
JP 2011-16755 A 2011.1.27

(57)【要約】
【課題】芳香族アミン化合物を選択的に製造する方法を提供する。
【解決手段】本発明は、芳香環を有し且つこの芳香環を構成する炭素原子にハロゲン原子
が結合しているハロゲン化芳香族化合物を、アジド化合物、金属若しくはこの金属を含む
化合物、塩基性有機化合物及び極性溶媒の存在下に加熱して反応させて、上記ハロゲン原
子がアミノ基に置換されてなる芳香族アミン化合物を製造する方法である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　芳香環を有し且つ該芳香環を構成する炭素原子にハロゲン原子が結合しているハロゲン
化芳香族化合物を、アジド化合物、金属銅若しくは銅元素を含む無機化合物、塩基性有機
化合物及び極性溶媒の存在下に加熱して反応させて、上記ハロゲン原子がアミノ基に置換
されてなる芳香族アミン化合物を製造することを特徴とする、芳香族アミン化合物の製造
方法。
【請求項２】
　上記ハロゲン化芳香族化合物は、上記芳香環を構成する他の炭素原子に電子吸引性基が
結合した化合物である請求項１に記載の芳香族アミン化合物の製造方法。
【請求項３】
　上記アジド化合物が、トリメチルシリルアジド、アジ化リチウム、アジ化ナトリウム、
アジ化カリウム及びジフェニルホスホリルアジドからなる群より選ばれた少なくとも１つ
の化合物である請求項１又は２に記載の芳香族アミン化合物の製造方法。
【請求項４】
　上記銅元素を含む無機化合物が２価の化合物である請求項１乃至３のいずれかに記載の
芳香族アミン化合物の製造方法。
【請求項５】
　上記塩基性有機化合物が、アミン化合物である請求項１乃至４のいずれかに記載の芳香
族アミン化合物の製造方法。
【請求項６】
　上記アミン化合物がアルコールアミンである請求項５に記載の芳香族アミン化合物の製
造方法。
【請求項７】
　上記極性溶媒が、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルホルムアミド、Ｎ
，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、
Ｎ－メチルプロピオンアミド、Ｎ－メチルピロリドン、アセトン、１，３－ジメチル－３
，４，５，６－テトラヒドロ－２（１Ｈ）－ピリジノン、１，４－ジオキサン及びテトラ
ヒドロフランからなる群から選ばれる少なくとも１つの化合物である請求項１乃至６のい
ずれかに記載の芳香族アミン化合物の製造方法。
【請求項８】
　上記反応が、５５℃～１２０℃の範囲の温度で行われる請求項１乃至７のいずれかに記
載の芳香族アミン化合物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、選択性に優れた芳香族アミン化合物の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　芳香族アミン化合物は、医薬品；農薬；染料；電子写真感光体、有機電界発光素子等の
電子材料等の分野で有用な化合物又はその形成用の中間体として用いられている。そして
、多種の原料化合物から、用途に応じた芳香族アミン化合物を製造する方法が広く検討さ
れてきた。
　従来、芳香族アミン化合物の製造方法としては、芳香族ニトロ化合物を、ラネーニッケ
ル、パラジウム、白金等の触媒の存在下、気相又は液相で水素還元する方法が一般的であ
る。また、他の製造方法としては、芳香族ニトロ化合物を、第１級アミン、第２級アミン
、第３級アミン又は第４級アンモニウム化合物で還元する方法が知られている（特許文献
１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開平９－３１０３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、選択性に優れた芳香族アミン化合物を効率的に製造する方法を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、以下に示される。
１．芳香環を有し且つ該芳香環を構成する炭素原子にハロゲン原子が結合しているハロゲ
ン化芳香族化合物を、アジド化合物、金属銅若しくは銅元素を含む無機化合物、塩基性有
機化合物及び極性溶媒の存在下に加熱して反応させて、上記ハロゲン原子がアミノ基に置
換されてなる芳香族アミン化合物を製造することを特徴とする、芳香族アミン化合物の製
造方法。
２．上記ハロゲン化芳香族化合物は、上記芳香環を構成する他の炭素原子に電子求引性基
が結合した化合物である上記１に記載の芳香族アミン化合物の製造方法。
３．上記アジド化合物が、トリメチルシリルアジド、アジ化リチウム、アジ化ナトリウム
、アジ化カリウム及びジフェニルホスホリルアジドからなる群より選ばれた少なくとも１
つの化合物である上記１又は２に記載の芳香族アミン化合物の製造方法。
４．上記銅元素を含む無機化合物が２価の化合物である上記１乃至３のいずれかに記載の
芳香族アミン化合物の製造方法。
５．上記塩基性有機化合物が、アミン化合物である上記１乃至４のいずれかに記載の芳香
族アミン化合物の製造方法。
６．上記アミン化合物がアルコールアミンである上記５に記載の芳香族アミン化合物の製
造方法。
７．上記極性溶媒が、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルホルムアミド、
Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド
、Ｎ－メチルプロピオンアミド、Ｎ－メチルピロリドン、アセトン、１，３－ジメチル－
３，４，５，６－テトラヒドロ－２（１Ｈ）－ピリジノン、１，４－ジオキサン及びテト
ラヒドロフランからなる群から選ばれる少なくとも１つの化合物である上記１乃至６のい
ずれかに記載の芳香族アミン化合物の製造方法。
８．上記反応が、５５℃～１２０℃の範囲の温度で行われる上記１乃至７のいずれかに記
載の芳香族アミン化合物の製造方法。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、ハロゲン化芳香族化合物から、目的とする芳香族アミン化合物を、高
価な触媒を用いずに、高選択率且つ高収率にて製造することができる。
　また、本発明において、反応が終了した後の反応系には、芳香族アミン化合物及び未反
応のハロゲン化芳香族化合物を主として含み、ハロゲン化芳香族化合物に由来する副生成
物をほとんど含まないことから、芳香族アミン化合物の精製が容易であり、効率的に回収
することができる。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本発明は、芳香環を有し且つ該芳香環を構成する炭素原子にハロゲン原子が結合してい
るハロゲン化芳香族化合物を、アジド化合物、金属銅若しくは銅元素を含む無機化合物（
以下、併せて「銅成分」という。）、塩基性有機化合物及び極性溶媒の存在下に加熱して
反応させて、上記ハロゲン原子がアミノ基に置換されてなる芳香族アミン化合物を製造す
ることを特徴とする、芳香族アミン化合物の製造方法である。
【０００８】
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１．反応原料
　芳香族アミン化合物を製造するために用いられる反応原料について、以下に説明する。
【０００９】
１－１．ハロゲン化芳香族化合物
　このハロゲン化芳香族化合物は、ハロゲン元素を少なくとも１つ含む化合物である。ハ
ロゲン元素は、Ｃｌ、Ｂｒ又はＩであり、好ましくはＢｒである。この化合物は、芳香環
を構成する炭素原子の１つのみにハロゲン原子１つが結合した化合物であってよいし、芳
香環を構成する炭素原子の複数に、相当数のハロゲン原子が結合した化合物であってもよ
い。後者の場合、複数のハロゲン原子は、互いに同一であってよいし、異なってもよい。
本発明において、好ましい化合物は、下記一般式（１）、（２）及び（３）で表される。
【化１】

