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1．はじめに
電子・光機能性を有する有機材料は、次世代
デバイスを担う素材として強く関心を惹いてお
り、軽量性や柔軟性といった特徴から有機半導
体や有機薄膜太陽電池、有機 ELなどのデバイ
ス材料として数多くの研究が行われている。な
かでもパイ電子が一次元状に広がった構造を有
するパイ共役ポリマーは簡便な手法でデバイス
作製が可能なため、多様なパイ共役ポリマーが
これまで分子設計されており、パイ造形科学を
牽引する主要分野の一つとして注目されてい
る。[1-3] 従来のパイ共役ポリマーは、パイ共
役による機能発現を担う主鎖構造の分子設計に
主眼を置いて検討されている例が多く、アルキ
ル側鎖やデンドリティックな側鎖構造は、ポリ
マー分子の溶解性の改善や凝集を抑制して個々
の分子を孤立させるために導入されていた。そ
こで本研究では、柔軟な骨格構造からなると同
時に種々の機能基を担持可能なポリビニルエー
テル（PolyVE）を側鎖に有するグラフト化パ
イ共役ポリマーの合成を検討した。 

新規グラフト化パイ共役ポリマーの合成にあ
たり、筆者らはマクロモノマーを用いるグラフ
ティングスル―法 [4, 5]に着目した。すなわち、
重合によりパイ共役系の主鎖骨格を形成可能な
反応性部位を末端基として導入したマクロモノ
マーを合成し、その単独重合を検討した。本手
法を用いることで、主鎖骨格の繰り返し単位す
べてにグラフト鎖を導入することが可能とな
り、原料マクロモノマーの精密重合による合成
と相まって、グラフト側鎖の結合部位、導入率
ならびに化学構造が明確なグラフト化パイ共役
ポリマーの系統的な合成が可能となる。
筆者らはすでに、フラーレンやエチニルベン
ゼンを有するリビングカチオン重合開始剤を設
計し、これらの開始剤を用いることで機能基を
α末端に有する PolyVEを効率的に精密合成可
能であることを報告している。[6, 7] 本研究で
は、ジエチニルベンゼン（DE）前駆体を担持
させた重合開始剤（TMS-DEVE-TFA）を新
たに合成した。そして、得られた TMS-
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エーテル（VE）類をリビングカチオン重合す
ることで、ジエチニルベンゼン機能基を α末端
に有する分子鎖長が均一なポリビニルエーテル
の合成を検討した。続いて、末端ジエチニル基
の酸化カップリング反応を行うことで炭素 -炭
素結合形成を行い、目的とするグラフト化一次
元パイ共役ポリマーの合成を試みた（Fig. 1）。
さらに、得られたパイ共役ポリマーの固体状態
ならびに溶液状態での発光特性を調べ、
polyVEグラフト鎖の構造がパイ共役ポリマー
の集合体形成や発光特性に及ぼす影響を検討し
た。

2．実験方法
2.1　TMS-DEVE-TFA を重合開始剤として用
いた重合反応の検討
ヒートガンによりベーキングしたシュレンク
管中、乾燥窒素雰囲気下で、TMS-DEVE（39 
mg, 0.10 mmol）をトルエン（2.0 mL）に加え
溶解させ、1当量の TFA（20 mM トルエン溶液、
0.25 mL, 0.10 mmol）を加え 0 oCで 90 分間反
応させ、TMS-DE基担持重合開始剤（TMS-

DEVE-TFA）を調製した。続いて、TMS-

DEVE-TFAを重合開始剤とし、モノマーに
IBVEを 30 当量（0.39 mL，3.0 mmol）、活性
化剤及び添加塩基として各々 EtAlCl2（1.0 M 

ヘキサン溶液、0.25 mL，0.25 mmol）とジオ
キサン（2.1 mL，25 mmol）を組み合せた重合
系を用いて 0 oCで重合反応を行った。反応後、
停止剤（MeOH / NH3 aq., 1 mL）を用いて反
応を停止させ、得られた反応溶液を蒸留水で 4
回洗浄し、エバポレーターで溶媒を除去した後、
真空乾燥させた。
得られた TMS-DE-PIBVE（600 mg，0.14 

mmol）を THF（20 mL）に溶かし、TBAF（1 
M THF溶液、5 mL，5 mmol）を加え、室温
で 15 時間かくはんした。反応溶液にトルエン
を加えた後、蒸留水で 4回洗浄し、エバポレー
ターで溶媒を除去した後、真空乾燥させた。最
後に分取 SECで精製することでオイル状の化
合物である DE-PIBVEを得た（収量；380 
mg、収率；67%）。

