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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　感圧性接着剤を含む粘弾性導光体であって、前記光源から発せられた光が前記粘弾性導
光体に進入し、かつ全反射によって前記導光体内部で輸送される、粘弾性導光体と、
　光の再帰反射に適した再帰反射フィルムであって、前記粘弾性導光体内を輸送中の光が
前記導光体から抽出され、かつ前記再帰反射フィルムの構造化表面から再帰反射する、再
帰反射フィルムと、
　を備える、光学デバイス。
【請求項２】
　光源と、
　感圧性接着剤を含む粘弾性導光体であって、前記光源から発せられた光が前記粘弾性導
光体に進入し、かつ全反射によって前記導光体内部で輸送される、粘弾性導光体と、
　光の再帰反射に適した再帰反射フィルムであって、前記粘弾性導光体内を輸送中の光が
前記導光体から抽出され、かつ前記再帰反射フィルムを透過する、再帰反射フィルムと、
　を備える、光学デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、光学物品及びデバイスに関し、特に再帰反射性のものに関する。光学物品及
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びデバイスには、粘弾性材料で作製された導光体が含まれる。
【背景技術】
【０００２】
　再帰反射フィルムは、入射光を発光源に反射し返す能力を特徴とする。「プリズム型」
再帰反射性シーティングと呼ばれることもあるキューブコーナー再帰反射性シーティング
は、通常、実質的に平面の第１の表面と、複数のキューブコーナー要素を含む第２の構造
化表面とを有する、薄い透明層を備える。各キューブコーナー要素は、薄い透明層の表面
に、３つの反射面で形成される。反射面への入射光は、光源に戻るよう方向づけられる前
に、多数の追加的な反射を受けることがある。プリズム型再帰反射性シーティングは、ナ
ンバープレート、道路標識、バリケード、路面表示、標識テープ用といった交通安全用途
、並びに衣服、ヘッドギア、車両など用のテープを含む個人の安全用途において、使用さ
れ得る。プリズム型再帰反射性シーティングは、グラフィックアートの用途において看板
を提供するために使用することもある。
【０００３】
　プリズム型再帰反射性シーティングは、入射光の大部分を発光源に反射し返すことがで
きる点が知られている。しかしながら、プリズム型再帰反射性シーティングは、光源がな
ければ、一部の条件下で見えにくい場合がある。
【０００４】
　導光体は、光源よりもはるかに大きい領域にわたる、光源からの配光を促進するために
使用される。導光体は、光透過性材料を含み、スラブ、楔、擬楔など、異なる形状を有し
得る。ほとんどの導光体は、端面で光を受容するように設計されており、この光が、全反
射によって、裏面と出力面との間を、光の進入とは反対の端面に向かって伝播することを
可能にする。光は、出力面上に様々なパターンで配置された抽出機構を用いて、出力面か
ら均一に発光される。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本明細書は、光源と、粘弾性導光体（viscoelastic lightguide）と、光の再帰反射に
適した再帰反射フィルムと、を有する光学デバイスを開示するものである。光源からの光
は、粘弾性導光体に進入し、かつ全反射によって導光体内部で輸送される。光学デバイス
は、輸送された光が、導光体から抽出され、かつ再帰反射フィルムの構造化表面で再帰反
射されるように、「フロントライト（front lit）」構成を有することができる。光学デ
バイスは、輸送された光が、導光体から抽出され、かつ再帰反射フィルムを透過するよう
に、「バックライト（back lit）」構成を有することができる。構造化表面における再帰
反射は、光学デバイスの特定の構成に応じ、屈折による反射又は回折による反射を含むこ
とができる。
【０００６】
　再帰反射フィルムは、交通標識及びマーキングに使用されるものなど、プリズム型再帰
反射性シーティングを含むことができる。再帰反射フィルムは、ホログラフィックフィル
ム又は回折格子で構造化されたフィルムも含むことができる。
【０００７】
　光学デバイスは、例えば標識若しくはマーキング、ナンバープレートアセンブリ、車両
用テールライトアセンブリ、文書を不正変更から保護するためのセキュリティラミネート
、又は照明装置として使用することができる。
【０００８】
　本発明のこれらの態様及び他の態様について、以下の「発明を実施するための形態」に
記載する。上記の概要は、いかなる場合にも特許請求される発明の主題を限定するものと
して解釈されるべきではなく、発明の主題は、本明細書に記載される特許請求の範囲によ
ってのみ定義されるものである。
【図面の簡単な説明】
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【０００９】
　本発明の利点及び特徴は、以下の「発明を実施するための形態」と関連させて以下の図
を考慮することにより、更に十分に理解することができる。図は、様々な物品の概略図で
あり、必ずしも縮尺どおりに描画されているわけではない。
【図１ａ】フロントライト構成を有する代表的なデバイスの概略断面図。
【図１ｂ】フロントライト構成を有する代表的なデバイスの概略断面図。
【図１ｃ】フロントライト構成を有する代表的なデバイスの概略断面図。
【図１ｄ】フロントライト構成を有する代表的なデバイスの概略断面図。
【図２】フロントライト構成を有する代表的なデバイスの概略断面図。
【図３ａ】フロントライト構成を有する代表的なデバイスの概略断面図。
【図３ｂ】フロントライト構成を有する代表的なデバイスの概略断面図。
【図４ａ】バックライト構成を有する代表的なデバイスの概略断面図。
【図４ｂ】バックライト構成を有する代表的なデバイスの概略断面図。
【図５】バックライト構成を有する代表的なデバイスの概略断面図。
【図６】バックライト構成を有する代表的なデバイスの概略断面図。
【図７】バックライト構成を有する代表的なデバイスの概略断面図。
【図８】バックライト構成を有する代表的なデバイスの概略断面図。
【図９】バックライト構成を有する代表的なデバイスの概略断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本開示は、いずれも参照によって本明細書に引用したこととする、２００８年７月１０
日に申請された米国仮出願第６１／０７９６３９号（６４３４７ＵＳ００２、Ｓｈｅｒｍ
ａｎら）、２００８年８月８日に申請された同第６１／０８７３８７号（６４６９１ＵＳ
００２、Ｓｈｅｒｍａｎら）、２００８年１１月１４日に申請された同第６１／１１４８
６５号（６４３４７ＵＳ００３、Ｓｈｅｒｍａｎら）、２００８年１１月１４日に申請さ
れた同第６１／１１４８４９号（６４６９１ＵＳ００３、Ｓｈｅｒｍａｎら）、及び２０
０９年４月１６日に申請された同第６１／１６９９７３号（６４３４７ＵＳ００８、Ｓｈ
ｅｒｍａｎら）に関する。
【００１１】
　本明細書に開示する光学デバイスは、光を発する光源と、光を扱うための粘弾性層と、
光を光源の全体的方向に戻るよう方向転換させるための再帰反射フィルムと、を含む。光
学物品とは、光源を伴わない類似の光学デバイスを指す。
【００１２】
　光学デバイスは、１つ以上の利点を提供することができる。例えば、粘弾性導光体は、
光が導光体に進入できるように光源を導光体に簡単に結合できるように、一般に柔らかく
追従性である。一部の実施形態では、粘弾性導光体は、室温では通常粘着性のあるＰＳＡ
を含む。その結果、光源を粘弾性導光体に結合させて導光体に付着させることができる。
これにより、光学デバイスそのもの又はデバイスを使用した構成体の組立が容易になり得
る。
【００１３】
　一般的に、光は、導光体の１つ以上の所望の場所又は領域において、粘弾性導光体から
抽出される。一部の実施形態では、粘弾性導光体から光を抽出するために抽出層を使用す
ることができる。この場合も、粘弾性導光体の柔らかく追従性であるという性質上、抽出
層を導光体に簡単に結合して、光がこの層に進入することができるようにすることができ
る。粘弾性導光体がＰＳＡを含む場合は、抽出層を導光体に直接的に付着させることがで
き、これら２つを接着させるのに追加的な物質を使用する必要はない。その結果、光源か
ら発せられる光で光学物品を照らし出すように、抽出層からの光を再帰反射フィルムによ
って再帰反射させることができる。
【００１４】
　一部の実施形態では、粘弾性導光体からの光の抽出に再帰反射フィルムを使用すること
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ができる。この場合も、粘弾性導光体の柔らかく追従性であるという性質上、再帰反射フ
ィルムを導光体に簡単に結合して、光が再帰反射フィルムに進入することができるように
することができる。粘弾性導光体がＰＳＡを含む場合は、再帰反射フィルムを導光体に直
接的に付着させることができ、これら２つを接着させるのに追加的な物質を使用する必要
はない。その結果、光源から発せられる光で光学物品を照らし出すように、粘弾性導光体
からの光を再帰反射フィルムによって再帰反射させることができる。
【００１５】
　光学デバイスは、所望の任意の場所に光を提供するために使用することができる。光学
デバイスは、内部及び／又は外部での使用向けに設計することができる。光学デバイスは
、家庭用、商用及び／又は産業用に設計することができる。光学デバイスは、携帯可能と
なるように、つまり携帯可能な光源となるように、構成体において使用及び／又は提供す
ることができる。光学デバイスを用いて作製することのできる携帯可能な構成体の例とし
て、点灯カード（lighted cards）、テープ、標識、ラベル、シール、切り抜きなどが挙
げられる。光学デバイスは、ナンバープレートアセンブリにおいて、又は車両外部に照明
を提供するために使用される照明アセンブリの一部として、例えばテールライトであれば
、非常に場所を取るテールライトの空洞とそれらの照明アセンブリに代えて、より固定さ
れた構成体において使用することもできる。光学デバイスは、「要求に応じた光」を提供
するために使用することもでき、例えば、特定の条件が満たされた場合に光源を選択的に
起動させることができる。
【００１６】
　光学デバイスは、異なる照明の形態及び構成体において使用し得るよう、使用者によっ
てでさえも、非常に適応性をもたせることができる。例えば、光学物品は、様々な形状及
び寸法に切断できるロール又はシート形態で提供することができる。光源は、例えば光源
が使用不能になった場合、又は別の色の光が所望される場合などに、光学物品と交換する
ことができる。更に、標識構成体において使用する場合は、例えば広告を更新したいとき
などに、グラフィックを交換することができる。光学デバイスは、多様な再帰反射フィル
ムと使用することができ、フィルムは、観察者の位置に対して正面で点灯させても、背面
で点灯させてもよい。
【００１７】
　光学デバイスは、更に多くの利点を提供することができる。光学デバイスは、特定の領
域にわたり、明るく、拡散し、均一かつ／又は集中した光を提供するために使用し得る。
光学デバイスは、薄く、可撓性があり、かつ／又は軽量であることによって、利点を提供
することができる。粘弾性導光体は、広い面積の再帰反射フィルムを点灯するためにタイ
ル状に張ることができ、これは導光体同士を貼り付けることができるとより容易に行うこ
とができる。粘弾性導光体は、粘弾性という性質によって、光学デバイス又はデバイスを
使用した構成体が受ける応力を弱めることもできる。粘弾性導光体は、基板上に配置され
る場合、時間とともに取り外し可能及び／又は再配置可能にすることができる。光学デバ
イスは、市販の光源、粘弾性材料、及び再帰反射フィルムで作製することができるため、
コストに関連する利点を提供することもできる。更なる利点を以下に記載する。
【００１８】
　本明細書に開示する光学デバイス及び物品に関する光の挙動は、幾何光学の法則を用い
て説明できる。これらの法則は周知であり、ここでは提示しない。上記に引用したＳｈｅ
ｒｍａｎらの参照文献に、より詳細な説明を見出すことができる。一般的に、三次元構造
体、材料組成、層構造、光の角度分布などを変化させたときに、本明細書に開示する光学
デバイス及び物品に関する光の挙動にどのような影響が及び得るかを理論上判断するため
には、屈折の法則及び全反射の法則を、光追跡技法と併せて適用することができる。
【００１９】
　フロントライト構成
　図１ａは、代表的な光学デバイス１００の概略断面図を示す。本実施形態は、粘弾性導
光体１１０が、再帰反射フィルム１４０の上部にある、つまり再帰反射板よりも目１２０
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によって示される観察者に近い、フロントライト構成の例である。光源１０５は、光源か
ら発せられる光が粘弾性導光体１１０に進入し、かつ全反射によって層内部で輸送される
ように、粘弾性導光体１１０に対して位置づけられる。光源から発せられる光は、光源か
ら受光するように適応された入力面１１３を介して粘弾性導光体１１０に進入する光線で
表される。粘弾性導光体内の光は、全反射によって輸送される単一の光線１３０で表され
る。粘弾性導光体の少なくとも一部は、光学的に平滑な表面１１１及び／又は１１２を有
する。
【００２０】
　光源から発せられた光は、粘弾性導光体に進入し、かつ全反射によって導光体内部で輸
送される。一般的に、全反射は、特定の角度成分又は分布を有する光が、臨界角θｃを超
える１つ以上の角度で境界面上に入射するときに起こる。本明細書において使用する場合
、光学的に平滑な表面とは、表面上に入射する光が、表面から望ましくない影響を受けな
いように、表面が十分に平滑であることを意味し、例えば表面に、入射光の波長よりも大
きい少なくとも１つの寸法を有する欠陥がない状態である。光学的に平滑な表面は、粘弾
性導光体に進入する光の少なくとも一部が、その光が全反射の法則に従い層内部で伝播し
続けるように、表面で反射されることを可能にする。光学的に平滑な表面上に入射した光
の反射について、観察される反射角は、算出された反射角の約１０°以内である。全反射
は、導光体から意図的に抽出される場合を除き、所定の量又は所定の量の少なくとも約１
０％以内の光が粘弾性導光体を脱出しない場合に起こる。
【００２１】
　代表的な光学デバイス１００は、上部構造化表面１４１及び下部構造化表面１４２を有
する再帰反射フィルム１４０を更に含む。粘弾性導光体内部で伝播する光は、光線１３１
によって示されるように、導光体から抽出し、再帰反射フィルム１４０のいずれか一方の
構造化表面から再帰反射させることができる。
【００２２】
　粘弾性導光体は、再帰反射フィルムと直接的に接触していなくてもよい。所望の効果に
応じて、粘弾性導光体と再帰反射フィルムとの間に１つ以上の層を配置することができる
。粘弾性導光体と再帰反射フィルムとが接触していない実施形態を、以下に記載する。
【００２３】
　粘弾性導光体は、再帰反射フィルムと直接的に接触していてもよい。図１ｂは、フロン
トライト構成を有する代表的な光学デバイス１５０の概略断面図を示す。本実施形態では
、粘弾性導光体１５５は、境界面１５６が形成されるように、再帰反射フィルム１４０と
直接的に接触している。図１ｃは、フロントライト構成を有する別の代表的な光学デバイ
ス１６０の概略断面図を示す。本実施形態では、粘弾性導光体１１０は、境界面１６８が
