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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】高い再帰反射性能と、ライセンスプレート用途
などのように屋外での使用に必要な耐候性及び耐薬品性
とを有する再帰性反射シートを提供する。
【解決手段】再帰性反射シートは、再帰性反射層１１０
と、ポリウレタン表面保護層１４８とを含み、表面保護
層１４８は、少なくともポリエステル骨格又はポリカー
ボネート骨格のいずれかを有するポリオールと、三官能
以上の脂肪族イソシアネートとの反応物を含み、表面保
護層のガラス転移温度Ｔｇが５０℃以上であり、１２０
℃における損失正接ｔａｎδが０．１以下である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再帰性反射層と、
　ポリウレタン表面保護層と
を含む再帰性反射シートであって、
　前記表面保護層は、少なくともポリエステル骨格又はポリカーボネート骨格のいずれか
を有するポリオールと、三官能以上の脂肪族イソシアネートとの反応物を含み、
　前記表面保護層のガラス転移温度Ｔｇが５０℃以上であり、１２０℃における損失正接
ｔａｎδが０．１以下である、再帰性反射シート。
【請求項２】
　前記再帰性反射層がキューブコーナー素子を含む、請求項１に記載の再帰性反射シート
。
【請求項３】
　前記脂肪族イソシアネートは、イソホロンジイソシアネートのイソシアヌレート体、ア
ダクト体、又はこれらの両方を含有する、請求項１又は２のいずれかに記載の再帰性反射
シート。
【請求項４】
　前記再帰性反射層と前記表面保護層との間に着色層を有し、前記着色層は少なくとも塩
化ビニル単位及び酢酸ビニル単位を含む共重合体樹脂と、顔料とを含む熱可塑性インク組
成物から形成される、請求項１～３のいずれか一項に記載の再帰性反射シート。
【請求項５】
　赤外線吸収剤をさらに含む、請求項１～４のいずれか一項に記載の再帰性反射シート。
【請求項６】
　前記赤外線吸収剤がセシウムタングステン酸化物を含む、請求項５に記載の再帰性反射
シート。
【請求項７】
　再帰反射係数が４５ｃｄ／ｌｘ／ｍ２以上である、請求項１～６のいずれか一項に記載
の再帰性反射シート。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の再帰性反射シートを含むライセンスプレート。
【請求項９】
　再帰性反射層を提供する工程と、
　前記再帰性反射層の上又はその上方に、少なくともポリエステル骨格又はポリカーボネ
ート骨格のいずれかを有するポリオールと、三官能以上の脂肪族イソシアネートとの反応
物を含むポリウレタン表面保護層を形成する工程と
を含む再帰性反射シートの製造方法であって、
前記表面保護層形成前の再帰性反射シートの再帰反射係数を１００％とした場合の前記表
面保護層形成後の再帰性反射シートの再帰反射係数が４５％以上である、再帰性反射シー
トの製造方法。
【請求項１０】
　前記再帰性反射層がキューブコーナー素子を含む、請求項９に記載の再帰性反射シート
の製造方法。
【請求項１１】
　前記表面保護層を形成する工程が、８０～１２０℃の温度で１０分以下加熱することを
含む、請求項９又は１０のいずれかに記載の再帰性反射シートの製造方法。
【請求項１２】
　ベースプレートを提供する工程と、
　前記ベースプレートの上に再帰性反射層を積層して、再帰性反射積層プレートを形成す
る工程と、
　前記再帰性反射積層プレートをエンボス加工又はデボス加工する工程と、
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　エンボス加工又はデボス加工された前記再帰性反射積層プレートの凸部又は凹部に着色
層を形成する工程と、
　前記再帰性反射層及び前記着色層を覆うようにポリウレタン表面保護層を形成する工程
であって、前記表面保護層は、少なくともポリエステル骨格又はポリカーボネート骨格の
いずれかを有するポリオールと、三官能以上の脂肪族イソシアネートとの反応物を含む、
工程とを含む、ライセンスプレートの製造方法。
【請求項１３】
　前記再帰性反射層がキューブコーナー素子を含む、請求項１２に記載のライセンスプレ
ートの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、再帰性反射シート及び当該再帰性反射シートを含むライセンスプレート、並
びにそれらの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　再帰性反射材料は、材料に入射した光を発光源の方向に戻すことができる特性を備えて
いる。この特性により、再帰性反射シートは交通安全及び個人の安全などの幅広い用途で
使用されている。再帰性反射シートは、一般に様々な物品、例えば道路標識、バリケード
、ライセンスプレート、路面表示、及びマーキングテープ、並びに車両及び衣類用の再帰
性反射テープに用いられる。
【０００３】
　再帰性反射シートとして、キューブコーナーシートと微小球ベースのシートの２種類が
知られている。微小球ベースのシート（「ビーズ」シートと呼ばれることがある。）は、
一般に、少なくとも部分的にバインダー層に包埋された多数の微小球と、正反射又は拡散
反射材料（例えば、顔料粒子、金属フレーク、蒸着コーティングなど）とを組み合わせて
用いることにより入射光線を再帰反射させる。キューブコーナーシート（「角柱形状」シ
ートと呼ばれることがある。）は、一般に、実質的に平らな第１の表面と、複数の幾何構
造体を備える第２の構造化面とを有する薄い透明層を備え、その構造体の一部又は全部が
キューブコーナー素子として構成される３つの反射面を有する。
【０００４】
　近年、ライセンスプレート（ナンバープレートともいう。本開示において以下同じ。）
の視認性を高める目的で再帰性反射シートをライセンスプレートに適用することが提案さ
れている。一方、路上又はその近辺に設置されるＡＬＰＲ（自動ナンバープレート読取機
、Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｌｉｃｅｎｓｅ　Ｐｌａｔｅ　Ｒｅａｄｅｒ）システムが従来広
く用いられている。ＡＬＰＲシステムは、典型的にはカメラシステムによって乗用車を検
知及び認識する。ＡＬＰＲシステムの使用例は、道路交通法の施行、犯罪に関係する車両
の捜査、及び施設のアクセス制御である。ＡＬＰＲシステムでは、典型的には、ナンバー
プレートの読み取りのために赤外線カメラが使用されるので、ナンバープレートに赤外線
が照射される。しかし、赤外線の再帰反射に起因するハレーションによりナンバープレー
トの読み取りが困難になる場合がある。このため、ハレーションを抑えるために赤外線吸
収剤を含めた再帰性反射シートが提案されている。
【０００５】
　特許文献１（特表２０１３－５０８７４９号公報）には、「キューブコーナー素子と、
前記キューブコーナー素子に隣接する反射体層と、赤外線不透過材料と、を含む、再帰反
射性シート」が記載されている。
【０００６】
　特許文献２（特開２０１４－０２４５３７号公報）には、「セシウムタングステン酸化
物と、基材とを有する、ナンバープレート用シート」が記載されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表２０１３－５０８７４９号公報
【特許文献２】特開２０１４－０２４５３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ライセンスプレート、標識などは、主に屋外で用いられるため、ビーズシート、キュー
ブコーナーシート、グラフィック層、着色層などを保護する目的で、耐候性、耐汚染性、
耐薬品性などを備えた表面保護層を備えることが望ましい。一方、表面保護層の形成工程
が、他の層の特性、特に、ビーズシート又はキューブコーナーシートの再帰性反射特性を
劣化させないようにすることが望ましい。
【０００９】
　一般に、キューブコーナーシートは、微小球ベースのシートに比べ、より高い再帰反射
効率を示す。このため、多くの再帰性反射シートでは、この高い再帰反射特性のために、
キューブコーナーシートが広く使用されるようになっている。
【００１０】
　一方、キューブコーナー素子は、加工性などの観点から樹脂で形成されるが、光学特性
を定めるプリズム面に要求される角度精度及び面精度は極めて高い。樹脂製のキューブコ
ーナー素子は熱により変形をおこす場合がある。このため、キューブコーナーシートを使
用する場合は、シート上に形成するグラフィック層、着色層、表面保護層などの製造時に
かかる加熱温度、加熱時間等の条件がこれらの角度精度及び面精度に影響を与え、キュー
ブコーナー素子の再帰性反射特性を劣化させる場合がある。
【００１１】
　本開示の目的は、高い再帰反射性能と、ライセンスプレート用途などのように屋外での
使用に必要な耐候性及び耐薬品性とを有する再帰性反射シートを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本開示の一実施態様によれば、再帰性反射層と、ポリウレタン表面保護層とを含む再帰
性反射シートであって、前記表面保護層は、少なくともポリエステル骨格又はポリカーボ
ネート骨格のいずれかを有するポリオールと、三官能以上の脂肪族イソシアネートとの反
応物を含み、前記表面保護層のガラス転移温度Ｔｇが約５０℃以上であり、１２０℃にお
ける損失正接ｔａｎδが約０．１以下である、再帰性反射シートが提供される。
【００１３】
　本開示の別の実施態様によれば、上記再帰性反射層がキューブコーナー素子を含む再帰
性反射シートが提供される。
【００１４】
　本開示の別の実施態様によれば、上記再帰性反射シートを含むライセンスプレートが提
供される。
【００１５】
　本開示のさらに別の実施態様によれば、再帰性反射層を提供する工程と、前記再帰性反
射層の上又はその上方に、少なくともポリエステル骨格又はポリカーボネート骨格のいず
れかを有するポリオールと、三官能以上の脂肪族イソシアネートとの反応物を含むポリウ
レタン表面保護層を形成する工程とを含む再帰性反射シートの製造方法が提供され、ここ
で表面保護層を形成する工程は、表面保護層の形成後において、初期の再帰反射係数を少
なくとも約４５％維持できるよう調整されている。なお、ここで、初期の再帰反射係数と
