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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記式（１）
【化１】

で表される化合物を含むテトラカルボン酸二無水物とジアミンとを反応させて得られるポ
リアミック酸および該ポリアミック酸を脱水閉環して得られるポリイミドよりなる群から
選択される少なくとも１種の重合体を含有することを特徴とする、液晶配向剤。
【請求項２】
　請求項１の記載の液晶配向剤から形成された液晶配向膜を具備することを特徴とする、
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液晶表示素子。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶配向剤および液晶表示素子に関する。さらに詳しくは、液晶配向性およ
び耐熱性に優れる液晶配向膜を与えることができるとともに印刷性にも優れる液晶配向剤
ならびに長期にわたって表示品位に優れる信頼性を有する液晶表示素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、液晶表示素子としては、透明導電膜が設けられている基板表面に液晶配向膜を形
成して液晶表示素子用基板とし、その２枚を対向配置してその間隙内に正の誘電異方性を
有するネマチック液晶の層を形成してサンドイッチ構造のセルとし、液晶分子の長軸が一
方の基板から他方の基板に向かって連続的に９０°捻れるようにした、いわゆるＴＮ型（
Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）液晶セルを有するＴＮ型液晶表示素子が知られている
（特許文献１）。また、ＴＮ型液晶表示素子に比して高いコントラスト比を実現できるＳ
ＴＮ（Ｓｕｐｅｒ　Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）型液晶表示素子や視角依存性の少
ないＩＰＳ（Ｉｎ－Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）型液晶表示素子、視角依存性が少
ないとともに映像画面の高速応答性に優れた光学補償ベンド（ＯＣＢ）型液晶表示素子、
負の誘電異方性を有するネマチック液晶を用いるＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍ
ｅｎｔ）型液晶表示素子などが開発されている（特許文献２～５）。
　これらの液晶表示素子における液晶配向膜の材料としては、従来ポリイミド、ポリアミ
ドおよびポリエステルなどが知られているが、特にポリイミドは、耐熱性、液晶との親和
性、機械的強度などに優れており、多くの液晶表示素子に使用されている（特許文献６）
。
　ところで近年、液晶表示素子の適用範囲が広がっており、特に液晶テレビの普及が進ん
でいる。液晶テレビ用途においては、最近の動画の精細化、動画固定技術の進歩と相俟っ
て、高速応答性液晶が用いられている。しかし、高速応答性液晶を用いた液晶表示素子を
長時間（例えば１，０００時間以上）連続駆動すると、素子の明暗のコントラストが低下
するとの問題点があった。この不具合は、長時間駆動による熱ストレスのために液晶配向
膜が熱劣化し、その結果液晶の電圧保持率が低下することに起因するものと考えられてい
る。そのため、液晶表示素子を長時間駆動した場合でも安定した電圧保持率を示す、耐熱
性に優れる液晶配向膜が要求されているが、かかる液晶配向膜を与える液晶配向剤は未だ
知られていない。
　さらに、液晶配向剤を有効に利用するため、印刷時に使用する液晶配向剤の液量を低減
する試みがなされており、少ない液量でも優れた印刷性を示す液晶配向剤が望まれている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【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号明細書
【特許文献５】特開平１１－２５８６０５号公報
【特許文献６】特開昭６２－１６５６２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、少ない液量を採用し
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た場合であっても優れた印刷性を示し、且つ液晶配向性および長期耐熱性に優れる液晶配
向剤を与える液晶配向剤を提供することにある。
　本発明の別の目的は、長期にわたって表示品位に優れる信頼性を有する液晶表示素子を
提供することにある。
　本発明のさらに他の目的および利点は、以下の説明から明らかになろう。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によれば、本発明の上記目的および利点は、第一に、
下記式（１）
【０００６】
【化１】

