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(57)【要約】
【課題】　液晶表示装置にＤＣ残像を生じさせないか、ＤＣ残像を生じさせても短時間で
消失させ得る光配向膜を形成するためのワニスを提供すること。
【解決手段】　光配向膜用ワニスは、有機溶媒中に、イミド化促進剤と、ポリアミド酸又
はポリアミド酸エステルである第１ポリアミド酸系化合物とを含む。前記イミド化促進剤
は、第一級アミノ基及び第二級アミノ基を含まない骨格を有する。前記第１ポリアミド酸
系化合物は、第一級アミノ基を含まない末端骨格を有する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機溶媒中に、イミド化促進剤と、ポリアミド酸又はポリアミド酸エステルである第１
ポリアミド酸系化合物とを含み、
　前記イミド化促進剤は、第一級アミノ基及び第二級アミノ基を含まない骨格を有し、
　前記第１ポリアミド酸系化合物は、第一級アミノ基を含まない末端骨格を有することを
特徴とする光配向膜用ワニス。
【請求項２】
　前記イミド化促進剤は、ピリジン系化合物、キノリン系化合物、イソキノリン系化合物
、イミダゾ－ル系化合物、若しくはベンゾイミダゾ－ル系化合物、又は第三級アミンであ
ることを特徴とする請求項１に記載の光配向膜用ワニス。
【請求項３】
　前記イミド化促進剤が、アミン反応性骨格を有することを特徴とする請求項１又は請求
項２に記載の光配向膜用ワニス。
【請求項４】
　前記アミン反応性骨格は、ハロゲン基、ジアゾ基、カルボキシル基、ヒドロキシル基、
イソシアネート基、又は酸無水物骨格のいずれかであることを特徴とする請求項３に記載
の光配向膜用ワニス。
【請求項５】
　前記イミド化促進剤は、１３０以上の分子量を有することを特徴とする請求項１から請
求項４までのいずれか１項に記載の光配向膜用ワニス。
【請求項６】
　前記第１ポリアミド酸系化合物が、下記式（１）：
【化１】

（式（１）中、Ｘは、環式基であり、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ独立に、－ＣＯＯＨ又は
－ＣＯＯＲ（ここで、Ｒは、アルキル基である）であり、Ｙ１は、有機基である）で表さ
れる構造単位を有することを特徴とする請求項１から請求項５までのいずれか１項に記載
の光配向膜用ワニス。
【請求項７】
　有機溶媒中に、ポリアミド酸又はポリアミド酸エステルである第１ポリアミド酸系化合
物を含み、
　イミド化促進剤の含有量が、１．０質量％未満であり、
　前記第１ポリアミド酸系化合物が、第一級アミノ基を含まない末端骨格を有し、かつ下
記式（２）：
【化２】

（式（２）中、Ｌは、芳香族化合物基であり、Ｉ）Ｙ２は、熱によって脱離し得る有機基
を有するアミノ基であり、及びＹ３は、Ｈ、若しくは熱によって脱離し得る有機基を有す
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るアミノ基であり、又は、ＩＩ）Ｙ２及びＹ３は、互いに結合して窒素を含む環式基を形
成している）で示されるジアミン骨格を有することを特徴とする光配向膜用ワニス。
【請求項８】
　前記ジアミン骨格が、下記式（３）： 
【化３】

（式（３）中、Ｙ４は、－Ｎ(Ｈ)Ａ基（ここで、Ａは、熱によって脱離し得る有機基であ
る）であり、及びＹ５は、Ｈ、又は－Ｎ(Ｈ)Ａ基であり、アミノ基（－ＮＨ－基）同士は
、互いにメタ位、又はパラ位に存在し、Ｙ４及びＹ５は、一つのアミノ基（－ＮＨ－基）
に対してオルト位に存在している）で示されることを特徴とする請求項７に記載の光配向
膜用ワニス。
【請求項９】
　前記第１ポリアミド酸系化合物が、下記式（４）：
【化４】

（式（４）中、Ｘは、環式基であり、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ独立に、－ＣＯＯＨ又は
－ＣＯＯＲ（ここで、Ｒは、アルキル基である）である）で表される酸骨格を有すること
を特徴とする請求項７又は請求項８に記載の光配向膜用ワニス。
【請求項１０】
　前記末端骨格が、イミド骨格、アミド骨格、ウレア骨格、第三級アミノ骨格、アゾ結合
又はカルボキシル基を有することを特徴とする請求項１から請求項９までのいずれか１項
に記載の光配向膜用ワニス。
【請求項１１】
　ポリアミド酸又はポリアミド酸エステルである第２ポリアミド酸系化合物をさらに含み
、前記第１ポリアミド酸系化合物は、前記第２ポリアミド酸系化合物よりも高い極性を有
することを特徴とする請求項１から請求項１０までのいずれか１項に記載の光配向膜用ワ
ニス。
【請求項１２】
　請求項１から請求項１１までに記載の光配向膜用ワニスのイミド化物を含む配向膜を備
える液晶表示装置。
【請求項１３】
　請求項１から請求項１１までに記載の光配向膜用ワニスを用いて光配向膜を形成する工
程と、前記光配向膜を有機溶媒又は酸化性溶媒を用いて洗浄をする工程とを有することを
特徴とする光配向膜の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光配向膜用ワニス及び液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　液晶表示装置は、画素電極及び薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）等がマトリクス状に形成さ
れたアレイ基板と、アレイ基板と離間対向して配置された、カラーフィルタ等が形成され
た対向基板を備える。アレイ基板と対向基板の間には液晶が封入されている。
【０００３】
　液晶は、アレイ基板及び対向基板にそれぞれ設けられた配向膜により、配向される。配
向膜として、ポリイミド膜が使用されることが多い。ポリイミド膜は、ポリアミド酸を２
３０℃以上の高温で焼成して得られているが、高温焼成により得られたポリイミド膜は、
膜の着色による透過率の低下が大きい。そこで、ポリアミド酸をアミン系イミド化促進剤
の存在下にイミド化させることが行われている（例えば、特許文献１～４参照）。イミド
化促進剤を用いたイミド化は比較的低温で行うことができ、したがって得られるポリイミ
ドの着色もほとんどない。
【０００４】
　ところで、配向膜を配向処理する方法として、近時、ラビング処理に加えて、配向膜に
非接触で配向制御能を付与する光配向法が採用されている。光配向法は、２５４ｎｍから
３６５ｎｍ領域の短波長紫外光を膜に照射して配向を行わせるものである。光配向処理で
は、偏光が照射されたポリイミド膜が、偏光方向と平行する方向で主鎖が切断され、偏光
方向と直交する方向に一軸異方性が付与される。液晶分子は、切断されずに直線上に伸び
て残った長い主鎖方向に沿って配向する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－５６９５６号公報
【特許文献２】特開平９－３０２２２５号公報
【特許文献３】国際公開第２０１２／１７６８２２号
【特許文献４】国際公開第２０１３／０５４８５８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　光配向処理したポリイミド配向膜（光配向ポリイミド膜）を組み込んだ液晶表示装置を
点灯し、表示を行わせると、点灯時間の経過につれて光配向ポリイミド膜がバックライト
光により励起されて光起電力を発生させるようになり、光配向ポリイミド膜に電荷が蓄積
し、残像（ＤＣ残像）が生じてしまうということが本発明者らにより確認された。
【０００７】
　近年、画素電極の電圧保持率を高めるために、配向膜の高抵抗化が求められている。し
かし、高抵抗配向膜に光配向プロセスを実施した場合に限り、特異的なＤＣ残像現象が発
生することが判明した。この現象は、液晶表示装置の連続点灯時に液晶セルに配向膜のフ
ォトチャージ電荷によってＤＣ電圧が発生することにより、画素電極への電圧の供給を止
めても画像の残像が消失しないことが分かった。検討した結果、光配向プロセスでは短波
長ＵＶを照射して配向処理を行うが、このプロセスの前後で、配向膜の吸収波長の変化が
確認された。具体的には、バックライト発光波長範囲の４５０ｎｍ以下の紫外線領域にわ
ずかに吸収を持つようになった。詳細な原因を検討したところ、配向膜の化学構造の末端
にある第一級アミンが原因物質であると推察している。原因となる作用は定かではないが
、第一級アミンが光配向プロセスの過程で変位をし、これによって配向膜の吸収波長が変
化していることと推察している。この現象は、第一級又は第二級アミン骨格を有するイミ
ド化促進剤を用いたイミド化により得られたポリイミド膜においても生じることが確認さ
れた。
【０００８】
　本発明の課題は、液晶表示装置にＤＣ残像を生じさせないか、ＤＣ残像を生じさせても
短時間で消失させ得る光配向膜を形成するためのワニスを提供することである。
【０００９】
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　本発明の他の課題は、上記光配向膜を備える液晶表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の側面によれば、有機溶媒中に、イミド化促進剤と、ポリアミド酸又はポ
リアミド酸エステルである第１ポリアミド酸系化合物とを含み、前記イミド化促進剤は、
第一級アミノ基及び第二級アミノ基を含まない骨格を有し、前記第１ポリアミド酸系化合
物は、第一級アミノ基を含まない末端骨格を有することを特徴とする光配向膜用ワニスが
提供される。
【００１１】
　本発明の第２の側面によれば、有機溶媒中に、ポリアミド酸又はポリアミド酸エステル
である第１ポリアミド酸系化合物を含み、イミド化促進剤の含有量が、１．０質量％未満
であり、第１ポリアミド酸系化合物は、第一級アミノ基を含まない末端骨格を有し、かつ
下記式（７）：
【化１】

