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(57)【要約】
　１つ以上の発光材料の１つ以上の粒子を囲むガラスを
含む表面を含むルミネッセンス粒子が開示される。好ま
しくは、表面はビトリファイドガラスを含む。１つ以上
の発光材料の１つ以上の粒子を囲むガラスを含む表面を
含むルミネッセンス粒子を製造する方法も開示される。
ルミネッセンス粒子を含む組成物および製品がさらに開
示される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上の発光材料の１つ以上の粒子を囲むガラスを含む表面を含むルミネッセンス粒
子。
【請求項２】
　ルミネッセンス粒子が、ガラスに分配された１つ以上の発光材料の１つ以上の粒子を含
む、請求項１に記載のルミネッセンス粒子。
【請求項３】
　ガラスがビトリファイド金属酸化物を含む、請求項１に記載のルミネッセンス材料。
【請求項４】
　ガラスがビトリファイドヒュームド金属酸化物を含む、請求項１に記載のルミネッセン
ス材料。
【請求項５】
　ガラスが熱分解により形成される、請求項３または４に記載のルミネッセンス材料。
【請求項６】
　１つ以上の発光ナノ材料の１つ以上の粒子を囲むガラスを含む表面を含むルミネッセン
ス粒子。
【請求項７】
　ルミネッセンス粒子が、ガラスに分配された１つ以上の発光ナノ材料の１つ以上の粒子
を含む、請求項６に記載のルミネッセンス粒子。
【請求項８】
　発光ナノ材料の少なくとも１つが量子ドットを含む、請求項６または７に記載のルミネ
ッセンス粒子。
【請求項９】
　発光ナノ材料の少なくとも１つがナノ蛍光体を含む、請求項６または７に記載のルミネ
ッセンス粒子。
【請求項１０】
　ガラスがビトリファイド金属酸化物を含む、請求項６または７に記載のルミネッセンス
粒子。
【請求項１１】
　ガラスがビトリファイドヒュームド金属酸化物を含む、請求項６または７に記載のルミ
ネッセンス粒子。
【請求項１２】
　ガラスが熱分解により形成される、請求項１０または１１に記載のルミネッセンス粒子
。
【請求項１３】
　ガラスがシリカグラスを含む、請求項１または６に記載のルミネッセンス粒子。
【請求項１４】
　ガラスが黒鉛化副生成物を含まないまたは実質的に含まない、請求項１または６に記載
のルミネッセンス粒子。
【請求項１５】
　１つ以上の発光材料の１つ以上の粒子を囲むガラスを含む表面を含むルミネッセンス粒
子を製造するための方法であって、前記方法が、ガスストリーム中に、１つ以上の発光材
料の１つ以上の少なくとも一部の外側表面の少なくとも一部にビトリファイドガラスを形
成するための前駆体を含む前記１つ以上の発光材料の１つ以上の粒子を懸濁させる工程お
よびガスストリーム中に懸濁した１つ以上の発光材料の１つ以上の少なくとも一部の外側
表面の少なくとも一部上の前記前駆体を熱分解し、前記前駆体をビトリファイドガラスに
転化して、前記ルミネッセンス粒子を形成する工程を含む方法。
【請求項１６】
　熱分解工程が、熱分解炉において少なくとも部分的に行われる、請求項１５に記載の方
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法。
【請求項１７】
　熱分解工程が火炎熱分解を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前駆体がビトリファイド可能な金属酸化物を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　前駆体がビトリファイド可能なヒュームド金属酸化物を含む、請求項１５に記載の方法
。
【請求項２０】
　１つ以上の発光ナノ材料の１つ以上の粒子を囲むガラスを含む表面を含むルミネッセン
ス粒子を製造するための方法であって、前記方法が、ガスストリーム中に、１つ以上の発
光ナノ材料の１つ以上の少なくとも一部の外側表面の少なくとも一部にビトリファイドガ
ラスを形成するための前駆体を含む前記１つ以上の発光ナノ材料の１つ以上の粒子を懸濁
させる工程およびガスストリーム中に懸濁した１つ以上の発光ナノ材料の１つ以上の少な
くとも一部の外側表面の少なくとも一部上の前記前駆体を熱分解し、前記前駆体をビトリ
ファイドガラスに転化して、前記ルミネッセンス粒子を形成する工程を含む方法。
【請求項２１】
　熱分解工程が、熱分解炉において少なくとも部分的に行われる、請求項２０に記載の方
法。
【請求項２２】
　熱分解工程が火炎熱分解を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　発光ナノ材料の少なくとも１つが量子ドットを含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２４】
　発光ナノ材料の少なくとも１つがナノ蛍光体を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２５】
　ガラスがシリカグラスを含む、請求項１５または２０に記載の方法。
【請求項２６】
　粒子が、ビトリファイドガラスをこの上に形成するための前駆体を優先的に含むホスト
材料中にカプセル化される、請求項１５または２０に記載の方法。
【請求項２７】
　ガラスが、黒鉛化副生成物を含まないまたは実質的に含まない、請求項１５または２０
に記載の方法。
【請求項２８】
　請求項１に記載のルミネッセンス粒子を含むルミネッセンス材料。
【請求項２９】
　請求項６に記載のルミネッセンス粒子を含むルミネッセンス材料。
【請求項３０】
　請求項１に記載のルミネッセンス粒子を含む発光デバイス。
【請求項３１】
　請求項６に記載のルミネッセンス粒子を含む発光デバイス。
【請求項３２】
　請求項１に記載のルミネッセンス粒子を含むバックライトユニット。
【請求項３３】
　請求項６に記載のルミネッセンス粒子を含むバックライトユニット。
【請求項３４】
　請求項１に記載のルミネッセンス粒子を含むディスプレイ。
【請求項３５】
　請求項６に記載のルミネッセンス粒子を含むディスプレイ。
【請求項３６】
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　粒子が、約５ｎｍから約２００ミクロンの範囲の最小寸法を有する、請求項１または６
に記載のルミネッセンス粒子。
【請求項３７】
　粒子が、１つ以上の発光材料の２つ以上の粒子を含む、請求項１に記載のルミネッセン
ス粒子。
【請求項３８】
　粒子が、１つ以上の発光ナノ材料の２つ以上の粒子を含む、請求項６に記載のルミネッ
センス粒子。
【請求項３９】
　ガラスコーティングが黒鉛化副生成物を含まないまたは実質的に含まない、請求項３７
または３８に記載のルミネッセンス粒子。
【請求項４０】
　コーティングがビトリファイドガラスを含む、請求項１または６に記載のルミネッセン
ス粒子。
【請求項４１】
　粒子がホスト材料にカプセル化され、ガラスがカプセル化粒子を囲む、請求項１または
６に記載のルミネッセンス粒子。
【請求項４２】
　本明細書に示され記載される、新規で有用な自明でない方法、装置、製造物および組成
物。
【請求項４３】
　本願に示され記載される、方法、装置、製造物および組成物の新規で有用な自明でない
改良。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　優先権の主張
　本願は、すべての趣旨についてこの全体が参照として本明細書に組み込まれる米国仮特
許出願第６１／９０６，３８０号（２０１３年１１月１９日出願）の優先権を主張する。
【０００２】
　本発明は、ナノ材料を含むルミネッセンス材料を含むルミネッセンス材料の分野に関す
る。
【背景技術】
【０００３】
　遠隔および近接照明およびディスプレイに使用するためのルミネッセンス粒子を改良す
