
東邦大学複合物性研究センター 2013 年度報告書 

 

 - 1 - 

磁性グル-プ 

ベンゾオキサゾール基含有サーモトロピック液晶性ポリマー 

長谷川 匡俊 

 

 

１．研究背景・本研究の位置付け 

近年、電子・光学機器の小型化、

高性能化に伴い、高密度集積回路

（LSI）や発光ダイオード（LED）等

の各種半導体素子から発生する熱の

放熱が重要な問題となっている。効

率よく放熱できなければ素子温度が

上昇し、例えば LSI では大幅なエネ

ルギー効率の低下や機能低下に留ま

らず、素子の発火による火災事故の

恐れもある。エネルギー効率改善の

観点から、放熱材料は重要な環境関

連材料であるといえる。電子基板上

に実装された半導体素子（LSI チッ

プ）では、図１に示すように２通りの放熱経路がある（図１）。チップ上面の封止材側へは、

放熱シートを介してアルミニウム製ヒートシンクと冷却ファンの組み合わせにより放熱す

ることができる。この場合、放熱シートは電気絶縁性である必要はない。一方、銅配線回

路側に放熱する場合は、ショートを避けるために放熱材には絶縁性が求められる。有機高

分子材料は一般に電気・熱に対して共に絶縁性で、金属は

共に伝導性であることからも推測できるように、熱伝導性

と電気絶縁材料の両立は容易ではない。電気絶縁性を維持

しながら、熱伝導性を少しでも高めるための方策としてし

ばしば、エポキシ樹脂やポリエチレン等の樹脂中にアルミナ等の無機フィラーを配合して

均一に分散させる検討がなされてきた。その際、フィラーを分散した樹脂の熱伝導率を高

める設計として、フィラーの熱伝導率を高めるよりも、樹脂材料側の熱伝導率を高めた方

が、トータルとしての熱伝導率を飛躍的に高めるのにずっと有利であることが知られてい

る。そのため熱伝導率が少しでも高い有機高分子素材の探索が広範囲に行われてきた。高

強度・高弾性率繊維として開発されたポリベンゾオキサゾール（PBO）繊維（図２、東洋紡

（株）、Zylon）が有機高分子繊維の中で抜群の熱伝導率（繊維方向）を示すことが報告され

ている。PBO 短繊維をエポキシ樹脂中で一定方向に磁場配向させ、その配向状態を保ちな

がら熱硬化した複合体は、PBO 繊維の配合量にもよるが、繊維方向に沿って通常の有機物

（0.1～0.2 Wm
−1

K
−1）に比べて 100倍以上高い熱伝導率を示す。しかしながら、これを実用

に供するべくフィルム形状にするには、この硬化物を均一に薄くスライスしなければなら
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図２ Zylonの分子構造 

図１ 基板上に実装された半導体素子の模式図 
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ず、有害な繊維状ダストの発生といった問題に加え、このようなプロセスでは生産性が著

