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(57)【要約】
　平滑および多孔質表面形状の両方を有するナノ繊維の
繊維膜を生成するための方法。この方法は、溶媒を含む
ポリマーミックスおよび添加剤を含む溶融ポリマーを用
いた材料加工を含む。この方法は、繊維構造の形成後の
繊維構造上へのナノ材料の組み込みを含む。繊維構造は
、ナノ粒子キャリア材料、ナノ粒子処理媒体、照明媒体
、および触媒媒体の一部であってもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多孔質ナノ繊維構造を形成するための方法であって、
　第１の溶媒および第２の溶媒を含むポリマー溶液を、電界紡糸要素に供給するステップ
であって、第２の溶媒は第１の溶媒より高い誘電率を有するステップと、
　前記ポリマー溶液からナノ繊維を電界紡糸して、前記多孔質ナノ繊維構造を形成するス
テップと
を含む方法。
【請求項２】
　ナノ材料物質をナノ繊維に含有させるステップ
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ナノ材料物質として発光性ナノ粒子を含有させるステップ
をさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　ナノ材料物質として触媒ナノ粒子を含有させるステップ
をさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　供給するステップが、
　第２の溶媒として、ポリマー溶液に、５０を超える範囲内の誘電率を有する誘電体を供
給するステップ
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　供給するステップが、
　第２の溶媒として、ポリマー溶液に、５０～１８９の範囲内の誘電率を有する誘電体を
供給するステップ
を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　供給するステップが、
　１ｗｔ％を超える重量パーセントで、第２の溶媒をポリマー溶液に供給するステップ
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　供給するステップが、
　１～２０ｗｔ％の範囲の重量パーセントで、第２の溶媒をポリマー溶液に供給するステ
ップ
を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　供給するステップが、
　第１の溶媒として、トルエン、ジメチルホルムアミド、クロロホルム、ジクロロメタン
、ジメチルアセトアミド、およびアセトンのうちの少なくとも１種を供給するステップと
、
　第２の溶媒として、Ｎ－メチルホルムアミド、Ｎ－メチルアセトアミド、Ｎ－メチルプ
ロパンアミド、Ｎ－エチルアセトアミド、Ｎ－プロピルプロパンアミド、ホルムメタクリ
レートアミド、Ｎ－ブチルアセトアミド、およびＮ－エチルホルムアミドのうちの少なく
とも１種を供給するステップと
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　電界紡糸するステップが、
　多孔性を有さない同程度の直径のナノ繊維よりも１００％超増加した表面積を有する前
記ナノ繊維を生成するステップ
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を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　電界紡糸するステップが、
　多孔性を有さない同程度の直径のナノ繊維よりも２００％超増加した表面積を有する前
記ナノ繊維を生成するステップ
を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　多孔質ナノ繊維構造を形成するための方法であって、
　第１の成分および第２の成分を含むポリマー溶融物を、電界紡糸要素に供給するステッ
プと、
　前記ポリマー溶融物からナノ繊維を電界紡糸するステップと、
　第１および第２の成分のうちの少なくとも１つをエッチングして、前記多孔質ナノ繊維
構造を形成するステップと
を含む方法。
【請求項１３】
　ナノ材料物質をナノ繊維に含有させるステップ
をさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　ナノ材料物質として発光性ナノ粒子を含有させるステップ
をさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　ナノ材料物質として触媒ナノ粒子を含有させるステップ
をさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　供給するステップが、
　ポリマー溶融物として、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン、エチレンビニルア
ルコール、フッ素ポリマー、ポリアセタール、ポリアクリロニトリル、ポリアクリレート
、ポリアミド、ポリアミド－イミド、ポリアリールエーテルケトン、ポリブタジエン、ポ
リブチレン、ポリカーボネート、ポリケトン、ポリエステル、ポリエーテルエーテルケト
ン、ポリエーテルイミド、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリエチレン
、ポリエチレンクロリネート、ポリイミド、ポリメチルペンテン、ポリフェニレンオキシ
ド、ポリフェニレンスルフィド、ポリフタルアミド、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポ
リウレタン、ポリビニルクロリド、およびポリビニリデンクロリドのうちの少なくとも１
種を供給するステップ
を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　電界紡糸するステップが、
多孔性を有さない同程度の直径のナノ繊維よりも１００％超増加した表面積を有する前記
ナノ繊維を生成するステップ
を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１８】
　電界紡糸するステップが、
　多孔性を有さない同程度の直径のナノ繊維よりも２００％超増加した表面積を有する前
記ナノ繊維を生成するステップ
を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１９】
　ナノ材料の取り扱いのための方法であって、
　多孔質または非多孔質ナノ繊維のうちの少なくとも１種を含むナノ繊維マットを、ナノ
材料を含む流体に挿入するステップと、
　ナノ材料をナノ繊維マット内に捕集するステップと
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を含む方法。
【請求項２０】
　挿入するステップが、
　ナノ繊維マットとして、流体がその材料用の溶媒を含む材料を使用するステップ
を含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　ナノ繊維マットを焼成して捕集したナノ材料を集塊化させるステップ
をさらに含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　捕集するステップが、
　ナノ材料をナノ繊維マット内に拡散させるステップ
を含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
　捕集するステップが、
　流体との反応によりナノ繊維マットを膨潤させるステップ
を含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２４】
　膨潤させるステップが、
　ナノ繊維マットの溶媒中でナノ繊維マットを膨潤させるステップ
を含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２５】
　捕集するステップが、
　ナノ繊維マットを通して流体を濾過するステップ
を含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２６】
　捕集するステップが、
　ナノ粒子をナノ繊維マット内に捕集するステップ
を含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２７】
　ナノ材料を含むナノ繊維マットをナノ繊維マットの溶媒中に挿入することにより、ナノ
繊維マットからナノ材料を放出させるステップ
をさらに含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２８】
　ナノ繊維マットを挿入するステップが、
　多孔性を有さない同程度の直径のナノ繊維よりも１００％超増加した表面積を有するナ
ノ繊維を含むナノ繊維マットを挿入するステップ
を含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２９】
　ナノ繊維マットを挿入するステップが、
　多孔性を有さない同程度の直径のナノ繊維よりも２００％超増加した表面積を有するナ
ノ繊維を含むナノ繊維マットを挿入するステップ
を含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項３０】
　ナノ材料の取り扱いおよび移送のための方法であって、
　多孔質または非多孔質ナノ繊維のうちの少なくとも１種を含むナノ繊維マット内にナノ
材料を貯蔵するステップと、
　ナノ材料を含むナノ繊維マットを、第１の場所から第２の場所に移動させるステップと
を含む方法。
【請求項３１】
　貯蔵するステップが、
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　ナノ材料をナノ繊維マット内に捕集するステップ
を含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　ナノ材料を含むナノ繊維マットをナノ繊維マットの溶媒中に挿入することにより、ナノ
繊維マットからナノ材料を放出させるステップ
をさらに含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３３】
　貯蔵するステップが、
　多孔性を有さない同程度の直径のナノ繊維よりも１００％超増加した表面積を有するナ
ノ繊維を含むナノ繊維マット内に貯蔵するステップ
を含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３４】
　貯蔵するステップが、
　多孔性を有さない同程度の直径のナノ繊維よりも２００％超増加した表面積を有するナ
ノ繊維を含むナノ繊維マット内に貯蔵するステップ
を含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３５】
　移動させるステップが、
　ナノ繊維マットに溶媒が含有されることなく、ナノ材料を第１の場所から第２の場所に
移動させるステップ
を含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３６】
　ナノ繊維のネットワークとして形成された複数のナノ繊維と、
　ナノ繊維のネットワークの表面積を増加させる表面細孔を有する、ネットワーク内の少
なくとも１つのナノ繊維と、
　ナノ繊維のネットワーク内に捕集されたナノ材料物質と
を備えるナノ繊維マット。
【請求項３７】
　ナノ材料物質が、発光性ナノ粒子を含む、請求項３６に記載のマット。
【請求項３８】
　ナノ材料物質が、触媒ナノ粒子を含む、請求項３６に記載のマット。
【請求項３９】
　複数のナノ繊維が、複数の焼成されたナノ繊維を含む、請求項３６に記載のマット。
【請求項４０】
　複数のナノ繊維が、有機ポリマーを含む、請求項３６に記載のマット。
【請求項４１】
　複数のナノ繊維が、無機ポリマーを含む、請求項３６に記載のマット。
【請求項４２】
　刺激性発光のためのデバイスであって、
　１００ｎｍから２０００ｎｍの範囲内の平均繊維直径を有し、ナノ繊維のうちの少なく
とも１つの表面積を増加させる、ナノ繊維のうちの少なくとも１つの上の表面細孔を有す
る、ナノ繊維と、
　ナノ繊維と関連して配置され、波長λの一次光を受光すると二次発光を発生するように
構成される、複数の光刺激性粒子と
を含む繊維マットを備え、
前記平均繊維直径は、一次光に対する繊維マット内の散乱部位を提供するために、波長λ
と同程度のサイズであるデバイス。
【請求項４３】
　平均繊維直径が、３００ｎｍから６００ｎｍの範囲内である、請求項４２に記載のデバ
イス。
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【請求項４４】
　平均繊維直径が、４００ｎｍから５００ｎｍの範囲内である、請求項４３に記載のデバ
イス。
【請求項４５】
　平均繊維直径が、波長λの０．５０倍から１．５０倍の範囲内である、請求項４２に記
載のデバイス。
【請求項４６】
　平均繊維直径が、波長λの０．９倍から１．１０倍の範囲内である、請求項４５に記載
のデバイス。
【請求項４７】
　波長λが、３００ナノメートルから６００ナノメートルの範囲内である、請求項４２に
記載のデバイス。
【請求項４８】
　波長λが、４００ナノメートルから５００ナノメートルの範囲内である、請求項４７に
記載のデバイス。
【請求項４９】
　繊維マットが、０．０１マイクロメートルから２，０００マイクロメートルの範囲内の
厚さを有する、請求項４２に記載のデバイス。
【請求項５０】
　繊維マットが、１マイクロメートルから５００マイクロメートルの範囲内の厚さを有す
る、請求項１に記載のデバイス。