［式中、Ｒ１～Ｒ６のうち、１つ又は２つがハロゲン原子であり、残りは、互いに同一又
は異なって、水素原子又は他の官能基である。］
【化２】

［式中、Ｒ７～Ｒ１４のうち、１つ又は２つがハロゲン原子であり、残りは、互いに同一
又は異なって、水素原子又は他の官能基である。］
【化３】

［式中、Ｒ１５～Ｒ２４のうち、１つ又は２つがハロゲン原子であり、残りは、互いに同
一又は異なって、水素原子又は他の官能基であり、Ｒ２５は、α－ジケトン基、メチレン
基、エチレン基、α－カルボニルメチレン基、α－ヒドロキルメチル－β－ケトン基、ハ
ロメチレン基、カルボニル基、アミノ基、スルフィニル基、スルホニル基、－Ｏ－又は－
Ｓ－であり、ｎは、０又は１である。］
【００１０】
　上記一般式（１）、（２）及び（３）のように、ハロゲン化芳香族化合物は、ハロゲン
原子が結合した炭素原子以外の、芳香環を構成する他の炭素原子に他の官能基が結合して
いる化合物であってもよい。この場合、他の官能基の結合数は、特に限定されない。
　上記一般式（１）、（２）及び（３）における「他の官能基」は、本発明において高い
選択性が得られることから、電子求引性基を含むことが好ましい。
【００１１】
　上記電子求引性基は、芳香環上のπ電子を求引する性質を有する官能基であり、例えば
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、アシル基、アシルオキシ基、カルバモイル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキ
シカルボニル基、ジアルキルホスホノ基、ジアリールホスホノ基、ジアリールホスフィニ
ル基、アルキルスルフィニル基、アリールスルフィニル基、アルキルスルホニル基、アリ
ールスルホニル基、スルホニルオキシ基、アシルチオ基、スルファモイル基、チオシアネ
ート基、チオカルボニル基、ハロゲン化アルキル基、ハロゲン化アルコキシ基、ハロゲン
化アリールオキシ基、ハロゲン化アルキルアミノ基、ハロゲン化アルキルチオ基、複素環
（ヘテロアリール）基、シアノ基、ニトロ基、カルボキシル基、カルボニル基、クロロ基
、アリール基等が挙げられる。これらのうち、アシル基、アルコキシカルボニル基及びニ
トロ基が好ましい。
【００１２】
　アシル基としては、アセチル基、３－フェニルプロパノイル基、ベンゾイル基、４－ド
デシルオキシベンゾイル基、ナフトイル基等が挙げられる。
　アシルオキシ基としては、アセトキシ基等が挙げられる。
　カルバモイル基としては、カルバモイル基、Ｎ－エチルカルバモイル基、Ｎ－フェニル
カルバモイル基、Ｎ，Ｎ－ジブチルカルバモイル基、Ｎ－（２－ドデシルオキシエチル）
カルバモイル基、Ｎ－（４－ｎ－ペンタデカンアミド）フェニルカルバモイル基、Ｎ－メ
チル－Ｎ－ドデシルカルバモイル基、Ｎ－［３－（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－アミルフェノ
キシ）プロピル］カルバモイル基等が挙げられる。
　アルコキシカルボニル基としては、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、イ
ソプロピルオキシカルボニル基、ｔｅｒｔ－ブチルオキシカルボニル基、イソブチルオキ
シカルボニル基、ｎ－ブチルオキシカルボニル基、ドデシルオキシカルボニル基、オクタ
デシルオキシカルボニル基等が挙げられる。
　アリールオキシカルボニル基としては、フェノキシカルボニル基等が挙げられる。
【００１３】
　ジアルキルホスホノ基としては、ジメチルホスホノ基等が挙げられる。
　ジアリールホスホノ基としては、ジフェニルホスホノ基等が挙げられる。
　ジアリールホスフィニル基としては、ジフェニルホスフイニル基等が挙げられる。
　アルキルスルフィニル基としては、３－フェノキシプロピルスルフィニル基等が挙げら
れる。
　アリールスルフィニル基としては、３－ペンタデシルフェニルスルフィニル基等が挙げ
られる。
　アルキルスルホニル基としては、メタンスルホニル基、オクタンスルホニル基等が挙げ
られる。
　アリールスルホニル基としては、ベンゼンスルホニル基、トルエンスルホニル基等が挙
げられる。
　スルホニルオキシ基としては、メタンスルホニルオキシ基、トルエンスルホニルオキシ
基等が挙げられる。
　アシルチオ基としては、アセチルチオ基、ベンゾイルチオ基等が挙げられる。
　スルファモイル基としては、Ｎ－エチルスルファモイル基、Ｎ，Ｎ－ジプロピルスルフ
ァモイル基、Ｎ－（２－ドデシルオキシエチル）スルファモイル基、Ｎ－エチル－Ｎ－ド
デシルスルファモイル基、Ｎ，Ｎ－ジエチルスルファモイル基等が挙げられる。
　チオカルボニル基としては、メチルチオカルボニル基、フェニルチオカルボニル基等が
挙げられる。
【００１４】
　ハロゲン化アルキル基としては、トリフルオロメチル基、ヘプタフルオロプロピル基等
が挙げられる。
　ハロゲン化アルコキシ基としては、トリフロロメチルオキシ基等が挙げられる。
　ハロゲン化アリールオキシ基としては、ペンタフロロフェニルオキシ基等が挙げられる
。
　ハロゲン化アルキルアミノ基としては、Ｎ，Ｎ－ジ－（トリフロロメチル）アミノ基等
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が挙げられる。
　ハロゲン化アルキルチオ基としては、ジフロロメチルチオ、１，１，２，２－テトラフ
ロロエチルチオ基等が挙げられる。
　複素環基としては、２－ベンゾオキサゾリル基、２－ベンゾチアゾリル基、１－フェニ
ル－２－ベンズイミダゾリル基、５－クロロ－１－テトラゾリル基、１－ピロリル基等が
挙げられる。
【００１５】
　上記ハロゲン化芳香族化合物が他の官能基を有する場合、他の官能基は、電子求引性基
のみであってよいし、電子求引性基及び電子供与性基の組み合わせであってもよい。
【００１６】
　上記ハロゲン化芳香族化合物が、一般式（３）で表される化合物である場合、Ｒ２５は
２価の有機基であり、上記のように、α－ジケトン基、メチレン基、エチレン基、α－カ
ルボニルメチレン基、α－ヒドロキルメチル－β－ケトン基、ハロメチレン基、カルボニ
ル基、アミノ基、スルフィニル基、スルホニル基、－Ｏ－、－Ｓ－等が挙げられる。
【００１７】
　本発明において、好ましいハロゲン化芳香族化合物は、上記一般式（１）～（３）で表
される化合物において、芳香環を構成する炭素原子１つに臭素原子１つが結合している化
合物、及び、芳香環を構成する炭素原子２つに臭素原子２つが結合している化合物である
。これらのうち、芳香環を構成する炭素原子１つに臭素原子１つが結合している化合物が
特に好ましい。尚、電子吸引性基が臭素元素を含む場合は、その数に考慮されない。
　以下に、上記一般式（１）における好ましい化合物として、Ｒ１が臭素原子である例を
示す。
【化４】

