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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コア／シェル構造で構成されたフォトルミネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子
および固体ホスト材料を含む組成物を含む層を含む導波管を備えた光学部品であって、フ
ォトルミネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子は固体ホスト材料中に分散され、該
組成物は蛍光体を含まず、かつ、ホスト材料の重量に基づいて約０．００１から約１５重
量パーセントのフォトルミネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含み、該フォト
ルミネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、光を吸収して、４０ｎｍを超えない
狭い範囲のスペクトル発光を伴う異なる波長の光を再放出する、光学部品。
【請求項２】
　組成物が散乱体をさらに含み、該散乱体は、ホスト材料中のフォトルミネセントである
量子閉じ込め半導体ナノ粒子を励起するために使用される励起光の吸収パス長を延長し、
及び該ナノ粒子によってダウンコンバートされた光の取り出しを補助するものである、請
求項１に記載の光学部品。
【請求項３】
　散乱体が、ホスト材料の重量の約０．００１から約１５重量パーセントの範囲内の量で
組成物に含まれる、請求項２に記載の光学部品。
【請求項４】
　光源からの光を導波管内に結合する手段をさらに備える、請求項１に記載の光学部品。
【請求項５】
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　コア／シェル構造で構成されたフォトルミネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子
および固体ホスト材料を含む組成物を含む光学的に透明な担体基板を含むフィルムを備え
る光学部品であって、フォトルミネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子は固体ホス
ト材料中に分散され、フォトルミネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、光を吸
収して、４０ｎｍを超えない狭い範囲のスペクトル発光を伴う異なる波長の光を再放出し
、該組成物は蛍光体粒子を含まず、かつ、該担体基板の表面の所定の領域の上に所定の配
列で配置され、フィルムが導波管の表面に付着されている、光学部品。
【請求項６】
　組成物が、ホスト材料の重量に基づいて約０．００１から約１５重量パーセントのフォ
トルミネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む、請求項５に記載の光学部品。
【請求項７】
　組成物が散乱体をさらに含み、該散乱体は、ホスト材料中のフォトルミネセントである
量子閉じ込め半導体ナノ粒子を励起するために使用される励起光の吸収パス長を延長し、
及び該ナノ粒子によってダウンコンバートされた光の取り出しを補助するものである、請
求項５に記載の光学部品。
【請求項８】
　散乱体が、ホスト材料の重量の約０．００１から約１５重量パーセントの範囲内の量で
組成物に含まれる、請求項７に記載の光学部品。
【請求項９】
　導波管と、該導波管の表面にわたり配置された層を含む光学部品と、
　ここで、該層は、固体ホスト材料および該ホスト材料の重量に基づいて約０．００１か
ら約１５重量パーセントのフォトルミネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む
組成物を含み、フォトルミネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子はコア／シェル構
造で構成され、該組成物は蛍光体粒子を含まず、フォトルミネセントである量子閉じ込め
半導体ナノ粒子は、光を吸収して、４０ｎｍを超えない狭い範囲のスペクトル発光を伴う
異なる波長の光を再放出し、
　導波管に光学的に結合された光源とを含み、ここで光源は青色ＬＥＤを含む、システム
。
 
【請求項１０】
　光源が導波管の縁に光学的に結合されている、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　組成物がさらに散乱体をさらに含み、ここで、該散乱体は、ホスト材料中のフォトルミ
ネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子を励起するために使用される励起光の吸収パ
ス長を延長し、及び該ナノ粒子によってダウンコンバートされた光の取り出しを補助する
ものである、請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　散乱体がホスト材料の重量の約０．００１から約１５重量パーセントの範囲内の量で組
成物に含まれる、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　光源が導波管の表面に光学的に結合されている、請求項９に記載のシステム。
【請求項１４】
　コア／シェル構造で構成されたフォトルミネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子
、散乱体およびホスト材料を含む組成物を含む層を備える薄膜エレクトロルミネセンスラ
ンプであって、
該フォトルミネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子は固体ホスト材料中に分散され
、該組成物は蛍光体を含まず、該層が該薄膜エレクトロルミネセンスランプの表面の上に
配置され、該フォトルミネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、光を吸収して、
４０ｎｍを超えない狭い範囲のスペクトル発光を伴う異なる波長の光を再放出する薄膜エ
レクトロルミネセンスランプ。
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【請求項１５】
　組成物が、ホスト材料の重量に基づいて約０．００１から約１５重量パーセントのフォ
トルミネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む、請求項１４に記載の薄膜エレ
クトロルミネセンスランプ。
【請求項１６】
　散乱体がホスト材料の重量に基づいて約０．００１から約１５重量パーセントの範囲内
の量で組成物中に含まれる、請求項１４に記載の薄膜エレクトロルミネセンスランプ。
【請求項１７】
　散乱体がホスト材料の重量に基づいて約０．１から２重量パーセントの範囲内の量で組
成物中に含まれる、請求項１４に記載の薄膜エレクトロルミネセンスランプ。
【請求項１８】
　フォトルミネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子の散乱体に対する重量比が、約
１：１００から約１００：１である、請求項１４に記載の薄膜エレクトロルミネセンスラ
ンプ。
【請求項１９】
　１つ以上のフィルタ層をさらに含む、請求項１４に記載の薄膜エレクトロルミネセンス
ランプ。
【請求項２０】
　１つ以上の反射層をさらに含む、請求項１４に記載の薄膜エレクトロルミネセンスラン
プ。
【請求項２１】
　ナノ粒子が上に配置されているランプの表面に取り出し機構をさらに含む、請求項１４
に記載の薄膜エレクトロルミネセンスランプ。
【請求項２２】
　光学部品が、さらに、カバー、コーティング及び層のうちの少なくとも１つを含み、該
カバー、コーティング及び／又は層の表面の少なくとも一部の上に、フォトルミネセント
である量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む層が、環境、引っかき傷及び摩耗のうちの少な
くとも１つからの保護のために配置されている、請求項１または５に記載の光学部品。
【請求項２３】
　さらに、カバー、コーティング、及び層のうちの少なくとも１つを含み、該カバー、コ
ーティング及び／又は層の表面の少なくとも一部の上に、フォトルミネセントである量子
閉じ込め半導体ナノ粒子を含む層が、環境、引っかき傷及び摩耗のうちの少なくとも１つ
からの保護のために配置されている、請求項９に記載のシステム。
【請求項２４】
　導波管と、コア／シェル構造で構成されたフォトルミネセントである量子閉じ込め半導
体ナノ粒子および固体ホスト材料を含む組成物を含む層との間に配置された下層フィルタ
をさらに含み、ここでフォトルミネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子が固体ホス
ト材料中に分散されている、請求項１に記載の光学部品。
【請求項２５】
　フォトルミネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、ＣｄＳｅを含むコアおよび
ＣｄＺｎＳを含むシェルを含む、請求項１または５に記載の光学部品。
【請求項２６】
　担体基板は、可撓性ポリマー材料を含む、請求項５に記載の光学部品。
【請求項２７】
　可撓性ポリマー材料は、アクリル、エポキシ、ポリカーボネート、ＰＥＮ、ＰＥＴまた
はＰＥを含む、請求項２６に記載の光学部品。
【請求項２８】
　フォトルミネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子が、１つ以上の光源からの光エ
ネルギーによって励起されるときに所望の光出力で２つ以上の異なる所定の波長を放出す
るように選択される、請求項１または５に記載の光学部品。
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【請求項２９】
　１つ以上の光源は、青色ＬＥＤを含む、請求項２８に記載の光学部品。
【請求項３０】
　コア／シェル構造で構成されたフォトルミネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子
および固体ホスト材料を含む組成物を含む層が、ポリマーオーバーコーティングを有する
、ここでフォトルミネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子が固体ホスト材料に分散
されている、請求項１または５に記載の光学部品。
【請求項３１】
　フォトルミネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、第ＩＩＩ－Ｖ族化合物を含
む半導体である、請求項１または５に記載の光学部品。
【請求項３２】
　フォトルミネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、ＣｄＳｅを含むコアおよび
ＣｄＺｎＳを含むシェルを含み、３０ｎｍを超えない狭い範囲のスペクトル発光を伴う、
請求項１または５に記載の光学部品。
【請求項３３】
　フォトルミネセントである量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、光を吸収して、３０ｎｍを
超えない狭い範囲のスペクトル発光を伴う異なる波長の光を再放出する、請求項１または
５に記載の光学部品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　優先権の主張
　本願は、２００７年６月２５日に出願された米国出願番号６０／９４６，０９０；２０
０７年７月１２日に出願された米国出願番号６０／９４９，３０６；２００７年６月２６
日に出願された米国出願番号６０／９４６，３８２；２００７年９月１２日に出願された
米国出願番号６０／９７１，８８５；２００７年９月１９日に出願された米国出願番号６
０／９７３，６４４；および２００７年１２月２１日に出願された米国出願番号６１／０
１６，２２７に対して優先権を主張し、ここで上述したそれぞれは参照によりこの全体が
本明細書に組み入れられている。
【０００２】
　本発明は、光学部品、光学部品を含むシステム、光学部品を含むデバイス、および上述
において有用な組成物の技術分野に関するものである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明の一態様により、導波管部品を含む光学部品が提供され、導波管部品は導波管部
品の重量に基づいて約０．００１から約１５重量パーセントの量子閉じ込め半導体ナノ粒
子を含む。ある実施形態において、導波管部品は光源から導波管部品に結合された光に対
しておよびナノ粒子によって放出された光に対して透過性である。ある実施形態において
、光学部品は、ナノ粒子の上におよび／またはナノ粒子の下に配置されたフィルタ層をさ
らに含む。ある実施形態において、導波管部品は、導波管部品の重量の約０．００１から
約１５重量パーセントの範囲内の量で散乱体をさらに含む。ある実施形態において、ナノ
粒子はコア／シェル構造で構成される。ある実施形態において、導波管部品は導波管部品
に光学的に結合された光源を有するように適合されている。ある実施形態において、ナノ
粒子は導波管部品表面の所定の領域の上に配置された層に含まれる。ある実施形態におい
て、ナノ粒子を含む層は約０．１から約２００ミクロンの厚さを有する。ある実施形態に
おいて、ナノ粒子を含む層は、ナノ粒子を含む層に入射する光を吸収するのに十分な厚さ
である。ある実施形態において、層は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子が分布しているホス
ト材料をさらに含む。ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子はホスト材料
をさらに含む組成物中に含まれ、組成物はホスト材料の重量に基づいて約０．００１から
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約１５重量パーセントの量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。好ましくは、ホスト材料は
（液体に対して）固体材料で構成される。ある実施形態において、ナノ粒子は導波管部品
の表面の所定の領域の上に配置された所定の配列に含まれる。ある実施形態において、組
成物は導波管部品表面の所定の領域の上に配置された所定の配列に含まれる。ある実施形
態において、ナノ粒子は導波管部品の所定の領域に所定の配列で埋め込まれている。ある
実施形態において、所定の配列は約０．１から約２００ミクロンの厚さを有する。
【０００４】
　本発明の別の態様により、量子閉じ込め半導体ナノ粒子およびホスト材料で構成される
組成物を含む導波管部品を含む光学部品が提供され、組成物はホスト材料の重量に基づい
て約０．００１から約１５重量パーセントの量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。ある実
施形態において、組成物は散乱体をさらに含む。ある実施形態において、散乱体は、ホス
ト材料の重量の約０．００１から約１５重量パーセントの範囲内の量で組成物に含まれる
。好ましくは、ホスト材料は（液体に対して）固体材料で構成される。ある実施形態にお
いて、組成物は導波管部品表面の所定の領域の上に所定の配列で配置される。ある実施形
態において、所定の配列は約０．１から約２００ミクロンの厚さを有する。ある実施形態
において、組成物は導波管部品の所定の領域に所定の配列で埋め込まれている。ある実施
形態において、光学部品は光源からの光を導波管部品内に結合するための手段をさらに含
む。
【０００５】
　本発明の別の態様により、量子閉じ込め半導体ナノ粒子およびホスト材料で構成される
層を含む導波管部品を含む光学部品が提供され、層はホスト材料の重量に基づいて約０．
００１から約１５重量パーセントの量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。好ましくは、ホ
スト材料は（液体に対して）固体材料で構成される。ある実施形態において、層は散乱体
をさらに含む。ある実施形態において、散乱体は、ホスト材料の重量の約０．００１から
約１５重量パーセントの範囲内の量で層に含まれる。ある実施形態において、光学部品は
光源からの光を導波管部品内に結合するための手段をさらに含む。
【０００６】
　本発明の別の態様により、この表面の所定の領域の上に所定の配列で量子閉じ込め半導
体ナノ粒子を含む担体基板を含むフィルムを備えた光学部品が提供され、フィルムは導波
管部品の表面に付着される。ある実施形態において、光学部品は光源からの光を導波管部
品内に結合するための手段をさらに含む。ある実施形態において、フィルムは、フィルム
の重量に基づいて約０．００１から約１５重量パーセントの量子閉じ込め半導体ナノ粒子
を含む。ある実施形態において、フィルムは本明細書で教示されるフィルムで構成される
。ある実施形態において、フィルムはデカールを備える。
【０００７】
　本発明の別の態様により、量子閉じ込め半導体ナノ粒子およびホスト材料で構成される
組成物を含む担体基板を含むフィルムを備えた光学部品が提供され、組成物はこの表面の
所定の領域の上に所定の配列で配置され、フィルムは導波管部品の表面に付着される。あ
る実施形態において、組成物は、ホスト材料の重量に基づいて約０．００１から約１５重
量パーセントの量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。好ましくは、ホスト材料は（液体に
対して）固体材料で構成される。ある実施形態において、組成物は散乱体をさらに含む。
ある実施形態において、散乱体は、ホスト材料の重量の約０．００１から約１５重量パー
セントの範囲内の量で組成物に含まれる。ある実施形態において、フィルムはデカールを
備える。
【０００８】
　本発明の別の態様により、導波管部品の重量に基づいて約０．００１から約１５重量パ
ーセントの量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む導波管部品を含む光学部品、および導波管
部品に光学的に結合された光源を備えたシステムが提供される。ある実施形態において、
光源は導波管部品の縁に光学的に結合される。ある実施形態において、光源は導波管部品
の表面に光学的に結合される。ある実施形態において、ナノ粒子は導波管部品の表面の上
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に配置された所定の配列に含まれる。ある実施形態において、ナノ結晶は導波管部品の表
面の上に配置された層に含まれる。ある実施形態において、層に含まれた量子閉じ込め半
導体ナノ粒子は１つ以上の所定の配列に配列される。ある実施形態において、層は、量子
閉じ込め半導体ナノ粒子が分布しているホスト材料をさらに含む。ある実施形態において
、層は散乱体をさらに含む。ある実施形態において、ナノ粒子は、ホスト材料の重量の約
０．００１から約１５重量パーセントの範囲内の量で層に含まれる。好ましくは、ホスト
材料は（液体に対して）固体材料で構成される。
【０００９】
　本発明の別の態様により、導波管部品の上に配置された本明細書で教示するフィルムを
含む光学部品、および導波管部品に光学的に結合された光源を備えたシステムが提供され
る。ある実施形態において、フィルムはデカールを備える。
【００１０】
　本発明の別の態様により、量子閉じ込め半導体ナノ粒子およびホスト材料で構成される
組成物を含む導波管部品であって、層がホスト材料の重量に基づいて約０．００１から約
１５重量パーセントの量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む導波管部品を含む光学部品、お
よび導波管部品に光学的に結合された光源を備えたシステムが提供される。好ましくは、
ホスト材料は（液体に対して）固体材料で構成される。ある実施形態において、組成物は
散乱体をさらに含む。
【００１１】
　ある実施形態において、システムは本明細書で教示する２個以上の光学部品および１個
以上の光源を含むことが可能である。このような実施形態の幾つかにおいて、光学部品は
、それぞれの導波管部品が他の各光学部品の導波管部品と平行であり、各光学部品が独立
した光源に結合されるように好ましくは配置される。このような実施形態の幾つかにおい
て、光学部品は、光学部品の間に「光通信」または「クロストーク」がないように、それ
ぞれから好ましくは光学的に分離されている。このような実施形態の幾つかにおいて、こ
のような分離は、部品間の物理的間隔によるエアギャップによって、または低屈折率材料
の層によって達成可能である。光学的分離の他の好適な技法も使用可能である。ある実施
形態において、各光学部品は独立した光源に結合される。
【００１２】
　本発明の別の態様により、本明細書で教示する光学部品を含むデバイスが提供される。
【００１３】
　本発明の別の態様により、本明細書で教示するフィルムを含むデバイスが提供される。
【００１４】
　本発明の別の態様により、本明細書で教示するシステムを含むデバイスが提供される。
【００１５】
　ある実施形態において、デバイスはディスプレイを備える。ある実施形態において、デ
バイスは固体照明デバイスまたは他の照明ユニットを備える。ある実施形態において、デ
バイスは標識を備える。ある実施形態において、デバイスは光起電力デバイスを備える。
ある実施形態において、デバイスは別の電子または光電子デバイスを備える。
【００１６】