【請求項５１】
　刺激性粒子が、発光性粒子を含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項５２】
　発光性粒子が、量子ドットおよびナノ蛍光体のうちの少なくとも１種を含む、請求項１
１に記載のデバイス。
【請求項５３】
　量子ドットが、ケイ素、ゲルマニウム、リン化インジウム、リン化インジウムガリウム
、リン化インジウム、硫化カドミウム、セレン化カドミウム、硫化鉛、酸化銅、セレン化
銅、リン化ガリウム、硫化水銀、セレン化水銀、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛、硫化亜鉛
、セレン化亜鉛、ケイ酸亜鉛、硫化チタン、酸化チタン、および酸化スズのうちの少なく
とも１種を含む、請求項５２に記載のデバイス。
【請求項５４】
　ナノ蛍光体が、Ｙ２Ｏ３：Ｔｂ、Ｙ２Ｏ３：Ｅｕ３＋、Ｌｕ２Ｏ３：Ｅｕ３＋、ＣａＴ
ｉＯ３：Ｐｒ３＋、ＣａＯ：Ｅｒ３＋、および（ＧｄＺｎ）Ｏ：Ｅｕ３＋を含む希土類ド
ープ金属酸化物、ＹＡＧ：Ｃｅ３＋を含む希土類ドープイットリウムアルミニウムガーネ
ット（ＹＡＧ）、ＺｒＯ２：Ｓｍ３＋およびＺｒＯ２：Ｅｒ３＋を含む希土類ドープ酸化
ジルコニウム、（ＹＶＯ４：Ｅｕ）および（Ｌａ，Ｃｅ，Ｔｂ）ＰＯ４を含む希土類ドー
プバナジウム酸塩およびリン酸塩、Ｇｄ２Ｏ３、ＧｄＯ２Ｓ、ＰｂＯ、ＺｎＯ、ＺｎＳ、
およびＺｎＳｅのうちの１種を含むホストマトリックスを有し、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｔｍおよび
Ｍｎのドーパントのうちの１種を含むドープ材料、ならびにＺｎＳ：Ｍｎ２＋およびＺｎ
Ｓ：Ｃｕ＋を含む硫化亜鉛およびセレン化亜鉛の金属ドープ形態のうちの少なくとも１種
を含む、請求項５２に記載のデバイス。
【請求項５５】
　ナノ蛍光体が、希土類ドープＹＡＧ、希土類ドープＺｎＳ、および希土類ドープＺｎＳ
ｅのうちの少なくとも１種を含む、請求項５２に記載のデバイス。
【請求項５６】
　刺激性粒子が、一次光からそれぞれの二次発光を発生するように構成される、複数の特
有色発光体を含む、請求項４２に記載のデバイス。
【請求項５７】
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　繊維マットから透過した一次光および繊維マットからの二次発光が、７０を超える演色
評価数を有する合成白色光を生成する、請求項５６に記載のデバイス。
【請求項５８】
　繊維マットから透過した一次光および繊維マットからの二次発光が、８０を超える演色
評価数を有する合成白色光を生成する、請求項５６に記載のデバイス。
【請求項５９】
　繊維マットからの二次発光が、７０を超える演色評価数を有する合成白色光を生成する
、請求項５６に記載のデバイス。
【請求項６０】
　繊維マットからの二次発光が、８０を超える演色評価数を有する合成白色光を生成する
、請求項５６に記載のデバイス。
【請求項６１】
　刺激性粒子が、ナノ繊維の表面上もしくは体積内または表面細孔内に配置される、請求
項４２に記載のデバイス。
【請求項６２】
　刺激性粒子が、繊維マット内に取り込まれる、請求項４２に記載のデバイス。
【請求項６３】
　繊維マットを封入する透明カプセル材
をさらに備える、請求項４２に記載のデバイス。
【請求項６４】
　一次光を生成するように構成される発光ダイオード
をさらに備える、請求項４２に記載のデバイス。
【請求項６５】
　発光ダイオードと繊維マットとを封入する透明カプセル材
をさらに備える、請求項６４に記載のデバイス。
【請求項６６】
　ナノ繊維が、有機および無機繊維のうちの少なくとも１種を含む、請求項４２に記載の
デバイス。
【請求項６７】
　ナノ繊維が、ポリ（アルキルアクリレート）、ポリ（メチルメタクリレート）、ポリ（
エチレンオキシド）、ポリスチレン、ポリスルホン、ポリラクチド、ポリカーボネート、
ポリアミド、ポリ（ビニルアルコール）、それらの誘導体および関連するポリマー、ポリ
シリコーン、ポリスルホン、ならびにそれらの組合せのうちの少なくとも１種を含むポリ
マーを含む、請求項４２に記載のデバイス。
【請求項６８】
　ナノ繊維が、繊維マット内のナノ繊維の屈折率および電気伝導率のうちの少なくとも１
つを変更するための添加剤を含む、請求項４２に記載のデバイス。
【請求項６９】
　ナノ繊維が、２つの群の繊維を含む、請求項４２に記載のデバイス。
【請求項７０】
　２つの群が、異なる材料を有する繊維を含む、請求項２９に記載のデバイス。
【請求項７１】
　２つの群が、異なる平均繊維直径を有する繊維を含む、請求項２９に記載のデバイス。
【請求項７２】
　一次光源と、
　　１００ｎｍから２０００ｎｍの範囲内の平均繊維直径を有し、ナノ繊維のうちの少な
くとも１つの表面積を増加させる、ナノ繊維のうちの少なくとも１つの上の表面細孔を有
する、ナノ繊維と、
　　ナノ繊維および表面細孔と関連して配置され、一次光源から波長λの光を受光すると
二次発光を発生するように構成される、複数の光刺激性粒子と
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　を含む繊維マットと
を備え、前記平均繊維直径は、一次光に対する繊維マット内の散乱部位を提供するために
、波長λと同程度のサイズである、ランプ。
【請求項７３】
　平均繊維直径が、４００ｎｍから５００ｎｍの範囲内である、請求項７２に記載のラン
プ。
【請求項７４】
　発光ダイオードが、４００ナノメートルから５００ナノメートルの範囲内の前記波長λ
を有する光を放出するように構成される、請求項７２に記載のランプ。
【請求項７５】
　繊維マットが、１マイクロメートルから５００マイクロメートルの範囲内の厚さを有す
る、請求項７２に記載のランプ。
【請求項７６】
　刺激性粒子が、量子ドットおよびナノ蛍光体のうちの少なくとも１種を含む、請求項７
２に記載のランプ。
【請求項７７】
　刺激性粒子が、一次光からそれぞれの二次発光を発生するように構成される、複数の特
有色発光体を含む、請求項７２に記載のランプ。
【請求項７８】
　一次光源と繊維マットとを封入する透明カプセル材
をさらに備える、請求項７２に記載のランプ。
【請求項７９】
　一次光源が、発光ダイオード、発光ダイオードアレイ、レーザ、およびレーザダイオー
ドアレイのうちの少なくとも１種を備える、請求項７２に記載のランプ。
【請求項８０】
　発光性繊維マットを作製するための方法であって、
　ポリマー溶液を電界紡糸して、１）１００ｎｍから２０００ｎｍの直径と、２）ナノ繊
維の表面積を増加させる表面細孔とを有するナノ繊維を形成するステップと、
　ナノ繊維を収集して繊維マットを形成するステップと、
　繊維マットを刺激性粒子で被覆するステップと
を含む方法。
【請求項８１】
　被覆するステップが、
　刺激性粒子を含有する溶媒中に繊維マットを含浸するステップ
を含む、請求項８０に記載の方法。
【請求項８２】
　刺激性粒子を含有する溶媒の超音波処理された溶液を提供するステップ
をさらに含む、請求項８０に記載の方法。
【請求項８３】
　溶液から繊維マットを取り出すステップと、
　繊維マットから溶媒を乾燥させるステップと
をさらに含む、請求項８０に記載の方法。
【請求項８４】
　繊維マットに表面被覆を提供するステップ
をさらに含む、請求項８０に記載の方法。
【請求項８５】
　刺激性粒子を含有する溶媒が、繊維マットを溶解することなく繊維マットを膨潤させる
、請求項８０に記載の方法。
【請求項８６】
　ナノ繊維の膨潤が、ナノ繊維内への刺激性粒子の浸透を高め、刺激性粒子を繊維マット
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の表面下に存在させる、請求項８５に記載の方法。
【請求項８７】
　繊維マットを作製するための方法であって、
　ポリマー溶液を電界紡糸して、１）５０ｎｍから２０００ｎｍの直径と、２）ナノ繊維
の表面積を増加させる表面細孔とを有するナノ繊維を形成するステップと、
　ナノ繊維を収集して繊維マットを形成するステップと、
　繊維マットをナノ粒子で被覆するステップと
を含む方法。
【請求項８８】
　被覆するステップが、
　ナノ粒子を含有する溶媒中に繊維マットを含浸するステップ
を含む、請求項８７に記載の方法。
【請求項８９】
　ナノ粒子を含有する溶媒の超音波処理された溶液を提供するステップ
をさらに含む、請求項８７に記載の方法。
【請求項９０】
　溶液から繊維マットを取り出すステップと、
　繊維マットから溶媒を乾燥させるステップと
をさらに含む、請求項８７に記載の方法。
【請求項９１】
　繊維マットに表面被覆を提供するステップ
をさらに含む、請求項８７に記載の方法。
【請求項９２】
　粒子を含有する溶媒が、繊維マットを溶解することなく繊維マットを膨潤させる、請求
項９１に記載の方法。
【請求項９３】
　ナノ繊維の膨潤が、ナノ繊維内への粒子の浸透を高め、粒子を繊維マットの表面下に存
在させる、請求項９２に記載の方法。
【請求項９４】
　ナノ繊維を焼成して炭素繊維にするために、繊維マット内のナノ繊維を加熱するステッ
プ
をさらに含む、請求項８７に記載の方法。
【請求項９５】
　ナノ粒子を焼成して金属触媒にするために、繊維マット内のナノ粒子を加熱するステッ
プ
をさらに含む、請求項８７に記載の方法。
【請求項９６】
　ナノ繊維のネットワークとして形成された複数のナノ繊維と、
　ナノ繊維のネットワーク内に捕集されたナノ材料物質と
を備え、前記ネットワークは、移送中にナノ材料物質を含有する担体を提供する、ナノ材
料キャリア。
【請求項９７】
　前記複数のナノ繊維が、乾燥材料を含む、請求項９６に記載のキャリア。
【請求項９８】
　ネットワーク内のナノ繊維のうちの少なくとも１つが、ナノ繊維のネットワークの表面
積を増加させる表面細孔を有する、請求項９６に記載のキャリア。
【請求項９９】
　ナノ繊維のネットワークとして形成された複数のナノ繊維と、
　ナノ繊維のネットワーク内に捕集されたナノ材料物質と
を備え、前記ネットワークは、ネットワークからのその後のナノ材料物質の回収のための
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ナノ材料物質を含有する担体を提供する、ナノ材料廃棄物回収媒体。
【請求項１００】
　ナノ材料物質が、溶液から回収された量子ドット溶液を含む、請求項９９に記載の媒体
。
【請求項１０１】
　ネットワーク内のナノ繊維のうちの少なくとも１つが、ナノ繊維のネットワークの表面
積を増加させる表面細孔を有する、請求項９９に記載のキャリア。
【請求項１０２】
　複数のナノ繊維が、液体フィルタを構成する、請求項９９に記載のキャリア。
【請求項１０３】
　ナノ繊維のネットワークとして形成された複数のナノ繊維と、
　ナノ繊維のネットワーク内に捕集されたナノ材料物質と
を備え、前記ネットワークは、ネットワークからのその後のナノ材料物質の処理のための
ナノ材料物質を含有する担体を提供する、ナノ材料廃棄物処理媒体。
【請求項１０４】
　ナノ材料物質が、溶液から回収された量子ドット溶液を含む、請求項１０３に記載の媒
体。
【請求項１０５】
　ネットワーク内のナノ繊維のうちの少なくとも１つが、ナノ繊維のネットワークの表面
積を増加させる表面細孔を有する、請求項１０３に記載のキャリア。
【請求項１０６】
　複数のナノ繊維が、加熱によりナノ材料サイズ粒子がマイクロメートル以上の一片に変
換される媒体を含む、請求項１０３に記載のキャリア。
【請求項１０７】
　複数のナノ繊維が、加熱によりナノ繊維が炭素材料に変換される媒体を含む、請求項１
０３に記載のキャリア。
【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、参照により本明細書に全体の内容が組み込まれている、２００４年４月８日
出願の特許文献１、名称「Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｉｎｎｉｎｇ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｎ
ａｎｏｆｉｂｅｒｓ　Ｕｓｉｎｇ　ａ　Ｒｏｔａｔｉｎｇ　Ｓｐｒａｙ　Ｈｅａｄ」、整
理番号２４１０１５ＵＳ－２０２５－２０２５－２０に関連する。本出願はまた、参照に
より本明細書に全体の内容が組み込まれている、２００４年４月８日出願の特許文献２、
名称「Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｒａｙ／ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｉｎｎｉｎｇ　Ａｐｐａｒａｔｕ
ｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」、整理番号２４１０１３ＵＳ－２０２５－２０２５－２０に
関連する。本出願は、参照により本明細書に全体の内容が組み込まれている、２００４年
４月８日出願の特許文献３、名称「Ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｉｎｎｉｎｇ　ｉｎ　ａ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌｌｅｄ　Ｇａｓｅｏｕｓ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」、整理番号２４５０１６Ｕ
Ｓ－２０２５－２０２５－２０に関連する。本出願は、参照により本明細書に全体の内容
が組み込まれている、２００５年５月１７日出願の特許文献４、名称「Ｎａｎｏｆｉｂｅ
ｒ　Ｍａｔｓ　ａｎｄ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｔｈｅｒｅｏｆ」、整
理番号２５６９６４ＵＳ－２０２５－２０２５－２０に関連する。本出願は、参照により
本明細書に全体の内容が組み込まれている、２００６年１１月１３日出願の特許文献５、
名称「Ｐａｒｔｉｃｌｅ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｎｇ　
Ｎａｎｏｆｉｂｅｒｓ」、整理番号２８３７３０ＵＳ－２０２５－２０２５－２０に関連
する。本出願は、参照により本明細書に全体の内容が組み込まれている、２００６年１１
月１３日出願の特許文献６、名称「Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｅｖｉｃｅ」、整理番
号２８９０３３ＵＳ－２０２５－２０２５－２０に関連する。本出願は、参照により本明
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細書に全体の内容が組み込まれている、２００６年１２月２２日出願の特許文献７、名称
「Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｎａｎｏｆｉｂｅｒ－ｂａｓｅｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｎｏｓｅ
」、整理番号２８３７４０ＵＳ－２０２５－２０２５－２０に関連する。本出願は、参照
により本明細書に全体の内容が組み込まれている、２００７年６月１２日出願の特許文献
８、名称「Ｌｏｎｇ－ｐａｓｓ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｍａｄｅ　Ｆｒｏｍ　
Ｎａｎｏｆｉｂｅｒｓ」、整理番号３１０４６９に関連する。
【０００２】
　本発明は、ナノ繊維構造、ならびに表面多孔性を有するナノ繊維構造を生成するための
方法、ならびに多孔質および非多孔質ナノ繊維の被覆方法に関する。これらの材料は、触
媒、照明、ならびにナノ材料貯蔵および移送等の用途に使用することができる。
【背景技術】
【０００３】
　ナノ繊維は、衣料産業から軍事産業まで、様々な用途に使用することができる。近年で
は、ナノ繊維生成のための電界紡糸技術が注目されてきている。ナノ繊維材料の独特の材
料特性は、主に超高表面積に起因する。多孔質表面形状を有するナノ繊維は、平滑なナノ
繊維よりも高い表面積を有する。ナノ繊維表面上に多孔質形状を作製するためのいくつか
の種類の製造方法が文献に報告されている。
【０００４】
　非特許文献１に開示されているように、ポリマーおよびシリカナノ粒子のブレンド溶液
を電界紡糸し、続いて焼成によりポリマーを除去してシリカナノ粒子を残すことによる、
テンプレート除去およびナノ多孔質無機ナノ繊維の製造が報告されている。多孔質ポリマ
ーナノ繊維はまた、非特許文献２に開示されているように、除去可能なテンプレートとし
て氷晶を使用した低温電界紡糸により得られている。しかし、これらの方法は、所望の多
孔質ナノ繊維構造を得るために、特定の材料加工条件または特殊な電界紡糸条件のいずれ
かを必要とする。また、多孔質ナノ繊維を得るために、繊維を水蒸気中に紡糸することに
よる他の技術が使用されているが、この技術はいわゆる「ブレスフィギュア（ｂｒｅａｔ
ｈ　ｆｉｇｕｒｅｓ）」に基づいている。非特許文献３は、微小水滴の堆積によるポリマ
ー膜における細孔形成に関して報告している。この技術は、非特許文献４により報告され
ているように、多孔質ナノ繊維の電界紡糸の可能性を有する。また、Ｗｅｎｄｒｏｆｆら
（特許文献９）は、特定のポリマー／揮発性溶媒の組により、従来の紡糸で多孔質ナノ繊
維を得ることができることを報告している。
【０００５】
　上で参照された特許文献６、名称「Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｅｖｉｃｅ」は、白
色光スペクトルを生成するためにナノ粒子およびナノ繊維を利用する手法を記載している
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願第１０／８１９９１６号
【特許文献２】米国特許出願第１０／８１９９４２号
【特許文献３】米国特許出願第１０／８１９９４５号
【特許文献４】米国特許出願第１１／１３０２６９号
【特許文献５】米国特許出願第１１／５５９２８２号
【特許文献６】米国特許出願第１１／５５９２６０号
【特許文献７】米国特許出願第１１／６１５２８５号
【特許文献８】米国特許出願第６０／９２９０７７号
【特許文献９】米国特許第６７９０５２８号
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｋａｎｅｈａｔａら、Ｎａｎｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、２００７、１８
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、１～７
【非特許文献２】Ｓｉｍｏｎｅｔら、Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　ａｎｄ
　Ｓｃｉｅｎｃｅ、２００７、４７、２０２０～２０２６
【非特許文献３】Ｓｒｉｎｉｖａｓａｒａｏら、Ｓｃｉｅｎｃｅ、２９２（５５１４）：
７９、２００１年４月６日
【非特許文献４】Ｓ．Ｍｅｇｅｌｓｋｉ、Ｊ．Ｓ．Ｓｔｅｐｈａｎｓ、Ｄ．Ｂ．Ｃｈａｓ
ｅ、およびＪ．Ｆ　Ｒａｂｏｌｔ、Ｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ、３５、８４５６（２
００２）
【非特許文献５】Ｍａｄｈｕｇｉｒｉ，Ｓ．、Ｗ．Ｌ．Ｚｈｏｕら（２００３）、「Ｅｌ
ｅｃｔｒｏｓｐｕｎ　ｍｅｓｏｐｏｒｏｕｓ　ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　ｓｉｅｖｅ　ｆｉｂ
ｅｒｓ」、Ｍｉｃｒｏｐｏｒｏｕｓ　ａｎｄ　Ｍｅｓｏｐｏｒｏｕｓ　Ｍａｔｅｒｉａｌ
ｓ　６３（１～３）：７５～８４
【非特許文献６】Ｈａｎ，Ｓ．Ｏ．、Ｗ．Ｋ．Ｓｏｎら（２００４）、「Ｐｒｅｐａｒａ
ｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐｏｒｏｕｓ　ｕｌｔｒａ－ｆｉｎｅ　ｆｉｂｒｅｓ　ｖｉａ　ｓｅｌ
ｅｃｔｉｖｅ　ｔｈｅｒｍａｌ　ｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｕ
ｎ　ｐｏｌｙｅｔｈｅｒｉｍｉｄｅ／ｐｏｌｙ（３－ｈｙｄｒｏｘｙｂｕｔｙｒａｔｅ－
ｃｏ－３－ｈｙｄｒｏｘｙｖａｌｅｒａｔｅ）　ｆｉｂｒｅｓ」、Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｄｅ
ｇｒａｄａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｔａｂｉｌｉｔｙ　８６（２）：２５７～２６２
【非特許文献７】Ｌｉ，Ｘ．Ｓ．およびＧ．Ｙ．Ｎｉｅ（２００４）、「Ｎａｎｏ－ｐｏ
ｒｏｕｓ　ｕｌｔｒａ－ｈｉｇｈ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｓｕｒｆａｃｅ　ｕｌｔｒａｆｉ
ｎｅ　ｆｉｂｅｒｓ」、Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｂｕｌｌｅｔｉｎ　４９（２
２）：２３６８～２３７１
【非特許文献８】Ｌｙｏｏ，Ｗ．Ｓ．、Ｊ．Ｈ．Ｙｏｕｋら（２００５）、「Ｐｒｅｐａ
ｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐｏｒｏｕｓ　ｕｌｔｒａ－ｆｉｎｅ　ｐｏｌｙ（ｖｉｎｙｌ　ｃ
ｉｎｎａｍａｔｅ）　ｆｉｂｅｒｓ」、Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　５９（２
８）：３５５８～３５６２
【非特許文献９】Ｙｏｕ，Ｙ．、Ｊ．Ｈ．Ｙｏｕｋら（２００６）、「Ｐｒｅｐａｒａｔ
ｉｏｎ　ｏｆ　ｐｏｒｏｕｓ　ｕｌｔｒａｆｉｎｅ　ＰＧＡ　ｆｉｂｅｒｓ　ｖｉａ　ｓ
ｅｌｅｃｔｉｖｅ　ｄｉｓｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｏｆ　ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｕｎ　ＰＧＡ／
ＰＬＡ　ｂｌｅｎｄ　ｆｉｂｅｒｓ」、Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　６０（６
）：７５７～７６０
【非特許文献１０】Ｌｉ，Ｌ．およびＹ．Ｌ．Ｈｓｉｅｈ（２００６）、「Ｃｈｉｔｏｓ
ａｎ　ｂｉｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｎａｎｏｆｉｂｅｒｓ　ａｎｄ　ｎａｎｏｐｏｒｏｕｓ
　ｆｉｂｅｒｓ」、Ｃａｒｂｏｈｙｄｒａｔｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　３４１（３）：３７
４～３８１
【非特許文献１１】Ｚｈａｎｇ，Ｌ．Ｆ．およびＹ．Ｌ．Ｈｓｉｅｈ（２００６）、「Ｎ
ａｎｏｐｏｒｏｕｓ　ｕｌｔｒａｈｉｇｈ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｓｕｒｆａｃｅ　ｐｏｌ
ｙａｃｒｙｌｏｎｉｔｒｉｌｅ　ｆｉｂｒｅｓ」、Ｎａｎｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　１７
（１７）：４４１６～４４２３
【非特許文献１２】Ｊ．Ｒｏｄｒｉｇｕｅｚ－Ｖｉｅｊｏ、Ｋ．Ｆ．Ｊｅｎｓｅｎ、Ｈ．
Ｍａｔｔｏｕｓｓｉ、Ｊ．Ｍｉｃｈｅｌ、Ｂ．Ｏ．ＤａｂｂｏｕｓｉおよびＭ．Ｇ．Ｂａ
ｗｅｎｄｉ、Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ、第７０巻（１９９７）
、第１６号、２１頁
【非特許文献１３】Ｖａｎ　ｄｅ　Ｈｕｌｓｔ、Ｌｉｇｈｔ　Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　ｂ
ｙ　Ｓｍａｌｌ　ｐａｒｔｉｃｌｅｓ、Ｄｏｖｅｒ、１９５７
【非特許文献１４】ＢｏｈｒｅｎおよびＨｕｆｆｍａｎ、Ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ　ａｎｄ
　Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　ｏｆ　Ｌｉｇｈｔ　ｂｙ　Ｓｍａｌｌ　Ｐａｒｔｉｃｌｅｓ（
Ｗｉｌｅｙ、１９８３）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　以下で詳細に議論され、また本発明者らにより認識される１つの問題は、発光デバイス
および触媒用途におけるナノ粒子の安全性、取り扱い、付着、加工に関する。この全般的
な問題は、発光用途に影響するだけでなく、ナノ粒子の取り扱いおよび／または他の材料
構造への付着が問題となる他の応用分野にも影響する。本発明者らが認識している背景技
術における他の問題は、これらの背景技術の手法における多孔性制御の欠如に関連する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の１つの特徴は、ポリマー溶液から多孔質および平滑な電界紡糸ナノ繊維を作製
するための製剤化を含む、電界紡糸繊維の生成のためのプロセスウィンドウを改善するた
めの装置および方法を提供することである。
【００１０】
　別の特徴は、２種の組成物を有するポリマー溶融物から多孔質ポリマーナノ繊維を作製
するための方法および製剤化を含む、多孔質および非多孔質表面特徴を有するポリマーナ
ノ繊維を生成する装置および方法を提供することである。
【００１１】
　本発明のさらに別の特徴は、多孔質および平滑な電界紡糸ポリマーナノ繊維に埋め込ま
れる量子ドットのための方法および条件を推進することである。
【００１２】
　本発明のさらに別の特徴は、電界紡糸多孔質および平滑ポリマーナノ繊維の、ナノ粒子
キャリア材料への適用を推進することである。
【００１３】
　本発明のさらに別の特徴は、電界紡糸多孔質および平滑ポリマーナノ繊維の、ナノ粒子
材料を処理するための媒体としての使用の適用を推進することである。
【００１４】
　本発明のさらに別の特徴は、電界紡糸多孔質および平滑ポリマーナノ繊維の、照明への
適用を推進することである。
【００１５】
　本発明のさらに別の特徴は、電界紡糸多孔質および平滑ポリマーナノ繊維の、触媒への
適用を推進することである。
【００１６】
　様々なこれらの特徴およびその他の特徴は、以下に示される開示された本発明の実施形
態に提供される。
【００１７】
　上記の本発明の概要および以下の詳細な説明はともに例示的であり、本発明を限定する
ものではないことを理解されたい。
【００１８】
　本発明およびそれに付随する利点の多くのより完全な理解は、付属の図面と関連して考
慮されると以下の詳細な説明を参照することによってより良く理解されるため、本発明お
よびそれに付随する利点の多くのより完全な理解は容易に得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】ナノ粒子の組み込み等を含む本発明の繊維および／またはナノ繊維の堆積に好適
な電界紡糸装置を示す概略図である。
【図２Ａ】図１に示される方法を使用して調製された多孔質ポリマーナノ繊維の走査型電
子顕微鏡画像である。
【図２Ｂ（１）】図１に示される方法を使用して調製された多孔質ポリマーナノ繊維の走
査型電子顕微鏡画像である。
【図２Ｂ（２）】図１に示される方法を使用して調製された多孔質ポリマーナノ繊維の走
査型電子顕微鏡画像である。