は、前記表面保護層形成前の再帰性反射シートの再帰反射係数を意味する。
【００１６】
　本開示のさらに別の実施態様によれば、ベースプレートを提供する工程と、前記ベース
プレートの上に再帰性反射層を積層して、再帰性反射積層プレートを形成する工程と、前
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記再帰性反射積層プレートをエンボス加工又はデボス加工する工程と、エンボス加工又は
デボス加工された前記再帰性反射積層プレートの凸部又は凹部に着色層を形成する工程と
、前記再帰性反射層及び前記着色層を覆うようにポリウレタン表面保護層を形成する工程
であって、前記表面保護層は、少なくともポリエステル骨格又はポリカーボネート骨格の
いずれかを有するポリオールと、三官能以上の脂肪族イソシアネートとの反応物を含む、
工程とを含む、ライセンスプレートの製造方法が提供される。
【発明の効果】
【００１７】
　本開示によれば、高い再帰反射性能と、屋外での使用に必要な耐候性及び耐薬品性とを
有する再帰性反射シートを得ることができる。本開示の再帰性反射シートはライセンスプ
レートに好適に用いることができる。
【００１８】
　なお、上述の記載は、本発明の全ての実施態様及び本発明に関する全ての利点を開示し
たものとみなしてはならない。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本開示の一実施態様の再帰性反射シートの断面図である。
【図２】本開示の別の実施態様の再帰性反射シートの断面図である。
【図３Ａ】本開示の一実施態様のライセンスプレートの作製手順を断面図で示す。
【図３Ｂ】本開示の一実施態様のライセンスプレートの作製手順を断面図で示す。
【図３Ｃ】本開示の一実施態様のライセンスプレートの作製手順を断面図で示す。
【図３Ｄ】本開示の一実施態様のライセンスプレートの作製手順を断面図で示す。
【図３Ｅ】本開示の一実施態様のライセンスプレートの作製手順を断面図で示す。
【図３Ｆ】本開示の一実施態様のライセンスプレートの作製手順を断面図で示す。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　第１の実施形態において、本願に関連する再帰性反射シートは、再帰性反射層と、ポリ
ウレタン表面保護層とを含む再帰性反射シートであって、表面保護層は、少なくともポリ
エステル骨格又はポリカーボネート骨格のいずれかを有するポリオールと、三官能以上の
脂肪族イソシアネートとの反応物を含み、ここで、表面保護層は、ガラス転移温度Ｔｇが
５０℃以上であり、１２０℃における損失正接ｔａｎδが０．１以下である。
【００２１】
　第１の実施形態の再帰性反射シートにおいて、再帰性反射層は、キューブコーナー素子
を含んでもよい。
【００２２】
　第１の実施形態の再帰性反射シートにおいて、再帰性反射層は、ビーズ素子を含んでも
よい。
【００２３】
　第１の実施形態の再帰性反射シートにおいて、脂肪族イソシアネートは、イソホロンジ
イソシアネートのイソシアヌレート体、アダクト体、又はこれらの両方を含有してもよい
。
【００２４】
　第１の実施形態の再帰性反射シートは、再帰性反射層と表面保護層との間に着色層を有
してもよく、その着色層は少なくとも塩化ビニル単位及び酢酸ビニル単位を含む共重合体
樹脂と、顔料とを含む熱可塑性インク組成物から形成されていてもよい。
【００２５】
　第１の実施形態の再帰性反射シートは、さらに、赤外線吸収剤を含んでいてもよい。
【００２６】
　第１の実施形態の再帰性反射シートは、再帰反射係数が４５ｃｄ／ｌｘ／ｍ２以上であ
ってもよい。
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【００２７】
　第１の実施形態の再帰性反射シートは、道路標識、バリケード、ライセンスプレート、
路面表示、及びマーキングテープ、並びに車両及び衣類用の再帰性反射テープのいずれか
として使用することができる。
【００２８】
　第１の実施態様の再帰性反射シートにおいて、再帰性反射層は、主表面と主表面の反対
側に構造化表面を有し、構造化表面は複数のキューブコーナー素子を含む。再帰性反射シ
ートは、第１領域及び第２領域を有する感圧接着剤層であって、第２領域は構造化表面と
接触する、感圧接着剤層を含み、第１及び第２の領域が、感圧接着剤層と再帰性反射層の
構造化表面との間に低屈折率層を形成するのに十分な異なる特性を有してもよい。
【００２９】
　第２の実施形態における、本願に関連する再帰性反射シートの製造方法は、再帰性反射
層を提供する工程と、再帰性反射層の上又はその上方に、少なくともポリエステル骨格又
はポリカーボネート骨格のいずれかを有するポリオールと、三官能以上の脂肪族イソシア
ネートとの反応物を含むポリウレタン表面保護層を形成する工程とを含んでもよい。また
、表面保護層形成前の再帰性反射シートの再帰反射係数を１００％とした場合の表面保護
層形成後の再帰性反射シートの再帰反射係数が４５％以上であってもよい。
【００３０】
　第２の実施形態の再帰性反射シートの製造方法において、再帰性反射層はキューブコー
ナー素子を含むものであってもよい。
【００３１】
　第２の実施形態の再帰性反射シートの製造方法において、再帰性反射層はビーズ素子を
含むものであってもよい。
【００３２】
　第２の実施形態の再帰性反射シートの製造方法において、表面保護層を形成する工程が
、８０～１２０℃の温度で１０分以下加熱することを含むものであってもよい。
【００３３】
　第３の実施形態において、本願に関連するライセンスプレートの製造方法は、ベースプ
レートを提供する工程と、ベースプレートの上に再帰性反射層を積層して、再帰性反射積
層プレートを形成する工程と、再帰性反射積層プレートをエンボス加工又はデボス加工す
る工程と、エンボス加工又はデボス加工された再帰性反射積層プレートの凸部又は凹部に
着色層を形成する工程と、再帰性反射層及び着色層を覆うようにポリウレタン表面保護層
を形成する工程であって、表面保護層は、少なくともポリエステル骨格又はポリカーボネ
ート骨格のいずれかを有するポリオールと、三官能以上の脂肪族イソシアネートとの反応
物を含む、工程とを含んでもよい。
【００３４】
　第３の実施形態のライセンスプレートの製造方法において、再帰性反射層は、キューブ
コーナー素子を含むものであってもよい。
【００３５】
　第３の実施形態のライセンスプレートの製造方法において、再帰性反射層はビーズ素子
を含むものであってもよい。
【００３６】
　以下、本発明の代表的な実施態様を例示する目的で、図面を参照しながらより詳細に説
明するが、本発明はこれらの実施態様に限定されない。図面の参照番号について、異なる
図面において類似する番号が付された要素は、類似又は対応する要素であることを示す。
【００３７】
　本開示における用語の定義は以下のとおりである。
【００３８】
　「再帰性反射」及び「再帰反射」とは、ある材料に入射する光源からの光が反射して該
光源の方向に反射する現象又は材料の特性を意味する。
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【００３９】
　「赤外線吸収剤」とは、波長８００～１０００ｎｍの光の平均透過率が、波長４００～
８００ｎｍの光の平均透過率より低い物質又はそのような物質を含む材料を意味する。
【００４０】
　「透明」とは、対象とする特定の波長又は波長域の光の平均透過率が、約６０％以上、
好ましくは約８０％以上、より好ましくは約９０％以上であることを意味する。
【００４１】
　本開示の一実施態様の再帰性反射シートは、再帰性反射層と、ポリウレタン表面保護層
とを含む。このポリウレタン表面保護層は、少なくともポリエステル骨格又はポリカーボ
ネート骨格のいずれかを有するポリオールと、三官能以上の脂肪族イソシアネートとの反
応物を含み、前記表面保護層のガラス転移温度Ｔｇが約５０℃以上であり、１２０℃にお
ける損失正接ｔａｎδが約０．１以下である。
【００４２】
　本開示のポリウレタン表面保護層によれば、屋外での使用に必要な耐候性及び耐薬品性
を再帰性反射シートに付与できる。また、比較的低温、短時間での形成が可能であるため
、製造条件によるキューブコーナー素子の光学特性の悪化を抑制できる。したがって、高
い再帰反射性能と、耐候性及び耐薬品性とを有する再帰性反射シートを提供できる。
【００４３】
　この再帰性反射シートは、道路標識、バリケード、ライセンスプレート、路面表示、及
びマーキングテープ、並びに車両及び衣類用の再帰性反射テープとして使用できる。
【００４４】
　本開示の一実施態様の再帰性反射シートの断面図を図１に示す。再帰性反射シート１０
０は、概して平坦な主表面１１６と主表面の反対側に構造化表面１１４を有する再帰性反
射層１１０を有する。構造化表面１１４は、複数のキューブコーナー素子１１２を有して
いる。接着層１３０は再帰性反射層１１０に隣接して配置されている。接着層１３０は、
接着剤１３２、及び１つ以上のバリア層１３４を含み、さらにシリコーン樹脂などで剥離
処理されたＰＥＴフィルム、ポリエチレンフィルム、ラミネート紙などのライナー１３６
を有してもよい。バリア層１３４は、接着剤１３２が、構造化表面１１４とバリア層１３
４との間に形成される低屈折率層１３８内に流れ込むのを防ぐのに十分な構造的一体性を
有する。バリア層１３４は、キューブコーナー素子１１２の先端部と直接接触してもよく
、キューブコーナー素子１１２の先端部から離間していてもよく、キューブコーナー素子
１１２の先端部にわずかに押し込まれてもよい。
【００４５】
　バリア層１３４は、物理的な「バリア」を接着剤１３２とキューブコーナー素子１１２
との間に提供し、低屈折率層１３８の形成を可能にする。バリア層１３４が存在すること
により、低屈折率層１３８及び／又はバリア層１３４に隣接する構造化表面１１４の部分
に入射する光線１５０の再帰反射が可能となる。バリア層１３４を含まない接着層１３０
は、キューブコーナー素子１１２に接着し、これによって再帰性反射領域を効率的に封止
し、光学的に活性な領域又はセルを形成する。接着剤１３２はまた、再帰性反射層１１０
と接着層１３０とから構成される再帰性反射構造体１２０を全体として一緒に保持し、こ
れによって別個の封止フィルム及び封止プロセスの必要性を排除する。
【００４６】
　図１に示すように、低屈折率層１３８に隣接するキューブコーナー素子１１２に入射す
る光線１５０は再帰反射する。本開示において、低屈折率層１３８を含む再帰性反射シー
