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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造物の窓に用いられ、その構造物に流入する熱の流れを調節することにより、放射エ
ネルギーに関し、透過率、反射率または吸収率を温度に基づいて制御するサーモリフレク
ティブまたはサーモアブソープティブなフィルタであって、
　サブ波長サイズを有するように浮き彫り加工されたサブ波長特徴物を備え、そのサブ波
長特徴物に依存することによって入射光を偏光するとともに、第１の屈折率を有する回折
型ポラライザと、
　前記サブ波長特徴物に隣接するサーモトロピック材と
　を含み、
　そのサーモトロピック材は、しきい温度より低温であると、第２の屈折率を有し、その
第２の屈折率は、前記第１の屈折率と実質的に同じであり、それにより、入射光が、前記
サブ波長特徴物に対して相互作用を行わないとともに、前記回折型ポラライザと前記サー
モトロピック材との間の界面において実質的に屈折せず、それにより、前記回折型ポララ
イザは前記入射光を偏光せず、当該フィルタは、前記入射光に対して高い透過度を有し、
　前記サーモトロピック材は、前記しきい温度より高温であると、第３の屈折率を有し、
その第３の屈折率は、前記第１の屈折率とは実質的に異なり、それにより、入射光が、前
記サブ波長特徴物に対して相互作用を行うとともに、前記回折型ポラライザと前記サーモ
トロピック材との間の前記界面において実質的に屈折し、それにより、前記回折型ポララ
イザは前記入射光を偏光し、当該フィルタは、前記入射光に対して減衰性を有するフィル
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タ。
【請求項２】
　請求項１に記載のフィルタであって、さらに、第２のポラライザを含み、その第２のポ
ラライザは、前記サーモトロピック材に、前記回折型ポラライザとは反対の側において隣
接するとともに、前記回折型ポラライザの偏光方向(偏光、polarization)に対して実質的
に直交する偏光方向(偏光、polarization)を有するフィルタ。
【請求項３】
　請求項２に記載のフィルタであって、前記第２のポラライザは、回折型ポラライザであ
るフィルタ。
【請求項４】
　請求項１に記載のフィルタであって、前記回折型ポラライザは、エッチングされた表面
を有する透過材であるフィルタ。
【請求項５】
　請求項１に記載のフィルタであって、さらに、屈折性光学素子を含み、その屈折性光学
素子は、入射光の向きを、その入射光が、前記回折型ポラライザの表面に鋭角的に入射す
る角度でその回折型ポラライザに向かうように変化させるフィルタ。
【請求項６】
　請求項１に記載のフィルタであって、さらに、屈折性光学素子を含み、その屈折性光学
素子は、入射光の向きを、その入射光が、前記回折型ポラライザの表面に実質的に直角に
入射する角度でその回折型ポラライザに向かうように変化させるフィルタ。
【請求項７】
　請求項１に記載のフィルタであって、前記サーモトロピック材は、０℃から３５℃まで
の範囲内にあるクリアリング・ポイントを有する液晶であるフィルタ。
【請求項８】
　請求項１に記載のフィルタであって、
　第１の温度のもとでは、前記入射光のうちの第１の部分が、当該フィルタから反射する
とともに、前記入射光のうちの第２の部分が、当該フィルタを透過させられ、
　第２の温度のもとでは、前記入射光のうちの第３の部分が、当該フィルタから反射する
とともに、前記入射光のうちの第４の部分が、当該フィルタを透過させられるフィルタ。
【請求項９】
　請求項２に記載のフィルタであって、
　前記しきい温度より高温であると、入射光のうち、最大で１００％のものが当該フィル
タによって反射し、
　前記しきい温度より低温であると、入射光のうち、最小で０％のものが当該フィルタに
よって反射するフィルタ。
【請求項１０】
　請求項２に記載のフィルタであって、
　前記回折型ポラライザは、前記サーモトロピック材が前記しきい温度より高温である場
合に、前記入射光のうち、最大で５０％のものを反射するとともに、反射しない入射光の
大部分（半分以上、a majority)を透過させ、
　前記第２のポラライザは、前記サーモトロピック材が前記しきい温度より高温である場
合に、前記回折型ポラライザによって透過させられた入射光のうち、最大で１００％のも
のを反射する一方、前記サーモトロピック材が前記しきい温度より低温である場合に、前
記回折型ポラライザによって透過させられた入射光のうち、最大で１００％のものを透過
させるフィルタ。
【請求項１１】
　構造物の窓に用いられ、その構造物に流入する熱の流れを調節することにより、放射エ
ネルギーに関し、透過率、反射率または吸収率を温度に基づいて制御するサーモリフレク
ティブなフィルタであって、
　サーモトロピック複屈折材であって、第１の温度状態においては、互いに直交する方向
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に沿って複数の軸屈折率ｎｏおよびｎｅを有する一方、第２の温度状態においては、単一
の屈折率ｎｉを有するものと、
　少なくとも一つの屈折性構造より成る第１層であって、軸屈折率ｎｇを有し、かつ、前
記サーモトロピック複屈折材に隣接するように配置されるとともに、入射光の光路を全反
射のための臨界角により近い角度で前記サーモトロピック複屈折材と前記第１層との間の
界面に入射するように変化させることが可能であるものと
　を含み、
　前記屈折率ｎｏ，ｎｅおよびｎｉならびに前記軸屈折率ｎｇの間の関係は、前記第１の
温度状態においては、特定の偏光成分(偏光、polarization)と、前記臨界角より小さい入
射角とを有する光が、前記界面に当たると、反射する一方、前記第２の温度状態において
は、入射光が、前記界面を透過させられるように選択されるフィルタ。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のサーモリフレクティブなフィルタであって、前記屈折性構造は、プ
リズムを含むフィルタ。
【請求項１３】
　構造物の窓に用いられ、その構造物に流入する熱の流れを調節することにより、放射エ
ネルギーに関し、透過率、反射率または吸収率を温度に基づいて制御するサーモリフレク
ティブなフィルタであって、
　サーモトロピック複屈折材であって、第１の温度状態においては、互いに直交する方向
に沿って複数の軸屈折率ｎｏおよびｎｅを有する一方、第２の温度状態においては、単一
の屈折率ｎｉを有するものと、
　複屈折性を有する少なくとも一つの複屈折型屈折性構造より成る第１層であって、前記
サーモトロピック複屈折材に隣接するように配置されるとともに、入射光の光路を全反射
のための臨界角により近い角度で前記サーモトロピック複屈折材と前記第１層との間の界
面に入射するように変化させることが可能であり、かつ、互いに直交する方向に沿って複
数の軸屈折率をｎｏおよびｎｅに一致するように有するものと
　を含み、
　前記屈折率ｎｏ，ｎｅおよびｎｉならびに前記複数の軸屈折率の間の関係は、前記第１
の温度状態においては、特定の偏光成分(偏光、polarization)を有する光が、前記界面に
当たると、実質的に全反射する一方、前記第２の温度状態においては、前記特定の偏光成
分(偏光、polarization)を有する光が、前記界面を透過させられるように選択されるフィ
ルタ。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のサーモリフレクティブなフィルタであって、前記屈折性構造は、プ
リズムを含むフィルタ。
【請求項１５】
　サーモリフレクティブなフィルタを有するデバイスであって、
　請求項１３に記載のサーモリフレクティブなフィルタを２つ、それぞれが互いに実質的
に直交するように配向されたものを含むデバイス。
【請求項１６】
　サーモリフレクティブなフィルタを有するデバイスであって、
　請求項１３に記載のサーモリフレクティブなフィルタを少なくとも２つ、それぞれが互
いに異なる向きを有するように配向されたものを含むデバイス。
【請求項１７】
　請求項１１に記載のサーモリフレクティブなフィルタであって、さらに、少なくとも一
つの屈折性構造より成る第２層であって、前記サーモトロピック複屈折材に、前記第１層
とは反対側に隣接するように配置されたものを含み、前記第２層は、入射光の光路を全反
射のための臨界角により近い角度で前記サーモトロピック複屈折材と前記第２層との間の
界面に入射するように変化させることが可能であり、かつ、ｎｏおよびｎｅに近似した複
数の軸屈折率を有するフィルタ。
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【請求項１８】
　請求項１３に記載のサーモリフレクティブなフィルタであって、さらに、複屈折性を有
する少なくとも一つの複屈折型屈折性構造より成る第２層であって、前記サーモトロピッ
ク複屈折材に、前記第１層とは反対側に隣接するように配置されたものを含み、前記第２
層は、入射光の光路を全反射のための臨界角により近い角度で前記サーモトロピック複屈
折材と前記第２層との間の界面に入射するように変化させることが可能であり、かつ、ｎ

ｏおよびｎｅに近似した複数の軸屈折率を有するフィルタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願の参照］
　本出願は、複数の出願に対する優先権を主張しており、それら出願は、米国仮特許出願
第６１／２６２，０２４号であって、発明の名称が「Thermally switched optical filte
r（温度応答切換型光学フィルタ）」であるとともに、２００９年１１月１７日に出願さ
れたものと、米国仮特許出願第６１／２９６，１２７号であって、発明の名称が「Therma
lly switched optical filter incorporating a guest-host architecture（ゲスト－ホ
スト構造を組み込んだ温度応答切換型光学フィルタ）」であるとともに、２０１０年１月
１９日に出願されたものと、米国仮特許出願第６１／２９９，５０５号であって、発明の
名称が「Thermally switched optical filter incorporating a guest-host architectur
e（ゲスト－ホスト構造を組み込んだ温度応答切換型光学フィルタ）」であるとともに、
２０１０年１月２９日に出願されたものとを含み、それら出願の開示事項は、引用により
、全体的に本明細書に合体させられる。本出願は、また、米国特許出願第１２／７５８，
５７３号であって、発明の名称が「Thermally switched optical filter incorporating 
a guest-host architecture（ゲスト－ホスト構造を組み込んだ温度応答切換型光学フィ
ルタ）」であるとともに、２０１０年４月１２日に出願されたものの一部継続出願であり
、本出願は、さらに、米国特許法第１１９条（ｅ）項に従い、複数の出願の優先権を主張
しており、それら出願は、米国仮特許出願第６１／１６８，５１３号であって、発明の名
称が「Large throw termoreflective and thermoabsorptive filters（ラージ・スロー型
サーモリフレクティブ・フィルタおよびサーモアブソープティブ・フィルタ）」であると
ともに、２００９年４月１０日に出願されたものと、米国仮特許出願第６１／２６２，０
２４号であって、発明の名称が「Thermally switched optical filter（温度応答切換型
光学フィルタ）」であるとともに、２００９年１１月１７日に出願されたものと、米国仮
特許出願第６１／２９６，１２７号であって、発明の名称が「Thermally switched optic
al filter incorporating a guest-host architecture（ゲスト－ホスト構造を組み込ん
だ温度応答切換型光学フィルタ）」であるとともに、２０１０年１月１９日に出願された
ものと、米国仮特許出願第６１／２９９，５０５号であって、発明の名称が「Thermally 
switched optical filter incorporating a guest-host architecture（ゲスト－ホスト
構造を組み込んだ温度応答切換型光学フィルタ）」であるとともに、２０１０年１月２９
日に出願されたものとを含み、それら出願の開示事項は、引用により、全体的に本明細書
に合体させられる。
【０００２】
　一方、本出願は、米国特許第７，７６８，６９３号と、米国特許第７，７５５，８２９
と、複数の出願とに関連しており、それら出願は、米国特許出願第１２／３４０，５５２
号であって、発明の名称が「Thermally switched absorptive window shutter（温度応答
切換型であり、かつ、吸収型である窓用シャッタ）」であるとともに、２００８年１２月
１９日に出願されたものと、米国特許出願第１２／２３４，３８３号であって、発明の名
称が「Low emissivity window films and coatings incorporating nanoscale wire grid
s（ナノスケールのワイヤ・グリッドを組み込んだ低放射膜）」であるとともに、２００
８年９月１９日に出願されたものと、米国特許出願第１２／４２９，０９２号であって、
発明の名称が「Glare management of reflective and thermo reflective surfaces（反
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射性表面およびサーモリフレクティブ表面についてのグレア（眩しさ）調整）」であると