ることは、当該技術分野に進展をもたらす。遠隔および近接照明およびディスプレイに使
用するためのナノ材料を含むルミネッセンス粒子を改善することは、当該技術分野にさら
なる進展をもたらす。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明は、遠隔および近接照明およびディスプレイに有用なルミネッセンス粒子、こう
したルミネッセンス粒子を製造するための方法、こうしたルミネッセンス粒子を含むルミ
ネッセンス材料、ならびにこうしたルミネッセンス粒子または材料を含む光学部品および
他の製品に関する。
【０００５】
　本発明の１つの態様によれば、１つ以上の発光材料の１つ以上の粒子を囲むガラスを含
む表面を含むルミネッセンス粒子が提供される。発光材料は、２つ以上の発光材料の組み
合わせを含むことができる。発光材料は、発光ナノ材料を含むことができる。こうした発
光ナノ材料の例としては、量子ドットおよびナノ蛍光体が挙げられるが、これらに限定さ
れない。
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【０００６】
　ガラスは、好ましくはビトリファイドガラスである。
【０００７】
　ガラスは、好ましくは光学的に透明である。
【０００８】
　好ましくはガラスコーティングは、黒鉛化副生成物を含まないまたは実質的に含まない
。
【０００９】
　特定の態様において、本発明に従うルミネッセンス粒子はさらに、ガラスに分配された
１つ以上の発光材料および／または発光ナノ材料の１つ以上の粒子を含むことができる。
【００１０】
　特定の態様において、本発明に従うルミネッセンス粒子は、１つ以上の発光材料の２つ
以上の粒子を含む。
【００１１】
　本発明の別の態様によれば、本明細書に記載されるルミネッセンス粒子を含むルミネッ
センス材料が提供される。
【００１２】
　本発明のさらなる態様によれば、１つ以上の発光材料の１つ以上の粒子を囲むガラスを
含む表面を含むルミネッセンス粒子を製造するための方法が提供され、この方法が、キャ
リアストリーム中に、１つ以上の発光材料の１つ以上の少なくとも一部の外側表面の少な
くとも一部上にビトリファイドガラスを形成するための前駆体を含む１つ以上の発光材料
の１つ以上の粒子を懸濁させる工程およびキャリアストリーム中に懸濁した１つ以上の発
光材料の１つ以上の少なくとも一部の外側表面の少なくとも一部上の前駆体を熱分解し、
前駆体をビトリファイドガラスに転化して、ルミネッセンス粒子を形成する工程を含む。
【００１３】
　発光材料は、２つ以上の発光材料の組み合わせを含むことができる。発光材料は、発光
ナノ材料を含むことができる。こうした発光ナノ材料の例としては、量子ドットおよびナ
ノ蛍光体が挙げられるが、これらに限定されない。
【００１４】
　熱分解工程は、熱分解炉において少なくとも部分的に行われることができる。
【００１５】
　熱分解工程は、火炎熱分解を含むことができる。
【００１６】
　好ましくは、熱分解工程は、黒鉛化副生成物を含まないまたは実質的に含まないガラス
コーティングを形成するために行われる。
【００１７】
　ガラスは、好ましくはビトリファイドガラスである。
【００１８】
　ガラスは、好ましくは光学的に透明である。
【００１９】
　好ましくはガラスは、黒鉛化副生成物を含まないまたは実質的に含まない。
【００２０】
　本発明のなおさらなる態様によれば、本明細書に記載される方法によって調製されたル
ミネッセンス粒子が提供される。
【００２１】
　本発明のさらに別の態様によれば、本明細書に記載されるルミネッセンス粒子を含む光
学部品が提供される。
【００２２】
　本発明のさらに別の態様によれば、本明細書に記載されるルミネッセンス粒子を含む発
光デバイスが提供される。
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【００２３】
　本発明のさらに別の態様によれば、本明細書に記載されるルミネッセンス粒子を含むバ
ックライトユニットを含む発光デバイスが提供される。
【００２４】
　本発明のさらに別の態様によれば、本明細書に記載されるルミネッセンス粒子を含むバ
ックライトユニットが提供される。
【００２５】
　本発明のさらに別の態様によれば、本明細書に記載されるルミネッセンス粒子を含むデ
ィスプレイが提供される。
【００２６】
　本明細書に記載される先の態様および他の態様はすべて本発明の実施形態を構成する。
【００２７】
　本発明は、本発明のいずれかの特定の態様および／または実施形態に関して本明細書で
記載される特徴のいずれかが、本明細書に記載される本発明のいずれかの他の態様および
／または実施形態の他の特徴のいずれかの１つ以上と組み合わせることができ、この組み
合わせの適合性を確実にするために適宜変更を伴うことを述べることが当業者には認識さ
れるべきである。こうした組み合わせは、本開示によって想定される本発明の一部である
と考えられる。
【００２８】
　前述の一般的な説明および以下の詳細な説明の両方が、例示および説明に過ぎず、特許
請求されるような本発明を制限するものではないことが理解されるべきである。
【００２９】
　他の実施形態は、説明および図面の考慮から、特許請求の範囲からおよび本明細書に開
示される本発明の実施から当業者に明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明に従う複数のバリア層を含む量子ドットの蒸気不透過性マイクロカプセル
化のための方法の工程を概説する。
【図２】本発明に従う１つのバリア層を含む量子ドットの蒸気不透過性マイクロカプセル
化のための方法の工程を概説する。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　添付の図面は、例示を目的としてのみ示される単純な表示であり；実際の構造は、特に
、示される物品の相対的な大きさおよびこの外観を含む多数の観点で異なり得る。
【００３２】
　本発明の理解を深めるために、本発明の他の利点および機能と共に、以下の開示および
添付の特許請求の範囲を上記で記載した図面と関連させて参照する。
【００３３】
　本発明の種々の態様および実施形態は、以下の詳細な説明においてさらに記載される。
【００３４】
　本発明の１つの態様によれば、１つ以上の発光材料の１つ以上の粒子を囲むガラスを含
む表面を含むルミネッセンス粒子が提供される。発光材料は、２つ以上の発光材料の組み
合わせを含むことができる。発光材料は、無機フォトルミネッセンス材料を含むことがで
きる。無機フォトルミネッセンス材料の例としては、無機蛍光体が挙げられるが、これら
に限定されない。発光材料は、発光ナノ材料を含むことができる。こうした発光ナノ材料
の例としては、量子ドットおよびナノ蛍光体が挙げられるが、これらに限定されない。好
ましくは、１つ以上の発光ナノ材料の１つ以上の粒子は、無機半導体ナノ結晶を含む。
【００３５】
　ガラスは、好ましくはビトリファイドガラスを含む。ガラスは、好ましくは光学的に透
明なガラスを含む。好ましくはガラスは、黒鉛化副生成物を含まないまたは実質的に含ま
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ない。
【００３６】
　本発明のルミネッセンス粒子は、照明およびディスプレイ用途に含まれ得る。例えば、
本発明に従うルミネッセンス粒子は、ルミネッセンス材料、光学部品、無機半導体発光デ
バイス（ＬＥＤ）または他の発光デバイス、バックライトユニットおよび／またはディス
プレイに含まれることができる。
【００３７】
　本明細書に記載されるルミネッセンス粒子に含まれるガラスを含む表面は、ルミネッセ
ンス粒子に含まれる１つ以上の発光材料の１つ以上の粒子の周りに気密バリアを提供でき
