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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１マイクロメートル超の平均有効直径を有する複数のビーズと、
　前記複数のビーズと接触しているバインダー組成物とを含み、前記バインダー組成物は
バインダーと複数の相互連結した空隙とを含み、ここで、前記バインダー組成物中の前記
複数の相互連結した空隙の体積分率は５％以上であり、前記バインダーと前記複数のビー
ズは、それぞれの重量が等しいか、ビーズの重量がバインダーよりも大きく、前記相互連
結した空隙の少なくとも６０％が７０ｎｍ以下の寸法を有し、前記バインダー組成物はさ
らに１マイクロメートル以下の平均粒径を有する複数の粒子を含み、前記複数の粒子の少
なくとも６０％が７０ｎｍ以下の粒径を有する、空隙を有する空隙型ディフューザー。
【請求項２】
　多層光学フィルムを含む基材と、
　前記基材上に配置された空隙型ディフューザーとを備える光学構造体であって、前記空
隙型ディフューザーが、
　バインダーと、
　前記バインダー内に分散した複数の相互連結した空隙と、
　１マイクロメートル超の平均有効直径を有する複数のビーズと、を含み、
　前記バインダー中の前記複数の相互連結した空隙の体積分率は５％以上であり、
　前記バインダーと前記複数のビーズは、それぞれの重量が等しいか、ビーズの重量がバ
インダーよりも大きく、前記相互連結した空隙の少なくとも６０％が７０ｎｍ以下の寸法
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を有し、前記バインダーはさらに１マイクロメートル以下の平均粒径を有する複数の粒子
を含み、前記複数の粒子の少なくとも６０％が７０ｎｍ以下の粒径を有する、光学構造体
。
【請求項３】
　反射偏光子と、
　前記反射偏光子上に配置され並びに複数の相互連結した空隙と１マイクロメートル以下
の平均粒径を有する複数の粒子を含むバインダーと、１マイクロメートル超の平均有効直
径を有する複数のビーズと、１０％以下の光学的明澄度とを有し、前記バインダー中の前
記複数の相互連結した空隙の体積分率は５％以上である空隙型ディフューザーと、を備え
る光学構造体であって、前記複数の粒子の少なくとも６０％が７０ｎｍ以下の粒径を有し
、前記バインダーと前記複数のビーズは、それぞれの重量が等しいか、ビーズの重量がバ
インダーよりも大きく、前記空隙の少なくとも６０％が７０ｎｍ以下の寸法を有し、空隙
型ディフューザーの厚さが５マイクロメートル以上である、光学構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、２００９年４月１５日に申請され、参照により組み込まれる以下の米国特許
出願に関する：「光学構造体及びこれを組み込んだディスプレイシステム」（代理人整理
番号第６５３５４ＵＳ００２号）；「再帰反射光学構造体」（代理人整理番号第６５３５
５ＵＳ００２号）；「光結合を防止するための光学フィルム」（代理人整理番号第６５３
５６ＵＳ００２号）；「バックライト及びこれを組み込んだディスプレイシステム」（代
理人整理番号第６５３５７ＵＳ００２号）；「欠陥を低減してコーティングするためのプ
ロセス及び装置」（代理人整理番号第６５１８５ＵＳ００２号）；及び「ナノ空隙を有す
る物品のためのプロセス及び装置」（代理人整理番号第６５０４６ＵＳ００２号）。
【０００２】
　本発明はまた、同日付で申請され、参照により組み込まれる以下の米国特許出願に関す
る：「低屈折率分布物品及び方法」（代理人整理番号第６５７１６ＵＳ００２号）及び「
勾配ナノ空隙を有する物品のためのプロセス」（代理人整理番号第６５７６６ＵＳ００２
号）、並びにまた、２００９年１０月２３日に申請された表題「光学構造体及びその製造
方法」の米国特許出願第６１／２５４，２４３号。
【０００３】
　（発明の分野）
　本発明は、概して、ディフューザーコーティングを備え、いくらかの低屈折率様特性を
呈する光学フィルムに関する。本発明は更に、そのような光学フィルムを組み込んだディ
スプレイシステムなどの光学システムに適用される。
【背景技術】
【０００４】
　再帰反射システム又はディスプレイシステムなどの光学システムは、入射光を管理する
ために１つ以上の光学層を利用している。光学層はしばしば、望ましい光透過性、光学的
ヘイズ、光学的明澄度、及び屈折率を有することが求められる。多くの用途において、空
気層及びディフューザー層が、この光学システムに組み込まれる。通常、空気層は全内部
反射を援助し、ディフューザー層は光学的散乱を提供する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一態様では、本開示は、複数のビーズとバインダー組成物とを含む空隙を有するディフ
ューザーを提供する。バインダー組成物は、複数のビーズと接触している。更に、バイン
ダー組成物は、バインダーと、複数個の相互連結した空隙と、を含み、ここで、バインダ
ー組成物中の複数の相互連結した空隙の体積分率は約５％以上である。
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【０００６】
　別の態様では、本開示は、基材と、その基材上に配置された空隙を有するディフューザ
ーと、を備える光学構造体を提供する。空隙を有するディフューザーは、複数のビーズと
バインダー組成物とを含む。バインダー組成物は、複数のビーズと接触している。更に、
バインダー組成物は、バインダーと、複数個の相互連結した空隙と、を含み、ここで、バ
インダー組成物中の複数の相互連結した空隙の体積分率は約５％以上である。
【０００７】
　更に別の態様では、本開示は、基材と、その基材上に配置された空隙を有するディフュ
ーザーと、を備える光学構造体を提供する。空隙を有するディフューザーは、バインダー
、そのバインダー内に分散した複数の相互連結した空隙と、複数のビーズと、を更に含み
、ここで、バインダーと複数のビーズの重量比は約１：１以上である。
【０００８】
　更に別の態様では、本開示は、反射偏光子とその反射偏光子上に配置された空隙を有す
るディフューザーとを備える光学構造体を提供する。空隙を有するディフューザーは、複
数の空隙と複数のビーズとを含み、約１０％以下の光学的明澄度を有し、ここで、空隙を
有するディフューザーの厚さは約５マイクロメートル以上である。
【０００９】
　更に別の態様では、本開示は、吸収偏光子、複数の空隙と複数のビーズとを含む空隙を
有するディフューザー及び反射偏光子を備える光学積層体を提供し、ここで、光学積層体
のそれぞれ２つの隣接する主表面の大部分は、互いに物理的に接触している。
【００１０】
　更に別の態様では、本開示は、導光器上に配置された光学積層体を備えるディスプレイ
システムを提供する。光学積層体は、吸収偏光子、複数の空隙と複数のビーズとを含む空
隙を有するディフューザー及び反射偏光子を備え、ここで、光学積層体のそれぞれ２つの
隣接する主表面の大部分は、互いに物理的に接触している。
【００１１】
　上記概要は、本発明の開示した各々の実施形態又は全ての実現形態を説明することを意
図したものではない。図面及び以下の詳細な説明によって、例示的実施形態をより具体的
に例示する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　本発明は、添付の図面に関連して以下の本発明の種々の実施形態の詳細な説明を考慮し
て、より完全に理解し正しく認識することができる。
【図１Ａ】バインダー組成物の概略断面図。
【図１Ｂ】空隙を有するディフューザーの概略断面図。
【図１Ｃ】空隙を有するディフューザーの概略断面図。
【図２】光学構造体の概略的側面図。
【図３】光学構造体の概略的側面図。
【図４】光学構造体の概略的側面図。
【図５Ａ】ディフューザーの走査型電子顕微鏡写真。
【図５Ｂ】空隙を有するディフューザーの走査型電子顕微鏡写真。
【００１３】
　図面は、必ずしも一定の比率の縮尺ではない。図中で用いられる類似の数字は、類似の
構成要素を示す。しかし、所与の図中の構成要素を意味する数字の使用は、同一数字でラ
ベル付けされた別の図中の構成要素を制約するものではないことは理解されよう。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本開示は、概して、ビーズと、有機バインダーと、その有機バインダー全体に分散した
空隙と、を含む空隙を有するディフューザーコーティングに関する。有機バインダー全体
に分散した空隙は、低屈折率（すなわち、「空気のような」）特性をもたらすことができ
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る光学コーティングを作り出す。空隙を有するディフューザーコーティングは、液晶ディ
スプレイ用多層光学フィルム（ＭＯＦ）が挙げられるがこれらに限定されない反射偏光子
輝度上昇フィルムと組み合わせることができる。１つの特定の実施形態では、例えば、空
隙を有するディフューザーコーティングでコーティングされたＭＯＦは、液晶ディスプレ
イに積層することができ、高輝度及び良好なランプ隠蔽性能を有する独特なバックライト
構造体を提供する。ほとんどのディフューザーコーティングと比較して、空隙を有するデ
ィフューザーコーティングは、バックライト方式ディスプレイ及びエッジライト方式ディ
スプレイの両方において、有意なゲイン増加を呈する。
【００１５】
　多くの場合、ディフューザー層は、散乱特性を上昇させるために、複数の有機又は無機
ビーズを含むことができる。このようなビーズ入りディフューザーコーティングは、バッ
クライトで使用されるライトバルブを隠蔽するために、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）で使
用することができる。ビーズ入りディフューザーは、ＬＣＤからの光の均一性を向上させ
ることができる。しかしながら、典型的なビーズ入りディフューザーが光リサイクリング
フィルムなどの光学フィルムの後ろ側に取り付けられる場合、これは光学フィルムのゲイ
ンを低減することができる。一部の場合には、ビーズ入りディフューザーのゲインは、ビ
ーズをフィルムに固定するために使用されるバインダーとの光相互作用により、減少し得
る。「空気のような」バインダーは、光学フィルムに取り付けられたビーズ入りディフュ
ーザーのゲインを増加させるために有効であり得る。
【００１６】
　１つの特定の実施形態では、低屈折率特性を有する空隙を有するディフューザーは、よ
り良好な耐久性及び潜在的により高いコントラスト比を有すると共に、光の均一性を向上
させながらゲイン（すなわち、輝度）を維持するか又は増加させるかのいずれかのフィル
ムを製造するために、輝度上昇フィルム（ＢＥＦ）、多層光学フィルム（ＭＯＦ）、吸収
偏光子フィルム又は他の光学フィルムなどを含む光マネジメントフィルムの底面又は頂面
上にコーティングすることができる。本明細書で用いるとき、光学構造体の「ゲイン」又
は「光学ゲイン」は、光学構造体を持つ光学システム又はディスプレイシステムの軸方向
出力輝度と、光学構造体を持たない同じ光学システム又はディスプレイシステムの軸方向
出力輝度との比として定義されている。空隙を有するディフューザーは、例えば、２００
９年４月１５日に申請された表題「光学フィルム」の同時係属中米国特許出願（代理人整
理番号第６５０６２ＵＳ００２号）に記載のものなどの、高ヘイズ／低屈折率の材料の代
わりに使用することができる。
【００１７】
　バインダー組成物は概して、ある程度の低屈折率様光学特性を呈する。一部の開示され
るバインダー組成物は、低い光学的ヘイズ及び低い有効屈折率、例えば約５％未満の光学
的ヘイズ及び約１．３５未満の有効屈折率を有する。開示される一部のバインダー組成物
は、ある程度の低屈折率様光学特性、例えば、全内部反射を補助するか又は内部反射を強
化する能力などを呈する一方で、高い光学的ヘイズ及び／又は高い散乱光反射率を有する
。概して、バインダー組成物を組み込んだ空隙を有するディフューザーは、高い光学的ヘ
イズ及び低い光学的明澄度を有し、結果としてＬＣＤディスプレイ内で効率的なバルブ隠
蔽をもたらす。
【００１８】
　一部の場合では、開示される空隙を有するディフューザーは、例えばシステムの再帰反
射性、又はシステムによって表示される画像の軸上輝度及びコントラストなどのシステム
の光学的特性のうち少なくとも一部を改善、維持、又は実質的に維持しながら、システム
の耐久性を改善し、製造コストを削減し、システムの全体の厚さを低減させるために、例
えば一般の照明システム、液晶ディスプレイシステム、又は再帰反射光学システムなどの
様々な光学システム又はディスプレイシステムに組み込むことができる。
【００１９】
　本明細書に開示される空隙を有するディフューザーは、典型的には、複数のビーズを相
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互連結する（すなわち、一緒につなげる）バインダー中に、複数の相互連結した空隙又は
分散した空隙の網状組織を含むバインダー組成物を含む。本明細書で使用するとき、「ビ
ーズ」は、寸法で概ね約１マイクロメートル（１ミクロン）を超える平均有効直径を有す
るものとして定義され、一方、「粒子」又は「ナノ粒子」は、寸法で概ね約１ミクロン未
満の平均有効直径を有するものとして定義される。一部の場合では、しかしながら、個々
の粒子又はナノ粒子は、寸法で最大約５ミクロンの範囲の平均有効直径を有することがで
きる凝集体を形成し得る。有効直径は、概して、粒子又はビーズと同一の体積を有する球
体の直径を意味する。
【００２０】
　複数の空隙又は空隙の網状組織のうち少なくとも一部は、空隙を有するトンネル又は空
隙を有するトンネル様通路を介して相互に連結している。空隙は、物質及び／又は微粒子
を必ずしも持たないわけではない。例えば、一部の場合では、空隙は、例えば、バインダ
ー及び／又は粒子若しくはナノ粒子を含む、１つ以上の小さな繊維様物体又はひも様物体
を含み得る。一部の場合では、空隙は、バインダーに取り付けられ得るか又は空隙内で遊
離し得る、粒子又は粒子凝集体を含んでもよい。一部の開示される空隙を有するディフュ
ーザーは、集合的な複数の相互連結した空隙又は空隙の集合的な複数の網状組織を含み、
ここで、複数の空隙又は空隙の網状組織は、相互連結している。一部の場合では、集合的
な複数の相互連結した空隙に加えて、開示された空隙を有するディフューザーは、複数の
閉じた又は未連結の空隙、つまり、トンネルを介して他の空隙に連結していない空隙を含
む。
【００２１】
　一部の開示される空隙を有するディフューザーは、複数の空隙を含むことによって、内
部全反射（ＴＩＲ）又は強化内部反射（ＥＩＲ）を補助する。光学的に透明な非多孔質媒
質中を進行する光が、高度な多孔性を有する層に入射するとき、その入射光の反射率は、
垂直入射と比べて、斜角にてはるかに高くなる。ヘイズのないあるいはヘイズの少ない空
隙を有するフィルムの場合、臨界角を超える斜角における反射率は約１００％に近くなる
。そのような場合、入射光は内部全反射（ＴＩＲ）を受ける。ヘイズの高い空隙を有する
フィルムの場合、光がＴＩＲを受けないことがあるにもかかわらず、斜角での反射率は、
同様の入射角の範囲にわたって１００％に近くなり得る。ヘイズの高いフィルムのこの強
化反射率はＴＩＲと類似しており、強化内部反射（ＥＩＲ）として設計される。本明細書
で使用するとき、多孔質又は空隙を有するディフューザー強化内部反射（ＥＩＲ）により
、フィルム又はフィルム積層体の空隙を有する層及び非空隙を有する層の境界における反
射率が、空隙なしの場合よりも空隙ありの場合の方が大きいことを意味する。
【００２２】
　開示される空隙を有するディフューザーの空隙は、屈折率ｎｖ及び誘電率εｖを有し、
ここで、ｎｖ