ともに、２００９年４月２３日に出願されたものと、米国特許出願第１２／４９７，３６
５号であって、発明の名称が「Insulating glass unit as shipping container（輸送コ
ンテナとしての断熱ガラスユニット）」であるとともに、２００９年７月２日に出願され
たものと、米国特許出願第１２／５４５，０５１号であって、発明の名称が「Methods fo
r fabricating thermochromic filters（サーモクロミックフィルタを製作する方法）」
であるとともに、２００９年８月２０日に出願されたものと、米国特許出願第１２／４８
８，５１５号であって、発明の名称が「Optical metapolarizer device（光学メタポララ
イザ・デバイス）」であるとともに、２００９年６月１９日に出願されたものとを含んで
おり、それら出願の各々の開示事項は、引用により、全体的に本明細書に合体させられる
。
【０００３】
［技術分野］
　この技術は、光の吸収または反射を選択的に行うことにより、光および放射熱の流れを
制御するデバイスに関する。この技術は、受動型または能動型であり、かつ、光調節およ
び温度調節を行うフィルム、材料およびデバイスにおいて、特に建材という用途を有する
が、それに限定されない。
【背景技術】
【０００４】
　いくつかの切換型ミラーが存在し、それら切換型ミラーは、例えば、Richardsonに発行
された米国特許第７，０４２，６１５号に記載されているが、リバーシブルな金属ハイド
ライドおよび金属リチドの化学組成を基礎としている。それら切換型ミラーは、化学的に
は、充電可能なバッテリに関連するが、電界（電場, electric field）の影響下で、障壁
を横切るイオンの物理的移入に依存する可能性があり、よって、切換速度および切換の寿
命(switching cycle lifetimes)が制限される。一方、電気的に作動する「光学バルブ」
であって、液晶を少なくとも一つの反射型ポラライザに組み合わせたものが、例えば、Br
uzzoneらに発行された米国特許第６，４８６，９９７号に記載されている。それらデバイ
スにおいては、液晶が、一般に、エレクトロトロピック（電気によって光学特性が変化す
る）・デポラライザとして機能し、そのエレクトロトロピック・デポラライザは、自身を
透過する光の極性を、電界の影響下で、可変に変化させるかまたは回転させる手段である
。それらデバイスのうちのいくつかは、切換型ミラーとして考えることが可能であるが、
それらデバイスがそのように説明されることは稀であり、その理由は、それらデバイスの
主要な用途がビデオディスプレイや高度な光学機器であるからである。
【０００５】
　切換型電気式光学バルブは、ポラライザを必要とはしないが、拡散型前方散乱器(forwa
rd scatterers)または拡散型リフレクタであるものも存在する。その理由は、液晶自身、
リフレクタ（分布型ブラッグ・リフレクタすなわちＤＢＲを含むが、それに限定されない
）であって、それぞれの用途において互いに異なる複数の反射帯域を有するとともに、反
射性、拡散性または前方散乱性を有するモードと、より強い透過性を有するモードとを有
するものとして作用する可能性があるからである。それらは、ポリマ分散型液晶（ＰＤＬ
Ｃ）ディスプレイと、コレステリック(Cholesteric)液晶ディスプレイ（Ｃｈ－ＬＣＤ）
と、ハイルマイヤ(Heilmeier)・ディスプレイと、ゲスト－ホスト(Guest-Host)・ディス
プレイとを含んでいる。ＰＤＬＣは、エレクトロクロミック（電気によって色が変化する
）・デバイスであって、このデバイスにおいては、液晶の液滴であって別の材料内に埋設
されているものの屈折率が電気的に変化し、その結果、液晶の液滴は、あるモードにおい
て別のモードにおけるより多くの光を散乱する。Ｃｈ－ＬＣＤは、２つの安定状態、すな
わち、反射性を有する平面構造(reflective planar texture)と焦点円錐構造(フォーカル
・コニック構造、focal conic texture)とを有する。前記反射性を有する平面構造は、ブ
ラッグの反射条件が満たされると、光を反射し、それにより、光のうち、一つの円偏光（
偏光成分）を有する部分についてブラッグ・リフレクタとして作用し、一方、前記焦点円
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錐構造は、前記光のうち、より多くの部分を透過させる。
【０００６】
　ゲスト－ホスト・ディスプレイは、一般的に、液晶内に分散させられた色素（染料, dy
es)を利用し、その色素は、ある配向(orientation)において他の配向におけるより多くの
光を吸収する。前記色素の配向は、前記液晶の配向に依存し、その液晶の配向は、電圧に
よって形成される電界（電場, electric field）を用いて決まり、その電圧は、インジウ
ム・スズ酸化物(酸化インジウム・スズ、ITO, indium tin oxide)のような透過性伝導層
（熱伝導層, 導電層、conducting layers）を介して印加される。この種のデバイスは、
また、少なくとも一つのポラライザを使用する可能性がある。特に、ポジ型(正号、posit
ive)およびネガ型(負号、negative)の二色性（ダイクロイック、dichroic)色素（プレオ
クロイック染料(pleochroic dyes)およびネガ型の二色性色素）が存在し、それら色素は
それぞれ、異なる分子軸方向(different axes of the molecule)に沿って光を吸収する。
【０００７】
　ポリマ安定化液晶（ＰＳＬＣ）は、特に液晶の配向の設定または増強を目的として、プ
レポリマ（ポリマ前駆体、ポリマ先駆物質, prepolymer）および液晶を混合させ、そのプ
レポリマの重合を行うと、生成される。種々の方法と種々の濃度で硬化させられるプレポ
リマと混合された液晶は、この文献において、特に、ポリマ安定化（ポリマ安定型、ポリ
マ安定化型, polymer-stabilized)、ポリマ・ネットワーク型(polymer-networked)、ポリ
マ・エンハンスド（ポリマ強化型, polymer-enhanced)およびポリマ分散(polymer-disper
sed)として記載される。この技術は、例えば、Satyendraらに発行された米国特許第７，
３５５，６６８号において従来技術として詳細に記載されており、この米国特許は、ポリ
マ・エンハンスド液晶デバイス、特に、電気的に作動するディスプレイ・デバイスを開示
しており、このデバイスは、剛体であるかまたは軟質であるサブストレートを組み込まれ
ており、そのサブストレートは、プレポリマ（例えば、Norland NOA77または78という光
学接着剤）と液晶（例えば、Merck E7, E48またはE31)との相分離により、種々の温度の
影響下で、サブストレート・フィルム間に形成されたポリマ製の「複数のカラム(columns
)」を有する。それらプレポリマおよび液晶は、その液晶ＬＣのクリアリング・ポイント
温度より高温の状態で混合させられ、その後、それらプレポリマおよび液晶は、液晶材料
内においてポリマ・ネットワークを分離し、重合し、そして、固化するために、前記クリ
アリング・ポイントより低温の状態で冷却される。
【０００８】
　より最近においては、Powersらに発行された米国特許第７，７５５，８９２号に、サー
モトロピック液晶シャッタが記載されており、そこにおいては、サーモトロピック液晶が
、互いに交差する２つのポラライザの間に、ある温度状態においては、当該サーモトロピ
ック液晶が、ねじれネマティック・ウェーブブロック（ＴＮ型波遮断器、waveblock)を形
成し、そのウェーブブロックは、入射光の極性(polarity)を回転させ、それにより、単一
のポラライザの光の透過特性、吸収特性および反射特性を実現し、一方、別の温度状態に
おいては、当該サーモトロピック液晶が、アイソトロピック状態にあり、それにより、当
該サーモトロピック液晶は、入射光の偏光状態(polarization state)に影響を与えない。
このデバイス（サーモトロピック液晶シャッタ）は、互いに交差する２つのポラライザを
光学的特性を有し、それにより、入射光につき、より低い透過率と、より高い吸収率また
は反射率とを実現する。
【０００９】
　本明細書の背景技術の欄に存在する情報であって、本明細書に引用されているすべての
文献およびそれら文献についての説明のすべてを含むものは、技術的な参照のみを目的と
しており、本発明の範囲が拘束されるべき主題であると考えるべきではない。
【発明の概要】
【００１０】
　本明細書に開示されている技術は、構造物（例えば、窓、建物または車両）に流入する
熱の流れを、外部気象条件と内部温度との一方または双方に基づき、目的との関係におい
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て当該技術を有用にする温度範囲にわたって応答して、調節することを目的として、最大
で、太陽スペクトルの全域を含む放射エネルギー（例えば、可視光、紫外光、赤外光など
）に関し、透過率、反射率または吸収率を温度に基づいて制御することに向けられている
。この技術は、光のエネルギーにつき、温度に応答する透過率、吸収率または反射率を有
するデバイスであり、この技術は、特に、サーモトロピック（熱転移型、熱変性、温度に
よって光学特性が変化する、温度変化によって相挙動が変化する）な担体材料(キャリア
材、carrier material)（例えば、サーモトロピック液晶（温度を変化させるとある温度
範囲だけ液晶相を示す液晶））の構造、相または秩序(複数の分子が位置的にまたは方向
的に規則正しく配列している程度、配向秩序、order)についての、温度によって誘起（in
duced）される変化によって実現され、そのサーモトロピック担体材料は、温度依存秩序
（温度依存性を有する秩序, temperature-dependent order)を、少なくとも一つの含有成
分(included component)に提供(provide)し（または温度依存秩序を誘起(induce)し）、
その含有成分は、光と相互作用を行うものであり（例えば、反射性または吸収性を有する
色素、ポリマまたは無機マーカ(inorganic markers)）、それら含有成分は、この書類の
便宜上、「配向依存着色剤（配向依存性を有する着色剤、顔料、orientation-dependent 
colorants)」（ＯＤＣ）と称する。一般的に、液晶デバイスの用途を同様に、そのサーモ
トロピック担体材料の、具体的な温度状態における具体的な局所空間配向特性が「ディレ
クタ（配向ベクトル、配向子、director)」として知られている。具体的なサーモトロピ
ック担体材料（例えば、サーモトロピック液晶）が、本明細書に記載されている一実施形
態の成分（部品）として用いられると、異なる複数の温度状態において、少なくとも２つ
の離散的なディレクタか、または、アナログ範囲を有するディレクタを示す可能性がある
ことを理解すべきである。
【００１１】
　例えば、ある温度（第１の温度）のもとでは、前記サーモトロピック担体材料は、含有
成分である少なくとも一つのＯＤＣ（潜在的には、吸収性、反射性または蛍光性を有する
分子、色素、粒子、ロッド、ポリマ鎖またはそれらのうちの組み合わせを含む）であって
、当該サーモトロピック担体材料内において懸濁（分散）または溶解しているものにつき
、高い秩序を誘起する可能性があり、一方、第２の温度のもとでは、前記サーモトロピッ
ク担体材料は、それらＯＤＣにつき、望ましいディレクタをほとんど付与しないかまたは
全く付与しない可能性がある。前記第１の温度に関連付けられたディレクタが、前記第１
の温度において前記第２の温度におけるより少ない相互作用を光との間で行うように選択
されると、前記含有成分についての、透過性、吸収性および蛍光性のような光学的特性が
、それら２つの温度において互いに異なるようになる。吸収効率、反射効率または透過効
率は、前記含有されるＯＤＣ材の選択結果次第で変更することが可能であり、このことは
、周波数依存性を有する効率についても同様である。ＯＤＣ材の選択結果は、美観、エネ
ルギー管理または他の理由にとって望ましいしきい温度より高温である範囲および低温で
ある範囲において、または、選択された温度範囲であって美観、エネルギー管理または他
の理由にとって望ましいものにわたり、反射、吸収および透過の割合（入射光のうち、該
当する相互作用を行う部分の比率、パーセンテージ, percentage)および波長範囲を変更
するために利用することが可能である。
【００１２】
　さらに、前記含有されたＯＤＣ材が反射性を有すると、当該デバイスは、前記含有され
たＯＤＣ材の配向の分布が原因で、拡散的な反射性を有する可能性がある。この技術は、
建物の表面のためのグレア軽減方法としての具体的な用途を有するが、それに限定されな
い。反射の効率、空間分布、帯域幅および中心波長は、前記サーモトロピック担体材料の
影響下にＯＤＣの配向が変化するにつれて変化する可能性がある。反射型ＯＤＣ材のいく
つかの例としては、フレーク、ワイヤ、ロッド、粒子またはフィラメントがある。それら
を構成する材料は、金属か、ポリマもしくは無機セラミック型材料であって、白色もしく
は反射性を有する他の色を有するものか、ポリマもしくは無機セラミック型材料であって
、透過性を有するが、前記サーモトロピック担体材料とは大きくミスマッチとなる屈折率
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(refractive indices)を有するものか、ポリマ鎖（例えば、ポリアセチレン, polyacetyl