る。こうしたバリアは、１つ以上の粒子の酸化を防止できる。こうした防止はさらに、ダ
ウンコンバージョン能の後続損失を低減もしくは遅延、または理想的には防止できる。ガ
ラスを含む表面はまた、ルミネッセンス粒子が含まれる最終用途において遭遇し得る有害
な種から、ルミネッセンス粒子に含まれる発光粒子および／または発光ナノ粒子を保護で
きる。例えば、ルミネッセンス粒子がＬＥＤのためのシリコーンカプセル化剤に含まれる
場合、ガラスコーティングは、シリコーンカプセル化剤に存在する酸から、ルミネッセン
ス粒子に含まれる発光粒子および／または発光ナノ粒子を保護できる。ガラスを含む表面
はまた、例えばナノ粒子の拡散を制限することによってルミネッセンス粒子に含まれるこ
とができるナノサイズ化された発光粒子のアグロメレーションおよびオストワルド熟成を
防止できる。
【００３８】
　好ましくはガラスを含む表面は、酸素ガスまたは水蒸気のルミネッセンス粒子への拡散
に対するバリアを、１つ以上の発光材料またはナノ材料の１つ以上の粒子に与え、空気中
で安定であることができるルミネッセンス粒子を提供する。これは、ルミネッセンス粒子
が１つ以上の発光材料またはナノ材料の空気感受性粒子を含み、ルミネッセンス粒子が酸
素を含む環境においてハイライトフラックスおよび／または高温に曝される用途に特に有
利であることができる。こうした用途の１つの例としては、高温で操作できるハイフラッ
クスライトＬＥＤの色ダウンコンバージョンでの使用が挙げられる。
【００３９】
　ルミネッセンス粒子はさらに、１つ以上の発光材料および／またはナノ材料の１つ以上
の粒子が含まれるホスト材料または主部を含んでいてもよく、この表面は１つ以上の粒子
を含むホスト材料または主部の外側表面にわたって配設されているガラスを含む。
【００４０】
　例えば本明細書に記載されるルミネッセンス粒子に含まれることができるホスト材料の
例としては、ポリマー、オリゴマー、モノマー、樹脂、バインダー、ガラス、金属酸化物
および他の非ポリマー性材料を挙げることができるが、これらに限定されない。好ましい
ホスト材料としては、予備選択された波長の光に対して少なくとも部分的に透明であり、
好ましくは完全に透明であるポリマー性および非ポリマー性材料が挙げられる。特定の実
施形態において、予備選択された波長は、電磁スペクトルの可視（例えば４００から７０
０ｎｍ）領域の波長の光を含むことができる。好ましいホスト材料としては、架橋ポリマ
ーおよび溶媒キャストポリマーが挙げられる。他の好ましいホスト材料の例としては、ガ
ラスまたは透明樹脂が挙げられるが、これらに限定されない。特に、非硬化性樹脂、熱硬
化性樹脂、または光硬化性樹脂のような樹脂が、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いずれかの形態であるこうした樹脂の具体的な例としては、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またはオリゴマーを含有す
るコポリマーなどが挙げられるが、これらに限定されない。
【００４１】
　ホスト材料の他の例としては、光硬化性樹脂、光重合性樹脂、例えば反応性ビニル基を



(8) JP 2016-540852 A 2016.12.28

10

20

30

40

50

含有するアクリル酸またはメタクリル酸系樹脂、光架橋性樹脂を挙げることができるが、
これらに限定されず、これは一般にポリビニルシンナメート、ベンゾフェノンなどの光増
感剤を含有する。熱硬化性樹脂は、光増感剤が使用されない場合に使用されてもよい。こ
れらの樹脂は、個々にまたは２つ以上の組み合わせで使用されてもよい。
【００４２】
　ホスト材料の他の例としては、溶媒キャスト樹脂を挙げることができるが、これらに限
定されない。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
するモノマーまたはオリゴマーを含有するコポリマーなどのポリマーは、当業者に既知の
溶媒中に溶解できる。溶媒の蒸発時に、樹脂は、半導体ナノ粒子のための固体ホスト材料
を形成する。
【００４３】
　特定の実施形態において、ＲａｄｃｕｒｅおよびＳａｒｔｏｍｅｒから市販されている
アクリレートモノマーおよび／またはアクリレートオリゴマーが好ましいことがある。
【００４４】
　他の好適なホスト材料は、関連分野の当業者によって同定できる。ホスト材料の選択は
、ルミネッセンス粒子のための意図する最終用途に依存し得る。
【００４５】
　ルミネッセンス粒子においてホスト材料に含まれる発光粒子またはナノ粒子の総量は、
目的とする最終用途に依存して変動できる。特定の態様においては、例えばナノ粒子の量
は、ホスト材料の約０．０５から約１０重量％、例えば約０．０５重量％から約５重量％
、約０．１重量％から約５重量％の範囲であることができる。こうした範囲内または範囲
外の量も意図する用途に基づいて有用な場合もある。
【００４６】
　他の添加剤（例えば光散乱粒子などがあるが、これらに限定されない。）も、ルミネッ
センス粒子に含まれてもよい。
【００４７】
　特定の態様において、ガラスは、ルミネッセンス粒子に含まれる１つ以上の発光材料ま
たはナノ材料の１つ以上の粒子の格子溶融温度より実質的に低いＴｇ（ガラス転移温度）
を有することができる。
【００４８】
　本発明のさらなる態様によれば、１つ以上の発光材料の１つ以上の粒子を囲むガラスを
含む表面を含むルミネッセンス粒子を製造するための方法が提供され、この方法が、キャ
リアストリーム中に、１つ以上の発光材料の１つ以上の少なくとも一部の外側表面の少な
くとも一部上にビトリファイドガラスを形成するための前駆体を含む１つ以上の発光材料
の１つ以上の粒子を懸濁させる工程およびキャリアストリーム中に懸濁した１つ以上の発
光材料の１つ以上の少なくとも一部の外側表面の少なくとも一部上の前駆体を熱分解し、
前駆体をビトリファイドガラスに転化して、ルミネッセンス粒子を形成する工程を含む。
【００４９】
　方法はさらに、１つ以上の発光材料および／またはナノ材料の１つ以上の粒子を、１つ
以上の発光材料および／またはナノ材料の１つ以上の少なくとも一部の外側表面の少なく
とも一部に前駆体を配設するためにビトリファイドガラスを形成するための前駆体と接触
させる工程を含むことができる。
【００５０】
　こうした接触工程は、場合により、１つ以上の発光材料および／またはナノ材料の１つ
以上の粒子を、ビトリファイドガラスを形成するための前駆体を含むコーティング材料で
コーティングする工程を含むことができる。例えば、ビトリファイドガラスを形成するた
めの前駆体を含む液体は、混合、スプレーコーティング、または当業者によって選択され
る他の利用可能な技術によって、１つ以上の発光材料および／またはナノ材料の１つ以上
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の粒子に適用できる。前駆体はまた、１つ以上の発光材料および／または発光ナノ材料の
１つ以上の粒子に固体形態、例えば粉末（例えばヒュームド金属酸化物粉末があるが、こ
れらに限定されない。）として適用されてもよい。
【００５１】
　こうした接触工程は、場合により、１つ以上の発光材料および／またはナノ材料の１つ
以上の粒子を、１つ以上の粒子が含まれる前駆体主部を形成するためのビトリファイドガ
ラスを形成するための前駆体中にカプセル化する工程を含むことができる。こうした前駆
体主部は、例えば固体または多孔質であることができる。（１つ以上の粒子は主部の表面
にあることができ、前駆体によって完全に覆われていなくてもよいことが可能である）。
前駆体主部を形成するために１つ以上の発光材料および／またはナノ材料の１つ以上の粒
子をこうしてカプセル化するために使用される前駆体の例としては、エアロゲル、キセロ
