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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の発光性半導体ナノ結晶を含んでなるナノ材料と、
　複数の散乱粒子と、
　および液体媒体と、
を含んでなり、
　ここで、当該散乱粒子の少なくとも一部が、液体媒体中での分散性および安定性を改善
するための有機表面処理を含み、
当該液体媒体は非極性液体媒体を含む、
インク組成物。
【請求項２】
　散乱粒子が金属または金属酸化物粒子、気泡、中実ガラスビーズ、または中空ガラスビ
ーズを含む、請求項１に記載のインク組成物。
【請求項３】
　散乱粒子がＴｉＯ２、ＳｉＯ２、ＢａＴｉＯ３、およびＺｎＯを含む、請求項１に記載
のインク組成物。
【請求項４】
　散乱粒子の少なくとも一部が球形状を有する、請求項１に記載のインク組成物。
【請求項５】
　散乱粒子が球形状を有する、請求項１に記載のインク組成物。
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【請求項６】
　散乱粒子が平均粒径０．２μｍのＴｉＯ２の粒子を含んでなる、請求項１に記載のイン
ク組成物。
【請求項７】
　散乱粒子の濃度が０．００１～２０重量％の範囲にある、請求項１に記載のインク組成
物。
【請求項８】
　散乱粒子の濃度が０．１～１０重量％の範囲にある、請求項１に記載のインク組成物。
【請求項９】
　散乱粒子の濃度が０．１～３重量％の範囲にある、請求項１に記載のインク組成物。
【請求項１０】
　インク組成物が液体媒体１ｍｌに付き、発光性半導体ナノ結晶を少なくとも約０．１ｍ
ｇ含む、請求項１に記載のインク組成物。
【請求項１１】
　インク組成物が液体媒体１ｍｌに付き、発光性半導体ナノ結晶を少なくとも約１ｍｇ含
む、請求項１に記載のインク組成物。
【請求項１２】
　インク組成物が液体媒体１ｍｌに付き、発光性半導体ナノ結晶を少なくとも約５ｍｇ含
む、請求項１に記載のインク組成物。
【請求項１３】
　インク組成物が液体媒体１ｍｌに付き、発光性半導体ナノ結晶を少なくとも約１０ｍｇ
含む、請求項１に記載のインク組成物。
【請求項１４】
　インク組成物が液体媒体１ｍｌに付き、発光性半導体ナノ結晶を少なくとも約２５ｍｇ
含む、請求項１に記載のインク組成物。
【請求項１５】
　インク組成物が液体媒体１ｍｌに付き、発光性半導体ナノ結晶を少なくとも約５０ｍｇ
含む、請求項１に記載のインク組成物。
【請求項１６】
　発光性半導体ナノ結晶の少なくとも一部がコア／シェル構造を含んでなる、請求項１に
記載のインク組成物。
【請求項１７】
　インク組成物が分散物を含んでなる、請求項１に記載のインク組成物。
【請求項１８】
　インク組成物がコロイド状分散物を含んでなる、請求項１に記載のインク組成物。
【請求項１９】
　複数の発光性コア－シェル半導体ナノ結晶を含んでなるナノ材料と、
　複数の散乱粒子と、
　液体媒体と、
を含んでなるインク組成物であって、ここで、当該散乱粒子の少なくとも一部が、液体媒
体中での分散性および安定性を改善するための有機表面処理を含み、当該液体媒体は非極
性液体媒体を含み、当該液体媒体は、架橋することが可能である１つ以上の官能基を含む
、インク組成物。
【請求項２０】
　官能単位がＵＶ処理によって架橋可能である、請求項１９に記載のインク組成物。
【請求項２１】
　官能単位が熱処理によって架橋可能である、請求項１９に記載のインク組成物。
【請求項２２】
　架橋することが可能である１個以上の官能基を含む組成物および液体媒体が同じである
、請求項１９に記載のインク組成物。
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【請求項２３】
　液体媒体が、液体媒質およびこれ自体が架橋することが可能である１個以上の官能基を
含む組成物の混合物を含んでなる、請求項１９に記載のインク組成物。
【請求項２４】
　架橋することが可能である１個以上の官能基を含む組成物が、共溶媒を液体媒体と共に
含む、請求項１９に記載のインク組成物。
【請求項２５】
　インク組成物が分散物を含んでなる、請求項１９に記載のインク組成物。
【請求項２６】
　インク組成物がコロイド状分散物を含んでなる、請求項１９に記載のインク組成物。
【請求項２７】
　散乱粒子がＴｉＯ２を含んでなり、散乱粒子が０．００１重量％～２０重量％の範囲の
濃度で含まれる、請求項１に記載のインク組成物。
【請求項２８】
　液体媒体は過フルオロ化合物を含んでなる、請求項１に記載のインク組成物。
【請求項２９】
　液体媒体がＦｌｕｏｒｉｎｅｒｔ　ＦＣ－７７を含んでなる、請求項２８に記載のイン
ク組成物。
【請求項３０】
　ナノ材料が発光性コア－シェル半導体ナノ結晶を含んでなる、請求項２８に記載のイン
ク組成物。
【請求項３１】
　半導体ナノ結晶の少なくとも一部が半導体ナノ結晶の表面にフッ化リガンドを含む、請
求項３０に記載のインク組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　優先権の主張
　本願は、２００７年６月２５日に出願された米国出願番号６０／９４６，０９０および
２００７年７月１２日に出願された米国出願番号６０／９４９，３０６に対して優先権を
主張し、このそれぞれはこの全体が参照により本明細書に組み入れられている。
【０００２】
　本発明は、ナノ材料を含む組成物およびナノ材料またはナノ材料を含む組成物を被着さ
せることを含む方法を含むが、これらに限定されない、ナノ材料の技術分野に関するもの
である。
【発明の概要】
【０００３】
　ナノ材料を被着させるための改良された組成物および方法を開発することが好都合であ
ることが認識されてきた。このような方法および組成物は、デバイスおよび／またはデバ
イスのアレイを製造するために有用である。
【０００４】
　本発明の一態様により、ナノ材料および液体媒体で構成されるインク組成物が提供され
、液体媒体は過フルオロ化合物で構成される。ある最も好ましい実施形態において、液体
媒体は、３Ｍより入手できるＦｌｕｏｒｉｎｅｒｔ　ＦＣ－７７で構成される。
【０００５】
　本発明によるインクの、本明細書に記載する本発明のある態様および実施形態において
、インク組成物は分散物で構成される。ある用途では、分散物がコロイド状であることが
望ましい。
【０００６】
　ある実施形態において、インクは散乱体をさらに含むことが可能である。
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【０００７】
　ある実施形態において、液体媒体は、架橋することが可能である１個以上の官能基を含
む過フルオロ化合物で構成される。ある実施形態において、官能性単位はＵＶ処理によっ
て架橋することが可能である。ある実施形態において、官能性単位は熱処理によって架橋
することが可能である。ある実施形態において、官能性単位は、当業者によってただちに
確認可能な他の架橋技法によって架橋することが可能である。ある実施形態において、架
橋することが可能である１個以上の官能基を含む組成物は、液体媒体そのものであること
が可能である。ある実施形態において、組成物は共溶媒であることが可能である。ある実
施形態において、組成物は液体媒体との混合物の成分であることが可能である。
【０００８】
　ある実施形態において、ナノ材料は半導体ナノ結晶で構成される。ある好ましい実施形
態において、ナノ材料は半導体ナノ結晶で構成され、半導体ナノ結晶の少なくとも一部は
半導体ナノ結晶の表面に結合されたフッ化リガンドを含む。
【０００９】
　本発明の一態様により、ナノ材料および液体媒体で構成されるインク組成物が提供され
、液体媒体は架橋することが可能である１個以上の官能基を含む組成物で構成される。あ
る実施形態において、官能性単位はＵＶ処理によって架橋することが可能である。ある実
施形態において、官能性単位は熱処理によって架橋することが可能である。ある実施形態
において、官能性単位は、当業者によってただちに確認可能な他の架橋技法によって架橋
することが可能である。ある実施形態において、架橋することが可能である１個以上の官
能基を含む組成物は、これ自体が液体媒体であることが可能である。ある実施形態におい
て、組成物は共溶媒であることが可能である。ある実施形態において、組成物は液体媒体
との混合物の成分であることが可能である。
【００１０】
　ある実施形態において、インクは散乱体をさらに含むことが可能である。
【００１１】
　本発明の別の態様により、ナノ材料、液体媒体、および散乱体で構成されるインク組成
物が提供される。
【００１２】
　散乱体（本明細書では散乱粒子とも呼ばれる。）の例は、限定されることなく、金属ま
たは金属酸化物粒子、気泡、ならびにガラスビーズ（中実または中空）を含む。他の散乱
体は、当業者によってただちに識別可能である。ある実施形態において、散乱体は球形状
を有する。散乱粒子の好ましい例は、ＴｉＯ２、ＳｉＯ２、ＢａＴｉＯ３、およびＺｎＯ
を含むが、これらに限定されない。散乱体のサイズおよびサイズ分布の選択は、当業者に
よってただちに決定可能である。サイズおよびサイズ分布は、散乱粒子および存在し得る
任意の液体媒質の除去後に散乱体が分散されるホスト材料の屈折率のミスマッチと、レイ
リー散乱理論に従って散乱される事前に選択した波長とに好ましくは基づいている。散乱
粒子の表面は、ホスト材料における分散性および安定性を改善するためにさらに処理され
得る。一実施形態において、散乱粒子は、０．００１から２０重量％の範囲内の濃度の、
粒径０．２μｍのＴｉＯ２（ＤｕＰｏｎｔによるＲ９０２＋）で構成される。ある好まし
い実施形態において、散乱体の濃度範囲は０．１から１０重量％である。あるさらに好ま
しい実施形態において、インクは、ＴｉＯ２で構成される散乱体を約１から約５重量％の
範囲内の濃度で含む。
【００１３】
　本明細書に記載する本発明のある態様および実施形態において、ナノ材料粒子（例えば
半導体ナノ結晶）を液体媒体中に個別に分散させる必要はない。ナノ材料粒子（例えば半
導体ナノ結晶）は凝集され得る。本明細書に記載する本発明のある実施形態において、ナ
ノ材料粒子（例えば半導体ナノ結晶）は、ポリマー粒子の中に含まれ得るか、またはポリ
マー粒子に吸着され得る。本明細書に記載する本発明のある実施形態において、ナノ材料
粒子（例えば半導体ナノ結晶）は、マトリクスの中に含まれ得るか、またはマトリクスに
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吸着され得る。マトリクスはポリマー性または非ポリマー性であることが可能である。
【００１４】
　本明細書に記載した本発明のある態様および実施形態において、ナノ材料は半導体ナノ
結晶で構成される。
【００１５】
　半導体ナノ結晶は、発光デバイス、ディスプレイ、光検出器、不揮発性ランダムメモリ
デバイス、太陽電池、センサ、光起電力デバイスなどを含むが、これらに限定されない各
種のデバイスにおける使用および他の最終使用用途に特に適切となる特徴および特性を有
している。
【００１６】
　本明細書に記載する本発明のある態様および実施形態において、ナノ材料は半導体ナノ
結晶で構成され、半導体ナノ結晶の少なくとも一部は半導体ナノ結晶の表面に付着された
１つ以上のリガンドを含む。
【００１７】
　本明細書に記載する本発明のある態様および実施形態において、本発明の実施形態によ
るインクは、電荷を輸送することが可能である材料をさらに含むことが可能である。ある
実施形態において、電荷を輸送することが可能である材料は、インクに含まれる半導体ナ
ノ結晶のバンドギャップよりも少なくとも大きい三重項エネルギーを有する。ある実施形
態において、インクに含まれる電荷を輸送することが可能である材料は、液体媒体に少な
くとも部分的に溶解性である。
【００１８】
　本明細書に記載する本発明のある態様および実施形態において、本発明の実施形態によ
るインクは、インクジェット液体媒体およびインクに通例使用される成分などの多種多様
の成分、例えば、これらに限定されないが、溶媒、共溶媒、界面活性剤、殺生物剤、緩衝
剤、粘度調節剤、金属イオン封鎖剤、着色料、安定剤、保湿剤、充填剤、増量剤、水、お
よびこの混合物をさらに含み得る。
【００１９】
　本発明の別の態様により、ナノ材料および約２５ダイン／ｃｍ未満の表面張力を有する
液体媒体で構成されるインク組成物を被着させる方法が提供される。ある実施形態におい
て、液体媒体は約１５ダイン／ｃｍを超えない表面張力を有する。約２５ダイン／ｃｍ未
満の表面張力を有する液体媒体の例は、各種の電子デバイス（例えば発光デバイス、光検
出器、および半導体ナノ結晶を含む他のデバイス）を製造するために通例使用される有機
材料が不溶性である液体媒体を含む。このような液体媒体の例は、フッ化溶媒、例えば過
フルオロデカリン、または３Ｍによって販売されているＦｌｕｏｒｉｎｅｒｔシリーズの
溶媒を含む。このような溶媒からインクを生成する際に、表面張力および粘度は、インク
ジェットに通常必要な表面張力および粘度、例えば２５ダイン／ｃｍよりも低下し得る。
Ｆｌｕｏｒｉｎｅｒｔ　ＦＣ－７７は、例えば、１３ダイン／ｃｍの表面張力および１．
３ｃＰの粘度を有する。
【００２０】
　ナノ材料および約２５ダイン／ｃｍ未満の表面張力を有する液体媒体で構成されるイン
ク組成物を、印刷するためにインクジェットノズルにインクを供給するインクジェット・
カートリッジ・リザーバを含むインクジェットシステムから被着させる方法であって、イ
ンクジェットノズルにインクを供給するインクジェット・カートリッジ・リザーバ内の大
気圧に対して陰圧を生成することと；インクを印刷することとを含む方法。方法は、イン
クジェットノズルにインクを供給するインクジェット・カートリッジ・リザーバを含むイ
ンクジェットシステムを使用して、これらの溶媒で作製したインクをより着実にインクジ
ェット印刷することが可能である。インクジェット・カートリッジ・リザーバ内で（大気
圧に対して）陰圧を生成することによって、より安定なジェットを達成することが可能で
ある。ある実施形態において、より安定なジェットは、例えばインクジェット・カートリ
ッジ・リザーバをインクジェットノズルの下に配置することによって達成することが可能
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である。好ましくは、インクジェット・カートリッジ・リザーバは、インクジェット・カ
ートリッジ・リザーバの高さを調整してカートリッジリザーバ内でわずかな陰圧を得られ
るように、インクジェットノズルに対して保持または位置決めされる。方法は、界面活性
剤または他の成分の添加を必要とせずに、ナノ材料および約２５ダイン／ｃｍ未満の表面
張力を有する液体媒体で構成されるインク組成物のインクジェット印刷を容易にすること
が可能である。
【００２１】
　別個の界面活性剤および／または他の添加剤の添加を必要とせずに、ナノ材料（例えば
リガンドを含む半導体ナノ結晶）を含む約２５ダイン／ｃｍ未満の表面張力を有するイン
クをインクジェット印刷する能力は、このようなさらなる添加剤がこの化学特性、光学特
性、または電子特性および／またはこれらの性能に悪影響を有し得るデバイスおよび他の
電子構造物の製造において好都合である。
【００２２】
　ある実施形態において、インクは、基板および本明細書に記載する他の表面を含むが、
これに限定されない表面に被着される。
【００２３】
　ある実施形態において、ナノ材料は発光することが可能である無機ナノ粒子で構成され
る。
【００２４】
　ある実施形態において、ナノ材料は半導体ナノ結晶で構成される。半導体ナノ結晶は、
発光デバイス、ディスプレイ、光検出器、不揮発性ランダムメモリデバイス、太陽電池、
センサ、光起電力デバイスなどを含むが、これらに限定されない各種のデバイスにおける
使用および他の最終使用用途に特に適切となる特徴および特性を有している。
【００２５】
　ある実施形態において、ナノ材料は半導体ナノ結晶で構成され、半導体ナノ結晶の少な
くとも一部は半導体ナノ結晶の表面に付着された１つ以上のリガンドを含む。
【００２６】
　ある実施形態において、方法は、インクからの液体媒体の除去をさらに含む。ある実施
形態において、液体媒体は、液体媒体の除去時に、被着されたナノ材料を含む層が平面で
あるように選択される。
【００２７】
　ある実施形態において、液体媒体は、インクが被着される層に含まれる材料が不溶性で
ある液体を含む。
【００２８】
　本発明の別の態様により、デバイスを製造する方法が提供される。方法は、本発明の態
様または実施形態によるインクを、電極を含む基板の上に被着させることを含む。基板は
、１つ以上のさらなる層および／または機構を場合により含み得る。別の詳説された態様
において、基板への被着後に、液体媒体はインクから除去される。別の詳説された態様に