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【図２Ｂ（３）】図１に示される方法を使用して調製された多孔質ポリマーナノ繊維の走
査型電子顕微鏡画像である。
【図２Ｂ（４）】図１に示される方法を使用して調製された多孔質ポリマーナノ繊維の走
査型電子顕微鏡画像である。
【図３】図１に示される方法を使用して調製された多孔質ポリマーナノ繊維の透過型電子
顕微鏡画像である。
【図４】本発明の量子ドット埋め込み（ＱＤＥ）またはナノ粒子埋め込み（ＮＰＥ）技術
を使用して調製されたポリマー／ＱＤまたはナノ粒子複合ナノ繊維の透過型電子顕微鏡画
像である。
【図５】ＱＤのＱＤＥまたはＮＰＥ吸着および脱着プロセスを示す概略図である。
【図６】ＱＤのＱＤＥまたはＮＰＥ吸着および脱着プロセスを示す写真である。
【図７】ＱＤＥまたはＮＰＥプロセスを使用したナノ材料廃棄物処理を示す概略図である
。
【図８Ａ】本発明の一実施形態による、繊維の体積内の発光性化合物の配置を示す概略図
である。
【図８Ｂ】本発明の一実施形態による、繊維の表面上または表面近傍の発光性化合物の配
置を示す概略図である。
【図８Ｃ】繊維マットの全体が光学散乱中心として機能する、本発明の一実施形態による
繊維マットを示す概略図である。
【図８Ｄ】繊維が個々の散乱中心として機能する、本発明の一実施形態による繊維マット
を示す概略図である。
【図８Ｅ】繊維が異なるサイズの量子ドットの繊維上の分布を有する、本発明の一実施形
態による繊維マットを示す概略図である。
【図９】２つの試料からの合成光スペクトルであり、曲線「ａ」における繊維マットおよ
び曲線「ｂ」におけるナノ繊維を含有しないポリマーフィルムがそれぞれ等しい濃度の量
子ドットを有する。
【図１０】電界紡糸プロセス後に発光性粒子が電界紡糸繊維に付着した、本発明の一実施
形態による発光デバイスを形成するための方法を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の一実施形態に従い、発光ダイオード（ＬＥＤ）がカプセル材を通して
発光性材料を含む繊維に向かう光を結合する構成を示す概略図である。
【図１２】本発明の一実施形態に従い、発光ダイオード（ＬＥＤ）が、発光性材料を含む
繊維を中に含有するカプセル材を通る光を結合する構成を示す概略図である。
【図１３】ＰＡＮ／Ａｕ炭素ナノ繊維のＳＥＭ画像（ＡおよびＢ）ならびにＥＤＸマッピ
ング画像（Ｃ）であり、（Ｃ）における白色の点は、炭素ナノ繊維上のＡｕナノ粒子の場
所を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　ナノ繊維は、典型的には、１０～２０００ｎｍの範囲の１つの寸法（例えばそれらの直
径）を有し得る固体構造を有し、他の寸法（例えば長さ）は極めて長くてもよく、例えば
メートルの寸法にも及ぶ。本発明に好適なナノ繊維は、ポリマー、セラミック、ガラス、
ゾルゲル、ポリイミドを含む様々な材料から作製することができ、材料のブレンドもまた
容易に製造し得る。
【００２１】
　ナノ繊維の１つの特徴は、その小さな直径、ひいては高い表面積である。可視光付近（
約５００ｎｍ）またはさらにそれより小さいナノ繊維の直径は、本明細書に開示される方
法を用いて容易に生成でき、非常に大きな表面積を形成する。ポリマーナノ繊維の表面は
、平滑にでき、または多孔質形状のように粗くすることができる。ナノ繊維の粗い表面形
態は、通常、ナノ繊維材料が平滑であった場合に得られる表面積よりもさらに大きいナノ
繊維材料の表面積を示す。多孔質表面形状の一例において、細孔は、１ｎｍから１０００
ｎｍの範囲内となることができ、細孔の深さは、１ｎｍから１０００ｎｍの範囲内となり
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得る。細孔がナノ繊維表面に陥入した完全な半球であると仮定し、また単位面積当たり１
つの細孔が存在すると仮定すると、円形領域をナノ繊維表面に陥入した半球細孔に置き換
えると可算表面積の１００％の増加が得られる。円筒または楕円形状等の他の細孔形状は
、１００％より大きく表面積を増加させる。図２に示されるように、本発明の細孔は、完
全な半球のみではない。不規則および異なる細孔形状もまた、表面積の向上を提供する。
したがって、本発明における細孔は、５０％以上の表面積の向上をもたらすことができ、
例えば、いくつかの場合においては、２００％もの表面積の増加をもたらし得る。
【００２２】
　ナノ粒子は、典型的には、１ｎｍ～１０００ｎｍのサイズ範囲の粒子材料である。球体
がナノ粒子の最も一般的な形状の１つであるが、ナノ粒子材料は、棒状、矩形、正方形、
および円筒形等の異なる形状に作製できる。
【００２３】
　ナノ粒子の組成は様々となり得る。ナノ粒子の最も一般的な形態の１つは、コアシェル
粒子であり、コアは金属または無機化合物とし得る。シェル（表面キャッピング）は、不
動態化、環境保護、または改善された電気的もしくは光学的安定性を提供するために、無
機または有機材料で作製できる。そのような構造の例は、デカンチオレートキャッピング
分子でキャッピングされたＡｕナノ粒子であり、他の例は、ＺｎＳシェルがＣｄＳｅコア
を取り囲んだＣｄＳｅ／ＺｎＳである。表面キャッピングシェル層は、多くの場合、粒子
が互いに凝集するのを防ぐ機能を有する。表面キャッピング層はまた、溶媒に対する粒子
の溶解度を左右し得る。シェル分子はまた、ナノ粒子の全体的な特性を変化させるために
改質され得る。
【００２４】
　したがって、本発明の一実施形態において、ナノ粒子と電界紡糸ポリマーナノ繊維とを
組み合わせて、複合ポリマー／ナノ粒子ナノ繊維材料を形成できる。そのような複合材料
において、ナノ粒子は、ともにポリマーバルク内にあってもよく、またはナノ粒子はナノ
繊維の表面上にあるかもしくはナノ繊維の表面内に部分的に埋め込まれていてもよい。後
者の場合、通常、例えば蛍光ナノ粒子の光学特性の向上等、予想外の材料特性が発現する
。この向上した特性は、主に、ナノ粒子のサイズにより決定される特性と、ポリマーナノ
繊維の高い表面積との組合せに起因する。
【００２５】
　本発明の一実施形態において、ナノ粒子は、後述する量子ドット埋め込み（ＱＤＥ）技
術を使用することにより、ナノ繊維の電界紡糸後にポリマーナノ繊維に付着される。
【００２６】
ナノ繊維製造手順
　ここで、いくつかの図を通して同様の参照番号が同一または対応する部分を示している
図面を参照すると、図１は、本発明の繊維および／またはナノ繊維の堆積に好適な電界紡
糸装置を示す概略図である。本発明の一実施形態において、粒子（例えば光刺激性粒子）
は、本発明の繊維および／またはナノ繊維内に組み込まれる。光刺激性粒子を使用した実
施形態の場合、これらの粒子は、一次光を照射されると二次光を放出する。一実施形態に
おいて、光刺激性粒子は、ナノ繊維の直径よりも小さい。
【００２７】
　図１において、電界紡糸装置２１は、電界紡糸要素２４を囲むチャンバ２２を含む。し
たがって、電界紡糸要素２４は、繊維を構成する物質を電界紡糸して繊維２６を形成する
ように構成される。電界紡糸装置２１は、電界紡糸要素２４から離間して配置され、繊維
および／またはナノ繊維を収集するように構成されるコレクタ２８を含む。繊維およびナ
ノ繊維を形成するための様々な方法が、上に列挙され参照することにより組み込まれてい
る特許文献２、特許文献３、および特許文献１に記載されている。
【００２８】
　電界紡糸要素２４は、例えば上記ポリマー溶液等のエレクトロスプレー媒体を含有する
貯蔵供給部３０と連通する。本発明のエレクトロスプレー媒体は、ナノ繊維材料の押出し
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を含む繊維の押出しの技術分野において知られているポリマー溶液および／または溶融物
を含む。実際には、本発明に好適なポリマーおよび溶媒には、例えば、ジメチルホルムア
ミドもしくはトルエン中のポリスチレン、ジメチルホルムアミド／塩化メチレン混合物中
のポリカプロラクトン、蒸留水中のポリ（エチレンオキシド）、蒸留水中のポリ（アクリ
ル酸）、アセトン中のポリ（メチルメタクリレート）ＰＭＭＡ、アセトン中の酢酸セルロ
ース、ジメチルホルムアミド中のポリアクリロニトリル、ジクロロメタンもしくはジメチ
ルホルムアミド中のポリラクチド、および蒸留水中のポリ（ビニルアルコール）、ならび
にこれらの組合せが含まれる。一般に、本発明に好適な溶媒には、ポリマーが溶解し得る
有機および無機溶媒の両方が含まれる。ポリマー材料は、成形されると、好ましくは透明
材料であるが、ポリマーは、（後により詳細に説明するように）発光性化合物のカラーフ
ィルタとして機能する添加剤とともに紡糸できる。
【００２９】
　高電圧源３４は、電界紡糸要素２４を高電圧に維持するために提供される。コレクタ２
８は、電界紡糸要素２４の先端から１～１００ｃｍ離して設置される。コレクタ２８は、
平板またはスクリーンであってもよい。典型的には、２，０００Ｖ／ｍから４００，００
０Ｖ／ｍの電界強度が高電圧源３４によって確立される。典型的には、コレクタ２８は接
地され、電界紡糸要素２４から電界紡糸により生成された繊維２６は、電界３２によりコ
レクタ２８に向かって誘導される。電界３２は、繊維を構成することになる物質を、フィ
ラメントまたは流体の液体ジェット４２として電界紡糸要素２４の先端から引き出す。各
電界紡糸要素２４への物質の供給は、好ましくは、電界紡糸要素２４を出る液滴の形状が
一定に維持されるように、繊維を構成することになる物質を抽出する役割を担う電界強度
と均衡している。ポリマー溶液中には（あるいは、電界紡糸プロセスの後またはその最中
に繊維上に導入される）、発光性化合物が存在する。本発明の一実施形態において、堆積
された繊維の直径は、５０ｎｍから数マイクロメートルの範囲となり得る。
【００３０】
　本発明の電界紡糸プロセスの例示として、以下の限定されない例は、ポリマー、溶媒、
押出し要素の先端と収集表面との間のギャップ間隔、溶媒ポンプ速度、および電気的負性
ガスの添加の選択を例示するために記載される：
分子量３５０ｋｇ／ｍｏｌのポリスチレン溶液、
ジメチルホルムアミドＤＭＦの溶媒、
押出し要素先端直径１０００μｍ、
Ａｌ平板コレクタ、
ポリマー溶液供給ポンプ速度約０．５ｍｌ／時、
ＣＯ２の電気的負性ガス流量８ｌｐｍ、
電界強度２ＫＶ／ｃｍ、
および
押出し要素の先端とコレクタとの間のギャップ間隔１７．５ｃｍ。
【００３１】
　関連出願である特許文献４（上記で参照により組み込まれている）にあるように、本発
明は、異なるサイズの繊維の混合繊維の繊維マットを生成するために、異なる電界紡糸要
素を使用できる。繊維マットは、例えば、マットの一方の面が繊維マットのもう一方の面
より大きい平均繊維直径を有してもよい。
【００３２】
　本発明のナノ繊維において使用される繊維には、アクリロニトリル／ブタジエンコポリ
マー、セルロース、酢酸セルロース、キトサン、コラーゲン、ＤＮＡ、フィブリノゲン、
フィブロネクチン、ナイロン、ポリ（アクリル酸）、ポリ（クロロスチレン）、ポリ（ジ
メチルシロキサン）、ポリ（エーテルイミド）、ポリ（エーテルスルホン）、ポリ（アル
キルアクリレート）、ポリ（エチルアクリレート）、ポリ（エチルビニルアセテート）、
ポリ（エチル－コ－ビニルアセテート）、ポリ（エチレンオキシド）、ポリ（エチレンテ
レフタレート）、ポリ（乳酸－コ－グリコール酸）、ポリ（メタクリル酸）塩、ポリ（メ
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チルメタクリレート）、ポリ（メチルスチレン）、ポリ（スチレンスルホン酸）塩、ポリ
（スチレンスルホニルフルオリド）、ポリ（スチレン－コ－アクリロニトリル）、ポリ（
スチレン－コ－ブタジエン）、ポリ（スチレン－コ－ジビニルベンゼン）、ポリ（ビニル
アセテート）、ポリラクチド、ポリ（ビニルアルコール）、ポリ（塩化ビニル）、ポリ（
ビニリデンフルオリド）、ポリアクリルアミド、ポリアクリロニトリル、ポリアミド、ポ
リアニリン、ポリベンズイミダゾール、ポリカプロラクトン、ポリカーボネート、ポリ（
ジメチルシロキサン－コ－ポリエチレンオキシド）、ポリ（エーテルエーテルケトン）、
ポリエチレン、ポリエチレンイミン、ポリイミド、ポリアミド、ポリイソプレン、ポリラ
クチド、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリスルホン、ポリウレタン、ポリ（ビニルピ
ロリドン）、タンパク質、ＳＥＢＳコポリマー、シルク、およびスチレン／イソプレンコ
ポリマーが含まれ得るが、これらに限定されない。
【００３３】
　さらに、２種以上のポリマーが共通の溶媒に可溶である限り、ポリマーブレンドを含有
するナノ繊維も生成することができる。いくつかの例は、ポリ（ビニリデンフルオリド）
－ブレンド－ポリ（メチルメタクリレート）、ポリ（メチルメタクリレート）－ブレンド
－ポリ（アルキルアクリレート）、ポリスチレン－ブレンド－ポリ（ビニルメチルエーテ
ル）、ポリ（メチルメタクリレート）－ブレンド－ポリ（エチレンオキシド）、ポリ（ヒ
ドロキシプロピルメタクリレート）－ブレンド－ポリ（ビニルピロリドン）、ポリ（ヒド
ロキシブチレート）－ブレンド－ポリ（エチレンオキシド）、タンパク質－ブレンド－ポ
リエチレンオキシド、ポリラクチド－ブレンド－ポリビニルピロリドン、ポリスチレン－
ブレンド－ポリエステル、ポリエステル－ブレンド－ポリ（ヒドロキシエチルメタクリレ
ート）、ポリ（エチレンオキシド）－ブレンド－ポリ（メチルメタクリレート）、ポリ（
ヒドロキシスチレン）－ブレンド－ポリ（エチレンオキシド）である。
【００３４】
比較的平滑なポリマーナノ繊維を作製するための条件
