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(57)【要約】
　青のスペクトル成分を含有し、スペクトル領域に欠けを有する白色光を放出することが
できる光源、および光源によって発生された光の少なくとも一部を受けるように位置する
光学部品を含み、光学部品は、固体照明装置によって放出される光が、１つ以上の所定波
長での光放出で補われた光源からの光放出を含むように、光の青のスペクトル成分の少な
くとも一部を、１つ以上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、固体照明装置。また、照明器具、照明器具のためのカバー
プレートおよび方法も開示される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　青のスペクトル成分を含有し、少なくとも１つのスペクトル領域に欠けを有する白色光
を放出することができる光源、および光源によって発生された光の少なくとも一部を受け
るように位置する光学部品を含む固体照明装置であって、光学部品は、固体照明装置によ
って放出される光が、光源の欠けたスペクトル領域の１つ以上の所定波長での光放出で補
われた光源からの光放出を含むように、光の青のスペクトル成分の少なくとも一部を、１
つ以上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、固体照明装置。
【請求項２】
　少なくとも１つの所定波長が約５７５ｎｍから約６５０ｎｍからの範囲にある、請求項
１に記載の固体照明装置。
【請求項３】
　少なくとも１つの所定波長が約４５０ｎｍから約５００ｎｍからの範囲にある、請求項
１に記載の固体照明装置。
【請求項４】
　光源によって放出される光が８０未満の平均演色評価数（Ｒａ）を有する、請求項１に
記載の固体照明装置。
【請求項５】
　固体照明装置によって放出される光が８０を超える平均演色評価数（Ｒａ）を有する、
請求項４に記載の固体照明装置。
【請求項６】
　固体照明装置によって放出される光が８５を超える平均演色評価数（Ｒａ）を有する、
請求項４に記載の固体照明装置。
【請求項７】
　固体照明装置によって放出される光が９０を超える平均演色評価数（Ｒａ）を有する、
請求項４に記載の固体照明装置。
【請求項８】
　固体照明装置によって放出される光が９５を超える平均演色評価数（Ｒａ）を有する、
請求項４に記載の固体照明装置。
【請求項９】
　固体照明装置によって放出される光の平均演色評価数（Ｒａ）が、光源によって放出さ
れる光の平均演色評価数（Ｒａ）より少なくとも１０％高い、請求項１に記載の固体照明
装置。
【請求項１０】
　固体照明装置が７０％より大きい光源ルーメン／ワット効率を維持する、請求項１に記
載の固体照明装置。
【請求項１１】
　固体照明装置が１００％より大きい光源ルーメン／ワット効率を維持する、請求項１に
記載の固体照明装置。
【請求項１２】
　固体照明装置が１１０％より大きい光源ルーメン／ワット効率を維持する、請求項１に
記載の固体照明装置。
【請求項１３】
　固体照明装置のルーメン／ワット効率が固体照明装置の色温度の関数として実質的に変
化しない、請求項１に記載の固体照明装置。
【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
に記載の固体照明装置。
【請求項１５】
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　量子閉じ込め半導体ナノ粒子が、母材の重量の約０．００１から約５重量パーセントの
範囲の量で光学材料に含有されている、請求項１４に記載の固体照明装置。
【請求項１６】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子が、母材の重量の約０．５から約３重量パーセントの範囲
の量で光学材料に含有されている、請求項１４に記載の固体照明装置。
【請求項１７】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子が、母材の重量の約１から約３重量パーセントの範囲の量
で光学材料に含有されている、請求項１４に記載の固体照明装置。
【請求項１８】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子が、母材の重量の約１から約２重量パーセントの範囲の量
で光学材料に含有されている、請求項１４に記載の固体照明装置。
【請求項１９】
　光学材料が光散乱材をさらに含む、請求項１４に記載の固体照明装置。
【請求項２０】
　光散乱材が光散乱粒子を含む、請求項１９に記載の固体照明装置。
【請求項２１】
　光散乱粒子が、母材の重量の約０．００１から約５重量パーセントの範囲の量で光学材
料に含有されている、請求項１９に記載の固体照明装置。
【請求項２２】
　光散乱粒子が、母材の重量の約０．５から約３重量パーセントの範囲の量で光学材料に
含有されている、請求項１９に記載の固体照明装置。
【請求項２３】
　光散乱粒子が、母材の重量の約１から約３重量パーセントの範囲の量で光学材料に含有
されている、請求項１９に記載の固体照明装置。
【請求項２４】
　光散乱粒子が、母材の重量の約１から約２重量パーセントの範囲の量で光学材料に含有
されている、請求項１４に記載の固体照明装置。
【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、支持要素の表面を覆って配置される、
請求項１に記載の固体照明装置。
【請求項２６】
　光学材料が、支持要素の表面の所定の領域を覆って配置される層に含有されている、請
求項２５に記載の固体照明装置。
【請求項２７】
　層が約０．１ミクロンから約１ｃｍの厚さを有する、請求項２６に記載の固体照明装置
。
【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に記載の固体照明装置。
【請求項２９】
　層が母材の重量に対して約０．００１から約５重量パーセントの量子閉じ込め半導体ナ
ノ粒子を含有する、請求項２６に記載の固体照明装置。
【請求項３０】
　層が光散乱材をさらに含む、請求項２６に記載の固体照明装置。
【請求項３１】
　光散乱材が、母材の重量の約０．００１から約５重量パーセントの範囲の量で層に含有
されている、請求項３０に記載の固体照明装置。
【請求項３２】
　支持要素が固体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に記載の
固体照明装置。
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【請求項３３】
　支持要素が固体照明装置のためのカバープレートを含む、請求項２５に記載の固体照明
装置。
【請求項３４】
　支持要素が固体照明装置の光拡散部品を含む、請求項２５に記載の固体照明装置。
【請求項３５】
　支持要素が剛体である、請求項２５に記載の固体照明装置。
【請求項３６】
　支持要素が可撓性である、請求項２３に記載の固体照明装置。
【請求項３７】
　光学材料が光源と直接接触していない、請求項１に記載の固体照明装置。
【請求項３８】
　固体照明装置の運転中のナノ粒子の位置での温度が９０℃未満である、請求項１に記載
の固体照明装置。
【請求項３９】
　固体照明装置の運転中のナノ粒子の位置での温度が７５℃未満である、請求項１に記載
の固体照明装置。
【請求項４０】
　固体照明装置の運転中のナノ粒子の位置での温度が６０℃以下である、請求項１に記載
の固体照明装置。
【請求項４１】
　固体照明装置の運転中のナノ粒子の位置での温度が５０℃以下である、請求項１に記載
の固体照明装置。
【請求項４２】
　固体照明装置の運転中のナノ粒子の位置での温度が４０℃以下である、請求項１に記載
の固体照明装置。
【請求項４３】
　光源が白色光発光ＬＥＤを含む、請求項１に記載の固体照明装置。
【請求項４４】
　白色光発光ＬＥＤが、青色ＬＥＤ光出力を白色光に変換する蛍光体物質を含有する青色
発光半導体ＬＥＤを含む、請求項４３に記載の固体照明装置。
【請求項４５】
　光学材料が赤色光を放出することができる量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む、請求項
１に記載の固体照明装置。
【請求項４６】
　光学材料が赤色光を放出することができる量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む、請求項
４４に記載の固体照明装置。
【請求項４７】
　青のスペクトル領域での放出を含む白色光を放出することができ、オレンジから赤のス
ペクトル領域に欠けを有するＬＥＤを含む光源、およびＬＥＤによって放出される光を受
けるように位置する光学部品を含む固体照明装置であって、光学部品は、固体照明装置に
よって放出される光が変換された光放出で補われたＬＥＤ光源からの光放出を含むように
、青のスペクトル領域での放出の少なくとも一部を、約５７５ｎｍから約６５０ｎｍの範
囲の波長を含むスペクトル領域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、固体照明装置。
【請求項４８】
　青のスペクトル領域での放出の少なくとも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１または４７に記載の固体照明装置。
【請求項４９】
　青のスペクトル領域での放出の少なくとも３０％が量子閉じ込め半導体ナノ粒子によっ
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て変換される、請求項１または４７に記載の固体照明装置。
【請求項５０】
　青のスペクトル領域での放出の少なくとも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１または４７に記載の固体照明装置。
【請求項５１】
　青のスペクトル領域での放出の少なくとも９０％が量子閉じ込め半導体ナノ粒子によっ
て変換される、請求項１または４７に記載の固体照明装置。
【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に記載の固
体照明装置。
【請求項５３】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子がＩＩＩ－Ｖ半導体材料を含む、請求項１または４７に記
載の固体照明装置。
【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の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
載の固体照明装置。
【請求項５５】
　固体照明装置から放出される光が、光源から放出される光の相関色温度より少なくとも
約１０００Ｋ低い相関色温度を有する、請求項１に記載の固体照明装置。
【請求項５６】
　固体照明装置から放出される光が、光源から放出される光の相関色温度より少なくとも
約２０００Ｋ低い相関色温度を有する、請求項１に記載の固体照明装置。
【請求項５７】
　固体照明装置から放出される光が、光源から放出される光の相関色温度より少なくとも
約３０００Ｋ低い相関色温度を有する、請求項１に記載の固体照明装置。
【請求項５８】
　固体照明装置から放出される光が、光源から放出される光の相関色温度より少なくとも
約４０００Ｋ低い相関色温度を有する、請求項１に記載の固体照明装置。
【請求項５９】
　固体半導体発光素子を受けるのに適合した照明器具であって、光源によって発生された
光の少なくとも一部が、器具から放出される前に、光学部品を通過するように、光源の位
置に対して器具内に位置する光学部品を含み、光学部品は、発光素子から放出される光の
スペクトルを補うために第１の所定波長を有する光を１つ以上の異なる所定波長を有する
光に変換することができる光学材料を含み、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、照明器具。
【請求項６０】
　第１の所定波長が青のスペクトル領域にあり、ならびに１つ以上の異なる所定波長の少
なくとも１つがオレンジから赤のスペクトル領域にある、請求項５９に記載の照明器具。
【請求項６１】
　光学材料が、ナノ粒子が分布している母材をさらに含む、請求項５９に記載の照明器具
。
【請求項６２】
　光学材料が、母材に分布している光散乱粒子をさらに含有する、請求項６１に記載の照
明器具。
【請求項６３】
　固体半導体発光素子のための照明器具に取り付けに適合したカバープレートであって、
内側表面および外側表面ならびに照明器具の設計に基づいた所定形状を有する光学的に透
明な基板、基板の内側表面に配置された光学材料、および照明器具にカバープレートを取
り付ける手段を含み、光学材料は、光学材料を通過する光のスペクトルを補うために、第
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１の所定波長を有する光を１つ以上の異なる所定波長を有する光に変換することができる
量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む、カバープレート。
【請求項６４】
　第１の所定波長が青のスペクトル領域にあり、第２の所定波長が赤のスペクトル領域に
ある、請求項６３に記載のカバープレート。
【請求項６５】
　光学材料が、ナノ粒子が分布している固体材料をさらに含む、請求項６３に記載のカバ
ープレート。
【請求項６６】
　光学材料が、固体材料に分布している光散乱粒子をさらに含有する、請求項６５に記載
のカバープレート。
【請求項６７】
　青および黄のスペクトル領域での放出を含むスペクトル出力を有する白色光発光固体半
導体発光素子のルーメン／ワット効率を改善する方法であって、青色の放出の少なくとも
一部を光学材料中へ通過させ、青のスペクトルの放出の少なくとも一部をオレンジから赤
のスペクトル領域の１つ以上の放出に変換することを含み、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６８】
　青および黄色のスペクトル領域での放出を含み、少なくとも１つのスペクトルの欠けを
含むスペクトル出力を有する白色発光半導体発光素子の少なくとも１つのカラー特性を改
善する方法であって、青の放出の少なくとも一部を光学材料中へ通過させ、青のスペクト
ルの放出の少なくとも一部を約５７５ｎｍから約６５０ｎｍのスペクトル領域の１つ以上
の放出に変換することを含み、光学材料が量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む、方法。
【請求項６９】
　光学材料が２種以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含み、各々の異なる型
の量子閉じ込め半導体ナノ粒子が、光学材料に含有されている別の型の量子閉じ込め半導
体ナノ粒子の少なくとも１つによって放出された所定波長とは異なる所定波長で光を放出
し、ならびに１つ以上の異なる所定波長は、光学材料が光源の１つ以上のスペクトルの欠
けを補償するように選択されている、請求項６８に記載の方法。
【請求項７０】
　青のスペクトル成分およびスペクトルの別の領域にスペクトルの少なくとも１つの欠け
を含む白色光を放出する光源とともに使用する光学部品であって、光源からの光出力の青
のスペクトル成分の少なくとも一部を１つ以上の所定波長に変換するための光学材料を含
み、光学材料が量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む、光学部品。
【請求項７１】
　１つ以上の所定波長が光源のスペクトル領域の欠けを補償するように選択される、請求
項７０に記載の光学部品。
【請求項７２】
　１つ以上の所定波長が約５７５ｎｍから６５０ｎｍの範囲であってよい、請求項７０に
記載の光学部品。
【請求項７３】
　１つ以上の所定波長が約５８０ｎｍから６３０ｎｍの範囲であってよい、請求項７０に
記載の光学部品。
【請求項７４】
　１つ以上の所定波長が約５９０ｎｍから６３０ｎｍの範囲であってよい、請求項７０に
記載の光学部品。
【請求項７５】
　１つ以上の所定波長が約６００ｎｍから６２０ｎｍの範囲であってよい、請求項７０に
記載の光学部品。
【請求項７６】
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　１つ以上の所定波長が約６１６ｎｍであってよい、請求項７０に記載の光学部品。
【請求項７７】
　光源がシアンのスペクトル領域にスペクトルの欠けを含む白色光を放出し、ならびに所
定波長が約４５０ｎｍから約５００ｎｍの範囲にあってよい、請求項７０に記載の光学部
品。
【請求項７８】
　光学部品が１つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含み、各々の異なる型
の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、光学材料に含有されている別の型の量子閉じ込め半導
体ナノ粒子の少なくとも１つによって放出された所定波長とは異なる所定波長で光を放出
し、ならびに１つ以上の異なる所定波長は、光学材料が光源の１つ以上のスペクトルの欠
けを補償するように選択されている、請求項７０に記載の光学部品。
【請求項７９】
　光学部品が、異なる所定波長で放出する２つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ
粒子を含み、異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は２つ以上の異なる光学材料に含有
されている、請求項７０に記載の光学部品。
【請求項８０】
　異なる光学材料が階層状配置の個別の層として光学部品に含有されている、請求項７９
に記載の光学部品。
【請求項８１】
　異なる光学材料がパターン層の個別の特徴として光学部品に含有されている、請求項７
９に記載の光学部品。
【請求項８２】
　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７０に記載の光学部品。
【請求項８３】
　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７０
に記載の光学部品。
【請求項８４】
　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７０に記載の光学部品。
【請求項８５】
　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７
０に記載の光学部品。
【請求項８６】
　光学材料が光散乱材をさらに含む、請求項７０に記載の光学部品。
【請求項８７】
　光学部品が支持要素をさらに含む、請求項７０に記載の光学部品。
【請求項８８】
　光学部品が少なくとも部分的に封入されている、請求項７０に記載の光学部品。
【請求項８９】
　光学部品が完全に封入されている、請求項７０に記載の光学部品。
【請求項９０】
　光学部品が１つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含み、各々の異なる型
の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、光学材料に含有されている別の型の量子閉じ込め半導
体ナノ粒子の少なくとも１つによって放出された所定波長とは異なる所定波長で光を放出
し、ならびに１つ以上の異なる所定波長は、光学材料が光源の１つ以上のスペクトルの欠
けを補償するように選択されている、請求項１に記載の固体照明装置。
【請求項９１】
　第１の所定波長を有する光が２つ以上の異なる所定波長に変換される、請求項５９に記
載の照明器具。
【請求項９２】
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　第１の所定波長を有する光が２つ以上の異なる所定波長に変換される、請求項６３に記
載のカバープレート。
【請求項９３】
　請求項１に記載の固体照明装置を含む内視鏡光源。
【請求項９４】
　請求項７０に記載の光学部品を含む内視鏡光源。
【請求項９５】
　青のスペクトル領域での放出を含む白色光を放出することができ、オレンジから赤のス
ペクトル領域に欠けを有するＬＥＤを含む光源、およびＬＥＤによって放出される光を受
けるように位置する光学部品を含む固体照明装置であって、光学部品は、固体照明装置に
よって放出される光がオレンジから赤のスペクトル領域での光放出で補われたＬＥＤ光源
からの光放出を含むように、青のスペクトル領域での放出の少なくとも一部を、約４５０
ｎｍから約５００ｎｍの範囲の波長を含むスペクトル領域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、固体照明装置。
【請求項９６】
　第１の所定波長が青のスペクトル領域にあり、ならびに１つ以上の異なる所定波長の少
なくとも１つがシアンのスペクトル領域にある、請求項５９に記載の照明器具。
【請求項９７】
　第１の所定波長が青のスペクトル領域にあり、ならびに第２の所定波長がシアンのスペ
クトル領域にある、請求項６３に記載のカバープレート。
【請求項９８】
　固体半導体発光素子への取り付けに適合したカバープレートであって、内側表面および
外側表面ならびに照明器具の設計に基づいた所定形状を有する光学的に透明な基板、基板
の内側表面に配置された光学材料、および素子にカバープレートを取り付ける手段を含み
、光学材料は、光学材料を通過する光のスペクトルを補うために、第１の所定波長を有す
る光を１つ以上の異なる所定波長を有する光に変換することができる量子閉じ込め半導体
ナノ粒子を含む、カバープレート。
【請求項１００】
　青および黄のスペクトル領域での放出を含み、少なくとも１つのスペクトルの欠けを含
むスペクトル出力を有する白色発光半導体発光素子の少なくとも１つのカラー特性を改善
する方法であって、青の放出の少なくとも一部を光学材料中に通過させ、青のスペクトル
の放出の少なくとも一部を約４５０ｎｍから約５００ｎｍのスペクトル領域の１つ以上の
放出に変換することを含み、光学材料が量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む、方法。
【請求項１０１】
　本明細書に示され記載されたような新規の、有用なおよび自明でない方法、機械、製造
、および物質の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（優先権の請求）
　本出願は、２００８年５月６日に申請された米国特許出願公開第６１／０５０，９２９
号、２００９年３月２１日に申請された米国特許出願公開第６１／１６２，２９３号、２
００９年４月２８日に申請された米国特許出願公開第６１／１７３，３７５号、および２
００９年５月４日に申請された米国特許出願公開第６１／１７５，４３０号に対して優先
権を主張する。ここに前述した各々はその全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、ナノ粒子を含有する固体照明装置、ナノ粒子を含有する照明器具および部品
、ならびに方法の技術分野に関する。
【発明の概要】
【０００３】
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（発明の要旨）
　本発明は、光源、および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位置す
る光学部品を含有し、光学部品が、光学部品によって受けた光の一部を１つ以上の所定波
長に変換し、装置から放出される光出力の少なくとも１つの特性を変更する、固体照明装
置に関する。本発明はまた、少なくとも光源から放出される光の一部を変換するための光
学材料を含有する照明器具および部品に関する。本発明はまた、固体照明素子のルーメン
／ワット効率を改善する方法に関する。
【０００４】
　本発明の一態様によると、青のスペクトル成分を含有し、スペクトル領域に欠けを有す
る白色光を放出することができる光源、および光源によって発生された光の少なくとも一
部を受けるように位置する光学部品を含み、光学部品は、固体照明装置によって放出され
る光が、１つ以上の所定波長での光放出で補われた光源からの光放出を含むように、光の
青のスペクトル成分の少なくとも一部を、１つ以上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、固体照明装置が提供される。
【０００５】
　特定の好ましい実施形態において、所定波長は、光源のスペクトル領域の欠けを満たす
または補償するように選択される。特定の実施形態において、例えば、光源が赤のスペク
トル領域のスペクトルの欠けを含む白色光を放出する場合には、所定波長は、約５７５ｎ
ｍから約６５０ｎｍ、約５８０ｎｍから約６３０ｎｍ、約５９０ｎｍから約６３０ｎｍ、
約５９０ｎｍから約６３０ｎｍまたは約６００ｎｍから約６２０ｎｍの範囲にあってよい
。特定の実施形態において、波長は約６１６ｎｍである。
【０００６】
　特定の実施形態において、例えば、光源がシアンのスペクトル領域にスペクトルの欠け
を有する場合には、所定波長は約４５０ｎｍから約５００ｎｍの範囲にあってよい。
【０００７】
　特定の実施形態において、例えば、光源が１つ以上のスペクトルの欠けと白色光を放出
する場合には、光学部品は、（組成、構造および／または寸法に基づいて）１つ以上の異
なる型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、各々の異なる型
の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、光の青のスペクトル成分の一部を、光学材料に含まれ
ている他の型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子の少なくとも１つによって放出された所定波
長とは異なる所定波長に変換することができる。
【０００８】
　異なる所定波長を放出する、２つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有
する実施形態において、異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、１種以上の異なる光
学材料に含有されてもよい。特定の実施形態において、異なる型の量子閉じ込め半導体ナ
ノ結晶は個別の光学材料に含まれてもよい。
【０００９】
　２つ以上の異なる光学材料を含有する特定の実施形態において、この種の異なる光学材
料は、例えば、階層状配置の個別の層としておよび／またはパターン層の個別の特徴とし
て含有されてもよい。
【００１０】
　異なる所定波長で放出する２つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有す
る特定の実施形態において、異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、スタック配置さ
れた２つ以上の異なる光学部品に含有されてもよい。この種の実施形態において、各光学
部品は上記の１つ以上の光学材料を含有することができる。
【００１１】
　異なる所定波長で放出する２つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有す
る実施形態において、固体照明素子によって放出される光は、このような異なる２つ以上
の所定波長での光放出で補われる光放出を含む。このような場合、２つ以上の異なる所定
波長は、光源のスペクトルの欠けの１つ以上を満たすまたは補償するように選択される。
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【００１２】
　特定の実施形態において、光学部品による光源の１つ以上のスペクトルの欠けを補償す
ると、光源からの光出力の平均演色評価数（Ｒａ）を増加させることもできる。例えば、
特定の実施形態において、光学部品は、光源からの光出力の平均演色評価数（Ｒａ）を少
なくとも１０％増加させることができる。特定の実施形態において、平均演色評価数（Ｒ