【００１２】
（式（７）中、Ｌは、芳香族化合物基であり、Ｉ）Ｙ５は、熱によって脱離し得る有機基
を有するアミノ基であり、及びＹ６は、Ｈ、若しくは熱によって脱離し得る有機基を有す
るアミノ基であり、又は、ＩＩ）Ｙ５及びＹ６は、互いに結合して窒素を含む環式基を形
成している）で表されるジアミン骨格を有することを特徴とする光配向膜用ワニスが提供
される。
【００１３】
　本発明の第３の側面によれば、本発明の光配向膜用ワニスのイミド化物を含む配向膜を
備える液晶表示装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の表示パネルを部分的に示す概略断面図で
ある。
【図２】図１の液晶表示装置における画素電極を部分的に示す平面図である。
【図３】本発明の実施形態による二層構造の配向膜の構成を示す斜視図である。
【図４】ＤＣ残像の検査パターンを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明者らは、アミン系の促進剤を用いてイミド化したポリイミド膜のＤＣ残像につい
て鋭意検討した。その結果、１）用いるイミド化促進剤に第一級アミノ基及び第二級アミ
ノ基以外の骨格を持たせる又はイミド化促進剤を使わないこと、及び２）ポリイミドの両
末端に第一級アミノ基以外の基を持たせることによって、ＤＣ残像を生じさせないか、生
じたとしても短時間で消失させることができることを見いだした。ポリイミドの両末端に
第一級アミノ基以外の基を持たせることは、ポリイミドの前駆体であるポリアミド酸又は
ポリアミド酸エステル（通常、ワニスの形態で提供される）の両末端に第一級アミノ基以
外の基を持たせることによって達成することができる。
【００１６】
　［第１の側面に係る形態］
　すなわち、本発明の第１の側面に係る光配向膜用ワニスは、有機溶媒中に、イミド化促
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進剤と、ポリアミド酸又はポリアミド酸エステルである第１ポリアミド酸系化合物とを含
む。第１ポリアミド酸系化合物は、第一級アミノ基を含まない末端骨格を有する。イミド
化促進剤は、第一級アミノ基及び第二級アミノ基を含まない骨格を有する。
【００１７】
　いくつかの実施形態において、第１の側面に係る光配向膜用ワニスは、有機溶媒中に、
イミド化促進剤と、ポリアミド酸又はポリアミド酸エステルである第１ポリアミド酸系化
合物とを含み、第１ポリアミド酸系化合物は、第一級アミノ基を含まない末端骨格を有し
、イミド化促進剤は、第一級アミノ基及び第二級アミノ基を含まない骨格を有する。
【００１８】
　［イミド化促進剤］
　イミド化促進剤は、第１ポリアミド酸系化合物に対する脱水閉環反応を促進する。
【００１９】
　いくつかの実施形態において、イミド化促進剤は、ピリジン系化合物、キノリン系化合
物、イソキノリン系化合物、イミダゾ－ル系化合物、若しくはベンゾイミダゾ－ル系化合
物、又は第三級アミンである。
【００２０】
　ピリジン系化合物は、ピリジン骨格を有する化合物であり、キノリン系化合物、イソキ
ノリン系化合物、イミダゾ－ル系化合物及びベンゾイミダゾ－ル系化合物は、それぞれキ
ノリン骨格、イソキノリン骨格、イミダゾ－ル骨格及びベンゾイミダゾ－ル骨格を有する
化合物である。
【００２１】
　第三級アミンは、脂肪族系第三級アミン、芳香族系第三級アミン若しくは複素環式第三
級アミン、又はアルキル置換体等の誘導体を含む。
【００２２】
　脂肪族系第三級アミンの例は、トリメチルアミン、トリエチルアミン、ジメチルエチル
アミン、ジエチルメチルアミン、トリプロピルアミン、トリブチルアミン、トリペンチル
アミン、トリシクロペンチルアミン、トリヘキシルアミン、ベンジルジメチルアミン、ト
リエタノールアミン等である。
【００２３】
　芳香族系第三級アミンの例は、Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリンである。
【００２４】
　複素環式第三級アミンの例は、ピリジン、β－ピコリン、キノリン、イソキノリン、ジ
ピリジン、ジキノリン、ピリダジン、ピリミジン、ピラジン、フタラジン、キノキサリン
、キナゾリン、シンノリン、ナフチリジン、アクリジン、フェナントリジン、ベンゾキノ
リン、ベンゾイソキノリン、ベンゾシンノリン、ベンゾフタラジン、ベンゾキノキサリン
、ベンゾキナゾリン、フェナントロリン、フェナジン、トリアジン、テトラジン、プテリ
ジン、オキサゾール、ベンゾオキサゾール、イソオキサゾール、ベンゾイソオキサゾール
、チアゾール、ベンゾチアゾール、オキサジアゾール、チアジアゾール、ベンゾイソキノ
リジン、ヘキサメチレンテトラミン、Ｎ，Ｎ－ジメチル－４－アミノピリジン、４－ヒド
ロキシピリジン等である。
【００２５】
　いくつかの実施形態において、イミド化促進剤は、Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン、ピリジ
ン、β－ピコリン、キノリン、イソキノリン、Ｎ，Ｎ－ジメチル－４－アミノピリジン等
の第三級アミン、又はその誘導体であることが好ましい。また、誘導体としては、アルキ
ル置換体であることが好ましい。
【００２６】
　いくつかの実施形態において、イミド化促進剤はアミン反応性骨格を有する。
【００２７】
　アミン反応性骨格は、例えば、ハロゲン基、ジアゾ基、カルボキシル基、ヒドロキシル
基、イソシアネート基、又は酸無水物骨格のいずれかである。
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【００２８】
　アミン反応性骨格を有するイミド化促進剤の例は、ジメチルグリシン、ピコリン酸、ニ
コチン酸、５－ブチルピコリン酸等である。
【００２９】
　アミン反応性骨格は、イミド化の際に、第１ポリアミド酸系化合物の両末端以外の部位
に存在し得る第一級アミン部位及び第１ポリアミド酸系化合物に存在し得る第二級アミン
部位と反応してアミドを生成する。それによって、第一級、第二級アミンに起因して発生
するＤＣ残像の実質的な消失をより一層確実なものとすることができる。
【００３０】
　いくつかの実施形態において、イミド化促進剤は、１３０以上の分子量を有する。
【００３１】
　光配向ポリイミド膜中に存在する１３０以上の分子量を有するイミド化促進剤は、その
イオン重量故に、一般的な液晶駆動（１Ｈｚ～１２０Ｈｚ）に対して応答しにくい。その
ため、長時間駆動による表示装置中の特定部位へのイオンの集積速度を遅くすることが可
能となり、表示むらが発生するまでの時間、及び表示装置としての寿命を延ばすことがで
きる。
【００３２】
　また、光配向膜用ワニス中のイミド化促進剤の含有量は、５質量％以上が好ましく、よ
り好ましくは１０質量％以上である。
【００３３】
　［第１ポリアミド酸系化合物］
　いくつかの実施形態において、第１ポリアミド酸系化合物は、下記式（１）：
【化２】