おいて、１つ以上のさらなる層および／または機構は、半導体ナノ結晶の上に配置される
。
【００２９】
　本発明の別の態様により、本発明の態様または実施形態によるインクを、電極を含む基
板の上に所定の配列で被着させることを含む、デバイスのアレイを形成する方法が提供さ
れる。例えば、インクはパターン形成されたまたはパターン形成されていない配列で被着
させることが可能である。
【００３０】
　基板は、１つ以上のさらなる層および／または機構を場合により含み得る。別の詳説さ
れた態様において、基板への被着後に、液体媒体はインクから除去される。別の詳説され
た態様において、１つ以上のさらなる層および／または機構は、半導体ナノ結晶の上に配
置される。ある実施形態において、異なる発光材料を含む２種以上のインクが所定の配列
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で被着される。例えば、インクはパターン形成されたまたはパターン形成されていない配
列で被着させることが可能である。
【００３１】
　本発明の他の態様により、本明細書で教示するインク組成物を含むデバイスが提供され
る。ある実施形態において、インクおよび／または組成物はデバイスの部品に含まれる。
ある実施形態において、インクおよび／または組成物は部品の表面に含まれる。ある実施
形態において、インクおよび／または組成物はデバイスに層として含まれることが可能で
ある。ある実施形態において、インクおよび／または組成物はデバイス上面および／また
は下面に含まれる。インクおよび／または組成物は、インクおよび／または組成物が配置
される表面の所定の領域上に所定の配列で含まれることが可能である。このような配列は
、特定の用途に従ってパターン形成される、またはパターン形成されないことが可能であ
る。ある実施形態において、１個を超える所定の配列が含まれる。ある実施形態において
、デバイスはディスプレイ、発光デバイス、または他の照明ユニットを含む。ある実施形
態において、デバイスは光起電力デバイスを含む。ある実施形態において、デバイスは別
の電子または光電子デバイスを含む。
【００３２】
　本明細書に記載される上述のおよび他の態様は、本発明の実施形態をすべて構成する。
【００３３】
　上述の一般的な説明および以下の詳細な説明はどちらも例示および説明のためだけであ
り、請求されるような本発明を限定するものではないことが理解されるべきである。他の
実施形態は、本明細書で開示される発明の明細および実施を考慮することにより当業者に
明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明による方法の実施形態を実施するために使用するための、機器構成の例の
概略図を示す。
【図２】発光デバイスの構造の例の概略図を示す。
【図３】発光デバイスの構造の例の概略図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　添付の図面は、例証のためだけに示された簡略表現である；実際の構造物は、例えば相
対スケールなどを含む多くの点で異なり得る。
【００３６】
　本発明をその他の利点および機能と共により良好に理解するために、上に示した図面と
関連して以下の開示および添付の特許請求の範囲を参照する。
【００３７】
　本発明の一態様により、ナノ材料および液体媒体で構成されるインク組成物が提供され
、液体媒体は過フルオロ化合物で構成される。ある最も好ましい実施形態において、液体
媒体は、３Ｍより入手できるＦｌｕｏｒｉｎｅｒｔ　ＦＣ－７７で構成される。
【００３８】
　本発明によるインク組成物のある態様および実施形態において、インク組成物はコロイ
ド状分散物で構成される。
【００３９】
　ある実施形態において、液体媒体は、架橋することが可能である１個以上の官能基を含
む過フルオロ化合物で構成される。ある実施形態において、官能性単位はＵＶ処理によっ
て架橋することが可能である。ある実施形態において、官能性単位は熱処理によって架橋
することが可能である。ある実施形態において、官能性単位は、当業者によってただちに
確認可能な他の架橋技法によって架橋することが可能である。ある実施形態において、架
橋することが可能である１個以上の官能基を含む組成物は、液体媒体そのものであること
が可能である。ある実施形態において、組成物は共溶媒であることが可能である。ある実
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施形態において、組成物は液体媒体との混合物の成分であることが可能である。
【００４０】
　本発明の一態様により、ナノ材料および液体媒体で構成されるインク組成物が提供され
、液体媒体は架橋することが可能である１個以上の官能基を含む組成物で構成される。あ
る実施形態において、官能性単位はＵＶ処理によって架橋することが可能である。ある実
施形態において、官能性単位は熱処理によって架橋することが可能である。ある実施形態
において、官能性単位は、当業者によってただちに確認可能な他の架橋技法によって架橋
することが可能である。ある実施形態において、架橋することが可能である１個以上の官
能基を含む組成物は、これ自体が液体媒体であることが可能である。ある実施形態におい
て、組成物は共溶媒であることが可能である。ある実施形態において、組成物は液体媒体
との混合物の成分であることが可能である。
【００４１】
　ある実施形態において、インクは散乱体をさらに含むことが可能である。
【００４２】
　本発明の別の態様により、ナノ材料、液体媒体、および散乱体で構成されるインク組成
物が提供される。
【００４３】
　散乱体（本明細書では散乱粒子とも呼ばれる。）の例は、限定されることなく、金属ま
たは金属酸化物粒子、気泡、ならびにガラスビーズ（中実または中空）を含む。他の散乱
体は、当業者によってただちに識別可能である。ある実施形態において、散乱体は球形状
を有する。散乱粒子の好ましい例は、ＴｉＯ２、ＳｉＯ２、ＢａＴｉＯ３、およびＺｎＯ
を含むが、これらに限定されない。散乱体のサイズおよびサイズ分布の選択は、当業者に
よってただちに決定可能である。サイズおよびサイズ分布は、散乱粒子および存在し得る
任意の液体媒質の除去後に散乱体が分散されるホスト材料の屈折率のミスマッチと、レイ
リー散乱理論に従って散乱される事前に選択した波長とに好ましくは基づいている。散乱
粒子の表面は、ホスト材料で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得る
。一実施形態において、散乱粒子は、０．００１から２０重量％の濃度の、粒径０．２μ
ｍのＴｉＯ２（ＤｕＰｏｎｔによるＲ９０２＋）で構成される。ある好ましい実施形態に
おいて、散乱体の濃度範囲は０．１から１０重量％である。あるさらに好ましい実施形態
において、インクは、ＴｉＯ２で構成される散乱体を約１から約５重量％の範囲内の濃度
で含む。
【００４４】
　本明細書に記載した本発明のある態様および実施形態において、ナノ材料は半導体ナノ
結晶で構成される。
【００４５】
　本明細書に記載する本発明のある態様および実施形態において、本発明の実施形態によ
るインク組成物は、インクジェット液体媒体およびインクにおいて通例使用される成分な
どの多種多様の成分、例えば、これらに限定されないが、溶媒、共溶媒、界面活性剤、殺
生物剤、緩衝剤、粘度調節剤、金属イオン封鎖剤、着色料、安定剤、保湿剤、充填剤、増
量剤、水、およびこの混合物をさらに含み得る。
【００４６】
　本発明の別の態様により、ナノ材料および約２５ダイン／ｃｍ未満の表面張力を有する
液体媒体で構成されるインク組成物を被着させる方法が提供される。ある実施形態におい
て、液体媒体は約１５ダイン／ｃｍを超えない表面張力を有する。約２５ダイン／ｃｍ未
満の表面張力を有する液体媒体の例は、各種の電子デバイス（例えば発光デバイス、光検
出器、および半導体ナノ結晶を含む他のデバイス）を製造するために通例使用される有機
材料が不溶性である液体媒体を含む。このような液体媒体の例は、フッ化溶媒、例えば過
フルオロデカリンまたは３Ｍによって販売されているＦｌｕｏｒｉｎｅｒｔシリーズの溶
媒を含む。このような溶媒からインクを生成する際に、表面張力および粘度は、インクジ
ェットに通常必要な表面張力および粘度、例えば２５ダイン／ｃｍ未満に低下することが
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ある。Ｆｌｕｏｒｉｎｅｒｔ　ＦＣ－７７は、例えば、１３ダイン／ｃｍの表面張力およ
び１．３ｃＰの粘度を有する。
【００４７】
　ある実施形態において、インクジェットノズルにインクを供給するインクジェット・カ
ートリッジ・リザーバを含むインクジェットシステムを使用して、これらの溶媒で作製し
たインクをより着実にインクジェット印刷するための方法が提供される。方法は、より安
定であるジェットを生じるために、インクジェット・カートリッジ・リザーバ内で（大気
圧に対して）陰圧を生成することを含む。陰圧の生成は、例えばインクジェット・カート
リッジ・リザーバをインクジェットノズルの下に配置することによって達成することが可
能である。好ましくは、インクジェット・カートリッジ・リザーバは、インクジェット・
カートリッジ・リザーバの高さを調整してカートリッジリザーバ内でわずかな陰圧を得ら
れるように、インクジェットノズルに対して保持または位置決めされる。
【００４８】
　ある実施形態において、本発明の実施形態によるインクは、インクジェット印刷システ
ムのインクジェットプリントヘッドなどのマイクロディスペンサから被着することが可能
である。インクジェット印刷によって、ナノ材料を含むインクのパターンをデバイスの層
上に好都合に形成することが可能である。インクジェット印刷によって、印刷されるイン
ク付着区域の位置およびサイズに対する精密な制御が可能となる。サイズが約２０μｍの
インクスポットは、市販のインクジェットプリンタによって今日ただちに達成可能であり
、より小さいスポットサイズが可能であることが予想される。複数のプリントヘッドを有
するインクジェット印刷システムを使用して、異なるナノ材料を同時にパターン形成する
ことが可能である。それゆえ、複数のナノ材料を１回の被着ステップで被着させることが
可能である。複数のナノ材料を１回の被着ステップで被着させることによって、前の被着
パターンに続く被着を位置合せする必要性が回避される。
【００４９】
　ナノ材料を被着するために使用するインクジェット印刷システムは、インクを含有する
噴射チャンバリザーバを有するプリントヘッドを含むことが可能である。一実施形態にお
いて、インクジェット印刷システムは、例えば、被覆するオリフィスプレートを通じて組
成物を推進させるための抵抗加熱素子または圧電素子を使用して、印刷される材料または
デバイス層の上にインクを推進させるために使用することが可能である。インクはリザー
バ内に格納することが可能であり、組成物はオリフィスプレートに向かってマイクロチャ
ネルのセットを通じて移動することが可能である。プリントヘッドは、インクを含有する
噴射チャンバリザーバを有することが可能である。本明細書に記載する方法を実施するた
めに使用するためのインクジェット印刷システムの例は、限定されることなく、Ｄｉｍａ
ｔｉｘ，Ｉｎｃ．，Ｓａｎｔａ　Ｃｌａｒａ，ＣａｌｉｆｏｒｎｉａのＤｉｍａｔｉｘ　
Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｃａｒｔｒｉｄｇｅ　ＤＭＣ－１０００　Ｓｅｒｉｅｓを含むＤｉ
ｍａｔｉｘ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｐｒｉｎｔｅｒ　ＤＭＰ－２８００　Ｓｅｒｉｅｓを
含む。他の製造者によるインクジェット印刷システムも、本明細書に記載する方法を実施
するために有用である。２００６年２月１４日に発行されたＨｏｉｓｉｎｇｔｏｎ　ｅｔ
　ａｌ．（Ｄｉｍａｔｉｘ，Ｉｎｃ．に譲渡）の米国特許６，９９７，５３９「Ａｐｐａ
ｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｄｒｏｐｌｅｔｓ」；２００６年３月１４
日に発行されたＭｏｙｎｉｈａｎ　ｅｔ　ａｌ．（Ｄｉｍａｔｉｘ，Ｉｎｃ．に譲渡）の
米国特許７，０１１，９３６「Ｐｉｅｚｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｉｎｋ　Ｊｅｔ　Ｍｏｄｕ
ｌｅ　Ｗｉｔｈ　Ｓｅａｌ」に記載されたインクジェット印刷システムも参照されたい。
上述の特許は、参照によりこの全体が本明細書に組み入れられている。他のインクジェッ
ト印刷システムの例は、Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ，ＵＫに本社があるＸａａｒ　Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎより入手可能なＯｍｎｉｄｏｔプリンタを含む。ノズルアレイの別の例は、１
２６ジェットを含み、Ｘａａｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによって部品番号ＸＪ　１２６
で販売されている、マルチジェット・ノズル・システムである。さらに、超音波スプレー
ヘッドを使用してインク液滴を施与する噴霧スプレープロセスが利用され得る。さらに、
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高い粘度、例えば２０センチポイズ以上のインクでは、Ｘａａｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏ
ｎより入手可能なＬｅｏｐａｒｄが利用され得て、インクは粘度をジェット可能な範囲ま
で低下させるために加熱され得る。
【００５０】
　研究および開発のニーズにより好適である別のインクジェットシステムの例は、Ｅｎｇ
ｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ａｒｔｓから入手可能なＡｃｔｉｖｅ　Ｐｉｐｅｔｔｅ（商標）圧電
システムである。
【００５１】
　インクジェット印刷システムは、例えば、データインタフェース、制御サブシステム、
位置決めサブシステム、および被着サブシステムを含むことが可能である。本発明の他の
実施形態において、所望の適用パラメータによって選択した量の溶液を施与するように構
成されることが可能である熱噴出、圧電噴出、エアゾール発生、マイクロピペット、ピペ
ット、超音波ヘッドなどを含むが、これらに限定されない１つ以上のマイクロディスペン
サを含む多様な他の送達システムのいずれかによって、半導体ナノ結晶で構成されるナノ
材料および液体媒体を含むインクが材料またはデバイス層に被着され得ることが認識され
るはずである。
【００５２】
　現在のインクジェット技術によって、約１５μｍから約１００μｍのオリフィスサイズ
が考慮されている。それゆえ、被着可能である機構の最小サイズはおおよそこの範囲に現
在限定されているが、将来の開発によって、より小さいオリフィスサイズおよび縮小サイ
ズが考慮され得る。さらに、オリフィスのサイズは、インクジェットされるインク中に存
在するいずれのナノ材料の実際のサイズにも影響を及ぼすことが可能である。
【００５３】
　ある実施形態において、インクジェット技法は、熱、圧電、音波衝撃、または他の公知
のインクジェット印刷システムを含む、各種のインクジェットペンに合わせたインク調合
物を含むことが可能である。
【００５４】
　上で議論したように、インク組成物は、インクジェット液体媒体およびインクで通例使
用される成分などの多種多様の成分の１つ以上、例えば、これらに限定されないが、溶媒
、共溶媒、界面活性剤、殺生物剤、緩衝剤、粘度調節剤、金属イオン封鎖剤、着色料、安
定剤、保湿剤、充填剤、増量剤、水、およびこの混合物をさらに含むことが可能である。
液体媒体の量を選択する際の幾つかの考慮事項には、熱容量、蒸発熱、臨界核形成温度、
拡散率などの核形成に関連する考慮事項が含まれる。通例、熱インクジェット印刷システ
ムで使用するためのインクは、約０．８ｃＰから約２０ｃＰの粘度を有することが可能で
あり、幾つかの場合では最大５０ｃＰであることが可能である。同様に、圧電インクジェ
ット印刷システムで使用するためのインクは、約２ｃＰから約１５ｃＰの粘度を有するこ
とが可能であり、幾つかの場合では最大３０ｃＰであることが可能である。場合により、
粘度調節剤がインクに含まれることが可能である。粘度調節剤の例は、２－ピロリドン、
イソプロピルアルコール、グリセロールなどを含む。しかし、他の粘度調節剤が使用可能
である。
【００５５】
　ある実施形態において、本発明の実施形態によるインクは、インクジェット印刷システ