［式中、Ｒ２～Ｒ６は、互いに同一又は異なって、水素原子又は他の官能基である。］
【００１８】
１－２．アジド化合物
　このアジド化合物は、下記一般式（４）で表される化合物である。
　　Ｒ３１－Ｎ３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４）
［式中、Ｒ３１は、アルカリ金属原子、－ＰＯ（ＯＲ３２）２（但し、Ｒ３２は、置換基
を有していてもよい炭化水素基である。）、又は、－Ｓｉ（Ｒ３３）３（但し、Ｒ３３は
、炭化水素基である。）である。］
【００１９】
　Ｒ３１がアルカリ金属原子である場合、リチウム原子、ナトリウム原子、カリウム原子
、ルビジウム原子、セシウム原子等が挙げられる。これらのうち、リチウム原子、ナトリ
ウム原子及びカリウム原子が好ましい。
【００２０】
　Ｒ３１が－ＰＯ（ＯＲ３２）２である場合、Ｒ３２で示される置換基を有していてもよ
い炭化水素基としては、炭化水素基及び置換炭化水素基が挙げられる。
　炭化水素基としては、アルキル基、アリール基、アラルキル基等が挙げられる。
　アルキル基は、直鎖状、分岐状及び環状のいずれでもよく、好ましくは炭素原子数１～
１０のアルキル基である。その具体例としては、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、イソブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基
、ｎ－ペンチル基、２－ペンチル基、ｔｅｒｔ－ペンチル基、２－メチルブチル基、３－
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メチルブチル基、２，２－ジメチルプロピル基、ｎ－ヘキシル基、２－ヘキシル基、３－
ヘキシル基、ｔｅｒｔ－ヘキシル基、２－メチルペンチル基、３－メチルペンチル基、４
－メチルペンチル基、２－メチルペンタン－３－イル基、ヘプチル基、オクチル基、２－
エチルヘキシル基、ノニル基、デシル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペ
ンチル基、シクロヘキシル基等が挙げられる。
　アリール基は、好ましくは炭素原子数６～１４のアリール基である。その具体例として
は、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、ビフェニル基等が挙げられる。
　また、アラルキル基は、上記アルキル基の少なくとも１個の水素原子が上記アリール基
で置換された基とすることができ、好ましくは炭素原子数７～１３のアラルキル基である
。その具体例としては、ベンジル基、１－フェニルエチル基、２－フェニルエチル基、１
－フェニルプロピル基、３－ナフチルプロピル基等が挙げられる。
【００２１】
　置換炭化水素基としては、上記炭化水素基の少なくとも１個の水素原子が、炭化水素基
、複素環（ヘテロアリール）基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アラルキルオキシ基
、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アラルキルオキシ
カルボニル基、アルキルチオ基、アラルキルチオ基、アリールチオ基、ハロゲン原子、ハ
ロゲン化炭化水素基、アルキレンジオキシ基、アミノ基、シアノ基、ニトロ基等の官能基
で置換された炭化水素基が挙げられる。
【００２２】
　Ｒ３１が－ＰＯ（ＯＲ３２）２である場合、ジフェニルホスホリル基が好ましい。
【００２３】
　Ｒ３１が－Ｓｉ（Ｒ３３）３である場合、Ｒ３３で示される炭化水素基としては、アル
キル基、アリール基、アラルキル基等が挙げられる。これらの具体例は、上記の通りであ
る。
【００２４】
　Ｒ３１が－Ｓｉ（Ｒ３３）３である場合、トリメチルシリル基が好ましい。
【００２５】
　本発明において、上記アジド化合物の使用量は、上記ハロゲン化芳香族化合物１モルに
対して、好ましくは１～１０モル、より好ましくは１．２～５モル、更に好ましくは１．
５～３モルである。上記範囲の量でアジド化合物を用いることにより、芳香族アミン化合
物の製造を円滑に進めることができる。
【００２６】
１－３．銅成分
　この銅成分は、金属銅若しくは銅元素を含む無機化合物（以下、「銅化合物」という。
）である。上記銅成分としては、金属銅のみを用いてよいし、銅化合物のみを用いてよい
し、更には、金属銅及び銅化合物を併用してもよい。
　上記銅成分の、ハロゲン化芳香族化合物、塩基性有機化合物及び極性溶媒に対する溶解
性は、特に限定されない。
【００２７】
　上記銅化合物としては、上記金属元素の酸化物、窒化物、水酸化物、フッ化物、塩化物
、臭化物、ヨウ化物、硫化物、硝酸塩、硫酸塩、リン酸塩、酢酸塩、トリフルオロメタン
スルホン酸塩、メタンスルホン酸塩等を用いることができる。これらの化合物は、１価の
銅化合物であってよいし、２価の銅化合物であってもよい。
　１価の銅化合物としては、臭化銅（Ｉ）、塩化銅（Ｉ）、ヨウ化銅（Ｉ）、酢酸銅（Ｉ
）等が挙げられる。
　また、２価の銅化合物としては、フッ化銅（ＩＩ）、酸化銅、酢酸銅（ＩＩ）、塩化銅
（ＩＩ）、臭化銅（ＩＩ）、トリフルオロメタンスルホン酸銅（ＩＩ）等が挙げられる。
　上記銅化合物としては、高選択性の観点から、２価の銅化合物が好ましい。
【００２８】
　本発明において、上記銅成分の使用量は、上記ハロゲン化芳香族化合物１モルに対して
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、好ましくは０．１～７モル、より好ましくは０．５～５モル、更に好ましくは１～３モ
ルである。上記範囲の量で銅成分を用いることにより、高収率で芳香族アミン化合物を製
造することができる。尚、上記銅成分の使用量が少なすぎると、反応効率が減少する傾向
にある。
【００２９】
１－４．塩基性有機化合物
　この塩基性有機化合物としては、アミン化合物、含窒素環状化合物等が挙げられる。こ
れらは、単独で用いてよいし、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００３０】
　上記アミン化合物としては、アミノ基を１つ又は２つ以上有する化合物であれば、特に
限定されず、アルキルアミン、アミノアルコール、アルコキシアミン等が挙げられる。こ
れらのアミン化合物は、脂肪族アミン化合物であってよいし、環状構造を含む化合物（脂
環族アミン化合物及び芳香族アミン化合物）であってもよい。
　上記アミン化合物は、単独で用いてよいし、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００３１】
　上記アルキルアミンとしては、アミノ基を１つ有するモノアミン化合物、及び、アミノ
基を２つ以上有するポリアミン化合物（ジアミン化合物、トリアミン化合物等）が挙げら
れる。
　アミノ基を１つ有するモノアミン化合物としては、メチルアミン、エチルアミン、プロ
ピルアミン、ブチルアミン、ヘキシルアミン、オクチルアミン、２－エチルヘキシルアミ
ン、ノニルアミン、デシルアミン、ウンデシルアミン、ドデシルアミン、トリデシルアミ
ン、テトラデシルアミン、ペンタデシルアミン、ヘキサデシルアミン、ヘプタデシルアミ
ン、オクタデシルアミン等の脂肪族モノアルキルアミン化合物；ジメチルアミン、ジエチ