　上記の一溶媒系によるポリマー溶液または一成分による溶融ポリマーのうちの１つを、
上述の電界紡糸技術により平滑なポリマーナノ繊維を製造するために使用することができ
る。さらに、溶媒電界紡糸の他、溶融電界紡糸プロセスは、溶媒電界紡糸技術と類似した
プロセスであるが、ただし溶融電界紡糸プロセスにおいては溶媒が関与せず、溶融物に使
用されるポリマーは、電界紡糸の前にポリマー貯蔵部において２００～３００℃に加熱さ
れる。単一ポリマー系を使用して平滑な繊維を生成できる。溶融電界紡糸に好適なポリマ
ーの例には、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン、エチレンビニルアルコール、フ
ッ素ポリマー、ポリアセタール、ポリアクリロニトリル、ポリアクリレート、ポリアミド
、ポリアミド－イミド、ポリアリールエーテルケトン、ポリブタジエン、ポリブチレン、
ポリカーボネート、ポリケトン、ポリエステル、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエー
テルイミド、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリエチレン、ポリエチレ
ンクロリネート、ポリイミド、ポリメチルペンテン、ポリフェニレンオキシド、ポリフェ
ニレンスルフィド、ポリフタルアミド、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリウレタン、
ポリビニルクロリド、およびポリビニリデンクロリドが含まれるが、これらに限定されな
い。
【００３５】
多孔質ポリマーナノ繊維を作製するための条件
　溶媒電界紡糸技術：この実施形態では、多孔性を達成するために、ポリマー溶液２～１
０パーセント（重量基準）を、揮発性ではないがポリマーと比較して高い誘電率を有する
添加剤と混合し、一実施形態における添加溶媒の誘電率は、５０～１８９の範囲内である
。一実施形態において、好適に高い誘電率を有する有機溶媒としてＮ－メチルホルムアミ
ドが使用され、１～２０ｗｔ％の重量パーセントで溶媒の混合物に添加される。トルエン
は、Ｎ－メチルホルムアミドとともに使用可能な１種の溶媒である。一実施形態において
、トルエンは、混合物の高い重量パーセントで、例えば８０～９９ｗｔ％の範囲内で、電
界紡糸混合物中に使用される。これらのトルエン／メチルホルムアミド／ＰＭＭＡから生
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成された多孔質ポリ（メチルメタクリレート）ＰＭＭＡポリマーナノ繊維は、一例として
図２および３に示されている。電界紡糸の条件は、トルエンの含有、メチルホルムアミド
のジメチルホルムアミドとの置換、およびＰＭＭＡのポリスチレンとの置換を除き、例示
された上の例に密接に従う。
【００３６】
　この手法を用いて得られる平均細孔サイズは、紡糸溶液中の添加剤の重量分率に依存す
るようであった。この効果は、２％から２０％（重量基準）のＮ－メチルホルムアミドの
範囲に対して実証された。２０％を超えるレベルでは、細孔が大きすぎてナノ繊維の円筒
形状を維持できないことが判明した。これらの条件下では、図２Ａおよび図３に示される
ように、多孔質繊維は崩壊してリボン状に潰れる傾向があった。
【００３７】
　図２Ａは、＋２０ＫＶ、１．０ｍｌ／時、コレクタ接地の電界紡糸条件下で作製された
多孔質ＰＭＭＡナノ繊維の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）画像を示す。試料の溶媒の濃度：
（ａ）トルエン９８％、Ｎ－メチルホルムアミド２％；（ｂ）トルエン９５％、Ｎ－メチ
ルホルムアミド５％；（ｃ）トルエン９０％、Ｎ－メチルホルムアミド１０％；（ｄ）ト
ルエン８０％、Ｎ－メチルホルムアミド２０％。図２Ｂは、＋２０ＫＶ、１．０ｍｌ／時
、コレクタ接地の電界紡糸条件下で作製された多孔質ＰＭＭＡナノ繊維のさらなる低倍で
の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）画像を示す。試料の溶媒の濃度：（ａ）トルエン９８％、
Ｎ－メチルホルムアミド２％；（ｂ）トルエン９５％、Ｎ－メチルホルムアミド５％；（
ｃ）トルエン９０％、Ｎ－メチルホルムアミド１０％；（ｄ）トルエン８０％、Ｎ－メチ
ルホルムアミド２０％。
【００３８】
　図２Ａおよび２Ｂにおいて、Ｎ－メチルホルムアミド等の高誘電率溶媒の添加は、単一
溶媒系で調製された平滑なナノ繊維の丸い円筒形状と比較して、得られるナノ繊維を多孔
質に、そして最終的にはリボン形状にすることが明らかである。２％～５％等のより低い
濃度のＮ－メチルホルムアミドで調製されたナノ繊維の場合、ナノ繊維表面上の完全な球
形または円形形状の代わりに、細孔構造は、特に得られるナノ繊維の長手方向に沿って、
ややより細長くなる傾向がある。Ｎ－メチルホルムアミドの濃度が１０％～２０％に増加
すると、丸い細孔は、得られるナノ繊維の長手方向に沿ってさらにより細長くなる傾向が
ある。Ｎ－メチルホルムアミド濃度が２０％に達すると、細孔は互いに融合してナノ繊維
表面上に非常に粗い表面形状を形成し始めた。これらの形状は、ある特定の実験条件では
丸い細孔を特徴とし得るが、５％と１０％の重量割合のＮ－メチルホルムアミドの間で、
細孔サイズが顕著に増加し形状がより細長くなる閾値の存在が明確に観察される。
【００３９】
　ナノ繊維上の細孔の形状は、やや細長い形状から楕円形状までの幅を有し、１．１：１
から１０：１の範囲内のアスペクト比を有することが観察される。細孔は、ナノ繊維の表
面内に部分的に埋め込まれ、いくつかの場合には５～１００ｎｍの推定深さを有するが、
より小さい細孔深さは容易には検出され得ない。細孔は、５～１００ｎｍの推定長さを有
するが、より小さい細孔長さは容易には検出され得ない。したがって、細孔は、ナノ繊維
の内部表面を露出し、細孔のない同様の直径のナノ繊維と比較して増加した表面積を提供
する。隣接した細孔は、その間のナノ繊維壁材料により互いから完全に隔てられてもよく
、または、隣接した細孔は、部分的に重複してナノ繊維内により大きな空隙を形成しても
よい。
【００４０】
　本発明に好適な他の高誘電率溶媒の例には、Ｎ－メチルホルムアミド、Ｎ－メチルアセ
トアミド、Ｎ－メチルプロパンアミド、Ｎ－エチルアセトアミド、Ｎ－プロピルプロパン
アミド、ホルムアミド、Ｎ－ブチルアセトアミド、Ｎ－エチルホルムアミドが含まれるが
、これらに限定されない。それらに適合する溶媒には、トルエン、ジメチルホルムアミド
、クロロホルム、ジクロロメタン、ジメチルアセトアミド、およびアセトンが含まれるが
、これらに限定されない。ポリマーには、ポリ（メチルメタクリレート）、ポリ（ブチル
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メタクリレート）、ポリ（ベンジルメタクリレート）、ポリ（カプロラクトン）、ポリ（
ビニルアルコール）、ポリ（アクリロニトリル）、ポリ（カーボネート）、およびこれら
のブレンドが含まれるが、これらに限定されない。
【００４１】
　二成分ポリマー系電界紡糸を用いた溶融電界紡糸に続くポリマーテンプレート除去：こ
の実施形態において、上述のような溶融電界紡糸プロセスは、溶媒電界紡糸技術と類似し
たプロセスであるが、ただし溶融電界紡糸プロセスにおいては溶媒が関与せず、溶融物に
使用されるポリマーは、電界紡糸の前にポリマー貯蔵部において２００～３００℃に加熱
される。得られるナノ構造における多孔性のために、非混和性ポリマーブレンドを電界紡
糸することにより多孔質ポリマーナノ繊維を得ることができ、この場合一方のポリマーは
骨格（または第１の基材）として機能し、他方のポリマーはテンプレート（または第２の
基材）として機能する。本発明のこの実施形態において、両方のポリマーに共通する溶媒
はない。電界紡糸プロセスにおけるナノ繊維膜形成後、ナノ繊維からテンプレートポリマ
ーを抽出でき、また骨格ポリマーを溶解しない好適な溶媒に膜構造を浸漬することにより
、テンプレートポリマーを除去できる。テンプレートポリマーを使用した多孔質ポリマー
ナノ繊維の形成は、溶媒に基づくポリマーナノ繊維電界紡糸を用いたものが報告されてい
る。非特許文献５から１１は、参照により本明細書に組み込まれる参考文献のリストであ
る。
【００４２】
　二成分ポリマーの例：この例では、骨格ポリマーポリ（ビニルアセテート）（ＰＶＡｃ
）およびテンプレートポリマーポリ（ｂ－ヒドロキシブチレート）（ＰＨＢ）を使用する
。ＰＶＡの非混和性ポリマーブレンドを、９０～２００℃に加熱し、電界紡糸に供してポ
リマーナノ繊維膜を形成する。次いで、得られたナノ繊維膜をジクロロメタン溶媒ととも
にソックスレー抽出器に８時間入れ、ＰＨＢポリマーを完全に除去した。多孔質ＰＶＡｃ
ポリマー膜が形成された。
【００４３】
　ポリマー溶液の電界紡糸に関連した一般的実験手順は、ポリマー溶融物からの電界紡糸
にも適用される。しかし、より高い電圧を必要とすることから、電界紡糸は従来的に真空
中で行われている。溶融紡糸ナノ繊維に関する文献では、平均繊維直径は、１０～２００
μｍの範囲内で、同じポリマーの溶媒電界紡糸ナノ繊維の平均繊維直径よりも大きいよう
である。本発明において、ナノ繊維は、電気的負性ガス環境下で電界紡糸され、骨格およ
びテンプレートポリマーのナノ繊維を生成する。テンプレートポリマーは、骨格ポリマー
の構造および形態を変化させずに、ソックスレー抽出を用いてポリマーナノ繊維膜から抽
出される。ソックスレーは、抽出に使用される溶媒に対する溶解度が限られている固体材
料から不純物を抽出するために使用することができる、既知の実験装置である。
【００４４】
ナノ粒子埋め込み手順
　繊維およびナノ繊維の繊維マットを調製するために使用される、上記または別の場所に
記載の製造手順に関わらず、本発明は、一実施形態において、繊維マットにナノ粒子を埋
め込むための新規な手法を使用する。この単純な一段階技術は、以下に詳説する特定の生
成物中のナノ粒子の取り扱い、貯蔵、廃棄物回収、処理、および利用における多種多様な
応用を提供する。
【００４５】
ナノ粒子の浸入
　図４の結果に関して、量子ドット（ＱＤ）またはナノ粒子が埋め込まれたポリマーナノ
繊維構造は、本発明において、本明細書で量子ドット埋め込み（ＱＤＥ）技術と呼ばれる
、または、本発明に使用される多くのナノ粒子は量子ドットではないため本明細書でより
一般的にナノ粒子埋め込み（ＮＰＥ）技術と呼ばれる、単純な一段階技術により作製され
る。このプロセスでは、ポリマーを溶解しないがポリマーを若干膨潤させる量子ドット溶
液中に、事前に電界紡糸されたポリマーナノ繊維が含浸される。量子ドットまたはナノ粒
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子溶液は、本発明において、従来のコロイド合成法を用いて作製できる。得られるナノ粒
子および／または量子ドットは、有機溶媒中、１０～１５０μｍｏｌ／ｌの範囲内の濃度
で存在する。ナノ粒子または量子ドット溶液の温度は、２０～２５℃の室温である。
【００４６】
　ＱＤＥまたはＮＰＥプロセスの間、ポリマーナノ繊維は、ポリマーへの溶媒の浸入によ
り膨潤し、これによりポリマーネットワークが軟化され開かれる。ナノ粒子または量子ド
ットは、例えば溶液中のナノ粒子または量子ドットのブラウン運動により、溶液からポリ
マー表面に移動する。したがって、例えば５秒から７２時間の期間、ナノ粒子または量子
ドット溶液中に含浸された繊維は、ナノ粒子または量子ドットを吸収する。次いで、得ら
れたナノ構造を、一定の溶媒流で２０～３０秒間洗浄し、弱く付着したいかなる表面ナノ
粒子または量子ドットも確実に除去できる。この例における得られた繊維膜を清浄な顕微
鏡スライド上に置き、使用前に室温で乾燥させた。図４に示されるように、透過型電子顕
微鏡画像では、個々のナノ粒子または量子ドットがナノ繊維の外側および内側の両方で観
察される。この画像および他の画像から、最小限の凝集が観察される。
【００４７】
　本発明の一実施形態によれば、ポリマーナノ繊維上のナノ粒子または量子ドットの表面
充填密度は、含浸時間、ナノ粒子溶液濃度、溶媒組成、および実験温度等のいくつかのパ
ラメータにより制御され得る。これらの因子は、溶媒の存在下でのポリマーナノ繊維の膨
潤に影響する。さらに、高い温度がブラウン運動中のナノ粒子または量子ドットの動きを
促進し得る。高い温度は、典型的には、ポリマーのガラス転位点未満およびＱＤＥ溶媒の
沸点未満であり、通常５０～１００℃の温度範囲内である。
【００４８】
　ナノ粒子埋め込み例：ヘキサン中の２ｎｍＡｕナノ粒子。ポリマーナノ繊維：ポリ（メ
チルメタクリレート）（ＰＭＭＡ）。２ｎｍＡｕナノ粒子溶液を、ＰＭＭＡナノ繊維膜の
存在下、５０℃に加熱した。適用した温度はＰＭＭＡのガラス転位温度よりはるかに低く
、ＰＭＭＡナノ粒子はその構造および形態を変化させない。しかし、適用した温度はポリ
マーの軟化に役立ち、ナノ粒子をナノ繊維の表面下により自由に移動させる。同じく重要
なことに、高い温度は、ナノ粒子のブラウン運動を促進してより速い埋め込みプロセスを
生じさせるのに役立つ。
【００４９】
　上記の結果は、本発明のポリマーナノ繊維マット構造がＱＤ（量子ドット）および／ま
たはナノ粒子を捕集できることを示している。ナノ繊維への粒子吸着の１つの機構は、ポ
リマー／液体界面における粒子のブラウン運動によるものであると考えられるが、その他
の機構も有効であり得る。ナノ粒子を保持する溶媒は、まずポリマーナノ繊維表面層を軟
化させ、ネットワーク構造を開く。次いで粒子がポリマーマトリックス中に移動する（例
えばブラウン運動または他の機構により）。これは、通常１分未満で生じるプロセスであ
