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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
芳香環を有する化合物を、活性化された白金カーボンの共存下、重水素化された溶媒と反
応させることを特徴とする、芳香環を有する化合物の重水素化方法。
【請求項２】
芳香環を有する化合物の芳香環が、ベンゼン、ナフタレン、アントラセン、フェナントレ
ン、9,10-ジヒドロアントラセン、ナフタセン、ペンタフェン、ペンタセン、ヘキサフェ
ン、ヘキサセン、ヘプタフェン、ヘプタセン、トリナフチレン、1,4-ジヒドロナフタレン
、ピレン、トリフェニレン、ビフェニレン、インデン、インダン、インダセン、フェナレ
ン、フルオレン、アセナフテン、アセナフチレン、フルオランテン、テトラフェニレン、
コラントレン、アセフェナントリレン、アセアントリレン、シクロペンタフェナントレン
、クリセン、ピセン、プレイアデン、ルビセン、ピラントレン、コロネン、ピリレン、ル
ブレン、ジベンゾフェナントレン、1,2-ジベンゾ-1，3-シクロヘプタジエン、ピラントレ
ン及びオバレンからなる群より選ばれるものである請求項１に記載の重水素化方法。
【請求項３】
活性化された白金カーボンが、活性化されていない白金カーボンを水素ガス又は重水素ガ
スと接触させて活性化させたものである、請求項１に記載の重水素化方法。
【請求項４】
活性化されていない白金カーボンと水素ガス又は重水素ガスとの接触を、重水素化の反応
系内で行うことを特徴とする請求項３に記載の重水素化方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　本発明は、活性化された触媒を用いて行われる、芳香環を有する化合物の重水素化方法
に関する。
技術背景
　重水素化（ジュウテリウム化及びトリチウム化）された化合物は、種々の目的に有用で
あるとされている。例えば、ジュウテリウム化された化合物は、反応機構及び物質代謝な
どの解明に非常に有用であり、標識化合物として広く利用されており、また、該化合物は
、その同位体効果によって化合物自体の安定性や性質が変化することから、医薬品、農薬
品、有機ＥＬ材料等として有用であるとされている。また、トリチウム化された化合物は
、医薬品等の吸収、分布、血中濃度、排泄、代謝等を動物実験等で調査する際の標識化合
物として有用であるとされている。そのため、近年、これらの分野に於いても重水素化（
ジュウテリウム化及びトリチウム化）された化合物に関する研究が盛んに行われている。
　従来、このような重水素化された化合物を得るために様々な方法が用いられているが、
中でも芳香環を重水素化する技術は未だ問題が多く、重水素化された芳香環を有する化合
物を効率的且つ工業的に得ることは困難であった。
　従来の技術としては、例えば、重水及び塩酸を用い、高温条件で芳香族化合物を重水素
化する方法（Ｃａｎ．Ｊ．Ｃｈｅｍ．１９７４，５２，２１６９等）、超臨界水を使用し
、塩基性条件下で芳香族化合物を重水素化する方法（Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔ
ｅｒｓ　１９９６，３７，３４４５等）、触媒を用い、塩基性条件下で含親水基芳香族化
合物を重水素化する方法（特開昭６２－５６４４１号等）、活性化されていない触媒を用
い、高温下で芳香族化合物を重水素化する方法（特開昭６３－１９８６３８号等）、過酸
化重水素を用いた、塩基性条件下での有機化合物の重水素化方法（ＵＳＰ３８４９４５８
等）、芳香族化合物を一旦ハロゲン化してから、導入されたハロゲン原子を重水素化する
方法（特開平６－２２８０１４号等）等が挙げられる。
　しかしながら、反応系に酸や塩基を添加する方法では、酸性或いは塩基性条件下で分解
する芳香族化合物を重水素化することが出来ないばかりでなく、重水素化し得る基質が親
水性官能基を有している芳香族化合物のみであるといった問題点を有している。
　また、親水性官能基を有していない芳香族化合物を重水素化し得る方法として見出され
た、過酸化重水素を用いることを特徴とする改良方法では過酸化重水素により分解される
化合物の重水素化を行うことは出来ず、更には、該方法も反応系へのアルカリの添加が必