ルアミン、ジプロピルアミン、ジブチルアミン、ジペンチルアミン、ジヘキシルアミン、
ジヘプチルアミン、ジオクチルアミン、メチルエチルアミン、メチルプロピルアミン、メ
チルブチルアミン、エチルプロイルアミン、エチルブチルアミン等の脂肪族ジアルキルア
ミン化合物；トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリプロピルアミン、トリブチルア
ミン、トリオクチルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルオクチルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルデシル
アミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルラウリルアミン、Ｎ，Ｎ－
ジメチルミリスチルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルパルミチルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルステ
アリルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルベヘニルアミン、Ｎ，Ｎ－ジラウリルモノメチルアミン
、メチルジオレイルアミン、メチルジデシルアミン等の脂肪族トリアルキルアミン；シク
ロペンチルアミン、シクロヘキシルアミン等のモノシクロアルキルアミン；ジシクロペン
チルアミン、ジシクロヘキシルアミン等のジシクロアルキルアミン；トリシクロヘキシル
アミン等のトリシクロアルキルアミン；アニリン、ベンジルアミン、フェネチルアミン、
ジフェニルアミン、ジベンジルアミン、Ｎ－メチルアニリン、トリフェニルアミン、トリ
ベンジルアミン、ジフェニルメチルアミン、ジメチルベンジルアミン、ジベンジルメチル
アミン等の芳香族アミン化合物等が挙げられる。
【００３２】
　また、アミノ基を２つ以上有するポリアミン化合物のうち、脂肪族ポリアミン化合物と
しては、アルキレンジアミン、アルキルアミノアルキルアミン等が挙げられる。
　アルキレンジアミンとしては、エチレンジアミン、プロピレンジアミン、ヘキサメチレ
ンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジメチル－１，６－ヘキサンジアミン等が挙げられる。
　アルキルアミノアルキルアミンとしては、メチルアミノメチルアミン、メチルアミノエ
チルアミン、メチルアミノプロピルアミン、メチルアミノブチルアミン、エチルアミノメ
チルアミン、エチルアミノエチルアミン、エチルアミノプロピルアミン、エチルアミノブ
チルアミン、プロピルアミノメチルアミン、プロピルアミノエチルアミン、プロピルアミ
ノプロピルアミン、プロピルアミノブチルアミン、ブチルアミノメチルアミン、ブチルア
ミノエチルアミン、ブチルアミノプロピルアミン、ブチルアミノブチルアミン等が挙げら
れる。
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　その他、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、テトラエチレンペンタミン
、ペンタエチレンヘキサアミン、Ｎ，Ｎ’－ビス（３－アミノプロピル）ブタン－１，４
－ジアミン等が挙げられる。
【００３３】
　脂環族ポリアミン化合物としては、シクロヘキシレンジアミン、ジシクロヘキシルメタ
ンジアミン、１－アミノ－３－アミノメチル－３，５，５－トリメチルシクロヘキサン、
１，３－ビス（アミノメチル）シクロヘキサン、１，４－ビス（アミノメチル）シクロヘ
キサン、ビス（４－アミノシクロヘキシル）メタン、ビス（４－アミノ－３－メチルシク
ロヘキシル）メタン、１，２－ジアミノシクロヘキサン、１，３－ジアミノシクロヘキサ
ン、１，４－ジアミノシクロヘキサン等が挙げられる。
　芳香族ポリアミン化合物としては、フェニレンジアミン、トリレンジアミン、キシリレ
ンジアミン、ジエチルトルエンジアミン、メチレンジアニリン、ジフェニルエーテルジア
ミン等が挙げられる。
【００３４】
　上記アミノアルコールとしては、１級アミノアルコール及び２級アミノアルコールが挙
げられる。
　１級アミノアルコールとしては、エタノールアミン、プロパノールアミン、ブタノール
アミン、ペンタノールアミン、ヘキサノールアミン、オクタノールアミン、ウンデカノー
ルアミン等のモノアルコールアミンが挙げられる。
　また、２級アミノアルコールとしては、Ｎ－メチルメタノールアミン、Ｎ－エチルメタ
ノールアミン、Ｎ－プロピルメタノールアミン、Ｎ－ブチルメタノールアミン、Ｎ－メチ
ルエタノールアミン、Ｎ－エチルエタノールアミン、Ｎ－プロピルエタノールアミン、Ｎ
－ブチルエタノールアミン、Ｎ－ペンチルエタノールアミン、Ｎ－メチルプロパノールア
ミン、Ｎ－エチルプロパノールアミン、Ｎ－プロピルプロパノールアミン、Ｎ－ブチルプ
ロパノールアミン、Ｎ－ペンチルプロパノールアミン、Ｎ－メチルブタノールアミン、Ｎ
－エチルブタノールアミン、Ｎ－プロピルブタノールアミン、Ｎ－ブチルブタノールアミ
ン、Ｎ－ペンチルブタノールアミン、Ｎ－メチルペンタノールアミン、Ｎ－エチルペンタ
ノールアミン、Ｎ－プロピルペンタノールアミン、Ｎ－ブチルペンタノールアミン、Ｎ－
ペンチルペンタノールアミン等のＮ－アルキルアルコールアミン；Ｎ，Ｎ－ジメチルメタ
ノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチルメタノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジプロピルメタノールアミ
ン、Ｎ，Ｎ－ジブチルメタノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルエタノールアミン、Ｎ，Ｎ－
ジエチルエタノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジプロピルエタノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジブチルエ
タノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルプロパノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチルプロパノール
アミン、Ｎ，Ｎ－ジプロピルプロパノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジブチルプロパノールアミン
、Ｎ，Ｎ－ジメチルブタノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチルブタノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジ
プロピルブタノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジブチルブタノールアミン等のＮ，Ｎ－ジアルキル
アルコールアミン；Ｎ－メチルジメタノールアミン、Ｎ－エチルジメタノールアミン、Ｎ
－プロピルジメタノールアミン、Ｎ－ブチルジメタノールアミン、Ｎ－メチルジエタノー
