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(57)【要約】
【課題】生成物との分離が容易な固体触媒を用いた、芳香族ボロン酸化合物と芳香族トリ
フラートエステルとの鈴木－宮浦カップリングによる炭素－炭素結合生成によりカップリ
ング生成物を製造する方法を提供する。
【解決手段】芳香族ボロン酸化合物と芳香族トリフラートエステルとを、パラジウム／炭
素触媒の存在下にて湿式で鈴木－宮浦カップリングさせることを特徴とする、炭素－炭素
結合生成によるカップリング生成物の製造方法。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　芳香族ボロン酸化合物と芳香族トリフラートエステルとを、パラジウム／炭素触媒の存
在下にて湿式で鈴木－宮浦カップリングさせることを特徴とする、炭素－炭素結合生成に
よるカップリング生成物の製造方法。
【請求項２】
　上記カップリング生成物がビアリール誘導体である、請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
　前記触媒の炭素が比表面積1000m2/g以上の活性炭であることを特徴とする、請求項１又
は２に記載の製造方法。
【請求項４】
　炭素数１－３のアルカノールと水との混合溶媒中で鈴木－宮浦カップリングさせること
を特徴とする、請求項１～３のいずれか１項記載の製造方法。
【請求項５】
　前記芳香族ボロン酸化合物が下記一般式(Ｉ)：
　　　Ｒ－Ｂ（ＯＨ）2　　　（Ｉ）
（式中、Ｒはフェニル基、ナフチル基、アントラニル基、ピリジル基、ピリミジル基、イ
ンドリル基、ベンズイミダゾリル基、キノリル基、ベンゾフラニル基、インダニル基、イ
ンデニル基、ジベンゾフラニル基またはメチレンジオキシフェニル基を表し、これらの基
は１個又はそれ以上の置換基を有してもよい。）
で表される芳香族ボロン酸化合物であることを特徴とする、請求項１～４のいずれか1項
に記載の製造方法。
【請求項６】
　前記芳香族トリフラートエステルが下記一般式（ＩＩ）：
　　　Ｒ'-Ｏ－ＳＯ２－ＣＦ３　　　（ＩＩ）
（式中、Ｒ'は、フェニル基、ベンゾフラニル基、ナフチル基、アントラニル基、ピリジ
ル基、ピリミジル基、インダニル基、オキソインダニル基、インドリル基、ベンズイミダ
ゾリル基またはキノリル基を表し、これらの基は１個又はそれ以上の置換基を有してもよ
い）
で表される芳香族トリフラートエステルであることを特徴とする請求項１～５のいずれか
１項に記載の製造方法。
【請求項７】
　上記カップリング生成物が、一般式（ＩＩＩ）：
　　Ｒ－Ｒ’　　　（ＩＩＩ）
（式中、Ｒ及びＲ’は前に定義した通りである）で表される化合物である、請求項６に記
載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、芳香族ボロン酸化合物と芳香族トリフラートエステル（芳香族トリフルオロ
メタンスルホン酸エステル）との鈴木－宮浦カップリングによる炭素－炭素結合生成反応
によるカップリング生成物を製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鈴木－宮浦カップリングは有機合成において広く用いられている炭素－炭素結合生成反
応である。芳香族ボロン酸化合物と芳香族化合物との鈴木－宮浦カップリングによる炭素
－炭素結合生成において、当該芳香族ボロン酸化合物と芳香族トリフラートエステル化合
物とを使用した例は既に知られている（非特許文献１～２）。しかしながらこれらは均一
系触媒を用いた例であり、触媒と生成物との分離が困難であるという問題を伴っている。
【０００３】



(3) JP 2008-63260 A 2008.3.21

10

20

30

40

50

　一方、触媒と生成物との分離が容易な固体触媒を用いた、芳香族ボロン酸化合物と芳香
族ハロゲン化合物との鈴木－宮浦カップリングによる炭素－炭素結合生成の例も知られて
いる。例えば、担体としてヒドロキシアパタイトを用いてパラジウムを当該担体に固定し
た固体触媒の存在下（特許文献１）、あるいは、パラジウム炭素触媒の存在下（非特許文
献３）、芳香族ボロン酸化合物と芳香族ハロゲン化合物との鈴木－宮浦カップリングによ
り、炭素－炭素結合を生成した例が知られている。しかしながらこれらの例も含めて、当
該芳香族ボロン酸化合物と芳香族トリフラートエステルとを、固体触媒の存在下、湿式で
処理して、鈴木－宮浦カップリングにより炭素－炭素結合を生成させた具体例の報告はな
い。
【０００４】
　そこで、生成物との分離の容易な固体触媒を用い、芳香族ボロン酸化合物と芳香族トリ
フラートエステルとの鈴木－宮浦カップリングによる炭素－炭素結合の生成方法の開発が
望まれていた。
【０００５】
【非特許文献１】鈴木　章、有機合成化学協会誌　2005年4月号　p312
【非特許文献２】G. A．Malander　et al., Syn. Lett., 2005, 11, 1763
【非特許文献３】H. Sajiki et al., J. Chem. Res., 2004, 593, (Erratum : J. Chem. 
