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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　［Ａ］ポリアミック酸及びポリイミドからなる群より選択される少なくとも一種の重合
体、並びに
　［Ｂ］下記式（１）で表される化合物
を含有する液晶配向剤。

【化１】

（式（１）中、Ｒはそれぞれ独立して、水素原子、メチロール基、炭素数２～７のアルコ
キシメチル基又は－ＣＨ２ＯＱである。Ｑは下記式（２ａ）で表される基である。但し、
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Ｒの少なくとも一つは－ＣＨ２ＯＱである。）
【化２】

（式（２ａ）中、
　ＲＩは炭素数４～４０のアルキル基、炭素数１～４０のフルオロアルキル基、又はステ
ロイド骨格を有する炭素数１７～５１の炭化水素基である。
　ＲＩＩはシクロへキシレン基又はフェニレン基である。
　ＺＩは単結合、－Ｏ－、＊－ＣＯＯ－又は＊－ＯＣＯ－である。但し、＊を付した結合
手がＲＩ側である。
　ＺＩＩは－Ｏ－、＊－ＣＯＯ－又は＊－ＯＣＯ－である。但し、＊を付した結合手がＲ
Ｉ側である。
　ｎ１は１～３の整数である。ｎ２は０又は１である。ｎ３は０～２の整数である。ｎ４
は０又は１である。但し、ｎ１が２以上であるとき、複数のＲＩＩはそれぞれ独立して上
記定義を満たす。ｎ２及びｎ４が０の場合、ＲＩは炭素数７～４０のアルキル基、炭素数
１～４０のフルオロアルキル基、又はステロイド骨格を有する炭素数１７～５１の炭化水
素基である。）
【請求項２】
　［Ｂ］化合物が、
　（ｂ１）下記式（１ｘ）で表される化合物と、
　（ｂ２）下記式（２）で表される化合物と
の反応生成物である請求項１に記載の液晶配向剤。

【化３】

（式（１ｘ）中、Ｒｘはそれぞれ独立して、水素原子、メチロール基又は炭素数２～７の
アルコキシメチル基である。但し、Ｒｘの少なくとも一つはメチロール基又は炭素数２～
７のアルコキシメチル基である。）

【化４】

（式（２）中、Ｑは、上記式（２ａ）で表される基である。）
【請求項３】
　上記ｎ４が０である請求項１又は請求項２に記載の液晶配向剤。
【請求項４】
　上記Ｑが、下記式（２ａ－１）～（２ａ－５）で表される基からなる群より選択される
少なくとも一種である請求項３に記載の液晶配向剤。
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【化５】

（式（２ａ－１）～（２ａ－５）中、Ｒｚは炭素数７～４０のアルキル基又はステロイド
骨格を有する炭素数１７～５１の炭化水素基である。Ｒｙは炭素数４～４０のアルキル基
である。）
【請求項５】
　［Ｂ］化合物の使用割合が、［Ａ］重合体１００質量部に対して０．１質量部以上１０
０質量部以下である請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の液晶配向剤。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の液晶配向剤から形成される液晶配向膜。
【請求項７】
　請求項６に記載の液晶配向膜を備える液晶表示素子。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶配向剤、液晶配向膜、液晶表示素子、化合物及びこの化合物の製造方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示素子は、消費電力が小さく、小型化及びフラット化が容易である等の利点を有
することから、携帯電話、液晶テレビ等の液晶表示装置に幅広く用いられている。かかる
液晶表示装置の表示モードとして、例えば特許文献１～４には液晶分子の配向状態の変化
に応じ、Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ型（ＴＮ型）、Ｓｕｐｅｒ　Ｔｗｉｓｔｅｄ　
Ｎｅｍａｔｉｃ型（ＳＴＮ型）、Ｉｎ－Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ型（ＩＰＳ型）
、Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ型（ＶＡ型）等の液晶セルを有する液晶表示素
子が開示されている。いずれの表示モードにおいても、液晶分子の配向状態は、液晶配向
膜で制御されていることから、液晶配向膜及びこの液晶配向膜の材料となる液晶配向剤の
有する特性が、液晶表示素子の特性の発現に影響する。
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【０００３】
　液晶配向膜の液晶分子を基板に垂直に配向させる能力（垂直配向性）は、嵩高い置換基
を側鎖に有するポリマーを含有する液晶配向剤を用いることにより発現することが知られ
ている。例えば、特許文献５には嵩高い置換基を有する１－オクタデシロキシ－２，４－
ジアミノベンゼン等のモノマー（以下、「プレチルト角発現性モノマー」と称することが
ある）を多量に使用し、ポリマーを合成することで安定した垂直配向性を示す液晶配向膜
を形成可能な液晶配向剤が開示されている。しかしながら、かかる液晶配向剤は、印刷性
が悪化するおそれがあり、良好な垂直配向性と印刷性の両立は困難と考えられる。
【０００４】
　また、高い電圧保持率や耐候性（長時間の駆動による熱や光のストレスに起因する電気
特性や表示品位の低下に対する耐性）に優れる液晶表示素子を実現する目的で、ポリアミ
ック酸又はポリイミドと共に、多官能のエポキシ化合物を含有する液晶配向剤が開示され
ている（特許文献６及び７参照）。
【０００５】
　一方、液晶配向膜の製造工程において発生する塗膜のピンホール、塗布ムラ等の欠陥が
生じた基板は、再利用のために塗膜を剥離すること（リワーク）があり、かかるリワーク
において基板からの液晶配向膜の剥離性が求められる。しかしながら、上述の多官能のエ
ポキシ化合物を多く含有する液晶配向剤を用いると、ベーク時のエポキシ基の架橋反応に
よって、リワークの際の液晶配向膜の剥離性が低下するおそれがある。
【０００６】
　このような状況から、良好な垂直配向性と印刷性を両立し、電圧保持率及び耐候性に優
れ、かつ欠陥が生じた場合のリワークにおける剥離が容易な液晶配向膜を形成可能な液晶
配向剤の開発が望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平４－１５３６２２号公報
【特許文献２】特開昭６０－１０７０２０号公報
【特許文献３】特開昭５６－９１２７７号公報
【特許文献４】米国特許第５，９２８，７３３号
【特許文献５】特開平６－１３６１２２号公報
【特許文献６】特許第３７９９７００号公報
【特許文献７】特開２００８－２９９３１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、以上のような事情に基づいてなされたものであり、その目的は、液晶表示素
子として実用面で要求される垂直配向性、電圧保持率及び耐候性等の特性を十分に満足し
、かつ欠陥が生じた場合のリワークにおける剥離が容易な液晶配向膜、この液晶配向膜の
形成材料として好適な印刷性に優れる液晶配向剤、液晶配向膜を備える液晶表示素子、化
合物並びに化合物の製造方法の提供である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するためになされた発明は、
　［Ａ］ポリアミック酸及びポリイミドからなる群より選択される少なくとも一種の重合
体、並びに
　［Ｂ］下記式（１）で表される化合物
を含有する液晶配向剤である。
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【化１】

（式（１）中、Ｒはそれぞれ独立して、水素原子、メチロール基、炭素数２～７のアルコ
キシメチル基又は－ＣＨ２ＯＱである。Ｑは下記式（２ａ）で表される基である。但し、
Ｒの少なくとも一つは－ＣＨ２ＯＱである。）

【化２】

（式（２ａ）中、
　ＲＩは炭素数４～４０のアルキル基、炭素数１～４０のフルオロアルキル基、又はステ
ロイド骨格を有する炭素数１７～５１の炭化水素基である。
　ＲＩＩはシクロへキシレン基又はフェニレン基である。
　ＺＩは単結合、－Ｏ－、＊－ＣＯＯ－又は＊－ＯＣＯ－である。但し、＊を付した結合
手がＲＩ側である。
　ＺＩＩは－Ｏ－、＊－ＣＯＯ－又は＊－ＯＣＯ－である。但し、＊を付した結合手がＲ
Ｉ側である。
　ｎ１は１～３の整数である。ｎ２は０又は１である。ｎ３は０～２の整数である。ｎ４
は０又は１である。但し、ｎ１が２以上であるとき、複数のＲＩＩはそれぞれ独立して上
記定義を満たす。ｎ２及びｎ４が０の場合、ＲＩは炭素数７～４０のアルキル基、炭素数
１～４０のフルオロアルキル基、又はステロイド骨格を有する炭素数１７～５１の炭化水
素基である。）
【００１０】
　当該液晶配向剤が、［Ａ］重合体及び［Ｂ］化合物を含有することで、液晶表示素子と
して実用面で要求される垂直配向性、電圧保持率及び耐候性等の特性を十分に満足し、か
つ欠陥が生じた場合のリワークにおける剥離が容易な液晶配向膜を形成できる。また、当
該液晶配向剤は印刷性に優れ、基板上に印刷塗布した際に印刷ムラがほとんと発生せず、
均一かつ良好な垂直配向性の付与に寄与することができる。
【００１１】
　当該液晶配向剤が含有する上記［Ｂ］化合物は、（ｂ１）下記式（１ｘ）で表される化
合物（以下、「（ｂ１）化合物」と称することがある）と（ｂ２）下記式（２）で表され
る化合物（以下、「（ｂ２）化合物」と称することがある）との反応生成物であることが
好ましい。
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【化３】

（式（１ｘ）中、Ｒｘはそれぞれ独立して、水素原子、メチロール基又は炭素数２～７の
アルコキシメチル基である。但し、Ｒｘの少なくとも一つはメチロール基又は炭素数２～
７のアルコキシメチル基である。）

【化４】

（式（２）中、Ｑは、上記式（２ａ）で表される基である。）
【００１２】
　上記（ｂ１）化合物と（ｂ２）化合物を反応させることにより、容易に［Ｂ］化合物が
得られる。
【００１３】
　上記ｎ４は０であることが好ましい。また、Ｑは下記式（２ａ－１）～（２ａ－５）で
表される基からなる群より選択される少なくとも一種であることがより好ましい。
【化５】

（式（２ａ－１）～（２ａ－５）中、Ｒｚは炭素数７～４０のアルキル基又はステロイド
骨格を有する炭素数１７～５１の炭化水素基である。Ｒｙは炭素数４～４０のアルキル基
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である。）
【００１４】
　［Ｂ］化合物が上記特定の基を有することで液晶配向膜は剛直性が増し、より耐候性に
優れる。
【００１５】
　［Ｂ］化合物の使用割合が、［Ａ］重合体１００質量部に対して０．１質量部以上１０
０質量部以下であることが好ましい。極性を有する［Ａ］重合体に対して、非極性の［Ｂ
］化合物を上記のように特定量含有することで、プレチルト角の発現及び欠陥が生じた場
合のリワークにおける剥離性をより向上できる。
【００１６】
　当該液晶配向剤から形成される液晶配向膜及びこの液晶配向膜を備える液晶表示素子も
本発明に好適に含まれる。当該液晶表示素子は、種々の装置に好適に適用でき、例えば卓
上計算機、腕時計、置時計、計数表示板、ワードプロセッサ、パーソナルコンピューター
、液晶テレビ等の表示装置に用いられる。
【００１７】
　本発明には、下記式（１）で表される化合物が含まれる。
【化６】

（式（１）中、Ｒはそれぞれ独立して、水素原子、メチロール基、炭素数２～７のアルコ
キシメチル基又は－ＣＨ２ＯＱである。Ｑは下記式（２ａ）で表される基である。但し、
Ｒの少なくとも一つは－ＣＨ２ＯＱである。）
【化７】