ト１００の領域は光学的に活性な領域である。対照的に、低屈折率層１３８を含まない再
帰性反射シート１００の領域は、図１に示すように入射する光線１５０を実質的に再帰反
射しないため、光学的に不活性な領域である。
【００４７】
　低屈折率層１３８は、約１．３０以下、約１．２５以下、約１．２以下、約１．１５以
下、約１．１０以下、又は約１．０５以下の屈折率を有する材料を含む。例えば、低屈折
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率材料としては、空気、及び例えば米国特許出願Ｎｏ．６１／３２４，２４９（その記載
は全てここに援用される。）に記載されたような低屈折率材料が挙げられる。
【００４８】
　バリア層１３４の材料として、接着剤１３２がキューブコーナー素子１１２と接触する
こと、又は低屈折率層１３８内に入り込むことを防ぐ任意の材料を使用することができる
。バリア層で使用される代表的な材料として、樹脂、紫外線硬化性ポリマー、フィルム、
インク、染料、顔料、無機材料、粒子、及びビーズが挙げられる。バリア層の寸法及び間
隔は様々であってもよい。ある実施態様では、バリア層は再帰性反射シート上にグリッド
、ストライプ、ドット、文字などのパターンを形成してもよい。
【００４９】
　バリア層の厚さは様々であってよく、一般に、約２μｍ以上又は約３μｍ以上、約１０
μｍ以下、約８μｍ以下、又は約４μｍ以下とすることができる。
【００５０】
　接着層１３０に好適に使用することができる接着剤１３２として、架橋され可塑化され
たアクリル系感圧接着剤又はホットメルトの感圧接着剤が挙げられる。天然ゴム、合成ゴ
ム、シリコーン又は他のポリマーをベースとし、必要に応じて粘着付与剤、酸化防止剤、
紫外線吸収剤、可塑剤などの添加剤を含む、他の感圧接着剤を使用することもできる。本
開示において「感圧接着剤」とは、室温で恒久的に粘着性であり、軽い圧力で様々な表面
に接着し、相変化（液体から固体へ）を呈さない接着剤を指す。接着剤は架橋剤によって
熱架橋又は放射線（例えば電子線ビーム又は紫外線）で架橋されたものでもよい。
【００５１】
　接着層の厚さは様々であってよく、一般に、約３０μｍ以上、約４０μｍ以上、又は約
５０μｍ以上、約１５０μｍ以下、約９０μｍ以下、又は約６０μｍ以下とすることがで
きる。
【００５２】
　再帰性反射層１１０は、入射した光を発光源に戻す方向に反射するように構成された、
任意の好適なキューブコーナー素子１１２を含む。キューブコーナー素子１１２は、再帰
反射する機能を発揮するものであれば、任意の好適な構造を有していてよい。例えば、キ
ューブコーナー素子は、完全な立方体（フルキューブ又はジオメトリーキューブと呼ばれ
る場合もある。）、切頭立方体、キューブコーナー型の三角錐、キューブコーナー型の空
洞などであってよい。例えば、キューブコーナー素子は、相互に略直交する３つの側面を
有する三面構造を含む。使用する際、再帰性反射シート１００は、通常、想定される観察
者及び光源にその表示面を向けて配置される。表示面に入射する光は、再帰性反射シート
１００に入射し、実質的に光源に向かう方向で表示面から出射するように、キューブコー
ナー素子１１２の３つの側面それぞれによって反射される。いくつかの実施態様では、キ
ューブコーナー素子１１２は、より広範囲の入射光線角度で再帰反射特性が向上するよう
に互いに対して傾斜している。キューブコーナーに基づく再帰性反射シートの例示的な実
施態様は、米国特許第５，１３８，４８８号（Ｓｚｃｚｅｃｈ）、同第５，３８７，４５
８号（Ｐａｖｅｌｋａ）、同第５，４５０，２３５号（Ｓｍｉｔｈ）、同第５，６０５，
７６１号（Ｂｕｒｎｓ）、同第５，６１４，２８６号（Ｂａｃｏｎ）、同第５，６９１，
８４６号（Ｂｅｎｓｏｎ，Ｊｒ．）、及び同第７，４２２，３３４号（Ｓｍｉｔｈ）に開
示されている。
【００５３】
　再帰性反射層１１０に好適に使用される樹脂として、ポリカーボネート、ポリメチルメ
タクリレート、ポリエチレンテレフタレート、脂肪族ポリウレタン、及びエチレンコポリ
マー、並びにそれらのアイオノマーが挙げられる。再帰性反射層１１０に含まれるキュー
ブコーナー素子１１２は、例えば米国特許第５，６９１，８４６号（Ｂｅｎｓｏｎ，Ｊｒ
．）に記述されるように、樹脂フィルム上に直接鋳造することによって形成することがで
きる。再帰性反射層を放射線硬化により形成する場合、好適な樹脂として、例えば多官能
アクリレート、エポキシアクリレート、アクリル化ウレタンなどを含む放射線硬化性組成
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物の硬化物が挙げられる。上記樹脂は、例えば、熱安定性、環境安定性、透明性、工具又
は成形型からの優れた剥離性、及び他の層との密着性などのいずれか又は複数について有
利であり、透明性、熱安定性などの点でポリカーボネート、及びエポキシアクリレートの
硬化物が特に有利である。
【００５４】
　再帰性反射層の厚さは様々であってよく、一般に、約４０μｍ以上、約５０μｍ以上、
又は約５５μｍ以上、約１５０μｍ以下、約１００μｍ以下、又は約６０μｍ以下とする
ことができる。再帰性反射層の厚さとは、再帰性反射層の主表面と構造化表面の最も高い
頂部の距離をいう。キューブコーナー素子の高さは様々であってよく、一般に、約５０μ
ｍ以上、約７０μｍ以上、又は約８０μｍ以上、約１５０μｍ以下、約１２０μｍ以下、
又は約１００μｍ以下とすることができる。キューブコーナー素子の高さとは、キューブ
コーナー素子を構成する側面の再帰反射に有効な領域の、再帰性反射シートの面に対して
垂直な方向における長さをいう。
【００５５】
　別の態様において、本開示は、再帰性反射層１１０と、バリア層１３４及び接着剤１３
２から構成される接着層１３０とを有する再帰性反射構造体１２０の製造方法に関する。
接着層１３０は、少なくとも一つのバリア層１３４と接着剤１３２を含む。この製造方法
は、バリア層１３４を接着剤１３２上に配置する工程と、次いで、得られた接着層１３０
を再帰性反射層１１０に積層する工程とを含む。接着層１３０は、以下の代表的な方法を
含むがこれに限定されない様々な方法で形成することができる。１つの代表的な実施態様
では、バリア層を形成する材料は接着剤上に印刷される。印刷方法は、非接触方法、例え
ばインクジェットプリンタを使用する印刷であってもよく、接触印刷方法、例えばフレキ
ソ印刷であってもよい。他の代表的な実施態様では、バリア層を形成する材料は、例えば
インクジェット又はスクリーン印刷方法を使用して平坦な剥離面上に印刷され、次いで平
坦な剥離面から接着剤上に転写される。他の代表的な実施態様では、バリア層を形成する
材料は、微細構造化表面を有するライナー上にフラッドコーティングされ、その上に接着
剤を積層することによって、バリア層は微細構造化表面を有するライナーから接着剤に転
写される。
【００５６】
　図１に示すように、再帰性反射シート１００は最外層として、可視域及び赤外域（４０
０ｎｍ～１０００ｎｍ）で透明なポリウレタン表面保護層１４８を含む。ポリウレタン表
面保護層１４８は、少なくともポリエステル骨格又はポリカーボネート骨格のいずれかを
有するポリオールと、三官能以上の脂肪族イソシアネートとの反応物を含み、そのガラス
転移温度Ｔｇは約５０℃以上であり、１２０℃における損失正接ｔａｎδは約０．１以下
である。これらの特性を持つポリウレタン表面保護層１４８は、一般に高い架橋密度を有
し、耐候性と耐薬品性を再帰性反射シート１００に付与する。
【００５７】
　ポリウレタン表面保護層１４８は、少なくともポリエステル骨格又はポリカーボネート
骨格のいずれかを有するポリオールと、三官能以上の脂肪族イソシアネートとを含む硬化
性組成物を、再帰性反射シートを構成する再帰性反射層１１０又は他の任意選択的な層の
上に液体として塗布若しくは噴霧し、その場での加熱によりポリオールとイソシアネート
を反応させて形成することができる。少なくともポリエステル骨格又はポリカーボネート
骨格のいずれかを有するポリオールと、三官能以上の脂肪族イソシアネートとを含む硬化
性組成物は、比較的低温、例えば約１１０℃以下、約１００℃以下、又は約８０℃以下で
硬化させても十分な強度、耐候性及び耐薬品性を有する反応物を提供することができる。
このような硬化性組成物を用いることにより、極めて高い角度精度及び面精度が要求され
るキューブコーナー素子側面を有するが、材料の特性上熱の影響を受けやすい、再帰性反
射層の再帰反射性能に顕著に影響を与えずに、表面保護層を形成することができる。ある
シート構造では、キューブコーナー素子を構成する各面の向かい合う角度を正確にコント
ロールすることが要求されるかもしれない。高温は、それらの角度に影響し、変化させ、
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結果として光学特性を望ましい要求特性と異なるものとしてしまうかもしれない。また、
ある例においては、低屈折率層として空気層を有する再帰性反射構造体は、その構造化表
面が他の材料で物理的に支持又は保護されていないため、熱の影響を極めて受けやすいか
もしれない。そのため、比較的低温で硬化できる本開示のポリウレタン表面保護層を用い
ることにより、キューブコーナー素子の光学特性の劣化を抑制でき、それによって高い再
帰反射特性を発揮することができる。ポリウレタン表面保護層の存在により、後述する、
着色層、グラフィック層、オーバーレイ層などのその他の下にある層又は隣接する層の保
護も可能になる。ある例では、各層の耐候性及び耐薬品性が十分でない場合にポリウレタ
ン表面保護層がその不足する耐候性及び耐薬品性を補償することができる。したがって、
それらの各層を比較的低温で形成することも可能となる。
【００５８】
　その他の形態では、本方法は、ライナー上に硬化性組成物をコーティングして表面保護
層フィルムを形成することで実施することもできる。ライナー付き表面保護層フィルムは
、再帰性反射シートを構成する再帰性反射層の上に接合層を介して又は直接ラミネートす
ることができる。例えば、表面保護層フィルムは、硬化性組成物を、ナイフコート、バー
コート、ブレードコート、ドクターコート、ロールコート、キャストコートなどによって
ライナーなどにコーティングし、必要に応じて加熱硬化することによって、予め形成する
ことができる。
【００５９】
