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(57)【要約】
　動作中にオフホワイト色光を放出する１つまたは複数
の発光光源（好ましくは固体半導体発光ダイオード）お
よび１つまたは複数の光源によって生じるオフホワイト
色光の少なくとも一部を受けるように配置された光学部
品を含む白色発光照明装置であって、該オフホワイト色
光が、約３６０ｎｍから約４７５ｎｍの第１スペクトル
領域中の少なくとも１つのスペクトル成分、約４７５ｎ
ｍから約５７５ｎｍの第２スペクトル領域中の少なくと
も１つのスペクトル成分および少なくとも１つのその他
のスペクトル領域中の少なくとも１つの欠失を含むスペ
クトル出力を含み、該光学部品が、オフホワイト色光の
少なくとも一部を、その少なくとも１つが少なくとも１
つの欠失スペクトル領域の波長を有する１つまたは複数
の所定波長へ変換するための光学材料を含む、白色発光
照明装置。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オフホワイト色発光光源および光源によって生じるオフホワイト色光の少なくとも一部
を受けるように配置された光学部品を含む白色発光照明装置であり、オフホワイト色光は
、約３６０ｎｍから約４７５ｎｍの第１スペクトル領域中の少なくとも１つのスペクトル
成分、約４７５ｎｍから約５７５ｎｍの第２スペクトル領域中の少なくとも１つのスペク
トル成分および少なくとも１つのその他のスペクトル領域中の少なくとも１つの欠失を含
むスペクトル出力を含み、光学部品は、オフホワイト色光の少なくとも一部を１つまたは
複数の所定波長に変換するための光学材料を含み、その所定波長の少なくとも１つは、照
明装置によって白色光が放出されるように少なくとも１つの欠失スペクトル領域中のある
波長を有し、光学材料は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む白色発光照明装置。
【請求項２】
　少なくとも１つの所定波長が、約５７５ｎｍから約６５０ｎｍの範囲にある、請求項１
に記載の白色発光照明装置。
【請求項３】
　少なくとも１つの所定波長が、約４５０ｎｍから約５００ｎｍの範囲にある、請求項１
に記載の白色発光照明装置。
【請求項４】
　照明装置によって放出された白色光が、少なくとも７５の平均演色評価数（Ｒａ）を有
する、請求項１に記載の白色発光照明装置。
【請求項５】
　白色発光照明装置によって放出された白色光が、少なくとも８０の平均演色評価数（Ｒ

ａ）を有する、請求項１に記載の白色発光照明装置。
【請求項６】
　白色発光照明装置によって放出された白色光が、少なくとも８５の平均演色評価数（Ｒ

ａ）を有する、請求項１に記載の白色発光照明装置。
【請求項７】
　白色発光照明装置によって放出された白色光が、少なくとも９０の平均演色評価数（Ｒ

ａ）を有する、請求項１に記載の白色発光照明装置。
【請求項８】
　白色発光照明装置によって放出された白色光が、少なくとも９５の平均演色評価数（Ｒ

ａ）を有する、請求項１に記載の白色発光照明装置。
【請求項９】
　オフホワイト色光が、約４７０ｎｍの中心波長を有する青色のスペクトル成分を含む、
請求項１に記載の白色発光照明装置。
【請求項１０】
　６０％を超える光源ルーメン／ワット効率を維持する、請求項１に記載の白色発光照明
装置。
【請求項１１】
　７０％を超える光源ルーメン／ワット効率を維持する、請求項１に記載の白色発光照明
装置。
【請求項１２】
　１００％を超える光源ルーメン／ワット効率を維持する、請求項１に記載の白色発光照
明装置。
【請求項１３】
　オフホワイト色光源装置から作り出される白色光のルーメン／ワット効率が、白色光の
色温度の関数として実質的に変化しない、請求項１に記載の白色発光照明装置。
【請求項１４】
　光学材料が、量子閉じ込め半導体ナノ粒子が分布している母材をさらに含む、請求項１
に記載の白色発光照明装置。
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【請求項１５】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子が、光学材料中に母材重量の約０．００１重量％から約５
重量％の範囲の量で含まれる、請求項１４に記載の白色発光照明装置。
【請求項１６】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子が、光学材料中に母材重量の約０．５重量％から約３重量
％の範囲の量で含まれる、請求項１４に記載の白色発光照明装置。
【請求項１７】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子が、光学材料中に母材重量の約１重量％から約３重量％の
範囲の量で含まれる、請求項１４に記載の白色発光照明装置。
【請求項１８】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子が、光学材料中に母材重量の約１重量％から約２重量％の
範囲の量で含まれる、請求項１４に記載の白色発光照明装置。
【請求項１９】
　光学材料が、光散乱材をさらに含む、請求項１４に記載の白色発光照明装置。
【請求項２０】
　光散乱材が、光散乱粒子を含む、請求項１９に記載の白色発光照明装置。
【請求項２１】
　光散乱粒子が、光学材料中に母材重量の約０．００１重量％から約５重量％の範囲の量
で含まれる、請求項１９に記載の白色発光照明装置。
【請求項２２】
　光散乱粒子が、光学材料中に母材重量の約０．２５重量％から約３重量％の範囲の量で
含まれる、請求項１９に記載の白色発光照明装置。
【請求項２３】
　光散乱粒子が、光学材料中に母材重量の約０．５重量％から約３重量％の範囲の量で含
まれる、請求項１９に記載の白色発光照明装置。
【請求項２４】
　光散乱粒子が、光学材料中に母材重量の約０．５重量％から約２重量％の範囲の量でさ
らに含まれる、請求項１４に記載の白色発光照明装置。
【請求項２５】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む光学材料が、支持要素の表面の少なくとも一部を覆
って配置される、請求項１に記載の白色発光照明装置。
【請求項２６】
　光学材料が、支持要素の表面の所定区域を覆って配置される層中に含まれる、請求項２
５に記載の白色発光照明装置。
【請求項２７】
　層が、約０．１μｍから約１ｃｍの厚さを有する、請求項２６に記載の白色発光照明装
置。
【請求項２８】
　光学材料が、量子閉じ込め半導体ナノ粒子が分布している母材をさらに含む、請求項２
５または２６に記載の白色発光照明装置。
【請求項２９】
　層が、母材重量を基準にして約０．００１重量％から約５重量％の量子閉じ込め半導体
ナノ粒子を含む、請求項２８に記載の白色発光照明装置。
【請求項３０】
　層が、光散乱材をさらに含む、請求項２６に記載の白色発光照明装置。
【請求項３１】
　光散乱材が、層中に母材重量の約０．００１重量％から約５重量％の範囲の量で含まれ
る、請求項３０に記載の白色発光照明装置。
【請求項３２】
　支持要素が、白色発光照明装置からの光出力に対して光学的に透明である、請求項１に
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記載の白色発光照明装置。
【請求項３３】
　支持要素が、白色発光照明装置のためのカバープレートを含む、請求項２５に記載の白
色発光照明装置。
【請求項３４】
　支持要素が、白色発光照明装置の光拡散材成分を含む、請求項２５に記載の白色発光照
明装置。
【請求項３５】
　支持要素が剛性である、請求項２５に記載の白色発光照明装置。
【請求項３６】
　支持要素が可撓性である、請求項２３に記載の白色発光照明装置。
【請求項３７】
　光学材料が、光源と直接的に接触していない、請求項１に記載の白色発光照明装置。
【請求項３８】
　ナノ粒子の位置の温度が、白色発光照明装置の動作中に、１００℃未満である、請求項
１に記載の白色発光照明装置。
【請求項３９】
　ナノ粒子の位置の温度が、白色発光照明装置の動作中に、７５℃未満である、請求項１
に記載の白色発光照明装置。
【請求項４０】
　ナノ粒子の位置の温度が、白色発光照明装置の動作中に、６０℃以下である、請求項１
に記載の白色発光照明装置。
【請求項４１】
　ナノ粒子の位置の温度が、白色発光照明装置の動作中に、５０℃以下である、請求項１
に記載の白色発光照明装置。
【請求項４２】
　ナノ粒子の位置の温度が、白色発光照明装置の動作中に、４０℃以下である、請求項１
に記載の白色発光照明装置。
【請求項４３】
　光源が、オフホワイト色発光固体半導体発光ダイオードを含む、請求項１に記載の白色
発光照明装置。
【請求項４４】
　オフホワイト色発光ＬＥＤが、青色ＬＥＤの光出力をオフホワイト色光に変換するため
の蛍光体材料を含む青色発光半導体ＬＥＤを含む、請求項４３に記載の白色発光照明装置
。
【請求項４５】
　光学材料が、赤色光を放出する能力のある量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む、請求項
１に記載の白色発光照明装置。
【請求項４６】
　光学材料が、赤色光を放出する能力のある量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む、請求項
４４に記載の白色発光照明装置。
【請求項４７】
　青色スペクトル領域での発光、緑色および／または黄色スペクトル領域中の少なくとも
１つのスペクトル成分を含み、少なくとも橙色から赤色のスペクトル領域の少なくとも１
つの欠失を有するオフホワイト色光を放出する能力のある固体半導体発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）を含む１つまたは複数の光源およびＬＥＤによって放出される光を受けるように配
置された光学部品を含む、白色発光照明装置であり、光学部品は、照明装置によって白色
光が放出されるように、オフホワイト色光の少なくとも一部を約５７５ｎｍから約６５０
ｎｍの範囲の波長を有するスペクトル領域中の光に変換するための光学材料を含み、光学
材料は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む白色発光照明装置。
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【請求項４８】
　青色スペクトル領域での発光の少なくとも１０％が、量子閉じ込め半導体ナノ粒子によ
って変換される、請求項４７に記載の白色発光照明装置。
【請求項４９】
　青色スペクトル領域での発光の少なくとも３０％が、量子閉じ込め半導体ナノ粒子によ
って変換される、請求項４７に記載の白色発光照明装置。
【請求項５０】
　青色スペクトル領域での発光の少なくとも６０％が、量子閉じ込め半導体ナノ粒子によ
って変換される、請求項４７に記載の白色発光照明装置。
【請求項５１】
　青色スペクトル領域での発光の９５％以下が、量子閉じ込め半導体ナノ粒子によって変
換される、請求項４７に記載の白色発光照明装置。
【請求項５２】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子が、カドミウムを含まない、請求項１または４７に記載の
白色発光照明装置。
【請求項５３】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子が、ＩＩＩ－Ｖ族半導体材料を含む、請求項１または４７
に記載の白色発光照明装置。
【請求項５４】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子が、半導体材料を含むコアおよびコアの表面の少なくとも
一部上に配置された無機シェルを含む半導体ナノ結晶を含む、請求項１または４７に記載
の白色発光照明装置。
【請求項５５】
　白色発光照明装置から放出される光が、少なくとも約２０００Ｋである相関色温度を有
する、請求項１に記載の白色発光照明装置。
【請求項５６】
　白色発光照明装置から放出される光が、少なくとも約２５００Ｋである相関色温度を有
する、請求項１に記載の白色発光照明装置。
【請求項５７】
　白色発光照明装置から放出される光が、少なくとも約３０００Ｋである相関色温度を有
する、請求項１に記載の白色発光照明装置。
【請求項５８】
　白色発光照明装置から放出される光が、少なくとも約４０００Ｋである相関色温度を有
する、請求項１に記載の白色発光照明装置。
【請求項５９】
　約３６０ｎｍから約４７５ｎｍの第１スペクトル領域中の少なくとも１つのスペクトル
成分、約４７５ｎｍから約５７５ｎｍの第２スペクトル領域中の少なくとも１つのスペク
トル成分および少なくとも１つの他のスペクトル領域中の少なくとも１つの欠失を含むス
ペクトル出力を含むスペクトル出力を有するオフホワイト色発光固体半導体発光素子から
作り出される白色光のルーメン／ワット効率を改善する方法であり、オフホワイト色光の
少なくとも一部を、オフホワイト色光を白色光に変換するための光学材料中を通過させる
ことを含み、光学材料は、赤色を放出する量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む方法。
【請求項６０】
　約３６０ｎｍから約４７５ｎｍの第１スペクトル領域中の少なくとも１つのスペクトル
成分、約４７５ｎｍから約５７５ｎｍの第２スペクトル領域中の少なくとも１つのスペク
トル成分および少なくとも１つの他のスペクトル領域中の少なくとも１つの欠失を含むス
ペクトル出力を有するオフホワイト色発光半導体発光素子の少なくとも１つの色特性を改
善する方法であり、オフホワイト色光の少なくとも一部を、白色光を提供するための光学
材料中を通過させることを含み、光学材料は、赤色を放出する量子閉じ込め半導体ナノ粒
子を含む方法。
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【請求項６１】
　光学材料が、量子閉じ込め半導体ナノ粒子の２種以上の異なる種類を含み、ここで、量
子閉じ込め半導体ナノ粒子のそれぞれの異なる種類は、光学材料中に含まれた量子閉じ込
め半導体ナノ粒子の異なる種類の少なくとも１種によって放出される所定波長と異なる所
定波長の光を放出し、１種または複数の異なる所定波長は、光学材料がオフホワイト色発
光半導体発光素子の１つまたは複数のスペクトル欠失を補償するように選択される、請求
項６０に記載の方法。
【請求項６２】
　約３６０ｎｍから約４７５ｎｍの第１スペクトル領域中の少なくとも１つのスペクトル
成分、約４７５ｎｍから約５７５ｎｍの第２スペクトル領域中の少なくとも１つのスペク
トル成分および少なくとも１つの他のスペクトル領域中の少なくとも１つの欠失を含むス
ペクトル出力を含むオフホワイト色光を放出する光源と共に使用するための光学部品であ
り、光源からのオフホワイト色光の出力の少なくとも一部を、白色光を作り出すために１
つまたは複数の所定波長に変換するための光学材料を含み、光学材料は量子閉じ込め半導
体ナノ粒子を含む光学部品。
【請求項６３】
　所定波長の１つまたは複数が、光源の欠失スペクトル領域の少なくとも１つのうちの少
なくとも１つの欠失を補償するように選択される、請求項６２に記載の光学部品。
【請求項６４】
　所定波長の１つまたは複数が、約５７５ｎｍから６５０ｎｍの範囲にあり得る、請求項
６２に記載の光学部品。
【請求項６５】
　所定波長の１つまたは複数が、約５８０ｎｍから６３０ｎｍの範囲にあり得る、請求項
６２に記載の光学部品。
【請求項６６】
　所定波長の１つまたは複数が、約５９０ｎｍから６３０ｎｍの範囲にあり得る、請求項
６２に記載の光学部品。
【請求項６７】
　所定波長の１つまたは複数が、約６０５ｎｍから６２０ｎｍの範囲にあり得る、請求項
６２に記載の光学部品。
【請求項６８】
　所定波長の１つまたは複数が、約６０５ｎｍから６１５ｎｍの範囲にあり得る、請求項
６２に記載の光学部品。
【請求項６９】
　光源が、シアン色スペクトル領域中にスペクトル欠失を有するオフホワイト色光を放出
し、所定波長が、約４５０ｎｍから約５００ｎｍの範囲にあり得る、請求項６２に記載の
光学部品。
【請求項７０】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子の１種または複数の異なる種類を含み、ここで、量子閉じ
込め半導体ナノ粒子のそれぞれの異なる種類が、光学材料中に含まれた量子閉じ込め半導
体ナノ粒子の別の種類の少なくとも１種によって放出される所定波長と異なる所定波長の
光を放出し、１種または複数の異なる所定波長が、光学材料が光源の１つまたは複数のス
ペクトル欠失を補償するように選択される、請求項６２に記載の光学部品。
【請求項７１】
　異なる所定波長で放出する量子閉じ込め半導体ナノ粒子の２種以上の異なる種類を含み
、量子半導体ナノ粒子の異なる種類が２種以上の異なる光学材料中に含まれる、請求項６
２に記載の光学部品。
【請求項７２】
　異なる光学材料が、光学部品中に層状構成の別々の層として含まれる、請求項７１に記
載の光学部品。
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【請求項７３】
　異なる光学材料が、光学部品中にパターン化層の別々のフィーチャとして含まれる、請
求項７１に記載の光学部品。
【請求項７４】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子が、半導体ナノ結晶を含む、請求項６２に記載の光学部品
。
【請求項７５】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子が、少なくとも４０％の固体量子効率を有する、請求項６
２に記載の光学部品。
【請求項７６】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子が、光学部品の使用中に少なくとも４０％の効率を維持す
る、請求項６２に記載の光学部品。
【請求項７７】
　光学材料が、量子閉じ込め半導体ナノ粒子が分布している母材をさらに含む、請求項６
２に記載の光学部品。
【請求項７８】
　光学材料が、光散乱材をさらに含む、請求項６２に記載の光学部品。
【請求項７９】
　光学部品が、支持要素をさらに含む、請求項６２に記載の光学部品。
【請求項８０】
　光学部品が、少なくとも部分的に封入されている、請求項６２に記載の光学部品。
【請求項８１】
　光学部品が、完全に封入されている、請求項６２に記載の光学部品。
【請求項８２】
　光学部品が、量子閉じ込め半導体ナノ粒子の１種または複数の異なる種類を含み、量子
閉じ込め半導体ナノ粒子のそれぞれの異なる種類が、光学材料中に含まれた量子閉じ込め
半導体ナノ粒子の別の種類の少なくとも１種によって放出される所定波長と異なる所定波
長の光を放出し、１種または複数の異なる所定波長が、光学材料が光源の１つまたは複数
のスペクトル欠失を補償するように選択される、請求項１に記載の白色発光照明装置。
【請求項８３】
　動作中に、青色スペクトル領域中のおよび緑色および／または黄色スペクトル領域中の
発光を含み、橙色から赤色のスペクトル領域中の欠失を含むオフホワイト色光を放出する
１つまたは複数のＬＥＤを含む光源、ならびに光源によって放出されるオフホワイト色光
を受け入れるように配置された光学部品を含む白色発光照明装置であり、光学部品は、あ
る所定のＣＲＩを有する白色光が、白色発光照明装置によって放出されるように、青色ス
ペクトル領域中での発光の少なくとも一部を約５９５ｎｍから約６２０ｎｍの範囲の波長
を有するスペクトル領域中の光に変換するための光学材料を含み、光学材料は量子閉じ込
め半導体ナノ粒子を含む白色発光照明装置。
【請求項８４】
　１つまたは複数のオフホワイト色を放出するＬＥＤを含む光源を受けるように構成され
た照明器具であり、器具は、光源によって生じる光の少なくとも一部が、光出力が器具か
ら放出される前に光学部品中を通過するように、光源の位置に相対させて器具中に配置さ
れた光学部品を含み、光学部品は、請求項６２に記載の成分を含む照明器具。
【請求項８５】
　請求項６２に記載の光学部品を含む、固体半導体発光素子のための照明器具に取り付け
るために構成されたカバープレート。
【請求項８６】
　請求項６２に記載の光学部品を含む、固体半導体発光素子に取り付けるために構成され
たカバープレート。
【請求項８７】
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　約３６０ｎｍから約４７５ｎｍの第１スペクトル領域中の少なくとも１つのスペクトル
成分、約４７５ｎｍから約５７５ｎｍの第２スペクトル領域中の少なくとも１つのスペク
トル成分および少なくとも１つの他のスペクトル領域中の少なくとも１つの欠失を含むス
ペクトル出力を有するオフホワイト色発光半導体発光素子の少なくとも１つの色特性を改
善する方法であり、オフホワイト色光の少なくとも一部を、白色光を作り出すために、オ
フホワイト色光の少なくとも一部を欠失スペクトル領域の少なくとも１つの１つまたは複
数の発光へ変換するための光学材料中を通過させることを含み、光学材料は、量子閉じ込
め半導体ナノ粒子を含む方法。
【請求項８８】
　オフホワイト色発光固体半導体発光素子から作り出される白色光のルーメン／ワット効
率を改善する方法であり、オフホワイト色光は、約３６０ｎｍから約４７５ｎｍの第１ス
ペクトル領域中の少なくとも１つのスペクトル成分、約４７５ｎｍから約５７５ｎｍの第
２スペクトル領域中の少なくとも１つのスペクトル成分および少なくとも１つの他のスペ
クトル領域中の少なくとも１つの欠失を含むスペクトル出力を含み、方法は、オフホワイ
ト色光の少なくとも一部を、白色光を作り出すために、光学材料中を通過させることを含
み、光学材料は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む方法。
【請求項８９】
　オフホワイト色光源から所定のＣＲＩを有する白色光を作り出す方法であり、光源から
放出されるオフホワイト色光の少なくとも一部を、所定のＣＲＩを有する白色光を得るた
めに、光学材料中を通過させることを含み、オフホワイト色光は、約３６０ｎｍから約４
７５ｎｍの第１スペクトル領域中の少なくとも１つのスペクトル成分、約４７５ｎｍから
約５７５ｎｍの第２スペクトル領域中の少なくとも１つのスペクトル成分および少なくと
も１つの他のスペクトル領域中の少なくとも１つの欠失を含むスペクトル出力を含み、光
学材料は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む方法。
【請求項９０】
　オフホワイト色光が、約４７０ｎｍの中心波長を有する青色のスペクトル成分を含む、
請求項８３に記載の方法。
【請求項９１】
　所定のＣＲＩが少なくとも７５である、請求項８９に記載の方法。
【請求項９２】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子が、光学材料中に母材重量の約５重量％を超える量で含ま
れる、請求項１４に記載の白色発光照明装置。
【請求項９３】
　光散乱粒子が、光学材料中に母材重量の約５重量％を超える量で含まれる、請求項１９
に記載の白色発光照明装置。
【請求項９４】
　層が、母材重量を基準にして約５重量％を超える量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む、
請求項２６に記載の白色発光照明装置。
【請求項９５】
　光散乱材が、層中に母材重量の約５重量％を超える量で含まれる、請求項３０に記載の
白色発光照明装置。
【請求項９６】
　照明装置によって放出される白色光が、少なくとも５０のＲ９値を有する、請求項１に
記載の白色発光照明装置。
【請求項９７】
　照明装置によって放出される白色光が、８０を超えるＲ９値を有する、請求項１に記載
の白色発光照明装置。
【請求項９８】
　本明細書中に示し記載したような、新規で有用なおよび自明でない方法、装置、製造お
よび物質の組成物。