２＝εｖであり、バインダーは屈折率ｎｂ及び誘電率εｂを有し、ここで、
ｎｂ

２＝εｂである。概して、光学フィルムに入射する光又は光学フィルム内を伝播する
光などの光と空隙を有するディフューザーとの相互作用は、例えば、フィルムの厚さ、バ
インダーの屈折率、ビーズの屈折率及び分離、空隙又は孔の屈折率、孔の形状及び寸法、
孔の空間分布、光の波長など多数のフィルム特性に応じて異なる。一部の場合には、空隙
を有するディフューザーに入射する光又は空隙を有するディフューザー内を伝播する光は
、有効誘電率εｅｆｆ及び有効屈折率ｎｅｆｆを「経る」又は「経験」し、ここで、ｎｅ

ｆｆは空隙屈折率ｎｖ、バインダー屈折率ｎｂ及び空隙有孔率又は体積分率「ｆ」で表す
ことができる。このような場合、空隙を有するディフューザーは、十分に厚く、空隙は、
光が単一又は単離された空隙の形状及び特徴を解像できないように十分に小さい。そのよ
うな場合、空隙の少なくとも６０％又は７０％又は８０％又は９０％など、少なくとも空
隙の大多数の寸法は、約λ／５以下、又は約λ／６以下、又は約λ／８以下、又は約λ／
１０、又は約λ／２０であり、ここでλは光の波長である。
【００２３】
　一部の場合には、開示される空隙を有するディフューザーに入射する光は可視光であり
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、つまり、その光の波長は、電磁スペクトルの可視域にある。このような場合、可視光は
、約３８０ｎｍ～約７５０ｎｍ、又は約４００ｎｍ～約７００ｎｍ、又は約４２０ｎｍ～
約６８０ｎｍの範囲の波長を有する。このような場合、空隙を有するディフューザーは、
有効屈折率を有し、空隙の少なくとも大部分の、例えば、空隙の少なくとも６０％又は７
０％又は８０％又は９０％の寸法が約７０ｎｍ以下、又は約６０ｎｍ以下、又は約５０ｎ
ｍ以下、又は約４０ｎｍ以下、又は約３０ｎｍ以下、又は約２０ｎｍ以下、又は約１０ｎ
ｍ以下である場合、複数の空隙を含む。
【００２４】
　図１Ａは、空隙の網状組織、又は相互連結した複数の空隙３２０と、場合によりバイン
ダー３１０内にほぼ均一に分散した複数の粒子３４０と、を含むバインダー組成物３００
の概略断面図である。バインダー組成物３００は、バインダー組成物内に空隙３２０の網
状組織が存在することにより多孔質の内部を有している。一般に、バインダー組成物は、
相互連結した孔又は空隙の１つ以上の網状組織を含み得る。例えば、空隙３２０の網状構
造は、相互連結した空隙又は孔３２０Ａ～３２０Ｃを含むと見なされ得る。一部の場合で
は、バインダー組成物は多孔質フィルムであり、すなわち、空隙３２０の網状組織が、そ
れぞれ、第一主表面３３０と第二主表面３３２との間に１つ以上の通路を形成する。
【００２５】
　空隙の網状組織は、相互連結した複数の空隙を含むと見なされ得る。空隙の一部はバイ
ンダー組成物の表面にある可能性があり、表面空隙であると見なされ得る。例えば、代表
的なバインダー組成物３００では、空隙３２０Ｄ及び３２０Ｅはバインダー組成物の第二
主表面３３２にあり、表面空隙３２０Ｄ及び３２０Ｅとみなすことができ、空隙３２０Ｆ
及び３２０Ｇはバインダー組成物の第一主表面３３０にあり、表面空隙３２０Ｆ及び３２
０Ｇとみなすことができる。例えば、空隙３２０Ｂ及び３２０Ｃなどの一部の空隙は、バ
インダー組成物の内部にあり、バインダー組成物の外面からは離れており、例えば、内部
空隙が他の空隙を介して主表面に連結し得るとしても内部空隙３２０Ｂ及び３２０Ｃとみ
なすことができる。
【００２６】
　空隙３２０は寸法ｄ１を有し、これは一般に、好適な組成物及び製造（例えばコーティ
ング、乾燥及び硬化条件など）を選択することによって制御することができる。一般に、
ｄ１は、任意の望ましい数値範囲内にある任意の望ましい値であり得る。例えば、一部の
場合では、少なくとも大多数の空隙、例えば空隙の少なくとも６０％又は７０％又は８０
％又は９０％又は９５％が、望ましい範囲内にある寸法を有する。例えば、一部の場合で
は、少なくとも大多数の空隙、例えば空隙の少なくとも６０％又は７０％又は８０％又は
９０％又は９５％が、約１０マイクロメートル以下、又は約７マイクロメートル以下、又
は約５マイクロメートル以下、又は約４マイクロメートル以下、又は約３マイクロメート
ル以下、又は約２マイクロメートル以下、又は約１マイクロメートル以下、又は約０．７
マイクロメートル以下、又は約０．５マイクロメートル以下の寸法を有する。
【００２７】
　一部の場合では、相互連結した複数の空隙３２０は、約５マイクロメートル以下、又は
約４マイクロメートル以下、又は約３マイクロメートル以下、又は約２マイクロメートル
以下、又は約１マイクロメートル以下、又は約０．７マイクロメートル以下、又は約０．
５マイクロメートル以下の、平均空隙寸法又は平均孔径を有する。
【００２８】
　一部の場合では、一部の空隙は十分に小さいため、その主な光学的影響は有効屈折率を
下げることであり、また一方で別の一部の空隙は、有効屈折率及び散乱光を低減させるこ
とができ、また一方で更に別の一部の空隙は十分に大きくてもよく、そのためその主な光
学的影響は光を散乱させることである。
【００２９】
　任意の粒子３４０は、任意の望ましい数値範囲内にある任意の望ましい値であり得る寸
法ｄ２を有する。例えば、一部の場合では、粒子の少なくとも６０％又は７０％又は８０
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％又は９０％又は９５％など、粒子の少なくとも大部分が、望ましい範囲内の寸法を有す
る。例えば、一部の場合では、粒子の少なくとも６０％又は７０％又は８０％又は９０％
又は９５％など、粒子の少なくとも大部分が、約１マイクロメートル以下、又は約７００
ｎｍ以下、又は約５００ｎｍ以下、又は約２００ｎｍ以下、又は約１００ｎｍ以下、又は
約５０ｎｍ以下の寸法を有する。
【００３０】
　一部の場合では、任意の複数の粒子３４０は、約１マイクロメートル以下、又は約７０
０ｎｍ以下、又は約５００ｎｍ以下、又は約２００ｎｍ、又は約１００ｎｍ以下、又は約
５０ｎｍ以下の平均粒径を有する。
【００３１】
　一部の場合では、一部の粒子は十分に小さいため、主に有効屈折率に影響をもたらすこ
とができ、一方、別の一部の粒子は、有効屈折率及び散乱光に影響をもたらすことができ
、一方、更に別の一部の粒子は十分に大きいため、その主な光学的影響は光を散乱させる
ことである。
【００３２】
　一部の場合では、ｄ１及び／又はｄ２は十分に小さいため、空隙及び任意粒子の主な光
学的影響は、バインダー組成物３００の有効屈折率に影響をもたらすことである。例えば
、そのような場合、ｄ１及び／又はｄ２は約λ／５以下、又は約λ／６以下、又は約λ／
８以下、又は約λ／１０以下、又は約λ／２０以下であり、ここにおいてλは光の波長で
ある。別の例として、そのような場合、ｄ１及びｄ２は約７０ｎｍ以下、又は約６０ｎｍ
以下、又は約５０ｎｍ以下、又は約４０ｎｍ以下、又は約３０ｎｍ以下、又は約２０ｎｍ
以下、又は約１０ｎｍである。そのような場合、空隙及び任意粒子は光を散乱させ得るが
、空隙及び任意粒子の主な光学的影響は、有効屈折率を有するバインダー組成物における
有効な媒質を規定することである。この有効屈折率は、ある程度、空隙、バインダー、及
び任意粒子の屈折率に依存する。一部の場合では、有効屈折率は低減された有効屈折率で
あり、すなわち、バインダーの屈折率及び任意粒子の屈折率よりも有効屈折率の方が低い
。
【００３３】
　空隙及び／又は任意粒子の主な光学的影響が屈折率に影響を与えることである場合、ｄ