る。しかし、溶媒特性、環境の温度ならびにナノ繊維およびナノ粒子の表面化学の作用が
、吸収時間に影響を与える可能性がある。これらの因子は、例えば、ナノ粒子およびナノ
繊維の吸着特性を大幅に変化させる可能性があり、それによってこのＱＤＥ技術のいくつ
かの異なる適用が可能となる。
【００５０】
　粒子吸着のその他の機構には、ナノ繊維マット内での単純な粒子捕捉が含まれ得るが、
これは、吸着されるナノ粒子を含有する流体がナノ繊維マット中のナノ繊維用の溶媒でな
い場合に限定される機構であり得る。
【００５１】
　一実施形態において、ＱＤＥまたはＮＰＥプロセスは、可逆プロセスであると考えられ
る。この実施形態において、ＱＤ／ナノ粒子は、溶媒膨潤効果（すなわち、ポリマーネッ
トワークを開くこと）およびブラウン運動（すなわち、ポリマー表面／表面下への粒子の
移動）により、ポリマーナノ繊維表面に吸着される。このプロセスは、溶液中の粒子濃度
が界面で溶媒／ポリマー平衡状態に達するまで、粒子を消費する。この平衡状態のために
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、ＱＤ担持ポリマーナノ繊維マットを純粋な溶媒中に含浸する次のプロセスが、ポリマー
ナノ繊維材料から粒子を引き出すことが予測される。そのようなプロセスは、図５に図式
的に示され、また図６において繰り返し実証されている。
【００５２】
　図５および６に示されるプロセスにおいて、２ｎｍのサイズのＡｕナノ粒子（ＮＰ）が
、ＱＤＥプロセスの間にポリマーナノ繊維マット上に吸着され、脱着／脱離プロセスにお
いて再び溶媒に放出された。例えばジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）等の少量のポリマー
溶解溶媒が、ＱＤの脱着プロセスの促進に役立った。本発明のナノ繊維マットは、量子ド
ットを含むナノ粒子材料を効果的に濾過除去（または捕集）し得るのに十分小さい細孔サ
イズを有し得る。したがって、溶媒中で膨潤しないナノ繊維マットを通してナノ材料の懸
濁液を濾過しても、ナノ粒子を捕集し濃縮できる。したがって、これらのナノ繊維マット
は、（以下で説明されるように）ナノ材料を安全に処理するために使用でき、また特定の
用途においては、そのようなフィルタから回収されたナノ材料はまだ有用となり得る。
【００５３】
ナノ粒子埋め込み応用分野
１．０　ナノ材料移送
　現在、ナノ材料を移送するための１つの一般的な移送方法は、粒子凝集を最小限化する
ために溶液中で行うものであり、ＮＰは通常、ある特定の溶媒に適合する界面活性剤層で
被覆される。しかし、ＮＰコロイド懸濁液の取り扱いは、２つの重大な安全上の懸念をも
たらす。１つの安全上の懸念は、ナノ材料の未知の毒性、ならびに、ナノ材料が漏出し安
全上の問題を引き起こす発送容器からの不慮の流出および／またはその破損があった場合
の結果である。もう１つの安全上の懸念は、ナノ粒子を保持するために使用される有機溶
媒に関するものである。そのような有機溶媒は、通常、それ自体有毒化学薬品とみなされ
る。
【００５４】
　本発明の一実施形態において、電界紡糸ナノ繊維材料をキャリアとして使用することに
より、これらの問題は解消され得る。ポリマーナノ繊維材料は、ナノ粒子の吸着剤として
使用できる。ナノ粒子は、溶媒を使用せずに固体形態中に保持され得る。上で示されたＴ
ＥＭ顕微鏡データでは、ポリマーマトリックスが、凝集または集塊化を防止するためのナ
ノ粒子の空間分離材として機能し得ることが確認される。
【００５５】
　ナノ構造が使用されるこの実施形態において、複数の利点が提供される。これらの利点
には以下が含まれる。
低コストの材料、
安全上の問題が少ないこと、および
より容易な移送。
【００５６】
　この実施形態において、粒子の捕捉は、ある程度ナノ繊維マットの膨潤に依存する。他
の用途において、ナノ繊維マットは、単に濾過されている溶液からナノ粒子を捕捉するた
めのフィルタとして機能し得る。これらの用途は、溶液と反応するようにナノ繊維マット
材料が選択される用途ほど有益ではない。ナノ繊維マット材料がナノ粒子を含有する溶液
と反応しない場合、濾過が継続するにつれてナノ粒子のある程度の凝集が予測される。ナ
ノ粒子の回収がナノ繊維フィルタからのナノ粒子の個別放出の機構を提供しない限り、凝
集は、いくつかの移送用途では有害となり得る。
【００５７】
２．０　ナノ材料廃棄物回収および処理
　廃棄物回収：ナノ粒子（ＮＰ）研究の急速な進展にも関わらず、明確な均一ナノ材料を
作製するコストは未だに高い。したがって、生成および適用プロセスにおいてＮＰまたは
ＱＤを回収する必要がある。ポリマーナノ繊維構造は、ＮＰまたはＱＤ廃棄物回収材料と
して使用できる。この用途の一例は、ＮＰまたはＱＤ合成後の反応容器からの洗浄溶液中
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のナノ粒子の収集である。そのような洗浄溶液は通常、特に高濃度合成の場合、著しい量
のナノ材料を含有する。本発明の一実施形態におけるポリマーナノ繊維マットは、ＮＰま
たはＱＤを含有する洗浄溶液中に挿入され、ナノ粒子を吸着する。図５に関して説明され
た手順を使用して、ナノ粒子を再利用できる。
【００５８】
　この再利用は、以下の利点を提供する。
製造コストの削減、および
容易な使用。
【００５９】
　この実施形態において、粒子の捕捉は、上述のようにある程度ナノ繊維マットの膨潤に
依存する。他の廃棄物回収用途において、ナノ繊維マットは、単に濾過されている溶液か
らナノ粒子を捕捉するためのフィルタとして機能し得る。これらの用途は、溶液と反応す
るようにナノ繊維マット材料が選択される用途ほど有益ではない。ナノ繊維マット材料が
ナノ粒子を含有する溶液と反応しない場合、濾過が継続するにつれてナノ粒子のある程度
の凝集が予測される。ナノ粒子の回収がナノ繊維フィルタからのナノ粒子の個別放出の機
構を提供しない限り、凝集は、いくつかの移送用途では有害となり得る。
【００６０】
　廃棄物処理：多くのナノ材料ＮＰまたはＱＤの毒性は未知であるが、特にそれらの高い
反応性および超微小寸法に起因して、毒性は高いと推定される。微小ナノ粒子をより大き
なバルク材料に変換するプロセスは、材料の毒性を大幅に低下させる。本発明の一実施形
態において、図７に示されるように、ＱＤＥプロセスがナノ材料廃棄物処理に使用される
。
【００６１】
　このプロセスは、ポリマーナノ繊維構造へのＱＤＥ粒子吸収と、それに続くナノ粒子を
溶融する焼成手順とを含む。プロセスは比較的単純であり、複雑な手順および高価な機器
を必要としない。
【００６２】
　この実施形態において、上述のように、粒子の捕捉は、ある程度ナノ繊維マットの膨潤
に依存する。他の廃棄物処理用途において、ナノ繊維マットは、単に濾過されている溶液
からナノ粒子を捕捉するためのフィルタとして機能し得る。この用途においてナノ粒子の
回収は問題とされないため、溶液と反応するように選択されるナノ繊維マット材料の使用
は、重要な問題ではない。
【００６３】
　ナノ材料廃棄物回収および処理の例：ナノ粒子：暗褐色のヘキサン中２ｎｍＡｕコアシ
ェルナノ粒子。ポリマーナノ繊維：白色のポリ（アクリロニトリル）（ＰＡＮ）電界紡糸
ナノ繊維。ＰＡＮは、ナノ繊維膜形態に電界紡糸し、ＱＤＥプロセスのために２ｎｍＡｕ
ナノ粒子溶液中に２～４時間入れた。このＱＤＥプロセスの最後に、ナノ繊維マットは暗
褐色に変化し、膜上へのナノ粒子吸収を示唆していた。次いで、ナノ粒子担持ＰＡＮナノ
繊維膜を管状炉内に入れ、空気中で２時間、４５０～６００℃で焼成した。この加熱プロ
セス中、ナノ粒子上の表面有機キャッピング分子は燃焼し、凝集形態のＡｕナノ粒子が残
った。
【００６４】
　このプロセスの利点には、以下が含まれる。
低コストのポリマーナノ繊維材料、
高価な機器を必要としない、低コストの廃棄物処理手順、および
従来の廃棄物処理技術（溶媒蒸発および燃焼）を使用した場合の環境中へのナノ材料再導
入の可能性の最小限化。
【００６５】
ポリマー薄膜の使用に対するナノ繊維の使用の利点
　理論上、ポリマー薄膜材料も同じ目的で機能し得るが、ポリマーナノ繊維構造には、薄
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膜材料と比較して、以下を含むいくつかの大きな利点がある。
より高い表面積。微小繊維直径に起因して、ナノ粒子がより多くの表面に到達できる；お
よび
マット中のナノ繊維充填構造。薄膜材料に対するＱＤＥプロセスでは、ＮＰ／ＱＤは薄膜
材料の表面／表面下にしか到達できない。電界紡糸ナノ繊維の場合、極めて多孔質の充填
構造が、同じ量の材料において、ＱＤ／ＮＰが付着するはるかに大きな到達可能表面を提
供する。
【００６６】
３．０　発光性ナノ構造
　固体照明（ＳＳＬ）は、発光源として、電気フィラメントまたはガスではなく、発光ダ
イオード（ＬＥＤ）、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）、またはポリマー発光ダイオード
（ＰＬＥＤ）を使用する照明の種類を指す。市販のＳＳＬデバイスは普通、通常２ｍｍを
超える粒子で構成される蛍光体により囲まれたＬＥＤからなる。蛍光体材料は良好な発光
特性を示すが、波長の数が制限されているために低効率でスペクトル品質が低いという問
題がある。量子ドット材料は、通常１～１０ｎｍの範囲内の微小粒子サイズに起因するそ
の極めて微調整可能な光学特性のために、ＳＳＬ材料製造のための有力な候補となってい
る。
【００６７】
　量子ドットは、その寸法が室温での電子のサイズ（ド・ブロイ波長）以下の桁を有する
ナノ粒子である。量子ドットのサイズがほぼ電子のド・ブロイ波長以下である場合、見か
け上電子を閉じ込めるポテンシャル井戸が形成される。基礎量子力学の「箱の中の粒子」
の解において説明されるように、このポテンシャル井戸のサイズが、電子がとり得る量子
化されたエネルギー順位を決定する。エネルギー順位が量子ドットの蛍光波長を決定する
ため、量子ドットのサイズを変更するだけで、大方、量子ドットが可視光を放射する色が
変化する。したがって、量子ドットの量子閉じ込め効果は、それぞれの量子ドットから放
出される光に直接影響し、異なるサイズの量子ドットを製造することにより広範囲の色を
達成できる。
【００６８】
　典型的な量子ドットには、より高いバンドギャップを有する無機材料のシェルで囲まれ
ていてもよいナノ結晶コアが含まれる。この構造は、様々な溶媒との適合性を確実とする
外部有機層によりキャッピングされる。これに関して、集合体全体（すなわち、ナノ結晶
コア、より高いバンドギャップ材料のシェル、および有機キャッピング層）が、集合的に
量子ドットと呼ばれる。そのような量子ドットの代表例は、硫化亜鉛シェルで囲まれ、ト
リオクチルホスフィンオキシド等の有機配位子でキャッピングされたセレン化カドミウム
ナノ結晶コアからなる。そのようなコアシェル構造は、Ｔｒｏｙ、ＮＹのＥｖｉｄｅｎｔ
　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社により販売されている。
【００６９】
　量子ドットのナノ結晶コアは、ケイ素、ゲルマニウム、リン化インジウム、リン化イン
ジウムガリウム、リン化インジウム、硫化カドミウム、セレン化カドミウム、硫化鉛、酸
化銅、セレン化銅、リン化ガリウム、硫化水銀、セレン化水銀、酸化ジルコニウム、酸化
亜鉛、硫化亜鉛、セレン化亜鉛、ケイ酸亜鉛、硫化チタン、酸化チタン、および酸化スズ
等のうちの少なくとも１種を含むがこれらに限定されない、様々な材料から製造できる。
本発明に特に実用的なのは、ＣｄＳｅ、ＩｎＧａＰ、ＩｎＰ、ＧａＰ、およびＺｎＳｅの
うちの少なくとも１種のコアを有する量子ドットである。量子ドットの光学特性は、この
ナノ結晶コアにより提供される。
【００７０】
　量子ドットは、トルエン等の低誘電率（低Ｋ）有機溶媒中のコロイド分散液として市販
されている。しかし、量子ドットは、相互に誘引力を受けて凝集する可能性があり、これ
によりそれらの量子力学的挙動が阻害されそれらの性能特性が変化し得る。例えば、凝集
は、量子ドットの発光効率を低減することが知られ、また凝集の結果形成されたより大き
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なドットへのエネルギー伝達に起因して、放射周波数の赤方偏移をもたらすことが知られ
ている。参照により本明細書に全内容が組み込まれる、非特許文献１２を参照されたい。
僅かな色の変動に対する人間の目の感受性のため、粒子凝集は、発光源からの光の品質に
大きく影響し得る。極端な場合、凝集は、量子ドットからのフォトルミネッセンスの消光
をもたらし得る。
【００７１】
　図８Ａおよび８Ｂは、例えば、ナノ繊維の表面上またはバルク内に配置された発光性粒
子４（すなわち、以下に開示される化合物のうちの１種）を含む、光刺激性繊維（ＬＦ）
２を示す概略図である。より具体的には、図８Ａは、図８Ａにおいてナノ繊維として示さ
れている繊維２の体積内の発光性粒子４（例えば、量子ドット半導体材料またはナノ蛍光
体等の光刺激性粒子）の配置を示す概略図である。図８Ｂは、これも図８Ｂにおいてナノ
繊維として示されている繊維２の表面上または表面近傍の発光性粒子４の配置を示す概略
図である。図８Ｃは、繊維マット６の全体が光学散乱中心として機能する、本発明の一実
施形態による繊維マット６を示す概略図である。この構成において、本発明の一実施形態
によれば、刺激性粒子は（明確には示されていないが）繊維マットの厚さｈにわたりナノ
繊維２と関連して配置されている。ナノ繊維２は、励起（または一次）光に対する散乱部
位を累積的に提供し、それにより、本発明の一実施形態において、ポンプ源の光と刺激性
粒子４との間の相互作用の確率が高められる。
【００７２】