2.2　マクロモノマー DE-PIBVEを用いた重
合反応

DE-PIBVE（20 mg，5.0 μmol）をピリジン
（0.50 mL）に溶かし、Cu（OAc）2（4.5 mg, 25 
μmol）を加え、25 oCで 24 時間反応した後、
蒸留水（5.0 mL）を加え、反応を停止させた。
水層から酢酸エチルを用いて抽出して有機層を
まとめた後、エバポレーターで溶媒を除去した。
最後に分取 SECで精製することで薄黄緑色化
合物である Poly（DE-PIBVE）を得た（収量；
6.9 mg、収率；35%）。

Figure 1. Synthesis of a polyVE-based 
macromonomer (DE-PIBVE) via living 
cationic polymerization of IBVE using a 
DE-appended initiator (TMS-DEVE-TFA) 
in conjunction with EtAlCl2 and dioxane, 
followed by deprotection with TBAF, and 
formation of a brush-shaped polymer 
[Poly(DE-PIBVE)] obtained by oxidative 
coupling reaction of the diethynylbenzene 
group of DE-PIBVE.
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3．結果と考察
リビングカチオン重合により α末端にジエチ

ニルベンゼン（DE）基を担持したポリ VEを
合成するために、TMS-DE基担持ビニルエー
テル（TMS-DEVE）を合成した。得られた化
合物の構造確認は、1H NMR及び 13C NMR測
定並びに高分解能質量分析を用いて行った。1H 

NMR測定の結果から目的化合物由来の 9種の
プロトンのシグナルが確認することができ、特
に 6.5 ppm付近に末端ビニル基由来のダブルダ
ブレットのシグナル（f）が出現していること
から、得られた化合物はビニル基を有している
ことを確認した（Fig. 2a）。次いで、前駆体
（TMS-DEVE）を重合開始剤（TMS-DEVE-

TFA）へと変換するため、VE部位への TFA

の選択的付加反応を検討し、乾燥 N2 雰囲気下、
0 oCで 1当量の TFAを添加することで TMS-

DEVE-TFA を調製した。得られた TMS-

DEVE-TFA溶液の溶媒を溜去した後、1H 

NMR測定を行った結果、6.5 ppm付近のビニ
ル基由来のシグナル（f）がほぼ消失し、新た
に 6.1 ppm付近にメチン基由来のシグナル（f’）
を確認した（Fig. 2b）。このことから、VE部
位に選択的に TFAの付加反応が定量的に進行
し、重合開始剤 TMS-DEVE-TFAが得られた
ことを明らかにした。
得られた TMS-DEVE-TFAを重合開始剤と
し、活性化剤 / 添加塩基として EtAlCl2 / ジオ
キサンを用いる重合系により、IBVEをリビン
グカチオン重合させることで、TMS基によっ
て保護されたジエチニルベンゼン部位を α末端
に担持したポリ VEである TMS-DE-PIBVE

の 合 成 を 試 み た（[TMS-DEVE-TFA]0 / 

[IBVE]0 / [EtAlCl2]0 = 20 mM / 600 mM / 50 
mM）。重合挙動を検討したところ、SEC解析
の結果、生成ポリマーTMS-DE-PIBVEのピー
クは反応時間の経過とともに高分子量側へとシ
フトした（Fig. 3a）。そして、ガスクロマトグ
ラフィーから算出したモノマー転化率を重合時
間に対してプロットした結果、開始後 90 分で
重合は定量的に進行したことを確認した（Fig. 

3b）。さらに、得られたポリマーの数平均分子

量をモノマー転化率に対してプロットしたとこ
ろ、両者の間には比例関係が見られ、重合を通
して生成ポリマーの分子量分布は 1.3 以下と狭
い値を維持していた（Fig. 3c）。以上より、
TMS-DEVE-TFAを開始剤として活性化剤 / 

添加塩基と組み合わせた開始剤系により、
IBVEがリビングカチオン重合可能であること
を明らかにし、TMS基によって保護されたジ
エチニルベンゼン部位を α末端に持つ VEポリ
マーを効率良く得ることに成功した。合成した
マクロモノマー前駆体 TMS-DE-PIBVEは、
単峰性で比較的狭い分子量分布（TMS-DE-

PIBVE; Mn = 3,400, Mn/Mw = 1.15）（Fig. 4a）
を有しており、1H NMR解析の結果、分子設
計通りの重合度 15 であることを確認した（Fig. 

Figure 2. 1H NMR spectra of (a) TMS-
DEVE, (b) TMS-DEVE-TFA, (c) TMS-DE-
PIBVE, (d) DE-PIBVE macromonomer, and 
(e) Poly (DE-PIBVE) in CDCl3. (Asterisk 
and x indicate CHCl3 and remaining 
solvents, respectively.)
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2c）。続いて、TBAFを用いて TMS基の脱保
護反応を行い、1H NMR解析から TMS基が定
量的に脱保護していることを確認した（Fig. 

