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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】芳香族ハロゲン化合物あるいは芳香族ケトン化合物中のハロゲン原子やアシル基
を、分解あるいは水素化など変換することなく、効率良く、保護基であるベンジル基を水
素化し、脱ベンジルする技術の提供。
【解決手段】式（Ｉ）で表されるカルボン酸ベンジルエステルに、エステル系溶媒中、パ
ラジウム成分を担持したβ型ゼオライトの存在下で水素ガスを作用させ、式（II）で表さ
れるカルボン酸化合物とすることを特徴とする脱ベンジル化方法。

（式中、Ａｒは、１またはそれ以上の水素化される可能性のある置換基有する芳香環式基
または複素環式基を、Ｚ１は、単結合、－ＣＨ２ＣＨ２－または－ＣＨ＝ＣＨ－を、Ｚ２

は、単結合または－ＣＨ２ＣＨ２－をそれぞれ示し、Ｂｎはベンジル基を示す）
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式（Ｉ）
【化１】

（式中、Ａｒは、１またはそれ以上の水素化される可能性のある置換基を有する芳香環式
基または複素環式基を、Ｚ１は、単結合、－ＣＨ２ＣＨ２－または－ＣＨ＝ＣＨ－を示し
、Ｂｎはベンジル基を示す）
で表されるカルボン酸ベンジルエステルに、エステル系溶媒中、パラジウム成分を担持し
たβ型ゼオライトの存在下で水素ガスを作用させ、式（II）

【化２】

（式中、Ａｒは前記した意味を有し、Ｚ２は、単結合または－ＣＨ２ＣＨ２－を示す）
で表されるカルボン酸化合物とすることを特徴とする脱ベンジル化方法。
【請求項２】
　エステル系溶媒が、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ｎ－ブチル、酢酸イソブチル、γ
－ブチロラクトンであるである請求項１記載の脱ベンジル化方法。
【請求項３】
　パラジウム成分を担持したβ型ゼオライトが、金属パラジウムを担持したβ型ゼオライ
トまたは金属パラジウムと酸化パラジウムを担持したβ型ゼオライトである請求項１また
は２記載の脱ベンジル化方法。
【請求項４】
　β型ゼオライトが、ＮＨ４型のβ型ゼオライトである請求項１ないし３の何れかの項記
載の脱ベンジル化方法。
【請求項５】
　式（Ｉ）

【化３】

（式中、Ａｒは、１またはそれ以上の水素化される可能性のある置換基を有する芳香環式
基または複素環式基を、Ｚ１は、単結合、－ＣＨ２ＣＨ２－または－ＣＨ＝ＣＨ－を示し
、Ｂｎはベンジル基を示す）
で表されるカルボン酸ベンジルエステルに、エステル系溶媒中、パラジウムを担持したβ
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型ゼオライトの存在下で水素ガスを作用させることを特徴とする式（II）
【化４】