ルアミン、Ｎ－エチルジエタノールアミン、Ｎ－プロピルジエタノールアミン、Ｎ－ブチ
ルジエタノールアミン、Ｎ－メチルジプロパノールアミン、Ｎ－エチルジプロパノールア
ミン、Ｎ－プロピルジプロパノールアミン、Ｎ－ブチルジプロパノールアミン、Ｎ－メチ
ルジブタノールアミン、Ｎ－エチルジブタノールアミン、Ｎ－プロピルジブタノールアミ
ン、Ｎ－ブチルジブタノールアミン等のＮ－アルキルジアルコールアミン等が挙げられる
。
【００３５】
　上記アルコキシアミンとしては、メトキシメチルアミン、メトキシエチルアミン、メト
キシプロピルアミン、メトキシブチルアミン、エトキシメチルアミン、エトキシエチルア
ミン、エトキシプロピルアミン、エトキシブチルアミン、プロポキシメチルアミン、プロ
ポキシエチルアミン、プロポキシプロピルアミン、プロポキシブチルアミン、ブトキシメ
チルアミン、ブトキシエチルアミン、ブトキシプロピルアミン、ブトキシブチルアミン等
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が挙げられる。
【００３６】
　上記含窒素環状化合物としては、ピリジン、ピコリン、ピロール、ピロリジン、ピペリ
ジン、モルホリン、メチルモルホリン、ピペラジン、Ｎ－メチルピペラジン、ビスアミノ
プロピルピペラジン等が挙げられる。
【００３７】
　上記塩基性有機化合物としては、高選択性の観点から、アミン化合物が好ましく、収率
の観点から、アミノアルコールが特に好ましい。
【００３８】
　本発明において、上記塩基性有機化合物の使用量は、上記ハロゲン化芳香族化合物１モ
ルに対して、好ましくは１～７モル、より好ましくは２～５モル、更に好ましくは２～３
モルである。上記範囲の量で塩基性有機化合物を用いることにより、高収率で芳香族アミ
ン化合物を製造することができる。尚、上記塩基性有機化合物の使用量が少なすぎると、
反応効率が減少する傾向にある。
【００３９】
１－５．極性溶媒
　この極性溶媒としては、非プロトン極性溶媒及びプロトン性極性溶媒が挙げられる。こ
れらは、単独で用いてよいし、組み合わせて用いてもよい。
【００４０】
１－５－１．非プロトン極性溶媒
　この非プロトン極性溶媒は、その分子中にプロトン（Ｈ＋）を供与する官能基がなく且
つ双極子を有する化合物であれば、特に限定されず、例えば、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムア
ミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチ
ルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、Ｎ－メチルプロピオンアミド、Ｎ－メチルピロ
リドン、アセトン、１，３－ジメチル－３，４，５，６－テトラヒドロ－２（１Ｈ）－ピ
リジノン、１，４－ジオキサン、テトラヒドロフラン等が挙げられる。これらは、１つの
み用いてよいし、２つ以上を組み合わせて用いてもよい。また、上記化合物のうち、Ｎ，
Ｎ－ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド及びＮ－メチルピロリドンが特に好ま
しい。
【００４１】
１－５－２．プロトン性極性溶媒
　このプロトン性極性溶媒は、解離して容易にプロトン（Ｈ＋）を放出するプロトン供与
性基を有する化合物であれば、特に限定されず、例えば、アルコール、カルボン酸等が挙
げられる。
　アルコールとしては、一般式Ｒ－ＯＨ（但し、Ｒは、置換又は非置換の炭化水素基であ
る）で表される化合物であれば、脂肪族アルコール、脂環族アルコール及び芳香族アルコ
ールのいずれを用いてもよい。また、これらを組み合わせて用いてもよい。
　上記一般式において、Ｒが非置換の炭化水素基である場合のアルコールとしては、メタ
ノール、エタノール、１－プロパノール、イソプロパノール、ｎ－ブタノール、ｓｅｃ－
ブタノール、ｔｅｒｔ－ブタノール、１－ペンタノール、イソアミルアルコール、３－ペ
ンタノール、ｔｅｒｔ－アミルアルコール、ｎ－ヘキサノール、メチルアミルアルコール
、２－エチルブタノール、ｎ－ヘプタノール、２－ヘプタノール、３－ヘプタノール、２
－オクタノール、ノナノール、ｎ－デカノール、ウンデカノール、ｎ－ドデカノール、シ
クロヘキサノール、２－メチルシクロヘキサノール、ベンジルアルコール等が挙げられる
。
　また、上記一般式において、Ｒが置換の炭化水素基である場合のアルコールとしては、
アミノアルコール、アルコキシアルコール、アルキルジオール、アルキルトリオール、メ
ルカプトアルコール、アルキルメルカプトアルコール、ケトアルコール等が挙げられる。
【００４２】
　カルボン酸としては、酢酸、プロピオン酸等が挙げられる。
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【００４３】
　本発明において、上記極性溶媒の使用量は、上記ハロゲン化芳香族化合物１モルに対し
て、好ましくは１～４０モル、より好ましくは５～２０モル、更に好ましくは１０～１５
モルである。上記範囲の量で極性溶媒を用いることにより、高収率で芳香族アミン化合物
を製造することができる。尚、上記極性溶媒の使用量が少なすぎると、反応効率が減少す
る傾向にある。
【００４４】
２．芳香族アミン化合物の製造方法
　本発明においては、反応原料である、ハロゲン化芳香族化合物、アジド化合物、金属化
合物、塩基性有機化合物及び極性溶媒を、上記記載の割合で反応器に仕込み、加熱下に、
これらを撹拌しながら非水系で反応を進めること（以下、「反応工程」という。）により
、上記ハロゲン化芳香族化合物におけるハロゲン原子がアミノ基に置換されてなる芳香族
アミン化合物を製造することができる。その後、原料の種類及び得られた芳香族アミン化
合物に応じて、洗浄、抽出、分離等を含む精製工程を備えることができる。
【００４５】
　反応は、酸素ガスがアジドからアミンへの還元を抑制する観点から、反応系を不活性ガ
ス雰囲気として進めることが好ましい。
　不活性ガス雰囲気とするために用いる不活性ガスとしては、アルゴン、ヘリウム、窒素
等が挙げられる。これらのガスは、単独で用いてよいし、２つ以上を組み合わせて用いて
もよい。
【００４６】
　反応工程において、反応温度は、ハロゲン化芳香族化合物の沸点、極性溶媒の沸点等に
より選択されるが、好ましくは５５℃～１２０℃、より好ましくは７０℃～１１０℃、更
に好ましくは８０℃～１００℃である。反応温度を上記範囲とすることにより、芳香族ア
ミン化合物の製造を円滑に進めることができる。
【００４７】
　本発明の製造方法では、目的とする芳香族アミン化合物以外の化合物が副生することが
なく、芳香族アミン化合物の精製及び回収を効率よく進めることができる。
　得られた芳香族アミン化合物の収率は、好ましくは４０％以上、より好ましくは５０％
以上、更に好ましくは６０％以上とすることができる。即ち、反応工程後の反応液に含ま
れる、原料ハロゲン化芳香族化合物に由来する成分は、通常、目的とする芳香族アミン化
合物、及び、未反応のハロゲン化芳香族化合物である。
【００４８】
　本発明により製造される芳香族アミン化合物は、原料として、例えば、上記一般式（１
’）で表される化合物を用いた場合、下記一般式（５）で表される化合物が得られる。
【化５】

