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(57)【要約】
【課題】 オリゴマーを必要とすることなく、アニリン
モノマーを出発物質として、光学活性の制御を可能とす
る光学活性ポリアニリンの電解合成を行う。
【解決手段】 アニリンモノマーの反復酸化的な電解重
合を光学活性分子の存在下において行い、光学活性分子
ドープポリアニリン薄膜を製造する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
アニリンモノマーの反復酸化的な電解重合を光学活性分子の存在下において行うことで
光学活性分子ドープポリアニリン薄膜を製造することを特徴とする光学活性ポリアニリン
の電解合成方法。
【請求項２】
サイクリック・ボルタンメトリーを用いて電解重合を行うことを特徴とする請求項１に
記載の光学活性ポリアニリンの電解合成方法。
【請求項３】
請求項１または２に記載の方法において、酸を存在させて電解重合を行い、光学活性エ
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レクトロクロミズム（ＥＣ）特性を発現するポリアニリン薄膜を製造することを特徴とす
る光学活性ポリアニリンの電解合成方法。
【請求項４】
光学活性分子がカンファースルホン酸（ＣＳＡ）であることを特徴とする請求項１から
３のうちのいずれかに記載の光学活性ポリアニリンの電解合成方法。
【請求項５】
光学活性分子がカンファースルホン酸（ＣＳＡ）であり、酸が硫酸であることを特徴と
する請求項３に記載の光学活性ポリアニリンの電解合成方法。
【請求項６】
請求項１から５のうちのいずれかに記載の方法により合成された光学活性ポリアニリン
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であって、レドックス過程によって光学活性が調節されることを特徴とする光学活性ポリ
アニリン。
【請求項７】
光学活性エレクトロクロミズム（ＥＣ）特性を発現するポリアニリン薄膜であることを
特徴とする光学活性ポリアニリン。
【請求項８】
請求項７に記載の光学活性ポリアニリンがその構成の少くとも一部とされているエレク
トロクロミック（ＥＣ）材であって、外部電場による光学回転角の制御が可能とされてい
ることを特徴とする光学活性エレクトロクロミック（ＥＣ）材。
【請求項９】
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請求項８に記載の光学活性エレクトロクロミック（ＥＣ）材が用いられていることを特
徴とするエレクトロクロミック装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、アニリンモノマーから合成可能とされ、光学回転角の外部電場による制御も
可能とされている光学活性ポリアニリンとその電解合成方法並びにこれを特徴とする光学
活性エレクトロクロミック（ＥＣ）材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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エレクトロクロミック（ＥＣ）材料は、異なる電位条件下で保持する場合に色の変化を
示す。ポリチオフェン、ポリピロール、poly(3,4‑ethylenedioxythiophene)等の導電性ポ
リマーは、このようなＥＣ材料に対して無機的ＥＣ材料とは異なるアプローチを提供する
ことが知られている。こういったポリマーにイオンを用いてドーピングを行うと、その導
電性は半導体に特徴的な挙動から、金属に特徴的な挙動までの範囲となる。ドーピングは
電気化学的手順によるものであり、そこではポリマーが電解セルの電極として利用される
が、このセルにはイオン化されることによってドーパントイオンになりうる化合物である
電解質が含まれる。この過程により、ポリマーの電子状態に変化が生じ、結果としてＥＣ
特性が生じることになる。そして、ポリアニリン（ＰＡＮＩ）も有望な導電性ポリマーの
一つである。その理由は化学的に安定であり、比較的導電性が高く、ＥＣなどの興味深い
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光学特性を有しているためである。ここでのＥＣは化学的ならびに電気化学的ドーピング
により生じるものである。たとえば、カンファースルホン酸（ＣＳＡ）ドープ化ＰＡＮＩ
の調製が化学的酸化的重合（非特許文献１−３）ならびに電気化学的重合（非特許文献４
−５）により行われており、キラルオプティカル性を有するらせん状のポリアニリンが得
られている。
【０００３】
ＣＳＡでドープ化したポリアニリン（ＰＡＮＩ−ＣＳＡ）はたとえば次式として示され
る。
【０００４】
【化１】

10

20
さらに電気化学的重合過程における重合温度の変化によって、キラルなＰＡＮＩのらせ
ん方向が変化することが知られている（非特許文献６）。また、最近では、光学活性を持
つ成分を含む置換ＰＡＮＩの光学活性において、化学的ドーピングによって誘導される変
化についての研究が行われている（非特許文献７）。
【非特許文献１】A.G. MacDiarmid et al., Synth. Met. 65, 103 (1994).