　本発明の別の態様により、可視または不可視光の波長を変化させるのに有用な組成物が
提供され、組成物はホスト材料および量子閉じ込め半導体ナノ粒子で構成され、ナノ粒子
はホスト材料の重量に基づいて約０．００１から約１５重量パーセントの範囲内の量で組
成物に含まれる。好ましくは、ホスト材料は（液体に対して）固体材料で構成される。あ
る実施形態において、組成物は、ホスト材料の重量に基づいて約０．００１から約１５重
量パーセントの範囲内の量で散乱体をさらに含む。ある実施形態において、ナノ粒子の少
なくとも一部はこの表面にリガンドを含み、リガンドはホスト材料に対して親和性を有す
る。
【００１７】
　本発明の別の態様により、担体基板の表面の所定の部分の上に量子閉じ込め半導体ナノ
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粒子の所定の配列を含む、担体基板を備えたフィルムが提供される。ある実施形態におい
て、ナノ粒子はフィルム表面の上に配置された層に含まれる。ある実施形態において、層
に含まれた量子閉じ込め半導体ナノ粒子は１つ以上の所定の配列に配列される。ある実施
形態において、担体基板は実質的に光学的に透明な材料で構成される。ある実施形態にお
いて、フィルムは、フィルムの重量に基づいて約０．００１から約１５重量パーセントの
量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。ある実施形態において、所定の配列は散乱体をさら
に含む。ある実施形態において、ナノ粒子はホスト材料に含まれる。ある実施形態におい
て、ナノ粒子は、ホスト材料の重量に基づいて約０．００１から約１５重量パーセントの
範囲内の量で組成物に含まれる。好ましくは、ホスト材料は（液体に対して）固体材料で
構成される。ある実施形態において、組成物は散乱体をさらに含む。ある実施形態におい
て、フィルムはデカールを備える。ある実施形態において、フィルムは表面に固定して付
着されるように適合されている。ある実施形態において、フィルムは表面に着脱自在に付
着されるように適合されている。ある実施形態において、フィルムは光学部品に含まれ、
フィルムは導波管部品の表面に付着される。ある実施形態において、さらなる層および／
または機構（フィルタ、反射層、結合手段などを含むが、これらに限定されない。）も含
まれる。ある実施形態において、フィルムはデバイスに含まれる。
【００１８】
　本発明の別の態様により、導波管部品に光学的に結合されるように適合された光源およ
び１つ以上のフィルムを備えたキットが提供され、少なくとも１つのフィルムが担体基板
を備え、担体基板は、担体基板の表面の上に配置された量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含
む。ある実施形態において、ナノ粒子は担体基板の所定の領域の上に所定の配列で配置さ
れている。ある実施形態において、フィルムは、フィルムの重量に基づいて約０．００１
から約１５重量パーセントの量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。ある実施形態において
、ナノ粒子はホスト材料に含まれている。ある実施形態において、ナノ粒子は、ホスト材
料の重量に基づいて約０．００１から約１５重量パーセントの範囲内の量でホスト材料に
含まれる。好ましくは、ホスト材料は（液体に対して）固体材料で構成される。ある実施
形態において、ホスト材料は散乱体をさらに含む。ある実施形態において、フィルムはデ
カールを備える。ある実施形態において、フィルムは表面に固定して付着されるように適
合されている。ある実施形態において、フィルムは表面に着脱自在に付着されるように適
合されている。ある実施形態において、キットは導波管部品に光学的に結合されるように
適合された光源および１つ以上のフィルムを含み、少なくとも１つのフィルムは、担体基
板の表面に配置されたナノ粒子を含む本明細書で教示するフィルムで構成される。ある実
施形態において、キットは導波管部品をさらに含む。
【００１９】
　本発明の別の態様により、本明細書で教示するフィルムを、光導波能力を有する部材の
表面に当てるステップと、光が部材内を導波されるように、および担体基板上に直接的ま
たは間接的に含まれている量子閉じ込め半導体ナノ粒子を光学的に励起するために、部材
の表面または縁に光を結合するステップとを含む、標識を生成する方法が提供される。あ
る実施形態において、部材は、導波能力を備えた材料から製造された、ウィンドウまたは
他の構造的、装飾的、構築的もしくはその他の構造物または要素を備えている。ある実施
形態において、フィルムはデカールを備える。フィルムは、光学接着剤の使用によって部
材の表面に持続的に接着され得るか、または非持続性接着剤または「静電気付着」フィル
ムを利用することによって再配置可能であり得る。
【００２０】
　本発明の別の態様により、薄膜エレクトロルミネセンスランプが提供され、ランプはラ
ンプの表面の上に配置された量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。ある実施形態において
、ナノ粒子はランプ表面の所定の領域の上に所定の配列で配置されている。ある実施形態
において、ナノ粒子はホスト材料に含まれる。ある実施形態において、ホスト材料は散乱
体をさらに含む。ある実施形態において、ホスト材料は、ホスト材料の重量に基づいて約
０．００１から約１５重量パーセントの量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。好ましくは
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、ホスト材料は（液体に対して）固体材料で構成される。ある実施形態において、ナノ粒
子はランプ表面の上に配置された層に含まれる。ある実施形態において、層は、量子閉じ
込め半導体ナノ粒子が分布しているホスト材料をさらに含む。ある実施形態において、層
に含まれた量子閉じ込め半導体ナノ粒子は１つ以上の所定の配列に配列される。ある実施
形態において、層は散乱体をさらに含む。ある実施形態において、層はホスト材料をさら
に含み、層はホスト材料の重量に基づいて約０．００１から約１５重量パーセントの量子
閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。ある実施形態において、ホスト材料は散乱体をさらに含
む。ある実施形態において、散乱体は、ホスト材料の重量に基づいて約０．００１から約
１５重量パーセントの範囲内の量で含まれる。ある実施形態において、散乱体は、ホスト
材料の重量に基づいて約０．１から２重量パーセントの範囲内の量で含まれる。ある実施
形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子の散乱体に対する重量比は、約１：１００か
ら約１００：１である。ある実施形態において、ランプは１つ以上のフィルタ層をさらに
含むことが可能である。このようなフィルタはナノ粒子の上および／または下に配置可能
である。ある実施形態において、ランプは１つ以上の反射層をさらに含むことが可能であ
る。ある実施形態において、ランプは、ナノ粒子が上に配置されたランプの表面に取り出
し機構をさらに含む。ある実施形態において、ランプはナノ粒子の上に取り出し機構をさ
らに含む。ある実施形態において、さらなる層および／または機構（フィルタ、反射層、
結合手段、輝度向上フィルムなどを含むが、これらに限定されない。）も含まれる。ある
実施形態において、ＴＦＥＬランプはランプの表面の上に本明細書で教示するフィルムを
含む。ある実施形態において、フィルムはデカールを備える。
【００２１】
　本発明による別の態様において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子および液体媒体を含むイ
ンク組成物が提供され、液体媒体は架橋されることが可能である１個以上の官能基を含む
組成物で構成される。ある実施形態において、官能性単位はＵＶ処理によって架橋するこ
とが可能である。ある実施形態において、官能性単位は熱処理によって架橋することが可
能である。ある実施形態において、官能性単位は、当業者によってただちに確認可能な他
の架橋技法によって架橋することが可能である。ある実施形態において、架橋されること
が可能である１個以上の官能基を含む組成物は、それ自体が液体媒体であることが可能で
ある。ある実施形態において、組成物は共溶媒であることが可能である。ある実施形態に
おいて、組成物は液体媒体との混合物の成分であることが可能である。ある実施形態にお
いて、インクは散乱体をさらに含むことが可能である。
【００２２】
　ある実施形態において、インクの液体から固体への転移は、単に溶媒の蒸発によって発
生し、架橋は発生しない。
【００２３】
　本発明の別の態様により、量子閉じ込め半導体ナノ粒子、液体媒体、および散乱体で構
成されるインク組成物が提供される。
【００２４】
　本発明の他の態様により、本明細書で教示する組成物および／またはインク組成物を含
むデバイスが提供される。ある実施形態において、インクおよび／または組成物はデバイ
スの部品に含まれる。ある実施形態において、インクおよび／または組成物は部品の表面
に含まれる。ある実施形態において、インクおよび／または組成物はデバイスに層として
含まれることが可能である。ある実施形態において、インクおよび／または組成物はデバ
イス上面および／または下面に含まれる。インクおよび／または組成物は、インクおよび
／または組成物が配置される表面の所定の領域の上に所定の配置で含まれることが可能で
ある。このような配列は、特定の用途に従ってパターン形成することまたはパターン形成
しないことが可能である。ある実施形態において、１つを超える所定の配置が含まれる。
ある実施形態において、デバイスはディスプレイ、固体照明デバイス、別の発光デバイス
、光起電力デバイス、または他の電子もしくは光電子デバイスを備える。
【００２５】
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　本明細書に記載され、本開示によって考慮される上述のおよび他の態様および実施形態
は、本発明の実施形態をすべて構成する。
【００２６】
　上述の一般的な説明および以下の詳細な説明はどちらも例示および説明のためだけであ
り、請求されるような本発明を限定するものではないことが理解されるべきである。他の
実施形態は、本明細書で開示される発明の明細および実施を考慮することにより当業者に
明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
　図面において、
【図１】本発明による光学部品を含むシステムの実施形態の例を示す概略図である。
【図２】本発明による光学部品を含むシステムの実施形態の例を示す概略図である。
【図３】本発明の実施形態の例を示す概略図である。
【図４】量子効率を測定する方法を例証するためのスペクトルを示す。
【図５】本発明の実施形態の例を示す概略図である。
【図６】本発明によるＴＦＥＬランプの実施形態の例を示す概略図である。
【００２８】
　添付図面は、例示のみの目的で示された簡略表現であり；実際の構造は、図示された物
品およびこの態様の相対スケールを特に含む、多くの点で異なり得る。
【００２９】
　本発明をその他の利点および機能と共により良好に理解するために、上に示した図面と
関連して以下の開示および添付請求項を参照する。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明の一態様により、ホスト材料および量子閉じ込め半導体ナノ粒子で構成される組
成物が提供され、ナノ粒子はホスト材料の重量に基づいて約０．００１から約１５重量パ
ーセントの範囲内の量で組成物に含まれる。
【００３１】
　ある好ましい実施形態において、組成物は、ホスト材料の重量に基づいて約０．０１か
ら約１０重量パーセントの量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。あるより好ましい実施形
態において、組成物は、ホスト材料の重量に基づいて約０．０１から約５重量パーセント
の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。ある最も好ましい実施形態において、組成物は、
ホスト材料の重量に基づいて約０．１から約３重量パーセントの量子閉じ込め半導体ナノ
粒子を含む。このような最も好ましい実施形態の幾つかにおいて、組成物は、ホスト材料
の重量に基づいて約０．１から約２重量パーセントの量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む
。
【００３２】
　ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は半導体ナノ結晶で構成される。
ある実施形態において、半導体ナノ結晶はコア／シェル構造で構成される。
【００３３】
　ある実施形態において、組成物は散乱体をさらに含む。ある実施形態において、散乱体
は、ホスト材料の重量に基づいて約０．００１から約１５重量パーセントの範囲内の量で
組成物にも含まれる。ある実施形態において、散乱体濃度は、ホスト材料の重量に基づい
て約０．１から２重量パーセントである。ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナ
ノ粒子の散乱体に対する重量比は、約１：１００から約１００：１である。
【００３４】
　本開示によって考慮される本発明の実施形態および態様で使用することが可能である散
乱体（本明細書では光散乱粒子とも呼ばれる。）の例は、限定されることなく、金属また
は金属酸化物粒子、気泡、ならびにガラスおよびポリマービーズ（中実または中空）を含
む。他の散乱体は、当業者によってただちに識別可能である。ある実施形態において、散
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乱体は球形状を有する。散乱粒子の好ましい例は、ＴｉＯ２、ＳｉＯ２、ＢａＴｉＯ３、
ＢａＳＯ４、およびＺｎＯを含むが、これらに限定されない。ホスト材料と非反応性であ
る、およびホスト材料における励起光の吸収パス長を延長することが可能である他の材料
の粒子が使用可能である。さらに、ダウンコンバートされた光の取り出しを補助する散乱
体が使用され得る。この散乱体は、吸収パス長を延長するのに使用されるのと散乱体と同
じでも、同じでなくてもよい。ある実施形態において、散乱体は高屈折率（例えばＴｉＯ

２、ＢａＳＯ４など）または低屈折率（気泡）を有し得る。好ましくは、散乱体はルミネ
セントではない。
【００３５】
　散乱体のサイズおよびサイズ分布の選択は、当業者によってただちに決定可能である。
サイズおよびサイズ分布は、散乱粒子および散乱体が分散されるホスト材料の屈折率のミ
スマッチ、およびレイリー散乱理論に従って散乱される事前に選択した波長とに好ましく
は基づいている。散乱粒子の表面は、ホスト材料における分散性および安定性を改善する
ためにさらに処理され得る。一実施形態において、散乱粒子は、約０．００１から約２０
重量％の範囲内の濃度の、粒径０．２μｍのＴｉＯ２（ＤｕＰｏｎｔによるＲ９０２＋）
で構成される。ある好ましい実施形態において、散乱体の濃度範囲は０．１から１０重量
％である。あるさらに好ましい実施形態において、組成物は散乱体（好ましくはＴｉＯ２

で構成される。）を、約０．１から約５重量％の、最も好ましくは約０．３から約３重量
％の範囲内の濃度で含む。
【００３６】
　本明細書に記載する本発明の各種の実施形態および態様で有用なホスト材料の例は、ポ
リマー、モノマー、樹脂、結合剤、ガラス、金属酸化物、および他の非ポリマー性材料を
含む。ある実施形態において、ホスト材料は非光伝導性である。ある実施形態において、
電荷を散逸させることが可能な添加剤がホスト材料にさらに含まれる。ある実施形態にお
いて、電荷散逸添加剤はあらゆる捕獲された電荷を散逸させるのに有効な量で含まれる。
ある実施形態において、ホスト材料は非光伝導性であり、電荷を散逸させることが可能な
添加剤をさらに含み、添加剤はあらゆる捕獲された電荷を散逸させるのに有効な量で含ま
れる。好ましいホスト材料は、可視および非可視光の波長を事前に選択するために、少な
くとも部分的に透明であり、好ましくは完全に透明であるポリマー性および非ポリマー性
材料を含む。ある実施形態において、事前に選択した波長は、電磁スペクトルの可視（例
えば４００から７００ｎｍ）、紫外（例えば１０から４００ｎｍ）、および／または赤外
（例えば７００ｎｍから１２μｍ）領域に光の波長を含むことが可能である。好ましいホ
スト材料は、架橋ポリマーおよび溶媒キャストポリマーを含む。好ましいホスト材料の例
はガラスまたは透明樹脂を含むが、これらに限定されない。特に、非硬化性樹脂、熱硬化
性樹脂、または光硬化性樹脂などの樹脂は、加工性の観点から好適に使用される。このよ
うな樹脂の具体的な例として、オリゴマーまたはポリマーのどちらかの形での、メラミン
樹脂、フェノール樹脂、アルキル樹脂、エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂、マレイン酸樹
脂、ポリアミド樹脂、ポリメチルメタクリレート、ポリアクリレート、ポリカーボネート
、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ヒドロキシエチルセルロース、カルボ
キシメチルセルロース、これらの樹脂を形成するモノマーを含有するコポリマーなど。他
の適切なホスト材料は、当業者によって識別可能である。
【００３７】
　本開示によって考慮される本発明のある実施形態および態様において、ホスト材料は光
硬化性樹脂で構成される。光硬化性樹脂は、組成物がパターン形成されるある実施形態に
おいて好ましいホスト材料であり得る。光硬化性樹脂として、反応性ビニル基を含有する
アクリル酸またはメタクリル酸ベース樹脂などの光重合性樹脂、ポリビニルシンナメート
、ベンゾフェノンなどの光増感剤を一般に含有する光架橋性樹脂が使用され得る。光増感
剤が使用されないときには、熱硬化性樹脂が使用され得る。これらの樹脂は個別にまたは
２種以上組合せて使用され得る。
【００３８】
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　本開示によって考慮される本発明のある実施形態および態様において、ホスト材料は溶
媒キャスト樹脂で構成される。ポリウレタン樹脂、マレイン酸樹脂、ポリアミド樹脂、ポ
リメチルメタクリレート、ポリアクリレート、ポリカーボネート、ポリビニルアルコール
、ポリビニルピロリドン、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロースな
どのポリマー、これらの樹脂を形成するモノマーを含有するコポリマーなどは、当業者に
公知の溶媒に溶解させることが可能である。溶媒の蒸発時に、樹脂は半導体ナノ粒子用の
固体ホスト材料を形成する。ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子および
ホスト材料を含む組成物は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子および液体媒体で構成されるイ
ンク組成物から形成可能であり、液体媒体は架橋されることが可能である１個以上の官能
基を含む組成物で構成される。官能性単位は、例えばＵＶ処理、熱処理、または関連分野
の当業者によってただちに確認可能な他の架橋技法によって架橋することが可能である。
ある実施形態において、架橋されることが可能である１個以上の官能基を含む組成物は、
それ自体が液体媒体であることが可能である。ある実施形態において、組成物は共溶媒で
あることが可能である。ある実施形態において、組成物は液体媒体との混合物の成分であ
ることが可能である。ある実施形態において、インクは散乱体をさらに含むことが可能で
ある。
【００３９】
　本開示により考慮される本発明のある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子
（例えば半導体ナノ結晶）はホスト材料中に個々の粒子として分散されている。
【００４０】
　本開示により考慮される本発明のある実施形態において、ホスト材料中に分散された量
子閉じ込め半導体ナノ粒子は、綿状（または凝集）粒子を含み得る。
【００４１】
　本開示により考慮される本発明のある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子
は、ホスト粒子中に含まれ得るか、またはホスト粒子上に吸着され得る。これらのホスト
粒子はポリマー性または無機であり得る。これらのホスト粒子はホスト材料の中または上
に分散させることが可能である。
【００４２】
　本発明の別の態様により、この表面の所定の領域の上に量子閉じ込め半導体ナノ粒子の
所定の配列を含む担体基板を備えたフィルムが提供される。ある実施形態において、フィ
ルムは、フィルムの重量に基づいて約０．００１から約１５重量パーセントの量子閉じ込
め半導体ナノ粒子を含む。
【００４３】
　ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、担体基板の表面の所定の領域
に所定の配列で直接的または間接的に含まれる。
【００４４】
　ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、ホスト材料の重量の約０．０
０１から約１５重量パーセントの範囲内の量でホスト材料に含まれる。好ましくは、ホス