（式（２ａ）中、
　ＲＩは炭素数４～４０のアルキル基、炭素数１～４０のフルオロアルキル基、又はステ
ロイド骨格を有する炭素数１７～５１の炭化水素基である。
　ＲＩＩはシクロへキシレン基又はフェニレン基である。
　ＺＩは単結合、－Ｏ－、＊－ＣＯＯ－又は＊－ＯＣＯ－である。但し、＊を付した結合
手がＲＩ側である。
　ＺＩＩは－Ｏ－、＊－ＣＯＯ－又は＊－ＯＣＯ－である。但し、＊を付した結合手がＲ
Ｉ側である。
　ｎ１は１～３の整数である。ｎ２は０又は１である。ｎ３は０～２の整数である。ｎ４
は０又は１である。但し、ｎ１が２以上であるとき、複数のＲＩＩはそれぞれ独立して上
記定義を満たす。ｎ２及びｎ４が０の場合、ＲＩは炭素数７～４０のアルキル基、炭素数
１～４０のフルオロアルキル基、又はステロイド骨格を有する炭素数１７～５１の炭化水
素基である。）
【００１８】
　当該化合物は、液晶配向膜を形成するための液晶配向剤等の成分として好適に使用でき
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る。
【００１９】
　本発明には、下記式（１ｘ）で表される化合物と、下記式（２）で表される化合物とを
反応させる工程を有する当該化合物の製造方法が含まれる。
【化８】

（式（１ｘ）中、Ｒｘはそれぞれ独立して、水素原子、メチロール基又は炭素数２～７の
アルコキシメチル基である。但し、Ｒｘの少なくとも一つはメチロール基又は炭素数２～
７のアルコキシメチル基である。）
【化９】

（式（２）中、Ｑは、上記式（２ａ）で表される基である。）
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、液晶表示素子として実用面で要求される垂直配向性、電圧保持率及び
耐候性等の特性を十分に満足し、かつ欠陥が生じた場合のリワークにおける剥離が容易な
液晶配向膜、この液晶配向膜の形成材料として好適な印刷性に優れる液晶配向剤、液晶配
向膜を備える液晶表示素子、化合物並びに化合物の製造方法を提供できる。従って、本発
明の液晶表示素子は、種々の装置に有効に適用でき、例えば卓上計算機、腕時計、置時計
、計数表示板、ワードプロセッサ、パーソナルコンピューター、液晶テレビ等の表示装置
に用いられる。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について詳述する。
【００２２】
＜液晶配向剤＞
　本発明の液晶配向剤は、［Ａ］ポリアミック酸及びポリイミドからなる群より選択され
る少なくとも一種の重合体（以下、「［Ａ］重合体」と称することがある）、並びに［Ｂ
］上記式（１）で表される化合物（以下、［Ｂ］化合物と称することがある）を含有する
。また、当該液晶配向剤は、本発明の効果を損なわない限り、任意成分を含有してもよい
。以下、［Ａ］重合体、［Ｂ］化合物及び任意成分について詳述する。
【００２３】
＜［Ａ］重合体＞
　［Ａ］重合体としてのポリアミック酸は、テトラカルボン酸二無水物及びジアミンを反
応させることにより得られ、ポリイミドは、かかるポリアミック酸を脱水閉環することに
より得られる。以下、テトラカルボン酸二無水物及びジアミンについて詳述する。
【００２４】
［テトラカルボン酸二無水物］
　テトラカルボン酸二無水物としては、例えばブタンテトラカルボン酸二無水物、１，２
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，３，４－シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、１，２－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、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、１，３－ジクロロ－１，２，３，４－シクロブタンテ
トラカルボン酸二無水物、１，２，３，４－テトラメチル－１，２，３，４－シクロブタ
ンテトラカルボン酸二無水物、１，２，３，４－シクロペンタンテトラカルボン酸二無水
物、１，２，４，５－シクロヘキサンテトラカルボン酸二無水物、３，３’，４，４’－
ジシクロヘキシルテトラカルボン酸二無水物、２，３，５－トリカルボキシシクロペンチ
ル酢酸二無水物、２，３，４，５－テトラヒドロフランテトラカルボン酸二無水物、１，
３，３ａ，４，５，９ｂ－ヘキサヒドロ－５－（テトラヒドロ－２，５－ジオキソ－３－
フラニル）－ナフト［１，２－ｃ］－フラン－１，３－ジオン、１，３，３ａ，４，５，
９ｂ－ヘキサヒドロ－５－メチル－５－（テトラヒドロ－２，５－ジオキソ－３－フラニ
ル）－ナフト［１，２－ｃ］－フラン－１，３－ジオン、１，３，３ａ，４，５，９ｂ－
ヘキサヒドロ－５－エチル－５－（テトラヒドロ－２，５－ジオキソ－３－フラニル）－
ナフト［１，２－ｃ］－フラン－１，３－ジオン、１，３，３ａ，４，５，９ｂ－ヘキサ
ヒドロ－７－メチル－５－（テトラヒドロ－２，５－ジオキソ－３－フラニル）－ナフト
［１，２－ｃ］－フラン－１，３－ジオン、１，３，３ａ，４，５，９ｂ－ヘキサヒドロ
－７－エチル－５－（テトラヒドロ－２，５－ジオキソ－３－フラニル）－ナフト［１，
２－ｃ］－フラン－１，３－ジオン、１，３，３ａ，４，５，９ｂ－ヘキサヒドロ－８－
メチル－５－（テトラヒドロ－２，５－ジオキソ－３－フラニル）－ナフト［１，２－ｃ
］－フラン－１，３－ジオン、１，３，３ａ，４，５，９ｂ－ヘキサヒドロ－８－エチル
－５－（テトラヒドロ－２，５－ジオキソ－３－フラニル）－ナフト［１，２－ｃ］－フ
ラン－１，３－ジオン、１，３，３ａ，４，５，９ｂ－ヘキサヒドロ－５，８－ジメチル
－５－（テトラヒドロ－２，５－ジオキソ－３－フラニル）－ナフト［１，２－ｃ］－フ
ラン－１，３－ジオン、ビシクロ［２．２．２］－オクト－７－エン－２，３，５，６－
テトラカルボン酸二無水物、３－オキサビシクロ［３．２．１］オクタン－２，４－ジオ
ン－６－スピロ－３’－（テトラヒドロフラン－２’，５’－ジオン）、５－（２，５－
ジオキソテトラヒドロ－３－フラニル）－３－メチル－３－シクロヘキセン－１，２－ジ
カルボン酸無水物、３，５，６－トリカルボキシ－２－カルボキシメチルノルボルナン－
２：３，５：６－二無水物、４，９－ジオキサトリシクロ［５．３．１．０２，６］ウン
デカン－３，５，８，１０－テトラオン、下記式（Ｔ－１）、式（Ｔ－２）で表される化
合物、ピロメリット酸二無水物、３，３’，４，４’－ベンゾフェノンテトラカルボン酸
二無水物、３，３’，４，４’－ビフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、１，４
，５，８－ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、２，３，６，７－ナフタレンテトラカ
ルボン酸二無水物、３，３’，４，４’－ビフェニルエーテルテトラカルボン酸二無水物
、３，３’，４，４’－ジメチルジフェニルシランテトラカルボン酸二無水物、３，３’
，４，４’－テトラフェニルシランテトラカルボン酸二無水物、１，２，３，４－フラン
テトラカルボン酸二無水物、４，４’－ビス（３，４－ジカルボキシフェノキシ）ジフェ
ニルスルフィド二無水物、４，４’－ビス（３，４－ジカルボキシフェノキシ）ジフェニ
ルスルホン二無水物、４，４’－ビス（３，４－ジカルボキシフェノキシ）ジフェニルプ
ロパン二無水物、３，３’，４，４’－パーフルオロイソプロピリデンジフタル酸二無水
物、３，３’，４，４’－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、２，２’，３，３’－
ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、ビス（フタル酸）フェニルホスフィンオキサイド
二無水物、ｐ－フェニレン－ビス（トリフェニルフタル酸）二無水物、ｍ－フェニレン－
ビス（トリフェニルフタル酸）二無水物、ビス（トリフェニルフタル酸）－４，４’－ジ
フェニルエーテル二無水物、ビス（トリフェニルフタル酸）－４，４’－ジフェニルメタ
ン二無水物、エチレングリコール－ビス（アンヒドロトリメリテート）、プロピレングリ
コール－ビス（アンヒドロトリメリテート）、１，４－ブタンジオール－ビス（アンヒド
ロトリメリテート）、１，６－ヘキサンジオール－ビス（アンヒドロトリメリテート）、
１，８－オクタンジオール－ビス（アンヒドロトリメリテート）、２，２－ビス（４－ヒ
ドロキシフェニル）プロパン－ビス（アンヒドロトリメリテート）、及び下記式（Ｔ－３



(10) JP 5556396 B2 2014.7.23

10

20

）～式（Ｔ－６）で表される化合物等が挙げられる。これらは単独で又は２種以上組合せ
て使用できる。
【００２５】
【化１０】

【００２６】
　上記式中、Ｒ１及びＲ３はそれぞれ独立して、芳香環を有する２価の有機基である。Ｒ
２及びＲ４はそれぞれ独立して、水素原子又はアルキル基である。
【００２７】
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【化１１】