【００３４】
（式（１）中、Ｘは、環式基であり、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ独立に、－ＣＯＯＨ又は
－ＣＯＯＲ（ここで、Ｒは、アルキル基である）であり、Ｙ１は、有機基である）で表さ
れる構造単位を有する。
【００３５】
　なお、－ＣＯＯＲ構造を有するポリアミド酸エステルは、ポリアミド酸に、例えばＮ，
Ｎ－ジメチルホルムアミドジアルキルアセタールを反応させることによって製造すること
ができる。あるいは、ポリアミド酸エステルは、特開２０００－２７３１７２号公報に記
載された方法によっても製造することができる。
【００３６】
　一つの実施形態において、Ｘは、脂環式基、例えば置換又は無置換のシクロブタン基で
ある。別の実施形態において、Ｘは、ベンゼン環又はベンゼン環を含む基であり、ベンゼ
ン環は、アルキル基等によって置換されていてもよい。Ｘは、脂環式基であることが好ま
しい。
【００３７】
　いくつかの実施形態において、第１ポリアミド酸系化合物は、下記式（２）で示される
ジアミン骨格を有する。
【化３】

【００３８】
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　式（２）において、Ｍは、有機基であり、例えば環式基を含む基である。いくつかの実
施形態において、Ｍは、Ａｒ０又はＡｒ１－Ｚ－Ａｒ２であり、ここで、Ａｒ０は、芳香
族基であり、Ａｒ１及びＡｒ２は、それぞれ独立に、芳香族基であり、Ｚは、第一級アミ
ノ基及び第二級アミノ基を含有しない有機基である。Ａｒ０、Ａｒ１又はＡｒ２によって
表される芳香族基の例は、ベンゼン環又はベンゼン環を含む基である。Ｚは、例えば、酸
素、窒素、硫黄、炭素及び水素、又はそれら２つ以上の組合せから構成される。Ｚは、ヒ
ドロキシル基、チオール基及び第三級を除くアミノ基（－ＮＨ又は＞ＮＨ）を有しない。
【００３９】
　いくつかの実施形態において、第１ポリアミド酸系化合物の末端骨格は、イミド骨格、
アミド骨格、ウレア骨格、第三級アミノ骨格、アゾ結合又はカルボキシル基を有する。
【００４０】
　いくつかの実施形態において、第１ポリアミド酸系化合物の両末端骨格は、それぞれ、
下記式（３）：
【化４】

【００４１】
（式（３）中、Ｙ２は、Ｈ、Ｓ又は有機基であり、かつＹ３は、脂肪族基又は芳香族基で
あり、又はＹ２及びＹ３は、互いに結合して環式基（例えばイミド）を形成している）で
表されるか、下記式（４）：

【化５】

【００４２】
（式（４）中、Ｙ４は、有機基である）で表されるか、又は下記式（５）：

【化６】

【００４３】
（式（５）中、Ｘは、前記の通りであり、Ｒ３及びＲ４は、互いに独立に、水素又はアル
キル基である）で表される。
【００４４】
　ポリアミド酸は、テトラカルボン酸二無水物とジアミンとを常法により反応させること
によって製造することができる。
【００４５】
　テトラカルボン酸二無水物は、下記式（Ａ）で示すことができる。
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【化７】

【００４６】
　式（Ａ）において、Ｘは、前記式（１）に関して定義した通り、環式基である。
【００４７】
　Ｘとして置換又は無置換のシクロブタン基を有するテトラカルボン酸二無水物は、下記
式（Ｂ）で示すことができる。
【化８】

【００４８】
　式（Ｂ）において、各Ｒｂは、それぞれ独立に、水素又はアルキル基である。アルキル
基の例は、１個～６個の炭素原子を有するアルキル基である。アルキル基としては、メチ
ル基が特に好ましい。
【００４９】
　Ｘとしてベンゼン環を有するテトラカルボン酸二無水物の例は、ピロメリット酸である
。
【００５０】
　テトラカルボン酸二無水物としては、式（Ｂ）で示されるテトラカルボン酸二無水物が
好ましい。
【００５１】
　［ジアミン］
　上記テトラカルボン酸二無水物と反応させるジアミンは、２個の第一級アミノ基を有す
る有機化合物である。ジアミンは、下記式（Ｃ）で示すことができる。

【化９】

【００５２】
　式（Ｃ）において、Ｍは、上記式（２）に関して定義した通りである。
【００５３】
　式（Ｃ）で示されるジアミンには、脂環式ジアミン、複素環式ジアミン、脂肪族ジアミ
ン及び芳香族ジアミンが含まれる。
【００５４】
　脂環式ジアミンの例は、１，３－ジアミノシクロヘキサン、１，４－ジアミノシクロヘ
キサン、４，４’－ジアミノジシクロヘキシルメタン、４，４’－ジアミノ－３，３’－
ジメチルジシクロヘキシルアミン、イソホロンジアミン等である。
【００５５】
　複素環式ジアミンの例は、２，６－ジアミノピリジン、２，４－ジアミノピリジン、２
，４－ジアミノ－１，３，５－トリアジン、２，７－ジアミノジベンゾフラン、３，６－