【非特許文献２】S.J. Su et al., Chem. Mater. 13, 4787 (2001).
【非特許文献３】C.Y. Yang et al., Synth. Met. 53, 293 (1993).
【非特許文献４】E.V. Strounina et al., Synth. Met. 106, 129 (1999).
【非特許文献５】W. Li et al., Adv. Func. Mater. 15, 1793 (2005).
【非特許文献６】Y.P. Loom et al., Macromolecules 39, 5604 (2006).
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【非特許文献７】H. Goto, Macromol. Chem. Phys. 207, 1087 (2006).
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、キラルオプティカル性を有するポリアニリンはエレクトロクロミック（
ＥＣ）材への応用として注目されるものではあるものの、ポリアニリンのキラルオプティ
カル性の変化を電気化学的なドーピングにより調節可能とすることはこれまでのところ実
現されてきていない。つまり、光学活性の制御が実現されていないのが実情である。
【０００６】
しかもまた、ポリアニリンの電気化学的重合反応は、その操作の簡便性、合理性からも
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注目されるものであるが、従来のポリアニリンの電解合成ではまず核となるオリゴマーが
必要とされ、市販品等として入手容易なポリアニリンモノマーを直接用いることが難しい
という問題点があった。
【０００７】
そこで、本発明は、このような従来の問題点を解消し、オリゴマーを必要とすることな
しに、アニリンモノマーを出発物質として、光学活性の制御、たとえば外部電場で能動的
に円偏向二色性（ＣＤ）や旋光角度の調節を可能とする、光学活性ポリアニリンの新しい
電解合成方法を提供し、この方法により得られる新しい光学活性ポリアニリン、そしてこ
れを用いたエレクトロクロミック（ＥＣ）材を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
上記の課題を解決するための本発明の電解合成方法は以下のことを特徴としている。
【０００９】
第１：アニリンモノマーの反復酸化的な電解重合を光学活性分子の存在下において行い
、光学活性分子ドープポリアニリン薄膜を製造する。
【００１０】
第２：サイクリック・ボルタンメトリーを用いて電解重合を行う。
【００１１】
第３：上記いずれかの方法において、酸を存在させて電解重合を行い、光学活性エレク
トロクロミズム（ＥＣ）特性を発現するポリアニリン薄膜を製造する。
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【００１２】
第４：上記方法において、光学活性分子がカンファースルホン酸（ＣＳＡ）とする。
【００１３】
第５：酸を硫酸とする。
【００１４】
そして、本発明においては、上記の新しい電解合成方法によって以下のものが提供され
る。
【００１５】
すなわち、レドックス過程によって光学活性が調節される光学活性ポリアニリンであり
、光学活性エレクトロクロミズム（ＥＣ）特性を発現するポリアニリン薄膜である。また
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、さらには、これらをその構成の一部とする光学活性エレクトロクロミック（ＥＣ）材で
あり、これを用いたエレクトロクロミック装置である。
【発明の効果】
【００１６】
上記のとおりの反復酸化的な電解重合、つまり酸化／還元過程の反復としての電解重合