形成されるように、再帰反射フィルム１６５と直接的に接触している。
【００２４】
　粘弾性導光体は、図１ａ及び１ｃに示されるように、実質的に構造化されていない対向
する主表面を有することができる。これらの主表面は、複数の特徴で構造化してもよく、
又は一方の主表面を実質的に構造化せずに他方を複数の特徴で構造化してもよい。図１ｂ
では、境界面１５６における粘弾性導光体の表面は、複数の特徴で構造化されている。図
１ｄは、フロントライト構成を有する代表的な光学デバイス１７０の概略断面図を示す。
本実施形態では、粘弾性導光体１７５は、再帰反射フィルム１４０に直接的に接触してい
ない。粘弾性導光体１７５は、上部構造化表面１７６及び下部表面１７７を含む。
【００２５】
　粘弾性導光体の構造化表面は、レンズ状、プリズム状、楕円形、円錐形、放射線状、角
錐形、正方形、若しくは矩形の形状、又はそれらの組み合わせを有する、凸部及び／又は
凹部を含み得る、複数の特徴を含む。（図１ｄにおいて表面１７６について示されている
ような）レンズを含む特徴は、光を好ましい角度分布に方向づけるのに特に有用である。
また、（図１ｂにおいて表面１４１について示されているような）線形プリズム又は細長
いプリズムを含む特徴も特に有用である。その他の代表的な特徴は、細長い、不規則な、
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傾斜の一定しないレンズ状の若しくはランダムな円柱形の形状、又はそれらの組み合わせ
を有する、凸部及び／又は凹部を含む。例えば細長い放射線状、角錐プリズム状、矩形ベ
ースのプリズム状、及び頂点が丸いプリズム状の形状など、形状を任意に組み合わせたハ
イブリッドを使用してもよい。特徴は、形状のランダムな組み合わせを含むことができる
。
【００２６】
　特徴の大きさは、三次元におけるそれらの全体的な形状によって描写することができる
。一部の実施形態では、各特徴は、約１～１００μｍ、例えば約５～約７０μｍの寸法を
有することができる。表面の特徴は、全く同じ形状を有することができるが、形状の大き
さは、少なくとも１つの寸法において異なっていてもよい。表面の特徴は、異なる形状を
有することができ、それらの特徴の大きさは、所定の寸法において異なっていても、異な
っていなくてもよい。
【００２７】
　特徴の表面構造も変化させることができる。特徴の表面構造とは、一般的に、特徴のサ
ブ構造を指す。代表的な表面構造として、光学的に平滑な表面、不規則な表面、パターン
化された表面、又はそれらの組み合わせが挙げられる。複数の特徴を有する所定の表面に
関し、全て又は一部の特徴が同一の表面構造を有していてもよいし、全てが異なっていて
もよい。特徴の表面構造は、その特徴の部分部分にわたって異なっていてもよい。特徴の
光学的に平滑な表面は、粘弾性導光体の光学的に平滑な表面の一部を形成していてもよい
。特徴の光学的に平滑な表面及び粘弾性導光体は、互いに連続的であっても不連続であっ
てもよい。複数の特徴を使用する場合は、一部の特徴の表面が光学的に完全に平滑であっ
てもよいし、いくつかが部分的に光学的に平滑であってもよい。
【００２８】
　所定の構造化表面について特徴を使用する場合、その数は、少なくとも１つである。複
数の特徴、つまり少なくとも２つを使用することもできる。一般的に、例えば０、１、２
、３、４、若しくは５つの特徴、１を超え、１０を超え、２０を超え、３０を超え、４０
を超え、５０を超え、１００を超え、２００を超え、５００を超え、１０００を超え、若
しくは２０００を超える特徴、又は約１～約１０、約１～約２０、約１～約３０、約１～
約４０、約１～約５０、約１～約１００、約１～約２００、約１～約５００、約１～約１
０００、若しくは約１～約２０００の特徴など、任意の数の特徴を含めることができる。
【００２９】
　特徴は、ランダムに配置、何らかの種類の規則的なパターンに配置、又はその両方にす
ることができる。特徴間の距離も、異なっていてもよい。特徴は、別個であっても、重な
り合っていてもよい。特徴は、互いにごく近接させて、互いに実質的に接触させて、互い
に直接隣接させて、又はこれらの何らかの組み合わせにおいて配置することができる。特
徴間の実用的な距離は、約１０μｍまで、又は約０．０５μｍ～約１０μｍである。特徴
は、互いに対して、角度的に並びに横方向にオフセットしていてもよい。特徴の面密度は
、長さ、幅、又はその両方にわたって変化してもよい。
【００３０】
　特徴は、再帰反射フィルムから抽出される光の量及び／又は方向を制御するために使用
することができる。特徴は、所望の光学的効果を得るために配置することができる。特徴
は、像の提供、一様な若しくは粘弾性導光体からの勾配としての光の抽出、分離した光源
の隠蔽、又はモワレの低減のために配置することができる。これは、一般に、特徴の形状
、大きさ、表面構造、及び／又は向きを変化させることによって、実施することができる
。複数の特徴を使用する場合、特徴の数及び／又は配置、並びに特徴間の互いに対する向
きが異なっていてもよい。
【００３１】
　特徴の形状が、粘弾性層から抽出される光量を増加又は低減させ得る光の角度成分を変
化させることがあり得る。光が粘弾性導光体内部で全反射によって伝播し、粘弾性導光体
及び再帰反射フィルムであってもなくてもよい隣接する基板について、臨界角より小さい
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、同等の、又は超える角度で、特徴の表面に衝突する場合は、これに該当し得る。粘弾性
導光体から抽出する光量は、これに応じて増加又は減少し得る。特徴の大きさは、より多
い又はより少ない光が特徴の表面から反射するように変更して、その結果、粘弾性層から
抽出される光量を増加又は減少させることができる。特徴の表面構造は、粘弾性層から抽
出される光の配光を制御するように使用することができる。特定の角度分布を有する光は
、特徴に衝突することができ、かつ均一及び／又はランダムに抽出されることができる。
光は、均一にパターンで、又はランダムにパターンで抽出することもできる。
【００３２】
　粘弾性導光体は、概して少なくとも１つの媒質に接触している。媒質は、空気又は基板
を含むことができ、基板は、再帰反射フィルム、高分子フィルム、金属、ガラス、及び／
又は繊維であってよい。様々な代表的構成体に関し、以下に特定の基板について説明する
。便宜上、基板に接触している粘弾性導光体について以下に記載するが、この基板は、空
気などの任意の種類の媒質を含むことができる。
【００３３】
　粘弾性導光体に接触している特定の再帰反射フィルム又は基板を考えると、導光体から
及び基板によって抽出される光量は、導光体に進入する総光量の約１０～約５０％、約２
０～約５０％、約３０～約５０％、約５０～約７０％、約５０～約８０％、又は約１０～
約９０％にすることができる。
【００３４】
　粘弾性導光体から再帰反射フィルム又は基板によって抽出された光の透過角度は、約５
°超～約９５°未満、約５°超～約６０°未満、又は約５°超～約３０°未満にすること
ができる。
【００３５】
　粘弾性導光体の屈折率は、再帰反射フィルム又は基板の屈折率より大きくてよい。粘弾
性導光体の屈折率は、再帰反射フィルム又は基板の屈折率と比較したとき、約０．００２
超、約０．００５超、約０．０１超、約０．０２超、約０．０３超、約０．０４超、約０
．０５超、約０．１超、約０．２超、約０．３超、約０．４超、又は約０．５超であって
よい。
【００３６】
　粘弾性導光体の屈折率は、再帰反射フィルム又は基板の屈折率よりも小さくてよい。粘
弾性導光体の屈折率は、再帰反射フィルム又は基板の屈折率と比較したとき、約０．００
２未満、約０．００５未満、約０．０１未満、約０．０２未満、約０．０３未満、約０．
０４未満、約０．０５未満、約０．１未満、約０．２未満、約０．３未満、約０．４未満
、又は約０．５未満であってよい。
【００３７】
　粘弾性導光体及び再帰反射フィルム又は基板は、光にほとんど又は全く変化がない状態
で、光を再帰反射フィルム又は基板内に抽出できるように、同一又はほぼ同一の屈折率を
有してよい。粘弾性導光体及び再帰反射フィルム又は基板の屈折率差は、約０．００１～
約０．００２未満にすることができる。
【００３８】
　粘弾性導光体及び再帰反射フィルム又は基板の屈折率差は、約０．００２～約０．５、
約０．００５～約０．５、約０．０１～約０．５、約０．０２～約０．５、約０．０３～
約０．５、約０．０４～約０．５、約０．０５～約０．５、約０．１～約０．５、約０．
２～約０．５、約０．３～約０．５、又は約０．４～約０．５にすることができる。
【００３９】
　粘弾性導光体は、所定の用途について必要な際に任意の三次元バルク形状を有すること
ができる。粘弾性導光体は、正方形又は矩形の層、シート、フィルムなどの形態であって
よい。粘弾性導光体は、以下に記載される形状に切断又は分割してもよい。
【００４０】
　粘弾性導光体の厚さは、所望の機能を発揮できる限り、特に制限されない。粘弾性導光
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体の厚さは、光源に基づいて又は光源と併せて、選択することができる。例えば、設計パ
ラメータは、特定の光源の使用を制限する又は更に要求する場合があり、粘弾性導光体に
進入する必要のある光の最低量又は量の範囲が存在する場合もある。故に、粘弾性導光体
の厚さは、所定の光源から必要量の光が導光体に進入できるように選択すればよい。特に
薄く設計される光学デバイスにおける使用については、粘弾性導光体の最大厚さを要求す
ることができる。粘弾性導光体の代表的な厚さは、約０．０１ｍｍ～約２５．４ｍｍ（０
．４ｍｉｌ～約１０００ｍｉｌ）、約０．０２５ｍｍ～約７．６２ｍｍ（１ｍｉｌ～約３
００ｍｉｌ）、約０．０２５ｍｍ～約１．５２ｍｍ（１ｍｉｌ～約６０ｍｉｌ）、又は約
０．０１３ｍｍ～約０．７６ｍｍ（０．５ｍｉｌ～約３０ｍｉｌ）の範囲である。
【００４１】
　粘弾性導光体から抽出された光量と光の方向は、最低限でも、特徴の形状、大きさ、数
、構成など、粘弾性導光体の及び導光体が接触している媒質の屈折率、粘弾性導光体の形
状及び大きさ、並びに粘弾性導光体への進入が許されている光の角度分布によって制御す
ることができる。これらの変数は、導光体に進入する総光量に対し、約１０～約５０％、
約２０～約５０％、約３０～約５０％、約５０～約７０％、約５０～約８０％、又は約１
０～約９０％の光が粘弾性導光体から抽出されるように、選択することができる。
【００４２】
　粘弾性導光体は、１つ以上の粘弾性材料を含む。一般的に、粘弾性材料は、変形すると
きに、弾性と粘性の両方の挙動を呈する。弾性特性とは、過渡荷重を取り除いた後で元の
形状に戻る材料の能力を指す。材料についての弾性の尺度の１つは、張力設定値（tensil
e set value）と呼ばれるもので、これは、材料を引っ張りその後引っ張り時と同じ条件
下で回復（引っ張り除去）させた後に残っている伸びの関数である。材料が０％の張力設
定値を有する場合は、弛緩時に元の長さに戻っており、張力設定値が１００％の場合は、
その材料は弛緩時に元の長さの２倍である。張力設定値は、ＡＳＴＭ　Ｄ４１２を用いて
測定することができる。有用な粘弾性材料は、約１０％を超える、約３０％を超える、若
しくは約５０％を超えるか、又は約５～約７０％、約１０～約７０％、約３０～約７０％
、若しくは約１０～約６０％の張力設定値を有し得る。
【００４３】
　ニュートン液体である粘性材料は、応力が剪断勾配とともに線形に増加するとした、ニ
ュートンの法則に従う粘性特性を有する。液体は、剪断勾配が除去される際にその形状を
回復しない。有用な粘性材料の粘性特性には、材料が分解しないような適度な温度下にお
ける材料の流動性が含まれる。
【００４４】
　粘弾性導光体は、粘弾性導光体と再帰反射フィルムとが光学的に結合されるように、再
帰反射フィルム又は基板といった導光体から光を抽出するように設計された材料の少なく
とも一部による十分な接触又は湿潤を促進する特性を有することができる。光は、そのう
えで粘弾性導光体から抽出することができる。粘弾性導光体は、一般的に柔らかく、追従
性及び可撓性である。故に、粘弾性導光体は、十分な接触を得ることができるように弾性
率（又は貯蔵弾性率Ｇ’）、層が望ましくなく流れることのないように粘性係数（又は損
失率Ｇ”）、及び層の相対的な減衰程度についての減衰係数（Ｇ”／Ｇ’、ｔａｎ　Ｄ）
を有することができる。
【００４５】
　有用な粘弾性材料は、１０ｒａｄ／秒及び約２０～約２２℃の温度で測定されて、約３
００，０００Ｐａ未満の貯蔵弾性率Ｇ’を有し得る。有用な粘弾性材料は、１０ｒａｄ／
秒及び約２０～約２２℃の温度で測定されて、約３０～約３００，０００Ｐａの貯蔵弾性
率Ｇ’を有し得る。有用な粘弾性材料は、１０ｒａｄ／秒及び約２０～約２２℃の温度で
測定されて、約３０～約１５０，０００Ｐａの貯蔵弾性率Ｇ’を有し得る。有用な粘弾性
材料は、１０ｒａｄ／秒及び約２０～約２２℃の温度で測定されて、約３０～約３０，０
００Ｐａの貯蔵弾性率Ｇ’を有し得る。有用な粘弾性材料は、１０ｒａｄ／秒及び約２０
～約２２℃の温度で測定されて、約３０～約１５０，０００Ｐａの貯蔵弾性率Ｇ’、並び
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に約０．４～約３の損失係数（ｔａｎ　ｄ）を有し得る。材料の粘弾性特性は、例えばＡ
ＳＴＭ　Ｄ４０６５、Ｄ４４４０、及びＤ５２７９によるＤｙｎａｍｉｃ　Ｍｅｃｈａｎ
ｉｃａｌ　Ａｎａｌｙｓｉｓを用いて測定することができる。
【００４６】
　一部の実施形態では、粘弾性導光体は、ダルキスト基準線（Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　
Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｓ
ｅｃｏｎｄ　Ｅｄ．，Ｄ．Ｓａｔａｓ，ｅｄ．，Ｖａｎ　Ｎｏｓｔｒａｎｄ　Ｒｅｉｎｈ
ｏｌｄ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，１９８９）に記載されるＰＳＡ層を含む。
【００４７】
　粘弾性導光体は、特定の剥離力を有することができ、又は特定の範囲内の剥離力を少な
くとも呈することができる。例えば、粘弾性導光体は、約１９．７～約１１８１．１ｇ／
ｃｍ（５０～約３０００ｇ／インチ）、約１１８．１～約１１８１．１ｇ／ｃｍ（３００
～約３０００ｇ／インチ）、又は約１９６．９～約１１８１．１ｇ／ｃｍ（５００～約３
０００ｇ／インチ）の９０°の剥離力を有することができる。剥離力は、ＩＭＡＳＳの剥
離試験機を用いて測定することができる。
【００４８】
　一部の実施形態では、粘弾性導光体は、可視光スペクトル（約４００～約７００ｍｍ）
の少なくとも一部にわたり約８０～約１００％、約９０～約１００％、約９５～約１００
％、又は約９８～約１００％の高い光透過率を有する、光学的に透明な導光体を含む。一
部の実施形態では、粘弾性導光体は、約５％未満、約３％未満、又は約１％未満のヘイズ
値を有する。一部の実施形態では、粘弾性導光体は、約０．０１～約５％未満、約０．０
１～約３％未満、又は約０．０１～約１％未満のヘイズ値を有する。透過におけるヘイズ
値は、ＡＳＴＭ　Ｄ１００３に従いヘイズメーターを使用して判断できる。
【００４９】
　一部の実施形態では、粘弾性導光体は、高い光透過率と低いヘイズ値を有する光学的に
透明な導光体を含む。高い光透過率は、可視光スペクトル（約４００～約７００ｍｍ）の
少なくとも一部にわたり、約９０～約１００％、約９５～約１００％、又は約９９～約１