ene）であって、導電（電気伝導）性のために本質的に反射率(reflectivities)を有する
ものか、関連する材料か、またはそれらのうちの組み合わせである。
【００１３】
　この技術は、また、温度応答型光学デポラライザ（例えば、サーモトロピック液晶）で
あって、光エネルギーの通過を規制するための少なくとも一つの偏光フィルタ（ポラライ
ザ）と一緒に作動するものと機能的に同様にして作動するデバイスの一部として採用する
ことが可能である。前記含有される材料において提供されるかまたは誘起される秩序は、
ある温度では、偏光作用（透過中または反射中に）を有するが、別の温度では、偏光作用
を少ししか有しないかまたは全く有しない。したがって、当該デバイスを通過する入射エ
ネルギーは、ＯＤＣの反射効率および吸収効率ならびに使用されるポラライザの反射効率
および吸収効率に依存する。例えば、ＯＤＣが、ある温度で、機能的にみて高効率ポララ
イザとなるように誘起されるとともに、第２の高効率ポラライザであってそれと同じ偏光
（偏光成分）を有する光を透過させるものと組み合わせられると、入射する放射エネルギ
ーのうちの半分が、当該デバイスを通過する。しかし、温度の変化により、２つの偏光（
偏光成分）を有する光の透過をＯＤＣが遮断するようにそのＯＤＣの秩序が減少すると、
当該デバイスと透過させられる光の量も、それにしたがって同様に変化する。低効率ポラ
ライザ、すなわち、ＯＤＣおよびポラライザであってそれの効率が周波数に依存するもの
は、美観、エネルギー管理または他の理由にとって望ましいしきい温度より高温である範
囲および低温である範囲において、反射、吸収および透過の割合（入射光のうち、該当す
る作用を受ける部分の比率、パーセンテージ, percentage)を変更するように選択するこ
とが可能である。この効果は、当該デバイスの高温状態または低温状態において当該デバ
イスが低い透過性を有するようなものにするか、または、当該デバイスの透過状態におい
てそれの透過率が高くなるように強化する(expand)することが可能である。角度依存光学
効果(angle-dependent optical effects)もまた、有することが可能である。
【００１４】
　サーモトロピック担体材料を、また、少なくとも一つの含有ＯＤＣ（吸収性、反射性も
しくは蛍光性を有する分子、色素、粒子、ロッド、ポリマまたはそれらのうちの組み合わ
せ）であって、当該サーモトロピック担体材料内において懸濁（分散）しているかまたは
溶解しているものについての、異なる複数の秩序度を、異なる複数の温度のもとで誘起す
ることが可能である。例えば、サーモトロピック担体材料およびそれに関連する配向膜ま
たは構造を、提供される秩序度が温度の上昇につれて減少するように、選択することが可
能である。ＯＤＣに関連するディレクタを、含有される成分が光と相互作用することが温
度の上昇につれて増加するように選択すると、透過性、吸収性および蛍光性のような光学
特性が、温度の上昇につれて変化する。これに代えて、複数の可能性の中でも特に、ディ
レクタを、含有される成分が光と相互作用することが低温状態において高温状態における
より大きくなるように選択するか、または、提供される秩序度が温度の上昇につれて増加
するように選択することが可能である。この種のデバイスの数々が、例えば、Alexander 
V. Ivashenko著の「Dichroic Dyes for Liquid Crystal Displays」 およびS. Chandrase
khar著の「Liquid Crystals」（第２版）に記載されており、それら文献は、引用により
、本明細書に合体させられる。それら効果はまた、前述したものの如き他の効果であって
、秩序度が、ある温度では存在するが、別の温度では存在しないという効果か、または、
秩序度が、ある温度にあるかもしくはある温度範囲を横切ると、急激に変化するという効
果と組み合わせたり、温度履歴に基づき、ある温度について、異なる複数の秩序度が存在
するというような他の効果（例えば、過冷却(supercooling)およびヒステリシス効果）と
組み合わせることが可能である。異なる複数の秩序度につき、吸収効率、反射効率または
透過効率は、前記含有されるＯＤＣ材の選択結果次第で変更することが可能であり、この
ことは、波長依存性を有する効率についても同様である。材料の選択結果は、美観、エネ
ルギー管理または他の理由にとって望ましいしきい温度より高温である範囲および低温で
ある範囲において、または、選択された温度範囲であって美観、エネルギー管理または他
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の理由にとって望ましいものにわたり、反射、吸収および透過の割合（入射光のうち、該
当する作用を受ける部分の比率、パーセンテージ, percentage)および波長範囲を変更す
るために利用することが可能である。
【００１５】
　この技術は、前述のように、鏡面反射および拡散反射の双方を採用することが可能であ
り、その目的は、透過性を有するプライバシ型モードおよび不透明性を有するプライバシ
型モードの双方を示すとともに、紫外帯域、可視帯域またはＩＲ帯域内にある反射太陽エ
ネルギーの集中を種々の方法で防止する窓または窓用フィルタを形成することにある。こ
の技術は、また、光の種々の偏光（偏光成分）および種々の波長範囲を、異なる複数の方
法で、かつ、異なる複数の温度のもとに、拡散的であるか鏡面反射的であるかを問わず、
吸収し、反射し、または透過させるために用いることが可能であり、その目的は、美観、
プライバシ、グレアまたは太陽熱利得に関する具体的な特性を達成することにある。
【００１６】
　本発明の他の特徴、詳細、実用性および効果は、本発明の種々の実施形態についての、
後述の、より具体的な文章による説明から明らかとなり、それら実施形態は、さらに、添
付した図面において図示されるとともに後続するクレームにおいて定義されている。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、サーモトロピック・フィルタの例示的な一実施形態を示す概略図であり
、そのサーモトロピック・フィルタは、サーモトロピック担体材料（例えば、サブストレ
ートに対して直角な方向に整列された複数の分子を有するサーモトロピック液晶）内に分
散しているかまたは溶解しているＯＤＣ材を有し、そのサーモトロピック担体材料は、低
温（COLD STATE)で前記ＯＤＣ材についての秩序を提供するかまたは誘起するが、高温（H
OT STATE)ではそのようなことをしない。
【００１８】
【図２】図２は、ポラライザと組み合わせて使用されるサーモトロピック・フィルタの例
示的な一実施形態を示す概略図である。そのサーモトロピック・フィルタは、サーモトロ
ピック担体材料（例えば、サブストレートに対して平行な方向に整列された複数の分子を
有するサーモトロピック液晶）内に分散しているかまたは溶解しているＯＤＣ材を有し、
そのサーモトロピック担体材料は、低温（COLD STATE)で前記ＯＤＣ材についての秩序を
提供するかまたは誘起するが、高温（HOT STATE)ではそのようなことをしない。
【００１９】
【図３】図３は、サーモトロピック・フィルタの例示的な別の実施形態を示す概略図であ
り、そのサーモトロピック・フィルタは、サーモトロピック担体材料（例えば、直角整列
型(vertically-aligned)のサーモトロピック液晶）内に分散しているかまたは溶解してい
るＯＤＣ材を有し、そのサーモトロピック担体材料は、低温時（COLD STATE)に高温時（H
OT STATE)より高い秩序を前記ＯＤＣ材内に提供するかまたは誘起する。
【００２０】
【図４】図４は、サーモトロピック・フィルタの例示的なさらに別の実施形態を示す概略
図であり、そのサーモトロピック・フィルタは、サーモトロピック担体材料（例えば、直
角整列型(vertically-aligned)のサーモトロピック液晶）内に分散しているかまたは溶解
しているＯＤＣ材を有し、そのサーモトロピック担体材料内においては、少なくとも一つ
のサーモトロピック偏光層における偏光の方向性が、透過させられている光の方向に基づ
いて当該サーモトロピック・フィルタの透過特性（偏光効果を含む）を変化させることを
目的として用いられる。
【００２１】
【図５】図５は、「ラージ・スロー型」サーモリフレクティブ（温度によって反射特性が
変化する）・フィルタの一実施形態を示す概略図であり、そのサーモリフレクティブ・フ
ィルタのフィルタ形式は、低温時にポラライザが「消失する」というものである。
【００２２】
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【図６】図６は、サーモトロピック液晶を有するサーモトロピック・デバイスを示す概略
図であり、そのサーモトロピック液晶は、自身のクリアリング・ポイントが当該サーモト
ロピック・デバイスの動作温度範囲内に存在するように選択された状態で、複数対の屈折
性要素によって包囲されている。
【００２３】
【図７】図７は、サーモリフレクティブなフィルタを示す概略図であり、そのフィルタは
、高温状態（HOT STATE)では、入射光のうちの約１００％を反射することが可能である一
方、低温状態（COLD STATE)では、広範囲の入射角を有する入射光のうちの約１００％を
透過させることが可能である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　この明細書の解釈上、「サーモリフレクティブ(thermoreflective)」という用語は、温
度に応じて変化する反射率を有するいかなる物体、デバイスまたは材料をも意味する。同
様に、「サーモアブソープティブ(thermoabsorptive)」および「サーモフルオレセント(t
hermofluorescent)」という用語は、それぞれ、温度に応じて変化する吸収率および蛍光
度（蛍光光度、蛍光強度, fluorescence)を有するいかなる物体、デバイスまたは材料を
も意味する。光の透過率は、光の反射率、吸収率および再放射率に応じて変化するため、
上述の物体、デバイスおよび材料はいずれも、さらに、「サーモクロミック(thermochrom
ic)」というより一般的な用語によって適切に説明することも可能である。
【００２５】
　図１は、サーモクロミックなフィルタ・デバイス１００についての例示的な一実施形態
を示す概略的な断面図である。このフィルタ・デバイス１００は、「配向依存着色剤」す
なわちＯＤＣ材１０１が、透過性を有し、かつ、サーモトロピックであり、かつ、秩序提
供型(order-providing)の担体材料１０２内に含有されて構成されている。低温（COLD ST
ATE)では、ＯＤＣ材１０１の複数の分子が、それら分子の長軸に対して直角な方向に進行
する入射光との相互作用をより多く行うと仮定し、その入射光のうちの大部分(半分以上
、a significant percentage)が、秩序提供型担体材料１０２を通過するとともに、含有
ＯＤＣ材１０１の配向が前記入射光に対して高い秩序を有する（規則正しく並んでいる）
という理由で、含有ＯＤＣ材１０１も通過する。「開放(open)」状態にあるシャッタまた
はに日よけブラインド(venetian blind)の場合と同様に、ＯＤＣ材１０１は、本質的には
入射光に対して平行であり、よって、実質的には入射光の吸収も反射も行わない。高温（
HOT STATE)では、入射光のうち、さらに増えた部分(more of the incoming light)が、複
数の含有ＯＤＣ材１０１の配向が秩序性を有しないために、遮断され、それら含有ＯＤＣ
材１０１のうちの多くの部分(半分以上、a large fraction of)は、入射光に対してもは
や平行ではないため、その入射光の吸収、反射または他の相互作用を行うことが可能であ
る。注記すべきことは、含有ＯＤＣ材１０１が秩序状態にあるとき、フィルタ・デバイス
１００は、図示されている一つの方向以外の複数の方向からフィルタ・デバイス１００に
入射する光を偏光することが可能であり、よって、いくつかの用途については、フィルタ
・デバイス１００は、「サーモトロピック・ポラライザ」であると考えることが可能であ
るということである。
【００２６】
　別のポラライザまたは他の光学素子を、サーモクロミックなフィルタ・デバイス１００
の本質的特性を維持しつつ、異なる光学効果を実現するために、追加することが可能であ
る。
【００２７】
　サーモトロピックな担体材料１０２は、サーモクロミックなフィルタ・デバイス１００
内において使用されるために種々の形態を取り得る。少なくとも複数の波長を有する光に
対して透過性を有する多くの材料は、温度の変化につれて、それら材料の複数の分子の秩
序度が変化すること（すなわち、それら分子の少なくとも一つのディレクタ（配向ベクト
ル）が変化すること）も経験する。特に、多くのサーモトロピック液晶は、液晶状態（す
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なわち、スメクティック状態）においては、高い（結晶に十分に近い）秩序度を有して光
学的に透過性を有する一方、アイソトロピック状態においては、低い秩序度（例えば、不
規則配列状態（無秩序状態）または規則配列状態（秩序状態）と不規則配列状態（無秩序
状態）との中間の半規則配列状態（半秩序状態））を有して光学的に透過性を有する。
【００２８】
　液晶状態（例えば、ネマティック状態またはスメクティック状態）にある液晶分子のう
ち表面近傍にあるもののディレクタは、配向膜（アラインメント層, alignment layers)
の使用によって影響を受け得る。垂直（ホメオトロピック、homeotropic）配向（alignme
nt)および水平（ホモジニアス、homogeneous）配向（alignment)の双方が一般的であり、
