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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. 研究背景と本研究の位置付け 

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,フィラー分散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で行われている.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ず,有害な繊維状ダストの発生といった問題に加え,
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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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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.本研究で

は上記の問題を解決するために,簡便な製造工程,優れた溶融流動性,200℃以下の液晶転移温

度（好ましくは 150～200℃）且つ 100℃以上の液晶形成温度幅を有するベンゾオキサゾー

ル（BO）基含有ポリマーを得ることを目的とする. 

 

２．2013 年度の研究結果概要と新たな問題点 

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,

置換基無し）とシロキサンジアミン（図３中,m≒9）より,新規な BO 基含有ポリイミドを極

めて簡便でクリーナ方法で重合し,液晶性を調査した.結果の一例を図３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３のホットス

テージ付偏光顕微鏡（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４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４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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 BO基含有シロキサンポリイミドの液晶性 
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このように,エステル基で連結された BO 基含有テトラカルボン酸二無水物とジメチルシ

ロキサンジアミンを組み合わせることで,極めて簡便な製造工程により重合・製膜すること

が可能となった.更に得られた BO 基含有ポリイミドの液晶転移温度を 200℃まで下げるこ

とができた.しかしながら,液晶形成能発現と BO 基導入に重点を置いた分子設計に基づき,

本研究で合成した BO 基含有テトラカルボン二無水物は,分子構造の剛直さから溶媒溶解性

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. 

 

３．2014 年度の研究結果 

３－１．BO 基含有テトラカルボン酸二無水物への嵩高置換基導入による溶解性改善

の検討 

図 4 液晶形成温度・温度幅に対する屈曲部の種類の影響 

図 5 嵩高い置換基をメソゲンに導入した BO基含有ポリイミドのモデル化合物 
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上記のように,2013 年度の研究によって得られた BO 基含有テトラカルボン酸二無水物

（図 3）は液晶性発現を重視したために,メソゲン部位の分子構造が剛直すぎて溶媒溶解性

があまりよくなく,次の重合工程の際,これが溶解して反応の進行し,均一溶液となるまで長

時間を必要とするといった問題があった.そこで 2014 年度は BO基を含むメソゲン部位に嵩

高い置換基（Ｒ）を導入することで,溶解性問題の解決を試みた.またこのアプローチにより,

メソゲンの剛直性を保持したままで短軸方向の分子断面積を調節することができ,液晶転移

温度を下げる効果も同時に期待される.しかしながら,メソゲンに嵩高い置換基を導入する

と,肝心の液晶形成が妨げられることがしばしばある.そこで本研究では図 5 に示すようにし

てまず該当するモデル化合物を合成し,その液晶形成挙動について調査した.  

 

図 6に嵩高い置換基を有するBO基含有 PI

モデル化合物の DSC 曲線を示す.図 7 に見ら

れるように降温過程において,107.4℃から凝

固点 98.8℃の温度範囲で流動性のある光学

異方性（液晶）組織が見られた.このことから,

対応するポリマー系でも液晶形成が期待さ

れる.アルキル鎖長の異なる様々なジアミン

や屈曲性のより高いシロキサンジアミンを

110.9℃ 

98.8℃ 

114.7℃ 

Heating 

Cooling 

Temperature (℃) 

図 6 嵩高い置換基を有するモデル化合物の DSC 曲線 

50 μm

図７ 嵩高い置換基を有するモデル化合物の

POM写真（降温過程@107.4℃） 
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用いて,BO基含有 PIの重合を行った.期待通り,本 BO 基含有テトラカルボン酸二無水物モノ

マーは優れた溶媒溶解性を示し,重合反応の大幅な短縮効果が確認された.得られた PI 系の

液晶性については現在評価中である. 

３－２．側鎖型 BO基含有ポリマーの合成と液晶性・熱伝導性評価 

これまで本研究では主鎖型液晶性 PBOあるいは主鎖型 BO基含有 PI系について検討して

きたが,これら主鎖型では図８に模式的に示すようにメソゲンの両端が主鎖中に結合した構

造を有しているため,分子運動性即ち溶融流動性が得られにくい状況にある.そのため,屈曲

部側にジメチルシロキサン等の極めて分子運動性の高いユニットを導入してポリマー鎖全

体の分子運動性を確保しなければならなかった.これに対して,側鎖型の場合はメソゲンの

一端は分子運動の制約をあまり受けない状態（ほぼフリー）にあり（図 8）,メソゲン基の

分子運動性（流動性・液晶形成能）の観点から主鎖型よりはるかに有利である.そこで,本研

究ではメタクリル酸誘導体と BO 基含有メソゲン

（BO-M）を連結し,ラジカル重合反応性を付与した BO

基含有ビニルモノマー（図 9）を合成し,よく精製した.

分子構造は FT-IR,
1
H-NMP,元素分析より確認した.ここ

でXおよびYは連結基,Rは長鎖アルキル基である.この

側鎖型BO基含有モノマーについて,DSC測定とPOM観

察を行ったところ,昇温過程では 133.2℃に融点が見ら

れ,133.7～138.9℃の狭い温度範囲で光学異方性組織が

観察された.一方,降温過程においても,132.7～135.7℃の

狭い温度範囲で同様な光学異方性組織が観察され

た.AIBN を開始剤としてトルエン中,70℃で 10 時間ラジ

カル重合して得られた BO 基含有ビニルポリマーの重量

平均分子量は 110,000 であった.POM 観測では昇温過程

において 150℃付近で流動性が現れ,193.5～223.2℃の範

囲で液晶組織（図 10）が観察された.一方降温過程では

184.6～205.8℃で液晶組織が観察された. 

図 10 BO基ペンダントメタクリレート 

ポリマーの POM写真（@204℃） 

 

 

50µm 

図 9 BO基ペンダントメタクリレート 

モノマーとそのラジカル重合 

メソゲン 

主鎖型液晶ポリマー 
 

側鎖型液晶ポリマー 
 

図 8 主鎖型および側鎖型液晶ポリマー構造の模式図 
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 この側鎖型 BO 基含有ポリマーをトルエンに溶解してキャスト製膜したものを,自作のブ

ロックヒーターに挿入し,これを所定の温度で 10 分間保持して液晶状態にした後,瞬時に水

中に投入・急冷して,室温で液晶構造が固定化されたフィルム（frozed LC state）を作製し,

熱拡散率 α（温度波分析法,ai-Phase Mobile 1u）を測定した.また浮沈法によりフィルム試料

の密度（ρ）,DSC より比熱（CP）を測定し,フィラーを含まない樹脂自体の熱伝導率（λ＝α・

CP・ρ）を求めた.その結果を図１１に示す.ポリカーボネート（PC）やポリエーテルスルホ

ン（PES）等のエンジニアリングプラスチックの熱伝導率は 0.1～0.15 W m
−1 

K
−1と低い値で

あった.以前検討した主鎖型 PBO（frozed LC state,磁場なし）はこれらのおよそ２倍の熱伝導

率を示したが,それほど高レベルではなかった.一方,本研究で検討した側鎖型液晶性 PBO

（225℃から急冷）は一般の高分子系に比べて約６倍の高レベルの熱伝導率を発現すること

がわかった.液晶相形成＋急冷固定化処理を行わない場合,この系は一般の高分子と同レベ

ルの低熱伝導率を示すことから,側鎖型PBOの高い熱伝導率にはその液晶構造が大きく寄与

していると考えられる. 
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図 11 側鎖型および主鎖型液晶性 PBOの熱伝導率。一般の高分子系との比較 
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