ト材料は（液体に対して）固体材料で構成される。ある実施形態において、散乱体はナノ
粒子と共に含まれる。
【００４５】
　ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子はフィルム表面の上に配置された
層に含まれる。ある実施形態において、層に含まれた量子閉じ込め半導体ナノ粒子は１つ
以上の所定の配列に配列される。ある実施形態において、層は、量子閉じ込め半導体ナノ
粒子が分布しているホスト材料でさらに構成される。
【００４６】
　ある実施形態において、さらなる層および／または機構（フィルタ、反射層、結合手段
などを含むが、これらに限定されない。）も含まれる。光学部品へのまたは導波管部品に
よる包含のための本明細書で議論する各種のさらなる層および／または機構の例も、フィ
ルムに含まれることが可能である。ある実施形態において、フィルムはデカールを備える
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。
【００４７】
　本発明の別の態様により、導波管部品および量子閉じ込め半導体ナノ粒子で構成される
光学部品が提供される。ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子はホスト材
料中に含まれることが可能である。ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子
は本発明による組成物中に含まれる。
【００４８】
　ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、導波管部品の表面の所定の領
域に所定の配列で直接的または間接的に含まれる。
【００４９】
　本開示によって考慮される本発明の各種の態様および実施形態において、所定の配列は
いずれの構成または内容の配列でも可能である。例えば所定の配列は、いずれの種類の画
像（例えばロゴ、デザイン、ピクチャー、他のグラフィックス、テキスト（例えば文字、
単語、数、文字、単語および／または数の組合せ）、および／またはこの組合せ（例えば
ロゴ、デザイン、ピクチャー、他のグラフィックス、および／またはテキストの組合せ）
）を表示することも可能である。または、所定の配列は所定の領域を全部または一部被覆
する層でもあり得る。ある実施形態において、第２の所定の配列は、第１の所定の配列の
上および／または下にさらに配置可能である。ある実施形態において、第２の所定の配列
は量子閉じ込め半導体ナノ粒子で構成される。１つを超える所定の配列を含むある実施形
態において、所定の配列は有用であり得る不透明または他の非発光性材料で構成され得て
、例えば量子閉じ込め半導体ナノ粒子バックグラウンド層の輝度は、１つ以上の他の任意
の所定の配列の詳細、コントラストまたは他の視感度側面を向上させることが可能である
。所定の配列は、別のデバイス、製品、または他の物品の中または上に含まれているか否
かにかかわらず、部品またはデバイスが使用中に可視である部品またはデバイスの表面の
上に通常は配置される。
【００５０】
　２つ以上の所定の配列を含むある実施形態において、配列は異なる向きを有するように
位置決めされ得る。例えば、１つの配列は第１の向きで見ることを意図して位置決めされ
得て、別の配列は第２の向きで、例えば第１の向きから９０度回転して見ることを意図し
て位置決めされる。
【００５１】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子は電子およびホールを閉じ込めることが可能であり、光を
吸収して異なる波長の光を再放出するフォトルミネセンス特性を有する。量子閉じ込め半
導体ナノ粒子から放出された光の色特徴は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子のサイズ、およ
び量子閉じ込め半導体ナノ粒子の化学組成によって変わる。
【００５２】
　ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、化学組成およびサイズに関し
て少なくとも１種類の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。本開示によって考慮される本
発明の態様または実施形態の１つに含まれる量子閉じ込め半導体ナノ粒子の種類は、変換
される光の波長および所望の光出力の波長によって決定される。本明細書で議論するよう
に、量子閉じ込め半導体ナノ粒子はこの表面の上にシェルおよび／またはリガンドを含ん
でいることも、または含んでいないこともある。量子閉じ込め半導体ナノ粒子のシェルお
よび／またはリガンドは、非発光性欠陥部位を不動態化し、綿状化または凝集を防止して
ナノ粒子間のファンデルワールス結合力を克服するように作用することが可能である。あ
る実施形態において、リガンドは、量子閉じ込め半導体ナノ粒子が含まれ得る任意のホス
ト材料に対する親和性を有する材料を含むことが可能である。本明細書で議論するように
、ある実施形態において、シェルは無機シェルで構成される。
【００５３】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子のサイズおよび組成は、ナノ粒子が所定の波長の光子を放
出するように選択可能である。
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【００５４】
　例えば、所定の配列は、同じまたは異なる波長の光を放出する量子閉じ込め半導体ナノ
粒子を含むことが可能である。
【００５５】
　単色実施形態において、励起光の吸収時に所望の色の所定の波長または波長帯で放出す
る量子閉じ込め半導体ナノ粒子が選択される。
【００５６】
　マルチカラーまたはポリクロマティックの実施形態では、例えば、１つ以上の光源から
の光エネルギーによって励起されるときに所望の光出力で２つ以上の異なる所定の波長を
放出する、量子閉じ込め半導体ナノ粒子が選択される。量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、
所定の配列に従ってこの放出の波長または波長帯に従ってさらに配列されることが可能で
ある。
【００５７】
　本開示によって考慮される本発明の各種の態様および実施形態に含まれる量子閉じ込め
半導体ナノ粒子は好ましくは、狭いサイズ分布を有する量子閉じ込め半導体ナノ粒子の集
合のメンバである。さらに好ましくは、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、量子閉じ込め半
導体ナノ粒子の単分散または実質的に単分散の集合で構成される。
【００５８】
　本開示によって考慮される本発明の各種の態様および実施形態に含まれる量子閉じ込め
半導体ナノ粒子は好ましくは、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、また
は９０％を超えるような高い放出量子効率を有する。
【００５９】
　ある実施形態において、本発明の光学部品は、光源に光学的に結合されているときに、
光学部品に含まれる量子閉じ込め半導体ナノ粒子の１つ以上の所定の配列に対応する１個
以上の照明されたパターンを表示するために有用である。
【００６０】
　本開示によって考慮される発明のある実施形態および態様において、周辺光条件下では
（例えば１個以上の光源からの導波光によって光学的に励起されていないときに）、所定
の配列は可視的に発光性ではなく、実質的に透明である（可視スペクトルでは＜０．１Ａ
ｂｓ単位、または可視スペクトルでは透過率＞９０％）。
【００６１】
　本開示によって考慮される本発明のある実施形態に含まれる量子閉じ込め半導体ナノ粒
子は、光源に光学的に結合されているときに、光源から放出された光の少なくとも一部の
波長を変化させるのに有用である。
【００６２】
　これらの用途では、光源から放出された元の光の少なくとも一部のエネルギーよりも小
さいバンドギャップを有する量子閉じ込め半導体ナノ粒子が選択される。ある実施形態に
おいて、１つを超える光源を光学部品に光学的に結合することが可能である。
【００６３】
　ある実施形態において、光学部品は少なくとも１つの機構を含む導波管部品を含み、該
機構は量子閉じ込め半導体ナノ粒子用のホスト材料で構成される組成物で構成される。場
合により、散乱体および／または他の添加剤も組成物に含まれることが可能である。
【００６４】
　ある実施形態において、光学部品は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む少なくとも１
つの層を含む。ある実施形態において、層に含まれた量子閉じ込め半導体ナノ粒子は１つ
以上の所定の配列に配列される。量子閉じ込め半導体ナノ粒子が含まれ得る層への包含の
ための組成物の例は本明細書に記載される。
【００６５】
　ある実施形態において、光学部品は、導波管部品の表面に直接的または間接的に配置さ
れる少なくとも１つのこのような層を含む。
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【００６６】
　ある実施形態において、光学部品は、導波管部品と、導波管部品上に含まれ得る他の任
意の層との間に配置された、少なくとも１つのこのような層を含む。
【００６７】
　ある実施形態において、光学部品は、２個の別個の導波管部品の間に配置された少なく
とも１つのこのような層を含む。（他の任意の層も含まれ得る。）。
【００６８】
　光学部品のある実施形態において、本発明による組成物で構成される層も含まれる。あ
る実施形態において、少なくとも１個の機構が導波管部品の表面の上に配置される。
【００６９】
　ある実施形態において、少なくとも１個の機構が導波管部品に埋め込まれる。
【００７０】
　ある実施形態において、１個の機構は、該機構が導波管部品の表面の全部または所定の
一部を被覆するように選択された寸法を有することが可能である。
【００７１】
　ある実施形態において、複数の機構が導波管部品上に配置される。
【００７２】
　ある実施形態において、複数の機構が導波管部品に埋め込まれる。
【００７３】
　ある実施形態において、導波管部品は１個以上の凹部を含み、少なくとも１個の機構が
凹部の一方に含まれる。
【００７４】
　複数の機構を含むある実施形態において、機構の一部は導波管部品の表面の上に配置可
能であり、機構の一部は導波管部品に埋め込むことが可能である。ある実施形態において
、機構は所定の配列に配列される。
【００７５】
　複数の機構を含むある実施形態において、各機構は同じまたは異なる種類の量子閉じ込
め半導体ナノ粒子で構成されることが可能である。
【００７６】
　複数の機構を含むある実施形態において、複数の機構はパターンに配列することが可能
である。このような実施形態の幾つかにおいて、各機構は他の機構の形状と同一または類
似の形状を有することが可能である。このような実施形態の幾つかにおいて、機構のすべ
ての形状が同一または同様である必要はない。
【００７７】
　複数の機構を含むある実施形態において、各機構は、他の機構のサイズ寸法と同一また
は同様であるサイズ寸法（例えば長さ、幅、および厚さ）を有することが可能である。あ
る実施形態において、すべての機構のサイズが同一または同様である必要はない。
【００７８】
　ある実施形態において、機構は約０．１から約２００ミクロンの厚さを有することが可
能である。
【００７９】
　ある実施形態において、機構は空間的にディザリングされることが可能である。
【００８０】
　ディザリングまたは空間的ディザリングは、例えば、色深度の錯覚を与えるために色の
所定のパレットの小規模な区域の使用を説明する、デジタル画像処理で使用される用語で
ある。例えば、白色は小規模な赤色、緑色および青色の区域の混合から生成されることが
多い。ある実施形態において、導波管部品の表面に配置されたおよび／または埋め込まれ
た（各種類が異なる色の光を放出可能である。）異なる種類の量子閉じ込め半導体ナノ粒
子を含む組成物のディザリングを使用すると、異なる色の錯覚を生成することが可能であ
る。ある実施形態において、白色光を放出するように見える導波管部品は、例えば赤色、
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緑色および青色を放出する量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む機構のディザリングされた
パターンから生成可能である。ディザリングされたカラーパターンは周知である。ある実
施形態において、白色光の青色光成分は、取り出された不変青色励起光および／または導
波管部品に含まれる量子閉じ込め半導体ナノ粒子によってダウンコンバートされた励起光
で構成することが可能であり、ナノ粒子は励起光を青色にダウンコンバートするために事
前に選択された組成およびサイズを含む。
【００８１】
　ある実施形態において、白色光は異なる種類の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む組成
物を（組成およびサイズに基づいて）層状化することによって得ることが可能であり、各
種類は所定の色を有する光を得るために選択される。
【００８２】
　ある実施形態において、白色光はホスト材料に異なる種類の量子閉じ込め半導体ナノ粒
子を（組成およびサイズに基づいて）含めることによって得ることが可能であり、各種類
は所定の色を有する光を得るために選択される。
【００８３】
　ある実施形態において、ホスト材料および量子閉じ込め半導体ナノ結晶で構成される組
成物は、導波管部品の表面に組成物が適用、または埋め込まれた後に好ましくは硬化され
る。例えば、ある実施形態において、組成物は溶融状態で適用され得て、冷却時に硬化す
ることが可能である；組成物はＵＶ硬化、熱硬化、化学硬化もしくは他の方法で硬化され
得るか、または導波管部品などの表面に適用、もしくは埋め込まれた後に硬化され得る。
【００８４】
　ある実施形態において、光学部品は、この表面に配置された量子閉じ込め半導体ナノ粒
子を含む担体基板を含むフィルムで構成され、該フィルムは導波管部品の表面に付着され
る。ある実施形態において、フィルムはデカールを備える。
【００８５】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む組成物、および導波
管部品へのこの適用（例えば配列、厚さ、多色など）に関する本明細書の説明は、担体基
板ならびに本開示によって考慮される本発明の他の態様および実施形態にも適用される。
【００８６】
　ある実施形態において、担体基板は、さらなる層、構造、部品、または本開示によって
考慮される本明細書に記載するもしくは他に記載された他の機構のいずれか１個以上を、
本発明による光学部品の各種の態様および実施形態における導波管部品を備えたさらなる
機構として、さらに含むことが可能である。
【００８７】
　ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、担体基板の表面の所定の領域
の上に所定の配列で配置される。ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は
担体基板表面の所定の領域の上に配置された層に含まれる。ある実施形態において、層に
含まれた量子閉じ込め半導体ナノ粒子は１つ以上の所定の配列に配列される。
【００８８】
　ある実施形態において、担体基板は、剛性材料、例えばガラス、ポリカーボネート、ア
クリル、石英、サファイア、または導波管部品の特徴を備えた他の公知の剛性材料で構成
されることが可能である。
【００８９】
　ある実施形態において、担体基板は可撓性材料、例えばプラスチックまたはシリコーン
（例えばこれらに限定されるわけではないが、薄いアクリル、エポキシ、ポリカーボネー
ト、ＰＥＮ、ＰＥＴ、ＰＥ）などのポリマー材料で構成されることが可能である。
【００９０】
　好ましくは、担体基板の主表面の少なくとも１つ、さらに好ましくは２つが平滑である
。
【００９１】
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　好ましくは、担体基板は、実質的に光学的に透明であり、さらに好ましくは導波管パス
長１ｍｍに付き、光源に対して少なくとも９９％光学的に透明である。
【００９２】
　ある実施形態において、担体基板の幾何形状および寸法は、特定の最終使用用途に基づ
いて選択することが可能である。ある実施形態において、担体基板の厚さは実質的に均一
である。ある実施形態において、担体基板の厚さは不均一である（例えば先細）。
【００９３】
　好ましくは、担体基板は薄い可撓性部品で構成される。ある実施形態において、担体基
板の厚さは約１０００ミクロン以下である。ある実施形態において、担体基板の厚さは約
５００ミクロン以下である。ある実施形態において、担体基板の厚さは１０から約２００
ミクロンの範囲内である。
【００９４】
　ある実施形態において、フィルムはデカールを備える。ある実施形態において、デカー
ルは表面に固定して付着可能である。デカールを表面に固定して付着させるための技法の
例は、これらに限定されるわけではないが、永久接着、積層化、または他の固定付着技法
を含む。ある実施形態において、デカールは表面に着脱自在に付着または再配置可能であ
る。デカールを表面に着脱自在に付着する技法の例は、低粘着性接着剤（例えば３Ｍ　Ｐ
ｏｓｔ－ｉｔ　Ｎｏｔｅ　ｇｌｕｅなど）の使用、担体基板などの静電付着型材料の使用
、または他の着脱自在付着技法を含む。好ましくは、デカールを表面に付着するために使
用される技法または材料は、光学的に透明または実質的に光学的に透明である。
【００９５】
　ある実施形態において、下層フィルタは、量子閉じ込め半導体ナノ粒子（ホスト材料に
含まれているか否かにかかわらず）と導波管部品との間に配置されている。ある実施形態
において、下層フィルタは、１個以上の機構の下の導波管部品の全部または少なくとも所
定の領域を被覆する。好ましくは、下層フィルタは、光の１つ以上の所定の波長を通過さ
せることが可能であり、他の波長を吸収または場合により反射することが可能である。
【００９６】
　ある実施形態において、上層フィルタ材料は、導波管部品に対向する機構の１個以上の
表面の上に配置されている。好ましくは、上層フィルタは、光の１つ以上の所定の波長を
通過させることが可能であり、他の波長を吸収または場合により反射することが可能であ
る。
【００９７】
　ある実施形態において、光学部品は、導波管部品の各種の表面の上に複数のフィルタ層
を含む。
【００９８】
　ある実施形態において、光学部品は、光源から放出された光の少なくとも一部を光源か
ら導波管部品中に光学的に結合させる、１個以上の結合部材または構造物をさらに含むこ
とが可能である。このような部材または構造物は、例えば、限定されることなく、導波管
部品の表面に付着された、導波管部品（例えばプリズム、格子など）の表面から突出した
、導波管部品に少なくとも部分的に埋め込まれた、または導波管部品の空洞内に少なくと
も部分的に位置決めされた、部材または構造物を含む。
【００９９】
　ある実施形態において、結合部材または構造物は量子閉じ込め半導体ナノ粒子で構成す
ることが可能である。このような実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、光
の導波管部品への結合を向上させることが可能である。このような実施形態において、光
の導波管部品への結合は、このようなナノ粒子が導波管部品の表面、好ましくは主表面に
配置されるときに特に向上させることが可能である。このような実施形態の例は、図３に
概略的に示されている。ある実施形態において、このようなナノ粒子は、本願に記載され
た本発明の実施形態による組成物中に含まれることが可能である。
【０１００】
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　本明細書で教示された本発明のある実施形態において、例えば、取り出し部材または構
造物も含まれ得る。ある実施形態において、取り出し部材または構造物は、導波管部品の
表面または光学部品もしくはフィルムの上層に分布させることが可能である。ある好まし
い実施形態において、このような分布は均一または実質的に均一である。ある実施形態に
おいて、結合部材または構造物は、より均一な光分布を達成するために、形状、サイズお
よび／または周波数が異なり得る。ある実施形態において、結合部材または構造物は、ポ
ジティブである、即ち導波管の表面より上に位置し得るか、またはネガティブである、即
ち導波管の表面中に押し下げられ得るか、または両方の組合せであり得る。ある実施形態
において、ホスト材料および量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む組成物で構成される１個
以上の機構を、ポジティブ結合部材もしくは構造物の表面に、および／またはネガティブ
結合部材もしくは構造物の中に適用することが可能である。
【０１０１】
　ある実施形態において、結合部材または構造物は、成形、エンボス加工、積層化、（例
えばスプレー、リソグラフィー、印刷（スクリーン、インクジェット、フレキソ印刷など
）などを含むが、これらに限定されない技法によって形成された）硬化性調合物の適用に
よって形成可能である。
【０１０２】
　ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、導波管部品の重量に基づいて
約０．００１から約１５重量パーセントの範囲内の量で導波管部品に含まれる。ある好ま