ここにおいては、前記液体のディレクタが、それぞれ、表面に対して垂直であるディレク
タまたは表面に対して水平であるディレクタを有する。そのディレクタは、前記表面の表
面エネルギーおよび化学組成によって影響され得る。一般に、高い表面エネルギーにより
、水平配向(parallel alignment)が促進され、また、低い表面エネルギーにより、垂直配
向(vertical alignment)が促進される。従来においては、例えば、ポリジメチルシロキサ
ン(polydimethylsiloxane)が、垂直配向を促進するために一般的に用いられ、また、ラビ
ング処理されたポリイミド(rubbed polyimide)が、水平配向を促進するために用いられる
。種々の配向(alignments)および種々のプレチルト角(pre-tilt angles)（複数のプレチ
ルト角の中間値、混成、組合せ）を促進する方法、および、液晶分子が、１つ、２つまた
はそれ以上の数の表面の近傍に配置されるときに有用である最終生成構造が広く知られて
おり、それらは、従来においてよく説明されており、当業者に馴染みがある。より複雑な
配向状態も存在し、それら配向状態も説明されている。例えば、液晶の「ブルー相」にお
いては、液晶分子のディレクタが、ある直線に対して直角であるいかなる軸線周りにらせ
ん状に回転する。
【００２９】
　サーモトロピックな担体材料１０２が液晶（ＬＣ）の材料である場合には、フィルタ・
デバイス１００が使用されるべき環境と一致する耐環境仕様に適合することが必要である
可能性がある。例えば、サーモクロミックな窓の用途の一例においては、液晶ＬＣが、０
℃と３５℃との間、より望ましくは、２０℃と３０℃との間のクリアリング・ポイントと
、－４０℃以下の凝固点と、９０℃以上の沸点と、太陽光が毎日照射される状態で３０年
間持続するために十分な強さの耐紫外線性（おそらく、前記サーモクロミックな窓という
構造に本質的に存在するガラス、ポラライザ、ＵＶ遮蔽型接着剤および他の材料によって
減衰される）を要求される可能性がある。他の要件も存在する可能性があり、そのような
要件は、例えば、具体的なセル・ギャップ（膜厚）を横切るように目標のリタデーション
を生み出すのに十分な複屈折を行うことである。特に、必要な液晶の量を最小化すること
を目的として、フィルタ・デバイス１００が小さいセル・ギャップ（膜厚）を有すること
が望ましいかもしれない。このことは、今度は、目標の光学的効果を達成することを目的
として、液晶の混合物を得るための最小の複屈折性を意味する。
【００３０】
　一般に、液晶の混合物については、複屈折性およびクリアリング・ポイントのような性
質は、複数の個々の成分の重み付き平均値（加重平均値）に近似し、一方、耐紫外線性ま
たは耐化学性のような性質は、耐性値が最小である成分の耐性値によって制限されるか、
またはそれにより強く依存するかもしれない。さらに、凝固点のような性質は、複数の個
々の分子の相互作用に依存し、それら性質は、前記複数の分子間の非類似性が増すにつれ
て、結晶化への不適合性が増す。よって、２つの液晶成分が混合されると、その結果生成
される混合物は、各成分それ自体の凝固点よりかなり低い凝固点を示す。また、異なる複
数の液晶成分の可溶性(solubility)は、それら成分の分子構造に大きく依存して、互いに
異なるが、その可溶度は、異なる複数の成分が混合物として存在するときに向上させるこ
とが可能であり、すなわち、２つの成分の混合物が第３の成分に溶解する程度は、各成分
が個々に第３の成分に溶解する程度より大きくすることが可能である。
【００３１】
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　例えば、７ＣＢ液晶は、約３０℃の凝固点と、約４１℃のクリアリング・ポイントとを
有するが、同じ量ずつ、約２３℃の凝固点と、約３４℃のクリアリング・ポイントとを有
する５ＣＢ液晶に混合されると、生成される液晶混合物は、約３７℃のクリアリング・ポ
イントと、‐７０℃よりはるかに低い凝固点とを有する。しかし、この混合物は、紫外線
安定性(UV-stable)が、それぞれの成分より低いし、また、２つの成分の化学感受性(化学
物質に対する感受性、chemical susceptibilities)が依然として前記混合物内に存在し、
その理由は、２つの分子は、特に高温時に、有機溶剤として作用することが可能であり、
よって、具体的な有機サブストレート材料を攻撃することが可能であるからである。
【００３２】
　多様な液晶成分であって、混合されると、具体的な熱的特性、物理的特性、化学的特性
および光学的特性を生じさせるものの混合物（「共晶(eutectic)」混合物を含む）が広く
知られている。おそらく、最もよく知られている市販の液晶混合物はＥ７であり、これは
、ビデオ・ディスプレイ機器に一般的に使用されるとともに、５種類の液晶成分の混合物
である。その主成分(dominant component)は５ＣＢ（クリアリング・ポイントが低く、可
溶性が良好であり、かつ、複屈折性が弱い）であるが、この混合物は、さらに、７ＣＢ，
８ＯＣＢ，５ＯＣＢおよび５ＣＴ（クリアリング・ポイントが高く、可溶性が不良であり
、かつ、複屈折性が強い）をそれぞれ、相当量含有している。この混合物は、広いネマテ
ィック範囲と、高いクリアリング・ポイントと、低い凝固点とを有するように設計されて
おり、また、上記５ＣＢの可溶性が高いことは、上記５ＣＴの可溶性が低いことを克服す
るのに役立つ。上述のような液晶混合物についての原理および設計基準は、従来において
十分に説明されている。
【００３３】
　従来技術においては、複数の色素分子が、ときどき、エレクトロクロミック・デバイス
内の液晶に含有されてきており、そのようなエレクトロクロミック・デバイスは、例えば
、Alexander V. Ivashchenko著の「Dichroic Dyes for Liquid Crystal Displays」に説
明されている。この種のシステムは、しばしば、ゲスト－ホスト・システムと称され、ま
た、そのデバイスは、二色性（ダイクロイック）デバイスと称される。ゲスト成分（すな
わち、ＯＤＣ）とホスト成分（すなわち、エレクトロトロピック担体材料）とが適切に選
択されると、色素分子は、液晶分子のディレクタに（近似的に）従う(assume)。吸収およ
び他の関連光学的効果が、しばしば、ＯＤＣ分子のディレクタに「近い」角度に沿って発
生し、また、そのディレクタと最大吸収角度との間にわずかな差（例えば、５度－１０度
）を発生させ得る。ポジ型（プレオクロイック型）およびネガ型の二色性色素が存在し、
それら色素はそれぞれ、異なる分子軸方向に沿って光を吸収する。したがって、本明細書
に記載されているいくつかの実施形態は、エレクトロクロミック・ゲスト－ホスト・シス
テムに近似するものとして理解することが可能であるが、それら実施形態は、担体材料が
、エレクトロトロピックではなく、サーモトロピック（例えば、Powersらが発明者である
米国特許出願第１２／１７２，１５６号であって発明の名称が「Thermally switched ref
lective optical shutter」であるものに記載されている）であるように設計される点で
は、エレクトロクロミック・ゲスト－ホスト・システムとは異なる。
【００３４】
　配向依存着色剤（ＯＤＣ）の材料は、また、多数の形態を取り得る。例えば、プレオク
ロイック色素を用いるシステムにおいては、一般に、二色性比率（二色性色素の構成比率
）および秩序パラメータ(秩序変数、order paremeters)が、ネガ型色素を用いるシステム
より大きい。いくつかの実施形態であって、温度範囲（例えば、色バランスまたは色相を
遷移させる）を横切るように互いに異なる複数の透過特性を変更することを目的として、
ポジ型およびネガ型の二色性色素のうちのいずれか、または両者の組合せを用いるものを
構成することが可能である。それら色素およびシステムの性能は、当該システム内の色素
についての紫外光安定性、可溶性および秩序パラメータによって影響される。当該システ
ムの性能は、また、液晶ホスト変数、粘性、秩序パラメータ、いくつかの物理状態の温度
範囲、および複屈折性によっても影響される。注記すべきことは、液晶および二色性色素
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のためのゲスト－ホスト・システムがしばしば採用する仕組みは、同じクラスに属する複
数の色素がソルベーティング（溶媒和、solvating)工程においてより良好であるというこ
と、すなわち、類似する複数の色素の混合物の全体濃度（密度）が、いずれかの成分色素
が取るであろう濃度より高い可能性があるということである。複数の色素についての化学
的スキャフォールディング（足場掛け、scaffolding)によっても、それら色素の可溶性を
増加させ得る（例えば、液晶分子を化学的に色素分子に結合すること）。
【００３５】
　それら種々の性質は、目標の透過特性を有するデバイスを設計するために用いることが
可能である。例えば、具体的な色素が、可溶性の点では、目標のホスト(Host）において
可溶性が低いというように、目標の特性を有しないが、それ以外の点では、目標の特性（
例えば、高い紫外線安定性）を有する場合には、透過させられる光の減衰率を増加させる
ために、当該ゲスト－ホスト・システムの厚さを増加させることが可能である。加えて理
解すべきことは、エレクトロクロミック・ゲスト－ホスト・デバイスに適合しない多くの
色素（例えば、布色素(cloth dyes))は、デバイス動作が電場(electric fields)に依存し
ないという理由で、サーモトロピック・デバイスに適合する可能性があるということであ
る。
【００３６】
　ゲスト－ホスト・システムのうちのゲストの吸収率または反射率を変更するかまたは改
善するために、カイラル（ドーパント）分子を当該ゲスト－ホスト・システムに添加する
ことも可能である。例えば、コントラスト比または他の光学的特性を変化させるために、
この種の分子を用いることにより、複数のツイストを有するネマティック型液晶システム
を構成することが可能である。光学的に活性である分子は、ゲスト－ホスト・システムの
うちのゲストとして用いることも可能であり、また、円偏光成分（円偏光状態）を有する
光との間で相互作用（例えば、反射）を行うシステムを構成するために用いることも可能
である。
【００３７】
　赤外線の吸収および反射を行うゲスト－ホスト・システムを提供するために、半導体の
特性を有する材料をゲストとして用いることも可能である。
【００３８】
　側鎖型液晶、ポリマ・ネマティック液晶およびネマティック側鎖型ポリマならびに他の
同種のホスト・システムは、エレクトロクロミック・ゲスト－ホスト・デバイスに用いら
れると、エレクトロクロミック応答時間が遅い（長い）（またはエレクトロクロミック応
答が存在しない）が、それらは、サーモトロピック・システムに特に適合する可能性があ
る。液晶を有する色素コポリマを、実効可溶性（可溶度の実効値, effective solubility
)を改善するために採用することが可能である。埋め込まれたコポリマ色素を有する結晶
性ポリマ液晶を、ネマティック状態も他の同種の状態も用いることなく、秩序状態の遷移
（変化）を行うために採用することが可能である。この種のデバイスは、エレクトロクロ
ミック的には機能しないが、サーモトロピック担体によって駆動することが可能である。
液晶を有する、ドーピングされたポリアセチレン(polyacetylene)コポリマおよび／また
は液晶側鎖を有するポリアセチレン(polyacetylene)コポリマも、本明細書に開示されて
いるシステムについての別のいくつかの実施形態である。
【００３９】
　ホスト・システムの秩序（すなわち秩序パラメータ）は、一般に、温度と共に変化し（
例えば、S. Chandrasekar著の「Liquid Crystals Second Edition」に説明されているよ
うに）、また、そのホスト・システムの秩序と共に、ゲストすなわちＯＤＣの秩序（すな
わち秩序パラメータ）が変化する。一般に、液晶ホスト化学構成または混合物の複数のク
ラスについては、クリアリング・ポイントが上昇するにつれて、具体的なゲストの秩序パ
ラメータも同様に増加する。また、一般に、結果物としてのシステムのクリアリング・ポ
イントに近づくにつれて、秩序パラメータが減少する。秩序（または秩序パラメータ）の
それらの変化は、当該システムおよび温度範囲（使用温度範囲）に応じて、連続的なもの
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であったり、離散的なものであったり、それらの双方であることが可能である。例えば、
ゲスト－ホスト・ネマティック液晶システムにおいては、ホスト材の秩序パラメータが、
クリアリング・ポイントに到達するまで、温度増加によって減少させられ、クリアリング
・ポイントに到達すると、液晶はアイソトロピック状態になり、さらに、ゲストおよびホ
ストの双方についての秩序が効果的に減少させられる可能性がある。
【００４０】
　理解すべきことは、この種のシステムにおける秩序のディレクタを、適切な配向材料お
よび技術を用いて決定する（求める）ことが可能であるということである。さらに、与え
られたゲスト材（すなわち、含有ＯＤＣ材）についての秩序度（秩序パラメータ）は、選
択されたホスト材および温度の関数であり、また、巧妙な材料選択および巧妙なシステム
設計により、温度と秩序度との間において多種多様な関係を達成することが可能である。
温度に関連する目標特性の一つは、ゲストの秩序パラメータが、当該デバイスの設計温度
範囲にわたり、温度と共に単調に変化するというものである。別の目標特性は、温度との