００％であることができ、ヘイズ値は、約０．０１～約５％未満、約０．０１～約３％未
満、又は約０．０１～約１％未満であることができる。粘弾性導光体は、約５０～約１０
０％の光透過率を有することもできる。
【００５０】
　一部の実施形態では、粘弾性導光体は、曇りがあり、光、特に可視光を拡散させる。曇
りのある粘弾性導光体は、約５％を超える、約２０％を超える、又は約５０％を超えるヘ
イズ値を有し得る。曇りのある粘弾性導光体は、約５～約９０％、約５～約５０％、又は
約２０～約５０％のヘイズ値を有し得る。
【００５１】
　一部の実施形態では、粘弾性導光体は、光を反射かつ透過させる半透明にすることがで
きる。
【００５２】
　粘弾性導光体は、約１．３～約２．６、１．４～約１．７、又は約１．５～約１．７の
範囲の屈折率を有することができる。粘弾性導光体について選択される特定の屈折率又は
屈折率の範囲は、光学デバイスの全体的な設計、及びデバイスを使用することのできる特
定の用途によって決定し得る。
【００５３】
　粘弾性導光体は、概して少なくとも１つのポリマーを含む。粘弾性導光体は、少なくと
も１つのＰＳＡを含むことができる。ＰＳＡは、被接着体の接着に有用であり、（１）強
く恒久的な粘着、（２）わずかな指圧による付着力、（３）被接着体を保持する十分な能
力、及び（４）被接着体からきれいに除去することのできる十分な貼着強度などの特性を
呈する。感圧性接着剤として十分に機能することがわかっている材料は、粘着力、引き剥
がし接着力、及び剪断保持力の望ましいバランスをもたらす、必要な粘弾性を呈するよう
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に設計及び処方されたポリマーである。特性の適正なバランスを得るのは、単純なプロセ
スではない。ＰＳＡの定量的な説明は、上記に引用したダルキストの基準に見出すことが
できる。
【００５４】
　有用なＰＳＡは、上記に引用したＳｈｅｒｍａｎらの参考文献に詳述されている。ここ
では、有用なＰＳＡの簡単な説明だけを含める。代表的なポリ（メタ）アクリレートＰＳ
Ａは、ＰＳＡの可撓性と粘着性に貢献する、モノエチレン的に不飽和の少なくとも１つの
アルキル（メタ）アクリレートモノマーを含むモノマーＡ、及びＰＳＡのＴｇを引き上げ
、ＰＳＡの貼着強度に貢献する、モノエチレン的に不飽和で遊離基によって共重合可能な
少なくとも１つの補強モノマーを含むモノマーＢから得られる。モノマーＢは、モノマー
Ａのものよりも高いホモポリマーガラス転移温度（Ｔｇ）を有する。本明細書において、
（メタ）アクリルは、アクリル種とメタクリル種の両方を指し、（メタ）アクリレートも
同様である。
【００５５】
　モノマーＡは、好ましくは、約０℃以下のホモポリマーＴｇを有する。（メタ）アクリ
レートのアルキル基は、好ましくは、平均で約４～約２０の炭素原子を有する。モノマー
Ａの例として、２－メチルブチルアクリレート、イソオクチルアクリレート、ラウリルア
クリレート、４－メチル－２－ペンチルアクリレート、イソアミルアクリレート、ｓｅｃ
－ブチルアクリレート、ｎ－ブチルアクリレート、ｎ－ヘキシルアクリレート、２－エチ
ルヘキシルアクリレート、ｎ－オクチルアクリレート、ｎ－デシルアクリレート、イソデ
シルアクリレート、イソデシルメタクリレート、及びイソノニルアクリレートが挙げられ
る。アルキル基は、エーテル、アルコキシエーテル、エトキシル化又はプロポキシル化メ
トキシ（メタ）アクリレートを含み得る。モノマーＡは、ベンジルアクリレートを含むこ
とができる。
【００５６】
　モノマーＢは、好ましくは、例えば約１０～約５０℃など、少なくとも約１０℃のホモ
ポリマーＴｇを有する。モノマーＢは、（メタ）アクリル酸、（メタ）アクリルアミド及
びそのＮ－モノアルキル若しくはＮ－ジアルキル誘導体、又は（メタ）アクリレートを含
み得る。モノマーＢの例として、Ｎ－ヒドロキシエチルアクリルアミド、ジアセトンアク
リルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルアクリルアミド、Ｎ－
エチル-Ｎ－アミノエチルアクリルアミド、Ｎ－エチル－Ｎ－ヒドロキシエチルアクリル
アミ、Ｎ，Ｎ－ジヒドロキシエチルアクリルアミド、ｔ－ブチルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ
－ジメチルアミノエチルアクリルアミド、及びＮ－オクチルアクリルアミドが挙げられる
。モノマーＢのその他の例として、イタコン酸、クロトン酸、マレイン酸、フマル酸、２
，２－（ジエトキシ）エチルアクリレート、２－ヒドロキシエチルアクリレート又はメタ
クリレート、３－ヒドロキシプロピルアクリレート又はメタクリレート、メチルメタクリ
レート、イソボルニルアクリレート、２－（フェノキシ）エチルアクリレート又はメタク
リレート、ビフェニリルアクリレート、ｔ－ブチルフェニルアクリレート、シクロヘキシ
ルアクリレート、ジメチルアダマンチルアクリレート、２－ナフチルアクリレート、フェ
ニルアクリレート、Ｎ－ビニルホルムアミド、Ｎ－ビニルアセトアミド、Ｎ－ビニルピロ
リドン、及びＮ－ビニルカプロラクタムが挙げられる。
【００５７】
　一部の実施形態では、（メタ）アクリレートＰＳＡは、結果として得られるＴｇが約０
℃未満、及びより望ましくは約－１０℃未満になるように処方される。そのような（メタ
）アクリレートＰＳＡは、いずれも（メタ）アクリレートＰＳＡコポリマーの総重量に対
し、約６０～約９８重量％の少なくとも１つのモノマーＡ、及び約２～約４０重量％の少
なくとも１つのモノマーＢを含む。
【００５８】
　有用なＰＳＡとしては、天然ゴム系及び合成ゴム系のＰＳＡが挙げられる。ゴム系ＰＳ
Ａとしては、ブチルゴム、イソブチレン及びイソプレンのコポリマー、ポリイソブチレン
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、イソプレンのホモポリマー、ポリブタジレン、並びにスチレン／ブタジエンゴムが挙げ
られる。これらのＰＳＡは、本質的に粘着性であるものでも、粘着付与剤を必要とするも
のでもよい。粘着付与剤としては、ロジン及び炭化水素樹脂が挙げられる。
【００５９】
　有用なＰＳＡとしては、熱可塑性エラストマーが挙げられる。これらのＰＳＡには、ポ
リイソプレン、ポリブタジエン、ポリ（エチレン／ブチレン）、ポリ（エチレン－プロピ
レン）のゴム状ブロックを伴うスチレンブロックコポリマーが含まれる。エラストマーそ
のものに十分な粘着性がない場合は、ゴム相と結合する樹脂を熱可塑性エラストマーＰＳ
Ａとともに使用することができる。ゴム相を結合する樹脂の例としては、脂肪族オレフィ
ン誘導樹脂、水素化炭化水素、及びテルペンフェノール樹脂が挙げられる。エラストマー
に十分な剛性がない場合は、熱可塑性相と結合する樹脂を熱可塑性エラストマーＰＳＡと
ともに使用することができる。熱可塑性相に結合する樹脂としては、多環芳香族、クマロ
ンインデン樹脂、コールタール又は石油に由来する樹脂が挙げられる。
【００６０】
　有用なＰＳＡとしては、米国特許第７，００５，３９４号（Ｙｌｉｔａｌｏら）に記載
される粘着化熱可塑性エポキシ感圧接着剤が挙げられる。これらのＰＳＡには、熱可塑性
ポリマー、粘着付与剤、及びエポキシ成分が含まれる。
【００６１】
　有用なＰＳＡとしては、米国特許第３，７１８，７１２号（Ｔｕｓｈａｕｓ）に記載さ
れるポリウレタン感圧接着剤が挙げられる。これらのＰＳＡには、架橋されたポリウレタ
ン及び粘着付与剤が含まれる。
【００６２】
　有用なＰＳＡとしては、米国特許第２００６／０２１６５２３号（Ｓｈｕｓｕｋｅ）に
記載されるポリウレタンアクリレートが挙げられる。これらのＰＳＡには、ウレタンアク
リレートオリゴマー、可塑剤、及び反応開始剤が含まれる。
【００６３】
　有用なＰＳＡとしては、米国特許第５，２１４，１１９号（Ｌｅｉｒら）に記載される
、ポリジオルガノシロキサン、ポリジオルガノシロキサンポリオキサミド、及びシリコー
ン尿素ブロックコポリマーなどのシリコーンＰＳＡが挙げられる。シリコーンＰＳＡは、
シリコン結合水素及び脂肪族不飽和を有する１つ以上の成分間のヒドロシリル化（hyrosi
lylation）反応から形成することができる。シリコーンＰＳＡは、ポリマー又はゴム及び
任意の粘着付与樹脂を含むことができる。粘着付与樹脂は、トリアルキルシロキシ基で末
端封鎖された三次元ケイ酸塩構造を備えることができる。
【００６４】
　有用なシリコーンＰＳＡとしては、参照によって本明細書に引用したこととする米国特
許第７，３６１，４７４号（Ｓｈｅｒｍａｎら）に記載されるポリジオルガノシロキサン
ポリオキサミド及び任意の粘着付与剤も挙げられる。有用な粘着付与剤としては、参照に
よって本明細書に引用したこととする米国特許第７，０９０，９２２　Ｂ２号（Ｚｈｏｕ
ら）に記載されるシリコーン粘着付与樹脂が挙げられる。
【００６５】
　ＰＳＡは、ＰＳＡの分子量及び強度を構築するために架橋することができる。化学的架
橋、物理的架橋、又はその組み合わせの形成には、架橋剤を使用することができ、架橋剤
は、熱、紫外線などで活性化させることができる。
【００６６】
　一部の実施形態では、粘弾性導光体は、米国特許第７，２５５，９２０　Ｂ２号（Ｅｖ
ｅｒａｅｒｔｓら）に記載される、（メタ）アクリレートブロックコポリマーから形成さ
れるＰＳＡを含む。一般的に、これらの（メタ）アクリルブロックコポリマーは、アルキ
ルメタクリレート、アラルキルメタクリレート、アリールメタクリレート、又はそれらの
組み合わせを含む第１のモノマー組成物の反応生成物であって、それぞれが少なくとも５
０℃のＴｇを有し、メタクリレートブロックコポリマーが、２０～５０重量パーセントの
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Ａブロックを含む、少なくとも２つのＡブロックポリマー単位と、アルキル（メタ）アク
リレート、ヘテロアルキル（メタ）アクリレート、ビニルエステル、又はそれらの組み合
わせを含む第２のモノマー組成物の反応生成物であって、２０℃以下のＴｇを有し、（メ
タ）アクリレートブロックコポリマーが、５０～８０重量パーセントのＢブロックを含む
、少なくとも１つのＢブロックポリマー単位と、を含み、Ａブロックポリマー単位は、Ｂ
ブロックポリマー単位のマトリックスにおいて約１５０ｎｍ未満の平均寸法を有するナノ
ドメインとして存在する。
【００６７】
　一部の実施形態では、粘弾性導光体は、例えば３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙの転写テープＶＨ
Ｂ（商標）Ａｃｒｙｌｉｃ　Ｔａｐｅ　４９１０Ｆ、及び３Ｍ（商標）Ｏｐｔｉｃａｌｌ
ｙ　Ｃｌｅａｒ　Ｌａｍｉｎａｔｉｎｇ　Ａｄｈｅｓｉｖｅｓ（８１４０及び８１８０シ
リーズ）などの、透明アクリルＰＳＡを含む。
【００６８】
　一部の実施形態では、粘弾性導光体は、米国特許第６，６６３，９７８　Ｂ１号（Ｏｌ
ｓｏｎら）に記載される、置換又は非置換の芳香族部分を含有する、少なくとも１つのモ
ノマーから形成されたＰＳＡを含む。
【００６９】
　一部の実施形態では、粘弾性導光体は、（ａ）ペンダントビフェニル（bephenyl）基を
有するモノマー単位と、（ｂ）アルキル（メタ）アクリレートモノマー単位と、を含む、
米国シリアル番号第１１／８７５１９４号（６３６５６ＵＳ００２、Ｄｅｔｅｒｍａｎら
）に記載されるコポリマーを含む。
【００７０】
　一部の実施形態では、粘弾性導光体は、（ａ）ペンダントカルバゾール基を有するモノ
マー単位と、（ｂ）アルキル（メタ）アクリレートモノマー単位と、を含む、米国仮出願
シリアル番号第６０／９８３７３５号（６３７６０ＵＳ００２、Ｄｅｔｅｒｍａｎら）に
記載されるコポリマーを含む。
【００７１】
　一部の実施形態では、粘弾性導光体は、ルイス酸塩基対を形成するように接着剤マトリ
ックスに分散させたブロックコポリマーを含む、米国仮出願シリアル番号第６０／９８６
２９８号（６３１０８ＵＳ００２、Ｓｃｈａｆｆｅｒら）に記載される接着剤を含む。ブ
ロックコポリマーは、ＡＢブロックコポリマーを含み、Ａブロック相は分離して、Ｂブロ
ック／接着剤マトリックス内にマイクロドメインを形成する。例えば、接着剤マトリック
スは、アルキル（メタ）アクリレートとペンダント酸官能基を有する（メタ）アクリレー
トとのコポリマーを含むことができ、ブロックコポリマーは、スチレン－アクリレートコ
ポリマーを含むことができる。マイクロドメインは、入射光を前方散乱させるのに十分に
大きいものにすることができるが、入射光を後方散乱させるほどには大きくしない。一般
的に、これらのマイクロドメインは、可視光の波長（約４００～約７００ｎｍ）よりも大
きい。一部の実施形態では、マイクロドメインの大きさは、約１．０～約１０μｍである
。
【００７２】
　粘弾性導光体は、引き伸ばし剥離可能なＰＳＡを含むことができる。引き伸ばし剥離可
能なＰＳＡとは、ゼロ度又はほぼゼロ度の角度で引き伸ばした場合に基板から除去するこ
とができるＰＳＡである。一部の実施形態では、粘弾性導光体又は粘弾性導光体に使用さ
れる引き伸ばし剥離ＰＳＡは、１ｒａｄ／秒及び－１７℃で測定されたときに約１０ＭＰ
ａ未満の、又は１ｒａｄ／秒及び－１７℃で測定されたときに約０．０３～約１０ＭＰａ
の剪断貯蔵弾性率を有する。引き伸ばし剥離可能なＰＳＡは、分解、再加工、又はリサイ
クルが望まれる場合に使用することができる。
【００７３】
　一部の実施形態では、引き伸ばし剥離可能なＰＳＡは、米国特許第６，５６９，５２１
　Ｂ１号（Ｓｈｅｒｉｄａｎら）又は米国仮出願第６１／０２０４２３号（６３９３４Ｕ
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Ｓ００２，Ｓｈｅｒｍａｎら）及び同第６１／０３６５０１号（６４１５１ＵＳ００２、
Ｄｅｔｅｒｍａｎら）に記載されるシリコーン系ＰＳＡを含むことができる。そのような
シリコーン系ＰＳＡには、ＭＱ粘着付与樹脂及びシリコーンポリマーの組成物が含まれる
。例えば、引き伸ばし剥離可能なＰＳＡは、ＭＱ粘着付与樹脂と、尿素系シリコーンコポ
リマー、オキサミド系シリコーンコポリマー、アミド系シリコーンコポリマー、ウレタン
系シリコーンコポリマー、及びそれらの混合物から成る群から選択されるエラストマーシ
リコーンポリマーと、を含むことができる。
【００７４】
　一部の実施形態では、引き伸ばし剥離可能なＰＳＡは、米国仮出願第６１／１４１７６
７号（６４４１８ＵＳ００２、Ｙａｍａｎａｋａら）及び同第６１／１４１８２７号（６
４９３５ＵＳ００２、Ｔｒａｎら）に記載されるアクリレート系ＰＳＡを含むことができ
る。そのようなアクリレート系ＰＳＡには、アクリレート、無機粒子、及び架橋剤の組成
物が含まれる。これらのＰＳＡは、単一又は多層であり得る。
【００７５】
　粘弾性導光体は、エアロゲルを含んでもよい。エアロゲルは、ゲルの液体成分を空気で
置換した、ゲルに由来する低密度の固体物質である。使用することのできる代表的なエア
ロゲルとして、シリカ、アルミナ、及び炭素のエアロゲルがある。
【００７６】
　粘弾性導光体は、所望により、充填剤、粒子、可塑剤、連鎖移動剤、反応開始剤、酸化
防止剤、安定剤、遅炎剤、粘度調整剤、発泡剤、帯電防止剤、色素及び顔料、蛍光染料及
び顔料、燐光染料及び顔料といった着色剤、繊維強化剤、並びに織布及び不織布など、１
つ以上の添加剤を含み得る。
【００７７】
　粘弾性導光体は、ナノ粒子（直径約１μｍ未満）、微少球（直径１μｍ以上）、又は繊
維などの粒子を含めることにより、曇り及び／又は拡散性をもたせることができる。代表