しい実施形態において、導波管部品は、導波管部品の重量に基づいて約０．０１から約１
０重量パーセントの量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。あるさらに好ましい実施形態に
おいて、導波管部品は、導波管部品の重量に基づいて約０．０１から約５重量パーセント
の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。ある最も好ましい実施形態において、導波管部品
は、導波管部品の重量に基づいて約０．１から約２重量パーセントの量子閉じ込め半導体
ナノ粒子を含む。ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は導波管部品内に
分布することが可能である。
【０１０３】
　ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ結晶は、導波管部品の所定の領域に分
布することが可能である。ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子の分布は
、導波管部品の所定の領域を通じて実質的に均一であることが可能である。ある実施形態
において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子の濃度は、導波管部品の所定の領域を通じて不均
一であることが可能である（例えば段階的）。
【０１０４】
　ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ結晶は導波管部品全体を通じて分布す
ることが可能である。ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子の分布は、導
波管部品全体を通じて実質的に均一であることが可能である。ある実施形態において、量
子閉じ込め半導体ナノ粒子の濃度は、導波管部品を通じて不均一であることが可能である
（例えば段階的）。
【０１０５】
　ある実施形態において、散乱体は、導波管部品内にも分布される。ある実施形態におい
て、散乱体は、導波管部品の重量の約０．００１から約１５重量パーセントの範囲内の量
で含まれる。ある実施形態において、さらなる添加剤は導波管部品中に含まれることが可
能である（例えば限定されることなく、さらなる界面活性剤、消泡剤）。
【０１０６】
　ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は導波管部品の表面の上に配置さ
れた層に含まれる。
【０１０７】
　ある実施形態において、層は約０．１から約２００ミクロンの厚さを有する。
【０１０８】
　ある実施形態において、層は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子が分布しているホスト材料
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をさらに含む。
【０１０９】
　ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、ホスト材料の重量の約０．０
０１から約１５重量パーセントの範囲内の量で層に含まれる。ある好ましい実施形態にお
いて、層は、ホスト材料の重量に基づいて約０．０１から約１０重量パーセントの量子閉
じ込め半導体ナノ粒子を含む。あるさらに好ましい実施形態において、層は、ホスト材料
の重量に基づいて約０．０１から約５重量パーセントの量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含
む。ある最も好ましい実施形態において、層は、ホスト材料の重量に基づいて約０．１か
ら約２重量パーセントの量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
【０１１０】
　ある実施形態において、ホスト材料はポリマー、モノマー、樹脂、結合剤、ガラス、金
属酸化物または他の非ポリマー性材料で構成されることが可能である。ホスト材料の他の
例が本明細書に記載されている。ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は
層に均一に分散されている。ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は層に
不均一に分散されている。
【０１１１】
　ある実施形態において、散乱体も層に含まれる。ある実施形態において、散乱体は、ホ
スト材料の重量の約０．００１から約１５重量パーセントの範囲内の量で層に含まれる。
【０１１２】
　ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、ホスト材料粒子、ベシクル、
マイクロカプセルなどの中に含有または分散されている。このようなマイクロカプセルは
、「Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｌｉｐｏｐｈｉｌｉｃ　ｄｙｅ－ｌｏａｄｅｄ　ｐ
ｏｌｙ（ｖｉｎｙｌ　ａｌｃｏｈｏｌ）ｍｉｃｒｏｃａｐｓｕｌｅｓ　ａｎｄ　ｔｈｅｉ
ｒ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ，ｂｙ　Ｂｕｄｒｉｅｎｅ，ｅｔ　ａｌ．，２００
２」に記載されたような技法を使用しても調製可能である。ある実施形態において、ナノ
粒子は、参照によりこの全体が本明細書に組み入れられている、Ｊｏｈｎ　Ｒ．Ｌｉｎｔ
ｏｎの、２００８年３月４日に出願された米国特許出願番号６１／０３３，７２９、「Ｐ
ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅｓ，Ｕｓｅｓ　Ｔｈ
ｅｒｅｏｆ，ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ」に記載されているような粒子にも含まれ得る。当
業者によってただちに確認され得る他の技法を使用することが可能である。好ましいカプ
セル材料系の例は、ＰＶＡおよびスクアラン溶媒を含む。マイクロカプセル化は、パッケ
ージング（ガス透過特性）または材料特性（屈折率、散乱など）を改善するために、半導
体ナノ粒子をホスト材料中に分散させる好ましい手法であり得る。マイクロカプセル化は
、例えば加工中に個々のナノ粒子を取り扱うことが望ましくない場合にも好ましいことが
ある。これらのホスト材料粒子、ベシクル、マイクロカプセルなどは、球状から不定形ま
で各種の形状を有することが可能であり、直径１００ｎｍから１００μｍのサイズに及ぶ
ことが可能である。これらの粒子は次に、ホスト材料を通じて均一または不均一に分散さ
せることが可能である。
【０１１３】
　場合により他の添加剤（ＵＶ吸収剤などを含むが、これらに限定されない。）が層に含
まれることが可能である。
【０１１４】
　ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子で構成される複数の層が導波管部
品の表面の上に配置される。ある実施形態において、さらなる添加剤は導波管部品内に含
まれることが可能である（例えば限定されることなく、さらなる界面活性剤、消泡剤、散
乱体）。
【０１１５】
　ある実施形態において、導波管部品は、導波管部品の表面の所定の領域の上にパターン
形成層として配置された量子閉じ込め半導体ナノ粒子で構成された層を含む。ある好まし
い実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子で構成された層は、量子閉じ込め半導
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体ナノ粒子が光の吸収に応答して１つ以上の所定の波長の光子を放出するように選択およ
び調整された所定のパターンで配列される。
【０１１６】
　ある実施形態において、導波管部品は、導波管部品の表面の所定の領域の上にパターン
形成されていない層として配置された量子閉じ込め半導体ナノ粒子で構成された層を含む
。
【０１１７】
　ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子で構成されたフィルムまたは層は
、導波管部品とは別に作製可能である。フィルムまたは層は次に、導波管の表面に付着ま
たは積層することが可能である。量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有するフィルムまたは
層は次に、所定の形状に切断することが可能である。ある実施形態において、層の形状は
ダイカッティングによって達成可能である。このようなフィルムまたは層は、フィルムも
しくは層の一部として、または導波管もしくは光学部品の別の一部として、上および／ま
たは下にフィルタをさらに含み得る。
【０１１８】
　本開示によって考慮される本発明のある実施形態および態様において、量子閉じ込め半
導体ナノ粒子は、約１から約１００ナノメートル（ｎｍ）の範囲内の平均粒径を有する。
ある実施形態において、量子閉じ込めナノ粒子は約１から約２０ｎｍの範囲内の平均粒径
を有する。ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は約２から約１０ｎｍの
範囲内の平均粒径を有する。
【０１１９】
　好ましくは、リガンドは量子閉じ込め半導体ナノ粒子の少なくとも一部の表面に付着さ
れる。
【０１２０】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む本開示によって考慮される本発明のある実施形態お
よび態様において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子の少なくとも一部は、光源から導波管部
品中へ結合された光の少なくとも一部の波長を１つ以上の所定の波長に変換することが可
能である。
【０１２１】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む本開示によって考慮される本発明のある実施形態お
よび態様において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は半導体ナノ結晶で構成される。ある実
施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、コア／シェル構造を含む半導体ナノ結
晶で構成される。
【０１２２】
　導波管部品を含む本開示によって考慮される本発明のある好ましい実施形態および態様
において、導波管部品は、光源から導波管部品に結合された光に対して、および量子閉じ
込め半導体ナノ粒子によって放出された光に対して透明である。
【０１２３】
　導波管部品を含む本開示によって考慮される本発明のある実施形態および態様において
、導波管部品は、剛性材料、例えばガラス、ポリカーボネート、アクリル、石英、サファ
イア、または導波管部品の特徴を備えた他の公知の剛性材料で構成されることが可能であ
る。
【０１２４】
　導波管部品を含む本開示によって考慮される本発明のある実施形態および態様において
、導波管部品はまたは、可撓性材料、例えばプラスチックもしくはシリコーン（例えばこ
れらに限定されるわけではないが、薄いアクリル、エポキシ、ポリカーボネート、ＰＥＮ
、ＰＥＴ、ＰＥ）などのポリマー性材料で構成されることが可能である。
【０１２５】
　導波管部品を含む本開示によって考慮される本発明のある実施形態および態様において
、導波管部品は平面状である。
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【０１２６】
　導波管部品を含む本開示によって考慮される本発明のある実施形態および態様において
、少なくとも光が放出される導波管部品の表面の組織は、それを透過する光のパターン、
角度、もしくは他の特徴を強化する、またはそうでなければ変化させるために選択される
。例えば、ある実施形態において、表面は平滑であり得る；ある実施形態において、表面
は非平滑であり得る（例えば表面は粗くされている、または表面が１つ以上の隆起および
／または陥没特徴を含む。）；ある実施形態において、表面は平滑領域および非平滑領域
の両方を含み得る。
【０１２７】
　本開示によって考慮される本発明のある実施形態および態様において、導波管部品およ
び／または光学部品の幾何形状および寸法は、特定の最終使用用途に基づいて選択可能で
ある。ある実施形態において、導波管部品の厚さは実質的に均一であることが可能である
。ある実施形態において、導波管の厚さは不均一であることが可能である（例えば先細）
。
【０１２８】
　本開示によって考慮される本発明のある実施形態および態様において、光源から導波管
部品に結合された光の少なくとも０．１％が量子閉じ込め半導体ナノ粒子によって吸収お
よび再放出される。ある実施形態において、光源から導波管部品に結合された光の少なく
とも１０％が量子閉じ込め半導体ナノ粒子によって吸収および再放出される。ある実施形
態において、光源から導波管部品に結合された光の少なくとも２０％が量子閉じ込め半導
体ナノ粒子によって吸収および再放出される。ある実施形態において、光源から導波管部
品に結合された光の少なくとも３０％が量子閉じ込め半導体ナノ粒子によって吸収および
再放出される。ある実施形態において、光源から導波管部品に結合された光の少なくとも
４０％が量子閉じ込め半導体ナノ粒子によって吸収および再放出される。ある実施形態に
おいて、光源から導波管部品に結合された光の少なくとも５０％が量子閉じ込め半導体ナ
ノ粒子によって吸収および再放出される。ある実施形態において、光源から導波管部品に
結合された光の少なくとも６０％が量子閉じ込め半導体ナノ粒子によって吸収および再放
出される。ある実施形態において、光源から導波管部品に結合された光の少なくとも７０
％が量子閉じ込め半導体ナノ粒子によって吸収および再放出される。ある実施形態におい
て、光源から導波管部品に結合された光の少なくとも８０％が量子閉じ込め半導体ナノ粒
子によって吸収および再放出される。ある実施形態において、光源から導波管部品に結合
された光の少なくとも９０％が量子閉じ込め半導体ナノ粒子によって吸収および再放出さ
れる。
【０１２９】
　本開示によって考慮される本発明のある実施形態および態様において、光学部品は薄い
可撓性部品で構成される。ある実施形態において、光学部品の厚さは約１０００ミクロン
以下である。ある実施形態において、部品の厚さは約５００ミクロン以下である。ある実
施形態において、部品の厚さは１０から約２００ミクロンの範囲内である。
【０１３０】
　ある実施形態において、光学部品は光源からの光を導波管部品の縁を通じて結合するた
めの結合手段をさらに含む。光源の例は、下に挙げるものを含むが、これらに限定されな
い。ある実施形態において、２個以上の光源を導波管部品に結合するために２個以上の結
合手段を含むことが可能である。
【０１３１】
　本発明の別の態様により、本発明による光学部品および導波管部品に光学的に結合され
た光源を備えたシステムが提供される。ある実施形態において、導波管部品は、導波管部
品の重量に基づいて約０．００１から約１５重量パーセントの量子閉じ込め半導体ナノ粒
子を含む。ある実施形態において、導波管部品は、導波管部品の重量に基づいて約０．０
１から約１０重量パーセントの量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。ある実施形態におい
て、導波管部品は、導波管部品の重量に基づいて約０．０１から約５重量パーセントの量
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子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。ある実施形態において、導波管部品は、導波管部品の
重量に基づいて約０．１から約２重量パーセントの量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子はホスト材料中に含まれる。ある実
施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は本発明による組成物中に含まれる。ある
実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、観察面として意図される導波管部品
の表面の所定の領域の上の１つ以上の所定の配列に含まれる。
【０１３２】
　光源の例は、限定されることなく、固体発光デバイス（例えばエレクトロルミネセンス
デバイスまたは薄膜エレクトロルミネセンスデバイスＴＦＥＬ（周知であり、例えばＤｕ
ｒｅｌ、およびＬｕｍｉｎｕｓ　Ｆｉｌｍｓ　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｕｍｉｎｏｕｓ
ｆｉｌｍ．ｃｏｍ／ｅｌ＿ｌａｍｐ．ｈｔｍを含むが、これらに限定されない多くの発売
元より入手可能）、ＬＥＤ（例えば当分野で周知であり、多くの販売元より入手可能な、
無機半導体ＬＥＤなどの無機ＬＥＤ）、固体レーザ、または他の公知の固体照明デバイス
）、ガス放電ランプ（例えば蛍光ランプＣＣＦＬ、ナトリウムランプ、金属ハライドラン
プ、高圧水銀ランプ、ＣＲＴ）、他のレーザデバイスを含む。上の光源は周知であり、多
くの販売元から入手可能である。光源は電磁スペクトルの可視または不可視（例えば赤外
、紫外など）領域で放出可能である。
【０１３３】
　ある実施形態において、システムは単一の光源を含むことが可能である。
【０１３４】
　ある実施形態において、システムは複数の光源を含むことが可能である。
【０１３５】
　複数の光源を含むある実施形態において、個々の光源は同じであるまたは異なることが
可能である。
【０１３６】
　複数の光源を含むある実施形態において、個々の光源はそれぞれ、他の光源それぞれに
よって放出された光と同じであるまたは異なる波長を有する光を放出することが可能であ
る。
【０１３７】
　複数の光源を含むある実施形態において、個々の光源はアレイとして配列することが可
能である。
【０１３８】
　複数の光源を含むある実施形態において、個々の光源は、導波管部品の同じまたは異な
る区域に光を導入するために光学的に結合されることが可能である。
【０１３９】
　ある実施形態において、光源は青色ＬＥＤ（例えば（Ｉｎ）ＧａＮ青）またはＵＶ　Ｌ
ＥＤで構成される。
【０１４０】
　ある実施形態において、光源または光源アレイは導波管部品の縁に光学的に結合される
。
【０１４１】
　一実施形態において、システムは本発明の２個以上の光学部品を含むことが可能である
。このような光学部品は、それぞれの（ガラスまたは他の光学的に透明な材料で好ましく
は構築された）導波管部品が他の光学部品それぞれの導波管部品と平行であり、光学部品
それぞれが別個の光源に結合されるように、好ましくは配列される。光学部品は、光学部
品間に「光通信」がないように、それぞれから好ましくは分離される。このような分離は
、部品間の物理的間隔によるエアギャップによって、または低屈折率材料層によって達成
可能である。２個以上の光学部品を単一のベースもしくはフレームに、または複数のベー
スもしくはフレームに取り付けることが可能である。各導波管は、所定の発光特徴を有す
る量子閉じ込め半導体ナノ粒子の１つ以上の所定の配列を含むことが可能である。各光学
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部品の中または上に含まれる量子閉じ込め半導体ナノ粒子の配列は、別の光学部品の配列
と同じであるまたは異なることが可能である。光源は、同じ時間にまたは時系列に基づい
て、照明されるようにプログラムされること、またはそうでなければ照明されるように適
合されることが可能である。例えば標識用途において、システムに含まれる各光学部品は
、異なる画像（例えばロゴ、テキスト、図面、ピクチャー、上述の各種組合せ、または他
の所定の配列）を有することが可能である。好ましくは、光学部品の１個または全部にお
けるこの配列に含まれる量子閉じ込め半導体ナノ粒子の量および厚さは、光学部品に光学
的に結合された光源が使用できないときに、配列が観察者に対して実質的に透明であるよ
うに選択される。２個以上の光学部品を含むある実施形態において、光学部品は異なる向
きを有するように位置決めされ得る。例えば、１個の配列は第１の向きで見ることを意図
して位置決めされ得て、別の配列は第２の向きで、例えば第１の向きから９０度回転して
見ることを意図して位置決めされる。
【０１４２】
　標識のある実施形態において、導波管部品は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む所定
の配列が本開示に従って本開示によって考慮されるように適用され、また本明細書で考慮
されるように光が光源から中に結合された、導波能力を備えた材料から製造されたウィン
ドウもしくは他の構造的、装飾的、構築的、もしくは他の構造または要素で構成されるこ
とが可能である。ある用途で特に好都合であるように、１個以上の光源から導波された光
によって光学的に励起されていないときに、所定の配列は可視的に発光性でなく、周囲条
件下で実質的に透明である（＜０．１Ａｂｓ単位）。
【０１４３】
　本発明の別の態様により、導波管部品に光学的に結合されるように適合された光源およ
び１つ以上のフィルムを備えたキットが提供され、少なくとも１つのフィルムがこの表面
の上に配置された量子閉じ込め半導体ナノ粒子でを含む担体基板を備えている。ある実施
形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は所定の配列に配置される。ある実施形態に