、さらに換言すれば電位掃引による電解重合を行う本発明によれば、従来のようにオリゴ
マーを必要とすることなく、アニリンモノマーを出発物質として光学活性ポリアニリンの
電解合成が可能とされ、この電解合成によって、光学活性の制御、特に、外部電場で能動
的に円偏向二色性（ＣＤ）や旋光角度の調節が可能とされる光学活性ポリアニリンが提供
される。つまり、入手容易なアニリンモノマーから光学回転角や明暗を高速で制御可能な
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新しい光学活性導電性高分子が提供される。
【００１７】
たとえば、その具体例として、アニリンはカンファースルホン酸を含む水中で酸化的電
気化学重合により重合し、（＋）−ＣＳＡまたは（−）−ＣＳＡを含むポリアニリン（そ
れぞれＰＡＮＩ−（＋）−ＣＳＡならびにＰＡＮＩ−（−）−ＣＳＡと略す）を生じる。
このようにして調製されたポリアニリン薄膜は、０．１Ｍ硫酸水溶液中における電気化学
的還元／酸化に基づいて、強力で整調可能な光学活性を示す。このポリマーの円偏光二色
性（ＣＤ）ならびに旋光角度は、光変調の形で外部から適用された電位を適切に調節する
ことによって整調することができる。
【００１８】
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Faraday回転とKerr回転現象を利用した光変調素子は、現在では光電子メディアや通信
用光デバイスに応用されている。本発明の光学活性ポリアニリンによって、光学活性を有
するＥＣ特性に基づいた新しい有機光変調素子を創出できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
本発明の実施の形態について以下に説明する。
【００２０】
本発明の光学活性ポリアニリンの電解合成方法における出発物質（原料）はアニリンモ
ノマーであるが、このものには、アニリンのベンゼン環に許容される各種の置換基を有し
ているものも含まれる。そして、これらの１種または２種以上のものであってよい。
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【００２１】
また、光学活性分子も同様に各種のものであってよい。たとえばスルホン酸置換基を持
つ光学活性分子の各種のものが好適なものとして考慮される。より具体的には、たとえば
カンファースルホン酸（ＣＳＡ）がその代表例として例示される。
【００２２】
上記のアニリンモノマーを用いて、本発明では、これらの光学活性分子の存在下に、反
復酸化的な電解重合を行い、光学活性分子がドープされたポリアニリン薄膜を製造する。
ここで、本発明での「反復酸化的な電解重合」については、電解酸化の過程が繰り返し行
われる重合反応を意味している。換言すると前記のとおりの電位掃引による電解酸化重合
である。
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【００２３】
また、本発明では、上記の反復酸化的電気化学的重合を、酸、たとえばその代表例とし
ての硫酸の存在下に行う。この酸によって、電気化学的なドーピングとデドーピングとが
調節されることになる。あるいは二重ドーピングが実現されると言ってもよい。
【００２４】
本発明のこのような反復酸化的な電解重合は、アニリンモノマーを溶解する媒体を用い
て行うことができる。このような溶媒としては、水、あるいは水と有機溶媒との混合系と
しての溶媒、たとえばアルコール類やＴＨＦ、その他の親水性、あるいは極性の有機溶媒
との混合としての水性媒体、さらには極性有機溶媒が挙げられる。なかでも水を溶媒とす
ることが好ましい。
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【００２５】
以上のような本発明の反復酸化的な電解重合は、たとえば、サイクリック・ボルタンメ