１及びｄ２は十分に小さいため、例えば、空隙３２０及び任意粒子３４０のうち少なくと
も約６０％、又は少なくとも約７０％、又は少なくとも約８０％、又は少なくとも約９０
％、又は少なくとも約９５％といったかなりの部分が、有効屈折率を低減させる主な光学
的影響を有する。そのような場合、空隙及び／又は任意粒子のうち少なくとも約６０％、
又は少なくとも約７０％、又は少なくとも約８０％、又は少なくとも約９０％、又は少な
くとも約９５％といったかなりの部分が、約１ｎｍ～約２００ｎｍ、又は約１ｎｍ～約１
５０ｎｍ、又は約１ｎｍ～約１００ｎｍ、又は約１ｎｍ～約５０ｎｍ、又は約１ｎｍ～約
２０ｎｍの範囲内の寸法を有する。
【００３４】
　一部の場合では、任意粒子３４０の屈折率ｎ１はバインダー３１０の屈折率ｎｂに十分
に近い値であり得、これにより有効屈折率は、粒子の屈折率に依存しないか、ごくわずか
しか依存しない。そのような場合、ｎ１とｎｂとの間の差は約０．０５以下、又は約０．
０１以下、又は約０．００７以下、又は約０．００５以下、又は約０．００３以下、又は
約０．００２以下、又は約０．００１以下である。一部の場合では、任意粒子３４０は十
分に小さく、その屈折率はバインダーの屈折率に十分に近いため、任意粒子は主に光を散
乱させず、屈折率にも影響しない。そのような場合、任意粒子の主な影響は、例えば、バ
インダー組成物３００の強度を向上させることができることである。一部の場合では、任
意粒子３４０は、バインダー組成物の製造プロセスを強化することができるが、一般的に
はバインダー組成物３００は粒子無しで製造され得る。
【００３５】
　空隙３２０の網状組織及び任意粒子３４０の主な光学的影響が、有効屈折率に影響する
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ことであって、例えば光を散乱させることではない場合、空隙３２０及び任意粒子３４０
によるバインダー組成物３００の光学的ヘイズは、約５％以下、又は約４％以下、又は約
３．５％以下、又は約４％以下、又は約３％以下、又は約２．５％以下、又は約２％以下
、又は約１．５％以下、又は約１％以下である。そのような場合、バインダー組成物の有
効媒質の有効屈折率は、約１．３５以下、又は約１．３以下、又は約１．２５以下、又は
約１．２以下、又は約１．１５以下、又は約１．１以下、又は約１．０５以下である。
【００３６】
　一部の場合では、ｄ１及び／又はｄ２は十分に大きいため、その主な光学的影響は光を
散乱させかつ光学的ヘイズを生じさせることである。そのような場合、ｄ１及び／又はｄ

２は、約２００ｎｍ以上、又は約３００ｎｍ以上、又は約４００ｎｍ以上、又は約５００
ｎｍ以上、又は約６００ｎｍ以上、又は約７００ｎｍ以上、又は約８００ｎｍ以上、又は
約９００ｎｍ以上、又は約１０００ｎｍ以上である。そのような場合、空隙及び任意粒子
は屈折率にも影響し得るが、その主な光学的影響は光を散乱させることである。そのよう
な場合、バインダー組成物への光入射は、空隙と任意粒子の両方により、散乱させること
ができる。
【００３７】
　一部の場合では、バインダー組成物３００は、低い光学的ヘイズを有する。そのような
場合、バインダー組成物の光学的ヘイズは、約５％以下、又は約４％以下、又は約３．５
％以下、又は約４％以下、又は約３％以下、又は約２．５％以下、又は約２％以下、又は
約１．５％以下、又は約１％である。そのような場合、バインダー組成物は低減した有効
屈折率を有し得、それは約１．３５以下、又は約１．３以下、又は約１．２以下、又は約
１．１５以下、又は約１．１以下、又は約１．０５以下である。バインダー組成物３００
に垂直に入射する光について、本明細書で使用される場合、光学的ヘイズは、垂直方向か
ら４度を超えて偏向している透過光と全透過光の比として定義される。本明細書で開示さ
れているヘイズ値は、ＡＳＴＭ　Ｄ１００３に記載の手順に従い、Ｈａｚｅ－Ｇａｒｄ　
Ｐｌｕｓヘイズ計（ＢＹＫ－Ｇａｒｄｎｅｒ（Ｓｉｌｖｅｒ　Ｓｐｒｉｎｇｓ，Ｍｄ．）
）を使用して測定された。
【００３８】
　一部の場合、バインダー組成物３００は、高い光学的ヘイズを有する。そのような場合
、バインダー組成物のヘイズは、約４０％以上、又は約５０％以上、又は約６０％以上、
又は約７０％以上、又は約８０％以上、又は約９０％以上、又は約９５％以上である。一
部の場合では、バインダー組成物３００は、例えば、約５％～約４０％の光学的ヘイズと
いった、中間的光学的ヘイズを有することができる。
【００３９】
　一部の場合では、バインダー組成物３００は、高い拡散反射率を有する。そのような場
合、バインダー組成物の散乱光反射率は約３０％以上、又は約４０％以上、又は約５０％
以上、又は約６０％以上である。
【００４０】
　一部の場合では、バインダー組成物３００は、高い光学的明澄度を有する。バインダー
組成物３００に垂直に入射する光について、本明細書で使用するとき、光学的明澄度とは
、比（Ｔ１－Ｔ２）／（Ｔ１＋Ｔ２）を指し、ここで、Ｔ１は垂直方向から１．６～２度
の偏差の透過光であり、Ｔ２は垂直方向から０～０．７度にある透過光である。本明細書
で開示する明澄度値は、ＢＹＫ－Ｇａｒｄｎｅｒより販売されるＨａｚｅ－Ｇａｒｄ　Ｐ
ｌｕｓヘイズ計を使用して測定されたものである。バインダー組成物３００が高度な光学
的明澄度を有する場合、その明澄度は、約４０％以上、又は約５０％以上、又は約６０％
以上、又は約７０％以上、又は約８０％以上、又は約９０％以上、又は約９５％以上であ
る。
【００４１】
　一部の場合では、バインダー組成物３００は、低い光学的明澄度を有する。そのような
場合、バインダー組成物の光学的明澄度は、約４０％以下、又は約２０％以下、又は約１
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０％以下、又は約７％以下、又は約５％以下、又は約４％以下、又は約３％以下、又は約
２％以下、又は約１％以下である。
【００４２】
　一般に、バインダー組成物、用途に望ましい可能性がある任意の多孔性又は空隙体積分
率を有し得る。一部の場合では、バインダー組成物３００中の複数の空隙３２０の体積分
率は、約５％以上、又は約１０％以上、又は約２０％以上、又は約３０％以上、又は約４
０％以上、又は約５０％以上、又は約６０％以上、又は約７０％以上、又は約８０％以上
、又は約９０％以上である。
【００４３】
　一部の場合では、バインダー組成物は、たとえ高い光学的ヘイズ及び／又は散乱反射率
を有していたとしても、ある程度の低屈折率特性を呈し得る。例えば、そのような場合、
バインダー組成物は、バインダー３１０の屈折率ｎｂよりも小さい屈折率に対応する角度
でのＴＩＲを補助することができる。
【００４４】
　代表的なバインダー組成物３００では、粒子３４０Ａ及び３４０Ｂなどの任意粒子３４
０は、中実粒子である。一部の場合では、バインダー組成物３００は、追加又は代替とし
て、複数の空隙を有する又は多孔質粒子３５０を含み得る。
【００４５】
　任意粒子３４０は、用途に望ましい可能性がある任意のタイプの粒子であってよい。例
えば、任意粒子３４０は、有機又は無機粒子、あるいは有機粒子と無機粒子の組み合わせ
であることができる。粒子は中実粒子であることでき、あるいは、粒子は発泡などの空隙
を有する粒子であることができる。１つの特定の実施形態では、有機粒子は、例えば、ポ
リメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリシルセスキオキサン
、シリコーン及びこれらに類するものなどのポリマーから作製することができる。１つの
特定の実施形態では、無機粒子は、例えば、ガラス又はセラミックス及びこれらに類する
ものから作製することができる。例えば、粒子３４０はシリカ、酸化ジルコニウム、又は
アルミナの粒子であり得る。
【００４６】
　任意粒子３４０は、用途に望ましい可能性がある又は入手可能であり得る任意の形状を
有してよい。例えば、任意粒子３４０は規則的な形状又は不規則な形状を有し得る。例え
ば、任意粒子３４０は、ほぼ球状であることができる。別の例としては、任意粒子は、細
長いものであることができる。そのような場合、バインダー組成物３００は、複数の細長
粒子３４０を含む。一部の場合では、細長粒子は、約１．５以上、又は約２以上、又は約
２．５以上、又は約３以上、又は約３．５以上、又は約４以上、又は約４．５以上、又は
約５以上の平均縦横比を有する。一部の場合では、粒子は、ヒュームドシリカなど、数珠
状の真珠（Ｎｉｓｓａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ（Ｈｏｕｓｔｏｎ，ＴＸ）から入手可能なＳ
ｎｏｗｔｅｘ－ＰＳ粒子など）又は凝集した鎖状の球形又は無形粒子の形態又は形状をな
してよい。
【００４７】
　任意粒子３４０は、官能基化されてもよく、官能基化されなくてもよい。一部の場合で
は、光学粒子３４０は、官能基化されない。一部の場合では、任意粒子３４０は官能基化
されており、それにより、凝集することなく、又は凝集することがほとんどなく、所望の
溶媒又はバインダー３１０に分散させることができる。一部の場合では、任意粒子３４０
は、バインダー３１０に化学結合するよう更に官能基化することができる。例えば、任意
粒子３４０（例えば粒子３４０Ａ）は、表面を改質し、反応性の官能基、すなわち反応性
基３６０がバインダー３１０に化学結合するようにすることができる。そのような場合、
任意粒子３４０のうち少なくともかなりの割合が、バインダーと化学結合される。一部の
場合では、任意粒子３４０は、バインダー３１０に化学結合した反応性官能基を有してい
ない。そのような場合、任意粒子３４０はバインダー３１０に物理的に結合させることが
できる。
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【００４８】
　一部の場合では、任意粒子の一部は反応性基を有し、他の粒子は反応性基を有さない。
例えば、一部の場合では、約１０％の任意粒子が反応性基を有し約９０％の任意粒子が反
応性基を有さず、又は約１５％の任意粒子が反応性基を有し約８５％の任意粒子が反応性
基を有さず、又は約２０％の任意粒子が反応性基を有し約８０％の任意粒子が反応性基を
有さず、又は約２５％の任意粒子が反応性基を有し約７５％の任意粒子が反応性基を有さ
ず、又は約３０％の任意粒子が反応性基を有し約６０％の任意粒子が反応性基を有さず、
又は約３５％の任意粒子が反応性基を有し約６５％の任意粒子が反応性基を有さず、又は
約４０％の任意粒子が反応性基を有し約６０％の任意粒子が反応性基を有さず、又は約４
５％の任意粒子が反応性基を有し約５５％の任意粒子が反応性基を有さず、又は約５０％
の任意粒子が反応性基を有し約５０％の任意粒子が反応性基を有さない。一部の場合では
、一部の任意粒子は、同一粒子において反応性基と非反応性基の両方で官能基化されても
よい。
【００４９】
　任意粒子の集合は、大きさが混在したもの、反応性及び非反応性の粒子、異なるタイプ
の粒子（例えばシリカと酸化ジルコニウム）を含み得る。
【００５０】
　バインダー３１０は、用途に望ましい可能性がある任意の材料であり得、又はそのよう
な材料を含み得る。例えば、バインダー３１０は、架橋ポリマーなどのポリマーを形成す
る紫外線硬化性材料であり得る。概して、バインダー３１０は、例えば、放射線硬化性で
ある重合性材料又は熱硬化性である重合性材料といった、任意の重合性材料であることが
できる。１つの特定の実施形態では、バインダー３１０は、開示が参照によりその全体が
本明細書に組み込まれる２００９年４月１５日に申請された表題「ナノ空隙を有する物品
のためのプロセス及び装置」の同時係属中出願（代理人整理番号第６５０４６ＵＳ００２
号）に記載されているものなどの相溶性である非重合性ポリマーとの任意の重合性材料の
混合物であることができる。
【００５１】
　バインダー組成物３００は、用途に望ましい可能性がある任意の方法を使用して製造す
ることができる。一部の場合では、バインダー組成物３００は、どちらも２００９年４月
１５日に申請された表題「ナノ空隙を有する物品のためのプロセス及び装置」の同時係属
中出願（代理人整理番号第６５０４６ＵＳ００２号）及び表題「欠陥を低減してコーティ
ングするためのプロセス及び装置」の同時係属中出願（代理人整理番号第６５１８５ＵＳ
００２号）、並びに、更にはどちらも同日付で申請された表題「低屈折率分布物品及び方
法」の同時係属中米国特許出願（代理人整理番号第６５７１６ＵＳ００２号）及び表題「
勾配ナノ空隙を有する物品のためのプロセス」の同時係属中米国特許出願（代理人整理番
号第６５７６６ＵＳ００２号）に記載のプロセスにより製造することができ、これらの開
示はその全体が参照により本明細書に組み込まれる。１つのプロセスでは、最初に、溶媒
に溶かした複数の任意粒子（例えばナノ粒子）及び重合性材料を含む溶液を調製し、ここ
で、重合性材料は例えば、１つ以上のタイプのモノマー及び／又はオリゴマーを含み得る
。次に、例えば熱又は光を適用することにより、重合性材料を重合させて、溶媒中に不溶
性のポリマーマトリックスを形成する。場合によっては、重合工程の後、まだ重合性材料
の一部が溶媒に低濃度ながら残っていることがある。次に、溶液を乾燥又は蒸発させるこ
とによって溶媒を除去し、ポリマーバインダー３１０中に分散された空隙３２０の網状構
造又は複数の空隙３２０を含むバインダー組成物３００がもたらされる。バインダー組成
物は、ポリマー中に分散された複数の任意粒子３４０を更に含む。任意粒子はバインダー
に結合し、ここで、結合は物理的又は化学的であることができ、あるいは、バインダーに
より封入されてもよい。
【００５２】
　バインダー組成物３００は、バインダー３１０及び任意粒子３４０に加えて、他の材料
を有することができる。例えば、バインダー組成物３００は、１つ以上の添加剤、例えば