(9) JP 2013-502047 A 2013.1.17

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、参照によりその全体が本明細書に援用される２００９年８月１４日に出願の
米国特許出願第６１／２３４１７９号に基づく優先権を主張する。
【０００２】
　本発明は、ナノ粒子を含む照明装置、ナノ粒子を含む照明器具および照明部品、ならび
に方法の技術分野に関する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
（発明の要旨）
　本発明の一態様によれば、オフホワイト色光源および光源によって生じるオフホワイト
色光の少なくとも一部を受けるように配置された光学部品を含む、白色発光照明装置が提
供され、ここで、該オフホワイト色光は、約３６０ｎｍから約４７５ｎｍの第１スペクト
ル領域中の少なくとも１つのスペクトル成分、約４７５ｎｍから約５７５ｎｍの第２スペ
クトル領域中の少なくとも１つのスペクトル成分および少なくとも１つのその他のスペク
トル領域中の少なくとも１つの欠失を含むスペクトル出力を含み、光学部品は、オフホワ
イト色光のスペクトル出力の少なくとも一部を１つまたは複数の所定波長に変換するため
の光学材料を含み、該所定波長の少なくとも１つは、照明装置によって放出される光が白
色を含むように、少なくとも１つの欠失スペクトル領域中の波長を有し、光学材料は量子
閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
【０００４】
　特定の実施形態において、光源は１つまたは複数の光源を含む。
【０００５】
　特定の実施形態において、光源は、１つまたは複数の固体半導体発光ダイオードを含む
。
【０００６】
　特定の実施形態において、オフホワイト色光は、青色スペクトル領域（例えば、約４０
０ｎｍから約４７５ｎｍ）中の少なくとも１つのスペクトル成分を含むスペクトル出力を
含む。
【０００７】
　特定の実施形態において、オフホワイト色光は、緑色スペクトル領域（例えば、約５０
０ｎｍから約５５０ｎｍ）中の少なくとも１つのスペクトル成分を含むスペクトル出力を
含む。
【０００８】
　特定の実施形態において、オフホワイト色光は、黄色スペクトル領域（例えば、約５５
０ｎｍから約５７５ｎｍ）中の少なくとも１つのスペクトル成分を含むスペクトル出力を
含む。
【０００９】
　特定の実施形態において、オフホワイト色光は、青色スペクトル領域中の少なくとも１
つのスペクトル成分、ならびに緑色および／または黄色スペクトル領域中の少なくとも１
つのスペクトル成分を含むスペクトル出力を含む。
【００１０】
　特定の実施形態において、オフホワイト色光は、青色スペクトル領域中の少なくとも１
つのスペクトル成分および緑色スペクトル領域中の少なくとも１つのスペクトル成分を含
むスペクトル出力を含む。
【００１１】
　特定の実施形態において、光源の１つまたは複数のスペクトル欠失を光学部品で補償す
ることによって、光源からの光出力を変え、ある平均演色評価数（Ｒａ）を有する白色光
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を得ることができる（平均演色評価数（Ｒａ）は本明細書中でＣＲＩとも呼ばれる。）。
特定の実施形態において、ＣＲＩは少なくとも７５である。特定の実施形態において、Ｃ
ＲＩは少なくとも８０である。特定の実施形態において、ＣＲＩは少なくとも８５である
。特定の実施形態において、ＣＲＩは少なくとも９０である。特定の実施形態において、
ＣＲＩは少なくとも９５である。
【００１２】
　特定の好ましい実施形態において、白色光の出力は、正数であるＲ９値を有することが
できる。より好ましくは、Ｒ９値は少なくとも５０である。最も好ましくは、Ｒ９値は８
０を超える。
【００１３】
　特定の実施形態において、白色発光素子によって放出される白色光は、ある所定のＣＲ
Ｉを有することができる。特定の実施形態において、所定のＣＲＩは少なくとも７５であ
る。特定の実施形態において、所定のＣＲＩは少なくとも８０である。特定の実施形態に
おいて、所定のＣＲＩは少なくとも８５である。特定の実施形態において、所定のＣＲＩ
は少なくとも９０である。特定の実施形態において、所定のＣＲＩは少なくとも９５であ
る。
【００１４】
　例えば、光源が、赤色スペクトル領域中にスペクトル欠失を有するオフホワイト色光を
放出する特定の実施形態において、所定の波長は、約５７５ｎｍから約６５０ｎｍ、約５
８０ｎｍから約６３０ｎｍ、約５９０ｎｍから約６３０ｎｍ、約５９０ｎｍから約６３０
ｎｍまたは約６０５ｎｍから約６２０ｎｍの範囲であり得る。
【００１５】
　例えば、光源が、シアン色スペクトル領域中に欠失を有するオフホワイト色光を放出す
る特定の実施形態において、所定の波長は、約４５０ｎｍから約５００ｎｍの範囲であり
得る。
【００１６】
　例えば、光源が、１つまたは複数のスペクトル欠失を有するオフホワイト色光を放出す
る特定の実施形態において、光学部品は、１種または複数の異なる種類(組成、構造およ
び／または大きさに基づいて)の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む光学材料を含むこと
ができ、ここで、量子閉じ込め半導体ナノ粒子のそれぞれの異なる種類は、オフホワイト
色光の一部を、光学材料中に含まれた任意の他の種類の量子閉じ込め半導体ナノ粒子の少
なくとも１種によって放出される所定波長と異なる所定波長に変換することができる。
【００１７】
　異なる所定波長で発光する量子閉じ込め半導体ナノ粒子の２種以上の異なる種類を含む
実施形態では、量子閉じ込め半導体ナノ粒子の異なる種類を、１種または複数の異なる光
学材料中に含めることができる。特定の実施形態では、異なる種類の量子閉じ込め半導体
ナノ結晶を、別々の光学材料中に含めることができる。
【００１８】
　２種以上の異なる光学材料を含む特定の実施形態では、このような異なる光学材料を、
例えば、層状構成の別々の層としておよび／またはパターン化層の別々のフィーチャとし
て含めることができる。
【００１９】
　異なる所定波長で発光する量子閉じ込め半導体ナノ粒子の２種以上の異なる種類を含む
特定の実施形態では、量子閉じ込め半導体ナノ粒子の異なる種類を、積層構成中の２種以
上の異なる光学部品中に含めることができる。このような実施形態において、それぞれの
光学部品は、１種または複数の前に記載のような光学材料を含むことができる。
【００２０】
　異なる所定波長で発光する２種以上の異なる種類の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む
実施形態では、照明装置によって放出される白色光は、このような２つ以上の異なる所定
波長のスペクトル成分を含む。このような場合、２つ以上の異なる所定波長は、光源の１
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つまたは複数のスペクトル欠失を満たすまたは補償するように選択される。
【００２１】
　オフホワイト色の光源が１つを超えるスペクトル欠失を有する特定の実施形態において
、所望の白色光の出力は、少なくとも赤色スペクトル領域中のスペクトル欠失を処理する
ことによって得ることができる。
【００２２】
　特定の実施形態において、光源の１つまたは複数のスペクトル欠失を光学部品によって
補償することによって、光源からの光出力を変え、ある相関色温度（ＣＣＴ）を有する白
色光を得ることができる。特定の実施形態において、白色光は、ある所定のＣＣＴを有す
ることができる。特定の実施形態において、白色発光照明装置の白色光出力は、少なくと
も約２０００ＫのＣＣＴを有することができる。特定の実施形態において、白色発光照明
装置の白色光出力は、少なくとも約２５００ＫのＣＣＴを有することができる。特定の実
施形態において、白色発光照明装置の白色光出力は、少なくとも約３０００ＫのＣＣＴを
有することができる。特定の実施形態において、白色発光照明装置の白色光出力は、少な
くとも約４０００ＫのＣＣＴを有することができる。特定の実施形態において、白色発光
照明装置の白色光出力は、少なくとも約５０００ＫのＣＣＴを有することができる。
【００２３】
　特定の実施形態において、オフホワイト色光源から作り出される白色光のルーメン／ワ
ット効率は、光学部品の使用中に約２５００Ｋから３５００Ｋの範囲内のＣＣＴの変化に
よって実質的に影響されない。例えば、ルーメン／ワット効率は、ＣＣＴを約２５００Ｋ
から約３５００Ｋの範囲内で変えた場合に、（初めのルーメン／ワット効率値の１０％と
対照して）１０％を超える箇所まで変わることはない。
【００２４】
　特定の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は、半導体ナノ結晶を
含む。
【００２５】
　特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は少なくとも４０％の固体量子
効率を有する。特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は少なくとも５０
％の固体量子効率を有する。特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は少
なくとも６０％の固体量子効率を有する。特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体
ナノ粒子は少なくとも７０％の固体量子効率を有する。特定の実施形態において、量子閉
じ込め半導体ナノ粒子は少なくとも８０％の固体量子効率を有する。特定の実施形態にお
いて、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は少なくとも９０％の固体量子効率を有する。
【００２６】
　特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、固体発光素子の動作中、少
なくとも４０％の効率を維持する。
【００２７】
　特定の好ましい実施形態において、光学材料は、赤色光を放出する能力のある量子閉じ
込め半導体ナノ粒子を含む。
【００２８】
　特定の実施形態において、例えば、白色発光照明装置によって放出される白色光は、あ
る所定の平均演色評価数（Ｒａ）を有することができる。特定の実施形態において、照明
装置によって放出される白色光は、少なくとも７５の平均演色評価数（Ｒａ）を有する。
特定の実施形態において、照明装置によって放出される白色光は、少なくとも８０の平均
演色評価数（Ｒａ）を有する。特定の実施形態において、照明装置によって放出される白
色光は、少なくとも８５の平均演色評価数（Ｒａ）を有する。特定の実施形態において、
照明装置によって放出される白色光は、少なくとも９０の平均演色評価数（Ｒａ）を有す
る。特定の実施形態において、照明装置によって放出される白色光は、少なくとも９５の
平均演色評価数（Ｒａ）を有する。
【００２９】
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　特定の好ましい実施形態において、白色光の出力は、正数であるＲ９値を有することが
できる。より好ましくは、Ｒ９値は少なくとも５０である。最も好ましくは、Ｒ９値は８
０を超える。
【００３０】
　特定の実施形態において、照明装置は、６０％を超える光源のルーメン／ワット効率を
維持する。特定の実施形態において、照明装置は、７０％を超える光源のルーメン／ワッ
ト効率を維持する。特定の実施形態において、照明装置は、８０％を超える光源のルーメ
ン／ワット効率を維持する。特定の実施形態において、照明装置は、９０％を超える光源
のルーメン／ワット効率を維持する。特定の実施形態において、照明装置は、１００％を
超える光源のルーメン／ワット効率を維持する。特定の実施形態において、照明装置は、
１１０％を超える光源のルーメン／ワット効率を維持する。
【００３１】
　特定の実施形態において、オフホワイト色光源から作り出される白色光のルーメン／ワ
ット効率は、光学部品の使用中に約２５００Ｋから３５００Ｋの範囲内のＣＣＴの変化に
よって実質的に影響されない。例えば、ルーメン／ワット効率は、ＣＣＴを約２５００Ｋ
から約３５００Ｋの範囲内で変えた場合に、（初めのルーメン／ワット効率値の１０％と
対照して）初期値から１０％を超える箇所まで変わることはない。
【００３２】
　特定の実施形態において、光学材料は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子が分布された母材
をさらに含む。特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、光学材料中に
、母材重量の約０．００１重量％から約５重量％の範囲の量で含まれる。特定の実施形態
において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、光学材料中に、母材重量の約０．５重量％か
ら約３重量％の範囲の量で含まれる。特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ
粒子は、光学材料中に、母材重量の約１重量％から約３重量％の範囲の量で含まれる。特
定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、光学材料中に、母材重量の約１
重量％から約２重量％の範囲の量で含まれる。
【００３３】
　母材をさらに含む光学材料の特定の実施形態では、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を、光
学材料中に母材の約５重量％を超える量で含めることができる。例えば、光学材料は、母
材重量を基準にして約５重量％から約２０重量％の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含むこ
とができ、光学材料は、母材重量を基準にして約５重量％から約１５重量％の量子閉じ込
め半導体ナノ粒子を含むことができ、光学材料は、母材重量を基準にして約５重量％から
約１０重量％の量子閉じ込め半導体ナノ粒子、等々を含むことができる。
【００３４】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子の光学材料中での上記範囲外のその他の濃度も、有用また
は望ましいと判定される可能性がある。
【００３５】
　特定の実施形態において、光学材料は、光散乱材をさらに含む。
【００３６】
　特定の実施形態において、光散乱材は、光散乱粒子を含む。
【００３７】
　特定の実施形態において、光散乱粒子は、光学材料中に母材重量の約０．００１重量％
から約５重量％の範囲の量で含まれる。特定の実施形態において、光散乱粒子は、光学材
料中に母材重量の約０．２５重量％から約４重量％の範囲の量で含まれる。特定の実施形
態において、光散乱粒子は、光学材料中に母材重量の約０．５重量％から約３重量％の範
囲の量で含まれる。特定の実施形態において、光散乱粒子は、光学材料中に母材重量の約
０．５重量％から約２重量％の範囲の量で含まれる。特定の実施形態において、光散乱粒
子は、光学材料中に母材重量の約１重量％から約２重量％の範囲の量で含まれる。
【００３８】
　特定の実施形態において、光散乱粒子は、光学材料中に母材の約５重量％を超える量で
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含まれる。例えば、光学材料は、母材重量を基準にして約５重量％から約２０重量％の光
散乱粒子を含むことができ、光学材料は、母材重量を基準にして約５重量％から約１５重
量％の光散乱粒子を含むことができ、光学材料は、母材重量を基準にして約５重量％から
約１０重量％の光散乱粒子を含むことができる、等々。
【００３９】
　光散乱粒子の光学材料中での上記範囲外のその他の濃度も、有用または望ましいと判定
される可能性がある。
【００４０】
　特定の実施形態において、光学部品は、支持要素をさらに含む。好ましくは、支持要素
は、光源から放出される光に対しておよびナノ粒子から放出される光に対して光学的に透
明である。
【００４１】
　特定の実施形態において、支持要素は、他の場合による層を含むことができる。
【００４２】
　特定の実施形態において、支持要素は、他の場合によるフィーチャを含むことができる
。
【００４３】
　特定の実施形態において、光学材料は、少なくとも部分的に封入されている。
【００４４】
　特定の実施形態において、光学材料は、完全に封入されている。
【００４５】
　特定の実施形態において、支持要素を含む光学部品は、照明装置用のカバープレートと
して役立つことができる。
【００４６】
　特定の実施形態において、支持要素は、照明装置の光拡散材成分を含む。
【００４７】
　特定の実施形態において、支持要素は剛性である。
【００４８】
　特定の実施形態において、支持要素は可撓性である。
【００４９】
　特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む光学材料は、支持要素の
表面の少なくとも一部を覆って配置される。特定の実施形態において、光学材料は、支持
要素の主要表面の少なくとも一部を覆って配置される。特定の実施形態において、光学材
料は、支持要素と、光源および光学材料によって放射される光に対して光学的に透明であ
る保護コーティングまたはカバーとの間に配置される。
【００５０】
　特定の実施形態において、光学材料は、支持要素の表面の所定区域を覆う１つまたは複
数の層として配置される。
【００５１】
　特定の実施形態において、層は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子が分布されている母材を
さらに含む光学材料を含む。特定の実施形態において、層は、母材重量を基準にして約０
．００１重量％から約５重量％の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
【００５２】
　特定の実施形態において、層は、母材重量を基準にして約５重量％を超える量子閉じ込
め半導体ナノ粒子を含む。例えば、層は、母材重量を基準にして約５重量％から約２０重
量％の量子閉じ込め半導体ナノ粒子、母材重量を基準にして約５重量％から約１５重量％
の量子閉じ込め半導体ナノ粒子、母材重量を基準にして約５重量％から約１０重量％の量
子閉じ込め半導体ナノ粒子、等々を含むことができる。
【００５３】
　層中の量子閉じ込め半導体ナノ粒子の上記範囲外のその他の濃度も、有用または望まし
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いと判定される可能性がある。
【００５４】
　特定の実施形態において、層は、光散乱材をさらに含む。
【００５５】
　特定の実施形態において、光散乱材は、層中に、母材重量の約０．００１重量％から約
５重量％の範囲の量で含まれる。
【００５６】
　特定の実施形態において、層は、母材重量を基準にして約５重量％を超える光散乱粒子
を含む。例えば、層は、母材重量を基準にして約５重量％から約２０重量％の光散乱粒子
、母材重量を基準にして約５重量％から約１５重量％の光散乱粒子、母材重量を基準にし
て約５重量％から約１０重量％の光散乱粒子、等々を含むことができる。
【００５７】
　層中の光散乱粒子の上記範囲外のその他の濃度も、有用または望ましいと判定される可
能性がある。
【００５８】
　特定の実施形態において、母材を含む光学材料を含む層は、例えば、約０．１μｍから
約１ｃｍの厚さを有する。特定の実施形態において、母材を含む光学材料を含む層は、約
０．１μｍから約２００μｍの厚さを有する。特定の実施形態において、母材を含む光学
材料を含む層は、約１０μｍから約２００μｍの厚さを有する。特定の実施形態において
、母材を含む光学材料を含む層は、約３０μｍから約８０μｍの厚さを有する。
【００５９】
　特定の実施形態において、光学材料は、光源と直接的に接触しない。
【００６０】
　特定の実施形態において、光学部品は、光源と直接的に接触しない。
【００６１】
　特定の実施形態において、動作中の固体発光素子中のナノ粒子の位置の温度は、１００
℃以下である。
【００６２】
　特定の実施形態において、動作中の固体発光素子中のナノ粒子の位置の温度は、９０℃
以下である。
【００６３】
　特定の実施形態において、動作中の固体発光素子中のナノ粒子の位置の温度は、７５℃
以下である。
【００６４】
　特定の実施形態において、動作中の固体発光素子中のナノ粒子の位置の温度は、６０℃
以下である。
【００６５】
　特定の実施形態において、動作中の固体発光素子中のナノ粒子の位置の温度は、５０℃
以下である。
【００６６】
　特定の実施形態において、動作中の固体発光素子中のナノ粒子の位置の温度は、４０℃
以下である。
【００６７】
　特定の実施形態において、動作中の固体発光素子中のナノ粒子の位置の温度は、約３０
℃から約６０℃の範囲にある。
【００６８】
　特定の実施形態において、光源は、オフホワイト色発光固体半導体発光ダイオードまた
は素子（本明細書中で「ＬＥＤ」とも呼ぶ。）を含む。
【００６９】
　特定の実施形態において、オフホワイト色発光ＬＥＤは、青色ＬＥＤの光出力をオフホ
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ワイト色の光出力に変換するための発光材料を含む青色発光半導体ＬＥＤを含む。
【００７０】
　特定の実施形態において、発光材料は、蛍光体を含むことができる。特定の実施形態に
おいて、発光材料は、色変換染料を含むことができる。特定の実施形態において、発光材
料は、色変換顔料を含むことができる。特定の実施形態において、発光材料は、量子閉じ
込め半導体ナノ粒子を含むことができる。特定の実施形態において、発光材料は、１種ま
たは複数の異なる種類の発光材料を含むことができる。特定の実施形態において、発光材
料は、１種または複数の異なる発光材料を含む。２種以上の異なる発光材料を含む特定の
実施形態において、異なる発光材料の少なくとも２種は、光源からの光を互いに異なる波
長を有する光に変換する能力がある。発光材料が２種以上の異なる発光材料を含む特定の
実施形態では、その２つ以上の異なる発光材料を、混合物の状態で含めることができる。
発光材料が２種以上の異なる発光材料を含む特定の実施形態では、発光材料のそれぞれを
、ＬＥＤ中に別々の層の状態で含めることができる。発光材料が３種以上の異なる発光材
料を含む特定の実施形態では、３種以上の発光材料を、ＬＥＤ中に、そのそれぞれが１種
または複数の発光材料を含むことのできる１つまたは複数の層の組合せの状態で含めるこ
とができる。
【００７１】
　特定の実施形態において、発光材料は、ＬＥＤによって放出される青色光の一部を緑色
に変換する発光材料を含む。特定の好ましい実施形態において、発光材料は、青色光を緑
色に変換する能力のある蛍光体を含む。
【００７２】
　特定の実施形態において、発光材料は、ＬＥＤによって放出される青色光の一部を黄色
に変換する発光材料を含む。特定の好ましい実施形態において、発光材料は、青色光を黄
色に変換する能力のある蛍光体を含む。
【００７３】
　特定の実施形態において、ＬＥＤは、ＬＥＤによって放出される青色光の一部を黄色に
変換する第１発光材料およびＬＥＤによって放出される青色光の一部を緑色に変換する第
２発光材料を含む。特定の好ましい実施形態において、第１発光材料は、青色光を黄色に
変換する能力のある蛍光体を含み、第２発光材料は、青色光を緑色に変換する能力のある
蛍光体を含む。
【００７４】
　特定の実施形態では、１種または複数のその他の発光材料を利用することができる。特
定の実施形態において、１種または複数のその他の発光材料は蛍光体を含む。
【００７５】
　特定の実施形態において、オフホワイト色発光ＬＥＤは、ＵＶ　ＬＥＤの光出力をオフ
ホワイト色光に変換するための発光材料を含む、ＵＶ発光半導体ＬＥＤを含む。
【００７６】
　特定の実施形態において、発光材料は蛍光体を含むことができる。特定の実施形態にお
いて、発光材料は、色変換染料を含むことができる。特定の実施形態において、発光材料
は、色変換顔料を含むことができる。特定の実施形態において、発光材料は、量子閉じ込
め半導体ナノ粒子を含むことができる。特定の実施形態において、発光材料は、１種また
は複数の異なる種類の発光材料を含むことができる。特定の実施形態において、発光材料
は、１種または複数の異なる発光材料を含む。２種以上の異なる発光材料を含む特定の実
施形態において、異なる発光材料の少なくとも２種は、光源からの光を、互いに異なる波
長を有する光に変換する能力がある。発光材料が２種以上の異なる発光材料を含む特定の
実施形態では、その２つ以上の異なる発光材料を、混合物の状態で含めることができる。
発光材料が２種以上の異なる発光材料を含む特定の実施形態では、発光材料のそれぞれを
、ＬＥＤ中に別々の層の状態で含めることができる。発光材料が３種以上の異なる発光材
料を含む特定の実施形態では、その３種以上の発光材料を、ＬＥＤ中に、そのそれぞれが
１種または複数の発光材料を含むことのできる１つまたは複数の層の組合せの状態で含め
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ることができる。
【００７７】
　特定の実施形態において、発光材料は、ＬＥＤによって放出されるＵＶ光の一部を緑色
に変換する発光材料を含む。特定の好ましい実施形態において、発光材料は、ＵＶ光を緑
色に変換する能力のある蛍光体を含む。
【００７８】
　特定の実施形態において、発光材料は、ＬＥＤによって放出されるＵＶ光の一部を黄色
に変換する発光材料を含む。特定の好ましい実施形態において、発光材料は、ＵＶ光を黄
色に変換する能力のある蛍光体を含む。
【００７９】
　特定の実施形態において、ＬＥＤは、ＬＥＤによって放出されるＵＶ光の一部を黄色に
変換する第１発光材料およびＬＥＤによって放出されるＵＶ光の一部を緑色に変換する第
２発光材料を含む。特定の好ましい実施形態において、第１発光材料は、ＵＶ光を黄色に
変換する能力のある蛍光体を含み、第２発光材料は、ＵＶ光を緑色に変換する能力のある
蛍光体を含む。
【００８０】
　特定の実施形態では、１種または複数のその他の発光材料を利用することができる。特
定の実施形態において、１種または複数のその他の発光材料は蛍光体を含む。
【００８１】
　特定の実施形態において、照明装置は、オフホワイト色光を放出する能力のあるＬＥＤ
を含む光源および該ＬＥＤによって放出される光を受けるように配置された光学部品を含
み、ここで、該オフホワイト色光は、青色スペクトル成分、ならびに緑色および／または
黄色スペクトル成分を含み、さらに赤色スペクトル領域中の欠失を含み、該光学部品は、
照明装置によって放出される光が白色光を含むように、オフホワイト色光の少なくとも一
部を約５９５ｎｍから約６５０ｎｍの範囲の波長を有する赤色スペクトル領域中の光に変
換するための光学材料を含み、該光学材料は量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
【００８２】
　特定の実施形態において、照明装置は、オフホワイト色光を放出するＬＥＤを含むオフ
ホワイト色発光光源およびＬＥＤによって放出される光を受けるように配置された光学部
品を含み、ここで、該オフホワイト色光は、青色スペクトル成分、ならびに緑色および／
または黄色のスペクトル成分を含み、さらに橙色から赤色のスペクトル領域中に欠失を含
み、該光学部品は、照明装置によって放出される光が白色光を含むように、オフホワイト
色光の少なくとも一部を約５７５ｎｍから約６５０ｎｍのスペクトル領域中の光に変換す
るための光学材料を含み、該光学材料は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。特定の実
施形態において、例えば、光学材料は、オフホワイト色光の少なくとも一部を約５７５ｎ
ｍから約６５０ｎｍ、約５８０ｎｍから約６３０ｎｍ、約５９０ｎｍから約６３０ｎｍ、
約６００ｎｍから約６２０ｎｍ、約６０５ｎｍから約６１５ｎｍ、等々のスペクトル領域
中の光に変換することができる。
【００８３】
　青色スペクトル領域での発光を含むオフホワイト色光を放出するオフホワイト色光源を
含む特定の実施形態において、青色スペクトル領域での発光の少なくとも１０％が、量子
閉じ込め半導体ナノ粒子によって変換される。
【００８４】
　特定のこのような実施形態において、青色スペクトル領域での発光の少なくとも３０％
が、量子閉じ込め半導体ナノ粒子によって変換される。
【００８５】
　特定のこのような実施形態において、青色スペクトル領域での発光の少なくとも６０％
が、量子閉じ込め半導体ナノ粒子によって変換される。
【００８６】
　特定のこのような実施形態において、青色スペクトル領域での発光の９５％以下が、量
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子閉じ込め半導体ナノ粒子によって変換される。
【００８７】
　特定のこのような実施形態において、青色スペクトル領域での発光の９０％以下が、量
子閉じ込め半導体ナノ粒子によって変換される。
【００８８】
　特定のこのような実施形態において、青色スペクトル領域での発光の約５０％から約８
０％が、量子閉じ込め半導体ナノ粒子によって変換される。
【００８９】
　特定の実施形態において、光学材料中に含まれる量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、カド
ミウムを含まない。
【００９０】
　特定の実施形態において、光学材料中に含まれる量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、ＩＩ
Ｉ－Ｖ族の半導体材料を含む。
【００９１】
　特定の実施形態において、光学材料中に含まれる量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、半導
体材料を含むコアおよびコア表面の少なくとも一部に配置された無機シェルを含む半導体
ナノ結晶を含む。
【００９２】
　本発明の別の態様によれば、オフホワイト色光を放出する光源からある所定のＣＲＩを
有する白色光を作り出すための光学部品が提供され、ここで、該オフホワイト色光は、約
３６０ｎｍから約４７５ｎｍの第１スペクトル領域中の少なくとも１つのスペクトル成分
、約４７５ｎｍから約５７５ｎｍの第２スペクトル領域中の少なくとも１つのスペクトル
成分および少なくとも１つのその他のスペクトル領域中の欠失を含むスペクトル出力を含
み、該光学部品は、光学部品から発散する光が白色光を含むように、光源からのオフホワ
イト色の光出力の少なくとも一部を１種または複数の異なる所定波長に変換するための光
学材料を含み、該光学材料は量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
【００９３】
　特定の実施形態において、光源は、１つまたは複数の光源を含む。
【００９４】
　特定の実施形態において、光源は、１つまたは複数の固体半導体発光ダイオードを含む
。
【００９５】
　特定の実施形態において、白色光は少なくとも７５のＣＲＩを有する。特定の実施形態
において、白色光は少なくとも８０のＣＲＩを有する。特定の実施形態において、白色光
は少なくとも８５のＣＲＩを有する。特定の実施形態において、白色光は少なくとも９０
のＣＲＩを有する。特定の実施形態において、白色光は少なくとも９５のＣＲＩを有する
。
【００９６】
　特定の実施形態において、白色光の出力は、正数であるＲ９値を有することができる。
好ましくは、Ｒ９値は少なくとも５０である。より好ましくは、Ｒ９値は８０を超える。
【００９７】
　特定の実施形態において、白色光は、ある所定のＣＲＩを有する。特定の実施形態にお
いて、所定のＣＲＩは少なくとも７５である。特定の実施形態において、所定のＣＲＩは
少なくとも８０である。特定の実施形態において、所定のＣＲＩは少なくとも８５である
。特定の実施形態において、所定のＣＲＩは少なくとも９０である。特定の実施形態にお
いて、所定のＣＲＩは少なくとも９５である。
【００９８】
　特定の好ましい実施形態において、所定波長は、例えば、光源の光出力をスペクトル欠
失領域中の少なくとも１つで補うことによって、光源のスペクトル欠失の少なくとも１つ
を満たすまたは補償するように選択される。
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【００９９】
　例えば、光源が、橙色から赤色のスペクトル領域にスペクトルの欠失を有するオフホワ
イト色光を放出する特定の実施形態において、所定波長は、約５７５ｎｍから約６５０ｎ
ｍ、約５８０ｎｍから約６３０ｎｍ、約５９０ｎｍから約６３０ｎｍ、約６００ｎｍから
約６２０ｎｍ、約６０５ｎｍから約６１５ｎｍ、等々の範囲にあることができる。
【０１００】
　特定のより好ましい実施形態において、光学材料は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子の１
種または複数の異なる種類を含み、ここで、異なる種類は、１種または複数の異なる所定
波長を放出して、光源からの光出力の１つまたは複数のスペクトル欠失を補償することが
できる。
【０１０１】
　例えば、光源が、シアン色スペクトル領域中にスペクトル欠失を有するオフホワイト色
光を放出する特定の実施形態において、所定波長は、約４５０ｎｍから約５００ｎｍの範
囲にあることができる。
【０１０２】
　特定の実施形態において、光学部品は、１種または複数の異なる種類（組成、構造およ
び／または大きさに基づいて）の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む光学材料を含み、こ
こで、量子閉じ込め半導体ナノ粒子のそれぞれの異なる種類は、光学材料中に含まれる任
意の他の種類の量子閉じ込め半導体ナノ粒子によって放出される所定波長と同一または異
なることのできる所定波長で光を放出し、１種または複数の異なる所定波長は、光学材料
が光源の１つまたは複数のスペクトの欠失を補償するように選択される。量子閉じ込め半
導体ナノ粒子の２種以上の異なる種類を含む特定の実施形態において、少なくとも２種の
種類は、光学部品中に含めることのできる他の種類の量子閉じ込め半導体ナノ粒子によっ
て放出されるものと異なるある所定波長で光を放出する能力がある。
【０１０３】
　異なる所定波長で発光する量子閉じ込め半導体ナノ粒子の２種以上の異なる種類を含む
特定の実施形態では、量子閉じ込め半導体ナノ粒子の異なる種類を、１種または複数の異
なる光学材料中に含めることができる。
【０１０４】
　異なる所定波長で発光する量子閉じ込め半導体ナノ粒子の２種以上の異なる種類を含む
特定の実施形態では、量子閉じ込め半導体ナノ粒子の異なる種類を、２種以上の異なる光
学材料中に含めることができる。
【０１０５】
　２種以上の異なる光学材料を含む特定の実施形態では、このような異なる光学材料を、
例えば、層状構成の別々の層としておよび／またはパターン化層の別々のフィーチャとし
て含めることができる。
【０１０６】
　オフホワイト色光源が１つを超えるスペクトル欠失を有する特定の実施形態において、
所望の白色光の出力は、少なくとも赤色スペクトル領域のスペクトル欠失を処理すること
によって得ることができる。
【０１０７】
　特定の実施形態において、光学部品による光源の１つまたは複数のスペクトル欠失の補
償によって、光源からの光出力を変え、ある相関色温度（ＣＣＴ）を有する白色光を得る
ことができる。特定の実施形態において、白色発光照明装置の白色光の出力は、少なくと
も約２０００ＫのＣＣＴを有することができる。特定の実施形態において、白色発光照明
装置の白色光の出力は、少なくとも約２５００ＫのＣＣＴを有することができる。特定の
実施形態において、白色発光照明装置の白色光の出力は、少なくとも約３０００ＫのＣＣ
Ｔを有することができる。特定の実施形態において、白色発光照明装置の白色光の出力は
、少なくとも約４０００ＫのＣＣＴを有することができる。特定の実施形態において、白
色発光照明装置の白色光の出力は、少なくとも約５０００ＫのＣＣＴを有することができ



