図
５Ｂ）又は第２層（図５Ａ）の屈折率（小さい黒点参照）が、これらのキャストウェブ状
態における値に戻る（菱形の記号参照）。菱形の記号が、等方性状態（例えば、キャスト
ウェブ）の層の屈折率を表し、小さい黒点が最終的な内部パターン化フィルムにおける処
理又は選択的に加熱したゾーンのミクロ層の屈折率を表し、白丸が最終的な内部パターン
化フィルムの非処理ゾーンにおけるミクロ層の屈折率を表すことを想起されたい。
【０１１７】
　処理第２ゾーンの複屈折材料が部分的にのみ、すなわち不完全に脱配向している場合、
複屈折ミクロ層は、加熱前の複屈折状態よりも低いが、等方性ではない複屈折状態へと緩
和する。この場合において、処理第２ゾーンの複屈折材料の屈折率は、図５Ａ～Ｄに示さ
れる菱形の記号と白丸の間のどこかの値を取得する。このような不完全な複屈折弛緩のい
くつかの例は、参照により本明細書に組み込まれる、譲受人共通の国際公開ＷＯ第２０１
０／０７５３６３号（Ｍｅｒｒｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．）、「Ｉｎｔｅｒｎａｌｌｙ　Ｐａ
ｔｔｅｒｎｅｄ　Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｌｍｓ　Ｗｉｔｈ　Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅ　Ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｔ　Ｌａｙｅｒｓ」により詳細に説明されている
。
【０１１８】
　図５Ａにおいて、比較的低い屈折率を有する第１高分子材料が選択され、より高い屈折
率を有し、正の応力－光学係数を有する第２高分子材料が選択される。材料は、好適な数
の層で、交互の層構成で共押出され、菱形の記号によって示される屈折率を有する多層キ
ャストウェブを形成する。キャストウェブはその後、好適な条件下でｘ軸に沿って一軸的
に伸張されて、第２高分子材料中において複屈折性を誘起し、一方で第１高分子材料は等
方性に留まる。屈折率値ｎ２ｘが更に増加してｎ１ｘとの大きな屈折率差Δｎｘを形成す
る。屈折率値ｎ２ｙ及びｎ２ｚは減少して、それぞれｎ１ｙ及びｎ１ｚとの小さな屈折率
差Δｎｙ及びΔｎｚを形成する。例えば、値Δｎｙ及びΔｎｚはゼロであり得る。屈折率
のこの組は、適切な数の層を有するミクロ層パケットにおいて実施される際、遮蔽軸であ
るｘ軸及び透過軸であるｙ軸を有する反射性偏光子を提供し得る。反射性偏光子は、ミク
ロ層の層厚さ分布によって広帯域又は狭帯域であり得る。
【０１１９】
　この反射性偏光子フィルムは、その後上記のように第２ゾーンにおいて内部パターン化
され、一方で反射性偏光フィルムを第１ゾーンにおいて損なわれていない状態に留め得る
。放射エネルギーを第２ゾーンへと選択的に供給して選択的に加熱することにより、複屈
折層がその元の等方性状態に、又は脱配向が不完全な場合には中間的な複屈折状態へと緩
和する。緩和が不完全である場合、第２ゾーンは、ミラー様フィルムとなり（ミクロ層パ
ケットが適切な数の層を有する場合）、Δｎｘ≒Δｎｙ≒Δｎｚである。最終的なフィル
ムはしたがって、一体型フィルム内において、１つのゾーンにおける反射性偏光子及び隣
接するゾーンにおけるミラー様フィルムを組み合わせ、１つのゾーンから次のゾーンへと
連続的に延びるミクロ層を有する。このようなフィルムは、国際公開第ＷＯ　２０１０／
０７５３４０号（Ｍｅｒｒｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．）、「Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　Ｏｐｔｉ
ｃａｌ　Ｆｉｌｍｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｓｉｄｅ－ｂｙ－Ｓｉｄｅ　Ｍｉｒｒｏｒ／Ｐｏｌ
ａｒｉｚｅｒ　Ｚｏｎｅｓ」により完全に記載されている。図５Ａにおいて、選択的熱処
理プロセスは、多層反射性偏光子フィルムを、多層反射性ミラーフィルムに変えることが
できる（すなわち、偏光子→ミラー）。
【０１２０】
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　図５Ｂにおいて、実質的に同じ屈折率を有する第１及び第２高分子材料が選択され、第
１高分子材料は、正の応力－光学係数を有する。材料は、好適な数の層で、交互の層構成
で共押出され、菱形の記号によって示される屈折率を有する多層キャストウェブを形成す
る。キャストウェブはその後、好適な条件下でｘ軸及びｙ軸に沿って二軸的に伸張されて
、第１高分子材料中において複屈折性を誘起し、一方で第２高分子材料は等方性に留まる
。屈折率値ｎ１ｘ、ｎ１ｙは増加して、ｎ２ｘ、ｎ２ｙとの実質的な屈折率差Δｎｘ、Δ
ｎｙをそれぞれ形成する。屈折率値ｎ１ｚは減少して、Δｎｘ及びΔｎｙと反対の極性及
び符合を有する、ｎ２ｚとの実質的な屈折率差Δｎｚを形成する。この屈折率の組は、適
切な数の層を有するミクロ層パケットにおいて実施されるとき、ミラー様フィルムを提供
することができる。フィルムによって提供される反射性は、ミクロ層の層厚さ分布によっ
て広帯域又は狭帯域であり得る。
【０１２１】
　このミラー様フィルムは、その後上記のように第２ゾーンにおいて内部パターン化され
、一方でミラー様フィルムを第１ゾーンにおいて損なわれていない状態に留め得る。放射
エネルギーを第２ゾーンへと選択的に供給して選択的に加熱することにより、複屈折層が
その元の等方性状態に、又は脱配向が不完全な場合には中間的な複屈折状態へと緩和する
。緩和が完全である場合、第２ゾーンはウィンドウ様フィルムとなり、Δｎｘ≒Δｎｙ≒
Δｎｚ≒０である。最終的なフィルムはしたがって、一体型フィルム内において、１つの
ゾーンにおけるミラー様反射体及び隣接するゾーンにおける実質的ウィンドウを組み合わ
せ、１つのゾーンから次のゾーンへと連続的に延びるミクロ層を有する。この図５Ｂに関
し、選択的な熱処理プロセスは、多層反射性ミラーフィルムを多層ウィンドウフィルムに
変えることができる（ミラー→ウィンドウ）。
【０１２２】
　図５Ａ及び図５Ｂに関し、光学材料の一方が伸張後（及び選択的熱処理後）に等方性の
ままである。これはしかしながら、一般的に妥当する必要なく、本明細書において開示さ
れる選択的熱処理技術を使用して内部パターン化光学フィルムへと転換され得る多くの関
心のかつ有用な多層光学フィルム設計、並びに拡散反射フィルム設計が、光学反復単位の
構成層のための２つの異なる光学材料を含み、キャストウェブが伸張ないしは別の方法で
配向された際に、これらの構成材料層の両方（１つのみではなく）が複屈折性となる。こ
のような多層光学フィルム及び拡散反射光学フィルムは、多層光学フィルムの場合におい
て、このようなフィルムの光学反復単位がそれぞれ、伸張後に複屈折性である少なくとも
２つの構成ミクロ層を含み、拡散反射フィルムの場合では、このような層のブレンド層が
、２つの異なる層を形成する少なくとも２つの異なる材料を含み、両方の層が、伸張後に
複屈折性であるため、本明細書において、「二重複屈折性」光学フィルムと称される。
【０１２３】
　二重複屈折性多層光学フィルムが選択的熱処理に曝露される場合、材料特性及び加熱条
件によって処理ゾーンにおける多くの異なる反応が可能であり、例えば、両方の材料層が
完全に緩和して等方性になってもよく又は一方の材料が完全に若しくは部分的に緩和し一
方で他方の材料層がその複屈折性を維持するか又は両方の材料層が異なる程度で緩和して
もよい（例えば、一方の材料層が完全に緩和して等方性になり、一方で他方の材料が部分
的に緩和してその複屈折性の一部のみを維持する）。いずれにせよ、一方又は両方の材料
層の複屈折性の変化は、フィルムの第１（非処理）ゾーンの反射特性と実質的に異なる、
光学フィルムの第２（処理）ゾーンの反射特性を生じる。二重複屈折多層光学フィルムの
更なる詳細及びこれらを内部パターン化するために使用される選択的加熱技術は、本明細
書において参照により組み込まれる以下の譲受人共通の国際公開第ＷＯ　２０１０／０７
５３６３号（Ｍｅｒｒｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．）、「Ｉｎｔｅｒｎａｌｌｙ　Ｐａｔｔｅｒ
ｎｅｄ　Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｌｍｓ　Ｗｉｔｈ　Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅ　Ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｔ　Ｌａｙｅｒｓ」、及び同第ＷＯ　２０１０／０７５３
８３号（Ｍｅｒｒｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．）、「Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　Ｏｐｔｉｃａｌ　
Ｆｉｌｍｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｓｉｄｅ－ｂｙ－Ｓｉｄｅ　Ｐｏｌａｒｉｚｅｒ／Ｐｏｌａ
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ｒｉｚｅｒ　Ｚｏｎｅｓ」に提供される。選択的熱処理による内部パターン化のために好
適な二重複屈折性ＳＴＯＦフィルムのいくつかの例が、本出願において、図５Ｃ及び５Ｄ
に図示される。
【０１２４】
　図５Ｃにおいて、同じ又は同様の等方性屈折率を有し、同じ又は同様の応力－光学係数
を有し（図５Ｃにおいて正として図示されるが、負の係数もまた使用され得る）、異なる
溶解又は軟化温度を有する第１及び第２高分子材料が選択される。材料は、好適な数の層
で、交互の層構成で共押出され、菱形の記号によって示される屈折率を有する多層キャス
トウェブを形成する。二軸的に延伸するのではなく、図５Ｃのキャストウェブは好適な条
件下でｘ軸に沿って一軸的に伸張されて、第１及び第２高分子材料の両方において複屈折
性を誘起する。伸張により屈折率値ｎ１ｘ及びｎ２ｘが同程度増加し、一方でｎ１ｚ及び
ｎ２ｚが同程度減少し、一方でｎ１ｙ及びｎ２ｙは比較的一定に留まる。各材料層は強力
に二軸的に複屈折性であるが、これは３つの主軸方向全てに沿って実質的に整合した２つ
の材料層の屈折率を生じる（Δｎｘ≒０、Δｎｙ≒０、及びΔｎｚ≒０）。この屈折率の
組は、適切な数の層を有するミクロ層パケットにおいて実施されるとき、垂直入射及び斜
めの入射光に関してほとんど又はまったく反射率を有さない多層ウィンドウ様フィルムを
提供し得る。
【０１２５】
　この多層ウィンドウフィルムは、その後上記のように第２ゾーンにおいて内部パターン
化され、一方でウィンドウフィルムを第１ゾーンにおいて損なわれていない状態に留め得
る。放射エネルギーを第２ゾーンに選択的に供給することによる選択的な加熱により、複
屈折層の少なくともいくらかが緩和し、より低い複屈折性となる。図５Ｃの場合、加熱は
また、第１材料層の溶解又は軟化点よりも高く、第２材料層の溶解又は軟化点よりも低い
温度に注意深く制御される。このように、選択的加熱により第２ゾーンの第１複屈折層は
、これらの元の等方性状態に、又は脱配向が不完全な場合は中間的な複屈折状態に緩和し
、一方で第２ゾーンにおける第２複屈折性層はこれらの複屈折性を実質的に維持する。第
１材料の緩和が完全である場合第２ゾーンは、一方の面内方向における比較的大きな屈折
率差（Δｎｘ）、他方の面内方向における０又はほぼ０の屈折率差（Δｎｙ）及びΔｎｘ
と反対の極性又は符合の比較的大きな面外屈折率差（Δｎｚ）によって特徴付けられる。
これらの屈折率関係は、適切な数の層を有するミクロ層パケットにおいて実施される際、
第２ゾーンにおける反射性偏光子フィルムを提供し得る。この偏光子フィルムは、ｙ方向
と平行な透過軸及びｘ方向と平行な遮蔽軸を有する。遮蔽状態の偏光においてこのフィル
ムによって提供される反射性は、ミクロ層の層厚さ分布によって広帯域又は狭帯域であり
得る。いずれにせよ、遮蔽状態の偏光における偏光子フィルムの反射性は（ｓ偏光成分及
びｐ偏光成分の両方に関し）、Δｎｚと反対の極性により、入射角の増加に伴って増加す
る。最終的なフィルムはしたがって、一体型フィルム内において、１つのゾーンにおける
多層ウィンドウフィルム及び隣接するゾーンにおける反射性偏光子フィルムを組み合わせ
、１つのゾーンから次のゾーンへと連続的に延びるミクロ層を有する。この図５Ｃに関し
、選択的な熱処理プロセスは、多層ウィンドウフィルムを多層反射性偏光子フィルムに変
えることができる（ウィンドウ→偏光子）。
【０１２６】
　図５Ｄの実施形態は、米国特許第６，１７９，９４８号（Ｍｅｒｒｉｌｌら）に記載さ
れる２工程延伸プロセスを使用する。このプロセスにおいて、キャストフィルムの伸張又
は配向は、一組の層（例えば、各光学反復単位の第１材料層）が両方の延伸工程において
実質的に配向し、一方で他方の組の層（例えば、各光学反復単位の第２材料層）が一方の
延伸工程中においてのみ実質的に配向するように、注意深く制御された２工程延伸プロセ
スを使用して実行される。結果は、延伸後に実質的に二軸的に配向された一組の材料層を
有し、かつ延伸後に実質的に一軸的に配置される材料層の別の組を有する多層光学フィル
ムである。この区別は、２つのプロセス延伸工程の温度、歪み速度及び歪み程度などの、
１つ以上の好適に異なるプロセス条件を使用することにより、２つの材料の異なる粘弾特
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性及び結晶化特性に作用することによって達成される。したがって、例えば、第１延伸工