しく劣るという重大な欠点が指摘されていた。 

１－１．液晶性 PBOの検討 

Zylon のような繊維状フィラーを全く使用することなく、代替として熱可塑性の PBO を

用いてその主鎖をなんらかの方法で膜厚方向に分子配向させることが可能になれば、実用

上極めて有益な熱伝導性電気絶縁フィルムを高生産性且つ低コストに製造することができ

ると期待されるが、そのような実用的な熱伝導性電気絶縁材料は今のところ知られていな

い。そこで本報告者は、膜厚方向に分子配向可能なサーモトロピック液晶性 PBO の検討を

行った。図３に本報告者らが当初検討したエーテル結合型とエステル結合型 PBO 系の重合

反応スキームを示す。モデル化合物では、エーテル結合型の方が高い液晶性を示したが、

高分子量体では、図３中 X＝8 の C10-エステル結合型 PBO のみ唯一溶融流動性を示し、且

つサーモトロピック液晶性を有していた。得られた試料をヒーター内蔵超伝導磁石中にセ

ットして液晶形成温度まで加熱し、液晶状態を保持したまま 10 Tの強磁場を印加し、一定

時間保持した後、磁場を印加したままで室温まで徐冷したところ、C10-エステル結合型 PBO

のみ顕著な磁場配向効果が見られ、フィラー無添加樹脂としては極めて高い熱伝導率（1.79 

Wm
−1

K
−1、膜厚方向）を示した。 

１－２．2012年度の検討結果 

上記の半脂肪族 PBO系は、その液

晶温度範囲内に保持した状態で磁場

配向することで、膜厚方向の熱伝導

率が飛躍的に増加することがわかっ

た。しかしながら上記の半脂肪族

PBO は、簡便な従来製造法〔ポリリ

ン酸（PPA）中での一段階法、図３下

段〕では合成困難で、図３上段に示

すようにモノマーの活性化、PBO 前駆体の重合と精製および環化反応を経由する必要があ

り、重合・製膜工程が非常に煩雑になるという問題点が浮き彫りになった。そこで 2012年

度は、テトラカルボン酸二無水物と等モルのジアミンより極めて簡便に重合・製膜するこ
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図３ サーモトロピック液晶性 PBOの重合反応スキーム 

 

200°C 

図４ BO基含有 PIの重合反応スキーム 
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とが可能なポリイミド（PI）系に着目し、図４に示す BO基含有テトラカルボン酸二無水物

を分子設計し、簡便でクリーンな（ポリマーの精製工程を必要としない）製造工程を経て

主鎖中に BO 基を組み込んだ PI系を得ることを検討した。図５に半脂肪族 BO 基含有 PIの

構造を示す。溶融流動性発現を期待し、まず屈曲部位としてドデシル基を主鎖に導入した。

ホットステージ付偏光顕微鏡（POM）により液晶性を観察したところ、あまり明瞭な液晶

組織ではないが、昇温過程において 310℃で流動性のある光学異方性組織が観察された。よ

り広い温度範囲で安定な液晶相を発現させるためには、液晶形成温度を大幅に低温側にシ

フトさせる必要がある。 

 

２．研究目的と方針（2013年度） 

上記の検討結果を踏まえ、2013 年度は液晶

形成温度の低下、液晶温度範囲の拡張、液晶

化度の増加および溶融流動性の改善を目指し

て、メソゲンとしての BO基含有ジイミド部位

の剛直性と屈曲部位の柔軟性のバランスをコ

ントロールすることを試みた。具体的にはメ

ソゲン部位の長軸方向の長さをやや短くする

ことおよび、屈曲基として長鎖アルキレン基

の代わりに更に屈曲性の高いジメチルシロキ

サン鎖を導入することを検討した。 

 

３．2013年度の研究結果 

３－１．モノマーおよびポリマー合成 

様々なBO基含有テトラカルボン酸二

無水物モノマーおよび低分子量モデル

化合物を合成し、再結晶を繰り返して十

分に精製した。これらの分子構造は

FT-IR、1
H-NMR および元素分析により

確認した。いくつかのモノマーは重水素

化溶媒に対する溶解度が不十分であっ

たため、NMR 測定が困難であった。上

記モノマーと各種屈曲性ジアミン（長鎖

アルキレンジアミンまたはジアミノシ

ロキサン）より BO 基含有 PI 前駆体

（PAA）を重合し、ガラス基板上に塗布

して 80℃/2hで乾燥後、250℃/1h熱処理

図５ 半脂肪族 PBOの POM写真 

25 μm 

図６ エステル基を含まないモデル化合物の液晶性 
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を行なってイミド化した。POMおよび示差走査熱量分析 （DSC）より、BO 基含有 PIおよ

びモデル化合物の液晶性を調べた。 

 

３－２．エステル基を含まない BO基含有 PI系（エステル基の役割） 

メソゲン部位の長軸長さを少しだけ短くすることを目的として、エステル連結基を含ま

ない BO 基含有テトラカルボン酸二無水物を合成し、これと n-オクチルアミンより図６に示

すモデル化合物の液晶性を調査したところ、液晶性は全く観察されなかった。炭素鎖長を

更に２つ追加した場合でも同様であっ

た。エステル基で連結された対応する

モデル化合物では、明瞭な液晶相が観

察されることから、図６の結果は、エ

ステル基を除去したことで逆にメソゲ

ンの剛直性が高くなりすぎたことを反

映している可能性がある。即ちエステ

ル連結基はメソゲン基長の延長による

剛直性増大効果というよりはむしろ、

メソゲンの直線性を犠牲にせずに適度

な屈曲性付与に寄与しているのではな

いかと考えられる。 

 