［式中、Ｒ２～Ｒ６は、互いに同一又は異なって、水素原子又は他の官能基である。］
【００４９】
　本発明に係る反応機構は、定かではない。しかしながら、一電子補足作用を有するテト
ラシアノエチレンあるいはテトラシアノキノジメタンを反応系に添加すると反応が全く進
行しなかったことから、一電子還元によるものと推測している。
【００５０】
　また、本発明者らは、ハロゲン化芳香族化合物として４－ブロモ安息香酸エチルを、ト
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性溶媒として重水素化されたＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミドの存在下、加熱して反応させ
たところ、下記式（Ｉ）及び（ＩＩ）で表される芳香族アミン化合物を得た。
　そして、これらの化合物の生成比（質量比）を、１Ｈ－ＮＭＲにより分析したところ、
化合物（Ｉ）：化合物（ＩＩ）＝１：５であることが分かった。
　以上より、製造された芳香族アミン化合物におけるアミノ基の水素元素源に、極性溶媒
に由来する水素元素が含まれることが分かった。
【００５１】
【化６】

【化７】

【００５２】
　本発明の製造方法により得られた芳香族アミン化合物は、医薬品；農薬；染料；電子写
真感光体、有機電界発光素子等の電子材料等の分野で有用な化合物又はその形成用の中間
体として有用である。
【実施例】
【００５３】
　以下、本発明について、実施例を挙げて具体的に説明するが、本発明は、これらの実施
例に何ら制約されるものではない。
【００５４】
１．芳香族アミン化合物の収率の測定方法
　下記の実施例等において得られた芳香族アミン化合物を含む反応生成物の収率は、１Ｈ
－ＮＭＲ（溶媒：重クロロホルム）により求めた。
【００５５】
２．芳香族アミン化合物の製造
　　実施例１
　１０１．５ミリグラム（１．０ｍｍｏｌ）のＣｕＦ２及び１ミリリットル（１２．３ｍ
ｍｏｌ）のＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（ＤＭＡ）を試験管に入れ、懸濁させた。その
後、この懸濁液に８１．５マイクロリットル（０．５ｍｍｏｌ）の４－ブロモ安息香酸エ
チル、１７４．３マイクロリットル（１．２５ｍｍｏｌ）のトリエチルアミン（ＴＥＡ）
及び１３２．１マイクロリットル（１．０ｍｍｏｌ）のトリメチルシリルアジドを、順次
、加えて、試験管をセプタムで密封した。
　次いで、アスピレーターとアルゴン風船を用いて、試験管内をアルゴンガスで置換した
。そして、アルゴン風船を取り外し、有機合成装置を用いて、攪拌下、９５℃で反応させ
た。２４時間反応させた後、反応液をセライト濾過後、２０ミリリットルの酢酸エチル及
び２０ミリリットルの水を用いて抽出操作を行った。次いで、酢酸エチル層を２０ミリリ
ットルの飽和食塩水を用いて洗浄させ、無水硫酸マグネシウムで乾燥させた。その後、溶
媒を減圧留去した。乾固物である残渣を、シリカゲルクロマトグラフィー（展開溶媒：ヘ
キサン／酢酸エチル＝５／１）にて精製し、６９．０ミリグラムの４－アミノ安息香酸エ
チル（淡黄色結晶）を得た。収率は８４％であった（表１参照）。
　以下に、反応スキームを示す。
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【化８】

【００５６】
　　実施例２
　ＣｕＦ２に代えて、金属銅を用いた以外は、実施例１と同様にして、反応を行い、４－
アミノ安息香酸エチル（淡黄色結晶）を得た。収率は８２％であった（表１参照）。
【００５７】
　　実施例３
　ＣｕＦ２に代えて、ＣｕＢｒを用いた以外は、実施例１と同様にして、反応を行い、４
－アミノ安息香酸エチル（淡黄色結晶）を得た。収率は７３％であった（表１参照）。
【００５８】
　　実施例４
　ＣｕＦ２に代えて、ＣｕＯを用いた以外は、実施例１と同様にして、反応を行い、４－
アミノ安息香酸エチル（淡黄色結晶）を得た。収率は７７％であった（表１参照）。
【００５９】
　　実施例５
　ＣｕＦ２に代えて、酢酸銅（ＩＩ）を用いた以外は、実施例１と同様にして、反応を行
い、４－アミノ安息香酸エチル（淡黄色結晶）を得た。収率は８０％であった（表１参照
）。
【００６０】
　　比較例１
　ＣｕＦ２に代えて、酢酸鉄（ＩＩ）を用いた以外は、実施例１と同様にして、反応を行
ったが、４－アミノ安息香酸エチルは、得られなかった（表１参照）。
【００６１】
　　比較例２
　ＣｕＦ２に代えて、ＮｉＣｌ２を用いた以外は、実施例１と同様にして、反応を行った
が、４－アミノ安息香酸エチルは、得られなかった（表１参照）。
【００６２】
　　比較例３
　ＣｕＦ２に代えて、ＡｇＣｌを用いた以外は、実施例１と同様にして、反応を行ったが
、４－アミノ安息香酸エチルは、得られなかった（表１参照）。