(19) JP 2013-502047 A 2013.1.17

10

20

30

40

50

る。特定の実施形態において、白色光は、ある所定のＣＣＴを有することができる。
【０１０８】
　特定の実施形態において、オフホワイト色光源から作り出される白色光のルーメン／ワ
ット効率は、光学部品の使用中に約２５００Ｋから約３５００Ｋの範囲内のＣＣＴの変化
によって実質的に影響されることはない。例えば、ルーメン／ワット効率は、ＣＣＴを約
２５００Ｋから約３５００Ｋの範囲内で変化させた場合に、（初めのルーメン／ワット効
率値の１０％に対照して）１０％を超える点まで変化することはない。
【０１０９】
　特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、半導体ナノ結晶を含む。
【０１１０】
　特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は少なくとも４０％の固体量子
効率を有する。特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は少なくとも５０
％の固体量子効率を有する。特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は少
なくとも６０％の固体量子効率を有する。特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体
ナノ粒子は少なくとも７０％の固体量子効率を有する。特定の実施形態において、量子閉
じ込め半導体ナノ粒子は少なくとも８０％の固体量子効率を有する。特定の実施形態にお
いて、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は少なくとも９０％の固体量子効率を有する。
【０１１１】
　特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、光学部品の使用中に少なく
とも４０％の効率を維持する。
【０１１２】
　特定の好ましい実施形態において、光学材料は、赤色光を放出する能力のある量子閉じ
込め半導体ナノ粒子を含む。他の特定の好ましい実施形態において、光学材料は、橙色か
ら赤色のスペクトル領域中の光を放出する能力のある量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む
。
【０１１３】
　特定の実施形態において、光学材料は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子が分布されている
母材をさらに含む。特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、光学材料
中に母材重量の約０．００１重量％から約５重量％の範囲の量で含まれる。特定の実施形
態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、光学材料中に母材重量の約０．５重量％か
ら約３重量％の範囲の量で含まれる。特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ
粒子は、光学材料中に母材重量の約１重量％から約３重量％の範囲の量で含まれる。特定
の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、光学材料中に母材重量の約１重量
％から約２重量％の範囲の量で含まれる。
【０１１４】
　母材をさらに含む光学材料の特定の実施形態では、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を、光
学材料中に母材の約５重量％を超える量で含めることができる。例えば、光学材料は、母
材重量を基準にして約５重量％から約２０重量％の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含むこ
とができ、光学材料は、母材重量を基準にして約５重量％から約１５重量％の量子閉じ込
め半導体ナノ粒子を含むことができ、光学材料は、母材重量を基準にして約５重量％から
約１０重量％の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含むことができる、等々。
【０１１５】
　光学材料中の量子閉じ込め半導体ナノ粒子の上記範囲外のその他の濃度も、有用または
望ましいと判定される可能性がある。
【０１１６】
　特定の実施形態において、光学材料は、光散乱材をさらに含む。
【０１１７】
　特定の実施形態において、光散乱材は、光散乱粒子を含む。
【０１１８】
　特定の実施形態において、光散乱粒子は、光学材料中に母材重量の約０．００１重量％
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から約５重量％の範囲の量で含まれる。特定の実施形態において、光散乱粒子は、光学材
料中に母材重量の約０．２５重量％から約４重量％の範囲の量で含まれる。特定の実施形
態において、光散乱粒子は、光学材料中に母材重量の約０．５重量％から約３重量％の範
囲の量で含まれる。特定の実施形態において、光散乱粒子は、光学材料中に母材重量の約
０．５重量％から約２重量％の範囲の量で含まれる。特定の実施形態において、光散乱粒
子は、光学材料中に母材重量の約１重量％から約２重量％の範囲の量で含まれる。
【０１１９】
　特定の実施形態において、光散乱粒子は、光学材料中に母材の約５重量％を超える量で
含まれる。例えば、光学材料は、母材重量を基準にして約５重量％から約２０重量％の光
散乱粒子を含むことができ、光学材料は、母材重量を基準にして約５重量％から約１５重
量％の光散乱粒子を含むことができ、光学材料は、母材重量を基準にして約５重量％から
約１０重量％の光散乱粒子を含むことができる、等々。
【０１２０】
　光学材料中の光散乱粒子の上記範囲外のその他の濃度も、有用または望ましいと判定さ
れる可能性がある。
【０１２１】
　特定の実施形態において、光学部品は、支持要素をさらに含む。好ましくは、支持要素
は、光源から放出される光に対しておよびナノ粒子から放出される光に対して光学的に透
明である。
【０１２２】
　特定の実施形態において、支持要素を含む光学部品は、照明装置のためのカバープレー
トとして役立つことができる。
【０１２３】
　特定の実施形態において、支持要素は、照明装置の光拡散材成分を含む。
【０１２４】
　特定の実施形態において、支持要素は剛性である。
【０１２５】
　特定の実施形態において、支持要素は可撓性である。
【０１２６】
　特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む光学材料は、支持要素の
表面の少なくとも一部を覆って配置される。特定の実施形態において、量子閉じ込め半導
体ナノ粒子を含む光学材料は、支持要素の主要表面の少なくとも一部を覆って配置される
。特定の実施形態において、光学材料は、支持要素と、光源および光学材料によって放出
される光に対して光学的に透明である保護コーティングまたはカバーとの間に配置される
。
【０１２７】
　特定の実施形態において、光学材料は、支持要素の表面の所定区域を覆う１つまたは複
数の層として配置される。
【０１２８】
　特定の実施形態において、層は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子が分布されている母材を
さらに含む光学材料を含む。特定の実施形態において、層は、母材重量を基準にして約０
．００１重量％から約５重量％の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
【０１２９】
　特定の実施形態において、層は、母材重量を基準にして約５重量％を超える量子閉じ込
め半導体ナノ粒子を含む。例えば、層は、母材重量を基準にして約５重量％から約２０重
量％の量子閉じ込め半導体ナノ粒子、母材重量を基準にして約５重量％から約１５重量％
の量子閉じ込め半導体ナノ粒子、母材重量を基準にして約５重量％から約１０重量％の量
子閉じ込め半導体ナノ粒子、等々を含む。
【０１３０】
　層中の量子閉じ込め半導体ナノ粒子の上記の範囲外のその他の濃度も、有用または望ま
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しいと判定される可能性がある。
【０１３１】
　特定の実施形態において、層は、光散乱材をさらに含む。
【０１３２】
　特定の実施形態において、光散乱材は、層中に母材重量の約０．００１重量％から約５
重量％の範囲の量で含まれる。
【０１３３】
　特定の実施形態において、層は、母材重量を基準にして約５重量％を超える光散乱粒子
を含む。例えば、層は、母材重量を基準にして約５重量％から約２０重量％の光散乱粒子
、母材重量を基準にして約５重量％から約１５重量％の光散乱粒子、母材重量を基準にし
て約５重量％から約１０重量％の光散乱粒子、等々を含むことができる。
【０１３４】
　層中の光散乱粒子の上記範囲外のその他の濃度も、有用または望ましいと判定される可
能性がある。
【０１３５】
　特定の実施形態において、母材を含む光学材料を含む層は、例えば、約０．１μｍから
約１ｃｍの厚さを有する。特定の実施形態において、母材を含む光学材料を含む層は、約
０．１μｍから約２００μｍの厚さを有する。特定の実施形態において、母材を含む光学
材料を含む層は、約１０μｍから約２００μｍの厚さを有する。特定の実施形態において
、母材を含む光学材料を含む層は、約３０μｍから約８０μｍの厚さを有する。
【０１３６】
　光学部品が、青色スペクトル領域での発光を含む光を放出するオフホワイト色光源から
の光を受ける特定の実施形態において、該光学部品は、青色スペクトル領域での発光の少
なくとも１０％を１つまたは複数の所定波長に変換することができる。
【０１３７】
　特定のこのような実施形態において、光学部品は、青色スペクトル領域での発光の少な
くとも３０％を１つまたは複数の所定波長に変換することができる。
【０１３８】
　特定のこのような実施形態おいて、光学部品は、青色スペクトル領域での発光の少なく
とも６０％を１つまたは複数の所定波長に変換することができる。
【０１３９】
　特定のこのような実施形態において、青色スペクトル領域での発光の９５％以下が、量
子閉じ込め半導体ナノ粒子によって変換される。
【０１４０】
　特定のこのような実施形態において、青色スペクトル領域での発光の９０％以下が、量
子閉じ込め半導体ナノ粒子によって変換される。
【０１４１】
　特定のこのような実施形態において、光学部品は、青色スペクトル領域での発光の約５
０％から約８０％を１つまたは複数の所定波長に変換することができる。
【０１４２】
　特定のこのような実施形態において、光学部品は、青色スペクトル領域での発光の約６
０％から約８０％を１つまたは複数の所定波長に変換することができる。
【０１４３】
　特定の実施形態において、光学材料中に含まれる量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、カド
ミウムを含まない。
【０１４４】
　特定の実施形態において、光学材料中に含まれる量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、ＩＩ
Ｉ－Ｖ族の半導体材料を含む。
【０１４５】
　特定の実施形態において、光学材料中に含まれる量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、半導
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体材料を含むコアおよびコア表面の少なくとも一部上に配置された無機シェルを含む半導
体ナノ結晶を含む。
【０１４６】
　特定の実施形態において、光学材料は、少なくとも部分的に封入されている。
【０１４７】
　特定の実施形態において、光学材料は、完全に封入されている。
【０１４８】
　本発明の別の態様によれば、１つまたは複数の光源を受けるように構成された照明器具
が提供され、ここで、該器具は、１つまたは複数の光源によって生じる光の少なくとも一
部が、光出力が器具から放出される前に光学部品中を通過するように、１つまたは複数の
光源の位置に相対させて器具中に配置された光学部品を含み、該光学部品は、本明細書中
で教示される光学部品を含む。
【０１４９】
　特定の実施形態において、照明器具は、１つまたは複数の光源を受けるように構成され
たハウジングを含み、ここで、光学部品は、１つまたは複数の光源によって放出される光
の少なくとも一部および好ましくはすべてを受けるために、１つまたは複数の光源の位置
に相対させて器具中に配置される。
【０１５０】
　特定の実施形態において、光源は、オフホワイト色発光ＬＥＤを含む。特定のこのよう
な実施形態において、照明器具からの光出力は、ある所定のＣＲＩを有する白色光である
。特定の実施形態において、ＣＲＩは少なくとも７５である。特定の実施形態において、
ＣＲＩは少なくとも８０である。特定の実施形態において、ＣＲＩは少なくとも８５であ
る。特定の実施形態において、所定のＣＲＩは少なくとも９０である。特定の実施形態に
おいて、所定のＣＲＩは少なくとも９５である。
【０１５１】
　特定の好ましい実施形態において、白色光の出力は、正数であるＲ９値を有することが
できる。より好ましくは、Ｒ９値は少なくとも５０である。最も好ましくは、Ｒ９値は８
０を超える。
【０１５２】
　特定の実施形態において、照明器具からの光出力は、ある所定のＣＣＴを有する白色光
である。特定の実施形態において、ＣＣＴは少なくとも２０００Ｋである。特定の実施形
態において、所定のＣＣＴは少なくとも２５００Ｋである。特定の実施形態において、所
定のＣＣＴは少なくとも３０００Ｋである。特定の実施形態において、所定のＣＣＴは少
なくとも４０００Ｋである。特定の実施形態において、所定のＣＣＴは少なくとも５００
０Ｋである。
【０１５３】
　本発明のさらなる態様によれば、１つまたは複数の光源と一緒に使用するための照明器
具と共に使用するためのカバープレートが提供され、該カバープレートは、１つまたは複
数の光源から放出される光の少なくとも一部を受けるように照明器具に取り付けるために
構成され、カバープレートは、本明細書に記載の光学部品を含む。
【０１５４】
　本発明のさらなる態様によれば、１つまたは複数の固体半導体発光ダイオードを含む照
明装置を取り付けるために構成されたカバープレートが提供され、該カバープレートは、
本明細書に記載の光学部品を含む。
【０１５５】
　カバープレートは、１つまたは複数の固体半導体発光ダイオードから放出される光の少
なくとも一部を受けるように、装置に取り付けるために構成されるのが好ましい。
【０１５６】
　特定の実施形態において、光源は、固体半導体発光ダイオードを含む。
【０１５７】
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　特定の実施形態において、照明装置はランプを含む。
【０１５８】
　本発明のよりさらなる態様によれば、オフホワイト色光源からある所定のＣＲＩを有す
る白色光を作り出す方法が提供され、該方法は、所定のＣＲＩを有する白色光を得るため
に、光源によって放出されるオフホワイト色光の少なくとも一部を、オフホワイト色光の
少なくとも一部を約５７５から６５０ｎｍの範囲の１つまたは複数の発光へ変換するため
の光学材料中を通過させることを含み、ここで、オフホワイト色光は、約３６０ｎｍから
約４７５ｎｍの第１スペクトル領域中の少なくとも１つのスペクトル成分、約４７５ｎｍ
から約５７５ｎｍの第２スペクトル領域中の少なくとも１つのスペクトル成分および少な
くとも１つのその他のスペクトル領域中の欠失を含むスペクトル出力を含み、該光学材料
は量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
【０１５９】
　特定の実施形態において、オフホワイト色光は、青色スペクトル成分、ならびに緑色お
よび／または黄色のスペクトル成分を含む。
【０１６０】
　特定の実施形態において、光源は、１つまたは複数の光源を含む。
【０１６１】
　特定の実施形態において、光源は、１つまたは複数の固体半導体発光ダイオードを含む
。
【０１６２】
　特定の実施形態において、所定のＣＲＩは少なくとも７５である。特定の実施形態にお
いて、所定のＣＲＩは少なくとも８０である。特定の実施形態において、所定のＣＲＩは
少なくとも８５である。特定の実施形態において、所定のＣＲＩは少なくとも９０である
。特定の実施形態において、所定のＣＲＩは少なくとも９５である。好ましくは、光学材
料は、発光素子の表面から間隔をあけられ、表面に接していない。
【０１６３】
　特定の好ましい実施形態において、白色光の出力は、正数であるＲ９値を有することが
できる。より好ましくは、Ｒ９値は少なくとも５０である。最も好ましくは、Ｒ９値は８
０を超える。
【０１６４】
　特定の実施形態において、例えば、光学材料は、オフホワイト色光の少なくとも一部を
、約５８０ｎｍから約６３０ｎｍ、約５９０ｎｍから約６３０ｎｍ、約６００ｎｍから約
６２０ｎｍ、約６０５ｎｍから約６１５ｎｍ、等々の範囲の１つまたは複数の発光に変換
することができる。
【０１６５】
　特定の実施形態では、異なる所定波長で発光する量子閉じ込め半導体ナノ粒子の１種ま
たは複数の異なる種類を、１種または複数の異なる光学材料中に含めることができる。
【０１６６】
　異なる所定波長で発光する量子閉じ込め半導体ナノ粒子の２種以上の異なる種類を含む
特定の実施形態では、量子閉じ込め半導体ナノ粒子の異なる種類を、２種以上の異なる光
学材料中に含めることができる。
【０１６７】
　特定の実施形態において、該方法は、本明細書に記載の光学材料を含む。
【０１６８】
　特定の実施形態において、該方法は、本明細書中で教示される光学部品を含む。
【０１６９】
　２種以上の異なる光学材料を含む特定の実施形態では、このような異なる光学材料を、
例えば、層状構成の別々の層としておよび／またはパターン化層の別々のフィーチャとし
て含めることができる。
【０１７０】
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　本発明のよりさらなる態様によれば、約３６０ｎｍから約４７５ｎｍの第１スペクトル
領域中の少なくとも１つのスペクトル成分、約４７５ｎｍから約５７５ｎｍの第２スペク
トル領域中の少なくとも１つのスペクトル成分および少なくとも１つの他のスペクトル領
域中の少なくとも１つの欠失を含むスペクトル出力を有するオフホワイト色発光半導体発
光素子の少なくとも１つの色特性を改善する方法が提供され、該方法は、白色光を作り出
すために、オフホワイト色光の少なくとも一部を、オフホワイト色光の少なくとも一部を
欠失スペクトル領域の少なくとも１つの１つまたは複数の発光に変換するための光学材料
中を通過させることを含み、該光学材料は量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
【０１７１】
　特定の実施形態において、光源は、１つまたは複数の光源を含む。
【０１７２】
　特定の実施形態において、光源は、１つまたは複数の固体半導体発光ダイオードを含む
。
【０１７３】
　特定の実施形態において、該方法は、本明細書中で教示される光学材料を含む。
【０１７４】
　特定の実施形態において、該方法は、本明細書中で教示される光学部品を含む。
【０１７５】
　特定の実施形態において、該光学材料は、赤色発光量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む
。
【０１７６】
　特定の実施形態において、光学材料は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子の２種以上の異な
る種類を含み、ここで、それぞれの異なる種類の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、光学材
料中に含まれた少なくとも１つの別の種類の量子閉じ込め半導体ナノ粒子によって放出さ
れる所定波長と異なる所定波長で光を放出し、１つまたは複数の異なる所定波長は、光学
材料が、オフホワイト色発光半導体発光素子の１つまたは複数のスペクトル欠失を補償す
るように選択される。
【０１７７】
　本発明のよりさらなる態様によれば、オフホワイト色発光光源から作り出される白色光
のルーメン／ワット効率を改善する方法が提供され、ここで、該オフホワイト色光は、約
３６０ｎｍから約４７５ｎｍの第１スペクトル領域中の少なくとも１つのスペクトル成分
、約４７５ｎｍから約５７５ｎｍの第２スペクトル領域中の少なくとも１つのスペクトル
成分および少なくとも１つの他のスペクトル領域中の欠失を含むスペクトル出力を含み、
該方法は、オフホワイト色光の少なくとも一部を、オフホワイト色光の少なくとも一部を
約５７５ｎｍから約６５０ｎｍの範囲の１つまたは複数の発光に変換するための光学材料
中を通過させることを含み、該光学材料は量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
【０１７８】
　特定の実施形態において、光源は、１つまたは複数の光源を含む。
【０１７９】
　特定の実施形態において、光源は、１つまたは複数の固体半導体発光ダイオードを含む
。
【０１８０】
　特定の実施形態において、該方法は、本明細書中で教示される光学材料を含む。
【０１８１】
　特定の実施形態において、該方法は、本明細書中で教示される光学部品を含む。
【０１８２】
　本明細書に記載の前述のおよびその他の態様および実施形態は、すべて、本発明の実施
形態を構成する。
【０１８３】
　本明細書に記載の発明の特定の好ましい実施形態において、光学材料および／または光
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学部品は、発光素子またはその他の光源と光学的伝達状態にあるが、直接的な物理的接触
状態にない。
【０１８４】
　本明細書中で使用する場合、「封入」は、特定の元素または化合物、例えば、酸素およ
び／または水から保護することを指す。特定の実施形態において、封入は全部であってよ
い（本明細書では完全封入とも呼ばれる。）。特定の実施形態において、封入は全部でな
くてもよい（本明細書では部分封入とも呼ばれる。）。
【０１８５】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子、光散乱材、母材、支持要素、前述のその他の特徴および
要素に関するさらなる情報および本発明で有用なその他の情報は、以下で提供される。
【０１８６】
　これまでの一般的説明および以下の詳細な説明は、双方とも、単に例示的、説明的なも
のであり、特許請求がなされる本発明を限定するものではないことを理解されたい。ここ
で開示される本発明の明細書および実施を考慮することにより、当業者にとって、その他
の実施形態も明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【０１８７】
【図１】ＣＩＥ　１９３１色度ダイアグラムのある領域を描いた図である。黒体放射曲線
、相関色温度点およびその色温度付近のＡＮＳＩビンもプロットされている。実施例２に
関するデータも含まれる。
【図２】ＣＩＥ　１９３１色度ダイアグラムのある領域を描いた図である。黒体放射曲線
、相関色温度点およびその色温度付近のＡＮＳＩビンもプロットされている。実施例３に
関するデータも含まれる。
【図３】オフホワイト色光源のスペクトルの例を描いた図である。
【図４】ＣＩＥ　１９３１　ｘ、ｙ色度ダイアグラムおよび８つの名目ＣＣＴ（Ｋ）許容
四辺形（ＡＮＳＩ　Ｃ７８．３７７基準）を表す図である。
【０１８８】
　添付図は、単に説明の目的のために単純化して示した描写である。
【０１８９】
　他の利点およびそれらの潜在能力と一緒にして本発明をより確実に理解するために、以
下の開示および添付の特許請求の範囲は、上で説明した図面と関連して参照される。
【発明を実施するための形態】
【０１９０】
　本発明の種々の態様および実施形態を、以下の詳細な説明中でさらに説明する。
【０１９１】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、電子および正孔を閉じ込め、光を吸収し異なる波長の
光を再放出するためのフォトルミネセンス特性を有することができる。量子閉じ込め半導
体ナノ粒子から放出される光の色特性は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子の大きさおよび量
子閉じ込め半導体ナノ粒子の化学組成に依存する。
【０１９２】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、化学組成、構造および大きさに関して少なくとも１つ
の種類の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。本発明による光学部品中に含まれる量子閉
じ込め半導体ナノ粒子の種類は、変換される予定の光の波長および所望される光出力の波
長によって決定される。本明細書中で考察されるように、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は
、シェルおよび／またはそれらの表面上の配位子を含んでも、含まなくてもよい。特定の
実施形態において、シェルおよび／または配位子は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を不動
態化して、凝集または集成を防止し、ナノ粒子間のファンデルワールス結合力に打ち勝つ
ことができる。特定の実施形態において、配位子は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含め
ることのできる任意の母材に対する親和性を有する材料を含むことができる。本明細書中
で考察されるように、特定の実施形態において、シェルは無機シェルを含む。