ゲルおよび低バルク密度を有する他のゾル－ゲル粒子が挙げられるが、これらに限定され
ない。好ましくはこうしたエアロゲル、キセロゲルおよび他のゾル－ゲル粒子は、シリカ
または他のビトリファイド可能な金属酸化物を含む。こうした他のビトリファイド可能な
金属酸化物は、当業者によって容易に同定できる。前駆体中に１つ以上の発光材料および
／またはナノ材料をカプセル化できる他の前駆体の例としては、相変化材料、例えばＰ２

Ｏ５および相変化を行うことによって熱を吸収する他の低溶融ガラスが挙げられるが、こ
れらに限定されない。
【００５２】
　本発明の方法に使用できるビトリファイドガラスを形成するための前駆体の追加の例と
しては、ホスフェートまたはシリケートガラス、シリケート体またはメソリスまたはゾル
ーゲルまたは高温安定性特性を有する有機ガラスが挙げられるが、これらに限定されない
。
【００５３】
　本明細書に記載される方法によれば、これらの外側表面の少なくとも一部にビトリファ
イドガラスを形成するための前駆体を含む１つ以上の発光材料および／またはナノ材料の
１つ以上の粒子は、キャリアストリーム中に懸濁され、１つ以上の発光材料および／また
はナノ材料の１つ以上の粒子上の前駆体は、熱分解されて、前駆体をビトリファイドガラ
スに転化し、１つ以上の発光材料の１つ以上の粒子を囲むガラスを含む表面を含むルミネ
ッセンス粒子を形成する。
【００５４】
　キャリアストリームは、前駆体が熱分解によってビトリファイドガラスに転化される火
炎または炉に、前駆体を含む１つ以上の発光材料および／またはナノ材料の１つ以上の粒
子を輸送するために使用できる。
【００５５】
　キャリアストリームは、不活性ガスを含むことができる。例としては、窒素およびアル
ゴンなどが挙げられるが、これらに限定されない。キャリアストリームはまた、超臨界流
体、例えばＣＯ２を含むことができる。キャリアストリームはさらに、熱分解または燃焼
工程の一部として除去されるキャリア溶媒を含むことができる。キャリア溶媒が有機溶媒
を含む場合、酸素バランスは、好ましくは、熱分解中の黒鉛化を防止するために空気スト
リームまたは酸化剤の導入によって制御される。
【００５６】
　キャリアはまた、１つ以上の発光材料および／または発光ナノ材料の１つ以上の粒子の
少なくとも一部（さらにホスト材料または主部に含まれていてもよい。）をコーティング
でき、ビトリファイドされて熱分解工程中にビトリファイドガラスを形成する金属酸化物
前駆体、例えばＴＥＯＳ、ＳｉＣｌ４、ＳｉＨ４または別の反応性金属酸化物前駆体を含
むことができる。一部の場合において、水または酸素は、こうした前駆体を酸化物に転化
できるように、キャリアストリームに導入される必要がある場合がある。
【００５７】
　場合により、ガラスは、複数の前駆体から形成できる。
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【００５８】
　固体粒子のエントレインメントまたは固体粒子の溶液のエアロゾル化は、例えばこれら
に限定されないが、超音波噴霧または空気霧化もしくは液圧霧化を介して行われることが
でき、粒子を、約２００ミクロン平均サイズ以下の熱分解またはビトリファイド粒子に縮
小する。より大きな粒子も生じてよく、これは場合により、後に細砕できる。使用できる
細砕技術の例としては、ボールミル、ジェットミルまたは別の既知の粒子縮小技術が挙げ
られるが、これらに限定されない。
【００５９】
　熱分解工程は、これらの外側表面の少なくとも一部にビトリファイドガラスを形成する
ための前駆体を含む１つ以上の発光材料および／またはナノ材料の１つ以上の粒子を含む
キャリアストリームを、Ｌｉｎｄｂｅｒｇ炉のような管状炉に、ルミネッセンス粒子内に
含有されるべき１つ以上の粒子の外側表面の少なくとも一部、好ましくはすべての周りに
前駆体を融合させるのに十分な滞留時間で通す工程を含むことができる。前駆体のすべて
を完全にビトリファイドしなくてもよい。しかし、粒子表面の未反応または未ビトリファ
イド前駆体の一部はまた、炉中において吸熱相変化または反応を行うことによって熱損傷
から粒子を保護してもよい。例えば、低溶融ホスフェートガラスで１つ以上の粒子を囲む
ことにより、使用される熱が、シリケート体またはメソリスの外側コーティングをビトリ
ファイドし、部分的に融合して、発光粒子またはナノ粒子に到達する熱パルスを最小限に
する。
【００６０】
　別の方法では熱分解工程は、これらの外側表面の少なくとも一部にビトリファイドガラ
スを形成するための前駆体を含む１つ以上の発光材料および／またはナノ材料の１つ以上
の粒子を含むキャリアストリーム（好ましくはガスストリーム）を、バーナー火炎に通過
させる工程を含むことができ、ここで前駆体はビトリファイドガラスに転化される。
【００６１】
　例えば、これらの外側表面の少なくとも一部にビトリファイドガラスを形成するための
前駆体を含む１つ以上の発光材料および／またはナノ材料の１つ以上の粒子（「前駆体ス
トリーム」）は、バーナーノズルに供給される。バーナーノズルは、複数のアニュラスで
構成されてもよい。１つの場合において、前駆体粒子ストリームは、中心アニュラスにあ
る。外側２つのアニュラスはそれぞれ、燃焼に必要とされるＨ２および酸素（または空気
）を供給する。別の方法では、前駆体ストリームは、同様に冷却ゾーンにおいて、火炎に
対して直角に導入できる。
【００６２】
　熱分解工程後のルミネッセンス粒子を含む熱ガスストリームは、好ましくは回復または
回収される前に冷却される。例えば、ルミネッセンス粒子は、熱分解炉または火炎から出
て、さらに熱交換器を通過してストリームの温度をある温度に低下させることができる。
例えば、ルミネッセンス粒子に含まれる発光材料の１つ以上の粒子が量子ドットを含む場
合、温度は、好ましくは量子ドットが負の影響を受けない温度、例えば＜４００℃、＜３
５０℃、＜３２０℃に低下される。特定の量子ドットに依存して、他の温度が選択されて
もよい。好ましくは、温度はまた、ルミネッセンス粒子が反応ストリームから分離される
まで、熱分解工程のいずれかの凝縮性副生成物が蒸気状態のままであるのに十分高く維持
される。
【００６３】
　方法はさらに、ルミネッセンス粒子を回収する工程を含むことができる。ルミネッセン
ス粒子の回収は、バッグフィルタ、電気集塵機、またはフィルタもしくは遠心分離機での
後続固体／液体分離のためのスプレーコンデンサによる回収を含むことができる。他の好
適な既知の粉末回収技術は、当業者によって容易に確定できる。
【００６４】
　場合により、本明細書に教示される方法の実施形態は、マトリックス（またはホスト材
料（例えば本明細書に記載されるホスト材料）に組み込まれる１つ以上の発光材料および
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／またはナノ材料（例えばＱＤ）を含む１つ以上の粒子を形成する工程、キャリアストリ
ーム中に、粒子の少なくとも一部の外側表面の少なくとも一部上にビトリファイドガラス
を形成するための前駆体を含む１つ以上の粒子を懸濁する工程およびキャリアストリーム
中に懸濁される１つ以上の少なくとも一部の外側表面の少なくとも一部上の前駆体を熱分
解して、前駆体をビトリファイドガラスに転化し、ルミネッセンス粒子を形成する工程を
含むことができる。
【００６５】
　図１は、本明細書に記載される方法の例の実施形態の工程を概説する。（本明細書に記
載される１つ以上の発光材料および／またはナノ材料の１つ以上の粒子を囲むガラスを含
む表面を含むルミネッセンス粒子を製造するための方法は、有利なことには、発光材料お
よび／またはナノ材料の蒸気不透過性マイクロカプセル化を提供できる。）図１に概説さ
れる方法は量子ドット（ＱＤ）について参照するが、同じ工程はまた、本明細書に記載さ
