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＜研究内容・成果等の要約＞ 

 

バイオ生産可能な4-アミノ桂皮酸を用いて合成されたバイオポリアミドは、バイオ由来でありなが

ら高い耐熱性と強度を発揮するエンジニアリングプラスチックに相当する性能を有することから循

環型社会の構築に資する材料である。このポリアミドの高透明性と高い熱安定性を生かせば、有機エ

レクトロニクスデバイスの基材を作製することが可能となる。有機 EL 照明への活用は、点光源で

ある LED 照明と比較して面光源であるため広範囲に光を照射することが可能となり高い省エネル

ギー効果が期待される。現在、透明樹脂基板としてはポリエチレンテレフタレート (PET) を用いる

ことがほとんどであるが、デバイスの配線処理過程において 150 ℃ 以上の高温による焼成により変

性・変形してしまう。さらに酸化インジウムスズ (ITO) をスパッタ法で成膜するには 250 ℃ が必

要とされ、既存の透明樹脂ではまず達成不可能である。また、自己支持性を発揮するナノ薄膜は、デ

バイスの小型化などのナノテクノロジー分野において、革新的な技術開発であるとして注目されてい

る。 

本研究では、超高強度バイオポリアミドを新たに設計し、それらの薄膜化技術を検討することで、

自己支持性のナノ薄膜を開発し、有機デバイス応用の可能性を検討した。バイオポリアミドは、わず

かに曲がったジフェニルシクロブタンを有した 4,4’-ジアミノ-α-トルキシル酸 (4ATA) の 2 つの

誘導体と脂肪族ジカルボン酸の 3 元系の重縮合によって合成された。適切な脂肪族ジカルボン酸の

組成を有するバイオポリアミドの力学的評価により、最大で 231 MJ m−3 という高い歪エネルギー

密度 (タフネス) を示し、これはクモの糸よりも著しく強靭であることが明らかになった。干渉縞を

示す数百ナノメートルの厚さのナノ薄膜は、その高いタフネスおよびヤング率により、ガラス基板か

ら破れることなく剥離することができた (Takada, K. and Kaneko, T. et al., Langmuir, 2022, 38, 

5128-5134)。また、このナノ薄膜は単一でも自立できる (自己支持性がある) ことが分かり、フレキ

シブルデバイスへの応用が期待される。フレキシブルデバイスへの応用として有機発光デバイスの作

製を行い、得られたデバイスが他の材料を用いたときと同様に発光することが分かった。しかし、最

適な光取りだし効率を示すためのバイオポリアミドの複屈折率の制御は達成できていないため、引き

続き分子設計を最適なものへと変更し、有機デバイスの開発へとつなげたい。 
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＜研究の目的、経過、結果、考察（5000字程度、中間報告は2000字程度）＞ 

 

【目的】 

有機ガラスと言われるアクリル樹脂やポリカーボネートなどの透明樹脂は、無機ガラスとは異な

り、軽量であり、加工性に優れるなど利点が多くある。これら有機ガラスは、我々が装着する眼鏡や

ディスプレイパネルを筆頭に広く普及しており、近年の材料開発においては必要不可欠である。一方

で材料の透明性を高く維持するには、非晶性の高分子でなければならず、それゆえに破壊強度、弾性

率、靭性(タフネス)などの力学物性が低いことが有機ガラスの欠点であり、高い透明性を維持しなが

らも高い力学強度を発揮する材料の開発は急務の課題である。特に、有機エレクトロルミネッセンス

(EL) 型のフレキシブルデバイスは、フィルムの柔軟性に加え、光取り出し効率に関連する屈折率の

制御が重要でありこれら要求を満たした高分子材料の例は数少ない。申請者らは、これまでにバイオ

由来であるトルキシル酸という特殊な構造を持つポリイミドやポリアミドが高い透明性と高い力学

物性、高耐熱性を示すことを先に見出してきた。しかしながら、これらポリアミドの詳細な光学物性

は明確ではないことに加え、薄膜化の技術も確立されておらず、デバイスへの応用を考えた場合、こ

れらの解決が重要であるといえる (図１)。 

以上のことから本研究では高い靭性（タフネス）を有するポリアミドを合成し、その薄膜の作製技

術の確立を目指し、発光有機ELデバイスの試作検討を目的とする。 

 
 

【経過】 

下記の【結果・考察】の項目に示す通り、高靭性バイオポリアミドの共重合組成比や成膜技術を検

討することで自己支持性ナノ薄膜の作製に成功している。また、これらのナノ薄膜を用いてデバイス

作製できることを示した。これら成果を、アメリカ化学会のLangmuir誌 (Impact Factor, 4.331) に

て発表し、同誌のSupplementally Journal Coverに採択された。 

一方で、本研究で目指すポリアミド薄膜の屈折率等の制御に関してはいまだ検討中の段階である

が、当該研究課題終了後も引き続き検討を進めこれら光物性の制御系統を確立する予定である。 

 

【結果・考察】 

１．バイオポリアミド共重合体の合成とその物性評価 

4-アミノ桂皮酸 (4ACA) 誘導体に対し高圧水銀灯 (波長 250-450 nm、照度 100 mW cm−2 以上) 

を用いた [2+2] 環化付加反応を行うことで所定の 4ACA 二量体としてトルキシル酸 M1、M2を合

成した (図２)。得られたトルキシル酸誘導体は、亜リン酸トリフェニル/ピリジン系の重縮合を行う

ことでポリアミドとすることが可能である。これらのバイオポリアミドのガラス転移温度 (Tg) はい

ずれも 150 °C 以上、Td10 はほとんどが 350 °C 以上を示し、高い耐熱性能を有していた。さらに、

得られたバイオポリアミドのフィルムは非常に高い透明性を示し、光の波長 450 nm の時、透過率

は約 90 % を示した。これらバイオポリアミドをジメチルホルムアミド (DMF) などの溶媒に溶解 
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させることで、それ