関係にヒステリシスを与えるというものである。例えば、ネマティック型サーモトロピッ
ク液晶ゲスト－ホスト・デバイスであって、ネマティック状態からアイソトロピック状態
への遷移を用いるものにおいて、美観向上のために、当該デバイスがネマティック状態か
らアイソトロピック状態に遷移しようとするときの「遷移」温度が、当該デバイスがアイ
ソトロピック状態からネマティック状態に遷移しようとするときの「遷移」温度より２，
３度高温であることが望ましい可能性があり、その理由は、このようにすれば、当該デバ
イスの透過特性が遷移温度の近傍において急激に増減する可能性が軽減されることになる
からである。
【００４１】
　ポリアセチレン(polyacetylene)は、導電性を増加させるために化学的に変質すること
が可能なポリマの一つである。このポリマおよび他の高導電性ポリマは、ワイヤ・グリッ
ド・ポラライザにおけるように、反射に関して光との相互作用を強く行うものとすること
が可能であり、また、その相互作用は、分子配向に依存するものとすることが可能である
。導電性ポリマは、吸収に関して光との相互作用を行うことも可能であり、このときの相
互作用も、同様に、分子配向に依存する。それら２つのポリマおよび色素分子は、ポリマ
安定化ねじれネマティック（ＰＳＴＮ）構造にも、他のポリマ／液晶システムにも、組み
込むことが可能である。ドーピングされたポリアセチレンの秩序パラメータを適切に選択
すると、導電性ポリアセチレンを用いるデバイスについても、他の類似のＯＤＣゲストを
用いて製作されるデバイスについても、前方散乱の、後方散乱に対する比率を選択するこ
とが可能となる。ポリアセチレン分子は、その分子の可溶性を高めるためにその分子に結
合された化学的スキャフォールディング（足場掛け、scaffolding)分子を有することも可
能である。
【００４２】
　ポリマ液晶がホストである状態でポリアセチレン・ポリマをゲストとして用い、その後
、当該システムを、ポリアセチレン・ポリマが所定位置に固定されるまで冷却することに
より、ポリアセチレン・ポリマから反射型ポラライザを製作することが可能である。PVA-
iodine（ポリビニルアルコール・ヨウ素）型ポラライザを製作するために用いられる方法
に似た方法で、ポリアセチレンから反射型ポラライザを製作することも可能である。
【００４３】
　人間の目は、可視光のうちの複数の範囲の相対量(relative amounts of several range
s、複数の可視光領域間の相対関係）に対して反応する。よって、多種多様なスペクトル
分布（分光分布）は、人間の目には、互いに同一であるように見える。メタメリズム(条
件等色、metamerism)は、物体のみかけの色が、異なる複数のスペクトル・パワー分布（
分光分布）に一致することであり、このようにして互いに一致する複数の色は、メタマ(
条件等色対、metamers)と称される。分子（例えば、色素分子）による光の吸収、透過、
蛍光および反射という現象は、その現象に対して一つのスペクトル（周波数）成分を有す
る。複数の成分（例えば、複数の色素の組合せ）を適切に選択すると、透過および反射に
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ついて認知される色相(hue)を選択したり、透過または反射が行われる具体的なスペクト
ルまたはエネルギー量であって、紫外光、可視光または赤外光を含むものを選択すること
が可能である。
【００４４】
　本明細書において論述されたかまたは列挙されたものを超えて、サーモトロピック担体
（「ホスト」）の材料および配向依存着色剤（「ゲスト」）の材料についての他の多数の
組合せを実現することが可能であり、また、本実施形態の主旨から逸脱することなく、そ
れら組合せを採用することが可能である。
【００４５】
　図２は、サーモクロミック・フィルタ・デバイス２００についての別の例示的な実施形
態を示す概略的な断面図である。図１に示す先の実施形態におけると同様に、含有ＯＤＣ
材料２０１が、秩序提供型サーモトロピック担体材料２０２の内部にある。偏光フィルム
（ポラライザ）２０３が、入射光と、含有ＯＤＣ材料２０１を含む秩序提供型サーモトロ
ピック担体材料２０２との間に配置されている。しかしながら、含有ＯＤＣ材料２０１の
複数の分子が、それら分子の長軸に沿って、光との相互作用をより強く行うと仮定すると
、秩序が、今回は、含有ＯＤＣ材料２０１が、光のうちの一つの偏光（偏光成分）との相
互作用を優先的に行うように提供される。ポラライザ２０３も、光のうちの、それと同じ
偏光（偏光成分）との相互作用を行う。よって、低温状態では、含有ＯＤＣ材料２０１の
秩序状態（分子規則配列状態）によって形成される「サーモトロピック・ポラライザ」と
ポラライザ２０３とが一緒に、前記光の偏光作用を効率的に行う場合には、前記光のうち
の約５０％が、デバイス２００により透過させられる。高温状態では、含有ＯＤＣ材料２
０１の秩序状態（分子規則配列状態）によって形成される「サーモトロピック・ポラライ
ザ」が存在しない。ポラライザ２０３は、依然として、光のうちの一つの偏光状態との相
互作用を行うが、今回は、含有ＯＤＣ材料２０１は、光のうちの両方の偏光（偏光成分）
との相互作用を行い、それにより、透過させられる光の量が５０％より低い値に減少する
。
【００４６】
　この構成は、ゲスト・ホスト・システムのコントラスト比を増加させるために有利であ
るか、または、他の望ましい光学効果を生じさせるために有利であり、そのような光学効
果（例えば、具体的ないくつかの波長での吸収と、具体的ないくつかの波長での反射とに
ついての具体的ないくつかの組合せ）は、ゲスト（ＯＤＣ）およびホスト（担体）の材料
だけでは達成することが困難であるものである。このレイヤの実際の構成は、デバイス２
００の機能を実質的に変更することなく、図２に示すものから変更することが可能である
。光学的に説明すれば、複数の光子が、まずポラライザ２０３を次にゲスト－ホスト・シ
ステムを通過するか、またはそれらを逆向きに通過するかについては、ほとんど重要では
ない。種々のポラライザを使用することが可能であり、それらポラライザには、吸収性ポ
ラライザ、反射性ポラライザ、拡散性ポラライザおよび回折性ポラライザが含まれる。さ
らに、２つ以上のポラライザを採用することが可能であり、また、任意に選択可能な種々
の部品、例えば、サブストレート、接着剤、シーラント、可溶性プロモータ、バンドブロ
ック・フィルタ、ロングパス・フィルタ、ショートパス・フィルタおよび固定色素（fixe
d tints）のようなものを、本実施形態の主旨から逸脱することなく、いなかる組合せ状
態においても、追加することが可能である。
【００４７】
　しかし、注記すべきことは、リターダのフィルムもしくはレイヤ、ウェーブブロックの
フィルムもしくはレイヤまたは複屈折補償用のフィルムもしくはレイヤが採用（追加）さ
れる場合に、前記複数のレイヤ（２０１，２０２，２０３および前記フィルム）の秩序（
順序）が重要であるということである。例えば、直線偏光フィルムの偏光軸は、一般的に
は、その直線偏光フィルムの延伸方向に対して平行である。しかし、光がまずポラライザ
を、次にウェーブブロック・レイヤを通過する場合には、最終的に偏光された光は、それ
の偏光軸が前記延伸方向に対して４５度（または、他の目標角度）で発生するように、「
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回転」が行われることが可能である。このことは、Powersらが発明者である米国特許出願
第１２／５４５，０５１号に記載されているように、いくつかの場合に、４５度偏光が、
より単純な製法を可能にするという点で有利である。これに代えて、Powersらが発明者で
ある米国特許出願公開２００９／００１５９０２号に例えば記載されているように、４５
度よりわずかに大きいかまたはわずかに小さいある角度に補償することは、当該デバイス
（サーモクロミック・フィルタ・デバイス）のコントラスト比が減少するとともにブロッ
ク時の光透過量が増加するように、複数のポラライザの向きを効果的に互いにずらす(eff
ectively misaligning)ことによって前記フィルタ（サーモクロミック・フィルタ・デバ
イス）の光透過の「開口を増加させる(open up)」ために有用である。
【００４８】
　いくつかの状況において、ポラライザを２つ備えてデバイスにおいてそれら２つのポラ
ライザのいずれにもウェーブブロックを設置するか、または、それより多数のポラライザ
を備えているデバイスにおいてそれらポラライザのすべてにウェーブブロックを設置する
ということが望ましい可能性がある。また、別のいくつかの状況において、この種の光学
フィルムを１つのポラライザのみに設置することが望ましい可能性もある。例えば、それ
ぞれが４５度ずつ「回転させられた」２つのポラライザは、９０度「回転させられた」１
つのポラライザと、全く回転させられていない１つのポラライザとの組合せに匹敵する可
能性がある。ウェーブブロックの数を減らすことにより、同じ機能を維持しつつ、最終製
品のコストを低減させることが可能である。したがって、認識することが可能であること
は、ウェーブブロック、リターダ、複屈折補償フィルム、具体的な厚さを有する複屈折材
、または他の関連する材料もしくはデバイスであって極性を回転させるものを、この技術
を実施する種々の態様において多様な方法で組み合わせることが可能であるということで
ある。
【００４９】
　リターダ／ウェーブブロックまたは補償フィルムもしくは被膜によって実現される極性
回転量は、複屈折度とウェーブブロック材の厚さとの双方に比例する。よって、直接的な
ことは、非常に高精度な極性回転量を達成するようにフィルムまたは被膜を設計すること
であり、これを行うためにいくつかの方法については、本明細書でのさらなる詳述を必要
とはしないが、色収差を補正する波長板（色消し波長板, achromatic waveplates)を用い
れば、一般に、色収差を補正しない波長板を用いる場合より、誘起される色異常の数が少
ない点に注目すべきである。この実施態様は、いくつかの形態を含み、それら形態におい
ては、標準的なポラライザとサーモトロピック・ポラライザとが、互いに直角である複数
の偏光軸を有するか、そうでなければ、互いに非平行である複数の偏光軸を有し、ネガ型
のダイクロイックス（二色性光学素子、ダイクロイック光学素子, dichroics)が水平配向
を有し、通常のポラライザ（サーモトロピックではないポラライザ）を有するかまたは有
せず、また、いくつかの形態においては、高温時に当該デバイスの反射性、吸収性または
蛍光性が増加する。
【００５０】
　図３は、サーモクロミック・フィルタ・デバイス３００についての別の例示的な実施形
態を示す概略的な断面図である。図１および図２に示す先のいくつかの実施形態における
と同様に、含有ＯＤＣ材料３０１が、秩序提供型サーモトロピック担体材料３０２の内部
にある。低温状態においては、秩序提供型サーモトロピック担体材料３０２および含有Ｏ
ＤＣ材料３０１がそれらへの入射光に対して規則正しく配向されている秩序状態にあるた
め、入射光のうちの所定の部分が、秩序提供型サーモトロピック担体材料３０２および含
有ＯＤＣ材料３０１を通過する。高温状態においては、含有ＯＤＣ材料３０１の秩序度（
規則度）が減少し（しかし、それの秩序パラメータはゼロではない）、その結果、含有Ｏ
ＤＣ材料３０１が規則正しく配向されていない状態にあるため、前記入射光のうちの多く
の部分が吸収されるかまたは反射する。よって、このデバイス３００については、透過さ
せられる光の減少が、図１に示す実施形態についての減少より緩やかな勾配を有する。注
記すべきことは、含有ＯＤＣ材料３０１は、低温状態においても高温状態においても、秩
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序状態にあるため、このデバイス３００は、いずれの温度状態においても、図示されてい
る一つの方向以外の複数の方向からデバイス３００に入射する光を偏光することが可能で
あり、よって、いくつかの用途については、このデバイス３００は、「サーモトロピック
・ポラライザ」であると考えることが可能であるということである。
【００５１】
　理解すべきことは、図３に示す構造および配向（ＯＤＣ材料３０１の配向）は、このデ
バイス３００が取り得るいくつかの状態のみとして存在するか、または、いくつかの中間
の状態として存在する可能性があるということである。例えば、本実施形態の主旨からも
、本明細書全体としての開示事項の主旨からも逸脱することなく、ＯＤＣ材料３０１およ
びサーモトロピックな担体材料３０２の具体的な構造は、極端な温度のもとでは、図１に
示す配向（ＯＤＣ材料の配向）を作るが、より控えめな温度のもとでは、図３に示す配向
（ＯＤＣ材料の配向）を作ることが可能である。
【００５２】
　図４は、サーモクロミック・フィルタ・デバイス４００についての別の例示的な実施形
態を示す概略的な断面図である。図１、図２および図３に示す先のいくつかの実施形態に
おけると同様に、含有ＯＤＣ材料４０１が、秩序提供型サーモトロピック担体材料４０２
の内部にある。しかし、低温状態においては、秩序提供型サーモトロピック担体材料４０
２および含有ＯＤＣ材料４０１がそれらへの入射光に対して規則正しく配向されている秩
序状態にあるため、入射光のうちの所定の部分が、秩序提供型サーモトロピック担体材料
４０２および含有ＯＤＣ材料４０１を通過する。さらに、高温状態においては、含有ＯＤ
Ｃ材料４０１が規則正しく配向されていない状態にあるため、前記入射光のうちの多くの
部分が吸収されるかまたは反射する。よって、このサーモクロミック・フィルタ・デバイ
ス４００については、透過させられる光の減少が、図１に示す実施形態についての減少よ
り緩やかな勾配を有する。反復するに、このサーモクロミック・フィルタ・デバイス４０