(10) JP 2018-13532 A 2018.1.25

10

20

30

40

50

ジアミノカルバゾール、２，４－ジアミノ－６－イソプロピル－１，３，５－トリアジン
、２，５－ビス（４－アミノフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール等である。
【００５６】
　脂肪族ジアミンの例は、１，２－ジアミノエタン、１，３－ジアミノプロパン、１，４
－ジアミノブタン、１，５－ジアミノペンタン、１，６－ジアミノヘキサン、１，７－ジ
アミノヘプタン、１，８－ジアミノオクタン、１，９－ジアミノノナン、１，１０－ジア
ミノデカン、１，３－ジアミノ－２，２－ジメチルプロパン、１，６－ジアミノ－２，５
－ジメチルヘキサン、１，７－ジアミノ－２，５－ジメチルヘプタン、１，７－ジアミノ
－４，４－ジメチルヘプタン、１，７－ジアミノ－３－メチルヘプタン、１，９－ジアミ
ノ－５－メチルヘプタン、１，１２－ジアミノドデカン、１，１８－ジアミノオクタデカ
ン、１，２－ビス（３－アミノプロポキシ）エタン等である。
【００５７】
　芳香族ジアミンの例は、ｏ－フェニレンジアミン、ｍ－フェニレンジアミン、ｐ－フェ
ニレンジアミン、２，４－ジアミノトルエン、２，５－ジアミノトルエン、３，５－ジア
ミノトルエン、１，４－ジアミノ－２－メトキシベンゼン、２，５－ジアミノ－ｐ－キシ
レン、１，３－ジアミノ－４－クロロベンゼン、３，５－ジアミノ安息香酸、１，４－ジ
アミノ－２，５－ジクロロベンゼン、４，４’－ジアミノ－１，２－ジフェニルエタン、
４，４’－ジアミノ－２，２’－ジメチルビベンジル、４，４’－ジアミノジフェニルメ
タン、３，３’－ジアミノジフェニルメタン、３，４’－ジアミノジフェニルメタン、４
，４’－ジアミノ－３，３’―ジメチルジフェニルメタン、２，２’－ジアミノスチルベ
ン、４，４’－ジアミノスチルベン、４，４’－ジアミノジフェニルエーテル、３，４’
－ジアミノジフェニルエーテル、４，４’－ジアミノジフェニルスルフィド、４，４’－
ジアミノジフェニルスルホン、３，３’－ジアミノジフェニルスルホン、４，４’－ジア
ミノベンゾフェノン、１，３－ビス（３－アミノフェノキシ）ベンゼン、１，３－ビス（
４－アミノフェノキシ）ベンゼン、１，４－ビス（４－アミノフェノキシ）ベンゼン、３
，５－ビス（４－アミノフェノキシ）安息香酸、４，４’－ビス（４－アミノフェノキシ
）ビベンジル、２，２－ビス［（４－アミノフェノキシ）メチル］プロパン、２，２－ビ
ス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］ヘキサフロロプロパン、２，２－ビス［４
－（４－アミノフェノキシ）フェニル］プロパン、ビス［４－（３－アミノフェノキシ）
フェニル］スルホン、ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］スルホン、１，１
－ビス（４－アミノフェニル）シクロヘキサン、α、α’－ビス（４－アミノフェニル）
－１，４－ジイソプロピルベンゼン、９，９－ビス（４－アミノフェニル）フルオレン、
２，２－ビス（３－アミノフェニル）ヘキサフロロプロパン、２，２－ビス（４－アミノ
フェニル）ヘキサフロロプロパン、４，４’－ジアミノジフェニルアミン、２，４－ジア
ミノジフェニルアミン、１，８－ジアミノナフタレン、１，５－ジアミノナフタレン、１
，５－ジアミノアントラキノン、１，３－ジアミノピレン、１，６－ジアミノピレン、１
，８―ジアミノピレン、２，７－ジアミノフルオレン、１，３－ビス（４－アミノフェニ
ル）テトラメチルジシロキサン、ベンジジン、２，２’－ジメチルベンジジン、１，２－
ビス（４－アミノフェニル）エタン、１，３－ビス（４－アミノフェニル）プロパン、１
，４－ビス（４－アミノフェニル）ブタン、１，５－ビス（４－アミノフェニル）ペンタ
ン、１，６－ビス（４－アミノフェニル）ヘキサン、１，７－ビス（４－アミノフェニル
）ヘプタン、１，８－ビス（４－アミノフェニル）オクタン、１，９－ビス（４－アミノ
フェニル）ノナン、１，１０－ビス（４－アミノフェニル）デカン、１，３－ビス（４－
アミノフェノキシ）プロパン、１，４－ビス（４－アミノフェノキシ）ブタン、１，５－
ビス（４－アミノフェノキシ）ペンタン、１，６－ビス（４－アミノフェノキシ）ヘキサ
ン、１，７－ビス（４－アミノフェノキシ）ヘプタン、１，８－ビス（４－アミノフェノ
キシ）オクタン、１，９－ビス（４－アミノフェノキシ）ノナン、１，１０－ビス（４－
アミノフェノキシ）デカン、ジ（４－アミノフェニル）プロパン－１，３－ジオエート、
ジ（４－アミノフェニル）ブタン－１，４－ジオエート、ジ（４－アミノフェニル）ペン
タン－１，５－ジオエート、ジ（４－アミノフェニル）ヘキサン－１，６－ジオエート、
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ジ（４－アミノフェニル）ヘプタン－１，７－ジオエート、ジ（４－アミノフェニル）オ
クタン－１，８－ジオエート、ジ（４－アミノフェニル）ノナン－１，９－ジオエート、
ジ（４－アミノフェニル）デカン－１，１０－ジオエート、１，３－ビス〔４－（４－ア
ミノフェノキシ）フェノキシ〕プロパン、１，４－ビス〔４－（４－アミノフェノキシ）
フェノキシ〕ブタン、１，５－ビス〔４－（４－アミノフェノキシ）フェノキシ〕ペンタ
ン、１，６－ビス〔４－（４－アミノフェノキシ）フェノキシ〕ヘキサン、１，７－ビス
〔４－（４－アミノフェノキシ）フェノキシ〕ヘプタン、１，８－ビス［４－（４－アミ
ノフェノキシ）フェノキシ］オクタン、１，９－ビス〔４－（４－アミノフェノキシ）フ
ェノキシ〕ノナン、１，１０－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェノキシ］デカン
等である。さらに、芳香族ジアミンの例を以下に示す（以下の例において、ｎは、１～１
０の整数である）。
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【化１０】

【００５８】
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【化１１】

【００５９】
　上記芳香族ジアミンは、下記式（Ｄ）又は式（Ｅ）で表すことができる。
【化１２】

【００６０】
【化１３】

【００６１】
　式（Ｄ）及び（Ｅ）において、Ａｒ０、Ａｒ１及びＡｒ２、並びにＺは、上記式（２）
に関して定義した通りである。式（Ｄ）に示されるアミンによって生成された配向膜は光
配向性が高く、第２ポリアミド酸系化合物の生成に用いると好ましい。また式（Ｅ）で示
されるアミンによって生成された配向膜は、チオール基及びヒドロキシル基がないため水
素結合の影響が小さく高抵抗になりやすい。また、このアミンは、Ｚ内に第三級を除くア
ミノ基（－ＮＨ又は＞ＮＨ）を有しておらず、ＤＣ残像も抑制できるため、第１ポリアミ
ド酸系化合物の生成に用いると好ましい。なお、アミド結合は、第二級アミノ基とは化学
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性質が異なるため区別されている。つまり、Ｚ内にアミド結合を有するアミンは除かれて
いない。
【００６２】
　［ポリアミド酸系化合物の末端骨格］
　本発明の第１ポリアミド酸系化合物は、上述の通り、末端骨格が式（３）、（４）又は
（５）の何れかであることが好ましい。
【００６３】
　テトラカルボン酸二無水物とジアミンとの反応において、ジアミンをテトラカルボン酸
二無水物よりもやや過剰に（例えば、テトラカルボン酸二無水物の１．１～１．５倍モル
量）用いると、第一級アミノ基を両末端に有するポリアミド酸系化合物が、いいかえると
末端骨格として第一級アミンを有するポリアミド酸系化合物が、生成する。
【００６４】
　両末端に第一級アミノ基を有するポリアミド酸又はポリアミド酸エステルの両末端第一
級アミノ基を化学修飾することによって、第１ポリアミド酸系化合物を得ることができる
。この化学修飾は、第一級アミノ基の封止である。
【００６５】
　末端第一級アミノ基を化学修飾する方法として、アミド化がある。このための封止剤（
アミド化剤）として、１分子中に１個のハロゲン化カルボニル基を有する化合物、すなわ
ち一官能酸ハライドを用いることができる。ハライドは、クロリド、ブロミド、フルオリ
ドが含まれる。一官能酸ハライドの例は、ベンゾイルクロリド、アセチルクロリド、プロ
ピオニルクロリド、アクリロイルクロリド、メタクリロイルクロリド、トシルクロリド等
を含む。
【００６６】
　また、アミド化する別の封止材として、１分子中に１個の酸無水物を有する化合物、す
なわち一官能酸無水物を用いてもよい。一官能酸無水物の例は、フタル酸無水物、マレイ
ン酸無水物、コハク酸無水物、イタコン酸無水物、トリメリット酸無水物、１，２，４－
シクロヘキサントリカルボン酸－１，２－無水物、シクロヘキセン－１，２－ジカルボン
酸無水物等である。これらの化合物で末端第一級アミノ基を化学修飾した場合、通常配向
膜用ワニスとしては、末端部位はポリアミド酸系化合物の状態となる。その後にこの化合
物を製膜して焼成する際にイミド化する。
【００６７】
　また、アミド化する別の方法として、アミド酸エステルにしてもよい。末端をアミド酸
エステル化させるためには、カルボキシル基や酸ハライド（ハロゲン化したカルボキシル
基）のようなアミン反応性基と、エステル骨格を有する公知の芳香族化合物を封止剤とし
て用いればよい。また、末端を上述の方法でアミド酸の状態にした化合物を、例えばＮ，
Ｎ－ジメチルホルムアミドジアルキルアセタールを反応させることによってもアミド酸エ
ステルにすることができる。これらの化合物で末端第一級アミノ基を化学修飾させた場合
、通常、配向膜用ワニスとしては、末端部位はポリアミド酸エステルの状態となる。そし
て、その後、末端部位は製膜して焼成する際にイミド化する。
【００６８】
　また、配向膜用ワニスとして末端がイミド化された状態であってもよい。イミド化され
た末端を得る場合は、アミド酸又はアミド酸エステルにして封止した化合物を、加熱して
脱水縮合させればよい。
【００６９】
　なお、アミド化、イミド化以外の方法での化学修飾であってもよく、例えばアゾ化、ウ
レア化、第三級アミノ化でもよい。
【００７０】
　アゾ化には、封止剤（アゾ化剤）の例として、ジアゾニウム塩系のジアゾカップリング
剤が挙げられる。ウレア化には、封止剤として、イソシアナート系の材料を用いることが
できる。イソシアナートの例は、フェニルイソシアナート、ナフチルイソシアナート等で
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ある。第三級アミノ化には、封止剤（第三級アミノ化剤）として、ハロゲン基（特に塩素
）又はヒドロキシル基を有する化合物を用いることができる。なお、上記に記載をした封
止剤以外の材料で、アゾ化、ウレア化、第三級アミノ化してもよい。
【００７１】
　他の実施形態において、第一級アミノ基を含まない末端骨格を有するポリアミド酸系化
合物は、上記テトラカルボン酸二無水物とジアミンとの反応において、テトラカルボン酸
二無水物をジアミンよりも多く（例えば、ジアミンの１．１～１．５倍モル量）用いるこ
とによって製造することができる。この反応によって、カルボキシル基を両末端に有する
ポリアミド酸系化合物が生成する。
【００７２】
　光配向膜用ワニスが複数のポリアミド酸系化合物を含有する場合、光配向膜用ワニスの
全質量％のうち、カルボキシル基を両末端に有するポリアミド酸系化合物の割合は、８０
質量％以上が好ましく、より好ましくは９０質量％以上である。
【００７３】
　［酸骨格］
　以上の説明から明らかなように、両末端に第一級アミノ基以外の基を有する第１ポリア
ミド酸系化合物は、下記式（６）で示される酸骨格を有し得る。
【化１４】