　図８Ｄは、繊維２が個々の散乱中心として示されている、本発明の一実施形態による繊
維マット６を示す概略図である。ナノ繊維２は、励起（または一次）光に対する散乱部位
を個々に提供し、それにより、本発明の一実施形態において、ポンプ光源と刺激性粒子４
との間の相互作用の確率が高められる。
【００７３】
　したがって、以下でより詳細に説明される本発明の様々な実施形態において、繊維マッ
トからの刺激性放出に関して例えば図８Ｃおよび８Ｄに示される繊維マットを含むデバイ
スが提供される。繊維マット６は、１００ｎｍから２０００ｎｍの範囲内の平均繊維直径
を有するナノ繊維と、ナノ繊維と関連して配置された複数の光刺激性粒子とを含む。刺激
性粒子４は、波長λの一次光を受光すると二次発光を発生できる。平均繊維直径は、一次
光に対する繊維マット内の散乱部位を提供するために、波長λと同程度のサイズである。
【００７４】
　平均繊維直径は、１００ｎｍから２０００ｎｍ、または、より好適には、３００ｎｍか
ら６００ｎｍ、または、より好適には、４００ｎｍから５００ｎｍの範囲内である。平均
繊維直径は、波長λの０．５０倍から１．５０倍の範囲内であり、または、より好適には
、波長λの０．９倍から１．１０倍の範囲内である。波長λは、１００ナノメートルから
２０００ナノメートル、または、より好適には、４００ナノメートルから５００ナノメー
トルの範囲内である。繊維マット６は、０．１マイクロメートルから２，０００マイクロ
メートルの範囲内、または、より好適には、１マイクロメートルから５００マイクロメー
トルの範囲内の厚さを有する。
【００７５】
　本発明の様々な実施形態において、刺激性粒子４は、例えば、上に挙げた量子ドット材
料の他に、またはそれに加えて、ナノ蛍光体を含む。例えば以下のリストにある、または
その他のナノ蛍光体が、本発明に好適である。好適なナノ蛍光体の例には、以下が含まれ
るが、これらに限定されない。
１．希土類ドープ金属酸化物、例えばＹ２Ｏ３：Ｔｂ、Ｙ２Ｏ３：Ｅｕ３＋、Ｌｕ２Ｏ３

：Ｅｕ３＋、ＣａＴｉＯ３：Ｐｒ３＋、ＣａＯ：Ｅｒ３＋、（ＧｄＺｎ）Ｏ：Ｅｕ３＋；
２．希土類ドープイットリウムアルミニウムガーネット（ＹＡＧ）、例えばＹＡＧ：Ｃｅ
３＋；
３．希土類ドープ酸化ジルコニウム、例えばＺｒＯ２：Ｓｍ３＋、ＺｒＯ２：Ｅｒ３＋；
４．希土類ドープバナジウム酸塩（ＹＶＯ４：Ｅｕ）およびリン酸塩（Ｌａ，Ｃｅ，Ｔｂ
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）ＰＯ４；
５．ホストマトリックス（例えばＧｄ２Ｏ３、ＧｄＯ２Ｓ、ＰｂＯ、ＺｎＯ、ＺｎＳ、Ｚ
ｎＳｅ）およびドーパント（Ｅｕ、Ｔｂ、ＴｍおよびＭｎ）からなるドープ材料；ならび
に
６．硫化亜鉛およびセレン化亜鉛の金属ドープ形態（例えばＺｎＳ：Ｍｎ２＋、ＺｎＳ：
Ｃｕ＋）。
本発明に特に実用的なのは、希土類ドープＹＡＧ、ドープＺｎＳ、およびドープＺｎＳｅ
のうちの少なくとも１種を含むナノ蛍光体である。
【００７６】
　さらに、後により詳細に説明するように、刺激性粒子４は、一次光からそれぞれの二次
発光を発生し、それにより、７０を超える、または８０を超える演色評価数を有する合成
白色光を形成する、複数の特有色発光体（すなわち、異なるサイズの量子ドットの分布ま
たはナノ蛍光体の分布）を含み得る。図８Ｅは、繊維が異なるサイズの量子ドットの繊維
上の分布を有する、本発明の一実施形態による繊維マット６を示す概略図である。
【００７７】
　本発明の一実施形態において、例えばナノ繊維の繊維マット等の高表面積媒体上に刺激
性粒子４を分散させることにより、ナノ繊維２および刺激性粒子４（例えば量子ドット）
を含有する繊維マット６の放出効率は、フィルムに発光性粒子が分散した平面充填の場合
に達成される放出効率より高く増加する。その結果、本発明の一実施形態において、その
ようなナノ繊維マット構造は、量子ドットがフィルムに分散した場合よりも高い効率で、
ＬＥＤにより放出された光子を捕集でき、また平面充填発光性粒子により可能な強度より
も高い強度で、可視波長で再放射できる。さらに、表面細孔を有するナノ繊維の使用は、
後に例を挙げて説明するように、この効果を向上させる。
【００７８】
　いかなる特定の理論にも制限されないが、繊維２から散乱する光は、繊維直径、繊維上
の細孔のサイズ、光の波長、光に対する繊維の方位および繊維の屈折率に依存する。繊維
のポリマーは、１．３から１．６の範囲内の実屈折率を有する。若干吸収性の材料の（そ
して本発明のナノ繊維構造と同様に機能し得る）長繊維の光散乱効率曲線の例は、以前に
非特許文献１３により詳説されている。その以前の研究において、３００ｎｍの入射光に
対し、最大光散乱は、３．１４のサイズパラメータ（π×繊維直径／波長）およびＱ１＝
４．２の散乱効率（Ｑ）を有する。６００ｎｍの入射光に対しては、サイズパラメータは
１．６であり、Ｑ１＝２である。したがって、より短い波長の光（本発明において頻繁に
使用されると予測される）は、より長い波長の光よりも２倍繊維のマットに捕捉され易い
。この現象を別の言い方で説明すると、平均的に、適切に設計されたナノ繊維材料を通る
４００ｎｍの光の光路長（ＯＰＬ）は、６００ｎｍの光のＯＰＬよりも長いということで
ある。本発明に適用すると、この現象が意味することは、繊維マット内の繊維の光散乱特
性から発光の向上を得ることができる、すなわち、繊維のそれぞれが散乱中心として機能
し、繊維のマットが、繊維マット媒体中に励起光をより効果的に閉じ込める媒体として機
能し、励起光が繊維マット内に滞留している間発光体と相互作用する確率をより高くする
ことができるということである。
【００７９】
　例えば、本発明において、典型的な励起周波数は、４５０ｎｍの青色光である。白色光
を生成するためには、構造は、４５０ｎｍから８００ｎｍの広範囲の周波数にわたり放射
線を放出する必要がある。マット６内のナノ繊維４の平均直径が励起源の波長（すなわち
４５０ｎｍ）とほぼ同じであるナノ繊維構造を製造することによって、励起周波数は、光
散乱により効果的にナノ繊維構造内に捕捉され得る（すなわち、励起源のＯＰＬが長い）
。これは、励起源が蛍光発光を開始させて白色光を生成する可能性を増加させる。一方、
発光性化合物の蛍光発光により生成されたより長い波長の放出光は、繊維マット内のナノ
繊維によってより非効率的に散乱され、より最小限の散乱で繊維マット構造から放射され
易い。これらの条件下で、波長および繊維直径の関数としての光散乱／フォトニック特性
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は改善される。
【００８０】
　ナノ繊維の光散乱効果に加えて、約１５０ｎｍ以上の寸法を有する表面細孔もまた、波
長に依存して異なる程度に光を散乱する。そのような表面細孔は、上述のように、高誘電
率溶媒および低誘電率溶媒の溶媒混合物を使用して、電界紡糸ナノ繊維に製造できる。そ
のようなナノ繊維上の細孔の散乱効率は、非特許文献１３及び１４に記載されている方法
を使用して、容易に計算できる。例えば、ポリ（メチルメタクリレート）内に完全に埋め
込まれた直径１５０ｎｍの細孔は、４００ｎｍでは０．３３４の散乱効率を有するが、７
５０ｎｍでは僅か０．０６２の散乱効率である。細孔サイズは繊維直径よりも小さくなり
得るため、図２に示されるように、各繊維上に複数の細孔を設けて、さらに大きな波長間
の光散乱の差を提供できる。この効果は、上述のナノ繊維の効果と酷似して相乗効果を生
成し、多孔質ナノ繊維によって、より短い波長がより低い波長よりもはるかに効果的に散
乱される。表面細孔およびナノ繊維の両方に起因するこの波長依存性の光散乱効率の差は
、以下の説明においいて、ナノ繊維の総合特性と呼ばれる。多孔質ナノ繊維のこの特性は
、以下で説明するように、照明等の用途において有利となり得る。
【００８１】
　本発明の一実施形態において、繊維マット６は、（図８Ｃに示されるように）複数のナ
ノ繊維層を含む。これらの層のナノ繊維２は、個々に、入射励起光に対する散乱中心とし
て機能する。典型的には、ナノ繊維は、ほぼ励起源の波長（すなわち２００～５００ｎｍ
）と同じ平均直径を有する。さらに、繊維中の層の数は、典型的には、０．１マイクロメ
ートルから２，０００マイクロメートルの範囲内の繊維マット６の厚さを形成し得るが、
例えば０．０１マイクロメートル等のより薄い値、および例えば３，０００マイクロメー
トル等のより厚い値が好適である。より薄い層は入射励起光をより「捕集」しにくい可能
性があり、またより厚い層は、量子ドットからの誘導光を実質的に散乱し得る。
【００８２】
　本発明の一実施形態において、刺激性粒子４は、繊維が合体して得られる繊維マット６
となる際に、粗面化された電界紡糸繊維２に適用され得る。この場合、刺激性粒子４は、
電界紡糸プロセス中に電界紡糸繊維に付着される。この実施形態において、刺激性粒子４
は、ナノ繊維の表面または表面近傍に位置付けられる。プロセスは、制御条件下でのナノ
繊維の電界紡糸に関して上述された一般的技術と同様である。刺激性粒子４は、電界紡糸
繊維が乾燥する前に電界紡糸繊維の表面上に付着される。刺激性粒子４は、ポリマー溶液
を電界紡糸しているエレクトロスプレー先端から離れた位置に向けられたエレクトロスプ
レービームにより導入され得る。
【００８３】
　刺激性粒子４の低い凝集度は、この実施形態において、ナノ繊維形成と光刺激性粒子付
着ステップとを分離することにより達成できる。これは、例えば、（例えばエレクトロス
プレー溶液からの）刺激性粒子４を、生成したナノ繊維が乾燥する領域に導入することに
より達成できる。エレクトロスプレー導入技術では、量子ドットを含有する溶媒（例えば
トルエン等）の液滴を静電的に分断することにより、刺激性粒子懸濁液のサブマイクロメ
ートルの液滴が生成される。エレクトロスプレーされた液滴は高電荷を有し（通常正に帯
電）、反対の電荷を保持し得るポリマーナノ繊維６の表面までの通過中、同じ電荷の反発
により凝集しない。
【００８４】
　ナノ繊維はニードルからの排出の間に乾燥するため、エレクトロスプレーの場所により
、刺激性粒子４のナノ繊維２中への浸透が制御される。例えば、エレクトロスプレービー
ムがエレクトロスプレー先端近くに移動されると、ナノ繊維はより多くの溶媒を含有し、
刺激性粒子４は繊維中により深く埋め込まれるため、ナノ繊維はより柔らかくなり易い。
あるいは、エレクトロスプレービームがエレクトロスプレー先端から離れてコレクタ近く
に移動されると、ナノ繊維はより乾燥し、刺激性粒子は表面に制限される。刺激性粒子を
分散させるために使用される溶媒等の他のパラメータもまた、エレクトロスプレーされた
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量子ドットの浸透の深さに影響し得る。
【００８５】
　刺激性粒子４をナノ繊維２中に導入するための適用技術に関わらず、本発明の光刺激性
構造における適切なサイズの繊維（すなわち、励起周波数波長に近い直径のサイズの繊維
）の効果を検証するために、４５０ｎｍの平均直径を有するナノ繊維を有する繊維マット
、およびナノ繊維を含有しないポリマーフィルムを調製した。材料は両方とも、同量の量
子ドット（すなわち発光性化合物）を有していた。
【００８６】
　図９は、２つの試料からの合成光スペクトルである。ここでは、意図的な多孔性のない
量子ドット浸入ナノ繊維構造と、表面に量子ドットが付着した薄膜とを比較している。ポ
リマーフィルム試料の曲線「ｂ」と対照的な、曲線「ａ」により示される対応するスペク
トルにおける５４０ｎｍのピークの発光の強度により示されるように、ナノ繊維中に量子
ドットが分散している場合、蛍発光の強度はポリマーフィルム試料と比較して約一桁増加
した。この性能の改善は、上で説明されたように、ナノ繊維マトリックスと固体フィルム
との間の構造の違いに由来する、ナノ繊維材料の拡散した光散乱性に起因すると考えられ
る。すなわち、本発明のナノ繊維マットは、より低いエネルギーの光（例えば赤色光）よ
りも、より高いエネルギーの光（例えば青色またはＵＶ励起）をより効率的に散乱させ、
高エネルギー光に対し、材料を通過するより長い光路長（ＯＰＬ）を形成する。ＯＰＬが
より長いため、高エネルギー光は、ナノ繊維構造内でより反射され易くなり、量子ドット
により捕集されて量子ドット含有媒体からより高い強度の発光を発生し得る確率が高まる
。固体フィルムのスペクトル（すなわち曲線「ｂ」）においては赤方偏移がほとんど見ら
れないことから、固体フィルムにおいては凝集は強度を低減させなかったと思われる。さ
らに、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）および紫外－可視分光法を使用して、量子ドットがサ
イズに関わらず繊維マット全体に均一に分散することが判明した。
【００８７】
　微小粒子は多くの場合静電引力を受けるため、凝集は低濃度であっても発光量子ドット
デバイスにおいて問題となり得る。しかし、本発明は、高表面積ナノ繊維を使用して粒子
凝集を低減し、これは大量のナノ粒子を収容することができる高表面積ナノ繊維の能力に
起因すると考えられる。さらに、表面多孔性または表面粗度は、この発光デバイス用途に
おける量子ドット、およびより一般的には他の用途におけるナノ粒子が凝集せずに存在し
得る部位を提供する。
【００８８】
　発光デバイスの一実施形態において、凝集は、得られる繊維における発光性化合物の分
散の不均一性をもたらすため、望ましくない。凝集は、合成発光の色均一性を変化させ得
る。さらに、凝集はまた、放出周波数の赤方偏移および消光に起因する放出強度の低減を
もたらすことにより、発光性化合物の光学特性を低下させる。
【００８９】
　ナノ粒子のサイズ分布は、例えば、溶媒系の有機相の変化、ナノ粒子が形成される温度