的なナノ粒子としては、ＴｉＯ２が挙げられる。曇り及び拡散性の特性は、導光体への泡
の混入によっても粘弾性導光体に取り入れることができる。泡は、約０．０１～約１μｍ
の直径を有することができる。泡は、例えば発泡剤を加えることによって取り入れてもよ
い。粘弾性導光体に加えることのできる追加の添加剤の例としては、ガラスビーズ、反射
粒子、及び伝導性粒子が挙げられる。一部の実施形態では、粘弾性導光体は、光学的に透
明なＰＳＡ及びＰＳＡの屈折率よりも低い屈折率を有するシリコン樹脂粒子を含む、参照
によって本明細書に引用したこととする米国仮出願第６１／０９７６８５号（６４７４０
ＵＳ００２、Ｓｈｅｒｍａｎら）に記載されるＰＳＡマトリックス及び粒子を含むことが
できる。一部の実施形態では、粒子、泡、空気などの存在が、光の拡散及び均一性を増大
させる。
【００７８】
　一部の実施形態では、粘弾性導光体は、像をもたらす。像は、上述のように導光体の表
面を構造化することによって作られ得る。例えば、図１ｄの表面１７６は、像をもたらす
ように構造化することができる。像は、粘弾性導光体内に粒子などの物質を含める又は埋
め込むことによって作られてもよい。像はまた、例えば表面１７６など、導光体の表面上
に像を形成することによって作られてもよい。導光体の複数の表面が、像を含んでもよい
。粘弾性導光体の表面に、インクジェット印刷、レーザー印刷、静電印刷などの印刷又は
マーキングによって像を作ってもよい。像は、白黒などの単色であっても、色付きであっ
てもよい。像の形成に使用される材料は、可視領域においてなど、特定の波長範囲内の全
て又は一部の光を反射してもよい。像の形成に使用される材料は、可視領域においてなど
、特定の波長範囲内の光を透過させるカラーフィルタとして機能してもよい。代表的な材
料としては、顔料及び染料といった着色剤が挙げられる。
【００７９】
　一部の実施形態では、粘弾性導光体は、導光体内の穴により像をもたらす。穴は、導光
体を貫通して穴をあけることによって作製することができる。
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【００８０】
　光学デバイスは、再帰反射フィルムを備える。一般的に、再帰反射フィルムは、フィル
ム上の入射光が、入射光の方向に対して１つ以上の有用な方向に反射し返される場合に、
光を再帰反射させるのに適している。光は、入射光の方向から１８０°又はほぼ１８０°
の方向に反射し返すことができる。光は、入射光の方向に対し約４５°～約１８０°の間
の任意の１つ以上の方向に反射し返しすことができる。
【００８１】
　一般的に、光は再帰反射させることができ、つまり光は、屈折により反射させること、
又は回折により反射させることができる。これまでに記載した実施形態では、光は屈折に
より反射される。これらのいずれの実施形態でも、再帰反射フィルムの表面は、光が回折
により反射されるように、回折格子で構造化することができる。例えば、図１ｃに示す再
帰反射フィルム１６５の下部構造化表面１６７は、ホログラフィー像をもたらすように配
置された回折格子特徴のレリーフパターンを有することができる。
【００８２】
　再帰反射フィルムは、実質的に構造化されていない、複数の特徴で構造化された、又は
それらの組み合わせである、対向する主表面を有することができる。図１ａ及び１ｂでは
、再帰反射フィルム１４０の両方の主表面１４１及び１４２は、複数の特徴で構造化され
ており、図１ｃでは、再帰反射フィルム１６５の下部構造化表面１６７は、構造化されて
おり、境界面１６８における上部構造化表面１６６は、構造化されていない。再帰反射フ
ィルムの表面は、粘弾性導光体について上述した複数の特徴のいずれか１つを含むことが
できる。
【００８３】
　粘弾性導光体から抽出した光は、再帰反射フィルム内に透過しても、しなくてもよい。
一部の実施形態では、再帰反射フィルムは、抽出された光の少なくとも一部が内部に透過
される透明な材料を含む。一部の実施形態では、再帰反射フィルムは、抽出された光が、
実際に抽出されるのではなく、むしろ導光体と金属の再帰反射フィルムとの間の境界面に
衝突するように、金属を含む。
【００８４】
　一部の実施形態では、再帰反射フィルムは、ホログラフィックフィルムを含む。ホログ
ラフィックフィルムは、ホログラフィー像をもたらすよう配置された複数の特徴又はレリ
ーフパターンを形成するために層の下部表面がエンボス加工された、光透過性の熱可塑性
ポリマーの層であり得る。例えば、図１ｃに示す再帰反射フィルム１６５の下部構造化表
面１６７は、ホログラフィー像をもたらすためのレリーフパターンを有する、エンボス加
工された表面であり得る。レリーフパターンは、透明又は不透明の金属などの反射層でコ
ーティングすることができる。フロントライト構成では、粘弾性層からの光は、エンボス
加工層を透過し、反射層によって再帰反射される。
【００８５】
　再帰反射フィルムは、プリズム型シーティングと呼ばれることがある再帰反射性シーテ
ィングを含むことができる。図２は、フロントライト構成を有する代表的な光学デバイス
２００の概略断面図を示す。再帰反射性シーティング２４０は、キューブコーナーフィル
ム２４２が上に配置された本体層２４１を含む。キューブコーナーフィルム２４２は、そ
れぞれが３つの収束面により形成されている、複数のキューブコーナー特徴を含む。特徴
は、切頭キューブコーナー特徴であってもよい。特徴は、一般的に、約２０～約５００μ
ｍの高さを有する。シーリングフィルム２４３は、例えば六角形形状のセルなど、キュー
ブコーナー要素のセルが形成されるように、本体層の一部に付着される。シーリングフィ
ルムは、再帰反射が増進されるように、キューブコーナー要素との間に空気界面を維持す
る。この種のシーティングは、道路標識、バリケード、ナンバープレート、路面表示及び
標識テープ、並びに車両及び衣服用の再帰反射テープなど、多くの交通安全及び個人の安
全用物品において採用されている。代表的な再帰反射性シーティングが、参照によって本
明細書に引用されたこととする、２００８年１０月２２日に申請された米国仮出願第６１
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／１０７５８６号（６４８４６ＵＳ００２、Ｓｍｉｔｈら）、米国特許第２００７／０２
４２３５６　Ａ１号（Ｔｈａｋｋａｒら）、同第６，２８０，８２２　Ｂ１号（Ｓｍｉｔ
ｈら）、同第５，４５０，２３５号（Ｓｍｉｔｈら）、及び同第５，７８４，１９７号（
Ｆｒｅｙら）に説明されている。代表的な再帰反射性シーティングは、３Ｍ（商標）Ｄｉ
ａｍｏｎｄ　Ｇｒａｄｅ（商標）Ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ　Ｓｈｅｅｔｉｎｇ及び３Ｍ（商
標）Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｇｒａｄｅ（商標）Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｒｅｆｌｅｃｔｉｖ
ｅ　Ｓｈｅｅｔｉｎｇとして、いずれも３Ｍ（商標）Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能である
。
【００８６】
　本体層は、光透過性高分子フィルムなどの光透過層を含むことができ、キューブコーナ
ー要素は、金属コーティングを伴う構造化高分子フィルムなどの構造化反射フィルムを含
むことができ、シーリングフィルムは、金属酸化物などの粒子を通常含む高分子材料を含
むことができる。
【００８７】
　図２に示す実施形態の変形を採用することができる。例えば、再帰反射フィルムは、シ
ーリングフィルム２４３なしで本体層２４１に配置されたキューブコーナーフィルム２４
２を含むことができる。別の例としては、再帰反射フィルムは、本体層及び／又は密封層
のないキューブコーナーフィルムを含むことができる。
【００８８】
　一般的に、再帰反射フィルムは、寸法安定性、耐久性、耐候性、及び可撓性があり、所
望の三次元形状に形成することができる。
【００８９】
　再帰反射フィルムの厚さは、要望どおりに機能し得る限り、特に制限されない。再帰反
射フィルムの代表的な厚さは、約０．０１０ｍｍ～約２５．４ｍｍ（０．４ｍｉｌ～約１
０００ｍｉｌ）、約０．０２５ｍｍ～約７．６２ｍｍ（１ｍｉｌ～約３００ｍｉｌ）、約
０．０２５ｍｍ～約１．５２ｍｍ（１ｍｉｌ～約６０ｍｉｌ）、又は約０．０１３ｍｍ～
約０．７６ｍｍ（０．５ｍｉｌ～約３０ｍｉｌ）の範囲である。
【００９０】
　再帰反射フィルム、すなわちシーリングフィルムは、約１．４５～約１．６５の屈折率
を有することができる。材料には、Ｒｏｈｍ　ａｎｄ　Ｈａａｓ　Ｃｏ．のＰＬＥＸＩＧ
ＬＡＳといった塑性体、並びにアルキレンオキシド、ビニルエーテル、ポリメチルメタク
リレート及びエチレン／アクリル酸などの（メタ）アクリレート、セルロース、酢酸酪酸
セルロース及びエチレンビニルアセテートなどのセルロースアセテート、更にポリオレフ
ィン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリカーボネート、エポキシ、ポリビニルアルコー
ル、天然及び合成ゴム、ポリアセタール、ポリアクリロニトリル、ポリカプロラクタム、
芳香族ポリシロキサン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、及びナイロンのポリマーが含ま
れる。再帰反射フィルムは、粒子、染料又は顔料などの着色剤、紫外線安定剤などを含む
ことができる。
【００９１】
　粘弾性導光体及び再帰反射フィルムの特定の組み合わせを考えると、再帰反射される光
量は、導光体に進入する総光量に対し、約１０％を超える、約２０％を超える、約３０％
を超える、約４０％を超える、約５０％を超える、約６０％を超える、約７０％を超える
、約８０％を超える、又は約９０％を超えることができる。粘弾性導光体及び再帰反射フ
ィルムの特定の組み合わせを考えると、再帰反射される光量は、導光体に進入する総光量
の約１０～約５０％、約２０～約５０％、約３０～約５０％、約５０～約７０％、約５０
～約８０％、又は約１０～約９０％にすることができる。
【００９２】
　本明細書に記載する光学デバイスの光学物品は、特定の用途に応じて、多様な多層構成
体において使用することができる。図３ａは、光学物品３０１及び光源１０５を含む、代
表的な光学デバイス３００の概略断面図を示す。このフロントライト構成では、粘弾性導
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光体１１０は、目１２０によって示される観察者に、より近い。光源１０５は、光源から
発せられる光が粘弾性導光体１１０に進入し、かつ全反射によって層内部で輸送されるよ
うに、粘弾性導光体１１０に対して位置づけられる。光学物品３０１は、再帰反射性シー
ティング２４０を含む。一般的に、本明細書に記載する再帰反射フィルムは、再帰反射性
シーティング２４０の代わりに使用し得るものであり、例えば再帰反射フィルム１４０を
使用することができる。光学物品３０１は、第１の任意層３０５を備える。
【００９３】
　第１の任意層は、粘弾性導光体から抽出され、かつ／又は再帰反射フィルムによって再
帰反射される、光の挙動に干渉するように又は干渉しないように設計することができる。
第１の任意層は、実質的に構造化されていない、複数の特徴で構造化された、又はそれら
の組み合わせである、対向する主表面を有することができる。
【００９４】
　第１の任意層の厚さは、光学デバイスが要望どおりに機能し得る限り、制限されない。
第１の任意層の代表的な厚さは、約０．０１０ｍｍ～約２５．４ｍｍ（０．４ｍｉｌ～約
１０００ｍｉｌ）の範囲である。
【００９５】
　第１の任意層は、多様な光透過性及び曇り特性を有することができる。一部の実施形態
では、第１の任意層は、可視光スペクトルの少なくとも一部にわたり約８０～約１００％
、約９０～約１００％、約９５～約１００％、又は約９８～約１００％という高い光透過
率を有する光学的に透明な基板を含む。一部の実施形態では、第１の任意層は、例えば約
０．１～約７０％、約０．１～約５０％、又は約０．１～約２０％という低い光透過率を
有する。一部の実施形態では、第１の任意層は、約０．０１～約５％未満、約０．０１～
約３％未満、又は約０．０１～約１％未満のヘイズ値を有する。一部の実施形態では、第
１の任意層は、曇りがあり、光、特に可視光を拡散させる。曇った第１の任意層は、約５
～約９０％、約５～約５０％、又は約２０～約５０％のヘイズ値を有し得る。一部の実施
形態では、第１の任意層は、光を反射かつ透過させる半透明である。
【００９６】
　一部の実施形態では、第１の任意層は、高分子フィルムを含む。有用な高分子フィルム
としては、セルロースアセテート、ポリ（メタ）アクリレート（アクリレート及び／又は
メタクリレート）、ポリエーテルスルホン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリカーボネ
ート、ポリメチルメタクリレート、ポリ塩化ビニル、シンジオタクチックポリスチレン、
環状オレフィンコポリマー、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、
ナフタレンジカルボン酸系コポリマー若しくは配合物、又はそれらの何らかの組み合わせ
が挙げられる。一部の実施形態では、第１の任意層は、粘弾性導光体の屈折率よりも高い
屈折率を有するポリ（メタ）アクリレートを含む。
【００９７】
　第１の任意層は、ソーダ石灰ガラス、ホウケイ酸ガラス、アクリルガラス、飴ガラスな
どの、硬く、脆性のある無定形固体を通常含む、ガラスを含むことができる。
【００９８】
　図３ｂは、光学物品３２１及び光源１０５を含む、代表的な光学デバイス３２０の概略
断面図を示す。このフロントライト構成では、粘弾性導光体１１０は、目１２０によって
示される観察者に、より近い。光源１０５は、光源から発せられる光が粘弾性導光体１１
０に進入し、かつ全反射によって層内部で輸送されるように、粘弾性導光体１１０に対し
て位置づけられる。光学物品３２１は、再帰反射性シーティング２４０を含む。一般的に
、本明細書に記載する再帰反射フィルムは、再帰反射性シーティング２４０の代わりに使
用し得るものであり、例えば再帰反射フィルム１４０を使用することができる。光学物品
３０１は、第２の任意層３２５及び第３の任意層３３０を備える。
【００９９】
　第２の任意層は、粘弾性導光体から抽出され、かつ／又は再帰反射フィルムによって再
帰反射される、光の挙動に干渉するように又は干渉しないように設計することができる。
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第２の任意層は、実質的に構造化されていない、複数の特徴で構造化された、又はそれら
の組み合わせである、対向する主表面３２６及び３２７を有することができる。第２の任
意層の表面は、粘弾性導光体について上述した複数の特徴のいずれか１つを含むことがで
きる。例えば、主表面３２６は、光を好ましい角度分布に方向づけるにあたり特に有用な
（図１ｄの表面１７６について示されるような）レンズを含む特徴を有することができる
。
【０１００】
　第２の任意層の厚さは、光学デバイスが要望どおりに機能し得る限り、制限されない。
第２の任意層の代表的な厚さは、約０．０１０ｍｍ～約２５．４ｍｍ（０．４ｍｉｌ～約
１０００ｍｉｌ）の範囲である。
【０１０１】
　第２の任意層は、多様な光透過性及び曇り特性を有することができる。一部の実施形態
では、第２の任意層は、可視光スペクトルの少なくとも一部にわたり約８０～約１００％