ａ）は所定の平均演色評価数（Ｒａ）に増加される。
【００１３】
　特定の実施形態において、光学部品によって光源の１つ以上のスペクトルの欠けを補償
すると、光源からの光出力の相関色温度（ＣＣＴ）を変更することができる。特定の実施
形態において、光学部品は、例えば、少なくとも約１０００Ｋ、少なくとも約２０００Ｋ
、少なくとも３０００Ｋ、少なくとも４０００Ｋなど、光源からの光出力の相関色温度を
低下させることができる。
【００１４】
　特定の好ましい実施形態において、光源のルーメン／ワット効率は、光学部品の使用に
よるＣＣＴの変更によっては実質的に影響されない。
【００１５】
　特定の実施形態において、ＣＣＴは所定のＣＣＴに変更される。
【００１６】
　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。
【００１７】
　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。
【００１８】
　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運転中、少な
くとも４０％の効率を維持する。
【００１９】
　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ことができる量子閉じ
込め半導体ナノ粒子を含む。
【００２０】
　特定の実施形態において、例えば、光源によって放出される光は、８０未満の平均演色
評価数（Ｒａ）を有する。特定の実施形態において、固体照明装置によって放出される光
は、８０を超える平均演色評価数（Ｒａ）を有する。特定の実施形態において、固体照明
装置によって放出される光は、８５を超える平均演色評価数（Ｒａ）を有する。特定の実
施形態において、固体照明装置によって放出される光は、９０を超える平均演色評価数（
Ｒａ）を有する。特定の実施形態において、固体照明装置によって放出される光は、９５
を超える平均演色評価数（Ｒａ）を有する。特定の実施形態において、固体照明装置によ
って放出される光の平均演色評価数（Ｒａ）は、光源によって放出される光の平均演色評
価数（Ｒａ）より少なくとも１０％高い。
【００２１】
　特定の実施形態において、固体照明装置から放出される光は、光源から放出される光の
相関色温度より少なくとも約１０００Ｋ低い相関色温度を有する。
【００２２】
　特定の実施形態において、固体照明装置から放出される光は、光源から放出される光の
相関色温度より少なくとも約２０００Ｋ低い相関色温度を有する。
【００２３】
　特定の実施形態において、固体照明装置から放出される光は、光源から放出される光の
相関色温度より少なくとも約３０００Ｋ低い相関色温度を有する。
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【００２４】
　特定の実施形態において、固体照明装置から放出される光は、光源から放出される光の
相関色温度より少なくとも約４０００Ｋ低い相関色温度を有する。
【００２５】
　特定の実施形態において、固体照明装置は、７０％より大きい光源ルーメン／ワット効
率を維持する。特定の実施形態において、固体照明装置は、８０％より大きい光源ルーメ
ン／ワット効率を維持する。特定の実施形態において、固体照明装置は、９０％より大き
い光源ルーメン／ワット効率を維持する。特定の実施形態において、固体照明装置は、１
００％より大きい光源ルーメン／ワット効率を維持する。特定の実施形態において、固体
照明装置は、１１０％より大きい光源ルーメン／ワット効率を維持する。
【００２６】
　特定の実施形態において、固体照明装置のルーメン／ワット効率は、固体照明装置の色
温度の関数としては実質的に変化しない。
【００２７】
　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している母
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、母材の重量
の約０．００１から約５重量パーセントの範囲の量で光学材料に含有されている。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、母材の重量の約０．５から約３重量
パーセントの範囲の量で光学材料に含有されている。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、母材の重量の約１から約３重量パーセントの範囲の量で光学材料
に含有されている。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、母材の重
量の約１から約２重量パーセントの範囲の量で光学材料に含有されている。
【００２８】
　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。特定の実施形態において
、光散乱材は光散乱粒子を含む。特定の実施形態において、光散乱粒子は、母材の重量の
約０．００１から約５重量パーセントの範囲の量で光学材料に含有されている。特定の実
施形態において、光散乱粒子は、母材の重量の約０．５から約３重量パーセントの範囲の
量で光学材料に含有されている。特定の実施形態において、光散乱粒子は、母材の重量の
約１から約３重量パーセントの範囲の量で光学材料に含有されている。特定の実施形態に
おいて、光散乱粒子は、母材の重量の約１から約２重量パーセントの範囲の量で光学材料
に含有されている。
【００２９】
　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、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
。
【００３０】
　特定の実施形態において、支持要素は他の任意の層を含むことができる。
【００３１】
　特定の実施形態において、支持要素は他の任意の特徴を含むことができる。
【００３２】
　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。
【００３３】
　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。
【００３４】
　特定の実施形態において、支持要素を含有する光学部品は、固体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。
【００３５】
　特定の実施形態において、支持要素は、固体照明装置の光拡散部品を含む。
【００３６】
　特定の実施形態において、支持要素は剛体である。
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【００３７】
　特定の実施形態において、支持要素は可撓性である。
【００３８】
　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
表面を覆って配置される。好ましくは、光学材料は支持要素の主面を覆って配置される。
好ましくは、光学材料は光源に面する支持要素の表面を覆って配置される。
【００３９】
　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の領域を覆う１つ以上の
層として配置される。
【００４０】
　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している母材をさら
に含有する光学材料を含む。特定の実施形態において、層は、母材の重量に対して約０．
００１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有する。特定の実施形
態において、層は光散乱材をさらに含む。特定の実施形態において、光散乱材は、母材の
重量の約０．００１から約５重量パーセントの範囲の量で層に含有されている。
【００４１】
　特定の実施形態において、母材を含有する光学材料を含有する層は、例えば約０．１ミ
クロンから約１ｃｍの厚さを有する。特定の実施形態において、母材を含有する光学材料
を含む層は、約０．１から約２００ミクロンの厚さを有する。特定の実施形態において、
母材を含有する光学材料を含有する層は、約１０から約２００ミクロンの厚さを有する。
特定の実施形態において、母材を含有する光学材料を含有する層は、約３０から約８０ミ
クロンの厚さを有する。
【００４２】
　特定の好ましい実施形態において、光学材料は光源と直接接触しない。
【００４３】
　特定の好ましい実施形態において、光学部品は光源と直接接触しない。
【００４４】
　特定の好ましい実施形態において、運転中の固体発光素子中のナノ粒子の位置での温度
は、９０℃以下である。
【００４５】
　特定の好ましい実施形態において、運転中の固体発光素子中のナノ粒子の位置での温度
は、７５℃以下である。
【００４６】
　特定の好ましい実施形態において、運転中の固体発光素子中のナノ粒子の位置での温度
は、６０℃以下である。
【００４７】
　特定の好ましい実施形態において、運転中の固体発光素子中のナノ粒子の位置での温度
は、５０℃以下である。
【００４８】
　特定の好ましい実施形態において、運転中の固体発光素子中のナノ粒子の位置での温度
は、４０℃以下である。
【００４９】
　特定の好ましい実施形態において、運転中の固体発光素子中のナノ粒子の位置での温度
は、約３０℃から約６０℃の範囲にある。
【００５０】
　特定の実施形態において、光源は白色発光素子を含む。（発光素子はまた本明細書にお
いて「ＬＥＤ」とも呼ばれる）。
【００５１】
　特定の好ましい実施形態において、白色発光ＬＥＤは、青色ＬＥＤ光出力を白色光に変
換するための蛍光体物質を含有する青色発光半導体ＬＥＤを含む。特定の実施形態におい
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て、光学材料は、オレンジから赤のスペクトル（例えば約５７５ｎｍから約６５０ｎｍ）
領域の光を放出することができる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、光学材料は、赤のスペクトル領域の光を放出することができる量子
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、光学材料は、オ
レンジのスペクトル領域の光を放出することができる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、光学材料は、シアンのスペクトル領域の光を放
出することができる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、光学材料は、光源が欠けを有する１つ以上の他のスペクトル領域の光を放出する
ことができる量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含むことができる。
【００５２】
　特定の実施形態において、白色発光ＬＥＤは、ＵＶＬＥＤ光出力を白色光に変換する蛍
光体物質を含有するＵＶ発光半導体ＬＥＤを含む。特定の実施形態において、光学材料は
、オレンジから赤のスペクトル（例えば約５７５ｎｍから約６５０ｎｍ）領域の光を放出
することができる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、光学材料は、赤のスペクトル領域の光を放出することができる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、光学材料は、シアンのスペクト
ル領域の光を放出することができる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、光学材料は、オレンジのスペクトル領域の光を放出することがで
きる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、光学材
料は、光源が欠けを有する１つ以上の他のスペクトル領域の光を放出することができる量
子閉じ込め半導体ナノ粒子を含むことができる。
【００５３】
　特定の実施形態において、固体照明装置は、青のスペクトル領域での放出を含有し、赤
のスペクトル領域に欠けを有する白色光を放出することができるＬＥＤを含む光源、およ
びＬＥＤによって放出される光を受けるように位置する光学部品を含み、光学部品は、固
体照明装置によって放出される光が赤のスペクトル領域での光放出で補われたＬＥＤ光源
からの白色光の放出を含むように、青のスペクトル領域での放出の少なくとも一部を約６
００ｎｍから約６２０ｎｍの範囲の波長を持つ赤のスペクトル領域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。
【００５４】
　特定の実施形態において、固体照明装置は、青のスペクトル領域での放出を含みオレン
ジから赤のスペクトル領域に欠けを有する白色光を放出することができるＬＥＤを含む光
源、およびＬＥＤによって放出される光を受けるように位置する光学部品を含み、光学部
品は、固体照明装置によって放出される光が約５７５ｎｍから約６５０ｎｍのスペクトル
領域での光放出で補われたＬＥＤ光源からの白色光の放出を含むように、青のスペクトル
領域での放出の少なくとも一部を約５７５ｎｍから約６５０ｎｍのスペクトル領域の光に
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。特定の
実施形態において、例えば、光学材料は、青のスペクトル放出の少なくとも一部を、約５
７５ｎｍから約６５０ｎｍ、約５８０から約６３０ｎｍ、約５９０ｎｍから約６３０ｎｍ
、約６００ｎｍから約６２０ｎｍなどのスペクトル領域の光に変換することができる。特
定の実施形態において、この波長は約６１６ｎｍである。
【００５５】
　特定の実施形態において、青のスペクトル領域での放出の少なくとも１０％は、量子閉
じ込め半導体ナノ粒子によって変換される。
【００５６】
　特定の実施形態において、青のスペクトル領域での放出の少なくとも３０％は、量子閉
じ込め半導体ナノ粒子によって変換される。
【００５７】
　特定の実施形態において、青のスペクトル領域での放出の少なくとも６０％は、量子閉
じ込め半導体ナノ粒子によって変換される。