トリー（ＣＶ）や、直流電圧の印加の方法等によって可能とされる。そして、成膜性が良
好で、均質膜の作成の点で優れているサイクリック・ボルタンメトリー(ＣＶ)を用いるこ
とで好適に実施可能とされる。このような電気化学的重合のためのシステム、装置は、電
極の構成をはじめとして公知のものを応用することができる。
【００２６】
たとえば図１は、ＣＶの電解合成のための装置概要を示したものである。生成ポリマー
が表面に析出する作用電極と、その対向電極、そして参照電極を有する電解槽中にアニリ
ンのモノマーを含む電解液が導入されて通電されることにより電解合成が行われる。
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【００２７】
カンファースルホン酸（ＣＳＡ）と硫酸を用いるＣＶの電解合成の場合には、たとえば
以下のような条件範囲が一般的に考慮される。
【００２８】
ＣＳＡ：０．１〜５Ｍ（モル）
硫酸：０．０１〜１Ｍ（モル）
硫酸／ＣＳＡ（モル比）：０．０１〜１．０
アニリン：０．０１〜３Ｍ（モル）
アニリン／ＣＳＡ（モル比）：０．１〜５．０
液温：０〜５０℃
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電圧：−１．２２Ｖ〜１．２２Ｖ
電流：任意
なお、電圧を掃印した際に、重合にあわせてアニリンが電流を消費することになるが、
通常その電流は小さく、たとえば１０ｍＡ／ｃｍ以下である。
【００２９】
なお、ＥＣ（エレクトロクロミック）特性を見る場合には、図１の装置において、アニ
リンモノマーおよびＣＳＡを含まない、硫酸水溶液あるいは電解質を含む有機溶媒を用い
た電解液に変更することにより可能となる。
【００３０】
たとえば、本発明の光学活性ポリアニリンをＥＣ素子として利用する場合には硫酸水溶
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液と接触させた形態とすることが好ましい。なお、エレクトリックジェルと呼ばれている
手段が知られているが、たとえば図２に示したように、このゲル状体に硫酸あるいはテト
ラブチルアンモニウムパークロレート、テトラブチルアンモニウムフルオレート、リチウ
ムペンタフルオロアーセナイド、食塩などの支持塩を溶解させ、これを、光学活性ポリア
ニリンのポリマー層とともにＩＴＯガラス等の導電性ガラスにサンドイッチさせ、二極法
（参照電極を用いず、アノードおよびカソードのみからなる電極系）で、０〜１．３Ｖ間
で電位のスイッチングを行なうことにより光学回転可能なＥＣデバイスとすることもでき
る。
【００３１】
そこで以下に実施例に沿ってさらに詳しく説明する。もちろん、以下の例示説明によっ
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て本発明が限定されることはない。
【実施例】
【００３２】
アニリン（モノマー）の酸化的電気化学的重合を、０．１Ｍアニリンを含む水中におい
て０．５Ｍ（＋）−または（−）−ＣＳＡの存在下で実施した。３個の電解セルを用いて
電気化学的重合過程を行った。このセルの構成要素は透明なインジウム−スズ酸化物（Ｉ
ＴＯ）でコーティングされたガラス製作用電極、ＩＴＯ対向電極、飽和カロメル電極（Ｓ
ＣＥ）の基準電極である。ＳＣＥに対し０Ｖから１．１Ｖまでの電圧の範囲にわたるサイ
クリック・ボルタンメトリーを用いた反復酸化的重合によって、ＰＡＮＩ−ＣＳＡがＩＴ
Ｏガラス上に沈着した。０．４７Ｖで電流の増加が生じたが、これはピークモノマー酸化
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電位を示している。反復スキャンの途中でこの値はアノード側の方向にシフトした（５回
目のスキャンで０．５０Ｖ）。５回目のスキャン後に、ポリマーでコーティングされた電
極を減圧条件下で乾燥させ、続いて水とアセトンで薄膜を洗浄し、モノマーフリーの０．