程は第１材料を第１方向に沿って実質的に配向させ、一方で第２材料をこの方向に沿って
多くても極僅かにのみ配向させ得る。第１延伸工程の後、１つ以上のプロセス条件が好適
に変更され、それによって第２延伸工程において第１及び第２材料の両方が第２方向に沿
って実質的に配向される。この方法により、第１材料層は本質的に二軸配向特性（例えば
、屈折率は関係式ｎ１ｘ≒ｎ１ｙ≠ｎ１ｚを満たしてもよく、場合により一軸的複屈折材
料と称される）を想定することができ、一方で全く同じ多層フィルム内の第２材料層は、
本質的に一軸配向特性（例えば、屈折率は関係式ｎ２ｘ≠ｎ２ｙ≠ｎ２ｚ≠ｎ２ｘを満た
し、場合により二軸的複屈折材料と称される）を想定することができる。
【０１２７】
　この背景により、図５Ｄは第１及び第２高分子材料が、同じ又は同様の等方性屈折率を
有し、延伸後に両方が複屈折性となり、同じ極性の応力－光学係数（図面においてこれら
は両方とも正として表されているが、かわりにこれらは両方とも負であってもよい）を有
するように選択される実施形態を表す。第１及び第２材料は、上記の２工程延伸プロセス
が実施され得るように、異なる溶解又は軟化温度を有し、異なる粘弾及び／又は結晶化特
性を有する。材料は、好適な数の層で、交互の層構成で共押出され、菱形の記号によって
示される屈折率を有する多層キャストウェブを形成する。キャストウェブはその後、第１
材料がｘ軸及びｙ軸の両方に沿って同等に配向されるように、上記の２工程延伸プロセス
を使用してｘ軸及びｙ軸に沿って二軸的に伸張され、第２材料はｙ軸に沿って優先的に配
向され、ｘ軸に沿ってより弱い配向である（いくつかの場合においては配向しない）。正
味の結果は、その第１及び第２ミクロ層が両方とも複屈折性である多層光学フィルムであ
るが、第１材料層は、実質的な二軸配向特性を有し、第２材料層は非対称な二軸配向特性
又は更に実質的な一軸配向特性を有する。示されるように、材料及びプロセス条件は、伸
張により屈折率値ｎ１ｘ及びｎ１ｙが同程度増加し、一方でｎ１ｚが大きく減少するよう
に選択される。また伸張により、屈折率値ｎ２ｙはｎ１ｘ及びｎ１ｙの値と同等かこれ近
くの値まで増加し、屈折率ｎ２ｚが減少し、屈折率ｎ２ｘがほぼ同じままである（第２材
料がｘ軸配向工程の間低い度合いで配向する場合、ｎ２ｘは図に示されるように僅かに増
加し得る）。これは、１つの大きな面内屈折率不整合（Δｎｘ）、１つの著しくより小さ
い面内屈折率不整合（Δｎｙ≒０）及びΔｎｘと反対の極性の中間的な面外屈折率不整合
（Δｎｚ）を有する２つの材料層の屈折率を生じる。第２材料がより二軸的に配向する場
合、処理後のｘ方向の屈折率整合は、等方性屈折率が第２材料よりも高い第１材料と組み
合わせることによって達成され得る。屈折率のこの組は、適切な数の層を有するミクロ層
パケットにおいて実施される際、ｘ方向に沿った遮蔽軸及びｙ方向に沿った透過軸を有す
る第１反射性偏光フィルムを提供し得る。フィルムによって提供される反射性は（遮蔽軸
と平行に偏光した光に関し）、ミクロ層の層厚さ分布により、広帯域又は狭帯域であり得
る。
【０１２８】
　この第１多層反射性偏光子フィルムは、その後上記のように第２ゾーンにおいて内部パ
ターン化され、一方で偏光子フィルムを第１ゾーンにおいて損なわれていない状態に留め
得る。放射エネルギーを第２ゾーンに選択的に供給することによる選択的な加熱により、
複屈折層の少なくともいくらかが緩和し、より低い複屈折性となる。この場合、加熱は第
１材料層の溶解又は軟化点よりも高く、第２材料層の溶解又は軟化点よりも低い温度に注
意深く制御される。このように、選択的加熱により第２ゾーンの第１複屈折層は、これら
の元の等方性状態に、又は脱配向が不完全な場合は中間的な複屈折状態に緩和し、一方で
第２ゾーンにおける第２複屈折性層はこれらの複屈折性を実質的に維持する。第１材料の
緩和が完全である場合、第２ゾーンは、一方の面内方向における比較的大きな屈折率差（
Δｎｙ）、他方の面内方向における０又はほぼ０の屈折率差（Δｎｘ）及びΔｎｙと反対
の極性又は符合の比較的大きな面外屈折率差（Δｎｚ）によって特徴付けられる。これら
の屈折率の関係は、適切な数の層を有するミクロ層パケットにおいて実施される際、第２
ゾーンにおける第２反射性偏光子フィルムを提供し得る。特に、この第２偏光子は、ｘ方
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向と平行な透過軸及びｙ方向と平行な遮蔽軸を有し、すなわち、これは第１反射性偏光子
と比較して垂直に向けられている。遮蔽状態の偏光に関し、この第２偏光子フィルムによ
って提供される反射は、ミクロ層の層厚さ分布によって、第１反射性偏光子が、垂直な偏
光状態において広帯域又は狭帯域であるのと同じ程度において、広帯域又は狭帯域である
。いずれにせよ、遮蔽状態の偏光における第２偏光子フィルムの反射性は（ｓ偏光成分及
びｐ偏光成分の両方に関し）、第２ゾーンにおけるΔｎｚと反対の極性により、入射角の
増加に伴って増加する。最終的なフィルムはしたがって、一体型フィルム内において、１
つのゾーンにおける第１反射性偏光子フィルム及び隣接するゾーンにおける第２反射性偏
光子フィルムを組み合わせ、第２反射性偏光子フィルムは第１反射性偏光子フィルムと垂
直に配向され、１つのゾーンから次のゾーンへと連続的に延びるミクロ層を有する。この
図５Ｄにおいて、選択的な熱処理プロセスは、第１多層反射性偏光子フィルムを第２多層
反射性偏光子フィルムに変えることができる（偏光子１→偏光子２）。
【０１２９】
　上記のシナリオは、第１ゾーンの反射体の種類、第２ゾーンの反射体の種類、材料特性
及び他の内部パターン化多層光学フィルムを生成するために使用され得る加工パラメータ
ーの、多数の可能な組み合わせのいくつかのみを含み、限定とみなされるべきではない。
正の複屈折性材料だけではなく、負の複屈折性材料及びこれらの組み合わせも使用され得
る。複屈折性及び等方性ポリマーの組み合わせが使用される場合、複屈折性ポリマーは、
等方性ポリマーの屈折率より低い、高い又は同等の事前伸張の等方性屈折率を有し得る。
内部パターン化多層光学フィルムの第１及び第２ゾーンのための反射体の種類他の可能な
組み合わせの説明（これらの様々な組み合わせは、本明細書において開示されるように二
段階書き込み可能多層光学フィルムにおいて利用され得る）は、以下の譲受人共通の１つ
以上に見出され得る：国際公開第ＷＯ　２０１０／０７５３５７号（Ｍｅｒｒｉｌｌ　ｅ
ｔ　ａｌ．）、「Ｉｎｔｅｒｎａｌｌｙ　Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　
Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｌｍｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｓｐａｔｉａｌｌｙ　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　
Ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ　Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ」、同第ＷＯ　２０１０／０７５３４
０号（Ｍｅｒｒｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．）、「Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆ
ｉｌｍｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｓｉｄｅ－ｂｙ－Ｓｉｄｅ　Ｍｉｒｒｏｒ／Ｐｏｌａｒｉｚｅ
ｒ　Ｚｏｎｅｓ」、同第ＷＯ　２０１０／０７５３６３号（Ｍｅｒｒｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ
．）、「Ｉｎｔｅｒｎａｌｌｙ　Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　Ｏｐｔｉ
ｃａｌ　Ｆｉｌｍｓ　Ｗｉｔｈ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｔ　Ｌａｙ
ｅｒｓ」、及び同第ＷＯ　２０１０／０７５３８３号（Ｍｅｒｒｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．）
、「Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｌｍｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｓｉｄｅ－ｂ
ｙ－Ｓｉｄｅ　Ｐｏｌａｒｉｚｅｒ／Ｐｏｌａｒｉｚｅｒ　Ｚｏｎｅｓ」。
【０１３０】
　図６は、多層光学フィルムに関して本明細書において記載された複屈折性緩和技術を使
用して達成され得る様々な変換を要約する概略図である。したがって、図は、１つ以上の
パターン化可能な抑制剤フィルムも含んでもよい二段階書き込み可能な複合フィルムの部
分を順に形成してもよい、内部パターン化多層光学フィルムの第１（非処理）ゾーン及び
第２（熱処理）ゾーンのために反射体の種類の様々な組み合わせを要約する。図中の矢印
は、第１反射特性から、第１反射特性と実質的に異なる第２反射特性への変換を表す。図
６の図は、例示目的で提供され、限定として解釈されるべきではない。
【０１３１】
　矢印６１０ａは、多層ミラーフィルムから多層ウィンドウフィルムへの変換（例えば、
図５Ｂとの関連において記載される）を表す。このような変換は、ミラーフィルムによっ
て特徴付けられる１つ以上の第１（非処理）ゾーン及びウィンドウフィルムによって特徴
付けられる１つ以上の第２（処理）ゾーンを有する内部パターン化多層光学フィルムを提
供するために使用され得る。矢印６１０ｂは、多層ウィンドウフィルムから多層ミラーフ
ィルムへの反対の転換を表す。このような変換は、ウィンドウフィルムによって特徴付け
られる１つ以上の第１（非処理）ゾーン及びミラーフィルムによって特徴付けられる１つ
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以上の第２（処理）ゾーンを有する内部パターン化多層光学フィルムを提供するために使
用され得る。
【０１３２】
　矢印６１２ａは、多層ウィンドウフィルムから多層偏光子フィルムへの変換（例えば、
図５Ｃとの関連において記載される）を表す。このような変換は、ウィンドウフィルムに
よって特徴付けられる１つ以上の第１（非処理）ゾーン及び偏光子フィルムによって特徴
付けられる１つ以上の第２（処理）ゾーンを有する内部パターン化多層光学フィルムを提
供するために使用され得る。矢印６１２ｂは、多層偏光子フィルムから多層ウィンドウフ
ィルムへの反対の転換を表す。このような変換は、偏光子フィルムによって特徴付けられ
る１つ以上の第１（非処理）ゾーン及びウィンドウフィルムによって特徴付けられる１つ
以上の第２（処理）ゾーンを有する内部パターン化多層光学フィルムを提供するために使
用され得る。
【０１３３】
　矢印６１４ａは、多層偏光子フィルムから多層ミラーフィルムへの変換（例えば、図５
Ａとの関連において記載される）を表す。このような変換は、偏光子フィルムによって特
徴付けられる１つ以上の第１（非処理）ゾーン及びミラーフィルムによって特徴付けられ
る１つ以上の第２（処理）ゾーンを有する内部パターン化多層光学フィルムを提供するた
めに使用され得る。矢印６１４ｂは、多層ミラーフィルムから多層偏光子フィルムへの反
対の転換を表す。このような変換は、偏光子フィルムによって特徴付けられる１つ以上の
第１（非処理）ゾーン及びウィンドウフィルムによって特徴付けられる１つ以上の第２（
処理）ゾーンを有する内部パターン化多層光学フィルムを提供するために使用され得る。
【０１３４】
　矢印６１６、６１８及び６２０は、１つの種類のミラーから別の種類のミラーへの、１
つの種類のウィンドウから別の種類のウィンドウへの及び１つの種類の偏光子から別の種
類の偏光子への（例えば、図５Ｄ参照）変換を表す。読者はまた、図６の図は例示目的で
提供され、限定するように解釈されるべきではないことを想起する。
【０１３５】
　図５Ａ～Ｄ及び６、並びにそれらの関連する説明は、主に、反射フィルムを目的とし、
その反射特性は、フィルム、すなわち多層光学フィルム内に配置されたミクロ層間の界面
から反射された光の強め合う及び弱め合う干渉に大きく決定される。これらの図及び説明
の対照も、反射特性が、１つ以上のブレンド層の異なる第１及び第２相に分離される第１
及び第２材料に大きく決定されるため本来拡散性である反射フィルムのために提供するこ
とができる。これに関して、譲受人共通の、２０１０年６月３０日出願の、米国特許第６
１／３６０，１２４号（代理人整理番号６６４６９ＵＳ００２）、「Ｄｉｆｆｕｓｅ　Ｒ
ｅｆｌｅｃｔｉｖｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｌｍｓ　Ｗｉｔｈ　Ｓｐａｔｉａｌｌｙ　Ｓ
ｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ　Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ」，ｆｉｌｅｄ　
Ｊｕｎｅ　３０，２０１０に参照がなされる。図５Ａ～Ｄのそれぞれでは、「第１」材料
は、連続相であるとみなされてもよく、「第２」材料は、分散相（又は別の連続相）であ
るとみなされてもよく、一方代替的実施形態において、「第２」材料は、連続相であると
