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第4節 強制レイリー散乱法によるPEDOT/PSS膜における温度伝導率の非接触測定
1. 強制レイリー散乱法を用いた温度伝導率測定システム
巻頭言
2. PEDOT-PSS自立膜 3. 測定結果
第1章 PEDOTの化学構造と基礎物性
第5節 PEDOT/PSSの導電率向上をもたらす極性溶媒添加効果の分子軌道法による解析
1. EDOTの重合 2. 化学構造 3. 電気特性
1. 分子軌道法シミュレーション 2. 極性溶媒添加の効果
第2章 合成・重合法
第6章 応用における技術ポイントと要求特性
第1節 EDOTの効率的な合成法
第1節 応用動向
1. 従来のEDOTの合成法 2. 効率的なEDOTの合成法
1. EDOT (3,4エチレンジオキシチオフェン) 2. PEDOT/PSS
第2節 可溶性置換基をもつ3,4-ジオキシチオフェンオリゴマーの合成と基礎物性
第2節 帯電防止
1. 中性オリゴマーの合成 2. 中性オリゴマーの性質
1. 帯電防止とは 2. 帯電防止フィルム・シート 3. エルコートＴＭの特徴
3. p-ドープ状態モデルとしてのカチオン種の性質
4. 帯電防止分野の今後の展開
第3節 EDOTの合成と市場動向
第3節 アルミ巻回型導電性高分子コンデンサ
1. EDOTの基本情報 2. EDOTの合成方法 3. EDOTの市場動向
1. 電解コンデンサの陰極材料の歴史
第4節 超音波乳化法を用いたEDOTナノエマルション溶液の創成と電解重合への応用
2. アルミ巻回型導電性高分子コンデンサの構造
1. EDOT乳化液の電解重合 2. 反応メカニズムの解明
3. アルミ巻回型導電性高分子コンデンサに求められる性能
3. 透明導電性高分子フィルムの創成
4. 各種コンデンサで適用される導電性高分子とその形成方法
第5節 PEDOTの電解重合における磁場効果
5. アルミ巻回型コンデンサ特性を引き出す導電性高分子PEDOTの機能と必要な物性
1. 電解重合 2. エレクトロクロミズム 3. 液晶電解液を用いたPEDOTの電解合成
第4節 ITO代替PEDOT/PSS薄膜の開発とタッチパネルへの応用
4. 光学活性 5. 光学活性エレクトロクロミズム
1. 導電性高分子 1 2. PEDOT/PSSの「一次粒子単層膜」
6. PEDOTのコレステリック液晶中での電解重合 7. 液晶中でのPEDOTの電解合成
3. 高導電性と高透明性の両立 4. タッチパネルへの応用
8. 光学的異方性 9. 繰り返し特性 10. 磁場中での液晶の配向メカニズム
第5節 ディスプレイ・表示素子
第6節 EDOTの気相重合
〔1〕 有機EL
1. 気相酸化重合の特徴 2. 気相酸化重合の重合機構
1. 透明電極としての高導電性有機材料PEDOT:PSSの特性
3. 気相重合PEDOTの伝導機構 4. 気相重合PEDOTの応用
2. 有機EL素子の発光特性
第7節 酸化重合法で重合したPEDOTについて
3. スターバースト系低分子層挿入による発光面の改善
1. 有機スルホン酸鉄（テイカトロンAF）を用いた導電性高分子の重合例
4. 溶液プロセスで発光層を成膜した素子作製と発光特性 5．今後の展開
2. テイカトロンの特徴 3. 重合のポイント
〔2〕 キラリティと液晶性を有するPEDOT誘導体の合成とエレクトロクロミック特性
第8節 PEDOT/PSSディスパージョンの合成
1. 異方性エレクトロクロミズムと円偏光二色性を示す液晶性PEDOT誘導体
1. EDOTの酸化重合 2. 二次構造
2. 電気化学的な酸化還元による共重合型キラルPEDOT誘導体のキラリティおよびエレ
3. 組成の異なるPEDOT/PSSディスパージョンの合成と電導度評価
クトロクロミズムの制御
第9節 超臨界二酸化炭素（scCO2）環境におけるPEDOTナノ粒子の合成とその利用
〔3〕 電気化学発光素子へのPEDOT/PSS層の導入効果
1. scCO2環境におけるPEDOTナノ粒子の合成
1. 電気化学発光素子とは 2. 電気化学発光素子の作製
2. PEDOTナノ粒子を利用したインクジェット印刷による薄膜化
3. PEDOT/PSS層の導入効果
第10節 PSSの性質と用途
4. イオン液体を添加した電気化学発光素子に対するPEDOT/PSS膜の導入効果
1. PSSの合成方法 2. PSSの特徴と性質 3. PSSの使用用途
〔4〕 PEDOT/PSS を電極材料に用いたフレキシブル電子ペーパーの開発
4. PSSならびにそのコポリマーの種類
1. 透明導電性高分子とその電気光学特性について