Res., 2005, 344)
【特許文献１】特開２００４－５７８９８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、芳香族ボロン酸化合物と芳香族トリフラートエステルとの鈴木－宮浦カップ
リングによる炭素－炭素結合生成反応によるカップリング生成物の製造方法において、生
成物との分離が容易な触媒を用いた製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、炭素系固体触媒を鋭意検討した結果、炭素粒子にパラジウムを固定した
パラジウム／炭素（Ｐｄ／Ｃ）触媒を用いると、芳香族ボロン酸化合物と芳香族トリフラ
ートエステルとの鈴木－宮浦カップリングによる炭素－炭素結合生成が進行することを見
出し、本発明を完成するに至った。
【０００８】
　即ち、本発明は、芳香族ボロン酸化合物と芳香族トリフラートエステルとを、パラジウ
ム／炭素触媒の存在下にて湿式で鈴木－宮浦カップリングさせることを特徴とする、炭素
－炭素結合生成によるカップリング生成物の製造方法を提供するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によると、生成物とパラジウム／炭素触媒を容易に分離することができるので、
反応工程、装置、反応管理等を容易にすることができる。また、本発明で用いるパラジウ
ム／炭素触媒は、反応後に分離し回収した後の触媒活性の低下が僅かであり、繰り返し再
使用が可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明について更に詳細に説明する。
＜芳香族ボロン酸化合物＞
　上記芳香族ボロン酸化合物における”芳香族”とは、１つ又は２つ以上の環を有する１
価の不飽和の芳香族炭素環式基、又は１つ又は２つ以上の環を有する１価の不飽和の芳香
族複素環式基を云う。これらの芳香族基には１個又はそれ以上の置換基があってもよい。
芳香族基の例には、フェニル基、ナフチル基、アントラニル基、ピリジル基、ピリミジル
基、インドリル基、ベンズイミダゾリル基、キノリル基、ベンゾフラニル基、インダニル
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基、インデニル基、ジベンゾフラニル基、メチレンジオキシフェニル基等が含まれる。
　本発明で使用される上記芳香族ボロン酸化合物としては、下記一般式(Ｉ)：
　　Ｒ－Ｂ（ＯＨ）2　　　（Ｉ）
（式中、Ｒはフェニル基、ナフチル基、アントラニル基、ピリジル基、ピリミジル基、イ
ンドリル基、ベンズイミダゾリル基、キノリル基、ベンゾフラニル基、インダニル基、イ
ンデニル基、ジベンゾフラニル基またはメチレンジオキシフェニル基を表し、これらの基
は１個又はそれ以上の置換基を有してもよい。）で表されるものが好ましい。
　Ｒとしては、好ましくはフェニル基、ナフチル基、インドリル基、ベンゾフラニル基お
よびジベンゾフラニル基であり、特に好ましくはフェニル基である。これらの芳香族環基
又は芳香族ヘテロ環基にホウ素原子が結合する位置については特に制限するものではない
。また、これらの芳香族環基又は芳香族ヘテロ環基に１個又はそれ以上の置換基があって
も差し支えない。置換基の例としては、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロ
ピル基、ｎ－ブチル基、ｎ－ペンチル基、ｎ－ヘキシル基等の炭素原子数１～６のアルキ
ル基；メトキシ基、エトキシ基、ｎ－プロピロキシ基、イソプロポキシ基、ｎ－ブトキシ
基、ｎ－ペンチロキシ基、ｎ－ヘキシロキシ基等の炭素原子数１～６のアルコキシ基；ベ
ンジル基；９－フルオレニルメトキシカルボニル基；ブトキシカルボニル基；ベンジルオ
キシカルボニル基；ニトロ基；またはフッ素、塩素、臭素、ヨウ素等のハロゲン原子など
が挙げられ、好ましくは、炭素原子数１～３のアルキル基、メトキシ基、ベンジル基、９
－フルオレニルメトキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基、ベンジルオキシカルボニ
ル基、ニトロ基またはフッ素原子である。
【００１１】
＜芳香族トリフラートエステル＞
　”芳香族トリフラートエステル”における”芳香族”とは、１つ又は２つ以上の環を有
する１価の不飽和の芳香族炭素環式基、又は１つ又は２つ以上の環を有する１価の不飽和
の芳香族複素環式基を云う。これらの芳香族基には１個又はそれ以上の置換基があっても
よい。芳香族基の例には、フェニル基、ベンゾフラニル基、ナフチル基、アントラニル基
、ピリジル基、ピリミジル基、インダニル基、オキソインダニル基、インドリル基、ベン
ズイミダゾリル基またはキノリル基等が含まれる。
　本発明で使用される上記芳香族トリフラートエステル（即ち、芳香族トリフルオロメタ
ンスルホン酸エステル）としては、下記一般式(ＩＩ)：
　　Ｒ'－Ｏ－ＳＯ２-ＣＦ３　　　（ＩＩ）
（式中、Ｒ'は、フェニル基、ベンゾフラニル基、ナフチル基、アントラニル基、ピリジ
ル基、ピリミジル基、インダニル基、オキソインダニル基、インドリル基、ベンズイミダ
ゾリル基またはキノリル基を表し、これらの基は１個又はそれ以上の置換基を有してもよ
い）で表されるものが好ましい。
　Ｒ’は好ましくは、フェニル基、ベンゾフラニル基、ナフチル基、インダニル基、オキ
ソインダニル基、ピリジル基又はピリミジル基、更に好ましくはフェニル基、ナフチル基
又はオキソインダニル基、特に好ましくはフェニル基である。これらの芳香族環基又は芳
香族ヘテロ環基に１個又はそれ以上、好ましくは１～３個、特に１個の置換基があっても
差し支えない。置換基の例としては、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピ
ル基、ｎ－ブチル基、ｎ－ペンチル基、ｎ－ヘキシル基等の炭素原子数１～６のアルキル
基；メトキシ基、エトキシ基、ｎ－プロピロキシ基、イソプロポキシ基、ｎ－ブトキシ基
、ｎ－ペンチロキシ基、ｎ－ヘキシロキシ基等の炭素原子数１～６のアルコキシ基；ベン
ジル基；９－フルオレニルメトキシカルボニル基；メトキシカルボニル基、ブトキシカル
ボニル基等のＣ１－６アルコキシカルボニル基；ベンジルオキシカルボニル基；ニトロ基
；シアノ基；アルデヒド基；アセトアミド基のようなアミド基；及びフッ素、塩素、臭素
、ヨウ素等のハロゲン原子などが挙げられ、好ましくは、炭素原子数１～３のアルキル基
、メトキシ基、ベンジル基、９－フルオレニルメトキシカルボニル基、ブトキシカルボニ
ル基、ベンジルオキシカルボニル基、ニトロ基またはフッ素原子である。また、これらの
芳香族環基又は芳香族ヘテロ環基にトリフラート基が結合する位置については特に制限す
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るものではない。
【００１２】
＜鈴木―宮浦カップリングによる炭素－炭素結合生成＞
　鈴木―宮浦カップリングによる炭素－炭素結合の生成とは、芳香族ボロン酸化合物から
ボロン酸を含む官能基が脱離した芳香族残基と、有機ハロゲン化合物またはトリフラート
エステルからハロゲンまたはトリフラートを含む官能基が脱離した有機残基との間に、炭
素－炭素結合が生成することを云う。
　かかる炭素－炭素結合の生成により、本発明ではビアリール誘導体のようなカップリン
グ生成物が得られる。ここで”アリール”とは、芳香族ボロン酸化合物及び芳香族トリフ
ラートエステルにおける”芳香族”と同じ意味を有する。
　芳香族ボロン酸化合物が一般式（Ｉ）で表される化合物であり、芳香族トリフラートエ
ステルが一般式（ＩＩ）で表される化合物である場合、得られるカップリング生成物は、
下記一般式（ＩＩＩ）：
　　Ｒ－Ｒ’　　　（ＩＩＩ）
（式中、Ｒ及びＲ’は前に定義した通りである）で表されるビアリール誘導体である。
【００１３】
＜パラジウム／炭素触媒＞