須であるため、アルカリで分解される芳香族化合物を重水素化することは不可能である。
　更にまた、従来行われていた酸性或いは塩基性条件での重水素化方法に於いては、たと
え酸性或いは塩基性条件下で分解しない化合物を基質として使用した場合でも、反応液の
液性が中性ではないため、該方法によって重水素化された化合物を単離するためには、煩
雑な精製操作が必要となる。
　また、高温条件下で重水素化する方法では、高温で分解し易い化合物に適用することが
難しく、超臨界水を用いる方法では、超臨界水の反応性が非常に高いことから反応基質と
なる化合物が分解され易いという問題点を有している。
　更に、一旦ハロゲン化する方法では、基質となる化合物をハロゲン化するという工程が
必要となるだけでなく、ハロゲン原子が導入された部分のみが重水素化され、芳香環自体
は重水素化されないという大きな問題点を有している。
　上記した如き状況から、置換基の有無や種類に拘わらず、効率的且つ工業的に芳香族化
合物を重水素化する方法の開発が望まれている。
【発明の開示】
　本発明は、芳香環を有する化合物を、活性化された、白金触媒、ロジウム触媒、ルテニ
ウム触媒、ニッケル触媒及びコバルト触媒より選ばれる触媒の共存下、重水素源と反応さ
せることを特徴とする、芳香環を有する化合物の重水素化方法の発明である。
　また、本発明は、下記一般式［２］
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（式中、Ａは硫黄原子、スルホニル基又はスルフィニル基を表し、芳香環が有する水素原
子の少なくとも１つが重水素原子である。）で示される化合物の発明である。
　本発明に於いて、重水素とはジュウテリウム（Ｄ）及びトリチウム（Ｔ）のことを意味
し、重水素化とはジュウテリウム化及びトリチウム化のことを意味する。
　本発明の重水素化方法に於いて、芳香環を有する化合物としては、芳香環に水素原子が
１つ以上存在しているものであればよく、その様な化合物として、例えば置換基を有して
いてもよい芳香環が挙げられる。
　置換基を有していてもよい芳香環の芳香環としては、単環でも縮合多環でもよく、縮合
多環の場合には芳香環同士或いは芳香環と脂肪族環とが、直鎖状、分枝状或いは環状に縮
合していてもよく、それら縮合多環は平面構造でも或いは立体構造をとるものでもよい。
　また、芳香環が置換基を有している場合の置換基の数は、通常１～５個、好ましくは１
～２個、より好ましくは１個である。
　上記した如き芳香環の具体例としては、例えばベンゼン、ナフタレン、アントラセン、
フェナントレン、９，１０－ジヒドロアントラセン、ナフタセン、ペンタフェン、ペンタ
セン、ヘキサフェン、ヘキサセン、ヘプタフェン、ヘプタセン、トリナフチレン、１，４
－ジヒドロナフタレン、ピレン、トリフェニレン、ビフェニレン、インデン、インダン、
インダセン、フェナレン、フルオレン、アセナフテン、アセナフチレン、フルオランテン
、テトラフェニレン、コラントレン、アセフェナントリレン、アセアントリレン、シクロ
ペンタフェナントレン、クリセン、ピセン、プレイアデン、ルビセン、ピラントレン、コ
ロネン、ピリレン、ルブレン、ジベンゾフェナントレン、１，２－ジベンゾ－１，３－シ
クロヘプタジエン、ピラントレン、オバレン等が挙げられる。
　芳香環が有していてもよい置換基としては、例えばハロゲン原子、ヒドロキシル基、メ
ルカプト基、オキソ基、チオキソ基、カルボキシル基、スルホ基、スルフィノ基、スルフ
ェノ基、ホスフィノ基、ホスフィノイル基、ホルミル基、アミノ基、シアノ基、ニトロ基
等、例えば更に置換基を有していてもよい、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ア
ラルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アル
キルスルホニル基、アリールスルホニル基、アルキルスルフィニル基、アリールスルフィ
ニル基、アルキルホスフィノ基、アリールホスフィノ基、アルキルホスフィノイル基、ア
リールホスフィノイル基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、アルコキシカルボニル