(14) JP 2011-524064 A 2011.8.25

10

20

30

40

50

【００５８】
　特定の実施形態において、青のスペクトル領域での放出の少なくとも９０％は、量子閉
じ込め半導体ナノ粒子によって変換される。
【００５９】
　特定の実施形態において、青のスペクトル領域での放出の約５０％から約７５％は、量
子閉じ込め半導体ナノ粒子によって変換される。
【００６０】
　特定の実施形態において、光学材料に含有されてい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。
【００６１】
　特定の実施形態において、光学材料に含有されている量子閉じ込め半導体ナノ粒子はＩ
ＩＩ－Ｖ半導体材料を含む。
【００６２】
　特定の実施形態において、光学材料に含有されてい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のシェルを
含む半導体ナノ結晶を含む。
【００６３】
　本発明の別の態様によると、本明細書において教示された固体照明装置を含む内視鏡光
源が提供される。
【００６４】
　本発明の別の態様によると、本明細書において教示された光学部品を含む内視鏡光源が
提供される。
【００６５】
　本発明の別の態様によると、青のスペクトル成分およびスペクトルの別の領域にスペク
トルの少なくとも１つの欠けを含む白色光を放出する光源を用いる有用な光学部品が提供
され、光学部品は、光源からの光出力の青のスペクトル成分の少なくとも一部を１つ以上
の異なる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。
【００６６】
　特定の好ましい実施形態において、所定波長は、スペクトルの欠けのある領域の少なく
とも１つにおいて、例えば光源の光出力を補うことにより、光源のスペクトルの欠けの少
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。
【００６７】
　特定の実施形態において、例えば、光源が赤のスペクトル領域のスペクトルの欠けを持
つ白色光を放出する場合には、所定波長は約５７５ｎｍから約６５０ｎｍ、約５８０ｎｍ
から約６３０ｎｍ、約５９０ｎｍから約６３０ｎｍ、約６００ｎｍから６２０ｎｍなどの
範囲にあってよい。特定の好ましい実施形態において、この波長は約６１６ｎｍである。
【００６８】
　特定のさらに好ましい実施形態において、光学材料は１つ以上の異なる型の量子閉じ込
め半導体ナノ粒子を含み、光源からの光出力の１つ以上のスペクトルの欠けを補償するた
めに、異なる型は１つ以上の異なる所定波長を放出することができる。
【００６９】
　特定の実施形態において、例えば、光源がシアンのスペクトル領域のスペクトルの欠け
を持つ白色光を放出する場合には、所定波長は約４５０ｎｍから約５００ｎｍの範囲にあ
ってよい。
【００７０】
　特定の実施形態において、光学部品は、（組成、構造および／または寸法に基づいて）
１種以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む光学材料を含有し、各々の異な
る型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、光学材料に含有されている他の型の量子閉じ込め
半導体ナノ粒子によって放出される所定波長と同一でありまたは異なってもよい所定波長
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で光を放出し、１つ以上の異なる所定波長は、光学材料が、意図された光源の１つ以上の
スペクトルの欠けを補償するように選択される。２つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導
体ナノ粒子を含有する特定の実施形態において、少なくとも２つの型は、光学部品に含有
されていてもよい他の型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は
異なる所定波長の光を放出することができる。
【００７１】
　異なる所定波長で放出する２種以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有す
る特定の実施形態において、異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は１種以上の異なる
光学材料に含有されていてもよい。
【００７２】
　異なる所定波長で放出する２種以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有す
る特定の実施形態において、異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は２つ以上の異なる
光学材料に含有されていてもよい。
【００７３】
　２つ以上の異なる光学材料を含有する特定の実施形態において、この種の異なる光学材
料は、例えば階層状配置の個別の層としておよび／またはパターン層の個別の特徴として
含有されていてもよい。
【００７４】
　特定の実施形態において、光源の１つ以上のスペクトルの欠けを光学部品によって補償
すると、光源からの光出力の平均演色評価数（Ｒａ）を増加させることもできる。例えば
、特定の実施形態において、光学部品は、光源からの光出力の平均演色評価数（Ｒａ）を
少なくとも１０％増加させることができる。特定の実施形態において、平均演色評価数（
Ｒａ）は所定の平均演色評価数（Ｒａ）に増加される。
【００７５】
　特定の実施形態において、光源の１つ以上のスペクトルの欠けを光学部品によって補償
すると、光源からの光出力の相関色温度（ＣＣＴ）を変更することができる。特定の実施
形態において、光学部品は、例えば少なくとも約１０００Ｋ、少なくとも約２０００Ｋ、
少なくとも３０００Ｋ、少なくとも４０００Ｋなど、光源から光出力の相関色温度を低下
させることができる。
【００７６】
　特定の実施形態において、光源のルーメン／ワット効率は、光学部品の使用によるＣＣ
Ｔの変更には実質的に影響されない。
【００７７】
　特定の実施形態において、ＣＣＴは所定のＣＣＴに変更される。
【００７８】
　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。
【００７９】
　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。
【００８０】
　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。
【００８１】
　特定の好ましい実施形態において、光学材料は、赤色発光することができる量子閉じ込
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、オレンジ
から赤のスペクトル領域の光を放出することができる量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む
。
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【００８２】
　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している母
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、母材の重量
の約０．００１から約５重量パーセントの範囲の量で光学材料に含有されている。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、母材の重量の約０．５から約３重量
パーセントの範囲の量で光学材料に含有されている。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、母材の重量の約１から約３重量パーセントの範囲の量で光学材料
に含有されている。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、母材の重
量の約１から約２重量パーセントの範囲の量で光学材料に含有されている。
【００８３】
　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。
【００８４】
　特定の実施形態において、光散乱材は光散乱粒子を含む。特定の実施形態において、光
散乱粒子は、母材の重量の約０．００１から約５重量パーセントの範囲の量で光学材料に
含有されている。特定の実施形態において、光散乱粒子は、母材の重量の約０．５から約
３重量パーセントの範囲の量で光学材料に含有されている。特定の実施形態において、光
散乱粒子は、母材の重量の約１から約３重量パーセントの範囲の量で光学材料に含有され
ている。特定の実施形態において、光散乱粒子は、母材の重量の約１から約２重量パーセ
ントの範囲の量で光学材料に含有されている。
【００８５】
　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、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
。
【００８６】
　特定の実施形態において、支持要素を含有する光学部品は、固体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。
【００８７】
　特定の実施形態において、支持要素は、固体照明装置の光拡散部品を含む。
【００８８】
　特定の実施形態において、支持要素は剛体である。
【００８９】
　特定の実施形態において、支持要素は可撓性である。
【００９０】
　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
表面を覆って配置される。好ましくは、光学材料は、光源に面する支持要素の表面を覆っ
て配置される。
【００９１】
　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の領域を覆う１つ以上の
層として配置される。
【００９２】
　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している母材をさ
らに含有する光学材料を含む。特定の実施形態において、層は、母材の重量に対して約０
．００１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有する。特定の実施
形態において、層は光散乱材をさらに含む。特定の実施形態において、光散乱材は、母材
の重量の約０．００１から約５重量パーセントの範囲の量で層に含有されている。
【００９３】
　特定の実施形態において、母材を含有する光学材料を含有する層は、例えば、約０．１
ミクロンから約１ｃｍの厚さを有する。特定の実施形態において、母材を含有する光学材
料を含有する層は、約０．１から約２００ミクロンの厚さを有する。特定の実施形態にお
いて、母材を含有する光学材料を含有する層は、約１０から約２００ミクロンの厚さを有
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する。特定の実施形態において、母材を含有する光学材料を含有する層は、約３０から約
８０ミクロンの厚さを有する。
【００９４】
　特定の実施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域での放出の少なくとも１０
％を１つ以上の所定波長に変換することができる。
【００９５】
　特定の実施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域での放出の少なくとも３０
％を１つ以上の所定波長に変換することができる。
【００９６】
　特定の実施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域での放出の少なくとも６０
％を１つ以上の所定波長に変換することができる。
【００９７】
　特定の実施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域での放出の少なくとも９０
％を１つ以上の所定波長に変換することができる。
【００９８】
　特定の実施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域での放出の約５０％から約
７５％を１つ以上の所定波長に変換することができる。
【００９９】
　特定の実施形態において、光学材料に含有されてい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。
【０１００】
　特定の実施形態において、光学材料に含有されている量子閉じ込め半導体ナノ粒子はＩ
ＩＩ－Ｖ半導体材料を含む。
【０１０１】
　特定の実施形態において、光学材料に含有されてい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に配置された無機のシェルを含
む半導体ナノ結晶を含む。
【０１０２】
　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。
【０１０３】
　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。
【０１０４】
　本発明の別の態様によると、固体半導体発光素子を受けるのに適合した照明器具が提供
され、器具は、光源によって発生された光の少なくとも一部が、器具から放出される前に
、光学部品を通過するように、光源の位置に対して器具内に位置する光学部品を含み、光
学部品は、光源から放出される光のスペクトルを補うために第１の所定波長の光を１つ以
上の異なる所定波長を有する光に変換することができる光学材料を含み、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。
【０１０５】
　特定の実施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域の第１の所定波長を光源が
欠けを有する１つ以上のスペクトル領域の１つ以上の異なる所定波長に、変換することが
できる。
【０１０６】
　特定の実施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域の第１の所定波長をオレン
ジから赤のスペクトル領域の１つ以上の異なる所定波長に、変換することができる。特定
の実施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域の第１の所定波長を赤のスペクト
ル領域の１つ以上の異なる所定波長に、変換することができる。特定の実施形態において
、光学部品は、青のスペクトル領域の第１の所定波長をシアンのスペクトル領域の１つ以
上の異なる所定波長に、変換することができる。特定の実施形態において、光学部品は、
青のスペクトル領域の第１の所定波長を赤のスペクトル領域の１つ以上の異なる所定波長
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に、およびオレンジのスペクトル領域の１つ以上の異なる所定波長に、変換することがで
きる。特定の実施形態において、例えば、第１の所定波長が１つ以上の異なる所定波長に
変換されることになる場合、光学材料は、（組成、構造および／または寸法に基づいて）
１つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含み、各々の異なる型の量子閉じ込
め半導体ナノ粒子は、第１の所定波長の一部を１つ以上の異なる所定波長に変換すること
ができる。そのような場合、１つ以上の異なる所定波長は、カバープレートが意図して使
用される光源のスペクトルの１つ以上の欠けを満たすまたは補償するように選択される。
【０１０７】
　異なる所定波長で放出する２つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有す
る特定の実施形態において、異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は１種以上の異なる
光学材料に含有されていてもよい。
【０１０８】
　異なる所定波長で放出する２つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有す
る特定の実施形態において、異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は２つ以上の異なる
光学材料に含有されていてもよい。
【０１０９】
　２つ以上の異なる光学材料を含有する特定の実施形態において、この種の異なる光学材
料は、例えば、階層状配置の個別の層としておよび／またはパターン層の個別の特徴とし
て含有されていてもよい。
【０１１０】
　特定の実施形態において、光学材料は、ナノ粒子が分布している母材をさらに含む。特
定の好ましい実施形態において、母材は固体の母材である。
【０１１１】
　特定の実施形態において、光学材料は、材料中に分布している光散乱材をさらに含む。
【０１１２】
　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、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
。
【０１１３】
　特定の実施形態において、支持要素を含む光学部品は、照明器具のためのカバープレー
トとして役立つことができる。
【０１１４】
　特定の実施形態において、支持要素は、照明器具の光拡散部品を含む。
【０１１５】
　特定の実施形態において、支持要素は剛体である。
【０１１６】
　特定の実施形態において、支持要素は可撓性である。
【０１１７】
　特定の実施形態において、照明器具は、本明細書に記載された光学材料を含む。
【０１１８】
　特定の実施形態において、照明器具は、本明細書において教示された光学部品を含む。
【０１１９】
　本発明のさらなる態様において、固体半導体発光素子のための照明器具への取り付けに
適合したカバープレートが提供され、カバープレートは、内側表面および外側表面ならび
に照明器具の設計に基づいた所定形状を有する光学的に透明な基板、基板の主面に配置さ
れた光学材料、および照明器具にカバープレートを取り付ける手段を含み、光学材料は、
光学材料を通過する光のスペクトルを補うために、第１の所定波長を１つ以上の異なる所
定波長に変換することができる量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
【０１２０】
　特定の実施形態において、例えば、第１の所定波長が１つ以上の異なる所定波長に変換



(19) JP 2011-524064 A 2011.8.25

10

20

30

40

50

されることになる場合、光学材料は（組成、構造および／または寸法に基づいて）１つ以
上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含み、各々の異なる型の量子閉じ込め半導
体ナノ粒子は、第１の所定波長の一部を１つ以上の異なる所定波長に変換することができ
る。そのような場合、１つ以上の異なる所定波長は、カバープレートが意図して使用され
る光源のスペクトルの１つ以上の欠けを満たすまたは補償するように選択される。
【０１２１】
　異なる所定波長で放出する２つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有す
る特定の実施形態において、異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は１種以上の異なる
光学材料に含有されていてもよい。
【０１２２】
　異なる所定波長で放出する２つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有す
る特定の実施形態において、異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は２つ以上の異なる
光学材料に含有されていてもよい。
【０１２３】
　２つ以上の異なる光学材料を含有する特定の実施形態において、この種の異なる光学材
料は、例えば、階層状配置の個別の層としておよび／またはパターン層の個別の特徴とし
て含有されていてもよい。
【０１２４】
　特定の実施形態において、光学材料は、青のスペクトル領域の第１の所定波長を、赤の
スペクトル領域の１つ以上の異なる所定波長に変換することができ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、光学部品は、青のスペクトル領域の第１の所
定波長を、オレンジから赤のスペクトル領域の１つ以上の異なる所定波長に変換すること
ができる。特定の実施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域の第１の所定波長
を、赤のスペクトル領域の１つ以上の異なる所定波長に変換することができる。特定の実
施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域の第１の所定波長を、シアンのスペク
トル領域の１つ以上の異なる所定波長に変換することができる。特定の実施形態において
、光学部品は、青のスペクトル領域の第１の所定波長を、オレンジのスペクトル領域の１
つ以上の異なる所定波長に変換することができる。特定の実施形態において、光学部品は
、青のスペクトル領域の第１の所定波長を、赤のスペクトル領域の１つ以上の所定波長、
およびオレンジのスペクトル領域の１つ以上の異なる所定波長に変換することができる。
特定の実施形態において、光学材料は、光源が欠けを有する１つ以上の他のスペクトル領
域の光を放出することができる量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
【０１２５】
　特定の実施形態において、光学材料は、ナノ粒子が分布している母材をさらに含む。特
定の好ましい実施形態において、母材は固体の母材である。
【０１２６】
　特定の実施形態において、光学材料は、母材に分布している光散乱粒子をさらに含む。
【０１２７】
　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。
【０１２８】
　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。
【０１２９】
　特定の実施形態において、カバープレートは、本明細書に記載された光学材料を含む。
【０１３０】
　特定の実施形態において、カバープレートは、本明細書に教示された光学部品を含む。
【０１３１】
　本発明のさらなる態様において、固体半導体発光素子への取り付けに適合したカバープ
レートが提供され、カバープレートは、内側表面および外側表面ならびに照明装置の設計
に基づいた所定形状を有する光学的に透明な基板、基板の主面に配置された光学材料、お
よび照明装置（好ましくは装置の発光面）にカバープレートを取り付ける手段を含み、光
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学材料は、光学材料を通過する光のスペクトルを補うために、第１の所定波長を有する光
を１つ以上の異なる所定波長に変換することができる量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む
。
【０１３２】
　特定の実施形態において、例えば、第１の所定波長が１つ以上の異なる所定波長に変換
されることになる場合、光学材料は（組成、構造および／または寸法に基づいて）１つ以
上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含み、各々の異なる型の量子閉じ込め半導
体ナノ粒子は、第１の所定波長の一部を１つ以上の異なる所定波長に変換することができ
る。そのような場合、１つ以上の異なる所定波長は、カバープレートが意図して使用され
る光源のスペクトルの欠けの１つ以上を満たすまたは補償するように選択される。
【０１３３】
　異なる所定波長で放出する２つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有す
る特定の実施形態において、異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、１種以上の異な
る光学材料に含有されていてもよい。
【０１３４】
　異なる所定波長で放出する２つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有す
る特定の実施形態において、異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、２つ以上の異な
る光学材料に含有されていてもよい。
【０１３５】
　２つ以上の異なる光学材料を含有する特定の実施形態において、この種の異なる光学材
料は、例えば、階層状配置の個別の層としておよび／またはパターン層の個別の特徴とし
て含有されていてもよい。
【０１３６】
　特定の実施形態において、光学材料は、青のスペクトル領域の第１の所定波長を、赤の
スペクトル領域の１つ以上の異なる所定波長に変換することができる量子閉じ込め半導体
ナノ粒子を含有する。特定の実施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域の第１
の所定波長を、オレンジから赤のスペクトル領域の１つ以上の異なる所定波長に変換する
ことができる。特定の実施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域の第１の所定
波長を、赤のスペクトル領域の１つ以上の異なる所定波長に変換することができる。特定
の実施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域の第１の所定波長を、シアンのス
ペクトル領域の１つ以上の異なる所定波長に変換することができる。特定の実施形態にお
いて、光学部品は、青のスペクトル領域の第１の所定波長を、オレンジのスペクトル領域
の１つ以上の異なる所定波長に変換することができる。特定の実施形態において、光学部
品は、青のスペクトル領域の第１の所定波長を、赤のスペクトル領域の１つ以上の異なる
所定波長、またはオレンジのスペクトル領域の１つ以上の異なる所定波長に変換すること
ができる。特定の実施形態において、光学材料は、光源が欠けを有する１つ以上の他のス
ペクトル領域の光を放出することができる量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
【０１３７】
　特定の実施形態において、光学材料は、ナノ粒子が分布している母材をさらに含む。特
定の好ましい実施形態において、母材は固体の母材である。
【０１３８】
　特定の実施形態において、光学材料は、母材に分布している光散乱粒子をさらに含む。
【０１３９】
　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。
【０１４０】
　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。
【０１４１】
　特定の実施形態において、カバープレートは、本明細書に記載された光学材料を含む。
【０１４２】
　特定の実施形態において、カバープレートは、本明細書に教示された光学部品を含む。