(11) JP 6178076 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

カップリング材などを含んで、バインダー組成物が形成される基材表面（図１Ａには明示
されていない）を湿潤させるのを助けることができる。別の例として、バインダー組成物
３００は、バインダー組成物に色（例えば黒色）を付与するための１つ以上の着色剤（例
えばカーボンブラック）を含むことができる。バインダー組成物３００の他の代表的な材
料としては、反応開始剤（例えば１つ以上の光反応開始剤）、帯電防止剤、紫外線吸収剤
、及び剥離剤が挙げられる。一部の場合では、バインダー組成物３００は、光を吸収して
より長い波長の光を再放射することができるダウンコンバート材料を含むことができる。
代表的なダウンコンバート材料には燐光体が挙げられる。
【００５３】
　概して、バインダー組成物３００は、バインダー３１０と複数の任意粒子３４０の任意
の重量比での望ましい多孔性を有することができる。したがって、重量比は概して、用途
に望ましい可能性がある任意の値であり得る。一部の場合では、バインダー３１０と複数
の粒子３４０の重量比は、約１：２．５以上、又は約１：２．３以上、又は約１：２以上
、又は約１：１以上、又は約１．５：１以上、又は約２：１以上、又は約２．５：１以上
、又は約３：１以上、又は約３．５：１以上、又は約４：１以上、又は約５：１以上であ
る。一部の場合では、この重量比は約１：２．３～約４：１の範囲内である。
【００５４】
　一部の場合では、バインダー組成物３００の上主表面３３２は、例えば、バインダー組
成物の別の層への接着を改善するために処理することができる。例えば、この上表面はコ
ロナ処理することができる。
【００５５】
　図１Ｂは、本開示の一態様による空隙を有するディフューザー１００の概略側面図であ
る。図１Ｂでは、空隙を有するディフューザー１００は、基材３８０上に配置された空隙
を有するディフューザーコーティング１１０を備える。空隙を有するディフューザーコー
ティング１１０は、複数のビーズ３７０と接触しているバインダー組成物３００を含む。
バインダー組成物３００は、図１Ａを参照しながら、先述した。一部の場合では、空隙を
有するディフューザー１００は、空隙を有するディフューザーコーティング１１０内の複
数の間隙３７５を更に含むことができ、これは例えば、複数のビーズ３７０を積み重ねる
ことにより、及び／又は、バインダー組成物３００が崩壊することにより、形成され得る
。一部の場合では、複数の間隙３７５は、バインダー組成物３００と複数のビーズ３７０
の比を、この比が「傾いている」ように、すなわち、バインダー組成物３００の最小限の
量が例えば、バインダー３００と複数のビーズ３７０の比が約１：１未満、約２：３未満
、約１：２未満、又は約１：３未満であるといったように使用されるように、調整するこ
とにより、空隙を有するディフューザー１００の中に形成され得る。
【００５６】
　空隙を有するディフューザー１００は、例えば、どちらも２００９年４月１５日に申請
された表題「欠陥を低減してコーティングするためのプロセス及び装置」の同時係属中米
国特許出願（代理人整理番号第６５１８５ＵＳ００２号）及び表題「ナノ空隙を有する物
品のためのプロセス及び装置」の同時係属中米国特許出願（代理人整理番号第６５０４６
ＵＳ００２号）、並びに、更にはどちらも同日付で申請された表題「低屈折率分布物品及
び方法」の同時係属中米国特許出願（代理人整理番号第６５７１６ＵＳ００２号）及び表
題「勾配ナノ空隙を有する物品のためのプロセス」の同時係属中米国特許出願（代理人整
理番号第６５７６６ＵＳ００２号）に記載の、コーティング溶液中にビーズ３７０を含ま
せることにより、調製することができる。
【００５７】
　１つの特定の実施形態では、ビーズ３７０は、無機ビーズ、有機ビーズ、又は無機ビー
ズと有機ビーズの組み合わせであることができる。ビーズは、中実ビーズ、多孔質ビーズ
であることができ、あるいは、ビーズは発泡などの空隙を有するビーズであることができ
る。１つの特定の実施形態では、有機ビーズは、例えば、ポリメチルメタクリレート（Ｐ
ＭＭＡ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリシルセスキオキサン、シリコーン及びこれらに類
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するものなどのポリマーから作製することができる。１つの特定の実施形態では、無機ビ
ーズは、例えば、ガラス又はセラミックス及びこれらに類するものから作製することがで
きる。
【００５８】
　ビーズ３７０は、用途に望ましい可能性がある又は入手可能であり得る任意の形状を有
してよい。例えば、ビーズ３７０は、球形又は非球形状を有することができる。例えば、
ビーズ３７０は、例えば、（日本、大阪）又は綜研化学株式会社（日本、東京）から入手
可能であるものなどの、球形ビーズであることができる。別の例では、ビーズ３７０は、
積水化成品工業株式会社から入手可能な半球形両凸レンズ形状ビーズ又は綜研化学株式会
社から入手可能な血球形状ビーズ不規則形状のビーズであることができる。１つの特定の
実施形態では、ビーズ３７０は、他所に記載の任意粒子３４０上の反応性官能基と同様に
、バインダーに化学結合可能な反応性官能基を含むことができる。
【００５９】
　ビーズ３７０は、任意の望ましい数値範囲内にある任意の望ましい値であり得る寸法を
有する。例えば、一部の場合では、少なくとも大多数のビーズ、例えばビーズの少なくと
も６０％又は７０％又は８０％又は９０％又は９５％が、望ましい範囲内にある寸法を有
する。例えば、一部の場合では、少なくとも大多数のビーズ、例えばビーズの少なくとも
６０％又は７０％又は８０％又は９０％又は９５％が、約１マイクロメートル以上、又は
約２マイクロメートル以上、又は約３マイクロメートル以上、又は約４マイクロメートル
以上、又は約５マイクロメートル以上、又は約７マイクロメートル以上、又は約１０マイ
クロメートル以上の寸法を有する。
【００６０】
　一部の場合では、複数のビーズ３７０は、約１マイクロメートル以上、又は約２マイク
ロメートル以上、又は約３マイクロメートル以上、又は約４マイクロメートル以上、又は
約５マイクロメートル以上、又は約７マイクロメートル以上、又は約１０マイクロメート
ル以上の平均寸法を有する。一部の場合では、一部のビーズは、これらの主な光学的影響
が光を散乱することであるべく十分に大きいものであることができる。
【００６１】
　図１Ｃは、本開示の一態様による空隙を有するディフューザー１００’の概略側面図で
ある。図１Ｃでは、空隙を有するディフューザー１００’は、基材３８０上に配置された
空隙を有するディフューザーコーティング１１０’を備える。空隙を有するディフューザ
ーコーティング１１０’は、複数のビーズ３７０と接触しているバインダー組成物３００
を含む。バインダー組成物３００は、図１Ａを参照しながら、先述した。一部の場合では
、空隙を有するディフューザー１００’は、図１Ｂに示されているあらゆる有意な間隙３
７５を除いてもよく、バインダー組成物３００は、例えば、複数のビーズ３７０とバイン
ダー３００の比が約１：３以上、約１：２以上、約３：２以上又は約１：１以上である場
合のように、複数のビーズ３７０を完全に包囲してもよい。
【００６２】
　空隙を有するディフューザー１００は、例えば、どちらも２００９年４月１５日に申請
された表題「欠陥を低減してコーティングするためのプロセス及び装置」の同時係属中米
国特許出願（代理人整理番号第６５１８５ＵＳ００２号）及び表題「ナノ空隙を有する物
品のためのプロセス及び装置」の同時係属中米国特許出願（代理人整理番号第６５０４６
ＵＳ００２号）、並びに、更にはどちらも同日付で申請された表題「低屈折率分布物品及
び方法」の同時係属中米国特許出願（代理人整理番号第６５７１６ＵＳ００２号）及び表
題「勾配ナノ空隙を有する物品のためのプロセス」の同時係属中米国特許出願（代理人整
理番号第６５７６６ＵＳ００２号）に記載の、コーティング溶液中にビーｓズ３７０を含
ませることにより、調製することができる。
【００６３】
　図２は、基材６１０の上に配置された空隙を有するディフューザー６３０を含む光学構
造体６００の概略側面図である。一部の場合では、基材６１０は移動可能な空隙を有する
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ディフューザー６３０をもたらす剥離ライナーであり、これはすなわち、例えば、空隙を
有するディフューザー６３０の露出した上主表面６３２が、基材又は表面に接触して設置
され、その後で剥離ライナーを空隙を有するディフューザーから剥がすことにより、空隙
を有するディフューザーの下主表面６３４を露出させ、これを例えば、別の基材又は表面
に接着させることができる。剥離ライナー６１０から空隙を有するディフューザー６３０
を剥がすための剥離力は概して、約２００ｇｆ／インチ（０．７７Ｎ／ｃｍ）未満、又は
約１５０ｇｆ／インチ（０．５８Ｎ／ｃｍ）未満、又は約１００ｇｆ／インチ（０．３９
Ｎ／ｃｍ）未満、又は約７５ｇｆ／インチ（０．２９Ｎ／ｃｍ）未満、又は約５０ｇｆ／
インチ（０．１９Ｎ／ｃｍ）未満である。
【００６４】
　空隙を有するディフューザー６３０は、本明細書に開示されている任意の空隙を有する
ディフューザーと同様であることができる。例えば、空隙を有するディフューザー６３０
は、空隙を有するディフューザー１００、１００’のうちの１つと同様であることができ
る。一部の場合では、空隙を有するディフューザー１００、１００’のうちの１つは、基
材６１０上に直接コーティングされてもよい。一部の場合では、空隙を有するディフュー
ザー１００、１００’のうちの１つは、まず形成されてから、その後、基材６１０上に移
されてもよい。基材６１０は、半透明、透明、又は不透明であり得る。
【００６５】
　基材６１０は、用途に好適であり得る任意の材料であり得るか、又はそのような材料を
含み得、例えば誘電体、半導体、又は導体（金属など）であり得る。例えば、基材６１０
は、ガラス、並びに、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリカーボネート、及び
アクリルなどのポリマーを含んでも、それらで作られていてもよい。一部の場合では、基
材６１０は、反射偏光子、吸収偏光子、ワイヤグリッド偏光子又は繊維偏光子などの、偏
光子を含むことができる。一部の場合では、基材６１０は、例えば、多層反射フィルム及
び多層偏光フィルムといった多層光学フィルムのような多層を備えることができる。一部
の場合では、基材６１０は、例えば、プリズム又はレンズの配列といった複数の微細構造
を有する主表面のような構造化表面を備えることができる。一部の場合では、基材６１０
は、例えば、プライマーコーティングといった主表面上に更なるコーティングを備えるこ
とができる。
【００６６】
　本明細書で使用するとき、繊維偏光子は、バインダー内に埋め込まれた１つ以上の層の
繊維を形成する複数の実質的に平行な繊維を備え、バインダー及び繊維の少なくとも１つ
が複屈折材料を含む。実質的に平行な繊維は、透過軸及び反射軸を画定する。繊維偏光子
は、透過軸に平行に偏光された入射光を実質的に透過し、反射軸に平行に偏光された入射
光を実質的に反射する。繊維偏光子の例は、例えば、その全体が参照により本明細書に組
み込まれている米国特許第７，５９９，５９２号及び同第７，５２６，１６４号に記載さ
れている。
【００６７】
　一部の場合では、基材６１０は、部分反射子を備えることができる。部分反射子は、少
なくとも３０％の入射光を反射する一方で残部から吸収損失をマイナスした分を透過する
、光学素子又は光学素子の集合体である。好適な部分反射子としては、例えば、発泡体、
偏光及び非偏光多層光学フィルム、微細複製構造（例えば、ＢＥＦ）、偏光及び非偏光ブ
レンド、ワイヤグリッド偏光子、銀又はニッケルなどの部分的透過性金属、銀と酸化イン
ジウムスズなどの金属／誘電体積層体、並びに非対称光学フィルムが挙げられる。非対称
光学フィルムは、例えば、米国特許第６，９２４，０１４号（Ｏｕｄｅｒｋｉｒｋら）に
及び国際公開第２００８／１４４６３６号にも記載されている。例えば、高鏡面反射子（