　本発明で用いるパラジウム／炭素触媒は、炭素粒子担体と、該炭素担体に固定されたパ
ラジウムとを有するものである。
【００１４】
　－担体－
　本発明で用いるパラジウム／炭素触媒の担体は炭素粒子であり、好ましくは活性炭であ
る。
　担体の比表面積については1000m2/g以上が好ましく、1100～1500 m2/gが特に好ましい
。かかる比表面積を有する活性炭が最も好ましい。比表面積は、ＢＥＴ法で測定した値で
ある。
　また、炭素粒子担体の粒径については特に限定されないが、メジアン径が0.5～500μm
の範囲であることが好ましく、5～500μmが特に好ましい。メジアン径はレーザー散乱法
により測定した値である。
【００１５】
　－触媒の調製方法（炭素担体へのパラジウムの固定）－
　炭素担体へのパラジウムの固定は、該炭素担体にパラジウムを含む溶液を接触させるこ
とにより行うことができる。
　具体的には、本発明で用いるパラジウム／炭素触媒は、例えば、パラジウム化合物を溶
媒に溶解し、当該溶液中に炭素担体を投入し、パラジウム化合物を吸着または含浸させる
ことにより行うことができる。パラジウム化合物が塩化パラジウム酸など水溶性の場合に
は水を溶媒として用いることができる。パラジウム化合物が、ビス（２，４－ペンタンジ
オナト）パラジウムなど非水溶性の場合には、当該パラジウム化合物を溶解する有機溶媒
を用いて吸着または含浸させることができる。パラジウムを吸着または含浸などの方法で
担体に担持した触媒は、必要に応じて還元処理を実施してもよい。湿式で還元する場合に
は、メタノール、ホルムアルデヒド、蟻酸などの還元剤のほか、ガス状水素を用いること
ができる。乾式で還元する場合にはガス状水素を用いて行うが、水素ガスを窒素等の不活
性ガスで希釈して使用することも可能である。
　こうして、通常、パラジウムが炭素担体に固定されたパラジウム／炭素触媒が得られる
。
【００１６】
　触媒調製に用いる溶媒は、パラジウム化合物を溶解するものであれば特に制限されない
が、水溶性のパラジウム化合物を用いる場合には水が好ましく、非水溶性で有機溶媒に可
溶なパラジウム化合物の場合には、エタノール、アセトン、クロロホルム等の有機溶媒で
あって該パラジウム化合物を溶解するものが好適である。
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【００１７】
　上記パラジウム化合物としては、触媒調製工程に使用する溶媒に可溶性であれば特に限
定されないが、硝酸パラジウム、硫酸パラジウム、テトラアンミンパラジウム塩化物、テ
トラアンミンパラジウム臭化物、テトラアンミンパラジウム硝酸塩、テトラアンミンパラ
ジウム硫酸塩、塩化パラジウム酸等の水溶性化合物の他、ビス（２，４－ペンタンジオナ
ト）パラジウム、ジクロロ（１，５－シクロオクタジエン）パラジウム、ジクロロビス（
トリフェニルホスフィン）パラジウム、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウ
ム、トリス（ジベンジリデンアセトン）二パラジウム等の有機溶媒に可溶な錯体が使用で
き、硝酸パラジウム、塩化パラジウム酸、ジクロロ（１，５－シクロオクタジエン）パラ
ジウムが好ましい。
【００１８】
　前記担体１ｇ当たりのパラジウムの担持量は、特に制限されないが、パラジウム元素に
換算して、通常1.0μmol～5ミリモル、好ましくは100μmol～4ミリモル、特に好ましくは
４００μmol～２．５ミリモルであり、担体の１．０～４３重量％、特に４．３～２６．
６重量％が好ましい。
【００１９】
　芳香族ボロン酸化合物と芳香族トリフラートエステルの使用量の割合は、モル比で芳香
族ボロン酸化合物：芳香族トリフラートエステルが通常０．５～２：１、好ましくは０．
８～１．４：１の範囲である。
【００２０】
　本発明で用いる上記パラジウム／炭素触媒は、反応物の一つである芳香族トリフラート
エステルに対してパラジウムとして、通常0.01～20モル％の間で用いられ、好ましくは0.