０は、低温状態においても高温状態においても、図４に図示されている一つの方向以外の
複数の方向からデバイス４００に入射する光を偏光する。しかし、含有ＯＤＣ材料４０１
のディレクタ（分子配向ベクトル）（当該システムによって決まる）は、このサーモクロ
ミック・フィルタ・デバイス４００にとって望ましい相互作用であって、入射する向きが
変化する光（例えば、太陽エネルギーの場合と同様であり、その太陽エネルギーは、地球
の自転という原因と季節という原因との双方により、入射する向きが変化する）との間で
行われるものに応じて選択される。
【００５３】
　図４に示す構造および配向（ＯＤＣ材料４０１の配向）は、このデバイス４００が取り
得るいくつかの状態のみとして存在するか、または、いくつかの中間の状態として存在す
る可能性があるということである。例えば、本実施形態の主旨からも、本明細書全体とし
ての開示事項の主旨からも逸脱することなく、ＯＤＣ材料４０１およびサーモトロピック
な担体材料４０２の具体的な構造は、極端な温度のもとでは、図１に示す配向（ＯＤＣ材
料の配向）を作るが、より控えめな温度のもとでは、図４に示す配向（ＯＤＣ材料の配向
）を作ることが可能である。
【００５４】
　含有ＯＤＣ材料４０１は、サーモトロピックな（例えば、ネマティックな）液晶担体材
料内において色素、ロッド、粒子またはポリマを含む複数種類の材料のうちの少なくとも
一つとすることが可能である。ＯＤＣゲスト材料が適切に選択されると、そのＯＤＣゲス
ト材料は、前記液晶（液晶材料）がネマティック状態（または、スメクティック状態のよ
うな他の液晶状態）にあるときにその液晶の秩序およびディレクタを示し、また、前記液
晶（液晶材料）がアイソトロピック状態にあるときに当該ＯＤＣゲスト材料の秩序を幾分
かまたは完全に喪失することになる。このとき、その液晶（液晶材料）が液晶状態（例え
ば、ネマティック状態）にあり、かつ、互いに平行な２枚の透過性表面間に垂直に配列さ
れる場合には、このデバイス４００をそれの表面に直角な方向に通過して進行する光は、
含有ＯＤＣ材料４０１（例えば、正の二色性色素）に対する相互作用をほとんど行わなく
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なる。しかし、温度上昇につれて（例えば、アイソトロピック温度より高温に）、前記サ
ーモトロピック液晶（液晶材料）は、配向秩序を有しなくなる。よって、その液晶（液晶
材料）は、より不規則的に配向されるようになるとともに、含有ＯＤＣ材料４０１に秩序
を付与しなくなり、その含有ＯＤＣ材料４０１も不規則的に配向され、よって、このデバ
イス４００をそれの表面に直角な方向に通過して進行する光との相互作用をより強く行う
ことになる。ここで再度反復するに、そのゲスト材料（ＯＤＣゲスト材料）は、液晶（液
晶材料）ではなくてもよい。
【００５５】
　本実施形態の別の実施例においては、含有ＯＤＣ材料４０１を、導電性ポリマとするこ
とが可能である。このような選択は、電気という性質自体を考えて行われるのではなく、
目標の光学特性（吸収および反射）であって、導電性材料にとっては一般的であるものを
考えて行われる。よって、光との相互作用を、反射的なものとしたり、吸収的なものとし
たり、それらの組合せとすることが可能である。不規則的に配向された状態においては、
反射光が鏡面反射光ではなく、むしろ、拡散反射光であり、この拡散反射光は、多くの用
途において望ましい。
【００５６】
　本実施形態のいくつかの実施例においては、含有ＯＤＣ材料４０１を、サーモトロピッ
ク担体材料（例えば、サーモトロピック液晶）の内部に配置されており、サーモトロピッ
ク担体材料は、それの表面（すなわち、平行に配列されている）に対して平行な方向にデ
ィレクタを提供し、よって、このデバイス４００を通過するように進行する光が、ポララ
イザとしての含有ＯＤＣ材料４０１（例えば、ポジ型の二色性色素）との間で相互作用を
行う。このデバイス４００に属する少なくとも一つのポラライザを、そのポラライザが、
含有ＯＤＣ材料４０１によって形成されるポラライザを通過して透過させられる光との間
で相互作用を行わないように配向することが可能である。しかし、温度上昇につれて（す
なわち、アイソトロピック温度より高温に上昇する）、前記材料（例えば、サーモトロピ
ック液晶（液晶材料））は、配向秩序を有しなくなって、より不規則的に配向されるよう
になり、よって、前記材料は、含有ＯＤＣ材料４０１に秩序を付与しなくなる。よって、
その含有ＯＤＣ材料４０１も不規則的に配向され、その含有ＯＤＣ材料４０１は、前記ポ
ラライザ（存在する場合に限る）によって透過させられた偏光（偏光成分）を有する光と
の相互作用をより強く行うことになり、さらに、透過させられる光の量を変化させるよう
になる。
【００５７】
　他のいくつかの実施例においては、含有ＯＤＣ材料４０１のディレクタがその含有ＯＤ
Ｃ材料４０１の表面に対して直角である場合には、含有ＯＤＣ材料４０１が光との相互作
用（例えば、光の吸収、反射または蛍光）を、前記ディレクタが前記表面（例えば、ネガ
型の二色性光学素子(negative dichroics)）に対して平行である場合より強く行うように
、含有ＯＤＣ材料４０１が光との相互作用を行う。
【００５８】
　いくつかの例示的な実施形態が本明細書において図示されるとともに文章によって説明
されるが、理解すべきことは、特許請求の範囲の欄において定義されている本発明のいく
つかの実施例は、上述の具体的な実施形態に限定されないということである。例えば、前
記構造に採用される前記ポラライザ（存在する場合に限る）は、直線偏光または円偏光を
行うものとしたり、吸収または反射を行うものとしたり、拡散または鏡面反射(specular)
を行うものとしたり、温度によって性質が変化しない固定型(fixed)またはサーモトロピ
ックなものとすることが可能である。当該デバイスにおいて用いられる少なくとも一つの
ポラライザは、スペクトル選択的であるものとしたり、高い偏光効率または低い偏光効率
を有するように選択することが可能である。秩序提供材料は、サーモトロピック液晶、氷
／水、相変化材料(相転移材料、phase change materials)、結晶構造体、または、含有Ｏ
ＤＣ材料に秩序を提供するいなかる形態の物質とすることが可能である。サーモトロピッ
ク液晶を含む複数のポラライザは、相互の関係（相対位置関係）をいなかるものとするこ
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とが可能である。当該デバイスは、温度上昇につれて透過率が増加するように構成するこ
とが可能である。ネガ型およびポジ型の複数の二色性ＯＤＣを相互に組み合わせることも
可能である。
【００５９】
　一方、理解すべきことは、いくつかの場合には、「ゲスト」機能および「ホスト」機能
が、単一の材料であって慎重に選択されるかまたは構成されたものであるように、秩序お
よびディレクタを、ＯＤＣ材料（例えば、結晶材料）自体によって提供することが可能で
ある。例えば、ポリアセチレンの分子鎖は、電気的「ワイヤ」として作用することが可能
であり、また、ＯＤＣ「ゲスト」材料にとっての優秀な候補とすることが可能である。し
かし、ポリアセチレン鎖は、さらに液晶の性質も示し、よって、「ホスト」の候補として
も考えることが可能であり、また、ホストの一部（一成分）として考えることが可能であ
る。
【００６０】
　それに代わるかまたはそれに加えて、含有ＯＤＣ「ゲスト」材料および／またはサーモ
トロピック担体すなわち「ホスト」材料を、サブストレート材料の一部であるポリマまた
はポリマ・ネットワークに結合させたり、それらポリマまたはポリマ・ネットワークによ
って拘束することが可能であり、また、サブストレートの複数の表面のうちの少なくとも
一つに結合させることが可能である。
【００６１】
　上述のいくつかの実施形態についての別の変形例においては、ホスト材料の秩序、ひい
ては、含有ＯＤＣ材料の秩序を、電気的な（電場による）「オーバーライド(override)」
によって変化させることも可能である。電気的な（電場による）「オーバーライド」は、
秩序提供材料について存在することが可能であり、その存在のために、例えば、電場によ
るトルキング（ねじり、torquing）の使用によってネマティック液晶の秩序およびディレ
クタを変化させることが行われる。これに代えて、ゲスト材料を、電気的な（電場による
）「オーバーライド」の対象(活動中心、locus)とすることが可能である（例えば、粒子
が浮遊しているデバイスにおけるのと同様に）。これは、ＯＤＣ「ゲスト」またはサーモ
トロピックな「ホスト」が、上述の導電性ポリマにより構成されるか、またはその導電性
ポリマを含む事例において、特に効果的なものとすることが可能である。
【００６２】
　含有材料を、透過、反射、蛍光および吸収に関する目標の特性、スペクトル、色相また
は美観を実現するか、または、透過、吸収および反射についての目標エネルギーを実現す
ることを目的にして選択することが可能である。一方、複数のサーモトロピックなデバイ
スであって、形式がすべて同一であるか、または、形式が互いに異なるものを、美観、光
学、熱、プライバシ、視覚コントラストまたは太陽熱利得に関する複数の特性であって互
いに異なるものを実現するために、互いに組み合わせることが可能である。秩序度は、温
度と共に、減少するのではなくむしろ、局部的にまたは全体的に増加することが可能であ
り、また、当該デバイスは、温度上昇につれて光の透過量が増加するように構成すること
が可能である。ゲスト混合物は、単色または黒色のもの、着色されたもの、蛍光性を有す
るものおよび／またはメタマーの関係(metameric)にあるものとすることが可能である。
【００６３】
　成立可能な別の実施例においては、当該デバイスは、サーモトロピック・ポリマが分散
している液晶デバイスとすることも可能である。この用途のため、ゲスト－ホスト・シス
テムは、前記ポリマ（サーモトロピック・ポリマ）内において低い可溶性を有するように
選択したり、また、複屈折性が低いホスト（例えば、液晶）は、デバイス性能および光学
的透明性(optical clarity)を向上させるために、前記ポリマ（サーモトロピック・ポリ
マ）の屈折率にマッチさせることが可能である。
【００６４】
　さらに理解すべきことは、上述のいくつかの実施形態およびそれのいくつかの変形例の
いずれかまたはすべては、それらの本質的な特徴も機能も維持しつつ、多数の光学部品に
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組み合わせることが可能である。それら光学部品としては、サブストレート、固定色素、
接着剤、シーラント、波長板(waveplates)、リフレクタ、パーシャル・リフレクタ、トラ
ンス・リフレクタ、低放射性材料、紫外光(UV)を吸収もしくは反射する材料、および／ま
たは赤外光(IR)を吸収もしくは反射する材料があるが、これらに限定されない。
【００６５】
　さらに、高温時に高い秩序を提供する材料、または温度によって異なる複数の秩序度を
提供する材料が存在し、それら材料の変化は、例えば、ネマティック状態とスメクティッ
ク状態との双方を有するサーモトロピック液晶に生じる温度変化に伴う秩序およびディレ
クタの変化である。よって、デバイスは、温度変化に伴う秩序度の損失のみに基づくもの
のではなく、むしろ、温度変化に伴うディレクタまたは秩序の変化に基づくものとするこ
とが可能である。さらに、含有ＯＤＣ材料は、実際、秩序提供型担体材料内に全体的に溶
解しているかまたは浮遊しているものではなく、むしろ、秩序提供型担体材料に単に近接
しているものとすることが可能であり、また、秩序提供型担体材料が提供する秩序度が種
々の温度で変化する現象を誘起するものとすることが可能である。
【００６６】
　図５は、「ラージ・スロー(large throw)」型光学フィルタ（すなわち、透過率が遮断
状態と通過状態との間で５０％以上変化するフィルタ）の一実施形態を示す概略図であり
、そのフィルタは、低温でポラライザが「消失する」方式のサーモリフレクティブ・フィ
ルタである。このデバイス５００は、一対のポラライザ５０１を有し、それらポラライザ
５０１は、互いに実質的に直交する向きに位置決めされるとともに、サーモトロピック材
５０２の両側に配置されている。しかし、本実施形態においては、一方または双方のポラ
ライザ５０１が、回折型ポラライザであり、その回折型ポラライザは、サブ波長サイズ（
サブ波長構造）を有する特徴物５０３に依存し、その特徴物５０３は、リッジ（線状隆起
部）、トレンチ（溝部）、ピット（穴部）またはマウンド（隆起部）を有するが、それら
に限定されず、それらは、ある材料（例えば、透過性を有するポリマ）であって、周囲の
媒体とは大きく異なる屈折率を有するものによって構成される。一般的には、回折型ポラ
ライザは、例えば、ガラス表面に対してマイクロ・エッチングを行い（MEMS Optical, In
c.によって製造されるジェノプティック(Jenoptik）社の回折ポラライザの場合と同様に
）、次いで、そのパターンニングされたガラスを、それよりはるかに大きいかまたは小さ
い屈折率を有する材料（例えば、透過性を有するポリマ）でオーバコート（被覆）するこ
とにより、構成することが可能である。
【００６７】
　しかし、本実施形態においては、ナノサイズでエンボス加工された特徴物５０３にとっ
てのソリッド・オーバーコート(固体のまたは中実のオーバーコート層、solid overcoat)
が存在しない。むしろ、それら特徴物５０３は、サーモトロピック材５０２（例えば、ク
リアリング・ポイントが低い液晶、すなわち、０℃と３５℃との間にある複数の液相間の
しきい温度を有するもの)である。一方、サーモトロピック材５０２は、それの低温状態