、約９０～約１００％、約９５～約１００％、又は約９８～約１００％という高い光透過
率を有する光学的に透明な基板を含む。一部の実施形態では、第２の任意層は、例えば約
０．１～約７０％、約０．１～約５０％、又は約０．１～約２０％という低い光透過率を
有する一部の実施形態では、第２の任意層は、約０．０１～約５％未満、約０．０１～約
３％未満、又は約０．０１～約１％未満のヘイズ値を有する。一部の実施形態では、第２
の任意層は、曇りがあり、光、特に可視光を拡散させる。曇った第２の任意層は、約５～
約９０％、約５～約５０％、又は約２０～約５０％のヘイズ値を有し得る。一部の実施形
態では、第２の任意層は、光を反射かつ透過させる半透明である。
【０１０２】
　一部の実施形態では、第２の任意層は、高分子フィルムを含む。有用な高分子フィルム
としては、セルロースアセテート、ポリ（メタ）アクリレート（アクリレート及び／又は
メタクリレート）、ポリエーテルスルホン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリカーボネ
ート、ポリメチルメタクリレート、ポリ塩化ビニル、シンジオタクチックポリスチレン、
環状オレフィンコポリマー、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、
ナフタレンジカルボン酸系コポリマー若しくは配合物、又はそれらの何らかの組み合わせ
が挙げられる。一部の実施形態では、第２の任意層は、粘弾性導光体の屈折率よりも高い
屈折率を有するポリ（メタ）アクリレートを含む。
【０１０３】
　第２の任意層は、ソーダ石灰ガラス、ホウケイ酸ガラス、アクリルガラス、飴ガラスな
どの、硬く、脆性のある無定形固体を通常含む、ガラスを含むことができる。
【０１０４】
　第２の任意層は、剥離ライナを備えることができる。剥離ライナは、一般的に、接着層
と接触するために接着力の低い表面を有する。剥離ライナは、クラフト紙などの紙、又は
ポリ（塩化ビニル）、ポリエステル、ポリオレフィン、セルロースアセテート、エチレン
ビニルアセテート、ポリウレタンなどの高分子フィルムを含むことができる。剥離ライナ
は、シリコーン含有材料又はフッ化炭素含有材料などの剥離剤の層でコーティングするこ
とができる。剥離ライナは、紙、又はシリコーン含有材料でコーティングされたポリエチ
レンでコーティングされている高分子フィルムを含むことができる。代表的な剥離ライナ
としては、ポリエチレンテレフタレートフィルム上にシリコーン剥離コーティングを有す
る、「Ｔ－３０」及び「Ｔ－１０」という商品名でＣＰ　Ｆｉｌｍｓ　Ｉｎｃ．から市販
されているライナが挙げられる。
【０１０５】
　代表的な剥離ライナとしては、構造化された剥離ライナが挙げられる。代表的な剥離ラ
イナには、ミクロ構造化剥離ライナ（microstructured release liner）と呼ばれるもの
が含まれる。ミクロ構造化剥離ライナは、接着層の表面上にミクロ構造を付与するために
使用される。ミクロ構造化表面は、接着層と隣接層との間の空気の退出を補助することが
できる。一般的に、光学的性質への干渉を防ぐために、ミクロ構造は、時間とともに消失
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することが望ましい。ミクロ構造は、一般的に、少なくとも二次元において微細な（つま
り局所及び／又は断面図が微細な）三次元構造体である。本明細書で用いるとき、「微細
な」とは、顕微鏡の助けなしに目視で解像するのが困難である寸法を指す。
【０１０６】
　ミクロ構造は、様々な形状を取ることができる。代表的な例としては、半球、プリズム
（正方形プリズム、矩形プリズム、円筒形プリズム、及びその他類似の多角形の特徴など
）、角錐、楕円形、溝（Ｖ溝など）、チャネルなどが挙げられる。場合によっては、物品
が層に積層されるときに接合界面における空気の退出を促進するトポグラフィーの特徴を
含めることが望ましいこともあり得る。この点で、物品の端部まで延出できるＶ溝及びチ
ャネルが、特に有用である。ミクロ構造を特徴付ける特定の寸法及びパターンは、物品が
意図される特定の用途に基づいて選択される。有用なミクロ構造の別の例が、米国特許第
２００７／０２９２６５０　Ａ１号（Ｓｕｚｕｋｉ）に説明されており、そこではミクロ
構造化された接着層表面は、表面の内部領域のみに存在しかつ層の側面には開放されてい
ない、１つ以上の溝を有する。これらの溝は、上から見て直線、分岐した直線、十字、円
、楕円、又は多角形の形状にすることができ、それぞれの形状は、複数の不連続な溝で構
成されることができる。これらの溝は、５～１００マイクロメートルの幅、及び５～５０
マイクロメートルの深さを有することができる。
【０１０７】
　一部の実施形態では、第２の任意層は、像をもたらすために使用することができる。像
をもたらすために、粘弾性導光体及び第２の任意層の様々な異なる構成体を作製すること
ができる。第２の任意層は、層のどちらか一方に印刷された像を含むことができ、又は像
を層内に埋め込むことができる。像は、第２の任意層の材料とは異なる１つ以上の材料を
含むことができ、その１つ以上の材料は、像をもたらすよう配置された、層の領域内にあ
ってよい。これらの領域は、特定の画像形成材料に応じて、波長の特定の範囲内で光を反
射又は光を透過させるように設計される。
【０１０８】
　画像形成材料は、インクジェット印刷、レーザー印刷、静電印刷などの、印刷又はマー
キングによって堆積させることができる。像は、白黒像のような単色であってもよく、色
付きの像であってもよい。像は、例えば均一な色の層など、全体に１つ以上の色を含むこ
とができる。一般的又はカスタム表面を提供する像を使用することができる。例えば、像
は、光学物品が、プラスチック、金属粒子若しくは木目、布地、革、不織布などのように
見えるように設計することができる。また、像は、表面又は境界面上に配置することので
きる白点を含むことができる。白点は、例えば米国特許第２００８／２３２１３５　Ａ１
号（Ｋｉｎｄｅｒら）に記載される、従来の固体導光体の抽出機構についての記載のよう
に配置することができる。有用な画像形成材料には、波長の特定の範囲内の全て又は一部
の光を反射するものが含まれる。有用な画像形成材料には、波長の特定の範囲内の全て又
は一部の光を透過するものが含まれる。代表的な画像形成材料には、顔料及び染料といっ
た着色剤が含まれる。また画像形成材料は、フォトニック結晶を含むこともできる。
【０１０９】
　第３の任意層は、再帰反射フィルムによって再帰反射中の光を反射する反射体であって
もよい。一部の実施形態では、反射体は、光の反射角が入射角の約１６°以内である、鏡
面反射体を含む。鏡面反射体は、入射角の一部の範囲にわたり、反射体として完全に又は
ほぼ完全に正反射性であってもよい。また、鏡面反射体は、例えば可視領域など、電磁ス
ペクトルの特定の領域にわたり、約８５～約１００％、約９０～約１００％、又は約９５
～約１００％の反射性を有することができる。好適な鏡面反射体としては、ガラス上にコ
ーティングされた一般的に金属である反射材料フィルムを備えた、平面鏡のような鏡が挙
げられる。
【０１１０】
　一部の実施形態では、反射体は、反射体上への入射光が拡散反射体の表面で反射及び散
乱される、拡散反射体を含む。拡散反射体については、所定の入射角の光は、複数の反射
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角で反射し、反射角の少なくとも一部は、入射角の約１６°を超える。拡散反射体は、入
射光の一部の範囲にわたり、完全に又はほぼ完全に反射性であってもよい。また、拡散反
射体は、例えば可視領域など、電磁スペクトルの特定の領域にわたって、約８５～約１０
０％、約９０～約１００％、又は約９５～約１００％の反射性を有することができる。拡
散反射体は、基板上に配置された有機粒子、無機粒子、又は有機／無機ハイブリッド粒子
の層を含むことができる。粒子は、高分子材料又は結合剤に分散させてもよい。例えば、
拡散反射体は、ポリエチレンテレフタレートフィルムに装填された硫酸バリウム粒子の層
を含むことができる。
【０１１１】
　第３の任意層は、ポリエステルを含む第１及び第２のポリマー層の交代層を約１０～約
１０，０００有する多層光学フィルムを含むことができる。多層光学フィルムは、スリー
クウォーターミラーを含んでもよい。多層光学フィルムは、鏡を含んでもよい。多層光学
フィルムは、反射フィルム、偏光フィルム、反射偏光フィルム、拡散混合反射偏光フィル
ム、拡散フィルム、輝度増強フィルム、又は転向フィルムを含むことができる。代表的な
多層光学フィルムは、米国特許第５，８２５，５４３号、同第５，８２８，４８８号（Ｏ
ｕｄｅｒｋｉｒｋら）、同第５，８６７，３１６号、同第５，８８２，７７４号、同第６
，１７９，９４８　Ｂ１号（Ｍｅｒｒｉｌｌら）、同第６，３５２，７６１　Ｂ１号、同
第６，３６８，６９９　Ｂ１号、同第６，９２７，９００　Ｂ２号、同第６，８２７，８
８６号（Ｎｅａｖｉｎら）、同第６，９７２，８１３　Ｂ１号（Ｔｏｙｏｏｋａ）、同第
６，９９１，６９５号、同第２００６／００８４７８０　Ａ１号（Ｈｅｂｒｉｎｋら）、
同第２００６／０２１６５２４　Ａ１号、２００６／０２２６５６１　Ａ１号（Ｍｅｒｒ
ｉｌｌら）、同第２００７／００４７０８０　Ａ１号（Ｓｔｏｖｅｒら）、国際特許公開
第ＷＯ　９５／１７３０３号、同第ＷＯ　９５／１７６９１号、同第ＷＯ　９５／１７６
９２号、同第ＷＯ　９５／１７６９９号、同第ＷＯ　９６／１９３４７号、同第ＷＯ　９
７／０１４４０号、同第ＷＯ　９９／３６２４８号、及び同第ＷＯ　９９／３６２６２号
に記載されている。代表的な鏡面反射体としては、例えば、３Ｍ（商標）Ｃｏｍｐａｎｙ
から入手可能なもの、例えばＨｉｇｈ　Ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ　Ｖｉｓｉｂｌｅ　Ｍｉｒ
ｒｏｒ　Ｆｉｌｍ及びＨｉｇｈ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｍｉｒｒｏｒ　Ｆｉｌｍと
いった３Ｍ（商標）Ｈｉｇｈ　Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　Ｇｒａｄｅ　Ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ
　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ、並びにＶｉｋｕｉｔｉ（商標）Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｓｐｅｃｕｌａ
ｒ　ＲｅｆｌｅｃｔｏｒなどのＶｉｋｕｉｔｉ（商標）フィルムが挙げられる。
【０１１２】
　第３の任意層は、アルミニウムを含むことができる。
【０１１３】
　第３の任意層は、直径が約１００ｎｍ未満の孔を含むナノ構造の多孔性材料を通常含む
、ナノフォームを含むことができる。例えば、第３の任意層は、ゲルの液体成分を空気で
置換した、ゲルに由来する低密度の固体物質であるエアロゲルを含むことができる。使用
することのできる代表的なエアロゲルとして、シリカ、アルミナ、及び炭素のエアロゲル
がある。第３の任意層は、白色粒子で充填されたポリマーフィルムなど、屈折率の低い材
料を含むことができる。
【０１１４】
　バックライト構成
　図４ａは、代表的な光学デバイス４００の概略断面図を示す。この実施形態は、粘弾性
導光体１１０が、再帰反射フィルム１４０の後方、つまり目１２０によって示される観察
者から再帰反射フィルムよりも遠い、バックライト構成の例である。代表的な光学デバイ
ス４００は、上部構造化表面１４１及び下部構造化表面１４２を有する再帰反射フィルム
１４０を更に備える。粘弾性導光体内で伝播する光は、光線４０５によって示されるよう
に、導光体から抽出し、再帰反射フィルム１４０を透過させることができる。
【０１１５】
　バックライト構成では、粘弾性導光体は、再帰反射フィルムに直接的に接触していなく
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てもよい。所望の効果に応じて、粘弾性導光体と再帰反射フィルムとの間に１つ以上の層
を配置することができる。粘弾性導光体と再帰反射フィルムとが接触していない実施形態
を、以下に記載する。
【０１１６】
　バックライト構成では、粘弾性導光体は、再帰反射フィルムと直接的に接触していても
よい。図４ｂは、バックライト構成を有する代表的な光学デバイス４１０の概略断面図を
示す。この実施形態では、粘弾性導光体１１０は、再帰反射フィルム２４０、特に再帰反
射フィルムのシーリングフィルム２４３と直接的に接触している。
【０１１７】
　バックライト構成では、粘弾性導光体は、実質的に構造化されていない、複数の特徴で
構造化された、又は１つの主表面が実質的に構造化されておらず、他方が複数の特徴で構
造化されている、対向する主表面を有することができる。バックライト構成で使用される
粘弾性導光体の構造化表面は、フロントライト構成について上述した構造化表面のいずれ
かを含むことができ、つまりバックライト構成で使用される粘弾性導光体の構造化表面は
、フロントライト構成において使用される粘弾性導光体について上述した、形状、大きさ
、形状及び大きさの組み合わせ、表面構造などを有する、複数の特徴を含むことができる
。更に、バックライト構成における粘弾性導光体の構造化表面の特徴の数及び構成は、フ
ロントライト構成について上述したものと同じとすることができる。フロントライト構成
について上述したように、特徴の形状及び／又は大きさは、粘弾性層から抽出される光の
量及び／又は分配を変更し得る。
【０１１８】
　フロントライト構成について上述したように、バックライト構成において使用される粘
弾性導光体は、少なくとも１つの媒質、例えば空気又は基板、例えば再帰反射フィルム、
高分子フィルム、金属、ガラス、及び／若しくは繊維と通常接触している。様々な代表的
構成体に関し、以下に特定の基板について説明する。便宜上、基板に接触している粘弾性
導光体について以下に記載するが、この基板は、空気などの任意の種類の媒質を含むこと
ができる。粘弾性導光体に接触している特定の再帰反射フィルム又は基板を考えると、導
光体から及び基板によって抽出される光量は、導光体に進入する総光量の約１０～約５０
％、約２０～約５０％、約３０～約５０％、約５０～約７０％、約５０～約８０％、又は
約１０～約９０％にすることができる。粘弾性導光体から再帰反射フィルム又は基板によ
って抽出された光の透過角度は、約５°超～約９５°未満、約５°超～約６０°未満、又
は約５°超～約３０°未満にすることができる。
【０１１９】
　バックライト構成では、粘弾性導光体の屈折率は、再帰反射フィルム又は基板の屈折率
より大きくてよい。粘弾性導光体の屈折率は、再帰反射フィルム又は基板の屈折率と比較
したとき、約０．００２超、約０．００５超、約０．０１超、約０．０２超、約０．０３
超、約０．０４超、約０．０５超、約０．１超、約０．２超、約０．３超、約０．４超、
又は約０．５超であってよい。粘弾性導光体の屈折率は、再帰反射フィルム又は基板の屈
折率よりも小さくてよい。粘弾性導光体の屈折率は、再帰反射フィルム又は基板の屈折率
と比較したとき、約０．００２未満、約０．００５未満、約０．０１未満、約０．０２未
満、約０．０３未満、約０．０４未満、約０．０５未満、約０．１未満、約０．２未満、
約０．３未満、約０．４未満、又は約０．５未満であってよい。粘弾性導光体及び再帰反
射フィルム又は基板は、光にほとんど又は全く変化がない状態で、光を再帰反射フィルム