基、アリールオキシカルボニル基、アルコキシスルホニル基、アリールオキシスルホニル
基、アシル基、アシルオキシ基等が挙げられる。
　上記アルキル基としては、直鎖状、分枝状或いは環状でもよく、通常炭素数１～２０、
好ましくは１～１５、より好ましくは１～１０、更に好ましくは１～６のものが挙げられ
、具体的には、例えばメチル基、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、イソペ
ンチル基、ｓｅｃ－ペンチル基、ｔｅｒｔ－ペンチル基、ネオペンチル基、ｎ－ヘキシル
基、イソヘキシル基、３－メチルペンチル基、２－メチルペンチル基、１，２－ジメチル
ブチル基、ｎ－ヘプチル基、イソヘプチル基、ｓｅｃ－ヘプチル基、ｎ－オクチル基、イ
ソオクチル基、ｓｅｃ－オクチル基、ｎ－ノニル基、ｎ－デシル基、ｎ－ウンデシル基、
ｎ－ドデシル基、ｎ－トリデシル基、ｎ－テトラデシル基、ｎ－ペンタデシル基、ｎ－ヘ
キサデシル基、ｎ－ヘプタデシル基、ｎ－オクタデシル基、ｎ－ノナデシル基、ｎ－イコ
シル基、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、
シクロオクチル基、シクロノニル基、シクロデシル基、シクロドデシル基、シクロウンデ
シル基、シクロトリデシル基、シクロテトラデシル基、シクロペンタデシル基、シクロヘ
キサデシル基、シクロヘプタデシル基、シクロオクタデシル基、シクロノナデシル基、シ
クロイコシル基等が挙げられる。
　アルケニル基としては、直鎖状、分枝状、或いは環状でもよく、上記アルキル基のうち
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炭素数が２以上のものの鎖中に炭素－炭素二重結合が１つ以上含まれている、通常炭素数
２～２０、好ましくは２～１０、より好ましくは２～６のものが挙げられ、具体的には、
例えばビニル基、アリル基、１－プロペニル基、イソプロペニル基、３－ブテニル基、２
－ブテニル基、１－ブテニル基、１，３－ブタジエニル基、４－ペンテニル基、３－ペン
テニル基、２－ペンテニル基、１－ペンテニル基、１，３－ペンタジエニル基、２，４－
ペンタジエニル基、１，１－ジメチル－２－プロペニル基、１－エチル－２－プロペニル
基、１，２－ジメチル－１－プロペニル基、１－メチル－１－ブテニル基、５－ヘキセニ
ル基、４－ヘキセニル基、２－ヘキセニル基、１－ヘキセニル基、１－メチル－１－ヘキ
セニル基、２－メチル－２－ヘキセニル基、３－メチル－１，３－ヘキサジエニル基、１
－ヘプテニル基、２－オクテニル基、３－ノネニル基、４－デセニル基、１－ドデセニル
基、１－テトラデセニル基、１－ヘキサデセニル基、１－オクタデセニル基、１－イコセ
ニル基、１－シクロプロペニル基、２－シクロペンテニル基、２，４－シクロペンタジエ
ニル基、１－シクロヘキセニル基、２－シクロヘキセニル基、３－シクロヘキセニル基、
２－シクロヘプテニル基、２－シクロノネニル基、３－シクロデセニル基、２－シクロト
リデセニル基、１－シクロヘキサデセニル基、１－シクロオクタデセニル基、１－シクロ
イコセニル基等が挙げられる。
　アリール基としては、通常炭素数６～１４、好ましくは６～１０のものが挙げられ、具
体的には、例えばフェニル基、ナフチル基、アントリル基等が挙げられる。
　アラルキル基としては、直鎖状、分枝状、或いは環状でもよく、上記アルキル基に上記
アリール基が置換した通常炭素数７～３４、好ましくは７～２０、より好ましくは７～１
５のものが挙げられ、具体的には、例えばベンジル基、フェニルエチル基、フェニルプロ
ピル基、フェニルブチル基、フェニルペンチル基、フェニルヘキシル基、フェニルヘプチ
ル基、フェニルオクチル基、フェニルノニル基、フェニルデシル基、フェニルドデシル基
、フェニルウンデシル基、フェニルトリデシル基、フェニルテトラデシル基、フェニルペ
ンタデシル基、フェニルヘキサデシル基、フェニルヘプタデシル基、フェニルオクタデシ
ル基、フェニルノナデシル基、フェニルイコシル基、ナフチルエチル基、ナフチルプロピ
ル基、ナフチルブチル基、ナフチルペンチル基、ナフチルヘキシル基、ナフチルヘプチル
基、ナフチルオクチル基、ナフチルノニル基、ナフチルデシル基、ナフチルドデシル基、