(26) JP 2013-502047 A 2013.1.17

10

20

30

40

50

【０１９３】
　特定の実施形態では、１種または複数の異なる（組成、構造および／または大きさに基
づいて）種類の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を、母材中に含めることができ、ここで、そ
れぞれの種類は、所定色を有する光を得るように選択される。
【０１９４】
　本発明の一態様によれば、オフホワイト色発光光源および該光源によって生じるオフホ
ワイト色光の少なくとも一部を受けるように配置された光学部品を含む白色発光照明装置
が提供され、ここで、該オフホワイト色光は、約３６０ｎｍから約４７５ｎｍの第１スペ
クトル領域中の少なくとも１つのスペクトル成分、約４７５ｎｍから約５７５ｎｍの第２
スペクトル領域中の少なくとも１つのスペクトル成分および少なくとも１つの他のスペク
トル領域中の少なくとも１つの欠失を含むスペクトル出力を含み、該光学部品は、照明装
置によって放出される光が白色光を含むように、オフホワイト色光の少なくとも一部を、
その少なくとも１つが少なくとも１つの欠失スペクトル領域中に波長を有する１つまたは
複数の所定波長に変換するための光学材料を含み、該光学材料は量子閉じ込め半導体ナノ
粒子を含む。
【０１９５】
　特定の実施形態において、オフホワイト色光は、青色スペクトル成分、ならびに緑色お
よび／または黄色のスペクトル成分を含み、さらに、少なくとも１つの他のスペクトル領
域中に欠失を有する。
【０１９６】
　特定の実施形態において、白色発光照明装置は、ランプを含む。
【０１９７】
　特定の実施形態において、白色発光照明装置は、１つまたは複数の光源を含む照明器具
を含む照明ユニットを含む。
【０１９８】
　特定の実施形態において、光源は、１つまたは複数の光源を含む。
【０１９９】
　特定の実施形態において、光源は、１つまたは複数の固体半導体発光ダイオードを含む
。
【０２００】
　例えば、光源が、１つを超えるスペクトル欠失を有するオフホワイト色光を放出する特
定の実施形態において、光学部品は、１種または複数の異なる（組成、構造および／また
は大きさに基づいて）種類の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む光学材料を含むことがで
き、ここで、量子閉じ込め半導体ナノ粒子のそれぞれの異なる種類は、オフホワイト色光
の一部を、光学材料中に含まれた少なくとも１種の任意の他の種類の量子閉じ込め半導体
ナノ粒子によって放出される所定波長と異なる所定波長に変換することができる。
【０２０１】
　異なる所定波長で発光する量子閉じ込め半導体ナノ粒子の２種以上の異なる種類を含む
特定の実施形態では、その量子閉じ込め半導体ナノ粒子の異なる種類を、１種または複数
の異なる光学材料中に含めることができる。
【０２０２】
　異なる所定波長で発光する量子閉じ込め半導体ナノ粒子の２種以上の異なる種類を含む
特定の実施形態では、その量子閉じ込め半導体ナノ粒子の異なる種類を、２種以上の異な
る光学材料中に含めることができる。
【０２０３】
　２種以上の異なる光学材料を含む特定の実施形態では、このような異なる光学材料を、
例えば、層状構成の別々の層としておよび／またはパターン化層の別々のフィーチャとし
て含めることができる。
【０２０４】
　異なる所定波長で発光する量子閉じ込め半導体ナノ粒子の２種以上の異なる種類を含む



(27) JP 2013-502047 A 2013.1.17

10

20

30

40

50

他の実施形態では、その量子閉じ込め半導体ナノ粒子の異なる種類を、積層構成中の２種
以上の異なる光学部品中に含めることができる。このような実施形態では、それぞれの光
学部品は、１種または複数の、前に記載のような光学材料を含むことができる。
【０２０５】
　異なる所定波長で発光する量子閉じ込め半導体ナノ粒子の２種以上の異なる種類を含む
特定の実施形態において、照明装置によって放出される光は、１種または複数の異なる所
定波長での発光で補充された発光を含む。このような場合、２種以上の異なる所定波長は
、光源の１つまたは複数のスペクトル欠失を満たすまたは補償するように選択される。
【０２０６】
　例えば、特定の実施形態において、オフホワイト色発光半導体ＬＥＤは、例えば、スペ
クトルの赤色、橙色および／またはシアン色のスペクトル領中にスペクトル欠失を有する
オフホワイト色光を放出する。
【０２０７】
　特定の実施形態において、照明装置は、光源の光出力に飽和赤色光を付加するための光
学部品を含むことができる。このことによって、同一の電力入力でより飽和された赤色を
またはより低い電力消費で同等の赤色力を提供することができる。
【０２０８】
　特定の実施形態において、照明装置は、光源出力に、橙色から赤色のスペクトル領域中
の光（例えば約５７５ｎｍから約６５０ｎｍ）を付加するための光学部品を含むことがで
きる。
【０２０９】
　特定の実施形態において、照明装置は、光源の光出力にシアン色光を付加することがで
きる。
【０２１０】
　特定の実施形態において、光学部品によって光源の１つまたは複数のスペクトル欠失を
補償することにより、光源からの光出力を変え、ある平均演色評価数（Ｒａ）を有する白
色光を得ることができる（平均演色評価数（Ｒａ）は本明細書中でＣＲＩとも呼ばれる。
）。特定の実施形態において、ＣＲＩは少なくとも７５である。特定の実施形態において
、ＣＲＩは少なくとも８０である。特定の実施形態において、ＣＲＩは少なくとも８５で
ある。特定の実施形態において、ＣＲＩは少なくとも９０である。特定の実施形態におい
て、ＣＲＩは少なくとも９５である。
【０２１１】
　特定の好ましい実施形態において、白色光の出力は、正数であるＲ９値を有することが
できる。より好ましくは、Ｒ９値は少なくとも５０である。最も好ましくは、Ｒ９値は８
０を超える。
【０２１２】
　特定の実施形態において、白色発光素子によって放出される白色光は、ある所定のＣＲ
Ｉを有することができる。特定の実施形態において、所定のＣＲＩは少なくとも７５であ
る。特定の実施形態において、所定のＣＲＩは少なくとも８０である。特定の実施形態に
おいて、所定のＣＲＩは少なくとも８５である。特定の実施形態において、所定のＣＲＩ
は少なくとも９０である。特定の実施形態において、所定のＣＲＩは少なくとも９５であ
る。
【０２１３】
　特定の実施形態において、光学部品によって光源の１つまたは複数のスペクトル欠失を
補償することにより、光源からの光出力を変えて、ある相関色温度（ＣＣＴ）を有する白
色光を得ることができる。特定の実施形態において、白色光は、ある所定のＣＣＴを有す
ることができる。特定の実施形態において、白色発光照明装置の白色光出力は、少なくと
も約２０００ＫのＣＣＴを有することができる。特定の実施形態において、白色発光照明
装置の白色光出力は、少なくとも約２５００ＫのＣＣＴを有することができる。特定の実
施形態において、白色発光照明装置の白色光出力は、少なくとも約３０００ＫのＣＣＴを
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有することができる。特定の実施形態において、白色発光照明装置の白色光出力は、少な
くとも約４０００ＫのＣＣＴを有することができる。特定の実施形態において、白色発光
照明装置の白色光出力は、少なくとも約５０００ＫのＣＣＴを有することができる。
【０２１４】
　特定の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は半導体ナノ結晶を含
む。
【０２１５】
　特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は少なくとも４０％の固体量子
効率を有する。特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は少なくとも５０
％の固体量子効率を有する。特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は少
なくとも６０％の固体量子効率を有する。特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体
ナノ粒子は少なくとも７０％の固体量子効率を有する。特定の実施形態において、量子閉
じ込め半導体ナノ粒子は少なくとも８０％の固体量子効率を有する。特定の実施形態にお
いて、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は少なくとも９０％の固体量子効率を有する。
【０２１６】
　特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、光学部品の使用中に少なく
とも４０％の効率を維持する。
【０２１７】
　特定の好ましい実施形態において、光学材料は、赤色光を放出する能力のある量子閉じ
込め半導体ナノ粒子を含む。他の特定の好ましい実施形態において、光学材料は、橙色か
ら赤色のスペクトル領中の光を放出する能力のある量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
【０２１８】
　特定の実施形態において、光学材料は、母材中に分布された量子閉じ込め半導体ナノ粒
子を含む。好ましくは、母材は固体母材を含む。
【０２１９】
　本明細書に記載の発明の種々の実施形態および態様で有用な母材の例には、ポリマー、
モノマー、樹脂、結合材、ガラス、金属酸化物およびその他の非ポリマー性材料が含まれ
る。好ましい母材としては、前もって選択される光の波長に対して少なくとも部分的に透
明および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の材料が挙げられる
。特定の実施形態において、前もって選択される波長としては、電磁スペクトルの可視領
域（例えば、４００－７００ｎｍ）の光の波長を挙げることができる。好ましい母材とし
ては、架橋ポリマーおよび溶媒注型ポリマーが挙げられる。好ましい母材の例には、限定
はされないが、ガラスまたは透明樹脂が含まれる。とりわけ、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が、加工性の観点から好適に使用される。オリゴマーま
たはポリマーのどちらかの形態のこのような樹脂の具体例には、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むコポリマーなどが含まれる。当業者は、そ
の他の適切な母材を確認することができる。
【０２２０】
　本開示によって想定される本発明の特定の実施形態および態様において、母材は光硬化
性樹脂を含む。光硬化性樹脂は、特定の実施形態、例えば、組成物をパターン化する予定
である実施形態において好ましい母材である可能性がある。光硬化性樹脂として、反応性
ビニル基を含むアクリル酸またはメタクリル酸をベースにした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は含む光架橋性樹脂を
使用することができる。熱硬化性樹脂は、光増感剤が使用されない場合に使用することが
できる。これらの樹脂は、個別的にまたは２種以上を組み合わせて使用することができる
。
【０２２１】
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　本開示によって想定される本発明の特定の実施形態および態様において、母材は、溶媒
注型樹脂を含む。ポリウレタン樹脂、マレイン樹脂、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
形成するモノマーなどを含むコポリマーなどのポリマーは、当業者に公知の溶媒に溶解す
ることができる。溶媒を蒸発させると、樹脂は、半導体ナノ粒子のための固体母材を形成
する。
【０２２２】
　特定の実施形態では、光散乱材および／またはその他の添加剤（例えば、湿潤またはレ
ベリング剤）も、光学材料中に含めることができる。
【０２２３】
　本明細書に記載の発明の実施形態および態様で使用することのできる光散乱材（本明細
書では散乱材または光散乱粒子とも呼ばれる。）の例には、限定はされないが、金属また
は金属酸化物の粒子、空気泡およびガラスおよびポリマー性ビーズ（非中空または中空）
が含まれる。その他の光散乱材は、当業者が容易に識別することができる。特定の実施形
態において、散乱材は球状形状を有する。散乱粒子の好ましい例には、限定はされないが
、ＴｉＯ２、ＳｉＯ２、ＢａＴｉＯ３、ＢａＳＯ４およびＺｎＯが含まれる。母剤と非反
応性であるおよび母剤中で励起光の吸収路長を増加させることのできるその他の材料の粒
子を使用することができる。特定の実施形態において、光散乱材は、大きな屈折率（例え
ば、ＴｉＯ２、ＢａＳＯ４など）または小さな屈折率（気泡）を有することができる。
【０２２４】
　散乱材の大きさおよび粒度分布の選択は、当業者が容易に決定できる。大きさおよび粒
度分布は、散乱粒子とその中に光散乱材を分散させる予定の母剤との屈折率の不均衡およ
びレイリー散乱理論により散乱させられる予定の前もって選択される波長（群）に基づく
ことができる。散乱粒子の表面を、分散性および母剤の安定性を改善するようにさらに処
理することが出来る。一態様において、散乱粒子は、ＤｕＰｏｎｔからのＴｉＯ２（Ｒ９
０２＋）（メディアン粒径０．４０５μｍ）を約０．００１重量％から約５重量％の範囲
の濃度で含む。特定の好ましい実施形態において、散乱材の濃度範囲は、０．１重量％と
２重量％との間にある。特定の実施形態において、粒径が０．２μｍの光散乱粒子を使用
することもできる。光学材料中の光散乱粒子のその他の大きさおよび濃度も、有用または
望ましいと判定される可能性がある。
【０２２５】
　特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子および母材を含む光学材料は、
量子閉じ込め半導体ナノ粒子および液体ビヒクルを含むインクから形成することができ、
ここで、液体ビヒクルは、架橋可能な１つまたは複数の官能基を含む組成物を含む。官能
基単位を、例えば、ＵＶ処理、熱処理または当業者によって容易に確かめることのできる
別の架橋技術によって架橋することができる。特定の実施形態において、架橋可能な１つ
または複数の官能基を含む組成物は、液体ビヒクルそれ自体であってもよい。特定の実施
形態において、それは、共溶媒であってもよい。特定の実施形態において、それは、液体
ビヒクルとの混合物の一成分であってもよい。特定の実施形態において、インクは、光散
乱材をさらに含むことができる。
【０２２６】
　本開示によって想定される本発明の特定の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（例えば、半導体ナノ結晶）は、母材内に個々の粒子として分布される。
【０２２７】
　母材をさらに含む光学材料の特定の実施形態では、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を、光
学材料中に母材の約０．００１重量％から約５重量％の量で含めることができる。特定の
好ましい実施形態において、光学材料は、母材重量を基準にして約０．１重量％から約３
重量％の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。特定のより好ましい実施形態において、組
成物は、母材重量を基準にして約０．５重量％から約３重量％の量子閉じ込め半導体ナノ