1～10モル％、より好ましくは0.5～5モル％の範囲で用いられる。
【００２１】
　本発明の炭素－炭素結合カップリング生成物の製造法は湿式にて行われる。「湿式で」
とは、通常、「溶媒の存在下で」を意味し、好ましくは「溶媒中で」を意味する。
【００２２】
　上記カップリング反応に用いる溶媒は、特に制限されないが、好ましくは、水；メタノ
ール、エタノール、２－プロパノールなどの炭素原子数１－６のアルカノール；１，４－
ジオキサンなどの極性有機溶媒；またはこれらの組み合わせであり、メタノール、エタノ
ール、２－プロパノールなどの炭素原子数１－３のアルカノールと水との混合溶媒が好ま
しく、特に該アルカノール：水の容量比が１：３～３：１の範囲の混合溶媒が好ましい。
【００２３】
　また上記カップリング反応は、例えば、空気雰囲気中または窒素、アルゴン等の不活性
ガスの雰囲気中で行われるが、好ましくは不活性ガス雰囲気中で行われる。反応温度は通
常、室温から200℃、好ましくは室温から溶媒の沸点の温度領域であり、反応時間は通常
約１～48時間である。
【００２４】
　反応系中に、Ｎａ２ＣＯ３、ＮａＨＣＯ３のような塩基を存在させるのが好ましい。か
かる塩基の量は、芳香族トリフラートエステルの通常５０～３００モル％、好ましくは１
００～２００モル％である。
【実施例】
【００２５】
　以下に本発明の実施例を示すが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。以
下の記載において、担体の比表面積はＢＥＴ法により測定された値であり、粒径はレーザ
ー散乱法で測定されたメジアン径を意味する。
【００２６】
＜実施例１＞
（４－メトキシフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルとフェニルボロン酸と
の鈴木―宮浦カップリングによる炭素－炭素結合生成反応による、４－メトキシビフェニ
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ルの合成）
　４－メトキシフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステル（0.5ミリモル）、フ
ェニルボロン酸（0.75ミリモル）、10wt%Pd/C(8mg、7.5マイクロモル)及びNa2CO3（79.5m
g、0.75ミリモル）を純水（1mＬ）及びエタノール（1mＬ）混合溶液に懸濁し、アルゴン
ガス気流下、室温で48時間攪拌しながら反応した。反応終了後、水10mlとジエチルエーテ
ル10mlを添加し、この反応溶液をメンブレンフィルターでろ過し、Pd／C触媒を除去した
。触媒を除去した溶液をジエチルエーテルで抽出し、この抽出液（有機層）を10gのMg2SO

4で脱水した。脱水した有機層の溶媒を減圧留去後、得られた残留物質をシリカゲルクロ
マトグラフィーにより、展開溶剤としてヘキサンとジエチルエーテル（溶剤容量比100：1
～20：１）を約600ml使用して精製した。精製後の生成物である４－メトキシビフェニル
の収率は90%であった。
【００２７】
＜実施例２＞
（４－メトキシカルボニルフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルとフェニル
ボロン酸との鈴木―宮浦カップリングによる炭素－炭素結合生成反応による、４－フェニ
ル安息香酸メチルの合成）
　実施例１の４－メトキシフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルの代わりに
等モル量の４－メトキシカルボニルフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルを
用い、反応時間を24時間とした以外は実施例１と同様にして、４－フェニル安息香酸メチ
ルを得た。生成物である４－フェニル安息香酸メチルの収率は91%であった。
【００２８】
＜実施例３＞
（４－ニトロフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルとフェニルボロン酸との
鈴木―宮浦カップリングによる炭素－炭素結合生成反応による、４―ニトロビフェニルの
合成）
　実施例１の４－メトキシフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルの代わりに
等モル量の４－ニトロフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルを用い、反応時
間を24時間とした以外は実施例１と同様にして、４―ニトロビフェニルを得た。生成物で
ある４―ニトロビフェニルの収率は95%であった。
【００２９】
＜実施例４＞
（４－ホルミルフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルとフェニルボロン酸と
の鈴木―宮浦カップリングによる炭素－炭素結合生成反応による、４－フェニルベンズア