又は基板内に抽出できるように、同一又はほぼ同一の屈折率を有してよい。粘弾性導光体
及び再帰反射フィルム又は基板の屈折率差は、約０．００１～約０．００２未満にするこ
とができる。粘弾性導光体及び再帰反射フィルム又は基板の屈折率差は、約０．００２～
約０．５、約０．００５～約０．５、約０．０１～約０．５、約０．０２～約０．５、約
０．０３～約０．５、約０．０４～約０．５、約０．０５～約０．５、約０．１～約０．
５、約０．２～約０．５、約０．３～約０．５、又は約０．４～約０．５にすることがで
きる。
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【０１２０】
　バックライト構成では、粘弾性導光体は、所定の用途について必要な際に任意の三次元
バルク形状を有することができる。粘弾性導光体は、正方形又は矩形の層、シート、フィ
ルムなどの形態であってよい。粘弾性導光体は、以下に記載される形状に切断又は分割し
てもよい。
【０１２１】
　バックライト構成では、粘弾性導光体の厚さは、所望の機能を発揮できる限り、特に制
限されない。バックライト構成で使用される粘弾性導光体の厚さは、フロントライト構成
について上述したように、光源に基づき又は光源と併せて、選択することができる。バッ
クライト構成における粘弾性導光体の代表的な厚さは、約０．０１０ｍｍ～約２５．４ｍ
ｍ（０．４ｍｉｌ～約１０００ｍｉｌ）、約０．０２５ｍｍ～約７．６２ｍｍ（１ｍｉｌ
～約３００ｍｉｌ）、約０．０２５ｍｍ～約１．５２ｍｍ（１ｍｉｌ～約６０ｍｉｌ）、
又は約０．０１３ｍｍ～約０．７６ｍｍ（０．５ｍｉｌ～約３０ｍｉｌ）の範囲である。
【０１２２】
　バックライト構成において粘弾性導光体から抽出される光の量及び方向は、フロントラ
イト構成について上述したように、最低限でも、特徴の形状、大きさ、数、構成など、粘
弾性導光体の及び導光体が接触している媒質の屈折率、粘弾性導光体の形状及び大きさ、
並びに粘弾性導光体への進入が許されている光の角度分布によって制御することができる
。これらの変数は、導光体に進入する総光量に対し、約１０～約５０％、約２０～約５０
％、約３０～約５０％、約５０～約７０％、約５０～約８０％、又は約１０～約９０％の
光が粘弾性導光体から抽出されるように、選択することができる。
【０１２３】
　バックライト構成で使用される粘弾性導光体は、１つ以上の粘弾性材料を含む。有用な
粘弾性材料は、フロントライト構成において使用される粘弾性導光体について上述されて
いる。バックライト構成で使用される粘弾性導光体は、必要に応じて、上述のように１つ
以上の添加剤を含むことができる。
【０１２４】
　フロントライト構成について上述した再帰反射フィルムは、バックライト構成での使用
に適している。
【０１２５】
　バックライト構成では、粘弾性導光体及び再帰反射フィルムの特定の組み合わせを考え
ると、再帰反射フィルムを透過する光量は、導光体に進入する総光量に対し、約１０％を
超える、約２０％を超える、約３０％を超える、約４０％を超える、約５０％を超える、
約６０％を超える、約７０％を超える、約８０％を超える、又は約９０％を超えることが
できる。粘弾性導光体及び再帰反射フィルムの特定の組み合わせを考えると、再帰反射フ
ィルムを透過する光量は、導光体に進入する総光量の約１０～約５０％、約２０～約５０
％、約３０～約５０％、約５０～約７０％、約５０～約８０％、又は約１０～約９０％に
することができる。
【０１２６】
　一般的に、バックライト構成で使用される粘弾性導光体は、光源から発せられる光の少
なくとも一部を受光するように適応されている。一部の実施形態では、光源は、光結合が
生じるように粘弾性導光体に押し込むことができるため、特別な設計の入力面を必要とし
なくてもよい。一部の実施形態では、例えば導光体がＰＳＡを含む場合など、光源を粘弾
性導光体に付着させることができる。一部の実施形態では、光源は、粘弾性導光体内に埋
め込むことができる。フロントライト構成について上述したように、粘弾性導光体は、光
源から受光するように適応された入力面を含んでもよく、又は光源から発せられる光の少
なくとも一部との光結合を促進するために抽出物品若しくは結合剤を使用してもよい。
【０１２７】
　バックライト構成では、光源及びその動力供給手段は、フロントライト構成について上
述したものと同じとすることができる。
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【０１２８】
　本明細書に記載する光学デバイスの光学物品は、特定の用途に応じて、様々な多層構成
体で使用することができる。図５は、光学物品５０１及び光源１０５を含む、代表的な光
学デバイス５００の概略断面図を示す。このバックライト構成では、粘弾性導光体１１０
は、目１２０によって示される観察者から、より離れている。光源１０５は、光源から発
せられる光が粘弾性導光体１１０に進入し、かつ全反射によって層内部で輸送されるよう
に、粘弾性導光体１１０に対して位置づけられる。光学物品５０１は、再帰反射性シーテ
ィング２４０を含む。一般的に、本明細書に記載する再帰反射フィルムは、再帰反射性シ
ーティング２４０の代わりに使用し得るものであり、例えば再帰反射フィルム１４０を使
用することができる。光学物品５０１は、第１の任意層５０５、第２の任意層５１０、及
び第３の任意層５１５を備える。
【０１２９】
　バックライト構成では、第１及び／又は第２の任意層は、粘弾性導光体から抽出され、
かつ／又は再帰反射フィルムを透過中の、光の挙動に干渉するように又は干渉しないよう
に設計することができる。第１及び／又は第２の任意層は、実質的に構造化されていない
、複数の特徴で構造化された、又はそれらの組み合わせである、対向する主表面を有する
ことができる。例えば、主表面５１１は、光を好ましい角度分布に方向づけるにあたり特
に有用な（図１ｄの表面１７６について示されるような）レンズを含む特徴を有すること
ができる。
【０１３０】
　第１及び／又は第２の任意層の厚さは、光学デバイスが要望どおりに機能し得る限り、
制限されない。第１及び／又は第２の任意層の代表的な厚さは、約０．０１０ｍｍ～約２
５．４ｍｍ（０．４ｍｉｌ～約１０００ｍｉｌ）の範囲である。
【０１３１】
　第１及び／又は第２の任意層は、多様な光透過性及び曇り特性を有することができる。
一部の実施形態では、第１の任意層は、可視光スペクトルの少なくとも一部にわたり約８
０～約１００％、約９０～約１００％、約９５～約１００％、又は約９８～約１００％と
いう高い光透過率を有する光学的に透明な基板を含む。一部の実施形態では、第１の任意
層は、例えば約０．１～約７０％、約０．１～約５０％、又は約０．１～約２０％という
低い光透過率を有する。一部の実施形態では、第１の任意層は、約０．０１～約５％未満
、約０．０１～約３％未満、又は約０．０１～約１％未満のヘイズ値を有する。一部の実
施形態では、第１の任意層は、曇りがあり、光、特に可視光を拡散させる。曇った第１の
任意層は、約５～約９０％、約５～約５０％、又は約２０～約５０％のヘイズ値を有し得
る。一部の実施形態では、第１の任意層は、光を反射かつ透過させる半透明である。
【０１３２】
　一部の実施形態では、第１及び／又は第２の任意層は、高分子フィルムを含む。有用な
高分子フィルムとしては、セルロースアセテート、ポリ（メタ）アクリレート（アクリレ
ート及び／又はメタクリレート）、ポリエーテルスルホン、ポリウレタン、ポリエステル
、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレート、ポリ塩化ビニル、シンジオタクチック
ポリスチレン、環状オレフィンコポリマー、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン
ナフタレート、ナフタレンジカルボン酸系コポリマー若しくは配合物、又はそれらの何ら
かの組み合わせが挙げられる。一部の実施形態では、第１の任意層は、粘弾性導光体の屈
折率よりも高い屈折率を有するポリ（メタ）アクリレートを含む。
【０１３３】
　第１及び／又は第２の任意層は、ソーダ石灰ガラス、ホウケイ酸ガラス、アクリルガラ
ス、飴ガラスなどの、硬く、脆性のある無定形固体を通常含む、ガラスを含むことができ
る。
【０１３４】
　第２の任意層は、上述した剥離ライナを備えることができる。
【０１３５】
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　一部の実施形態では、第２の任意層は、上述のように像をもたらすために使用すること
ができる。一部の実施形態では、第２の任意層は接着剤であってもよい。有用な接着剤と
しては、光学的に透明な接着剤、光拡散性接着剤、放射線硬化性接着剤、熱硬化性接着剤
、ホットメルト接着剤、コールドシール接着剤、熱活性化接着剤、室温硬化性接着剤が挙
げられる。
【０１３６】
　バックライト構成では、第３の任意層を、粘弾性導光体内を輸送中の光を反射する反射
体にすることができる。有用な反射体としては、鏡面反射体及び拡散反射体が挙げられる
。第３の任意層は、多層光学フィルムを含むことができる。
【０１３７】
　第３の任意層は、直径が約１００ｎｍ未満の孔を含むナノ構造の多孔性材料を通常含む
、ナノフォームを含むことができる。例えば、第３の任意層は、ゲルの液体成分を空気で
置換した、ゲルに由来する低密度の固体物質であるエアロゲルを含むことができる。使用
することのできる代表的なエアロゲルとして、シリカ、アルミナ、及び炭素のエアロゲル
がある。第３の任意層は、白色粒子で充填されたポリマーフィルムなど、屈折率の低い材
料を含むことができる。
【０１３８】
　フロント及びバックライト構成
　フロント及びバックライト構成のいずれにおいても、粘弾性導光体は、光源から発せら
れる光の少なくとも一部を受光するように適応されている。一部の実施形態では、光源は
、光結合が生じるように粘弾性導光体に押し込むことができるため、特別な設計の入力面
を必要としなくてもよい。一部の実施形態では、例えば導光体がＰＳＡを含む場合など、
光源を粘弾性導光体に付着させることができる。一部の実施形態では、光源は、粘弾性導
光体内に埋め込むことができる。
【０１３９】
　一部の実施形態では、粘弾性導光体は、光源から受光するように適応された入力面を含
む。入力面は、光結合手段及び／又は特定の光源に応じて、様々なトポグラフィーを有す
ることができる。入力面は、適切な曲率を有することができる。入力面を含む入力端は、
光源の凸レンズを受容するために、例えば凹状の半球型空洞など、特定の空洞を有しても
よい。あるいは、入力面は、光源からの光を粘弾性導光体内に光結合するために、プリズ
ム又はレンズのような屈折構造を有してもよい。
【０１４０】
　一部の実施形態では、光源と入力端との間に配置された抽出物品を使用して、光源から
発せられる光の少なくとも一部との光結合を促進することができる。有用な抽出物品は、
光源から光を抽出するための適切な曲率を有し得る。粘弾性導光体及び光源の一部の要素
の屈折率を適合させるために、結合剤を使用してもよい。粘弾性導光体を光源の何らかの
部分に取り付け、次に熱及び／又は光を用いて硬化させて架橋材料を形成するために、架
橋可能な材料を使用してもよい。
【０１４１】
　結合剤は、シリコーンゲルを含むことができる。シリコーンゲルは架橋されてもよい。
シリコーンゲルは、シリコーンオイルと混合してもよい。シリコーンゲルは、例えばジメ
チルシリコーン、ジフェニルシリコーン、又はフェニルメチルシリコーンのような、１つ
以上のシリコーン材料を含み得る。シリコーンゲルは、架橋されたフェニルメチルシリコ
ーン部分を含んでもよい。シリコーンゲルは、架橋されたフェニルメチルシリコーン部分
及びフェニルメチルシリコーンオイルを含んでもよい。シリコーンゲルは、架橋されたフ
ェニルメチルシリコーン部分及びフェニルメチルシリコーンオイルを、重量比０．２：１
～５：１で含むことができる。シリコーンゲルは、架橋されたフェニルメチルシリコーン
を含んでもよい。シリコーンゲルの代表的な使用は、参照によって本明細書に引用された
こととする米国特許第７，３１５，４１８号（ＤｉＺｉｏら）に記載されている。
【０１４２】
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　フロント及びバック構成のいずれにおいても、光源は、光源からの光の少なくとも一部
が導光体に進入することができるように、粘弾性導光体に光結合させることができる。例
えば、光源は、光源から発せられた光の約１～約１０％、約１～約２０％、約１～約３０
％、約１～約４０％、約１～約５０％、約１～約１００％、約１～約１００％、約５０～
約１００％、又は約１～約１００％が粘弾性導光体に進入するように、粘弾性導光体に対
して光結合させることができる。光源は、ランダムな又は特定の角度分布を有する光を発
することができる。
【０１４３】
　光源は、任意の適した光源を含むことができる。代表的な光源としては、冷陰極蛍光ラ
ンプなどの線光源、及び発光ダイオード（ＬＥＤ）などの点光源が挙げられる。代表的な
光源として、有機発光デバイス（ＯＬＥＤ）、白熱電球、蛍光灯、ハロゲンランプ、紫外
線電球、赤外線源、近赤外線源、レーザー、ケミカルライト源も挙げられる。一般的に、
光源から発せられる光は、可視であっても不可視であってもよい。少なくとも１つの光源
を使用することができる。例えば、１～約１０，０００の光源を使用することができる。
光源は、粘弾性導光体の端又は端近くに配置される１列のＬＥＤを含むことができる。光
源は、ＬＥＤから発せられた光が所望の領域全体にわたって継続的又は均一に粘弾性導光
体を照らし出すように回路上に配置されたＬＥＤを含むことができる。光源は、色が粘弾
性導光体内で混合され得るよう、異なる色の光を発するＬＥＤを含むことができる。これ
により、使用中、異なる時点で異なって表示されるように、グラフィックを設計すること
が可能になる。
【０１４４】
　光源には、任意の適切な手段で電力供給することができる。光源には、電池、直流電源
、交流－直流電源、交流電源、又は太陽光発電セルを用いて電力供給することができる。
【０１４５】
　粘弾性導光体は、粘弾性材料の作製に一般的に使用される任意の方法又はプロセスを使
用して、作製することができる。一般的なプロセスは、連続鋳造及び硬化、押し出し成形
、ミクロ複製、及びエンボス方法といった連続的なプロセスを含む。架橋など、材料を硬
化させる必要のあるプロセスには、様々な種類の放射を使用することができる。従来の成
形プロセスを使用することもできる。型は、型材をミクロ加工及び研磨して、所望の特徴
、構造化表面などを作り出すことにより作製することができる。粘弾性導光体及び型の表
面の構造化には、レーザーアブレーションを使用することができる。これらのプロセスの
更に詳細な説明は、上記に引用したＳｈｅｒｍａｎらの参照文献に記載されている。
【０１４６】
　粘弾性導光体及び再帰反射フィルムを備える光学物品は、多くの方法で作製することが
できる。一部の実施形態では、導光体及び再帰反射フィルムは、別個に作製し、接触させ
、指圧、ハンドローラー、エンボッサー、又はラミネータで押しつけ合わせることができ
る。一部の実施形態では、再帰反射フィルム材を導光体上にコーティングすることによっ
て、再帰反射フィルムを粘弾性導光体上に形成することができる。次いで、再帰反射フィ
ルム材を処理して再帰反射フィルムを形成することができる。例えば、再帰反射フィルム
材を粘弾性導光体上に層状に押し出し成形し、材料を冷却し固化して再帰反射フィルムを
形成することができる。あるいは、再帰反射フィルム材は、硬化性であってよく、加熱及