（COLD STATE、例えば、クレアリング・ポイント／しきい温度より低温のネマティック状
態、スメクティック状態、結晶状態またはアモルファス状態）において、それの屈折率が
、前記回折型ポラライザにおける特徴物５０３の屈折率と同一であるか近似する。この状
態においては、特徴物５０３において浮き彫り加工された表面における屈折率ミスマッチ
が存在しないため、特徴物５０３がかなり見え難い（largely invisible、光学的にほと
んど識別できない)とともに、前記回折型ポラライザが機能しない。したがって、このデ
バイス５００は、入射光を偏光せず、よって、高い透過率を有する。
【００６８】
　しかし、サーモトロピック・デポラライザ（サーモトロピック材５０２）は、それの高
温状態（HOT STATE、例えば、クレアリング・ポイント／しきい温度より高温の液体状態
またはアイソトロピック状態）において、それの屈折率が、前記回折型ポラライザの、浮
き彫り加工された特徴物５０３とは大きく異なる。この状態においては、その屈折率ミス
マッチのため、浮き彫り加工された特徴物５０３が見える(visible、光学的に識別できる
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)とともに、前記回折型ポラライザが機能する。よって、入射した光子は、このデバイス
５００を、互いに交差する一対のポラライザとして「見る（扱う、see）」とともに、遮
断される（例えば、反射または吸収される）。
【００６９】
　それら挙動の全体的な効果は、このデバイス５００の理論透過率が、低温状態では、１
００％に近く、一方、高温状態では、０％に近い可能性があるということである。残念な
がら、回折型ポラライザの性質は、強い偏光効果が、それの表面に「かすめ角（glancing
 angle)」（例えば、前記回折構造（回折型ポラライザ）についての臨界角および／また
はブリュースター角を超えている）で照射される光に対して作用するのみであるというも
のである。しかし、前記回折子（回折型ポラライザ）に入射する光を、その回折子の表面
に対して「より直角な」方向から「より平行な」方向に、「プリ・ディレクト（光の進行
方向を事前に変更、pre-direct)」できるいくつかの光学素子が存在する。屈折性または
回折性を有する表面の形状および光学指数(optical index)を、液晶および他の部品の光
学指数と共に、適切に選択すると、ある状態においては、所定の範囲内にある入射角を有
する入射光のうちの大部分が反射する一方、別の状態においては、所定の範囲内にある入
射角を有する入射光のうちの大部分が透過させられるという態様で、前記光をプリ・ディ
レクトすることが可能である。よって、十分なプリ・ディレクト機能を有する屈折性光学
素子があれば、図５に示すデバイス５００のいくつかの実施形態は、サーモトロピックで
あり、かつ、偏光を行い、かつ、切換可能なミラーとして機能することが可能である。
【００７０】
　図６は、図５に示すサーモトロピックなデバイスの複数の構成要素を組み込んだサーモ
トロピックなデバイス６００を示している。本実施形態においては、サーモトロピックな
液晶（液晶材料）６０２が、一対の屈折性要素（第１および第２の屈折性要素）６０３ａ
，６０３ｂによって囲まれている（挟まれている）。液晶６０２のクリアリング・ポイン
トは、このデバイス６００の動作温度の範囲内にあるように選択し、それにより、このデ
バイス６００がサーモトロピック的に挙動するように、すなわち、低い動作温度では、液
晶６０２がネマティック状態にあるが、高い動作温度では、液晶６０２がアイソトロピッ
ク状態にあるようにすることが可能である。
【００７１】
　屈折性要素６０３ａ，６０３ｂの屈折率は、ｎｇと称される。ネマティック状態におい
ては、液晶６０２が、互いに直交する方向に沿って２つの屈折率ｎｅ，ｎｏ（ｎｅ：異常
光に対する屈折率、ｎｏ：常光に対する屈折率）を有する複屈折材料であって、液晶材料
６０２を通過する光子が経験する屈折率ｎｅｆｆが、その光子の進行方向と偏光状態との
双方に依存するものである。アイソトロピック状態においては、液晶６０２が、単一の屈
折率ｎｉを有する非複屈折材料である。さらに、液晶６０２は、ｎｉ＝ｎｇかつｎｏ＜ｎ

ｇ＜ｎｅであるように選択することが可能である。よって、アイソトロピック状態におい
ては、このデバイス６００を通過する光子が、複数の層を横切りながらも一様な屈折率に
遭遇し（を経験し）、また、反射も屈折も拡散もしない。その結果、このデバイス６００
は、一般的なサーモリフレクティブなデバイスとは逆の方法で作動し、すなわち、高温で
透過性を示し、低温で反射性を示す。
【００７２】
　この現象が発生する理由は、低温状態では、ネマティック状態にある液晶６０２が、光
の２つの偏光（偏光成分）に対して高低間屈折率ミスマッチ(high-low refraction misma
tch)を示し、よって、臨界角より浅い角度で入射する光子を反射する。ネマティック状態
においては、一つの偏光状態を有する光子であって、第１の屈折性要素６０３ａから通過
して液晶６０２に進入するものが、ｎｇから、それより小さいｎｏへの屈折率の低下に遭
遇する（を経験する）。したがって、この光子が、第１の屈折性要素６０３ａと液晶６０
２との間の界面（第１の界面）６０４ａへの入射角が、全反射(total internal reflecti
on)のための臨界角より小さい場合には、この光子は反射する。同様に、反対の偏光状態
を有する光子であって、第１の屈折性要素６０３ａから通過して液晶６０２に進入するも
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のは、ｎｇから、それより大きいｎｅｆｆへの屈折率の上昇を経験する。屈折率ミスマッ
チが、高から低に、ではなく、低から高に、であるため、全反射(total internal reflec
tion)のための条件が、第１の界面６０４において発生せず、また、その光子は反射しな
い。しかし、その光子が、液晶６０２と、より低い屈折性を有する屈折性要素（第２の屈
折性要素）６０３ｂとの間の第２の界面６０４ｂに当たる場合に、その光子は、ｎｅｆｆ

から、それより小さいｎｇへの屈折率の低下（高低間ミスマッチ）を経験する。その入射
角が、全反射(total internal reflection)のための臨界角より小さい場合には、この光
子は、この低い界面（第２の界面６０４ｂ）から反射する。よって、ネマティック状態に
おいては、このデバイス６００が、入射光の２つの偏光（偏光成分）、すなわち、入射光
のうちの１００％に近いものを反射する能力を有する。
【００７３】
　屈折性要素６０３の形状は、広範囲の入射角についての複数の光子が高低間屈折性ミス
マッチに、臨界角より大きいかすめ角で到達し、それにより、反射するように、選択する
ことが可能である。しかし、高温状態においては、アイソトロピック状態の液晶６０２が
屈折率ミスマッチを示さず、よって、反射が発生しない。このデバイス６００に接近する
光子は、入射角が直角であっても、上方に位置する屈折性要素６０３ａの通過によって屈
折させられ、その後、下方に位置する屈折性要素６０３ｂによって「ストレートニング（
直線化、straightened)」され、その結果、このデバイス６００は透明であるように見え
る。屈折性要素６０３ａ，６０３ｂが十分に小さい場合には、この屈折によって生成され
る像の横変位が、人間の目には見えないかもしれない。
【００７４】
　しかし、このデバイス６００の別の実施形態においては、それの複数の屈折率を、ｎｏ

＝ｎｇかつｎｏ＜ｎｉ＜ｎｅであるように選択することが可能である。この設定において
は、高温（アイソトロピック）状態により、このデバイス６００に屈折率ミスマッチが発
生し、２つの偏光（偏光成分）を有する光子であって、適当な入射角で接近するものにつ
いて１００％反射を生じさせる。低温（ネマティック）状態により、光のうちの一つの極
性についてであって、別の極性についてではないが、屈折率ミスマッチが発生し、よって
、非偏光光源（例えば、太陽光）については、このデバイス６００は、入射光のうちの約
半分を反射する。
【００７５】
　図７は、図６に示すデバイス６００についての別の変形例を示しており、この例におい
ては、サーモリフレクティブな挙動が完全に反転し、それにより、広範囲の入射角につい
いて、このデバイス７００は、高温状態においては入射光のうちの約１００％を反射する
ことができる一方、低温状態においては入射光のうちの約１００％を透過させることがで
きる。例示的な一実施形態においては、この反転は、屈折性要素７０３ａ，７０３ｂを複
屈折材料から製作するとともに液晶材料７０２および液晶配向層を、低温状態において、
液晶７０２の屈折率ｎｅおよびｎｏが屈折性要素７０３ａ，７０３ｂの屈折率ｎｇｅおよ
びｎｇｏに一致するように選択することにより、達成される。よって、いずれかの偏光（
偏光成分）を有する光であって、低温(ネマティック）状態にあるこのデバイス７００を
通過するものは、屈折率ミスマッチを見ず(経験せず、do not see)、よって、このデバイ
ス７００は透過性を有する。しかし、高温状態においては、液晶７０２の屈折率がｎｉに
変化し、これは、屈折性要素７０３ａ，７０３ｂの屈折率ｎｇｅおよびｎｇｏのいずれに
も一致しない。一般的に、一軸性の棒状（カラミティック、calamitic)液晶については、
ｎｏ＜ｎｉ＜ｎｅである。よって、光のうちの一つの偏光（偏光成分）は、高低間屈折率
ミスマッチを経験し、反射が上述の条件のもとで可能であり、他の偏光（偏光成分）は、
屈折率ミスマッチを経験しない。よって、このデバイス７００は、約５０％の「スロー(
落差、変化幅、レンジ、throw)」であって、低温状態でのほぼ１００％の透過率から、高
温状態でのほぼ５０％の反射率およびほぼ５０％の透過率への移行を有する。
【００７６】
　１００％のスローを達成するために、第１のデバイスに第２のデバイスを、９０度の向
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きで、かつ、同じ効果が、光のうちの別の偏光（偏光成分）について達成されるように、
積層することが可能である。より一般的な意味においては、具体的ないくつかの偏光（偏
光成分）について、具体的なレベルを有する透過、反射およびサーモトロピックな「スロ
ー」を達成するために複数のデバイスを互いに異なる向きで積層することが有利である可
能性がある。
【００７７】
　しかし、他のいくつかの実施形態であって、屈折性要素７０３を複屈折性を有するもの
とすることなく同じ効果を達成することが可能であるものが成立可能である。光学異方性
（複屈折性、複屈折度、屈折率の異方性）が、通常、最大屈折率と最小屈折率との差とし
て定義される。各一軸性液晶においては、１本の軸が他の軸とは異なっており、これが、
ｎｅとして定義される。よって、ディスコテック液晶（円盤状液晶、円盤状分子、discot
ics）については、他より大きい値が、通常は、ｎｏであり、一方、カラミティック液晶
（棒状液晶、棒状分子、calamitics）については、他より大きい値が、ｎｅである。一軸
性棒状液晶（ＬＣＤビデオ・デバイスのような電気光学デバイスに用いられる液晶のうち
、最も一般的である形式）についての正の光学異方性は、ｎｅ＝ｎｐａｒａｌｌｅｌ＞ｎ

ｏ＝ｎｐｅｒｐｅｎｄｉｃｕｌａｒを意味する。負の光学異方性は、ｎｏ＞ｎｅを意味す
る。円盤状液晶であって、前記液晶の「ディスク」の面内におけるいずれかの方向から接
近する光についてはｎｏ＝ｎｐａｒａｌｌｅｌを有する一方、前記平面に対して直角な方
向に接近する光についてはｎｅ＝ｎｐｅｒｐｅｎｄｉｃｕｌａｒを有するものも存在する
。円盤状液晶については、ｎｏおよびｎｅが、円盤状液晶と棒状結晶との相違点を説明し
た文献においては、棒状液晶に対して逆転しており、その理由は、棒状液晶の「ディレク
タ」は、液晶分子の長軸に沿っているのに対し、円盤状液晶の「ディレクタ」は、液晶分
子の回転軸に沿っているからである。一方、二軸性液晶であって、３本の空間軸（一般的
には、互いに直交することは必ずしも必要ではないが）の各々について互いに異なる屈折
率を有するものが存在する。
【００７８】
　ｎｅｆｆは、ここでは重要なパラメータであり、その理由は、そのパラメータは、光の
入射角および偏光状態と共に変化するからである。その角度が臨界角より大きい場合に、
このパラメータに対する関心が最大となる。大きい角度については、垂直方向に配列され
た棒状液晶が、互いに大きく異なる２つの光学指数（屈折率）ｎｅｆｆおよびｎｏ（ｎｅ

～(almost equal to)ｎｅｆｆ＞＞ｎｉ＞ｎｏ）を有するが、同様に、水平方向（ホモジ
ニアス）に配列された棒状液晶については、かすめ角で互いに同一である２つの光学指数
（屈折率）ｎｅｆｆおよびｎｏが非常に類似する（ｎｅ＞＞ｎｉ＞ｎｅｆｆ～ｎｏ）。所
定の指数が、ガラスまたは他の屈折性材料の指数（ｎｇ）以上である場合に、そのような
偏光（偏光成分）については、このデバイス７００が透過性を有する（ファブリ－ペロ(B
abry-Perot)の反射に起因するわずかな損失を伴って）。
【００７９】
　よって、温度管理を行う用途については、デバイスを、「低温」状態では、指数（屈折
率）ｎｏ，ｎｅのうちの一方または両方がｎｇ以上となり、一方、「高温」状態では、指
数ｎｏ，ｎｅのうちの一方または両方がｎｇより小さくなるように設計することが望まし
い。棒状（ロッド状）液晶については、溶解するかまたは不規則化してアイソトロピック
状態になると、２つのｎｅが「減少」してｎｉとなるとともに、一つのｎｏが「増加」し
てｎｉとなる。よって、低温での透過および高温での反射を行うために、一つの低温状態
時指数（屈折率）は、少なくとも、ｎｇ以上であるという条件を満たすことが要求され、