【０００７】
で表される化合物を含むテトラカルボン酸二無水物とジアミンとを反応させて得られるポ
リアミック酸および該ポリアミック酸を脱水閉環させて得られるポリイミドよりなる群か
ら選択される少なくとも１種の重合体を含有する液晶配向剤によって達成される。
　本発明の上記目的および利点は、第二に、
上記液晶配向剤から形成された液晶配向膜を具備する液晶表示素子によって達成される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の液晶配向剤は、液晶配向性および耐熱性に優れる液晶配向膜を与えることがで
きるとともに印刷性にも優れる。かかる本発明の液晶配向剤から形成された液晶配向膜を
具備する本発明の液晶表示素子は、長期にわたって表示品位に優れる信頼性を有するもの
である。
　本発明の液晶配向剤は、ＴＮ型、ＳＴＮ型、ＩＰＳ型、ＶＡ型、ＰＳＡ（Ｐｏｌｙｍｅ
ｒ　Ｓｕｓｔａｉｎｅｄ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）型などの種々の液晶表示素子に好適に適
用することができる。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の液晶配向剤は、上記式（１）で表される化合物を含むテトラカルボン酸二無水
物とジアミンとを反応させて得られるポリアミック酸および該ポリアミック酸を脱水閉環
して得られるポリイミドよりなる群から選択される少なくとも１種の重合体を含有する。
＜ポリアミック酸＞
　本発明におけるポリアミック酸は、上記式（１）で表される化合物を含むテトラカルボ
ン酸二無水物とジアミンとを反応させることにより合成することができる。
［テトラカルボン酸二無水物］
　上記式（１）で表される化合物は、例えばビニルグルタル酸とシクロペンタジエンとの
ディールスアルダー反応を好ましくは適当な触媒（例えば四塩化スズ）の存在下で行い、
その反応生成物をバナジン（Ｖ）酸アンモニウムおよび硝酸の存在下に処理して酸化する
か、あるいは、硫酸および硝酸にて順次に処理して酸化することによりテトラカルボン酸
とし、次いで適当な脱水剤（例えば無水酢酸）を用いてカルボキシル基を脱水閉環する方
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をピペラジンの存在下に反応させる方法、アクリル酸メチルをトリ－ｎ－ブチルリンの存
在下で二量化した後に加水分解する方法などにより合成することができる。上記式（１）
で表される化合物を用いて得られたポリアミック酸およびポリイミドよりなる群から選択
される少なくとも１種の重合体は後述する有機溶媒に対する溶解性に優れる利点を有する
。この利点は、前記重合体としてイミド化率の高いポリイミドを適用した場合であっても
損なわれることはないため、本発明の液晶配向剤は、高度の印刷性と得られる配向膜の高
い耐熱性とを両立することができるのである。
　本発明においては、テトラカルボン酸二無水物として上記式（１）で表される化合物の
みを用いてもよく、あるいは上記式（１）で表される化合物と他のテトラカルボン酸二無
水物とを併用してもよい。
【００１０】
　ここで使用することのできる他の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、１，２，３，４－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、３，５，６－トリカルボキシノルボル
ナン－２－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、５－（２，５－ジオキソテトラヒドロフラニル）－３－メ
チル－３－シクロヘキセン－１，２－ジカルボン酸二無水物、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－Ｉ
）および（Ｔ－ＩＩ）
【００１１】
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【００１２】
（上記式中、Ｒ１およびＲ３は、それぞれ、芳香環を有する２価の有機基であり、Ｒ２お
よびＲ４は、それぞれ、水素原子またはアルキル基であり、複数存在するＲ２およびＲ４

はそれぞれ同一でも異なっていてもよい。）
のそれぞれで表される化合物などの脂肪族テトラカルボン酸二無水物および脂環式テトラ
カルボン酸二無水物；
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）、下記式（Ｔ－１）～（Ｔ－
４）
【００１３】
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【化３】

【００１４】
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のそれぞれで表される化合物などの芳香族テトラカルボン酸二無水物を挙げることができ
る。これらは１種単独でまたは２種以上組み合わせて用いられる。
　本発明における他のテトラカルボン酸二無水物としては、上記のうちのブタンテトラカ
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、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、２，３’，２，３’
－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－Ｉ）で表される化合物のうち下記式（Ｔ－５）～（Ｔ－７）
【００１５】
【化４】

【００１６】
のそれぞれで表される化合物および上記式（Ｔ－ＩＩ）で表される化合物のうち下記式（
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Ｔ－８）
【００１７】
【化５】

【００１８】
で表される化合物よりなる群から選択される少なくとも１種（以下、「他の特定テトラカ
ルボン酸二無水物」という。）を含むものであることが、良好な液晶配向性を発現させる
ことができる観点から好ましい。
　他の特定テトラカルボン酸二無水物としては、特に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，４，５，９
ｂ－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およ
び上記式（Ｔ－５）で表される化合物よりなる群から選択される少なくとも１種であるこ
とが好ましい。
　本発明におけるテトラカルボン酸二無水物は、上記式（１）で表される化合物を、全テ
トラカルボン酸二無水物に対して、２０モル％以上含むものであることが好ましく、５０
モル％以上含むものであることがより好ましく、特に８０モル％以上含むものであること
が好ましい。かかる割合で上記式（１）で表される化合物を含むテトラカルボン酸二無水
物を用いることにより、耐熱性により優れる液晶配向膜を与えることができるとともに印
刷性により優れる液晶配向剤とすることができることとなり、好ましい。
　本発明におけるテトラカルボン酸二無水物において上記の如き他の特定テトラカルボン
酸二無水物の占める割合は、全テトラカルボン酸二無水物に対して、８０モル％以下であ
ることが好ましく、５０モル％以下であることがより好ましく、２０モル％以下であるこ
とがさらに好ましい。
　本発明におけるテトラカルボン酸二無水物は、上記式（１）で表される化合物のみから
なるものであるか、あるいは上記式（１）で表される化合物と他の特定テトラカルボン酸
二無水物とを含み且つこれら以外のテトラカルボン酸二無水物を含有しないものであるこ
とが、特に好ましい。
【００１９】
［ジアミン］
　本発明で使用されるジアミンとしては、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
、３，３’－ジメチル－４，４’－ジアミノビフェニル、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
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’－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、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、１，４，４’－（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－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などの芳香族ジアミン；
【００２０】
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）などの脂肪
族ジアミンおよび脂環式ジアミン；
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’－ジ（４－アミノフェニル）－ベンジジン、下記式（Ｄ－Ｉ）
【００２１】
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【化６】