第3章 塗布・パターニング・製膜
2. 透明導電性高分子のパターニング加工
第1節 交互吸着(LBL)法によるPEDOT/PSS膜の作製
3. PEDOT/PSS 電極からなるフレキシブル電子ペーパーの表示特性
1. 交互吸着法による薄膜形成 2. 交互吸着法による導電性薄膜の形成
4. 印刷法による PEDOT/PSS 電極の直接形成とフレキシブル電子ペーパーへの適用
第2節 超音波噴霧ミストデポジション法によるPEDOT/PSS薄膜の作製
5. まとめ
1. 超音波噴霧ミストデポジション法とは 2. 有機薄膜の成膜過程
第6節 太陽電池
3. PEDOT/PSS薄膜の特性 4. PEDOT/PSS薄膜のデバイス応用
〔1〕 PEDOT誘導体の色素増感太陽電池への応用
第3節 エレクトロスプレー法によるPEDOT/PSS薄膜の作製
1. 色素増感太陽電池を構成する素材と機能
1. エレクトロスプレー法 2. PEDOT/PSSのエレクトロスプレー
2. ポリチオフェン系高分子の色素増感太陽電池への応用
第4節 フォトエッチング法及びスクリーン印刷法によるPEDOT/PSSパターニング
3. 光増感剤としてのポリチオフェン系ポリマー
1. フォトエッチング法 2. スクリーン印刷法（エッチングインク法）
4. 対極用触媒としてのポリチオフェン系ポリマー
第5節 パリレンピールオフ法を用いたPEDOT:PSSパターニング
5. 色素増感太陽電池のプラスチックフィルム化とモジュール製作
1. パリレンピールオフ法を用いたPEDOT:PSSのパターニング原理
〔2〕 PEDOT：PSS/SWCNT正孔輸送層を用いた有機薄膜太陽電池の特性改善
2. PEDOT:PSSのパリレンピールオフ法によるパターニングの評価 3. 結論
1. 有機薄膜太陽電池におけるPEDOT：PSS正孔輸送層の役割
第6節 ラインパターニング法によるPEDOT/PSSのパターニング
2. 特性改善したPEDOT：PSS正孔輸送層を用いた有機薄膜太陽電池
1. ラインパターニング法 2. 抵抗・コンデンサ 3. 高分子分散型液晶ディスプレイ
3. PEDOT：PSS/SWCNT正孔輸送層を用いた有機薄膜太陽電池
4. プッシュスイッチ 5. ショットキーダイオード
〔3〕 濃厚ポリマーブラシ型PEDOT/PSS薄膜の合成と光電変換デバイスへの応用
6. ショットキーゲート型有機トランジスタ
1. 濃厚ポリマーブラシとは 2. PSSR濃厚ブラシの合成
第7節 ダイコーティングによるPEDOT:PSSの成膜
3. 濃厚ポリマーブラシ場での化学酸化重合と脱保護によるPEDOT/PSS薄膜の合成
1. PEDOT:PSSのファイバー上へのダイコーティング法の原理
4. 有機薄膜太陽電池セルへの応用
2. ダイコーティング法を用いたファイバー上へのPEDOT:PSS電極形成実験
第7節 センサ
第8節 PEDOT/PVA複合膜の作製
〔1〕 PEDOTの表面プラズモン共鳴を用いたセンサ
1. 電解重合法 2. 電解重合反応の機構 3. PPy/PVA複合膜
1. 表面プラズモン共鳴法
4. PEDOT/PVA複合膜
2. 電気化学－表面プラズモン共鳴分光法によるPEDOT超薄膜の評価の例
第9節 ハイドロゲル表面へのPEDOTパターンの電析技術
3. バイオ・化学センサへの応用例
1. PEDOT電極による細胞・組織への電気刺激 2. ハイドロゲル基板
〔2〕PEDOT/PSS被覆磁性リボンを用いたワイヤレス湿度センサ
3. ハイドロゲル基板へのPEDOTパターンの作製 4. 応用例：動く細胞アッセイチップ
1. PEDOT/PSS被覆磁性リボンを用いた湿度センシング
第10節 PEDOT/PSSを用いた導電性透明コーティング材の開発とウエットプロセスによる成 〔3〕PEDOT/PSSのインクジェットによる有機波長選択型光センサ
膜
1. 狭帯域増感PEDOT/PSS膜 2. 単層バルクへテロフォトダイオード
1. PEDOT/PSS 2. 透明導電性コーティング剤 「デナトロン」
3. 三層フォトダイオードによる信号改善 4. 最後に
3. ウエットプロセスによる成膜
〔4〕 PEDOTを用いたバイオセンサ
第4章 電気特性改善と各種影響因子
1. PEDOT導電性バイオインターフェイス 2. PEDOTナノ構造によるデバイス
第1節 高次構造制御によるPEDOT/PSSの高導電化
3. シグナル増幅材料としてのPEDOT
1. 溶媒による電導度向上 2. X線回折（XRD）による結晶構造解析
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