び／又は放射線の適用により処理して再帰反射フィルムを形成することができる。再帰反
射フィルム材は、溶媒を含むことができ、再帰反射フィルムは、その溶媒を除去すること
により形成される。
【０１４７】
　一部の実施形態では、再帰反射フィルム上に粘弾性材料をコーティングすることによっ
て、粘弾性導光体を再帰反射フィルム上に形成することができる。次いで、粘弾性材料を
処理して粘弾性導光体を形成することができる。例えば、粘弾性材料を再帰反射フィルム
上に層状に押し出し成形し、材料を冷却し固化して導光体を形成することができる。ある
いは、粘弾性材料は、硬化性であってよく、加熱及び／又は放射線の適用により処理して
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導光体を形成することができる。粘弾性材料は、溶媒を含むことができ、導光体は、その
溶媒を除去することにより形成される。
【０１４８】
　再帰反射フィルム材又は粘弾性材料が硬化性である場合は、部分的に硬化されたそれぞ
れ再帰反射フィルム又は導光体を有する光学物品を作製することができる。再帰反射フィ
ルム材又は粘弾性材料が硬化性である場合は、材料が架橋されるように、化学的に硬化す
る材料を使用することができる。再帰反射フィルム材又は粘弾性材料が硬化性である場合
は、再帰反射フィルム材を、別の材料又は光源との接触の前、後、又は間に硬化させるこ
とができる。
【０１４９】
　再帰反射フィルム材又は粘弾性材料が光を用いて硬化可能である場合、光源を材料に光
結合させ、光源から光を注入することにより硬化を実施することができる。
【０１５０】
　再帰反射フィルムは、粘弾性導光体の表面を構造化するために使用することができ、例
えば粘弾性導光体は、自ら構造化せずにむしろ再帰反射フィルムの構造化表面に接触した
ときに構造化されるようにすることができる。再帰反射フィルムの表面を変形させて境界
面を作り出すように、粘弾性導光体に構造化表面をもたせることも可能である。
【０１５１】
　本明細書において開示する光学物品及び光学デバイスは、任意の数の方法で提供するこ
とができる。光学物品及び光学デバイスは、平らに置いたシート又はストリップとして提
供することができ、又は巻き上げてロールを形成してもよい。光学物品及び光学デバイス
は、単一の物品としてパッケージ化してもよいし、複数、セットなどにすることもできる
。光学物品及び光源は、アセンブリ形態、つまり光学デバイスとして提供してもよい。光
学物品及び光源は、両者が互いに別個であり、ある時点で使用者により組み立てられるキ
ットとして提供してもよい。光学物品及び光源はまた、使用者のニーズに応じて様々に組
み合わせることができるように、別個に提供してもよい。光学物品及び光学デバイスは、
点灯させるために、一時的に又は恒久的に組み立ててもよい。
【０１５２】
　本明細書に開示する光学物品は、特定の使用に応じて変更することができる。例えば、
光学物品は、はさみ又は打抜き方法を用いるなど、任意の適切な手段で切断又は分割する
ことができる。特に有用な打抜き方法が、参照によって本明細書に引用されたこととする
米国仮出願シリアル番号第６１／０４６８１３号（６４０３３ＵＳ００２、Ｓｈｅｒｍａ
ｎら）に記載されている。光学物品及びデバイスは、英字、数字、及び正方形、矩形、三
角形、星といった幾何学的図形など、異なる形状に切断又は分割することができる。
【０１５３】
　光学物品及び光学デバイスは、グラフィックアートの用途向けなど、看板に使用するこ
とができる。光学物品及び光学デバイスは、窓、壁、壁紙、壁掛け、写真、ポスター、ビ
ルボード、柱、ドア、フロアマット、車両、又は看板が使用される任意の場所の上又は中
に使用することができる。代表的な光学物品は、２００９年４月１６日に申請された米国
特許第６１／１６９９７３号（６４３４７ＵＳ００８、Ｓｈｅｒｍａｎら）の図１９に示
される曲面上に使用することができる。
【０１５４】
　光学物品及び光学デバイスは、標識、マーキングなどの両面で光を観察できるように、
両面にすることができる。図６は、光学物品６０１と光源６０５及び６０６とを備えた代
表的な光学デバイス６００の概略断面図を示す。この実施形態では、光は、目６２０及び
６２１によって示されるように、デバイスの両側で観察可能である。第１の粘弾性導光体
６１０及び第２の粘弾性導光体６１１は、第３の任意層６５０の対向する面上に配置され
る。第１の再帰反射フィルム６４０は、第３の任意層６５０とは反対側の第１の粘弾性層
６１０上に配置される。同様に、第２の再帰反射フィルム６４１は、第３の任意層６５０
とは反対側の第２の粘弾性層６１１上に配置される。
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【０１５５】
　光学物品６０１は、第３の任意層６５０の対向する面上のグラフィックがバックライト
構成を有する、両面グラフィックの例である。一般的に、光学物品は、様々な用途につい
て両面になるように設計することができる。両面の光学物品は、２つのバックライト構成
、２つのフロントライト構成、又はそれらの組み合わせを有することができる。
【０１５６】
　光学物品及びデバイスは、光が所望される場所であればどこでも、安全目的で使用する
ことができる。例えば、光学物品及びデバイスは、梯子の１つ以上の踏み段、階段の踏み
段、航空機、映画館などの通路、歩行通路、出口、手すり、作業区間識別標識及びマーキ
ングを照明するために使用することができる。これらの用途の１つに関する代表的な光学
物品が、２００９年４月１６日に申請された米国特許第６１／１６９９７３号（６４３４
７ＵＳ００８、Ｓｈｅｒｍａｎら）の図２０に示されている。
【０１５７】
　光学物品及び光学装置は、読書灯、帽子、オーナメント、ロープライト、風船、ギフト
バッグ、挨拶状、包装紙などのパーティ及び祝日の装飾、デスクマット、マウスパッド、
メモ帳ホルダー、筆記用具などのデスク及びコンピュータの付帯物、釣り用疑似餌などの
スポーツ用品、編み針などの手芸用品、歯ブラシなどの身の回り品、時計の文字盤、ライ
トスイッチ用ウォールプレート、フック、工具などの家庭及びオフィス用品といった、様
々な品目に使用することができる。これらの用途の１つに関する代表的な光学物品が、２
００９年４月１６日に申請された米国特許第６１／１６９９７３号（６４３４７ＵＳ００
８、Ｓｈｅｒｍａｎら）の図２１に示されている。
【０１５８】
　光学物品及び光学デバイスは、装飾及び／又は安全目的で衣服及び装身具上に使用する
ことができる。例えば、光学物品及び光学デバイスは、サイクリストの上着上又は鉱山労
働者のヘッドギア上に使用することができる。別の例を挙げると、光学物品及び光学デバ
イスは、腕時計のストラップ及びリストバンドの上若しくは中、又は時計の文字盤の上若
しくは中に使用することができる。これらの用途の１つに関する代表的な光学物品が、２
００９年４月１６日に申請された米国特許第６１／１６９９７３号（６４３４７ＵＳ００
８、Ｓｈｅｒｍａｎら）の図２２に示されている。
【０１５９】
　光学物品及び光学デバイスは、光が必要又は所望される場所であればどこでも使用する
ことができる。光学物品及び光学デバイスを棚の上部表面上に配置して、それぞれ物品又
はデバイスからの光が、上方向に発せられるようにすることができる。同様に、光学物品
及び光学デバイスを棚の下部表面上に配置して、それぞれ物品又はデバイスからの光が、
下方向に発せられるようにすることができる。光学物品及び光学デバイスは、光透過性部
分を有する棚の上又は内部に配置することもできる。物品及びデバイスは、光が光透過性
部分から発せられるように配置することができる。これらの用途の１つに関する代表的な
光学物品が、２００９年４月１６日に申請された米国特許第６１／１６９９７３号（６４
３４７ＵＳ００８、Ｓｈｅｒｍａｎら）の図２３に示されている。
【０１６０】
　光学物品及びデバイスは、懐中電灯として使用することができる。例えば、光学物品及
び光学デバイスは、手持ち式電子機器の電池のカバープレート又はその他の部分の、外部
又は内部上に配置することができる。光学物品及び光学デバイスは、電子機器の電池に配
線接続してもしなくてもよいが、自らの電源を有し得る。電子装置の電池カバーは、ディ
スプレイを備えるデバイスの残りの部分から取り外し可能にしてもしなくてもよい。
【０１６１】
　光学物品及び光学デバイスは、自動車、海上船舶、バス、トラック、鉄道車両、トレー
ラー、航空機、及び航空宇宙機といった車両向けに使用することができる。光学物品及び
デバイスは、外部、内部、又は任意の中間の表面を含む、車両のほぼどの表面上において
も使用することができる。例えば、光学物品及びデバイスは、車両の外部及び／又は内部
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のドアハンドルを照らし出すのに使用することができる。光学物品及びデバイスは、トラ
ンクコンパートメントの照明に使用することができ、例えば、トランクのふたの下側又は
コンパートメント内に配置することができる。光学物品及びデバイスは、バンパー、スポ
イラー、床板、窓上に、テールライト、シルプレートライト、パドルライト、非常灯、中
央ハイマウント停止灯、若しくは車幅灯及びマーカー上に、又はこれらとして使用できる
。光学物品及びデバイスは、エンジンコンパートメント内部の照明に使用することができ
、例えばボンネットの下側、コンパートメント内、又はエンジン部品上に配置することが
できる。
【０１６２】
　光学物品及びデバイスは、ドアの外部及び内部パネル間の車両ドアの端面上に使用する
こともできる。これらの光学物品及びデバイスは、使用者、製造者などに様々な情報を提
供するために使用することができる。光学物品及びデバイスは、一般的に点灯領域が表示
される車両の計器盤を照明するために使用することができる。光学物品及びデバイスは、
カップホルダー、コンソール、取っ手、座席、ドア、ダッシュボード、ヘッドレスト、ハ
ンドル、ホイール、携行型ライト、コンパスなど、その他の内部品目上に使用することが
できる。光学物品及びデバイスは、後方若しくは助手席領域で読書灯に、又は車両内部の
アンビエント照明の提供に使用することができる。２００９年４月１６日に申請された米
国特許第６１／１６９９７３号（６４３４７ＵＳ００８、Ｓｈｅｒｍａｎら）の図２４に
は、光学物品２４００及び２４０１を有する代表的な自動車が示されている。
【０１６３】
　光学物品及び光学デバイスは、品目の製造において、又は品目の交換部品として使用す
ることができる。例えば、光学物品及び光学デバイスは、自動車製造業者、又は自動車の
何らかの特定の部品の組立若しくは修理のための自動車修理工場に販売することができる
。２００９年４月１６日に申請された米国特許第６１／１６９９７３号（６４３４７ＵＳ
００８、Ｓｈｅｒｍａｎら）の図２５には、テールライト２５００を有する代表的な自動
車が示されている。光学物品又は光学デバイス（図示せず）は、一般的に赤、黄、又は透
明のプラスチックである、テールライトの外部層の後方に配置される。テールライトは、
光源として電球又はＬＥＤを有する空洞を含んでもよい。光学物品又はデバイスを、光源
の代わりに空洞内で使用してもよい。あるいは、テールライトは、空洞を含まなくてもよ
く、又は今日の自動車で使用されているよりもずっと小さい空洞を少なくとも含んでもよ
い。光学物品又は光学デバイスは、テールライトの全体的寸法が縮小されるように、テー
ルライトの外部層の後方又は内部に配置することができる。
【０１６４】
　光学物品及び光学デバイスは、交通標識、道路標識、ハイウェイの分離帯及び障壁、料
金所、路面標識、並びに作業区間の識別標識及びマーキング用など、交通安全のために使
用することができる。光学物品及びデバイスは、装飾用、車両登録などの情報を提供する
ためなど、ナンバープレート上に使用することができる。光学物品及びデバイスは、ナン
バープレートが側方、上部などから照らし出されるように、ナンバープレート付近に光を
もたらすために使用することもできる。
【０１６５】
　光学物品及び光学デバイスは、バックライトアセンブリと呼ばれることもある、中空の
光再利用空洞を含む照明器具とともに使用することができる。バックライトアセンブリは
、看板又は照明全般に使用することができる。代表的なバックライトアセンブリは、参照
によって本明細書に引用されることとなる国際特許公開第ＷＯ　２００６／１２５１７４
号（Ｈｏｆｆｍａｎら）及び米国特許第２００８／００７４９０１号（Ｄａｖｉｄら）に
開示されている。本明細書に開示する光学物品及び光学デバイスは、これらの参照文献に
記載される光源に代えて使用することができる。
【０１６６】
　図７は、代表的なバックライトアセンブリ７００の概略断面図を示す。バックライトア
センブリは、複数の内面７０６ａ～ｃと、断面の平面に実質的に平行な対向する２つの側
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面７０７ａ及びｂ（図示せず）と、を有するハウジング７０５を備える。これらの内面７
０６ａ～ｃ並びに７０７ａ及びｂのうちの少なくとも１つは、反射性である。バックライ
トアセンブリ７００は、アセンブリの底部に沿って配置された光源７１０も備えるが、こ
れらの光源は、ハウジングのその他のいずれの側面に沿って配置してもよい。バックライ
トアセンブリ７００は、光学物品７２０も含む。ハウジング７０５及び光学物品７２０は
、密閉されたバックライトを形成する。ハウジング７０５は、金属及び／又はポリマーを
含んでもよい。反射性の内面は、上記の反射体及び反射面のいずれかを備えることができ
る。
【０１６７】
　本実施形態では、光学物品７２０は、多層光学フィルム７２１、多層光学フィルム上に
配置された粘弾性導光体７２２、多層光学フィルムとは反対側の導光体上に配置された再
帰反射フィルム７２３、及び導光体とは反対側の再帰反射フィルム上に配置された追加層
７２４を備える。多層光学フィルムは、上述のようにスリークウォーターミラーを含むこ
とができる。粘弾性導光体７２２及び再帰反射フィルム７２３は、それぞれ上記のいずれ
かを含むことができる。追加層７２４は、密閉されたバックライトの内部から外部照明装
置７００に光を透過させる任意の材料を含むことができる。追加層７２４は、拡散性かつ
／又は半透明であってよい高分子フィルムを含むことができる。高分子フィルム７２４は
、上記及び２００９年４月１６日に申請された米国特許第６１／１６９９７３号（６４３
４７ＵＳ００８、Ｓｈｅｒｍａｎら）に記載されるように、像をもたらすこともできる。
【０１６８】
　光学物品及び光学デバイスは、携帯電話、パーソナルデジタル端末、ＭＰ３プレーヤー
、デジタルフォトフレーム、モニタ、ラップトップコンピュータ、ミニ投影機などの投影
機、ＧＰＳディスプレイ、テレビといった、表示装置の上又は中に使用することができる
。光学物品は、表示装置の表示パネルの背後から光を当てるために使用される従来の導光
体の代わりに使用することができる。例えば、粘弾性導光体は、１つ以上の実質的に線又
は点の光源からの光を配光する中実又は中空の導光体に代えて使用することができる。表
示装置は、表示コンポーネントを粘弾性導光体に結合するための接着剤を必要とすること
なく、組み立てることができる。代表的な表示装置としては、ＬＣＤ及びプラズマ表示パ
ネルを有するものが挙げられる。代表的な表示装置は、２００９年４月１６日に申請され
た米国特許第６１／１６９９７３号（６４３４７ＵＳ００８、Ｓｈｅｒｍａｎら）、米国
特許第２００８／２３２１３５　Ａ１号（Ｋｉｎｄｅｒら）及び米国特許第６，１１１，