（式中、Ａｒは前記した意味を有し、Ｚ２は、単結合または－ＣＨ２ＣＨ２－を示す）
で表されるカルボン酸化合物の製造方法。
【請求項６】
　エステル系溶媒が、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ｎ－ブチル、酢酸イソブチル、γ
－ブチロラクトンである請求項５記載のカルボン酸化合物の製造方法。
【請求項７】
　パラジウム成分を担持したβ型ゼオライトが、金属パラジウムを担持したβ型ゼオライ
トまたは金属パラジウムと酸化パラジウムを担持したβ型ゼオライトである請求項５また
は６記載のカルボン酸化合物の製造方法。
【請求項８】
　β型ゼオライトが、ＮＨ４型のβ型ゼオライトである請求項５ないし７の何れかの項記
載のカルボン酸化合物の製造方法。
【請求項９】
　パラジウム成分をβ型ゼオライトに担持せしめてなる選択水素化触媒。
【請求項１０】
　パラジウム成分を担持したβ型ゼオライトが、金属パラジウムを担持したβ型ゼオライ
トまたは金属パラジウムと酸化パラジウムを担持したβ型ゼオライトである請求項９記載
の選択水素化触媒。
【請求項１１】
　β型ゼオライトが、ＮＨ４型のβ型ゼオライトである請求項９または１０記載の選択水
素化触媒。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、選択的脱ベンジル方法およびこれに使用する選択水素化触媒に関し、更に詳
細には、例えば、芳香族ハロゲンや、芳香族ケトン等の化合物中の保護基であるベンジル
基を、ハロゲン原子や、ケトン基等の他の官能基に影響を与えることなく、高い効率で水
素化し、除去することのできる選択脱ベンジル化方法およびこれに使用する選択的水素化
触媒に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ある化学反応ステップにおいて、有機化合物中の官能基が反応に関与することが望まし
くない場合、この官能基を保護基により保護し、反応に関与しないようにすることは良く
行われていることである。例えば、有機化合物中のカルボキシル基は、反応性が高いため
、ベンジル基により保護することが一般的である。そして、このベンジル基は、所定の反
応が終了した後、元のカルボキシ基に戻すのであるが、その脱ベンジル化反応としては、
水素雰囲気下で、Ｐｄ担持カーボン触媒を用いておこなう水素化反応が汎用さている。
【０００３】
　しかし、従来知られている水素化反応では、例えば、有機化合物中の芳香環－ハロゲン
原子の結合を切断するなど、水素化したくない他の官能基や結合に影響を与えてしまうと
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いう問題があった。そこで、脱保護反応だけを選択的に行うことのできる触媒反応が求め
られていた。
【０００４】
　本発明者らは既に、被毒物質による修飾により、Ｐｄ担持カーボン触媒の活性をコント
ロールするコンセプトでエチレンジアミン修飾Ｐｄ担持カーボン触媒（非特許文献１）や
、ジフェニルスルフィド修飾Ｐｄ担持カーボン触媒（特許文献１）などを開発した。
【０００５】
　しかし上記の技術でも、ハロゲン原子を有する芳香族ハロゲン化合物や、ケトン基を有
する芳香族ケトン化合物を含む有機化合物の水素化において、前者の触媒を用いた方法で
は、脱ベンジル反応は進行するが、同時に、芳香族ハロゲン化合物あるいは芳香族ケトン
化合物を分解あるいは水素化してしまうという問題があった。また、後者の触媒を用いた
方法では、芳香族ハロゲン化合物や、芳香族ケトン化合物のいずれの官能基も変換しない
が、脱ベンジル反応も進行しないという問題があった。
【０００６】
　更に、従来の選択的脱ベンジル反応として、芳香族ハロゲン存在下での脱ベンジル反応
に関して下記の非特許文献２および非特許文献３の技術が知られている。このうち、非特
許文献２では、硝酸セリウムアンモニウム（（ＮＨ４）２［Ｃｅ（ＮＯ３）６］）を用い
た酸化よる４－クロロ安息香酸ベンジルの脱ベンジル反応であるが、その収率は、６５％
程度と低く、さらに有機化合物に対して４倍モル使用される硝酸セリウムアンモニウムは
、反応により全量消費されてしまうという問題もある。
【０００７】
　一方、非特許文献３では、触媒として塩化ニッケル（ＮｉＣｌ２）と水素化ホウ素ナト
リウム（ＮａＢＨ４）を利用し、これを系中に添加し、生成するホウ酸ニッケルを用いて
芳香族ハロゲン存在下での脱ベンジル反応を行なう方法が記載されている。そして、この
方法による、芳香族ハロゲン２－クロロ安息香酸ベンジル、３－クロロ安息香酸ベンジル
、４－クロロ安息香酸ベンジルの脱ベンジル反応の収率は、それぞれ収率８３、８９およ
び８７％となっており、相応の結果を得ているが、使用するＮｉＣｌ２およびＮａＢＨ４

は、有機化合物に対してそれぞれ３倍モル、９倍モルであり、多量の触媒を必要とする。
しかも、新しく反応を行うためには、添加したこれらの試薬のうち少なくともＮａＢＨ４

は毎回新しく添加する必要があり、触媒の再利用が難しいという問題や、コスト面での問
題があるため、実用的な手法ではなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００７－１５２１９９号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】J.Org. Chem., 1998, 63, 7990
【非特許文献２】Ind.J. Chem., 1986, 25B, 433
【非特許文献３】Synthesis,2009, 117, 1127
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記の脱ベンジル化反応においてのみならず、目的とする基のみを水素化する選択的水
素化および水素化分解反応は、有機化合物中の複数の官能基のうち、特定の官能基のみを
水素化でき、合成ステップを減らすことができるため、医薬品、農薬やそれら中間体合成
において非常に重要な反応である。
【００１１】
　本発明は、上記実情に鑑みなされたものであり、芳香族ハロゲン化合物あるいは芳香族
ケトン化合物中のハロゲン原子やアシル基を分解あるいは水素化することなく、また、こ
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れら化合物の有するハロゲンや、アシル基等の官能基も変換することなく、効率の良く、
保護基であるベンジル基のみを水素化し、脱ベンジルする技術およびにこれに用いること
のできる触媒の提供をその課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者らは、芳香族ハロゲン化合物や、芳香族ケトン化合物での脱ベンジル反応につ
いて鋭意検討した結果、エステル系溶媒中、触媒活性種としてのパラジウムをベータゼオ
ライト（ＮＨ４