れる他の発光材料および／またはナノ材料のいずれかを用いても行われることができる。
マトリックスカプセル化工程は、マトリックスに組み込まれる１つ以上の発光材料および
／またはナノ材料（例えばＱＤ）を含む１つ以上の粒子を形成する工程を含むことができ
る。こうしたマトリックスは、例えば本明細書に記載されるホスト材料を含むことができ
る。こうした粒子は、例えば約０．５から約２００ミクロンの範囲の最小寸法を有するこ
とができる。次いでこうした粒子は、こうした粒子の１つ以上の外側表面にビトリファイ
ドガラスを形成するための前駆体に曝される（図のバリア層カプセル化工程において、前
駆体は「マトリックス」と称される。）。緻密化工程は、粒子を囲む前駆体の少なくとも
外側表面を緻密化またはビトリファイドするために前駆体によって囲まれる粒子を処理（
例えば熱処理）する工程を含む。好ましくは粒子を囲む前駆体のすべてがビトリファイド
または緻密化される。
【００６６】
　図２は、本明細書に記載される方法の別の例の実施形態の工程を概説する。（本明細書
に記載される１つ以上の発光材料および／またはナノ材料の１つ以上の粒子を囲むガラス
を含む表面を含むルミネッセンス粒子を製造するための方法は、有利なことには、発光材
料および／またはナノ材料の蒸気不透過性マイクロカプセル化を提供できる。）図２に概
説される方法は量子ドット（ＱＤ）について参照するが、同じ工程はまた、本明細書に記
載される他の発光材料および／またはナノ材料のいずれかを用いても行われることができ
る。図２のマトリックスカプセル化工程は、こうした粒子の１つ以上の外側表面にビトリ
ファイドガラスを形成するための前駆体に、１つ以上の発光材料および／またはナノ材料
（例えばＱＤ）を曝すことを指す。緻密化工程は、粒子を囲む前駆体の少なくとも外側表
面を緻密化またはビトリファイドするために前駆体によって囲まれる粒子を処理（例えば
熱処理）する工程を含む。好ましくは粒子を囲む前駆体のすべてがビトリファイドまたは
緻密化される。
【００６７】
　空気安定性が所望される用途について、ルミネッセンス粒子の酸素安定性は、ルミネッ
センス粒子をシリコーンまたは他の酸素透過性モノマーに含ませ、このフィルムを引き伸
ばし、モノマーフィルムを重合することによって特徴付けられることができる。（非反応
性媒体も使用できる。）次いで重合されたフィルムは、４５０ｎｍの青色ＬＥＤまたはレ
ーザーのような供給源からの光で照射され、この発光は、熱管理システムによって調節さ
れるような種々の異なる温度での強度、ピーク波長、ＦＷＨＭ、吸収によって特徴付けら
れる。温度は、室温から２００℃を超えて変動でき、照射出力は、２０ｍＷ／ｃｍ２のフ
ラックス密度から５０Ｗ／ｃｍ２程度に高く変動する。これらの測定は、加速経年モデル
を展開するために、製品性能の変化の割合を評価するために経時的に追跡できる。
【００６８】
　予備選択されたＯ２安定性を有するルミネッセンス粒子を含むルミネッセンス材料であ
って、ここで発光材料の１つ以上の粒子が量子ドットを含む材料は、ＬＥＤの縁部に適用
できる色変換材料として有用であることができ、またはそうでなければＬＥＤカプセル化
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剤の加工処理の容易性と共に量子ドットの光学色利益のすべてを与えるために現在の蛍光
体の代わりにＬＥＤに含まれることができる。
【００６９】
　本明細書に記載されるルミネッセンス粒子はまた、高い色域および効率を有する白色Ｌ
ＥＤを生じるＬＥＤ製作において有用であることができる。
【００７０】
　本明細書に記載される本発明の特定の実施形態および態様において、１つ以上の発光ナ
ノ材料の１つ以上の粒子は、１つ以上の発光材料の１つ以上の粒子を含む。発光ナノ材料
の粒子は、量子閉じ込めから生じる光学的特性を有することができるナノメートルサイズ
の粒子である、好ましくは無機半導体ナノ結晶（これはまた本明細書において量子ドット
とも称され得る。）である。量子ドットの特定の組成、構造および／またはサイズは、特
定の励起源による刺激時に量子ドットから放出される所望波長の光を得るように選択でき
る。本質的に、量子ドットは、これらのサイズを変更することによって可視スペクトルに
わたって光を放出するように調整されてもよい。
【００７１】
　量子ドットは、約１から約１０００ナノメートル（ｎｍ）の範囲、好ましくは約１から
約１００ｎｍの範囲の平均粒径を有することができる。特定の実施形態において、量子ド
ットは、約１から約２０ｎｍ（例えば約５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、
１４、１５、１６、１７、１８、１９、または２０ｎｍ）の範囲の平均粒径を有する。特
定の実施形態において、量子ドットは、約１から約１０ｎｍの範囲の平均粒径を有する。
量子ドットは、約１５０オングストローム（Å）未満の平均直径を有することができる。
特定の実施形態において、約１２から約１５０Åの範囲の平均直径を有する量子ドットが
特に望ましいことがある。しかし、量子ドットの組成、構造および所望の発光波長に依存
して、平均直径はこれらの範囲外であってもよい。
【００７２】
　好ましくは、量子ドットは半導体ナノ結晶を含む。特定の実施形態において、半導体ナ
ノ結晶は、約１から約２０ｎｍ、好ましくは約１から約１０ｎｍの範囲の平均粒径を有す
る。しかし、量子ドットの組成、構造および所望の発光波長に依存して、平均直径はこれ
らの範囲外であってもよい。
【００７３】
　量子ドットは、１つ以上の半導体材料を含むことができる。
【００７４】
　量子ドット（例えば半導体ナノ結晶を含む。）に含まれることができる半導体材料の例
としては、ＩＶ族元素、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、ＩＩ－ＩＶ－Ｖ族化合物、これらのいずれかを含む合金および／またはこ
れらのいずれかを含む混合物（三元および四元混合物または合金を含む。）が挙げられる
が、これらに限定されない。例の非限定リストとしては、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、Ｚ
ｎＴｅ、ＣｄＯ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＭｇＳ、ＭｇＳｅ、ＧａＡｓ、ＧａＮ、
ＧａＰ、ＧａＳｅ、ＧａＳｂ、ＨｇＯ、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、ＩｎＡｓ、ＩｎＮ
、ＩｎＰ、ＩｎＳｂ、ＡｌＡｓ、ＡｌＮ、ＡｌＰ、ＡｌＳｂ、ＴｌＮ、ＴｌＰ、ＴｌＡｓ
、ＴｌＳｂ、ＰｂＯ、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、ＰｂＴｅ、Ｇｅ、Ｓｉ、これらのいずれかを含
む合金および／またはこれらのいずれかを含む混合物（三元および四元混合物または合金
を含む。）が挙げられる。
【００７５】
　特定の実施形態において、量子ドットは、１つ以上の半導体材料を含むコアおよび１つ
以上の半導体材料を含むシェルを含むことができ、ここでシェルは、コアの外側表面の少
なくとも一部にわたって、好ましくはすべてにわたって配設される。コアおよびシェルを
含む量子ドットはまた、「コア／シェル」構造と称される。
【００７６】
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　例えば、量子ドットは、式ＭＸを有する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。量子ドットコアとして使用するのに好適な材料の例と