(30) JP 2013-502047 A 2013.1.17

10

20

30

40

50

粒子を含む。光散乱材を含む特定の実施形態において、光学材料は、光学材料の重量を基
準にして約０．００１重量％から約５重量％の散乱材を含む。
【０２２８】
　母材をさらに含む光学材料の特定の実施形態では、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を、光
学材料中に母材の約５重量％を超える量で含めることができる。例えば、光学材料は、母
材重量を基準にして約５重量％から約２０重量％の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含むこ
とができ、光学材料は、母材重量を基準にして約５重量％から約１５重量％の量子閉じ込
め半導体ナノ粒子を含むことができ、光学材料は、母材重量を基準にして約５重量％から
約１０重量％の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含むことができる、等々。
【０２２９】
　光学材料中の量子閉じ込め半導体ナノ粒子の上記範囲外のその他の濃度も、有用または
望ましいと判定される可能性がある。
【０２３０】
　本明細書中で教示される本発明の特定の態様および実施形態において、光学部品は、支
持要素をさらに含むことができる。特定の実施形態において、光学材料は、支持要素上に
配置される。特定の実施形態において、光学材料は、支持体の表面の所定区域上に配置さ
れる。
【０２３１】
　特定の実施形態において、支持要素は実質上光学的に透明である。特定の実施形態にお
いて、支持要素は少なくとも９０％透明である。特定の実施形態において、支持要素は少
なくとも９５％透明である。特定の実施形態において、支持要素は少なくとも９９％透明
である。
【０２３２】
　特定の実施形態において、支持要素は光学的に半透性である。
【０２３３】
　特定の実施形態において、支持要素は、剛性材料、例えば、ガラス、ポリカーボネート
、アクリル、水晶、サファイアまたはその他公知の剛性材料を含むことができる。
【０２３４】
　特定の実施形態において、支持要素は、可撓性材料、例えば、プラスチック（例えば、
限定はされないが、薄いアクリル、エポキシ、ポリカーボネート、ＰＥＮ、ＰＥＴ、ＰＥ
）またはシリコーンなどのポリマー性材料を含むことができる。
【０２３５】
　特定の実施形態において、支持要素は、その上にシリカまたはガラスのコーティングを
含む可撓性材料を含むことができる。好ましくは、シリカまたはガラスのコーティングは
、基材の可撓性材料の可撓性を維持するように、十分に薄い。
【０２３６】
　特定の実施形態において、支持要素は、約０．１％から約５％の範囲の透過ヘイズ（Ａ
ＳＴＭ　Ｄ１００３－００９５で規定されるような）を有する（ＡＳＴＭ　Ｄ１００３－
００９５を参照により本明細書に組み込む。）。
【０２３７】
　特定の実施形態において、支持要素の主要表面の片面または両面は、平滑である。
【０２３８】
　特定の実施形態では、支持要素の片側または両側の主要表面の少なくとも一部を波型に
することができる。特定の実施形態では、支持要素の片側または両側の主要表面を波型に
することができる。
【０２３９】
　特定の実施形態では、支持要素の片側または両側の主要表面の少なくとも一部を粗くす
ることができる。特定の実施形態では、支持要素の片側または両側の主要表面を粗くする
ことができる。
【０２４０】
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　特定の実施形態では、支持要素の片側または両側の主要表面の少なくとも一部にテクス
チャをつけることができる。特定の実施形態では、支持要素の片側または両側の主要表面
にテクスチャをつけることができる。
【０２４１】
　特定の実施形態において、支持要素の片側または両側の主要表面は、凹状であることが
できる。
【０２４２】
　特定の実施形態において、支持要素の片側または両側の主要表面は、凸状であることが
できる。
【０２４３】
　特定の実施形態において、支持要素の片側の主要表面の少なくとも一部は、マイクロレ
ンズを含むことができる。特定の実施形態において、支持要素の少なくとも片側の主要表
面は、マイクロレンズを含むことができる。
【０２４４】
　特定の実施形態において、担体基材の厚さは、実質的に均一である。
【０２４５】
　特定の実施形態において、支持要素の幾何的形状および寸法は、個々の最終用途の応用
分野に基づいて選択することができる。
【０２４６】
　特定の実施形態において、光学部品は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む１種または
複数の光学材料を含む少なくとも１つの層を含む。
【０２４７】
　１種を超える量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む特定の実施形態では、それぞれの種類
を別々の層中に含めることができる。
【０２４８】
　特定の実施形態において、光学材料は、支持要素の表面の少なくとも一部の全域に配置
される。
【０２４９】
　特定の実施形態において、光学材料は、支持要素の主要表面の少なくとも一部の全域に
配置される。
【０２５０】
　特定の実施形態において、光学材料は、支持要素の主要表面の全域の途切れのない層と
して配置される。
【０２５１】
　特定の実施形態において、光学材料を含む層は、例えば、約０．１μｍから約１ｃｍの
厚さを有する。特定の実施形態において、光学材料の層は、約０．１μｍから約２００μ
ｍの厚さを有することができる。特定の実施形態において、厚さは、約１０μｍから約２
００μｍであることができる。特定の実施形態において、厚さは、約３０μｍから約８０
μｍであることができる。
【０２５２】
　特定の実施形態では、その他の場合による層を含めることもできる。
【０２５３】
　特定の実施形態において、層は、２つ以上の層を含むことができる。
【０２５４】
　フィルターをさらに含めることは、エネルギーを考慮すると望ましくない可能性がある
が、他の理由のためフィルターが含まれる事例もある。このような事例では、フィルター
を含めることができる。特定の実施形態において、フィルターは、支持要素の所定部分の
すべてまたは少なくとも一部を覆うことができる。特定の実施形態では、フィルターを、
１つまたは複数の所定波長の光の通過を遮断するために含めることができる。フィルター
層を、光学材料の上または下に含めることができる。特定の実施形態において、光学部品
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は、支持要素の種々の表面上に複数のフィルター層を含むことができる。特定の実施形態
では、ノッチ型フィルター層を含めることができる。
【０２５５】
　特定の実施形態では、１つまたは複数の抗反射コーティングを光学部品中に含めること
ができる。
【０２５６】
　特定の実施形態では、１つまたは複数の波長選択性反射コーティングを光学部品中に含
めることができる。このような反射コーティングは、例えば、光源に向かって戻る光を反
射することができる。
【０２５７】
　特定の実施形態において、例えば、光学部品は、その表面の少なくとも一部の全域に外
部結合（ｏｕｔｃｏｕｐｌｉｎｇ）部材または構造をさらに含むことができる。特定の実
施形態では、外部結合部材または構造を表面の全域に均一に分布させることができる。特
定の実施形態において、外部結合部材または構造は、表面から外部結合されたより均一な
光分布を得るために、形状、大きさおよび／または頻度を変えることができる。特定の実
施形態において、外部結合部材または構造は、プラス方向に、例えば、光学部品の表面上
方に着座または突き出ているまたはマイナス方向に、例えば、光学部品の表面中に沈下し
ているまたは双方の組合せであってよい。
【０２５８】
　特定の実施形態において、光学部品は、光が放出されるその表面上にレンズ、プリズム
表面、格子などをさらに含むことができる。このような表面上に、その他のコーティング
を場合によっては含めることができる。
【０２５９】
　特定の実施形態において、外部結合部材または構造は、成型、エンボス加工、積層、硬
化性配合物を適用すること（例えば、限定はされないが、噴霧、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）などを含む技術によって形成して）に
よって形成することができる。
【０２６０】
　特定の実施形態において、支持要素は光散乱材を含むことができる。
【０２６１】
　特定の実施形態において、支持要素は、空気泡または空気ギャップを含むことができる
。
【０２６２】
　特定の実施形態において、光学部品は、平坦またはマット仕上げの１つまたは複数の主
要表面を含むことができる。
【０２６３】
　特定の実施形態において、光学部品は、光沢仕上げを有する１つまたは複数の表面を含
むことができる。
【０２６４】
　本明細書中で教示される本発明の特定の態様および実施形態において、光学部品は、場
合によっては、環境（例えば、塵、湿気など）および／または引っ掻きまたは摩損から保
護するためのカバー、コーティングまたは層をさらに含むことができる。
【０２６５】
　特定の実施形態において、光学材料は、少なくとも部分的に封入されている。
【０２６６】
　特定の実施形態において、光学材料は、遮蔽材料によって少なくとも部分的に封入され
ている。特定の実施形態において、光学材料は、実質的に酸素不浸透性である材料によっ
て少なくとも部分的に封入されている。特定の実施形態において、光学材料は、湿気（例
えば、水）に対して実質的に不浸透性である材料によって少なくとも部分的に封入されて
いる。特定の実施形態において、光学材料は、酸素および湿気に対して実質的に不浸透性
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である材料によって少なくとも部分的に封入されている。特定の実施形態では、例えば、
光学材料を、基材の間に挟持することができる。特定の実施形態において、基材の一方ま
たは両方は、ガラス板を含むことができる。特定の実施形態では、例えば、光学材料を、
基材(例えば、ガラス板)と遮蔽フィルムとの間に挟持することができる。特定の実施形態
では、光学材料を、２つの遮蔽フィルムまたはコーティングの間に挟持することができる
。
【０２６７】
　特定の実施形態において、光学材料は、完全に封入されている。特定の実施形態では、
光学材料を、外辺部封止によって封止される基材（例えば、ガラス板）の間に挟持するこ
とができる。特定の実施形態では、例えば、光学材料を、基材（例えば、ガラス支持体）
上に配置し、遮蔽フィルムによって完全に覆うことができる。特定の実施形態では、例え
ば、光学材料を、基材（例えば、カラス支持体）上に配置し、保護コーティングによって
完全に覆うことができる。特定の実施形態では、光学材料を、外辺部封止によって封止さ
れる２つの遮蔽フィルムまたはコーティングの間に挟持することができる。
【０２６８】
　適切な遮蔽フィルムまたはコーティングの例には、限定はされないが、硬質金属酸化物
コーティング、薄いガラス層およびＶｉｔｅｘ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ．から入手可能
なＢａｒｉｘコーティング材が含まれる。その他の遮蔽フィルムまたはコーティングは、
当業者によって容易に確かめることができる。
【０２６９】
　特定の実施形態では、１種を超える遮蔽フィルムまたはコーティングを使用して光学材
料を封入することができる。
【０２７０】
　光源の例には、限定はされないが、固体発光素子が含まれる。
【０２７１】
　特定の実施形態において、発光素子は、単一の光源を含むことができる。
【０２７２】
　特定の実施形態において、発光素子は、複数の光源を含むことができる。
【０２７３】
　複数の光源を含む特定の実施形態において、その個々の光源は、同一でも異なっていて
もよい。
【０２７４】
　複数の光源を含む特定の実施形態において、それぞれの個々の光源は、他の光源のそれ
ぞれによって放出される同一または異なる波長を有する光を放出することができる。
【０２７５】
　複数の光源を含む特定の実施形態では、個々の光源をアレイとして構成することができ
る。
【０２７６】
　特定の好ましい実施形態において、オフホワイト色発光ＬＥＤは、青色ＬＥＤの光出力
をオフホワイト色光に変換するための蛍光体材料を含む、青色発光半導体ＬＥＤを含む。
【０２７７】
　特定の実施形態において、例えば、オフホワイト色発光ＬＥＤ中に含まれる青色発光Ｌ
ＥＤ素子は、例えば、（Ｉｎ）ＧａＮブルーを含む。
【０２７８】
　特定の実施形態において、青色ＬＥＤは、約４００ｎｍから約５００ｎｍの範囲の光を
放出することができる。
【０２７９】
　特定の実施形態において、青色ＬＥＤは、約４２０ｎｍから約４７５ｎｍの範囲の光を
放出することができる。
【０２８０】
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　特定の実施形態において、青色ＬＥＤは、約４７０ｎｍの波長で光を放出することがで
きる。
【０２８１】
　特定の実施形態において、オフホワイト色発光ＬＥＤは、ＵＶ　ＬＥＤの光出力をオフ
ホワイト色光に変換するための蛍光体材料を含む、ＵＶ発光半導体ＬＥＤを含む。
【０２８２】
　特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子と散乱材との重量比率は、約１
：１００から約１００：１である。特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒
子と散乱材との重量比率は、約１：２から約２：１である。
【０２８３】
　本明細書中で考察されるように、本発明の特定の実施形態において、白色発光照明装置
は、１つまたは複数のオフホワイト色発光光源および照明装置によって放出される光が、
白色光を提供するための１つまたは複数の所定波長での発光で補充された光源からの発光
を含むように、１つまたは複数の光源によって生じる光の少なくとも一部を受け、そうし
て受け入れた光の少なくとも一部を１つまたは複数の所定波長に変換するように配置され
た光学部品を含み、ここで、該光学部品は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む光学材料
を含む。
【０２８４】
　有利には、赤色発光量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む光学部品を含む本発明の特定の
実施形態において、得られる白色光は、少なくとも７５のＣＲＩを有することができる。
特定の実施形態において、白色光は、少なくとも８０のＣＲＩを有することができる。特
定の実施形態において、白色光は、少なくとも８５のＣＲＩを有することができる。特定
の実施形態において、白色光は、少なくとも９０のＣＲＩを有することができる。特定の
実施形態において、白色光は、少なくとも９５のＣＲＩを有することができる。
【０２８５】
　特定の好ましい実施形態において、白色光の出力は、正数であるＲ９値を有することが
できる。より好ましくは、Ｒ９値は少なくとも５０である。最も好ましくは、Ｒ９値は８
０を超える。
【０２８６】
　特定の実施形態において、白色光は、ある所定のＣＲＩを有することができる。特定の
実施形態において、所定のＤＲＩは少なくとも７５である。特定の実施形態において、所
定のＤＲＩは少なくとも８０である。特定の実施形態において、所定のＤＲＩは少なくと
も８５である。特定の実施形態において、所定のＤＲＩは少なくとも９０である。特定の
実施形態において、所定のＤＲＩは少なくとも９５である。
【０２８７】
　特定の実施形態において、光学材料は光源と直接的には接触してない。特定の実施形態
において、光学部品は光源と直接的には接触していない。好ましくは、照明装置の動作中
でのナノ粒子の位置の温度は、１００℃未満、９０℃未満、７５℃未満、６０℃以下、５
０℃以下、４０℃以下である。特定の好ましい実施形態において、照明装置の動作中での
ナノ粒子の位置の温度は、約３０℃から約６０℃の範囲にある。
【０２８８】
　特定の実施形態において、光源は、オフホワイト色ＬＥＤ（例えば、蛍光体材料を含む
封入材料で封入された青色発光半導体ＬＥＤ）を含み、光学部品は、赤色光を放出する能
力のある量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む光学材料を含む。
【０２８９】
　例えば、１つまたは複数のオフホワイト色発光ＬＥＤおよび橙色から赤色のスペクトル
領域中の光を放出できる量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む光学材料を含む光学部品を含
む１つまたは複数の光源を含む本発明による照明装置の特定の実施形態では、橙色から赤
色のスペクトル領域中での発光が、照明装置の光出力に付加される。
【０２９０】
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　特定の実施形態において、約５７５ｎｍから約６５０ｎｍのスペクトル範囲中の所定発
光波長を有するナノ粒子を添加することによって、照明装置から放出される白色光のルー
メン／ワット効率をその電力必要量を増すことなしに改善することができる。
【０２９１】
　特定の実施形態において、光源の１つまたは複数のスペクトル欠失を光学部品によって
補償することによって、光源からの光出力を変えて、ある相関色温度（ＣＣＴ）を有する
白色光を得ることができる。特定の実施形態において、白色光は、ある所定のＣＣＴを有
することができる。特定の実施形態において、白色発光照明装置の白色光出力は、少なく
とも約２０００ＫのＣＣＴを有することができる。特定の実施形態において、白色発光照
明装置の白色光出力は、少なくとも約２５００ＫのＣＣＴを有することができる。特定の
実施形態において、白色発光照明装置の白色光出力は、少なくとも約３０００ＫのＣＣＴ
を有することができる。特定の実施形態において、白色発光照明装置の白色光出力は、少
なくとも約４０００ＫのＣＣＴを有することができる。特定の実施形態において、白色発
光照明装置の白色光出力は、少なくとも約５０００ＫのＣＣＴを有することができる。
【０２９２】
　平均演色評価数（Ｒａと略記することができる。）は、本明細書中で使用する場合、８
つの標準色票（Ｒ１－８）についての平均値としての演色評価数の一般的な定義を指す。
Ｒ９は、本明細書中で使用する場合、国際照明委員会（ＣＩＥ）によって言及されるよう
な９番目の標準色票（強赤色）を指す。
【０２９３】
　例えば、オフホワイト色発光ＬＥＤを含む光源および橙色（例えば、約５７５ｎｍから
約５９５ｎｍ）発光量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む光学材料を含む光学部品を含む本
発明による照明装置の特定の実施形態では、橙色の発光成分が、照明装置の光出力に付加
される。
【０２９４】
　特定の実施形態では、橙色スペクトル領域中の所定発光波長を有するナノ粒子を付加す
ることによって、照明装置から放出される白色光のルーメン／ワット効率をその電力必要
量を増すことなしに改善することができる。
【０２９５】
　例えば、オフホワイト色発光ＬＥＤを含む光源およびシアン色発光量子閉じ込め半導体
ナノ粒子を含む光学材料を含む光学部品を含む本発明による照明装置の特定の実施形態で
は、シアン色の発光成分が、照明装置の光出力に付加される。
【０２９６】
　特定の実施形態において、シアン色スペクトル領域中の所定発光波長を有するナノ粒子
を付加することによって、照明装置から放出される白色光のルーメン／ワット効率をその
電力必要量およびＣＲＩを増すことなしに改善することができる。
【０２９７】
　特定の実施形態において、光源は１つまたは複数の光源を含む。
【０２９８】
　特定の実施形態において、光源は、１つまたは複数の固体半導体発光ダイオードを含む
。
【０２９９】
　本発明の別の態様によれば、オフホワイト色光を放出する光源からある所定のＣＲＩを
有する白色光を作り出すための光学部品が提供され、ここで、該オフホワイト色光は、約
３６０ｎｍから約４７５ｎｍの第１スペクトル領域中の少なくとも１つのスペクトル成分
、約４７５ｎｍから約５７５ｎｍの第２スペクトル領域中の少なくとも１つのスペクトル
成分および少なくとも１つの他のスペクトル領域中の欠失を含むスペクトル出力を含み、
該光学部品は、光学部品から発散する光が白色光を含むように、オフホワイト色光源から
の光出力の少なくとも一部を１つまたは複数の異なる所定波長に変換するための光学材料
を含み、該光学材料は量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
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【０３００】
　特定の実施形態において、オフホワイト色光は、青色のスペクトル成分および緑色およ
び／または黄色のスペクトル成分を含み、別のスペクトル領域中の少なくとも１つのスペ
クトル欠失をさらに含む。
【０３０１】
　特定の実施形態において、光源は１つまたは複数の光源を含む。
【０３０２】
　特定の実施形態において、光源は１つまたは複数の固体半導体発光ダイオードを含む。
【０３０３】
　特定の実施形態において、白色光はある所定のＣＲＩを有する。特定の実施形態におい
て、所定のＣＲＩは少なくとも７５である。特定の実施形態において、所定のＣＲＩは少
なくとも８０である。特定の実施形態において、所定のＣＲＩは少なくとも８５である。
特定の実施形態において、所定のＣＲＩは少なくとも９０である。特定の実施形態におい
て、所定のＣＲＩは少なくとも９５である。
【０３０４】
　特定の好ましい実施形態において、所定波長は、例えば、光源の光出力をスペクトル欠
失領域中の少なくとも１つで補充することによって、光源のスペクトル領域中の欠失を満
たすまたは補償するように選択される。
【０３０５】
　例えば、光源が、橙色から赤色のスペクトル領域中のスペクトル欠失を有するオフホワ
イト色光を放出する特定の実施形態において、所定波長は、約５７５ｎｍから約６５０ｎ
ｍ、約５８０ｎｍから６３０ｎｍ、約５９０ｎｍから約６３０ｎｍ、約６０５ｎｍから６
２０ｎｍ、等々の範囲にあることができる。
【０３０６】
　例えば、光源が、シアン色スペクトル領域中のスペクトル欠失を有するオフホワイト色
光を放出する特定の実施形態において、光学材料は、約４５０ｎｍから約５００ｎｍの範
囲の１つまたは複数の所定波長を放出できる量子閉じ込め半導体ナノ粒子の１種または複
数の異なる種類を含むことができる。
【０３０７】
　特定の実施形態において、光学部品は、１種または複数の異なる種類（組成、構造およ
び／大きさに基づいて）の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む光学材料を含み、ここで、
量子閉じ込め半導体ナノ粒子のそれぞれの異なる種類は、光学材料中に含まれる任意の他
の種類の量子閉じ込め半導体ナノ粒子によって放出される所定波長と異なる所定波長で光
を放出し、１種または複数の異なる所定波長は、光学材料が、意図したオフホワイト色光
源（群）の１つまたは複数のスペクトル欠失を補償するように選択される。
【０３０８】
　異なる所定波長で発光する量子閉じ込め半導体ナノ粒子の１種または複数の異なる種類
を含む特定の実施形態では、その量子閉じ込め半導体ナノ粒子の異なる種類を、１種また
は複数の異なる光学材料中に含めることができる。
【０３０９】
　異なる所定波長で発光する量子閉じ込め半導体ナノ粒子の２種以上の異なる種類を含む
特定の実施形態では、その量子閉じ込め半導体ナノ粒子の異なる種類を、２種以上の異な
る光学材料中に含めることができる。
【０３１０】
　２種以上の異なる光学材料を含む特定の実施形態では、このような異なる光学材料を、
例えば、層状構成の別々の層としておよび／またはパターン化層の別々のフィーチャとし
て含めることができる。
【０３１１】
　オフホワイト色光源が１つを超えるスペクトル欠失を有する特定の実施形態では、所望
される白色光出力は、少なくとも赤色スペクトル領域中のスペクトル欠失を処理すること
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よって得ることができる。
【０３１２】
　特定の実施形態において、光源の１つまたは複数のスペクトル欠失を光学部品によって
補償することにより、光源からの光出力を変えて、ある平均演色評価数（Ｒａ）を有する
白色光を得ることができる。特定の実施形態において、ＣＲＩは少なくとも７５である。
特定の実施形態において、ＣＲＩは少なくとも８０である。特定の実施形態において、Ｃ
ＲＩは少なくとも８５である。特定の実施形態において、ＣＲＩは少なくとも９０である
。特定の実施形態において、ＣＲＩは少なくとも９５である。
【０３１３】
　特定の好ましい実施形態において、白色光の出力は、正数であるＲ９値を有することが
できる。より好ましくは、Ｒ９値は少なくとも５０である。最も好ましくは、Ｒ９値は８
０を超える。
【０３１４】
　特定の実施形態において、白色発光素子によって放出される白色光は、ある所定のＣＲ
Ｉを有することができる。特定の実施形態において、所定のＣＲＩは少なくとも７５であ
る。特定の実施形態において、所定のＣＲＩは少なくとも８０である。特定の実施形態に
おいて、所定のＣＲＩは少なくとも８５である。特定の実施形態において、所定のＣＲＩ
は少なくとも９０である。特定の実施形態において、所定のＣＲＩは少なくとも９５であ
る。
【０３１５】
　特定の実施形態において、光源の１つまたは複数のスペクトル欠失を光学部品によって
補償することにより、光源からのオフホワイト色光の出力を変えて、ある相関色温度（Ｃ
ＣＴ）を有する白色光を得ることができる。特定の実施形態において、白色光は、ある所
定のＣＣＴを有することができる。特定の実施形態において、白色発光照明装置の白色光
の出力は、少なくとも約２０００ＫのＣＣＴを有することができる。特定の実施形態にお
いて、白色発光照明装置の白色光の出力は、少なくとも約２５００ＫのＣＣＴを有するこ
とができる。特定の実施形態において、白色発光照明装置の白色光の出力は、少なくとも
約３０００ＫのＣＣＴを有することができる。特定の実施形態において、白色発光照明装
置の白色光の出力は、少なくとも約４０００ＫのＣＣＴを有することができる。特定の実
施形態において、白色発光照明装置の白色光の出力は、少なくとも約５０００ＫのＣＣＴ
を有することができる。
【０３１６】
　特定の実施形態において、オフホワイト色光源（群）から作り出される白色光のルーメ
ン／ワット効率は、光学部品の使用中の約２５００Ｋから約３５００Ｋの範囲内でのＣＣ
Ｔの変化によって実質的に影響されることはない。例えば、ルーメン／ワット効率は、Ｃ
ＣＴを約２５００Ｋから約３５００Ｋの範囲内で変えた場合に、（初めのルーメン／ワッ
ト効率値と対照して）１０％を超える箇所まで変わることはない。
【０３１７】
　特定の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は半導体ナノ結晶を含
む。
【０３１８】
　特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は少なくとも４０％の固体量子
効率を有する。特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は少なくとも５０
％の固体量子効率を有する。特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は少