＋型など）に担持させた触媒を用いることにより、上記化合物の他の官能
基を分解あるいは水素化することなく、効率良く脱ベンジル反応を行うことが可能である
ことを見出し、本発明を完成した。
【００１３】
　すなわち本発明は、式（Ｉ）
【化１】

（式中、Ａｒは、１またはそれ以上の水素化される可能性のある置換基を有する芳香環式
基または複素環式基を、Ｚ１は、単結合、－ＣＨ２ＣＨ２－または－ＣＨ＝ＣＨ－を示し
、Ｂｎはベンジル基を示す）
で表されるカルボン酸ベンジルエステルに、エステル系溶媒中、パラジウム成分を担持し
たβ型ゼオライトの存在下で水素ガスを作用させ、式（II）

【化２】

（式中、Ａｒは前記した意味を有し、Ｚ２は、単結合または－ＣＨ２ＣＨ２－を示す）
で表されるカルボン酸化合物とすることを特徴とする脱ベンジル化方法を提供するもので
ある。
【００１４】
　また本発明は、前記式（Ｉ）で表されるカルボン酸ベンジルエステルに、エステル系溶
媒中、パラジウム成分を担持したβ型ゼオライトの存在下で水素ガスを作用させることを
特徴とする前記式（II）で表されるカルボン酸化合物の製造方法を提供するものである。
【００１５】
　更に本発明は、パラジウム成分をβ型ゼオライトに担持せしめてなる選択水素化触媒を
提供するものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明方法によれば、芳香族ハロゲン化合物のベンゼン環－ハロゲン原子結合や、芳香
族ケトン化合物のアシル基を、切断あるいは水素化することなく、また、いずれの官能基
も変換することなく、保護基であるベンジル基を選択的に部分水素化し、高い効率で芳香
族カルボン酸（II）を製造することが可能である。
【００１７】
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　また、本発明方法で触媒として使用するパラジウム成分（Ｐｄ成分）を担持したβ型ゼ
オライトは、リサイクル使用が可能であり、これを用いた反応は、廃棄物が少なく、コス
トが低減されたプロセスとなるという利点もある。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明方法は、下式で示すように、式（Ｉ）で表されるカルボン酸ベンジルエステル（
Ｉ）のベンジル基を水素ガスを用いて水素化、除去し、カルボキシル基を有するカルボン
酸化合物（II）とすることにより行われる。
【００１９】
【化３】

【００２０】
　上記式中、Ａｒで示される、１またはそれ以上の水素化される可能性のある置換基を有
する芳香環式基または複素環式基としては、塩素、臭素、よう素等のハロゲン原子や、ア
セチル基、プロピオニル基、ベンゾイル基、ナフトイル基等のアシル基を有する、フェニ
ル基、ナフチル基、ビフェニル基、アントラニル基等の芳香環式基や、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等の
複素環式基が挙げられる。
【００２１】
　また、本発明方法は、基本的に選択的にベンジル基を水素化し、これを除去するが、一
般の水素化反応では水素化され、分解あるいは構造変化が予想される置換基、例えば、ハ
ロゲン原子、アセチル基、プロピオニル基、ベンゾイル基、ナフトイル基等の置換基には
、何ら影響を与えない。しかし、側鎖部分に存在する二重結合（－ＣＨ＝ＣＨ－）は、こ
れも水素化する。
【００２２】
　本発明の脱ベンジル化反応において使用される溶媒は、エステル系溶媒であり、その例
としては、低級アルコールと低級カルボン酸のエステル反応により得られる、例えば、酢
酸エチルや酢酸ブチル等が挙げられる。このものは高純度のものが望ましいが、コスト低
減を目的として、メタノール、エタノール、イソプロパノール等の溶媒との混合溶媒を使
用してもよい。
【００２３】
　また、本発明の脱ベンジル化反応において、触媒として用いるＰｄ成分を担持したβ型
ゼオライト（Ｐｄ担持βゼオライト）は、Ｐｄ成分を活性金属とし、このＰｄを担持する
ための担体としてβ型ゼオライトを使用したものである。このＰｄ成分としては、金属と
してのＰｄのほか、酸化パラジウムとして担持されていても良いが、良好な水素化分解活
性を示すためには金属の状態であることが好ましい。
【００２４】
　一方触媒の担体であるβ型ゼオライトは、単位胞組成Ｎａｎ［ＡｌｎＳｉ６４－ｎＯ１