ぞれ、フィルム及び

ファイバーにする

ことが可能であっ

た。また、本バイオ

ベースポリアミド

の共重合体として、

各種脂肪族ジカル

ボン酸を用いると、

耐熱性の若干の低

下は見られるもの

の、強度が大きく向

上し、引張強度は、

最大で  400 MPa 

を示し、伸び率は 36 % まで向上

した。この数値は、既存の透明樹脂

である、ポリカーボネートやポリ

メタクリル酸メチル、さらにはセ

ルロースナノファイバーのものを

大きく超えるものであり、タフネ

スにして高強度バイオ繊維の代表

である蜘蛛の糸にも匹敵するもの

であることが分かった。さらに、高

い透明性についても、主鎖中に組

み込まれたシクロブタンと側鎖の

エステル部位が起因していること

が考えられ、高い透明性と強度が、

トルキシル酸独自の構造にもとづ

くものであることが確認された。 

 

２．高強度発現のメカニズム解析

とナノ薄膜の作製 

ナノ薄膜は、外部刺激から材料等を保護するために、建築、電子、および生物医学のアプリケーシ

ョンでコーティング材料として使用されている。こうしたナノ薄膜は、巨視的な表面積と厚さが 10 

~ 数百 nm の範囲の準 2 次元構造とすることができ、フィルムサイズと厚さのアスペクト比は 

106 を超えており、このような高いアスペクト比を達成することができれば、ナノ薄膜の取り扱いが

容易になると言われている。しかしながら、機械的特性を維持しながらナノ薄膜を支持基板から物理

的に除去することは非常に困難なことであり、それを達成するには樹脂のタフネスが重要になる。先

述のバイオポリアミドは、従来の有機ガラスと比較して高い熱的、機械的安定性およびタフネスを有

していることから、ナノ薄膜を作製するうえで最適なものであると着目した。高強度ナノ薄膜にする

にあたり、その高タフネス化のメカニズムを解析した。所定の伸び率における分子構造の変化を赤外

分光測定により確認したところ、当該ポリアミドの主鎖を構成するトルキシル酸由来の芳香環に挟ま

れたシクロブタン部位が、外部応力に応じて互変異性化を起こしシクロブタジエン構造となり、高分

子の剛直性を向上させ配向性を示すような性質を発揮していることが明らかにされた (図３)。 

高タフネスを有するバイオポリアミドの合成結果および、その高タフネス化のメカニズムを基に、

ガラス基板へのスピンキャストを行うことでナノ薄膜の作製及びその単離を行った。 
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得られたバイオポリアミド

共重合体のうち、最も高いタフ

ネスを示したもの (炭素数 8 

のジカルボン酸 75 % 含有、

タフネス 231 MJ m−3) を用

いてスピンキャスト法により

ガラス基板にナノ薄膜を形成

させた (図４)。これに厚紙を張り付け、厚紙を剥がすように

してガラス板から剥離することで、ナノスケールでコーティ

ングされたバイオポリアミドを剥離することが可能であっ

た。この時得られたバイオポリアミドの厚みは約 200 nm で

あった。 

 

３．バイオポリアミド共重合体を用いたデバイス作製の検討 

得られたバイオポリアミドの屈折率nは光の波長に依存し

て1.64〜1.87 (アッベ数νd = 43) であり、可視光下でのガラ

ス板 (n = 1.55 〜 1.62) よりもはるかに高い値を示した（図

５）。先述の結果より、当該バイオポリアミドナノ薄膜が、フ

レキシブルデバイスや小型化デバイスの自己支持性ナノ材料として十分なタフネスを有しているこ

とは明らかである。この屈折率の結果は、バイオポリアミドから作製したナノ薄膜が、電子ディスプ

レイ、有機メモリ、およびその他のデバイス用の薄い柔軟な材料の新しい分野を開くとともに、ナノ

スケールでの生体内で動作するミニロボットなどの小型化された機械に貢献する上でも革新的なも

のであるといえる。しかしながら、当該ポリアミド薄膜を用いて有機 EL デバイスの作製を行った

ところ、既存の有機 EL と比較しても光取りだし効率に大きな変化は見られなかった。これら光取

りだし効率を改善するためには屈折率の制御が重要であることが改めて確認された。現在は、当該ポ

リアミドの構造的特徴を利用して側鎖のエステル基変換により金属酸化物などを導入することで、屈

折率の制御を行い、有機デバイス利用に最適な数値を有したバイオポリアミドの合成を進めている。

また、現在は有機 EL への応用以外にも、有機電界効果トランジスタへの利用も検討が進められて

おり、当該ポリアミドの有機デバイスの今後の展開が期待できる。 

 

【総括】 

バイオ由来で得られる桂皮酸を用いることで、高いタフネスを有したポリアミドを合成することに

成功した。当該バイオポリアミドは、ベンゼン環に挟まれたシクロブタンが外部応力によって互変異

性化を起こすことで高タフネスを示すことが明らかとなり、その高い機械強度に起因して自己支持性

のナノ薄膜として単離することが可能であった。また、当該ポリアミドは既存の材料と同様にデバイ

ス作製することが可能であった。本研究期間では、理想の光取りだし効率を発現するには至らなかっ

たが、当該バイオポリアミドが様々なフレキシブルデバイス応用への可能性を示す結果を多く得られ

たことから、引き続き当該桂皮酸系ポリマー開発を継続してさらなる研究の展開を行いたい。 
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