なくとも６０％の固体量子効率を有する。特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体
ナノ粒子は少なくとも７０％の固体量子効率を有する。特定の実施形態において、量子閉
じ込め半導体ナノ粒子は少なくとも８０％の固体量子効率を有する。特定の実施形態にお
いて、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は少なくとも９０％の固体量子効率を有する。
【０３１９】
　特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、光学部品の使用中に少なく
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とも４０％の効率を維持する。
【０３２０】
　特定の実施形態において、光学材料は、赤色光を放出する能力のある量子閉じ込め半導
体ナノ粒子を含む。特定の実施形態において、光学材料は、橙色から赤色のスペクトル領
域中の光を放出する能力のある量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
【０３２１】
　特定の実施形態において、光学材料は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子が分布されている
母材をさらに含む。特定の実施形態では、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を、光学材料中に
、母材重量の約０．００１重量％から約５重量％の範囲の量で含めることができる。特定
の実施形態では、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を、光学材料中に、母材重量の約０．５重
量％から約３重量％の範囲の量で含めることができる。特定の実施形態では、量子閉じ込
め半導体ナノ粒子を、光学材料中に、母材重量の約１重量％から約３重量％の範囲の量で
含めることができる。特定の実施形態では、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を、光学材料中
に、母材重量の約１重量％から約２重量％の範囲の量で含めることができる。
【０３２２】
　母材をさらに含む光学材料の特定の実施形態では、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を、光
学材料中に母材の約５重量％を超える量で含めることができる。例えば、光学材料は、母
材重量を基準にして約５重量％から約２０重量％の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含むこ
とができ、光学材料は、母材重量を基準にして約５重量％から約１５重量％の量子閉じ込
め半導体ナノ粒子を含むことができ、光学材料は、母材重量を基準にして約５重量％から
約１０重量％の量子閉じ込め半導体ナノ粒子含むことができる、等々。
【０３２３】
　光学材料中の量子閉じ込め半導体ナノ粒子の上記範囲外のその他の濃度も、有用または
望ましいと判定される可能性がある。
【０３２４】
　特定の実施形態において、光学材料はさらに光散乱材を含む。
【０３２５】
　特定の実施形態において、光散乱材は光散乱粒子を含む。
【０３２６】
　特定の実施形態において、光散乱粒子は、光学材料中に母材重量の約０．００１重量％
から約５重量％の範囲の量で含まれる。特定の実施形態において、光散乱粒子は、光学材
料中に母材重量の約０．２５重量％から約４重量％の範囲の量で含まれる。特定の実施形
態において、光散乱粒子は、光学材料中に母材重量の約０．５重量％から約３重量％の範
囲の量で含まれる。特定の実施形態において、光散乱粒子は、光学材料中に母材重量の約
０．５重量％から約２重量％の範囲の量で含まれる。特定の実施形態において、光散乱粒
子は、光学材料中に母材重量の約１重量％から約２重量％の範囲の量で含まれる。
【０３２７】
　特定の実施形態において、光散乱粒子は、光学材料中に母材重量の約５重量％を超える
量で含まれる。例えば、光学材料は、母材重量を基準にして約５重量％から約２０重量％
の光散乱粒子を含むことができ、光学材料は、母材重量を基準にして約５重量％から約１
５重量％の光散乱粒子を含むことができ、光学材料は、母材重量を基準にして約５重量％
から約１０重量％の光散乱粒子を含むことができる、等々。
【０３２８】
　光学材料中の光散乱粒子の上記範囲外のその他の濃度も、有用または望ましいと判定さ
れる可能性がある。
【０３２９】
　特定の実施形態において、光学部品は、支持要素をさらに含む。好ましくは、支持要素
は、光源から放出される光に対しておよびナノ粒子から放出される光に対して光学的に透
明である。
【０３３０】
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　特定の実施形態において、支持要素を含む光学部品は、照明装置のためのカバープレー
トとして役立つことができる。
【０３３１】
　特定の実施形態において、支持要素は、照明装置の光拡散材成分を含む。
【０３３２】
　特定の実施形態において、支持要素は剛性である。
【０３３３】
　特定の実施形態において、支持要素は可撓性である。
【０３３４】
　特定の実施形態において、支持要素の幾何的形状および寸法は、特定の最終用途の応用
分野（例えば、ランプ、照明装置、照明器具またはその他の器具または装置）に基づいて
選択することができる。
【０３３５】
　特定の実施形態において、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む光学材料は、支持要素の
表面の少なくとも一部を覆って配置される。特定の実施形態において、量子閉じ込め半導
体ナノ粒子を含む光学材料は、支持要素の主要表面の少なくとも一部を覆って配置される
。特定の実施形態において、光学材料は、支持要素と、光源および光学材料によって放出
される光に対して光学的に透明である保護コーティングまたはカバーとの間に配置される
。
【０３３６】
　特定の実施形態において、光学材料は、支持要素の表面の所定区域を覆う１つまたは複
数の層として配置される。
【０３３７】
　特定の実施形態において、層は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子が分布されている母材を
さらに含む光学材料を含む。特定の実施形態において、層は、母材重量を基準にして約０
．００１重量％から約５重量％の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
【０３３８】
　特定の実施形態において、層は、母材重量を基準にして約５重量％を超える量子閉じ込
め半導体ナノ粒子を含む。例えば、層は、母材重量を基準にして約５重量％から約２０重
量％の量子閉じ込め半導体ナノ粒子、母材重量を基準にして約５重量％から約１５重量％
の量子閉じ込め半導体ナノ粒子、母材重量を基準にして約５重量％から約１０重量％の量
子閉じ込め半導体ナノ粒子、等々を含む。
【０３３９】
　層中の量子閉じ込め半導体ナノ粒子の上記範囲外のその他の濃度も、有用または望まし
いと判定される可能性がある。
【０３４０】
　特定の実施形態において、層は、光散乱材をさらに含む。
【０３４１】
　特定の実施形態において、光散乱材は、層中に母材重量の約０．００１重量％から約５
重量％の範囲の量で含まれる。
【０３４２】
　特定の実施形態において、層は、母材重量を基準にして約５重量％を超える光散乱粒子
を含む。例えば、層は、母材重量を基準にして約５重量％から約２０重量%光散乱粒子、
母材重量を基準にして約５重量％から約１５重量%の光散乱粒子、母材重量を基準にして
約５重量％から約１０重量%の光散乱粒子を含むことができる、等々。
【０３４３】
　層中の光散乱粒子の上記範囲外のその他の濃度も、有用または望ましいと判定される可
能性がある。
【０３４４】
　特定の実施形態において、母材を含む光学材料を含む層は、例えば、約０．１μｍから
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約１ｃｍの厚さを有する。特定の実施形態において、母材を含む光学材料を含む層は、約
０．１μｍから約２００μｍの厚さを有する。特定の実施形態において、母材を含む光学
材料を含む層は、約１０μｍから約２００μｍの厚さを有する。特定の実施形態において
、母材を含む光学材料を含む層は、約３０μｍから約８０μｍの厚さを有する。
【０３４５】
　特定の実施形態において、オフホワイト色光は、青色のスペクトル成分および緑色およ
び／または黄色のスペクトル成分および別のスペクトル領域中の少なくとも１つのスペク
トル欠失をさらに含む。
【０３４６】
　特定のこのような実施形態において、光学部品は、青色スペクトル領域での発光の少な
くとも１０％を１つまたは複数の所定波長へ変換することができる。
【０３４７】
　特定のこのような実施形態において、光学部品は、青色スペクトル領域での発光の少な
くとも３０％を１つまたは複数の所定波長へ変換することができる。
【０３４８】
　特定のこのような実施形態において、光学部品は、青色スペクトル領域での発光の少な
くとも６０％を１つまたは複数の所定波長へ変換することができる。
【０３４９】
　特定のこのような実施形態において、青色スペクトル領域での発光の９５％以下が、量
子閉じ込め半導体ナノ粒子によって変換される。
【０３５０】
　特定のこのような実施形態において、青色スペクトル領域での発光の９０％以下が、量
子閉じ込め半導体ナノ粒子によって変換される。
【０３５１】
　特定のこのような実施形態において、光学部品は、青色スペクトル領域での発光の約５
０％から約８０％を１つまたは複数の所定波長に変換することができる。
【０３５２】
　特定のこのような実施形態において、光学部品は、青色のスペクトル領域での発光の約
６０％から約８０％を１つまたは複数の所定波長に変換することができる。
【０３５３】
　特定の実施形態において、光学材料中に含まれる量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、カド
ミウムを含まない。
【０３５４】
　特定の実施形態において、光学材料中に含まれる量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、ＩＩ
Ｉ－Ｖ族の半導体材料である。
【０３５５】
　特定の実施形態において、光学材料中に含まれる量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、半導
体材料を含むコアおよびコアの表面の少なくとも一部上に配置された無機シェルを含む半
導体ナノ結晶を含む。
【０３５６】
　特定の実施形態において、光学材料は、少なくとも部分的に封入されている。
【０３５７】
　特定の実施形態において、光学材料は、完全に封入されている。
【０３５８】
　本発明の別の態様によれば、１つまたは複数の光源を受けるように構成された照明器具
が提供され、ここで、該器具は、１つまたは複数の光源によって生じた光の少なくとも一
部が、器具から光出力が放出される前に、光学部品中を通過するように、１つまたは複数
の光源の位置に相対させて器具中に配置された光学部品を含み、該光学部品は本明細書中
で教示される光学部品を含む。
【０３５９】
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　特定の実施形態において、照明器具は、１つまたは複数の光源を受けるように構成され
たハウジングを含み、ここで、光学部品は、１つまたは複数の光源によって放出される光
の少なくとも一部および好ましくはすべてを受けるために、１つまたは複数の光源の位置
に相対させて器具中に配置される。
【０３６０】
　特定の実施形態において、光源は、オフホワイト色発光ＬＥＤを含む。特定のこのよう
な実施形態において、照明器具からの光出力は、あるＣＲＩを有する白色光である。特定
の実施形態において、ＣＲＩは少なくとも７５である。特定の実施形態において、ＣＲＩ
は少なくとも８０である。特定の実施形態において、ＣＲＩは少なくとも８５である。特
定の実施形態において、ＣＲＩは少なくとも９０である。特定の実施形態において、ＣＲ
Ｉは少なくとも９５である。
【０３６１】
　特定の好ましい実施形態において、白色光の出力は、正数であるＲ９値を有することが
できる。より好ましくは、Ｒ９値は少なくとも５０である。最も好ましくは、Ｒ９値は８
０を超える。
【０３６２】
　特定の実施形態において、白色発光素子によって放出される白色光は、ある所定のＣＲ
Ｉを有することができる。特定の実施形態において、所定のＣＲＩは少なくとも７５であ
る。特定の実施形態において、ＣＲＩは少なくとも８０である。特定の実施形態において
、ＣＲＩは少なくとも８５である。特定の実施形態において、ＣＲＩは少なくとも９０で
ある。特定の実施形態において、ＣＲＩは少なくとも９５である。
【０３６３】
　特定の実施形態において、照明器具からの光出力は、ある所定のＣＣＴを有する白色光
である。特定の実施形態において、ＣＣＴは少なくとも２０００Ｋである。特定の実施形
態において、所定のＣＣＴは少なくとも２５００Ｋである。特定の実施形態において、所
定のＣＣＴは少なくとも３０００Ｋである。特定の実施形態において、所定のＣＣＴは少
なくとも４０００Ｋである。特定の実施形態において、所定のＣＣＴは少なくとも５００
０Ｋである。本発明のさらなる態様によれば、１つまたは複数の光源と一緒に使用するた
めの照明器具と共に使用するためのカバープレートが提供され、該カバープレートは、１
つまたは複数の光源から放出される光の少なくとも一部を受け入れるように、照明器具に
取り付けるために構成され、カバープレートは本明細書に記載の光学部品を含む。
【０３６４】
　本発明のさらなる態様によれば、１つまたは複数の固体半導体発光素子を含む照明装置
に取り付けるために構成されたカバープレートが提供され、該カバープレートは、本明細
書に記載の光学部品を含む。
【０３６５】
　カバープレートは、１つまたは複数の発光素子から放出される光の少なくとも一部を受
けるように装置に取り付けるために構成されるのが好ましい。
【０３６６】
　特定の実施形態において、照明装置はランプを含む。
【０３６７】
　本発明のよりさらなる態様によれば、オフホワイト色光源からある所定のＣＲＩを有す
る白色光を作り出す方法が提供され、該方法は、所定のＣＲＩを有する白色光を得るため
に、光源から放出されるオフホワイト色光の少なくとも一部を、オフホワイト色光の少な
くとも一部を約５７５ｎｍから約６５０ｎｍの範囲の１つまたは複数の発光に変換するた
めの光学材料中を通過させることを含み、ここで、該オフホワイト色光は、約３６０ｎｍ
から約４７５ｎｍの第１スペクトル領域中の少なくとも１つのスペクトル成分、約４７５
ｎｍから約５７５ｎｍの第２スペクトル領域中の少なくとも１つのスペクトル成分および
少なくとも１つの他のスペクトル領域中の少なくとも１つのスペクトル欠失を含み、該光
学材料は量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
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【０３６８】
　特定の実施形態において、オフホワイト色光源は１つまたは複数の光源を含む。
【０３６９】
　特定の実施形態において、オフホワイト色の光源は、１つまたは複数の固体半導体発光
ダイオードを含む。
【０３７０】
　特定の実施形態において、所定のＣＲＩは少なくとも７５である。特定の実施形態にお
いて、所定のＣＲＩは少なくとも８０である。特定の実施形態において、所定のＣＲＩは
少なくとも８５である。特定の実施形態において、所定のＣＲＩは少なくとも９０である
。特定の実施形態において、所定のＣＲＩは少なくとも９５である。好ましくは、光学材
料は、発光素子の表面から間隔をあけられ、発光素子の表面に接触していない。
【０３７１】
　特定の実施形態において、照明器具からの光出力は、ある所定のＣＣＴを有する白色光
である。特定の実施形態において、ＣＣＴは少なくとも２０００Ｋである。特定の実施形
態において、所定のＣＣＴは少なくとも２５００Ｋである。特定の実施形態において、所
定のＣＣＴは少なくとも３０００Ｋである。特定の実施形態において、所定のＣＣＴは少
なくとも４０００Ｋである。特定の実施形態において、所定のＣＣＴは少なくとも５００
０Ｋである。
【０３７２】
　特定の実施形態において、例えば、光学材料は、青色のスペクトル発光の少なくとも一
部を、約５８０ｎｍから約６３０ｎｍ、約５９０ｎｍから約６３０ｎｍ、約６００ｎｍか
ら約６２０ｎｍ、約６０５ｎｍから約６１５ｎｍ、等々の範囲の１つまたは複数の発光に
変換することができる。
【０３７３】
　特定の実施形態では、異なる所定波長で発光する量子閉じ込め半導体ナノ粒子の１種ま
たは複数の異なる種類を、１種または複数の異なる光学材料中に含めることができる。
【０３７４】
　異なる所定波長で発光する量子閉じ込め半導体ナノ粒子の２種以上の異なる種類を含む
特定の実施形態では、その量子閉じ込め半導体ナノ粒子の異なる種類を、２種以上の異な
る光学材料中に含めることができる。
【０３７５】
　特定の実施形態において、該方法は、本明細書中で教示される光学材料を含む。
【０３７６】
　特定の実施形態において、該方法は、本明細書中で教示される光学部品を含む。
【０３７７】
　２種以上の異なる光学材料を含む特定の実施形態では、このような異なる光学材料を、
例えば、層状構成の別々の層としておよび／またはパターン化層の別々のフィーチャとし
て含めることができる。
【０３７８】
　本発明のよりさらなる態様によれば、青色スペクトル領域、ならびに緑色および／また
は黄色のスペクトル領域中での発光を含むスペクトル出力を有するオフホワイト色光発光
固体半導体発光素子から作り出される白色光のルーメン／ワット効率を改善する方法が提
供され、該方法は、青色発光の少なくとも一部を、青色のスペクトル発光の少なくとも一
部を約５７５ｎｍから約６５０ｎｍの範囲の発光に変換するための光学材料中を通過させ
ることを含み、該光学材料は量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
【０３７９】
　特定の実施形態において、該方法は、本明細書中で教示される光学材料を含む。
【０３８０】
　特定の実施形態において、該方法は、本明細書中で教示される光学部品を含む。
【０３８１】
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　特定の実施形態において、光源は、１つまたは複数の光源を含む。
【０３８２】
　特定の実施形態において、光源は、１つまたは複数の固体半導体発光ダイオードを含む
。
【０３８３】
　特定の実施形態において、例えば、光学材料は、青色のスペクトル発光の少なくとも一
部を約５８０ｎｍから約６３０ｎｍ、約５９０ｎｍから約６３０ｎｍ、約６０５ｎｍから
約６２０ｎｍ、等々の範囲の発光に変換することができる。
【０３８４】
　異なる所定波長で発光する量子閉じ込め半導体ナノ粒子の２種以上の異なる種類を含む
特定の実施形態では、その量子閉じ込め半導体ナノ粒子の異なる種類を、１種または複数
の異なる光学材料中に含めることができる。
【０３８５】
　異なる所定波長で発光する量子閉じ込め半導体ナノ粒子の２種以上の異なる種類を含む
特定の実施形態では、その量子閉じ込め半導体ナノ粒子の異なる種類を、２種以上の異な
る光学材料中に含めることができる。
【０３８６】
　本明細書中で教示される本発明の特定の態様および実施形態において、光学材料（例え
ば、母材（好ましくはポリマーまたはガラス）中に分散された量子閉じ込め半導体ナノ粒
子を含む。）は、光学材料のフォトルミネセンス効率を増大させるのに十分な時間、光束
に暴露される。特定の実施形態において、光学材料は、光学材料のフォトルミネセンス効
率を増大させるのに十分な時間、光および熱に暴露される。特定の実施形態において、光
または光および熱への暴露は、フォトルミネセンス効率が実質的に一定値に到達するまで
の時間継続される。特定の実施形態において、約４５０ｎｍのピーク波長を有するＬＥＤ
光源が、光束の供給源として使用される。当業者は、他の公知の光源を容易に確認するこ
とができる。特定の実施形態において、光束は、約１０から約１００ｍＷ／ｃｍ２、好ま
しくは約２０から約３５ｍＷ／ｃｍ２、より好ましくは約２０から３０ｍＷ／ｃｍ２であ
る。光学材料を光および熱に暴露することを含む実施形態において、光学材料は、約２５
℃から約８０℃の温度で、光に暴露される。特定の実施形態では、光に暴露する場合に、
熱を印加するかどうかにかかわらず、光学材料（例えば、母材（好ましくは、ポリマーま
たはガラス）中に分散された量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。）を封入することがで
きる（例えば、光学材料の層を、ガラス板、遮蔽フィルムまたはこれらの組合せの間に配
置することができる。）。特定の例では、ガラス板、遮蔽フィルムまたはこれらの組合せ
を、外辺部または縁端部付近で一緒にさらに封止することができる。特定の実施形態にお
いて、封止は遮蔽材料を含む。特定の実施形態において、封止は酸素遮蔽を含む。特定の
実施形態において、封止は水遮蔽を含む。特定の実施形態において、封止は酸素および水
遮蔽を含む。特定の実施形態において、封止は、水および／または酸素に対して実質的に
不浸透性である。封止技術の例には、限定はされないが、ガラス／ガラスの封止、ガラス
／金属の封止が含まれ、酸素および／または水に対して実質的に不浸透性である封止材料
、酸素および／または湿気の浸透を減速するエポキシおよびその他の封止材料が含まれる
。特定の実施形態では、光に暴露される場合に、熱を印加するかどうかにかかわらず、光
学材料（例えば、母材（好ましくは、ポリマーまたはガラス）中に分散された量子閉じ込
め半導体ナノ粒子を含む。）を部分的に封入することができる。
【０３８７】
　本明細書に記載の本発明の特定の実施形態および態様において、支持要素、光学部品、
ベースプレートおよび／またはカバープレートの幾何的形状および寸法は、個々の最終用
途の応用分野に基づいて選択することができる。
【０３８８】
　特定の実施形態において、光学材料は、少なくとも部分的に封入されている。
【０３８９】
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　特定の実施形態において、光学材料は、完全に封入されている。
【０３９０】
　特定の実施形態において、オフホワイト色光発光光源は、図３に示すものと実質的に同
様のスペクトル出力を有する。
【０３９１】
　有利には、図３に示すものと同一または実質的に同様であるスペクトル出力を有するオ
フホワイト色ＬＥＤ（例えば、限定はされないが、シチズン電子（株）から入手可能なＣ
Ｌ－１９１Ｇ（４７０ｎｍチップおよび発光材料を利用している。））および赤色発光量
子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む光学材料を使用することにより、９０を超える演色評価
数のさらなる利益を有する白色発光を提供することができる（非限定的な例示実施例とし
て後記実施例２を参照されたい。）。
【０３９２】
　フォトルミネセンス効率は、例えば、ＮＩＳＴ（米国国立標準技術研究所）の追跡可能
な較正光源を含む積分球中の分光光度計を使用して測定することができる。このような実
施形態において、光学材料は、光散乱粒子および本明細書に記載のその他の場合による添
加剤をさらに含むことができる。
【０３９３】
　本発明は、以下の実施例によってさらに明らかにされるが、該実施例は本発明の例示で
あると解釈される。
【実施例】
【０３９４】
［実施例１］
　［実施例１Ａ］
　３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホン酸を用いる６０９ｎ
ｍの光を放出する能力のある半導体ナノ結晶の調製
　ＣｄＳｅコアの合成：１．７５ミリモルの酢酸カドミウムを、２０ｍＬのバイアル瓶中
の１５．７ミリモルのトリ－ｎ－オクチルホスフィンに１４０℃で溶解し、次いで１時間
脱水、脱気する。３つ首フラスコに、３１．０ミリモルのトリオクチルホスフィンオキシ
ドおよび４ミリモルのオクタデシルホスホン酸を添加し、１１０℃で１時間脱水、脱気す
る。脱気した後、オキシド／酸を含むフラスコにＣｄ溶液を添加し、混合物を窒素下で２
７０℃まで加熱する。温度が２７０℃に到達したら、フラスコに１６ミリモルのトリ－ｎ
－ブチルホスフィンを注入する。温度が２７０℃に戻ったら、次いで、２．３ｍＬの１．
５Ｍ　ＴＢＰ－Ｓｅを急速注入する。反応混合物を、２７０℃で５分間加熱し、次いで、
反応フラスコから加熱マントルを除去し、溶液を室温まで冷却する。メタノールとイソプ
ロパノールの３：１混合物を添加することによって、窒素雰囲気のグローブボックス内の
成長溶液からＣｄＳｅコアを沈殿させる。単離したコアを、次いで、ヘキサンに溶解し、
コア－シェル材料を作製するのに使用する。（吸収／発光／ＦＷＨＭ（ｎｍ）＝５５７／
５６６／２７）。
【０３９５】
　ＣｄＳｅ／ＣｄＺｎＳコア－シェルナノ結晶の合成：２つの同一反応を設定し、それに
より、２５．８６ミリモルのトリオクチルホスフィンオキシドおよび２．４ミリモルの３
，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホン酸（下記＊参照）を、５
０ｍＬの４つ首丸底フラスコ中に仕込む。次いで、混合物を、１２０℃に約１時間加熱す
ることによって、反応容器中で脱水、脱気する。次いで、フラスコを７０℃まで冷却し、
上記から単離されたＣｄＳｅコアを含むヘキサン溶液（Ｃｄ含有量０．１２８ミリモル）
を、それぞれの反応混合物に添加する。ヘキサンを減圧下で除去する。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、それぞれＣｄ、ＺｎおよびＳ前駆
体として使用する。ＣｄおよびＺｎは等モルの比率で混合され、一方、ＳはＣｄおよびＺ
ｎに対して２倍過剰で存在する。２組のＣｄ／Ｚｎ（０．３５ミリモルのジメチルカドミ
ウムおよびジエチル亜鉛）およびＳ（１．４０ミリモルのヘキサメチルジシラチアン）試
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料をそれぞれ、窒素雰囲気のグローブボックス内で４ｍＬのトリオクチルホスフィンに溶
解する。前駆体溶液を調製したら、反応フラスコを、窒素下で１５５℃まで加熱する。そ
れぞれの反応フラスコに、シリンジポンプを使用してＣｄ／ＺｎおよびＳの前駆体溶液を
１５５℃で２時間にわたって滴加する。シェルが成長した後、ナノ結晶を、窒素雰囲気の
グローブボックスに移し、メタノールと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る。次いで、単離したコア－シェルのナノ結晶を、トルエ
ン中に分散させ、２つのバッチからの溶液を合わせ、それらを含む光学材料を作製するの
に使用する（吸収／発光／ＦＷＨＭ（ｎｍ）＝５９７／６０９／３１）。
【０３９６】
　＊３，５－ジ－ｔｅｒｔ－４－ヒドロキシベンジルホスホン酸の調製
　３，５－ジ－ｔｅｒｔ－４－ヒドロキシベンジルホスホン酸は、ＰＣＩ　Ｓｙｎｔｈｅ
ｓｉｓ（９　Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ　Ｗａｙ、ニューベリーポート、マサチューセッツ
州　０１９５０）から入手される。
【０３９７】
　３，５－ジ－ｔｅｒｔ－４－ヒドロキシベンジルホスホン酸の調製は、一般に、次の合
成法を利用する。：
【０３９８】
【化１】