２８］・ｘＨ２Ｏで表される正方晶系の合成ゼオライトであり、ｃ軸方向に正方形に近い
１２員環（０.５５×０.５５ｎｍ）断面のジグザグな細孔を、ａ軸およびｂ軸方向に１２
員環（０.７６×０.６４ｎｍ）で直線状の細孔を有している。このβ型ゼオライトでは、
上記の細孔が交差して３次元細孔を形成し、細孔の交差点には大きな空間を有している。
なお、合成ゼオライトは、通常、Ｎａ型として得られるが、本発明に使用されるβ型ゼオ
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ライトは、特に限定されるものでは無く各種遷移金属や希土類の少なくとも一つでイオン
交換したβ型ゼオライトを用いても良いが、Ｎａ型をイオン交換したＮＨ４型が好ましい
。Ｎａ型ゼオライトをイオン交換し、ＮＨ４型のゼオライトとするには、液相中、既知の
方法により実施すればよい。
【００２５】
　本発明で触媒として用いるＰｄ担持β型ゼオライトにおいて、β型ゼオライトあたりに
担持されるＰｄ成分量は、Ｐｄ金属換算で０.０１～２０ｗｔ％であることが好ましく、
１～１０ｗｔ％であることがより好ましい。このＰｄ成分量が少なすぎると反応速度が遅
くなり、反応を完結させるためには多量の触媒が必要となる。また、Ｐｄ成分量が多すぎ
るとＰｄ成分の分散が悪くなり、Ｐｄ単位重量当たりの活性が下がるため、高価なＰｄが
非効率的に使用されることになる。
【００２６】
　本発明に使用されるＰｄ担持β型ゼオライトの製造方法は特に限定されないが、その製
造方法の例として、次の方法を挙げることができる。すなわち、不活性ガスとしてアルゴ
ン（Ａｒ）を満たしたフラスコに酢酸パラジウムを量り取り、メタノールに溶解する。こ
の溶液中にＮＨ４型ベータゼオライト（Ｓｉ／Ａｌモル比＝２５）を、金属パラジウムの
含有量が５質量％になるように添加し、アルゴン雰囲気下に室温で、上澄みが透明になる
まで攪拌を続ける。そして、得られた黒色の粉末を吸引濾過した後、メタノール及び水で
洗浄し、次いでデシケータ中で減圧下、室温にて乾燥することにより得られる。
【００２７】
　本発明の脱ベンジル化方法では、還元成分として水素ガスが使用される。この水素ガス
は、上記したエステル系溶媒、Ｐｄ担持β型ゼオライトおよびカルボン酸ベンジルエステ
ル（Ｉ）の混合物中に供給される。より具体的には、密閉容器内の反応液上部の空間に水
素を満たすことにより、水素ガスが供給される。
【００２８】
　本発明方法における、水素ガス、エステル系溶媒およびカルボン酸ベンジルエステル（
Ｉ）の量は特に限定されないが、水素ガスの供給量はカルボン酸ベンジルエステル（Ｉ）
のベンジル基を選択的水素化するのに必要な理論量以上であることが必要であり、理論量
対し等倍～１０００倍モル程度、一般には、１倍～１０倍モル程度供給されることが好ま
しい。また、溶媒であるエステル系溶媒は、基質であるカルボン酸ベンジルエステル（Ｉ
）に対し、その重量で０．１～１００倍添加することが好ましく、カルボン酸ベンジルエ
ステル（Ｉ）が完全に溶解している状態となることが望ましい。
【００２９】
　本発明方法における、選択的水素化反応の条件は特に限定されないが、その反応温度は
、０～２００℃であることが好ましく、１０～１００℃であることがより好ましい。また
、水素圧力は、０.０１～１０ＭＰａであることが好ましく、０.１～１ＭＰａであること
がより好ましい。反応温度が低いあるいは水素分圧が低い場合には、反応の進行が遅く、
原料の転化が十分に進まない。また、反応温度が高いあるいは水素分圧が高い場合には、
十分な選択性が得られない。
【実施例】
【００３０】
　以下、実施例および参考例により、本発明方法をさらに詳細に説明するが、本発明はこ
れら実施例に何ら制約されるものではない。
【００３１】
参　考　例　１
　選択的接触還元反応用パラジウム触媒の製造は以下のようにして実施した。すなわち、
ＮＨ４型ベータゼオライト（Ｓｉ／Ａｌモル比＝２５、エヌ・イー　ケムキャット（株）
製）を用意した。そして、不活性ガスとしてアルゴンを満たしたフラスコに、酢酸パラジ
ウムを５２７ｍｇ（２．３５ｍｍｏｌ）を量り取り、メタノール５０ｍｌに溶解した。こ
の溶液中にＮＨ４型ベータゼオライトを、金属パラジウムの含有量が５質量％になるよう
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に５ｇ添加し、アルゴン雰囲気下に室温で、上澄みが透明になるまで６日間攪拌を続けた
。そして、得られた黒色の粉末を吸引濾過した後、メタノール（３０ｍｌずつ２回）及び
水（３０ｍｌずつ２回）の順に洗浄し、次いでデシケーター中で減圧下、室温にて３日間
乾燥した。
【００３２】
実　施　例　１
【化４】