【００２２】
（式（Ｄ－Ｉ）中、Ｒ５はピリジン、ピリミジン、トリアジン、ピペリジンおよびピペラ
ジンから選ばれる窒素原子を含む環構造を有する１価の有機基であり、Ｘ１は２価の有機
基である。）
で表される化合物、下記式（Ｄ－ＩＩ）
【００２３】

【化７】

【００２４】
（式（Ｄ－ＩＩ）中、Ｒ６はピリジン、ピリミジン、トリアジン、ピペリジンおよびピペ
ラジンから選ばれる窒素原子を含む環構造を有する２価の有機基であり、Ｘ２は、それぞ
れ、２価の有機基であり、複数存在するＸ２はそれぞれ同一でも異なっていてもよい。）
で表される化合物などの分子内に２つの１級アミノ基および該１級アミノ基以外の窒素原
子を有するジアミン；
下記式（Ｄ－ＩＩＩ）
【００２５】
【化８】

【００２６】
（式（Ｄ－ＩＩＩ）中、Ｒ７は－Ｏ－、－ＣＯＯ－、－ＯＣＯ－、－ＮＨＣＯ－、－ＣＯ
ＮＨ－および－ＣＯ－から選ばれる２価の有機基であり、Ｒ８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およびフルオロフェニル基か
ら選ばれる骨格もしくは基を有する１価の有機基または炭素数６～３０のアルキル基であ
る。）
で表されるモノ置換フェニレンジアミン；
下記式（Ｄ－ＩＶ）
【００２７】
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【００２８】
（式（Ｄ－ＩＶ）中、Ｒ９は、それぞれ、炭素数１～１２の炭化水素基であり、複数存在
するＲ９はそれぞれ同一でも異なっていてもよく、ｐは１～３の整数であり、ｑは１～２
０の整数である。）
で表される化合物などのジアミノオルガノシロキサン；
下記式（Ｄ－１）～（Ｄ－５）
【００２９】
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【化１１】

【００３１】
（式（Ｄ－４）中のｙは２～１２の整数であり、式（Ｄ－５）中のｚは１～５の整数であ
る。）
のそれぞれで表される化合物などを挙げることができる。
　本発明において使用されるジアミンとしては、上記のうち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－シクロヘキサンジアミン、４，４’－メチレンビス（シクロヘキシルアミン）
、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、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’－ジ（４－アミノフェニル）－ベンジジン、上記式（Ｄ－
Ｉ）で表される化合物のうちの下記式（Ｄ－６）
【００３２】
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【００３３】
で表される化合物、上記式（Ｄ－ＩＩ）で表される化合物のうちの下記式（Ｄ－７）
【００３４】

【化１３】

【００３５】
で表される化合物および上記式（Ｄ－ＩＩＩ）で表される化合物のうちのドデカノキシ－
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
ベンゼンおよび下記式（Ｄ－８）～（Ｄ－１６）
【００３６】
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(16) JP 5376165 B2 2013.12.25