【００２８】
　上記式（Ｔ－１）及び（Ｔ－２）で表される化合物としては、例えば下記式（Ｔ－１－
１）～（Ｔ－２－１）で表される化合物が挙げられる。
【００２９】



(12) JP 5556396 B2 2014.7.23

10

20

30

40

50

【化１２】

【００３０】
　これらテトラカルボン酸二無水物のうち、ブタンテトラカルボン酸二無水物、１，２，
３，４－シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、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、１，２，３，４－シクロペンタンテトラカルボ
ン酸二無水物、２，３，５－トリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物、１，３，３ａ
，４，５，９ｂ－ヘキサヒドロ－５－（テトラヒドロ－２，５－ジオキソ－３－フラニル
）－ナフト［１，２－ｃ］フラン－１，３－ジオン、１，３，３ａ，４，５，９ｂ－ヘキ
サヒドロ－８－メチル－５－（テトラヒドロ－２，５－ジオキソ－３－フラニル）－ナフ
ト［１，２－ｃ］フラン－１，３－ジオン、１，３，３ａ，４，５，９ｂ－ヘキサヒドロ
－５，８－ジメチル－５－（テトラヒドロ－２，５－ジオキソ－３－フラニル）－ナフト
［１，２－ｃ］フラン－１，３－ジオン、ビシクロ［２．２．２］－オクト－７－エン－
２，３，５，６－テトラカルボン酸二無水物、３－オキサビシクロ［３．２．１］オクタ
ン－２，４－ジオン－６－スピロ－３’－（テトラヒドロフラン－２’，５’－ジオン）
、５－（２，５－ジオキソテトラヒドロ－３－フラニル）－３－メチル－３－シクロヘキ
セン－１，２－ジカルボン酸無水物、３，５，６－トリカルボキシ－２－カルボキシメチ
ルノルボルナン－２：３，５：６－二無水物、４，９－ジオキサトリシクロ［５．３．１
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．０２，６］ウンデカン－３，５，８，１０－テトラオン、ピロメリット酸二無水物、３
，３’，４，４’－ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、３，３’，４，４’－ビ
フェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、２，２’，３，３’－ビフェニルテトラカ
ルボン酸二無水物、１，４，５，８－ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、上記式（Ｔ
－１－１）～（Ｔ－１－３）及び式（Ｔ－２－１）で表される化合物からなる群より選択
される少なくとも一種（以下、「特定テトラカルボン酸二無水物」と称することある）を
用いることが、良好な液晶配向性を発現できる点で好ましい。
【００３１】
　特定テトラカルボン酸二無水物としては、１，２，３，４－シクロブタンテトラカルボ
ン酸二無水物、２，３，５－トリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物、１，３，３ａ
，４，５，９ｂ－ヘキサヒドロ－５－（テトラヒドロ－２，５－ジオキソ－３－フラニル
）－ナフト［１，２－ｃ］フラン－１，３－ジオン、１，３，３ａ，４，５，９ｂ－ヘキ
サヒドロ－８－メチル－５－（テトラヒドロ－２，５－ジオキソ－３－フラニル）－ナフ
ト［１，２－ｃ］フラン－１，３－ジオン、３－オキサビシクロ［３．２．１］オクタン
－２，４－ジオン－６－スピロ－３’－（テトラヒドロフラン－２’，５’－ジオン）、
５－（２，５－ジオキソテトラヒドロ－３－フラニル）－３－メチル－３－シクロヘキセ
ン－１，２－ジカルボン酸無水物、３，５，６－トリカルボキシ－２－カルボキシメチル
ノルボルナン－２：３，５：６－二無水物、４，９－ジオキサトリシクロ［５．３．１．
０２，６］ウンデカン－３，５，８，１０－テトラオン、ピロメリット酸二無水物及び上
記式（Ｔ－１－１）で表される化合物からなる群より選択される少なくとも一種が好まし
い。
【００３２】
　特定テトラカルボン酸二無水物の使用割合としては、全テトラカルボン酸二無水物に対
して、１０モル％以上が好ましく、２０モル％以上がより好ましく、４０モル％以上が特
に好ましく、特定テトラカルボン酸二無水物のみを用いることが最も好ましい。
【００３３】
［ジアミン］
　ジアミンとしては、例えばｐ－フェニレンジアミン、ｍ－フェニレンジアミン、４，４
’－ジアミノジフェニルメタン、４，４’－ジアミノジフェニルエタン、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、４，４’－ジアミ
ノベンズアニリド、４，４’－ジアミノジフェニルエーテル、１，５－ジアミノナフタレ
ン、２，２’－ジメチル－４，４’－ジアミノビフェニル、３，３’－ジメチル－４，４
’－ジアミノビフェニル、２，２’－ジトリフルオロメチル－４，４’－ジアミノビフェ
ニル、３，３’－ジトリフルオロメチル－４，４’－ジアミノビフェニル、５－アミノ－
１－（４’－アミノフェニル）－１，３，３－トリメチルインダン、６－アミノ－１－（
４’－アミノフェニル）－１，３，３－トリメチルインダン、３，４’－ジアミノジフェ
ニルエーテル、３，３’－ジアミノベンゾフェノン、３，４’－ジアミノベンゾフェノン
、４，４’－ジアミノベンゾフェノン、２，２－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フ
ェニル］プロパン、２，２－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］ヘキサフル
オロプロパン、２，２－ビス（４－アミノフェニル）ヘキサフルオロプロパン、２，２－
ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］スルホン、１，４－ビス（４－アミノフ
ェノキシ）ベンゼン、４，４’－ビス（４－アミノフェノキシ）ビフェニル、１，３－ビ
ス（４－アミノフェノキシ）ベンゼン、１，３－ビス（３－アミノフェノキシ）ベンゼン
、９，９－ビス（４－アミノフェニル）－１０－ヒドロアントラセン、２，７－ジアミノ
フルオレン、９，９－ジメチル－２，７－ジアミノフルオレン、９，９－ビス（４－アミ
ノフェニル）フルオレン、４，４’－メチレン－ビス（２－クロロアニリン）、２，２’
，５，５’－テトラクロロ－４，４’－ジアミノビフェニル、２，２’－ジクロロ－４，
４’－ジアミノ－５，５’－ジメトキシビフェニル、３，３’－ジメトキシ－４，４’－
ジアミノビフェニル、４，４’－（ｐ－フェニレンイソプロピリデン）ビスアニリン、４
，４’－（ｍ－フェニレンイソプロピリデン）ビスアニリン、２，２’－ビス［４－（４
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－アミノ－２－トリフルオロメチルフェノキシ）フェニル］ヘキサフルオロプロパン、４
，４’－ジアミノ－２，２’－ビス（トリフルオロメチル）ビフェニル、４，４’－ビス
［（４－アミノ－２－トリフルオロメチル）フェノキシ］－オクタフルオロビフェニル、
３，５－ジアミノ安息香酸、１，４－ビス－（４－アミノフェニル）－ピペラジン、及び
下記式（Ｄ－１）～式（Ｄ－５）で表される化合物等の芳香族ジアミン；
【００３４】
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【化１３】

（式（Ｄ－４）中、ｙは２～１２の整数である。上記式（Ｄ－５）中、ｚは繰り返し数１
～５の整数である。）
【００３５】
　１，１－メタキシリレンジアミン、１，３－プロパンジアミン、テトラメチレンジアミ
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ン、ペンタメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、ヘプタメチレンジアミン、オク
タメチレンジアミン、ノナメチレンジアミン、１，４－ジアミノシクロヘキサン、イソホ
ロンジアミン、テトラヒドロジシクロペンタジエニレンジアミン、ヘキサヒドロ－４，７
－メタノインダニレンジメチレンジアミン、トリシクロ［６．２．１．０２，７］－ウン
デシレンジメチルジアミン、４，４’－メチレンビス（シクロヘキシルアミン）、１，３
－ビス（アミノメチル）シクロヘキサン及び１，４－ビス（アミノメチル）シクロヘキサ
ン等の脂肪族ジアミン及び脂環式ジアミン；
　２，３－ジアミノピリジン、２，６－ジアミノピリジン、３，４－ジアミノピリジン、
２，４－ジアミノピリミジン、５，６－ジアミノ－２，３－ジシアノピラジン、５，６－
ジアミノ－２，４－ジヒドロキシピリミジン、２，４－ジアミノ－６－ジメチルアミノ－
１，３，５－トリアジン、１，４－ビス（３－アミノプロピル）ピペラジン、２，４－ジ
アミノ－６－イソプロポキシ－１，３，５－トリアジン、２，４－ジアミノ－６－メトキ
シ－１，３，５－トリアジン、２，４－ジアミノ－６－フェニル－１，３，５－トリアジ
ン、２，４－ジアミノ－６－メチル－ｓ－トリアジン、２，４－ジアミノ－１，３，５－
トリアジン、４，６－ジアミノ－２－ビニル－ｓ－トリアジン、２，４－ジアミノ－５－
フェニルチアゾール、２，６－ジアミノプリン、５，６－ジアミノ－１，３－ジメチルウ
ラシル、３，５－ジアミノ－１，２，４－トリアゾール、６，９－ジアミノ－２－エトキ
シアクリジンラクテート、３，８－ジアミノ－６－フェニルフェナントリジン、１，４－
ジアミノピペラジン、３，６－ジアミノアクリジン、ビス（４－アミノフェニル）フェニ
ルアミン、３，６－ジアミノカルバゾール、Ｎ－メチル－３，６－ジアミノカルバゾール
、Ｎ－エチル－３，６－ジアミノカルバゾール、Ｎ－フェニル－３，６－ジアミノカルバ
ゾール、Ｎ，Ｎ’－ビス（４－アミノフェニル）－ベンジジン、Ｎ，Ｎ’－ビス（４－ア
ミノフェニル）－Ｎ，Ｎ’－ジメチル－ベンジジン、下記式（Ｄ－６）で表される化合物
及び下記式（Ｄ－７）で表される化合物等の分子内に２つの１級アミノ基及びこの１級ア
ミノ基以外の窒素原子を有するジアミン；
【００３６】
【化１４】

（式（Ｄ－６）中、Ｒ５はピリジン、ピリミジン、トリアジン、ピペリジン及びピペラジ
ンからなる群より選択される窒素原子を含む環構造を有する１価の有機基である。Ｘ１は
２価の有機基である。Ｒ６は炭素数１～４のアルキル基である。ａ１は０～３の整数であ
る。）
【００３７】

【化１５】

（式（Ｄ－７）中、Ｒ７はピリジン、ピリミジン、トリアジン、ピペリジン及びピペラジ
ンからなる群より選択される窒素原子を含む環構造を有する２価の有機基である。Ｘ２は
それぞれ独立して、２価の有機基である。Ｒ８はそれぞれ独立して、炭素数１～４のアル
キル基である。ａ２はそれぞれ独立して、０～４の整数である。）
【００３８】
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　下記式（Ｄ－８）で表される化合物等の置換フェニレンジアミン；
【００３９】
【化１６】

（式（Ｄ－８）中、Ｒ９は－Ｏ－、－ＣＯＯ－＊、－ＯＣＯ－＊、－ＮＨＣＯ－＊、－Ｃ
ＯＮＨ－＊又はＣＯ－である。但し、＊を付した結合手がＲ１０と結合する。Ｒ１０はス
テロイド骨格、トリフルオロメチルフェニル基、トリフルオロメトキシフェニル基及びフ
ルオロフェニル基からなる群より選択される骨格若しくは基を有する１価の有機基又は炭
素数６～３０のアルキル基である。Ｒ１１は炭素数１～４のアルキル基である。ａ３は０
～３の整数である。）
【００４０】
　下記式（Ｄ－９）で表される化合物等のジアミノオルガノシロキサン等が挙げられる。
これらは単独で又は２種以上組合せて使用できる。
【００４１】
【化１７】

（式（Ｄ－９）中、Ｒ１２はそれぞれ独立して、炭素数１～１２の炭化水素基である。ｐ
はそれぞれ独立して、１～３の整数である。ｑは１～２０の整数である。）
【００４２】
　上記芳香族ジアミンのベンゼン環は、１又は２以上の炭素数１～４のアルキル基（好ま
しくはメチル基）で置換されていてもよい。上記式（Ｄ－６）、（Ｄ－７）及び（Ｄ－８
）におけるＲ６、Ｒ８及びＲ１１としては、それぞれメチル基が好ましい。ａ１、ａ２及
びａ３としては、それぞれ０又は１が好ましく、０がより好ましい。
【００４３】
　上記式（Ｄ－８）におけるＲ１０のステロイド骨格を有する１価の有機基としては、炭
素数１７～５１のものが好ましく、炭素数１７～３０のものがより好ましい。かかるステ
ロイド骨格を有するＲ１０としては、例えばコレスタン－３－イル基、コレスタ－５－エ
ン－３－イル基、コレスタ－２４－エン－３－イル基、コレスタ－５，２４－ジエン－３
－イル基、ラノスタン－３－イル基等が挙げられる。
【００４４】
　上記式（Ｄ－６）及び式（Ｄ－７）で表される化合物としては、例えば下記式（Ｄ－６
－１）、（Ｄ－７－１）で表される化合物が挙げられる。
【００４５】
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【００４６】
　上記式（Ｄ－８）で表される化合物としては、例えばドデカノキシ－２，４－ジアミノ
ベンゼン、ペンタデカノキシ－２，４－ジアミノベンゼン、ヘキサデカノキシ－２，４－
ジアミノベンゼン、オクタデカノキシ－２，５－ジアミノベンゼン、ドデカノキシ－２，
５－ジアミノベンゼン、ペンタデカノキシ－２，５－ジアミノベンゼン、ヘキサデカノキ
シ－２，５－ジアミノベンゼン、オクタデカノキシ－２，５－ジアミノベンゼン及び下記
式（Ｄ－８－１）～式（Ｄ－８－９）で表される化合物が挙げられる。
【００４７】
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【化１９】
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【化２０】