　少なくともポリエステル骨格又はポリカーボネート骨格のいずれかを有するポリオール
は、アクリルポリオール、ポリカプロラクトンジオール、ポリカプロラクトントリオール
などのポリエステルポリオール、シクロヘキサンジメタノールカーボネート、１，６－ヘ
キサンジオールカーボネートなどのポリカーボネートポリオールなどを含むことができる
が、それらに限られない。そのようなポリオールとして、例えばＤＵＲＡＮＯＬ（商標）
Ｇ３４５０Ｊ（ポリカーボネートジオール、旭化成ケミカルズ株式会社）、Ｄｅｓｍｏｐ
ｈｅｎ（商標）Ａ５６５Ｘ（ポリエステルポリオール、住化バイエルウレタン株式会社）
、Ｄｅｓｍｏｐｈｅｎ（商標）Ａ８７０ＢＡ（ポリエステルポリオール、住化バイエルウ
レタン株式会社）などが挙げられる。
【００６０】
　いくつかの実施態様において、少なくともポリエステル骨格又はポリカーボネート骨格
のいずれかを有するポリオールは、水酸基当量について、硬化性組成物に含まれる全ポリ
オール組成の約４０％以上、約６０％以上、又は約８０％以上、約１００％以下、約９５
％以下、又は約９０％以下を構成する。
【００６１】
　望ましい三官能以上の脂肪族イソシアネートの例は、ヘキサメチレンジイソシアネート
（ＨＤＩ）、イソホロンジイソシアネート（ＩＰＤＩ）、４，４’－メチレンビスシクロ
ヘキシルジイソシアネート（水添ＭＤＩ、Ｈ１２ＭＤＩなどとも呼ばれる。）のビュレッ
ト体、イソシアヌレート体又はアダクト体などのポリイソシアネートなどを含むが、それ
らに限られない。耐候性及び耐薬品性の高い硬化物を与えるため、イソホロンジイソシア
ネートのイソシアヌレート体及びアダクト体が好ましい。そのような脂肪族イソシアネー
トとして、例えばＤｅｓｍｏｄｕｒ（商標）Ｚ４４７０（ＩＰＤＩのイソシアヌレート体
、住化バイエルウレタン株式会社）、ＤＵＲＡＮＡＴＥ（商標）ＴＰＡ－１００（ＨＤＩ
のイソシアヌレート体、旭化成ケミカルズ株式会社）などが挙げられる。
【００６２】
　いくつかの実施態様において、三官能以上の脂肪族イソシアネートは、イソシアネート
当量について、硬化性組成物に含まれる全イソシアネート組成の約５０％以上、約６０％
以上、又は約７０％以上、約１００％以下、約９０％以下、又は約８０％を構成する。
【００６３】
　硬化性組成物は、ポリウレタン組成物に一般に広く使用されている、少なくともポリエ
ステル骨格又はポリカーボネート骨格のいずれかを有するポリオール以外のポリオールを
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さらに含んでもよく、三官能以上の脂肪族イソシアネート以外のポリイソシアネートをさ
らに含んでもよい。
【００６４】
　ポリイソシアネートとポリオールとの当量比は、一般に、ポリオール１当量に対して、
ポリイソシアネートが約０．７当量以上、約０．９当量以上、約２当量以下、又は約１．
２当量以下である。
【００６５】
　硬化性組成物は触媒を含んでもよい。触媒としてポリウレタン樹脂形成に一般に使用さ
れるもの、例えばジ－ｎ－ブチルスズジラウレート、ナフテン酸亜鉛、オクテン酸亜鉛、
トリエチレンジアミンなどを用いることができる。触媒の使用量は、一般に、硬化性組成
物１００質量部に対して約０．００５質量部以上、又は約０．０１質量部以上、約０．５
質量部以下又は約０．２質量部以下である。
【００６６】
　硬化性組成物は、作業性、塗工性などを改善するために、メチルエチルケトン、メチル
イソブチルケトン、アセチルアセトンなどのケトン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭
化水素、エタノール、イソプロピルアルコールなどのアルコール、酢酸エチル、酢酸ブチ
ルなどのエステル、テトラヒドロフラン、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プ
ロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノメチル
エーテルアセテートなどのエーテルなどの有機溶剤をさらに含んでもよい。有機溶剤の使
用量は、一般に、硬化性組成物１００質量部に対して約１質量部以上、又は約５質量部以
上、約９０質量部以下又は約８０質量部以下である。
【００６７】
　硬化性組成物は、その他の任意成分として、紫外線吸収剤、光安定剤、熱安定剤、分散
剤、可塑剤、フロー向上剤、レベリング剤などの従来使用されている添加剤を含んでもよ
い。
【００６８】
　再帰性反射シートが屋外用途に用いられる場合、ポリウレタン表面保護層が、紫外線吸
収剤、光安定剤及び熱安定剤の少なくとも１つを含むことが望ましい。これらの添加剤の
使用量は、表面保護層及び再帰性反射シートの機能を過度に損なわない程度とすることが
でき、表面保護層の質量に基づいて、各成分については、一般に、約０．１質量％以上、
又は約１質量％以上、約５質量％以下、又は約３質量％以下、成分の合計については、一
般に、約１質量％以上、又は約３質量％以上、約１０質量％以下、又は約５質量％以下と
することができる。
【００６９】
　紫外線吸収剤及び光安定剤の具体例として、Ｔｉｎｕｖｉｎ（商標）ＰＳ、Ｔｉｎｕｖ
ｉｎ（商標）９９－２、Ｔｉｎｕｖｉｎ（商標）３２６、Ｔｉｎｕｖｉｎ（商標）３２８
、Ｔｉｎｕｖｉｎ（商標）３８４－２（ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤、ＢＡＳＦ）
、Ｔｉｎｕｖｉｎ（商標）４００、Ｔｉｎｕｖｉｎ（商標）４０５、Ｔｉｎｕｖｉｎ（商
標）４６０（ヒドロキシフェニルトリアジン系紫外線吸収剤、ＢＡＳＦ）、Ｕｖｉｎｕｌ
（商標）３０３５、Ｕｖｉｎｕｌ（商標）３０３９（シアノアクリレート系紫外線吸収剤
、ＢＡＳＦ）、Ｔｉｎｕｖｉｎ（商標）１２３、Ｔｉｎｕｖｉｎ（商標）１４４、Ｔｉｎ
ｕｖｉｎ（商標）１５２、Ｔｉｎｕｖｉｎ（商標）２９２（ヒンダードアミン系光安定剤
、ＢＡＳＦ）、Ｃｙａｓｏｒｂ（商標）ＵＶ３５２９（ヒンダードアミン系光安定剤、Ｃ
ｙｔｅｃ）、及びＳａｂｏｓｔａｂ（商標）ＵＶ６４（ヒンダードアミン系光安定剤、Ｓ
ＡＢＯ）が挙げられる。これらの紫外線吸収剤及び光安定剤は１種で又は２種以上混合し
て使用することができる。
【００７０】
　熱安定剤の具体例として、ＳＣ－１２、ＳＣ－３０８Ｅ、ＳＣ－３２０（Ｃａ／Ｚｎ系
熱安定剤、ＡＤＥＫＡ）、ＡＣ－２９０、ＡＣ－２９４、ＡＣ－２９６、ＡＣ－２９９（
Ｂａ／Ｚｎ系熱安定剤、ＡＤＥＫＡ）が挙げられる。これらの熱安定剤は１種で又は２種
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以上混合して使用することができる。
【００７１】
　硬化性組成物の反応物を含むポリウレタン表面保護層のガラス転移温度Ｔｇは５０℃以
上である。本開示におけるＴｇは、Ｔｅｎｓｉｏｎ　Ｍｏｄｅ、周波数１０．０Ｈｚ、昇
温速度５．０℃／分で－４０～２００℃の温度範囲において粘弾性測定を行ったときの、
損失正接ｔａｎδ（損失弾性率Ｅ”／貯蔵弾性率Ｅ’）のピーク温度である。表面保護層
のＴｇが５０℃以上であることにより、下にある再帰性反射層、及び他の任意選択的な層
を保護するのに十分な強度、耐候性及び耐薬品性を提供することできる。
【００７２】
　硬化性組成物の反応物を含むポリウレタン表面保護層の１２０℃における損失正接ｔａ
ｎδは約０．１以下であり、いくつかの実施態様において、約０．０５以下、約０．０２
以下、又は約０．０１以下である。本開示における損失正接ｔａｎδは、Ｓｈｅａｒ　Ｍ
ｏｄｅ、周波数０．０１Ｈｚで粘弾性測定を行って得られた値である。
【００７３】
　ポリウレタン表面保護層の厚さは様々であってよく、一般に、約１０μｍ以上、約２０
μｍ以上、又は約３０μｍ以上、約６０μｍ以下、約５０μｍ以下、又は約４０μｍ以下
とすることができる。
【００７４】
　再帰性反射シート１００は、任意選択的な層又は構造として、図１に示すように、オー
バーレイ層１４４、グラフィック層１４２、着色層１４６などを含んでもよい。
【００７５】
　オーバーレイ層１４４は、様々な目的で、例えば下にある再帰性反射層１１０の保護層
として、グラフィック層１４２の支持体として、再帰性反射シートに含めることができる
。オーバーレイ層１４４として、様々な樹脂フィルムを使用することができる。再帰性反
射シートに加工性、変形性などが要求される場合、オーバーレイ層は可撓性及び／又は延
伸性を有することが望ましい。この観点から、オーバーレイ層に好適に使用される樹脂は
、塩化ビニル、塩化ビニル－酢酸ビニル、ウレタン、アクリル、アクリレート、オレフィ
ンの少なくともいずれかを含む、あるいはそれらの組み合わせを含む。これらの樹脂を用
いることにより、再帰性反射シートをライセンスプレート製造に用いたときにクラックが
生じにくく、再帰性反射シートをエンボス部又はデボス部の変形形状に良好に追従させる
ことができる。オーバーレイ層は少なくとも可視光に対して透明であることが好ましい。
【００７６】
　オーバーレイ層の厚さは様々であってよく、一般に、約４０μｍ以上、約５０μｍ以上
、又は約６０μｍ以上、約２００μｍ以下、約１５０μｍ以下、又は約１００μｍ以下と
することができる。
【００７７】
　グラフィック層１４２は、再帰性反射シートに装飾性又は意匠性を付与するために使用
することができる。例えば再帰性反射シートをライセンスプレートに用いた場合、ライセ
ンスプレートの文字以外の背景部分に絵柄、パターンが必要かもしれない。グラフィック
層の例として、特殊な色合い、金属色などを呈するカラー層、木目、石目などの模様や、
ロゴ、絵柄などを構造体に付与するパターン層などが含まれる。カラー層としては、例え
ば無機顔料、有機顔料、光輝材などがバインダー樹脂に分散されたものを使用することが
できる。ある実施形態では、グラフィック層は、インクジェットプリンタ等で再帰性反射
層上に形成された印刷層を含むことができる。あるいは、この印刷層をオーバーレイ層上
に形成することもできる。ある実施形態では、オーバーレイ層は塩化ビニル樹脂を含む。
他の実施形態では、オーバーレイ層として金属箔などを使用することができる。
【００７８】
　グラフィック層の厚さは様々であってよく、一般に、溶剤系インクを用いた場合は、約
１μｍ以上、又は約２μｍ以上、約８μｍ以下、又は約５μｍ以下である。ＵＶ硬化型イ
ンクを用いた場合は、約１μｍ以上、又は約５μｍ以上、約５０μｍ以下、又は約３０μ



