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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、芳香族ボロン酸エステルと該芳香族
ボロン酸エステル以外の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
の生成方法を提供する。
【解決手段】芳香族ボロン酸エステルと該芳香族ボロン酸エステル以外の芳香族化合物と
を、比表面積1000m2/g以上の炭素粒子にパラジウムを固定した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－炭素結合の生成方法
。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　芳香族ボロン酸エステルと該芳香族ボロン酸エステル以外の芳香族化合物とを、比表面
積1000m2/g以上の炭素粒子にパラジウムを固定した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－炭素結合の生成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は芳香族ボロン酸エステルと該芳香族ボロン酸エステル以外の芳香族化合物との
鈴木－宮浦カップリングによる炭素－炭素結合の生成方法に関する。
【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。芳香族ボロン酸エステルと芳香族化合物との鈴木－宮浦カップリングによる炭
素－炭素結合生成の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】
　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－炭素結合生成の例は知られている。例えば、
担体として用いたヒドロキシアパタイトにパラジウムを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、芳香族ボロン酸を芳香族ボロン酸エステルに
置き換え、芳香族ボロン酸エステルと該芳香族ボロン酸エステル以外の芳香族化合物とを
、固体触媒の存在下湿式で鈴木－宮浦カップリングさせて炭素－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、芳香族ボロン酸エステルと該芳香族
ボロン酸エステル以外の芳香族化合物とを鈴木－宮浦カップリングさせて炭素－炭素結合
を生成させる方法の開発が望まれている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】鈴木　章、「有機合成化学協会誌」、2005年4月号、p.312
【非特許文献２】M. Lamaire et al., "Chem. Rev.", 2002年, 102巻, p.1359
【非特許文献３】H. Sajiki et al., "J. Chem. Res.", 2004年, p.593, (Erratum: "J. 
Chem. Res.", 2005年, p.344)
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－５７８９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、生成物との分離が容易な固体触媒を用いた、芳香族ボロン酸エステルと該芳
香族ボロン酸エステル以外の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
結合の生成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】
【０００８】
　本発明者らは、固体触媒として炭素系固体触媒を鋭意検討した結果、比表面積1000m2/g
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以上の炭素粒子にパラジウムを固定したパラジウム炭素触媒を用いると、芳香族ボロン酸
エステルと該芳香族ボロン酸エステル以外の芳香族化合物との鈴木－宮浦カップリングに
よる炭素－炭素結合生成が進行することを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００９】
　即ち、本発明は、芳香族ボロン酸エステルと該芳香族ボロン酸エステル以外の芳香族化
合物とを、比表面積1000m2/g以上の炭素粒子にパラジウムを固定した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－炭素結合の生
成方法を提供する。
【００１０】
　本発明は、好ましくは、前記芳香族ボロン酸エステルが下記一般式（Ｉ）：
【００１１】
【化１】

（式中、R1、R2、R3、R4およびR5は、独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、ニト
ロ基またはハロゲン原子を表し、ただし、R1およびR2、R2およびR3、R3およびR4、または
R4およびR5が結合してアルキレン基、アルケニレン基またはベンゾアルケニレン基を形成
してもよく、R6およびR7は、独立に水素原子またはアルキル基を表し、ただし、R6および
R7が結合してアルキレン基を形成してもよく、pおよびqは独立に０～２の整数を表し、r
は１～３の自然数を表す。）
で表される化合物であり、前記芳香族化合物が下記一般式（ＩＩ）：
【００１２】

【化２】

（式中、R8、R9、R10、R11およびR12は、独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、