ＥＳＲ、３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能）といった、穿孔部分反射子又は鏡は、部分
反射子として有用でもある。
【００６８】
　１つの特定の実施形態では、基材６１０は、反射偏光子であることができる。反射偏光
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子層は、第一偏光状態を有する光を実質的に反射し、第二偏光状態を有する光を実質的に
透過させるものであり、ここで、これら２つの偏光状態は互いに直交するものである。例
えば、可視光領域で反射偏光子によって実質的に反射される偏光状態における反射偏光子
の平均反射率は、少なくとも約５０％、又は少なくとも約６０％、又は少なくとも約７０
％、又は少なくとも約８０％、又は少なくとも約９０％、又は少なくとも約９５％である
。別の例として、可視光領域で反射偏光子によって実質的に透過される偏光状態における
反射偏光子の平均透過率は、少なくとも約５０％、又は少なくとも約６０％、又は少なく
とも約７０％、又は少なくとも約８０％、又は少なくとも約９０％、又は少なくとも約９
５％、又は少なくとも約９７％、又は少なくとも約９８％、又は少なくとも約９９％であ
る。一部の場合では、反射偏光子は、第一直線偏光状態を有する光を（例えば、ｘ方向に
沿って）実質的に反射し、第二直線偏光状態を有する光を（例えば、ｚ方向に沿って）実
質的に透過する。
【００６９】
　任意の好適なタイプの反射偏光子、例えば、多層光学フィルム（ＭＯＦ）反射偏光子（
Ｖｉｋｕｉｔｉ（商標）Ｄｕａｌ　Ｂｒｉｇｈｔｎｅｓｓ　Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ　Ｆ
ｉｌｍ（ＤＢＥＦ）など）、連続相及び分散層を有する拡散反射偏光フィルム（ＤＲＰＦ
）（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）から入手可能なＶｉ
ｋｕｉｔｉ（商標）Ｄｉｆｆｕｓｅ　Ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ　Ｐｏｌａｒｉｚｅｒ　Ｆｉ
ｌｍ（「ＤＲＰＦ」）など）、例えば、米国特許第６，７１９，４２６号に記載されるワ
イヤグリッド反射偏光子、又はコレステリック反射偏光子などを用いてもよい。
【００７０】
　例えば、一部の場合では、反射偏光層は、異なるポリマー材料の交互層で形成されるＭ
ＯＦ反射偏光子であるか、これを含むことができ、一連の交互層の１つは複屈折材料で形
成され、ここで、異なる材料の屈折率は、１つの直線偏光状態で偏光された光に一致し、
直交直線偏光状態の光には一致しない。そのような場合、一致した偏光状態の入射光は、
反射偏光子を実質的に透過し、一致しない偏光状態の入射光は、反射偏光子によって実質
的に反射される。一部の場合では、ＭＯＦ反射偏光子は無機誘電体層の積層体を含んでも
よい。
【００７１】
　別の例として、反射偏光子は、透過状態において中間的な軸上平均反射率を有する部分
反射層であるか、又はこれを含んでもよい。例えば、部分反射層は、ｘｙ平面など第一面
で偏光された可視光線に関して少なくとも約９０％の軸上平均反射率を有し、第一面に垂
直のｘ－ｚ平面など第二面で偏光された可視光線に関して約２５％～約９０％の範囲の軸
上平均反射率を有することができる。そのような部分反射層は、例えば、米国特許出願公
開第２００８／０６４１３３号に記載されており、この開示の内容全体を参照により本明
細書に援用する。
【００７２】
　一部の場合では、反射偏光子は、円反射偏光子であるか、これを含んでよく、ある観点
（時計回り又は反時計回りの観点であってもよく、右円偏光又は左円偏光とも呼ばれる）
では円偏光した光が優先的に透過され、反対の観点で偏光された光は優先的に反射される
。円偏光子の一種としてはコレステリック液晶偏光子が挙げられる。
【００７３】
　一部の場合では、反射偏光子は、米国特許仮出願第６１／１１６１３２号（２００８年
１１月１９日出願）；同第６１／１１６２９１号（２００８年１１月１９日出願）；同第
６１／１１６２９４号（２００８年１１月１９日出願）；同第６１／１１６２９５号（２
００８年１１月１９日出願）；同第６１／１１６２９５号（２００８年１１月１９日出願
）；及び同第６０／９３９０８５号（２００７年５月２０日出願）からの優先権を主張し
ている国際出願ＰＣＴ／ＵＳ　２００８／０６０３１１号（２００８年５月１９日出願）
に記載されるものなどの、光学干渉によって光を反射又は透過する多層光学フィルムであ
ってよく、これら全てはその全体が参照により本明細書に組み込まれる。
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【００７４】
　１つの特定の実施形態では、基材６１０は、プリズム状導光フィルムなどの光微細構造
化表面であることができる。例えば、空隙を有するディフューザー６３０は、３Ｍ　Ｃｏ
ｍｐａｎｙから入手可能なＶｉｋｕｉｔｉ（商標）Ｂｒｉｇｈｔｎｅｓｓ　Ｅｎｈａｎｃ
ｉｎｇ　Ｆｉｌｍ（ＢＥＦ）などの導光フィルムのプリズム面にコーティングすることが
できる。ＢＥＦは、ピッチ２４マイクロメートル、プリズムピーク又は頂角が約９０度の
複数の線状プリズムを含む。
【００７５】
　光学構造体６００中のそれぞれ２つの隣接する主表面の実質的部分は、空隙を有するデ
ィフューザー６３０の下主表面６３４に沿って互いに物理的に接触している。例えば、隣
接する２つの主表面の少なくとも５０％、又は少なくとも６０％、又は少なくとも７０％
、又は少なくとも８０％、又は少なくとも９０％、又は少なくとも９５％が、互いに物理
的に接触する。例えば、一部の場合では、空隙を有するディフューザー６３０は、基材６
１０上に直接コーティングされる。
【００７６】
　図３は、光学構造体７００の概略側面図であり、基材７１０上に配置された空隙を有す
るディフューザー７３０、及び空隙を有するディフューザー７３０上に配置された光学接
着層７２０を含む。基材７１０は、他の箇所で記載の基材のいずれかであることができ、
例えば、図２を参照しながら記載した基材６１０などの基材が挙げられる。一部の場合で
は、光学接着層７２０は、空隙を有するディフューザー７３０の空隙が湿潤するのを抑止
するシーラーとして働くことができる。一部の場合では、光学接着層７２０及び空隙を有
するディフューザー７３０を、基材７１０の相対する面に有することが望ましい場合があ
る。他の場合では、空隙を有するディフューザー７３０を基材７１０の両面に有すること
が望ましい場合がある。
【００７７】
　光学接着層７２０は、用途に望ましい及び／又は利用できる可能性がある任意の光学接
着剤であり得る。光学接着層７２０は十分な光の質及び光安定性を有するものであり、例
えば、経時的に又は天候への曝露時に接着層が黄ばみ、接着剤及び空隙を有するディフュ
ーザーの光学性能を劣化させることがない。一部の場合では、光学接着層７２０は実質的
に透明な光学接着剤であり、すなわち、接着層は高い鏡面透過性及び低い散乱透過性を有
する。例えばそのような場合、光学接着層７２０の鏡面透過性は、約７０％以上、又は約
８０％以上、又は約９０％以上、又は約９５％以上である。
【００７８】
　一部の場合では、光学接着層７２０は、実質的に光拡散性であり、すなわち、接着層は
高い拡散透過性及び低い鏡面透過性を有し、光学接着層７２０は、白色の外観を有するこ
とができる。例えば、そのような場合、光学拡散性接着層７２０の光学ヘイズは、約３０
％以上、又は約３０％以上、又は約５０％以上、又は約６０％以上、又は約７０％以上、
又は約８０％以上、又は約９０％以上、又は約９５％以上である。ある場合には、拡散性
接着層の拡散反射率は、約２０％以上、又は約３０％以上、又は約４０％以上、又は約５
０％以上、又は約６０％以上である。そのような場合、接着層は、光学接着剤中に分散さ
れた複数の粒子を含めることによって光学的に拡散性となり得るが、ここで、粒子と光学
接着剤は、異なる屈折率を有するものである。２つの屈折率が整合しないことにより、結
果として、光が散乱し得ることになる。
【００７９】
　代表的な光学接着剤としては、感圧性接着剤（ＰＳＡ）、感熱性接着剤、溶媒揮発性接
着剤、再付着性接着剤又は再加工性接着剤、及び紫外線硬化性接着剤（Ｎｏｒｌａｎｄ　
Ｐｒｏｄｕｃｔｓ，Ｉｎｃ．から入手可能な紫外線硬化性光学接着剤など）が挙げられる
。
【００８０】
　代表的なＰＳＡとしては、天然ゴム、合成ゴム、スチレンブロック共重合体、アクリル
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（メタクリル）ブロック共重合体、ポリビニルエーテル、ポリオレフィン、及びポリアク
リレート（ポリメタクリレート）に基づいたものが挙げられる。本明細書で用いるとき、
アクリル（メタクリル）（又はアクリレート（メタクリレート））は、アクリルとメタク
リルの両方を指す。他の代表的なＰＳＡとしては、アクリレート（メタクリレート）、ゴ
ム、熱可塑性エラストマー、シリコーン、ウレタン、及びそれらの組み合わせが挙げられ
る。一部の場合では、ＰＳＡは、アクリル（メタクリル）ＰＳＡ又は少なくとも１つのポ
リアクリレート（ポリメタクリレート）に基づくものである。例示的なシリコーンＰＳＡ
としては、ポリマー又はゴム、及び任意の粘着性樹脂が挙げられる。他の代表的なシリコ
ーンＰＳＡとしては、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樹
脂が挙げられる。
【００８１】
　空隙を有するディフューザー７３０は、本明細書に開示されている任意の空隙を有する
ディフューザーと同様であることができる。例えば、空隙を有するディフューザー７３０
は、空隙を有するディフューザー１００、１００’のうちの１つと同様であることができ
る。
【００８２】
　図４は、基材８１０上に配置された低屈折率コーティング８２０と、低屈折率コーティ
ング８２０上に配置された空隙を有するディフューザー８３０と、空隙を有するディフュ
ーザー８３０上に配置された任意光学接着層８４０と、を備える光学構造体８００の概略
側面図である。一部の場合では（図示せず）、任意光学接着層８４０は、代わりに（又は
更に）、低屈折率コーティング８２０の反対面の、基材８１０上に配置することができる
。基材８１０は、他箇所に記載の基材のいずれかであることができ、例えば、図２を参照
しながら記載した基材６１０などの基材が挙げられる。低屈折率コーティング８２０は、
例えば、２００９年４月１５日に申請された表題「光学フィルム」の同時係属中米国特許
出願（代理人整理番号第６５０６２ＵＳ００２号）並びにどちらも同日付で申請された表
題「低屈折率分布物品及び方法」の同時係属中米国特許出願（代理人整理番号第６５７１
６ＵＳ００２号）及び表題「勾配ナノ空隙を有する物品のためのプロセス」の同時係属中
米国特許出願（代理人整理番号第６５７６６ＵＳ００２号）に記載のものなどの任意の好
適な低屈折率コーティングであることができる。任意光学接着層８４０は、光学接着層７
２０と同様であることができる。一部の場合では、低屈折率コーティング８２０及び任意
光学接着層８４０は、同じ屈折率を有する。一部の場合では、これらは異なる屈折率を有
することができる。
【００８３】
　空隙を有するディフューザー８３０は、本明細書に開示されている任意の空隙を有する
ディフューザーと同様であることができる。例えば、空隙を有するディフューザー８３０
は、空隙を有するディフューザー１００、１００’のうちの１つと同様であることができ
る。
【００８４】
　開示するフィルム、層、構造体、及びシステムの利点のいくつかについて、以下の例で
更に説明する。この実施例に記載する特定の材料、量、及び寸法、並びに他の条件及び詳
細は、本発明を不当に限定するように解釈されるべきではない。
【００８５】
　実施例において、屈折率は、Ｍｅｔｒｉｃｏｎ　Ｍｏｄｅｌ　２０１０　Ｐｒｉｓｍ　
Ｃｏｕｐｌｅｒ（Ｍｅｔｒｉｃｏｎ　Ｃｏｒｐ．（Ｐｅｎｎｉｎｇｔｏｎ，ＮＪ）から入
手可能）を使用して測定されたものである。光透過性及びヘイズは、Ｈａｚｅ－Ｇａｒｄ
　Ｐｌｕｓヘイズ計（ＢＹＫ－Ｇａｒｄｎｅｒ（Ｓｉｌｖｅｒ　Ｓｐｒｉｎｇｓ，ＭＤ）
から入手可能）を使用して測定された。
【実施例】
【００８６】
　材料及びそれらの出所の以下の一覧は、実施例全体を通して参照される。