【０３９９】
　３，５－ジ－ｔｅｒｔ－４－ヒドロキシベンジルホスホン酸は、次によって特徴付ける
ことができる。
　融点：１９９－２００℃［文献値：２００℃、参考文献：Ｊ．Ｄ．Ｓｐｉｖａｃｋ、Ｆ
Ｒ１５５５９４１（１９６９）］
　ＩＲ：３６１４ｃｍ－１、３５９３ｃｍ－１（弱い、Ｏ－Ｈ伸縮）。
１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤ３ＯＤ）：δ７．１０（ｄ，芳香族，２Ｈ，ＪＰ－Ｈ＝２．６Ｈｚ）
、５．０１（ｓ，ＨＯＤと交換）、２．９９（ｄ，－ＣＨ２，２Ｈ，ＪＰ－Ｈ＝２１．２
Ｈｚ）、１．４１（ｓ，－ＣＨ３，１８Ｈ）。
１３Ｃ－ＮＭＲ（ＣＤ３ＯＤ）：δ１５２．９（芳香族）、１３７．９（芳香族）、１２
６．２（芳香族）、１２３．５（芳香族）、３４．４１（ｄ，－ＣＨ２，３５．７５，３
３．０７，ＪＰ－Ｃ＝５３７．２Ｈｚ）、３４．３５（－Ｃ（ＣＨ３）３）、２９．７（
－Ｃ（ＣＨ３）３）。
３１Ｐ－ＮＭＲ（ＣＤ３ＯＤ）：δ２６．８
【０４００】
　３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホン酸の調製に含まれる
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上で同定された合成前駆体は、次によって特徴づけることができる。
３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホン酸ジエチル：
　融点：１１９－１２０℃（文献値：１１８－１１９℃、参考文献：Ｒ．Ｋ．Ｉｓｍａｇ
ｉｌｏｖ、Ｚｈｕｒ．Ｏｂｓｈｃｈｅｉ　Ｋｈｉｍｉｉ、１９９１、６１、３８７）。
　ＩＲ：３４５１ｃｍ－１（弱い、－ＯＨ伸縮）、２９５３ｃｍ－１（弱い、－ＣＨ３、
Ｃ－Ｈ伸縮）。
１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：δ７．０６６（ｄ，Ａｒ－Ｈ，２Ｈ，ＪＰ－Ｈ＝２．８Ｈ
ｚ）、５．１４５（ｓ，１Ｈ，－ＯＨ）、４．０６－３．９２（ｍ，－ＣＨ２ＣＨ３，４
Ｈ，Ｈ－Ｈカップリングおよび遠隔Ｐ－Ｈカップリング）、３．０５７（ｄ，Ａｒ－ＣＨ

２，２Ｈ，ＪＰ－Ｈ＝２１．０Ｈｚ）、１．４１２（ｓ，－Ｃ（ＣＨ３）３，１８Ｈ）、
１．２２２（ｔ，－ＣＨ２ＣＨ３，６Ｈ）。
１３Ｃ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：δ１５３．９８（芳香族）、１３６．２２（芳香族）、
１２６．６１（芳香族）、１２２．０７（芳香族）、６２．１４（－ＯＣＨ２ＣＨ３，Ｊ

Ｐ－Ｃ＝２４．４Ｈｚ）、３３．６３（Ａｒ－ＣＨ２，ＪＰ－Ｃ＝５５２．４Ｈｚ）、３
４．５３　［－Ｃ（ＣＨ３）３］，３０．５４　［－Ｃ（ＣＨ３）３］，１６．６６（－
ＣＨ２ＣＨ３，ＪＰ－Ｃ＝２４．４Ｈｚ）。
３１Ｐ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：δ２８．４３。
【０４０１】
　３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジルブロミド：
　融点：５１－５４℃（文献値：５２－５４℃、参考文献：Ｊ．Ｄ．ＭｃＣｌｕｒｅ、Ｊ
．Ｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．、１９６２、２７、２３６５）。
　ＩＲ：３６１６ｃｍ－１（中程度、Ｏ－Ｈ伸縮）、２９５４ｃｍ－１（弱い、アルキル
Ｃ－Ｈ伸縮）。
１Ｈ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：δ７．２０（ｓ，Ａｒ－Ｈ，２Ｈ）、５．３１（ｓ，－Ｏ
Ｈ）、４．５１（ｓ，－ＣＨ２，２Ｈ）、１．４４　｛ｓ，［－Ｃ（ＣＨ３）３］，１８
Ｈ｝。
１３Ｃ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：δ１５４．３（芳香族）、１３６．５（芳香族）、１２
８．７（芳香族）、１２６．３（芳香族）、３５．８　［（－Ｃ（ＣＨ３）３）、３４．
６（－ＣＨ２）、３０．５　［－Ｃ（ＣＨ３）３］。
【０４０２】
　当業者にとって公知または容易に確認できるその他の合成法を使用して３，５－ジ－ｔ
ｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホン酸を調製することができる。
【０４０３】
　［実施例１Ｂ］
　緑色光を放出する能力のある半導体ナノ結晶の調製：
　ＺｎＳｅコアの合成：３．５ミリモルのジエチル亜鉛を２５ｍＬのトリ－ｎ－オクチル
ホスフィンに溶解し、５ｍＬの１Ｍ　ＴＢＰ－Ｓｅと混合する。２５０ｍＬの３つ首フラ
スコ中に０．１６ミリモルのオレイルアミンを仕込み、９０℃で１時間脱水、脱気する。
脱気した後、フラスコを窒素下で３１０℃まで加熱する。温度が３１０℃に到達したら、
Ｚｎ溶液を注入し、反応混合物を、ナノ結晶の成長を監視するために溶液のアリコートを
周期的に取り出しながら、２７０℃で１５－３０分間加熱する。ナノ結晶の第１吸収ピー
クが３５０ｎｍに到達したら、フラスコの温度を１６０℃まで下げることによって反応を
停止し、ＺｎＳｅコア材を、さらなる精製なしでＣｄＺｎＳｅコアを調製するのに使用す
る。
【０４０４】
　ＣｄＺｎＳｅコアの合成：１１．２ミリモルのジメチルカドミウムを４０ｍＬのトリ－
ｎ－オクチルホスフィンに溶解し、１２ｍＬの１Ｍ　ＴＢＰ－Ｓｅと混合する。１Ｌのガ
ラス製反応器中に、０．４１４モルのトリオクチルホスフィンオキシドおよび４０ミリモ
ルのヘキシルホスホン酸を仕込み、１２０℃で１時間脱水、脱気する。脱気した後、オキ
シド／酸を窒素下で１６０℃まで加熱し、すべてのＺｎＳｅコア反応混合物（上記参照）
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を、カニューレを使用して１Ｌ反応器に１６０℃で移送し、続いて直ちに、Ｃｄ／Ｓｅ溶
液をシリンジポンプ経由で２０分間にわたって添加する。次いで、反応混合物を、ナノ結
晶の成長を監視するために溶液のアリコートを周期的に取り出しながら、１５０℃で１６
－２０時間加熱する。ＣｄＺｎＳｅコアの発光ピークが４８９ｎｍに到達したなら、混合
物を室温まで冷却することによって反応を停止する。窒素雰囲気のグローブボックス内で
メタノールとｎ－ブタノールの２：１混合物を添加することによって、成長溶液からＣｄ
ＺｎＳｅコアを沈殿させる。単離したコアを、次いで、ヘキサンに溶解し、コア－シェル
材料を作製するのに使用する。
【０４０５】
　ＣｄＺｎＳｅ／ＣｄＺｎＳコア－シェルナノ結晶の合成：０．５１７モルのトリオクチ
ルホスフィンオキシドおよび４４．８ミリモルのベンジルホスホン酸を１Ｌのガラス製反
応器中に仕込む。次いで、混合物を、反応器中で１２０℃まで約１時間加熱することによ
って、脱水、脱気する。次いで、反応器を７５℃まで冷却し、反応混合物に単離したＣｄ
ＺｎＳｅコア（Ｃｄ含有量１．９９ミリモル）を含むヘキサン溶液を添加する。ヘキサン
を減圧下で除去する。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、それぞれＣｄ、ＺｎおよびＳ前駆体として使用する。ＣｄおよびＺｎは３：１０の
比率で混合され、一方、Ｓは、ＣｄおよびＺｎ（合わせて）に対して２倍過剰で存在する
。Ｃｄ／Ｚｎ（６．５／１５．２ミリモルのジメチルカドミウムおよびジエチル亜鉛）お
よびＳ（４３．４ミリモルのヘキサメチルジシラチアン）試料をそれぞれ、窒素雰囲気の
グローブボック内で２７ｍＬのトリオクチルホスフィンに溶解する。前駆体溶液を調製し
たら、反応器を窒素下で１５０℃まで加熱する。前駆体溶液を、シリンジポンプを使用し
、１５０℃で２時間にわたって滴加する。シェルが成長した後、ナノ結晶を、窒素雰囲気
のグローブボックス内に移し、メタノールと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る。単離したコア－シェルナノ結晶を、次いで、トル
エンに溶解し、量子ドット複合材料を作製するのに使用する。
【０４０６】
［実施例２］
配合物およびフィルム
　半導体ナノ結晶を含む光学部品の調製：
配合物：
　次の配合物は、半導体ナノ結晶（実質的には実施例１Ａに記載の合成により調製された
）を含む光学材料を使用して調製される。
　半導体ナノ結晶は、トルエン中に分散された赤色を放出する半導体ナノ結晶を含み、６
０９ｎｍのスペクトル成分、約３１ｎｍのＦＷＨＭ、８３％の溶液量子収率および１６．
４ｍｇ／ｍＬの濃度を有する。
【０４０７】
　赤色発光ナノ結晶の１６．４ｍｇ／ｍＬ懸濁液３．１ｍＬを、バイアル瓶を前もって閉
じ、注射針を通して真空下にパージし、次いで窒素を再充填した後、磁気撹拌子を含みセ
プタムで蓋をした２０ｍＬのバイアル瓶に添加する。溶媒のほぼ９０％を、バイアル瓶か
ら真空ストリッピングによって除去する。Ｒａｄｃｕｒｅ　Ｃｏｒｐ．（９　Ａｕｄｒｅ
ｙ　ＰＩ、フェアフィールド、ニュージャージー州０７００４－３４０１）から市販の低
粘度反応性希釈剤である、０．５０４ｇのＲＤ－１２（Ａｃｔｅｇａ　Ｒａｄｃｕｒｅ（
５　Ｍａｎｓａｒｄ　Ｃｏｕｒｔ、ウェイン、ニュージャージー州０７４７０）としても
知られる。）を、シリンジを通して添加する。バイアル瓶から残留溶媒を真空ストリッピ
ングによって除去する。次いで、バイアル瓶にシリンジを通して２．１１７ｇのＤＲ－１
５０を添加し、ボルテックスミキサーを使用して混合物を混合する（ＤＲ－１５０は、Ｒ
ａｄｃｕｒｅから市販のＵＶ硬化性アクリル配合物である。）。次に、０．０３ｇのＴｉ
Ｏ２（ＤｕＰｏｎｔから市販のＴｉ－Ｐｕｒｅ　Ｒ９０２＋）を、開放バイアル瓶に添加
し、混合物をボルテックスミキサーで混合し、続いてホモジナイザーで混合する。
　次いで、バイアル瓶に蓋をし、真空下で脱気し、窒素を再充填する。
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　次いで、閉じられたバイアル瓶を超音波浴中に５０分間入れる。試料が超音波浴中にあ
る間、４０℃を超える温度を避けるように注意する。
　試料を、フィルムを作製するのに使用するまで、暗所で貯蔵する。
【０４０８】
フィルム：
　前もって洗浄（アセトン拭き取り、それに続くメタノール拭き取り）した１”×３”ガ
ラス顕微鏡スライドを並べ、スライドの底部上の１”×１”部分の隅に４つの８０μｍプ
ラスチックシムストックタブを配置する。少量の上記配合物を、１”×１”区域の中央に
分配する。前もって洗浄した第２の１”×３”顕微鏡スライドを第１の顕微鏡スライドに
一致させ、事務用ミニバインダーを使用して一緒に留める。クランプは、シムストック上
の中心に置かれる。
【０４０９】
　顕微鏡スライド構造物を、ＤＹＭＡＸ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎからのＨ－バルブ（２
２５ｍＷ／ｃｍ２）を備えた５０００－ＥＣ　ＵＶ光硬化用投光ランプで１０秒間硬化さ
せる。それを反対側に変え、さらに１０秒間硬化させる。ナノ結晶を含む層の厚さはほぼ
８０μmである。
【０４１０】
　測定：
　４つのＬＥＤ（シチズン電子（株）から入手できるＣＬ－１９１Ｇ）を、銀ペイントを
介して、熱接触を改善するためのシリコーン熱移動コンパウンドの層を使用して熱電クー
ラー（ＴＥＣ）のステージに搭載されている回路基板に取り付ける。ＴＥＣを２５℃に設
定し、ＬＥＤチップを２０．０ｍＡに設定された定電流源で駆動する。設定された上記Ｌ
ＥＤを、０．５インチの開口部を備えた直径６インチの積分球の前面に配置する。上記の
赤色半導体ナノ結晶を含む８０μｍの硬化フィルムを含む顕微鏡スライド構造体を、設定
されたＬＥＤと積分球の開口部との間に、開口部に対して同じ高さで配置する。ファイバ
ーで連結されたＡｖａｎｔｅｓ分光光度計でスペクトルデータを収集する。スペクトル解
析からの結果を表１および図１に示す。
【０４１１】

【表１】

【０４１２】
　図１は、１９３１　ＣＩＥ色度ダイアグラムの一部を示す。また、プランク軌跡１９３
１（本明細書では黒体放射曲線または黒体軌跡とも呼ばれる。）、黒体放射曲線上に記さ
れた相関色温度点および対応する周辺ＡＮＳＩ名目ＣＣＴ許容四辺形（またはビン）がプ
ロットされる。図には、積分球中で測定した場合に０．２９３７、０．４０９４のｘ、ｙ
座標を有するオフホワイト色ＬＥＤを示す。この実施例に記載のフィルムがＬＥＤを覆っ
て配置される場合、結果は、０．４６１５、０．４１６８のｘ、ｙＣＩＥ座標を有する暖
白色および２７００Ｋの色温度である。生じる光は「白色」である。特定の実施形態にお
いて、例えば、黒体曲線からのＤｕｖまたは距離は、０．００７未満である。実施例２か
ら生じる白色光は、ＡＮＳＩビン内、実質的に黒体軌跡上にある。
【０４１３】
　（ＡＮＳＩビンは、図４に示す黒体軌跡を取り囲む８つの名目ＣＣＴ許容四辺形を指し
、参照によりその全体が本明細書に援用されるＡＮＳＩ　Ｃ７８．３７７－２００８基準
中に概略が示されているような冷から暖の白色空間を包含している。）
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［実施例３］
　半導体ナノ結晶を含む積層フィルム
半導体ナノ結晶を含む光学部品の調製：
配合物：
　以下の配合物は、緑色を放出する半導体ナノ結晶（実施例１Ｂに記載の合成により実質
的に調製される。）を含む光学材料を使用して調製される。
　緑色を放出する半導体ナノ結晶は、トルエンに分散され、５３８ｎｍのスペクトル成分
、約４２ｎｍのＦＷＨＭ、６７％の溶液量子収率および３７ｍｇ／ｍＬの濃度を有する。
　緑色を放出するナノ結晶の３７ｍｇ／ｍＬ懸濁液４．４ｍＬを、前もって閉じられ、注
射針を通して真空下にパージされ、次いで窒素を再充填された、磁気撹拌子を含みセプタ
ムで蓋をした２０ｍＬのバイアル瓶に添加する。溶媒のほぼ９０％を、バイアル瓶から真
空ストリッピングによって除去する。Ｒａｄｃｕｒｅ　Ｃｏｒｐ．から市販の低粘度反応
性希釈剤である、１．５ｍＬのＲＤ－１２を、シリンジを通して添加する。バイアル瓶か
ら残留溶媒を真空ストリッピングによって除去する。次いで、バイアル瓶にシリンジを通
して６ｍＬのＤＲ－１５０を添加し、ボルテックスミキサーを使用して混合物を混合する
（ＤＲ－１５０は、Ｒａｄｃｕｒｅから市販のＵＶ硬化性アクリル配合物である。）。
　試料は、フィルムを作製するのに使用するまで、暗所に貯蔵される。
【０４１５】
フィルム：
　前もって洗浄（アセトン拭き取り、それに続くメタノール拭き取り）した１”×３”ガ
ラス顕微鏡スライドを並べ、スライドの底部上の１”×１”部分の隅に４つの８０μｍプ
ラスチックシムストックタブを配置する。少量の上記配合物を、１”×１”区域の中央に
分配する。前もって洗浄した第２の１”×３”顕微鏡スライドを第１の顕微鏡スライドに
一致させ、事務用ミニバインダーを使用して一緒に留める。クランプは、シムストック上
の中心に置かれる。
　顕微鏡スライド構造物を、ＤＹＭＡＸ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎからのＨ－バルブ（２
２５ｍＷ／ｃｍ２）を備えた５０００－ＥＣ　ＵＶ光硬化用投光ランプで１０秒間硬化さ
せる。それを反対側に変え、さらに１０秒間硬化させる。ナノ結晶を含む層の厚さはほぼ
８０μmである。
【０４１６】
　測定：
　４つのＬＥＤ（シチズン電子（株）から入手できるＣＬ－１９１Ｇ）を、銀ペイントを
介して、熱接触を改善するためのシリコーン熱移動コンパウンドの層を使用して熱電クー
ラー（ＴＥＣ）のステージに搭載されている回路基板に取り付ける。ＴＥＣを２５℃に設
定し、ＬＥＤチップを２０．０ｍＡに設定された定電流源で駆動する。設定された上記Ｌ
ＥＤを、０．５インチの開口部を備えた直径６インチの積分球の前面に配置する。実施例
２に記載の赤色を放出する半導体ナノ結晶を含む８０μｍの硬化フィルムおよびこの実施
例３に記載のように調製された緑色を放出する半導体ナノ結晶（上記）を含むフィルムを
含む顕微鏡スライド構造体を、設定されたＬＥＤと積分球の開口部との間に、開口部に対
して同じ高さで配置する。赤色を放出するフィルムは、ＬＥＤに最も近い。ファイバーで
連結されたＡｖａｎｔｅｓ分光光度計でスペクトルデータを収集する。スペクトル解析か
らの結果を表２および図２に示す。（半導体ナノ結晶は、本明細書中で量子ドットまたは
ＱＤとも呼ばれる。）。
【０４１７】
　この実施例に関するデータは、赤色および緑色のＱＤを含むフィルムを含む試料の、赤
色のＱＤを含むフィルムを備えたＬＥＤと比較してルーメン出力の減少のないより低いＣ
ＣＴを示す。
【０４１８】
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【表２】