【００４８】
　こられのジアミンのうち、ｐ－フェニレンジアミン、４，４’－ジアミノジフェニルメ
タン、４，４’－ジアミノジフェニルスルフィド、１，５－ジアミノナフタレン、２，２
’－ジメチル－４，４’－ジアミノビフェニル、２，２’－ジトリフルオロメチル－４，
４’－ジアミノビフェニル、２，７－ジアミノフルオレン、４，４’－ジアミノジフェニ
ルエーテル、２，２－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］プロパン、９，９
－ビス（４－アミノフェニル）フルオレン、２，２－ビス［４－（４－アミノフェノキシ
）フェニル］ヘキサフルオロプロパン、２，２－ビス（４－アミノフェニル）ヘキサフル
オロプロパン、４，４’－（ｐ－フェニレンジイソプロピリデン）ビスアニリン、４，４
’－（ｍ－フェニレンジイソプロピリデン）ビスアニリン、１，４－ビス（４－アミノフ
ェノキシ）ベンゼン、４，４’－ビス（４－アミノフェノキシ）ビフェニル、１，４－ジ
アミノシクロヘキサン、４，４’－メチレンビス（シクロヘキシルアミン）、１，３－ビ
ス（アミノメチル）シクロヘキサン、３，５－ジアミノ安息香酸、１，４－ビス－（４－
アミノフェニル）－ピペラジン、上記式（Ｄ－１）～（Ｄ－５）のそれぞれで表される化
合物、２，６－ジアミノピリジン、３，４－ジアミノピリジン、２，４－ジアミノピリミ
ジン、３，６－ジアミノアクリジン、３，６－ジアミノカルバゾール、Ｎ－メチル－３，
６－ジアミノカルバゾール、Ｎ－エチル－３，６－ジアミノカルバゾール、Ｎ－フェニル
－３，６－ジアミノカルバゾール、Ｎ，Ｎ’－ビス（４－アミノフェニル）－ベンジジン
、Ｎ，Ｎ’－ビス（４－アミノフェニル）－Ｎ，Ｎ’－ジメチルベンジジン、上記式（Ｄ
－６－１）で表される化合物、上記式（Ｄ－７－１）で表される化合物及び１，３－ビス
（３－アミノプロピル）－テトラメチルジシロキサンからなる群より選択される少なくと
も一種（以下、「特定ジアミン（１）」と称することがある）と、上記式（Ｄ－８）で表
される化合物からなる群より選択される少なくとも一種（以下、「特定ジアミン（２）」
と称することがある）を含むものが好ましい。
【００４９】
　特定ジアミン（１）としては、ｐ－フェニレンジアミン、４，４’－ジアミノジフェニ
ルメタン、２，２’－ジメチル－４，４’－ジアミノビフェニル、２，２’－ジトリフル
オロメチル－４，４’－ジアミノビフェニル、２，７－ジアミノフルオレン、４，４’－
ジアミノジフェニルエーテル、２，２－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］
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プロパン、２，２－ビス（４－アミノフェニル）ヘキサフルオロプロパン、１，４－ビス
（４－アミノフェノキシ）ベンゼン、４，４’－ビス（４－アミノフェノキシ）ビフェニ
ル、１，４－ジアミノシクロヘキサン、４，４’－メチレンビス（シクロヘキシルアミン
）、１，３－ビス（アミノメチル）シクロヘキサン、上記式（Ｄ－１）～（Ｄ－３）で表
される化合物、２，６－ジアミノピリジン、３，６－ジアミノカルバゾール、Ｎ－メチル
－３，６－ジアミノカルバゾール、Ｎ，Ｎ’－ビス（４－アミノフェニル）－ベンジジン
、Ｎ，Ｎ’－ビス（４－アミノフェニル）－Ｎ，Ｎ’－ジメチルベンジジン、３，５－ジ
アミノ安息香酸、１，４－ビス－（４－アミノフェニル）－ピペラジン及び１，３－ビス
（３－アミノプロピル）－テトラメチルジシロキサンからなる群より選択される少なくと
も一種が好ましい。
【００５０】
　特定ジアミン（２）としては、上記式（Ｄ－８－１）、式（Ｄ－８－３）、式（Ｄ－８
－４）、式（Ｄ－８－７）及び式（Ｄ－８－８）で表される化合物からなる群より選択さ
れる少なくとも一種が好ましい。
【００５１】
　当該液晶配向剤におけるポリアミック酸を合成する際に用いられる上記特定ジアミン（
１）の使用量としては、全ジアミンに対して、１０モル％以上が好ましく、２０モル％以
上がより好ましく、４０モル％以上が特に好ましい。また、上記特定ジアミン（２）の使
用量としては、全ジアミンに対して、１モル％～６０モル％が好ましく、５モル％～５０
モル％がより好ましく、８モル％～４０モル％が特に好ましい。
【００５２】
［ポリアミック酸の合成］
　当該液晶配向剤におけるポリアミック酸は、上記テトラカルボン酸二無水物とジアミン
とを反応させることにより得られる。ポリアミック酸の合成反応に供されるテトラカルボ
ン酸二無水物とジアミンの使用割合としては、ジアミンに含まれるアミノ基１当量に対し
て、テトラカルボン酸二無水物の酸無水物基が０．５当量～２当量が好ましく、０．７当
量～１．２当量がより好ましい。
【００５３】
　ポリアミック酸の合成反応は、好ましくは有機溶媒中において実施され、反応温度とし
ては、－２０℃～１５０℃が好ましく、０℃～１００℃がより好ましい。反応時間として
は、０．２時間～１２０時間が好ましく、０．５時間～７２時間がより好ましい。有機溶
媒としては、合成されるポリアミック酸を溶解できるものであれば特に制限されず、例え
ばＮ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホル
ムアミド、ジメチルスルホキシド、γ－ブチロラクトン、テトラメチル尿素、ヘキサメチ
ルホスホルトリアミド等の非プロトン系極性溶媒；ｍ－クレゾール、キシレノール、フェ
ノール、ハロゲン化フェノール等のフェノール系溶媒が挙げられる。有機溶媒の使用量と
しては（ａは有機溶媒と後述する貧溶媒とを併用する場合には、それらの合計量をいう）
、テトラカルボン酸二無水物及びジアミンの合計量ｂが、反応溶液の全量（ａ＋ｂ）に対
して０．１質量％～３０質量％になるような量が好ましい。
【００５４】
　上記有機溶媒には、ポリアミック酸の貧溶媒であるとされているアルコール、ケトン、
エステル、エーテル、ハロゲン化炭化水素、炭化水素等を、生成するポリアミック酸が析
出しない範囲で併用できる。貧溶媒としては、例えばメタノール、エタノール、イソプロ
パノール、シクロヘキサノール、エチレングリコール、プロピレングリコール、１，４－
ブタンジオール、トリエチレングリコール、乳酸エチル、乳酸ブチル、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、酢酸メチル、酢酸エチル、
酢酸ブチル、メチルメトキシプロピオネ－ト、エチルエトキシプロピオネ－ト、シュウ酸
ジエチル、マロン酸ジエチル、ジエチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテ
ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノ－ｎ－プロピルエ
ーテル、エチレングリコールモノ－ｉ－プロピルエーテル、エチレングリコールモノ－ｎ
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－ブチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールエチルエ
ーテルアセテート、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエ
チルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエ
チルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ジエチレングリコ
ールモノエチルエーテルアセテート、テトラヒドロフラン、ジクロロメタン、１，２－ジ
クロロエタン、１，４－ジクロロブタン、トリクロロエタン、クロルベンゼン、ｏ－ジク
ロルベンゼン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ベンゼン、トルエン、キシレン、ジイソ
ブチルケトン、イソアミルプロピオネート、イソアミルイソブチレート、ジイソペンチル
エーテル等が挙げられる。
【００５５】
　ポリアミック酸を合成するに際して有機溶媒と上記の如き貧溶媒とを併用する場合、貧
溶媒の使用割合としては、有機溶媒と貧溶媒との合計に対して、２５質量％以下が好まし
く、１０質量％以下がより好ましい。
【００５６】
　以上のようにして、ポリアミック酸を溶解してなる反応溶液が得られる。この反応溶液
はそのまま液晶配向剤の調製に供してもよく、反応溶液中に含まれるポリアミック酸を単
離したうえで液晶配向剤の調製に供してもよく、又は単離したポリアミック酸を精製した
うえで液晶配向剤の調製に供してもよい。ポリアミック酸を脱水閉環してポリイミドとす
る場合には、上記反応溶液をそのまま脱水閉環反応に供してもよく、反応溶液中に含まれ
るポリアミック酸を単離したうえで脱水閉環反応に供してもよく、又は単離したポリアミ
ック酸を精製したうえで脱水閉環反応に供してもよい。ポリアミック酸の単離は、上記反
応溶液を大量の貧溶媒中に注いで析出物を得、この析出物を減圧下乾燥する方法、又は反
応溶液中の有機溶媒をエバポレーターで減圧留去する方法により行われる。また、このポ
リアミック酸を再び有機溶媒に溶解し、次いで貧溶媒で析出させる方法、又はエバポレー
ターで減圧留去する工程を１回又は数回行う方法によりポリアミック酸を精製できる。
【００５７】
［ポリイミドの合成］
　当該液晶配向剤に含有できるポリイミドは、テトラカルボン酸二無水物及びジアミンを
反応させることにより得られるポリアミック酸を脱水閉環してイミド化することにより得
られる。
【００５８】
　ポリイミドの合成に用いられるテトラカルボン酸二無水物及びジアミンとしては、ポリ
アミック酸の合成に用いられるテトラカルボン酸二無水物及びジアミンと同様の化合物が
挙げられる。ジアミンとしては、上記特定ジアミン（１）を含むものが好ましく、ｐ－フ
ェニレンジアミン、４，４’－ジアミノジフェニルメタン、３，５－ジアミノ安息香酸、
１，４－ビス－（４－アミノフェニル）－ピペラジン、２，２’－ジメチル－４，４’－
ジアミノビフェニル、１，３－ビス（アミノメチル）シクロヘキサン及び１，３－ビス（
３－アミノプロピル）－テトラメチルジシロキサンからなる群より選択される少なくとも
一種（以下、「特定ジアミン（１’）」と称することがある）と、上記式（Ｄ－８）で表
される化合物（以下、「特定ジアミン（２’）」と称することがある）とを含むものがよ
り好ましい。
【００５９】
　上記特定ジアミン（１’）の使用量としては、全ジアミンに対して、１０モル％以上が
好ましく、２０モル％がより好ましく、４０モル％以上が特に好ましい。また、上記特定
ジアミン（２’）の使用量としては、全ジアミンに対して、１モル％～６０モル％が好ま
しく、５モル％～５０モル％がより好ましく、８モル％～４０モル％が特に好ましい。
【００６０】
　上記ポリイミドは、原料であるポリアミック酸が有していたアミック酸構造のすべてを
脱水閉環した完全イミド化物であってもよく、アミック酸構造の一部のみを脱水閉環し、
アミック酸構造とイミド環構造とが併存する部分イミド化物であってもよい。当該液晶配
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向剤におけるポリイミドのイミド化率としては、２０％以上が好ましく、３５％～９９％
がより好ましく、４５％～９５％が特に好ましい。上記イミド化率は、ポリイミドのアミ
ック酸構造の数とイミド環構造の数との合計に対するイミド環構造の数の占める割合を百
分率で表したものである。このとき、イミド環の一部がイソイミド環であってもよい。イ
ミド化率は、ポリイミドの１Ｈ－ＮＭＲにより知ることができる。なお、本明細書におけ
るイミド化率は、ポリイミドを室温で十分に減圧乾燥した後、重水素化ジメチルスルホキ
シドに溶解し、テトラメチルシランを基準物質として室温で測定した１Ｈ－ＮＭＲから、
下記数式（１）により求めた。
　　イミド化率（％）＝｛１－（Ａ１／Ａ２）×α｝×１００　　　（１）
【００６１】
　上記数式（１）中、Ａ１は化学シフト１０ｐｐｍ付近に現れるＮＨ基のプロトン由来の
ピーク面積であり、Ａ２はその他のプロトン由来のピーク面積であり、αはポリイミドの
前駆体（ポリアミック酸）におけるＮＨ基のプロトン１個に対するその他のプロトンの個
数割合である。
【００６２】
　上記ポリイミドを合成するためのポリアミック酸の脱水閉環は、（ｉ）ポリアミック酸
を加熱する方法により、又は（ｉｉ）ポリアミック酸を有機溶媒に溶解し、この溶液中に
脱水剤及び脱水閉環触媒を添加し必要に応じて加熱する方法により行われる。
【００６３】
　（ｉ）の方法における反応温度としては、５０℃～２００℃が好ましく、６０℃～１７
０℃がより好ましい。反応温度が５０℃未満では脱水閉環反応が十分に進行せず、反応温
度が２００℃を超えると得られるポリイミドの分子量が低下することがある。反応時間と
しては、０．５時間～１６８時間が好ましく、０．５時間～７２時間がより好ましい。
【００６４】
　（ｉｉ）の方法において、脱水剤としては、例えば無水酢酸、無水プロピオン酸、無水
トリフルオロ酢酸等の酸無水物等が挙げられる。脱水剤の使用量としては、ポリアミック
酸の繰り返し単位１モルに対して０．０１モル～２０モルが好ましい。
【００６５】
　脱水閉環触媒としては、例えばピリジン、コリジン、ルチジン、トリエチルアミン等の
３級アミンが挙げられる。脱水閉環触媒の使用量としては、使用する脱水剤１モルに対し
て０．０１モル～１０モルが好ましい。脱水閉環反応に用いられる有機溶媒としては、ポ
リアミック酸の合成に用いられるものとして例示した有機溶媒が挙げられる。脱水閉環反
応の反応温度としては、０℃～１８０℃が好ましく、１０℃～１５０℃がより好ましい。
反応時間としては、０．５時間～１６８時間が好ましく、０．５時間～７２時間がより好
ましい。
【００６６】
　（ｉ）の方法において得られるポリイミドは、これをそのまま液晶配向剤の調製に供し
てもよく、又は得られるポリイミドを精製したうえで液晶配向剤の調製に供してもよい。
一方、上記方法（ｉｉ）においてはポリイミドを含有する反応溶液が得られる。この反応
溶液は、これをそのまま液晶配向剤の調製に供してもよく、反応溶液から脱水剤及び脱水
閉環触媒を除いたうえで液晶配向剤の調製に供してもよく、ポリイミドを単離したうえで
液晶配向剤の調製に供してもよく、又は単離したポリイミドを精製したうえで液晶配向剤
の調製に供してもよい。反応溶液から脱水剤及び脱水閉環触媒を除くには、例えば溶媒置
換等の方法を適用できる。ポリイミドの単離、精製は、ポリアミック酸の単離、精製方法
として上記したのと同様の操作により行われる。
【００６７】
　当該液晶配向剤が含有できるポリアミック酸又はポリイミドは、分子量が調節された末
端修飾型の重合体であってもよい。末端修飾型の重合体を用いることにより、本発明の効
果が損なわれることなく液晶配向剤の塗布特性等をさらに改善できる。このような末端修
飾型の重合体は、ポリアミック酸を合成する際に、分子量調節剤を重合反応系に添加する
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ことにより行われ。分子量調節剤としては、例えば酸一無水物、モノアミン化合物、モノ
イソシアネート化合物等が挙げられる。
【００６８】
　上記酸一無水物としては、例えば無水マレイン酸、無水フタル酸、無水イタコン酸、ｎ
－デシルサクシニック酸無水物、ｎ－ドデシルサクシニック酸無水物、ｎ－テトラデシル
サクシニック酸無水物、ｎ－ヘキサデシルサクシニック酸無水物等が挙げられる。
【００６９】
　上記モノアミン化合物としては、例えばアニリン、シクロヘキシルアミン、ｎ－ブチル
アミン、ｎ－ペンチルアミン、ｎ－ヘキシルアミン、ｎ－ヘプチルアミン、ｎ－オクチル
アミン、ｎ－ノニルアミン、ｎ－デシルアミン、ｎ－ウンデシルアミン、ｎ－ドデシルア
ミン、ｎ－トリデシルアミン、ｎ－テトラデシルアミン、ｎ－ペンタデシルアミン、ｎ－
ヘキサデシルアミン、ｎ－ヘプタデシルアミン、ｎ－オクタデシルアミン、ｎ－エイコシ
ルアミン等が挙げられる。
【００７０】
　上記モノイソシアネート化合物としては、例えばフェニルイソシアネート、ナフチルイ
ソシアネート等が挙げられる。
【００７１】
　分子量調節剤の使用割合としては、ポリアミック酸を合成する際に使用するテトラカル
ボン酸二無水物及びジアミンの合計１００質量部に対して１０質量部以下が好ましく、６
質量部以下がより好ましい。
【００７２】
　以上のようにして得られるポリアミック酸又はポリイミドは、濃度１０質量％の溶液と
したときに、２０ｍＰａ・ｓ～８００ｍＰａ・ｓの溶液粘度であることが好ましく、３０
ｍＰａ・ｓ～５００ｍＰａ・ｓの溶液粘度であることがより好ましい。なお、本明細書に
おける重合体の溶液粘度（ｍＰａ・ｓ）は、当該重合体の良溶媒（例えばγ－ブチロラク
トン、Ｎ－メチル－２－ピロリドン等）を用いて調製した濃度１０質量％の重合体溶液に
つき、Ｅ型回転粘度計を用いて２５℃において測定した値である。
【００７３】
＜［Ｂ］化合物＞
　当該液晶配向剤における［Ｂ］化合物は、上記式（１）で表される化合物である。［Ｂ
］化合物は、（ｂ１）化合物１モル部と、（ｂ２）化合物１～（ｎ－１）モル部（但しｎ
は（ｂ１）化合物の有する－ＣＨ２ＯＱの個数である）とを反応させて得られることが好
ましい。以下、（ｂ１）化合物及び（ｂ２）化合物について詳述する。
【００７４】
［（ｂ１）化合物］
　上記式（１ｘ）におけるＲｘとしては、炭素数２～５のアルコキシメチル基が好ましく
、メトキシメチル基、エトキシメチル基、ブトキシメチル基がより好ましく、メトキシメ
チル基が特に好ましい。
【００７５】
　（ｂ１）化合物としては、例えばＮ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’，Ｎ’’，Ｎ’’－ヘキサ（アル
コキシメチル）メラミン等のアルコキシメチル化メラミンが挙げられる。市販品としては
、サイメル３００、サイメル３０１、サイメル３０３、サイメル３５０、サイメル３７０
、サイメル３２５、サイメル３２７、サイメル７０３、サイメル７１２、マイコート７１
５、サイメル７０１、サイメル２８５、サイメル２３２、サイメル２３５、サイメル２３
６、サイメル２３８、サイメル２１１、サイメル２５４、マイコート２１２、サイメル２
０２、マイコート５０８（ＭＩＴＳＵ－ＣＹＴＥＣ，ＬＴＤ社）等が挙げられる。
【００７６】
［（ｂ２）化合物］
　上記式（２）のＱにおけるＲＩが示す炭素数４～４０のアルキル基としては、炭素数５
～２４のアルキル基が好ましく、例えばペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、デシル基
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、ドデシル基、ヘキサデシル基、ステアリル基等が挙げられ（但し、ｎ２及びｎ４が０の
場合におけるＲＩ示す炭素数７～４０のアルキル基としては、炭素数８～２４のアルキル
基が好ましく、例えばオクチル基、デシル基、ドデシル基、ヘキサデシル基、ステアリル
基等が挙げられ）；
　炭素数１～４０のフルオロアルキル基としては、炭素数４～２０のフルオロアルキル基
が好ましく、例えばトリフルオロメチルプロピル基、トリフルオロメチルブチル基、トリ
フルオロメチルヘキシル基、トリフルオロメチルデシル基、ペンタフルオロエチルプロピ
ル基、ペンタフルオロエチルブチル基、ペンタフルオロエチルオクチル基等挙げられ；
　ステロイド骨格を有する１７～５１の炭化水素基としては、例えば下記式（ＲＩ－１）
～式（ＲＩ－３）で表される基等が挙げられる。
【００７７】
【化２１】