(13) JP 2016-118584 A 2016.6.30

10

20

30

40

50

ｍ以下とすることができる。
【００７９】
　着色層１４６は、主に再帰性反射シートに文字、数字、図形などの可読部分を付与して
、再帰性反射シートに識別性を持たせる目的で使用することができる。例えば再帰性反射
シートをライセンスプレートに用いた場合、ライセンスプレートのデボス部又はエンボス
部の文字又は数字に使用することができる。着色層は、一般に顔料及びバインダー樹脂を
含むインク組成物を、ロールコーティングなどにより再帰性反射層、オーバーレイ層など
の少なくともいずれかの上に適用することによって形成することができる。
【００８０】
　顔料として従来知られている有機顔料を使用することができる。有機顔料の具体例とし
て、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｗｈｉｔｅ　６、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｂｌａｃｋ　
７、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　１２２、同２０２、同２５４、同２５５、Ｃ．Ｉ
．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｏｒａｎｇｅ　４３、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｖｉｏｌｅｔ　１９
、同２３、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｂｌｕｅ　１５、同１５：１、同１５：２、同１５
：３、同１５：４、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｂｒｏｗｎ　２３、同２５、Ｃ．Ｉ．Ｐｉ
ｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　７４、同１０９、同１１０、同１２８、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅ
ｎｔ　Ｇｒｅｅｎ　７、同３６などの有機顔料が挙げられる。
【００８１】
　顔料として従来知られている無機顔料を使用することもできる。無機顔料の具体例とし
て、ファーネスブラック、チャンネルブラック、サーマルブラック、アセチレンブラック
などのカーボンブラック、黒色酸化鉄、黄色酸化鉄、赤色酸化鉄、群青、紺青、コバルト
ブルー、チタンイエロー、ターコイズ、モリブデートオレンジ、酸化チタンなどの無機顔
料が挙げられる。特に酸化チタンは、再帰性反射シートが適用される基材（下地）を隠蔽
する能力に優れる。酸化チタンとして、ルチル型とアナターゼ型のいずれも使用可能であ
り、市販品の例として、タイペーク（商標）Ｒ－８２０、同Ｒ－８３０、同Ｒ－９３０、
同Ａ－１００、同Ａ－２２０（石原産業株式会社）、タイピュア（商標）Ｒ－１０５、同
Ｒ－９６０（デュポン）などが挙げられる。
【００８２】
　インク組成物中での顔料の分散性を向上させるため、上記顔料を樹脂に担持させたスラ
リーを使用してもよい。そのようなスラリーとして、顔料を塩化ビニル－酢酸ビニル共重
合樹脂に担時させた、Ｍｉｃｒｏｌｉｔｈ（商標）Ｙｅｌｌｏｗ　２０４０Ｋ、同Ｒｅｄ
３６３０Ｋ、同Ｍａｇｅｎｔａ　４５３５Ｋ、同Ｂｌｕｅ　７０８０Ｋ、同Ｇｒｅｅｎ　
８７５０Ｋ、同Ｂｌａｃｋ　００６６Ｋ、同Ｗｈｉｔｅ　００２２Ｋ（ＢＡＳＦ）などが
挙げられる。
【００８３】
　顔料は１種で又は２種以上混合して使用することができる。顔料の使用量は、インク組
成物１００質量部に対して、一般に約１質量部以上、約３０質量部以下であり、好ましく
は約２質量部以上、約２５質量部以下である。
【００８４】
　前述の顔料と一緒に使用する好適なバインダー樹脂としては、塩化ビニル単位及び酢酸
ビニル単位を含む塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体の少なくともいずれかを含むが、それ
らに限定されない。塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体は他の重合単位、例えばビニルアル
コール単位、マレイン酸単位、ヒドロキシアルキルアクリル酸エステル単位などを含んで
もよい。そのようなバインダー樹脂の具体例として、ＳＯＬＢＩＮ（商標）Ｃ、ＳＯＬＢ
ＩＮ（商標）ＣＬ、ＳＯＬＢＩＮ（商標）ＣＮＬ（塩化ビニル－酢酸ビニル共重合樹脂、
日信化学工業株式会社）、ＳＯＬＢＩＮ（商標）Ａ、ＳＯＬＢＩＮ（商標）ＡＬ（塩化ビ
ニル－酢酸ビニル－ビニルアルコール共重合樹脂、日信化学工業株式会社）、ＵＣＡＲ（
商標）Ｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｖｉｎｙｌ　Ｒｅｓｉｎ　ＶＹＨＨ（塩化ビニル－酢酸ビニル
共重合樹脂、ダウ・ケミカル日本株式会社）、ＵＣＡＲ（商標）Ｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｖｉ
ｎｙｌ　Ｒｅｓｉｎ　ＶＡＧＨ（塩化ビニル－酢酸ビニル－ビニルアルコール共重合樹脂