【００７４】
　式（６）において、Ｘは、式（１）に関して定義した通りである。
【００７５】
　式（６）で示される酸骨格は、下記式（６－１）及び下記式（６－２）で示される酸骨
格を含む。

【化１５】

【００７６】
【化１６】

【００７７】
　式（６－１）において、Ｒａは、アルキル基（例えば、１～６個の炭素原子を有するア
ルキル基）であり、Ｒｂは、前記式（Ｂ）に関して定義した通り、水素又はアルキル基で
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【００７８】
　アミン骨格は、上に記載した通りである。
【００７９】
　また、上記記載から明らかなように、第１ポリアミド酸系化合物は、前記式（１）で示
される構造単位（繰り返し単位）を有し得、その末端骨格は、イミド骨格、アミド骨格、
ウレア骨格、第三級アミノ骨格、アゾ結合又はカルボキシル基を有し得る。式（１）で示
される構造単位は、下記式（１－１）又は下記式（１－２）で示される構造単位を含む。
【化１７】

【００８０】
【化１８】

【００８１】
　式（１－１）及び式（１－２）において、Ａｒは、前記式（２）に関して定義したＡｒ
０、又はＡｒ１-Ｚ－Ａｒ２である。式（１－１）において、Ｒａ及びＲｂは、前記式（
６－１）に関して定義した通りである。Ｚは式（２）で定義した通りである。
【００８２】
　［第２の側面に係る形態］
　上に述べたように、ＤＣ残像を実質的に生じさせないためのイミド化促進剤についての
要件は、イミド化促進剤に第一級アミノ基及び第二級アミノ基以外の骨格を持たせないこ
とであり、このことは究極的には、イミド化促進剤を実質的に用いないことにより達成す
ることができる。しかし、イミド化促進剤を用いないと、イミド化を促進させることがで
きないので、第１ポリアミド酸系化合物（第一級アミノ基を含まない末端骨格を有する）
にイミド化を促進し得る骨格を導入する。
【００８３】
　すなわち、第２の側面に係る光配向膜用ワニスは、有機溶媒中に、ポリアミド酸又はポ
リアミド酸エステルである第１ポリアミド酸系化合物を含み、イミド化促進剤の含有量が
、１．０質量％未満であり、第１ポリアミド酸系化合物は、第一級アミノ基を含まない末
端骨格を有し、かつ下記式（７）：
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【化１９】

【００８４】
（式（７）中、Ｌは、芳香族化合物基であり、Ｉ）Ｙ５は、熱によって脱離し得る有機基
を有するアミノ基であり、及びＹ６は、Ｈ、若しくは熱によって脱離し得る有機基を有す
るアミノ基であり、又は、ＩＩ）Ｙ５及びＹ６は、互いに結合して窒素を含む環式基を形
成している）で表されるジアミン骨格を有する。
【００８５】
　式（７）で表されるジアミン骨格は、下記式（８）：
【化２０】

【００８６】
（式（８）中、Ｙ７は、－Ｎ（Ｈ）Ａ基（ここで、Ａは、熱によって脱離し得る有機基で
ある）であり、及びＹ８は、Ｈ、又は－Ｎ（Ｈ）Ａ基であり、アミノ基（－ＮＨ－基）同
士は、互いにメタ位、又はパラ位に存在し、Ｙ７及びＹ８は、一つのアミノ基（－ＮＨ－
基）に対してオルト位に存在している）で表されるジアミン骨格を含む。
【００８７】
　式（７）で表されるジアミン骨格を有する第１ポリアミド酸系化合物は、下記式（９）
：
【化２１】

【００８８】
（式（９）中、Ｘは、前記式（１）に関して定義した通り、環式基であり、Ｒ１及びＲ２

は、それぞれ独立に、－ＣＯＯＨ又は－ＣＯＯＲ（ここで、Ｒは、アルキル基である）で
ある）で表される酸骨格を有する。
【００８９】
　１．０質量％未満のイミド化促進剤は、例えば、第１ポリアミド酸系化合物の質量に対
してイミド化促進剤が１．０％未満の質量であることを示し、この量は、イミド化を促進
する機能を実質的に発揮しない量である。
【００９０】
　いくつかの実施形態において、有機溶媒中に含まれるイミド化促進剤の含有量は、１．
０質量％未満であり、好ましくは０．１質量％未満、より好ましくは０質量％である。
【００９１】
　第２の側面に係る光配向膜用ワニスに含まれる第１ポリアミド酸系化合物は、第１の側
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面に係る光配向膜用ワニスに含まれる第１ポリアミド酸系化合物の製造において、ジアミ
ンとして、式（７）（式（８）を含む）で示されるジアミン骨格を誘導するジアミンを用
いることによって製造することができる。そのようなジアミンは、下記式（Ｆ）及び式（
Ｇ）の芳香族ジアミンを含む。
【化２２】

【００９２】

【化２３】

【００９３】
　式（Ｆ）又は式（Ｇ）で表されるジアミンとテトラカルボン酸二無水物とを常法により
反応させることによって得られるポリアミド酸系化合物は、イミド化促進機能を有するア
ミン部位をそれ自身の骨格中に備える。
【００９４】
　式（Ｆ）のジアミンとテトラカルボン酸二無水物とを常法により反応させることによっ
て得られるポリアミド酸系化合物は、イミド化焼成時の加熱によって保護基（ｔｅｒｔ－
ブトキシカルボニル基）が脱離してイミダゾール骨格を形成し、イミド化が促進される。
イミダゾール骨格形成の反応は、スキーム（Ｉ）：
【化２４】