【００６３】
　　比較例４
　ＣｕＦ２に代えて、ＺｎＣｌ２を用いた以外は、実施例１と同様にして、反応を行った
が、４－アミノ安息香酸エチルは、得られなかった（表１参照）。
【００６４】
　　比較例５
　ＣｕＦ２に代えて、ＳｎＣｌ２・２Ｈ２Ｏを用いた以外は、実施例１と同様にして、反
応を行ったが、４－アミノ安息香酸エチルは、得られなかった（表１参照）。
【００６５】
　　比較例６
　ＣｕＦ２に代えて、ＡｇＦを用いた以外は、実施例１と同様にして、反応を行ったが、
４－アミノ安息香酸エチルは、得られなかった（表１参照）。
【００６６】
　　比較例７
　ＣｕＦ２に代えて、酢酸パラジウム（ＩＩ）を用いた以外は、実施例１と同様にして、
反応を行ったが、４－アミノ安息香酸エチルは、得られなかった（表１参照）。
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【００６７】
　　比較例８
　ＣｕＦ２に代えて、フッ化鉄（ＩＩＩ）を用いた以外は、実施例１と同様にして、反応
を行ったが、４－アミノ安息香酸エチルは、得られなかった（表１参照）。
【００６８】
　　比較例９
　ＣｕＦ２に代えて、ＣｏＢｒ２を用いた以外は、実施例１と同様にして、反応を行った
が、４－アミノ安息香酸エチルは、得られなかった（表１参照）。
【００６９】
　　比較例１０
　ＣｕＦ２に代えて、ＺｎＯを用いた以外は、実施例１と同様にして、反応を行ったが、
４－アミノ安息香酸エチルは、得られなかった（表１参照）。
【００７０】
【表１】

【００７１】
　　実施例６
　Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（ＤＭＡ）に代えて、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ
）を用いた以外は、実施例１と同様にして、反応を行い、４－アミノ安息香酸エチル（淡
黄色結晶）を得た。収率は７０％であった（表２参照）。
【００７２】
　　実施例７
　Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（ＤＭＡ）に代えて、Ｎ－メチルピロリドン（ＮＭＰ）
を用いた以外は、実施例１と同様にして、反応を行い、４－アミノ安息香酸エチル（淡黄
色結晶）を得た。収率は７３％であった（表２参照）。
【００７３】
　　実施例８
　Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（ＤＭＡ）に代えて、ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）
を用いた以外は、実施例１と同様にして、反応を行い、４－アミノ安息香酸エチル（淡黄
色結晶）を得た。収率は６７％であった（表２参照）。
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【００７４】
　　実施例９
　Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（ＤＭＡ）に代えて、アセトンを用いた以外は、実施例
１と同様にして、反応を行い、４－アミノ安息香酸エチル（淡黄色結晶）を得た。収率は
６１％であった（表２参照）。
【００７５】
　　実施例１０
　Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（ＤＭＡ）に代えて、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）を
用いた以外は、実施例１と同様にして、反応を行い、４－アミノ安息香酸エチル（淡黄色
結晶）を得た。収率は４２％であった（表２参照）。
【００７６】
　　実施例１１
　Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（ＤＭＡ）に代えて、メタノールを用いた以外は、実施
例１と同様にして、反応を行い、４－アミノ安息香酸エチル（淡黄色結晶）を得た。収率
は５５％であった（表２参照）。
【００７７】
　　実施例１２
　Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（ＤＭＡ）に代えて、エタノールを用いた以外は、実施
例１と同様にして、反応を行い、４－アミノ安息香酸エチル（淡黄色結晶）を得た。収率
は４５％であった（表２参照）。
【００７８】
　　比較例１１
　Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（ＤＭＡ）に代えて、トルエンを用いた以外は、実施例
１と同様にして、反応を行い、４－アミノ安息香酸エチル（淡黄色結晶）を得た。収率は
１５％であった（表２参照）。
【００７９】
【表２】