ニトロ基またはハロゲン原子を表し、Xはハロゲン原子またはトリフラート基を表す。）
で表される化合物であり、前記鈴木－宮浦カップリングの生成物が下記一般式（ＩＩＩ）
：
【００１３】
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【化３】

（式中、R1、R2、R3、R4、R5、R8、R9、R10、R11およびR12は前記のとおりである。）
で表される化合物であることを特徴とする前記炭素－炭素結合の生成方法を提供する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明による炭素－炭素結合の生成方法では、固体触媒であるパラジウム炭素触媒を用
いるので、生成物とパラジウム炭素触媒とを容易に分離することができる。したがって、
本発明によれば、炭素－炭素結合の生成方法の反応工程、反応装置、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、繰り返しの再使用が可能である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明について更に詳細に説明する。
【００１６】
＜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、比表面積1000m2/g以上の炭素粒子にパラジウム
を固定したものである。
【００１７】
－担体－
　前記炭素粒子は、前記パラジウム炭素触媒の担体であり、その特に好適な例としては活
性炭が挙げられる。
【００１８】
　炭素粒子の比表面積は、1000m2/g以上であれば特に限定されないが、1050～3000m2/gが
好ましく、1100～1500 m2/gが特に好ましい。比表面積は、ＢＥＴ法で測定した値である
。
【００１９】
　また、炭素粒子の粒径は、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の範囲であることが特に好ましい。メジアン径はレーザー
散乱法により測定した値である。
【００２０】
－触媒の調製方法（炭素粒子担体へのパラジウムの固定）－
　炭素粒子担体へのパラジウムの固定は、該炭素粒子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。
【００２１】
　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、当該溶液中に炭素粒子担体を投入し、パラジウム化合物を該炭素粒子担体に吸
着または含浸させることにより得ることができる。パラジウムを吸着または含浸などの方
法で炭素粒子担体に担持させた触媒に対しては、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。
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【００２２】
　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、例えば、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；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。
【００２３】
　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適であり、有機溶媒に可溶なパラ
ジウム化合物を用いる場合には、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。
【００２４】
　前記炭素粒子担体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、好ましくは、1.0μmol～5mmol、より好ましくは100μmol～3mmolであ
る。
【００２５】
＜芳香族ボロン酸エステルと該芳香族ボロン酸エステル以外の芳香族化合物との鈴木―宮
浦カップリングによる炭素－炭素結合の生成反応＞
　前記パラジウム炭素触媒の存在下にて湿式で芳香族ボロン酸エステルと該芳香族ボロン
酸エステル以外の芳香族化合物とを鈴木―宮浦カップリングさせることにより、炭素－炭
素結合を生成させることができる。「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。
【００２６】
　本発明の好ましい実施形態では、前記パラジウム炭素触媒の存在下にて湿式で、上記一
般式（Ｉ）で表される芳香族ボロン酸エステルと、上記一般式(ＩＩ)で表される芳香族化
合物とを鈴木－宮浦カップリングさせることにより、炭素－炭素結合を生成させることが
できる。その結果、上記一般式（ＩＩＩ）で表される炭素－炭素結合生成反応生成物を製
造することができる。
【００２７】
　例えば、フェニルボロン酸エステルである５，５－ジメチル－２－フェニル－１，３，
２－ジオキサボリナンと、１－ブロモ－４－ニトロベンゼンとの鈴木―宮浦カップリング
による炭素－炭素結合生成反応では、前記パラジウム炭素触媒を用いることにより、４－
ニトロジフェニルを室温（１５－２５℃、以下同じ）にて収率90%以上で得ることができ
る。
【００２８】
　上記一般式（Ｉ）及び（ＩＩＩ）において、R1、R2、R3、R4およびR5は、好ましくは独
立に水素原子；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－プロポキシ基、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；ニトロ基；またはフッ素原子