(21) JP 2011-524064 A 2011.8.25

10

20

30

40

50

【０１４３】
　本発明のさらなる態様において、青および黄のスペクトル領域での放出を含有するスペ
クトルの出力を有する白色発光固体半導体発光素子のルーメン／ワット効率を改善する方
法が提供され、本方法は、青の放出の少なくとも一部を光学材料中へ通過させることを含
み、青のスペクトルの放出の少なくとも一部を約５７５から約６５０ｎｍの範囲の１つ以
上の放出に変換し、光学材料は量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
【０１４４】
　特定の実施形態において、例えば、光学材料は、青のスペクトルの放出の少なくとも一
部を、約５８０ｎｍから約６３０ｎｍ、約５９０ｎｍから約６３０ｎｍ、約６００ｎｍか
ら約６２０ｎｍなどの範囲の１つ以上の放出に変換することができる。特定の実施形態に
おいて、この波長は約６１６ｎｍである。
【０１４５】
　特定の実施形態において、異なる所定波長で放出する１つ以上の異なる型の量子閉じ込
め半導体ナノ粒子は、１種以上の異なる光学材料に含有されていてもよい。
【０１４６】
　異なる所定波長で放出する２つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有す
る特定の実施形態において、異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、２つ以上の異な
る光学材料に含有されていてもよい。
【０１４７】
　特定の実施形態において、本方法は、本明細書に記載された光学材料を含むことができ
る。
【０１４８】
　特定の実施形態において、本方法は、本明細書に教示された光学部品を含むことができ
る。
【０１４９】
　２つ以上の異なる光学材料を含有する特定の実施形態において、この種の異なる光学材
料は、例えば、階層状配置の個別の層としておよび／またはパターン層の個別の特徴とし
て含有されていてもよい。
【０１５０】
　本発明のさらなる態様において、青および黄のスペクトル領域での放出を含有するスペ
クトルの出力を有する白色発光固体半導体発光素子のルーメン／ワット効率を改善する方
法が提供され、本方法は、青の放出の少なくとも一部を光学材料中へ通過させることを含
み、青のスペクトルの放出の少なくとも一部を約４５０ｎｍから５００ｎｍの範囲の１つ
以上の放出に変換し、光学材料は量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
【０１５１】
　特定の実施形態において、本方法は、本明細書に記載された光学材料を含むことができ
る。
【０１５２】
　特定の実施形態において、本方法は、本明細書に教示された光学部品を含むことができ
る。
【０１５３】
　本明細書に記載された前述のもの、ならびに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。
【０１５４】
　本明細書で使用する「封入」は、特定の元素または化合物、例えば、酸素および／また
は水からの保護を指す。特定の実施形態において、封入は完全であり得る（本明細書にお
いては完全な封入とも呼ばれる）。特定の実施形態において、封入は不完全であってよい
（本明細書においては部分的な封入とも呼ばれる）。
【０１５５】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子、光散乱材、母材、支持要素、前述のものの他の特徴およ
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び要素に関する追加の情報、および本発明で有用な他の情報は、以下に提供される。
【０１５６】
　上記概要も以下の詳細な説明も例示的で説明的なものにすぎず、特許請求の範囲に記載
されている本発明を限定するものではないことを理解されたい。ここに開示された本発明
の明細書および実施を考慮すると、他の実施形態は当業者には明らかとなるであろう。
【発明を実施するための形態】
【０１５７】
（発明の詳細な記述）
　本発明の様々な態様および実施形態は、下記詳述においてさらに記載される。
【０１５８】
　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て、光を吸収し異なる波長の
光を再放出するフォトルミネッセント性を有することができる。量子閉じ込め半導体ナノ
粒子からの放出光の色彩特性は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子の寸法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。
【０１５９】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子は化学組成、構造および寸法に関して少なくとも１つの型
の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。本発明の光学部品に含有される量子閉じ込め半導
体ナノ粒子の型（複数可）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。本明細書において論じられるように、量子閉じ込め半導体ナノ粒子はシェルお
よび／またはその表面の配位子を含んでもよいが含まなくてもよい。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すること
ができ、ナノ粒子間のファンデルワールス結合力に打ち勝って凝集または凝結を予防する
。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が含有されていても
よい任意の母材への親和性を有する材料を含むことができる。本明細書に論じられるよう
に、特定の実施形態において、シェルは無機のシェルを含む。
【０１６０】
　特定の実施形態において、（組成、構造および／または寸法に基づいて）１つ以上の異
なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、母材に含有されていてもよく、各型は所定の色
を有する光を得るために選択される。
【０１６１】
　本発明の一態様によると、青のスペクトル成分を含有しスペクトル領域の欠けを有する
白色光を放出することができる光源、および光源によって発生された光の少なくとも一部
を受けるように位置する光学部品を含む固体照明装置が提供され、光学部品は、固体照明
装置によって放出される光が、１つ以上の所定波長での光放出で補われる光源からの光放
出を含むように、光の青のスペクトル成分の少なくとも一部を１つ以上の所定波長に変換
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。
【０１６２】
　特定の実施形態において、例えば、光源が、１つを超えるスペクトルの欠けを持つ白色
光を放出する場合、光学部品は、（組成、構造および／または寸法に基づいて）１つ以上
の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有する光学材料を含むことができ、各々の
異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、光の青のスペクトル成分の一部を、光学材料
に含有されている他のいずれかの型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子の少なくとも１つによ
って放出された所定波長とは異なる所定波長に変換することができる。
【０１６３】
　異なる所定波長で放出する２つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有す
る特定の実施形態において、異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は１種以上の異なる
光学材料に含有されていてもよい。
【０１６４】
　異なる所定波長で放出する２つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有す
る特定の実施形態において、異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は２つ以上の異なる
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光学材料に含有されていてもよい。
【０１６５】
　２つ以上の異なる光学材料を含有する特定の実施形態において、この種の異なる光学材
料は、例えば、階層状配置の個別の層としておよび／またはパターン層の個別の特徴とし
て含有されていてもよい。
【０１６６】
　異なる所定波長で放出する２つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有す
る他の実施形態において、異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、スタック配置され
た２つ以上の異なる光学部品に含有されてもよい。この種の実施形態において、各光学部
品は上記のような１つ以上の光学材料を含むことができる。
【０１６７】
　異なる所定波長で放出する２つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有す
る実施形態において、固体照明装置によって放出される光は、１つ以上の異なる所定波長
での光放出で補われる光放出を含む。このような場合、２つ以上の異なる所定波長は、光
源のスペクトルの欠けの１つ以上を満たすまたは補償するように選択される。例えば、典
型的な白色発光半導体ＬＥＤは、例えばスペクトルの赤、オレンジおよびシアンのスペク
トル領域に、スペクトルの欠けを持つ白色光を放出する。
【０１６８】
　特定の実施形態において、固体照明装置は、飽和した赤色光を光源光出力に追加するた
めの光学部品を含むことができる。これによって、同一のパワー入力に対してより飽和し
た赤色、またはより低い消費電力に対して等価な赤色のパワーを提供することができる。
【０１６９】
　特定の実施形態において、固体照明装置は、オレンジから赤のスペクトル領域（例えば
約５７５ｎｍから約６５０ｎｍ）の光を光源出力に追加するための光学部品を含むことが
できる。
【０１７０】
　特定の実施形態において、固体照明装置は、シアン色光を光源光出力に追加することが
できる。
【０１７１】
　特定の実施形態において、光学部品によって光源の１つ以上のスペクトルの欠けを補償
すると、光源からの光出力の平均演色評価数（Ｒａ）を増加させることもできる。例えば
、特定の実施形態において、光学部品は、光源からの光出力の平均演色評価数（Ｒａ）を
少なくとも１０％増加させることができる。特定の実施形態において、平均演色評価数（
Ｒａ）は所定の平均演色評価数（Ｒａ）に増加される。
【０１７２】
　特定の実施形態において、光学部品によって光源の１つ以上のスペクトルの欠けを補償
すると、光源からの光出力の相関色温度（ＣＣＴ）を変更することができる。特定の実施
形態において、光学部品は、例えば、少なくとも約１０００Ｋ、少なくとも約２０００Ｋ
、少なくとも３０００Ｋ、少なくとも４０００Ｋなど、光源からの光出力の相関色温度を
低下させることができる。
【０１７３】
　特定の実施形態において、光源のルーメン／ワット効率は、光学部品の使用によるＣＣ
Ｔの変更によっては実質的に影響されない。
【０１７４】
　特定の実施形態において、ＣＣＴは所定のＣＣＴに変更される。
【０１７５】
　特定の実施形態において、ＣＣＴは所定のＣＣＴに変更される。
【０１７６】
　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。
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【０１７７】
　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。
【０１７８】
　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。
【０１７９】
　特定の好ましい実施形態において、光学材料は、赤色光を放出することができる量子閉
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、オレ
ンジから赤のスペクトル領域の光を放出することができる量子閉じ込め半導体ナノ粒子を
含む。
【０１８０】
　特定の実施形態において、光学材料は、母材に分布している量子閉じ込め半導体ナノ粒
子を含む。好ましくは、母材は固体の母材を含む。本明細書に記載された本発明の様々な
実施形態および態様に有用な母材の例は、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材料を含む。好ましい母材は、光のあらかじめ選ばれた
波長に対して、少なくとも部分的に透明、好ましくは、完全に透明な、ポリマーおよび非
ポリマーの材料を含む。特定の実施形態において、あらかじめ選ばれた波長は、電磁スペ
クトルの可視光（例えば４００－７００ｎｍ）の領域の光の波長を含むことができる。好
ましい母材は架橋したポリマーおよび溶媒注型ポリマーを含む。好ましい母材の例はガラ
スまたは透明樹脂を含むが、これらに限定されない。詳細には、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、加工性の観点から適切に用いられる。オリゴマー
またはポリマーいずれかの形態の、このような樹脂の具体的な例として、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、ポリメタクリル酸メチル、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、これらの樹脂などを形成するモノマーを含有するコポリマーを挙げること
ができる。当業者は他の適切な母材を確認することができる。
【０１８１】
　本開示によって企図された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、組成物がパターン化される実
施形態に好ましい母材であり得る。光硬化性樹脂としては、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系の樹脂などの光重合性樹脂、ポリ珪皮酸ビニル、ベンゾ
フェノンなどの感光剤を一般に含有する光架橋性樹脂を用いることができる。感光剤が用
いられない場合、熱硬化性樹脂が用いられてもよい。これらの樹脂は、個別にまたは２種
以上の組合せで用いられてもよい。
【０１８２】
　本開示によって企図された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、マレイン酸樹脂、ポリアミド樹脂、ポリメタクリル酸
メチル、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のポリマーは、当業者に知られている溶媒に溶
解することができる。溶媒の蒸発に際して、樹脂は、半導体ナノ粒子のための固体の母材
を形成する。
【０１８３】
　特定の実施形態において、光散乱材および／または他の添加剤（例えば湿潤剤または平
滑剤）も光学材料に含有することができる。
【０１８４】
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　本明細書に記載された本発明の実施形態および態様において用いることができる光散乱
材（また本明細書において散乱材または光散乱粒子とも呼ばれる）の例は、金属または金
属酸化物微粒子、大気泡、ならびにガラスおよびポリマーのビーズ（中実または中空の）
であるが、これらに限定されない。他の光散乱材は、当業者によって容易に確認すること
ができる。特定の実施形態において、散乱材は球の形状を有する。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。母材と非反応性で、母材中で励起光の吸収路長を増加させることができる他の
材料の粒子を用いることができる。特定の実施形態において、光散乱材は高屈折率（例え
ばＴｉＯ２、ＢａＳＯ４など）または低屈折率（ガス泡）を有してもよい。
【０１８５】
　散乱材の寸法および粒度分布の選択は、当業者によって容易に決定できる。寸法および
粒度分布は、散乱粒子と、光散乱材が分散されることになる母材との屈折率のミスマッチ
、およびレーリー散乱理論に従って散乱する、あらかじめ選ばれた波長（複数可）に基づ
くことができる。散乱粒子の表面は、母材中の分散性および安定性を改善するためにさら
に処理されてもよい。一実施形態において、散乱粒子は、約０．００１から約５重量％の
範囲の濃度で、０．２μｍの粒子寸法のＴｉＯ２（ＤｕＰｏｎｔからのＲ９０２＋）を含
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％から２重量％で
ある。
【０１８６】
　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有する光学材料
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、液体ビヒクルは、架橋することができる１種以上の官能基を含有する組成を含む。官
能基単位は、例えば、ＵＶ処理、熱処理、または当業者によって容易に確認可能な別の架
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、架橋できる１種以上
の官能基を含有する組成物は、液体ビヒクル自体であってよい。特定の実施形態において
、その組成物は共溶媒であってよい。特定の実施形態において、その組成物は液体ビヒク
ルとの混合物の成分であってよい。特定の実施形態において、インクはさらに光散乱材を
含有することができる。
【０１８７】
　本開示によって企図された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）は個別の粒子として母材内に分布している。
【０１８８】
　母材をさらに含有する光学材料の特定の実施形態において、光学材料に含有されている
量子閉じ込め半導体ナノ粒子の量は、母材の約０．００１から約５重量パーセントである
。特定の好ましい実施形態において、光学材料は、母材の重量に対して約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有する。特定のより好ましい実施形態
において、組成物は、母材の重量に対して約０．５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有する。光散乱材を含有する特定の実施形態において、光学材料は
、光学材料の重量に対して約０．００１から約５重量パーセントの散乱材を含有する。
【０１８９】
　本明細書に教示された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、光学材料は担持体の表面の所定の領域に配置される。
【０１９０】
　特定の実施形態において、支持要素は実質的に、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。
【０１９１】
　特定の実施形態において、支持要素は光学的に半透明である。
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【０１９２】
　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、石英、サファイア、または他の知られている剛性材料を含むことができる。
【０１９３】
　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（例えば薄い
アクリル、エポキシ、ポリカーボネート、ＰＥＮ、ＰＥＴ，ＰＥであるが、これらに限定
されない）などのポリマー材料またはシリコーンを含むことができる。
【０１９４】
　特定の実施形態において、支持要素は、シリカまたはガラス被膜をその上に含有する可
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被膜は基体可撓性材料の
可撓性の性質を保持するのに十分に薄い。
【０１９５】
　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（ＡＳ
ＴＭ　Ｄ１００３－００９５において定義された）を有する。（ＡＳＴＭ　Ｄ１００３－
００９５はこれによって参照により本明細書に組み込む。）特定の実施形態において、支
持要素の主面の１つまたは両方は平滑である。
【０１９６】
　特定の実施形態において、支持要素の１つまたは両方の主面は波状であってよい。
【０１９７】
　特定の実施形態において、支持要素の１つまたは両方の主面は粗くすることができる。
【０１９８】
　特定の実施形態において、支持要素の１つまたは両方の主面は織目状であってよい。
【０１９９】
　特定の実施形態において、支持要素の１つまたは両方の主面は凹状であってよい。
【０２００】
　特定の実施形態において、支持要素の１つまたは両方の主面は凸状であってよい。
【０２０１】
　特定の実施形態において、支持要素の１つの主面はマイクロレンズを含むことができる
。
【０２０２】
　特定の実施形態において、担体基板の厚さは実質的に均一である。
【０２０３】
　特定の実施形態において、支持要素の幾何学的図形および寸法は特定の最終用途への適
用に基づいて選択することができる。
【０２０４】
　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つ以上の
光学材料を含有する少なくとも１つの層を含む。
【０２０５】
　複数の型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有する特定の実施形態において、各型は個
別の層に含有することができる。
【０２０６】
　特定の実施形態において、光学材料は支持要素の主面にわたって配置される。
【０２０７】
　特定の実施形態において、光学材料は支持要素の主面にわたって連続層として配置され
る。
【０２０８】
　特定の実施形態において、光学材料の層は約０．１から約２００ミクロンの厚さを有す
ることができる。特定の実施形態において、厚さが約１０から約２００ミクロンであって
よい。特定の実施形態において、厚さが約３０から約８０ミクロンであってよい。
【０２０９】
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　特定の実施形態において、他の任意の層が含まれていてもよい。
【０２１０】
　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。
【０２１１】
　さらなる含有物はエネルギーを考慮すると望ましくないかもしれないが、他の理由でフ
ィルターが含有されている場合があってよい。このような場合においては、フィルターが
含有されていてもよい。特定の実施形態において、フィルターは支持要素のすべてまたは
少なくとも所定の部分を覆ってもよい。特定の実施形態において、フィルターは光の１つ
以上の所定波長の通路を遮断するために含有することができる。フィルター層は、光学材
料を覆ってまたはその下に含有することができる。特定の実施形態において、光学部品は
、支持要素の様々な表面に複数のフィルター層を含むことができる。特定の実施形態にお
いて、ノッチフィルター層を含有することができる。
【０２１２】
　特定の実施形態において、光学部品に１つ以上の反射防止膜を含有することができる。
【０２１３】
　特定の実施形態において、光学部品に１つ以上の波長選択性反射膜を含有することがで
きる。この種の被膜は、例えば、光源の方へ光を後方に反射する場合がある。
【０２１４】
　例えば、特定の実施形態において、光学部品はその表面の少なくとも一部にわたってア
ウトカップリング部材または構造体をさらに含んでもよい。特定の実施形態において、ア
ウトカップリング部材または構造体は、表面にわたって一様に分布していてもよい。特定
の実施形態において、アウトカップリング部材または構造体は、表面からアウトカップル
されたより均一な光分布を達成するために、形状、寸法および／または周波数が変化して
もよい。特定の実施形態において、アウトカップリング部材または構造体は、凸状、例え
ば、光学部品の表面に載っているもしくは飛び出している、または凹状、例えば、光学部
品の表面のくぼみ、または両方の組合せであってよい。
【０２１５】
　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、角柱面、
格子などをさらに含むことができる。他の被膜も、場合によって、この種の表面に含むこ
とができる。
【０２１６】
　特定の実施形態において、アウトカップリング部材または構造体は、硬化性配合物（例
えば、噴霧法、リソグラフィ、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術によって形成される）を適用して、モールド
成形、エンボス加工、積層によって形成することができる。
【０２１７】
　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。
【０２１８】
　特定の実施形態において、支持要素は気泡またはエアギャップを含むことができる。
【０２１９】
　特定の実施形態において、光学部品は、平坦なまたはマット仕上げの１つ以上の主面を
含むことができる。
【０２２０】
　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つ以上の表面を含むこと
ができる。
【０２２１】
　本明細書に教示された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、環境（例えばダスト、水分など）および／または引っ掻きまたは摩滅からの保
護のためのカバー、被膜または層をさらに含むことができる。
【０２２２】
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　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る。
【０２２３】
　特定の実施形態において、光学材料は、障壁材料によって少なくとも部分的に封入され
る。特定の実施形態において、光学材料は、酸素を実質的に通さない材料によって少なく
とも部分的に封入される。特定の実施形態において、光学材料は、水分（例えば水）を実
質的に不浸透性の材料によって少なくとも部分的に封入される。特定の実施形態において
、光学材料は、酸素および水分を実質的に不浸透性の材料によって少なくとも部分的に封
入される。特定の実施形態において、例えば、光学材料は基板間にはさむことができる。
特定の実施形態において、基板の１つまたは両方はガラス板を含むことができる。特定の
実施形態において、例えば、光学材料は基板（例えばガラス板）とバリアフィルムとの間
にはさむことができる。特定の実施形態において、光学材料は２つのバリアフィルムまた
は被膜の間にはさむことができる。
【０２２４】
　特定の実施形態において、光学材料は完全に封入される。特定の実施形態において、例
えば、光学材料は、周辺シールによって密封された基板（例えばガラス板）間にはさむこ
とができる。特定の実施形態において、例えば、光学材料は基板（例えばガラスサポート
）上に配置し、バリアフィルムによって完全に覆うことができる。特定の実施形態におい
て、例えば、光学材料は基板（例えばガラスサポート）上に配置し、保護皮膜によって完
全に覆うことができる。特定の実施形態において、光学材料は、周辺シールによって密封
された２つのバリアフィルムまたは被膜の間にはさむことができる。
【０２２５】
　適切なバリアフィルムまたは被膜の例は、硬質金属酸化物被膜、薄いガラス層およびＶ
ｉｔｅｘ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ．から入手可能なＢａｒｉｘ被覆材料であるが、これ
らに限定されない。他のバリアフィルムまたは被膜は、当業者によって容易に確認するこ
とができる。
【０２２６】
　特定の実施形態において、複数のバリアフィルムまたは被膜を、光学材料を封入するた
めに用いることができる。
【０２２７】
　光源の例は、固体発光素子（好ましくは白色発光ＬＥＤ）を含むが、これらに限定され
ない。光源は、好ましくは電磁スペクトルの可視領域の光を放出する。
【０２２８】
　特定の実施形態において、システムは単一光源を含むことができる。
【０２２９】
　特定の実施形態において、システムは複数の光源を含むことができる。
【０２３０】
　複数の光源を含有する特定の実施形態において、個々の光源は同一でありまたは異なっ
ていてもよい。
【０２３１】
　複数の光源を含有する特定の実施形態において、個々の光源は、他の個々の光源によっ
て放出される波長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できる。
【０２３２】
　複数の光源を含有する特定の実施形態において、個々の光源は配列して配置することが
できる。
【０２３３】
　特定の好ましい実施形態において、白色発光ＬＥＤは、青色ＬＥＤ光出力を白色光に変
換する蛍光体物質を含有する青色発光半導体ＬＥＤを含む。
【０２３４】
　特定の実施形態において、例えば、白色発光ＬＥＤに含有される青色発光ＬＥＤ成分は
、例えば（Ｉｎ）ＧａＮ青を含む。
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【０２３５】
　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。
【０２３６】
　特定の実施形態において、白色発光ＬＥＤは、ＵＶＬＥＤ光出力を白色光に変換する蛍
光体物質を含有するＵＶ発光半導体ＬＥＤを含む。
【０２３７】
　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の重量比は約１：１０
０から約１００：１である。
【０２３８】
　本明細書に記載されるように、本発明の特定の実施形態において、固体照明装置は、光
を発生させることができる光源、および、光源によって発生された光の少なくとも一部を
受けるように位置し、固体照明装置によって放出される光が、１つ以上の所定波長での光
放出で補われた光源からの光放出を含むように、そのように受けた光の少なくとも一部を
１つ以上の所定波長に変換する光学部品を含み、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。
【０２３９】