みなされてもよく、「第１」材料は、分散相（又は別の連続相）であるとみなされてもよ
い。
【０１３６】
　ＳＴＯＦフィルムの反射特性の変化が主に、ＳＴＯＦフィルムの材料又は層の複屈折の
熱により誘起される弛緩に関連するという事実は、ＳＴＯＦフィルムをパターン化するた
めに使用される選択的処理プロセスが一方向又は不可逆的であってもよいことを意味する
。例えば、その初期の第１反射特性が、第２反射特性に変更されているように、加工され
ている（放射エネルギーの吸収によって選択的に熱処理されている）ＳＴＯＦフィルムの
所与の領域又はゾーンは、その後、別の放射光線で加工され、その本来の第１反射特性を
再取得することが不可能であり得る。実際、初期の熱処理が、ゾーンの複屈折を実質的に
排除した場合、次いで、同一又は同様の放射光線での更なる放射処理は、ゾーンの反射特
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性に僅かに、又は全く影響しない場合がある。ＳＴＯＦフィルムのこの一方向又は不可逆
的側面は、例えば、セキュリティー用途（例えば、不正開封防止装置が重要である）にお
いて、又はディスプレイ若しくは光電子用途（例えば、他の構成要素を切り替えるために
使用される、光場若しくは電子場への安定性が望ましい）において、特に有用であっても
よい。他の用途において、連続相のＳＴＯＦフィルムパターン化のこの一方向又は不可逆
的側面は、例えば、第１ゾーンにおいて複屈折を有し、第２ゾーンにおいて複屈折がほと
んどない、又は全くない、安定するパターン化された連続相が望ましい、光電子デバイス
において、別の相の切り替え可能な要素と組み合わされてもよい。
【０１３７】
　図７において、開示されるパターン化（例えば、内部パターン化）フィルムを提供する
ため、ＳＴＯＦフィルムの第２ゾーンを選択的に加熱するために使用され得る、ひとつの
構成７００が図示される。簡単に言うと、フィルムにわたって、例えば、第１ゾーンから
第２ゾーンに伸びる少なくとも１つのパターン化可能な反射フィルムを備えるＳＴＯＦフ
ィルム７１０が提供される。反射フィルムは、ＳＴＯＦフィルムに対して内部にあっても
よく、第１反射特性を提供する。高放射光源７２０は、好適な波長、強度及び光線サイズ
の方向付けられた光線７２２を提供し、入射光のいくらかを吸収により熱に転換すること
により、フィルムの照明された部分７２４を選択的に加熱する。好ましくは、フィルムの
吸収は、適度な電力の光源で十分な加熱を提供するために十分に大きいが、フィルムの初
期表面で過度の光が吸収されて表面に損傷を生じ得るほど大きくない。これは以下で更に
記載される。いくつかの場合において、斜めに位置付けられる光源７２０ａ、方向付けら
れた光線７２２ａ及び照明される部分７２４ａによって示される斜角θで光源を配置する
ことが望ましい場合がある。ＳＴＯＦフィルム７１０が、垂直入射において反射バンドを
有するミクロ層パケットを含み、その反射バンドが、所望の量の吸収及びそれに付随する
加熱を防止する方式で、有向ビーム７２２を実質的に反射するものである場合、そのよう
な斜めの照射が望ましいものとなり得る。したがって、入射角の増加に伴う反射帯域のよ
り短い波長へのシフトを利用し、方向付けられた光線７２２ａが（シフトした）反射帯域
を避ける斜角θで供給され、所望の吸収及び加熱を可能にし得る。
【０１３８】
　斜角照射もまた、ＳＴＯＦフィルム７１０が拡散反応体を含み、入射角及び／又は偏光
状態での拡散反射率の変化である場合に望ましくてもよい。非対称の拡散反応体では、反
応偏光子のように、制御された方位角度φで光源を配向することが望ましくてもよい。１
つの入射方向（所与の（θ，φ）の座標の組によって画定される）及び変更状態で、例え
ば、フィルムは、方向付けられた光線７２２／７２２ａを、第２ゾーンのブレンド層の所
望の量の吸収及び同時加熱を防止する方法で、広範囲に散乱してもよい。異なる入射角（
θ，φ）及び／又は偏光状態で、散乱は、第２ゾーン内のブレンド層の所望の量の吸収及
び同時加熱を可能にして、上述の複屈折弛緩及び反射変換をもたらすように、実質的に低
減されてもよい。したがって、方向付けられた光線７２２／７２２ａの入射方向（θ，φ
）及び偏光状態を選択して、ブレンド層を通る過剰な散乱を回避することができる、例え
ば、それらは、ブレンド層又は光学フィルムの最小の散乱と一致するように選択し、ブレ
ンド層を通る正透過の最大と一致するように、異なって記述することができる。拡散反射
フィルムが反射性偏光子である場合、偏光状態は、偏光子のパス状態であることが望まし
くてもよい。
【０１３９】
　いくつかの場合において、方向付けられた光線７２２又は７２２ａは、照明された部分
７２４又は７２４ａが所望の最終的な第２ゾーンの形状を有するような様式の形状にする
ことができる。この目的のために、マスクが使用されてもよい。他の場合において、方向
付けられた光線は所望の第２ゾーンよりも大きさが小さい形状を有してもよい。後者の状
況において、処理されるゾーンの所望の形状をなぞるために、多層光学フィルムの表面に
わたる所望の光線を走査するため、光線指向装置が使用される場合がある。光線スプリッ
ター、レンズ配列、ポッケルスセル、音響光学変調器などの装置及び当業者によって既知
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の技術及び装置による、方向付けられた光線の空間的及び時間的調節もまた利用され得る
。
【０１４０】
　図８Ａ～Ｃは、パターン化ＳＴＯＦフィルムの異なる第２ゾーンの概略上面図を提供し
、表されるゾーンを形成することができるフィルムに対し、方向付けられた光線の可能な
経路がその上に重ねられている。図８Ａにおいて、光線がＳＴＯＦフィルム８１０に方向
付けられ、経路８１６に沿って始点８１６ａから終点８１６ｂまで制御された速度で走査
され、任意の形状のゾーン８１４においてフィルムを選択的に加熱してこれを第１ゾーン
８１２から区別する。図８Ｂ及び図８Ｃは同様である。図８Ｂにおいて、光線がＳＴＯＦ
フィルム８２０に方向付けられ、経路８２６に沿って始点８２６ａから制御された速度で
走査され、矩形の形状をなすゾーン８２４においてフィルムを選択的に加熱して、そのゾ
ーン８２４を、隣接する第１のゾーン８２２から区別する。図８Ｃにおいて、光線がＳＴ
ＯＦフィルム８３０に方向付けられ、不連続な経路８３６～８４２などに沿って制御され
た速度で走査され、フィルムを矩形ゾーン８３４内で選択的に加熱してこれを、隣接する
第１ゾーン８３２から区別する。図８Ａ～Ｃの各々において、加熱は、第１ゾーンにおけ
る少なくとも一部の内部層又は材料の複屈折性を維持する一方で、第２ゾーンにおけるそ
れらの層の複屈折性を低減又は排除するのに十分なものであり、第２ゾーンにおける層又
はフィルムの構造的完全性を維持しながらも、第２ゾーンに選択的に圧力を加えることな
く達成される。
【０１４１】
　方向付けられた光線はまた、破線、点線ないしは別の方法により断続的な又は不連続な
経路を生成するように調節されてもよい。調節は完全であってもよく、光線強度は１００
％すなわち「完全にオン」から０％すなわち「完全にオフ」まで変化する。あるいは、調
節は部分的であってもよい。更に、調節は、光線強度の急峻な（例えば、段階的な）変化
を含んでもよく及び／又はこれは光線強度のより漸増的な変化を含んでもよい。
【０１４２】
　図９Ａ及び９Ｂは、パターン化可能なフィルムの吸収率が、最適な局部的加熱を提供す
るためにどのように調整され得るか又はされるべきかという問題に対処する。図９Ａ及び
図９Ｂのグラフは、同じ水平方向の縮尺でプロットされ、これは放射光線がフィルムを伝
搬する際のその深さ又は位置を表す。０％の深さはフィルムの前面に対応し、１００％の
深さがフィルムの後面に対応する。図９Ａは放射光線の相対的強度Ｉ／ＩＯを垂直軸に沿
ってプロットする。図９Ｂは、フィルム内の各深さにおける局部的吸収係数（放射光線の
選択される波長又は波長帯域）をプロットする。
【０１４３】
　これらの曲線は、３つのパターン化可能なＳＴＯＦフィルム実施形態のために、各図に
プロットされる。第１実施形態において、フィルムは、方向付けられた光線の波長におい
て、その厚さ全体にわたり、実質的に均一で低い吸収率を有する。この実施形態は、図９
Ａの曲線９１０及び図９Ｂの曲線９２０としてプロットされる。第２実施形態において、
フィルムは、その厚さ全体にわたり、実質的に均一かつ高い吸収率を有する。この実施形
態は、図９Ａの曲線９１２及び図９Ｂの曲線９２２としてプロットされる。第３実施形態
において、フィルムはその厚さの領域９１５ａ及び９１５ｃ全体にわたり比較的低い吸収
率を有するが、その厚さの領域９１５ｂにおいて中間的な吸収率を有する。
【０１４４】
　第１実施形態は、多くの場合において低すぎる吸収係数を有する。方向付けられた光線
は、曲線９１０の一定の傾斜によって示されるように、深さの関数として均一に吸収され
、これはいくつかの場合において望ましい場合があるが、１００％の深さにおける曲線９
１０の高い値によって示されるように、極僅かな光が実際に吸収され、これは高い割合の
方向付けられた光が無駄になることを意味する。それでもなお、いくつかの場合において
この第１実施形態は、いくつかのフィルムの処理において依然として非常に有用であり得
る。第２実施形態は、多くの場合において高すぎる吸収係数を有する。実質的に全ての方
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向付けられた光線が吸収され、無駄がないが、高吸収率により過剰な量の光がフィルムの
前面で吸収されて、これがフィルムの表面に損傷を生じ得る。吸収率が高すぎると、フィ
ルムの前面又はその付近における層を損傷することなく、関心の内側層又は材料に適切な
量の熱を供給することができない。第３実施形態は、例えば、フィルムの選択される内側
層内に吸収剤を組み込むことによって達成され得る不均一な吸収特性を利用する。吸収率
のレベル（局部的な吸収係数によって制御される）は、望ましくは中間的なレベルに設定
され、それによって方向付けられた光線の適切な部分がフィルムの調整された吸収領域９
１５ｂに吸収されるが、吸収率は、反対側の端部と比較して過剰な量の熱が領域９１５ｂ
の入射端部に供給されるほど高くはない。多くの場合において、吸収領域９１５ｂの吸収
率は依然として適度に弱く、例えば、この領域における相対的な強度特性９１４は、例え
ば９１５ａ及び９１５ｃなどの他の領域よりも単純により急な傾斜を有し、より直線とし
て見える場合がある。吸収率の適切さは、この吸収率を、所望の効果を達成するための入
射する方向付けられた光線のパワー及び持続時間に対して吸収率を調和させることによっ
て決定されてもよい。
【０１４５】
　第３の実施形態の基本実施例では、パターン化可能なＳＴＯＦフィルムは、それらの間
のミクロ層の１つ以上のパケットを有する２つの厚いスキン層（２つ以上のミクロ層パケ
ットが含まれる場合、保護境界層によって分離される）の構成体を有してもよく、フィル
ムは、２つのポリマー材料Ａ及びＢからなってもよい。吸収剤は、その吸収性を適度なレ
ベルまで増大するために、ポリマー材料Ａに組み込まれるが、吸収剤は、ポリマーＢに組
み込まれない。材料Ａ及びＢの両方は、ミクロ層パケットの代替的層に提供されるが、ス
キン層及び保護境界層は、存在する場合、ポリマーＢのみからなる。このような構成体は
、吸収の弱い材料Ｂの使用のため、フィルムの外表面、すなわち、スキン層において、低
い吸収性を有し、光学的に厚いＰＢＬ（存在する場合）において低い吸収性も有する。こ
の構成体は、交互のミクロ層（より弱い吸収性材料Ｂの交互のミクロ層と）中のより強い
吸収性材料Ａの使用により、ミクロ層パケット内のより高い吸収率を有する。このような
配列を使用して、外表面層にではなく、フィルムの内部層に、例えば、１つ以上の内部ミ
クロ層パケットに熱を優先的に運ぶことができる。好適に設計されたフィードブロックで
は、多層光学フィルムは３つ以上の異なる種類の高分子材料（Ａ、Ｂ、Ｃなど）を含む場
合があり、フィルムの選択される内側層、パケット又は領域に熱を供給するように広範な
種類の異なる吸収特性を提供するため、吸収剤が、１つ、いくつか又は全ての材料に組み
込まれ得るということに留意されたい。他の場合では、ＰＢＬ又は更にスキン層（存在す
る場合）に吸収剤を含むことが有用であり得る。いずれの場合においても、充填量又は濃
度は同じ又は異なる（ミクロ層内におけるよりも高い又は低い、のいずれか）場合がある
。
【０１４６】
　先行の実施形態のものと同様の吸収特性が、多層光学フィルムにおいて使用される様々
な本来の材料の固有の吸収特性を使用して得ることができる。したがって、所与の複合フ
ィルム構成体は、複合フィルムの様々な構成層又はフィルムにおいて異なる吸収特性を有
する異なる材料をからなってもよく、これらの様々な層又はフィルムは、フィルム形成中
に一緒に形成されていてもよく（例えば、共押出により）又は例えば積層によって後に組
み合せられる別個の前駆フィルムとして形成されていてもよい。
【０１４７】
　独自の能力を有する独特な物品は、１つ以上のＳＴＯＦフィルムを複合物品内の１つ以
上のマスクと組み合わせることによって取得することができる。ＳＴＯＦフィルムは、本
明細書に開示される多種多様なＳＴＯＦフィルムのいずれかであってもよい。マスクは、
任意の従来の設計のものであってもよいが、下記に更に説明されるように、放射光線から
の光を、ＳＴＯＦフィルムの選択された部分へ再び方向付けるように適合されてもよい構
造化表面機構も含んでもよい。ＳＴＯＦフィルムは、付着、例えば、直接的な積層による
付着によって、又は透明な接着層及び／又は他の付着層を使用することによって、マスク