１Ｍ硫酸水溶液中に入れて、分光電気化学的特徴を調べた。このようにして得られたポリ
マーであるＰＡＮＩ−（＋）−ＣＳＡとＰＡＮＩ−（−）−ＣＳＡについて、サイクリッ
ク・ボルタンメトリーと紫外線・可視吸光分析の組み合わせ、あるいは円偏光二色性（Ｃ
Ｄ）分光法により特徴分析を行い、これらの電気活性ならびに光学的特性を明らかにした
。
【００３３】
ＰＡＮＩ−（＋）−ＣＳＡとＰＡＮＩ−（−）−ＣＳＡの両者のレドックス挙動を明ら
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かにして、これらのポリマーが同一の基本的な化学構造を有することを示した。図３に示
すのは、（＋）−ＣＳＡ（実線）と（−）−ＣＳＡ（点線）存在下におけるアニリンの電
気化学的重合過程の途中で生じた４６５ｎｍでのＣＤ強度の変化であり、初回スキャンか
ら５回目のスキャンに至るまでの主鎖のπ−π＊遷移における吸収帯に対応している。電
極におけるサイクリック・ボルタンメトリーにより生じる反復性の三角波印加電圧により
、ＩＴＯ基質上にポリマー薄膜が形成され、この過程によってＣＤ強度変化が生じる。
【００３４】
最初のスキャン時にはＣＤシグナルは観察されなかったが、２度目のスキャンにより強
度がわずかに増加した。５回のスキャンによって４６０ｎｍに強いＣＤシグナルが得られ
たが、これはＩＴＯ上のポリマーに見られる４３７ｎｍ吸収帯に対応している［図５（Ｃ
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）参照］。反復スキャンにより薄膜の厚みが増加しており、従ってＣＤスペクトルの強度
はスキャン回数に伴い増加している。各サイクルの酸化的過程（電位＝０Ｖから１．１Ｖ
）の途中でこのＣＤ強度は減少した。これはおそらく酸化的過程の途中でポリマーの主鎖
の長さが実際に増加し、同時に主鎖の平面キノイド性質が現れたことが原因であろう。こ
の平面構造は片手らせん状のねじれ量を減少させ、その結果重合過程における１．１Ｖ条
件下でポリマーの光学活性を抑制する。これとは逆に還元過程（電位＝１．１Ｖから０Ｖ
）の途中ではポリマーのＣＤ強度は強化されるが、これはキノイド構造がベンゼノイド構
造に変換され、ポリマーが成長しないためである。この現象はモノマーフリーの電気化学
的ポリマードーピング−デドーピング過程の途中におけるin situ ＣＤ分光分析において
も観察される（後述）。重合は凹凸ＣＤサイクルの反復と共に進行し、ポリマーの総ＣＤ
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強度が増大する。
【００３５】
図４は、モノマーフリーのポリアニリン−（−）−カンファースルホン酸〔ＰＡＮＩ−
（−）−ＣＳＡ〕のサイクリック・ボルタノグラム（ＣＶ）を、スキャンレート：１０ｍ
Ｖ・Ｓ‑2の条件の場合として示したものである。ＣＶは、０．１Ｍ硫酸水溶液中で計測し
ている。
【００３６】
この図４では、モノマーフリーのポリマーは０．４５Ｖと０．７３Ｖの酸化電位におい
て明確で準可逆的なレドックス過程を示すが、これはそれぞれ硫酸によるポーラロンとバ
イポーラロンの生成に関連している。また、図４に示すように、０．６３Ｖと０．３４Ｖ
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の還元電位が観察された。サイクリック・ボルタモグラム（ＣＶ）によって、硫酸による
ＰＡＮＩの電気化学的ドーピング−デドーピングが示されているが、ＰＡＮＩ上でのＣＳ
Ａ脱離に関連する特徴は全く観察されなかった。
【００３７】
吸光度とＣＤスペクトルによりＰＡＮＩ−（＋）−ＣＳＡとＰＡＮＩ−（−）−ＣＳＡ
の光学的性質を調べるため、ＩＴＯ上のポリマー薄膜をキュベット内部に移して分光電気
化学的分析を行った。０．１Ｍ硫酸水溶液中で、図５に示すように、ＳＣＥに対し０．２