おいて、フィルムは、フィルムの重量に基づいて約０．００１から約１５重量パーセント
の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。ある実施形態において、フィルムの１つ以上はデ
カールを備える。ある実施形態において、キットは導波管部品をさらに含む。
【０１４４】
　ある実施形態において、デカールまたは他のフィルムの担体基板の幾何形状および寸法
は、特定の最終使用用途に基づいて選択することが可能である。ある実施形態において、
担体基板の厚さは実質的に均一である。ある実施形態において、担体基板の厚さは不均一
であることが可能である（例えば先細）。
【０１４５】
　好ましくは、担体基板は薄い可撓性部品で構成される。ある実施形態において、担体基
板の厚さは約１０００ミクロン以下である。ある実施形態において、担体基板の厚さは約
５００ミクロン以下である。ある実施形態において、担体基板の厚さは１０から約２００
ミクロンの範囲内である。
【０１４６】
　ある実施形態において、光源は光を導波管部品へ結合するように適合されている。例え
ば、１個以上の光源（例えば１個以上のランプ、ＬＥＤ、または他の照明デバイス）は、
光を導波管部品へ結合するために導波管部品の表面に固定される、または着脱自在に付着
されるように適合されている構造部材に含まれることが可能である。ある実施形態におい
て、構造部材は、導波管部品に結合された光の実質的にいずれもが、量子閉じ込め半導体
ナノ粒子が上に配置された導波管部品の表面から直接通過しないように、構造部材内に含
まれる１個以上の光源を位置決めする。このような実施形態において、表面から放出され
た光はナノ粒子によって吸収および再放出された光である。ナノ粒子が上に配置された導
波管部品の表面に光が結合されたある実施形態において、光が導波管部品のこのような表
面に向けられる角度は、部材の臨界角（例えばガラス／空気では４２度）よりも大きくな
い。ある実施形態において、構造部材は、導波管部品に光学的に結合された三角形の、好
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ましくは３０－６０－９０三角形の断面を有するプリズムで構成される。
【０１４７】
　図５は、本発明の各種の実施形態の例を概略的に示す。光導体または導波管（導波能力
を有する導波管部品または部材であることが可能である。）は、この表面の上に配置され
た量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。ある実施形態において、ナノ粒子は本明細書で教
示される組成物中に含まれることが可能である。ある実施形態において、ナノ粒子は、光
導体に付着されている本明細書で教示されるフィルム上に含まれることが可能である。例
証された例において、光源は位置決めされてナノ粒子が上に配置された光導体の表面に光
を結合する。光導体の縁への接近が接近不能であり得る示した例において、光が直接光導
体を通過するのを避けるために、プリズムで構成された構造部材が、光導体に結合される
ための臨界角を超えない角度に光源を位置決めする手段として使用される。
【０１４８】
　ある実施形態において、ナノ粒子またはフィルムを光導体の表面の上に配置することが
可能である。ある実施形態において、他の層または構造を、ナノ粒子またはフィルムと光
導体の表面との間に位置決めすることが可能である。
【０１４９】
　ある実施形態において、キットは、本明細書で記載した他の光源、フィルム、量子閉じ
込め半導体ナノ粒子、導波管部品、組成物などを含むことが可能である。
【０１５０】
　本発明の別の態様により、本発明によるフィルムを部材の表面に適用するステップと、
光が担体基板上に直接的または間接的に含まれた量子閉じ込め半導体ナノ粒子を光学的に
励起させるように光を部材内に結合するステップとを含む、標識を作製する方法が提供さ
れる。ある実施形態において、部材は、導波能力を備えた材料から製造された、ウィンド
ウ（任意の種類の建物、車両）もしくは他の構造的、装飾的、構築的、もしくはその他の
構造物または要素を備えている。ある実施形態において、フィルムはデカールを備える。
【０１５１】
　ある実施形態において、方法は、本発明によるフィルムを、光導波能力を有する光学的
に透明な材料の表面に適用するステップと、光が部材内で導波されるように部材の表面ま
たは縁の中に光を結合するステップと、担体基板上に直接的または間接的に含まれた量子
閉じ込め半導体ナノ粒子を光学的に励起するステップとを含む。ある実施形態において、
部材は、導波能力を備えた光学的に透明なまたは実質的に光学的に透明な材料から製造さ
れた、ウィンドウ（任意の種類の建物、車両）もしくは他の構造的、装飾的、構築的、も
しくはその他の物品または要素を備えている。フィルム上の所定の配列は、パターン形成
されたまたはパターン形成されてない配列で構成されることが可能である。ある実施形態
において、フィルムはデカールを備える。
【０１５２】
　本発明の別の態様により、ランプの表面の上に配置された量子閉じ込め半導体ナノ粒子
を含むＴＦＥＬランプが提供される。ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒
子は所定の配列に配置される。ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子はラ
ンプの表面の上に配置された層に含まれる。ある実施形態において、層はランプの発光表
面全体を被覆する。
【０１５３】
　ある実施形態において、層に含まれた量子閉じ込め半導体ナノ粒子は１つ以上の所定の
配列に配列される。ある実施形態において、層は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子が分布し
ているホスト材料をさらに含む。
【０１５４】
　ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、ホスト材料の重量の約０．０
０１から約１５重量パーセントの範囲内の量でホスト材料に含まれる。好ましくは、ホス
ト材料は（液体に対して）固体材料で構成される。
【０１５５】
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　ある実施形態において、散乱体はホスト材料にさらに含まれている。
【０１５６】
　ある実施形態において、ＴＦＥＬランプは本発明によるフィルムを含む。ある実施形態
において、フィルムはランプの表面に付着されたデカールを備える。ある実施形態におい
て、デカールはランプ構造体に積層されている。ある実施形態において、ランプが包装ま
たはカプセル化される前に、デカールはランプ構造体に含まれている。ある実施形態にお
いて、１つ以上のフィルタ層が量子閉じ込め半導体ナノ粒子の下および／または上に含ま
れている。他の層および／または機構がランプの上および／またはフィルムの中に含まれ
ることも可能である。ある実施形態において、フィルムはデカールを備える。ある実施形
態において、下層フィルタは、量子閉じ込め半導体ナノ粒子（ホスト材料に含まれている
か否かにかかわらず）とＴＦＥＬランプの表面との間に配置されている。ある実施形態に
おいて、下層フィルタは、１個以上の機構の下のＴＦＥＬランプの全部または少なくとも
所定の領域を被覆する。好ましくは、下層フィルタは、光の１つ以上の所定の波長を通過
させることが可能であり、他の波長を吸収または場合により反射することが可能である。
【０１５７】
　ある実施形態において、上層フィルタ材料は、ＴＦＥＬランプに対向する機構の１個以
上の表面の上に配置されている。好ましくは、上層フィルタは、光の１つ以上の所定の波
長を通過させることが可能であり、他の波長を吸収または場合により反射することが可能
である。
【０１５８】
　ある実施形態において、複数のフィルタ層が含まれる。
【０１５９】
　ある実施形態において、ＴＦＥＬランプは、ランプから放出された光の少なくとも一部
をランプからナノ粒子中に光学的に結合させる、１個以上の結合部材または構造物をさら
に含むことが可能である。このような部材または構造物は、例えば、限定されることなく
、ＴＦＥＬランプの表面に付着された、ＴＦＥＬランプ（例えばプリズム）の表面から突
出した、ナノ粒子が上に配置されたランプの表面に少なくとも部分的に埋め込まれた、部
材または構造物を含む。ある実施形態において、例えば、結合部材または構造物はランプ
表面に分布され得る。ある好ましい実施形態において、このような分布は均一または実質
的に均一である。ある実施形態において、結合部材または構造物は、表面から取り出され
たより均一な光分布を達成するために、形状、サイズおよび／または周波数が異なり得る
。ある実施形態において、結合部材または構造物は、ポジティブである、即ちランプの表
面より上に位置し得るか、またはネガティブである、即ちランプの表面中に押し下げられ
得るか、または両方の組合せであり得る。ある実施形態において、ホスト材料および量子
閉じ込め半導体ナノ粒子を含む組成物で構成される１個以上の機構を、ポジティブ結合部
材もしくは構造物の表面に、および／またはネガティブ結合部材もしくは構造物の中に適
用することが可能である。
【０１６０】
　図６は、本発明によるＴＦＥＬランプの各種の実施形態の例を概略的に示す。量子閉じ
込め半導体ナノ粒子がこの表面の上に位置するＴＦＥＬランプが示されている。ある実施
形態において、ナノ粒子は本明細書で教示される組成物中に含まれることが可能である。
ある実施形態において、ナノ粒子は、ランプの表面に付着されている本明細書で教示する
ようなフィルム上に含まれることが可能である。例証した例において、上層フィルタはナ
ノ粒子の層の一部の上に配置されている。図において、ランプの未コート部分は青色光発
光を発生するように示されている；上層フィルタによって被覆されていないナノ粒子層の
部分を通過するランプの光は、赤色および青色発光を含む；ならびに上層フィルタによっ
て被覆されたナノ粒子層の部分を通過するランプの光は赤色発光を含む。異なる色の光出
力は、異なるフィルタの選択ならびにナノ粒子のサイズおよび組成によって達成可能であ
る。
【０１６１】
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　本発明のなおさらなる態様により、本発明による光学部品および／またはシステムを含
む各種の用途およびデバイスが提供される。例は、限定されることなく、ユーザインタフ
ェース照明、固体照明デバイス、およびディスプレイを含む。ユーザインタフェース照明
の幾つかの例が米国特許６，４２２，７１２に記載されており、この開示はこの全体が参
照により本明細書に組み入れられている。
【０１６２】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、発光デバイス、固体照明、ディスプレイ、光検出器、
他の照明部品、不揮発性メモリデバイス、太陽電池、センサ、光起電力デバイスなどを含
むが、これらに限定されない各種のデバイスおよび最終使用用途に特に適するようになる
特徴および特性を有している。
【０１６３】
　本明細書で教示される本発明のある態様および実施形態は、この全体が参照によりに本
明細書に組み入れられている、２００７年７月１８日に出願されたＰｅｔｅｒ　Ｔ．Ｋａ
ｚｌａｓの、米国特許出願番号６０／９５０，５９８、「Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔ－Ｂａ
ｓｅｄ　Ｌｉｇｈｔ　Ｓｈｅｅｔｓ　Ｕｓｅｆｕｌ　Ｆｏｒ　Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　
Ｌｉｇｈｔｉｎｇ」に開示されているものを含むが、これに限定されない固体照明デバイ
スへの包含にとって好都合であり得る。本明細書で教示される本発明のある態様および実
施形態は、この全体が参照によりに本明細書に組み入れられている、２００７年６月２６
日に出願されたＳｅｔｈ　Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎ，ｅｔ　ａｌ．の、米国特許出願番
号６０／９４６，３８２「Ｓｏｌａｒ　Ｃｅｌｌｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｑｕａｎｔｕ
ｍ　Ｄｏｔ　Ｄｏｗｎ－Ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ｆｏｒ　Ｐｈｏｔ
ｏｖｏｌｔａｉｃｓ　Ａｎｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｑｕａｎｔｕ
ｍ　Ｄｏｔｓ」に開示されているものを含むが、これに限定されない光起電力デバイスへ
の包含にとって好都合であり得る。本明細書で教示される本発明のある態様および実施形
態は、他の種類の電子または光電子デバイスへの包含にとって好都合であり得る。
【０１６４】
　ある実施形態において、ディスプレイは、本発明による光学部品および光学部品に結合
された光源を含む。光源の例は、ＥＬランプ、ＴＦＥＬランプ、ＬＥＤ、蛍光ランプ、高
圧放電ランプ、タングステン・ハロゲン・ランプ、レーザ、および上述のいずれのアレイ
も含むが、これらに限定されない。ある実施形態において、光学部品は、裏面照射（バッ
クライト）、前面照射（フロントライト）、エッジ照射（エッジライト）されるか、また
は表示画像もしくはインディシアを生成するために、光源からの光が光学部品を通じて方
向付けられる他の構成を備えている。本開示によって考慮される本発明のある態様および
実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は半導体ナノ結晶で構成され、半導体ナ
ノ結晶の少なくとも一部はこの表面に付着された１個以上のリガンドを含む。
【０１６５】
　本開示によって考慮される本発明のある態様および実施形態において、本発明の実施形
態による組成物は、ＵＶ吸収剤、分散剤、レベリング剤、粘度調節剤、着色料（例えば染
料）、リン光体粒子、保湿剤、充填剤、増量剤などおよびこの混合物をさらに含むことが
可能である。
【０１６６】
　本開示によって考慮される本発明のある態様および実施形態において、本発明の実施形
態による組成物はリン光体粒子を含まない。
【０１６７】
　ある好ましい実施形態において、例えば量子閉じ込め半導体ナノ粒子および液体媒体で
構成されるインクから本発明による組成物を調製することが可能であり、液体媒体は重合
（例えば架橋）されてホスト材料を形成することが可能である１個以上の官能基を備える
。ある実施形態において、官能性単位はＵＶ処理によって架橋することが可能である。あ
る実施形態において、官能性単位は熱処理によって架橋することが可能である。ある実施
形態において、官能性単位は、当業者によってただちに確認可能な他の架橋技法によって
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架橋することが可能である。ある実施形態において、架橋されることが可能である１個以
上の官能基を含む組成物は、それ自体が液体媒体であることが可能である。ある実施形態
において、ホストは溶液中の樹脂からの溶媒除去によって液体媒体から固化される。
【０１６８】
　２００７年６月２５日に出願されたＬｉｎｔｏｎ，ｅｔ　ａｌ．の米国特許出願番号６
０／９４６，０９０、「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｎａｎｏｍａ
ｔｅｒｉａｌ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｆａｂｒｉｃａｔｉｎｇ　Ａ　Ｄｅｖｉｃｅ，
Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｆａｂｒｉｃａｔｉｎｇ　Ａｎ　Ａｒｒａｙ　Ｏｆ　Ｄｅｖｉ
ｃｅｓ　Ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ」および２００７年７月１２日に出願された
Ｌｉｎｔｏｎ，ｅｔ　ａｌ．の米国特許出願番号６０／９４９，３０６、「Ｃｏｍｐｏｓ
ｉｔｉｏｎｓ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｎａｎｏｍａｔｅｒｉ
ａｌ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｆａｂｒｉｃａｔｉｎｇ　Ａ　Ｄｅｖｉｃｅ，Ａｎｄ　
Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｆａｂｒｉｃａｔｉｎｇ　Ａｎ　Ａｒｒａｙ　Ｏｆ　Ｄｅｖｉ
ｃｅｓ」も参照されたい、この開示はそれぞれ参照により本明細書に組み入れられている
。場合により、インクは散乱体および／または他の添加剤をさらに含む。
【０１６９】
　ある実施形態において、光学部品は上面もしくは下面、または発光デバイス、ディスプ
レイ、別の種類の照明デバイスもしくはユニット、導波管などの他の部品であり得る。
【０１７０】
　ある実施形態において、フィルム、導波管部品、または光学部品は、１個以上のさらな
る層および／または要素を場合により含み得る。一実施形態において、例えば光学部品は
、散乱体を含む１つ以上の独立した層をさらに含み得る。散乱体を含む層は、フィルムも
しくは導波管部品の上にまたは光学部品内に直接的または間接的に含まれる量子閉じ込め
半導体ナノ粒子の任意の層または他の配列の上および／または下に配置され得る（量子閉
じ込め半導体ナノ粒子の層または他の配列が、散乱体および／または他の添加剤もしくは
材料をさらに含むか否かにかかわらず）。量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む２つ以上の
積層または他の配列を含むフィルム、導波管、または光学部品のある実施形態において、
散乱体を含む１つ以上の層が、ナノ粒子を含む層のいずれかまたはすべての間に配置され
得る。散乱体の例は本明細書の別の箇所に記載されている。ある実施形態において、散乱
体を含む層は、パターン形成するまたはパターン形成しないことが可能である。本開示に
よって考慮される本発明の各種の実施形態および態様において、量子閉じ込め半導体ナノ
粒子は半導体ナノ結晶で構成される。半導体ナノ結晶は、発光デバイス、ディスプレイ、
光検出器、不揮発性メモリデバイス、太陽電池、センサ、光起電力デバイスなどを含むが
、これらに限定されない各種のデバイスおよび他の最終使用用途に特に適するようになる
特徴および特性を有している。
【０１７１】
　本開示によって考慮される本発明のある態様および実施形態において、反射性フィルム
などの反射性部品、アルミナイズコーティング、表面レリーフ機構、輝度向上フィルム、
および光をリダイレクトまたは反射することが可能である他の部品がさらに含まれること
が可能である。導波管部品またはフィルムは基板などの非散乱領域も含有し得る。
【０１７２】
　光学的結合方法の例は、共に結合された２つの領域が同様の屈折率を有する結合の方法
、または領域もしくは層と実質的に近いまたは領域もしくは層の中間の屈折率を有する光
学接着剤を使用する方法を含むが、これらに限定されない。光学的結合は、光源と導波管
部品との間のエアギャップによっても達成可能である。光学的結合の他の非制限的な例は
、屈折率整合光学接着剤を使用する積層、別の領域もしくは層の上への領域もしくは層の
コーティング、または実質的に近い屈折率を有する２つ以上の層または領域を接合するた
めに印加圧力を使用する高温積層を含む。熱転写は、材料の２つの領域を光学的に結合す
るために使用可能である別の方法である。
【０１７３】
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　図１および図２は、本発明による光学部品および光源を含むシステムのある実施形態の
例の概略図を与える。
【０１７４】
　図示した例において、光学部品は導波管部品１と、導波管部品の主表面に配置された半
導体ナノ結晶で構成される層とを含む。ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ
粒子（好ましくは、半導体ナノ結晶）で構成される層は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子が
分散されているホスト材料を場合によりさらに含むことが可能である。このような分散は
均一または不均一であることが可能である。図示した例において、光源は、導波管部品の
縁に当接することによって導波管部品に光学的に結合される。光源を導波管部品へ結合す
る他の方法は、光源を導波管部品内に埋め込むこと、または機構、格子、もしくはプリズ
ムを通じて導波管の表面へ光源を結合することを含む。
【０１７５】
　半導体ナノ結晶は狭い発光線幅を有し、フォトルミネセンス効率が高く、ナノ結晶のサ
イズおよび／または組成によって発光波長を調節可能であるため、半導体ナノ結晶は本開
示によって考慮される本発明の各種の態様および実施形態での使用に好ましい。
【０１７６】
　半導体ナノ結晶のサイズは１．２ｎｍから１５ｎｍに及ぶため、半導体ナノ結晶を含有
して、散乱粒子を含有しないコーティングは実質的に透明であることが可能である。１ミ
クロンから５０ミクロンの粒径を有するリン光体などの他のダウンコンバート粒子を含有
するコーティングは、（粒子濃度に応じて）曇りから不透明である。
【０１７７】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子（例えば半導体ナノ結晶を含む。）のサイズおよび組成は