(42) JP 6297086 B2 2018.3.20

10

20

30

40

50

と組み合わされてもよい。付着は、マスクを通過する少なくともいくつかの光が反射ＳＴ
ＯＦフィルムに当たるように、一般に層状の配置である。
【０１４８】
　マスクの表面上の、又はマスク内に埋め込まれた様々な構造を使用して、ＳＴＯＦフィ
ルム内の関心の層又はパケットにわたって適用された処理放射エネルギーの局所的束密度
を操作してもよい。構造は、規則的形状又は可変形状であり、周期的又は非周期的（準乱
数又はカオス）な配置であってもよい。構造は、フィルムの平面にわたって、一次元又は
二次元品質を有してもよい、すなわち、所与の構造は、フィルムの１つの面内軸に沿って
均一で、変化しない断面形状（例えば、線形に伸びるプリズムの場合において）を有して
もよく、又は所与の構造は、２つの垂直の面内方向に、２つの断面形状（例えば、半球形
の突出部又は角錘の場合において）で境界されてもよい。構造は、表面を完全に又は部分
的にのみ被覆してもよく、例えば、平坦領域は、単離構造間、集団の構造間に介在するか
、又は表面にわたって組み込んでもよい。構造は、面内座標の関数として、適用された放
射光線の相対的強度又は束を変化させる。いくつかの場合において、構造はまた、ＳＴＯ
Ｆフィルムの厚さを介して相対的強度又は束に影響を及ぼしてもよい。様々な機構には、
構造上の初期の入射平面突出部からＳＴＯＦフィルム自体の上の有効な平面突出部への束
の圧縮（又は逆に、希薄化）、ＳＴＯＦフィルム上の初期の入射領域の重なり合う領域、
及び入射角及び偏光反射係数の依存の結果、構造内への透過のフィルタリングが挙げられ
るが、これらに限定されない。操作はまた、入射光のコリメーションレベルに基づいても
よい。例えば、入射光は、垂直入射であり、コリメートされてもよく、又は例えば、コリ
メートフィルム又は複数のフィルム（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮの３Ｍ社から入手可能なＶｉ
ｋｕｉｔｉ（商標）輝度向上フィルム（ＢＥＦ）、単独で使用、又は互いに交差する、若
しくは他の材料と組み合わされる、２つのこのようなフィルムを用いて）を使用して、部
分的にコリメートされてもよく、又はランバート源の場合においては、コリメートされて
いなくてもよい。偏光子を使用して、光源から入射光を事前に偏光してもよい。このよう
にして、ＳＴＯＦフィルムの様々な部分は、異なる量の束及び異なるレベルの処理を経験
してもよい。例えば、より高い強度又は束の領域が、処理されてもよく（すなわち、放射
光線に曝露されたとき、ＳＴＯＦフィルム内の１つ以上の材料の複屈折を低減するのに十
分な程度まで加熱される）、パターン化ＳＴＯＦフィルムの第２（処理）ゾーンの部分を
表し、一方より低い強度又は束の領域が、非処理のまま、又は処理が少なくてもよい（す
なわち、放射光線に曝露されたとき、ＳＴＯＦフィルム内の１つ以上の材料の複屈折を実
質的に低減するのに十分ではない範囲まで加熱される）、パターン化ＳＴＯＦフィルムの
第１（非処理）ゾーンの部分を表す。
【０１４９】
　マスクの表面上の構造は、主に屈折現象によって、光を操作する特性的寸法を有しても
よい、又はそれらは、主に屈折現象によって光を操作するようにより小さい寸法を有して
もよい、又はそれらは、屈折及び回折の組み合わせによって、光を操作するように寸法決
定されてもよい。
【０１５０】
　更に、１つ以上のマスクを有する１つ以上のＳＴＯＦフィルムを含む複合物品に関して
、図１０～１２は、構造化表面を有するマスクに取り付けられるＳＴＯＦ反射フィルムを
それぞれ含む様々な物品の概略側面図又は断面図を提供する。これらの図のそれぞれにお
いて、構造の形状は、一平面、すなわち、ｘ－ｚ平面と称される平面図で図示される。直
行方向（すなわち、ｙ軸に沿って）において、構造は、直線的に伸びるプリズムの場合の
ように、均一に伸びてもよい、又はそれらは、例えば、ｘ－ｚ平面のそれぞれのプロファ
イルと同一若しくは同様の境界されたプロファイルを有してもよい。一次元の特性である
、例えば、ｙ方向に沿って一貫する断面プロファイルを維持する構造は、湾曲したレンズ
状、又は平坦ファセット型三角形プラズマ構造等の線形円筒構造を表してもよい。二次元
の特性である、すなわち、ｘ－ｚ及びｙ－ｚ平面の両方において境界されたプロファイル
を有する、又は１つの平面内に境界されたプロファイルを有し、境界されたプロファイル
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が、直行方向に沿って不均一である構造は、レンズ様隆起として機能してもよい。
【０１５１】
　簡単に言うと、図１０は、ＳＴＯＦフィルム１０１４に取り付けられたマスク１０１２
を含む複合物品１０１０を図示する。マスク１０１２は、その全体の使用可能領域にわた
って光透過性（透明）であってもよい。マスク１０１２は、さもなければ平坦な上部表面
上の湾曲構造１０１２ａ、１０１２ｂにより構造化表面を有する。構造１０１２ａ、１０
１２ｂは、対応する領域又はゾーン１０１４ａ、１０１４ｂのそれぞれ内の放射光線１０
１６の束を増大するように示され、次いで、そのゾーンは、放射光線１０１６によって処
理され（複屈折低減の機構によって修正された反応特性）、一方ＳＴＯＦフィルム１０１
４の他のゾーンは処理されない。図１１は、ＳＴＯＦフィルム１１１４に取り付けられた
透明マスク１１１２を含む複合物品１１１０を図示する。マスク１１１２は、湾曲した（
例えば、半円又は半球形）構造１１１２ａを特徴とする構造化表面を有し、横方向の寸法
１１１３ａを有する。マスク１１１２は、寸法（厚さ）１１１３ｂの「ランド」部分を有
してもよい。ＳＴＯＦフィルムは、１１１５ａの厚さを有してもよい。図１２は、ＳＴＯ
Ｆフィルム１２１４に、かつ光学フィルム又は基板１２１６に取り付けられる透明マスク
１２１２を含む、複合物品１２１０を図示する。マスク１２１２は、三角形のプラズマ構
造１２１２ａを特徴とする構造化表面を有し、横方向の寸法１２１３ａを有する。マスク
１２１２は、寸法（厚さ）１２１３ｂの「ランド」部分を有してもよい。ＳＴＯＦフィル
ムは、１２１５ａの厚さを有してもよい。図１０のマスク１０１２はまた、具体的に標識
されていない有限ランド部分を有して示される。
【０１５２】
　図１０～１２の複合物品等の組成物品は、例えば、ＳＴＯＦフィルムの処理部分が非処
理領域よりも反射性が低く、透過性が高い、光方向付けフィルムとして機能してもよい。
このような複合物品は、サイン、バックライト、照明器具、又は同様の内部が照らされた
デバイスに使用されるとき、ＳＴＯＦフィルムが、内部光源に向かって配置され、構造化
表面マスクがこのような光源から離れて配置されるように、配向されてもよい。次いで、
ＳＴＯＦフィルムの処理領域は、ＳＴＯＦフィルムの処理領域との構造化表面機構の空間
的登録により、コリメートされる、又は部分的にコリメートされる、ないしは別の方法で
、所望の出力軸に沿って方向付けられる光を透過してもよい。
【０１５３】
　図示されたマスクの表面構造又はプロファイルは、厚さＨのランド上の表面機能ｆ（ｘ
、ｙ）を特徴としてもよい。図１１において、Ｈは、１１１３ｂとして標識され、図１２
において、Ｈは、１２１３ｂと標識される。いくつかの場合において、ランドは、構造が
ＳＴＯＦフィルムに直接取り付けられるように、省略されてもよい（Ｈ＝０）。いくつか
の場合において、ランドは、ＳＴＯＦフィルムの外側スキン層であってもよく、構造は、
例えば、押出複製、エンボス加工、及び表面機械加工（例えば、ダイヤモンド旋盤）を含
む、あらゆる表面構造化方法を介してスキン層上に直接形成されてもよい。構造が一次元
特性を有するとき、表面構造は、１つのみの面内方向の表面機能、例えば、ｆ（ｘ）によ
って画定されてもよい。構造は、関心の光学帯域において、ＳＴＯＦフィルムの誘電体テ
ンセルの主要方向のいずれかと整合される必要はないが、いくつかの場合においてそれら
は整合されてもよい。
【０１５４】
　いくつかの場合において、付加的な上部層（空気よりも密度の高い透明材料からなる）
は、提供されてもよく、マスクの構造化表面を完全に被覆し、個々の構造を封入する。こ
のような上部層は、屈折率テンソルｎＵを有する、透明の「上部」媒体からなってもよい
。上部媒体は、等方性であってもよい。それらの各構造及び任意のランドを含む、マスク
１０１２、１１１２、１２１２は、屈折率テンソルｎＬを有する、「より低い」媒体又は
材料からなってもよい。より低い媒体は、例えば、米国特許広報ＵＳ第２００７／００６
５６３６号（Ｍｅｒｒｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．）及び同第２００６／０２０４７２０（Ｂｉ
ｅｒｎａｔｈ　ｅｔ　ａｌ．）号に記載されるように、等方性であってもよい、又は複屈
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折性であってもよい。いかなる所与の構造は、所与の方向に沿った基底幅Ｂ（図１１にお
いて、１１１３ａ、図１２において、１２１３ａと標識される）、及び（ｘ、ｙ）座標面
の各平面突出位置における局所表面垂直ベクトルを有してもよい。図１１において、異な
る断面幅Δｘ（Δｘ＜＜Ｂ）にわたり垂直入射（ｚ軸に対して平行）である光は、個々の
構造の１つの表面に当たる。この入射光のいくつかの部分は、局所表面垂直、屈折率ｎＵ