ムのインクジェットプリントヘッドなどのマイクロディスペンサから被着することが可能
である。インクジェット印刷によって、ナノ材料を含むインクのパターンをデバイスの層
上に好都合に形成することが可能である。インクジェット印刷によって、印刷されるイン
ク付着区域の位置およびサイズに対する精密な制御が可能となる。サイズが約２０μｍの
インクスポットは、市販のインクジェットプリンタによって今日ただちに達成可能であり
、より小さいスポットサイズが可能であることが予想される。複数のプリントヘッドを有
するインクジェット印刷システムを使用して、異なるナノ材料を同時にパターン形成する
ことが可能である。それゆえ、複数のナノ材料を１回の被着ステップで被着させることが
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可能である。複数のナノ材料を１回の被着ステップで被着させることによって、前の被着
パターンに続いての被着を位置合せする必要性が回避される。
【００５６】
　熱インクジェット印刷システムで使用されるインクの表面張力は、約２５ダイン／ｃｍ
から約７５ダイン／ｃｍに及ぶことが可能であり、幾つかの実施形態において、約３０か
ら約５５ダイン／ｃｍであることが可能である。表面張力は、イソプロピルアルコール、
エタノール、メタノール、グリセロールなどの化合物を使用して調整することが可能であ
る。ある実施形態において、液体媒体はインクの約６０重量％から約から１００重量％を
含むことが可能である。インクの粘度または他のジェット特性を調節するために、各種の
技法が使用可能である。例えば、熱を使用して、材料を液化させること、材料の溶解度を
上昇させること、または材料がインクジェット可能になるように粘度を低下させることが
可能である。当業者は、上の議論が主に熱インクジェット印刷システムに集中しているこ
とを認識するであろう；圧電インクジェット印刷システムは、より制限的でない考慮事項
を含む。例えば、熱インクジェット印刷システムは、約８０℃未満の温度で通例操作され
るのに対して、圧電インクジェット印刷システムは最高約１５０℃の温度で操作すること
が可能である。当業者は、熱、圧電、または他のインクジェット印刷システムからインク
をインクジェットするために、どの成分が液体媒体に含まれることが可能であるかを認識
するであろう。当業者は、多種多様の解像度および導電性パスを達成するためにこれらお
よび他の変数を調整することが可能である。プリントヘッド波形（例えば圧電および熱励
起波形、目詰まり防止波形、噴出波形など）、ならびにプリントヘッドおよびオリフィス
プレートを構築するために使用される材料の組成はこのような変数に含まれる。例えば、
インクの湿潤属性および、インクジェットノズルの内面または印刷オリフィスプレートの
表面の湿潤性に応じて、液滴噴出を向上させるためにインク組成物を処理することが可能
である。
【００５７】
　本明細書に記載した本発明のある実施形態において、上述の正常範囲から外れるインク
特性を生じるであろう媒体系を使用することが有益であり得る。このことは、例えば、デ
バイスの材料が不溶性である媒体を使用する場合に、当てはまるであろう。この基準を満
足する溶媒のクラスの例は、フッ化溶媒、例えば過フルオロデカリン、または３Ｍによっ
て販売されているＦｌｕｏｒｉｎｅｒｔシリーズの溶媒である。このような溶媒からイン
クを生成する際に、表面張力および粘度は、インクジェットに通常必要な表面張力および
粘度よりも低下することがある。Ｆｌｕｏｒｉｎｅｒｔ　ＦＣ－７７は、例えば、１３ダ
イン／ｃｍの表面張力および１．３ｃＰの粘度を有する。これらの溶媒を用いて作製した
インクをより着実に噴射する方法は、より安定であるジェットを形成するためにカートリ
ッジリザーバ内で（大気圧に対して）陰圧を生成することを含む。陰圧の生成は、カート
リッジリザーバをインクジェットノズルのやや下に配置することによって、実験室規模で
達成することが可能である。ジェットを形成するために十分な陰圧をカートリッジリザー
バ内で達成するためのカートリッジリザーバの位置決めは、当業者によってただちに決定
されることが可能である。好ましくは、インクジェット・カートリッジ・リザーバは、イ
ンクジェット・カートリッジ・リザーバの高さを調整してカートリッジリザーバ内で所望
の陰圧を得られるように、インクジェットノズルに対して保持または位置決めされる。一
例において、カートリッジリザーバは可変高プラットフォーム（例えば小型ジャッキ）上
に位置決めされ、プラットフォームの高さはカートリッジリザーバ内で陰圧、好ましくは
やや陰圧を得るために調整することが可能である。実験室規模の装置の例の概略図を図１
に示す。ある実施形態において、フッ化溶媒に含まれる半導体ナノ結晶は、ナノ結晶の表
面に付着された１個以上のフッ化リガンドを含む。フッ化リガンドを含むナノ結晶は、例
えばコロイド合成の間にナノ結晶表面に付着されるようになる少なくとも１つ以上のリガ
ンドを、一例として、チオール、カルボジチオアート、カルボジチオ酸、アミン、チオ尿
素、アミド、ホスフィンオキシド、ホスホンまたはホスフィン酸、チオホスフォンまたは
チオホスフィン酸などの、官能性頭基を含むリガンドと交換することによって調製可能で
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あり、官能性頭基は、過フッ化または部分フッ化されているアルキルおよび／またはアリ
ール単位によって置換することが可能である。好ましくは、フッ化リガンドはフッ化液体
媒体と化学的に適合性である。噴出液滴の形で印刷される表面へのナノ材料の付着は、ナ
ノ材料および液体媒体で構成されるインクの「ドット」を表面上に生成する。「ドット」
という用語は、表面といったん接触したインク液滴を指す。幾つかの例において、液滴中
のインクは表面の薄層中にとどまるであろう。しかし、デバイス層の多孔性、湿潤性、お
よび／または他の属性に応じて、および液滴が層に接触するときに、インクは外側に広が
ってドットゲインを生じることが可能である。ドットゲインは、表面上のドットの最終直
径の、この最初の直径に対する比である。インクが被着される材料または層が多孔性であ
る場合、ドットは材料または層の中に浸透することが可能である。ドット浸透は、液滴が
被着される表面の中へ液滴が浸漬する深さである。ドットの物理的および／または化学的
特性は、インクの浸透性および特異性を妨害することなく、溶解速度を向上させることが
可能である。制御されたドット配置、ドットの高い表面積対質量比、およびドットのデジ
タル質量被着制御を使用して、デバイスにおける被着ナノ材料の性能に対処することが可
能である。
【００５８】
　例えば、ドットは、噴出溶液が非湿潤性表面、または比較的不浸透性の表面を有する送
達基板に適用されるときにそうであるように、ドットゲインまたはドット浸透を実質的に
有さない。
【００５９】
　ドットを形成するインクとインクが被着される表面との間の相互作用の性質を定量する
１つの好都合な方法は、液体－固体界面および液体－空気界面によって形成された角度θ
を測定することである。この角度は、接触角と呼ばれ、インクが被着される表面の湿潤性
と同様に、溶液の表面張力の結果である。高い表面張力と、印刷されるデバイス層の表面
との低い相互作用とを有する液体媒体を含むインクは、９０°を超える接触角を示す傾向
がある。インクは次に、表面上に離散した液滴を形成する傾向がある。しかし、有機液体
で通例そうであるように、液体媒体が比較的非極性であり、インクが被着されるデバイス
層の表面が同様に非極性である場合、接触角は通例９０°未満であり、液体は広がり、薄
膜を形成する傾向がある。ドットが広がって薄くなると、接触角はゼロとなる傾向がある
。
【００６０】
　上述のように、インクジェット印刷システムは、対応するインクに含まれ得る、各種の
半導体ナノ結晶で構成される１つ以上の異なるナノ材料を被着させるように適合され得る
。幾つかの実施形態において、２個以上の噴出カートリッジは、異なるナノ材料を含むイ
ンクを被着するようにおよび／または異なる液滴体積を有するインクを噴出するようにそ
れぞれ構成することが可能である。インクジェットシステムは、印刷される表面に異なる
インクのナノ材料を適用するように個別に構成されている、異なる噴出カートリッジを互
換的に収容するように構成され得る。互換型噴出カートリッジは、空の噴出カートリッジ
を充填された噴出カートリッジと交換するためにも使用され得る。ナノ材料および液体媒
体を含むインクをデバイスの材料または層に被着させる他の仕組みを利用することは、本
開示の範囲内であり、噴出カートリッジは非制限的な例として提供される。例えば、イン
クジェットシステムは、圧電噴出素子によって引き起こされる振動による移動などの、熱
以外の仕組みによって流体噴出をもたらすように構成されたエジェクタを有する噴出ヘッ
ドを利用する噴出カートリッジを含み得る。
【００６１】
　本発明による方法を実行するために有用であり得るインクジェットシステムの一例にお
いて、ノズル間隔は約５０４μｍであることが可能である；ノズル直径は約２７μｍであ
ることが可能である；液滴サイズ（１２ｐｌの場合）は最小サイズから５平方μｍに広が
る。
【００６２】
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　概算ノズル寿命に基づいて、ノズルは約８０７平方フィートの面積をコーティングする
ことが予想可能である。この面積は、２インチ角２９，０００個の、または６インチ角３
，２００個のディスプレイを印刷することに相当する。インクジェット印刷することが可
能である流体粘度の範囲は、例えば、８から１４ｃＰを含む。７０℃を超える操作温度で
の印刷は、使用される具体的な材料および機器によって制限され得る。
【００６３】
　インクの液滴体積、接触角、粘度、および他の特性に応じて、液滴体積がわずかから８
ｐｌであっても、スポット直径は迅速な広がりのために比較的大きい可能性がある。同様
に、インクの液滴体積、接触角、粘度、および他の特性に応じて、幾つかの例では、イン
クジェット印刷システムから線形パターンを印刷するために、重複配置での液滴の反復印
刷が適切であり得る。
【００６４】
　本発明の実施形態によるインクは、マイクロディスペンサからナノ材料を被着させるた
めに有用であり得る。ある実施形態において、液体媒体は、ナノ材料を分散または懸濁さ
せることが可能である液体で構成される。ある好ましい実施形態において、ナノ材料はコ
ロイド状に分散されている。ある実施形態において、液体媒体は、ナノ材料が溶解しない
、または感知できるほど溶解しない（例えば溶解度は０．００１ｍｇ／ｍｌ未満である）
液体で構成される。
【００６５】
　ナノ材料を含み、ナノ材料のナノ粒子の少なくとも一部の表面に１つ以上のリガンドが
付着している、ある実施形態において、液体媒体は、リガンドが付着したこのようなナノ
材料を分散または懸濁させることが可能である液体で構成される。ある好ましい実施形態
において、ナノ材料はコロイド状に分散されている。ある実施形態において、ナノ粒子は
半導体ナノ結晶で構成される。ある実施形態において、液体媒体はリガンドが（ナノ粒子
に付着していないときに）少なくとも部分的に溶解性である液体媒体である。ある実施形
態において、液体媒体はリガンドが（ナノ粒子に付着していないときに）不溶性である液
体媒体である。
【００６６】
　ある実施形態において、インクは、インクが被着される材料またはデバイス層が不溶性
である液体媒体を含む（例えば材料の＜０．００１／ｍｇ／ｍｌが液体媒体に溶解する。
）。ある他の実施形態において、インクは、インクが被着される材料またはデバイス層が
少なくとも部分的に溶解性である液体媒体を含む（例えば材料の＞０．００１ｍｇ／ｍｌ
が液体媒体に溶解する。）。ある実施形態において、ナノ結晶の少なくとも一部が、イン
クに溶解する材料または層の一部に少なくとも一時的に混和するようになる可能性がある
。
【００６７】
　ある実施形態において、方法は、インクからの液体媒体の除去をさらに含む。
【００６８】
　ある実施形態において、液体媒体は、材料または層およびナノ材料の少なくとも一部が
混和したままであるように除去することが可能である。
【００６９】
　別の実施形態において、液体媒体は、ナノ材料相が分離して下の材料または層の表面ま
たはこの付近にナノ材料の層を形成するように除去することが可能である。相分離は、参
照によりこの全体が本明細書に組み入れられている、２００３年３月２８日に出願された
Ｂｕｌｏｖｉｃ　ｅｔ　ａｌ．の、米国出願番号１０／４００，９０７、「Ｌａｙｅｒｅ
ｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅｓ」により詳
細に記載されている。
【００７０】
　ある実施形態において、インクの液体媒体は、液体媒体の除去時に、デバイスの材料ま
たは層であって、材料または層に被着されたナノ材料を含む材料または層が平面であるよ
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うに選択される。平面状の材料またはデバイス層を達成するための技法の例は、ＰＬＥＤ
技術で通例使用されるようなウェル構造を利用することを含む。他の技法は当業者によっ
てただちに決定可能である。平面性を測定する１つの技法は、ピーク間高さの差を測定す
ることによる。ピーク間高さの差は、ＡＦＭ顕微鏡を使用してただちに測定可能である。
ある実施形態において、平面状層は約５％未満のピーク間高さの差を有する。
【００７１】
　ナノ材料（例えば半導体ナノ結晶で構成されるナノ材料）を含むインクへの包含のため
の液体媒体の例は、限定されることなく、以下の表１に挙げる液体媒体、およびこの２つ
以上の混合物を含む。
【００７２】
　混合物の例は、ヘキサンおよびオクタン；ベンゼンおよびキシレン；テトラヒドロフラ
ンおよびアニソール；などを含むが、これらに限定されない。
【００７３】
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【表１】

【００７４】
　他の液体または液体の混合物が液体媒体として使用可能である。ある実施形態において
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、揮発性液体または揮発性液体の混合物が液体媒体として使用可能である。
【００７５】
　ある実施形態において、ナノ材料および液体媒体を含むインクは、約０．１センチポイ
ズ（例えばジエチルエーテル、メタノールの粘度）から１５００センチポイズ超（例えば
油、グリセロールの粘度）の範囲内の粘度を有する。
【００７６】
　半導体ナノ結晶で構成されるナノ材料を含むある実施形態において、液体媒体は有機非
極性液体で構成される。ある実施形態において、液体媒体は約１ｃＰ以下の粘度および比
較的高い揮発性も有する。
【００７７】
　本明細書に記載する本発明のある態様および実施形態において、ナノ材料粒子（例えば
半導体ナノ結晶）を媒体中に個別に分散させる必要はない。ナノ材料粒子（例えば半導体
ナノ結晶は凝集され得る。本明細書に記載する本発明のある態様および実施形態において
、ナノ材料粒子（例えば半導体ナノ結晶）は、ポリマー粒子の中に含まれ得るか、または
ポリマー粒子に吸着され得る。本明細書に記載する本発明のある実施形態において、ナノ
材料粒子（例えば半導体ナノ結晶）は、マトリクスの中に含まれ得るか、またはマトリク
スに吸着され得る。マトリクスはポリマー性または非ポリマー性であることが可能である
。
【００７８】
　本明細書に記載する本発明のある態様および実施形態において、本発明の実施形態によ
るインク組成物は、電荷を輸送することが可能である材料をさらに含むことが可能である
。ある実施形態において、電荷を輸送することが可能である材料は、インクに含まれる半
導体ナノ結晶のバンドギャップよりも少なくとも大きい三重項エネルギーを有する。ある
実施形態において、インク組成物に含まれる電荷を輸送することが可能である材料は、液
体媒体に少なくとも部分的に溶解性である。
【００７９】
　場合により、他の成分がインクに含まれることが可能である。インクに場合により含ま
れることが可能である他の成分の例は、例えば、これらに限定されないが、界面活性剤、
溶媒、共溶媒、緩衝剤、殺生物剤、粘度調節剤、錯化剤、キレート剤、安定剤（例えばナ
ノ材料の凝集を抑制するための）、保湿剤、充填剤、増量剤などを含む。他の考えられる
成分は、インクまたはインクジェットインク組成物に含まれ得る種類の他の添加剤を含む
。安定剤は例えば、個々のナノ粒子の周囲にコーティングを形成するために化学的に付着
した官能基またはリガンドを含むことが可能である。
【００８０】
　インクに含まれるナノ材料の量（例えば濃度（重量／体積））は、特定のナノ材料およ