、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子であり、ただし、R1およびR2、R2お
よびR3、R3およびR4、またはR4およびR5が結合してアルキレン基、アルケニレン基または
ベンゾアルケニレン基を形成してもよい。
【００２９】
　前記アルキレン基の好ましい例としては、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基等の
炭素原子数２～10のアルキレン基が挙げられる。前記アルケニレン基の好ましい例として
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は、－ＣＨ＝ＣＨ－、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ2－、－ＣＨ2－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ2－、－ＣＨ2

－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2－ＣＨ2－等の炭素原子数２
～10のアルケニレン基が挙げられる。前記ベンゾアルケニレン基の好ましい例としては、
炭素原子数６～10のベンゾアルケニレン基が挙げられる。
【００３０】
　ベンゾアルケニレン基とは、下記一般式（ＩＶ）：
【００３１】
【化４】

（式中、ｍは０～１の整数、ｎは０～３の整数）
で表される二価の炭化水素基を意味する。
【００３２】
　上記一般式（Ｉ）において、R6およびR7は、好ましくは独立に水素原子；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のアルキル基であり、ただし、R6およびR7が結合してアルキレ
ン基を形成してもよい。
【００３３】
　前記アルキレン基の好ましい例としては、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基等の
炭素原子数２～10のアルキレン基が挙げられる。
【００３４】
　上記一般式（ＩＩ）及び（ＩＩＩ）において、R8、R9、R10、R11およびR12は、好まし
くは独立に水素原子；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－プロポキシ基、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；ニトロ基；またはフッ
素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子である。
【００３５】
　上記一般式（ＩＩ）において、Xは、好ましくはフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨ
ウ素原子等のハロゲン原子；またはトリフラート基であり、より好ましくは臭素原子また
はヨウ素原子である。
【００３６】
　芳香族ボロン酸エステルの添加量は、該芳香族ボロン酸エステル以外の芳香族化合物１
ｍｏｌに対して、好ましくは0.5～2.5ｍｏｌ、より好ましくは0.9～2.0ｍｏｌである。
【００３７】
　本発明で用いる触媒は、反応物の一である、芳香族ボロン酸エステル以外の芳香族化合
物に対してパラジウム元素に換算して、好ましくは0.01～20モル％の範囲で用いられ、よ
り好ましくは0.1～10モル％の範囲で用いられ、更により好ましくは0.5～5モル％の範囲
で用いられる。
【００３８】
　炭素－炭素結合生成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特
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に好ましい。
【００３９】
　この炭素－炭素結合生成反応は、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、好ましくは不活性ガス雰囲気中で、通常、室温から200℃の温度領域
で１～24時間程度で行われる。
【００４０】
　芳香族ボロン酸エステルの具体例としては、５，５－ジメチル－２－フェニル－１，３
，２－ジオキサボリナン、５，５－ジメチル－２－（４－フルオロフェニル）－１，３，
２－ジオキサボリナン、３－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボ
ロラン－２－イル）安息香酸メチル、５－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２
－ジオキサボロラン－２－イル）ベンゼン－１，３－ジカルボン酸ジメチル、４，４，５
，５－テトラメチル－２－（２－アズレニル）－１，３，２－ジオキサボロラン、５，５
－ジメチル－２－（２，４，６－トリメチルフェニル）－１，３，２－ジオキボリナン等
が挙げられる。
【００４１】
　前記芳香族ボロン酸エステル以外の芳香族化合物の具体例としては、１－ブロモ－４－
ニトロベンゼン、ｐ－ブロモアニソール、ｏ－ブロモトルエン、１－ブロモ－２，４，６
－トリメチルベンゼン、４－ブロモ－２，６－ジクロロフェノール、２－ブロモベンゾニ
トリル等が挙げられる。
【００４２】
　本発明の炭素－炭素結合の生成方法により得られる反応生成物の具体例としては、４－
ニトロジフェニル、４－メトキシジフェニル、２－メチルジフェニル、４－メトキシ－４
’－フルオロジフェニル、４’－メトキシジフェニル－３－カルボン酸メチル、４’－メ
トキシジフェニル－３，５－ジカルボン酸ジメチル、２－フェニルアズレン、２－フェニ
ルベンゾニトリル、２，４，６，２’，４’，６’－ヘキサメチルジフェニル等が挙げら
れる。
【００４３】
　芳香族ボロン酸エステルおよび該芳香族ボロン酸エステル以外の芳香族化合物のおのお