６９６号（Ａｌｌｅｎら）に記載されている。
【０１６９】
　光学物品及びデバイスは、上述した表示装置を含む、様々な電子装置における点灯ボタ
ン及びキーパッドに使用することができる。この場合、光学物品及びデバイスは、いずれ
も参照によって本明細書に引用されたこととする、２００９年４月１６日に申請された米
国特許第６１／１６９９７３号（６４３４７ＵＳ００８、Ｓｈｅｒｍａｎら）、同第７，
４９８，５３５号（Ｈｏｙｌｅ）、同第２００７／０２７９３９１　Ａ１号（Ｍａｒｔｔ
ｉｌａら）、同第２００８／００５３８００　Ａ１号（Ｈｏｙｌｅ）、及び米国特許シリ
アル番号第１２／１９９８６２号（６３６１９ＵＳ００６、Ｓａｈｌｉｎら）に記載され
る従来の導光体に代えて使用される。
【０１７０】
　本明細書に開示する光学物品及び光学デバイスは、セキュリティフィルム又はラミネー
トに組み込むことができる。これらのセキュリティラミネートは、下にある品目が不正変
更されることのないように文書又はパッケージを保護するために使用される。セキュリテ
ィラミネートは、運転免許、パスポート、不正開封防止シールなどを作製するのに使用す
ることができる。代表的なセキュリティフィルム構成体は、いずれも参照によって本明細
書に引用されたこととする、米国特許第５，５１０，１７１号（Ｆａｙｋｉｓｈ）、同第
６，２８８，８４２号（Ｆｌｏｒｃｚａｋら）、及び米国特許シリアル番号第１２／２５
７２２３号（６４８１２ＵＳ００２、Ｅｎｄｌｅら）に記載されている。
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【０１７１】
　図８は、粘弾性導光体８０１及び再帰反射フィルム８０２を備える代表的な光学物品８
００の概略断面図を示す。再帰反射フィルム８０２は、ホログラフィックフィルムを含ん
でもよい。類似の構成体が、Ｆａｙｋｉｓｈの図１に示されている。接着層８２０は、像
の形状にパターン化されており、この層が、再帰反射フィルム８０２と接着層８２５との
間に配置される。接着層８２５は、保護対象の文書である文書８３０上に配置される。保
護層８４０は、粘弾性導光体の表面、及び／又は保護層と導光体との間にあるその他の層
を保護する。保護層８４０は、一般的に高分子フィルム又はガラスである。光学物品８０
０は、フロントライト構成を有するが、バックライト構成を使用することもできる。
【０１７２】
　光学物品及び光学デバイスは、照明されるナンバープレートの構成体において使用する
ことができる。有用な光学物品としては、米国特許第２００７／０００６４９３号（Ｅｂ
ｅｒｗｅｉｎ）、同第２００７／００３１６４１　Ａ１号（Ｆｒｉｓｃｈら）、同第２０
０７０２０９２４４号（Ｐｒｏｌｌｉｕｓら）、国際特許公開第ＷＯ　２００８／０７６
６１２　Ａ１号（Ｅｂｅｒｗｅｉｎ）、同第ＷＯ　２００８／１２１４７５　Ａ１号（Ｆ
ｒｉｓｃｈ）、同第ＷＯ　２００８／０１６９７８号（Ｗｏｌｌｎｅｒら）、及び同第Ｗ
Ｏ　２００７／９２１５２　Ａ２号（Ｅｂｅｒｗｅｉｎ）に記載されるフロントライト及
びバックライト光学物品が挙げられる。
【０１７３】
　図９は、バックライト構成を有する、代表的なナンバープレートアセンブリ９００の概
略断面図を示す。類似のアセンブリが、Ｐｒｏｌｌｉｕｓらの図６に示されている。ナン
バープレートアセンブリ９００は、光源９０５が配置されるフレーム９０１を含む。粘弾
性導光体９１０は、光源に隣接する。再帰反射フィルム９３０は、目９５０として示され
る観察者にとって、粘弾性導光体の上になるように配置される。再帰反射フィルム９３０
と粘弾性導光体９１０との間には、再帰反射フィルム９３０の屈折率に比べて比較的低い
屈折率を有する何らかの材料９４０が配置される。材料９４０は、上述のように空気、ポ
リマー、又はエアロゲルを含むことができる。表示部９６１を有するナンバープレート９
６０は、接着層９７０で再帰反射フィルム９３０に接着される。粘弾性導光体９１０は、
ＰＳＡを含むことができる。有用な接着剤としては、光学的に透明な接着剤、光拡散性接
着剤、放射線硬化性接着剤、熱硬化性接着剤、ホットメルト接着剤、コールドシール接着
剤、熱活性化接着剤、室温硬化性接着剤が挙げられる。
【０１７４】
　別の代表的なナンバープレートアセンブリは、再帰反射フィルム上に配置された表示部
を含み、それ故ナンバープレート９６０及び接着層９７０の必要性が除去される。この場
合は、ナンバープレートが再帰反射フィルムである。
【０１７５】
　再帰反射性シーティングを含む実施形態では、シーリングフィルムが観察者にとって本
体層よりも近くなるように、シーティングを「反転」させることができる。フロントライ
ト構成では、粘弾性導光体は、シーリングフィルムに隣接する。ポリメチルメタクリレー
トなどの光学透過性フィルムの層（保護用）は、粘弾性導光体の反対側に配置することが
できる。鏡面反射体などの反射体は、粘弾性導光体とは反対側の再帰反射性シーティング
上に配置することができる。バックライト構成では、粘弾性導光体は、本体層に隣接する
。鏡面反射体などの反射体は、粘弾性導光体とは反対側の再帰反射性シーティング上に配
置することができる。
【０１７６】
　「接触している」及び「上に配置された」という用語は、通常、品目全体が要望どおり
に機能できるように２つの品目が互いに隣接していることを説明するのに使用される。こ
れは、その品目が要望どおりに機能する限り、隣接する品目間に追加的な材料が存在して
もよいことを意味し得る。
【実施例】
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【０１７７】
　（実施例１）
　３層の積層体が、１ｍｍの公称厚さ、及びアッベ屈折計で測定された際に１．４７３の
屈折率を有する透明のアクリルＰＳＡを含む３枚のテープ（３Ｍ　ＣｏｍｐａｎｙのＶＨ
Ｂ（商標）Ａｃｒｙｌｉｃ　Ｔａｐｅ　４９１０Ｆ）から作製された。３層の積層体の作
製には、ハンドローラーを使用した。次いで、この３層の積層体を、３Ｍ（商標）Ｃｏｍ
ｐａｎｙの３Ｍ（商標）Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｇｒａｄｅ（商標）Ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ　Ｓ
ｈｅｅｔｉｎｇ（１０．２ｃｍ×２０．３ｃｍ（４インチ×８インチ）の領域）の正面の
表面（観察者側）に積層し、その結果、フロントライトのシーティングとなった。一方の
端からコアＰＳＡに測面発光ＬＥＤを圧入し、光は３層の積層体２０．３ｃｍ（８インチ
）全体を容易に通過し、光が退出する様子が視認可能であった。また、光は、シーティン
グの白い六角形のシールパターンに沿った光源に対して垂直に抽出された。
【０１７８】
　（実施例２）
　９０／１０イソオクチルアクリレート／アクリル酸、０．３重量％のヘキサンジオール
ジアクリレート、及び０．２重量％のＩＲＧＡＣＵＲＥ　６５１光反応開始剤（phototin
itiator）（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ）で処方された接着剤組成物を、２本のリボ
ン状の側面発光ダイオード（ＬＥＤ）を２２．９ｃｍ（９インチ）間隔に（両面接着剤で
）取り付けた、０．１３ｍｍ（５ｍｉｌ）のミラーフィルム（３Ｍ（商標）Ｃｏ．のＶｉ
ｋｕｉｔｉ（商標）Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｓｐｅｃｕｌａｒ　Ｒｅｆｌｅｃｔｏｒ）にコー
ティングした。接着剤組成物は、ノッチバーナイフコーター（notched bar knife coater
）を用いてコーティングし、かつシリコーン剥離ライナ（ＣＰ　Ｆｉｌｍｓ　Ｔ１０　０
．０５ｍｍ（２．０ｍｉｌ）ポリエステル剥離ライナ）で被覆した。低強度の紫外線ラン
プを用いて、接着剤組成物を１５分間硬化させた。ＬＥＤリボンが完全に封入されるよう
に、接着剤組成物を湿潤厚さ１．７８ｍｍ（７０ｍｉｌ）でコーティングした。接着剤は
、厚さ１．０２ｍｍ（４０ｍｉｌ）及び屈折率１．４７４（アッベ屈折計での計測による
）であった。ＬＥＤに電力供給できるように、結合点においてリボンから接着剤を除去し
た。次いで、このＬＥＤが埋め込まれた導光体構成体（２２．９ｃｍ×９１．４ｃｍ（９
インチ×３６インチ）の領域）上に３Ｍ（商標）Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｇｒａｄｅ（商標）Ｄ
Ｇ３　Ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ　Ｓｈｅｅｔｉｎｇ（シリーズ４０００）を積層した。封入
された側面発光ＬＥＤに電力供給し、光はＰＳＡの全長２２．９ｃｍ（９インチ）を容易
に通過し、光が反射性シーティングを通って退出する様子が視認可能であった。
【０１７９】
　（実施例３）
　９０／１０イソオクチルアクリレート／アクリル酸、０．３重量％のヘキサンジオール
ジアクリレート、及び０．２重量％のＩＲＧＡＣＵＲＥ　６５１光反応開始剤（phototin
itiator）（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ）で処方された接着剤組成物を、２本のリボ
ン状の側面発光ダイオード（ＬＥＤ）を２２．９ｃｍ（９インチ）間隔に（両面接着剤で
）取り付けた、０．１３ｍｍ（５ｍｉｌ）のミラーフィルム（３Ｍ（商標）Ｃｏ．のＶｉ
ｋｕｉｔｉ（商標）Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｓｐｅｃｕｌａｒ　Ｒｅｆｌｅｃｔｏｒ）にコー
ティングした。接着剤組成物は、ノッチバーナイフコーターを用いてコーティングし、か
つシリコーン剥離ライナ（ＣＰ　Ｆｉｌｍｓ　Ｔ１０　０．５１ｍｍ（２．０ｍｉｌ）ポ
リエステル剥離ライナ）で被覆した。低強度の紫外線ランプを用いて、接着剤組成物を１
５分間硬化させた。ＬＥＤリボンが完全に封入されるように、接着剤組成物を湿潤厚さ１
．７８ｍｍ（７０ｍｉｌ）でコーティングした。接着剤は、厚さ１．０２ｍｍ（４０ｍｉ
ｌ）及び屈折率１．４７４（アッベ屈折計での計測による）であった。ＬＥＤに電力供給
できるように、結合点においてリボンから接着剤を除去した。次いで、このＬＥＤが埋め
込まれた導光体構成体（２２．９ｃｍ×９１．４ｃｍ（９インチ×３６インチ）の領域）
上に、ポリカーボネートフィルムのない３Ｍ（商標）Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｇｒａｄｅ（商標
）Ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ　Ｓｈｅｅｔｉｎｇを含む可撓性の反射性シーティングを積層し
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た。封入された側面発光ＬＥＤに電力供給し、光はＰＳＡの全長２２．９ｃｍ（９インチ
）を容易に通過し、光が反射性シーティングを通って退出する様子が視認可能であった。
　本発明はまた、以下の内容を包含する。
　（１）光源と、
　粘弾性導光体であって、前記光源から発せられた光が前記粘弾性導光体に進入し、かつ
全反射によって前記導光体内部で輸送される、粘弾性導光体と、
　光の再帰反射に適した再帰反射フィルムであって、前記粘弾性導光体内を輸送中の光が
前記導光体から抽出され、かつ前記再帰反射フィルムの構造化表面から再帰反射する、再
帰反射フィルムと、
　を備える、光学デバイス。
　（２）再帰反射は屈折による反射を含む、項目（１）に記載の光学デバイス。
　（３）再帰反射は回折による反射を含む、項目（１）に記載の光学デバイス。
　（４）光源と、
　粘弾性導光体であって、前記光源から発せられた光が前記粘弾性導光体に進入し、かつ
全反射によって前記導光体内部で輸送される、粘弾性導光体と、
　光の再帰反射に適した再帰反射フィルムであって、前記粘弾性導光体内を輸送中の光が
前記導光体から抽出され、かつ前記再帰反射フィルムを透過する、再帰反射フィルムと、
　を備える、光学デバイス。
　（５）前記粘弾性導光体内を輸送中の光の少なくとも約８０％が前記導光体から抽出さ
れる、項目（１）又は（４）に記載の光学デバイス。
　（６）前記粘弾性導光体が感圧性接着剤を含む、項目（１）又は（４）に記載の光学デ
バイス。
　（７）前記デバイスが可撓性である、項目（１）又は（４）に記載の光学デバイス。
　（８）前記粘弾性導光体が、約９０～約１００％の光透過率と、約０．０１～約５％未
満のヘイズ値と、を有する、項目（１）又は（４）に記載の光学デバイス。
　（９）前記再帰反射フィルムが、前記粘弾性導光体の屈折率よりも大きい屈折率を有す
る、項目（１）又は（４）に記載の光学デバイス。
　（１０）前記粘弾性導光体が前記再帰反射フィルムに接触する、項目（１）又は（４）
に記載の光学デバイス。
　（１１）前記粘弾性導光体と前記再帰反射フィルムとの間に高分子フィルムが配置され
ている、項目（１）又は（４）に記載の光学デバイス。
　（１２）前記再帰反射フィルムがプリズム型再帰反射性シーティングを含む、項目（１
）又は（４）に記載の光学デバイス。
　（１３）前記再帰反射フィルムが鏡上に配置されている、項目（１）又は（４）に記載
の光学デバイス。
　（１４）前記粘弾性層が、印刷されたグラフィックフィルム上に配置されている、項目
（１）又は（４）に記載の光学デバイス。
　（１５）前記粘弾性層がホログラフィックフィルム上に配置されている、項目（１）又
は（４）に記載の光学デバイス。
　（１６）前記粘弾性導光体が、スリークウォーターミラーを含む多層光学フィルム上に
配置されている、項目（１）又は（４）に記載の光学デバイス。
　（１７）前記再帰反射フィルムが再帰反射性シーティングを含み、前記粘弾性導光体が
、前記シーティングとスリークウォーターミラーを含む多層光学フィルムとの間に配置さ
れている、項目（１）又は（４）に記載の光学デバイス。
　（１８）光拡散層が、前記再帰反射フィルムと前記粘弾性導光体との間に配置されてい
る、項目（１）又は（４）に記載の光学デバイス。
　（１９）前記粘弾性導光体が鏡上に配置されている、項目（４）に記載の光学デバイス
。
　（２０）前記再帰反射フィルムが再帰反射性シーティングを含み、前記粘弾性導光体が
、前記シーティングと鏡との間に配置されている、項目（４）に記載の光学デバイス。
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　（２１）前記粘弾性導光体が剥離ライナ上に配置されている、項目（１）又は（４）に
記載の光学デバイス。
　（２２）項目（１）又は（４）に記載の光学デバイスを含む、標識又はマーキング。
　（２３）項目（１）又は（４）に記載の光学デバイスを含む、ナンバープレートアセン
ブリ。
　（２４）項目（１）又は（４）に記載の光学デバイスを含む、セキュリティラミネート
。
　（２５）ハウジングと、透明カバーと、項目（１）又は（４）に記載の光学デバイスと
、を含む、車両との使用に適したテールライトアセンブリ。
　（２６）ハウジングと、発光層と、項目（１）又は（４）に記載の光学デバイスと、を
含む、照明装置。
　（２７）前記照明装置が、最大輝度の少なくとも約７０％である最小輝度を有する均一
な照明を提供する、項目（２６）に記載の照明装置。

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図１ｃ】

【図１ｄ】

【図２】

【図３ａ】
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