　特定の実施形態において、光学材料は光源と直接、接触しない。特定の実施形態におい
て、光学部品は光源と直接、接触しない。好ましくは、固体照明装置の運転中のナノ粒子
の位置での温度は、９０℃未満、７５℃未満、６０℃以下、５０℃以下、４０℃以下であ
る。特定の好ましい実施形態において、固体照明装置の運転中のナノ粒子の位置での温度
は、約３０℃から約６０℃の範囲にある。
【０２４０】
　特定の実施形態において、光源は、白色ＬＥＤ（例えば、青色ＬＥＤ光出力を白色に変
換する蛍光体物質（例えば、典型的には黄色蛍光物質）を含有する封入剤で封入された青
色発光半導体ＬＥＤ）、赤色発光することが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。
【０２４１】
　例えば、白色発光ＬＥＤ、およびオレンジから赤のスペクトル領域の光を放出すること
が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光源を含む、
本発明の固体照明装置の特定の実施形態において、オレンジから赤のスペクトル領域での
放出が、固体照明装置の光出力に追加される。約５７５ｎｍから約６５０ｎｍのスペクト
ル範囲での所定の発光波長を持つナノ粒子を添加すると、その所要電力を増加させずに、
固体照明装置のルーメン／ワット効率を改善することができる。
【０２４２】
　有利なことに、本発明の特定の実施形態において、赤色発光量子閉じ込め半導体ナノ粒
子を含む光学材料は、赤のスペクトルの欠けを補償しつつ白色発光ＬＥＤの相関色温度を
低下させることもできる。この種の光学材料は、光源からの光出力を、装置からの光出力
の平均演色評価数（Ｒａ）が、光源から直接放出される光のそれと比較して、増加するよ
うに変更することができる。この種の光学材料は、光源からの光出力を、装置からの光出
力の相関色温度が、光源から直接放出される光より低い相関色温度を持つように変更する
ことができる。
【０２４３】
　平均演色評価数（Ｒａと略記することができる。）は、本明細書において使用されると
き、８つの標準色サンプル（Ｒ１－８）に対する平均値として演色評価数の一般的な定義
を参照する。
【０２４４】
　例えば、白色発光ＬＥＤ（白色のＬＥＤ出力を生成する黄色蛍光体フィルムを持つ青の
スペクトル領域のＬＥＤ発光を含む）、およびオレンジ色（例えば約５７５ｎｍから約５
９５ｎｍ）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光源を
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含む本発明の固体照明装置の特定の実施形態において、オレンジ色の放出成分が固体照明
装置の光出力に対して追加される。オレンジのスペクトル領域の所定の発光波長を持つナ
ノ粒子を添加すると、その所要電力を増加させずに、固体照明装置のルーメン／ワット効
率を改善することができる。
【０２４５】
　例えば、白色発光ＬＥＤ（白色のＬＥＤ出力を生成する黄色蛍光体フィルムを持つ青の
スペクトル領域のＬＥＤ発光を含む）、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光源を含む本発明の固体照明装置の特定の実施形態
において、シアン色の放出成分が固体照明装置の光出力に対して追加される。シアンのス
ペクトル領域の所定の発光波長を持つナノ粒子を添加すると、ＣＲＩとともにその所要電
力を増加させずに、固体照明装置のルーメン／ワット効率を改善することができる。
【０２４６】
　本発明の別の態様によると、本明細書において教示された固体照明装置を含む内視鏡光
源が提供される。
【０２４７】
　本発明の別の態様によると、本明細書において教示された光学部品を含む内視鏡光源が
提供される。
【０２４８】
　本発明の別の態様によると、本明細書において教示された固体照明装置を含む内視鏡照
明システムが提供される。
【０２４９】
　本発明の別の態様によると、本明細書において教示された光学部品を含む内視鏡照明シ
ステムが提供される。
【０２５０】
　内視鏡の照明装置およびシステムは、本明細書において教示された光学部品および／ま
たは固体照明装置を含むことにより改善することができる。内視鏡システムの性能は、シ
ステム光源の光出力を変更するための内視鏡のシステムの要素として、本明細書において
記載される光学部品を取り込むことによって入手できる光の特性によって増強することが
できる。内視鏡システムの性能は、この種のシステムの光源として、本明細書において記
載された固体照明装置を取り込むことによって入手できる光の特性によって、増強するこ
とができる。内視鏡のシステムに関する情報は、例えば米国特許第７，４９６，２５９号
、第７，４８８，１０１号および第７，４６６，８８５号に見出すことができ、これらの
開示は、その全体をこれによって参照により本明細書に組み込む。
【０２５１】
　本発明の別の態様によると、青のスペクトル成分およびスペクトルの別の領域にスペク
トルの少なくとも１つの欠けを含む白色光を放出する光源を用いる有用な光学部品が提供
され、光学部品は、光源からの光出力の青のスペクトル成分の少なくとも一部を１つ以上
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。
【０２５２】
　特定の好ましい実施形態において、所定波長は、例えばスペクトルの欠け領域の少なく
とも１つで光源の光出力を補うことにより、光源のスペクトル領域の欠けを満たすまたは
補償するように選択される。
【０２５３】
　特定の実施形態において、例えば、光源が赤のスペクトル領域のスペクトルの欠けを持
つ白色光を放出する場合には、所定波長は、約５７５ｎｍから約６５０ｎｍ、約５８０ｎ
ｍから６３０ｎｍ、５９０ｎｍから約６３０ｎｍ、約６００ｎｍから約６２０ｎｍなどの
範囲であってよい。特定の好ましい実施形態において、この波長は約６１６ｎｍである。
【０２５４】
　特定の実施形態において、例えば、光源がシアンのスペクトル領域のスペクトルの欠け
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を持つ白色光を放出する場合には、光学材料は、約４５０ｎｍから約５００ｎｍの範囲の
１つ以上の所定波長を放出することができる１つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナ
ノ粒子を含むことができる。
【０２５５】
　特定の実施形態において、光学部品は、（組成、構造および／または寸法に基づいて）
１つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有する光学材料を含み、各々の異
なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、光学材料に含有されている他のいずれかの型の
量子閉じ込め半導体ナノ粒子によって放出された所定波長とは異なる所定波長を放出し、
１つ以上の異なる所定波長は、光学材料が、意図した光源の１つ以上のスペクトルの欠け
を補償するように選択される。
【０２５６】
　異なる所定波長で放出する１つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有す
る特定の実施形態において、異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は１種以上の異なる
光学材料に含有することができる。
【０２５７】
　異なる所定波長で放出する２つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有す
る特定の実施形態において、異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は２つ以上の異なる
光学材料に含有することができる。
【０２５８】
　２つ以上の異なる光学材料を含有する特定の実施形態において、この種の異なる光学材
料は、例えば、階層状配置の個別の層としておよび／またはパターン層の個別の特徴とし
て含有することができる。
【０２５９】
　特定の実施形態において、光学部品によって光源の１つ以上のスペクトルの欠けを補償
すると、光源からの光出力の平均演色評価数（Ｒａ）を増加させることもできる。例えば
、特定の実施形態において、光学部品は、光源からの光出力の平均演色評価数（Ｒａ）を
少なくとも１０％増加させることができる。特定の実施形態において、平均演色評価数（
Ｒａ）は所定の平均演色評価数（Ｒａ）に増加される。
【０２６０】
　特定の実施形態において、光学部品によって光源の１つ以上のスペクトルの欠けを補償
すると、光源からの光出力の相関色温度（ＣＣＴ）を変更することができる。特定の実施
形態において、光学部品は、例えば、少なくとも約１０００Ｋ、少なくとも約２０００Ｋ
、少なくとも３０００Ｋ、少なくとも４０００Ｋなどだけ、光源からの光出力の相関色温
度を低下させることができる。
【０２６１】
　特定の実施形態において、光源のルーメン／ワット効率は、光学部品の使用によるＣＣ
Ｔの変更によっては実質的に影響されない。
【０２６２】
　特定の実施形態において、ＣＣＴは所定のＣＣＴに変更される。
【０２６３】
　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。
【０２６４】
　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。
【０２６５】
　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。
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【０２６６】
　特定の好ましい実施形態において、光学材料は赤色発光することができる量子閉じ込め
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、光学材料はオレンジから
赤のスペクトル領域の光を放出することができる量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
【０２６７】
　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している母
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、母材の重量
の約０．００１から約５重量パーセントの範囲の量で光学材料に含有されている。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、母材の重量の約０．５から約３重量
パーセントの範囲の量で光学材料に含有されている。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、母材の重量の約１から約３重量パーセントの範囲の量で光学材料
に含有されている。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、母材の重
量の約１から約２重量パーセントの範囲の量で光学材料に含有されている。
【０２６８】
　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。特定の実施形態において
、光散乱材は光散乱粒子を含む。特定の実施形態において、光散乱粒子は、母材の重量の
約０．００１から約５重量パーセントの範囲の量で光学材料に含有されている。特定の実
施形態において、光散乱粒子は、母材の重量の約０．５から約５重量パーセントの範囲の
量で光学材料に含有されている。特定の実施形態において、光散乱粒子は、母材の重量の
約１から約３重量パーセントの範囲の量で光学材料に含有されている。特定の実施形態に
おいて、光散乱粒子は、母材の重量の約１から約２重量パーセントの範囲の量で光学材料
に含有されている。
【０２６９】
　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、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
。
【０２７０】
　特定の実施形態において、支持要素を含有する光学部品は、固体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。
【０２７１】
　特定の実施形態において、支持要素は、固体照明装置の光拡散部品を含む。
【０２７２】
　特定の実施形態において、支持要素は剛体である。
【０２７３】
　特定の実施形態において、支持要素は可撓性である。
【０２７４】
　特定の実施形態において、支持要素の幾何学的図形および寸法は、特定の最終用途の適
用（例えばランプ、固体照明装置、照明器具または他の機器もしくは装置）に基づいて選
択することができる。
【０２７５】
　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
表面を覆って配置される。好ましくは、光学材料は光源に面する支持要素の表面を覆って
配置される。
【０２７６】
　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の領域を覆う１つ以上の
層として配置される。
【０２７７】
　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している母材をさ
らに含有する光学材料を含む。特定の実施形態において、層は、母材の重量に対して約０
．００１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有する。特定の実施
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形態において、層は光散乱材をさらに含む。特定の実施形態において、光散乱材は、母材
の重量の約０．００１から約５重量パーセントの範囲の量で層に含有されている。
【０２７８】
　特定の実施形態において、母材を含有する光学材料を含有する層は、例えば約０．１ミ
クロンから約１ｃｍの厚さを有する。特定の実施形態において、母材を含有する光学材料
を含有する層は、約０．１から約２００ミクロンの厚さを有する。特定の実施形態におい
て、母材を含有する光学材料を含有する層は、約１０から約２００ミクロンの厚さを有す
る。特定の実施形態において、母材を含有する光学材料を含有する層は、約３０から約８
０ミクロンの厚さを有する。
【０２７９】
　特定の実施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域での放出の少なくとも１０
％を１つ以上の所定波長に変換することができる。
【０２８０】
　特定の実施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域での放出の少なくとも３０
％を１つ以上の所定波長に変換することができる。
【０２８１】
　特定の実施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域での放出の少なくとも６０
％を１つ以上の所定波長に変換することができる。
【０２８２】
　特定の実施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域での放出の少なくとも９０
％を１つ以上の所定波長に変換することができる。
【０２８３】
　特定の実施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域での放出の約５０％から約
７５％を１つ以上の所定波長に変換することができる。
【０２８４】
　特定の実施形態において、光学材料に含有されてい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。
【０２８５】
　特定の実施形態において、光学材料に含有されている量子閉じ込め半導体ナノ粒子はＩ
ＩＩ－Ｖ半導体材料を含む。
【０２８６】
　特定の実施形態において、光学材料に含有されてい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に配置された無機のシェルを含
む半導体ナノ結晶を含む。
【０２８７】
　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。
【０２８８】
　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。
【０２８９】
　本発明の別の態様によると、光源を受けるのに適合した照明器具が提供され、器具は、
光源によって発生された光の少なくとも一部が、器具から放出される前に光学部品を通過
するように、光源の位置に対して器具内に位置する光学部品を含み、光学部品は、光源か
ら放出される光のスペクトルを補うように第１の所定波長光を１つ以上の異なる所定波長
を有する光に変換することができる光学材料を含み、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。
【０２９０】
　特定の実施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域の第１の所定波長を赤のス
ペクトル領域の１つ以上の異なる所定波長に変換することができる。
【０２９１】
　特定の実施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域の第１の所定波長をオレン
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ジから赤のスペクトル領域の１つ以上の異なる所定波長に変換することができる。特定の
実施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域の第１の所定波長を赤のスペクトル
領域の１つ以上の異なる所定波長に変換することができる。特定の実施形態において、光
学部品は、青のスペクトル領域の第１の所定波長をシアンのスペクトル領域の１つ以上の
異なる所定波長に変換することができる。特定の実施形態において、光学部品は、青のス
ペクトル領域の第１の所定波長を、赤のスペクトル領域の１つ以上の異なる所定波長、お
よびオレンジのスペクトル領域の１つ以上の異なる所定波長に変換することができる。
【０２９２】
　特定の実施形態において、光学材料は、ナノ粒子が分布している母材をさらに含む。特
定の好ましい実施形態において、母材は固体の母材である。
【０２９３】
　特定の実施形態において、光学材料は、母材に分布している光散乱粒子をさらに含む。
【０２９４】
　特定の実施形態において、器具は、本明細書において教示された光学部品および光学材
料を含むことができる。
【０２９５】
　本発明のさらなる態様において、固体半導体発光素子または固体半導体発光素子のため
の照明器具に取り付けに適合したカバープレートが提供され、カバープレートは、内側表
面および外側表面ならびに装置または照明器具の設計に基づいた所定形状を有する光学的
に透明な基板、基板の表面（好ましくは光源に面する表面）に配置された光学材料、およ
び装置または照明器具にカバープレートを取り付ける手段を含み、光学材料は、光学材料
を通過する光のスペクトルを補うように、第１の所定波長を有する光を１つ以上の異なる
所定波長に変換することができる量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
【０２９６】
　特定の実施形態において、例えば、第１の所定波長が１つ以上の異なる所定波長に変換
されることになる場合、光学材料は、（組成、構造および／または寸法に基づいて）１つ
以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含み、各々の異なる型の量子閉じ込め半
導体ナノ粒子は、第１の所定波長の一部を１つ以上の異なる所定波長に変換することがで
きる。このような場合、１つ以上の異なる所定波長は、カバープレートが意図して使用さ
れる光源のスペクトルの欠けの１つ以上を満たすまたは補償するように選択される。
【０２９７】
　異なる所定波長で放出する２つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有す
る特定の実施形態において、異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は１種以上の異なる
光学材料に含有することができる。
【０２９８】
　異なる所定波長で放出する２つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有す
る特定の実施形態において、異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は２つ以上の異なる
光学材料に含有することができる。
【０２９９】
　２つ以上の異なる光学材料を含有する特定の実施形態において、この種の異なる光学材
料は、例えば、階層状配置の個別の層としておよび／またはパターン層の個別の特徴とし
て含有することができる。
【０３００】
　特定の実施形態において、光学材料は、青のスペクトル領域の第１の所定波長を、赤の
スペクトル領域の１つ以上の異なる所定波長に変換することができる量子閉じ込め半導体
ナノ粒子を含有する。特定の実施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域の第１
の所定波長を、オレンジから赤のスペクトル領域の１つ以上の異なる所定波長に変換する
ことができる。特定の実施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域の第１の所定
波長を、赤のスペクトル領域の１つ以上の異なる所定波長に変換することができる。特定
の実施形態において、光学部品は、青のスペクトル領域の第１の所定波長を、シアンのス
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ペクトル領域の１つ以上の異なる所定波長に変換することができる。特定の実施形態にお
いて、光学部品は、青のスペクトル領域の第１の所定波長を、赤のスペクトル領域の１つ
以上の異なる所定波長、およびオレンジのスペクトル領域の１つ以上の異なる所定波長に
変換することができる。
【０３０１】
　特定の実施形態において、光学材料は、ナノ粒子が分布している母材をさらに含む。特
定の好ましい実施形態において、母材は固体の母材である。
【０３０２】
　特定の実施形態において、光学材料は、母材に分布している光散乱粒子をさらに含む。
【０３０３】
　特定の実施形態において、カバープレートは、本明細書において教示された光学部品を
含む。
【０３０４】
　特定の実施形態において、カバープレートは、本明細書において教示された光学材料を
含有することができる。
【０３０５】
　特定の実施形態において、カバープレートは可撓性または剛体であってよい。特定の実
施形態において、基板は上記支持要素に有用な材料を含むことができる。特定の実施形態
において、基板は、支持要素について上記に記載された１つ以上の特徴および追加の層を
含むことができる。
【０３０６】
　本明細書に記載された本発明の特定の実施形態および態様において、支持要素の幾何学
的図形および寸法、光学部品、基板、および／またはカバープレートは、特定の最終用途
への適用に基づいて選択することができる。
【０３０７】
　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。
【０３０８】
　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。
【０３０９】
　本発明のさらなる態様において、青および黄のスペクトル領域での放出を含有するスペ
クトルの出力を有する白色発光固体半導体発光素子のルーメン／ワット効率を改善する方
法が提供され、本方法は、青の放出の少なくとも一部を光学材料中へ通過させることを含
み、青のスペクトルの放出の少なくとも一部を約５７５ｎｍから６５０ｎｍの範囲の放出
に変換し、光学材料が量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む。
【０３１０】
　特定の実施形態において、例えば、光学材料は、青のスペクトルの放出の少なくとも一
部を、約５８０ｎｍから約６３０ｎｍ、約５９０ｎｍから約６３０ｎｍｍ、約６００ｎｍ
から約６２０ｎｍなどの範囲の放出に変換することができる。特定の実施形態において、
この波長は約６１６ｎｍである。
【０３１１】
　異なる所定波長で放出する２つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有す
る特定の実施形態において、異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は１種以上の異なる
光学材料に含有することができる。
【０３１２】
　異なる所定波長で放出する２つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有す
る特定の実施形態において、異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は２つ以上の異なる
光学材料に含有することができる。
【０３１３】
　本明細書に教示された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）に分散している量子閉じ込め半導体ナノ粒子を
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含む）は、光学材料の光ルミネッセント効率を増加させるのに十分な時間、光束にさらさ
れる。特定の実施形態において、光学材料は、光学材料の光ルミネッセント効率を増加さ
せるのに十分な時間、光および熱にさらされる。特定の実施形態において、光ルミネッセ
ント効率が実質的に一定値に達するまでの時間、光または光と熱への暴露が継続される。
特定の実施形態において、約４５０ｎｍのピーク波長を持つＬＥＤ光源が、光束の光源と
して用いられる。他の知られている光源は、当業者によって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２
０から約３５ｍＷ／ｃｍ２、より好ましくは約２０から約３０ｍＷ／ｃｍ２である。光学
材料を光および熱にさらすことを含む実施形態において、約２５℃から約８０℃の範囲の
温度の間、光学材料は光にさらされる。特定の実施形態において、光学材料（例えば母材
（好ましくはポリマーまたはガラス）に分散している量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む
）は、熱が加えられても加えられなくても光にさらされる場合には、（例えば、光学材料
の層はガラス板、バリアフィルムまたはこれらの組合せ）封入されてもよい。特定の実施
例において、ガラス板、バリアフィルム、またはこれらの組合せは、周辺または端部のま
わりを一緒にさら密封することができる。特定の実施形態において、シールは障壁材料を
含む。特定の実施形態において、シールは酸素障壁を含む。特定の実施形態において、シ
ールは水障壁を含む。特定の実施形態において、シールは酸素および水の障壁を含む。特
定の実施形態において、シールは水および／または酸素に実質的に不浸透性である。密封
技術の例は、ガラス－ガラスシール、ガラス－金属シール、酸素および／または水に実質
的に不浸透性のシーリング材、エポキシならびに酸素および／または水分の浸透を低下さ
せる他のシーリング材を含むが、これらに限定されない。特定の実施形態において、光学
材料（例えば母材（好ましくはポリマーまたはガラス）に分散している量子閉じ込め半導
体ナノ粒子を含む）は、熱が加えられても加えられなくても光にさらされる場合には、部
分的に封入されてもよい。
【０３１４】
　光ルミネッセント効率は、例えば、ＮＩＳＴの追跡可能な検定された光源を含有する積
分球の分光測光器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、および本明細書において記載された他の任意の添加剤をさらに含むこ
とができる。
【０３１５】
　本発明は、本発明の例示になるように意図される下記実施例によってさらに明確になる
であろう。
【０３１６】
（実施例）
【実施例１】
【０３１７】
　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赤色発光
することができる、半導体ナノ結晶の調製
　ＣｄＳｅコアの合成：
１ｍｍｏｌ酢酸カドミウムを、２０ｍＬバイアル中のトリ－ｎ－オクチルホスフィン８．
９６ｍｍｏｌに１００℃で溶解し、次いで、１時間、乾燥、脱気する。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ホン酸２ｍｍｏｌを、三首フラ
スコに添加し、１４０℃で１時間、乾燥、脱気する。脱気の後、Ｃｄ溶液をオキシド／酸
フラスコに添加し、混合物を窒素下で２７０℃に加熱する。温度が２７０℃に達したら、
トリ－ｎ－ブチルホスフィン８ｍｍｏｌをフラスコに注入する。温度が２７０℃に戻った
ら、次に１．５ＭＴＢＰＳｅ１．１ｍＬを迅速に注入する。反応混合物を２７０℃で１５
－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アリコートを周期的に
取り出す。ナノ結晶の第１の吸収ピークが５６５－５７５ｎｍに達したら、混合物を室温
に冷却することにより反応を停止する。メタノールとイソプロパノールの３：１混合物を
添加することにより、ＣｄＳｅコアを窒素雰囲気グローブボックス内の成長溶液から沈殿
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させる。コアを単離し、次いで、コアシェル材料を作るために使用するヘキサンに溶解す
る。
【０３１８】
　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
　３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホン酸はＰＣＩ　Ｓｙｎ
ｔｈｅｓｉｓ，９　Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ　Ｗａｙ，Ｎｅｗｂｕｒｙｐｏｒｔ，Ｍａｓ
ｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ　０１９５０から得られる。
【０３１９】
　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は一般に
以下の合成方法を使用する：
【０３２０】
【化１】