び被着されたナノ材料の所望の属性（例えば厚さ、光学密度、被着ナノ材料の機構（例え
ばパターン形成されている、またはパターン形成されていない、パターンの機構のサイズ
など））に基づいて選択することが可能である。量は当業者によってただちに決定可能で
ある。
【００８１】
　例えば、半導体ナノ結晶で構成されるナノ材料および液体媒体（例えば非極性有機液体
または液体混合物で構成される液体媒体を含むが、これらに限定されない。）を含むイン
クのある実施形態において、インクは少なくとも約０．１ｍｇ／ｍｌの半導体ナノ結晶を
含むことが可能である。他の実施形態の例において、インクは少なくとも１ｍｇ／ｍｌ、
少なくとも５ｍｇ／ｍｌ、少なくとも１０ｍｇ／ｍｌ、少なくとも２５ｍｇ／ｍｌ；少な
くとも５０ｍｇ／ｍｌなどを含むことが可能である。
【００８２】
　ある実施形態において、ナノ材料およびいずれかの他の任意の成分は被着時にインク中
に分散される。ある好ましい実施形態において、分散物はコロイド状である。
【００８３】
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　ナノ材料は、１００ｎｍより小さい平均最大寸法を有するナノ粒子を含む。
【００８４】
　ある好ましい実施形態において、ナノ材料は半導体ナノ結晶で構成される。
【００８５】
　半導体ナノ結晶は、ナノメートルスケールの無機半導体粒子で構成される。半導体ナノ
結晶は、好ましくは約１５０オングストローム（Ａ）未満の、最も好ましくは１２から１
５０Ａの範囲内の平均ナノ結晶直径を有する。
【００８６】
　半導体ナノ結晶は例えば、直径約１ｎｍから約１０００ｎｍの、好ましくは約２ｎｍか
ら約５０ｎｍの、さらに好ましくは約５ｎｍから約２０ｎｍ（例えば約６、７、８、９、
１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、または２０ｎｍ）の無
機微結晶を含む。
【００８７】
　半導体ナノ結晶を形成する半導体は、第ＩＶ族元素、第ＩＩ－ＶＩ族化合物、第ＩＩ－
Ｖ族化合物、第ＩＩＩ－ＶＩ族化合物、第ＩＩＩ－Ｖ族化合物、第ＩＶ－ＶＩ族化合物、
第Ｉ－ＩＩＩ－ＶＩ族化合物、第ＩＩ－ＩＶ－ＶＩ族化合物、第ＩＩ－ＩＶ－Ｖ化合物、
三元および四元混合物および／または合金を含む、上述のいずれかの合金、および／また
は上述のいずれかの混合物を含むことが可能である。例は、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、
ＺｎＴｅ、ＭｇＯ、ＭｇＳ、ＭｇＳｅ、ＭｇＴｅ、ＣｄＯ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ
、ＨｇＯ、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、ＡｌＮ、ＡｌＰ、ＡｌＡｓ、ＡｌＳｂ、ＧａＮ
、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＳｂ、ＧａＳｅ、ＩｎＮ、ＩｎＰ、ＩｎＡｓ、ＩｎＳｂ、Ｔｌ
Ｎ、ＴｌＰ、ＴｌＡｓ、ＴｌＳｂ、ＰｂＯ、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、ＰｂＴｅ、Ｓｉ、Ｇｅ、
他の第ＩＶ族元素、および／または三元および四元混合物もしくは合金を含む、これらの
混合物もしくは合金を含むが、これらに限定されない。
【００８８】
　半導体ナノ結晶の形状の例は、球、ロッド、円板、他の形状またはこの混合物を含む。
【００８９】
　好ましくは、半導体ナノ結晶は、１つ以上の第１の半導体材料の「コア」を含み、「コ
ア」は１つ以上の第２の半導体材料のオーバーコーティング即ち「シェル」によって包囲
され得る。半導体シェルによって包囲された半導体ナノ結晶コアは、「コア／シェル」半
導体ナノ結晶とも呼ばれる。
【００９０】
　例えば、半導体ナノ結晶は、式ＭＸを有するコアを含むことが可能であり、式中、Ｍは
カドミウム、亜鉛、マグネシウム、水銀、アルミニウム、ガリウム、インジウム、タリウ
ム、または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、またはこの混合物である。半導体ナノ結晶コアとしての使用に好適な材料
の例は、ＣｄＯ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、
ＭｇＯ、ＭｇＳ、ＭｇＳｅ、ＭｇＴｅ、ＧａＡｓ、ＧａＰ、ＧａＳｂ、ＧａＮ、ＨｇＯ、
ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、ＩｎＡｓ、ＩｎＰ、ＩｎＳｂ、ＩｎＮ、ＡｌＡｓ、ＡｌＰ
、ＡｌＳｂ、ＡＩＳ、ＴｌＮ、ＴｌＰ、ＴｌＡｓ、ＴｌＳｂ、ＰｂＯ、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ
、Ｇｅ、Ｓｉ、他の第ＩＶ族元素、および／または三元および四元混合物もしくは合金を
含む、これらの混合物もしくは合金を含むが、これらに限定されない。
【００９１】
　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可能で
ある。シェルは、コア半導体ナノ結晶の表面に半導体材料のオーバーコートを構成して、
第ＩＶ族元素、第ＩＩ－ＶＩ族化合物、第ＩＩ－Ｖ族化合物、第ＩＩＩ－ＶＩ族化合物、
第ＩＩＩ－Ｖ族化合物、第ＩＶ－ＶＩ族化合物、第Ｉ－ＩＩＩ－ＶＩ族化合物、第ＩＩ－
ＩＶ－ＶＩ族化合物、第ＩＩ－ＩＶ－Ｖ化合物、三元および四元混合物および／または合
金を含む、上述のいずれかの合金、および／または上述のいずれかの混合物を含むことが
可能である。例は、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＯ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、
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ＣｄＴｅ、ＭｇＯ、ＭｇＳ、ＭｇＳｅ、ＭｇＴｅ、ＧａＡｓ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＳｅ
、ＧａＳｂ、ＨｇＯ、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、ＩｎＡｓ、ＩｎＮ、ＩｎＰ、ＩｎＳ
ｂ、ＡｌＡｓ、ＡｌＮ、ＡｌＰ、ＡｌＳｂ、ＴｌＮ、ＴｌＰ、ＴｌＡｓ、ＴｌＳｂ、Ｐｂ
Ｏ、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、ＰｂＴｅ、Ｓｉ、Ｇｅ、他の第ＩＶ族元素、および／または三元
および四元混合物および／または合金を含む、これらの混合物および／もしくは合金を含
むが、これらに限定されない。例えば、ＺｎＳ、ＺｎＳｅまたはＣｄＳオーバーコーティ
ングは、ＣｄＳｅまたはＣｄＴｅ半導体ナノ結晶上に成長させることが可能である。オー
バーコーティングプロセスは、例えば米国特許６，３２２，９０１に記載されている。オ
ーバーコーティング中に反応混合物の温度を調節して、コアの吸収スペクトルを監視する
ことによって、高い発光量子効率および狭いサイズ分布を有するオーバーコート材料を得
ることが可能である。オーバーコーティングは１つ以上の層で構成され得る。オーバーコ
ーティングは、コアの組成と同じまたは異なる少なくとも１つの半導体材料で構成されて
いる。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、１０の単層よりも大きい厚さを有することも可能である。ある実施
形態において、１つを超えるオーバーコーティングがコア上に含まれることが可能である
。
【００９２】
　ある実施形態において、周囲の「シェル」材料はコア材料のバンドギャップよりも大き
いバンドギャップを有することが可能である。ある実施形態において、周囲のシェル材料
はコア材料のバンドギャップよりも小さいバンドギャップを有することが可能である。
【００９３】
　ある実施形態において、シェルは、「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可能である。ある実施形態において、シェルおよびコア材料は同じ結
晶構造を有することが可能である。
【００９４】
　半導体ナノ結晶（コア）シェル材料の例は、限定されることなく、赤色（例えば（Ｃｄ
Ｓｅ）ＺｎＳ（コア）シェル）、緑色（例えば（ＣｄＺｎＳｅ）ＣｄＺｎＳ（コア）シェ
ルなど）、および青色（例えば（ＣｄＳ）ＣｄＺｎＳ（コア）シェルを含む。
【００９５】
　コア／シェル半導体構造物のさらなる例は、２００３年８月１２日に出願された米国出
願番号１０／６３８，５４６、「Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌ
　Ｈｅｔｅｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ」およびＢｕｌｏｖｉｃ　ｅｔ　ａｌ．の米国公開
特許出願番号２００４－００２３０１０　Ａ１、「Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｅ
ｖｉｃｅ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌ
ｓ」に記載されている。上述の出願は、参照によりこの全体が本明細書に組み入れられて
いる。
【００９６】
　半導体ナノ結晶の調製および操作は、例えば、米国特許６，３２２，９０１および米国
特許６，５７６，２９１、ならびに米国特許出願番号６０／５５０，３１４に記載されて
おり、このそれぞれは参照によりこの全体が本明細書に組み入れられている。半導体ナノ
結晶を製造する１つの方法は、コロイド成長プロセスである。コロイド成長は、Ｍドナー
およびＸドナーの高温の配位溶媒中への注入によって起きる。単分散半導体ナノ結晶を調
製する好ましい方法の一例は、高温の配位溶媒中に注入されたジメチルカドミウムなどの
有機金属試薬の熱分解を含む。この熱分解は、独立した核形成を可能にして、巨視的な量
の半導体ナノ結晶の成長制御を引き起こす。注入は、半導体ナノ結晶を形成するために制
御された方法で成長可能である核を生成する。反応混合物は、半導体ナノ結晶を成長およ
びアニーリングするために穏やかに加熱することが可能である。サンプル中の半導体ナノ
結晶の平均サイズおよびサイズ分布のどちらも成長温度に依存する。安定した成長を維持
するために必要な成長温度は、平均結晶サイズの増大と共に上昇する。半導体ナノ結晶は
、半導体ナノ結晶の集合のメンバである。独立した核形成および成長制御の結果として、
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得ることが可能な半導体ナノ結晶の集合は直径の狭い単分散分布を有する。直径の単分散
分布はサイズとも呼ぶことが可能である。好ましくは、粒子の単分散集合は、集合におけ
る粒子の少なくとも６０％が特定の粒径範囲内に含まれる粒子の集合を含む。単分散粒子
の集合は、好ましくは直径の１５％　ｒｍｓ（二乗平均平方根）未満、さらに好ましくは
１０％　ｒｍｓ未満、最も好ましくは５％未満の偏差がある。
【００９７】
　ある実施形態において、半導体ナノ結晶の調製はアミンの存在下で実行可能である。例
えば、参照によりこの全体が本明細書に組み入れられている、２００３年６月１０日に発
行された、Ｂａｗｅｎｄｉ　ｅｔ　ａｌ．らの米国特許６，５７６，２９１、「Ｐｒｅｐ
ａｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｔｅｓ」を参照されたい。
【００９８】
　半導体ナノ結晶の狭いサイズ分布によって、狭いスペクトル幅での発光の可能性が与え
られる。単分散半導体ナノ結晶は、Ｍｕｒｒａｙら（Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，１
１５：８７０６（１９９３））；Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ　Ｍｕｒｒａｙの論文、「Ｓｙ
ｎｔｈｅｓｉｓ　ａｎｄ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ＩＩ－ＶＩ　Ｑｕ
ａｎｔｕｍ　Ｄｏｔｓ　ａｎｄ　Ｔｈｅｉｒ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ｉｎｔｏ　３－Ｄ　Ｑ
ｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔ　Ｓｕｐｅｒｌａｔｔｉｃｅｓ」，Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ　
Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ，１９９５；お
よび米国特許出願番号０８／９６９，３０２、「Ｈｉｇｈｌｙ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ
　Ｃｏｌｏｒ－ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ」に詳細に記載されている。上
述は、参照によりこの全体が本明細書に組み入れられている。
【００９９】
　配位溶媒中での半導体ナノ結晶の成長制御およびアニーリングのプロセスと、続いての
核形成によっても、均質な表面誘導体化および規則的なコア構造物を生じさせることが可
能である。サイズ分布が鮮明になると、安定した成長を維持するために温度を上昇させる
ことが可能になる。ＭドナーまたはＸドナーをさらに添加することによって、成長期間を
短縮することが可能である。Ｍドナーは無機化合物、有機金属化合物、または元素金属で
あることが可能である。Ｍは、カドミウム、亜鉛、マグネシウム、水銀、アルミニウム、
ガリウム、インジウムまたはタリウムである。Ｘドナーは、Ｍドナーと反応して、一般式
ＭＸを有する材料を形成することが可能な化合物である。Ｘドナーは、ホスフィンカルコ
ゲニド、ビス（シリル）カルコゲニド、二酸素、アンモニウム塩、またはトリス（シリル
）プニクチドなどのカルコゲニドドナーまたはプニクチドドナーであり得る。好適なＸド
ナーは、二酸素、ビス（トリメチルシリル）セレニド（（ＴＭＳ）２Ｓｅ）、（トリ－ｎ
－オクチルホスフィン）セレニド（ＴＯＰＳｅ）または（トリ－ｎ－ブチルホスフィン）
セレニド（ＴＢＰＳｅ）などのトリアルキルホスフィンセレニド、（トリ－ｎ－オクチル
ホスフィン）テルリド（ＴＯＰＴｅ）などのトリアルキルホスフィンテルリドもしくはヘ
キサプロピルリントリアミドテルリド（ＨＰＰＴＴｅ）、ビス（トリメチルシリル）テル
リド（（ＴＭＳ）２Ｔｅ）、ビス（トリメチルシリル）スルフィド（（ＴＭＳ）２Ｓ）、
（トリ－ｎ－オクチルホスフィン）スルフィド（ＴＯＰＳ）などのトリアルキルホスフィ
ンスルフィド、アンモニウムハライド（例えばＮＨ４Ｃｌ）などのアンモニウム塩、トリ
ス（トリメチルシリル）ホスフィド（（ＴＭＳ）３Ｐ）、トリス（トリメチルシリル）ア
ルセニド（（ＴＭＳ）３Ａｓ）、またはトリス（トリメチルシリル）アンチモニド（（Ｔ
ＭＳ）３Ｓｂ）を含む。ある実施形態において、ＭドナーおよびＸドナーは同じ分子内の
部分であることが可能である。
【０１００】
　配位溶媒は、半導体ナノ結晶の成長の制御を補助することが可能である。配位溶媒は、
例えば成長する半導体ナノ結晶の表面に対して配位するために利用できる孤立電子対を有
するドナー孤立電子対を有する化合物である。溶媒配位は、成長する半導体ナノ結晶を安
定化させることが可能である。配位溶媒の例は、アルキルホスフィン、アルキルホスフィ
ンオキシド、アルキルホスホン酸、またはアルキルホスフィン酸を含むが、ピリジン、フ
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ラン、およびアミンなどの他の配位溶媒も半導体ナノ結晶の産生に好適であり得る。好適
な配位溶媒の例は、ピリジン、トリ－ｎ－オクチルホスフィン（ＴＯＰ）、トリ－ｎ－オ
クチルホスフィンオキシド（ＴＯＰＯ）およびトリスヒドロキシルプロピルホスフィン（
ｔＨＰＰ）を含む。テクニカルグレードのＴＯＰＯが使用可能である。非配位溶媒も使用
可能である。
【０１０１】
　反応の成長ステージ中のサイズ分布は、粒子の吸収または発光線幅を監視することによ
って推定可能である。粒子の吸収スペクトルの変化に対応した反応温度の変更によって、
成長の間の鋭い粒径分布の維持が可能となる。結晶成長中により大きい結晶を成長させる
ために、核形成溶液に反応物質を添加することが可能である。例えばＣｄＳｅおよびＣｄ
Ｔｅでは、特定の半導体ナノ結晶平均粒径で成長を停止させて、半導体材料の適正な組成
を選択することによって、半導体ナノ結晶の発光スペクトルは３００ｎｍから５ミクロン