の変化、ナノ粒子の形成に使用される反応物質の濃度の変更、保護シェル層の追加、キャ
ッピング分子化学の変化、ナノ粒子を形成する材料の凝集を制御するための界面活性剤の
添加、粒子核生成中の電場または磁場の印加、ナノ粒子の形成中の音響エネルギーの印加
等の複数のパラメータを管理することにより、制御できる。
【００９０】
　典型的には金属または広いバンドギャップを有する無機材料であるシェルをナノ粒子（
すなわち量子ドット）の周りに施して、ナノ粒子を化学的に安定化し得る。界面活性剤ま
たはその他の有機配位子からなる配位圏または表面キャッピング層を、シェルの周りに含
有およびシェルの外側に付着させて、溶解を促進し凝集を防止することができる。そのよ
うな配位子は、ナノ粒子が形成または乾燥状態で使用される際に、ナノ粒子の凝集を防止
するのに役立ち得る。あるいは、粒子核生成後に電気泳動分離等の分離方法を使用して、
所望の粒子分布を達成できる。
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【００９１】
　本発明の一実施形態において、上述のように、例えば量子ドット等の光刺激性粒子は、
電界紡糸後に繊維マットに適用できる。この実施形態は、図１０に示される。本発明のこ
の実施形態によれば、繊維マットは、８００において、例えば上述の技術等の電界紡糸方
法により形成される。８１０において、刺激性粒子４を含有する溶液が提供される。８２
０において、ナノ繊維マット６が溶液中に含浸される。溶液は、繊維マット６内に存在す
るポリマーを溶解しないが若干膨潤させるように選択される。
【００９２】
　埋め込みプロセス中、ポリマーナノ繊維は溶媒により膨潤し得る。このネットワーク内
の繊維の膨張はまた、繊維間の空間を膨張させ、これによりネットワーク空間を開いて粒
子をその間で移動させる。粒子は、ブラウン運動により繊維表面に移動し得る。粒子は、
繊維マット６が表面細孔を含む場合、ナノ繊維マットの表面細孔内に配置され得る。繊維
マット６は、１分間から７２時間の期間、溶液中に含浸でき、また溶媒で０～６０秒間洗
浄し、弱く付着したいかなる表面粒子も確実に除去できる。次いで繊維マット６を支持体
上に設置し、使用前に室温で完全に乾燥させることができる。さらに、上述のナノ粒子お
よび量子ドット溶液、ならびに上述の手順を、多孔質ナノ繊維中のナノ粒子および量子ド
ットの捕捉に使用できる。
【００９３】
　ポリマー／量子ドット複合溶液をスピンコーティングすることにより調製された、量子
ドットで構成されるバルクポリマーを用いた研究が報告されている。また、ポリマー／量
子ドット複合溶液を電界紡糸することにより作製された、ポリマー／量子ドット複合ナノ
繊維を用いた研究も報告されており、ナノ繊維構造の高い表面積も使用して量子閉じ込め
効果が生成されている。しかし、これらの２つの方法により調製された複合材は、複合材
中の量子ドットの凝集問題を抱えている。凝集は、得られる材料の量子効率の低下をもた
らす。
【００９４】
　本発明のＱＤＥおよびＮＰＥ技術は、ポリマー材料の表面上および表面下への個々の粒
子の吸収により、ナノ繊維生成後にポリマー／量子ドットまたはナノ粒子複合材料を生成
できる。さらに、上で示した粗面化および多孔質表面もまた、複合形態における量子ドッ
トの凝集を劇的に低減するのに役立つことができ、したがって得られる材料の高い量子効
率をもたらす。ＱＤＥ技術を使用した製造の一例を以下に示す。
【００９５】
　発光性ポリマーＱＤＥの例：ポリ（メチルメタクリレート）（ＰＭＭＡ）。量子ドット
：ヘキサン中のＣｄＳｅ／ＺｎＳ量子ドット。上述の製造手順において挙げた装置および
条件を使用して、まずＰＭＭＡナノ繊維膜を電界紡糸した。電界紡糸構造を周囲条件下で
２４時間放置して完全に溶媒を蒸発させ、続いてＱＤＥプロセスのためにＣｄＳｅ／Ｚｎ
Ｓ量子ドット／ヘキサン溶液中に１～６０分間含浸した。プロセスの最後に、膜を溶液か
ら取り出し、周囲条件下で３０分放置して乾燥させてから、光学的特性決定を行った。
【００９６】
　一実施形態において、ＱＤＥ製造膜構造は、ドープ内ポリマー／量子ドット複合ナノ繊
維よりも３．５倍高い量子効率を示した。ドープとは、量子ドット／ポリマー混合溶液を
指す。ドープ内ナノ繊維とは、ポリマーと量子ドットとの混合物から電界紡糸されたナノ
繊維を指す。結果として、量子ドットは通常、ポリマーナノ繊維の内側に存在する。本発
明のＱＤＥ製造膜構造の３．５倍高い量子効率の差は、ａ）ドープ内繊維に使用された溶
媒によるＱＤの消光、ｂ）ドープ内繊維の電界紡糸プロセスによるＱＤ配位圏の損傷、ｃ
）ドープ内繊維がＱＤＥ繊維よりもナノ繊維材料による光の吸収が高い傾向があること、
を含む、いくつかの因子に起因し得る。
【００９７】
　最後に、発光性材料を形成するＱＤＥ／ナノ繊維構造は、例えばエポキシマトリックス
等のカプセル材内に含め得る。図１１は、本発明の一実施形態に従い、発光ダイオード（
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ＬＥＤ）がカプセル材を通して発光性または光刺激性粒子を含む繊維に向かう光を結合す
る構成を示す概略図である。より具体的には、図１２は、量子ドット（図示せず）のある
特定の分布を有するナノ繊維材料２、４を通るＵＶまたは青色光を放出するＬＥＤ５０を
示す。ＬＥＤ５０により放出されたＵＶまたは青色光は、ナノ繊維材料２、４への入射光
を構成する。刺激性粒子４（例えば量子ドット）は入射光を吸収し、その特性に依存して
白色光を放出する。繊維マット材料２、４は、例えばエポキシカプセル材５２内にカプセ
ル化されている。エポキシ５２は、完全に、または部分的に、ＬＥＤ５０および繊維マッ
ト材料２、４の両方をカプセル化し得る。繊維マット材料２、４は、可視スペクトルの所
望の部分にわたる発光を発生させるために、約１．５ｎｍから１０ｎｍまで変動するサイ
ズの量子ドットを含み得る。様々な量子ドットの濃度（および／またはサイズ分布）は制
御され、本発明の一実施形態では、太陽放射に類似した高品質の白色光を生成する。
【００９８】
　他の例において、他の非白色光用途のために、青色発光体より高濃度の赤色発光体を選
択できる。したがって、本発明は、発光構造の各領域に適切な量子ドット発光体をそれぞ
れ設置することにより、単色性発光構造および特有色発光構造の両方の作製を可能にする
。例えば光ファイバケーブルを介して結合された共通光源が各領域から異なる光を発生さ
せるように、各発光色（すなわち、白、赤、青、緑、または配合色）の事前に製造された
繊維マットを切断して各領域に設置できる。
【００９９】
　本発明の別の実施形態によれば、エポキシによるカプセル化の前に、マットをＬＥＤ５
０の表面上に直接設置できる。この設置により、エポキシ内へのＵＶ吸収によるエネルギ
ー損失を低減できる。量子ドット等の刺激性粒子４は、最大吸収効果のためにＬＥＤ近傍
に集中させてもよい。さらに、ナノ繊維マットのＬＥＤへの結合の一部として、ＵＶ光を
捕捉するために必要な散乱効果を最適化するために、繊維内の隙間をシリコーン等の低屈
折率ポリマーで充填してもよい。
【０１００】
　図１１は、本発明の一実施形態に従い、発光ダイオード（ＬＥＤ）５０が、刺激性粒子
４を含む繊維２を中に含有するカプセル材５２を通して光を結合する構成を示す概略図で
ある。この実施形態において、図１１に示されるように、刺激性粒子４を含むナノ繊維マ
ットは、分割され（例えば切断され）、エポキシカプセル材５２、例えばＬＥＤにおいて
典型的に使用されるカプセル材に充填材として添加されている。代替の手法は、エポキシ
のせん断により繊維を分散させることである。ナノ繊維は、透明なエポキシの可視光透過
性に干渉しないように微小に作製できるため、エポキシの光学特性は影響を受けないはず
である。
【０１０１】
　従来技術と比較した本発明の様々な実施形態のいくつかの利点には、１）本発明の光刺
激性デバイス中にナノ粒子の分布を組み込むことにより、広域スペクトル放出を有する発
光性材料の提供が実現され得ること、２）そのような構造の形成は、蛍光体用に現在使用
されているキャスティングまたは電気泳動法よりも、必要とする溶媒が少ないこと、３）
ナノ粒子（すなわち粒子密度、サイズ、組成等）およびナノ繊維形状（すなわち長さ、直
径、多孔性等）の選択により、発光性材料の放出、伝達および散乱特性を個別に制御でき
ること、４）より高い表面積および繊維形状の制御により、フォトルミネッセントコンバ
ータのより効率的な動作を可能にすること、ならびに５）代替手法よりも便利な、最終デ
バイス中のナノ粒子の取り扱いおよび加工のためのプロセスを提供すること、が含まれる
。
【０１０２】
４．０　触媒ナノ構造
　現在、白金は、燃料電池システムにより一般的に使用される触媒金属の１つである。そ
の高い触媒活性にも関わらず、この貴金属のコストは、移送ニーズにおける商業化に対す
る主な障害の１つとなっている。したがって、Ｐｔ触媒を最も効率的に使用できる、高い
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表面積、高い耐久性の特性を有する担体材料をいかにして設計するかが、対応すべき重要
な問題となる。
【０１０３】
　多くの研究は、ＰＥＭＦＣにおける触媒担体として、高表面積炭素材料（例えばカーボ
ンブラック）を使用することに焦点を置いてきた。この炭素担持システムには２つの大き
な課題がある。１つの課題は、凝集問題である。個々の粒子サイズは１～１００ｎｍの範
囲内であるにも関わらず、この触媒担体系は、通常、加熱中、粒子間相互作用による数百
ナノメートルからマイクロメートルのサイズ範囲の粒子凝集が問題となり、全表面積の大
幅な減少をもたらす。もう１つの課題は、加熱後の触媒粒子のシンタリングであり、これ
はこれらの粒子の触媒活性およびナノ特性の低下をもたらす。
【０１０４】
　本発明のこの実施形態において、初期触媒担体テンプレートとして多孔質ポリマーナノ
繊維（５０～５００ｎｍの直径を有する）が使用され、続いてポリマー繊維の炭化および
触媒活性化が行われる。そのようなポリマーナノ繊維材料は、調製直後のままで使用する
ことができ、凝集問題を有さず、したがって触媒担持部位の総面積を大幅に増加させると
ともに加熱中の粒子の凝集を最小限化する。以下はその一例である。
【０１０５】
　有機触媒の例：ポリ（アクリロニトリル）（ＰＡＮ）ポリマーおよび２～１０ｎｍのサ
イズ寸法の金属触媒Ｐｔまたは合金ナノ粒子を使用した。まずＰＡＮ溶液の電界紡糸によ
りＰＡＮナノ繊維膜を得た。次いで、ＱＤＥプロセスのために、得られた膜をＰｔまたは
合金ナノ粒子溶液中に２時間入れ、ＱＤＥ溶液から材料を取り出し、大気中および周囲条
件下で放置し、２～４時間完全に乾燥させた。次いで、乾燥した膜をプログラム可能な管
状炉に移して焼成した。焼成は、空気、水素およびアルゴンガス下の順で、２５０℃～１
１００℃の温度範囲で２０時間の全実験期間の間複合膜を加熱することを含む、いくつか
のステップを含む。得られた複合炭素ナノ繊維を図１３に示す。図１３は、ＰＡＮ／Ａｕ
炭素ナノ繊維のＳＥＭ画像（ＡおよびＢ）ならびにＥＤＸマッピング画像（Ｃ）を具体的
に示しており、（Ｃ）における白色の点は炭素ナノ繊維上のＡｕナノ粒子の場所を示す。
【０１０６】
　本発明の別の実施形態において、ＱＤＥまたはＮＰＥ技術を使用して、無機ナノ繊維構
造を同様に調製できる。この場合、有機ナノ繊維またはゾル－ゲル／有機ブレンドナノ繊
維を、様々な実施形態で使用できる。これらの材料は、その有機ポリマー含量のために、
ＱＤＥまたはＮＰＥ技術において使用でき、表面にナノ粒子を埋め込み得る。次いで生成
物を焼成して、金属ナノ粒子を有する無機ナノ繊維を得られる。以下はその一例である。
【０１０７】
　無機触媒の例：ポリマー：ポリ（ビニルアルコール）（ＰＶＡ）および無機添加剤リン
酸カルシウム、ならびに触媒ナノ粒子Ｐｔまたは金属合金ナノ粒子が含まれる。まず、Ｐ
ＶＡおよびリン酸カルシウム混合物をナノ繊維膜に電界紡糸し、室温で少なくとも８時間
乾燥させた。次いで、乾燥したナノ繊維膜をＰｔナノ粒子ＱＤＥ溶液中に１時間入れた。
【０１０８】
　Ｐｔナノ粒子担持ＰＶＡ／リン酸カルシウムナノ繊維膜を室温で８時間乾燥させ、溶媒
を完全に除去した。次いで、乾燥した膜をプログラム可能な管状炉に移して焼成した。焼
成は、空気、水素およびアルゴンガス下の順で、２５０～１１００℃の温度範囲で２０時
間の全実験期間の間複合膜を加熱することを含む、いくつかのステップを含む。
【０１０９】
　この目的のために使用可能なポリマーには、ポリ（アクリロニトリル）（炭素基材用）
、ポリ（ビニルアルコール）、ポリ（エチレンオキシド）、ポリ（アクリルアミド）、カ
ルボキシメチルセルロース、ポリ（ビニルピロリドン）が含まれるが、これらに限定され
ない。
【０１１０】
　この目的のために使用可能な無機添加剤には、テトラエチルオルトシリケート、チタン
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イソプロポキシド、リン酸カルシウム、チタン酸亜鉛、酸化タングステンが含まれるが、
これらに限定されない。
【０１１１】
　触媒ナノ粒子の例には、Ａｕ、Ｐｔ、Ｐｄ等の貴金属、ならびにＰｔＡｕ、ＰｄＡｕ、
ＰｔＲｕ、ＰｔＦｅ、ＰｔＶＦｅ等の二元および三元合金ナノ粒子が含まれるが、これら
に限定されない。
【０１１２】
　上記教示に照らして、本発明の数々の修正および変形が可能である。したがって、本発
明は、添付の特許請求の範囲内で、本明細書において具体的に説明されたものとは異なる
ように実践され得ることを理解されたい。

【図８Ｂ】

【図８Ｃ】

【図８Ｄ】
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