10

20

30

40

【化１５】

【００３８】
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【化１６】

【００３９】
のそれぞれで表される化合物よりなる群から選択される少なくとも１種（以下、「特定ジ
アミン」という。）を含むものであることが好ましい。
　本発明において用いられるジアミンは、さらに上記の如き特定ジアミンを、全ジアミン
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に対して２０モル％以上含むものであることが好ましく、５０モル％以上含むものである
ことがより好ましく、さらに８０モル％以上含むものであることが好ましい。本発明にお
いて用いられるジアミンは、上記の如き特定ジアミンのみからなるものであることが、特
に好ましい。
【００４０】
［ポリアミック酸の合成］
　本発明におけるポリアミック酸は、上記の如き、上記式（１）で表される化合物を含む
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ることができる。
　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化合物の使
用割合は、ジアミン化合物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０．２～２当量となる割合が好ましく、さらに好ましくは０．３～１．
２当量となる割合である。
　ポリアミック酸の合成反応は、有機溶媒中において、好ましくは－２０～１５０℃、よ
り好ましくは０～１００℃の温度条件下で行われる。反応時間は、好ましくは１～２４０
時間であり、より好ましくは２～１２時間である。ここで、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はなく、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
など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
フェノールなどのフェノール系溶媒を挙げることができる。また、有機溶媒の使用量（ａ
：ただし有機溶媒と後述の貧溶媒とを併用する場合には、それらの合計量をいう。）は、
テトラカルボン酸二無水物およびジアミン化合物の総量（ｂ）が、反応溶液の全量（ａ＋
ｂ）に対して０．１～３０重量％になるような量であることが好ましい。
【００４１】
　前記有機溶媒には、ポリアミック酸の貧溶媒であると一般に信じら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、炭化水素などを、生成するポリア
ミック酸が析出しない範囲で併用することができる。かかる貧溶媒の具体例としては、例
えばメチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、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、エチレングリコールモノメチルエーテル、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メチ
ルエーテル、エチレングリコールエチルエーテル、エチレングリコール－ｎ－プロピルエ
ーテル、エチレングリコール－ｉ－プロピルエーテル、エチレングリコール－ｎ－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
などを挙げることができる。
　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
溶媒の使用割合は、有機溶媒と貧溶媒との合計に対して、好ましくは５０重量％以下であ
り、より好ましくは１０重量％以下である。
【００４２】
　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
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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、また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、また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、あるいは、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うことができる。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、あるいは、ポリアミック酸を再び有機溶媒に溶解して
得た溶液を洗浄後、該溶液中の有機溶媒をエバポレーターで減圧留去する工程を１回また
は数回行う方法により、ポリアミック酸を精製することができる。
【００４３】
＜ポリイミド＞
　本発明におけるポリイミドは、上記の如きポリアミック酸を脱水閉環してイミド化する
ことにより得ることができる。
　本発明におけるポリイミドは、前駆体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
。本発明におけるポリイミドは、イミド化率が２０％以上であることが好ましく、４０％
以上であることがより好ましく、特に８０％以上であることが好ましい。
　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、ポリイミドを適当な重水素化溶媒（
例えば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１Ｈ－ＮＭＲを測定した結果から、下記数式（１）により求めることができる。
　　イミド化率（％）＝（１－Ａ１／Ａ２×α）×１００　　　（１）
（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。）
　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、または（ｉｉ）ポリアミック酸を有機溶媒に溶解し、この溶液中
に脱水剤およ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。
【００４４】
　上記（ｉ）のポリアミック酸を加熱する方法における反応温度は、好ましくは５０～２
００℃であり、より好ましくは６０～１７０℃である。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。反応時間は、好ましくは１～２４時間であり、より好ましくは２～
８時間である。
　上記（ｉｉ）のポリアミック酸の溶液中に脱水剤および脱水閉環触媒を添加する方法に
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な