(14) JP 2016-118584 A 2016.6.30

10

20

30

40

50

、ダウ・ケミカル日本株式会社）、ＵＣＡＲ（商標）Ｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｖｉｎｙｌ　Ｒ
ｅｓｉｎ　ＶＭＣＨ（塩化ビニル－酢酸ビニル－マレイン酸共重合樹脂、ダウ・ケミカル
日本株式会社）、ＵＣＡＲ（商標）Ｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｖｉｎｙｌ　Ｒｅｓｉｎ　ＶＭＣ
Ｃ（塩化ビニル－酢酸ビニル－マレイン酸共重合樹脂、ダウ－ケミカル日本株式会社）、
ＵＣＡＲ（商標）Ｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｖｉｎｙｌ　Ｒｅｓｉｎ　ＶＭＣＡ（塩化ビニル－
酢酸ビニル－マレイン酸共重合樹脂、ダウ－ケミカル日本株式会社）、ＵＣＡＲ（商標）
Ｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｖｉｎｙｌ　Ｒｅｓｉｎ　ＶＲＯＨ（塩化ビニル－酢酸ビニル－ヒド
ロキシアルキルアクリル酸エステル共重合樹脂、ダウ－ケミカル日本株式会社）、ＶＩＮ
ＮＯＬ（商標）Ｅ１５／４５（塩化ビニル－酢酸ビニル共重合樹脂、Ｗａｃｋｅｒ　Ｃｈ
ｅｍｉｅ　ＡＧ）などが挙げられる。
【００８５】
　バインダー樹脂は１種で又は２種以上混合して使用することができる。バインダー樹脂
の使用量は、インク組成物１００質量部に対して、一般に約５質量部以上、約５０質量部
以下であり、好ましくは約１０質量部以上、約２０質量部以下である。
【００８６】
　インク組成物は、作業性、塗工性などを改善するために、メチルエチルケトン、メチル
イソブチルケトン、アセチルアセトンなどのケトン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭
化水素、エタノール、イソプロピルアルコールなどのアルコール、酢酸エチル、酢酸ブチ
ルなどのエステル、テトラヒドロフラン、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プ
ロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノメチル
エーテルアセテートなどのエーテルなどの有機溶剤をさらに含んでもよいが、それらに限
定されない。有機溶剤の使用量は、一般に、インク組成物１００質量部に対して約１質量
部以上、又は約５質量部以上、約９０質量部以下又は約８０質量部以下である。
【００８７】
　インク組成物は、その他の任意成分として、紫外線吸収剤、光安定剤、熱安定剤、分散
剤、可塑剤、フロー向上剤、レベリング剤などの従来使用されている添加剤を含んでもよ
い。
【００８８】
　再帰性反射シートが屋外用途に用いられる場合、インク組成物が、紫外線吸収剤、光安
定剤及び熱安定剤の少なくとも１つを含むことが望ましい。これらの添加剤の使用量は、
概して使用目的に依存する。典型的には、その使用量は、インク組成物の質量に基づいて
、各成分については、一般に、約０．１質量％以上、又は約０．２質量％以上、約５質量
％以下、又は約３質量％以下、成分の合計については、一般に、約０．１質量％以上、又
は約０．２質量％以上、約５質量％以下、又は約３質量％以下とすることができる。
【００８９】
　紫外線吸収剤及び光安定剤の具体例として、Ｔｉｎｕｖｉｎ（商標）ＰＳ、Ｔｉｎｕｖ
ｉｎ（商標）９９－２、Ｔｉｎｕｖｉｎ（商標）３２６、Ｔｉｎｕｖｉｎ（商標）３２８
、Ｔｉｎｕｖｉｎ（商標）３８４－２（ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤、ＢＡＳＦ）
、Ｔｉｎｕｖｉｎ（商標）４００、Ｔｉｎｕｖｉｎ（商標）４０５、Ｔｉｎｕｖｉｎ（商
標）４６０（ヒドロキシフェニルトリアジン系紫外線吸収剤、ＢＡＳＦ）、Ｕｖｉｎｕｌ
（商標）３０３５、Ｕｖｉｎｕｌ（商標）３０３９（シアノアクリレート系紫外線吸収剤
、ＢＡＳＦ）、Ｔｉｎｕｖｉｎ（商標）１２３、Ｔｉｎｕｖｉｎ（商標）１４４、Ｔｉｎ
ｕｖｉｎ（商標）１５２、Ｔｉｎｕｖｉｎ（商標）２９２（ヒンダードアミン系光安定剤
、ＢＡＳＦ）、Ｃｙａｓｏｒｂ（商標）ＵＶ３５２９（ヒンダードアミン系光安定剤、Ｃ
ｙｔｅｃ）、及びＳａｂｏｓｔａｂ（商標）ＵＶ６４（ヒンダードアミン系光安定剤、Ｓ
ＡＢＯ）が挙げられる。これらの紫外線吸収剤及び光安定剤は１種で又は２種以上混合し
て使用することができる。
【００９０】
　熱安定剤の具体例として、ＳＣ－１２、ＳＣ－３０８Ｅ、ＳＣ－３２０（Ｃａ／Ｚｎ系
熱安定剤、ＡＤＥＫＡ）、ＡＣ－２９０、ＡＣ－２９４、ＡＣ－２９６、ＡＣ－２９９（
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Ｂａ／Ｚｎ系熱安定剤、ＡＤＥＫＡ）が挙げられる。これらの熱安定剤は１種で又は２種
以上混合して使用することができる。
【００９１】
　着色層の厚さは様々であってよく、一般に、約５μｍ以上、約６μｍ以上、又は約８μ
ｍ以上、約３０μｍ以下、約２５μｍ以下、又は約２０μｍ以下とすることができる。
【００９２】
　インク組成物は、少なくとも塩化ビニル単位及び酢酸ビニル単位を含む共重合体樹脂と
、顔料とを含む熱可塑性インク組成物であることが有利である。本開示においてインク組
成物について使用される「熱可塑性」とは、インク組成物から形成される着色層が熱可塑
性を有することを意味する。いくつかの実施態様では、熱可塑性インク組成物は架橋剤又
は硬化剤を含まない。熱可塑性インク組成物から形成された着色層は、熱硬化性又は放射
線硬化性インク組成物から形成された着色層と比べて比較的柔軟であるため、再帰性反射
シートの加工又は成形時に変形しやすく、また、再帰性反射シートの使用時の温度変化に
対してひび割れなどの外観不良が発生しにくいという点で有利である。架橋剤及び／又は
硬化剤を含まない場合、熱硬化処理が不要となるため、比較的低い温度、例えば、約１１
０℃以下、約１００℃以下、又は約８０℃以下で着色層を形成できる。熱可塑性インク組
成物から形成された着色層を、本開示のポリウレタン表面保護層と組み合わせることによ
り、上記利点を有しつつも耐候性及び耐薬品性に優れた再帰性反射シートを得ることがで
きる。
【００９３】
　再帰性反射シートが赤外線吸収剤をさらに含んでもよい。この場合、赤外線吸収剤は、
再帰性反射シートに入射し、反射される光の行路上のいずれかの層に含まれる。例えば、
再帰性反射層（例えば、再帰性反射素子、基体層（ｂｏｄｙ　ｌａｙｅｒ）、シールフィ
ルム、接着剤層など）、ポリウレタン表面保護層、さらに任意で追加される層、例えば、
オーバーレイ層、グラフィック層、又は着色層に赤外線吸収剤が含まれてもよい。ポリウ
レタン表面保護層の上に、又はポリウレタン表面保護層と再帰性反射層の間に、赤外線吸
収剤とバインダー樹脂とを含む赤外線吸収層（不図示）が配置されてもよい。一実施態様
では、赤外線吸収剤は再帰性反射層に含まれる。赤外線吸収剤を含む層の波長８００～１
０００ｎｍの光についての平均透過率は、好ましくは約８０％以下、約７０％以下、又は
約６０％以下である。赤外線吸収剤を含む層の波長８００～１０００ｎｍの光についての
平均透過率が、約０．５％以上、約１％以上、又は約５％以上であってもよい。
【００９４】
　赤外線吸収剤を含む再帰性反射シートに赤外線が任意の入射角で入射すると、赤外線は
赤外線吸収剤を含む層によって吸収されて、赤外線の再帰反射が抑制される。このような
再帰性反射シートは、ＡＬＰＲ赤外システムによる視認性を有することが要求されるライ
センスプレートに特に有用である。
【００９５】
　赤外線吸収剤として、近赤外線放射（例えば、約７６０ｎｍ～約１５００ｎｍの波長）
を吸収する材料が使用でき、例えば、シアニン化合物、フタロシアニン化合物、ジチオー
ル金属錯体、ナフトキノン化合物、ジイモニウム化合物、アゾ化合物などの赤外線吸収色
素、及びセシウムタングステン酸化物（ＣＷＯ）、アンチモンドープ酸化スズ（ＡＴＯ）
、スズドープ酸化インジウム（ＩＴＯ）、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化タンタル
、酸化ニオブ、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化スズ、酸化セシウム、硫化亜鉛などの赤
外線吸収顔料が挙げられる。耐候性に特に優れていることから、赤外線吸収剤はセシウム
タングステン酸化物を含むことが有利である。セシウムタングステン酸化物は濃い青色を
呈するが、濃度を適切に調節することにより、背景色（下地色）に影響を与えずに、必要
な赤外線吸収性を維持することができる点でも有利である。
【００９６】
　セシウムタングステン酸化物としては、好ましくは、一般式ＣｓｘＷｙＯｚ（式中、０
．００１≦ｘ／ｙ≦１、２．２≦ｚ／ｙ≦３．０）であるものを使用できる。より好まし
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くは、０．１≦ｘ／ｙ＜１、２．４５≦ｚ／ｙ≦３．０であり、特に好ましくはｘ／ｙ＝
０．３３、ｚ／ｙ＝３である。
【００９７】
　セシウムタングステン酸化物の平均粒子径は、分散性、可視光領域における背景色（下
地色）の視認性などの観点から、好ましくは約３００ｎｍ以下、又は約１００ｎｍ以下、
又は約５０ｎｍ以下である。セシウムタングステン酸化物の平均粒子径は、約１０ｎｍ以
上、又は約２０ｎｍ以上であってもよい。
【００９８】
　赤外線吸収剤を再帰性反射シートに含めると、再帰性反射シートの白色度が低下するこ
とがある。これは、多くの一般に用いられる赤外線吸収剤が可視光領域において若干の吸
収を示すからである。したがって、再帰性反射シートの白色度を高めるために、所望によ
り、酸化チタン、酸化亜鉛、又は蛍光増白剤などの白色度向上材料を再帰性反射シート内
に含めるか、又は再帰性反射シート上にコーティングしてもよい。白色度向上材料を用い
ることにより、再帰性反射シートが日光の下で白く見えるようになる。
【００９９】
　白色度向上材料は、様々なパターン、面積、配置、及び色調で、再帰性反射シートに含
まれる又は再帰性反射シートをコーティングすることができる。いくつかの実施態様では
、白色度向上材料は、再帰性反射シートの少なくとも一部をコーティングする。いくつか
の白色度向上材料は、再帰性反射シートの再帰反射性能を低減する場合がある。その場合
、白色度向上材料の適用面積、白色度向上材料の適用パターンを構成する個々の要素のサ
イズ及び密度などを制御することによって、所望のレベルの再帰反射特性及び白色度を有
する再帰性反射シートを得ることができる。
【０１００】
　各層の間に必要に応じて接合層を配置してもよい。接合層は、従来知られている接着剤
から形成することができ、被接合物の材質に応じて適宜選択される。接着剤として、例え
ばアクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂などをベースとするものを使用するこ
とができる。接合層は、再帰反射特性、及び背景色（下地色）の視認性に影響を与えない
ように可視光に対して透明であることが好ましい。
【０１０１】
　接合層の厚みは特に限定されるものではないが、一般に、例えば約１０μｍ以上、又は
約２０μｍ以上、約２００μｍ以下、又は約１００μｍ以下であってよい。
【０１０２】
　本開示の別の実施態様の再帰性反射シートの断面図を図２に示す。図２の再帰性反射シ
ート２００は、構造化表面２１４と構造化表面２１４に隣接する反射層２３５を含む再帰
性反射層２１０を有する。図１の低屈折率層１３８に代えて、反射層２３５が使用されて
いる。反射層２３５は、例えば構造化表面２１４上のアルミニウムコーティングであって
よい。反射層２３５に隣接して接着剤２３２を含む接着層２３０を再帰性反射シート２０
０に設けてもよく、接着層２３０は再帰性反射層２１０の反対側にさらにライナー２３６
を有してもよい。構造化表面２１４は、複数のキューブコーナー素子２１２を含む。
【０１０３】
　図２に示すように、キューブコーナー素子２１２に入射する光線２５０は、反射層２３
５とキューブコーナー素子２１２の組み合わせにより再帰反射する。反射層２３５がキュ
ーブコーナー素子２１２に隣接する再帰性反射シート２１０の領域は光学的に活性な領域
である。
【０１０４】
　反射層２３５は、キューブコーナー素子２１２に対して良好な接着性を有することが望
ましい。反射層２３５として、例えば蒸着により形成された金属膜を用いることができる
。蒸着金属として、アルミニウム、銀などを用いることができる。チタンスパッタする等
のプライマー処理により、キューブコーナー素子２１２の表面と蒸着金属膜の接着力を向
上させてもよい。金属膜を用いるとキューブコーナー素子２１２の照射角が増大すること
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が知られている。金属膜の代わりに、反射層２３５は、例えば米国特許第６，２４３，２
０１号（Ｆｌｅｍｉｎｇ）（その記載は全てここに援用される。）に記載された多層反射
コーティングを含んでもよい。反射層２３５の厚さは、一般に約３０ナノメートル以上、
約８０ナノメートル以下とすることができる。
【０１０５】
　図２に示す接着層２３０、再帰性反射層２１０、ポリウレタン表面保護層２４８、オー
バーレイ層２４４、グラフィック層２４２、及び着色層２４６、並びに赤外線吸収剤及び
白色度向上材料については、図１に示す実施態様において既に説明したとおりである。シ
ールフィルムをキューブコーナー素子の背面に貼ることもでき、それらは、例えば、米国
特許第４，０２５，１５９号（ＭｃＧｒａｔｈ）及び同第５，１１７，３０４号（Ｈｕａ
ｎｇ）に記載されており、いずれの記載も全てここに援用される。シールフィルムは、境
界における全内部反射を可能にし、かつ汚れ及び／又は湿分のような汚染物質の進入を阻
止する空気境界をキューブの背面に保持する。
【０１０６】
　再帰性反射シートの再帰反射特性について、観測角０．２度、入射角５度における再帰
反射係数（ＪＩＳ　Ｚ　９１１７に準拠する）は少なくとも約１ｃｄ／ｌｘ／ｍ２である
。ある好適な実施態様では、再帰性反射シートの再帰反射係数は約４５ｃｄ／ｌｘ／ｍ２