のは一種単独で使用しても二種以上併用してもよい。芳香族ボロン酸エステルおよび該芳
香族ボロン酸エステル以外の芳香族化合物の一方または両方を二種以上併用した場合、得
られる反応生成物は二種以上の混合物であってもよい。
【００４４】
　本発明の炭素－炭素結合の生成方法は、好ましくは、上記の成分に加え、炭酸ナトリウ
ム、リン酸三ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、メタほう酸ナトリウム等の塩基の存在下
で実施することもできる。塩基の添加量は、前記芳香族ボロン酸エステル以外の芳香族化
合物1ｍｏｌに対して、好ましくは1～10ｍｏｌ、より好ましくは2～5ｍｏｌである。また
、本発明の炭素－炭素結合の生成方法は、他の任意成分として、塩化ナトリウム等の無機
塩等の存在下で実施してもよい。
【実施例】
【００４５】
　以下に本発明の実施例および比較例を示すが、本発明はこれらの実施例に限定されるも
のではない。
【００４６】
＜実施例１＞
（１－ブロモ－４－ニトロベンゼンと５，５－ジメチル－２－フェニル－１，３，２－ジ
オキサボリナンとの鈴木―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
トロジフェニルの合成）
　１－ブロモ－４－ニトロベンゼン0.5mmolと５，５－ジメチル－２－フェニル－１，３
，２－ジオキサボリナン0.55mmolと炭酸ナトリウム1.25mmolとをアルゴン気流下、50重量
％エタノール水溶液2mlに溶解させて溶液を得た。得られた溶液に10%パラジウムカーボン
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粉末触媒（炭素粒子担体のＢＥＴ法による比表面積：1190m2/g、レーザー散乱法により測
定したメジアン径：26μm、炭素粒子担体１ｇ当たりのパラジウムの担持量：パラジウム
元素に換算して0.94mmol、エヌ・イー　ケムキャット（株）製）をパラジウム元素に換算
して2.5μmol加え、アルゴン雰囲気下、室温で4時間攪拌することにより反応を行った。
反応終了後、触媒をろ過分離することにより、ろ液として、50重量％エタノール水溶液に
溶解した状態の４－ニトロジフェニルを得た。得られたろ液を50重量％エタノール水溶液
で希釈してガスクロマトグラフィー（以下、「GC」という）にかけ、４－ニトロジフェニ
ルの収率を測定した。投入した１－ブロモ－４－ニトロベンゼンに対する４－ニトロジフ
ェニルの収率は91%であった。
【００４７】
＜実施例２＞
（ｐ－ブロモアニソールと５，５－ジメチル－２－フェニル－１，３，２－ジオキサボリ
ナンとの鈴木―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－メトキシジフ
ェニルの合成）
　実施例１において、１－ブロモ－４－ニトロベンゼンの代わりにｐ－ブロモアニソール
を用いた以外は実施例１と同様にして、反応を行った。反応終了後、反応混合物にジエチ
ルエーテルと水とを加え、触媒をろ過分離し、ろ液をジエチルエーテルで抽出した。ジエ
チルエーテル画分を食塩水で洗浄した後、乾燥させて４－メトキシジフェニルを得た。得
られた４－メトキシジフェニルの重量を測定し収率を算出した。投入したｐ－ブロモアニ
ソールに対する４－メトキシジフェニルの収率は89%であった。
【００４８】
＜実施例３＞
（ｏ－ブロモトルエンと５，５－ジメチル－２－フェニル－１，３，２－ジオキサボリナ
ンとの鈴木―宮浦カップリングによる炭素－炭素結合生成反応による２－メチルジフェニ
ルの合成）
　実施例２において、ｐ－ブロモアニソールの代わりにｏ－ブロモトルエンを用い、触媒
の量をパラジウム元素に換算して5μmolとし、攪拌時間を2.5時間とした以外は実施例２
と同様にして、２－メチルジフェニルを得、その収率を測定した。投入したｏ－ブロモト
ルエンに対する２－メチルジフェニルの収率は42%であった。
【００４９】
＜実施例４＞
（ｐ－ブロモアニソールと５，５－ジメチル－２－（４－フルオロフェニル）－１，３，
２－ジオキサボリナンとの鈴木―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－４’－フルオロジフェニルの合成）
　実施例２において、５，５－ジメチル－２－フェニル－１，３，２－ジオキサボリナン
の代わりに５，５－ジメチル－２－（４－フルオロフェニル）－１，３，２－ジオキサボ
リナンを用い、触媒の量をパラジウム元素に換算して5μmolとし、攪拌時間を14時間とし
た以外は実施例２と同様にして、４－メトキシ－４’－フルオロジフェニルを得、その収
率を測定した。投入したｐ－ブロモアニソールに対する４－メトキシ－４’－フルオロジ
フェニルの収率は78%であった。
【００５０】
＜実施例５＞
（ｐ－ブロモアニソールと３－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサ
ボロラン－２－イル）安息香酸メチルとの鈴木―宮浦カップリングによる炭素－炭素結合
生成反応による４’－メトキシジフェニル－３－カルボン酸メチルの合成）
　実施例２において、５，５－ジメチル－２－フェニル－１，３，２－ジオキサボリナン
の代わりに３－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－
イル）安息香酸メチルを用い、触媒の量をパラジウム元素に換算して5μmolとし、攪拌時
間を24時間とした以外は実施例２と同様にして、４’－メトキシジフェニル－３－カルボ
ン酸メチルを得、その収率を測定した。投入したｐ－ブロモアニソールに対する４’－メ
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【００５１】