【０３２１】
　３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホン酸は以下のように特
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、ＦＲ
１５５５９４１（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、交換したＨＯＤ）、２．９９（ｄ、－ＣＨ２、２Ｈ、ＪＰ－Ｈ＝２１．
２Ｈｚ）、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
【０３２２】
　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
、上記の同定した合成前駆物質は以下のように特徴付けることができる。
【０３２３】
　ジエチル３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホネート：
融点：１１９－１２０℃（文献値：１１８－１１９℃；参考文献：Ｒ．Ｋ．Ｉｓｍａｇｉ
ｌｏｖ、Ｚｈｕｒ　Ｏｂｓｈｃｈｅｉ　Ｋｈｉｍｉｉ、１９９１、６１、３８７）。
ＩＲ：３４５１ｃｍ－１（弱い、－ＯＨ、伸縮）、２９５３（弱い、－ＣＨ３、Ｃ－Ｈ伸
縮）。
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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および長距離Ｐ－Ｈカップリング）、３．０５７（ｄ、Ａｒ－ＣＨ２、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（－ＣＨ

２ＣＨ３、ＪＰ－Ｃ＝、２４．４Ｈｚ）。
３１Ｐ－ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３）：δ２８．４３。
【０３２４】
　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］、１８Ｈ
｝。
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］。
【０３２５】
　当業者によって知られているかまたは容易に確認できる他の合成方法を、３，５－ジ－
ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホン酸を調製するために用いることがで
きる。
【０３２６】
　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３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチ
ル－４－ヒドロキシベンジルホスホン酸２．４ｍｍｏｌを、四首フラスコに装入する。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槽中で乾燥、脱気する。次
いで、フラスコを７５℃に冷却し、単離したＣｄＳｅコア（０．１ｍｍｏｌ　Ｃｄ含量）
を含有するヘキサン溶液を反応混合物に添加する。ヘキサンは減圧下で除去する。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、Ｃｄ、ＺｎおよびＳ前
駆物質としてそれぞれ用いる。ＣｄとＺｎは等モルの比で混合するが、ＳはＣｄとＺｎに
対して２倍過剰とする。Ｃｄ／ＺｎおよびＳの試料はそれぞれ、窒素雰囲気グローブボッ
クス内でトリオクチルホスフィン４ｍＬに溶解する。前駆体溶液が用意できたら、反応フ
ラスコを窒素下で１５５℃に加熱する。前駆体溶液を１５５℃で２時間にわたりシリンジ
ポンプを用いて滴下する。シェルの成長後、ナノ結晶は窒素雰囲気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り成長溶液から沈
殿させる。次いで、コアシェルナノ結晶は単離しフルオロベンゼン中で分散し、光学材料
を作るために用いる。
【０３２７】
　（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホン酸配位子基も本明
細書においてＢＨＴと呼ぶことができる。）
【実施例２】
【０３２８】
　半導体ナノ結晶を含む光学部品の調製：
　下表にリストしたフィルムは、半導体ナノ結晶を含む光学材料を用いて調製する（実施
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【０３２９】
　溶媒に分散した赤色発光半導体ナノ結晶は、６０９ｎｍのピーク放射、３１のＦＷＨＭ
、７７％の溶液量子収量および２１ｍｇ／ｍｌの濃度を有する。
【０３３０】
　０．５ｍｌのＲＤ－１２（Ｒａｄｃｕｒｅ　Ｃｏｒｐ，９　Ａｕｄｒｅｙ　Ｐｌ，Ｆａ
ｉｒｆｉｅｌｄ，ＮＪ　０７００４－３４０１（米国）から市販の低粘度反応性希釈剤）
を、セプタムで蓋をした磁気撹拌棒を含む２０ｍｌバイアルに添加し、系を閉じ真空下で
注射針を通してパージし、次いで窒素を再充填する。赤色発光ナノ結晶の２１ｍｇ／ｍｌ
の懸濁液２．６ｍｌを、３ｍｌの注射器によってバイアルに添加する。溶媒は真空ストリ
ッピングによってバイアルから除去する。次いで、２ｍｌのＤＲ－１５０を注射器を通し
てバイアルに添加し、混合物はボルテックスミキサーを用いて混合する。（ＤＲ－１５０
はＲａｄｃｕｒｅから市販のＵＶ硬化性アクリル酸配合物である。）次いで、容器を窒素
で埋め戻し、混合物はボルテックスミキサーを用いて混合する。
【０３３１】
　０．０２８グラムのＴｉＯ２を、次に、開放バイアルに添加し、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。
【０３３２】
　次いで、バイアルは真空下で蓋をして脱気し、窒素を再充填する。
【０３３３】
　混合後、閉じたバイアルは、５０分間超音波浴に入れる。試料が超音波浴にある間、４
０℃を超える温度を避けるように注意する。
【０３３４】
　被膜を作るために用いるまで、試料は暗所に保存する。
【０３３５】
　ポリカーボネート上にフィルムを形成する前にＴｅｇｏ２５００を添加する。
【０３３６】
　バイアルからの試料材料を、コロナ処理、予備洗浄した透明な１ｍｍ厚ポリカーボネー
トシート上にマイヤーロッドで被覆し、ＤＹＭＡＸ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎからの５０
００－ＥＣ　ＵＶ　Ｌｉｇｈｔ　Ｃｕｒｉｎｇ　Ｆｌｏｏｄ　Ｌａｍｐシステム内でＨバ
ルブ（２２５ｍＷ／ｃｍ２）を用いて２０秒間硬化した。ポリカーボネート上のナノ結晶
を含む層の厚さは、およそ３０ミクロンである。
【０３３７】
　結果として生じるフィルムは、ＮＥＸＸＵＳ　Ｌｉｇｈｔｉｎｇから入手可能な白色発
光Ａｒｒａｙ　ＰＡＲ　３０　ＬＥＤ　ランプ上のカバープレートとして役立つ寸法に切
断する。
【０３３８】
　上記のように調製したカバープレートを含む光学部品を備える、および備えないＡｒｒ
ａｙ　ＰＡＲ　３０　ＬＥＤランプ（ＮＥＸＸＵＳ　Ｌｉｇｈｔｉｎｇから入手可能）の
データを、以下の表１に示す。
【０３３９】
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【表１】

【実施例３】
【０３４０】
　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６１１ｎ
ｍ光を発光することができる半導体ナノ結晶の調製
　ＣｄＳｅコアの合成：
２９．９ｍｍｏｌ酢酸カドミウムを、２５０ｍＬ三首丸底フラスコ中のトリ－ｎ－オクチ
ルホスフィン４３６．７ｍｍｏｌに１００℃で溶解し、次いで、１時間、乾燥、脱気する
。トリオクチルホスフィンオキシド４６５．５ｍｍｏｌおよびオクタデシルホスホン酸６
１．０ｍｍｏｌを、０．５Ｌガラス反応器に添加し、１４０℃で１時間、乾燥、脱気する
。脱気の後、Ｃｄ溶液をオキシド／酸を含む反応器に添加し、混合物を窒素下で２７０℃
に加熱する。温度が２７０℃に達したら、トリ－ｎ－ブチルホスフィン２４３．２ｍｍｏ
ｌをフラスコに注入する。温度が２７０℃に戻ったら、次に、１．５ＭＴＢＰＳｅの３４
ｍＬを迅速に注入する。反応混合物を２５０℃で９分間加熱し、その時点で反応フラスコ
から加熱マントルを除去し、溶液を室温まで放冷する。ナノ結晶の第１吸収ピークが約５
５８ｎｍに達したら、混合物を室温に冷却することにより反応を停止する。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り、ＣｄＳｅコアを窒素雰囲気グロ
ーブボックス内の成長溶液から沈殿させる。次いで、単離したコアは、ヘキサンに溶解し
、コアシェル材料を作るために用いる。
【０３４１】
　ＣｄＳｅ／ＣｄＺｎＳコアシェルナノ結晶の合成：
　同一の２つの反応を設定して、トリオクチルホスフィンオキシド２５．８６ｍｍｏｌお
よび３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジルホスホン酸２．４ｍｍｏｌ
を、５０ｍＬ四首丸底フラスコに装入する。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槽内で乾燥、脱気する。次いで、フラスコを７０℃に冷却し、単離し
たＣｄＳｅコア（０．０９６ｍｍｏｌＣｄ含量）を含有するヘキサン溶液を各反応混合物
に添加する。ヘキサンは減圧下で除去する。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、Ｃｄ、ＺｎおよびＳ前駆物質としてそれぞれ用いる。Ｃｄと
Ｚｎは等モルの比で混合するが、ＳはＣｄとＺｎに対して２倍過剰とする。２組のＣｄ／
Ｚｎ（０．２９ｍｍｏｌのジメチルカドミウムおよびジエチル亜鉛）およびＳ（ヘキサメ
チルジシラチアン１．１５ｍｍｏｌ）試料をそれぞれ、窒素雰囲気グローブボックス内で
トリオクチルホスフィン４ｍＬに溶解する。前駆体溶液を用意できたら、反応フラスコを
窒素下で１５５℃に加熱する。Ｃｄ／ＺｎおよびＳ前駆体溶液を、１５５℃で２時間にわ
たりシリンジポンプを用いて各々の反応フラスコに滴下する。シェルの成長後、ナノ結晶
は窒素雰囲気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
添加することにより、成長溶液から沈殿させる。次いで、単離したコアシェルナノ結晶は
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、トルエン中で分散する。
【実施例４】
【０３４２】
　半導体ナノ結晶を含む光学部品の調製：
　以下のフィルムは、半導体ナノ結晶を含む光学材料を用いて調製する（実施例３に記載
された合成に実質的に従って調製する）。
【０３４３】
　半導体ナノ結晶は、トルエン中に分散した赤色発光半導体ナノ結晶を含み、６１１ｎｍ
のピーク放射、約３２ｎｍのＦＷＨＭ、７０％の溶液量子収量および２０．４ｍｇ／ｍｌ
の濃度を有する。
【０３４４】
　赤色発光ナノ結晶２０．４ｍｇ／ｍｌ懸濁液の５．５ｍｌを、６ｍＬ注射器からセプタ
ムで蓋をした磁気撹拌棒を含む２０ｍｌバイアルに添加し、系を閉じ真空下で注射針を通
してパージし、次いで窒素を再充填する。溶媒のおよそ半分は真空ストリッピングによっ
てバイアルから除去する。１．０ｍｌのＲＤ－１２（Ｒａｄｃｕｒｅ　Ｃｏｒｐ，９　Ａ
ｕｄｒｅｙ　Ｐｌ，Ｆａｉｒｆｉｅｌｄ，ＮＪ　０７００４－３４０１から市販の低粘度
反応性希釈剤）を添加する。次いで、４．０ｍｌのＤＲ－１５０を注射器を通してバイア
ルに添加し、混合物はボルテックスミキサーを用いて混合する（ＤＲ－１５０はＲａｄｃ
ｕｒｅから市販のＵＶ硬化性アクリル酸配合物である。）。
【０３４５】
　Ｔｅｇｏ　２５００のトルエン中１０％溶液の０．３ｍｌを、混合しながら注射器によ
って混合物に添加する。残存する溶媒は真空ストリッピングによってバイアルから除去す
る。
【０３４６】
　次いで、容器を窒素で埋め戻し、混合物はボルテックスミキサーを用いて混合する。
【０３４７】
　０．０５６グラムのＴｉＯ２（ＤｕＰｏｎｔから入手可能なＴｉ－Ｐｕｒｅ　９０２＋
）を次に、開放バイアルに添加し、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。
【０３４８】
　次いで、バイアルは真空下で蓋をして脱気し、窒素を再充填する。
【０３４９】
　混合の後、閉じたバイアルは、超音波浴に５０分間入れる。試料が超音波浴にある間、
４０℃を超える温度を避けるように注意する。
【０３５０】
　被膜を作るために用いるまで、試料は暗所に保存する。
【０３５１】
　バイアルからの試料材料を、コロナ処理、（イソプロパノール拭きを用いて）予備洗浄
した１．４ｍｍ厚ポリカーボネートシート（１％の透過ヘイズ）の六角形カバープレート
上にスクリーン印刷し、ＤＹＭＡＸ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎからの５０００－ＥＣ　Ｕ
Ｖ　Ｌｉｇｈｔ　Ｃｕｒｉｎｇ　Ｆｌｏｏｄ　Ｌａｍｐシステム内でＨバルブ（２２５ｍ
Ｗ／ｃｍ２）を用いて２０秒間硬化した。ポリカーボネート上のナノ結晶を含む層の厚さ
は、およそ３２ミクロンである。
【０３５２】
　結果として生じるカバープレートは、ＮＥＸＸＵＳ　Ｌｉｇｈｔｉｎｇから入手可能な
白色光発光Ａｒｒａｙ　ＰＡＲ　３０　ＬＥＤ　ランプ上のフェースプレートとして含ま
れる。
【実施例５】
【０３５３】
　半導体ナノ結晶の調製
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　Ａ．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５８
８ｎｍ光を発光することができる半導体ナノ結晶の調製
　ＣｄＳｅコアの合成：１．７５ｍｍｏｌ酢酸カドミウムを、２０ｍＬバイアル中のトリ
－ｎ－オクチルホスフィン１５．７ｍｍｏｌに１４０℃で溶解し、次いで、１時間、乾燥
、脱気する。トリオクチルホスフィンオキシド３１．０ｍｍｏｌおよびオクタデシルホス
ホン酸４ｍｍｏｌを、三首フラスコに添加し、１１０℃で１時間、乾燥、脱気する。脱気
の後、Ｃｄ溶液をオキシド／酸フラスコに添加し、混合物を窒素下で２７０℃に加熱する
。温度が２７０℃に達したら、トリ－ｎ－ブチルホスフィン１６ｍｍｏｌをフラスコに注
入する。温度が２７０℃に戻ったら、次に、１．５ＭＴＢＰＳｅの２．３ｍＬを迅速に注
入する。反応混合物を２７０℃で３０秒間加熱し、次いで、反応フラスコから加熱マント
ルを除去し、溶液を室温まで放冷する。メタノールとイソプロパノールの３：１混合物を
添加することにより、ＣｄＳｅコアを窒素雰囲気グローブボックス内の成長溶液から沈殿
させる。次いで、単離したコアは、ヘキサンに溶解し、コアシェル材料を作るために用い
る。（吸収／放射／ＦＷＨＭ（ｎｍ）＝５１８／５２９／２６．５）。
【０３５４】
　ＣｄＳｅ／ＣｄＺｎＳコアシェルナノ結晶の合成：２つの同一の反応を設定して、トリ
オクチルホスフィンオキシド２５．８６ｍｍｏｌおよび３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－
４－ヒドロキシベンジルホスホン酸２．４ｍｍｏｌを、５０ｍＬ四首丸底フラスコに装入
する。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槽内で乾燥、脱気
する。次いで、フラスコを７０℃に冷却し、単離したＣｄＳｅコア（０．０６２ｍｍｏｌ
Ｃｄ含量）を含有するヘキサン溶液を各反応混合物に添加する。ヘキサンは減圧下で除去
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、Ｃｄ、Ｚ
ｎおよびＳ前駆物質としてそれぞれ用いる。ＣｄとＺｎは等モルの比で混合するが、Ｓは
ＣｄとＺｎに対して２倍過剰とする。２組のＣｄ／Ｚｎ（０．３１ｍｍｏｌのジメチルカ
ドミウムおよびジエチル亜鉛）およびＳ（ヘキサメチルジシラチアン１．２４ｍｍｏｌ）
試料をそれぞれ、窒素雰囲気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
する。前駆体溶液が用意できたら、反応フラスコを窒素下で１５５℃に加熱する。Ｃｄ／
ＺｎおよびＳ前駆体溶液を、１５５℃で２時間にわたりシリンジポンプを用いて各々の反
応フラスコに滴下する。シェルの成長後、ナノ結晶は窒素雰囲気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り成長溶液から沈殿
させる。次いで、単離したコアシェルナノ結晶をトルエン中で分散し、２つのバッチから
の溶液を合わせる。
【０３５５】
　Ｂ．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６３
２ｎｍ光を発光することができる半導体ナノ結晶の調製
　ＣｄＳｅコアの合成：２９．９ｍｍｏｌ酢酸カドミウムを、２５０ｍＬ三首丸底シュレ
ンクフラスコ中のトリ－ｎ－オクチルホスフィン４３６．７ｍｍｏｌに１４０℃で溶解し
、次いで、１時間、乾燥、脱気する。トリオクチルホスフィンオキシド４６５．５ｍｍｏ
ｌおよびオクタデシルホスホン酸６１．０ｍｍｏｌを、０．５Ｌガラス反応器に添加し、
１２０℃で１時間、乾燥、脱気する。脱気の後、Ｃｄ溶液をオキシド／酸を含む反応器に
添加し、混合物を窒素下で２７０℃に加熱する。温度が２７０℃に達したら、トリ－ｎ－
ブチルホスフィン２４３．２ｍｍｏｌをフラスコに注入する。温度が２７０℃に戻ったら
、次に、１．５ＭＴＢＰＳｅの３３．３ｍＬを迅速に注入する。反応混合物を２５０℃で
約９分間加熱し、その時点で反応フラスコから加熱マントルを除去し、溶液を室温まで放
冷する。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り、ＣｄＳｅ
コアを窒素雰囲気グローブボックス内の成長溶液から沈殿させる。次いで、単離したコア
は、ヘキサンに溶解し、コアシェル材料を作るために用いる。（吸収／放射／ＦＷＨＭ（
ｎｍ）＝５７１／５９２／４５）
【０３５６】
　ＣｄＳｅ／ＣｄＺｎＳコアシェルナノ結晶の合成：３つの同一の反応を行い、トリオク
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チルホスフィンオキシド５１７．３ｍｍｏｌおよび３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－
ヒドロキシベンジルホスホン酸４８．３ｍｍｏｌを、０．５Ｌのガラス反応器に装入する
。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槽内で乾燥、脱気する
。次いで、フラスコを７０℃に冷却し、上から単離したＣｄＳｅコア（１．９５ｍｍｏｌ
Ｃｄ含量）を含有するヘキサン溶液を各反応混合物に添加する。ヘキサンは減圧下で除去
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、Ｃｄ、Ｚ
ｎおよびＳ前駆物質としてそれぞれ用いる。ＣｄとＺｎは等モルの比で混合するが、Ｓは
ＣｄとＺｎに対して２倍過剰とする。２組のＣｄ／Ｚｎ（５．５ｍｍｏｌのジメチルカド
ミウムおよびジエチル亜鉛）およびＳ（ヘキサメチルジシラチアン２２ｍｍｏｌ）試料を
それぞれ、窒素雰囲気グローブボックス内でトリオクチルホスフィン８０ｍＬに溶解する
。前駆体溶液を用意できたら、反応フラスコを窒素下で１５５℃に加熱する。前駆体溶液
を、１５５℃で２時間にわたりシリンジポンプを用いて各々の反応フラスコ溶液に滴下す
る。シェルの成長後、ナノ結晶は窒素雰囲気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り、成長溶液から沈殿させる。次いで、
結果として生じる沈殿を、ヘキサン中で分散し、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り溶液から２回目の沈殿をさせる。次いで、単離したコア
シェルナノ結晶をクロロホルム中で分散し、３つのバッチからの溶液を合わせる。（吸収
／放射／ＦＷＨＭ（ｎｍ）＝６１０／６３２／４０）
【実施例６】
【０３５７】
　２つの異なる型の半導体ナノ結晶を含む光学部品の調製：
　以下のフィルムは、半導体ナノ結晶を含む光学材料を用いて調製する（実施例５に記載
された合成に実質的に従って調製する）。
　Ａ．オレンジのスペクトル領域のピーク放射を有する半導体ナノ結晶を含む光学材料：
　実施例５Ａに記載された合成に実質的に従って調製した半導体ナノ結晶は、フルオロベ
ンゼン中に分散した赤色発光半導体ナノ結晶を含み、５８８ｎｍのピーク放射、約２８ｎ
ｍのＦＷＨＭ、８３％の溶液量子収量および２０ｍｇ／ｍｌの濃度を有する。
【０３５８】
　赤色発光ナノ結晶２０ｍｇ／ｍｌ懸濁液の２．７ｍｌを、３ｍＬ注射器からセプタムで
蓋をした磁気撹拌棒を含む２０ｍｌバイアルに添加し、系を閉じ真空下で注射針を通して
パージし、次いで窒素を再充填する。溶媒のおよそ９０パーセントは真空ストリッピング
によってバイアルから除去される。０．５ｍｌのＲＤ－１２（Ｒａｄｃｕｒｅ　Ｃｏｒｐ
，　９　Ａｕｄｒｅｙ　Ｐｌ，Ｆａｉｒｆｉｅｌｄ，ＮＪ　０７００４－３４０１から市
販の低粘度反応性希釈剤）を添加する。残存する溶媒は真空ストリッピングによってバイ
アルから除去する。次いで、２．０ｍｌのＤＲ－１５０を注射器を通してバイアルに添加
し、混合物はボルテックスミキサーを用いて混合する。（ＤＲ－１５０はＲａｄｃｕｒｅ
から市販のＵＶ硬化性アクリル酸配合物である。）。次いで、混合物はおよそ１５分間超
音波浴に置く。
【０３５９】
　０．０２８グラムのＴｉＯ２（ＤｕＰｏｎｔから入手可能なＴｉ－Ｐｕｒｅ　９０２＋
）を次に、開放バイアルに添加し、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。
【０３６０】
　次いで、バイアルは真空下で蓋をして脱気し、窒素を再充填する。
【０３６１】
　混合の後、閉じたバイアルは、５０分間超音波浴に入れる。試料が超音波浴にある間、
４０℃を超える温度を避けるように注意する。
【０３６２】
　長波長半導体と追加のマトリクス材とを兼ね備える配合物を作るために用いるまで、試
料は暗所に保存する。
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【０３６３】
　Ｂ．赤色スペクトル領域にピーク放射を有する半導体ナノ結晶を含む光学材料：
実施例５Ｂに記載された合成に実質的に従って調製した半導体ナノ結晶は、クロロホルム
中に分散した赤色発光半導体ナノ結晶を含み、６３２ｎｍのピーク発光、約４０ｎｍのＦ
ＷＨＭ、７０％の溶液量子収量および５６．７ｍｇ／ｍｌの濃度を有する。
【０３６４】
　赤色発光ナノ結晶５６．７ｍｇ／ｍｌ懸濁液の９９ｍｌを、セプタムで蓋をしたマグネ
チックスターラーバーを備えたエルレンマイヤーフラスコに添加し、系を閉じ真空下で注
射針を通してパージし、次いで窒素を再充填する。溶媒のおよそ９５パーセントは真空ス
トリッピングによってバイアルから除去される。４６．６ｍｌのＲＤ－１２（Ｒａｄｃｕ
ｒｅ　Ｃｏｒｐ，　９　Ａｕｄｒｅｙ　Ｐｌ，Ｆａｉｒｆｉｅｌｄ，ＮＪ　０７００４－
３４０１から市販の低粘度反応性希釈剤）を添加する。残存する溶媒は真空ストリッピン
グによってバイアルから除去する。次いで、１８７ｍｌのＤＲ－１５０を注射器を通して
バイアルに添加し、混合物はボルテックスミキサーを用いて混合する。（ＤＲ－１５０は
Ｒａｄｃｕｒｅから市販のＵＶ硬化性アクリル酸配合物である。）。次いで、混合物はお
よそ５０分間超音波浴に置く。
【０３６５】
　およそ２．６グラムのＴｉＯ２（ＤｕＰｏｎｔから入手可能なＴｉ－Ｐｕｒｅ　９０２
＋）を次に、粒子寸法を減少させるためにボールミル機で前もって粉砕した１２．９グラ
ムのＥｓａｃｕｒｅ　ＴＰＯとともに、開放バイアルに添加し、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。
【０３６６】
　次いで、バイアルは真空下で蓋して脱気し、窒素を再充填する。
【０３６７】
　混合の後、閉じたバイアルは、６０分間超音波浴に入れる。試料が超音波風呂にある間
、４０℃を超える温度を避けるように注意する。長波長半導体と追加のマトリクス材とを
兼ね備える配合物を作るために用いるまで、試料は暗所に保存する。
【０３６８】
　Ｃ．スペーサビーズを含む母材の調製：
　０．９ｍｌのＲＤ－１２（Ｒａｄｃｕｒｅ　Ｃｏｒｐ，９　Ａｕｄｒｅｙ　Ｐｌ，Ｆａ
ｉｒｆｉｅｌｄ，ＮＪ　０７００４－３４０１から市販の低粘度反応性希釈剤）および３
．８ｍｌのＤＲ－１５０（これもＲａｄｃｕｒｅ　Ｃｏｒｐから入手可能）を２０ｍｌバ
イアルに添加し、混合物はボルテックスミキサーを用いて混合する。次いで、混合物はお
よそ３０分間超音波浴に置く。
【０３６９】
　およそ０．０５グラムのＴｉＯ２（ＤｕＰｏｎｔから入手可能なＴｉ－Ｐｕｒｅ　９０
２＋）は次に、ＭＯ－ＳＣＩ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ，Ｒｏｌｌａ，Ｍ
Ｏ　６５４０１（米国）から入手可能な０．０５グラムのＧＬ０１７９Ｂ６／４５スペー
スビーズとともに開放バイアルに添加し、次いで、混合物をボルテックスミキサーで混合
する。
【０３７０】
　混合の後、閉じたバイアルは、およそ５０分間超音波浴に入れる。試料が超音波浴にあ
る間、４０℃を超える温度を避けるように注意する。長波長半導体と追加のマトリクス材
とを兼ね備える配合物を作るために用いるまで、試料は暗所に保存する。
【０３７１】
　Ｄ．赤色およびオレンジ色の発光半導体ナノ結晶を含む光学材料および層の調製：
　光学材料は、２０ｍｌのバイアル中で、スペーサビーズ（実施例６Ｃに記載された手順
に実質的に従って調製した）を含む２．５２グラムの母材、実施例６Ｂの０．９９グラム
の光学材料および実施例６Ａの１．０１グラムの光学材料を一緒に添加することにより形
成される。混合物はボルテックスミキサーを用いて撹拌し、続いて、超音波浴中でおよそ
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５０分間超音波処理した。
【０３７２】
　合わせたバイアルからのサンプル材料は、苛性塩基浴、酸性すすぎ、脱イオン水すすぎ
およびメタノール拭きを用いて、あらかじめ浄化した、六角形状平坦ホウケイ酸ガラス上
に分配する。またあらかじめ浄化した同じ寸法の第２の六角形プレートを、分配した試料
材料上に配置し、サンドイッチ構造体を擦り込んで２枚のガラスプレート間に均一に配合
物を広げる。構造体から絞り出された過剰配合物はガラスの外側部分を拭き取り、六角形
サンドイッチは、ＤＹＭＡＸ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎからの５０００－ＥＣ　ＵＶ　Ｌ
ｉｇｈｔ　Ｃｕｒｉｎｇ　Ｆｌｏｏｄ　ＬａｍｐシステムでＨバルブ（２２５ミリワット
／ｃｍ２）を用いて１０秒間硬化する。ナノ結晶を含有する層の厚さはおよそ７０－７９
μｍ（およそ３６０ｍｇの配合物）である。
【０３７３】
　ホウケイ酸ガラスの２つの六角形平坦プレートからなる六角形サンドイッチは、実質的
に実施例６に記載された通りに調製された光学材料の試料を含有するアクリルの硬化層を
含む。
【０３７４】
　６つの試料（サンプルＡ－Ｆ）を、実質的に実施例６に記載された通りに調製した。初
期のＣＣＴ、ＣＲＩおよび外部量子効率測定を各試料について行い、次におよそ５０℃に
各試料を加熱し、下記の表２に個々の試料について指定した時間、４５０ｎｍの青色光の
およそ３０ｍＷ／ｃｍ２を試料に照射した。ＣＣＴ、ＣＲＩおよびＥＱＥ測定を、各々の
試料に対してリストした照射時間の後に行った。データは以下の表２に述べられる。
【０３７５】
【表２】