以上、又は約５０ｃｄ／ｌｘ／ｍ２以上である。例えば、ＩＳＯ７５９１：１９８２に規
定される白については、約４５ｃｄ／ｌｘ／ｍ２以上、黄については約３０ｃｄ／ｌｘ／
ｍ２以上であることが望ましい。ＪＩＳ　Ｚ　９１１７の封入レンズ型タイプ１－Ｂ－ｂ
である場合、白については約３５ｃｄ／ｌｘ／ｍ２以上、黄については約２５ｃｄ／ｌｘ
／ｍ２以上、赤については約１０ｃｄ／ｌｘ／ｍ２以上、黄赤については約１３ｃｄ／ｌ
ｘ／ｍ２以上、緑については約５ｃｄ／ｌｘ／ｍ２以上、青については約３ｃｄ／ｌｘ／
ｍ２以上であることが望ましい。
【０１０７】
　再帰性反射シートの破断強度は、良好な耐久性の観点から、好ましくは約５Ｎ／２５ｍ
ｍ以上、約１０Ｎ／２５ｍｍ以上、又は約２０Ｎ／２５ｍｍ以上であり、製造容易性の観
点から、好ましくは、約２００Ｎ／２５ｍｍ以下、約１７５Ｎ／２５ｍｍ以下、又は約１
５０Ｎ／２５ｍｍ以下である。本開示において、破断強度はＪＩＳ　Ｚ　０２３７に準拠
して測定される値である。
【０１０８】
　再帰性反射シートの伸びは、エンボス加工又はデボス加工時のクラック発生の防止、及
び被着体、例えばベースプレートからの浮き上がり防止の観点から、好ましくは、約３０
％以上、又は約３５％以上であり、良好な機械強度の観点から、好ましくは、約４００％
以下、又は約３５０％以下である。本開示において、伸びはＡＳＴＭ試験法Ｄ８８２－８
０ａに準拠して測定される値である。
【０１０９】
　再帰性反射シートは、任意の既知の方法で作製することができる。本開示の一実施態様
の再帰性反射シートの例示的な製造方法は、再帰性反射層を提供する工程と、再帰性反射
層の上又はその上方に、少なくともポリエステル骨格又はポリカーボネート骨格のいずれ
かを有するポリオールと、三官能以上の脂肪族イソシアネートとの反応物を含むポリウレ
タン表面保護層を形成する工程とを含む。いくつかの好適な実施態様では、表面保護層形
成前の再帰性反射シートの再帰反射係数を１００％とした場合の表面保護層形成後の再帰
性反射シートの再帰反射係数の保持率が少なくとも約４５％、少なくとも約６０％、少な
くとも約７０％、又は少なくとも約８０％である。
【０１１０】
　ポリウレタン表面保護層を形成する工程は、約２０℃以上、約１２０℃以下の温度でそ
の硬化性組成物を加熱することにより行うことができる。いくつかの好適な実施態様では
、ポリウレタン表面保護層を形成する工程の加熱温度を約１００℃以下、約９０℃以下、
又は約８０℃以下とすることができる。加熱時間は温度条件にもよるが、例えば、温度約
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８０℃以下で加熱時間を約３０分以内、約２０分以内、又は約１０分以内とすることがで
きる。他の態様では、温度約１００℃であれば、加熱時間を約１０分以内、約５分以内、
又は約２分以内とすることができる。このような比較的低温かつ短時間で表面保護層を形
成することにより、極めて高い角度精度及び面精度が要求されるキューブコーナー素子側
面を有するが、材料の特性上熱の影響を受けやすい、再帰性反射層の再帰反射性能に顕著
に影響を与えずに、表面保護層を形成することができる。低屈折率層として空気層を有す
る再帰性反射構造体は、その構造化表面が他の材料で物理的に支持又は保護されていない
ため、熱の影響を極めて受けやすい。そのため、このような比較的低温かつ短時間で表面
保護層を形成することにより得られる利益は顕著である。
【０１１１】
　ポリウレタン表面保護層の存在は、着色層、グラフィック層、オーバーレイ層などのそ
の他の各層を、比較的低温、例えば、表面保護層を形成するために使用される温度条件と
ほぼ同等の温度での形成を可能にする。また、ポリウレタン表面保護層の存在は、その下
にある層が単独で耐候性又は耐薬品性を満たさないでよいものとする。すなわち、再帰性
反射積層体形成後の工程において、キューブコーナー素子の光学特性をほとんど殆ど劣化
させることのない約１００℃以下、約９０℃以下、又は約８０℃以下の温度条件でこれら
の各層を形成することができる。加熱時間は温度条件にもよるが、例えば、温度約８０℃
以下で加熱時間を約３０分以内、約２０分以内、又は約１０分以内とすることができ、温
度約１００℃であれば、加熱時間を約１０分以内、約５分以内、又は約２分以内とするこ
とができる。
【０１１２】
　いくつかの実施態様では、本開示の再帰性反射シートを構成する層及び要素を順次積層
又は適用することによって、再帰性反射シートが作製される。得られた再帰性反射シート
を、被着体、例えばアルミニウムプレートに接着することにより、ライセンスプレート、
標識などの物品を形成することができる。別の実施態様では、再帰性反射シートの一部の
層又は要素を被着体（基板）、例えばアルミニウムプレートに取り付けた後、その上に再
帰性反射シートの他の層又は要素を積層又は適用することによって、被着体と再帰性反射
シートが一体となった物品、例えばライセンスプレート、標識などが形成される。
【０１１３】
　本開示の一実施態様では、上記再帰性反射シートを含むライセンスプレートが提供され
る。
【０１１４】
　ライセンスプレートのベースプレートは、一般に金属板又は樹脂板である。金属板とし
て、アルミニウム板、ステンレス板、鉄板などが挙げられる。樹脂板として、ポリカーボ
ネート板、ポリエステル板、塩化ビニル板などが挙げられる。必要に応じて、これらの板
材をフレームなどの形状に成形加工してもよい。
【０１１５】
　例えば、ライセンスプレート、交通標識等の標識は、一般に、アルファベットと数字を
組み合わせた文字、グラフィック、パターン又はそれらの組み合わせを含む。ある実施形
態では、標識の外観は、政府及び／又は管轄地域で規定されている。別の実施形態では、
表示部は、着色層によって形成することができる。さらに別の実施形態では、例えばライ
センスプレートにおいて、表示部をエンボス部（凸部）又はデボス部（凹部）と着色層を
組み合わせて形成することもできる。エンボス部及びデボス部の深さは、一般にそれぞれ
約１ｍｍ以上、約２ｍｍ以下であるが、この範囲に限定されない。
【０１１６】
　本開示の一実施態様のライセンスプレートの製造方法は、ベースプレートを提供する工
程と、ベースプレートの上に再帰性反射層を積層して、再帰性反射積層プレートを形成す
る工程と、再帰性反射積層プレートをエンボス加工又はデボス加工する工程と、エンボス
加工又はデボス加工された再帰性反射積層プレートの凸部又は凹部に着色層を形成する工
程と、再帰性反射層及び着色層を覆うようにポリウレタン表面保護層を形成する工程とを
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含み、表面保護層は、少なくともポリエステル骨格又はポリカーボネート骨格のいずれか
を有するポリオールと、三官能以上の脂肪族イソシアネートとの反応物を含む。
【０１１７】
　ライセンスプレートの製造方法を、図３Ａ～３Ｆを参照しながら例示的に説明するが、
ライセンスプレートの製造方法はこれに限られない。
【０１１８】
　図３Ａに示す再帰性反射構造体３２０は、ライナー３３６を接着層（不図示）上に有し
ており、グラフィック層３４２が再帰性反射構造体３２０の上に印刷され、その上に接合
層３４５を介してオーバーレイ層３４４が積層されている。
【０１１９】
　図３Ｂに示すように、ライナー３３６を取り除き、再帰性反射構造体３２０の接着層を
ベースプレートであるアルミニウム板３６０に接着して積層することにより、再帰性反射
積層プレートを形成する。
【０１２０】
　次に、図３Ｃに示すように、ブランクプレスダイ３７０を用いて、再帰性反射積層プレ
ートを所望の大きさにブランクプレスして切り出す。
【０１２１】
　図３Ｄに示すように、切り出された再帰性反射積層プレートをエンボス／デボス加工す
ることにより、ライセンスプレートの表示部及び辺縁のフレーム部を形成する。図３Ｄで
は、凸部（エンボス部）は表示部の台座として示す。フレーム部はライセンスプレートの
変形を防止するための強度をライセンスプレートに付与することができる。
【０１２２】
　図３Ｅに示すように、エンボス加工された再帰性反射積層プレートの凸部（エンボス部
）に着色層３４６をロールコーティングなどによって形成する。
【０１２３】
　図３Ｆに示すように、再帰性反射構造体３２０に含まれる再帰性反射層及び着色層３４
６を覆うように、少なくともポリエステル骨格又はポリカーボネート骨格のいずれかを有
するポリオールと、三官能以上の脂肪族イソシアネートとを含む硬化性組成物を塗布又は
噴霧し、例えば温度約８０℃で約１０分間加熱することによりポリオールとイソシアネー
トを反応させて、ポリウレタン表面保護層３４８を形成する。このようにして、再帰性反
射シートを含むライセンスプレート３００を作製することができる。
【０１２４】
　本開示の再帰性反射シートは、上述したライセンスプレートに加えて、例えば再帰性反
射シート材、再帰性反射標識（例えば交通制御標識、一般道路標識、高速道路標識など）
、視線誘導標、バリケード、個人安全製品、グラフィックシート材、安全ベスト、車両グ
ラフィック、及びディスプレイ標識などに使用することができる。
【０１２５】
　さらに、本開示では主にキューブコーナー素子を用いた再帰性反射シートについて例示
して説明してきたが、微小球ベース、すなわちビーズ素子を用いた再帰性反射シート（ビ
ーズシート）に対しても、上述するポリウレタン表面保護層を形成することができる。微
小球ベースのシートは、典型的にバインダー層に少なくとも部分的に埋め込まれている複
数の微小球、及び微小球とともに形成される反射又は拡散反射性材料（金属蒸着若しくは
スパッタコーティング、金属フレーク、又は顔料粒子など）を含む。ビーズシートとして
、露出レンズタイプのビーズ型再帰性反射シート、密封型レンズタイプのビーズ型再帰性
反射シート、及びカプセル封入型レンズタイプのビーズ型再帰性反射シート等が例示され
る。露出レンズタイプのビーズ型再帰性反射シートは、例えば米国特許第２，３２６，６
３４号（Ｇｅｂｈａｒｄ）に記述されている。Ｇｅｂｈａｒｄの露出レンズタイプのシー
トは、空気界面に露出しているレンズ素子の層を含む。レンズ素子は、約１．７～２．０
の屈折率を有することが好ましい。カプセル封入型のビーズシートは、例えば米国特許第
３，１９０，１７８号（ＭｃＫｅｎｚｉｅ）及び同第４，０２５，１５９号（ＭｃＧｒａ
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ｔｈ）に記述されている。これらの特許は、カプセル封入されたレンズタイプのシートの
空気界面を維持し、同時に、シートの光学的性能に悪影響を与え得る要素（例えば水）へ
の露出からシートを保護するために、カバーフィルムを使用することについて記述してい
る。密封レンズタイプのビーズシートは、例えば米国特許第２，４０７，６８０号（Ｐａ
ｌｍｑｕｉｓｔ）に記述されている。
【実施例】
【０１２６】
　以下の実施例において、本開示の具体的な実施態様を例示するが、本発明はこれに限定
されるものではない。部及びパーセントは全て、特に明記しない限り質量による。
【０１２７】
　本実施例において、ポリウレタン表面保護層で使用した材料を表１、着色層で使用した
材料を表２にそれぞれ示す。
【０１２８】
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【０１２９】
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【表２】