、半導体ナノ結晶がスペクトルの遠可視、可視、赤外または他の所望の部分における所定
の波長または波長帯で光子を放出するように選択することが可能である。例えば、波長は
３００から２，５００ｎｍ以上、例えば３００から４００ｎｍ、４００から７００ｎｍ、
７００から１１００ｎｍ、１１００から２５００ｎｍ、または２５００ｎｍ超であること
が可能である。
【０１７８】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子は液体媒体に分散させることが可能であり、従ってスピン
キャスト、ドロップキャスト、相分離、および浸漬コーティングなどの薄膜被着技法に適
している。＞量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、またはインクジェット印刷、シルクスクリ
ーニング、および表面の上にパターンを形成するために利用可能な他の液膜技法によって
、または被着させることが可能である。
【０１７９】
　液体媒体中に分散された量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含むインクを、導波管の表面ま
たは他の基板もしくは表面に印刷、スクリーン印刷、スピンコーティング、グラビア技法
、インクジェット印刷、ロール印刷などによっても被着させることが可能である。インク
は所定の配列で被着させることが可能である。例えば、インクはパターン形成されたまた
はパターン形成されていない配列で被着させることが可能である。インクを基板に被着さ
せるのに有用であり得るさらなる情報については、例えば２００７年６月２５日に出願さ
れたＳｅｔｈ　Ａ．Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎの「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｄｅｐｏｓ
ｉｔｉｎｇ　Ｎａｎｏｍａｔｅｒｉａｌ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｆａｂｒｉｃａｔｉ
ｎｇ　Ａ　Ｄｅｖｉｃｅ，Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｆａｂｒｉｃａｔｉｎｇ　
Ａｎ　Ａｒｒａｙ　Ｏｆ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」という名称の国際特許出願番号ＰＣＴ／ＵＳ
２００７／０１４７１１、２００７年６月２５日に出願されたＳｅｔｈ　Ａ．Ｃｏｅ－Ｓ
ｕｌｌｉｖａｎ，ｅｔ　ａｌ．の「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｎ
ａｎｏｍａｔｅｒｉａｌ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｆａｂｒｉｃａｔｉｎｇ　Ａ　Ｄｅ
ｖｉｃｅ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｆａｂｒｉｃａｔｉｎｇ　Ａｎ　Ａｒｒａｙ　Ｏｆ
　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ」という名称の国際特許出願番号
ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０１４７０５、２００７年６月２５日に出願されたＳｅｔｈ　Ａ
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．Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎ，ｅｔ　ａｌ．の「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ａｎｄ　Ａｒｔｉｃｌ
ｅｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｎａｎｏｍａｔｅｒｉａｌ」という名称の国際特許出願番号
ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０１４７０６、２００７年４月９日に出願されたＳｅｔｈ　Ａ．
Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎ，ｅｔ　ａｌ．の、「Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｉｎｃｌｕｄ
ｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｏｆ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｍａｔｅｒ
ｉａｌ，Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓａｍｅ　Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　
Ｆｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌ」という名称の国際特許出願番号ＰＣ
Ｔ／ＵＳ２００７／０８８７３、２００７年４月１３日に出願されたＭａｒｉａ　Ｊ，Ａ
ｎｃ，ｅｔ　ａｌ．の「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｏｆ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａ
ｌ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｏｆ　Ｍａｋｉｎｇ　Ａ　Ｄｅｖｉｃｅ，Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ
　Ａｎｄ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｆｏｒ　Ｕｓｅ　Ｉｎ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｍａｔｅ
ｒｉａｌ」という名称の国際特許出願番号ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０９２５５、２００７
年４月９日に出願されたＳｅｔｈ　Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎ，ｅｔ　ａｌ．の「Ｍｅｔ
ｈｏｄｓ　Ａｎｄ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｎａｎｏｍａｔｅｒｉａｌ
」という名称の国際特許出願番号ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０８７０５、２００７年４月９
日に出願されたＭａｒｓｈａｌｌ　Ｃｏｘ，ｅｔ　ａｌ．の「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｏｆ　Ｄ
ｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｎａｎｏｍａｔｅｒｉａｌ　＆　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｏｆ　Ｍａｋｉ
ｎｇ　Ａ　Ｄｅｖｉｃｅ」という名称の国際特許出願番号ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０８７
２１、２００５年１０日２０日に出願されたＳｅｔｈ　Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎ，ｅｔ
　ａｌ．の「Ｍｅｔｈｏｄ　Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｏｒ　Ｔｒａｎｓｆｅｒｒｉｎｇ
　Ａ　Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌ」という名称の米国特許出願番号１１／２
５３，６１２、および２００５年１０日２０日に出願されたＳｅｔｈ　Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌ
ｉｖａｎ，ｅｔ　ａｌ．の「Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｉｎｃｌｕ
ｄｉｎｇ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ」という名称の米国
特許出願番号１１／２５３，５９５を参照されたい、上述の特許出願のそれぞれは、参照
により本明細書に組み入れられている。
【０１８０】
　接触印刷に関連するさらなる情報については、例えばＡ．Ｋｕｍａｒ　ａｎｄ　Ｇ．Ｗ
ｈｉｔｅｓｉｄｅｓ，Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ，６３，２００
２－２００４，（１９９３）；およびＶ．Ｓａｎｔｈａｎａｍ　ａｎｄ　Ｒ．Ｐ．Ａｎｄ
ｒｅｓ，Ｎａｎｏ　Ｌｅｔｔｅｒｓ，４，４１－４４，（２００４）を参照されたい、こ
のそれぞれは参照によりこの全体が組み入れられている。
【０１８１】
　インクベースの被着技法は、各種の厚さの量子閉じ込め半導体ナノ粒子を被着させるた
めに使用することが可能である。ある実施形態において、厚さは、厚さによって所望の吸
収％を達成するように選択される。所望の吸収％の例は、限定されることなく、約０．１
％から約９９％、約１０％から約９０％、約１０％から約５０％、約５０％から約９０％
を含むことが可能である。好ましくは、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、衝突する光の少
なくとも一部を吸収して、吸収した光エネルギーの少なくとも一部を所定の波長の１個以
上の光子として再放出する。最も好ましくは、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、再放出さ
れた光子を一切吸収しないか、または再放出された光子の無視できる量のみを吸収する。
【０１８２】
　ある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む組成物は、導波管または他
の基板の事前定義された領域（本明細書では所定の領域とも呼ばれる。）に適用される。
事前定義された領域は、組成物が選択的に適用される基板の領域である。組成物および基
板は、材料が所定の領域内の実質的に全体に残存するように選択することが可能である。
パターンを形成する事前定義された領域を選択することによって、材料がパターンを形成
するように組成物を基板に適用することが可能である。パターンは規則的パターン（アレ
イ、もしくは一連の線など）、または不規則パターンであることが可能である。組成物の
パターンが基板上にいったん形成されると、基板は材料を含む領域（事前定義された領域
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）および組成物を実質的に含まない領域を有することが可能である。幾つかの状況におい
て、組成物は基板上にナノ粒子の単層の厚さを形成する。事前定義された領域は不連続領
域であることが可能である。言い換えれば、組成物が基板の事前定義された領域に適用さ
れるときに、組成物を含む部位は、組成物を実質的に含まない他の部位によって分離され
ることが可能である。
【０１８３】
　これらの被着技法から得られた機構または層への量子閉じ込め半導体ナノ粒子の位置決
めにより、ナノ粒子の表面すべてが光を吸収および放出するために利用され得るわけでは
ない。
【０１８４】
　または、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、上に挙げたまたは他の公知の技法のいずれか
によって、全層もしくは部分層としてまたはパターン形成配列に被着された光透過材料（
例えば、量子閉じ込め半導体ナノ粒子によって放出された光に対して、好ましくは少なく
とも部分的に光透過性であり、さらに好ましくは透明であり、量子閉じ込め半導体ナノ粒
子を分散させることが可能である、ポリマー、樹脂、シリカガラス、またはシリカゲルな
ど）に分散させることが可能である。好適な材料は、ポリスチレン、エポキシ、ポリイミ
ド、およびシリカガラスなどの多くの安価で一般に入手可能な材料を含む。
【０１８５】
　ある実施形態において、このような材料は、光学励起下で所与の色の光を生成するため
にナノ粒子のサイズが選択されている、量子閉じ込め半導体ナノ粒子の分散を含有し得る
。例えばポリマーでオーバーコーティングされた基板上の２次元層などの、材料中に配置
された量子閉じ込め半導体ナノ粒子の他の構成も考慮される。
【０１８６】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子がホスト材料中に分散され、導波管部品の表面に層として
適用されているある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む層の屈折率は
、導波管部品の屈折率以上である屈折率を有することが可能である。
【０１８７】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子がホスト材料中に分散され、導波管部品の表面の上に層と
して適用されたある実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む層の屈折率は
、導波管部品の屈折率未満である屈折率を有することが可能である。
【０１８８】
　ある実施形態において、反射性材料は、導波管部品内での光の内部反射を向上させるた
めに導波管部品の縁に適用することが可能である。
【０１８９】
　ある実施形態において、反射性材料は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む層が配置さ
れて導波管部品内での光の内部反射を向上させるのはもちろんのこと、半導体ナノ粒子か
ら観察者に対する発光も反射させる表面と反対側の、導波管部品の表面に適用することが
可能である。
【０１９０】
　導波管部品の表面上で量子閉じ込め半導体ナノ粒子で構成された層を含む本発明の実施
形態において、光学部品は、表面の少なくとも一部の上にカバー、コーティングまたは層
を場合によりさらに含むことが可能であり、カバー、コーティングまたは層の上に、量子
閉じ込め半導体ナノ粒子で構成された層が環境（例えばほこり、水分など）および／また
は引っかき傷もしくは摩耗からの保護のために配置されている。
【０１９１】
　ある実施形態において、光学部品は、光が放出される光学部品の表面の上にレンズ、プ
リズム面、格子などをさらに含むことが可能である。反射防止、偏光、および／または他
のコーティングもこのような表面の上に場合により含まれることが可能である。
【０１９２】
　本発明は、本発明の例示であるとして意図される以下の実施例によってさらに明らかに
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なる。
【実施例１】
【０１９３】
　緑色光を放出可能である半導体ナノ結晶の調製
　ＺｎＳｅコアの合成：０．６９ｍｍｏｌジエチル亜鉛をトリ－ｎ－オクチルホスフィン
５ｍＬに溶解させ、１Ｍ　ＴＢＰ－Ｓｅ　１ｍＬと混合した。オレイルアミン２８．９ｍ
ｍｏｌを３口フラスコに装填して、９０℃にて１時間にわたって乾燥および脱気した。脱
気後、フラスコを窒素下で３１０℃まで加熱した。いったん温度が３１０℃に達したら、
Ｚｎ溶液を注入して、反応混合物を２７０℃にて１５から３０分間加熱しながら、ナノ結
晶の成長を監視するために溶液の分割量を定期的に取り出した。いったんナノ結晶の第１
の吸収ピークが３５０ｎｍに達したら、フラスコ温度を１６０℃まで低下させることによ
って反応を停止させ、ＣｄＺｎＳｅコアの調製のためにさらに精製せずに使用した。
【０１９４】
　ＣｄＺｎＳｅコアの合成：ジメチルカドミウム１．１２ｍｍｏｌをトリ－ｎ－オクチル
ホスフィン５ｍＬに溶解させ、１Ｍ　ＴＢＰ－Ｓｅ　１ｍＬと混合した。４口フラスコ内
で、トリオクチルホスフィンオキシド４１．３８ｍｍｏｌおよびヘキシルホスホン酸４ｍ
ｍｏｌを装填して、１２０℃にて１時間にわたって乾燥および脱気した。脱気後、窒素下
でオキシド／酸を１６０℃まで加熱して、ＺｎＳｅコア成長溶液８ｍｌを１６０℃にてフ
ラスコ内に移し、２０分の間にシリンジポンプによってＣｄ／Ｓｅ溶液のをただちに添加
した。次に反応混合物を１５０℃にて１６から２０時間加熱しながら、ナノ結晶の成長を
監視するために溶液の分割量を定期的に取り出した。いったんナノ結晶の発光ピークが５
００ｎｍに達したら、混合物を室温まで冷却することによって反応を停止させた。メタノ
ールおよびｎ－ブタノールの２：１混合物を添加することによって、窒素雰囲気下のグロ
ーブボックス内の成長溶液からＣｄＺｎＳｅコアが沈殿した。単離されたコアを次にヘキ
サンに溶解させて、コア－シェル材料を作製するために使用した。
【０１９５】
　ＣｄＺｎＳｅ／ＣｄＺｎＳコア－シェルナノ結晶の合成：トリオクチルホスフィンオキ
シド２５．８６ｍｍｏｌおよびベンジルホスホン酸２．４ｍｍｏｌを４口フラスコ中に装
填した。混合物を次に、１２０℃まで１時間加熱することによって反応容器内で乾燥およ
び脱気した。フラスコを次に７５℃まで冷却して、単離したＣｄＺｎＳｅコアを含有する
ヘキサン溶液（０．１ｍｍｏｌ　Ｃｄ含有量）を反応混合物に添加した。ヘキサンを減圧
下で除去した。ジメチルカドミウム、ジエチル亜鉛、およびヘキサメチルジシラチアンを
Ｃｄ、Ｚｎ、およびＳ前駆物質としてそれぞれ使用した。ＣｄおよびＺｎを等モル比で混
合したが、ＳはＣｄおよびＺｎに対して２倍過剰量であった。Ｃｄ／ＺｎおよびＳサンプ
ルをそれぞれ、窒素雰囲気下のグローブボックス内でトリオクチルホスフィン４ｍＬに溶
解させた。いったん前駆物質溶液を調製したら、反応フラスコを窒素下で１５０℃まで加
熱した。前駆物質溶液を、シリンジポンプを使用して１５０℃にて２時間で滴加した。シ
ェル成長後に、ナノ結晶を窒素雰囲気下のグローブボックスに移して、メタノールおよび
イソプロパノールの３：１混合物を添加することによって成長溶液から沈殿させた。単離
したコア－シェルナノ結晶を次にヘキサンに溶解させて、量子閉じ込め半導体ナノ結晶お
よびホスト材料を含む組成物を作製するために使用した。
【実施例２】
【０１９６】
　赤色光を放出可能である半導体ナノ結晶の調製
　ＣｄＳｅコアの合成：カドミウムアセテート１ｍｍｏｌを２０ｍＬバイアル内で１００
℃のトリ－ｎ－オクチルホスフィン８．９６ｍｍｏｌに溶解させ、次に１時間にわたって
乾燥および脱気した。トリオクチルホスフィンオキシド１５．５ｍｍｏｌおよびオクタデ
シルホスフィン酸２ｍｍｏｌを３口フラスコに添加して、１４０℃にて１時間乾燥および
脱気した。脱気後、Ｃｄ溶液をオキシド／酸フラスコに添加して、混合物を窒素下で２７
０℃まで加熱した。いったん温度が２７０℃に達したら、トリ－ｎ－ブチルホスフィン８
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ｍｍｏｌをフラスコに注入した。温度を２７０℃に戻して、１．５Ｍ　ＴＢＰ－Ｓｅ　１
．１ｍＬを次に迅速に注入した。次に反応混合物を２７０℃にて１５から３０分間加熱し
ながら、ナノ結晶の成長を監視するために溶液の分割量を定期的に取り出した。いったん
ナノ結晶の第１の吸収ピークが５６５から５７５ｎｍに達したら、混合物を室温まで冷却
することによって反応を停止させた。メタノールおよびイソプロパノールの３：１混合物
を添加することによって、窒素雰囲気下のグローブボックス内の成長溶液からＣｄＳｅコ
アが沈殿した。単離したコアを次にヘキサンに溶解させて、コア－シェル材料を作製する
ために使用した。
【０１９７】
　ＣｄＳｅ／ＣｄＺｎＳコア－シェルナノ結晶の合成：トリオクチルホスフィンオキシド
２５．８６ｍｍｏｌおよびオクタデシルホスホン酸２．４ｍｍｏｌを４口フラスコ中に装
填した。混合物を次に、１２０℃まで１時間加熱することによって反応容器内で乾燥およ
び脱気した。フラスコを次に７５℃まで冷却して、単離したＣｄＳｅコアを含有するヘキ
サン溶液（０．１ｍｍｏｌ　Ｃｄ含有量）を反応混合物に添加した。ヘキサンを減圧下で
除去して、次に６－アミノ－１－ヘキサノール２．４ｍｍｏｌを反応混合物に添加した。
ジメチルカドミウム、ジエチル亜鉛、およびヘキサメチルジシラチアンをＣｄ、Ｚｎ、お
よびＳ前駆物質としてそれぞれ使用した。ＣｄおよびＺｎを等モル比で混合したが、Ｓは
ＣｄおよびＺｎに対して２倍過剰量であった。Ｃｄ／ＺｎおよびＳサンプルをそれぞれ、
窒素雰囲気下のグローブボックス内でトリオクチルホスフィン４ｍＬに溶解させた。いっ
たん前駆物質溶液を調製したら、反応フラスコを窒素下で１５５℃まで加熱した。前駆物
質溶液を、シリンジポンプを使用して１５５℃にて２時間で滴加した。シェル成長後に、
ナノ結晶を窒素雰囲気下のグローブボックスに移して、メタノールおよびイソプロパノー
ルの３：１混合物を添加することによって成長溶液から沈殿させた。単離したコア－シェ
ルナノ結晶を次にヘキサンに溶解させて、量子閉じ込め半導体ナノ粒子およびホスト材料
を含む組成物を作製するために使用した。
【０１９８】
　半導体ナノ結晶を含む層の調製
　上述の実施例の１つによって実質的に調製した半導体ナノ結晶を含むサンプルをヘキサ
ンに加えた（サンプルは、ヘキサン１０から１５ｍｌに分散させた固体約４０ｍｇに通常
は相当する。）。室温にて真空下で、ヘキサンをドットから除去した。過剰に乾燥させな