ナフチルウンデシル基、ナフチルトリデシル基、ナフチルテトラデシル基、ナフチルペン
タデシル基、ナフチルヘキサデシル基、ナフチルヘプタデシル基、ナフチルオクタデシル
基、ナフチルノナデシル基、ナフチルイコシル基、アントリルエチル基、アントリルプロ
ピル基、アントリルブチル基、アントリルペンチル基、アントリルヘキシル基、アントリ
ルヘプチル基、アントリルオクチル基、アントリルノニル基、アントリルデシル基、アン
トリルドデシル基、アントリルウンデシル基、アントリルトリデシル基、アントリルテト
ラデシル基、アントリルペンタデシル基、アントリルヘキサデシル基、アントリルヘプタ
デシル基、アントリルオクタデシル基、アントリルノナデシル基、アントリルイコシル基
、フェナントリルエチル基、フェナントリルプロピル基、フェナントリルブチル基、フェ
ナントリルペンチル基、フェナントリルヘキシル基、フェナントリルヘプチル基、フェナ
ントリルオクチル基、フェナントリルノニル基、フェナントリルデシル基、フェナントリ
ルドデシル基、フェナントリルウンデシル基、フェナントリルトリデシル基、フェナント
リルテトラデシル基、フェナントリルペンタデシル基、フェナントリルヘキサデシル基、
フェナントリルヘプタデシル基、フェナントリルオクタデシル基、フェナントリルノナデ
シル基、フェナントリルイコシル基等が挙げられる。
　アルコキシ基としては、直鎖状、分枝状或いは環状でもよく、通常炭素数１～２０、好
ましくは１～１５、より好ましくは１～１０、更に好ましくは１～６のものが挙げられ、
具体的には、例えばメトキシ基、エトキシ基、プロピルオキシ基、イソプロピルオキシ基
、ブトキシ基、イソブチルオキシ基、ｓｅｃ－ブチルオキシ基、ｔｅｒｔ－ブチルオキシ
基、ペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、イソヘキシルオキシ
基、ｔｅｒｔ－ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、ノニルオキシ
基、デシルオキシ基、ウンデシルオキシ基、テトラデシルオキシ基、ヘキサデシルオキシ
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基、ヘプタデシルオキシ基、ノナデシルオキシ基、イコシルオキシ基、シクロヘキシルオ
キシ基、シクロオクチルオキシ基、シクロデシルオキシ基、シクロノナデシルオキシ基等
が挙げられる。
　アリールオキシ基としては、通常炭素数６～１４、好ましくは６～１０のものが挙げら
れ、具体的には、例えばフェノキシ基、ナフチルオキシ基、アントリルオキシ基等が挙げ
られる。
　アルキルチオ基としては、直鎖状、分枝状、或いは環状でもよく、上記アルコキシ基の
酸素原子が硫黄原子に置き換わった、通常炭素数１～２０、好ましくは１～１５、より好
ましくは１～１０、更に好ましくは１～６のものが挙げられ、具体的には、例えばメチル
チオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、イソプロピルチオ基、ブチルチオ基、イソブチ
ルチオ基、ｔｅｒｔ－ブチルチオ基、ペンチルチオ基、ヘキシルチオ基、オクチルチオ基
、ノニルチオ基、デシルチオ基、トリデシルチオ基、テトラデシルチオ基、ヘキサデシル
チオ基、オクタデシルチオ基、イコシルチオ基、シクロヘキシルチオ基、シクロデシルチ
オ基、シクロヘプタデシルチオ基等が挙げられる。
　アリールチオ基としては、上記アルキルチオ基のアルキル基部分が上記アリール基に置
き換わったものが挙げられ、具体的には、例えばフェニルチオ基、ナフチルチオ基、アン
トリルチオ基等が挙げられる。
　アルキルスルホニル基としては、直鎖状、分枝状或いは環状でもよく、通常炭素数１～
２０、好ましくは１～１５、より好ましくは１～１０、更に好ましくは１～６のものが挙
げられ、具体的には、例えばメチルスルホニル基、エチルスルホニル基、ｎ－プロピルス
ルホニル基、イソプロピルスルホニル基、ｎ－ブチルスルホニル基、イソブチルスルホニ
ル基、ｔｅｒｔ－ブチルスルホニル基、ペンチルスルホニル基、ネオペンチルスルホニル
基、ヘキシルスルホニル基、イソヘキシルスルホニル基、ｔｅｒｔ－ヘキシルスルホニル
基、ヘプチルスルホニル基、オクチルスルホニル基、ノニルスルホニル基、デシルスルホ