(17) JP 6178076 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

【００８７】
【表１】

【００８８】
　実施例１－明澄度を低下させた空隙を有するディフューザー（「ゲル化空隙を有するデ
ィフューザー」）
　３３ｇの綜研ＴＳ－３５Ｃ　ＰＭＭＡビーズと９０ｇのＩＰＡと２７ｇのＳＲ５０２と
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０．６ｇのＥｓａｃｕｒｅ　Ｏｎｅとを急速に撹拌しながら混合することにより、コーテ
ィング配合物を調製した。下記の様々な速度にて注射ポンプによりコーティング配合物を
１０．２ｃｍ（４インチ）幅スロットタイプコーティングダイの中にコーティングした。
スロットコーティングダイは、５フィート／分（１５２ｃｍ／分）で動く２ミル（５０μ
ｍ）基材上に１０．２ｃｍ幅コーティングを均一に分配した。
【００８９】
　次に、紫外線の通過を可能にする石英窓を含むＵＶ－ＬＥＤ硬化チャンバーに、コーテ
ィングされた基材を通すことによって、塗料を重合させた。ＵＶ－ＬＥＤバンクは、３５
２個（１６個のダウンウェブ×２２個のクロスウェブ）のＵＶ－ＬＥＤの矩形配列を含ん
だ（約２０．３ｃｍ×２０．３ｃｍの領域を対象とする）。このＵＶ－ＬＥＤを、２つの
水冷式ヒートシンクの上に配置した。ＬＥＤ（Ｃｒｅｅ，Ｉｎｃ．（Ｄｕｒｈａｍ　ＮＣ
）から入手可能）を公称３９５ｎｍの波長にて操作し、４５ボルト及び１０アンペアにて
稼働したところ、１平方ｃｍ当たり０．１０８ジュールのＵＶ－Ａ量をもたらした。ＴＥ
ＮＭＡ　７２－６９１０（４２Ｖ／１０Ａ）に電力供給機（Ｔｅｎｍａ（Ｓｐｒｉｎｇｂ
ｏｒｏ　ＯＨ））により、ＵＶ－ＬＥＤ配列を通電し、ファンで冷却した。ＵＶ－ＬＥＤ
を、基材から約２．５４ｃｍの距離を置いて硬化チャンバーの石英窓の上に配置した。Ｕ
Ｖ－ＬＥＤ硬化チャンバーには、１時間当たり４６．７リットル／分（１００立方フィー
ト）の流量の窒素流が供給され、これにより硬化チャンバー内の酸素濃度は約１５０ｐｐ
ｍとなった。
【００９０】
　ＵＶ－ＬＥＤによる重合後、コーティングを１５０°Ｆ（６６℃）で動作する乾燥炉に
２分間にわたり５フィート／分（１５２ｃｍ／分）のウェブ速度で移送することにより硬
化コーティング内の溶媒を除去した。次に、乾燥したコーティングを、Ｈ型バルブを備え
て構成されたＦｕｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｍｏｄｅｌ　Ｉ３００Ｐ（Ｆｕｓｉｏｎ　Ｕ
Ｖ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ．（Ｇａｉｔｈｅｒｓｂｕｒｇ　ＭＤ）から入手可能）を使
用して後硬化させた。ＵＶ　Ｆｕｓｉｏｎチャンバーに、結果としてチャンバー内に約５
０ｐｐｍの酸素濃度を生じる窒素流を供給した。得られたディフューザーのＰＥＴ面から
透過率パーセント（％Ｔ）、ヘイズパーセント（％Ｈ）、明澄度パーセント（％Ｃ）を測
定し、得られたディフューザーのコーティングされた面からは％Ｔも測定した。各コーテ
ィングについての測定結果を表１に要約する。
【００９１】
【表２】