、または４００ｎｍから８００ｎｍの波長範囲にわたって連続的に調整可能である。
【０１０２】
　半導体ナノ結晶の粒径分布は、米国特許６，３２２，９０１に記載されているように、
メタノール／ブタノールなどの半導体ナノ結晶に対しての貧溶媒を用いたサイズ選択的沈
殿によってさらに精製することが可能である。例えば、半導体ナノ結晶は、１０％ブタノ
ールのヘキサン溶液中に分散させることが可能である。この撹拌溶液に、乳光が持続する
までメタノールを滴加することが可能である。遠心分離による上清および綿状塊の分離に
よって、サンプル中で最大の微結晶を多く含む沈殿が産生される。この手順は、光学吸収
スペクトルのさらなる鮮鋭化が認められなくなるまで反復することが可能である。サイズ
選択的沈殿は、ピリジン／ヘキサンおよびクロロホルム／メタノールを含む、多様な溶媒
／非溶媒ペアで実施することが可能である。サイズ選択された半導体ナノ結晶の集合は、
好ましくは平均直径から１５％　ｒｍｓを超えない偏差、さらに好ましくは１０％　ｒｍ
ｓ以下の偏差、最も好ましくは５％　ｒｍｓ以下の偏差を有する。
【０１０３】
　本明細書で議論するように、ある実施形態において、ナノ材料は半導体ナノ結晶で構成
され、半導体ナノ結晶の少なくとも一部はこの表面に付着された１つ以上のリガンドを含
む。
【０１０４】
　一実施形態において、リガンドは、成長プロセスの間に使用される配位溶媒に由来する
。表面は、上層を形成するための過剰な競合配位基への反復曝露によって改質することが
可能である。例えば、キャップド半導体ナノ結晶の分散物は、ピリジン、メタノール、お
よび芳香族にただちに分散するが、脂肪族溶媒にはもはや分散しない微結晶を産生するた
めに、ピリジンなどの配位有機化合物によって処理することが可能である。このような表
面交換プロセスは、例えばホスフィン、チオール、アミンおよびホスフェートを含む半導
体ナノ結晶の外面と配位または結合可能である任意の化合物によって実施することが可能
である。半導体ナノ結晶は、表面に対して親和性を示し、半導体ナノ結晶が懸濁または分
散された液体媒質に対して親和性を有する部分で終結する短鎖ポリマーに曝露することが
可能である。このような親和性によって、懸濁物の安定性が改善され、半導体ナノ結晶の
綿状化が妨げられる。
【０１０５】
　有機リガンドは、デバイス内での非常に安定な無機ナノ結晶の広い面積の非エピタキシ
ャル被着を促進するために有用であり得る。
【０１０６】
　さらに詳細には、配位リガンドは、式、
　（Ｙ－）ｋ－ｎ－（ＸＭ－Ｌ）ｎ

　を有することが可能であり、
　式中、ｋは、２、３または５であり、ｎは、ｋ－ｎがゼロ以上であるように、１、２、
３、４または５であり；Ｘは、Ｏ、Ｓ、Ｓ＝Ｏ、ＳＯ２、Ｓｅ、Ｓｅ＝Ｏ、Ｎ、Ｎ＝Ｏ、
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Ｐ、Ｐ＝Ｏ、Ａｓ、またはＡｓ＝Ｏであり；ＹおよびＬはそれぞれ独立して、アリール、
ヘテロアリール、または少なくとも１個の二重結合、少なくとも１個の三重結合、もしく
は少なくとも１個の二重結合および１個の三重結合を場合により含有する直鎖もしくは分
枝Ｃ２－１２炭化水素鎖である。炭化水素鎖は、１個以上のＣ１－４アルキル、Ｃ２－４
アルケニル、Ｃ２－４アルキニル、Ｃ１－４アルコキシ、ヒドロキシル、ハロ、アミノ、
ニトロ、シアノ、Ｃ３－５シクロアルキル、３から５員ヘテロシクロアルキル、アリール
、ヘテロアリール、Ｃ１－４アルキルカルボニルオキシ、Ｃ１－４アルキルオキシカルボ
ニル、Ｃ１－４アルキルカルボニル、またはホルミルによって場合により置換されること
が可能である。炭化水素鎖は、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｎ（Ｒａ）－、－Ｎ（Ｒａ）－Ｃ（Ｏ
）－Ｏ－、－Ｏ－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒａ）－、－Ｎ（Ｒａ）－Ｃ（Ｏ）－Ｎ（Ｒｂ）－、－
Ｏ－Ｃ（Ｏ）－Ｏ－、－Ｐ（Ｒａ）－、または－Ｐ（Ｏ）（Ｒａ）－によって場合により
割り込まれることも可能である。ＲａおよびＲｂはそれぞれ独立して、水素、アルキル、
アルケニル、アルキニル、アルコキシ、ヒドロキシアルキル、ヒドロキシル、またはハロ
アルキルである。アリール基は置換または非置換環式芳香族基である。例は、フェニル、
ベンジル、ナフチル、トリル、アントラシル、ニトロフェニル、またはハロフェニルを含
む。ヘテロアリール基は、環内に１個以上のヘテロ原子を備えたアリール基、例えばフリ
ル、ピリジル、ピロリル、フェナントリルである。
【０１０７】
　好適な配位リガンドは、商業的に購入することが可能であるか、または例えば、参照に
よりこの全体が本明細書に組み入れられている、Ｊ．Ｍａｒｃｈ，Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｏ
ｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙに記載されたような通常の合成有機技法によって調製
することが可能である。
【０１０８】
　他のリガンドは、参照によりこの全体が本明細書に組み入れられている、２００３年８
月１５日に出願された米国特許出願番号１０／６４１，２９２、「Ｓｔａｂｉｌｉｚｅｄ
　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ」に記載されている。
【０１０９】
　電子およびホールが半導体ナノ結晶上に局在しているとき、発光は発光波長にて生じる
ことが可能である。発光は、量子閉じ込め半導体材料のバンドギャップに相当する周波数
を有する。バンドギャップは半導体ナノ結晶のサイズの関数である。小径を有する半導体
ナノ結晶は、物質の分子形とバルク形との間の中間の特性を有することが可能である。例
えば、小径を有する半導体材料に基づく半導体ナノ結晶は、３つの次元すべてにおける電
子およびホールの両方の量子閉じ込めを示すことが可能であり、この量子閉じ込めは、微
結晶サイズが減少している材料の有効バンドギャップの増加をもたらす。結果として、半
導体ナノ結晶の光学的吸収および発光は、微結晶のサイズが減少するにつれて、青色へ、
またはより高いエネルギーへ移動する。
【０１１０】
　半導体ナノ結晶からの発光は、スペクトルの紫外、可視、または赤外領域の全波長範囲
を通じて、半導体ナノ結晶のサイズ、半導体ナノ結晶の組成、または両方を変化させるこ
とによって調整することが可能である狭いガウス型発光帯であり得る。例えば、ＣｄＳｅ
は可視領域で調整可能であり、ＩｎＡｓは赤外領域で調整可能である。半導体ナノ結晶の
集合の狭いサイズ分布は、狭いスペクトル範囲での発光を生じることが可能である。集合
は、単分散であることが可能であり、半導体ナノ結晶の直径において、好ましくは１５％
　ｒｍｓ（二乗平均平方根）未満の、さらに好ましくは１０％未満の、最も好ましくは５
％未満の偏差を示す。可視域で発光する、半導体ナノ結晶の約７５ｎｍ、好ましくは６０
ｎｍ、さらに好ましくは４０ｎｍ、最も好ましくは３０ｎｍ半値全幅（ＦＷＨＭ）を超え
ない狭い範囲のスペクトル発光を観察することが可能である。赤外発光半導体ナノ結晶は
、１５０ｎｍを超えない、または１００ｎｍを超えないＦＷＨＭを有することが可能であ
る。発光エネルギーによって表すと、発光は０．０５ｅｖを超えない、または０．０３ｅ
ｖを超えないＦＷＨＭを有することが可能である。発光の幅は、半導体ナノ結晶の直径の
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分散が縮小するにつれ減少する。半導体ナノ結晶は、１０％、２０％、３０％、４０％、
５０％、６０％、７０％、または８０％を超えるような高い発光量子効率を有することが
可能である。
【０１１１】
　半導体ナノ結晶の狭いＦＷＨＭは、飽和色発光を生じることが可能である。飽和光発光
を生じることで可視スペクトルの赤色および青色部分においてさえ効率的な照明デバイス
をもたらされ得るが、この理由は、半導体ナノ結晶発光デバイスでは赤外およびＵＶ発光
に対して光子が消失しないためである。単一材料系の可視スペクトル全体にわたる広範に
調整可能な飽和色発光には、いずれのクラスの有機発色団も適合しない（例えば、参照に
よりこの全体が組み入れられている、Ｄａｂｂｏｕｓｉ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｐｈｙｓ．
Ｃｈｅｍ．１０１，９４６３（１９９７）を参照されたい。）。半導体ナノ結晶の単分散
集合は、狭い波長範囲に及ぶ光を発光するであろう。異なる組成、サイズ、および／また
は構造の半導体ナノ結晶を含むデバイスは、１つを超える狭い波長範囲で光を放出するこ
とが可能である。観察者が感知する発光の色は、相対サブ画素電流と同様に、デバイスに
おける半導体ナノ結晶のサイズおよび材料の適切な組合せを選択することによって制御す
ることが可能である。半導体ナノ結晶のバンド端エネルギーレベルの低下によって、直接
電荷注入またはエネルギー移動のどちらによって発生したかにかかわらず、考えられるす
べての励起子の捕獲および放射再結合が促進される。最大理論半導体ナノ結晶照明デバイ
スの効率は従って、リン光有機発光デバイスの効率１に匹敵する。半導体ナノ結晶の励起
状態寿命（τ）は通例のリン光体（τ＞０．１μｓ）よりもはるかに短く（τから１０ｎ
ｓ）、半導体ナノ結晶照明デバイスが高い電流密度および高い輝度においても効率的に動
作できるようにする。
【０１１２】
　透過電子顕微鏡法（ＴＥＭ）は、半導体ナノ結晶集合のサイズ、形状、および分布に関
する情報を提供することが可能である。粉末Ｘ線回折（ＸＲＤ）パターンは、半導体ナノ
結晶の結晶構造の種類および品質に関する最も完全な情報を提供することが可能である。
粒径がＸ線可干渉距離によって、ピーク幅に反比例しているため、サイズの推定も可能で
ある。例えば、半導体ナノ結晶の直径は、透過電子顕微鏡法によって直接測定可能である
か、または例えばシェラーの式を使用してＸ線回折データから推定することが可能である
。半導体ナノ結晶の直径は、紫外／可視吸収スペクトルから推定することも可能である。
【０１１３】
　本発明によるインク組成物は表面上に被着させることが可能である。
【０１１４】
　代表的な表面の例は、材料もしくはデバイス層または他の基板を含む。
【０１１５】
　ある実施形態において、基板は例えば、織物、フィルム、テープ、可撓性シートなどで
あることが可能である。基板のこのような形式は、例えば、プラスチック、箔、紙などで
構成されることが可能である。ある実施形態において、基板は材料のシート、材料のロー
ルなどで構成されることが可能である。基板の寸法はこの目的とする用途に応じて変化す
ることが可能である。ある実施形態において、非剛性基板が所望である。ある実施形態に
おいて、可撓性基板が好ましい。
【０１１６】
　ある実施形態において、基板は発光デバイスまたは他の照明ユニットの上面または下面
であることが可能である。
【０１１７】
　ある実施形態において、基板は基板の上に配置されたデバイスの層をさらに含むことが
可能である。これらの実施形態において、デバイスの層は材料で構成され、インクは層の
上に被着される。
【０１１８】
　ある実施形態において、インクは基板の上に配置されたデバイスの層の上に被着される



(23) JP 5773646 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

。ある実施形態において、基板は基板の上に配置されたデバイスの層をさらに含む。これ
らの実施形態において、デバイスの層は材料で構成され、インクは層の上に被着される。
【０１１９】
　ある実施形態において、インクは所定の配列に被着される。例えば、インクはパターン
形成されたまたはパターン形成されていない配列で被着させることが可能である。
【０１２０】
　本発明は、特に、例えば、少なくとも１つの寸法が例えば約０．５メートルを超える大
型の基板を含むデバイスに対して、および／またはナノ材料の所定の配列が所望であると
きに、著しい利点を与え得ることが考えられる。
【０１２１】
　本開示で考慮される本発明のある実施形態および態様において、ナノ材料は光を放出す
ることが可能な無機ナノ粒子で構成される。
【０１２２】
　本開示で考慮される本発明のある実施形態および態様において、ナノ材料は半導体ナノ
結晶で構成される。半導体ナノ結晶は、発光デバイス、ディスプレイ、光検出器、不揮発
性ランダムメモリデバイス、太陽電池、センサ、光起電力デバイスなどを含むが、これら
に限定されない各種のデバイスにおける使用および他の最終使用用途に特に適切となる特
徴および特性を有している。
【０１２３】
　本開示で考慮される本発明のある実施形態および態様において、ナノ材料は半導体ナノ
結晶で構成され、半導体ナノ結晶の少なくとも一部はこの表面に付着された１つ以上のリ
ガンドを含む。
【０１２４】
　ある実施形態において、方法は、インクからの液体媒体の除去をさらに含む。ある実施
形態において、液体媒体は、液体媒体の除去時に、被着されたナノ材料を含む層が平面で
あるように選択される。
【０１２５】
　ある実施形態において、液体媒体は、インクが被着されている層に含まれる材料が不溶
性である液体を含む。
【０１２６】
　ある実施形態において、インクが被着されているデバイスの層は小型分子材料で構成さ
れる。「小型分子」材料は、ポリマーでない任意の有機材料を指す。小型分子材料は金属
をさらに含むことが可能である。小型分子は有機金属化合物を含むことが可能である。小
型分子材料は金属錯体を含むことが可能である。小型分子材料は幾つかの状況において反
復単位を含むことが可能である。例えば、長鎖アルキル基を置換基として使用することに
よって、分子は「小型分子」クラスから除去されない。小型分子材料の他の例は、有機オ
リゴマー分子を含むことが可能である（例えば中間の相対分子質量の有機分子、この構造
は低い相対分子質量の分子に実際にまたは概念的に由来する少数の単位で本質的に構成さ
れる。参照により本明細書に組み入れられている、関連するＮｏｔｅｓを含む、ＩＵＰＡ
Ｃ　Ｃｏｍｐｅｎｄｉｕｍ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｔｅｒｍｉｎｏｌｏｇｙ　２ｎｄ

　Ｅｄｉｔｉｏｎ（１９９７）からの「ｏｌｉｇｏｍｅｒ　ｍｏｌｅｃｕｌｅ」を参照さ
れたい。）。
【０１２７】
　ある実施形態において、小型分子材料は、コア部分に構築された一連の化学シェルを含
む、デンドリマーのコア部分として作用し得る。デンドリマーのコア部分は、蛍光または
リン光小型分子エミッタであり得る。
【０１２８】
　デンドリマー置換基を使用して小型分子が溶解処理を受ける能力を向上させることも可
能である。
【０１２９】
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　ある実施形態において、インクが被着されているデバイスの層はポリマーで構成される
。
【０１３０】
　ある実施形態において、インクが被着されているデバイスの層は有機ナノ結晶で構成さ
れることが可能である。有機ナノ結晶の例は、限定されることなく、Ｊ凝集体、Ｈ凝集体
、および他の双極子配列を有する凝集体を含む有機ナノ結晶を含む。有機ナノ結晶の例は
、Ｓ．Ｋｉｒｓｔｅｉｎ　ｅｔ　ａｌ．，「Ｈｅｒｒｉｎｇｂｏｎｅ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒ
ｅｓ　Ｉｎ　Ｔｗｏ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃｒｙｓｔａｌｓ　ｏｆ
　Ｃｙａｎｉｎｅ　Ｄｙｅｓ．Ｉ．Ｄｅｔａｉｌｅｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ａｎａｌｙ
ｓｉｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ」，Ｊ．Ｃｈｅｍ．Ｐ
ｈｙｓ．１０３（２）Ｊｕｌｙ　１９９５，ｐａｇｅｓ　８１６　ｅｔ　ｓｅｑ．；Ｓ．
Ｋｉｒｓｔｅｉｎ　ｅｔ　ａｌ．，「Ｈｅｒｒｉｎｇｂｏｎｅ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ　
Ｉｎ　Ｔｗｏ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃｒｙｓｔａｌｓ　ｏｆ　Ｃｙ
ａｎｉｎｅ　Ｄｙｅｓ．ＩＩ．Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ」，Ｊ．Ｃｈｅｍ
．Ｐｈｙｓ．１０３（２）Ｊｕｌｙ　１９９５，ｐａｇｅｓ　８２６　ｅｔ　ｓｅｑ．；