【００８０】
　　実施例１３
　反応温度９５℃を、８０℃に代えた以外は、実施例１と同様にして、反応を行い、４－
アミノ安息香酸エチル（淡黄色結晶）を得た。収率は６４％であった（表３参照）。
【００８１】
　　実施例１４
　反応温度９５℃を、９０℃に代えた以外は、実施例１と同様にして、反応を行い、４－
アミノ安息香酸エチル（淡黄色結晶）を得た。収率は８０％であった（表３参照）。
【００８２】
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　　実施例１５
　反応温度９５℃を、１００℃に代えた以外は、実施例１と同様にして、反応を行い、４
－アミノ安息香酸エチル（淡黄色結晶）を得た。収率は８１％であった（表３参照）。
【００８３】
　　実施例１６
　反応温度９５℃を、１１０℃に代えた以外は、実施例１と同様にして、反応を行い、４
－アミノ安息香酸エチル（淡黄色結晶）を得た。収率は７１％であった（表３参照）。
【００８４】
　　実施例１７
　反応温度９５℃を、１２０℃に代えた以外は、実施例１と同様にして、反応を行い、４
－アミノ安息香酸エチル（淡黄色結晶）を得た。収率は６０％であった（表３参照）。
【００８５】
　　比較例１２
　反応温度を、室温（２２℃）とした以外は、実施例１と同様にして、反応を行ったが、
４－アミノ安息香酸エチルは、得られなかった（表３参照）。
【００８６】
　　実施例１８
　反応温度９５℃を、６０℃に代えた以外は、実施例６と同様にして、反応を行い、４－
アミノ安息香酸エチル（淡黄色結晶）を得た。収率は５７％であった（表３参照）。
【００８７】
　　実施例１９
　反応温度９５℃を、７０℃に代えた以外は、実施例６と同様にして、反応を行い、４－
アミノ安息香酸エチル（淡黄色結晶）を得た。収率は７３％であった（表３参照）。
【００８８】
　　実施例２０
　反応温度９５℃を、８０℃に代えた以外は、実施例６と同様にして、反応を行い、４－
アミノ安息香酸エチル（淡黄色結晶）を得た。収率は７５％であった（表３参照）。
【００８９】
　　実施例２１
　反応温度９５℃を、８５℃に代えた以外は、実施例６と同様にして、反応を行い、４－
アミノ安息香酸エチル（淡黄色結晶）を得た。収率は６８％であった（表３参照）。
【００９０】
【表３】
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　　実施例２２
　トリエチルアミン（ＴＥＡ）に代えて、ジエチルアミンを用いた以外は、実施例１と同
様にして、反応を行い、４－アミノ安息香酸エチル（淡黄色結晶）を得た。収率は６８％
であった（表４参照）。
【００９２】
　　実施例２３
　トリエチルアミン（ＴＥＡ）に代えて、エチレンジアミンを用いた以外は、実施例１と
同様にして、反応を行い、４－アミノ安息香酸エチル（淡黄色結晶）を得た。収率は７０
％であった（表４参照）。
【００９３】
　　実施例２４
　トリエチルアミン（ＴＥＡ）に代えて、エタノールアミン（２－アミノエタノール）を
用いた以外は、実施例１と同様にして、反応を行い、４－アミノ安息香酸エチル（淡黄色
結晶）を得た。収率は９９％であった（表４参照）。
【００９４】
　　比較例１３
　トリエチルアミン（ＴＥＡ）に代えて、２８％アンモニア水を用いた以外は、実施例１
と同様にして、反応を行い、４－アミノ安息香酸エチル（淡黄色結晶）を得た。収率は３
８％であった（表４参照）。
【００９５】

【表４】

【００９６】
　　実施例２５～３０
　基質化合物として、４－ブロモ安息香酸エチルに代えて、表５に記載の化合物を用いた
以外は、実施例１と同様にして、反応を行い、アミン化合物を得た。収率は表５に併記し
た。
【００９７】
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【表５】

【００９８】
　　実施例３１
　トリメチルシリルアジドに代えて、アジ化ナトリウムを用いた以外は、実施例１と同様
にして、反応を行い、４－アミノ安息香酸エチル（淡黄色結晶）を得た。収率は７２％で
あった（表６参照）。
【００９９】
　　実施例３２
　反応温度９５℃を、１２０℃に代えた以外は、実施例３１と同様にして、反応を行い、
４－アミノ安息香酸エチル（淡黄色結晶）を得た。収率は５３％であった（表６参照）。
【０１００】
　　実施例３３
　トリメチルシリルアジドに代えて、アジ化ナトリウムを用いた以外は、実施例２６と同
様にして、反応を行い、４’－アミノアセトフェノンを得た。収率は５６％であった（表
６参照）。
【０１０１】
　　実施例３４
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　反応温度９５℃を、１２０℃に代えた以外は、実施例３３と同様にして、反応を行い、
４’－アミノアセトフェノンを得た。収率は７７％であった（表６参照）。
【０１０２】
【表６】

【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　本発明の製造方法は、医薬品；農薬；染料；電子写真感光体、有機電界発光素子等の電
子材料等の分野で有用な化合物又はその形成用の中間体の製造方法として好ましく用いら
れる。
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