【０４１９】
　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
大きさおよび／または組成で発光波長を調節できるので、それらは、本明細書に記載の種
々の態様および実施形態で使用するための好ましい量子閉じ込め半導体ナノ粒子である。
【０４２０】
　本発明の種々の態様および実施形態において有用な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。）の大きさおよび組成は、半導体ナノ結晶が、遠可視、可視
、赤外またはスペクトルのその他の所望される部分の波長帯の所定波長で光子を放出する
ように選択することができる。例えば、波長は、３００ｎｍから４００ｎｍ、４００ｎｍ
から７００ｎｍ、７００ｎｍから１１００ｎｍ、１１００ｎｍから２５００ｎｍまたは２
５００ｎｍ超など、３００ｎｍから２，５００ｎｍまたはそれ以上でよい。
【０４２１】
　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。半導体ナノ結晶には、例えば、直径が約１ｎｍから
約１０００ｎｍ、好ましくは約２ｎｍから約５０ｎｍ、より好ましくは約１ｎｍから約２
０ｎｍ（約６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、
１９または２０ｎｍなど）の無機結晶が含まれる。
【０４２２】
　本発明の種々の態様および実施形態に含まれる半導体ナノ結晶は、最も好ましくは、約
１５０オングストローム（Å）未満の平均ナノ結晶直径を有する。特定の実施形態におい
て、約１２から約１５０Åの範囲の平均ナノ結晶直径を有する半導体ナノ結晶が、とりわ
け望ましいことがある。
【０４２３】
　しかし、半導体ナノ結晶の組成および所望される発光波長に応じて、平均直径は、これ
らの種々の好ましい大きさの範囲外にあってもよい。
【０４２４】
　本明細書に記載の種々の態様および実施形態で使用するためのナノ粒子およびナノ結晶
を形成する半導体は、ＩＶ族元素、ＩＩ－ＶＩ族化合物、ＩＩ－Ｖ族化合物、ＩＩＩ－Ｖ
Ｉ族化合物、ＩＩＩ－Ｖ族化合物、ＩＶ－ＶＩ族化合物、Ｉ－ＩＩＩ－ＶＩ族化合物、Ｉ
Ｉ－ＩＶ－ＶＩ族化合物またはＩＩ－ＩＶ－Ｖ族化合物、例えば、ＣｄＳ、ＣｄＯ、Ｃｄ
Ｓｅ、ＣｄＴｅ、ＺｎＳ、ＺｎＯ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＭｇＴｅ、ＧａＡｓ、ＧａＰ、
ＧａＳｂ、ＧａＮ、ＨｇＳ、ＨｇＯ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、ＩｎＡｓ、ＩｎＰ、ＩｎＳｂ
、ＩｎＮ、ＡｌＡｓ、ＡｌＰ、ＡｌＳｂ、ＡｌＳ、ＰｂＳ、ＰｂＯ、ＰｂＳｅ、Ｇｅ、Ｓ
ｉ、三元および四元の混合物および／または合金を含むこれらの合金および／またはこれ
らの混合物を含む。
【０４２５】
　ナノ粒子およびナノ結晶の形状の例には、球、棒、円盤、その他の形状またはこれらの
混合が含まれる。
【０４２６】
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　本発明の特定の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種または複数の半導体材料からなる「コア」を
含み、コアの表面上の少なくとも一部上に第２半導体材料からなるオーバーコーティング
または「シェル」を含むことができる。特定の実施形態において、シェルはコアを取り囲
む。コアの表面の少なくとも一部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。
【０４２７】
　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、ＩＶ族
元素または式ＭＸであらわされる化合物を含むコアを含むことができ、ここで、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
またはこれらの混合物であり、Ｘは、酸素、硫黄、セラン、テルル、窒素、リン、ヒ素、
アンチモンまたはこれらの混合物である。コアとして使用するのに適した材料の例には、
限定はされないが、ＣｄＳ、ＣｄＯ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＺｎＳ、ＺｎＯ、ＺｎＳｅ、
ＺｎＴｅ、ＭｇＴｅ、ＧａＡｓ、ＧａＰ、ＧａＳｂ、ＧａＮ、ＨｇＳ、ＨｇＯ、ＨｇＳｅ
、ＨｇＴｅ、ＩｎＡｓ、ＩｎＰ、ＩｎＳｂ、ＩｎＮ、ＡｌＡｓ、ＡｌＰ、ＡｌＳｂ、Ａｌ
Ｓ、ＰｂＳ、ＰｂＯ、ＰｂＳｅ、Ｇｅ、Ｓｉ、三元および四元の混合物および／または合
金を含むこれらの合金および／またはこれらの混合物が含まれる。
【０４２８】
　シェル（またはオーバーコート）は、コアの組成と異なる組成を有する半導体材料であ
り得る。ナノ結晶の表面上の半導体材料からなるオーバーコートは、ＩＩ－ＶＩ族化合物
、ＩＩ－Ｖ族化合物、ＩＩＩ－ＶＩ族化合物、ＩＩＩ－Ｖ族化合物、ＩＶ－ＶＩ族化合物
、Ｉ－ＩＩＩ－ＶＩ族化合物、ＩＩ－ＩＶ－ＶＩ族化合物およびＩＩ－ＩＶ－Ｖ族化合物
を含むことができる。シェルとして使用するのに適した材料の例には、限定はされないが
、ＣｄＳ、ＣｄＯ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＺｎＳ、ＺｎＯ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＭｇＴ
ｅ、ＧａＡｓ、ＧａＰ、ＧａＳｂ、ＧａＮ、ＨｇＳ、ＨｇＯ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、Ｉｎ
Ａｓ、ＩｎＰ、ＩｎＳｂ、ＩｎＮ、ＡｌＮ、ＡｌＡｓ、ＡｌＰ、ＡｌＳｂ、ＡｌＳ、Ｐｂ
Ｓ、ＰｂＯ、ＰｂＳｅ、ＰｂＴｅ、ＴｌＮ、ＴｌＰ、ＴｌＡｓ、ＴｌＳｂ、Ｇｅ、Ｓｉ、
三元および四元の混合物および／または合金を含むこれらの合金および／またはこれらの
混合物が含まれる。例えば、ＺｎＳ、ＺｎＳｅまたはＣｄＳのオーバーコーティングをＣ
ｄＳｅまたはＣｄＴｅのナノ結晶上に成長させることができる。オーバーコーティングの
方法は、例えば、米国特許第６３２２９０１号中に記載されている。オーバーコーティン
グ中に反応混合物の温度を調節することおよび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粒度分布を有するオーバーコート化材料を得ることが
できる。オーバーコーティングは、１から１０の単層厚で存在することができる。
【０４２９】
　特定の実施形態において、取り囲んでいる「シェル」材料は、コア材料のバンドギャッ
プを超えるバンドギャップを有することができ、「コア」基材のそれに近い原子間隔を有
するように選択することができる。別の実施形態において、取り囲んでいるシェル材料は
、コア材料のバンドギャップ未満のバンドギャップを有することができる。さらなる実施
形態において、シェルおよびコアの材料は、同一の結晶構造を有することができる。シェ
ル材料は、上記でさらに考察される。コア／シェルの半導体構造のさらなる例については
、参照によりその全体が本明細書に援用される、「Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎ
ｏｃｒｙｓｔａｌ　Ｈｅｔｅｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ」と題する２００３年８月１２日
に出願の米国特許出願第１０／６３８５４６号を参照されたい。
【０４３０】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、好ましくは、狭い粒度分布を有する半導体ナノ粒子集
団のメンバーである。より好ましくは、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、単分散性または実質的に単分散性のナノ粒子集団を含む。
【０４３１】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、ナノ粒子の大きさおよび組成で調節できる光学特性を
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作り出すためのボトムアップ的な化学的接近方法を設計する際に利用できる強い量子閉じ
込め効果を示す。
【０４３２】
　例えば、半導体ナノ結晶の調製および操作は、参照によりその全体が本明細書に援用さ
れる、Ｍｕｒｒａｙら（Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．、１１５：８７０６（１９９３）
）中に；Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ　Ｍｕｒｒａｙの論文「Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ａｎｄ　
Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ＩＩ－ＶＩ　Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔｓ　ａ
ｎｄ　Ｔｈｅｉｒ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｉｎｔｏ　３－Ｄ　Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔ　Ｓ
ｕｐｅｒｌａｔｔｉｃｅｓ」マサチューセッツ工科大学、１９９５年９月中に；および「
Ｈｉｇｈｌｙ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　Ｃｏｌｏｒ－ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｍａｔｅｒ
ｉａｌｓ」と題する米国特許出願第０８／９６９３０２号中に記載されている。半導体ナ
ノ結晶の調製および操作のその他の例が、そのそれぞれを参照によりその全体が本明細書
に援用される、米国特許第６３２２９０１号および６５７６２９１号および米国特許出願
第６０／５５０３１４号中に記載されている。
【０４３３】
　本発明の種々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（例えば、
限定はされないが、半導体ナノ結晶を含む。）は、場合によっては、それらに結合された
配位子を有する。
【０４３４】
　特定の実施形態において、配位子は、成長工程の間に使用される配位性溶媒に由来する
。表面上の配位子を、過剰の競合性配位基へ反復して暴露することによって改質して、被
覆層を形成することができる。例えば、蓋をした半導体ナノ結晶の分散液を、ピリジンな
どの配位性有機化合物で処理して、ピリジン、メタノールおよび芳香族化合物中に容易に
分散するが、脂肪族溶媒中ではもはや分散しない結晶を作り出すことができる。このよう
な表面交換法は、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
導体ナノ結晶の外表面へ配位するまたは外表面と結合する能力のある任意の化合物を用い
て実施することができる。半導体ナノ結晶を、表面に対して親和性を示し、懸濁液または
分散液の媒質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暴露することができ
る。このような親和性は、懸濁液の安定性を改善し、半導体ナノ結晶の凝集を阻止する。
他の実施形態において、半導体ナノ結晶は、別法として、非配位性溶媒を使用して調製す
ることができる。
【０４３５】
　典型的な配位性溶媒には、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が含まれるが、ピリジン、フランおよびアミン
などのその他の配位性溶媒も、ナノ結晶の製造に適している。適切な配位性溶媒の例には
、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－ヒドロキシプロピルホスフィン（ｔＨＰＰ）が含まれ
る。工業級ＴＯＰＯを使用することができる。
【０４３６】
　例えば、配位性配位子は、次式：
【０４３７】
【化２】

を有することができ、ここで、
ｋ－ｎが０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、Ａ
ｓまたはＡｓ＝Ｏであり；ＹおよびＬのそれぞれは、独立に、アリール、ヘテロアリール
または少なくとも１つの二重結合、少なくとも１つの三重結合または少なくとも１つの二
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重結合と１つの三重結合を場合によっては含む直鎖もしくは分枝鎖のＣ２－１２炭化水素
鎖である。炭化水素鎖は、１つまたは複数のＣ１－４アルキル、Ｃ２－４アルケニル、Ｃ

２－４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、３－５員の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で場合によっては置換されていてもよい。炭化水素鎖
は、また、－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）－で場合によっては割り込まれていてもよい
。ＲａおよびＲｂのそれぞれは、独立に、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
、置換または非置換の環状芳香族基である。例には、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が含まれる。ヘテロアリール基
は、環中に１つまたは複数のヘテロ原子を有するアリール基、例えば、フリル、ピリジル
、ピロリル、フェナントリルである。
【０４３８】
　適切な配位性配位子は、商業的に購入することができ、または、例えば、参照によりそ
の全体が本明細書に援用されるＪ．Ｍａｒｃｈ、「Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｏｒｇａｎｉｃ　
Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ」中に記載のような通常の合成技術によって調製することもできる。
【０４３９】
　また、参照によりその全体が本明細書に援用される、２００３年８月１５日に出願の「
Ｓｔａｂｉｌｉｚｅｄ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ」と題
する米国特許出願第１０／６４１２９２号を参照されたい。
【０４４０】
　電子および正孔が量子閉じ込め半導体ナノ粒子（限定はされないが、半導体ナノ結晶を
含む。）上で局在化すると、ある発光波長で発光が起こり得る。該発光は、量子閉じ込め
半導体材料のバンドギャップに対応する周波数を有する。バンドギャップは、ナノ粒子の
大きさの関数である。小さな直径を有する量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、分子とバルク
形態の物質との中間の特性を有することができる。例えば、小さな直径を有する量子閉じ
込め半導体ナノ粒子は、三次元のすべてで電子および正孔の双方の量子閉じ込めを示すこ
とができ、それは、結晶の大きさの減少に伴って材料の有効バンドギャップの増加につな
がる。結果として、例えば、半導体ナノ結晶の光吸収および発光の双方が、結晶の大きさ
が減少するにつれて、青色にまたはより高いエネルギーに移行する。
【０４４１】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子からの発光は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子の大きさ、量
子閉じ込め半導体ナノ粒子の組成またはその双方を変えることによって、紫外、可視また
は赤外領域のスペクトルの全波長範囲にわたって調節することのできる狭いガウス型発光
バンドでよい。例えば、ＣｄＳｅは可視領域で調節可能であり、ＩｎＡｓは赤外領域で調
節可能である。量子閉じ込め半導体ナノ粒子集団の狭い粒度分布は、狭いスペクトル範囲
の発光をもたらすことができる。集団は、単分散性でよく、好ましくは量子閉じ込め半導
体ナノ粒子の直径の１５％ｒｍｓ（二乗平均平方根）未満、より好ましくは１０％未満、
最も好ましくは５％未満の偏差を示す。可視で発光する量子閉じ込め半導体ナノ粒子に関
して、約７５ｎｍ、好ましくは６０ｎｍ、より好ましくは４０ｎｍ、最も好ましくは３０
ｎｍを超えない半値全幅（ＦＷＨＭ）の狭い範囲のスペクトル発光を観測することができ
る。ＩＲを放出する量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、１５０ｎｍを超えない、１００ｎｍ
を超えないＦＷＨＭを有することができる。発光のエネルギーで表すと、発光は、０．０
５ｅＶを超えないまたは０．０３ｅＶを超えないＦＷＨＭを有することができる。発光の
幅は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子の直径の分散度が低下するにつれて減少する。
【０４４２】
　例えば、半導体ナノ結晶は、１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０
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％、８０％または９０％を超えるような高い発光量子効率を有することができる。
【０４４３】
　半導体ナノ結晶の狭いＦＷＨＭは、飽和色発光をもたらすことができる。単一材料系の
全可視スペクトルにわたる広範に調節可能な飽和色発光は、任意の部類の有機発色団によ
って対抗できるものではない（例えば、参照によりその全体が本明細書に援用されるＤａ
ｂｂｏｕｓｉ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性集団は、狭い波長範囲に及ぶ光を放出する。１種を超
える大きさの半導体ナノ結晶を含むパターンが、１つを超える狭い波長範囲で光を放出す
ることができる。観察者によって知覚される発光色は、半導体ナノ結晶の大きさおよび材
料の適切な組合せを選択することによってコントロールすることができる。半導体ナノ結
晶のバンド端エネルギー準位の縮退は、すべての可能な励起子の捕獲および放射再結合を
容易にする。
【０４４４】
　透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）は、半導体ナノ結晶集団の大きさ、形状および分布に関す
る情報を提供することができる。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特色に関する最も完全な情報を提供することができる。粒子直径は
Ｘ線の可干渉距離によりピーク幅に逆相関しているので、大きさの推定も可能である。例
えば、半導体ナノ結晶の直径を、透過型電子顕微鏡法によって直接的に測定することがで
き、または、例えば、Ｘ線回折データからＳｃｈｅｒｒｅｒの式を使用して推定すること
ができる。また、ＵＶ／Ｖｉｓ吸収スペクトルからその直径を推定することもできる。
【０４４５】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、コントロールされた（酸素不含および水分不含）環境
中で、製作工程中での発光効率の低下を防止して取り扱われることが好ましい。
【０４４６】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む光学材料は、液体媒質中に分散させることができ、
したがって、回転注型、滴下注型および浸漬コーティングなどの薄膜堆積技術と適合性が
ある。
【０４４７】
　特定の好ましい実施形態において、本発明による種々の態様および実施形態で使用する
ための光学材料は、例えば、量子閉じ込め半導体ナノ粒子および液体ビヒクルを含むイン
クから調製することができ、ここで、液体ビヒクルは、重合（例えば、架橋）して母材を
形成する能力のある１種または複数の官能基を含む。特定の実施形態では、官能基単位を
、ＵＶ処理によって架橋することができる。特定の実施形態では、官能基単位を、熱処理
によって架橋することができる。特定の実施形態では、官能基単位を、当業者が容易に確
認可能なその他の架橋技術によって架橋することができる。特定の実施形態において、架
橋される能力のある１種または複数の官能基を含む光学材料は、液体ビヒクル自体でよい
。場合によっては、インクは、散乱材および／またはその他の添加剤をさらに含む。
【０４４８】
　インクは、印刷、スクリーン印刷、スピンコーティング、グラビア印刷技術、インクジ
ェット印刷、ロール印刷などによって基材表面上に堆積することができる。インクは、所
定の構成で堆積されることができる。例えば、インクは、パターン化または非パターン化
構成で堆積されることができる。
【０４４９】
　これらの堆積技術に由来するフィーチャまたは層中に量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含
む光学材料の位置決めのため、ナノ粒子のすべての表面を光吸収および光放出に利用でき
るとは限らない。
【０４５０】
　特定の実施形態では、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む光学材料を、接触印刷を使用
して表面上に堆積することができる。例えば、そのそれぞれを参照によりその全体が本明
細書に援用される、Ａ．ＫｕｍａｒおよびＧ．Ｗｈｉｔｅｓｉｄｅｓ、Ａｐｐｌｉｅｄ　
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Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ、６３、２００２－２００４（１９９３）；およびＶ．
ＳａｎｔｈａｎａｍおよびＲ．Ｐ．Ａｎｄｒｅｓ、Ｎａｎｏ　Ｌｅｔｔｅｒｓ、４、４１
－４４（２００４）を参照されたい。また、そのそれぞれを参照によりその全体が本明細
書に援用される、Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎらの「Ｍｅｔｈｏｄ　Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ
　Ｆｏｒ　Ｔｒａｎｓｆｅｒｒｉｎｇ　Ａ　Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌ」と
題する２００５年１０月２１日に出願の米国特許出願第１１／２５３６１２号；およびＣ
ｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎの「Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｉｎｃｌｕ
ｄｉｎｇ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ」と題する２００５
年１０月２１日に出願の米国特許出願第１１／２５３５９５号を参照されたい。
【０４５１】
　この技術は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む種々の厚さの光学材料を堆積するのに
使用することができる。特定の実施形態において、厚さは、それによって所望の％吸収を
得るように選択される。最も好ましくは、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、再放出される
光子のいずれも吸収せずまたはその無視できる量のみを吸収する。
【０４５２】
　特定の実施形態において、基材（例えば支持要素）上の前もって定めた領域に材料（例
えば光学材料）を適用する方法が望まれる可能性がある。前もって定めた領域は、材料が
選択的に適用される基材上の領域である。光学部品が、光源の１つを超えるスペクトル欠
失を補償するための量子閉じ込め半導体ナノ粒子の１種または複数の異なる種類を含む特
定の実施形態では、量子閉じ込め半導体ナノ粒子の異なる種類を、場合によっては、１種
または複数の異なる光学材料中に含めることができる。光学部品が、光源の１つを超える
スペクトル欠失を補償するための１種または複数の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む特
定の実施形態では、量子閉じ込め半導体ナノ粒子の異なる種類を、場合によっては、２種
以上の異なる光学材料中に含めることができ、異なる光学材料のそれぞれは、基材の異な
る領域におよび／または基材上の別々の層として適用することができる。材料および基材
は、材料が所定区域内に実質上全体的に留まるように選択することができる。パターンを
形成する前もって定め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
、材料を基材に適用することができる。パターンは、規則的パターン（アレイまたは一連
の線など）または不規則パターンでよい。基材上に材料のパターンが形成されると、基材
は、材料を含む領域（前もって定められた領域）および材料を実質的に含まない領域を有
することができる。一部の状況において、材料は、基材上に単層を形成する。前もって定
められた領域は、不連続領域でよい。換言すれば、材料が基材の前もって定められた領域
に適用される場合、材料を含む場所を、材料を実質的に含まない他の場所によって隔離す
ることができる。
【０４５３】
　代りに、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む光学材料を、溶液をベースにした処理技術
、相分離、回転注型、インクジェット印刷、シルクスクリーニングおよび表面上にパター
ンを形成するのに利用可能なその他の液膜技術によって堆積させることができる。
【０４５４】
　別法として、完全もしくは部分層としてまたは上記リストもしくはその他の公知技術の
いずれかによってパターン化された構成の状態で堆積される光透過性母材（量子閉じ込め
半導体ナノ粒子によって放出される光に対して好ましくは少なくとも部分的に光透過性、
より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のできる、ポ
リマー、樹脂、シリカガラスまたはシリカゲルなど）中に、量子閉じ込め半導体ナノ粒子
を分散させることができる。適切な材料には、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通常的に入手可能な材料が含まれる。表面に適用した
後、このような材料は、ナノ粒子が、所定色の光を作り出すように大きさで選択された量
子閉じ込め半導体ナノ粒子の分散物を含むことができる。例えば、ポリマーオーバーコー
ティングを有する基材上の二次元層などの、材料中に堆積された量子閉じ込め半導体ナノ
粒子のその他の構成も想定される。



(56) JP 2013-502047 A 2013.1.17

10

20

30

40

【０４５５】
　本発明で有用である可能性のあるその他の情報は、２００８年５月６日に出願の米国特
許出願第６１／０５０９２９号、２００９年３月２１日に出願の米国特許出願第６１／１
６２２９３号、２００９年４月２８日に出願の米国特許出願第６１／１７３３７５号、２
００９年５月４日に出願の米国特許出願第６１／１７５４３０号、２００９年５月６日に
出願の国際出願ＰＣＴ／ＵＳ２００９／０２７８９、２００９年５月６日に出願の国際出
願ＰＣＴ／ＵＳ２００９／００２７９６、２００７年９月１２日に出願の「Ｆｕｎｃｔｉ
ｏｎａｌｉｚｅｄ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ　Ａｎｄ　
Ｍｅｔｈｏｄ」に関するＢｒｅｅｎらの米国特許出願第６０／９７１８８７号、２００６
年１１月２１日に出願の「Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ａ　Ｇｒｏ
ｕｐ　ＩＩＩＡ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　Ａｎｄ　Ａ　Ｇｒｏｕｐ　ＶＡ　Ｅｌｅｍｅｎｔ，Ｍ
ｅｔｈｏｄ，Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ，Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ｐｒｏｄｕ
ｃｔｓ」に関するＣｌｏｕｇｈらの米国特許出願第６０／８６６８２２号中に記載されて
おり、上記のそれぞれを参照によりその全体が本明細書に援用される。
【０４５６】
　本明細書中で使用する場合、「頂部」、「底部」、「覆って」および「下に」は、参照
点からの位置を基準にした相対的な位置用語である。より詳細には、「頂部」は、参照点
から最も遠く離れていることを意味し、一方、「底部」は参照点に最も近いことを意味す
る。例えば、層が、部品または基材を「覆って」配置または堆積されると記述される場合
、層と部品または基材との間に他の層、材料または他の部品が存在してもよく、または層
は、基材または部品と接触状態にあることができる。本明細書中で使用する場合、「覆う
」は、また、参照点からの位置に基づいた相対的な位置用語である。例えば、第１材料が
、第２材料を覆うと記述される場合、第１材料は、第２材料を覆って配置されるが、第２
材料と必ずしも接触していない。
【０４５７】
　本明細書中で使用する場合、単数形「ａ」、「ａｎ」および「ｔｈｅ」は文脈に明確に
規定しない限り、複数を含む。したがって、例えば、発光性材料は、１種または複数のこ
のような材料に対する言及を含む。
【０４５８】
　本発明者らは、本開示中のすべての引用参考文献のすべての内容を具体的に組み込む。
さらに、量、濃度またはその他の値もしくはパラメーターが、範囲、好ましい範囲または
好ましい上位値および好ましい下位値のリストのどれかとして付与される場合、範囲が別
々に開示されているかどうかにかかわらず、これは、任意の上の範囲限界または好ましい
値および任意の下の範囲限界または好ましい値の任意の対から形成されるすべての範囲を
具体的に開示するものと理解されたい。ある範囲の数値が本明細書中で列挙される場合、
そうでないことを指摘しない限り、範囲は、その端点および範囲内のすべての整数および
分数を含むと解釈される。本発明の範囲は、範囲を定義する際に列挙された具体的値に限
定されると解釈されるものではない。
【０４５９】
　当業者にとって、本発明の他の実施形態は、本明細書の斟酌および本明細書中に開示の
本発明の実施から明白であろう。本明細書および実施例は、単なる例示と考えられ、本発
明の真の範囲および精神は、以下の特許請求の範囲およびその等価形態によって示される
と解釈される。
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