【００９２】
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　表１に示しているように、ＰＭＭＡビーズ／ＳＲ５０２混合物は、ＵＶ－ＬＥＤをオフ
にした状態でＰＥＴ基材上にコーティングした（サンプル５３ａ～５６ａ）。これらのサ
ンプルでは、後硬化源によりコーティングが硬化する前に、溶媒を除去した。得られたデ
ィフューザーコーティングは、高透過度、高ヘイズ及び低明澄度を示した。ディフューザ
ーのＰＥＴ面から測定された％Ｔとコーティング面から測定された％Ｔの有意な差は、表
面ディフューザーコーティングを示唆する。
【００９３】
　ＵＶ－ＬＥＤをオンにした状態で（サンプル５７ａ～６５ａ）ＵＶ－ＬＥＤ硬化後に溶
媒を除去したところ、コーティングの外観は半透明から白色に変化した。ディフューザー
のＰＥＴ面及びディフューザーのコーティング面の両方から測定した％Ｔは、互いに非常
に近接しており、体積ディフューザー（すなわち、空隙を有するディフューザー）コーテ
ィングを示唆する。
【００９４】
　実施例２－明澄度を低下させた空隙を有するディフューザー（「ゲル化空隙を有するデ
ィフューザー」）
　３０ｇの綜研ＴＳ－３５Ｃ　ＰＭＭＡビーズと８６ｇのＩＰＡと２７．４ｇのＳＲ４１
５と０．７ｇのＥｓａｃｕｒｅ　Ｏｎｅとを急速に撹拌しながら混合することにより、コ
ーティング配合物を調製した。下記の様々な速度にて注射ポンプによりコーティング配合
物を１０．２ｃｍ（４インチ）幅スロットタイプコーティングダイの中にコーティングし
た。スロットコーティングダイは、５フィート／分（１５２ｃｍ／分）で動く２ミル（５
０μｍ）基材上に１０．２ｃｍ幅コーティングを均一に分配した。重合、乾燥及び後硬化
は、実施例１で提供されたものと同じであった。
【００９５】
　得られた空隙を有するディフューザーのＰＥＴ面から透過率パーセント（％Ｔ）、ヘイ
ズパーセント（％Ｈ）、明澄度パーセント（％Ｃ）を測定した。各コーティングについて
の測定結果を表２に要約する。
【００９６】
【表３】

【００９７】
　図５Ａは、表２に示されているサンプル１０２ａによるディフューザー（溶媒除去後硬
化させたもの）の走査型電子顕微鏡断面写真を示す。図５Ｂは、表２のサンプル１０６ｂ
による空隙を有するディフューザーの走査型電子顕微鏡断面写真を示す。より多孔質の構
造が溶媒除去前にＵＶ－ＬＥＤ重合を行う場合に観察される。
【００９８】
　フィルムの表面の全域でスタイラスに取り付けたフェルトパッドを振動させることがで
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きる機械装置を使用することにより、コーティング方向に対してクロスウェブに実施例１
から選択されたディフューザーサンプルの耐久性を測定した。スタイラスは、２１０ｍｍ
／秒の速度にて６０ｍｍの掃引幅にわたって振動した（ここで１回の掃引は、６０ｍｍの
１回の移動として定義される）。スタイラスは、直径３．２ｃｍの平らな円筒形ベース部
の形状を有していた。このスタイラスは、フィルムの表面に対して垂直にフェルトパッド
によってかかる力を増加させるためのおもりの取り付けができる設計になっていた。３．
２ｃｍのフェルトパッドは、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｆｇ．Ｃｏ（Ｐａｒｔ　Ｎｏ．Ｎ２３
７－１１５）から入手した。各測定につき、振動を２５回繰り返した。耐久性等級を以下
のように割り当てた：０（コーティングの最大５％の除去に相当）、１（コーティングの
５～２０％の除去に相当）、２（コーティングの２０～５０％の除去に相当）及び３（コ
ーティングの５０％以上の除去）。データを表３にまとめている。
【００９９】
【表４】

【０１００】
　実施例３－明澄度を低下させた空隙を有するディフューザー（「ゲル化空隙を有するデ
ィフューザー」）
　実施例２からの４つの異なるディフューザーサンプル（１０２ｂ、１０６ｂ、１０９ｂ
、１１１ｂ）を用いて、複数の光学構造体を製造した。これらの構造体について光学諸特
性を測定し、標準的な体積ディフューザーを含む光学構造体と比較した。
【０１０１】
　それぞれのディフューザーサンプルをＳＲ５６１８直線吸収偏光子と接触させて配置す
る（すなわち、ディフューザーコーティングは、偏光子から離れた方向を向く）ことによ
り、第一セットの光学構造体（下記の表４ではＡＰ－１０２ｂ、ＡＰ－１０６ｂ、ＡＰ－
１０９ｂ及びＡＰ－１１１ｂと示される）を調製した。基材と偏光子との間に接着剤は全
く使わず、その結果、光学構造体は、光学的接触にあるとは考えられなかった。
【０１０２】
　第二セットの光学構造体（下記の表４ではＡＰ＊Ｑ＊１０２ｂ、ＡＰ＊Ｑ＊１０６ｂ、
ＡＰ＊Ｑ＊１０９ｂ、ＡＰ＊Ｑ＊１１１ｂと示される）を以下のように調製した。ＯＣＡ
　８１７１高透明性接着剤を用いて、ＤＢＥＦ－Ｑ反射偏光子の片面をＳＲ５６１８直線
吸収偏光子に積層した。再びＯＣＡ　８１７１高透明性接着剤を用いて、ＤＢＥＦ－Ｑ反
射偏光子の反対面をそれぞれのディフューザーサンプルに積層した（すなわち、ディフュ
ーザーコーティングは、直線偏光子及び反射偏光子のどちらからも離れた方向を向く）。
得られた光学構造体は、光学的接触にあるとは考えられなかった。
【０１０３】
　対照光学構造体（ＡＰ－ＡＲ３３）を比較のために作製して、表４に示されているデー
タを正規化した。ＳＢＸ－６ポリスチレンビーズ（２６重量％）とＰｈｏｔｏｍｅｒ　６
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０１０（９重量％）とＳＲ９００３（４．６重量％）とＳＲ８３３（４重量％）とＤｏｗ
ａｎｏｌ　ＰＭ（６０重量％）とＤａｒｏｃｕｒｅ　４２６５（０．４重量％）とを含ん
だ混合物を作製した。この混合物を高剪断ミキサー内で撹拌し、最後にビーズをこの混合
物に加えた。次に、９ｗ１６２　ＴｉＯ２分散液（２．６重量％）を上記混合物に加えた
。次に、得られた溶液を０．２５４ｍｍ厚さポリエステル（ＰＥＴ）フィルム上にコーテ
ィングし、乾燥させ、紫外線硬化させて、約３９マイクロメートルの乾燥厚さにした。得
られた対照体積光学ディフューザー（ＡＲ３３）は、約５０％の総光透過率、約１００％
の光学ヘイズ及び約３％の明澄度を有した。対照体積ディフューザーをＳＲ５６１８直線
吸収偏光子と接触させて配置する（すなわち、ディフューザーコーティングは、偏光子か
ら離れた方向を向く）ことにより、対照光学構造体（ＡＰ－ＡＲ３３）を作製した。基材
と偏光子との間に接着剤は全く使わず、その結果、対照光学構造体は、光学的接触にある
とは考えられなかった。
【０１０４】
　拡散体側から対照光学構造体を照明するためのＳｃｈｏｔｔ－Ｆｏｓｔｅｃ－ＤＣＲ光
源（Ｓｃｈｏｔｔ－Ｆｏｓｔｅｃ　ＬＬＣ（Ａｕｂｕｒｎ　ＮＹ）から入手可能）と、直
線偏光子側からデータを収集するためのＡｕｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｏｓｃｏｐｅ　Ｃｏｎ
ｏｓｔａｇｅ　３（Ａｕｔｒｏｎｉｃ－Ｍｅｌｃｈｅｒｓ　ＧｍｂＨ（Ｋａｒｌｓｒｕｈ
ｅ，Ｇｅｒｍａｎｙ）から入手可能）を使用して、光学構造体の上及び下方向における軸
方向輝度（ｃｄ／ｍ２）、積分強度（ｌｍ／ｍ２）、及び明るさ半減角度（度）を測定し
た。比較目的のため、測定した軸方向輝度及び積分強度の値を、１００％に設定した対照
体積ディフューザー（ＡＰ－ＡＲ３３）に対して、正規化し、光学諸特性を表４に要約す
る。
【０１０５】
【表５】

【０１０６】
　実施例４－低ゲインを有し、明澄度を低下させた空隙を有するディフューザー（「ゲル
化空隙を有するディフューザー」）
　４８０ｇのＰｈｏｔｏｍｅｒ　６８９１と２４６ｇのＳＲ９００３と２１４ｇのＳＲ８
３３と１７４１ｇのＫＳＲ３ポリスチレンビーズと１６００ｇのＤｏｗａｎｏｌ　ＰＭと
１６００ｇのメタノールと２１．２ｇのＤａｒｏｃｕｒｅ　４２６５とを一緒に混合する
ことにより、コーティング溶液を調製した。下記の様々な速度にて注射ポンプによりコー
ティング配合物を８インチ（２０．３ｃｍ）幅スロットタイプコーティングダイの中にコ
ーティングした。３０フィートｆｔ／分（９．１４ｍ／分）の速度にて動くＶｉｋｕｉｔ
ｉ（商標）Ｄｕａｌ　Ｂｒｉｇｈｔｎｅｓｓ　Ｅｎｈａｎｃｉｎｇ　Ｆｉｌｍ（ＤＢＥＦ
）ウェブにコーティングを送達した。コーティング後、ウェブは、作動中の、０．２５イ
ンチ（０．６４ｃｍ）の間隙並びに７０°Ｆ（２１℃）に設定された上方及び下方プレー
トの両方を有する５フィート（１５２ｃｍ）長セクションの間隙乾燥機の中に入った。
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【０１０７】
　次いで、コーティングされたウェブは、それぞれの列に２２個のＬＥＤを有する１６列
のＬＥＤから構成される３９５ｎｍのＵＶ　ＬＥＤ水冷式配列を用いる重合セクションの
中を通過した。それぞれの列の２２個のＬＥＤはウェブの幅全域に等間隔に置かれ、１６
列はおよそ８インチ×８インチ（２０．３ｃｍ×２０．３ｃｍ）の領域内にウェブ下流方
向に沿って等間隔に置かれた。アレイ中３５２個のＬＥＤは、３９５ｎｍのＵＶ　ＬＥＤ
（Ｃｒｅｅ　Ｉｎｃ．（Ｄｕｒｈａｍ　ＮＣ）から入手可能）であった。ＬＡＭＢＤＡ　
ＧＥＮＨ７５０Ｗを電源としてＬＥＤ配列に通電した。電力供給出力は、下記に示すよう
に０～１３アンペアの範囲であり、およそ４５ボルトにて操作した。制御下環境におよそ
２００立方フィート／時間（９４．４リットル／分）の窒素を供給したところ、重合セク
ションの制御下環境中におよそ２２０ｐｐｍの酸素濃度をもたらした。装置を出た後、ウ
ェブは約３フィート（０．９ｍ）進み、３ゾーン全てを１５０°Ｆ（６６℃）に設定した
３０フィート（９．１ｍ）の従来の空気浮上式ドライヤーに入った。乾燥後、Ｆｕｓｉｏ
ｎ　ＵＶ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ．のＶＰＳ／Ｉ６００（Ｇａｉｔｈｅｒｓｂｕｒｇ，
ＭＤ）を用いて、重合及び乾燥されたコーティングを巻き取る前に後重合した。Ｆｕｓｉ
ｏｎシステムはＨ電球で構成されており、硬化ゾーンの酸素濃度５０ｐｐｍ未満で１００
％の電力で運転した。
【０１０８】
　得られたディフューザーのＰＥＴ面から透過率パーセント（％Ｔ）、ヘイズパーセント
（％Ｈ）、明澄度パーセント（％Ｃ）を測定し、得られたディフューザーのコーティング
された面からは％Ｔも測定した。反射偏光子をコーティングする前に透過率Ｔａを測定し
、反射偏光子をコーティングした後に光学構造体の透過率Ｔｂを測定することにより、各
光学構造体についてのゲインを決定した。各試料の光学ゲインは、比Ｔｂ／Ｔａであった
。各コーティングについての測定結果を表４に要約する。
【０１０９】
【表６】