【００９５】
（スキーム（Ｉ）中、Ｘは、前記式（１）に関して定義した通り、環式基であり、Ｒ１及
びＲ２は、前記式（１）に関して定義した通り、それぞれ独立に、－ＣＯＯＨ又は－ＣＯ
ＯＲ（ここで、Ｒは、アルキル基である）である）で表される。
【００９６】
　また、いくつかの実施形態において、第２の側面に係る光配向膜用ワニスは、有機溶媒
中に、ポリアミド酸又はポリアミド酸エステルである第１ポリアミド酸系化合物を含み、
イミド化促進剤の含有量が、１．０質量％未満であり、第１ポリアミド酸系化合物は、カ
ルボキシル基を含む末端骨格を有する。
【００９７】
　カルボキシル基を含む末端骨格を有する第１ポリアミド酸系化合物は、上に述べたよう
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に、テトラカルボン酸二無水物とジアミンとの反応において、テトラカルボン酸二無水物
をジアミンよりも多く（例えば、ジアミンの１．１～１．５倍モル量）用いることによっ
て製造することができる。
【００９８】
　カルボキシル基を含む末端骨格を有する第１ポリアミド酸系化合物は、イミド化焼成時
に当該カルボキシル基が、イミド化を促進し得る。
【００９９】
　［第２ポリアミド酸系化合物］
　別の実施形態において、光配向膜用ワニスは、第１ポリアミド酸系化合物に加えて、ポ
リアミド酸又はポリアミド酸エステルである第２ポリアミド酸系化合物をさらに含む。そ
の場合、第１ポリアミド酸系化合物は、第２ポリアミド酸系化合物よりも高い極性（大き
な表面エネルギー）を有する。したがって、第１ポリアミド酸系化合物と第２ポリアミド
酸系化合物とを共存させた場合、両者は相分離する。この場合、第１ポリアミド酸系化合
物の方が、液晶表示装置における画素電極を形成するＩＴＯ又はＳｉＯ２やＳｉＮｘのよ
うな無機パッシベーション膜又は有機樹脂を用いた有機パッシベーション膜との親和性が
高いので、第１ポリアミド酸系化合物が下層となる。通常、ポリアミド酸エステルとポリ
アミド酸が共存する場合、ポリアミド酸エステルが上層を形成し、ポリアミド酸が下層を
形成する。また、２種のポリアミド酸が共存する場合であって、一方のポリアミド酸のジ
アミン骨格に酸素又はフッ素が存在し、他方のポリアミド酸のジアミン骨格に酸素及びフ
ッ素のいずれも存在しない場合、上記一方のポリアミド酸が下層を形成し、上記他方のポ
リアミド酸が上層を形成する。また、上記他方のポリアミド酸に酸素又はフッ素が存在し
ていてもその量が上記一方のポリアミド酸のジアミン骨格における酸素又はフッ素の量よ
りも少ない場合も、上記一方のポリアミド酸が下層を形成し、上記他方のポリアミド酸が
上層を形成する。
【０１００】
　いうまでもなく、配向膜が単層である場合、ポリアミド酸系化合物として、上記第１ポ
リアミド酸系化合物を用いる。
【０１０１】
　第２ポリアミド酸系化合物は、上記第１ポリアミド酸系化合物として掲げた化合物の中
から選ぶことができる。また上記第１のポリアミド酸系化合物生成するための両末端第一
級アミノ基の封止前のポリアミド酸系化合物、すなわち、両末端に第一級アミノ基を有す
るポリアミド酸又はポリアミド酸エステルの中から選ぶこともできる。しかしながら、第
２ポリアミド酸系化合物も、第１ポリアミド酸系化合物と同様、両末端に第一級アミノ基
を持たないことが好ましい。また、配向膜が単層であるか、二層構造であるかにかかわら
ず、第１ポリアミド酸系化合物も、第２ポリアミド酸系化合物も、第二級アミノ基（アミ
ドを形成している第二級アミノ基を除く）を持たないことが好ましい。
【０１０２】
　上の説明から明らかなように、二層構造の配向膜について、下層とは、適用対象（例え
ば、ＩＴＯ膜や無機パッシベーション膜や有機パッシベーション膜）に直接接触する層を
いい、上層とは、下層と接する層をいう。
【０１０３】
　二層構造の配向膜の場合、極性が高い第１ポリアミド酸系化合物は、下層に含まれ画素
電極と接する。つまり、ＤＣ残像を抑制するためには、下層膜のフォトチャージによる電
荷の蓄積は避けなければならない。よって、少なくとも下層膜に含まれる第１ポリアミド
酸系化合物は、両末端に第一級アミノ基を有しないことが好ましい。
【０１０４】
　本発明のワニスは、これを塗布対象に塗布し、２００℃程度の温度で加熱することによ
ってイミド化する。より具体的には、ポリアミド酸系化合物として第１ポリアミド酸系化
合物のみを含むワニスの場合には、第１ポリアミド酸系化合物が、イミド化する。ポリア
ミド酸系化合物として第１ポリアミド酸系化合物及び第２ポリアミド酸系化合物を含むワ
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ニスの場合には、塗布後二層に相分離し、加熱により第１ポリアミド酸系化合物及び第２
ポリアミド酸系化合物の両方がイミド化する。
【０１０５】
　［イミド化後の処理］
　イミド化後の膜に、光配向処理を行って、配向膜を提供する。光配向処理は、波長２５
４ｎｍ又は３６５ｎｍの短波長紫外光を膜に照射することによって行うことができる。
【０１０６】
　光配向処理後の配向膜（光配向膜）は、酸化性溶媒又は有機溶媒を用いて洗浄してもよ
い。光配向膜を洗浄することによって、当該膜中に残存したイミド化促進剤を除去し得る
。
【０１０７】
　酸化性溶媒の例は、過酸化水素水、次亜塩素酸水、オゾン水、次亜ヨウ素酸水、過マン
ガン酸水等である。
【０１０８】
　有機溶媒の例は、ケトン系溶媒、エステル系溶媒、エーテル系溶媒、アルコール系溶媒
、炭化水素系溶媒、ハロゲン化炭化水素系溶媒等である。
【０１０９】
　ケトン系溶媒の例は、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シク
ロヘキサノン、ジアセトンアルコール等である。
【０１１０】
　エステル系溶媒の例は、酢酸エチル、ギ酸エチル、酢酸メチル、酢酸ブチル、酢酸メト
キシブチル、酢酸セロソルブ、酢酸アミル、酢酸ノルマルプロピル、酢酸イソプロピル、
乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸ブチル等である。
【０１１１】
　エーテル系溶媒の例は、ジエチルエーテル、イソプロピルエーテル、メチルセロソルブ
、セロソルブ、ブチルセロソルブ、ジオキサン、メチルターシャリーブチルエーテル（Ｍ
ＴＢＥ）、ブチルカルビトール等である。
【０１１２】
　アルコール系溶媒の例は、メタノール、エタノール、ブタノール、イソプロピルアルコ
ール、ノルマルプロピルアルコール、ブタンジオール、エチルヘキサノール、ベンジルア
ルコール等である。
【０１１３】
　炭化水素系溶媒の例は、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、石油エーテル、リグロイン、
シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン等の脂肪族又は脂環族炭化水素；ベンゼン、トル
エン、キシレン等の芳香族炭化水素である。
【０１１４】
　ハロゲン化炭化水素系溶媒の例は、塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロ
ロエタン等のハロゲン化アルキル；トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等のハロ
ゲン化アルケニル；モノクロロベンゼン、ジクロロベンゼン等のハロゲン化アリールであ
る。
【０１１５】
　［第３の側面に係る形態］
　本発明の第３の側面によると、本発明の光配向膜用ワニスのイミド化物を含む配向膜を
備える液晶表示装置が提供される。
【０１１６】
　図１は、横電界方式の液晶表示装置の表示パネルＰＮＬを部分的に示す断面図である。
【０１１７】
　図１に示すように、表示パネルＰＮＬは、アレイ基板ＡＲＳと、アレイ基板ＡＲＳから
間隔をあけて対向配置された対向基板ＯＰＳとを備える。アレイ基板ＡＲＳと対向基板Ｏ
ＰＳとの間には、液晶層３００が配置されている。
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【０１１８】
　アレイ基板ＡＲＳは、第１ガラス基板１００を備える。第１ガラス基板上には、ゲート
電極１０１が設けられている。ゲート電極１０１は、第１ガラス基板上に設けられた走査
線（図示せず）と同様の厚さを有する。ゲート電極１０１は、二層構造を有することがで
き、例えば、第１ガラス基板１００に直接接する下側の層はＡｌＮｄ合金で形成され、下
側の層は、ＭｏＣｒ合金で形成されている。
【０１１９】
　ゲート電極１０１を覆ってゲート絶縁膜１０２が設けられている。ゲート絶縁膜は、例
えば、ＳｉＮで形成されている。ゲート絶縁膜１０２の上には、ゲート電極１０１と対向
する位置に、半導体層１０３が設けられている。半導体層１０３は、例えばアモルファス
シリコン（ａ－Ｓｉ膜）によって形成されている。半導体層１０３は、ＴＦＴ（薄膜トラ
ンジスタ、図示せず）のチャネル部を構成する。このチャネル部を挟んで半導体層１０３
上には、ドレイン電極１０４とソース電極１０５が設けられている。なお、半導体層１０
３とドレイン電極１０４又はソース電極１０５との間には、両者間にオーミックコンタク
トを確立するために、ｎ+Ｓｉ層（図示せず）が設けられている。