Ｖから０．７Ｖの範囲で様々な電圧を加えた条件下で、一連のin situ ＣＤ吸収スペクト
ルを測定した。
【００３８】
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図５（Ｃ）に示す分光電気化学分析の結果から分かるように、４４０ｎｍにおけるＰＡ
ＮＩ主鎖のπ−π＊遷移は、硫酸存在下での電気化学的ドーピング（印加電圧の増加）時
に減少するが、一方でドーピングバンド（＞７００ｎｍ）は増加する。これと同時にポリ
マーのＣＤ強度は電気化学的ドーピングによって変化するが、この様子は図５（Ａ）なら
びに図５（Ｂ）に示されている。ＰＡＮＩ−（＋）−ＣＳＡとＰＡＮＩ−（−）−ＣＳＡ
はこの０．２Ｖでニュートラルな状態（デドープされた形の）主鎖のπ−π＊遷移領域に
おける相補的鏡像コットン効果を示しているが、これは２個のポリマーが同程度であるけ
れども逆向きのキラリティを有していることを示している。酸化状態（ドーピングされた
状態）ではポリマーのＣＤスペクトルは強度の減少を示した。キラルドーパントとしてＣ
ＳＡを用いたためにＰＡＮＩ−（＋）−ＣＳＡとＰＡＮＩ−（−）−ＣＳＡの間の相補的
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鏡像関係が生じているという可能性は否定されるが、その理由は、ＣＳＡのコットン効果
が観察されるのが紫外線領域の波長に限られるためである。
【００３９】
いずれのＰＡＮＩ−ＣＳＡも、薄緑がかった黄色の還元型（硫酸によりデドープされた
もの）と濃青色の酸化型（硫酸によりドープされたもの）の間で切り替わる。初期のポリ
アニリンが重合化後、ＣＳＡにより半分ドーピングされた状態であると考えても良い。例
えばＳＣＥに対して０．２Ｖの印加電圧条件下におけるＰＡＮＩ−（−）−ＣＳＡは電気
化学的にはデドープされた状態にあるが、それでも長波長側にドーピングバンドを示して
いる。この広範囲の吸収帯は数百回にわたるドーピング−デドーピング過程を経た後にも
観察される。ここでＣＳＡはたとえ電気化学的還元過程を経た後であっても、静的相互作
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用によってポリアニリンのＮ−位置に結合しているが、ポリアニリンの全ての窒素原子が
ＣＳＡに占有されている訳ではない。主鎖において、硫酸によるさらなるドーピングが起
きることでキラリティの変化が生じる。言い換えればＣＳＡにより半分ドーピングされた
ポリアニリンは、さらに硫酸による酸ドーピングを受けることができる。この電気化学的
二重ドーピング過程の結果として、スペクトルの変化が生じる。
【００４０】
電気活性を有する導電性高分子の光スイッチングが開発されて、ポリマーＥＣデバイス
に用いられている。そこで、０Ｖから０．９Ｖの範囲での電圧スキャニング途中における
ＰＡＮＩ−ＣＳＡのＣＤ強度を見ると、図６に示すように可逆的で対称的な変化を生じて
いる。ＣＤに見られるこの電気化学的なレドックス誘導性の変化は、主鎖が硫酸によって
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電気化学的ドーピング／デドーピングを受けていることが原因であるとするならばうまく
説明できる。この結果から、ポリマーは可逆的な光学活性エレクトロクロミズムを呈する
ことが示される。
【００４１】
４６０ｎｍ条件下でのＣＤ強度は、ＳＣＥに対して０．９Ｖの印加電圧条件下で最低と
なり（ドーピング化状態）、いずれのポリマーもコットン効果を示し、ＰＡＮＩ−（＋）
−ＣＳＡは陰性、ＰＡＮＩ−（−）−ＣＳＡは陽性であった。ＳＣＥに対して０Ｖの印加
電圧では還元状態が生じるが、これによってその後に４６０ｎｍ条件下でのＣＤ強度が増
加する。従ってレドックス過程を調節することにより、ＣＤ強度を可逆的に変化させるこ