どの酸無水物を用いることができる。脱水剤の使用量は、ポリアミック酸の繰り返し単位
１モルに対して０．０１～２０モルとするのが好ましい。また、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、トリエチルアミンなどの３級アミンを用いること
ができる。しかし、これらに限定されるものではない。脱水閉環触媒の使用量は、使用す
る脱水剤１モルに対して０．０１～１０モルとするのが好ましい。なお、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
機溶媒を挙げることができる。そして、脱水閉環反応の反応温度は、好ましくは０～１８
０℃、より好ましくは１０～１５０℃である。反応時間は、好ましくは１～２４時間であ
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り、より好ましくは２～８時間である。
　上記方法（ｉ）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、あるい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お
よ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、また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および脱水閉環触媒を除くには、
例えば溶媒置換などの方法を適用することができる。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を行うことにより行うことがで
きる。
【００４５】
［末端修飾型の重合体］
　本発明におけるポリアミック酸およびポリイミドは、それぞれ、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などをさらに改善することができる。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
系に添加することにより行うことができる。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などを挙げることができる。
　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などを挙げることができ
る。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
シルアミンなどを挙げることができる。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などを挙げることができる。
　分子量調節剤の使用割合は、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
二無水物およびジアミンの合成１００重量部に対して、好ましくは２０重量以下であり、
より好ましくは５重量部以下である。
［溶液粘度］
　本発明におけるポリアミック酸およびポリイミドは、それぞれ濃度１０重量％の溶液と
したときに、２０～８００ｍＰａ・ｓの溶液粘度を持つものであることが好ましく、３０
～５００ｍＰａ・ｓの溶液粘度を持つものであることがより好ましい。
　上記重合体の溶液粘度（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－ピロリドンなど）を用いて調製した濃度１０重量％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。
【００４６】
＜その他の添加剤＞
　本発明の液晶配向膜は、上記の如きポリアミック酸およびこれを脱水閉環してなるポリ
イミドよりなる群から選択される少なくとも１種の重合体を必須成分として含有するが、
必要に応じてその他の成分を含有していてもよい。かかるその他の成分としては、例えば
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、「エポキシ化合物」という
。）、官能性シラン化合物などを挙げることができる。
　上記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、ポリ
エチレングリコールジグリシジルエーテル、プロピレングリコールジグリシジルエーテル
、トリプロピレングリコールジグリシジルエーテル、ポリプロピレングリコールジグリシ
ジルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、１，６－ヘキサンジオー
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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、２，２－ジブロモネオペン
チルグリコール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などを好ましいものと
して挙げることができる。これらエポキシ化合物の配合割合は、重合体の合計（液晶配向
剤に含有されるポリアミック酸およびポリイミドの合計量をいう。以下同じ。）１００重
量部に対して、好ましくは４０重量部以下、より好ましくは０．１～３０重量部である。
【００４７】
　上記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などを
挙げることができる。
　これら官能性シラン含有化合物の配合割合は、重合体の合計１００重量部に対して、好
ましくは４０重量部以下である。
【００４８】
　本発明の液晶配向剤は、上記の如きポリアミック酸およびポリイミドよりなる群から選
択される少なくとも１種の重合体ならびに必要に応じて任意的に配合されるその他の添加
剤が、好ましくは有機溶媒中に溶解含有されて構成される。
　本発明の液晶配向剤に使用できる有機溶媒としては、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を挙げることができる。また、ポリアミック酸の合成反応
の際に併用することができるものとして例示した貧溶媒も適宜選択して併用することがで
きる。かかる有機溶媒の好ましい例としては、例えば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、エチレングリコールモ
ノメチルエーテル、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メチルエーテル、エチレングリコールエチル
エーテル、エチレングリコール－ｎ－プロピルエーテル、エチレングリコール－ｉ－プロ
ピルエーテル、エチレングリコール－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などを挙げることができる。これらは単独で使用することがで
き、または２種以上を混合して使用することができる。
【００４９】