【００７８】
　上記式（ＲＩ－１）～式（ＲＩ－３）中、但し、＊を付した結合手がＺＩ側である。
【００７９】
　上記式（２）のＱにおけるＲＩＩが示すシクロへキシレン基及びフェニレン基としては
、１，４－シクロへキシレン基及び１，４－フェニレン基が好ましい。上記式（２）にお
いて－（ＲＩＩ）ｎ１－で表される２価の基としては、ｎ１が１である場合は、１，４－
フェニレン基、１，２－シクロへキシレン基等が好ましい。ｎ１が２である場合は、４，
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【００８０】
【化２２】

（式中、＊を付した結合手がＲＩ側である。）
【００８１】
　ｎ１が３である場合は、下記式で表される基が好ましい。
【００８２】
【化２３】

（式中、＊を付した結合手がＲＩ側である。）
【００８３】
　上記式（２ａ）におけるｎ３は、２であることが好ましい。（ｂ２）化合物としては、
例えば１－ペンタノール、１－ヘキサノール、１－オクタノール、１－ドデカノール、ス
テアリルアルコール、４－ドデシルフェノール、４－ヘキシルオキシフェノール、４－オ
クチルオキシフェノール、４－デシルオキシフェノール、４－ドデシルオキシフェノール
、４－オクタデシルオキシフェノール、４－トリフルオロメチルフェノール、４－トリフ
ルオロメトキシフェノール、４－トリフルオロメチルプロピルオキシフェノール、４－ト
リフルオロメチルブチルオキシフェノール、４－ヘキサフルオロプロピルオキシフェノー
ル、及び下記式（ｂ２－１）～式（ｂ２－６）で表される化合物等が挙げられる。
【００８４】
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【化２４】

（式（ｂ２－２）、式（ｂ２－４）～式（ｂ２－６）中、ＲＩは式（２ａ）と同義である
。）
【００８５】
　上記反応に使用することのできる有機溶媒としては上記のポリアミック酸の合成に用い
られるものとして例示した有機溶媒が挙げられる。これらのうち非プロトン性有機溶媒が
好ましく、例えばＮ－メチル－２－ピロリドン、アセトニトリル、ジメチルスルホキシド
、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ’－ジメチル
イミダゾリジノン、ジメチルスルホキシド、γ－ブチロラクトン、テトラメチル尿素、ヘ
キサメチルホスホルトリアミド、テトラヒドロフラン等が挙げられる。有機溶媒の使用割
合としては、反応溶液中における（ｂ１）化合物及び（ｂ２）化合物の合計質量の割合が
１質量％以上となる割合が好ましく、５質量％～５０質量％となる割合がより好ましい。
【００８６】
　反応温度としては、２０℃～２５０℃が好ましく、５０℃～１８０℃がより好ましい。



(28) JP 5556396 B2 2014.7.23

10

20

30

40

50

反応時間としては、０．１時間～７２時間が好ましく、０．５時間～４８時間がより好ま
しい。
【００８７】
　得られた［Ｂ］化合物を含有する溶液は、そのまま当該液晶配向剤の調製に供してもよ
く、あるいは反応溶液から［Ｂ］化合物を単離・精製したうえで当該液晶配向剤の調製に
供してもよい。反応溶液から［Ｂ］化合物を単離・精製する方法としては、例えば液－液
抽出法、カラムクロマトグラフィー、蒸留法、再結晶等が挙げられる。
【００８８】
　本発明における好ましい［Ｂ］化合物としては、（ｂ１）化合物の有している－ＣＨ２