い、または溶媒を完全に除去しないように注意する。専用の低粘度反応性希釈剤０．５ｍ
ｌ（ＲＤ－１２、Ｒａｄｃｕｒｅ　Ｃｏｒｐより，９　Ａｕｄｒｅｙ　Ｐｌ，Ｆａｉｒｆ
ｉｅｌｄ，ＮＪ　０７００４－３４０１．Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ）を磁気的に撹拌
しながら半導体ナノ結晶に添加した。半導体ナノ結晶を反応性希釈剤に事前に溶解させた
後に、専用のＵＶ硬化性アクリル調合物２ｍｌ（同じくＲａｄｃｕｒｅより）を激しく撹
拌しながら滴加した。粘度を低下させて撹拌を補助するために、混合バイアルを時々加熱
した。添加が完了した後、真空を引いて同伴空気および残留溶媒を除去した。バイアルを
次に１時間から一晩、超音波浴（ＶＷＲ）に置くと、透明有色溶液が得られた。サンプル
が超音波浴にある間に４０℃超の温度を避けるために注意する。
【０１９９】
　ＵＶ硬化性アクリル中の同じ色の半導体ナノ結晶の複数のバッチを共に混合した。下の
サンプルでは、表１に示す赤色バッチ３個を共に添加した；および表１に示す緑色バッチ
４個を共に添加した。
【０２００】
　サンプルを予め洗浄したガラススライド上でＭａｙｅｒロッドによってコーティングし
て、Ｈ電球を備えたＤＹＭＡＸ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍによる５０００
－ＥＣ　ＵＶ光硬化フラッドランプ（２２５ｍＷ／ｃｍ２）で１０秒間硬化させた。
【０２０１】
　所望の厚さを達成するために複数の層を含むサンプルを層間で硬化させた。ホスト材料
および量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む層の上（または下）にフィルタを含むサンプル
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は、独立したステップでＭａｙｅｒロッドによってコーティングされたフィルタを有する
。フィルタは、Ｃｏａｔｅｓ／Ｓｕｎ　ＣｈｅｍｉｃａｌからのＵＶ硬化性顔料インク調
合物をブレンドすることによって作製した（例はＤＸＴ－１９３５およびＷＴＮ９９を含
むが、これらに限定されない。）。フィルタ組成物は、所望の透過特徴を達成するために
個々の色の重み付けされた吸収を共に加えることによって調合する。
【０２０２】
【表１】

　フィルムは以下の方法でキャラクタリゼーションした
　厚さ：マイクロメータによって測定
　発光測定は、Ｃａｒｙ　Ｅｃｌｉｐｓｅで各種類のサンプル１で測定した。
【０２０３】
　４５０ｎｍにて励起、２．５ｎｍ励起スリット、５ｎｍ発光スリット。
【０２０４】
　吸収は、Ｃａｒｙ　５０００で各種類のサンプル１を４５０ｎｍにて測定した。ベース
ラインを補正してガラススライドをブランクした。
【０２０５】
　ＣＩＥ座標は、ＣＳ－２００クロマメータを使用して各種類のサンプル１で測定した。
サンプルを４５０ｎｍ　ＬＥＤによって励起し、カメラは軸外の色データを収集した。
【０２０６】
　外部フォトルミネセンス（ＰＬ）量子効率は、参照により本明細書に組み入れられてい
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るＭｅｌｌｏ，ｅｔ　ａｌ．，Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　９（３）：２３
０（１９９７）によって開発された方法を使用して測定する。（１）。該方法は、平行４
５０ｎｍ　ＬＥＤ源、積分球および分光計を使用する。３回の測定値を得る。最初に、Ｌ
ＥＤは、本方法を説明する例示の目的で（発光強度（ａ．ｕ．）を波長（ｎｍ）の関数と
してグラフで表す）Ｌ１と標識され図４に示されたスペクトルを与える、積分球を直接照
明する。次に、拡散ＬＥＤ光のみがサンプルを照明して、図４に例示の目的で示されてい
る（Ｌ２＋Ｐ２）スペクトルを与えるように、ＰＬサンプルを積分球中に置く。最後に、
ＬＥＤがサンプルを直接照明して（単に非垂直入射）、図４に例示の目的で示されている
（Ｌ３＋Ｐ３）スペクトルを与えるように、ＰＬサンプルを積分球中に置く。データを収
集した後、各スペクトルの寄与（ＬおよびＰ）を計算した。Ｌ１、Ｌ２およびＬ３は、各
測定でのＬＥＤスペクトルの和に相当し、Ｐ２およびＰ３は２回目および３回目の測定で
のＰＬスペクトルに関連する和である。次に以下の式は、外部ＰＬ量子効率を与える
　ＥＱＥ＝［（Ｐ３・Ｌ２）マイナス（Ｐ２・Ｌ３）］／（Ｌ１・（Ｌ２マイナスＬ３）
）
【０２０７】
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【表２】

【０２０８】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子（例えば半導体ナノ結晶を含む。）は、ナノメートルスケ
ールの無機半導体ナノ粒子である。半導体ナノ結晶は例えば、直径約１ｎｍから約１００
０ｎｍの、好ましくは約２ｎｍから約５０ｕｍ、さらに好ましくは約１ｎｍから約２０ｎ
ｍ（例えば約６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８
、１９、または２０ｎｍ）の無機微結晶を含む。
【０２０９】
　本発明の各種の態様および実施形態に含まれる半導体ナノ結晶は、約１５０オングスト
ローム（Å）未満の平均ナノ結晶直径を最も好ましくは有する。ある実施形態において、
約１２から約１５０オングストロームの範囲内の平均ナノ結晶直径を有する半導体ナノ結
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晶は特に所望であり得る。
【０２１０】
　しかし、半導体ナノ結晶の組成および所望の発光波長に応じて、平均直径はこれらの好
ましいサイズ範囲外でもよい。
【０２１１】
　ナノ粒子およびナノ結晶を形成する半導体は、第ＩＶ族元素、第ＩＩ－ＶＩ族化合物、
第ＩＩ－Ｖ族化合物、第ＩＩＩ－ＶＩ族化合物、第ＩＩＩ－Ｖ族化合物、第ＩＶ－ＶＩ族
化合物、第Ｉ－ＩＩＩ－ＶＩ族化合物、第ＩＩ－ＩＶ－ＶＩ族化合物、または第ＩＩ－Ｉ
Ｖ－Ｖ族化合物、例えばＣｄＳ、ＣｄＯ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＺｎＳ、ＺｎＯ、ＺｎＳ
ｅ、ＺｎＴｅ、ＭｇＴｅ、ＧａＡｓ、ＧａＰ、ＧａＳｂ、ＧａＮ、ＨｇＳ、ＨｇＯ、Ｈｇ
Ｓｅ、ＨｇＴｅ、ＩｎＡｓ、ＩｎＰ、ＩｎＳｂ、ＩｎＮ、ＡｌＡｓ、ＡｌＰ、ＡｌＳｂ、
ＡＩＳ、ＰｂＳ、ＰｂＯ、ＰｂＳｅ、Ｇｅ、Ｓｉ、三元および四元混合物および／または
合金を含む、それらの合金、および／またはそれらの混合物で構成されることが可能であ
る。
【０２１２】
　ナノ粒子およびナノ結晶の形状の例は、球、ロッド、円板、他の形状またはこの混合物
を含む。
【０２１３】
　本発明のある好ましい態様および実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子（例
えば半導体ナノ結晶を含む。）は１つ以上の第１の半導体材料の「コア」を含み、「コア
」はコアの表面の少なくとも一部の上に第２の半導体材料のオーバーコーティング即ち「
シェル」を含み得る。ある実施形態において、シェルはコアを包囲する。コアの表面の少
なくとも一部の上にシェルを含む、量子閉じ込め半導体ナノ粒子（例えば半導体ナノ結晶
を含む）コアは、「コア／シェル」半導体ナノ結晶とも呼ばれる。
【０２１４】
　例えば、量子閉じ込め半導体ナノ粒子（例えば半導体ナノ結晶を含む。）は、第ＩＶ族
元素または式ＭＸによって表される化合物で構成されるコアを含むことが可能であり、式
中、Ｍはカドミウム、亜鉛、マグネシウム、水銀、アルミニウム、ガリウム、インジウム
、タリウム、またはそれらの混合物であり、Ｘは酸素、硫黄、セレン、テルル、窒素、リ
ン、ヒ素、アンチモン、またはこの混合物である。コアとしての使用に好適な材料の例は
、ＣｄＳ、ＣｄＯ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＺｎＳ、ＺｎＯ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＭｇＴ
ｅ、ＧａＡｓ、ＧａＰ、ＧａＳｂ、ＧａＮ、ＨｇＳ、ＨｇＯ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、Ｉｎ
Ａｓ、ＩｎＰ、ＩｎＳｂ、ＩｎＮ、ＡｌＡｓ、ＡｌＰ、ＡｌＳｂ、ＡＩＳ、ＰｂＳ、Ｐｂ
Ｏ、ＰｂＳｅ、Ｇｅ、Ｓｉ、三元および四元混合物および／または合金を含む、それらの
合金、および／またはそれらの混合物を含むが、これらに限定されない。シェルとしての
使用に好適な材料の例は、ＣｄＳ、ＣｄＯ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＺｎＳ、ＺｎＯ、Ｚｎ
Ｓｅ、ＺｎＴｅ、ＭｇＴｅ、ＧａＡｓ、ＧａＰ、ＧａＳｂ、ＧａＮ、ＨｇＳ、ＨｇＯ、Ｈ
ｇＳｅ、ＨｇＴｅ、ＩｎＡｓ、ＩｎＰ、ＩｎＳｂ、ＩｎＮ、ＡｌＡｓ、ＡｌＰ、ＡｌＳｂ
、ＡＩＳ、ＰｂＳ、ＰｂＯ、ＰｂＳｅ、Ｇｅ、Ｓｉ、三元および四元混合物および／また
は合金を含む、それらの合金、および／またはそれらの混合物を含むが、これらに限定さ
れない。
【０２１５】
　ある実施形態において、周囲の「シェル」材料は、コア材料のバンドギャップよりも大
きいバンドギャップを有することが可能であり、「コア」基材の原子間隔に近い原子間隔
を有するように選択することが可能である。別の実施形態において、周囲のシェル材料は
コア材料のバンドギャップよりも小さいバンドギャップを有することが可能である。さら
なる実施形態において、シェルおよびコア材料は同じ結晶構造を有することが可能である
。シェル材料は下でさらに議論される。コア／シェル半導体構造のさらなる例については
、参照によりこの全体が本明細書に組み入れられている、２００３年８月１２日に出願さ
れた「Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌ　Ｈｅｔｅｒｏｓｔｒｕｃ
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ｔｕｒｅｓ」という名称の米国出願番号１０／６３８，５４６を参照されたい。
【０２１６】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子は好ましくは、狭いサイズ分布を有する半導体ナノ粒子の
集合のメンバである。さらに好ましくは、量子閉じ込め半導体ナノ粒子（例えば半導体ナ
ノ結晶を含む。）は、ナノ粒子の単分散または実質的に単分散の集合で構成される。
【０２１７】
　ある実施形態において、本発明の各種の態様および実施形態に含まれる量子閉じ込め半
導体ナノ粒子の吸収％は、例えば、約０．１％から約９９％；好ましくは少なくとも約１
０％から約９９％である。好ましい一例において、吸収％は約１０％から約９０％の吸収
である。別の好ましい例において、吸収％は約１０％から約５０％である；別の例におい
て、吸収％は約５０％から約９０％である。
【０２１８】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、ナノ粒子のサイズおよび組成によって調整できる光学
特性を生成するためのボトムアップ化学手法を設計するのに利用可能であり得る、強い量
子閉じ込め効果を示す。
【０２１９】
　例えば、半導体ナノ結晶の調製および操作は、参照によりこの全体が本明細書に記載さ
れている、Ｍｕｒｒａｙ，ｅｔ　ａｌ．（Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，１１５：８７
０６（１９９３））；Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ　Ｍｕｒｒａｙの論文、「Ｓｙｎｔｈｅｓ
ｉｓ　ａｎｄ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ＩＩ－ＶＩ　Ｑｕａｎｔｕｍ
　Ｄｏｔｓ　ａｎｄ　Ｔｈｅｉｒ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｉｎｔｏ　３－Ｄ　Ｑｕａｎｔｕ
ｍ　Ｄｏｔ　Ｓｕｐｅｒｌａｔｔｉｃｅｓ」，Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ　Ｉｎｓｔｉ
ｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ，１９９５；および「Ｈｉ
ｇｈｌｙ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　Ｃｏｌｏｒ－ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｍａｔｅｒｉａ
ｌｓ」という名称の米国特許出願番号０８／９６９，３０２に記載されている。半導体ナ
ノ結晶の調製および操作の他の例は、米国特許６，３２２，９０１および米国特許６，５
７６，２９１、ならびに米国特許出願番号６０／５５０，３１４に記載されており、この
それぞれは参照によりこの全体が本明細書に記載されている。
【０２２０】
　半導体ナノ結晶を製造する方法の一例は、コロイド成長プロセスである。コロイド成長
は、ＭドナーおよびＸドナーを高温の配位溶媒中への注入によって起きる。単分散半導体
ナノ結晶を調製する好ましい方法の一例は、高温の配位溶媒中に注入されたジメチルカド
ミウムなどの有機金属試薬の熱分解を含む。この熱分解は、独立した核形成を可能にして
、巨視的な量の半導体ナノ結晶の成長制御を引き起こす。注入は、半導体ナノ結晶を形成
するために制御された方法で成長可能である核を生成する。反応混合物は、半導体ナノ結
晶を成長およびアニーリングするために穏やかに加熱することが可能である。サンプル中
の半導体ナノ結晶の平均サイズおよびサイズ分布のどちらも成長温度に依存する。安定し
た成長を維持するのに必要な成長温度は、平均結晶サイズの増大と共に上昇する。半導体
ナノ結晶は、半導体ナノ結晶の集合のメンバである。独立した核形成および成長制御の結
果として、得られた半導体ナノ結晶の集合は直径の狭い単分散分布を有する。直径の単分
散分布はサイズとも呼ぶことが可能である。好ましくは、粒子の単分散集合は、集合にお
ける粒子の少なくとも６０％が特定の粒径範囲内に含まれる粒子の集合を含む。単分散粒
子の集合は、好ましくは直径の１５％　ｒｍｓ（二乗平均平方根）未満、さらに好ましく
は１０％　ｒｍｓ未満、最も好ましくは５％未満の偏差がある。
【０２２１】
　半導体ナノ結晶の狭いサイズ分布によって、狭いスペクトル幅での発光の可能性が与え
られる。単分散半導体ナノ結晶は、参照によりこの全体が本明細書に記載されている、Ｍ
ｕｒｒａｙ　ｅｔ　ａｌ．（Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，１１５：８７０６（１９９
３））；Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ　Ｍｕｒｒａｙの論文、「Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ａｎｄ
　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ＩＩ－ＶＩ　Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔｓ　
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ａｎｄ　Ｔｈｅｉｒ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｉｎｔｏ　３－Ｄ　Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔ　
Ｓｕｐｅｒｌａｔｔｉｃｅｓ」，Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏ
ｆ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ，１９９５；および「Ｈｉｇｈｌｙ　Ｌ
ｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　Ｃｏｌｏｒ－ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ」という
名称の米国特許出願番号０８／９６９，３０２に詳細に記載されている。
【０２２２】
　配位溶媒中での半導体ナノ結晶の成長制御およびアニーリングのプロセスと、続いての
核形成によっても、均質な表面誘導体化および規則的なコア構造物を生じさせることが可
能である。サイズ分布が鮮明になると、安定した成長を維持するために温度を上昇させる
ことが可能になる。ＭドナーまたはＸドナーをさらに添加することによって、成長期間を
短縮することが可能である。Ｍドナーは無機化合物、有機金属化合物、または元素金属で
あることが可能である。Ｍは、カドミウム、亜鉛、マグネシウム、水銀、アルミニウム、
ガリウム、インジウムまたはタリウムである。Ｘドナーは、Ｍドナーと反応して、一般式
ＭＸを有する材料を形成することが可能な化合物である。通常、Ｘドナーは、ホスフィン
カルコゲニド、ビス（シリル）カルコゲニド、二酸素、アンモニウム塩、またはトリス（
シリル）プニクチドなどのカルコゲニドドナーまたはプニクチドドナーである。好適なＸ
ドナーは、二酸素、ビス（トリメチルシリル）セレニド（（ＴＭＳ）２Ｓｅ）、（トリ－
ｎ－オクチルホスフィン）セレニド（ＴＯＰＳｅ）または（トリ－ｎ－ブチルホスフィン
）セレニド（ＴＢＰＳｅ）などのトリアルキルホスフィンセレニド、（トリ－ｎ－オクチ
ルホスフィン）テルリド（ＴＯＰＴｅ）などのトリアルキルホスフィンテルリドまたはヘ
キサプロピルリントリアミドテルリド（ＨＰＰＴＴｅ）、ビス（トリメチルシリル）テル
リド（（ＴＭＳ）２Ｔｅ）、ビス（トリメチルシリル）スルフィド（（ＴＭＳ）２Ｓ）、
（トリ－ｎ－オクチルホスフィン）スルフィド（ＴＯＰＳ）などのトリアルキルホスフィ
ンスルフィド、アンモニウムハライド（例えばＮＨ４Ｃｌ）などのアンモニウム塩、トリ
ス（トリメチルシリル）ホスフィド（（ＴＭＳ）３Ｐ）、トリス（トリメチルシリル）ア
ルセニド（（ＴＭＳ）３Ａｓ）、またはトリス（トリメチルシリル）アンチモニド（（Ｔ
ＭＳ）３Ｓｂ）を含む。ある実施形態において、ＭドナーおよびＸドナーは同じ分子内の
部分であることが可能である。
【０２２３】
　配位溶媒は、半導体ナノ結晶の成長の制御を補助することが可能である。配位溶媒は、
例えば成長する半導体ナノ結晶の表面に対して配位するために利用できる孤立電子対を有
する、ドナー孤立電子対を有する化合物である。溶媒配位は、成長する半導体ナノ結晶を
安定化させることが可能である。代表的な配位溶液は、アルキルホスフィン、アルキルホ
スフィンオキシド、アルキルホスホン酸、またはアルキルホスフィン酸を含むが、ピリジ
ン、フラン、およびアミンなどの他の配位溶媒も半導体ナノ結晶の産生に好適であり得る
。好適な配位溶媒の例は、ピリジン、トリ－ｎ－オクチルホスフィン（ＴＯＰ）、トリ－
ｎ－オクチルホスフィンオキシド（ＴＯＰＯ）およびトリスヒドロキシルプロピルホスフ
ィン（ｔＨＰＰ）を含む。テクニカルグレードのＴＯＰＯが使用可能である。
【０２２４】
　反応の成長ステージ中のサイズ分布は、粒子の吸収または発光線幅を監視することによ
って推定可能である。粒子の吸収スペクトルの変化に対応した反応温度の変更によって、
成長の間の鋭い粒径分布の維持が可能となる。結晶成長中により大きい結晶を成長させる
ために、核形成溶液に反応物質を添加することが可能である。例えばＣｄＳｅおよびＣｄ
Ｔｅでは、特定の半導体ナノ結晶平均粒径で成長を停止させて、半導体材料の適正な組成
を選択することによって、半導体ナノ結晶の発光スペクトルは３００ｎｍから５ミクロン
、または４００ｎｍから８００ｎｍの波長範囲にわたって連続的に調整可能である。
【０２２５】
　上述のように、好ましくは量子閉じ込め半導体ナノ粒子（例えば半導体ナノ結晶を含む
。）は、コアがコアの表面にオーバーコーティングを含むコア／シェル構造を有する。オ
ーバーコーティング（シェルとも呼ばれる。）は、コアの組成と同じまたは異なる組成を
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有する半導体材料であることが可能である。コア表面上の半導体材料のオーバーコートは
、第ＩＩ－ＶＩ族化合物、第ＩＩ－Ｖ族化合物、第ＩＩＩ－ＶＩ族化合物、第ＩＩＩ－Ｖ
族化合物、第ＩＶ－ＶＩ族化合物、第Ｉ－ＩＩＩ－ＶＩ族化合物、第ＩＩ－ＩＶ－ＶＩ族
化合物、および第ＩＩ－ＩＶ－Ｖ族化合物、例えばＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ
、ＣｄＯ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＭｇＳ、ＭｇＳｅ、ＧａＡｓ、ＧａＮ、ＧａＰ
、ＧａＳｅ、ＧａＳｂ、ＨｇＯ、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、ＩｎＡｓ、ＩｎＮ、Ｉｎ
Ｐ、ＩｎＳｂ、ＡｌＡｓ、ＡｌＮ、ＡｌＰ、ＡｌＳｂ、ＴｌＮ、ＴＩＰ、ＴｌＡｓ、Ｔｌ
Ｓｂ、ＰｂＯ、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、ＰｂＴｅ、それらの合金、および／またはそれらの混
合物を含むことが可能である。例えば、ＺｎＳ、ＺｎＳｅまたはＣｄＳオーバーコーティ
ングは、ＣｄＳｅまたはＣｄＴｅナノ結晶上に成長させることが可能である。オーバーコ