【００３３】
　基質としての４－クロロ安息香酸ベンジル１２３.３ｍｇ（０.５ｍｍｏｌ）および還元
触媒としての、参考例１で得た５％Ｐｄ／ベータゼオライト　１０.６ｍｇ（基質に対し
て金属パラジウムとして１ｍｏｌ％）を試験管に取り、これに酢酸エチル１ｍＬを加え懸
濁させた後、水素ガスを満たした風船を取り付けた針を試験管上部のセプタムに刺し、セ
プタムに刺した別の針から系内のガスを抜く操作を３回繰り返し、系内を水素ガスで置換
した後、試験管内を水素ガスで満たした。
【００３４】
　基質としての４－クロロ安息香酸ベンジル１２３.３ｍｇ（０.５ｍｍｏｌ）および還元
触媒としての５％Ｐｄ／ベータゼオライト１０.６ｍｇ（基質に対して金属パラジウムと
して１ｍｏｌ％）を試験管に取り、これに酢酸エチル１ｍＬを加え懸濁させた後、水素ガ
スを満たした風船を取り付けた針を試験管上部のセプタムに刺し、セプタムに刺した別の
針から系内のガスを抜く操作を３回繰り返し、系内を水素ガスで置換した後、試験管内を
水素ガスで満たした。
【００３５】
　６０℃で２４時間激しく攪拌した後、得られた反応液をメンブランフィルター（Ｍｉｌ
ｌｉｐｏｒｅ製、Ｍｉｌｌｅｘ－ＬＨ、孔径０.４５μｍ）を用いてろ過し、更にメンブ
ランフィルターを酢酸エチル（１５ｍＬ）で洗浄した。得られたろ液を濃縮し、得られた
濃縮物を１Ｈ－ＮＭＲにかけた。
【００３６】
　得られたスペクトルから、原料の回収率ならびに、生成物として得られた４－クロロ安
息香酸（ベンジルエステルが水素化分解された）の収率を算出したところ、原料の転化率
は１００％で、４－クロロ安息香酸の収率は１００％（７７.６ｍｇ）であった。
【００３７】
実　施　例　２
【化５】

【００３８】
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　実施例１において、４－クロロ安息香酸ベンジルに代えて４－クロロけい皮酸ベンジル
を１３６.４ｍｇ（０.５ｍｍｏｌ）、５％Ｐｄ／ベータゼオライトを　２１.２ｍｇ（基
質に対して金属パラジウムとして２ｍｏｌ％）を使用し、４０℃で１.５時間反応を行な
う以外は実施例１と同様に、反応、反応後の処理および生成物の分析を実施した。この結
果、原料の転化率は１００％で、３－（４－クロロフェニル）プロピオン酸が収率９８％
（８９.５ｍｇで得られた。
【００３９】
実　施　例　３
【化６】