(22) JP 5376165 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

　本発明の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重量
が液晶配向剤の全重量に占める割合）は、粘性、揮発性などを考慮して適宜に選択される
が、好ましくは１～１０重量％の範囲である。すなわち、本発明の液晶配向剤は、これを
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が形成されるが
、固形分濃度が１重量％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
配向膜を得難くなる場合があり、一方固形分濃度が１０重量％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が劣るものとなる場合がある。
　特に好ましい固形分濃度の範囲は、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１．５～４．５重量％の範囲が特に好ま
しい。印刷法による場合には、固形分濃度を３～９重量％の範囲とし、それにより、溶液
粘度を１２～５０ｍＰａ・sの範囲とすることが特に好ましい。インクジェット法による
場合には、固形分濃度を１～５重量％の範囲とし、それにより、溶液粘度を３～１５ｍＰ
ａ・sの範囲とすることが特に好ましい。
【００５０】
＜液晶表示素子＞
　本発明の液晶表示素子は、上記の如き本発明の液晶配向剤から形成された液晶配向膜を
具備するものであり、好ましくは垂直配向型の液晶表示素子である。
　本発明の液晶表示素子は、例えば下記の方法により製造することができる。
（１）パターニングされた透明導電膜が設けられている基板の一面に、本発明の液晶配向
剤を、例えばロールコーター法、スピンナー法、印刷法、インクジェット法などの方法に
よって塗布し、次いで、塗布面を加熱することにより塗膜を形成する。本発明の液晶配向
剤は、塗布法として特にオフセット印刷を採用した場合、従来必要とされていた液量より
も少ない液量で印刷を行っても良好な塗膜を形成することができるとの利点を有するので
、液晶表示素子の製造コストの削減に資する。
　ここに、基板としては、例えばフロートガラス、ソーダガラスなどのガラス；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、脂環式ポリオレフィンなどのプラスチックからなる透明基板を用いることができ
る。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ＮＥＳ
Ａ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膜などを用いることができる。パターニングされた透明導電膜を得るには、
例えば基板上にパターンなしの透明導電膜を形成した後フォト・エッチングにより所望の
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
いてパターニングされた透明導電膜を直接形成する方法などを用いることができる。液晶
配向剤の塗布に際しては、基板表面と樹脂膜との接着性をさらに良好にするために、例え
ば官能性シラン化合物、官能性チタン化合物などを予め塗布しておいてもよい。
【００５１】
　液晶配向剤塗布後塗布した配向剤の液垂れ防止などの目的で、塗布後に好ましくは予備
加熱（プレベーク）が実施される。プレベーク温度は、好ましくは３０～２００℃であり
、より好ましくは４０～１５０℃であり、特に好ましくは４０～１００℃である。プレベ
ーク時間は好ましくは０．１～１０分であり、より好ましくは０．５～３分である。その
後、溶剤を完全に除去することなどを目的として焼成（ポストベーク）工程が実施される
。このポストベーク温度は、好ましくは８０～３００℃であり、より好ましくは１２０～
２５０℃である。ポストベーク時間は好ましくは１～１８０分であり、より好ましくは１
０～１２０分である。
　本発明の液晶配向剤は、これを塗布した後に有機溶媒を除去することによって配向膜で
ある塗膜となるが、本発明の液晶配向剤に含有される重合体がポリアミック酸またはイミ
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。
　ここで形成される塗膜（液晶配向膜）の膜厚は、好ましくは０．００１～１μｍであり
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【００５２】
（２）上記のようにして液晶配向膜が形成された基板を２枚準備し、この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。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。
　第一の方法は、従来から知られている方法である。先ず、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
をシール剤を用いて貼り合わせ、基板表面およ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、液晶セルを製造することがで
きる。
　第二の方法は、ＯＤＦ（Ｏｎｅ　Ｄｒｏｐ　Ｆｉｌｌ）方式と呼ばれる手法である。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、液晶セルを製造することができる。本発明の液晶配向剤は、垂直配向性に
優れた液晶配向膜を形成することができるため、ＯＤＦ法によりＶＡ型液晶表示素子を製
造したときでもＯＤＦムラが発生しない液晶表示素子を得ることができる利点を有する。
　いずれの方法による場合でも、次いで、液晶セルを、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、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、本発明の液晶表示素
子を得ることができる。
【００５３】
　ここに、シール剤としては、例えば硬化剤およびスペーサーとしての酸化アルミニウム
球を含有するエポキシ樹脂などを用いることができる。
　液晶としては、ネマティック型液晶およびスメクティック型液晶を挙げることができる
。その中でもネマティック型液晶が好ましく、例えば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、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、キュバン系液晶などを用いることができる。また、これらの液晶に
、例えばコレスチルクロライド、コレステリルノナエート、コレステリルカーボネートな
どのコレステリック型液晶；商品名「Ｃ－１５」、「ＣＢ－１５」（メルク社製）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などの強誘電性液晶などをさらに添加して使用してもよい。
　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
んだ偏光板またはＨ膜そのものからなる偏光板を挙げることができる。
【実施例】
【００５４】
合成例１
　下記スキーム１ａおよび１ｂ
【００５５】
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【化１８】