及びｎＬ、及び入射放射線の偏光状態を考慮する、反射係数によって反射される。次いで
、幅Δｘ上の透過された束は、新規断面幅Δｘ’上のＳＴＯＦフィルムの表面に透過され
る。図１１において、新規断面Δｘ’は、より小さく、したがって、強度は、この図示例
において増加する。図１２において、構造上のΔｘ１及びΔｘ２上の２つの初期の入射平
面的突出部は、単一の有効平面的突出部Δｘ’において、ＳＴＯＦフィルム上で重なり合
うように方向付けられる。圧縮及び重なり合いは、ＳＴＯＦフィルムの選択された部分上
の強度を更に増大するように組み合わせることができる。
【０１５５】
　表面機能ｆ（ｘ、ｙ）の相対的寸法及び／又は高さ、基底Ｂ（ｘ、ｙ）、Ｈ、及びＳＴ
ＯＦフィルムの厚さは、所望効果を達成するように選択することができる。例えば、構造
が、均一の制御パターンの修正された反射特性を達成するために、ＳＴＯＦフィルム内で
処理される光学層の厚さに対して大きいことが利点であってもよい。Ｈを変化させて、あ
るレベルの焦点を達成することも、又は、例えば、焦点面をＳＴＯＦフィルムの上、下、
若しくはその中に位置付けることも、利点であってもよい。構造化マスクが、例えば、ア
プローチを介して、面積変換又は処理を有効に制御して、例えば、セキュリティー、装飾
、ディスプレイ、サイン、又は証明システムにおける光制御等の反射特性における制御さ
れたレベルの変更を達成するように、Ｂ及び／又はＨがＳＴＯＦフィルムの厚さの次数で
ある、微細構造を使用することが利点であってもよい。
【０１５６】
　一例において、構造化マスクを形成して、光学デバイス内のパターン化アレイに一致さ
せる。例えば、マスクはパターン化され、例えば、ＬＥＤダイレクトバックライトディス
プレイのバルブ等の光源と整列してもよい。処理後、光学デバイスの光源アレイとの所望
の調和パターンを形成することができる。したがって、パターン化ＳＴＯＦフィルムは、
第２のステップにおいて、光学デバイスのコンポーネントを用いて、パターン化され、登
録されてもよい。あるいは、パターン化マスクは、それ自体で、光学デバイスのパターン
化光学機構であってもよい。次いで、組み立てられた、又は部分組み立てされた光学部品
のパターン化マスクを介する処理は、ＳＴＯＦフィルム及びこの他の光学機構の自己登録
されたパターン化を作製する。
【０１５７】
　したがって、例えば、ＳＴＯＦフィルムは、低反射率及び高透過率の第１ゾーン（処理
又は非処理に関わらず）、及び高反射率及び低透過率の第２ゾーン（処理又は非処理に関
わらず）有するようにパターン化されてもよく、パターンは、ディスプレイに、又は照射
に、有用なバックライトのＬＥＤ又は他の光源のパターンと整合するように調整される。
高反射率の第２ゾーンは、光源の上又は正面にそれぞれ位置付けられて、光源からの光が
、観察者の目に直接到達すること、又はさもなければ、「ホットスポット」、すなわち、
局所的に明るい領域を生み出すことを防止する。パターン化ＳＴＯＦフィルムによって反
射された光は、バック反射体によって反射されてもよく、バックライトの前側に向かって
、ＳＴＯＦフィルムの透過性の高い第１ゾーンを通過してもよい。このようにして、バッ
クライトは、再利用バックライトであってもよく、又はそれを備えてもよい。
【０１５８】
　したがって、ＳＴＯＦフィルム及び物品は、多様なディスプレイ、並びにバックライト
、サイン、照明器具、チャネル文字、導光又は光パイピング、及び同等物等の他の広範に
及ぶ光電子デバイスに使用されてもよい。このようなデバイスは、偏光又は非偏光光を放
出してもよい。このようなデバイスは、白色光、すなわち、通常の観察者によって、名目
上白色に認識される光、又は白色以外の特定の色の光を放出してもよい。このようなデバ
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イスは、例えば、液晶アレイ、有機発光デバイス（ＯＬＥＤ）、及び／又は発光ダイオー
ド（ＬＥＤ）を備えてもよい。このようなデバイスは、三次元ディスプレイ、例えば、立
体ディスプレイであってもよく、又はそれを備えてもよい。このようなデバイスは、透過
型ディスプレイ、反射型ディスプレイ、及び／又は半透過型ディスプレイであってもよく
、又はそれを備えてもよい。このようなデバイスは、エッジリットディスプレイ、及び／
又はダイレクトリットディスプレイを含んでもよい。
【０１５９】
　本明細書に開示されるこれらのフィルム、方法、及び業務プロセスは、配向の程度を空
間的に制御することが望まれる任意の用途において、概して有用となり得る。関心の領域
としては、例えば、ディスプレイ、装飾及びセキュリティ用途が挙げられる。いくつかの
用途は、複数の領域に跨る場合がある。例えば、いくらかの物品は、例えば、しるしの形
態の従来的なパターン化を含むフィルム、基材又は他の層と組み合わせた、本明細書にお
いて開示される内部パターン化フィルムを組み込み得る。得られる物品は、セキュリティ
用途において有用であり得るが、その型はまた装飾的であるとみなすこともできる。この
ような物品の選択的な熱処理は、内部パターン化フィルムの設計によって、他のフィルム
の従来的なパターンの部分を選択的に阻害するか（反射率を増加させることにより）又は
曝露する（反射率を低減させることにより）、内部パターン化フィルムにおけるゾーンを
生成し得る。また、開示する内部パターン化フィルムのカラーシフト特性は、例えば米国
特許第６，０４５，８９４号（Ｊｏｎｚａ　ｅｔ　ａｌ．）、「Ｃｌｅａｒ　ｔｏ　Ｃｏ
ｌｏｒｅｄ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｆｉｌｍ」米国特許第６，５３１，２３０号（Ｗｅｂｅ
ｒ　ｅｔ　ａｌ．）「Ｃｏｌｏｒ　Ｓｈｉｆｔｉｎｇ　Ｆｉｌｍ」において開示されてい
るように、カラー又はモノクロの背景のしるしと共に利用されてもよい。
【０１６０】
　更にセキュリティ用途に関し、開示されるフィルムは、ＩＤカード、運転免許証、パス
ポート、アクセス制御パス、金融取引カード（クレジット、デビット、プリペイド又は他
の）、ブランド保護又はＩＤラベルなどを含む様々なセキュリティ構成体において使用さ
れ得る。フィルムは、セキュリティ構成体の他の層又は部分の内側又は外側層として積層
されるかないしは別の方法で接着され得る。フィルムがパッチとして含まれるとき、これ
は、カード、ページ又はラベルの主表面の一部のみを被覆し得る。いくつかの場合におい
て、セキュリティ構成体の基材又は唯一の要素としてフィルムを使用することが可能であ
り得る。フィルムは、ホログラム、印刷画像（凹版、オフセット、バーコードなど）、再
帰反射性機構、ＵＶ又はＩＲ活性化画像などの、セキュリティ構成体の多くの機構の１つ
として含まれ得る。いくつかの場合において、開示されるフィルムはこれらの他のセキュ
リティ機構と組み合わせて層化され得る。フィルムは、例えば、署名、画像、個人用コー
ド番号などの個人化可能な機構をセキュリティ構成体に提供するために使用され得る。個
人化可能な機構は、個人用文書ホルダー又は特定の製品、例えば、製造者タグ、ロット認
証タグ、不正開封防止コードなどの場合、に関連し得る。個人化可能機構は線及び点のパ
ターンを含む様々な走査パターンで作製され得る。パターンは、フィルム構成によって、
書き込み可能パケットにおいて同じ又は異なる場合がある。
【０１６１】
　例えば、初期には知覚可能な色を呈するが、処理又はパターン化後に明澄となる、ミク
ロ層の第１の書き込み可能パケットの例について考える。１つ以上のこのような色付きパ
ケットが使用され得る。セキュリティ構成体に含まれるフィルム構成体を形成するための
第２多層光学フィルムパケットの追加を想定する。第１パケットのパターン化又は書き込
みは、組み合わせた２つのパケットの色特性を表す背景の第２パケットの色における設計
又は画像を生じる。スペクトル帯域が十分に狭いとき、前景（パターン化領域）及び背景
の両方が、観察角によってカラーシフトし得る。透過光又は反射光の観察を選ぶため、例
えば、白又は黒の背景などの背景を有する知覚される色のバリエーションがセキュリティ
機構として使用され得る。例えば、文書、例えばパスポートにおけるフィルムのページ又
は紙葉をめくって、フィルムを文書の異なる背景又は部分を背に見ることができる。
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【０１６２】
　ＳＴＯＦフィルムは、顕在的な（例えば、通常の観察者に明確に視認可能である）セキ
ュリティ機構と潜在的なセキュリティ機構の両方を、セキュリティ構造体に設けることが
できる。例えば、書き込み可能な（色付き）反射性偏光子層は、偏光分析器によって可視
の潜在的機構（例えば、分析器の偏光状態によって色を変えるか又は消える機構）を提供
することができる。赤外反射パケットがパターン化されて赤外線検出可能な（例えば、機
械で読取り可能な）個人化されたコード化機構を作製することができる。
【０１６３】
　セキュリティの用途に特に有益なＳＴＯＦフィルム構造が、例えば、米国特許第６，０
４５，８９４号（Ｊｏｎｚａ　ｅｔ　ａｌ．）に記載されているような６５０ｎｍ～８０
０ｎｍ（フィルム構造による）の低周波側（左側）の反射バンド端を有する遠赤色線又は
近赤外線反射体であり、この反射体は、観測角度が垂直入射からかすめ入射へと変化する
ときに無色乃至有色の外観を与え得るものである。設計されたカラーシフトを有する光学
偏光フィルムを含む、他の関心の構成体が、米国特許第７，０６４，８９７号（Ｈｅｂｒ
ｉｎｋら）に記載される。本出願のパターン化方法を使用し、‘８９４号のＪｏｎｚａの
参照文献に記載されるもの及び‘８９７号のＨｅｂｒｉｎｋの参照文献に記載されるもの
などのフィルムを作製することができ、これらは例えばレーザーで書き込み可能である。
例えば、スペクトルの可視、ＵＶ又はＩＲ部分における反射パケットの変更により、個人
化情報がこのようなフィルムに書き込まれる場合があり、フィルムの変えた部分（処理ゾ
ーン）は、フィルムの非処理部分よりも低い反射率を有するか、又は逆であり得る。
【０１６４】
　開示されるＳＴＯＦフィルムを使用して作製することができる付加的な有用な物品は、
多様な身分証明書類（ＩＤ書類）を含む。「ＩＤ書類」という用語は、広域に画定され、
パスポート、免許証、ＩＤカード、国のＩＤカード、ソーシャルセキュリティーカード、
有権者登録、及び／又は身分証明カード、出生証明書、警察ＩＤカード、国境通過カード
、セキュリティークリアランスバッジ、セキュリティーカード、ビザ、移民書類及びカー
ド、銃の形態許可、メンバーカード、テレホンカード、ストアドバリューカード、雇用バ
ッチ、デビットカード、クレジットカード、並びにギフト券及びギフトカードが挙げられ
るが、これらに限定されないことを意図する。ＩＤ書類は、しばしば、「セキュリティー
書類」として称される。本開示の物品は、ＩＤ書類であってもよく、又はＩＤ書類の一部
であってもよい。開示されるパターン化可能フィルムを使用して作製されてもよい他の有
用な物品は、カラー画像、並びに例えば、通貨、銀行券、チェック、及び株権等の価値品
目（品目の信憑性は、偽造又は詐欺に対して保護するために重要である）を含む物品、並
びに製品タグ、製品パーケージ、ラベル、チャート、マップ、及び同等物の上に情報的、
装飾的、又は識別可能なマーク若しくはしるしを生成ために使用することができる物品を
含む。
【０１６５】
　開示されるＳＴＯＦフィルムを採用することができる更により有用な物品は、パスポー
ト、ＩＤバッジ、催し物の入場券、アフィニティーカード、商品識別フォーマット及び広
告販促における検証又は信憑性のためのタンパー防止画像として、ブランドの浮遊画像若
しくは沈下画像、又は浮遊画像及び沈下画像を提供するブランド強化画像として、警察の
バッジ、消防車又は他の緊急用車両のためのようなグラフィックアプリケーションにおけ
る身分・識別証明提示画像として、キオスク、夜間電光表示、及び自動車ダッシュボード
ディスプレイのようなグラフィック用途における情報提示画像として、並びに業務用名刺
、品質表示票、美術品、靴及びボトル製品のような製品上の合成画像の使用によるノベル
ティ強化としてなど、多様な用途に使用可能である。
【０１６６】
　最後に、セキュリティ用途に関してここで記載される機構の多くが装飾用途において同
様に有用であることに留意すべきである。例えば、個人化ロゴがしたがって、消費者物品
内に埋め込まれ得る。
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【０１６７】
　本明細書の教示は、以下の譲受人共通の明細書のいずれか、又は全ての教示と組み合わ
せて使用することができ、それらは、参照により本明細書に組み込まれる：国際公開第Ｗ
Ｏ　２０１０／０７５３５７号（Ｍｅｒｒｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．）、「Ｉｎｔｅｒｎａｌ
ｌｙ　Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｌｍｓ　Ｕｓ
ｉｎｇ　Ｓｐａｔｉａｌｌｙ　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ　Ｒｅ
ｄｕｃｔｉｏｎ」、国際公開第ＷＯ　２０１０／０７５３４０号（Ｍｅｒｒｉｌｌ　ｅｔ
　ａｌ．）、「Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｌｍｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｓ
ｉｄｅ－ｂｙ－Ｓｉｄｅ　Ｍｉｒｒｏｒ／Ｐｏｌａｒｉｚｅｒ　Ｚｏｎｅｓ」、国際公開
第ＷＯ　２０１０／０７５３７３号（Ｍｅｒｒｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．）、「Ｍｕｌｔｉｌ