しては、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＯ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、
ＭｇＳ、ＭｇＳｅ、ＧａＡｓ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＳｅ、ＧａＳｂ、ＨｇＯ、ＨｇＳ、
ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、ＩｎＡｓ、ＩｎＮ、ＩｎＰ、ＩｎＳｂ、ＡｌＡｓ、ＡｌＮ、ＡｌＰ
、ＡｌＳｂ、ＴｌＮ、ＴｌＰ、ＴｌＡｓ、ＴｌＳｂ、ＰｂＯ、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、ＰｂＴ
ｅ、Ｇｅ、Ｓｉ、これらのいずれかを含む合金および／またはこれらのいずれかを含む混
合物（三元および四元混合物または合金を含む。）が挙げられるが、これらに限定されな
い。
【００７７】
　シェルは、コアの組成と同じまたは異なる組成を有する半導体材料であることができる
。シェルは、コアの表面にある１つ以上の半導体材料を含むオーバーコートを含むことが
できる。シェルに含まれることができる半導体材料の例としては、ＩＶ族元素、ＩＩ－Ｖ
Ｉ族化合物、ＩＩ－Ｖ族化合物、ＩＩＩ－ＶＩ族化合物、ＩＩＩ－Ｖ族化合物、ＩＶ－Ｖ
Ｉ族化合物、Ｉ－ＩＩＩ－ＶＩ族化合物、ＩＩ－ＩＶ－ＶＩ族化合物、ＩＩ－ＩＶ－Ｖ族
化合物、これらのいずれかを含む合金および／またはこれらのいずれかを含む混合物（三
元および四元混合物または合金を含む。）が挙げられるが、これらに限定されない。例と
しては、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＯ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、
ＭｇＳ、ＭｇＳｅ、ＧａＡｓ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＳｅ、ＧａＳｂ、ＨｇＯ、ＨｇＳ、
ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、ＩｎＡｓ、ＩｎＮ、ＩｎＰ、ＩｎＳｂ、ＡｌＡｓ、ＡｌＮ、ＡｌＰ
、ＡｌＳｂ、ＴｌＮ、ＴｌＰ、ＴｌＡｓ、ＴｌＳｂ、ＰｂＯ、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、ＰｂＴ
ｅ、Ｇｅ、Ｓｉ、これらのいずれかを含む合金および／またはこれらのいずれかを含む混
合物が挙げられるが、これらに限定されない。例えば、ＺｎＳ、ＺｎＳｅまたはＣｄＳオ
ーバーコートは、ＣｄＳｅまたはＣｄＴｅ半導体ナノ結晶において成長し得る。
【００７８】
　コア／シェル量子ドットにおいて、シェルまたはオーバーコーティングは、１つ以上の
層を含んでいてもよい。オーバーコーティングは、コアの組成と同じまたは異なる少なく
とも１つの半導体材料を含むことができる。好ましくは、オーバーコーティングは、約１
から約１０の単層の厚さを有する。オーバーコーティングはまた、１０を超える単層の厚
さを有することができる。特定の実施形態において、複数のオーバーコーティングが、コ
アに含まれることができる。
【００７９】
　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る。特定の他の実施形態において、周囲「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。
【００８０】
　特定の実施形態において、シェルは、「コア」基材の原子間隔に近い原子間隔を有する
ように選択できる。特定の他の実施形態において、シェルおよびコア材料は同じ結晶構造
を有することができる。
【００８１】
　量子ドット（例えば半導体ナノ結晶）（コア）シェル材料の例としては、これらに限定
されないが、赤（例えば（ＣｄＳｅ）ＣｄＺｎＳ（コア）シェル）、緑（例えば（ＣｄＺ
ｎＳｅ）ＣｄＺｎＳ（コア）シェルなど）および青（例えば（ＣｄＳ）ＣｄＺｎＳ（コア
）シェル）が挙げられる。
【００８２】
　量子ドットは種々の形状を有することができ、これらとしては、球体、棒、円盤、他の
形状および種々の形状粒子の混合物が挙げられるが、これらに限定されない。
【００８３】
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　量子ドット（例えば半導体ナノ結晶が挙げられるが、これらに限定されない。）を製造
する方法の１つの例は、コロイド状成長方法である。得られた量子ドットは、量子ドット
の集団である。個々の核生成および制御された成長の結果として、得られる量子ドット集
団は、狭い単分散の直径分布を有する。単分散の直径分布はまた、サイズと称され得る。
好ましくは、粒子の単分散集団は、粒子の少なくとも約６０％が特定の粒径範囲内にある
ような粒子集団を含む。単分散粒子の集団は、好ましくは直径の１５％ｒｍｓ（二乗平均
平方根）未満、より好ましくは１０％ｒｍｓ未満、最も好ましくは５％未満で外れる。
【００８４】
　オーバーコーティング方法の例は、例えば米国特許第６，３２２，９０１号に記載され
ている。オーバーコーティングする間の反応混合物の温度を調節し、コアの吸収スペクト
ルをモニタリングすることによって、高い発光量子効率および狭いサイズ分布を有するオ
ーバーコーティングされた材料を得ることができる。
【００８５】
　量子ドットまたは半導体ナノ結晶の狭いサイズ分布は、狭いスペクトル幅での発光を可
能にする。単分散半導体ナノ結晶は、この全体が参照として本明細書に組み込まれるＭｕ
ｒｒａｙ　ｅｔ　ａｌ．（Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ，１１５：８７０６（１９９３）
）に詳細に記載されている。
【００８６】
　半導体ナノ結晶および他のタイプの量子ドットは、好ましくはそこに結合したリガンド
を有する。
【００８７】
　特定の態様において、これは、無機リガンドを含むことが望ましい場合がある。
【００８８】
　好ましくは、リガンドは、使用される前駆体と化学的に適合性であるように選択される
。
【００８９】
　１つ以上の発光材料および／または発光ナノ材料の１つ以上の粒子がさらに、ルミネッ
センス材料内のホスト材料に含まれる場合、リガンドは、好ましくはホスト材料およびそ
こに含まれていてもよいいずれかの他の添加剤と化学的に適合性であるように選択される
。
【００９０】
　リガンドは、成長工程の間に反応混合物に含まれ得る配位溶媒から誘導され得る。
【００９１】
　リガンドは、反応混合物に添加できる。
【００９２】
　リガンドは、量子ドットを合成するための反応混合物中に含まれる試薬または前駆体か
ら誘導できる。
【００９３】
　特定の実施形態において、量子ドットは、外側表面に結合された複数のタイプのリガン
ドを含むことができる。
【００９４】
　成長工程から誘導されるまたはそうではないリガンドを含む量子ドット表面は、過剰の
競合リガンド基（これらとしては、例えば配位基が挙げられるが、これらに限定されない
。）への露呈が繰り返されることによって変更され、被覆層を形成できる。例えば、キャ
ップされた量子ドットの分散物は、配位有機化合物、例えばピリジンで処理でき、結晶子
を生じるが、これはピリジン、メタノールおよび芳香族物質中に容易に分散するが、脂肪
族溶媒にはもはや分散しない。こうした表面交換工程は、ナノ粒子の外側表面と配位でき
または結合できるいずれかの化合物を用いて行うことができ、これらとしてはホスフィン
、チオール、アミンおよびホスフェートが挙げられるが、これらに限定されない。
【００９５】
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　追加のリガンドの例としては、脂肪酸リガンド、長鎖脂肪酸リガンド、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