ＯＱの一部が、（ｂ２）化合物と反応し、（ｂ１）化合物に由来する－ＣＨ２ＯＱと、（
ｂ２）化合物に由来する基ＲＩとを有する。この［Ｂ］化合物を当該液晶配向剤が含有す
ることにより、液晶配向剤の印刷性を損なわずに垂直配向性に優れる液晶配向膜を形成で
きる。
【００８９】
　［Ｂ］化合物としては、上記Ｑが、上記式（２ａ－１）～（２ａ－５）で表される化合
物であることがより好ましい。
【００９０】
　当該液晶配向剤における［Ｂ］化合物の使用割合としては、［Ａ］重合体１００質量部
に対して、０．１質量部～１００質量部が好ましく、０．５質量部～５０質量部がより好
ましく、１質量部～３０質量部が特に好ましい。
【００９１】
＜任意成分＞
　当該液晶配向剤は、上記［Ａ］重合体及び［Ｂ］化合物を含有し、必要に応じて［Ｃ］
分子内に少なくとも一つのエポキシ基を有する化合物（以下、「［Ｃ］エポキシ化合物」
と称することがある）、［Ｄ］官能性シラン化合物、［Ｅ］多官能（メタ）アクリレート
、［Ｆ］メラミン化合物（但し、［Ｂ］化合物を除く）等の任意成分を含有できる。以下
、各成分を詳述する。
【００９２】
［［Ｃ］エポキシ化合物］
　上記［Ｃ］エポキシ化合物は、形成される液晶配向膜の基板表面に対する接着性をより
向上する観点から使用できる。好ましい［Ｃ］エポキシ化合物としては、例えば、エチレ
ングリコールジグリシジルエーテル、１，６－ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、
グリセリンジグリシジルエーテル、１，３，５，６－テトラグリシジル－２，４－ヘキサ
ンジオール、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラグリシジル－ｍ－キシレンジアミン、１，３－
ビス（Ｎ，Ｎ－ジグリシジルアミノメチル）シクロヘキサン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テト
ラグリシジル－４，４’－ジアミノジフェニルメタン、Ｎ，Ｎ－ジグリシジル－ベンジル
アミン、Ｎ，Ｎ－ジグリシジル－アミノメチルシクロヘキサン等が挙げられる。［Ｃ］エ
ポキシ化合物の配合割合としては、［Ａ］重合体１００質量部に対して、３０質量部以下
が好ましく、０．１質量部～２５質量部がより好ましい。
【００９３】
［［Ｄ］官能性シラン化合物］
　上記［Ｄ］官能性シラン化合物は、当該液晶配向剤の印刷性をより向上する観点から使
用できる。［Ｄ］官能性シラン化合物としては、例えば３－アミノプロピルトリメトキシ
シラン、３－アミノプロピルトリエトキシシラン、２－アミノプロピルトリメトキシシラ
ン、２－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－（２－アミノエチル）－３－アミノプ
ロピルトリメトキシシラン、Ｎ－（２－アミノエチル）－３－アミノプロピルメチルジメ
トキシシラン、３－ウレイドプロピルトリメトキシシラン、３－ウレイドプロピルトリエ
トキシシラン、Ｎ－エトキシカルボニル－３－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－
エトキシカルボニル－３－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－トリエトキシシリル
プロピルトリエチレントリアミン、Ｎ－トリメトキシシリルプロピルトリエチレントリア