Ａ．Ｍｉｓｈｒａ　ｅｔ　ａｌ．「Ｃｙａｎｉｎｅｓ　Ｄｕｒｉｎｇ　ｔｈｅ　１９９０
ｓ：Ａ　Ｒｅｖｉｅｗ」，Ｃｈｅｍ．Ｒｅｖ．２０００，１００，１９７３－２０１１；
およびＣ．Ｐｅｙｒａｔｏｕｔ　ｅｔ　ａｌ．，「Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｔｈ
ｉａｃｙａｎｉｎｅ　Ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ　Ｏｎ　Ｐｏｌｙｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｅ
ｓ：，Ｐｈｙｓ．Ｃｈｅｍ．Ｃｈｅｍ．Ｐｈｙｓ．，２００２，４，３０３２－３０３９
に記載されており、この開示は参照によりこの全体が本明細書に組み入れられている。
【０１３１】
　ある実施形態において、インクが被着されているデバイスの層はカーボンナノチューブ
で構成される。
【０１３２】
　ある実施形態において、インクが被着されているデバイスの層はカーボンナノチューブ
／ポリマーブレンドまたはハイブリッドで構成される。
【０１３３】
　ある実施形態において、インクが被着されているデバイスの層は無機材料で構成される
。
【０１３４】
　ある実施形態において、インクが被着されているデバイスの層は、電極も含み得る基板
の上に配置することが可能である。
【０１３５】
　ある実施形態において、インクが被着されているデバイスの層は電極で構成される。
【０１３６】
　ある実施形態において、基板の上にインクの前に１つ以上の他の層を配置することが可
能である。
【０１３７】
　ある実施形態において、方法は第２の電極層をナノ材料の上に被着することをさらに含
むことが可能である。１つ以上のさらなる層（例えばホール遮断層、電子輸送層、電子注
入層などを含む。）の被着も、第２の電極層の被着の前または後に場合により含まれるこ
とが可能である。不動態化、パッケージングなども場合により含まれることが可能である
。
【０１３８】
　ある実施形態において、インクは電荷を輸送可能である材料の上に被着される。
【０１３９】
　ある実施形態において、ナノ材料は１つ以上の別個の層として被着される。デバイスを
製造するある実施形態において、ナノ材料はデバイスの任意の２つの層の間に配置するこ
とが可能である。ある実施形態において、半導体ナノ結晶で構成されるナノ材料は、ホー
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ル輸送層と電子輸送層との間に配置された１つ以上の別個の発光層として被着することが
可能である。ある実施形態において、例えば、ナノ材料は２つのホール輸送層の間および
／または２つの電子輸送層の間に配置することが可能である。デバイスに含まれる各電荷
輸送層は、１つ以上の層でさらに構成され得る。本明細書の別の箇所で議論するように、
他の層も電子輸送層とホール輸送層との間に含まれ得る。デバイス内に別個の層として含
まれるときに、例えば半導体ナノ結晶で構成されるナノ材料は、連続したまたは実質的に
連続した薄膜または層として配置することが可能である。別個の層として配置されるとき
に、層はパターン形成されることが、またはパターン形成されないことが可能である。好
ましくは、デバイスに含まれる半導体ナノ結晶で構成されるナノ材料は、半導体ナノ結晶
の実質的に単分散の集合で構成される。
【０１４０】
　ある実施形態において、半導体ナノ結晶で構成されるナノ材料は、複数の単層以下の厚
さで被着される。例えば、厚さは３つの単層、３つ以下の単層、２つ以下の単層、１つの
単層、部分単層などよりも大きいことが可能である。半導体ナノ結晶で構成されるナノ材
料の各被着層の厚さは変化し得る。好ましくは、被着した半導体ナノ結晶の任意の箇所に
おける厚さの変動は、３つ未満の単層、さらに好ましくは２つ未満の単層、最も好ましく
は１つ未満の単層である。単一の単層として被着されているとき、半導体ナノ結晶の好ま
しくは少なくとも約６０％は単一の単層の厚さであり、より好ましくは半導体ナノ結晶の
少なくとも約８０％は単一の単層の厚さであり、最も好ましくは、半導体ナノ結晶の少な
くとも約９０％は単一の単層の厚さである。発光デバイスにおいて、単層は、電気的性能
に対する影響を最小限にしながら、半導体ナノ結晶の有益な発光特性を提供することが可
能である。
【０１４１】
　半導体ナノ結晶は、半導体ナノ結晶のサイズおよび組成によって調整できる電子および
光学特性を備えた複合ヘテロ構造物を生成するためのボトムアップ化学手法を設計するた
めに利用可能であり得る、強い量子閉じ込め効果を示す。
【０１４２】
　本明細書で議論するように、ある実施形態において、半導体ナノ結晶で構成されるナノ
材料は、パターン形成された配列で被着することが可能である。パターン形成された半導
体ナノ結晶は、通電されて所定の波長の光を産生する、例えば赤色、緑色、および青色、
もしくは赤色、オレンジ色、黄色、緑色、青緑色、青色、紫色、または他の可視、赤外、
もしくは紫外発光で構成される画素のアレイ、または識別可能な波長発光画素の他の組合
せを形成するために使用することが可能である。
【０１４３】
　一般に、各種の色を放出することが可能であるデバイスまたはデバイスのアレイは、異
なる色を発光することが可能である発光性材料のパターンを含む。インクジェットプリン
トヘッドおよび／または他のマイクロディスペンサを使用して本発明の実施形態によるイ
ンクからナノ材料を被着させることによって、シャドウマスクおよび気相被着に関連する
他のパターン形成技法を使用することなく、このようなパターンを被着させることができ
る。このような被着プロセスによって、接触印刷でのような転写ステップの必要性もなく
なる。
【０１４４】
　パターン形成された配列で被着させるときに、ナノ材料はミクロンスケール（例えば１
ｍｍ未満、５００μｍ未満、２００μｍ未満、１００μｍ未満または５０μｍ未満または
２０μｍ未満）の少なくとも１つの寸法を有する機構を備えたパターンで被着することが
可能である。ナノ材料は、ミクロンスケールを超える機構を備えたパターン形成配列で被
着することも可能である。
【０１４５】
　ミクロンスケールの機構を有する被着ナノ材料で構成されたパターンは、本明細書では
マイクロパターンとも呼ばれ得る。マイクロパターンは、サイズがミクロンスケール、例
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えば１ｍｍ未満、５００μｍ未満、２００μｍ未満、１００μｍ未満、５０μｍ未満、ま
たは２０μｍ以下の機構を有することが可能である。２０μｍの機構サイズは、大半の発
光デバイスおよび他の用途のデバイスにとって十分に小さい。
【０１４６】
　ナノ材料を被着することが可能である表面は、１ｃｍ以上、１０ｃｍ以上、１００ｃｍ
以上、または１，０００ｃｍ以上の寸法を有することが可能である。
【０１４７】
　本発明による組成物および方法はスケーラブルであり、広範囲の表面積の上に１つ以上
のナノ材料で構成されるパターンを被着するために有用であり得る。
【０１４８】
　例えば、方法は、ナノ材料を非常に小さい面積（例えば１００μｍカテーテル）から非
常に大きい面積（例えば１２インチ平方の面積）まで被着するために有用である。さらな
る例において、方法は、ＧＥＮ２（３６０ｍｍ×４６５ｍｍ）、ＧＥＮ３（５５０ｍｍ×
６５０ｍｍ）、ＧＥＮ３．５（６００ｍｍ×７２０ｍｍ）、ＧＥＮ４（７３０ｍｍ×９２
０ｍｍ）、ＧＥＮ５（１１１０ｍｍ×１２５０ｍｍ）、ＧＥＮ６（１５００ｍｍ×１８０
０ｍｍ）、ＧＥＮ７（１９００ｍｍ×２１００ｍｍ）などの寸法を有する表面の上にナノ
材料を被着することと、これに続く、例えばディスプレイで使用可能であるガラスの生成
にも有用である。場合により、半導体リソグラフィー分野で頻繁に実施されているように
、ナノ材料が適用される面積は次に共にステッチ接合（またはタイル接合）して、印刷可
能面積を１２インチ平方から「ｎ×１２インチ平方」に拡張することが可能である。
【０１４９】
　本発明によるインクは、各種のデバイスを作製する際に含まれることが可能である。本
発明によって有用であり得る各種のデバイスならびに各種の被着および他の技法の例に関
するさらなる情報は、例えば、２００７年６月２５日に出願されたＳｅｔｈ　Ａ．　Ｃｏ
ｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎの、「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｎａｎｏ
ｍａｔｅｒｉａｌ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｆａｂｒｉｃａｔｉｎｇ　Ａ　Ｄｅｖｉｃ
ｅ，Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｆａｂｒｉｃａｔｉｎｇ　Ａｎ　Ａｒｒａｙ　Ｏ
ｆ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」という名称の国際特許出願番号ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０１４７１
１［Ｄｏｃｋｅｔ　番号ＱＤＶ００Ｃ１＿ＰＣＴ］、２００７年６月２５日に出願された
Ｓｅｔｈ　Ａ．Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎ，ｅｔ　ａｌ．の、「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ
　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｎａｎｏｍａｔｅｒｉａｌ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｆａｂ
ｒｉｃａｔｉｎｇ　Ａ　Ｄｅｖｉｃｅ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｆａｂｒｉｃａｔｉｎ
ｇ　Ａｎ　Ａｒｒａｙ　Ｏｆ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ａｎｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ」と
いう名称の国際特許出願番号ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０１４７０５［Ｄｏｃｋｅｔ　番号
ＱＤＶ００Ｃ２＿ＰＣＴ］、２００７年６月２５日に出願されたＳｅｔｈ　Ａ．Ｃｏｅ－
Ｓｕｌｌｉｖａｎ，ｅｔ　ａｌ．の、「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ａｎｄ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｉ
ｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｎａｎｏｍａｔｅｒｉａｌ」という名称の国際特許出願番号ＰＣＴ／
ＵＳ２００７／０１４７０６［Ｄｏｃｋｅｔ　番号ＱＤＶ００Ｄ２＿ＰＣＴ］、２００７
年４月９日に出願されたＳｅｔｈ　Ａ．Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎ，ｅｔ　ａｌ．の、「
Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｏ
ｆ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌ，Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ
　Ｓａｍｅ　Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｆｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａ
ｌ」という名称の国際特許出願番号ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０８８７３、２００７年４月
１３日に出願されたＭａｒｉａ　Ｊ，Ａｎｃ，ｅｔ　ａｌ．の、「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｏｆ
　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌ，Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｏｆ　Ｍａｋｉｎｇ　Ａ
　Ｄｅｖｉｃｅ，Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ａｎｄ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｆｏｒ　Ｕｓｅ
　Ｉｎ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌ」という名称の国際特許出願番号ＰＣ
Ｔ／ＵＳ２００７／０９２５５、２００７年４月９日に出願されたＳｅｔｈ　Ｃｏｅ－Ｓ
ｕｌｌｉｖａｎ，ｅｔ　ａｌ．の、「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ａｎｄ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　Ｉｎ
ｃｌｕｄｉｎｇ　Ｎａｎｏｍａｔｅｒｉａｌ」という名称の国際特許出願番号ＰＣＴ／Ｕ
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Ｓ２００７／０８７０５、２００７年４月９日に出願されたＭａｒｓｈａｌｌ　Ｃｏｘ，
ｅｔ　ａｌ．の、「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｏｆ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｎｇ　Ｎａｎｏｍａｔｅｒ
ｉａｌ　＆　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｏｆ　Ｍａｋｉｎｇ　Ａ　Ｄｅｖｉｃｅ」という名称の国
際特許出願番号ＰＣＴ／ＵＳ２００７／０８７２１、２００５年１０月２０日に出願され
たＳｅｔｈ　Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎ，ｅｔ　ａｌの、「Ｍｅｔｈｏｄ　Ａｎｄ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ　Ｆｏｒ　Ｔｒａｎｓｆｅｒｒｉｎｇ　Ａ　Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　Ｍａｔｅｒｉ
ａｌ」という名称の米国特許出願番号１１／２５３，６１２、および２００５年１０月２
０日に出願されたＳｅｔｈ　Ｃｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎ，ｅｔ　ａｌ．の、「Ｌｉｇｈｔ
　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ
　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ」という名称の米国特許出願番号１１／２５３，５９５で開
示されているものを含み、上述の特許出願はそれぞれ参照により本明細書に組み入れられ
ている。
【０１５０】
　本発明の実施形態に従って製造されたデバイスは、フラット・パネル・ディスプレイ、
コンピュータモニタ、テレビ、広告板、屋内もしくは屋外照明および／または信号灯、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、レーザプ
リンタ、電話機、携帯電話、パーソナル・デジタル・アシスタント（ＰＤＡ）、ラップト
ップコンピュータ、デジタルカメラ、カムコーダ、ファインダ、マイクロディスプレイ、
車両、大面積の壁、劇場もしくはスタジアム用スクリーン、または標識を含む多種多様の
消費者製品に組み入れられ得る。各種の制御機構を使用して、受動マトリクスおよび能動
マトリクスを含む、本発明によって製造されたデバイスを制御し得る。
【０１５１】
　発光デバイスの実施形態の例を図２に示す。図示した例は、基板の上に配置された第１
の電極、第１の電極と電気的に接続された第１層、第１層と電気的に接続された第２層、
および第２層と電気的に接続された第２の電極を含む。第１層はホールを輸送可能である
材料（ＨＴＬ）で構成されることが可能であり、第２層は電子を輸送可能である材料（Ｅ
ＴＬ）で構成されることが可能である。少なくとも１つの層が非ポリマー性であることが