ａｙｅｒ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｌｍｓ　Ｓｕｉｔａｂｌｅ　ｆｏｒ　Ｂｉ－Ｌｅｖｅｌ
　Ｉｎｔｅｒｎａｌ　Ｐａｔｔｅｒｎｉｎｇ」、国際公開第ＷＯ　２０１０／０７５３６
３号（Ｍｅｒｒｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．）、「Ｉｎｔｅｒｎａｌｌｙ　Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ
　Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｌｍｓ　Ｗｉｔｈ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　
Ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｔ　Ｌａｙｅｒｓ」、及び国際公開第ＷＯ　２０１０／０７５３
８３号（Ｍｅｒｒｉｌｌ　ｅｔ　ａｌ．）、「Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　Ｏｐｔｉｃａｌ　
Ｆｉｌｍｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｓｉｄｅ－ｂｙ－Ｓｉｄｅ　Ｐｏｌａｒｉｚｅｒ／Ｐｏｌａ
ｒｉｚｅｒ　Ｚｏｎｅｓ」、並びに、２０１０年６月３０日出願の以下の明細書：米国特
許第６１／３６０，１２４号（代理人整理番号６６４６９ＵＳ００２）、「Ｄｉｆｆｕｓ
ｅ　Ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｌｍｓ　Ｗｉｔｈ　Ｓｐａｔｉａｌｌ
ｙ　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ　Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ」、米国特
許第６１／３６０，１２７号（代理人整理番号６６４７３ＵＳ００２）、「Ｒｅｔａｒｄ
ｅｒ　Ｆｉｌｍ　Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｓ　Ｗｉｔｈ　Ｓｐａｔｉａｌｌｙ　Ｓｅｌｅ
ｃｔｉｖｅ　Ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ　Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ」、米国特許第６１／３
６０，０２２号（代理人整理番号６６２６７ＵＳ００２）。「Ｍｕｌｔｉ－Ｌａｙｅｒ　
Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｃａｐａｂｌｅ　ｏｆ　Ｆｏｒｍｉｎｇ　Ｃｏｌｏｒ　Ｉｍａｇｅｓ
　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｆｏｒｍｉｎｇ　Ｃｏｌｏｒ　Ｉｍａｇｅｓ」、及び
米国特許第６１／３６０，０３２号（代理人整理番号６６４９８ＵＳ００２）、「Ｍｕｌ
ｔｉ－Ｌａｙｅｒ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｃａｐａｂｌｅ　ｏｆ　Ｆｏｒｍｉｎｇ　Ｃｏｌ
ｏｒ　Ｉｍａｇｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｆｏｒｍｉｎｇ　Ｃｏｌｏｒ　Ｉ
ｍａｇｅｓ」。
【０１６８】
　多くの場合において、材料層又は相は、材料を構成する分子の結果、複屈折性を呈する
。いくつかの場合において、媒体（しばしば、有効媒体と称される）は、光波長と比較し
て小さいが、分子距離と比較して大きい寸法を有する微視的構造の結果、複屈折性を呈す
る。このような媒体の基本例は、異なる光透過性材料の超薄型層の積み重ね体である。例
えば、米国特許第６，５９０，７０７号（Ｗｅｂｅｒ）を参照されたい。したがって、複
屈折性材料の有効媒体は、例えば、代替ポリマー材料の超薄型層の積み重ね体であっても
よく、又はそれを備えてもよく、例えば、層のそれぞれの光学的厚さが、１／４未満、好
ましくは、１／８未満の波状的な厚さ（例えば、１５０未満、又は１００、又は５０ｎｍ
の厚さ）である。このような媒体は、一般に、開示される実施形態に使用されてもよい。
【実施例】
【０１６９】
　（実施例１）
　ここではフィルム１と称される、赤色光を反射した空間的に調整可能な光学フィルムは
、２つのポリマー材料（そのうち１つは、好適な濃度の赤外線吸収染料を含有する）の約
３００個の代替層を共押出し、押出品を急冷されたウェブ内で鋳造し、かつこの鋳造ウェ
ブを二軸的に伸張させて、空間的に調整可能な光学的に反射する多層光学フィルムを形成
することによって形成された。
【０１７０】
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　フィルム１に関し、より具体的には、２つのポリマー材料は、高屈折率材料、及び低屈
折率材料を含んだ。高屈折率材料は、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）のコポリマー
であり、米国特許第６，３５２，７６１号（Ｈｅｂｒｉｎｋ　ｅｔ　ａｌ．）の実施例１
に記載されるように、カルボキシレートとして、９０ｍｏｌ％のナフタレートジカルボキ
シレート、及び１０ｍｏｌ％のテレフタレートからなり、このＰＥＮ及びポリエチレンテ
レフタレート（ＰＥＴ）サブユニットを含有するコポリマーは、本明細書において、９０
／１０ｃｏＰＥＮと称した。より低い屈折率の材料は、米国特許第６，３５２，７６１号
（Ｈｅｂｒｉｎｋ　ｅｔ　ａｌ．）の実施例１０に説明されるように、ＰＥＮの別のコポ
リマー（すなわち、別のｃｏＰＥＮ）であり、このより低い屈折率の材料は、本明細書に
おいて、５５／４５ＨＤ　ｃｏＰＥＮと称した。１重量％の赤外線（ＩＲ）吸収染料（Ｅ
ｐｏｌｉｎ、Ｎｅｗａｒｋ、ＮＪから商標名「ＥＰＯＬＩＴＥ　４１２１」を入手）を備
えるマスターバッチは、染料粉末を５５／４５ＨＤ　ｃｏＰＥＮポリマー内に押出コンパ
ウンドすることによって形成された。マスターバッチは、更に、１：１７の重量比で、共
押出プロセスのために、５５／４５ＨＤ　ｃｏＰＥＮ樹脂フィードストリーム内に導入さ
れ、コポリマーを精製した。フィードブロックは、低屈折率の５５／４５ＨＤ　ｃｏＰＥ
Ｎを約１５０個の層に分離し、それらは、高屈折率の９０／１０ｃｏＰＥＮ材料の約１５
０個の層を用いて、代替的様式で共押出された。低屈折率層の材料と、高屈折率層の材料
の重量比は、約９：１０であった。共押出されたフィルムの外部層は、高屈折率の９０／
１０ｃｏＰＥＮ材料を備える保護的境界層（ＰＢＬ）であった。３００個の代替的高屈折
率及び低屈折率層は、最終フィルム１のいわゆる光学ポケットを形成した。ポリエステル
材料（Ｅａｓｔｍａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｋｉｎｇｓｐｏｒｔ、ＴＮ
から、商標名「Ｅａｓｔｍａｎ　Ｃｏｐｏｌｙｅｓｔｅｒ　ＳＡ－１１５Ｂ」を入手）を
備える、最終共押出されたスキン層の対は、光学パケットに対して約１：４の総重量比で
共押出された。共押出されたウェブは、急冷され、次いで更に、高屈折率の９０／１０ｃ
ｏＰＥＮ材料のガラス転移温度を超えて加熱され、長さ配向器内で、約３．７の伸張比ま
でローラー上で伸張され、次いで更に、約１３０℃まで加熱され、テンター内で、約４の
伸張比まで横方向に伸張された。フィルムは更に、伸張後に、約２１５℃に熱設定された
。得られるフィルム１は、約５８０～約６８０でスパンする、すなわち、赤色光を反射す
る反射帯域を有する、約３５マイクロメートルの厚さであった。この反射帯域の中央部分
を介する透過は、約２％であった。
【０１７１】
　約０．４６ミリメートル（０．０１８インチ）の厚さ、及び１ミリメートル当たり約３
個のライン（１インチ当たり７５個のライン）の円筒状機構間隔を特徴とする、レンズ状
フィルム（Ｔｅｋｒａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｎｅｗ　Ｂｅｒｌｉｎ、ＷＩから商標
名「Ｄｕｒａ－ＧＯ」を入手）は、光学的に透明の接着剤（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｓｔ
．Ｐａｕｌ、ＭＮから商標名「３Ｍ（商標）Ｏｐｔｉｃａｌｌｙ　Ｃｌｅａｒ　Ａｄｈｅ
ｓｉｖｅｓ」を入手）を使用して、赤色を反射するフィルム１に適用された。レンズ状フ
ィルムをマスクとして使用して、フィルム１をパターン化するように放射エネルギーを方
向付けた。放射エネルギーは、８０８ナノメートルでレーザー光を放出したレーザーダイ
オードによって提供された。レーザーダイオードによって放出された光線は、レンズ状フ
ィルムの円筒状機構に対して垂直の走査パターンで、光学構成体のレンズ状側面にわたっ
て走査された。平均光線力が低すぎに設定された場合、又は走査速度が、高すぎに設定さ
れた場合、フィルム１の反射特性における有意な変化は認められず、処理のための閾値条
件を表した。光線力及び走査速度のいくつかの組み合わせは、フィルム１をうまく処理す
ることが見出された、すなわち、これらのパラメーターの組み合わせは、フィルム１の反
射特性において有意な変化をもたらした。第１の場合において、平均光線力は、約８３１
ミリワットに調節され、走査速度は、約６０ミリメートル／秒であった。走査パターンは
、約３０マイクロメートルのライン分離を有する、一方向のライン走査を備え、これらの
ライン走査は、光学構成体の１１９ｍｍ×１１９ｍｍの処理領域に及ぶ。第２の場合にお
いて、平均光線力は、約３６２ミリワットに調節され、走査速度は、約１５ミリメートル
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／秒であった。この第２の場合における走査パターンは、再び、一連の一方向ライン走査
であったが、この場合において、より小さい加工領域、約２５ｍｍ×２５ｍｍの寸法が処
理された。
【０１７２】
　処理された光学構成体は、光学顕微鏡で確認された。透過によるレンズ状側面から見る
と、光学構成体の非加工領域が、赤色の反応器の特徴である、ほぼシアン色で現れ、一方
、上述の２つの加工領域は、より白色で現れた。反射によるレンズ状側面から見ると、非
加工領域は赤色で現れ、一方２つの非加工領域は、暗い外見であった。暗い外見は、加工
領域のフィルム１の反射率の低減又は排除と一致する。反射による光学構成体のフィルム
１の側面から見ると、２つの加工領域において、代替的赤色ストライプ及び暗い（非反射
又は低減された反射率）ストライプが認められ、これらの群のストライプのそれぞれは、
レンズ状フィルムの円筒状機構と、名目上同一の間隔を有する。暗いストライプは、レン
ズ状フィルムの円筒状機構の下の焦点領域に一致し、赤色ストライプは、これらの焦点領
域間の領域に一致する。したがって、レンズ状フィルムの焦点特性は、マスクとして動作
して、加工領域のそれぞれを、反射率が非加工フィルム１の本来の反射率とほぼ同一であ
る第１部分と、実質的に低減された反射率の第２ストライプ部分に分割することが認めら
れ、第１及び第２ストライプ部分は、レンズ状フィルムの光焦点円筒状機構に関して自己
登録される。
【０１７３】
　先行の実施例１は、レンズ状フィルムが、レーザー加工後に光学構成体から取り外され
、パターン化フィルム１をレンズ状フィルムから単離することができることを除き、繰り
返すことができる。フィルム１とレンズ状フィルムとの間の除去可能な接着剤は、この目
的のために使用することができる。あるいは、レンズ状フィルム等の構造化表面マスクは
、接着剤を用いずに、例えば、ローラーを有する張力システムによって、レーザー処理中
に、フィルム１等のＳＴＯＦフィルムの上の定位置に一時的に維持することができ、次い
で、レーザー処理後に、構造化表面マスクは、取り外すことができる。
【０１７４】
　（実施例２）
　２つのＳＴＯＦフィルム、フィルム２、及びフィルム３は、下記に記載されるように作
製された。フィルム２は、実質的に、約８００ナノメートルで垂直入射光を反射し、フィ
ルム３用にＳＴＯＦマスクとして使用された。フィルム３は、実質的に、約５５０ｎｍ～
７００ｎｍの反射帯域において、垂直入射の黄色及び赤色の光を反射した。
【０１７５】
　フィルム２は、実施例１に記載される、ほぼ同一の高屈折率及び低屈折率材料、すなわ
ち、９０／１０ｃｏＰＥＮ及び５５／４５ＨＤ　ｃｏＰＥＮを共押出することによって形
成された。１重量％の赤外線（ＩＲ）吸収染料（ＣｏｌｏｒＣｈｅｍ、Ａｔｌａｎｔａ、
ＧＡから商標名「Ａｍａｐｌａｓｔ　ＩＲ－１０５０」を入手）を備えるマスターバッチ
は、染料粉末を５５／４５ＨＤ　ｃｏＰＥＮポリマー内に押出コンパウンドすることによ
って形成された。マスターバッチは、更に、１：１７の重量比で、共押出プロセスのため
に、５５／４５ＨＤ　ｃｏＰＥＮ樹脂フィードストリーム内に導入され、コポリマーを精
製した。フィードブロックを使用して、低屈折率の５５／４５ＨＤ　ｃｏＰＥＮを約１５
０個の層に分離し、それらは、高屈折率の９０／１０ｃｏＰＥＮ材料の約１５０個の層を
用いて、代替的様式で共押出された。低屈折率層の材料と、高屈折率層の材料の重量比は
、約９：１０であった。共押出されたフィルムの外部層は、高屈折率の９０／１０ｃｏＰ
ＥＮ材料を備える保護的境界層（ＰＢＬ）であった。３００個の代替的高屈折率及び低屈
折率層は、最終フィルム２のいわゆる光学ポケットを形成した。ポリエステル材料（Ｅａ
ｓｔｍａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｋｉｎｇｓｐｏｒｔ、ＴＮから、商標
名「Ｅａｓｔｍａｎ　Ｃｏｐｏｌｙｅｓｔｅｒ　ＳＡ－１１５Ｂ」を入手）を備える、最
終共押出されたスキン層の対は、光学パケットに対して約１：４の総重量比で共押出され
た。共押出されたウェブは、急冷され、次いで更に、高屈折率の９０／１０ｃｏＰＥＮ材