(29) JP 5556396 B2 2014.7.23

10

20

30

40

50

ミン、１０－トリメトキシシリル－１，４，７－トリアザデカン、１０－トリエトキシシ
リル－１，４，７－トリアザデカン、９－トリメトキシシリル－３，６－ジアザノニルア
セテート、９－トリエトキシシリル－３，６－ジアザノニルアセテート、Ｎ－ベンジル－
３－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－ベンジル－３－アミノプロピルトリエトキ
シシラン、Ｎ－フェニル－３－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－フェニル－３－
アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－ビス（オキシエチレン）－３－アミノプロピル
トリメトキシシラン、Ｎ－ビス（オキシエチレン）－３－アミノプロピルトリエトキシシ
ラン等が挙げられる。［Ｄ］官能性シラン化合物の使用割合としては、［Ａ］重合体１０
０質量部に対して、２質量部以下が好ましく、１質量部以下がより好ましい。
【００９４】
［［Ｅ］多官能（メタ）アクリレート］
　上記［Ｅ］多官能（メタ）アクリレートは、当該液晶配向剤の耐候性をより向上する観
点から使用できる。［Ｅ］多官能（メタ）アクリレートとしては、例えばエチレングリコ
ールジアクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、１，６－ヘキサンジオール
ジアクリレート、１，６－ヘキサンジオールジメタクリレート、１，９－ノナンジオール
ジアクリレート、１，９－ノナンジオールジメタクリレート、テトラエチレングリコール
ジアクリレート、テトラエチレングリコールジメタクリレート、ポリプロピレングリコー
ルジアクリレート、ポリプロピレングリコールジメタクリレート、ビスフェノキシエタノ
ールフルオレンジアクリレート、ビスフェノキシエタノールフルオレンジメタクリレート
、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレー
ト、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールトリメタクリレート
、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ペンタエリスリトールテトラメタクリレー
ト、ジペンタエリスリトールペンタアクリレート、ジペンタエリスリトールペンタメタク
リレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ
メタクリレート、トリ（２－アクリロイルオキシエチル）フォスフェート、トリ（２－メ
タクリロイルオキシエチル）フォスフェート等が挙げられる。
【００９５】
　市販品としては、例えば、アロニックスＭ－２１０、同Ｍ－２４０、同Ｍ－６２００、
同Ｍ－３０９、同－４００、同－４０２、同－４０５、同－４５０、同－１３１０、同－
１６００、同－１９６０、同－７１００、同－８０３０、同－８０６０、同－８１００、
同－８５３０、同－８５６０、同－９０５０、アロニックスＴＯ－１４５０（以上、東亜
合成社）、ＫＡＹＡＲＡＤ　ＨＤＤＡ、同ＨＸ－２２０、同Ｒ－６０４、ＵＸ－２２０１
、ＵＸ－２３０１、ＵＸ－３２０４、ＵＸ－３３０１、ＵＸ－４１０１、ＵＸ－６１０１
、ＵＸ－７１０１、ＵＸ－８１０１，ＭＵ－２１００、ＭＵ－４００１、ＫＡＹＡＲＡＤ
　ＴＭＰＴＡ、同ＤＰＨＡ、同ＤＰＣＡ－２０、同ＤＰＣＡ－３０、同ＤＰＣＡ－６０、
同ＤＰＣＡ－１２０、同ＭＡＸ－３５１０（以上、日本化薬社）、ビスコート２６０、同
３１２、同３３５ＨＰ、同２９５、同３００、同３６０、同ＧＰＴ、同３ＰＡ、同４００
（以上、大阪有機化学工業社）、ニューフロンティア　Ｒ－１１５０（以上、第一工業製
薬社）、ＫＡＹＡＲＡＤ　ＤＰＨＡ－４０Ｈ（以上、日本化薬社）等が挙げられる。
【００９６】
　［Ｅ］多官能（メタ）アクリレートの使用割合としては、［Ａ］重合体１００質量部に
対して、１００質量部以下が好ましく、５０質量部以下がより好ましい。
【００９７】
［［Ｆ］メラミン化合物］
　上記［Ｆ］メラミン化合物は、当該液晶配向剤の耐候性をより向上する観点から使用で
きる。［Ｆ］メラミン化合物としては、例えば、上記（ｂ１）化合物が挙げられる。［Ｆ
］メラミン化合物の使用割合としては、［Ａ］重合体１００質量部に対して、１００質量
部以下が好ましく、５０質量部以下がより好ましい。
【００９８】
＜液晶配向剤の調製方法＞
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　当該液晶配向剤は、上記［Ａ］重合体、［Ｂ］化合物、及び必要に応じて任意成分を、
好ましくは有機溶媒に溶解された溶液状の組成物として調製される。
【００９９】
　有機溶媒としては、ポリアミック酸の合成反応に用いられるものとして例示した溶媒が
挙げられる。また、ポリアミック酸の合成反応の際に併用できるものとして例示した貧溶
媒も適宜選択して併用できる。好ましい有機溶媒としては、Ｎ－メチル－２－ピロリドン
、γ－ブチロラクトン、γ－ブチロラクタム、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－
ジメチルアセトアミド、４－ヒドロキシ－４－メチル－２－ペンタノン、乳酸ブチル、酢
酸ブチル、メチルメトキシプロピオネ－ト、エチルエトキシプロピオネ－ト、エチレング
リコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコ
ールモノ－ｎ－プロピルエーテル、エチレングリコールモノ－ｉ－プロピルエーテル、エ
チレングリコールモノ－ｎ－ブチルエーテル（ブチルセロソルブ）、エチレングリコール
ジメチルエーテル、エチレングリコールエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコー
ルジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールモ
ノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモ
ノメチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジ
イソブチルケトン、イソアミルプロピオネート、イソアミルイソブチレート、ジイソペン
チルエーテルが挙げられる。これらは単独で又は２種以上組合せて使用できる。より好ま
しい溶媒組成としては、上記溶媒を組み合わせて得られる組成であって、液晶配向剤中で
［Ａ］重合体、［Ｂ］化合物、及び任意成分が析出せず、かつ液晶配向剤の表面張力が２
５ｍＮ／ｍ～４０ｍＮ／ｍの範囲となる組成である。
【０１００】
　当該液晶配向剤の固形分濃度（液晶配向剤のうち有機溶媒を除いた成分の合計質量が液
晶配向剤の全質量に占める割合）は、粘性、揮発性等を考慮して適宜に選択されるが、好
ましくは１質量％～１０質量％である。当該液晶配向剤を基板表面に塗布し、有機溶媒を
除去することにより液晶配向膜となる塗膜を形成する際に、固形分濃度が１質量％未満で
ある場合には、この塗膜の膜厚が過小となって良好な液晶配向膜を得難い場合があり、一
方固形分濃度が１０質量％を超える場合には、塗膜の膜厚が過大となって同様に良好な液
晶配向膜を得難くなる場合があり、また液晶配向剤の粘性が増大して塗布特性に劣る場合
がある。
【０１０１】
　より好ましい固形分濃度範囲としては、基板に液晶配向剤を塗布する際に用いる方法に
よって異なる。例えば、スピンナー法による場合には１．５質量％～４．５質量％の範囲
が好ましい。印刷法による場合には、３質量％～９質量％の範囲とし、溶液粘度としては
１２ｍＰａ・ｓ～５０ｍＰａ・ｓの範囲とすることが好ましい。インクジェット法による
場合には、１質量％～５質量％の範囲とし、溶液粘度としては３ｍＰａ・ｓ～１５ｍＰａ
・ｓの範囲とすることが好ましい。
【０１０２】
　当該液晶配向剤を調製する際の温度としては、０℃～１００℃が好ましく、２０℃～６
０℃がより好ましい。当該液晶配向剤は、特に垂直配向型液晶表示素子に用いられる液晶
配向膜を形成するために好適に用いられる。
【０１０３】
＜液晶配向膜及びその形成方法＞
　当該液晶配向剤から形成される液晶配向膜も本発明に好適に含まれる。以下、当該液晶
配向剤を用いて液晶配向膜を形成する方法について詳述する。
【０１０４】
　本発明の液晶配向膜は、基板上に当該液晶配向剤を塗布し、次いで塗布面を加熱するこ
とにより基板上に形成される。詳細には、パターニングされた透明導電膜が設けられてい
る基板二枚を一対として、その各透明性導電膜形成面上に、本発明の液晶配向剤を、好ま
しくはロールコーター法、スピンナー法、印刷法、インクジェット法によりそれぞれ塗布
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し、次いで、各塗布面を加熱することにより塗膜を形成する。当該液晶配向剤は、印刷性
に優れているので、塗布法としては印刷法を採用することが好ましい。
【０１０５】
　基板としては、例えばフロートガラス、ソーダガラス等のガラス基材、ポリエチレンテ
レフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエーテルスルホン、ポリカーボネート
、脂環式オレフィン等のプラスチック基材を含む透明基板等が挙げられる。
【０１０６】
　基板の一面に設けられる透明導電膜としては、酸化スズ（ＳｎＯ２）からなるＮＥＳＡ
膜（米国ＰＰＧ社登録商標）、酸化インジウム－酸化スズ（Ｉｎ２Ｏ３－ＳｎＯ２）から
なるＩＴＯ膜等が挙げられる。
【０１０７】
　パターニングされた透明導電膜を得る方法としては、例えばパターンなしの透明導電膜
を形成した後フォト・エッチングによりパターンを形成する方法、透明導電膜を形成する
際に所望のパターンを有するマスクを用いる方法等が挙げられる。液晶配向剤の塗布に際
し、基板表面及び透明導電膜と塗膜との接着性をさらに良好にするために、基板表面の塗
膜を形成する面に、官能性シラン化合物、官能性チタン化合物等を予め塗布する前処理を
施しておいてもよい。
【０１０８】
　当該液晶配向剤を塗布した後、液垂れ防止等の目的で、好ましくは予備加熱（プレベー
ク）が実施される。プレベークの温度としては、３０℃～２００℃が好ましく、４０℃～
１５０℃がより好ましく、４０℃～１００℃が特に好ましい。プレベークの時間としては
０．１分～１０分が好ましく、０．５分～５分がより好ましい。
【０１０９】
　次に、溶剤を完全に除去し、必要に応じてポリアミック酸を熱イミド化することを目的
として焼成（ポストベーク）が実施される。ポストベークの温度としては、８０℃～３０
０℃が好ましく、１２０℃～２５０℃がより好ましい。ポストベークの時間としては、１
分～３００分が好ましく、２分～１２０分がより好ましい。当該液晶配向剤は塗布後に有
機溶媒を除去することによって液晶配向膜となる塗膜を形成するが、当該液晶配向剤に含
有される重合体がポリアミック酸又はイミド環構造とアミック酸構造とを併有するポリイ
ミドである場合には、塗膜形成後にさらに加熱することによって脱水閉環反応を進行させ
、よりイミド化された塗膜としてもよい。
【０１１０】
　形成される塗膜の膜厚としては、０．００１μｍ～１μｍが好ましく、０．００５μｍ
～０．５μｍがより好ましい。
【０１１１】
　このようにして形成された塗膜は、これをそのまま垂直配向型液晶表示素子用の液晶配
向膜として用いることができるが、この塗膜面に対して任意的にラビング処理を施しても
よい。ラビング処理は、塗膜面を例えばナイロン、レーヨン、コットン等の繊維からなる
布を巻き付けたロールで一定方向に擦ることにより行われる。
【０１１２】
＜液晶表示素子及びその製造方法＞
　本発明の液晶表示素子は、当該液晶配向膜を備える。本発明の液晶表示素子における好
ましい動作モードとしては垂直配向型が挙げられる。以下、本発明の液晶配向膜を備える
垂直配向型液晶表示素子を製造する方法について詳述する。
【０１１３】
　当該液晶配向膜が形成された基板を２枚準備し、対向配置した２枚の基板間に液晶を配
置することにより、液晶セルを製造する。ここで、塗膜に対してラビング処理を行った場
合には、２枚の基板は、各塗膜におけるラビング方向が互いに所定の角度、例えば直交又
は逆平行となるように対向配置される。液晶セルを製造するには、例えば以下の２つの方
法が挙げられる。
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【０１１４】
　第一の方法としては、従来から知られている方法であって、まず、それぞれの液晶配向
膜が対向するように間隙（セルギャップ）を介して２枚の基板を対向配置し、２枚の基板
の周辺部についてシール剤を用いて貼り合わせ、基板表面及びシール剤により区画された
セルギャップ内に液晶を注入充填した後、注入孔を封止することにより、液晶セルを製造
できる。
【０１１５】
　第二の方法としては、ＯＤＦ（Ｏｎｅ　Ｄｒｏｐ　Ｆｉｌｌ）方式と呼ばれる手法であ
って、液晶配向膜を形成した２枚の基板のうちの一方の基板上の所定の場所に、例えば紫
外光硬化性のシール材を塗布し、さらに液晶配向膜面上に液晶を滴下した後、液晶配向膜
が対向するように他方の基板を貼り合わせ、次いで基板の全面に紫外光を照射してシール
剤を硬化することにより、液晶セルを製造できる。
【０１１６】
　いずれの方法による場合でも、上記のようにして製造した液晶セルにつき、さらに、用
いた液晶が等方相をとる温度まで加熱した後、室温まで徐冷することにより、液晶注入時
の流動配向を除去することが望ましい。そして、液晶セルの外側表面に偏光板を貼り合わ
せることにより、当該液晶表示素子が得られる。
【０１１７】
　シール剤としては、例えば，スペーサーとしての酸化アルミニウム球及び硬化剤を含有
するエポキシ樹脂等が挙げられる。
【０１１８】
　液晶としては、例えばネマティック型液晶、スメクティック型液晶等が挙げられる。こ
れらのうちネマティック型液晶が好ましい。ＶＡ型液晶セルの場合、負の誘電異方性を有
するネマティック型液晶が好ましい。このような液晶としては、例えばジシアノベンゼン
系液晶、ピリダジン系液晶、シッフベース系液晶、アゾキシ系液晶、ビフェニル系液晶、
フェニルシクロヘキサン系液晶等が挙げられる。ＴＮ型液晶セル又はＳＴＮ型液晶セルの
場合、正の誘電異方性を有するネマティック型液晶が好ましい。このような液晶としては
例えばビフェニル系液晶、フェニルシクロヘキサン系液晶、エステル系液晶、ターフェニ
ル系液晶、ビフェニルシクロヘキサン系液晶、ピリミジン系液晶、ジオキサン系液晶、ビ
シクロオクタン系液晶、キュバン系液晶等が挙げられる。また上記液晶に、例えばコレス
テリルクロライド、コレステリルノナエート、コレステリルカーボネート等のコレステリ
ック液晶（メルク社、「Ｃ－１５」、「ＣＢ－１５」）として販売されているようなカイ
ラル剤；ｐ－デシロキシベンジリデン－ｐ－アミノ－２－メチルブチルシンナメート等の
強誘電性液晶等をさらに添加して使用できる。
【０１１９】
　液晶セルの外表面に貼り合わされる偏光板としては、ポリビニルアルコールを延伸配向
させながら、ヨウ素を吸収させた「Ｈ膜」と称される偏光膜を酢酸セルロース保護膜で挟
んだ偏光板又はＨ膜そのものからなる偏光板が挙げられる。
【０１２０】
＜化合物＞
　本発明の化合物は、上記式（１）で表される。当該化合物は、液晶配向膜を形成するた
めの液晶配向剤等の成分として好適に使用できる。当該化合物及び化合物の製造方法の詳
細な説明については、当該液晶配向剤に含まれる［Ｂ］化合物の説明の項で行っているの
で、ここでは省略する。
【実施例】
【０１２１】
　以下、実施例に基づき本発明を詳述するが、この実施例の記載に基づいて本発明が限定
的に解釈されるものではない。
【０１２２】
＜［Ａ］重合体の合成＞
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［合成例１～合成例１３］
　Ｎ－メチル－２－ピロリドンに、下記表１に示す種類及び量のジアミン及びテトラカル
ボン酸二無水物をこの順で加え、モノマー濃度２０質量％の溶液とし、６０℃において４
時間の反応を行って、ポリアミック酸を含有する溶液を得た。各溶液を少量分取し、Ｎ－
メチル－２－ピロリドンを加えてポリアミック酸濃度１０質量％の溶液として測定した溶
液粘度を表１に併せて示す。次いで、上記各ポリアミック酸溶液に、ピリジン及び無水酢
酸を、それぞれポリアミック酸の有するアミック酸単位１モルに対して表１に記載の倍モ
ル数となるように添加した後、１１０℃に加熱して４時間脱水閉環反応を行った。脱水閉
環反応後、系内の溶媒を新たなＮ－メチル－２－ピロリドンで溶媒置換（本操作にて脱水
閉環反応に使用したピリジン及び無水酢酸を系外に除去した）することにより、ポリイミ
ド（ＰＩ－１）～（ＰＩ－１３）をそれぞれ１６質量％含有する溶液を得た。これらポリ
イミド溶液に含まれる各ポリイミドのイミド化率及び、ポリイミド濃度１０質量％のＮ－
メチル－２－ピロリドン溶液として測定した溶液粘度を表１に併せて示す。
【０１２３】
［合成例１４～合成例１６］
　ジアミン及びテトラカルボン酸二無水物の種類及び量を、それぞれ表１に記載の種類及
び量とした以外は、上記合成例１～合成例１３と同様に操作してポリアミック酸（ＰＡ－
１）～（ＰＡ－３）を含有する溶液を得た。各溶液を少量分取し、Ｎ－メチル－２－ピロ
リドンを加えてポリアミック酸濃度１０質量％の溶液として測定した溶液粘度を表１に併
せて示す。
【０１２４】
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【表１】