2d）。以上の結果、Poly（IBVE）の α末端に
ジエチニルベンゼン基を有する目的の
DE-PIBVEを得ることに成功した。
末端のジエチニルベンゼン部位は、銅を用い
た酸化的カップリング反応を行うことで一次元
パイ共役ポリマーであるポリフェニレンブタジ
ニレンとなることが知られている。[8-10] そこ
で、得られたポリマーをマクロモノマーとして
用い、末端エチニル基の酸化的カップリング反
応による重縮合を行うことで、パイ共役ポリ
マーであるポリフェニレンブタジニレンを骨格
とするグラフトポリマーの合成を試みた。
DE-PIBVEのピリジン溶液中に過剰量の Cu

（OAc）2 を添加して、25 oCで 24 時間反応させ

た後、反応溶液を酢酸エチルで希釈し、水で洗
浄した。反応混合物を SEC解析した結果、未
反応の DE-PIBVEと共により高分子量のピー
クが新たに観測され Poly（DE-PIBVE）の生
成を確認した（Fig. 4b）。新たに生成したポリ
マーを分取 SECにより単離して 1H NMR測定
を行ったところ、主鎖となるポリフェニレンブ
タジニレン骨格由来のピーク（δ = 7.61, 8.17 
ppm）を確認することができ（Fig. 2e）、目的
とするブラシ状パイ共役ポリマー Poly

（DE-PIBVE）（Mn = 27,000, Mw/Mn = 1.36）
（Fig. 4c）の合成に成功した。Poly（DE-PIBVE）
溶液の蛍光発光について検討した結果、溶媒に
よって発光色が変化することを見出した（Fig. 

5a）。一方、グラフト側鎖の鎖長を長くした
poly（DE-PIBVE）では、溶媒によって発光

Figure 4. SEC curve of (a) DE-PIBVE 
macromonomer, (b) reaction mixtures of the 
po lymer i za t i on o f DE -PIBVE  w i th 
Cu(OAc)2 and (c) isolated Poly(DE-PIBVE) 
by preparative SEC.

Figure 5. (a) Fluorescence spectra and (b) 
UV-vis spectra of poly(DE-PIBVE) solutions 
in hexane (solid line), in AcOEt (dot dash 
line) and in CH2Cl2 (dot line) (conc. = 5μg / 
mL).

Figure 3. (a) SEC curves of TMS-DE-
PIBVE using THF as the eluent, (b) a time-
conversion curve for the polymerization of 
IBVE, and (c) Mn and Mw/Mn values of 
TMS-DE-PIBVE plotted against monomer 
conversion.  Polymerization was conducted 
with TMS-DEVE-TFA / EtAlCl2 / dioxane 
in toluene at 0°C ([IBVE]0 = 600 mM, 
[EtAlCl2]0 = 50 mM, [dioxane]0 = 500 mM, 
[TMS-DEVE-TFA]0 = 20 mM).
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挙動がほとんど変化することはなかった。この
結果から、導入した側鎖ポリマーの鎖長は、パ
イ共役ポリマーの溶存状態と発光挙動に影響を
及ぼすものと推測した。続いて、溶媒により異
なる発光を示した poly（DE-PIBVE）の溶液
について、吸収スペクトルを測定した結果、ポ
リフェニレンブタジニレン骨格由来の吸収（420 
nm）に加えて、溶媒の種類に依存して 450 nm

に新たな吸収ピークを示した（Fig. 5b）。この
長波長シフトは、溶媒中における本ポリマーの
J会合体の形成を示唆している。

4．まとめ
新たに分子設計したジエチニルベンゼン担持
重合開始剤（TMS-DEVE-TFA）が IBVEの
リビングカチオン重合に適用可能であることを
見出し、ジエチニルベンゼンを α末端に有する
Poly（IBVE）を精密合成することに成功した。
得られた DE-PIBVEをマクロモノマーとして
用い、エチニル基どうしを酸化的カップリング
反応させることで、ポリフェニレンブタジニレ
ン骨格を主鎖に、Poly（IBVE）を側鎖に有す
る グ ラ フ ト 化 パ イ 共 役 ポ リ マ ー［Poly

（DE-PIBVE）］を得ることに成功した。さらに、
得られたポリマーの溶液状態での発光特性を評
価した結果、Poly（DE-PIBVE）が溶媒の種
類や温度に依存して J会合体を形成し、それに
伴い発光色や溶液色の可逆的な変化が誘起され
ることを明らかにした。本手法は、リビングカ
チオン重合を用いてマクロモノマーを合成する
ので、機能基担持モノマーに適用することでグ
ラフト側鎖に対応する機能基を容易に導入する
ことが可能である。
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