(50) JP 6297086 B2 2018.3.20

10

20

30

40

50

料のガラス転移温度を超えて加熱され、長さ配向器内で、約３．７の伸張比までローラー
上で伸張され、次いで更に、約１３０℃まで加熱され、テンター内で、約４の伸張比まで
横方向に伸張された。フィルムは更に、伸張後に、約２１５℃に熱設定された。得られる
フィルム２は、約７５０～約８５０でスパンする、反射帯域を有する、約４５マイクロメ
ートルの厚さであった。この反射帯域の中央部分を介する透過は、約２％であった。
【０１７６】
　フィルム３は、フィルム１及び２に使用される高屈折率９０／１０ｃｏＰＥＮ材料、並
びに異なる低屈折率ポリマー材料を共押出することによって形成された。このフィルム３
の低屈折率ポリマーは、米国公開第ＵＳ　２００７／０２９８２７１号（Ｌｉｕ　ｅｔ　
ａｌ．）においてポリエステルＫとして記載される、スルホイソフタル酸又はそのエステ
ルの使用から得られる５ｍｏｌ％のカルボキシレートサブユニット部分置換、及びネオペ
ンチルグリコールの使用から得られる２７％ヂオールサブユニット部分置換とのポリエチ
レンテレフタレート（すなわち、ｃｏＰＥＴ）のコポリマーであった。約０．５５重量％
の赤外線（ＩＲ）吸収線量（Ｅｐｏｌｉｎ、Ｎｅｗａｒｋ、ＮＪから商標名「Ｅｐｏｌｉ
ｔｅ　４１２１」を入手）は、高屈折率９０／１０ｃｏＰＥＮ材料に追加され、これは、
低屈折率ポリマーを有するフィードブロックを使用して、約５５０個の代替的材料層に共
押出された。共押出されたフィルムの外部層は、高屈折率の９０／１０ｃｏＰＥＮ材料を
備える保護的境界層（ＰＢＬ）であった。５５０個の代替的高屈折率及び低屈折率層は、
最終フィルム３のいわゆる光学ポケットを形成した。吸収染料のない９０／１０ｃｏＰＥ
Ｎ材料を備える、最終共押出されたスキン層の対もまた、共押出された。スキン層内の高
屈折率材料、光学ポケット内の高屈折率材料、及び光学ポケット内の低屈折率材料のため
のフィードストリームの重量比は、約６：１１：１６であった。共押出された層の積み重
ね体は、ダイを介して鋳造され、静電的ピン止めし、冷やしたロール上で急冷することに
よって、キャストウェブ内に形成された。キャストウェブは、約７００マイクロメートル
の厚さであった。キャストウェブは、急冷され、次いで更に、高屈折率９０／１０ｃｏＰ
ＥＮ材料のガラス転移温度を超えて加熱され、長さ配向器内で、約３．７の伸張比までロ
ーラー上で伸張される。次に、フィルムは、約１３０℃まで加熱され、テンター内で、約
３．５の伸張比まで横方向に伸張される。フィルムは更に、伸張後に、約２３５℃に熱設
定された。得られるフィルム３は、約５５マイクロメートルの厚さであり、約７５０ｎｍ
～約８５０ｎｍでスパンする、反射帯域を有した。この反射帯域の中央部分を介する透過
は、約１％未満であった。白色バックグラウンドから透過された光に好都合の条件下で見
るとき、フィルム３は、鮮やかな青色を呈した。反射された光に好都合の条件下で見ると
き、フィルム３は、鮮やかな金色を呈した。
【０１７７】
　次いで、ＳＴＯＦフィルム２及び３は、フィルム２、フィルム３、及び拡散白色ポリカ
ーボネートセキュリティーフィルムを含んだ積層された構成体内に組み合わされる。白色
ポリカーボネートフィルムは、約１５０マイクロメートルの厚さであり、３Ｍ　Ｃｏｍｐ
ａｎｙ、Ｓｔ．Ｐａｕｌ、ＭＮから商標名「３Ｍ（商標）ＰＣ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｆｉ
ｌｍｓ」で入手された。これらの３つのフィルムは、光学的に透明の接着剤（３Ｍ　Ｃｏ
ｍｐａｎｙ、Ｓｔ．Ｐａｕｌ、ＭＮから商標名「３Ｍ（商標）Ｏｐｔｉｃａｌｌｙ　Ｃｌ
ｅａｒ　Ａｄｈｅｓｉｖｅｓ」、タイプ８１４１で入手）の介在層を用いて、積層体内に
接着される。白色裏材フィルムから透過された光に好都合の条件下でみるとき、積層体は
、ほぼ青色を呈した。反射された光に好都合の条件下でみるとき、積層体は、ほぼ金色を
呈した。
【０１７８】
　積層体は、まず、１０６４ｎｍの波長に同調された第１レーザーを使用して処理された
。第１レーザーは、パルスレーザであり、３７５ｋＨパルス周波数、１２ナノ秒パルス持
続時間、３ワットの供給電力、及び約５０マイクロメートルの積層体における光源幅に設
定された。積層体の２ｍｍ×２ｍｍの領域は、約５０マイクロメートルのライン分離、及
び２５０、３００、３５０、４００、及び４５０ｍｍ／秒を含む様々な直線走査速度で、
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このレーザー光線を用いて走査された。２５０ｍｍ／秒の走査速度を使用して、処理領域
にわたるフィルム２の反射率は、有意に現象することが認められた。したがって、第１の
レーザーによる処理は、処理領域の外側の約８００ｎｍでのその反射率が、非処理フィル
ム２の反射率とほぼ同一であるように、ＳＴＯＦフィルム２をパターン化し、処理領域の
内側の約８００ｎｍでのその反射率は、実質的に低減された。
【０１７９】
　次いで、このパターン化フィルム２は、第２のレーザーを使用する積層体内のＳＴＯＦ
フィルム３の処理において、マスクとして使用された。第２のレーザーは、８０８ｎｍに
同調されたダイオードレーザーであった。ダイオードレーザーによって提供される光線は
、パルスではなく連続的であり、約３ワットの供給電力、及び約５０マイクロメートルの
積層体における光線幅を有した。この第２のレーザーによって提供される光線は、積層体
に方向付けられ、第１レーザーによって処理された（２５０ｍｍ／秒の走査速度で）第１
領域よりも幅広い第２領域上に走査された。第２領域は、積層体の第１領域だけでなく、
第１レーザーによって非処理の積層体の他の領域にも及ぶ。第２レーザーの光線は、１０
０マイクロメートルのライン分離を用いて、６４ｍｍ／秒の線形速度で第２領域上に走査
される。第２領域内で第２レーザーを用いて積層体を処理した後、フィルム３の反射特性
は、第１領域と第２領域との間の重なり合う領域を変化することが確認された。白色裏材
フィルムから透過された光に好都合の条件下で見るとき、積層体は、第１処理領域と第２
の処理領域との間の重なり合う領域において、ほぼ白色を呈し、ポリカーボネート裏材フ
ィルムを示し、それは、フィルム２のマスク部分（第１領域）を介して、フィルム３の処
理領域（第１処理領域と第２処理領域との間の重なり合う領域において）を視認可能であ
る。第１処理領域と重なり合わない第２処理領域の部分等の積層体の他の領域において、
積層体は、フィルム３の不変化の反射特性から生じる、その初期の着色外見を維持する。
したがって、これらの他の領域において、積層体は、白色裏材フィルムから透過された光
に好都合の条件下で見るとき、ほぼ青色を呈し、積層体は、反射された光に好都合の条件
下で見るときほぼ金色を呈した。したがって、第２レーザーを用いる積層体の処理は、第
１レーザーによってまず空間的パターン化ＳＴＯＦフィルム（フィルム２）をマスクとし
て使用して、ＳＴＯＦフィルム３のパターン化を達成した。
【０１８０】
　先行の実施例２は、パターン化フィルム２が、積層構成体から取り外され、パターン化
フィルム３をパターン化フィルム２によって提供されたマスクから単離することができる
ことを除き、繰り返すことができる。マスクと残りの積層体との間の除去可能な接着剤は
、この目的のために使用することができる。あるいは、パターン化フィルム２等のＳＴＯ
Ｆマスクは、接着剤を用いずに、例えば、ローラーを有する張力システムによって、第２
レーザーでの加工中に、フィルム３等の第２　ＳＴＯＦフィルムの上の定位置に一時的に
把持することができ、次いで、このような加工後に、ＳＴＯＦマスクを取り外すことがで
きる。
【０１８１】
　特記しない限り、本明細書及び「特許請求の範囲」で使用されている量、性質の測定な
どを表現する全ての数は、用語「約」により改変されていると理解されるべきである。し
たがって、反することが示されない限り、本明細書及び添付特許請求の範囲に記載の数値
的パラメーターは、本発明の教示を利用して当業者により得ることが求められる所望の性
質に応じて変化する近似値である。均等論を特許請求の範囲の範疇に適用することを制限
しようとする試みとしてではなく、各数値パラメーターは少なくとも、記録された有効数
字の桁数を考慮して、又通常の四捨五入を適用することによって解釈されるべきである。
本発明の広範な範囲を示す数値範囲及びパラメーターは近似であるにもかかわらず、いか
なる数値も本明細書で述べられる具体的な例で示される程度に、これらは妥当に可能な限
り精確に報告される。しかしながら、いかなる数値も試験及び測定の限界に関連する誤差
を含み得る。
【０１８２】
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　本発明の様々な修正及び変更は、本発明の範囲及び趣旨から逸脱せずに当該技術分野の
当業者に明らかとであり、本発明は、ここに記載された例示的な実施形態に限定されない
ことが理解されるべきである。例えば、１つの開示実施形態の特徴は、別に記載のない限