【００４０】
　実施例１において、４－クロロ安息香酸ベンジルに代えて４－アセチル安息香酸ベンジ
ルを１２６.６ｍｇ（０.５ｍｍｏｌ）、５％Ｐｄ／ベータゼオライトを２１.２ｍｇ（基
質に対して金属パラジウムとして２ｍｏｌ％）を使用し、６０℃で７時間反応を行う以外
は実施例１と同様に、反応、反応後の処理および生成物の分析を実施した。この結果、原
料の転化率は１００％であり、４－アセチル安息香酸が収率１００％（８１.６ｍｇ）で
得られた。
【００４１】
実　施　例　４
【化７】

【００４２】
　実施例１において、４－クロロ安息香酸ベンジルに代えて３－アセチル安息香酸ベンジ
ル１３６.４ｍｇ（０.５ｍｍｏｌ）を、５％Ｐｄ／ベータゼオライト４２.４ｍｇ（基質
に対して金属パラジウムとして４ｍｏｌ％）を使用し、４０℃で２２時間反応を行った以
外は実施例１と同様に、反応、反応後の処理および生成物の分析を実施した。原料の転化
率は１００％であり、３－アセチル安息香酸が収率９５％（７７.５ｍｇ）で得られた。
【００４３】
比　較　例　１
　実施例１において、５％Ｐｄ／ベータゼオライトに代えて、５％Ｐｄ／ＺＳＭ－５（Ｎ
Ｈ４型、Ｓｉ／Ａｌモル比＝３０）１０.６ｍｇ（基質に対して金属パラジウムとして１
ｍｏｌ％）を使用した以外は、実施例１と同様に４－クロロ安息香酸ベンジルの水素化反
応を行い、反応後の処理および生成物の分析を実施した。この結果、原料の転化率は２９
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【００４４】
比　較　例　２
　実施例１において、溶媒として酢酸エチルに代えてメタノールを使用した以外は、実施
例１と同様に４－クロロ安息香酸ベンジルの水素化反応を行い、反応後の処理および生成
物の分析を実施した。この結果、原料の転化率は１００％で、４－クロロ安息香酸が収率
６８％（２２.５ｍｇ）で得られた。また、この他に副生成物として、原料のベンジルが
メチルに置き換わった４－クロロ安息香酸メチルが収率２３％（１９.６ｍｇ）で得られ
た。
【００４５】
比　較　例　３
　実施例３において、５％Ｐｄ／ベータゼオライトに代えて、５％Ｐｄ／ＺＳＭ－５（Ｎ
Ｈ４型、Ｓｉ／Ａｌモル比＝３０）２１.２ｍｇ（基質に対して金属パラジウムとして２
ｍｏｌ％）を使用し、６０℃で２４時間反応を行った以外は実施例３と同様に４－アセチ
ル安息香酸ベンジルの水素化反応を行い、反応後の処理および生成物の分析を実施した。
この結果、原料の転化率は９９.９％以上であり、４－アセチル安息香酸が収率７２％（
５８.８ｍｇ）で得られた。また、この他にアセチル基が水素化された副生成物４－（１
－ヒドロキシエチル）安息香酸ベンジルおよび４－（１－ヒドロキシエチル）安息香酸が
、それぞれ収率８％（１０.３ｍｇ）および収率２０％（１６.６ｍｇ）で得られた。
【００４６】
比　較　例　４
　実施例３において、溶媒として酢酸エチルに代えてメタノールを使用し、室温で１２時
間反応を行った以外は、実施例３と同様に４－アセチル安息香酸ベンジルの水素化反応を
行い、反応後の処理および生成物の分析を実施した。この結果、原料の転化率は９３％で
あり、４－アセチル安息香酸が収率５３％（４３.２ｍｇ）で得られた。また、この他に
アセチル基が水素化された副生成物４－（１－ヒドロキシエチル）安息香酸ベンジルおよ
び４－（１－ヒドロキシエチル）安息香酸が、それぞれ収率２７％（３４.６ｍｇ）およ
び収率１３％（１０.８ｍｇ）で得られた。
【００４７】
　以上、実施例１～４および比較例１～４の結果をまとめて表１に示す。
【００４８】
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【表１】

【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明方法によれば、芳香族ハロゲン化合物のベンゼン環－ハロゲン原子結合や、芳香
族ケトン化合物のアシル基を、切断あるいは水素化することなく、また、いずれの官能基
も変換することなく、保護基であるベンジル基を選択的に部分水素化し、高い効率で芳香
族カルボン酸を製造することが可能である。
【００５０】
　従って本発明方法は、カルボキシル基をベンジル基で保護する必要がある反応において
、極めて有利に利用することができ、化学物質製造の際の収率向上や経済性の向上に役立
つものである。
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