３－３．エステル連結基とシロキサンユニットの重要性 

図７に BO 基を含まない半脂肪族

ポリエステルイミド（PEsI）の液晶性

を調べた結果の一例を示す。昇温・降

温両過程において、明瞭な液晶相が観

察された。この結果からもエステル連

結基の存在が液晶形成に好ましい効

果をもたらしていることがわかる。し

かしながら、この PEsI 系の液晶形成

開始温度は300℃以上と高い値であっ

た。図８（赤棒グラフ）に見られるよ

うに、アルキレン鎖長を増加すると、

液晶形成開始温度が徐々に低下する

傾向が見られたが、屈曲基としてアル

キレン鎖を用いる限り、液晶形成開始

温度を大幅に下げることは困難であ

った。そこで、アルキレン鎖の代わり

図７ 半脂肪族 PEsI の液晶性 

図８ 半脂肪族 PEsI の液晶形成開始温度

に対する屈曲鎖長の影響 
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にジメチルシロキサンユニットを導入したところ（青棒グラフ）、液晶形成能を保持したま

まで液晶形成開始温度が大幅に低下することがわかった。 

 

３－４．BO基含有シロキサンポリイミドの液晶性 

上記 PEsI 系の結果を踏まえ、エステル連結基を含む２種類の BO 基含有テトラカルボン

酸二無水物（BO 基＝X1と X2）とシロキサンジアミン（図９中、m≒9）より、新規な BO

基含有ポリイミドを重合し、液晶性を調査した。結果の一例を図９に示す。この系はアル

キレン鎖を導入した系に比べてずっと優れた溶融流動性を示した。これはシロキサンの Si

－O結合の周りの内部回転障壁が極めて低いことによるものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ BO基含有シロキサンポリイミドの液晶性 
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図９の POM写真に見られるように、昇温・降温両過程において、光学異方性組織が観察

された。本研究で検討した系の液晶形成能に対する主鎖構造依存性をまとめたものを図１

０に示す。左側が昇温過程、右側が降温過程を表し、棒グラフの橙色の温度範囲が液晶形

成温度範囲を表している。屈曲部位がアルキレン鎖（C12）の場合、昇温・降温両過程でサ

ーモトロピック液晶を全く示さないかまたは、示したとしても非常に狭い温度範囲でのみ

で液晶性が観察されることがわかる。一方、屈曲部位がジメチルシロキサン構造の場合（図

９中、m≒9）、昇温・降温両過程において、液晶性が見られ、特に BO 基が X2の場合、液

晶形成温度が 200℃まで低下することがわかった。またこの系では液晶形成温度幅がΔT＝

65℃まで拡張された。 

 

３－５．問題点 

本研究で合成した BO 基含有テトラカルボン酸二無水物は、ポリマー化した際の液晶形成

に重点を置いた分子設計となっているため、その分子構造は必然的に極めて剛直になると

いう状況にある。このため、BO基含有テトラカルボン酸二無水物の溶媒溶解性がやや悪く、

ポリイミド前駆体の重合の際に長時間を要する場合があった。この問題は製造工程上改善

した方が望ましい。 

 

 

図１０ 液晶形成温度・温度幅に対する屈曲部の種類の影響 
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４．成果公表リスト 

原著論文 

1) 井上 崇子，石井 淳一，長谷川 匡俊 

ベンゾアゾール環を含むポリイミド（１０）サーモトロピック液晶性．ポリイミド・

芳香族系高分子 

最近の進歩 2014 (Proceedings of 21th Japan Polyimide & Aromatic Polymer Conf.), 査読な

し(印刷中) 
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第 21回日本ポリイミド・芳香族系高分子会議，岡山大学，岡山 (2013, 12) 

3) 永井 俊次郎，石井 淳一，長谷川 匡俊 

ベンズアゾール基を側鎖に有する液晶性ポリマー 

第 21回日本ポリイミド・芳香族系高分子会議，岡山大学，岡山 (2013, 12) 

 