【００５６】
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【化１９】

【００５７】
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に従って上記式（１）で表される化合物（以下、「化合物（１）」という。）を合成した
。
［化合物（１Ａ）の合成］
　滴下ロート、温度計および窒素導入管を備えた１Ｌの三口フラスコに、メタクリル酸メ
チル５５５ｍＬ（６．２モル）およびヒドロキノン３４ｇ（０．３１モル）を秤り取り、
ドライアイスバスを用いて－２０～０℃に冷却した。ここにトリ－ｎ－ブチルホスフィン
１２５ｇ（０．６２モル）を滴下ロートを用いて滴下し、反応系の温度を室温に昇温した
後３時間撹拌下に反応を行った。反応終了後、減圧蒸留することにより、化合物（１Ａ）
を１７５ｇ得た。
［化合物（１Ｂ）の合成］
　還流管を備えた３Ｌナスフラスコに、上記で得た化合物（１Ａ）１７５ｇ（１モル）、
テトラヒドロフラン１Ｌ、水１Ｌおよび水酸化ナトリウム８０ｇ（２モル）を仕込み、７
時間還流下に反応を行った。反応終了後、反応混合物に塩酸を加えて液性を酸性にした後
、酢酸エチルで抽出して有機層を得た。この有機層を硫酸マグネシウムで乾燥した後、減
圧下で溶媒を除去することにより、化合物（１Ｂ）の黄白色固体を１３７ｇ得た。
［化合物（１Ｃ）の合成］
　還流管を備えた３Ｌフラスコに、上記で得た化合物（１Ｃ）１４０ｇ（１モル）および
無水酢酸２Ｌを仕込み、オイルバスを用いて１００℃において５時間撹拌下に反応を行っ
た。反応終了後、減圧下で反応混合物から溶媒を除去することにより、褐色オイル状の化
合物（１Ｃ）を１２０ｇ得た。
【００５８】
［化合物（１Ｄ）の合成］
　温度計、滴下ロートおよび窒素導入管を備えた５Ｌ三口フラスコに、上記で得た化合物
（１Ｃ）６５ｇ（０．５モル）および塩化メチレン１Ｌを仕込み、ドライアイスバスを用
いて約－３０℃に冷却した後、ＺｎＣｌ２のテトラヒドロフラン溶液（濃度０．５モル／
Ｌ）１．５Ｌ（ＺｎＣｌ２換算で０．７５モルに相当）を加えた。しばらく撹拌した後、
シクロペンタジエンの塩化メチレン溶液（濃度５モル／Ｌ）３００ｍＬ（シクロペンタジ
エン換算で９９ｇ（１．５モル）に相当）を滴下した。－３０℃で１時間撹拌した後、５
０℃で５時間撹拌して反応を行った。反応終了後、反応混合物に酢酸エチルを加えて有機
層を回収し、これを水洗し、硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下で溶媒を除去するこ
とにより、淡褐色オイル状の化合物（１Ｄ）を１１５ｇ得た。
［化合物（１Ｅ）の合成］
　温度計および窒素導入管を備えた２Ｌの三口フラスコに、硝酸７００ｍＬおよびバナジ
ン（Ｖ）酸アンモニウム２．６ｇを仕込んで６０℃にて１時間撹拌した後、ここに上記で
得た化合物（１Ｄ）９６ｇを少しずつ加え、６５℃で６時間反応を行った。反応終了後、
減圧下で反応混合物を容量１／３程度まで濃縮し、一昼夜静置して析出した結晶をろ取し
、水および酢酸エチルで洗浄した後、乾燥することにより、化合物（１Ｅ）の白色粉末を
２５ｇ得た。
［化合物（１）の合成］
　還流管を備えた１Ｌのナスフラスコに、上記で得た化合物（１Ｅ）２５ｇ、トルエン１
６０ｍＬおよび無水酢酸１４０ｍＬを仕込み、５時間還流下に反応を行った。反応終了後
、反応混合物を静置して析出した析出物をろ取し、これをクロロホルムで洗浄した後、乾
燥することにより、化合物（１）の白色粉末を１５ｇ得た。
【００５９】
合成例２（ポリイミドの合成例）
　テトラカルボン酸二無水物として上記合成例１で得た化合物（１）１９ｇならびにジア
ミンとしてｐ－フェニレンジアミン７．１ｇおよび上記式（Ｄ－６）で表される化合物８
．６ｇをＮ－メチル－２－ピロリドン１４０ｇに溶解し、６０℃で６時間反応を行い、ポ
リアミック酸を２０重量％含有する溶液を得た。このポリアミック酸溶液の溶液粘度は２
，２００ｍＰａ・ｓであった。
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　次いで、得られたポリアミック酸溶液にＮ－メチル－２－ピロリドン３２５ｇを追加し
、ピリジン３２ｇおよび無水酢酸２５ｇを添加して１１０℃で４時間脱水閉環反応を行っ
た。脱水閉環反応後、系内の溶剤を新たなＮ－メチル－２－ピロリドンで溶剤置換（本操
作にて脱水閉環反応に使用したピリジンおよび無水酢酸を系外に除去した。以下同じ。）
することにより、イミド化率約９０％のポリイミド（ＰＩ－１）を２０重量％含有する溶
液を得た。この溶液を少量分取し、Ｎ－メチル－２－ピロリドンで希釈して重合体濃度６
．０重量％の溶液として測定した溶液粘度は２１ｍＰａ・ｓであった。
比較合成例１（ポリイミドの比較合成例）
　テトラカルボン酸二無水物として下記式（ｔ－１）
【００６０】
【化１７】