ルデヒドの合成）
　実施例１の４－メトキシフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルの代わりに
等モル量の４－ホルミルフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルを用いた以外
は実施例１と同様にして、４－フェニルベンズアルデヒドを得た。生成物である４－フェ
ニルベンズアルデヒドの収率は95%であった。
【００３０】
＜実施例５＞
（４－シアノフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルとフェニルボロン酸との
鈴木―宮浦カップリングによる炭素－炭素結合生成反応による、４－シアノビフェニルの
合成）
　実施例１の４－メトキシフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルの代わりに
等モル量の４－シアノフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルを用いた以外は
実施例１と同様にして、４－シアノビフェニルを得た。生成物である４－シアノビフェニ
ルの収率は98%であった。
【００３１】
＜実施例６＞
（４－フルオロフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルとフェニルボロン酸と
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の鈴木―宮浦カップリングによる炭素－炭素結合生成反応による、４－フルオロビフェニ
ルの合成）
　実施例１の４－メトキシフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルの代わりに
等モル量の４－フルオロフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルを用いた以外
は実施例１と同様にして、４―フルオロビフェニルを得た。生成物である４―フルオロビ
フェニルの収率は92%であった。
【００３２】
＜実施例７＞
（４－クロロフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルとフェニルボロン酸との
鈴木―宮浦カップリングによる炭素－炭素結合生成反応による、４－クロロビフェニルの
合成）
　実施例１の４－メトキシフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルの代わりに
等モル量の４－クロロフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルを用いた以外は
実施例１と同様にして、４―クロロビフェニルを得た。生成物である４―クロロビフェニ
ルの収率は93%であった。
【００３３】
＜実施例８＞
（４－アセトアミドフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルとフェニルボロン
酸との鈴木―宮浦カップリングによる炭素－炭素結合生成反応による、４－アセトアミド
ビフェニルの合成）
　実施例１の４－メトキシフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルの代わりに
等モル量の４－アセトアミドフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルを用いた
以外は実施例１と同様にして、４－アセトアミドビフェニルを得た。生成物である４－ア
セトアミドビフェニルの収率は90%であった。
【００３４】
＜実施例９＞
（１―ナフトールトリフルオロメタンスルホン酸エステルとフェニルボロン酸との鈴木―
宮浦カップリングによる炭素－炭素結合生成反応による、１－フェニルナフタレンの合成
）
　実施例１の４－メトキシフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルの代わりに
等モル量の１―ナフトールトリフルオロメタンスルホン酸エステルを用いた以外は実施例
１と同様にして、１－フェニルナフタレンを得た。生成物である１－フェニルナフタレン
の収率は78%であった。
【００３５】
＜実施例１０＞
（１－オキソインダン－５－オールトリフルオロメタンスルホン酸エステルとフェニルボ
ロン酸との鈴木―宮浦カップリングによる炭素－炭素結合生成反応による、５－フェニル
－１－インダノンの合成）
　実施例１の４－メトキシフェノールトリフルオロメタンスルホン酸エステルの代わりに
等モル量の１－オキソインダン－５－オールトリフルオロメタンスルホン酸エステルを用
いた以外は実施例１と同様にして、５－フェニル－１－インダノンを得た。生成物である
５－フェニル－１－インダノンの収率は93%であった。
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