＜実施例６＞
（ｐ－ブロモアニソールと５－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサ
ボロラン－２－イル）ベンゼン－１，３－ジカルボン酸ジメチルとの鈴木―宮浦カップリ
ングによる炭素－炭素結合生成反応による４’－メトキシジフェニル－３，５－ジカルボ
ン酸ジメチルの合成）
　実施例２において、５，５－ジメチル－２－フェニル－１，３，２－ジオキサボリナン
の代わりに５－（４，４，５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－
イル）ベンゼン－１，３－ジカルボン酸ジメチルを用い、触媒の量をパラジウム元素に換
算して5μmolとし、攪拌時間を24時間とした以外は実施例２と同様にして、４’－メトキ
シジフェニル－３，５－ジカルボン酸ジメチルを得、その収率を測定した。投入したｐ－
ブロモアニソールに対する４’－メトキシジフェニル－３，５－ジカルボン酸ジメチルの
収率は52%であった。
【００５２】
＜比較例１＞
（パラジウム炭素触媒（炭素粒子担体の比表面積920 m2/g）を用いた１－ブロモ－４－ニ
トロベンゼンと５，５－ジメチル－２－フェニル－１，３，２－ジオキサボリナンとの鈴
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－ニトロジフェニルの合成
）
　実施例１において、パラジウム炭素触媒として10%パラジウムカーボン粉末触媒（炭素
粒子担体のＢＥＴ法による比表面積：920m2/g、レーザー散乱法により測定したメジアン
径：41μm、炭素粒子担体１ｇ当たりのパラジウムの担持量：パラジウム元素に換算して0
.94mmol、エヌ・イー　ケムキャット（株）製）を用いた以外は実施例１と同様にして、
４－ニトロジフェニルを得、その収率を測定した。投入した１－ブロモ－４－ニトロベン
ゼンに対する４－ニトロジフェニルの収率は22%であった。
【００５３】
＜比較例２＞
（パラジウムアルミナ触媒（アルミナ担体の比表面積90 m2/g）を用いた１－ブロモ－４
－ニトロベンゼンと５，５－ジメチル－２－フェニル－１，３，２－ジオキサボリナンと
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－ニトロジフェニルの
合成）
　実施例１において、10%パラジウムカーボン粉末触媒の代わりに10%パラジウムアルミナ
粉末触媒（アルミナ担体のＢＥＴ法による比表面積：90m2/g、エヌ・イー　ケムキャット
（株）製）を用いた以外は実施例１と同様にして、４－ニトロジフェニルを得、その収率
を測定した。投入した１－ブロモ－４－ニトロベンゼンに対する４－ニトロジフェニルの
収率は0%であった。
【手続補正書】
【提出日】平成23年11月30日(2011.11.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　芳香族ボロン酸エステルと
　下記一般式（ＩＩ）で表される化合物である、該芳香族ボロン酸エステル以外の芳香族
化合物と
を、比表面積1000m2/g以上の炭素粒子にパラジウムを固定したパラジウム炭素触媒の存在
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下にて湿式かつ室温で鈴木－宮浦カップリングさせることを特徴とする炭素－炭素結合の
生成方法。
【化１】

（式中、R8、R9、R10、R11およびR12は、独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、
ニトロ基またはハロゲン原子を表し、Xはハロゲン原子またはトリフラート基を表す。）
【請求項２】
　前記鈴木－宮浦カップリングが、
　前記芳香族ボロン酸エステル、該芳香族ボロン酸エステル以外の前記芳香族化合物、前
記パラジウム炭素触媒、および溶媒のみの存在下で、または
　前記芳香族ボロン酸エステル、該芳香族ボロン酸エステル以外の前記芳香族化合物、前
記パラジウム炭素触媒、溶媒、および塩基以外の無機塩のみの存在下で、
行われる請求項１に係る生成方法。
【請求項３】
　前記芳香族ボロン酸エステルの添加量が該芳香族ボロン酸エステル以外の前記芳香族化
合物１ｍｏｌに対して0.5～2.5ｍｏｌであり、
　前記パラジウム炭素触媒の添加量が前記芳香族ボロン酸エステル以外の前記芳香族化合
物に対してパラジウム元素に換算して0.01～20モル％であり、
　前記パラジウム炭素触媒中の炭素粒子の粒径が、レーザー散乱法により測定した0.5～5
00μmの範囲のメジアン径であり、
　湿式での前記鈴木－宮浦カップリングに用いられる溶媒が極性有機溶媒と水との混合溶
媒である
請求項１または２に係る生成方法。
【請求項４】
　前記鈴木－宮浦カップリングが更に塩基の存在下で行われる請求項１または３に係る生
成方法。
【請求項５】
　前記鈴木－宮浦カップリングが、
　前記芳香族ボロン酸エステル、該芳香族ボロン酸エステル以外の前記芳香族化合物、前
記パラジウム炭素触媒、溶媒、および塩基のみの存在下で、または
　前記芳香族ボロン酸エステル、該芳香族ボロン酸エステル以外の前記芳香族化合物、前
記パラジウム炭素触媒、溶媒、塩基、および該塩基以外の無機塩のみの存在下で、
行われる請求項４に係る生成方法。
【請求項６】
　前記塩基の添加量が前記芳香族ボロン酸エステル以外の前記芳香族化合物1ｍｏｌに対
して1～10ｍｏｌである請求項４または５に係る生成方法。
【請求項７】
　前記鈴木－宮浦カップリングが空気雰囲気中または不活性ガス雰囲気中で行われる請求
項１～６のいずれか１項に係る生成方法。
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