可能である。発光材料は２つの電極の間に含まれる。発光材料は、この発光特徴（例えば
デバイスに電圧が印加されるときにナノ結晶によって放出される光子の波長）に基づいて
選択することが可能である、複数の半導体ナノ結晶を含むことが可能である。発光材料は
、第１層および第２層の間に１つ（図２に示すような）以上の層として含まれることが可
能である。図において、発光材料を含む層は「量子ドット層」と呼ばれる。図２に示した
実施形態において、構造物の第１の電極は基板と接触している。各電極は、構造物に電圧
を供給するために電源に接続されることが可能である。適正な極性の電圧がヘテロ構造物
に印加されたときに、エレクトロルミネセンスはデバイスに含まれる半導体ナノ結晶によ
って産生されることが可能である。
【０１５２】
　図２に示すデバイス構造物は以下のように製造され得る。第１の電極（例えばアノード
）が上に配置された基板は入手され得る、または任意の好適な技法を使用して製造され得
る。第１の電極はパターン形成され得る。第１層（例えばホール輸送層）は任意の好適な
技法を使用して被着され得る。発光層は本発明の実施形態によるインクから被着される。
ある実施形態において、インクはマイクロディスペンサ、例えばインクジェットプリント
ヘッドから施与される。インクジェット印刷が好ましいのは、インクジェット印刷によっ
て別個の領域のパターン形成がただちに可能になるためである。ある実施形態において、
インクの液体媒体は、液体媒体の除去時に、デバイスの層が（例えばポリマー発光デバイ
ス（ＰＬＥＤ）技術で通例使用されるようなウェル構造物を利用して）平面であるように
選択される。第２層（例えば電子輸送層）は任意の好適な技法を使用して被着され得る。
第２の電極（例えばカソード）は任意の好適な技法を使用して被着され得る。
【０１５３】
　図２に示す例において、光は構造物の下部から（例えばＩＴＯコートガラスを通じて）
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放出される。十分に光透過性の上部電極が使用される場合、構造物は構造物の上部から光
を放出することができる。
【０１５４】
　または、図２の構造物は反転可能であり、この場合には光を上部から放出することが可
能である。
【０１５５】
　図２に示す簡単な層状化構造物が非制限的な例として与えられており、本発明の実施形
態が多種多様の他の構造物と関連して使用され得ることが理解される。本明細書に記載す
る特定の材料および構造物は本質的に例示的であり、他の材料および構造物も使用され得
る。異なる方法で説明された各種の層を組合せることによって機能デバイスが実現され得
るか、または層が設計、性能、およびコスト要因に基づいて完全に省略され得る。具体的
に記載されていない他の層も含まれ得る。具体的に記載された材料以外の材料も使用され
得る。本明細書に与えられた例の多くは各種の層が単一材料で構成されるとして説明して
いるが、例えばホストおよびドーパントの混合物などの材料の組合せ、さらに一般的には
混合物が使用され得ることが理解される。また、層は各種のサブ層を有し得る。本明細書
で各種の層に与えられた名称は、制限する意図はない。
【０１５６】
　発光デバイスの光出力の色は、発光材料としてデバイス中に含まれる各種の半導体ナノ
結晶の組成、構造、およびサイズの選択によって精密に制御することが可能である。ある
実施形態において、２つ以上の異なる半導体ナノ結晶（異なる組成、構造、および／また
はサイズを有する。）が含まれることが可能である。
【０１５７】
　図３は、デバイスを上に設置することが可能であるガラス基板、およびデバイスをカプ
セル化するために使用することが可能である保護ガラス層を示す、発光デバイスの別の実
施形態の例を示す。
【０１５８】
　場合により、乾燥剤または他の水分吸収材を、例えばＵＶ硬化性エポキシなどのエポキ
シによって封着する前に、デバイス内に含めることが可能である。他の乾燥剤または水分
吸収材を使用することが可能である。
【０１５９】
　第１の電極は例えば、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）層などの、高い仕事関数（例えば
４．０ｅＶを超える。）のホール注入導体で構成されるアノードであり得る。他のアノー
ド材料は、例えばタングステン、ニッケル、コバルト、プラチナ、パラジウムおよびこれ
らの合金、酸化ガリウムインジウムスズ、酸化亜鉛インジウムスズ、窒化チタン、ポリア
ニリン、または他の高い仕事関数のホール注入導電性ポリマーを含むが、これらに限定さ
れない他の高い仕事関数のホール注入導体を含む。ある実施形態において、第１の電極は
光透過性または透明である。ＩＴＯに加えて、他の光透過性電極材料の例は、導電性ポリ
マー、および他の金属酸化物、低いもしくは高い仕事関数の金属、導電性エポキシ樹脂、
または少なくとも部分的に光透過性であるカーボンナノチューブ／ポリマーブレンドもし
くはハイブリッドを含む。電極材料として使用可能である導電性ポリマーの例は、Ｂａｙ
ｅｒ　ＡＧによって商標ＰＥＤＯＴで販売されている、ポリ（エチレンジオキシチオフェ
ン）である。他の分子的に改変されたポリ（チオフェン）も導電性であり、ポリアニリン
のエメラルジン塩基形態と同様に使用可能である。
【０１６０】
　第２の電極は例えば、Ａｌ、Ｂａ、Ｙｂ、Ｃａ、リチウム－アルミニウム合金（Ｌｉ：
Ａｌ）、マグネシウム－銀合金（Ｍｇ：Ａｇ）、またはフッ化リチウム－アルミニウム（
ＬｉＦ：Ａｌ）などの、低い仕事関数（例えば４．０ｅＶ未満）の電子注入金属で構成さ
れるカソードであり得る。Ｍｇ：Ａｇなどの第２の電極は、不透明の保護金属層、例えば
カソード層を大気による酸化から保護するためのＡｇ層、または実質的に透明のＩＴＯの
比較的薄い層によって、場合により被覆することが可能である。第２の電極は、固体層の
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露出表面上に挟む、スパッタリングする、または蒸着させることが可能である。電極の一
方または両方をパターン形成することが可能である。デバイスの電極は導電性経路によっ
て電圧源に接続することが可能である。電圧の印加時に、デバイスから光が生成される。
【０１６１】
　図２に示すようなデバイスにおいて、例えば、第１の電極は約５００オングストローム
から４０００オングストロームの厚さを有することが可能である。第１層は約３０オング
ストロームから約１０００オングストロームの厚さを有することが可能である。第２層は
約３０オングストロームから約１０００オングストロームの厚さを有することが可能であ
る。第２の電極は約５オングストロームから約１０，０００オングストローム超の厚さを
有することが可能である。
【０１６２】
　非ポリマー性電極材料は、例えばスパッタリングまたは蒸着によって被着することが可
能である。ポリマー性電極材料は、例えばスピンキャストによって被着することが可能で
ある。
【０１６３】
　上で議論したように、電極はパターン形成することが可能である。光透過性電極材料を
含む電極材料は、例えばフォトリソグラフィーなどの化学エッチング方法またはレーザを
使用する物理エッチング方法などによってパターン形成することが可能である。また電極
は、マスキング中に真空蒸着、スパッタリングなどによってパターン形成され得る。
【０１６４】
　ホール輸送層および電子輸送層は、まとめて電荷輸送層と呼ぶことが可能である。これ
らの層のどちらかまたは両方は、有機または無機材料で構成されることが可能である。無
機材料の例は例えば、無機半導体を含む。無機材料はアモルファスまたは多結晶性であり
得る。有機電荷輸送材料はポリマー性または非ポリマー性であり得る。ある実施形態にお
いて、電荷輸送材料は勾配昇華精製される。
【０１６５】
　電子輸送層に含まれることが可能である代表的な有機材料の例は、分子マトリクスを含
む。分子マトリクスは非ポリマー性であり得る。分子マトリクスは、小型分子、例えば金
属錯体を含むことが可能である。８－ヒドロキシキノリンの金属錯体は、アルミニウム、
ガリウム、インジウム、亜鉛またはマグネシウム錯体、例えばアルミニウムトリス（８－
ヒドロキシキノリン）（Ａｌｑ３）であり得る。電子輸送層中の他のクラスの材料は、金
属チオキシノイド化合物、オキサジアゾール金属キレート、トリアゾール、セキシチオフ
ェン誘導体、ピラジン、およびスチリルアントラセン誘導体を含むことが可能である。Ｂ
ａｌｑ２は、電子輸送層に含まれることが可能である別の材料の例である。有機材料で構
成される電子輸送層は固有（非ドープ）であっても、またはドープされていてもよい。ド
ーピングは導電性を上昇させるために使用され得る。例えば、参照によりこの全体が本明
細書に組み入れられている、２００６年４月２７日に出願された、Ｂｅａｔｔｙ　ｅｔ　
ａｌの米国仮特許出願番号６０／７９５，４２０、「Ｄｅｖｉｃｅ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ
　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ　Ａｎｄ　Ａ　Ｌａｙｅｒ　
Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ａ　Ｄｏｐｅｄ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ａｎｄ　Ｍ
ｅｔｈｏｄｓ」を参照されたい。
【０１６６】
　ホール輸送層に含まれることが可能である代表的な有機材料の例は、有機発色団を含む
。有機発色団は、例えばＮ，Ｎ’－ジフェニル－Ｎ，Ｎ’－ビス（３－メチルフェニル）
－（１，１’－ビフェニル）－４，４’－ジアミン（ＴＰＤ）などのフェニルアミンを含
むことが可能である。他のホール輸送層は、Ｎ，Ｎ’－ビス（３－メチルフェニル）－Ｎ
，Ｎ’－ビス（フェニル）－スピロ（スピロ－ＴＰＤ）、４，４’－Ｎ，Ｎ’－ジカルバ
ゾリル－ビフェニル（ＣＢＰ）、４，４－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニルア
ミノ］ビフェニル（ＮＰＤ）など、ポリアニリン、ポリピロール、ポリ（フェニレンビニ
レン）、銅フタロシアニン、芳香族３級アミンもしくは多核芳香族３級アミン、４，４’
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－ビス（ｐ－カルバゾリル）－１，１’－ビフェニル化合物、もしくはＮ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ
’－テトラアリールベンジジンを含むことが可能である。有機材料で構成されるホール輸
送層は固有（非ドープ）であっても、またはドープされていてもよい。ドーピングは導電
性を上昇させるために使用され得る。ドープされたホール輸送層の例は、参照によりこの
全体が本明細書に組み入れられている、２００６年４月２７日に出願された、Ｂｅａｔｔ
ｙ　ｅｔ　ａｌの米国仮特許出願番号６０／７９５，４２０、「Ｄｅｖｉｃｅ　Ｉｎｃｌ
ｕｄｉｎｇ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ　Ａｎｄ　Ａ　Ｌ
ａｙｅｒ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ａ　Ｄｏｐｅｄ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　
Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ」に記載されている。
【０１６７】
　有機材料で構成される電荷輸送層ならびに、有機電荷輸送層の製造、発光デバイス、お
よび関連技術に関する他の情報は、２００５年１０月２１日に出願された米国特許出願番
号１１／２５３，６１２、「Ｍｅｔｈｏｄ　Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｏｒ　Ｔｒａｎｓ
ｆｅｒｒｉｎｇ　Ａ　Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌ」、および２００５年１０
月２１日に出願された米国特許出願番号１１／２５３，５９５、「Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔ
ｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏ
ｃｒｙｓｔａｌｓ」、ならびに２００７年６月４日に出願された国際特許出願番号ＰＣＴ
／ＵＳ２００７／１３１５２、「Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ａｎ
ｄ　Ｄｉｓｐｌａｙｓ　Ｗｉｔｈ　Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ」でさら
に詳細に議論されている。上述の特許出願は、参照によりこの全体が本明細書に組み入れ
られている。
【０１６８】
　有機電荷輸送層は、真空蒸着法、スパッタリング法、浸漬コーティング法、スピンコー
ティング法、キャスト法、バーコーティング法、ロールコーティング法、および他のフィ
ルム被着法などの公知の方法によって配置され得る。ある実施形態において、有機層は、
超高真空（例えば≦１０－８トル）、高真空（例えば約１０－８トルから約１０－５トル
）、または低真空条件（例えば約１０－５トルから約１０－３トル）下で被着される。好
ましくは、有機層は、約１×１０－７から約１×１０－６トルまたは約１×１０－７から
約５×１０－６トルの高真空条件下で被着される。または、有機層は、各層の溶媒を適切
に選択しながら、多層コーティングによって形成され得る。
【０１６９】
　無機材料を含む電荷輸送層および無機電荷輸送層の製造に関連する他の情報は以下で、
ならびに２００５年２月１６日に出願された米国特許出願番号６０／６５３，０９４、「
Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄ
ｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ」および２００６年２月１５日に出願された米国
特許出願番号１１／３５４，１８５でより詳細にさらに議論されており、この開示はそれ
ぞれ参照によりこの全体が本明細書に組み入れられている。
【０１７０】
　無機半導体で構成される電荷輸送層を低温にて、例えば真空蒸着法、イオンめっき法、
スパッタリング、インクジェット印刷などの公知の方法によって基板に被着することが可
能である。
【０１７１】
　基板は不透明、光透過性、または透明であり得る。基板は剛性または可撓性であり得る
。基板はプラスチック、金属またはガラスであり得る。
【０１７２】
　幾つかの用途において、基板はバックプレーンを含むことが可能である。バックプレー
ンは、個々の画素への電力を制御するまたは切り換えるための能動または受動電子機器を
含む。バックプレーンを包含することは、ディスプレイ、センサ、またはイメージャなど
の用途に有用であり得る。特に、バックプレーンは能動マトリクス、受動マトリクス、固
定フォーマット、ダイレクトドライブ、またはハイブリッドとして構成することが可能で
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ある。ディスプレイは静止画像、動画、または照明用に構成することが可能である。発光
デバイスのアレイを含むディスプレイは、白色光、モノクローム光、または色調整光を供
給することが可能である。
【０１７３】
　電荷輸送層に加えて、デバイスは１つ以上の電荷注入層、例えばホール注入層（ＨＩＬ
）（別個の層またはホール輸送層の一部のどちらかとして）および／または電子注入層（
ＥＩＬ）（別個の層または電子輸送層の一部のどちらかとして）を場合によりさらに含み
得る。有機材料で構成される電荷注入層は固有（非ドープ）であることも、またはドープ
されていることも可能である。例えば、参照によりこの全体が本明細書に組み入れられて
いる、２００６年４月２７日に出願された、Ｂｅａｔｔｙ　ｅｔ　ａｌのｌの米国仮特許
出願番号６０／７９５，４２０、「Ｄｅｖｉｃｅ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓｅｍｉｃｏｎ
ｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ　Ａｎｄ　Ａ　Ｌａｙｅｒ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎ
ｇ　Ａ　Ｄｏｐｅｄ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ」を
参照されたい。
【０１７４】