ーティングプロセスは、例えば米国特許６，３２２，９０１に記載されている。オーバー
コーティング中に反応混合物の温度を調節して、コアの吸収スペクトルを監視することに
よって、高い発光量子効率および狭いサイズ分布を有するオーバーコート材料を得ること
が可能である。オーバーコーティングは１つ以上の層を含み得る。オーバーコーティング
は、コアの組成と同じまたは異なる少なくとも１つの半導体材料で構成されている。ある
実施形態において、オーバーコーティングは約１から約１０の単層の厚さを有する。
【０２２６】
　半導体ナノ結晶の粒径分布は、米国特許６，３２２，９０１に記載されているように、
メタノール／ブタノールなどの半導体ナノ結晶に対しての貧溶媒を用いたサイズ選択的沈
殿によってさらに精製することが可能である。例えば、半導体ナノ結晶は、１０％ブタノ
ールのヘキサン溶液中に分散させることが可能である。この撹拌溶液に、乳光が持続する
までメタノールを滴加することが可能である。遠心分離による上清および綿状塊の分離に
よって、サンプル中で最大の微結晶を多く含む沈殿が産生される。この手順は、光学吸収
スペクトルのさらなる鮮鋭化が認められなくなるまで反復することが可能である。サイズ
選択的沈殿は、ピリジン／ヘキサンおよびクロロホルム／メタノールを含む、多様な溶媒
／非溶媒ペアで実施することが可能である。サイズ選択された半導体ナノ結晶の集合は、
好ましくは平均直径から１５％　ｒｍｓを超えない偏差、さらに好ましくは１０％　ｒｍ
ｓ以下の偏差、最も好ましくは５％　ｒｍｓ以下の偏差を有する。
【０２２７】
　半導体ナノ結晶を調製する方法のさらなる例は、２００６年２月１５日に出願された、
Ｂａｗｅｎｄｉ，ｅｔ　ａｌ．の「Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｉ
ｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ」という名
称の米国特許出願番号１１／３５４１８５；２００５年１０月２１日に出願された、Ｃｏ
ｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎ，ｅｔ　ａｌ．の「Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ
　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ」とい
う名称の米国特許出願番号１１／２５３５９５；２００３年８月１２日に出願され、上で
言及された、Ｋｉｍ，ｅｔ　ａｌ．の「Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓ
ｔａｌ　Ｈｅｔｅｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ」という名称の米国特許出願番号１０／６３
８，５４６；Ｍｕｒｒａｙ，ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ，Ｖｏｌ．１１
５，８７０６（１９９３）；Ｋｏｒｔａｎ，ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ
，Ｖｏｌ．１１２，１３２７（１９９０）；およびＣｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ　Ｍｕｒｒａ
ｙの論文、「Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ａｎｄ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　
ＩＩ－ＶＩ　Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔｓ　ａｎｄ　Ｔｈｅｉｒ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｉｎ
ｔｏ　３－Ｄ　Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔ　Ｓｕｐｅｒｌａｔｔｉｃｅｓ」，Ｍａｓｓａｃ
ｈｕｓｅｔｔｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｓｅｐｔｅｍｂｅ
ｒ，１９９５、２００７年６月４日に出願された、Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎ，ｅｔ　ａ
ｌ．の「Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｄｉｓｐｌａｙｓ　
Ｗｉｔｈ　Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ」という国際特許出願番号ＰＣＴ
／ＵＳ２００７／１３１５２、２００７年９月１２日に出願された、Ｂｒｅｅｎ，ｅｔ　
ａｌ．の「Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｉｚｅｄ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒ
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ｙｓｔａｌｓ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」という米国特許出願番号６０／９７１，８８７、
２００６年１１月２１日に出願された、Ｃｌｏｕｇｈ，ｅｔ　ａｌ．の「Ｎａｎｏｃｒｙ
ｓｔａｌｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ａ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＩＩＡ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　Ａｎｄ
　Ａ　Ｇｒｏｕｐ　ＶＡ　Ｅｌｅｍｅｎｔ，Ｍｅｔｈｏｄ，Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ，Ｄ
ｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ」という米国出願番号６０／８６６
，８２２；２００６年１１月２１日に出願された、Ｃｒａｉｇ　Ｂｒｅｅｎ，ｅｔ　ａｌ
．の「Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ａ
ｎｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　Ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓａ
ｍｅ」という米国仮特許出願番号６０／８６６，８２８；２００６年１１月２１日に出願
された、Ｃｒａｉｇ　Ｂｒｅｅｎ，ｅｔ　ａｌ．の「Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａ
ｎｏｃｒｙｓｔａｌ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　Ａｎｄ
　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓａｍｅ」という米国仮特許出願番号６０／８
６６，８３２；２００６年１１月２１日に出願された、Ｄｏｒａｉ　Ｒａｍｐｒａｓａｄ
の「Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌ　Ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔ
ｉｏｎｓ　Ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓａｍｅ」という米国仮特許
出願番号６０／８６６，８３３；２００６年１１月２１日に出願された、Ｄｏｒａｉ　Ｒ
ａｍｐｒａｓａｄの「Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌ　Ａｎｄ　
Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　Ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓａｍｅ」
という米国仮特許出願番号６０／８６６，８３４；２００６年１１月２１日に出願された
、Ｄｏｒａｉ　Ｒａｍｐｒａｓａｄの「Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓ
ｔａｌ　Ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　Ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉ
ｎｇ　Ｓａｍｅ」という米国仮特許出願番号６０／８６６，８３９；および２００６年１
１月２１日に出願された、Ｄｏｒａｉ　Ｒａｍｐｒａｓａｄの「Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔ
ｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌ　Ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　Ａｎｄ　Ｄｅｖｉ
ｃｅｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓａｍｅ」という米国仮特許出願番号６０／８６６，８４
３に記載されている。上述のそれぞれは、この全体が参照により本明細書に組み入れられ
ている。
【０２２８】
　本開示によって考慮される本発明の各種の態様および実施形態において、量子閉じ込め
半導体ナノ粒子（半導体ナノ結晶を含むが、これに限定されない。）は、量子閉じ込め半
導体ナノ粒子に結合されたリガンドを場合により有する。
【０２２９】
　一実施形態において、リガンドは、成長プロセスの間に使用される配位溶液に由来する
。表面は、上層を形成するための過剰な競合配位基への反復曝露によって改質することが
可能である。例えば、キャップド半導体ナノ結晶の分散物は、ピリジン、メタノール、お
よび芳香族にただちに分散するが、脂肪族溶媒にはもはや分散しない微結晶を産生するた
めに、ピリジンなどの配位有機化合物によって処理することが可能である。このような表
面交換プロセスは、例えばホスフィン、チオール、アミンおよびホスフェートを含む半導
体ナノ結晶の外面と配位または結合可能である任意の化合物によって実施することが可能
である。半導体ナノ結晶は、表面に対して親和性を示し、懸濁または分散媒体に対して親
和性を有する部分で終結する短鎖ポリマーに曝露することが可能である。このような親和
性によって、懸濁物の安定性が改善され、半導体ナノ結晶の綿状化が妨げられる。他の実
施形態において、半導体ナノ結晶はまたは、非配位溶媒の使用によって調製可能である。
【０２３０】
　例えば、配位リガンドは、式
　（Ｙ－）ｋ－ｎ－（Ｘ）－（－Ｌ）ｎ

　を有することが可能であり、
　式中、ｋ－ｎがゼロ以上であるように、ｋは、２、３または５であり、ｎは、１、２、
３、４または５であり；Ｘは、Ｏ、Ｓ、Ｓ＝Ｏ、ＳＯ２、Ｓｅ、Ｓｅ＝Ｏ、Ｎ、Ｎ＝Ｏ、
Ｐ、Ｐ＝Ｏ、Ａｓ、またはＡｓ＝Ｏであり；ＹおよびＬはそれぞれ独立して、アリール、
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ヘテロアリール、または少なくとも１個の二重結合、少なくとも１個の三重結合、もしく
は少なくとも１個の二重結合および１個の三重結合を場合により含有する直鎖もしくは分
枝Ｃ２－１２炭化水素鎖である。炭化水素鎖は、１個以上のＣ１－４アルキル、Ｃ２－４
アルケニル、Ｃ２－４アルキニル、Ｃ１－４アルコキシ、ヒドロキシル、ハロ、アミノ、
ニトロ、シアノ、Ｃ３－５シクロアルキル、３から５員ヘテロシクロアルキル、アリール
、ヘテロアリール、Ｃ１－４アルキルカルボニルオキシ、Ｃ１－４アルキルオキシカルボ
ニル、Ｃ１－４アルキルカルボニル、またはホルミルによって場合により置換されること
が可能である。炭化水素鎖は、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｎ（Ｒａ）－、－Ｎ（Ｒａ）－Ｃ（Ｏ
）－Ｏ－、－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒａ）－、－Ｎ（Ｒａ）－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒｂ）－、－
Ｏ－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、－Ｐ（Ｒａ）－、または－Ｐ（Ｏ）（Ｒａ）－によって場合により
割り込まれることも可能である。ＲａおよびＲｂのそれぞれは独立して、水素、アルキル
、アルケニル、アルキニル、アルコキシ、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシル、またはハ
ロアルキルである。アリール基は置換または非置換環式芳香族基である。例は、フェニル
、ベンジル、ナフチル、トリル、アントラシル、ニトロフェニル、またはハロフェニルを
含む。ヘテロアリール基は、環内に１個以上のヘテロ原子を備えたアリール基、例えばフ
リル、ピリジル、ピロリル、フェナントリルである。
【０２３１】
　好適な配位リガンドは、商業的に購入することが可能であるか、または例えば、参照に
よりこの全体が本明細書に組み入れられている、Ｊ．Ｍａｒｃｈ，Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｏ
ｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙに記載されたような通常の合成有機技法によって調製
することが可能である。
【０２３２】
　参照によりこの全体が本明細書に組み入れられている、２００３年８月１５日に出願さ
れた「Ｓｔａｂｉｌｉｚｅｄ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ
」という名称の米国特許出願番号１０／６４１，２９２も参照されたい。
【０２３３】
　電子およびホールが量子閉じ込め半導体ナノ粒子（半導体ナノ結晶を含むが、これに限
定されない。）上に局在しているとき、発光は発光波長にて生じることが可能である。発
光は、量子閉じ込め半導体材料のバンドギャップに相当する周波数を有する。バンドギャ
ップはナノ粒子のサイズの関数である。小径を有する量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、物
質の分子形とバルク形との間の中間の特性を有することが可能である。例えば、小径を有
する量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、３つの次元すべてにおける電子およびホールの両方
の量子閉じ込めを示すことが可能であり、この量子閉じ込めは、微結晶サイズが減少して
いる材料の有効バンドギャップの増加をもたらす。結果として、例えば、半導体ナノ結晶
の光学的吸収および発光は、微結晶のサイズが減少するにつれて、青色へ、またはより高
いエネルギーへ移動する。
【０２３４】
　青色発光半導体ナノ結晶材料の例については、参照によりこの全体が本明細書に組み入
れられている、２００５年３月４日に出願された米国特許出願番号１１／０７１，２４４
を参照されたい。
【０２３５】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子からの発光は、スペクトルの紫外、可視、または赤外領域
の完全な波長の範囲を通じて、量子閉じ込め半導体ナノ粒子のサイズ、量子閉じ込め半導
体ナノ粒子の組成、または両方を変化させることによって調整することが可能である、狭
いガウス型発光帯であり得る。例えば、ＣｄＳｅは可視領域で調整可能であり、ＩｎＡｓ
は赤外領域で調整可能である。量子閉じ込め半導体ナノ粒子の集合の狭いサイズ分布は、
狭いスペクトル範囲での発光を生じることが可能である。集合は、量子閉じ込め半導体ナ
ノ粒子の直径において、好ましくは１５％　ｒｍｓ（二乗平均平方根）未満の、さらに好
ましくは１０％未満の、最も好ましくは５％未満の偏差を示す単分散である。可視域で発
光する、量子閉じ込め半導体ナノ粒子の約７５ｎｍ、好ましくは６０ｎｍ、さらに好まし
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くは４０ｎｍ、最も好ましくは３０ｎｍ半値全幅（ＦＷＨＭ）を超えない狭い範囲のスペ
クトル発光を観察することが可能である。赤外発光量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、１５
０ｎｍを超えない、または１００ｎｍを超えないＦＷＨＭを有することが可能である。発
光エネルギーによって表すと、発光は０．０５ｅｖを超えない、または０．０３ｅｖを超
えないＦＷＨＭを有することが可能である。発光の幅は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子の
直径の分散が縮小するにつれ減少する。
【０２３６】
　半導体ナノ結晶の狭いＦＷＨＭは、飽和色発光を生じることが可能である。単一材料系
の可視スペクトル全体にわたる広範に調整可能な飽和色発光には、いずれのクラスの有機
発色団も適合しない（例えば、参照によりこの全体が組み入れられている、Ｄａｂｂｏｕ
ｓｉら、Ｊ．Ｐｈｙｓ．Ｃｈｅｍ．１０１，９４６３（１９９７）を参照されたい。）。
半導体ナノ結晶の単分散集合は、狭い波長範囲に及ぶ光を発光する。半導体ナノ結晶の２
つ以上のサイズを含むパターンは、２つ以上の狭い波長範囲で発光することが可能である
。観察者が感知する発光の色は、半導体ナノ結晶のサイズおよび材料の適切な組合せを選
択することによって制御することが可能である。半導体ナノ結晶のバンド端エネルギーレ
ベルの低下によって、考えられるすべての励起子の捕獲および発光再結合が促進される。
【０２３７】
　透過電子顕微鏡法（ＴＥＭ）は、半導体ナノ結晶集合のサイズ、形状、および分布に関
する情報を提供することが可能である。粉末Ｘ線回折（ＸＲＤ）パターンは、半導体ナノ
結晶の結晶構造の種類および品質に関する最も完全な情報を提供することが可能である。
粒径がＸ線可干渉距離によって、ピーク幅に反比例しているため、サイズの推定も可能で
ある。例えば、半導体ナノ結晶の直径は、透過電子顕微鏡法によって直接測定可能である
か、または例えばシェラーの式を使用してＸ線回折データから推定することが可能である
。半導体ナノ結晶の直径は、紫外／可視吸収スペクトルから推定することも可能である。
【０２３８】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、制御された（酸素を含まず、水分を含まない）環境で
好ましくは取り扱われ、製造プロセスの間のルミネセンス効率の抑制を防止する。
【０２３９】
　本明細書で使用するように、「上」、「下」、「上に」、および「下に」は、基準点か
らの位置に基づく相対的な位置の用語である。さらに詳細には、「上」は基準点から最も
離れていることを意味するが、「下」は基準点に最も近いことを意味する。例えば層が部
品または基板の「上に」配置または被着されていると記載される場合、層は部品または基
板から遠く離れて配置されている。層と部品または基板との間に他の層がある可能性もあ
る。本明細書で使用するように、「被覆する」も、基準点からの位置に基づく相対的な位
置の用語である。例えば、第１の材料が第２の材料を被覆すると記載されている場合、第
１の材料は、第２の材料の上に配置されているが、第２の材料と必ずしも接触していない
。
【０２４０】
　本明細書で使用するように、単数形「ａ」、「ａｎ」および「ｔｈｅ」は、文脈が別途
明確に指示しない限り複数形を含む。それゆえ例えば、発光材料（ａｎ　ｅｍｉｓｓｉｖ
ｅ　ｍａｔｅｒｉａｌ）への言及は、１つ以上のこのような材料への言及を含む。
【０２４１】
　出願人は、引用した参考文献すべての内容全体を本開示に特に組み入れる。さらに、量
、濃度、または他の値もしくはパラメータが範囲、好ましい範囲、または好ましい上限値
および好ましい下限値のリストのいずれかとして与えられるとき、これは、範囲が別々に
開示されているか否かにかかわらず、任意の範囲上限または好ましい上限値および任意の
範囲下限または好ましい下限値の任意の対より形成されたすべての範囲を特に開示すると
して理解されるものである。数値範囲が本明細書で引用されている場合、別途明示しない
限り、範囲はこの終点、ならびに範囲内のすべての整数および分数を含むことを意図され
る。範囲を定義するときに本発明の範囲が列挙された特定の値に限定されることは意図さ
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れていない。
【０２４２】
　本発明の他の実施形態は、本明細書の考慮および本明細書で開示された本発明の実施よ
り当業者に明らかになる。本明細書および実施例が例示としてのみ考慮され、本発明の真
の範囲および精神が以下の特許請求の範囲およびこの等価物によって示されることが意図
されている。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】
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