【０３７６】
　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
寸法および／または組成により調節可能な発光波長を有するため、本明細書に記載された
本発明の様々な態様および実施形態で使用される好ましい量子閉じ込め半導体ナノ粒子で
ある。
【０３７７】
　本発明の様々な態様および実施形態に有用な量子閉じ込め半導体ナノ結晶（例えば半導
体ナノ結晶を含む）の寸法および組成は、スペクトルの遠可視、可視、赤外または他の所
望の部分における波長帯域の所定波長で半導体ナノ結晶が光子を放出するように選択する
ことができる。例えば、この波長は、３００ｎｍから４００ｎｍ、４００ｎｍから７００
ｎｍ、７００ｎｍから１１００ｎｍ、１１００ｎｍから２５００ｎｍ、２５００ｎｍを超
えるなど、３００ｎｍから２５００ｎｍ以上でもよい。
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【０３７８】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子（例えば半導体ナノ結晶）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、直径約１ｎｍから約１０００ｎｍ
、好ましくは約２ｎｍから約５０ｕｍ、より好ましくは約１ｎｍから約２０ｎｍ（約６、
７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９または２０
ｎｍなど）の無機結晶が含まれる。
【０３７９】
　本発明の様々な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）未満の平均の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は、特に
望ましくなり得る。
【０３８０】
　しかし、半導体ナノ結晶の組成物および所望の発光波長に依存して、平均直径はこれら
の様々な好ましい寸法の範囲外であってよい。
【０３８１】
　本明細書に記載された本発明の様々な態様および実施形態で使用されるナノ粒子および
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、Ｉ
ＩＩ－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族化合物またはＩＩ－ＩＶ－Ｖ族化合物、例えば、ＣｄＳ、Ｃｄ
Ｏ、ＣｄＳｅ、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、Ｓｉ、三元および四元の混合物および／またはアロイを含むこれらのアロイ、なら
びに／またはこれらの混合物を含むことができる。
【０３８２】
　ナノ粒子およびナノ結晶の形状の例には、球、棒、円盤、他の形状またはこれらの混合
が含まれる。
【０３８３】
　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つ以上の第１の半導体材料の「コア」を含み、コア
の表面の少なくとも一部上に第２の半導体材料のオーバーコーティングまたは「シェル」
を含んでもよい。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
くとも一部上の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
）コアはまた、「コア／シェル」半導体ナノ結晶とも呼ばれる。
【０３８４】
　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によって表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、セレン、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ている材料の例は、
ＣｄＳ，ＣｄＯ，ＣｄＳｅ，ＣｄＴｅ，ＺｎＳ，ＺｎＯ，ＺｎＳｅ，ＺｎＴｅ，ＭｇＴｅ
，ＧａＡｓ，ＧａＰ，ＧａＳｂ，ＧａＮ，ＨｇＳ，ＨｇＯ，ＨｇＳｅ，ＨｇＴｅ，ＩｎＡ
ｓ，ＩｎＰ，ＩｎＳｂ，ＩｎＮ，ＡｌＡｓ，ＡｌＰ，ＡｌＳｂ，ＡｌＳ，ＰｂＳ，ＰｂＯ
，ＰｂＳｅ，Ｇｅ，Ｓｉ，三元および四元の混合物および／またはアロイを含むこれらの
アロイ、ならびに／またはこ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
て使用するのに適する材料の例は、ＣｄＳ，ＣｄＯ，ＣｄＳｅ，ＣｄＴｅ，ＺｎＳ，Ｚｎ
Ｏ，ＺｎＳｅ，ＺｎＴｅ，ＭｇＴｅ，ＧａＡｓ，ＧａＰ，ＧａＳｂ，ＧａＮ，ＨｇＳ，Ｈ
ｇＯ，ＨｇＳｅ，ＨｇＴｅ，ＩｎＡｓ，ＩｎＰ，ＩｎＳｂ，ＩｎＮ，ＡｌＡｓ，ＡｌＰ，
ＡｌＳｂ，ＡｌＳ，ＰｂＳ，ＰｂＯ，ＰｂＳｅ，Ｇｅ，Ｓｉ，三元および四元の混合物お
よび／またはアロイを含むこれらのアロイ、ならびに／またはこれらの混合物を含むが、
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これらに限定されない。
【０３８５】
　特定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を超え
るバンドギャップを有することができ、「コア」基板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できる。別の実施形態においては、周囲のシェル材料がコア材料の
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。シェル材料は以下にお
いてさらに論じられる。コア／シェル半導体構造のさらなる実施例については、参照によ
りその全体が本明細書に組み込まれる、２００３年８月１２日に申請された、“Ｓｅｍｉ
ｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌ　Ｈｅｔｅｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ”と
いうタイトルの米国出願第１０／６３８，５４６号を参照されたい。
【０３８６】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、狭い粒度分布を有する半導体ナノ粒子の集団の構成員
であるのが好ましい。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、ナノ粒子の単分散または実質的に単分散の集団を含む。
【０３８７】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、ナノ粒子の寸法および組成により調節可能な光学的特
性を作り出すために、ボトムアップ化学的手法を設計する際に利用することができる強い
量子閉じ込め効果を示す。
【０３８８】
　例えば、半導体ナノ結晶の調製および操作は、Ｍｕｒｒａｙら（Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．
Ｓｏｃ，１１５：８７０６（１９９３））；Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ　Ｍｕｒｒａｙの学
位論文“Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ａｎｄ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ＩＩ
－ＶＩ　Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔｓ　ａｎｄ　Ｔｈｅｉｒ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｉｎｔｏ
　３－Ｄ　Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔ　Ｓｕｐｅｒｌａｔｔｉｃｅｓ”、Ｍａｓｓａｃｈｕ
ｓｅｔｔｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、１９９５年９月；およ
び、“Ｈｉｇｈｌｙ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　Ｃｏｌｏｒ－ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｍａ
ｔｅｒｉａｌｓ”というタイトルの米国特許出願第０８／９６９，３０２号に記載されて
おり、参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。半導体ナノ結晶の調製および操作
の他の実施例は、米国特許第６，３２２，９０１号および第６，５７６，２９１号ならび
に米国特許出願第６０／５５０，３１４号に記載されており、参照によりその全体が本明
細書に組み込まれる。
【０３８９】
　本発明で役立つことができる他の材料、技術、方法、応用および情報は、２００６年２
月１５日に申請された、Ｂａｗｅｎｄｉらの“Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉ
ｃｅｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ
”というタイトルの米国特許出願第１１／３５４１８５号；２００５年１０月２１日に申
請された、Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎらの“Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃ
ｅ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ”と
いうタイトルの米国特許出願第１１／２５３５９５号；２００３年８月１２日に申請され
た、Ｋｉｍらの“Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌ　Ｈｅｔｅｒｏ
ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ”というタイトルの米国特許出願第１０／６３８５４６号（上記で
引用）；Ｍｕｒｒａｙら、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ，１１５巻８７０６（１９９３）
；Ｋｏｒｔａｎら、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ，１１２巻１３２７（１９９０）；およ
びＣｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ　Ｍｕｒｒａｙの学位論文、“Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ａｎｄ　
Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ＩＩ－ＶＩ　Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔｓ　ａ
ｎｄ　Ｔｈｅｉｒ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｉｎｔｏ　３－Ｄ　Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔ　Ｓ
ｕｐｅｒｌａｔｔｉｃｅｓ”、Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ
　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（１９９５年９月）、２００７年９月１２日に申請された、Ｂｒ
ｅｅｎら“Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｉｚｅｄ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒ
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ｙｓｔａｌｓ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ”の米国特許出願第６０／９７１，８８７号；２０
０６年１１月２１日に申請された、Ｃｌｏｕｇｈら“Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ　Ｉｎｃ
ｌｕｄｉｎｇ　Ａ　Ｇｒｏｕｐ　ＩＩＩＡ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　Ａｎｄ　Ａ　Ｇｒｏｕｐ　
ＶＡ　Ｅｌｅｍｅｎｔ，　Ｍｅｔｈｏｄ，　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ，　Ｄｅｖｉｃｅ　
ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ”の米国特許出願第６０／８６６，８２２号；２
００６年１１月２１日に申請された、Ｃｒａｉｇ　Ｂｒｅｅｎら“Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃ
ｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏ
ｎｓ　Ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓａｍｅ，”の米国特許仮出願第
６０／８６６８２８号；２００６年１１月２１日に申請された、Ｃｒａｉｇ　Ｂｒｅｅｎ
ら“Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ａｎ
ｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　Ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓａｍ
ｅ，”の米国特許仮出願第６０／８６６８３２号；２００６年１１月２１日に申請された
、Ｄｏｒａｉ　Ｒａｍｐｒａｓａｄの“Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓ
ｔａｌ　Ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　Ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉ
ｎｇ　Ｓａｍｅ”の米国特許仮出願第６０／８６６８３３号；２００６年１１月２１日に
申請された、Ｄｏｒａｉ　Ｒａｍｐｒａｓａｄ“Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏ
ｃｒｙｓｔａｌ　Ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　Ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｉｎｃ
ｌｕｄｉｎｇ　Ｓａｍｅ，”の米国特許仮出願第６０／８６６８３４号；２００６年１１
月２１日に申請された、Ｄｏｒａｉ　Ｒａｍｐｒａｓａｄ“Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ
　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌ　Ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　Ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅ
ｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓａｍｅ”の米国特許仮出願第６０／８６６８３９号；２００
６年１１月２１日に申請された、Ｄｏｒａｉ　Ｒａｍｐｒａｓａｄ“Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕ
ｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌ　Ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　Ａｎｄ　Ｄｅ
ｖｉｃｅｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓａｍｅ，”の米国特許仮出願第６０／８６６８４３
号、および２００８年５月６日に申請された、Ｓｅｔｈ　Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎら“
Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ，Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ａｎ　
Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ，　Ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ”の米国特許出願第６
０／０５０，９２９号に記載されている。前述の各々は、参照によりその全体が本明細書
に組み込まれる。
【０３９０】
　本発明の様々な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、これらに限定されない）は、場合によって、それに配位子を結合する。
【０３９１】
　特定の実施形態において、配位子は、成長過程の間に用いられる配位性溶媒に由来する
。過剰な競合配位基に繰り返しさらして被覆層（ｏｖｅｒｌａｙｅｒ）を形成することよ
って、表面を改質することができる。例えば、キャップされた（ｃａｐｐｅｄ）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に容易に分散するが、脂肪族溶媒にはもはや分散しない結晶を生成す
ることができる。このような表面交換過程は、例えばホスフィン、チオール、アミンおよ
びリン酸塩を含む、半導体ナノ結晶の外面に配位する、または半導体ナノ結晶の外面と結
合することができる任意の化合物を用いて行うことができる。表面に対する親和性を示し
、懸濁または分散媒に対する親和性を有する部分で終端する短鎖ポリマーに、半導体ナノ
結晶をさらすことができる。このような親和性により、懸濁液の安定性が向上し、半導体
ナノ結晶の凝集が阻止される。他の実施形態において、半導体ナノ結晶は、代替として、
非配位性溶媒を使用して調製することができる。
【０３９２】
　例えば、配位する配位子が下記式を有することができる。
（Ｙ－）ｋ－ｎ－（Ｘ）－（－Ｌ）ｎ