、ピリジン、フランおよびアミンが挙げられる。より具体的な例としては、ピリジン、ト
リ－ｎ－オクチルホスフィン（ＴＯＰ）、トリ－ｎ－ホスフィンオキシド（ＴＯＰＯ）、
トリス－ヒドロキシルプロピルホスフィン（ｔＨＰＰ）およびオクタデシルホスホン酸（
「ＯＤＰＡ」）が挙げられるが、これらに限定されない。工業銘柄ＴＯＰＯが使用できる
。
【００９６】
　好適な配位リガンドは、市販品を購入でき、または従来の合成有機技術によって調製で
きる。
【００９７】
　発光できる量子ドットからの発光は、量子ドットのサイズ、量子ドットの組成またはこ
の両方を変更することによって、スペクトルの紫外、可視、または赤外領域の完全な波長
範囲を通して調整できる狭いガウス型発光バンドであることができる。例えば、ＣｄＳｅ
を含む半導体ナノ結晶は、
　可視領域に調整でき；ＩｎＡｓを含む半導体ナノ結晶は、赤外領域に調整できる。発光
できる量子ドット集団の狭いサイズ分布は、狭いスペクトル範囲の光の発光をもたらすこ
とができる。この集団は単分散性であることができ、こうした量子ドットの直径において
、好ましくは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。可視領域で発光するこうした量子ドットに関して、約７
５ｎｍ以下、好ましくは約６０ｎｍ以下、より好ましくは約４０ｎｍ以下、最も好ましく
は約３０ｎｍ以下の半値全幅（ＦＷＨＭ）が観察できる。ＩＲ発光量子ドットは、１５０
ｎｍ以下、または１００ｎｍ以下のＦＷＨＭを有することができる。発光エネルギーの観
点で表される場合、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、発光量子ドット直径の分散性が低下するにつれて低下する
。
【００９８】
　量子ドットは、１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、
または９０％を超えるような発光量子効率を有することができる。
【００９９】
　量子ドットの狭いＦＷＨＭは、飽和色発光をもたらし得る。単一材料系の可視スペクト
ル全体にわたる広範囲に調整可能な飽和色発光は、いずれかのクラスの有機発色団では一
致しない（例えばこの全体が参照として組み込まれるＤａｂｂｏｕｓｉ　ｅｔ　ａｌ，Ｊ
．Ｐｈｙｓ．Ｃｈｅｍ．１０１，９４６３（１９９７）を参照のこと）。単分散の量子ド
ット集団は、狭い波長範囲に及ぶ光を発光する。
【０１００】
　本発明に従う有用な量子ドットは、赤色光を特徴とする波長を発光するものを含む。特
定の好ましい実施形態において、赤色光を発光できる量子ドットは、約６１５ｎｍから約
６３５ｎｍの範囲にピーク中心波長および重なるかどうかにかかわらず、この間のいずれ
かの波長または範囲を有する光を発光する。例えば、量子ドットは、約６３５ｎｍ、約６
３０ｎｍ、約６２５ｎｍ、約６２０ｎｍ、約６１５ｎｍのピーク中心波長を有する赤色光
を発光できる。
【０１０１】
　本発明に従う有用な量子ドットはまた、緑色光を特徴とする波長を発光するものを含む
。特定の好ましい実施形態において、緑色光を発光できる量子ドットは、約５２０ｎｍか
ら約５４５ｎｍの範囲にピーク中心波長および重なるかどうかにかかわらず、この間のい
ずれかの波長または範囲を有する光を発光する。例えば、量子ドットは、約５２０ｎｍ、
約５２５ｎｍ、約５３５ｎｍ、約５４０ｎｍ、約５４０ｎｍのピーク中心波長を有する緑
色光を発光できる。
【０１０２】
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　本発明の量子ドットの狭い発光プロファイルは、飽和色を発光するために量子ドットお
よび量子ドットの混合物を調整でき、これによって従来のＬＥＤ発光ディスプレイの場合
を超える色域および出力効率を増大させる。１つの態様によれば、主な波長、例えば約５
２３ｎｍを発光するように設計され、例えば約３７ｎｍのＦＷＨＭを有する発光プロファ
イルを有する緑色量子ドットは、例えば約６１７ｎｍの主な波長を発光するように設計さ
れ、例えば約３２ｎｍのＦＷＨＭを有する発光プロファイルを有する赤色量子ドットと組
み合わされ、混合され、またはそうでなければ組み合わせて使用される。こうした組み合
わせは、青色光によって刺激され、三色白色光を創出できる。
【０１０３】
　本明細書に記載され、または本明細書に記載される方法によって製造されるルミネッセ
ンス粒子は、種々広範の他の消費者製品（平坦パネルディスプレイ、コンピュータモニタ
、オールインワンコンピュータ、ノート型パソコン、タブレット、テレビ、ビルボード、
内部または外部照明および／またはシグナル伝達のためのライト、ヘッドアップディスプ
レイ、完全透明ディスプレイ、フレキシブルディスプレイ、レーザープリンター、電話、
携帯電話、スマートフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ラップトップコンピュータ、デジ
タルカメラ、ビデオカメラ、ファインダー、超小型表示装置、車両、大面積の壁、劇場ま
たはスタジアムのスクリーン、標識、照明器具および各種の固体照明デバイスを含む。）
に組み込まれてもよい。
【０１０４】
　本明細書に記載されるまたは本明細書に記載される方法によって製造されるルミネッセ
ンス粒子は、光学的に励起でき、光学励起は、発光粒子、好ましくは半導体ナノ結晶から
の発光を介してダウンコンバージョンされる。こうしたフォトルミネッセンスは、ＬＥＤ
光源が使用されるいずれかのデバイス／システムにおいて有用である（例えば固体照明、
ＬＥＤバックライト（ＬＥＤ－ＢＬＵ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ））。こうしたフォ
トルミネッセンスはまた、光源が他の波長にダウンコンバージョンされるいずれかのデバ
イス／システムに有用であることができる（例えば太陽光が、システムに使用される太陽
電池の最も高い効率ウィンドウに調整された特定の波長に変換されるソーラーコンセント
レイターまたはダウンコンバーター；高エネルギープラズマ発光が半導体ナノ結晶「蛍光
体」ダウンコンバーターを励起できるプラズマ系システム；タガント；バイオラベリング
または画像形成；バーコーディングまたはセキュリティ／秘密ラベリング用途）。
【０１０５】
　半導体ナノ結晶を含む発光粒子を好ましくは含む、本明細書に記載されるまたは本明細
書に記載される方法によって製造されるルミネッセンス粒子はまた、例えば半導体ナノ結
晶材料が光学的に励起され、励起が半導体ナノ結晶からのキャリア励起により電流および
／または電圧を発生させる光起電性（ＰＶ）用途に有用であることができる。
【０１０６】
　本開示および本明細書に記載される発明と関連して有用であり得る追加の情報は、国際
出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００９／００２７９６（Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ、
２００９年５月６日出願、発明の名称「Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ，Ｓｙｓ
ｔｅｍｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ａｎ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ，Ａｎｄ　
Ｄｅｖｉｃｅｓ」）；国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００９／００２７８９号（Ｃｏｅ－Ｓｕ
ｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ、２００９年５月６日出願、発明の名称「Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａ
ｔｅ　Ｌｉｇｈｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｃｏ
ｎｆｉｎｅｄ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅｓ，Ａｎ　Ｏｐ
ｔｉｃａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｆｏｒ　Ａ　Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｌｉｇｈｔ　
Ｄｅｖｉｃｅ，Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ」）；国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１０／３２８
５９（Ｍｏｄｉ　ｅｔ　ａｌ、２０１０年４月２８日出願、発明の名称「Ｏｐｔｉｃａｌ
　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ，Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ
ｓ」）；国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１０／０３２７９９号（Ｍｏｄｉ　ｅｔ　ａｌ、２
０１０年４月２８日出願、発明の名称「Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，Ｏｐｔｉ
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ｃａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ，Ｄｅｖｉｃｅｓ，Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ」）；国際出
願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１１／０４７２８４（Ｓａｄａｓｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ、２０１１
年８月１０日出願、発明の名称「Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔ　Ｂａｓｅｄ　Ｌｉｇｈｔｉｎ
ｇ」）；国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００８／００７９０１号（Ｌｉｎｔｏｎ　ｅｔ　ａｌ
、２００８年６月２５日出願、発明の名称「Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　Ａｎｄ　Ｍｅｔ
ｈｏｄｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｎａｎｏｍａｔｅｒｉａｌ」；
米国特許出願第１２／２８３６０９号（Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ、２００
８年９月１２日出願、発明の名称「Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ，Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｍ
ｐｏｎｅｎｔ，Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ａｎ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｍｐｏ
ｎｅｎｔ，Ｄｅｖｉｃｅｓ，Ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ」）；国際出願第Ｐ
ＣＴ／ＵＳ２００８／１０６５１号（Ｂｒｅｅｎ　ｅｔ　ａｌ、２００８年９月１２日出
願、発明の名称「Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｉｚｅｄ　Ｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅｓ　Ａｎｄ
　Ｍｅｔｈｏｄ」；米国特許第６，６００，１７５号（Ｂａｒｅｔｚ，ｅｔ　ａｌ．、２
００３年７月２９日登録、発明の名称「Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｗｈｉｔｅ　Ｌｉｇｈ
ｔ　Ｅｍｉｔｔｅｒ　Ａｎｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｕｓｉｎｇ　Ｓａｍｅ」）；および米国
特許第６，６０８，３３２号（Ｓｈｉｍｉｚｕ，　ｅｔ　ａｌ．、２００３年８月１９日
登録、発明の名称「Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ」）；および米国特許出願第１３／７６２，３５４号（Ｎｉｃｋ，ｅｔ　ａｌ．、２
０１３年２月７日出願、発明の名称「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｍａｋｉｎｇ　Ｃｏｍｐｏ
ｎｅｎｔｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔｓ，Ｍｅｔｈｏｄｓ，ａｎｄ
　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ」）；これらそれぞれが参照としてこの全体が本明細書に組み込まれ
る。）に含まれる。
【０１０７】
　本明細書で使用される場合、単数形「１つの（ａ）」、「１つの（ａｎ）」および「前
記（ｔｈｅ）」は、内容が明確に示されない限り、複数を含む。故に、例えば発光材料に
ついての言及は、こうした材料の１つ以上の言及を含む。
【０１０８】
　出願人は、特に、この開示においてすべての引用文献の全体の内容を組み込む。さらに
、量、濃度または他の値もしくはパラメータが範囲、好ましい範囲または上側の好ましい
値と下側の好ましい値の列記として与えられる場合、これは、範囲が別個に開示されてい
るかどうかにかかわらず、いずれかの上側の範囲限界もしくは好ましい値といずれかの下
側の範囲限界もしくは好ましい値のいずれかのペアから形成されるすべての範囲を具体的
に開示しているものと理解されるべきである。ある範囲の数値が本明細書で挙げられてい
る場合、別段の断りがない限り、この範囲はこれの端の値ならびにこの範囲に含まれるす
べての整数および分数を含むことを意図する。本発明の範囲は、範囲を規定する場合に言
及される具体的な値に限定されることを意図しない。
【０１０９】
　本発明の他の実施形態は、本明細書および本明細書に開示された本発明の実施を考慮す
ることによって当業者に明らかになる。本明細書および実施例は、例示としてのみ考慮さ
れ、本発明の真の範囲および趣旨は以下の特許請求の範囲およびこの均等物によって示さ
れることが意図される。
【０１１０】
　主題が構造上の特徴および／または方法論的作用に特異な言語で記載されているが、添
付の特許請求の範囲に規定される主題が上記で記載される特定の特徴または作用に必ずし
も限定されないことが理解されるべきである。むしろ、上記で記載される特定の特徴およ
び行為は、特許請求の範囲を実施する例の形態として開示される。
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