　１つ以上の電荷遮断層がまたさらに場合により含まれ得る。例えば、電子遮断層（ＥＢ
Ｌ）、ホール遮断層（ＨＢＬ）、または励起子遮断層（ｅＢＬ）を構造物中に導入するこ
とが可能である。遮断層は例えば、３－（４－ビフェニルイル）－４－フェニル－５－ｔ
ｅｒｔブチルフェニル－１，２，４－トリアゾール（ＴＡＺ）、２，２’，２”－（１，
３，５－ベンジントリル）－トリス（１－フェニル－１－Ｈ－ベンズイミダゾール）（Ｔ
ＢＰｉ）、３，４，５－トリフェニル－１，２，４－トリアゾール、３，５－ビス（４－
ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－４－フェニル－１，２，４－トリアゾール、バソクプロイ
ン（ＢＣＰ）、４，４’，４”－トリス｛Ｎ－（３－メチルフェニル）－Ｎフェニルアミ
ノ｝トリフェニルアミン（ｍ－ＭＴＤＡＴＡ）、ポリエチレンジオキシチオフェン（ＰＥ
ＤＯＴ）、１，３－ビス（５－（４－ジフェニルアミノ）フェニル－１，３，４－オキサ
ジアゾール－２－イル）ベンゼン、２－（４－ビフェニルイル）－５－（４－ｔｅｒｔブ
チルフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール、１，３－ビス［５－（４－（１，１－
ジメチルエチル）フェニル）－１，３，４－オキサジアゾール－５，２－イル］ベンゼン
、１，４－ビス（５－（４－ジフェニルアミノ）フェニル－１，３，４－オキサジアゾー
ル－２－イル）ベンゼンまたは１，３，５－トリス［５－（４－（１，１－ジメチルエチ
ル）フェニル）－１，３，４－オキサジアゾール－２－イル］ベンゼンを含むことが可能
である。有機材料で構成される電荷遮断層は固有（非ドープ）であることも、またはドー
プされていることも可能である。例えば、参照によりこの全体が本明細書に組み入れられ
ている、２００６年４月２７日に出願された、Ｂｅａｔｔｙ　ｅｔ　ａｌのｌの米国仮特
許出願番号６０／７９５，４２０、「Ｄｅｖｉｃｅ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓｅｍｉｃｏ
ｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ　Ａｎｄ　Ａ　Ｌａｙｅｒ　Ｉｎｃｌｕｄｉ
ｎｇ　Ａ　Ｄｏｐｅｄ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ」
を参照されたい。
【０１７５】
　電荷注入層（ある場合）、および電荷遮断層（ある場合）は、スピンコーティング、浸
漬コーティング、蒸着、または他の薄膜被着方法によって電極の１つの表面に被着するこ
とが可能である。例えばＭ．Ｃ．Ｓｃｈｌａｍｐ，ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙ
ｓ．，８２，５８３７－５８４２，（１９９７）；Ｖ．Ｓａｎｔｈａｎａｍ，ｅｔ　ａｌ
．，Ｌａｎｇｍｕｉｒ，１９，７８８１－７８８７，（２００３）；およびＸ．Ｌｉｎ，
ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｐｈｙｓ．Ｃｈｅｍ．Ｂ，１０５，３３５３－３３５７，（２００１
）を参照されたい、このそれぞれは参照によりこの全体が組み入れられている。
【０１７６】
　他の多層構造物は、本発明の発光デバイスおよびディスプレイの性能を改善するために
場合により使用され得る（例えば２００３年３月２８日に出願された米国特許出願番号１
０／４００，９０７および米国特許出願番号１０／４００，９０８を参照されたい、この
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それぞれは参照によりこの全体が組み入れられている。）。発光デバイスの性能は、この
効率を向上させること、この発光スペクトルを狭くもしくは広くすること、またはこの発
光を偏光させることによって改善することが可能である。例えばＢｕｌｏｖｉｃ　ｅｔ　
ａｌ．，Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ　ａｎｄ　Ｓｅｍｉｍｅｔａｌｓ　６４，２５５
（２０００）、Ａｄａｃｈｉ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．７８，１
６２２（２００１）、Ｙａｍａｓａｋｉ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ
．７６，１２４３（２０００）、Ｄｉｒｒ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊｐｎ．Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈ
ｙｓ．３７，１４５７（１９９８）、およびＤ’Ａｎｄｒａｄｅ　ｅｔ　ａｌ．，ＭＲＳ
　Ｆａｌｌ　Ｍｅｅｔｉｎｇ，ＢＢ６．２（２００１）を参照されたい、このそれぞれは
参照によりこの全体が本明細書に組み入れられている。
【０１７７】
　好ましくは、半導体ナノ結晶で構成されるナノ材料を含むデバイスは、制御された（酸
素を含まず、水分を含まない）環境で処理されて、製造プロセスの間のルミネセンス効率
の抑制を防止する。
【０１７８】
　デバイスおよびディスプレイの製造でナノ材料を被着させるために有用であることに加
えて、デバイスおよび／またはアレイの他の層（例えば電極、電荷輸送層、電荷遮断層、
電荷注入層など）をマイクロディスペンサ、例えばインクジェットプリントヘッドから被
着させることも可能である。マイクロディスペンサ、例えばインクジェットプリントヘッ
ドを使用して複数のデバイス層を製造することによって、製造プロセスを単純化して、他
の製造効率を与えることが可能である。
【０１７９】
　調製可能である半導体ナノ結晶材料の多様性、ならびに半導体ナノ結晶の組成、構造、
およびサイズによる波長調整のために、所定の色の光を放出可能であるデバイスは半導体
ナノ結晶を発光材料として使用することによって実現可能である。半導体ナノ結晶発光デ
バイスを調整して、スペクトルのどこにおいても発光させることが可能である。可視また
は不可視（例えばＩＲ）光を放出する発光デバイスを調製することが可能である。半導体
ナノ結晶のサイズおよび材料は、半導体ナノ結晶が所定の波長を有する光を放出するよう
に選択することが可能である。発光は、スペクトルの任意の領域、例えば可視、赤外など
において所定の波長の発光であり得る。例えば、波長は３００から２，５００ｎｍ以上、
例えば３００から４００ｎｍ、４００から７００ｎｍ、７００から１１００ｎｍ、１１０
０から２５００ｎｍ、または２５００ｎｍ超であることが可能である。
【０１８０】
　ある実施形態において、個々の発光デバイスを形成することが可能である。他の実施形
態において、複数の個々の発光デバイスを単一の基板上の複数の位置で形成して、ディス
プレイを形成することが可能である。
【０１８１】
　ディスプレイは、同じまたは異なる波長で発光する２個以上のデバイスを含むことが可
能である。異なる色を発光する半導体ナノ結晶で構成されるナノ材料のアレイを用いて基
板をパターン形成することによって、異なる色の画素を含むディスプレイを形成すること
が可能である。パターン形成された半導体ナノ結晶は、通電されて所定の波長の光を産生
する、例えば赤色、緑色、および青色、もしくは赤色、黄色、緑色、青緑色、および／ま
たは青色発光で構成される画素のアレイ、または識別可能な色の発光画素の他の組合せを
形成するために使用することが可能である。ある実施形態において、１個以上の画素はス
ペクトルの紫外または赤外発光部にて発光することが可能である。
【０１８２】
　個別の発光デバイスまたはディスプレイの１つ以上の発光デバイスは、白色光を産生す
るように構築された、異なる色の発光半導体ナノ結晶の混合物を場合により含むことが可
能である。または白色光は、赤色、緑色、青色、および場合によりさらなる画素を含むデ
バイスから産生することが可能である。
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【０１８３】
　他のディスプレイの例は、２００６年２月９日に出願されたＳｅｔｈ　Ｃｏｅ－Ｓｕｌ
ｌｉｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．の米国特許出願番号６０／７７１，６４３、「Ｄｉｓｐｌａｙ
ｓ　Ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ　Ａ
ｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｏｆ　Ｍａｋｉｎｇ　Ｓａｍｅ」に含まれており、この開示は参
照によりこの全体が本明細書に組み入れられている。
【０１８４】
　上述のように、本明細書に記載する方法は、太陽電池、起電力デバイス、光検出器、不
揮発性メモリデバイスなどを含むが、これらに限定されない発光デバイスに加えて、他の
デバイスの製造にも用途を有し得る。
【０１８５】
　例えば、ナノ材料、例えば半導体ナノ結晶で構成されるナノ材料は、光検出器デバイス
または光検出器デバイスのアレイの製造で本発明による方法によって被着することが可能
である。光検出器デバイスは、吸収特性に基づいて選択される複数の半導体ナノ結晶で構
成される１つ以上のナノ材料を含む。光検出器に含まれるとき、半導体ナノ結晶は、通例
、スペクトルのＩＲまたはＭＩＲ領域における特定の波長の吸収に対して所定の電気的応
答を産生するように設計されている。半導体ナノ結晶を含む光検出器デバイスの例は、Ａ
ｌｅｘｉ　Ｃｏｓｍｏｓ　Ａｒａｎｇｏによる「Ａ　Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔ　Ｈｅｔｅ
ｒｏｊｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｈｏｔｏｄｅｔｅｃｔｏｒ」，Ｓｕｂｍｉｔｔｅｄ　ｔｏ　ｔ
ｈｅ　Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　
ａｎｄ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ，ｉｎ　ｐａｒｔｉａｌ　ｆｕｌｆｉｌｌｍ
ｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｄｅｇｒｅｅ　ｏ
ｆ　Ｍａｓｔｅｒｓ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ｉｎ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ
　ａｎｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　ａｔ　ｔｈｅ　Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ　Ｉｎ
ｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｆｅｂｒｕａｒｙ　２００５に記載され
ており、この開示は参照によりこの全体が本明細書に組み入れられている。１つ以上の光
検出器は、ハイパースペクトル撮像デバイスなどの撮像デバイスにさらに含まれることが
可能である。例えば２００６年３月２４日に出願されたＣｏｅ－Ｓｕｌｌｉｖａｎ　ｅｔ
　ａｌ．の、米国仮出願番号６０／７８５，７８６、「Ｈｙｐｅｒｓｐｅｃｔｒａｌ　Ｉ
ｍａｇｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ」を参照されたい、この開示は参照によりこの全体が本明細
書に組み入れられている。
【０１８６】
　一実施形態において、光検出器デバイスを製造する方法は、本発明の実施形態による　
をデバイスの層にマイクロディスペンサから被着させることを含む。一実施形態において
、ナノ材料は半導体ナノ結晶で構成される。インクは、デバイスの層の上に所定のパター
ン形成配列で、またはほんの一例として層、連続フィルムなどを含むパターン形成されて
いない配列として被着することが可能である。好ましくは、液体媒体は被着インクから、
任意の他の材料または層が被着インクの上に被着される前に除去される。
【０１８７】
　別の実施形態において、光検出器デバイスのアレイを製造する方法は、本発明の実施形
態によるインクをデバイスの層にマイクロディスペンサから被着させることを含む。一実
施形態において、ナノ材料は半導体ナノ結晶で構成される。ナノ材料および液体媒体で構
成されるインクは、デバイス層に（パターン形成されたまたはパターン形成されていない
）所定の配列で被着することが可能である。デバイス層は電極をさらに含む基板に被着す
ることが可能である。第２の電極は、好ましくは液体媒体のインクからの除去の後に、被
着ナノ材料の上に被着することが可能である。一実施形態において、ナノ材料が上に被着
されているデバイス層は電荷輸送材料で構成されている。場合により、第２の電荷輸送層
はナノ材料層と第２の電極との間に形成することが可能である。
【０１８８】
　光検出器デバイスまたはデバイスのアレイを製造する方法は、１つ以上のナノ材料を（
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により含むことが可能である。上で議論したように、ナノ材料および液体媒体を含むイン
クはマイクロディスペンサから被着させる。
【０１８９】
　本発明による方法は、メモリデバイスの製造におけるナノ材料の被着に使用することも
可能である。不揮発性デバイスの例は、２００４年１０月６日に出願されたＢａｗｅｎｄ
ｉ　ｅｔ　ａｌ．の米国特許出願番号１０／９５８，６５９、「Ｎｏｎ－Ｖｏｌａｔｉｌ
ｅ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｄｅｖｉｃｅ」に記載されており、この開示は参照によりこの全体が
本明細書に組み入れられている。
【０１９０】
　半導体ナノ結晶およびこの使用に関連するさらなる情報については、２００４年１０月
２２日に出願された米国特許出願番号６０／６２０，９６７および２００５年１月１１日
に出願された米国特許出願番号１１／０３２，１６３、２００５年３月４日に出願された
米国特許出願番号１１／０７１，２４４も参照されたい。上述の特許出願はそれぞれ、参
照によりこの全体が本明細書に組み入れられている。
【０１９１】
　本明細書で使用するように、「上」および「下」は、基準点からの位置に基づく相対的
な位置の用語である。さらに詳細には、「上」は基板から最も離れていることを意味する
が、「下」は基板に最も近いことを意味する。例えば、２個の電極を場合により含む発光
デバイスでは、下電極は基板に最も近い電極であり、一般に、製造される最初の電極であ
る；上電極は、発光材料の上側の、基板からさらに離れている電極である。下電極は、基
板に最も近い下表面と、基板からより離れた上表面の、２つの表面を有する。例えば、第
１層が第２層の「上」に配置される、または被着されると説明される場合、第１層は基板
からさらに離れて配置される。別途規定しない限り、第１層と第２層の間に他の層が存在
し得る。例えば、各種の有機層および／または無機層が間にあっても、カソードはアノー
ドの「上に配置された」と説明され得る。
【０１９２】
　本明細書で使用するように、単数形「ａ」、「ａｎ」および「ｔｈｅ」は、文脈が別途
明確に指示しない限り複数形を含む。それゆえ、例えば、ナノ材料への言及はこのような
材料の１つ以上への言及を含む。
【０１９３】
　上および全体に記載されたすべての特許および公報は、参照によりこの全体が本明細書
に組み入れられている。さらに、量、濃度、または他の値もしくはパラメータが範囲、好
ましい範囲、または好ましい上限値および好ましい下限値のリストのいずれかとして与え
られるとき、これは、範囲が別々に開示されているか否かにかかわらず、任意の範囲上限
または好ましい上限値および任意の範囲下限または好ましい下限値の任意の対より形成さ
れたすべての範囲を特に開示するとして理解されるものである。数値範囲が本明細書で引
用されている場合、別途明示しない限り、範囲はこの端点、ならびに範囲内のすべての整
数および分数を含むことを意図される。範囲を定義するときに、本発明の範囲が引用され
た特定の値に限定されることは意図されていない。
【０１９４】
　本発明の他の実施形態は、本明細書の考慮および本明細書で開示された本発明の実施に
より当業者に明らかになるであろう。本明細書および実施例が例示としてのみ考慮され、
本発明の真の範囲および精神が以下の特許請求の範囲およびこの等価物によって示される
ことが意図されている。
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