【０１３０】
　表面保護層及び表面保護層を有する再帰性反射シートの特性を以下の試験方法を用いて
評価した。
【０１３１】
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＜粘弾性特性－ガラス転移温度Ｔｇ及びｔａｎδの測定＞
　硬化性組成物を厚さ３８μｍの剥離処理ポリエステルフィルム（帝人デュポン社製）上
に塗布し、温度８０℃のオーブン中で１０分間乾燥した後、ポリエステルフィルムを除去
して、厚さ５０μｍのポリウレタン表面保護層を作製する。
【０１３２】
　得られた表面保護層を幅１０ｍｍ、長さ５０ｍｍに切断して短冊状の試料を作成し、Ｔ
Ａ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ社製粘弾性測定装置ＲＳＡ－ＩＩＩを用い、Ｔｅｎｓｉｏｎ　
Ｍｏｄｅ、周波数１０．０Ｈｚの条件下、昇温速度５．０℃／分で－４０～２００℃の温
度範囲における損失正接（ｔａｎδ）（損失弾性率Ｅ”／貯蔵弾性率Ｅ’）を測定する。
得られた損失正接（ｔａｎδ）のピーク温度をガラス転移温度（Ｔｇ）と定義する。ガラ
ス転移温度Ｔｇが５０℃以上である場合、耐ブロッキング性に優れる。
【０１３３】
＜耐インク汚染性評価＞
　表面保護層を形成した再帰性反射シートの表面保護層の上に、黒色油性マーカー（マジ
ックインキ黒、寺西工業株式会社）で線を描き、６時間放置する。ラッカーシンナー（Ｒ
Ａ－５０、三協化学株式会社）をしみ込ませたウエス（日本製紙クレシア株式会社製キム
ワイプＳ－２００）を用いてインクを拭き取り、インクの残留及び塗膜の外観変化の有無
を目視で確認する。インクの残留及び外観変化のないものをＯＫ、インク残り又は塗膜の
外観変化が確認されたものをＮＧ（Ｎｏｔ　Ｇｏｏｄ）とする。
【０１３４】
＜耐ブロッキング性＞
　表面保護層を形成した再帰性反射シートの表面保護層のタックを指触により確認する。
指触タックのないものは、耐ブロッキング性に優れる。
【０１３５】
＜再帰反射係数＞
　表面保護層を形成した再帰性反射シートの再帰反射係数Ｒ０．２（観測角０．２度、入
射角５度における再帰反射係数）を、再帰反射測定装置Ｒｅｔｒｏｓｉｇｎ　Ｔｙｐｅ　
４５００（Ｄｅｌｔａ　Ｌｉｇｈｔ＆Ｏｐｔｉｃｓ，Ｌｙｎｇｂｙ，Ｄｅｎｍａｒｋ）を
用いて測定する。
【０１３６】
＜架橋緻密度の評価＞
　硬化性組成物を厚さ３８μｍの剥離処理ポリエステルフィルム（帝人デュポン社製）上
に塗布し、温度８０℃のオーブン中で１０分間乾燥した後、ポリエステルフィルムを除去
して、厚さ５０μｍのポリウレタン表面保護層を作製する。
【０１３７】
　得られた表面保護層を厚さ１．５ｍｍになるまで積層した後、ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅ
ｎｔ社製粘弾性測定装置ＡＲＥＳを用い、Ｓｈｅａｒ　Ｍｏｄｅ、周波数０．０１Ｈｚの
条件下で、１２０℃における損失正接（ｔａｎδ）（損失弾性率Ｅ”／貯蔵弾性率Ｅ’）
を測定する。損失正接（ｔａｎδ）が０．１より低い場合、架橋の緻密性が十分であり、
耐インク汚染性に優れる。
【０１３８】
＜例１～４及び比較例１～２＞
　表３に示す各成分を混合して硬化性組成物を調製した。混合は、室温（約２３℃）で、
５分間１０００ｒｐｍの条件で撹拌することで行った。再帰性反射シート（製品名「３Ｍ
（登録商標）Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ　Ｌｉｃｅｎｓｅ
　Ｐｌａｔｅ　Ｓｈｅｅｔｉｎｇ　Ｓｅｒｉｅｓ　６７００」として３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎ
ｙ，Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ，ＵＳＡより供給）を貼りつけたアルミニウム板（材質Ｈ１０
５０、１ｍｍ厚）をエンボス加工し、スプレーコーター（奥工業株式会社製）を用いて、
空気圧０．３ＭＰａ、ストローク７ｍ／分の条件で硬化性組成物を４パス塗布した。温度
８０℃のオーブン中で１０分間加熱して、厚さ２５μｍの表面保護層を再帰性反射シート
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の上に形成した。表面保護層、及び表面保護層を有する再帰性反射シートの評価結果を表
３に示す。また、表面保護層を形成する前後でそれぞれの再帰性反射シートの再帰反射係
数を測定し、再帰反射係数保持率を求めた。表３に併せて示す。
【０１３９】
【表３】
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【０１４０】
＜例５～７及び比較例３～６＞
　例５、６及び７は、加熱条件をそれぞれ６０℃／１０分、１００℃／１０分、１２０℃
／１０分とした以外は、例１と同様に表面保護層を有する再帰性反射シートを作製した。
比較例３～６は、表面保護層がないことを除いては、例１及び例５～７と同様の条件で形
成した。再帰反射係数の評価結果を表４に示す。また、表面保護層を形成する前後でそれ
ぞれの再帰性反射シートの再帰反射係数を測定し、再帰反射係数保持率を求めた。表４に
併せて示す。
【０１４１】
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【表４】

【０１４２】
＜例８～１４、参照例１～２＞
　ホモミキサー（プライミクス社製）を用いて、表５に示す成分を溶解又は分散してイン
ク組成物を調製した。インク組成物は室温（約２３℃）でホモミキサー（ＰＲＩＭＩＸ　
Ｃｏｒｐ．）を用いて２０００ｒｐｍで３０分混合して調製した。例１で用いた再帰性反
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射シートを貼りつけたアルミニウム板（材質Ｈ１０５０、１ｍｍ厚）をエンボス加工した
。日本語の文字がアルミニウム板にエンボスされた。エンボスされた板上に、ロールコー
ターＲＭ－１２（三協エンジニアリング）を用いてインク組成物を２パス印刷し、温度８
０℃のオーブン中で１０分間乾燥した。乾燥後厚さ１０～１５μｍの着色層がアルミニウ
ム板のエンボス部分に形成された。その後、スプレーコーター（奥工業株式会社）を用い
て、空気圧０．３ＭＰａ、ストローク７ｍ／分の条件で例１の表面保護層溶液を４パス塗
布した。温度８０℃のオーブン中で１０分間加熱して、厚さ２５μｍの例１と同一条件で
表面保護層を再帰性反射シートの上に形成した。
【０１４３】
＜参照例３＞
　インクとして３Ｍ（登録商標）Ｒｏｌｌ　Ｃｏａｔ　Ｉｎｋ　４８５０Ｗｈｉｔｅ（３
Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ，ＵＳＡ）を使用した以外は、例７と同様に
エンボス部分に着色層を有し、表面保護層を有する再帰性反射シートを作製した。
【０１４４】
　例８～１４、参照例１～３の再帰性反射シートについて、表面保護層へのインクにじみ
を目視で確認した結果を表５に示す。
【０１４５】
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【表５】

【０１４６】
　本発明の基本的な原理から逸脱することなく、上記の実施態様及び実施例が様々に変更
可能であることは当業者に明らかである。また、本発明の様々な改良及び変更が本発明の
趣旨及び範囲から逸脱せずに実施できることは当業者には明らかである。
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【符号の説明】
【０１４７】
　１００、２００　　再帰性反射シート
　１１０、２１０　　再帰性反射層
　１１２、２１２　　キューブコーナー素子
　１１４、２１４　　構造化表面
　１１６、２１６　　主表面
　１２０、２２０、３２０　　再帰性反射構造体
　１３０、２３０　　接着層
　１３２、２３２　　接着剤
　１３４　　バリア層
　２３５　　反射層
　１３６、２３６、３３６　　ライナー
　１３８　　低屈折率層
　１４２、２４２、３４２　　グラフィック層
　１４４、２４４、３４４　　オーバーレイ層
　１４６、２４６、３４６　　着色層
　１４８、２４８、３４８　　ポリウレタン表面保護層
　１５０、２５０　　光線
　３００　　ライセンスプレート
　３４５　　接合層
　３６０　　アルミニウム板
　３７０　　ブランクプレスダイ

【図１】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】
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【図３Ｄ】

【図３Ｅ】

【図３Ｆ】
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