式中、ｋ－ｎがゼロ以上となるようｋは２、３、または５、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
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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
二重結合と三重結合とを場合によって含む直鎖もしくは分岐Ｃ２－１２の炭化水素鎖であ
る。この炭化水素鎖は、１つ以上のＣ１－４のアルキル、Ｃ２－４のアルケニル、Ｃ２－
４のアルキニル、Ｃ１－４のアルコキシ、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、置換することができる。炭化水素鎖に
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）－が場合によって割り込むこともできる。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
ドロキシルアルキル、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
無置換の環状芳香族基である。例としては、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ある。ヘテロアリール基は、環の中に
１つ以上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。
【０３９３】
　適切に配位する配位子を商業的に購入することができるが、例えば、参照によりその全
体が本明細書に組み込まれるＪ．Ｍａｒｃｈ、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈ
ｅｍｉｓｔｒｙに記載されているような通常の有機合成技術によって調製することもでき
る。
【０３９４】
　参照によりその全体が本明細書に組み込まれる、２００３年８月１５日に申請された「
Ｓｔａｂｉｌｉｚｅｄ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ」とい
うタイトルの米国特許出願第１０／６４１，２９２号も参照されたい。
【０３９５】
　電子および正孔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、これらに限
定されない）上で局所化すると、発光波長で発光が生じる。この発光は、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寸法
の関数である。直径が小さい量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、分子形態の物質とバルク形
態の物質との中間の特性を有することができる。例えば、直径が小さい量子閉じ込め半導
体ナノ粒子は、三次元すべてにおいて電子および正孔両方の量子閉じ込めを示し、これに
より、結晶寸法の減少に伴って材料の有効バンドギャップが増大する。結果的に、例えば
、半導体ナノ結晶の光吸収も発光も、結晶の寸法が減少するにつれて青色に、またはより
高いエネルギーにシフトする。
【０３９６】
　青色発光半導体ナノ結晶材料の例については、参照によりその全体が本明細書に組み込
まれる、２００５年３月４日に申請された米国特許出願第１１／０７１，２４４号を参照
されたい。
【０３９７】
　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寸法、量子
閉じ込め半導体ナノ粒子の組成またはその両方を変えることによって、スペクトルの紫外
、可視または赤外領域の全波長域を通して調節することができる狭いガウス形発光バンド
であってよい。例えば、可視領域でＣｄＳｅを調節することができ、赤外領域でＩｎＡｓ
を調節することができる。量子閉じ込め半導体ナノ粒子集団の狭い寸法分布により、狭い
スペクトル範囲で発光を得ることができる。この集団は単分散でもよく、好ましくは量子
閉じ込め半導体ナノ粒子の直径で１５％ｒｍｓ（二乗平均）未満、より好ましくは１０％
ｒｍｓ未満、最も好ましくは５％ｒｍｓの偏差を示す。可視で発光する量子閉じ込め半導
体ナノ粒子について約７５ｎｍ以下、好ましくは６０ｎｍ以下、より好ましくは４０ｎｍ
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以下、最も好ましくは３０ｎｍ以下の半値全幅（ＦＷＨＭ）の狭い範囲におけるスペクト
ル発光を観測することができる。ＩＲ発光量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、１５０ｎｍ以
下または１００ｎｍ以下のＦＷＨＭを有することができる。発光のエネルギーを表すと、
発光は０．０５ｅＶ以下、または０．０３ｅＶ以下の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直径の分散度が低下するにつれて減少する。
【０３９８】
　例えば、半導体ナノ結晶は、１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０
％、８０％、または９０％を超えるなど、高い発光量子効率を有することができる。
【０３９９】
　半導体ナノ結晶の狭いＦＷＨＭにより、飽和色発光を得ることができる。他のどのよう
な種類の有機発色団も、単一の材料系の可視スペクトル全体にわたる広範囲に調節可能な
飽和色発光に及ぶものはない（例えば、参照によりその全体が組み込まれる、Ｄａｂｂｏ
ｕｓｉ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団が、狭い波長域に広がる光を放出することになる。２つ以上
の寸法の半導体ナノ結晶を含むパターンが、２つ以上の狭い波長域で発光することができ
る。観察者が知覚する発光の色は、半導体ナノ結晶の寸法と材料と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
退により、可能性のある励起子すべての捕獲および放射再結合が容易となる。
【０４００】
　透過型電子顕微鏡法（ＴＥＭ）により、半導体ナノ結晶集団の寸法、形状および分布に
ついての情報が提供される。粉末Ｘ線回折（ＸＲＤ）パターンは、半導体ナノ結晶の結晶
構造のタイプおよび質に関する最も完全な情報をもたらすことができる。粒径はＸ線コヒ
ーレンス長によりピーク幅と逆相関しているため、寸法の推測も可能である。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測定する、または例えば、シェ
ラー方程式（Ｓｃｈｅｒｒｅｒ　ｅｑｕａｔｉｏｎ）の式を用いて、Ｘ線回折データから
推測することができる。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測す
ることもできる。
【０４０１】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、制御された（酸素なしおよび水分なし）環境内で処理
し、製造工程の間の発光効率の低下を阻止することが好ましい。
【０４０２】
　量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む光学材料は、液体媒体に分散させることができ、し
たがって半導体ナノ結晶は、スピンコーティング、ドロップキャスティング、ディプコー
ティングなどの薄膜堆積技法に適合する。
【０４０３】
　特定の好ましい実施形態において、本発明の様々な態様および実施形態で使用される光
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、液体ビヒクルは母材を形成するために重合することができる（例えば
、架橋した）、１種以上の官能基を含む。特定の実施形態において、官能基単位はＵＶ処
理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、官能基単位は熱処理によっ
て架橋することができる。特定の実施形態において、官能基単位は、当業者によって容易
に確認可能な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
橋することができる１種以上の官能基を含む光学材料は、液体ビヒクル自体であってよい
。各々の開示がこれによって参照により本明細書に組み込まれる、２００７年６月２５日
に申請された、Ｌｉｎｔｏｎらの米国特許出願第６０／９４６０９０号“Ｍｅｔｈｏｄｓ
　Ｆｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｎａｎｏｍａｔｅｒｉａｌ，　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏ
ｒ　Ｆａｂｒｉｃａｔｉｎｇ　Ａ　Ｄｅｖｉｃｅ，　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｆａｂｒ
ｉｃａｔｉｎｇ　Ａｎ　Ａｒｒａｙ　Ｏｆ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔ
ｉｏｎｓ”、および２００７年７月１２日に申請されたＬｉｎｔｏｎらの米国特許出願第
６０／９４９３０６号、“Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ，　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｄｅ



(51) JP 2011-524064 A 2011.8.25

10

20

30

40

50

ｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｎａｎｏｍａｔｅｒｉａｌ，　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｆａｂｒｉ
ｃａｔｉｎｇ　Ａ　Ｄｅｖｉｃｅ，　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｆａｂｒｉｃａ
ｔｉｎｇ　Ａｎ　Ａｒｒａｙ　Ｏｆ　Ｄｅｖｉｃｅｓ”を参照されたい。場合によって、
インクは散乱材および／または他の添加剤をさらに含む。
【０４０４】
　インクは印刷、スクリーン印刷、スピンコーティング、グラビア技術、インクジェット
印刷、ロール印刷などによって基板の表面に堆積することができる。インクは所定の配置
において堆積することができる。例えば、インクはパターン化または非パターン化した配
置で堆積することができる。基板上にインクを堆積させるのに役立つことができる追加の
情報については、例えば、２００７年６月２５日に申請されたＳｅｔｈ　Ａ．Ｃｏｅ－Ｓ
ｕｌｌｉｖａｎの“Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｎａｎｏｍａｔｅ
ｒｉａｌ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｆａｂｒｉｃａｔｉｎｇ　Ａ　Ｄｅｖｉｃｅ，　Ａ
ｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｆａｂｒｉｃａｔｉｎｇ　Ａｎ　Ａｒｒａｙ　Ｏｆ　Ｄ
ｅｖｉｃｅｓ”というタイトルの国際特許出願ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０１４７１１号、
２００７年６月２５日に申請された、Ｓｅｔｈ　Ａ．Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎらの“Ｍ
ｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｎａｎｏｍａｔｅｒｉａｌ，Ｍｅｔｈｏ
ｄｓ　Ｆｏｒ　Ｆａｂｒｉｃａｔｉｎｇ　Ａ　Ｄｅｖｉｃｅ，　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ
　Ｆａｂｒｉｃａｔｉｎｇ　Ａｎ　Ａｒｒａｙ　Ｏｆ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ａｎｄ　Ｃｏｍ
ｐｏｓｉｔｉｏｎｓ”というタイトルの国際特許出願ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０１４７０
５号、２００７年６月２５日に申請された、Ｓｅｔｈ　Ａ．Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎら
の“Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ａｎｄ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｎａｎｏｍａｔ
ｅｒｉａｌ”というタイトルの国際特許出願ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０１４７０６号、２
００７年４月９日に申請された、Ｓｅｔｈ　Ａ．Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎらの“Ｃｏｍ
ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌ，　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｏｆ　
Ｄｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌ，　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　
Ｓａｍｅ　Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｆｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌ
”というタイトルの国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０８８７３号、２００７年４
月１３日に申請された、Ｍａｒｉａ　Ｊ，Ａｎｃらの“Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｏｆ　Ｄｅｐｏ
ｓｉｔｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｏｆ　Ｍａｋｉｎｇ　Ａ　Ｄｅｖｉ
ｃｅ，Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ａｎｄ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｆｏｒ　Ｕｓｅ　Ｉｎ　Ｄ
ｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌ”というタイトルの国際特許出願ＰＣＴ／ＵＳ２
００７／０９２５５号、２００７年４月９日に申請された、Ｓｅｔｈ　Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌ
ｉｖａｎらの“Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ａｎｄ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｎａ
ｎｏｍａｔｅｒｉａｌ”というタイトルの国際特許出願ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０８７０
５号、２００７年４月９日に申請された、Ｍａｒｓｈａｌｌ　Ｃｏｘらの“Ｍｅｔｈｏｄ
ｓ　Ｏｆ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｎａｎｏｍａｔｅｒｉａｌ　＆　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｏ
ｆ　Ｍａｋｉｎｇ　Ａ　Ｄｅｖｉｃｅ”というタイトルの国際特許出願ＰＣＴ／ＵＳ２０
０７／０８７２１号、２００５年１０月２０日に申請された、Ｓｅｔｈ　Ｃｏｅ－Ｓｕｌ
ｌｉｖａｎらの“Ｍｅｔｈｏｄ　Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｏｒ　Ｔｒａｎｓｆｅｒｒｉ
ｎｇ　Ａ　Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌ”というタイトルの米国特許出願第１
１／２５３，６１２号、および２００５年１０月２０日に申請された、Ｓｅｔｈ　Ｃｏｅ
－Ｓｕｌｌｉｖａｎらの“Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｉｎｃｌｕｄ
ｉｎｇ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ”というタイトルの米
国特許出願第１１／２５３，５９５号も参照されたい。上に記載した特許出願それぞれは
、参照によりそれら全体が本明細書に組み込まれる。
【０４０５】
　これらの堆積技術の結果として生じる特徴または層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によっては、ナノ粒子の表面のすべてが光を吸収し放出するのが可
能とは限らない。
【０４０６】



(52) JP 2011-524064 A 2011.8.25

10

20

30

40

50

　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、接触印刷を
用いて、表面に堆積することができる。例えば、それぞれが参照によりその全体が本明細
書に組み込まれる、Ａ．ＫｕｍａｒおよびＧ．Ｗｈｉｔｅｓｉｄｅｓ、Ａｐｐｌｉｅｄ　
Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ、６３、２００２－２００４、（１９９３）；およびＶ
．ＳａｎｔｈａｎａｍおよびＲ．Ｐ．Ａｎｄｒｅｓ、Ｎａｎｏ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　４、４
１－４４、（２００４）、を参照されたい。またそれぞれが参照によりその全体が本明細
書に組み込まれる、２００５年１０月２１日に申請された、Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎら
の“Ｍｅｔｈｏｄ　Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｏｒ　Ｔｒａｎｓｆｅｒｒｉｎｇ　Ａ　Ｐ
ａｔｔｅｒｎｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌ”というタイトルの米国特許出願第１１／２５３，
６１２号、および２００５年１０月２１日に申請された、Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎの“
Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄ
ｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ”というタイトルの米国特許出願第１１／２５３
，５９５号を参照されたい。
【０４０７】
　この技術は、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む様々な厚さの光学材料を堆積させるの
に使用できる。特定の実施形態において、厚さは、所望の％吸収をそれによって達成する
ように選択する。最も好ましくは、量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、再放出される光子を
まったく吸収しない、または無視できる量のみを吸収する。
【０４０８】
　特定の実施形態において、基板（例えば支持要素）上のあらかじめ定められた領域に材
料（例えば光学材料）を適用する方法が望ましいことがある。あらかじめ定められた領域
は材料が選択的に適用される基板上の領域である。光源のスペクトルの１つを越える欠け
を補償するために、光学部品が１つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含有
する特定の実施形態において、異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、場合によって
、１種以上の異なる光学材料に含有することができる。光源のスペクトルの１つを越える
欠乏を補償するために、光学部品が１つ以上の異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子を
含有する特定の実施形態において、異なる型の量子閉じ込め半導体ナノ粒子は、場合によ
って、２つ以上の異なる光学材料に含有することができ、また、異なる光学材料の各々は
、基板の異なる領域におよび／または基板を覆って別々の層として適用することができる
。材料および基板は、材料が完全に予定地点内に実質的にとどまるように選択することが
できる。パターンを形成するあらかじめ定められた領域を選択することによって、材料は
、基板に材料がパターンを形成するように適用することができる。パターンは、規則的パ
ターン（配列または一連のラインなどの）、または不規則パターンであってよい。材料の
パターンが基板に形成されれば、基板には材料を含む領域（あらかじめ定められた領域）
、および材料が実質的にない領域があり得る。いくつかの状況において、材料は基板上に
単層を形成する。あらかじめ定められた領域は不連続領域であってよい。言いかえれば、
材料が基板のあらかじめ定められた領域に適用される場合、材料を含む位置は、材料が実
質的にない他の位置によって分離することができる。
【０４０９】
　代替として、他の溶液ベースの処理技術、相分離、スピンキャスティング、インクジェ
ット印刷、シルクスクリーニング、および表面にパターンを形成するために利用可能な他
の液膜技術によって、量子閉じ込め半導体ナノ粒子を含む光学材料を堆積させることもで
きる。
【０４１０】
　代替として、全面的なまたは部分的な層としてまたはパターン化配置に、上記リストま
たは他の知られている技術のいずれかによって堆積する光透過性母材（例えば、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
性で、より好ましくは透明であり、しかも量子閉じ込め半導体ナノ粒子を分散することが
できるポリマー、樹脂、石英ガラス、またはシリカゲルなど）中に、量子閉じ込め半導体
ナノ粒子を分散することができる。適切な材料は、ポリスチレン、エポキシ、ポリイミド
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に、この種の材料は、ナノ粒子が所与の色の光を出力するように選択された寸法である、
量子閉じ込め半導体ナノ粒子の分散物を含んでいてもよい。例えば、ポリマーオーバーコ
ーティングを含む基板上の二次元の層などの材料に配置された、他の構成の量子閉じ込め
半導体ナノ粒子もまた考えられる。
【０４１１】
　２００７年１２月２１日に申請された、Ｓｅｔｈ　Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎらの米国
特許出願第６１／０１６，２２７号“Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ，　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃ
ｏｍｐｏｎｅｎｔ，Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ａｎ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｍ
ｐｏｎｅｎｔｓ，ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ”が参照によりその全体が本明細書に組み込ま
れる。
【０４１２】
　本明細書中で使用する「上部」、「底部」、「を覆って」および「下方に」は、基準点
からの位置に基づく相対位置の用語である。より詳細には、「上面」は、基準点から最も
遠く離れていることを意味し、一方「底面」は基準点に最も近いことを意味する。例えば
、部品または基板「を覆って」配置または堆積されると、層が記載される場合、層は部品
または基板から一層離れて配置される。層と部品または基板との間に他の層があってよい
。本明細書で使用する、「覆う」はまた、基準点からの位置に基づく相対位置の用語であ
る。例えば、第２の材料を覆うと第１の材料が記載される場合、第１の材料は第２の材料
を覆って配置されるが、必ずしも接していない。
【０４１３】
　本明細書中で使用する単数形「ａ」、「ａｎ」および「ｔｈｅ」は、文脈上明らかに他
の意味に解すべき場合を除き、複数を含む。したがって、例えば、１種の発光材料につい
ての言及は、このような材料１種以上についての言及を含む。
【０４１４】
　本出願人は、本開示における引用文献すべての全内容を具体的に援用する。さらに、あ
る量、濃度または他の値もしくはパラメータが、ある範囲、好ましい範囲、または好まし
い上位値と好ましい下位値の一覧として与えられている場合、これは、範囲が個別に開示
されているかどうかにかかわらず、任意の範囲上限または好ましい値と任意の範囲下限ま
たは好ましい値との任意の組から形成されるすべての範囲を具体的に開示していると理解
すべきである。ある範囲の数値が本明細書に列挙されている場合、特に明記しない限り、
この範囲はその終点、ならびにこの範囲内のすべての整数および分数を含むものとする。
本発明の範囲は、ある範囲を定義する際に列挙される特定値に限定されるものではない。
【０４１５】
　本発明の他の実施形態は、本明細書を考慮に入れ、また本明細書に開示される本発明を
実施することにより、当業者には明らかとなるであろう。本明細書および実施例は例示的
と見なされるにすぎず、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
の等価物によって示されるものである。
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