とができる。
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【００４２】
図７に示すのは、さまざまな印加電圧条件下におけるＰＡＮＩ−（＋）−ＣＳＡとＰＡ
ＮＩ−（−）−ＣＳＡの旋光分散（ＯＲＤ）スペクトルである。これらのＯＲＤスペクト
ルは、ＰＡＮＩ−（＋）−ＣＳＡとＰＡＮＩ−（−）−ＣＳＡのＣＤスペクトルをクラマ
ース・クローニヒ（Ｋ−Ｋ）変換することにより得られる。酸化（ドーピング）後の還元
（デドーピング）により、４２８ｎｍと４８２ｎｍの旋光シグナルが現れた。
【００４３】
還元性電位を加えることによって、これらのピークは還元状態において観察される本来
の強度に復帰する。このことから当該ポリマーは電気光学的活性を有しており、電気化学
的過程により旋光度を調節することが可能であることが示される。外部からの印加電圧を
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うまく調節することによって、ポリマーの旋光角を紫外・可視領域内で調節できる。この
性質はKerrデバイスやFaraday旋光器の機能性と同等である。電気化学的ドーピング‑デド
ーピング過程により光学活性が調節される。このポリマーに観察される旋光性の調節は、
この過程の結果として生じる電子状態の変化が原因となっている。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】サイクリック・ボルタンメトリー（ＣＶ）による電解重合のための装置構成を例
示した概要図である。
【図２】ＥＣ素子の構成例を示した概要図である。
【図３】（＋）−ＣＳＡ（実線）ならびに（−）−ＣＳＡ（点線）存在下におけるアニリ
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ンの電気化学的重合過程の途中で生じた４６５ｎｍでのＣＤ強度変化を示した図である。
アニリンモノマー（０．１Ｍ）、（＋）−カンファースルホン酸（０．５Ｍ）または（−
）−カンファースルホン酸（０．５Ｍ）、ＳＣＥ（基準電極）、ＩＴＯ対向電極と作用電
極を使用した。キラルオプティカルポリマーが作用電極上に沈着した。
【図４】モノマーフリーのポリアニリン−（−）−カンファースルホン酸［ＰＡＮＩ−（
−）−ＣＳＡ］のサイクリック・ボルタノグラム（ＣＶ）である。スキャンレート：１０
ｍＶ・ｓ−２。ＰＡＮＩ−（−）−ＣＳＡのＣＶは０．１Ｍ硫酸水溶液中で計測した。
【図５】ＳＣＥに対してさまざまな印加電圧を加えた条件下で、ＩＴＯコーティングガラ
ス基質上に生じたＰＡＮＩ−（＋）−ＣＳＡ（Ａ）とＰＡＮＩ−（−）−ＣＳＡ（Ｂ）の
in‑situ ＣＤと吸収スペクトル図である。これらのスペクトルは０．１Ｍ硫酸水溶液中で
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計測した。
【図６】０．１Ｍ硫酸水溶液中においてＳＣＥに対して０Ｖから０．９Ｖの印加電圧を加
えた場合にＩＴＯコーティングガラス基質上に生じたモノマーフリーのＰＡＮＩ−（＋）
−ＣＳＡ（青線）とＰＡＮＩ−（−）−ＣＳＡ（赤線）について、４６０ｎｍでモニター
したＣＤ強度の反復変化を示した図である。。三角波の印加電圧はサイクリック・ボルタ
ンメトリーを用いて発生させた。
【図７】さまざまな印加電圧を加えた場合にＩＴＯコーティングガラス基質上に生じたＰ
ＡＮＩ−（＋）−ＣＳＡ（Ａ）とＰＡＮＩ−（−）−ＣＳＡ（Ｂ）のin‑situ ＯＲＤスペ
クトルである。ＯＲＤスペクトルはＣＤスペクトルをクラマース・クローニヒ（Ｋ−Ｋ）
変換して算出した。

50

(9)
【図１】

【図３】

【図２】

【図４】

【図５】

JP 2008‑184520 A 2008.8.14

(10)
【図６】

【図７】

JP 2008‑184520 A 2008.8.14