また、高温状態時「指数（屈折率）」は、ｎｉ＜ｎｇという条件を満たすことが要求され
る。よって、棒状液晶については、ｎｅ＞ｎｉ＞ｎｏとなり、低温（ネマティック）状態
で光を透過させるサーモトロピック・デバイスについての指数（屈折率）範囲は、垂直に
配列された棒状液晶（ｎｅ＝ｎｇ，ｎｏ＜ｎｇ）を必要とするが、デバイスごとに、たっ
た５０％のスローしか実現しない。これに代えて、円盤状（ディスク状）液晶については
、複数の円盤状分子の、それぞれのエッジを下にした配列により、かすめ角で、ｎｏ～ｎ
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ｅｆｆ＞ｎｉ＞＞ｎｏという関係が招来され、また、積層すなわちコラム状（ロッド状）
の配列により、ｎｏ＞ｎｉ＞＞ｎｅｆｆ～ｎｅという関係が招来される。よって、円盤状
液晶については、固有の軸ディレクタを水平方向に配列すること（それぞれのエッジを下
にした複数の円盤）が望ましい。これにより、（大きい入射角で、）Ｓ偏光およびＰ偏光
が、低温状態においては、ｎｏ＝ｎｇという関係に遭遇する一方、高温状態においては、
ｎｉ＜ｎｇという関係に遭遇することが可能となる。円盤状液晶については、ｎｏ＞ｎｉ

＞＞ｎｅという関係（ｎｏおよびｎｅが反転することを思い出し、その理由は、定義によ
り、ｎｅは、「単一」軸に関するパラメータであり、一方、ｎｏは、「２本の同一軸」に
関するパラメータであるからである）、よって、これにより、理論的には、１００％のス
ローが招来される。しかし、注記すべきことは、積層される形態またはコラム状の形態に
より、前述の他のいくつかの実施形態におけると同様に、１００％の反射率に対して５０
％の反射率という性質を有するデバイスが招来される。
【００８０】
　ネマティック状態においては、棒状または円盤状の液晶を用いるデバイスが、入射角を
共に変化する少なくとも一つの光学指数を有するという事実は、当該デバイスのいずれか
の実施形態は、サーモトロピックなポラライザであるが、他の実施形態は、両方の偏光（
偏光成分）についての反射率と透過率とが同等である場合に成立可能であるということを
意味する。
【００８１】
　さらに、配向膜は、複数の液晶分子が、屈折性要素７０３ａ，７０３ｂの長軸に対して
平行であるか直角であるかを問わず、また、屈折性要素７０３ａ，７０３ｂの間に挟まれ
るときの角度が何度であるかを問わず、屈折性要素７０３ａ，７０３ｂに対向するように
平面状に横たわっている(lie flat against)（水平配向（ホモジニアス配向）または平面
配向としても知られている）ように、構成することが可能である。配向膜は、垂直（ホメ
オトロピック）であり、それにより、複数の液晶分子が起立して立っているか、または、
それら液晶分子が、サブストレートの面に対して０度－９０度のプレチルト角を有するよ
うに出現するように、構成することも可能である。一方、液晶セルの上面および下面は、
互いに異なる特性を有する複数の配向膜を有することが可能である。最も一般的な例は、
ねじれネマティック・セルであり、このねじれネマティック・セルにおいては、上側配向
膜および下側配向膜が、いずれも水平であるが、水平面内において、９０度互いにずれる
ように配列されているか、または、デバイス設計の便宜上、他の角度で互いにずれるよう
に配列されている。別の例は、いわゆる「パイ・セル(pi cell)」であり、これは、ある
表面上には水平配向を有する一方、別の表面上には垂直配向または準垂直配向を有するも
のである。しかし、配向膜については、無数の他の形式および組合せが成立可能である。
【００８２】
　密接に関連する効果であってブリュースター角の効果およびファブリ・ペロの効果を、
当該デバイスのサーモトロピックな切換可能ミラーとしての基本的性質を損なうことなく
、前述の全反射の効果に追加するかまたはそれに代えて、当該デバイスに適合するように
設計することが可能である。光学レイヤを、当該デバイスの本質的性質を損なうことなく
、反射防止レイヤまたは屈折率マッチング・レイヤ(refraction matching layers)のよう
な光学素子を改良するために追加することも可能である。さらに、当該デバイスについて
の多くの実施形態は、強い偏光依存効果を有するため、当該デバイスは、サーモクロミッ
ク・デバイス、サーモリフレクティブ・デバイスおよびエレクトロクロミック・デバイス
を製作するために、別の光学素子の追加の有無を問わず、ポラライザとして、かつ、他の
ポラライザと組み合わせて取り扱うことが可能である。
【００８３】
　建材（例えば、スマート（高機能）窓システム、スマート（高機能）壁システムまたは
スマート（高機能）屋根システム）として、いくつかの実施形態は、方向性（指向性）に
関する利点も生じさせる。太陽は、暑い季節（例えば、北半球では、夏）の間、高い角度
位置にあり、一方、寒い季節（例えば、北半球では、冬）の間、低い角度位置にあるため
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、当該デバイスの向きは、夏の太陽光は、当該デバイスへの入射角が全反射を行うほどに
小さいため、遷移後に、当該デバイスによって遮断(reject)される一方、冬の太陽光は、
当該デバイスへの入射角が全反射に必要な角度よりかなり大きいため、部分的にかまたは
全体的に当該デバイスを通過するように、決定することが可能である。光学指数および臨
界角のようなパラメータは、それらの効果を強調するかまたは抑制するように選択するこ
とが可能である。実際、当該デバイスは、それがサーモトロピックではないときでも、角
度選択的トランスミッタとして認識する（扱う、see)ことが可能である。例えば、液晶層
に代えてエア・ギャップが用いられる場合には、常時、大きな屈折率ミスマッチが存在す
ることになるとともに、屈折性構造が、高い角度位置にある太陽の光が反射する一方、低
い角度位置にある太陽からの光が部分的にまたは完全に透過させられるように、選択され
る可能性がある。
【００８４】
　当該デバイスの別の実施形態は、「低温」状態がセル・ギャップ（膜厚）内の、屈折率
が前記屈折性構造とマッチした(refraction-matched)流体をある方法で用い、その方法は
、前記セル・ギャップが「消失」するとともに当該デバイスが透過性を有するようになる
方法である一方、「高温」状態が屈折率が前記屈折性構造とはマッチしない(non-refract
ion matched)流体、ガスまたは真空をある方法で用い、その方法は、前記セル・ギャップ
が高低間屈折率ミスマッチを示し、それにより、上述のように、約１００％の反射率を生
じさせるようになる方法である。当該デバイスに対するサーモトロピックな制御は、その
状態で、流体リザーバによって達成することが可能であり、その流体リザーバのサイズは
、前記流体の熱膨張係数により、しきい温度より高い状態では、前記セル・ギャップが前
記流体で充填される一方、第２のしきい温度より低い状態では、前記セル・ギャップが空
乏化されることを可能にするサイズであり、このことは、流体温度計（流体の熱膨張を利
用した温度計、液体温度計, fluid-based thermometer)と同様である。したがって、この
書類の解釈上、流体とガスの混合物または流体と真空の混合物（そのように構成された場
合）は、流体分子およびガス分子がサーモトロピックな特性を本質的に示さなくても、サ
ーモトロピック材として説明することが可能である。
【００８５】
　液晶構造の多数の変形例も採用することが可能であり、それら変形例は、アイソトロピ
ック相およびネマティック相のみならず、スメクティック相、「ブルー相」、カイラルお
よび／またはコレスティック液晶、強誘電性（ferroelectric）（バナナ形）液晶および
他のものをも含んでいる。よって、比較的直接的なことは、液晶および配向膜を、液晶セ
ルのうちのいずれも部分も、その液晶セル内の目標位置において、目標方向に沿って、目
標屈折率を示すように選択することである。数千もの異なる液晶分子が知られており、そ
れら分子を、単独で、または多重特異性（polyspecific）混合物内で用いることが可能で
あり、よって、物理的におよび化学的に存在し得るものの範囲内において、液晶および配
向の、実に膨大な数の組合せが成立可能であり、それら組合せは、図７に示す実施形態と
は細部においては異なるかもしれないが、当該デバイス内において同一のまたは非常に似
ている機能を果たす。他のいくつかのサーモトロピックな構造または材料であって、液晶
によって構成されていないものを、同じ効果を果たすように用いることが可能であり、そ
のような他のいくつかのサーモトロピックな構造または材料は、サーモトロピックなクラ
ウド・ジェル(cloud gel)、固体または液体の材料であって高い熱膨張係数を有するもの
、およびサーモメカニカル（熱によって機械的性質が変化する、thermomechanical)微細
構造(microstructures)を含むが、それらに限定されず、また、そのサーモメカニカル微
細構造は、光学材料のサイズまたは密度を調整するかまたはファブリ－ペロのギャップの
ような光学構造を調整するものである。
【００８６】
　さらに、本明細書に記載されているいくつかの屈折性要素は、長手状であり、かつ、筒
状の複数本のロッドであって三角形断面（すなわち、プリズム）を有するものであり、そ
の理由の一部は、この構造を有するプリズム・フィルムが、手ごろな価格で市販されてい
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るからであるが、それに代えて、膨大な数の他の構造またはそれら構造の組合せ（フラク
タルを含む）を使用することが可能であり、液晶の性質および配向膜の性質の選択を、屈
折性構造の性質に合わせて行うか、これに代えて、屈折性構造の選択を、液晶セルの屈折
性に基づいて行い、ひいては、異なる複数の入射角および異なる複数の偏光状態について
観察される屈折率に基づいて行うことが可能である。さらにまた、光の「プリ・ベンド(
当該デバイスへの到達前に光路を曲げること、pre-bend)」または「プリ・ステア(pre-st
eer)」を、一つの偏光（偏光成分）または双方の偏光（偏光成分）について行うために、
別の光学構造を、それの入射角が、全反射のための臨界角に接近するかまたは臨界角から
遠ざかるように追加することが可能である。
【００８７】
　さらに、任意に選択可能な部品を、本明細書に記載されているいくつかの実施形態のう
ちのいずれかまたはすべてに追加したり、本明細書に記載されていないがそこから明白に
誘導可能な他の実施形態に追加することが可能である。任意に選択可能なこの種の任意に
選択可能な部品は、例えば、プリズムおよび回折格子、被膜、フィルム、スペーサ、充填
材、スタビライザ、ポリマ・ドーパント、ポリマ・ネットワークまたは支持構造であって
、具体的な用途または具体的な製法の要求を満たすために追加されるものであるいくつか
の光学デバイスであるが、これらに限定されず、また、ある部品を省略したり置換するこ
とにより、いくつかの実施形態の低級版を提供してもよい。前述の種々の層についての実
際の構成（配列）は、本明細書に記載されているものとは異なるものとすることが可能で
あり、また、本発明の本質的な構造および機能を変更することなく、選択される材料およ
び波長に応じて、互いに異なる複数の層(different layers)を、いくつかの単一層(singl
e layers)、単一物体(single objects)、単一デバイス(single devices)または単一材料(
single materials)として合体させることが可能である。
【００８８】
　上述の説明は、多くの具体的な事項および少なくとも一つの個別な実施形態についての
言及を含むが、それらは、本発明の範囲を限定するものとして解釈すべきではなく、むし
ろ、具体的ないくつかの例示的な実施形態の説明を提供するものにすぎないと解釈すべき
である。異なる材料を用い、かつ、異なる設定で本発明が実施される種々の可能性が存在
し、当業者であれば、本発明の主旨からも範囲からも逸脱することなく、前述の開示され
たいくつかの実施形態に対して多くの変更を加えることが可能である。
【００８９】
　さらに、以上、本発明の種々の実施形態を、ある程度の具体性と共に説明してきたが、
方向についてのすべての言及、例えば、近位、遠位、上側、下側、内側、外側、上方向、
下方向、左方向、右方向、横方向、前側、後側、上端、下端、上方に、下方に、垂直、水
平、時計方向および反時計方向は、読者が本発明を理解することを助けるために、区別と
いう目的においてのみ使用され、本発明を、特に、位置、向きまたは使用法に関して本発
明を限定することはない。接続に関する言及、例えば、装着、連結、接続および接合は、
広く解釈すべきであり、特記されない限り、集まった複数の要素間に介在する中間部材、
および複数の要素間の相対運動を含むことが可能である。したがって、接続に関する言及
は、２つの要素が直接的に接続されるとともに互いに一体的であることを必ずしも意味し
ない。本明細書に引用されたいくつかの具体的な数値であって、例えば、遷移温度、クリ
アリング・ポイント、および光の反射、透過または吸収について述べられた比率または部
分(percentages)は、例示であって、何かを限定しようとするものではない。より一般的
に説明するに、上述の文章による説明部に含まれているかまたは添付図面に図示されてい
るすべての事項は、専ら例示的なものとして解釈すべきであり、何かを限定するものとし
て解釈すべきではない。細部または構造における変更を、後続する特許請求の範囲におい
て定義される本発明の基本的な要素から逸脱することなく、行うことが可能である。
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