【０１１０】
　実施例５－低屈折率分布コーティング上にオーバーコーティングされた空隙を有するデ
ィフューザー
　ＤＢＥＦ基材上での低屈折率分布コーティングの調製
　同日付で申請された表題「低屈折率分布物品及び方法」の同時係属中米国特許出願（代
理人整理番号第６５７１６ＵＳ００２号）に記載の手順に従って、低屈折率分布コーティ
ングを調製した。手順を以下に示す。
【０１１１】
　光開始剤を基材上にコーティングしたところ、基材境界面から空気境界面にかけて密度



(23) JP 6178076 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

に変化を生じた。ＭＥＫ中に０．３重量％のＩｒｇａｃｕｒｅ　８１９を混合することに
より、光開始剤コーティング溶液を調製した。この光開始剤溶液をＤＢＥＦフィルム上に
、４３．２ｃｍ（１７インチ）幅のスロットタイプコーティングダイを用いて、コーティ
ングした。１２７ｇ／分の速度及び３０．５ｍ／分（１００フィート／分）のライン速度
にて、溶液をコーティングした。次に、コーティングを１５０°Ｆ（６６℃）の炉の中で
乾燥させた。これは、光開始剤がプライムコーティングされた基材をもたらした。
【０１１２】
　コーティング溶液「Ａ」を作製した。まず、凝縮器及び温度計を備えた２リットルの三
つ口フラスコ内で３６０ｇのＮａｌｃｏ　２３２７コロイドシリカ粒子（４０固体重量％
、平均粒径約２０ナノメートル）と、３００ｇの１－メトキシ－２－プロパノールとを、
高速撹拌して混合した。次に、２２．１５ｇのＳｉｌｑｕｅｓｔ　Ａ－１７４シランを加
え、混合物を１０分にわたって撹拌した。次に、更に４００ｇの１－メトキシ－２－プロ
パノールを加え、加熱マントルを用いて混合物を８５℃にて６時間にわたって加熱した。
得られた溶液を室温に放冷し、６０℃水浴下でロータリーエバポレーターを用いて大部分
の水及び１－メトキシ－２－プロパノール溶媒（約７００ｇ）を除去した。得られた溶液
は、１－メトキシ－２－プロパノール中に４４重量％のＡ－１７４変性２０ｎｍシリカを
有する透明なＡ－１７４変性シリカ溶液であった。
【０１１３】
　コーティング溶液「Ａ」は、１８．０重量％の透明なＡ－１７４変性シリカ溶液（１－
メトキシ－２－プロパノール中に４４重量％のＡ－１７４変性２０ｎｍシリカを有する）
と、２３．９重量％の１－メトキシ－２－プロパノールと、４６．１重量％のＩＰＡと、
１２．０重量％のＳＲ４４４と、から構成される。０．１５百分率でＩＲＧＡＣＵＲＥ　
８１９をコーティング溶液Ａに加えた。（圧力ポットを用いて）１５．２ｇ／分の速度で
コーティング溶液Ａを４３．２ｃｍ（１７インチ）幅のスロットタイプコーティングダイ
の中にポンプ注入した。スロットコーティングダイは、光開始剤がプライムコーティング
された基材上に４３．２ｍｍ幅のコーティングを１．５２ｍ／分（１０フィート／分）の
速度にて均一に分配した。
【０１１４】
　次に、紫外線の通過を可能にする石英窓を含む紫外線ＬＥＤ硬化チャンバーに、コーテ
ィングされた基材を通すことによって、塗料を重合させた。ＵＶ－ＬＥＤ硬化チャンバー
は、４個のダウンウェブ×４０個のクロスウェブの、１６０個のＵＶ－ＬＥＤの矩形配列
（約４２．５ｃｍ×４．５ｃｍの領域を対象とする）を含んだ。ＬＥＤ（日亜化学工業株
式会社（日本、東京）から入手可能）を公称３８５ｎｍの波長にて操作し、８アンペアに
て稼働したところ、１平方ｃｍ当たり０．０５２ジュールのＵＶ－Ａ量をもたらした。フ
ァンで冷却したＵＶ－ＬＥＤ配列をＬａｍｂｄａ　ＧＥＮＨ　６０－１２．５－Ｕ電力供
給機（ＴＤＫ－Ｌａｍｂｄａ（Ｎｅｐｔｕｎｅ　ＮＪ）から入手可能）により通電した。
紫外線ＬＥＤを、基材から約２．５ｃｍの距離を置いて硬化チャンバーの石英窓の上に配
置した。ＵＶ－ＬＥＤ硬化チャンバーに１分当たり１４１．６リットル／分（５立方フィ
ート）の流速で窒素流を供給した。空気を窒素供給の中に導入して、ＵＶ－ＬＥＤチャン
バー中の総酸素濃度を制御した。気流速度を変化させることによりＵＶ－ＬＥＤ硬化チャ
ンバー中の酸素濃度を変え、Ｓｅｒｉｅｓ　３０００酸素分析器（Ａｌｐｈａ　Ｏｍｅｇ
ａ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ（Ｃｕｍｂｅｒｌａｎｄ　ＲＩ）から入手可能）を用いて酸
素濃度をモニターした。
【０１１５】
　ＵＶ－ＬＥＤによって重合された後、コーティングされた基材を１５０°Ｆ（６６℃）
の乾燥炉へ２分にわたって、ウェブ速度１０フィート／分（３．０４ｍ／分）で移送する
ことにより、硬化したコーティング中の溶媒を除去した。次に、乾燥したコーティングを
、Ｄ型バルブを備えて構成されたＦｕｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｍｏｄｅｌ　Ｉ６００（
Ｆｕｓｉｏｎ　ＵＶ　Ｓｙｓｔｅｍｓ（Ｇａｉｔｈｅｒｓｂｕｒｇ　ＭＤ）から入手可能
）を使用して後硬化させた。ＵＶ　Ｆｕｓｉｏｎチャンバーに、結果としてチャンバー内
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に約５０ｐｐｍの酸素濃度を生じる窒素流を供給した。これは、ＤＢＥＦ上に低屈折率分
布コーティングをもたらした。
【０１１６】
　低屈折率分布コーティングされたＤＢＥＦ上への空隙を有するディフューザーのオーバ
ーコーティング
　４８７．５ｇのＰｈｏｔｏｍｅｒ　６２１０と、２４９．４ｇのＳＲ９００３と、２１
７．５ｇのＳＲ８３３と、１７７４．３ｇのＫＳＲ３ポリスチレンビーズと、１６３０ｇ
の１－メトキシ－２－プロパノールと、１６２７．８ｇのメタノールと、２１．４ｇのＤ
ａｒｏｃｕｒｅ　４２６５と、を一緒に混合することにより、空隙を有するディフューザ
ーコーティング溶液を調製した。圧力ポットにより１１３．５ｇ／分の流速にてコーティ
ング配合物を８インチ（２０．３ｃｍ）幅のスロットタイプコーティングダイの中にコー
ティングした。３０フィート／分（９．１４ｍ／分）の速度にて移動する上記ＤＢＥＦ上
の低屈折率分布コーティングにコーティングを送達した。コーティング後、ウェブは、作
動中の、０．２５インチ（０．６４ｃｍ）の間隙並びに７０°Ｆ（２１℃）に設定された
上方及び下方プレートの両方を有する５フィート（１５２ｃｍ）長セクションの間隙乾燥
機の中に入った。
【０１１７】
　次いで、コーティングされたウェブを、それぞれの列に２２個のＬＥＤを有する１６列
のＬＥＤから構成される３９５ｎｍのＵＶ　ＬＥＤ水冷式配列を用いる重合セクションに
通過させた。それぞれの列の２２個のＬＥＤはウェブの幅全域に等間隔に置かれ、１６列
はおよそ８インチ×８インチ（２０．３ｃｍ×２０．３ｃｍ）の領域内にウェブ下流方向
に沿って等間隔に置かれた。アレイ中３５２個のＬＥＤは、３９５ｎｍのＵＶ　ＬＥＤ（
Ｃｒｅｅ　Ｉｎｃ．（Ｄｕｒｈａｍ　ＮＣ）から入手可能）であった。ＬＡＭＢＤＡ　Ｇ
ＥＮＨ７５０Ｗを電源としてＬＥＤ配列に通電した。電力供給出力は、下記に示すように
４アンペアにて操作し、およそ４５ボルトにて操作した。制御下環境におよそ３００立方
フィート／時間（１４１．６リットル／分）の窒素を供給したところ、重合セクションの
制御下環境中におよそ５９ｐｐｍの酸素濃度をもたらした。装置を出た後、ウェブは約３
フィート（０．９ｍ）進み、３ゾーン全てを１５０°Ｆ（６６℃）に設定した３０フィー
ト（９．１ｍ）の従来の空気浮上式ドライヤーに入った。乾燥後、Ｆｕｓｉｏｎ　ＵＶ　
Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ．のＶＰＳ／Ｉ６００（Ｇａｉｔｈｅｒｓｂｕｒｇ，ＭＤ）を用
いて、重合及び乾燥されたコーティングを巻き取る前に後重合した。Ｆｕｓｉｏｎシステ
ムはＨ電球で構成されており、硬化ゾーンの酸素濃度５０ｐｐｍ未満で４０％の電力で運
転した。
【０１１８】
　実施例４に記載のように、得られたディフューザーのＤＢＥＦ面から透過率パーセント
（％Ｔ）、ヘイズパーセント（％Ｈ）、明澄度パーセント（％Ｃ）及びゲインを測定した
。％Ｔは３７％であり、％Ｈは１０１％であり、％Ｃは０％であり、ゲインは１４９％で
あった。
【０１１９】
　指示がない限り、本明細書及び請求項で使用される特性となる大きさ、量、及び物理特
性を示す全ての数字は、「約」と言う用語によって修飾されることを理解されたい。それ
故に、別の指示がない限りは、本明細書及び添付の請求項に説明される数字のパラメータ
は近似値であり、本明細書に開示された教示を使用して当業者が獲得しようとする所望の
特性に応じて変化し得る。
【０１２０】
　本願で引用した全ての参照文献及び刊行物は、本開示と完全には矛盾することのない程
度まで、その全てが引用によって本開示に明白に組み込まれる。本明細書において特定の
実施形態が例示及び説明されてきたが、多様な代替及び／又は同等の実施が、本開示の範
囲から逸脱することなく、図示され説明された特定の実施形態と置き換えられ得ることは
、当業者には理解されるであろう。本出願は、本明細書で説明された特定の実施形態のい
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かなる翻案又は変形をも包含すべく意図されている。したがって、本開示が「特許請求の
範囲」及びその同等物によってのみ限定されることを、意図するものである。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図２】
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