【０１２５】
　表１中のジアミン及びテトラカルボン酸無水物の略称は、以下のとおりである。
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【０１２６】
［ジアミン］
ｄ－１：ｐ－フェニレンジアミン
ｄ－２：４，４’－ジアミノジフェニルメタン
ｄ－３：２，２’－ジメチル－４，４’－ジアミノビフェニル
ｄ－４：１，３－ビス（アミノメチル）シクロヘキサン
ｄ－５：１，３－ビス（３－アミノプロピル）テトラメチルジシロキサン
ｄ－６：上記式（Ｄ－８－３）で表されるジアミン
ｄ－７：上記式（Ｄ－８－１）で表されるジアミン
［テトラカルボン酸二無水物］
ｔ－１：２，３，５－トリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物
ｔ－２：１，２，３，４－シクロブタンテトラカルボン酸二無水物
【０１２７】
＜［Ｂ］化合物の合成＞
［実施例１］
　ホルマリン３２０ｇ、１Ｎ水酸化ナトリウム８ｍＬ、メラミン２０ｇを３５℃で溶解さ
せた後、室温で一昼夜放置して析出したヘキサメチロールメラミンの結晶を吸引ろ過した
後、メタノールで洗浄した後、真空乾燥することでヘキサメチロールメラミンの精製物を
４８ｇ得た。次いで、このヘキサメチロールメラミンにテトラヒドロフラン２５０ｍＬ、
ステアリルアルコールを１３０ｇ加えて７０℃に加熱した後、０．５Ｎ塩酸水を１ｍＬ加
えて８時間反応させた後、０．５Ｎ水酸化ナトリウム水溶液で中和して反応を終了させた
。次いで、反応液を２Ｌの水に注いで得られた沈殿をろ別し、この沈殿をクロロホルム／
エタノールを展開溶剤としたシリカカラムにより精製することで、ステアリル基の平均置
換数が１．８の化合物（Ｂ－１）を得た。平均置換数はＧＰＣによって分析した。
【０１２８】
［実施例２］
　ステアリルアルコールの代わりに上記式（ｂ２－３）で表される化合物を９３ｇ用いた
以外は実施例１と同様に操作してステロイド骨格を有する基の平均置換数が１．０の化合
物（Ｂ－２）を得た。
【０１２９】
［実施例３］
　ステアリルアルコールの代わりに上記式（ｂ２－５）で表される化合物（但し、式中の
ＲＩはペンチル基である）を５９ｇ用いた以外は実施例１と同様に操作してシクロヘキシ
ルフェニル骨格を有する基の平均置換数が１．１の化合物（Ｂ－３）を得た。
【０１３０】
［実施例４］
　ステアリルアルコールの代わりに、１－オクタノールを１０ｇ用いた以外は実施例１と
同様にして、オクチル基の平均置換基数が０．４の化合物（Ｂ－４）を得た。
【０１３１】
＜液晶配向剤の調製＞
[実施例５及び実施例５’]
　ポリイミド（ＰＩ－１）に換算して１００質量部に相当する量の［Ａ］重合体としての
（ＰＩ－１）を含有する溶液にγ―ブチロラクトン、Ｎ－メチル－２－ピロリドン及びエ
チレングリコール－モノ－ｎ－ブチルエーテルを加え、さらに［Ｂ］化合物としての化合
物（Ｂ－１）を含有する溶液を、これに含まれる［Ｂ］化合物に換算して５質量部に相当
する量、及び［Ｃ］エポキシ化合物としてＮ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラグリシジル－４，
４’－ジアミノジフェニルメタン１０質量部を加えて、溶媒組成がγ―ブチロラクトン：
Ｎ－メチル－２－ピロリドン：エチレングリコール－モノ－ｎ－ブチルエーテル＝４０：
３０：３０（質量比）、固形分濃度が６．５質量％の溶液を得た。この溶液を目視観察し
たところ、濁りなく透明な溶液であった。この溶液を孔径０．２μｍのフィルターを用い
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て濾過することにより、印刷性評価用の液晶配向剤を調製し、実施例５とした。
　また、上記と同様にして溶媒組成がγ―ブチロラクトン：Ｎ－メチル－２－ピロリドン
：エチレングリコール－モノ－ｎ－ブチルエーテル＝４０：３０：３０（質量比）、固形
分濃度が４．０質量％の溶液を調製し、孔径０．２μｍのフィルターを用いて濾過するこ
とにより垂直配向性及び電圧保持率評価用の液晶配向剤を調製し、実施例５’とした。
【０１３２】
［実施例６～１９（６’～１９’）及び比較例１～４（１’～４’）］
　配合する化合物の種類と使用量を、それぞれ表２に記載の種類及び量とした以外は、実
施例５（実施例５’）と同様に操作して、液晶配向剤を調製し、固形分濃度６．５質量％
のものを実施例６～１９及び比較例１～４（固形分濃度４．０質量％のものを実施例６’
～１９’、比較例１’～４’）とした。
【０１３３】
＜印刷性の評価＞
　上記で調製した固形分濃度６．５質量％の各液晶配向剤を、液晶配向膜印刷機（日本写
真印刷社、オングストローマー）を用いてＩＴＯ膜からなる透明電極付きガラス基板の透
明電極面に塗布し、８０℃のホットプレート上で１分間加熱（プレベーク）して溶媒を除
去した後、２００℃のホットプレート上で１０分間加熱（ポストベーク）して、平均膜厚
７５０Åの塗膜を形成した。この塗膜を目視で観察して印刷ムラの程度を調べた。ここで
、塗膜面に筋状のムラ及び表面凹凸が全く確認されなかった場合を「＋＋」、塗膜面に筋
状のムラ又は表面凹凸がわずかながら視認された場合を「＋」、塗膜面に筋状のムラ若し
くは表面凹凸又はこれらの双方が明確に確認された場合を印刷性「－」として評価した。
結果を表２に示す。
【０１３４】
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【表２】

【０１３５】
　表２中の［Ｃ］エポキシ化合物、その他の化合物の略称は、以下のとおりである。
［［Ｃ］エポキシ化合物］
Ｃ－１：Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラグリシジル－４，４’－ジアミノジフェニルメタン
Ｃ－２：Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラグリシジル－ｍ－キシレンジアミン
［［Ｅ］多官能（メタ）アクリレート］
Ｅ－１：ジペンタエリスリトールペンタアクリレート及びジペンタエリスリトールヘキサ
アクリレートの混合物（アロニックスＭ４０２、東亞合成社）
［［Ｆ］メラミン化合物］
Ｆ－１：ヘキサメトキシメチロールメラミン（サイメルＣ３００、ＭＩＴＳＵ－ＣＹＴＥ
Ｃ社）
Ｆ－２：メトキシメチロール基、ブトキシメチロール基及びイミノ基を有するメラミン（
サイメルＣ２１１、ＭＩＴＳＵ－ＣＹＴＥＣ社）
【０１３６】
＜液晶表示素子の製造＞
　上記で調製した固形分濃度４．０質量％の液晶配向剤を、厚さ１ｍｍのガラス基板の一
面に設けられたＩＴＯ膜からなる透明導電膜上に、スピンナーを用いて塗布し、次いで８
０℃のホットプレート上で１分間加熱（プレベーク）して溶媒を除去した後、２００℃の
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クリーンオーブン内で６０分間加熱（ポストベーク）することにより、膜厚０．０８μｍ
の塗膜を形成した。この塗膜に対し、レーヨン布を巻き付けたロールを有するラビングマ
シーンにより、ロール回転数４００ｒｐｍ、ステージ移動速度３ｃｍ／秒及び毛足押しこ
み長さ０．４ｍｍの条件でラビング処理を施した。このラビング後の塗膜を有する基板を
純水中で１分間超音波洗浄し、さらに１００℃のクリーンオーブン中で１０分間加熱、乾
燥して、ラビング処理済みの塗膜を有する基板を製造した。この一連の操作を繰り返し、
ラビング処理済みの塗膜を有する基板を一対（２枚）製造した。これら一対の基板の塗膜
形成面のそれぞれの外縁に、直径３．５μｍの酸化アルミニウム球入りエポキシ樹脂接着
剤を塗布した後、両基板を液晶配向膜面が相対し、かつ各塗膜のラビング方向が逆平行と
なるように重ね合わせて圧着し、接着剤を硬化した。次いで、液晶注入口より基板間に、
ネガ型液晶（メルク社、ＭＬＣ－６６０８）を充填した後、アクリル系光硬化接着剤で液
晶注入口を封止し、さらに基板の外側の両面に偏光板を貼り合わせることにより、垂直配
向性評価用の液晶表示素子を製造した。
【０１３７】
＜垂直配向性の評価＞
　上記液晶表示素子について、表示素子を駆動させ、素子を目視にて観察し垂直配向性を
評価した。ラビング処理によってプレチルト角発現性が減殺されることが知られているが
、ラビング処理を行った場合でも、良好な配向性が観察された液晶配向膜を「＋」、良好
な配向性が観察されなかった液晶配向膜を「－」とした。結果を表３に示す。
【０１３８】
＜電圧保持率の評価＞
　上記液晶表示素子の製造において、ラビング処理並びにこれに引き続く超純水洗浄及び
乾燥操作を行わなかった以外は、同様に操作して電圧保持率評価用の液晶表示素子を製造
した。この液晶表示素子について、６０℃において５Ｖの電圧を６０マイクロ秒の印加時
間、１６７マイクロ秒のスパンで印加した後、印加解除から１６７ミリ秒後の電圧保持率
を測定した。結果を表３に示す。
【０１３９】
＜液晶配向膜のリワーク性の評価＞
　厚さ１ｍｍのガラス基板の一面に設けられたＩＴＯからなる透明導電膜上に、上記で調
製した液晶配向剤をスピナーにより塗布し、ホットプレート上１００℃にて９０秒間のプ
レベークを行い、膜厚約０．０８μｍの塗膜を形成した。この操作を繰り返し、塗膜付き
の基板を２枚作成した。次に、得られた２枚の基板を窒素雰囲気下２５℃の暗室に保管し
た。保管開始から１２時間後、７２時間後にそれぞれ暗室から取り出し、４０℃のＮＭＰ
の入ったビーカーに２分間浸漬した。２分後、基板をビーカーから取り出し、超純水で数
回洗浄した後、エアブローにて表面の水滴を取り去り、基板を観察し、塗膜が残っていな
いかを光学顕微鏡によって観察した。７２時間経過後に暗室から取り出し、ＮＭＰ浸漬後
に塗膜が残っておらず剥離性が良好なものを「＋＋」、７２時間経過後に暗室から取り出
した基板は剥離できなかったが１２時間後に暗室から取り出した基板であって、剥離可能
であったものを「＋」、剥離できないものを「－」とした。結果を表３に示す。
【０１４０】
＜耐候性の評価＞
　上記で製造した液晶表示素子につき、７０℃において５Ｖの電圧を６０マイクロ秒の印
加時間、１６７ミリ秒スパンで印加した後、印加解除から１６７ミリ秒後の電圧保持率を
測定（東陽テクニカ社、ＶＨＲ－１）し、その値を初期電圧保持率（ＶＨ１Ｎ）とした。
次いで、初期電圧保持率測定後の液晶セルに対し、カーボンアークを光源とするウェザー
メーターを用いて１０００時間の光照射を行った。光照射後の液晶セルにつき、上記と同
様の方法により再度電圧保持率を測定し、その値を光照射後電圧保持率（ＶＨＡＦ）とし
た。ここで、ＶＨＩＮ－ＶＨＡＦとして求めた電圧保持率の減少量をΔＶＨＲと定義して
算出した。電圧保持率の減少量ΔＶＨＲが２．５％未満であった場合は、「＋＋」、２．
５％以上５％未満であった場合を「＋」、５％以上であった場合を「－」とした。結果を
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表３に示す。
【０１４１】
【表３】

【０１４２】
　表２及び３の結果から明らかなように、本発明の液晶配向剤は印刷性に優れることがわ
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かった。また、当該液晶配向剤から形成した液晶配向膜は、液晶表示素子として実用面で
要求される垂直配向性、電圧保持率及び耐候性等の特性を十分に満足し、かつリワークに
おける剥離が容易であることがわかった
【産業上の利用可能性】
【０１４３】
　本発明によれば、液晶表示素子として実用面で要求される垂直配向性、電圧保持率及び
耐候性等の特性を十分に満足し、かつ欠陥が生じた場合のリワークにおける剥離が容易な
液晶配向膜、この液晶配向膜の形成材料として好適な印刷性に優れる液晶配向剤、液晶配
向膜を備える液晶表示素子、化合物並びに化合物の製造方法を提供できる。従って、本発
明の液晶表示素子は、種々の装置に有効に適用でき、例えば卓上計算機、腕時計、置時計
、計数表示板、ワードプロセッサ、パーソナルコンピューター、液晶テレビ等の表示装置
に用いられる。



(41) JP 5556396 B2 2014.7.23

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  内山　克博
            東京都港区東新橋一丁目９番２号　ＪＳＲ株式会社内
(72)発明者  秋池　利之
            東京都港区東新橋一丁目９番２号　ＪＳＲ株式会社内

    審査官  清水　靖記

(56)参考文献  米国特許第０３２９６２６４（ＵＳ，Ａ）　　　
              英国特許第００８８８４７３（ＧＢ，Ｂ）　　　
              特開昭５１－０３２８８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－１２３５３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００６／０９３１３１（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２００７／１３２５８６（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３３７
              Ｃ０８Ｇ　　７３／００　　　－　　７３／２６
              Ｃ０８Ｋ　　　３／００　　　－　１０１／１４
              　
              ＣＡｐｌｕｓ／ＲＥＧＩＳＴＲＹ（ＳＴＮ）
              　
              　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