【０１２０】
　ドレイン電極１０４は、映像信号線が兼用し、ソース電極１０５は、画素電極１１０と
接続されている。ドレイン電極１０４及びソース電極１０５は、例えばＭｏＣｒ合金で形
成されている。
【０１２１】
　ＴＦＴを覆って無機パッシベーション膜１０６が設けられている。無機パッシベーショ
ン膜１０６は、例えばＳｉＮで形成されている。無機パッシベーション膜１０６は、ＴＦ
Ｔの、特にチャネル部を保護する。無機パッシベーション膜１０６の上には、有機パッシ
ベーション膜１０７が設けられている。有機パッシベーション膜１０７は、ＴＦＴを保護
するとともに、表面を平坦化する役割も有するので、厚く、例えば１μｍから４μｍまで
の厚さに形成されている。有機パッシベーション膜は、例えばＪＳＲ製「オプトマーＰＣ
シリーズ」で形成されている。
【０１２２】
　有機パッシベーション膜１０７の上には、対向電極１０８が設けられている。対向電極
１０８は、透明導電膜、例えばインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）で形成されている。対向
電極１０８は、表示領域全体に面状に形成される。
【０１２３】
　対向電極１０８を覆って層間絶縁膜１０９が設けられている。層間絶縁膜１０９は、例
えばＳｉＮによって形成されている。
【０１２４】
　層間絶縁膜１０９、対向電極１０８、有機パッシベーション膜１０７及び無機パッシベ
ーション膜を貫通して、ソース電極１０５の表面を部分的に露出させるスルーホール１１
１が設けられている。
【０１２５】
　層間絶縁膜１０９を覆うとともに、スルーホール１１１の内側面及び底面を覆って、画
素電極１１０が設けられている。画素電極１１０は、例えばＩＴＯで形成されている。画
素電極は、スルーホール１１１によって部分的に露出されたソース電極１０５と接続する
。こうして、スルーホール１１１において、ＴＦＴから延在しているソース電極１０５と
画素電極１１０が導通し、映像信号が画素電極１１０に供給される。
【０１２６】
　図２に、画素電極１１０の一例を部分的に示す。画素電極１１０は、櫛歯状の電極であ
る。画素電極１１０の両側には、映像信号線１０４１が存在している。櫛歯と櫛歯の間に
は、スリット１１２が形成されている。画素電極１１０の下方には、平面状の対向電極１
０８が形成されている。画素電極１１０に映像信号が印加されると、スリット１１２を通
して対向電極１０８との間に生ずる電気力線によって液晶分子が回転する。これによって
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液晶層３００を通過する光を制御して画像を形成する。
【０１２７】
　図１に戻ると、画素電極１１０の上には、液晶分子を配向させるための配向膜１１３が
形成されている。配向膜の１１３の構成については、後に説明する。
【０１２８】
　対向基板ＯＰＳは、第２ガラス基板２００を備える。第２ガラス基板の内側面には、赤
色、緑色及び青色の各フィルタセグメントを含むカラーフィルタ２０１が設けられている
。カラーフィルタ２０１とカラーフィルタ２０１の間にはブラックマトリクス２０２が形
成され、画像のコントラストを向上させている。なお、ブラックマトリクス２０２はＴＦ
Ｔの遮光膜としての役割も有し、ＴＦＴに光電流が流れることを防止している。
【０１２９】
　カラーフィルタ２０１及びブラックマトリクス２０２を覆って、オーバーコート膜２０
３が形成されている。オーバーコート膜２０３は、カラーフィルタ２０１及びブラックマ
トリクス２０２の表面を平坦化している。
【０１３０】
　オーバーコート膜２０３の上には、液晶の初期配向させるための配向膜１１３が設けら
れている。
【０１３１】
　第２ガラス基板２００の外側表面には、液晶パネルＰＮＬ内部の電位を安定化させるた
めに、外部導電膜２１０が形成され、この外部導電膜２１０には所定の電圧が印加される
。
【０１３２】
　一つの実施形態において、各配向膜１１３は、単層膜であって、第１のポリアミド酸系
化合物のイミド化物を含む。別の実施形態において、各配向膜１１３は、二層構造の配向
膜であって、第１ポリアミド酸系化合物のイミド化物を含む膜と第２ポリアミド酸系化合
物のイミド化物を含む膜を備える。さらに別の実施形態において、一方の配向膜１１３は
、単層膜であって、第１のポリアミド酸系化合物のイミド化物を含み、他方の配向膜１１
３は、二層構造の配向膜であって、第１ポリアミド酸系化合物のイミド化物を含む膜を下
層に備え、第２ポリアミド酸系化合物のイミド化物を含む膜を上層に備える。
【０１３３】
　図３は、本発明による二層構造の配向膜１１３を示す模式図である。配向膜１１３は、
画素電極１１０の上に形成されている。配向膜１１３は、上層膜１１３１と、下層膜１１
３２から形成されている。ここで、配向膜１１３の上層膜１１３１と下層膜１１３２の境
界は明確ではないので、図３では、それらの境界を点線で示している。
【０１３４】
　二層構造の配向膜のうち、下層膜が占める割合は、二層構造の配向膜全体の３０質量％
以上で、６０質量％以下であることが好ましい。
【０１３５】
　また、液晶表示装置の駆動周波数（画素電極に対する１フレームごとの映像信号供給回
数）は、４０Ｈｚ以下が好ましく、１Ｈｚ以上が好ましい。これによって消費電力を低減
出来る。また、低周波駆動の場合は画素電極が電圧保持している際の輝度の低下を抑制す
るため、配向膜の抵抗を高くすることが好ましい。配向膜の好ましい体積抵抗率は５×１
０１３Ωｃｍ以上であり、好ましくは１×１０１６Ωｃｍ以下であり、さらに好ましくは
５×１０１５Ωｃｍ以下である。
【実施例】
【０１３６】
　以下、本発明を実施例により説明するが、初めに、ポリアミド酸系化合物の合成例を記
載する。
【０１３７】
　合成例１
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　１，３－ジメチル－１，２，３，４－シクロブタンテトラカルボン酸二無水物１００モ
ル部のＮ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）溶液と、ｐ－フェニレンジアミン１１０モ
ル部のＮＭＰ溶液を混合し、室温で８時間反応させて、第一級アミンを両末端に有するポ
リアミド酸を生成させた。この反応混合物に、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミドジメチルア
セタール１００モル部を滴下し、５０℃で２時間反応させて、各酸骨格中の２個のカルボ
キシル基をメチルエステル化させた。得られた反応混合物に、フタル酸無水物５モル部の
ＮＭＰ溶液を添加し、室温で８時間反応させて、ポリアミド酸の両末端第一級アミノ基を
アミド酸として封止した。未反応のモノマー、低分子量成分を除去して、固形分濃度１５
質量％の所望の両末端封止ポリアミド酸エステル溶液を得た。
【０１３８】
　合成例２
　ピロメリット酸二無水物１００モル部のＮＭＰ溶液と、４，４’－ジアミノジフェニル
エーテル１１０モル部のＮＭＰ溶液を混合し、室温で８時間反応させて、第一級アミンを
両末端に有するポリアミド酸を生成させた。この反応混合物に、フタル酸無水物５モル部
のＮＭＰ溶液を添加し、室温で８時間反応させて、ポリアミド酸の両末端第一級アミノ基
をアミド酸として封止した。未反応のモノマー、低分子量成分を除去して、固形分濃度１
５質量％のポリアミド酸溶液を得た。
【０１３９】
　合成例３
　合成例１において、ｐ－フェニレンジアミンの代わりに、４－［（４－アミノフェニル
）メチル］アニリンを用いた以外は、合成例１と同様の手法により、両末端第一級アミノ
基をアミド化したポリアミド酸溶液を得た。
【０１４０】
　合成例４
　１，３－ジメチル－１，２，３，４－シクロブタンテトラカルボン酸二無水物１００モ
ル部のＮＭＰ溶液と、ｐ－フェニレンジアミン９０モル部のＮＭＰ溶液を混合し、室温で
８時間反応させて、カルボキシル基を両末端に有するポリアミド酸を生成させた。未反応
のモノマー、低分子量成分を除去して、固形分濃度１５質量％のポリアミド酸溶液を得た
。
【０１４１】
　合成例５
　ピロメリット酸二無水物１００モル部のＮＭＰ溶液と、４，４’－ジアミノジフェニル
エーテル９０モル部のＮＭＰ溶液を混合し、室温で８時間反応させて、カルボキシル基を
両末端に有するポリアミド酸を生成させた。未反応のモノマー、低分子量成分を除去して
、固形分濃度１５質量％のポリアミド酸溶液を得た。
【０１４２】
　合成例６
　合成例１において、ｐ－フェニレンジアミンの代わりに、上の式（Ｇ）で示されるジア
ミンを用いた以外は、合成例１と同様の手法により、両末端第一級アミノ基をアミド化し
たポリアミド酸溶液を得た。
【０１４３】
　合成例７
　合成例１において、ｐ－フェニレンジアミンの代わりに、上の式（Ｆ）で示されるジア
ミンを用いた以外は、合成例１と同様の手法により、両末端第一級アミノ基をアミド化し
たポリアミド酸溶液を得た。
【０１４４】
　合成例８
　合成例１において、ｐ－フェニレンジアミンの代わりに、下記式（Ｈ）で示されるジア
ミンを用いた以外は、合成例１と同様の手法により、両末端第一級アミノ基をアミド化し
たポリアミド酸溶液を得た。
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【化２５】