【００６１】
で表される化合物（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））１９ｇならびにジアミン
としてｐ－フェニレンジアミン７．４ｇおよび上記式（Ｄ－６）で表される化合物８．９
ｇをＮ－メチル－２－ピロリドン１４０ｇに溶解し、６０℃で６時間反応を行い、ポリア
ミック酸を２０重量％含有する溶液を得た。このポリアミック酸溶液の溶液粘度は９００
ｍＰａ・ｓであった。
　次いで、得られたポリアミック酸溶液にＮ－メチル－２－ピロリドン３２５ｇを追加し
、ピリジン３３ｇおよび無水酢酸２６ｇを添加して１１０℃で４時間脱水閉環反応を行っ
た。脱水閉環反応後、系内の溶剤を新たなＮ－メチル－２－ピロリドンで溶剤置換するこ
とにより、イミド化率約９０％のポリイミド（ＰＩ－２）を２０重量％含有する溶液を得
た。この溶液を少量分取し、Ｎ－メチル－２－ピロリドンで希釈して重合体濃度６．０重
量％の溶液として測定した溶液粘度は１３ｍＰａ・ｓであった。
【００６２】
＜液晶配向剤の調製および評価＞
実施例１
［印刷性評価用液晶配向剤の調製］
　上記合成例２で得たポリイミド（ＰＩ－１）を含有する溶液に、エポキシ化合物として
Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラグリシジル－ｍ－キシレンジアミンを、上記溶液に含有され
るポリイミド（ＰＩ－１）１００重量部に対して２０重量部加え、さらにＮ－メチル－２
－ピロリドン（ＮＭＰ）およびブチルセロソルブ（ＢＣ）を加えて溶媒組成がＮＭＰ：Ｂ
Ｃ＝４０：６０（重量比）、固形分濃度６．０重量％の溶液とした。この溶液を孔径１μ
ｍのフィルターを用いて濾過することにより、印刷性評価用液晶配向剤を調製した。
この液晶配向剤につき、２５℃で測定した溶液粘度は２０ｍＰａ・ｓであった。
［印刷性の評価］
　上記で調製した印刷性評価用液晶配向剤につき、液晶配向膜印刷機（日本写真印刷（株
）製、型式「オングストローマーＳ４０L－５３２」）を用い、アニロックスロールへの
液晶配向剤滴下量を往復２０滴（約０．２ｇ）の条件にてＩＴＯ膜からなる透明電極付き
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ガラス基板の透明電極面に塗布した。なお、この液晶配向剤の滴下量は、同型の印刷機に
ついて通常採用される滴下量（往復３０滴（約０．３ｇ））と比較して液量が少なく、よ
り厳しい印刷条件である。
　塗布後の基板につき、８０℃で１分間加熱（プレベーク）して溶媒を除去した後、１８
０℃で１０分間加熱（ポストベーク）することにより、膜厚約８０ｎｍの塗膜を形成した
。この塗膜を目視で観察してハジキおよび塗布ムラの有無を調べたところ、塗膜の全領域
について印刷ムラおよびピンホールとも観察されず、上記液晶配向剤の印刷性は「良好」
であった。
【００６３】
［液晶表示素子製造用液晶配向剤の調製］
　上記「印刷性評価用液晶配向剤の調製」において、溶液の固形分濃度を４．０重量％と
した以外は「印刷性評価用液晶配向剤の調製」と同様にして、液晶表示素子製造用液晶配
向剤を調製した。
［垂直配向型液晶表示素子の製造］
　厚さ１ｍｍのガラス基板の片面に設けられたＩＴＯ膜からなる透明導電膜上に、上記で
調製した液晶表示素子製造用液晶配向剤をスピンナーにより塗布し、８０℃のホットプレ
ート上で１分間プレベークし、次いで２００℃のオーブン中で６０分間ポストベークする
ことにより、膜厚０．０８μｍの塗膜（液晶配向膜）を形成した。この操作を繰り返し、
透明導電膜上に液晶配向膜を有するガラス基板を一対（２枚）得た。
　上記一対の液晶配向膜を有するガラス基板につき、液晶配向膜を有する面のそれぞれの
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、液
晶配向膜面が相対するように重ね合わせて圧着し、接着剤を硬化した。次いで、基板の間
隙に、ネガ型液晶（メルク社製、ＭＬＣ－６６０８）を液晶注入口より注入して充填した
後、アクリル系光硬化接着剤で液晶注入口を封止し、基板の外側の両面に偏光板を貼り合
わせることにより、垂直配向型液晶表示素子を製造した。
【００６４】
［液晶配向性の評価］
（１）液晶配向性の評価
　上記で製造した垂直配向型液晶表示素子につき、クロスニコル下で電圧をオン・オフし
たときの異常ドメインの有無を、顕微鏡により観察し、異常ドメインが観察されなかった
場合を液晶配向性「良好」、異常ドメインが観察された場合を液晶配向性「不良」として
評価したところ、この垂直配向型液晶表示素子の液晶配向性は「良好」であった。
（２）耐熱性の評価
　上記で製造した垂直配向型液晶表示素子につき、先ず５Ｖの電圧を６０マイクロ秒の印
加時間、１６７ミリ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。このときの数値を初期電圧保持率（ＶＨＲＢＦ）とした。
　ＶＨＲＢＦ測定後の液晶表示素子を１００℃のオーブンに入れ、１，０００時間熱スト
レスを印加した。次いで該液晶表示素子を室温下に静置して室温まで冷却した後、上記初
期電圧保持率の測定と同じ条件で熱ストレス印加後の電圧保持率（ＶＨＲＡＦ）を測定し
た。
　下記数式（２）
　　△ＶＨＲ（％）＝（（ＶＨＲＢＦ－ＶＨＲＡＦ）÷ＶＨＲＢＦ）×１００　　（２）
により、熱ストレス印加前後の電圧保持率の変化率（△ＶＨＲ）を求め、この変化率が５
％未満であった場合を耐熱性「良好」、５％以上であった場合を耐熱性「不良」として評
価したところ、上記垂直配向型液晶表示素子の耐熱性は「良好」であった。
【００６５】
比較例１
　ポリイミド（ＰＩ－１）を含有する溶液の代わりに上記比較合成例１で得たポリイミド
（ＰＩ－２）を含有する溶液を用いたほかは上記実施例１と同様にして印刷性評価用液晶
配向剤を調製して印刷性を評価し、さらに液晶表示素子製造用液晶配向剤を調製し、これ
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を用いて垂直配向型液晶表示素子を製造して評価した。
　その結果、印刷性および垂直配向型液晶表示素子の液晶配向性は良好であったが、耐熱
性は不良であった。



(30) JP 5376165 B2 2013.12.25

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００２－２２６５７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２２６５８０（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００８／１０５５６４（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開平１０－３１０６４０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｆ　　　１／３３３３、１／１３３７　　
              Ｃ０８Ｇ　　７３／００－７３／２６
              　
              ＣＡｐｌｕｓ／ＲＥＧＩＳＴＲＹ（ＳＴＮ）
              　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