り、他の開示実施形態全てにも適用され得ることを、読者は推定すべきである。また、本
明細書において参照された全ての米国特許、公開特許出願、並びに他の特許及び非特許文
書は、それらが上述の開示に矛盾しない範囲において、参照によって全てが組み込まれる
ことが理解されるべきである。本発明の実施態様の一部を以下の項目［１］－［３３］に
記載する。
［１］
　パターン化されたフィルムを作製する方法であって、
　第１反射特性を有する第１フィルムを提供する工程であって、前記第１フィルムがまた
、第１放射光線への曝露時に、複屈折の変更によって前記第１反射特性を第２反射特性に
変更するのに十分な量で前記第１フィルムの一部分を吸収的に加熱するのに好適な第１吸
収特性も有する、工程と、
　第２放射光線への曝露時に、異なる第２検出可能特性に変更する第１検出可能特性を有
する、第２フィルムを提供する工程と、
　前記第１フィルムをパターン化されたマスクに変換するように、前記第１放射光線を、
前記第１フィルムの第１ゾーンではなく第２ゾーンに優先的に方向付けて、複屈折の変更
によって、前記第１反射特性を前記第２ゾーン内の前記第２反射特性に変更する工程と、
　前記パターン化されたマスクを使用して、前記第２放射光線をパターン化し、前記第２
フィルムの選択された部分において、前記第１検出可能特性を前記第２検出可能特性に変
更するために、前記第２フィルムに前記パターン化された第２放射光線を方向付ける工程
と、
　を含む、方法。
［２］
　前記第１フィルムが、前記第１反射特性を提供するために、強め合う又は弱め合う干渉
によって、選択的に光を反射するように配置される第１群の内部層を備え、前記第１反射
特性から前記第２反射特性への前記変更が、実質的に、前記内部層のうちの少なくとも一
部の複屈折の変更に起因する、項目１に記載の方法。
［３］
　前記第１フィルムが、異なる第１及び第２相にそれぞれ分離される、第１及び第２ポリ
マー材料を含む、第１ブレンド層を備え、前記第１反射特性から前記第２反射特性への前
記変更が、実質的に、前記第１及び第２ポリマー材料のうちの少なくとも１つの複屈折の
変更に起因する、項目１に記載の方法。
［４］
　前記第１放射光線を、前記第１フィルムの前記第２ゾーンに優先的に方向付ける工程が
、前記第１放射光線を、前記第２ゾーンを画定する前記第１フィルムの部分上に走査する
ことを含む、項目１に記載の方法。
［５］
　前記第１反射特性が、前記第２反射特性よりも多く前記第２放射光線を反射する、項目
１に記載の方法。
［６］
　前記第２フィルムの前記選択された部分が、前記第１フィルムの前記第２ゾーンに対応
する、項目１に記載の方法。
［７］
　前記第１反射特性が、前記第２反射特性より少なく前記第２放射光線を反射する、項目
１に記載の方法。
［８］
　前記第２フィルムの前記選択された部分が、前記第２ゾーン以外の前記第１フィルムの
部分に対応する、項目１に記載の方法。
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［９］
　前記第１及び第２放射光線が、異なる第１及び第２光学波長をそれぞれ備える、項目１
に記載の方法。
［１０］
　前記第１光学波長が、赤外線光学波長であり、前記第２光学波長が、７００ｎｍ未満で
ある、項目９に記載の方法。
［１１］
　前記第２フィルムが、前記第２放射光線への曝露時に、前記第１検出可能特性を前記第
２検出可能特性に変更するのに十分な量、前記第２フィルムの一部分を吸収的に加熱する
のに好適な第２吸収特性を有する、項目１に記載の方法。
［１２］
　前記第２フィルムが、前記第１検出可能特性を提供するために、強め合う又は弱め合う
干渉によって、選択的に光を反射するように配置される第２群の内部層を備え、前記第１
検出可能特性から前記第２検出可能特性への前記変更が、実質的に、前記内部層のうちの
少なくとも一部の複屈折の変更に起因する、項目１１に記載の方法。
［１３］
　前記第２フィルムが、異なる第３及び第４相にそれぞれ分離される、第３及び第４ポリ
マー材料を含む、第２ブレンド層を備え、前記第１検出可能特性から前記第２検出可能特
性への前記変更が、実質的に、前記第３及び第４ポリマー材料のうちの少なくとも１つの
複屈折の変更に起因する、項目１１に記載の方法。
［１４］
　前記第１又は第２反射特性が、少なくとも９０％、又は少なくとも９５％、又は少なく
とも９９％の前記第２放射光線に対する反射率を有する、項目１に記載の方法。
［１５］
　前記第１放射光線を方向付ける工程が、第１パターンを有する前記第１フィルムを提供
し、前記方法が、前記第２放射光線をパターン化するために、前記パターン化されたマス
クを使用した後に、前記第１フィルム内の前記第１パターンの少なくとも一部分を排除す
るように、前記第１フィルムに第３放射光線を方向付けることを更に含む、項目１に記載
の方法。
［１６］
　前記第１及び第２フィルムが、層状配列で接続される、項目１５に記載の方法。
［１７］
　前記第３放射光線が、前記第１フィルムを実質的に非パターン化するように調整される
、項目１５に記載の方法。
［１８］
　前記第２反射特性が、前記第１反射特性よりも低い反射性である、項目１５に記載の方
法。
［１９］
　前記第２反射特性が、前記第１反射特性よりも高い反射性である、項目１５に記載の方
法。
［２０］
　パターン化されたフィルムを作製する方法であって、
　パターン化されたマスクを提供する工程と、
　第１反射特性を有する第１フィルムを提供する工程であって、前記第１フィルムがまた
、第１放射光線への曝露時に、複屈折の変更によって前記第１反射特性を第２反射特性に
変更するのに十分な量、前記第１フィルムの一部分を吸収的に加熱するのに好適な第１吸
収特性も有する、工程と、
　前記パターン化されたマスクを使用して、前記第１放射光線をパターン化し、前記第１
フィルムの選択された部分における複屈折の変更によって、前記第１反射特性を前記第２
反射特性に変更するように、前記第１フィルムに前記パターン化された第１放射光線を方
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向付ける工程と、を含む、方法。
［２１］
　前記第１フィルムが、前記第１反射特性を提供するために、強め合う又は弱め合う干渉
によって、選択的に光を反射するように配置される第１群の内部層を備え、前記第１反射
特性から前記第２反射特性への前記変更が、実質的に、前記内部層のうちの少なくとも一
部の複屈折の変更に起因する、項目２０に記載の方法。
［２２］
　前記第１フィルムが、異なる第１及び第２相にそれぞれ分離される、第１及び第２ポリ
マー材料を含む、ブレンド層を備え、前記第１反射特性から前記第２反射特性への前記変
更が、実質的に、前記第１及び第２ポリマー材料のうちの少なくとも１つの複屈折の変更
に起因する、項目２０に記載の方法。
［２３］
　前記第１フィルムの前記選択された部分の実質的に全てが、同時に、前記第１反射特性
から前記第２反射特性に変更される、項目２０に記載の方法。
［２４］
　第１反射特性を有する第１フィルムであって、第１放射光線への曝露時に、複屈折の変
更によって前記第１反射特性を第２反射特性に変更するのに十分な量、前記第１フィルム
の一部分を吸収的に加熱するのに好適な第１吸収特性もまた有する、第１フィルムと、
　前記第１フィルムに取り付けられる、マスクと、
　を備える、物品。
［２５］
　前記第１反射特性から前記第２反射特性への前記変更が、実質的に、前記第１フィルム
の少なくとも一部分の複屈折の変更に起因する、項目２４に記載の物品。
［２６］
　前記第１フィルムが、前記第１反射特性を提供するために、強め合う又は弱め合う干渉
によって、選択的に光を反射するように配置される、第１群の内部層を備える、項目２４
に記載の物品。
［２７］
　前記第１フィルムが、異なる第１及び第２相にそれぞれ分離される、第１及び第２ポリ
マー材料を含む、ブレンド層を備え、前記第１及び第２反射特性が、第１及び第２拡散的
反射特性をそれぞれ含む、項目２４に記載の物品。
［２８］
　前記マスクが、使用可能領域を有し、前記使用可能領域のいくつかの部分が、前記第１
放射光線を阻止し、前記使用可能領域の他の部分が、前記第１放射光線を透過する、項目
２４に記載の物品。
［２９］
　前記マスクが、前記第１放射光線を前記第１フィルムの選択された部分上に優先的に再
び方向付けるように適合された、１つ以上の構造化表面機構を備える、項目２４に記載の
物品。
［３０］
　前記１つ以上の構造化表面機構が、収束要素を含む、項目２９に記載の物品。
［３１］
　前記１つ以上の構造化表面機構が、円筒の要素を含む、項目２９に記載の物品。
［３２］
　前記１つ以上の構造化表面機構が、前記第１反射特性を前記第２反射特性に変更するの
に十分な量で前記第１フィルムの選択された部分を適切に加熱させ、前記第１フィルムの
他の部分を、前記第１反射特性を前記第２反射特性に変更させるのに十分な量では適切に
加熱させない、項目２９に記載の物品。
［３３］
　前記物品が、ＩＤ書類、セキュリティー物品、ディスプレイ、バックライト、及び光電
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