【０１４５】
　以上述べた合成例１から合成例８までで合成したポリアミド酸系化合物の酸骨格、ジア
ミン骨格、各末端骨格を下記表１－１、表１－２及び表１－３に示す。表１－１、表１－
２及び表１－３において、酸骨格に付されている「※」印は、アミン骨格との結合部位を
示し、アミン骨格に付されている「※」印は、酸骨格との結合部位を示し、末端骨格にお
ける「※」印は、末端骨格がアミドを有する場合は、酸骨格との結合部位を示し、末端骨
格がカルボキシル基を有する場合は、アミン骨格との結合部位を示す。
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【表１－１】

【０１４６】
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【表１－２】

【０１４７】
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【表１－３】

【０１４８】
　実施例１～１０及び比較例１～４
　下記表２－１、表２－２及び表２－３に示す実施例１～１０及び比較例１～４の各ポリ
アミド酸系化合物には、当該表に示すようなイミド化促進剤をそれぞれ加え（加えない場
合もある）、均一になるように撹拌し、上層成分及び下層成分を質量比１：１で混合して
塗布液を調製した。図１に示す構造の液晶表示装置のアレイ基板及び対向基板の配向膜１
１３を塗布すべき領域に各塗布液を塗布し、２００℃に加熱してイミド化を行った。イミ
ド化率は、いずれも８０％であった。各イミド化膜に対し、短波長の紫外光を用いて光配
向処理を行った。各配向膜を洗浄した後、こうして配向膜を形成したアレイ基板及び対向
基板を用いて常法により図１に示す構造の表示パネルを備える液晶表示装置を作製した。
液晶としては、誘電異方性がΔεが負でその値が－４．１（１ｋＨｚ，２０℃）であり、
屈折率異方性Δｎが０．０８２１（波長５９０ｎｍ，２０℃）のネマチック液晶材料（メ
ルク社製ＭＬＣ－２０３９）を用いた。
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【０１４９】
　作製した各液晶表示装置に、図４に示す白と黒（図中斜線で示す）のチェッカーフラグ
パターンを１００時間程表示させた。各チェッカーパターンは、一辺５ｍｍの正方形であ
った。白は最大輝度（２５６／２５６階調）であり、黒は最少輝度（０／２５６階調）で
ある。その後、画面全体に３１／２５６階調のグレー表示をさせると、１００時間表示時
の白表示部と黒表示部で輝度が異なる現象が観察された。両表示部の輝度変化率：
　　　｛（ａ－ｂ）／ｂ｝×１００
（式中、ａは、白表示部の輝度であり、ｂは、黒表示部の輝度である）を残像強度とした
。この数値が１％以上あると、人間の目には残像として認識される。
【０１５０】
　上記チェッカーフラグパターンを１００時間連続点灯した後のグレー表示における残像
強度の経時変化を測定し、以下の５段階で評価した。　
　Ａ：グレー表示初期より残像は発生しなかった。　
　Ｂ：グレー表示初期で斜めから見たらかろうじて見える残像が発生し、１時間以内に消
失した。　
　Ｃ：グレー表示初期で正面から目視可能な残像が発生し、１時間以内に消失した。　
　Ｄ：グレー表示初期で正面から目視可能な残像が発生し、１時間後には斜めから見たら
かろうじて見える残像に低減した。　
　Ｅ：グレー表示初期で正面から目視可能な残像が発生し、１時間後も消失しなかった。
【０１５１】
　また、作製した各液晶表示装置に、互いに異なる１０種類のパターン表示を３０秒おき
に切り替えながら、７０℃の恒温槽内にて１０００時間まで表示させた。２５０時間おき
に恒温槽から各液晶表示装置を取り出し、常温環境にてグレーパターン（６４／２５６階
調）を表示させ、画面全域に表示むらがないかを観察し、以下の５段階で評価した。　
　Ａ：１０００時間までに表示むらは発生しなかった。　
　Ｂ：７５０時間までに表示むらは発生せず、１０００時間後に直径１ｍｍ以下の小さな
輝度むら（表示むら）が基板外周の一部に発生した。　
　Ｃ：５００時間までに表示むらは発生せず、１０００時間後に直径１ｍｍ以上の、一目
で視認可能な大きさの輝度むらが基板外周の一部に発生した。　
　Ｄ：５００時間までに直径１ｍｍ以下の小さな輝度むらが基板外周の一部に発生した。
　
　Ｅ：５００時間までに直径１ｍｍ以上の、一目で視認可能な大きさの輝度むらが基板外
周の一部に発生した。
【０１５２】
　結果を表２－１、表２－２及び表２－３に併記する。なお表２－１、表２－２及び表２
－３には、各合成例で調製したポリアミド酸系化合物における両末端骨格についても簡単
に記載した。
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【表２－１】

【０１５３】
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【表２－２】

【０１５４】
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【表２－３】

【０１５５】
　以上詳述したように、本発明によれば、液晶表示装置にＤＣ残像を生じさせないか、Ｄ
Ｃ残像を生じさせても短時間で消失させる光配向膜を形成するためのワニスが提供される
とともに、ＤＣ残像が生じないか、ＤＣ残像が生じても短時間に消失する液晶表示装置が
提供される。
【０１５６】
　以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これらの新規な実施形態
は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で
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、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これらの実施形態やその変形は、発
明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲
に含まれる。
【符号の説明】
【０１５７】
　ＰＮＬ…液晶パネル、ＡＲＳ…アレイ基板、ＯＰＳ…対向基板、１００…第１ガラス基
板、１０１…ゲート電極、１０２…ゲート絶縁膜、１０３…半導体層、１０４…ドレイン
電極、１０５…ソース電極、１０６…無機パッシベーション膜、１０７…有機パッシベー
ション膜、１０８…対向電極、１０９…層間絶縁膜、１１０…画素電極、１１１…スルー
ホール、１１２…スリット、１１３…光配向膜、２００…第２ガラス基板、２０１…カラ
ーフィルタ、２０２…ブラックマトリクス、２０３…オーバーコート膜、２１０…表面導
電膜、３００…液晶層、１０４１…映像信号線、１１３１…上層膜、１１３２…下層膜

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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