ニル基、ウンデシルスルホニル基、テトラデシルスルホニル基、ヘキサデシルスルホニル
基、ヘプタデシルスルホニル基、ノナデシルスルホニル基、イコシルスルホニル基、シク
ロヘキシルスルホニル基、シクロオクチルスルホニル基、シクロデシルスルホニル基、シ
クロノナデシル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、通常炭素数６～１４、好ましくは６～１０のものが挙
げられ、フェニルスルホニル基、ナフチルスルホニル基、アントリルスルホニル基等が挙
げられる。
　アルキルスルフィニル基としては、直鎖状、分枝状或いは環状でもよく、通常炭素数１
～２０、好ましくは１～１５、より好ましくは１～１０、更に好ましくは１～６のものが
挙げられ、具体的には、例えばメチルスルフィニル基、エチルスルフィニル基、ｎ－プロ
ピルスルフィニル基、イソプロピルスルフィニル基、ｎ－ブチルスルフィニル基、イソブ
チルスルフィニル基、ｔｅｒｔ－ブチルスルフィニル基、ペンチルスルフィニル基、ネオ
ペンチルスルフィニル基、ヘキシルスルフィニル基、イソヘキシルスルフィニル基、ｔｅ
ｒｔ－ヘキシルスルフィニル基、ヘプチルスルフィニル基、オクチルスルフィニル基、ノ
ニルスルフィニル基、デシルスルフィニル基、ウンデシルスルフィニル基、テトラデシル
スルフィニル基、ヘキサデシルスルフィニル基、ヘプタデシルスルフィニル基、ノナデシ
ルスルフィニル基、イコシルスルフィニル基、シクロヘキシルスルフィニル基、シクロオ
クチルスルフィニル基、シクロデシルスルフィニル基、シクロノナデシルスルフィニル基
等が挙げられる。
　アリールスルフィニル基としては、上記アルキルスルフィニル基のアルキル基部分が上
記アリール基に置き換わったものが挙げられ、具体的には、例えばフェニルスルフィニル
基、ナフチルスルフィニル基、アントリルスルフィニル基等が挙げられる。
　アルキルホスフィノ基としては、ホスフィノ基の水素原子の１つ又は２つが独立して上
記した如きアルキル基に置き換わったものが挙げられ、具体的には、例えばメチルホスフ
ィノ基、エチルホスフィノ基、ｎ－プロピルホスフィノ基、イソプロピルホスフィノ基、
ｎ－ブチルホスフィノ基、イソブチルホスフィノ基、ｔｅｒｔ－ブチルホスフィノ基、ペ
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ンチルホスフィノ基、ヘキシルホスフィノ基、ヘプチルホスフィノ基、オクチルホスフィ
ノ基、ノニルホスフィノ基、デシルホスフィノ基、ドデシルホスフィノ基、テトラデシル
ホスフィノ基、ペンタデシルホスフィノ基、ヘキサデシルホスフィノ基、ヘプタデシルホ
スフィノ基、ノナデシルホスフィノ基、イコシルホスフィノ基、シクロペンチルホスフィ
ノ基、シクロヘキシルホスフィノ基、シクロヘプチルホスフィノ基、ジメチルホスフィノ
基、エチルメチルホスフィノ基、ジエチルホスフィノ基、メチルプロピルホスフィノ基、
ジプロピルホスフィノ基、エチルヘキシルホスフィノ基、ジブチルホスフィノ基、ヘプチ
ルメチルホスフィノ基、メチルオクチルホスフィノ基、デシルメチルホスフィノ基、ドデ
シルエチルホスフィノ基、メチルペンタデシルホスフィノ基、エチルオクタデシルホスフ
ィノ基、シクロペンチルメチルホスフィノ基、シクロヘキシルメチルホスフィノ基、シク
ロヘキシルエチルホスフィノ基、シクロヘキシルプロピルホスフィノ基、シクロヘキシル
ブチルホスフィノ基、ジシクロヘキシルホスフィノ基等が挙げられる。
　アリールホスフィノ基としては、ホスフィノ基の水素原子の１つ又は２つが上記した如
きアリール基に置き換わったものが挙げられ、具体的には、例えばフェニルホスフィノ基
、ジフェニルホスフィノ基、ナフチルホスフィノ基、アントリルホスフィノ基等が挙げら
れる。
　アルキルホスフィノイル基としては、ホスフィノイル基の水素原子の１つ又は２つが独
立して上記した如きアルキル基に置き換わったものが挙げられ、具体的には、例えばメチ
ルホスフィノイル基、エチルホスフィノイル基、ｎ－プロピルホスフィノイル基、イソプ
ロピルホスフィノイル基、ｎ－ブチルホスフィノイル基、イソブチルホスフィノイル基、
ｔｅｒｔ－ブチルホスフィノイル基、ペンチルホスフィノイル基、ヘキシルホスフィノイ
ル基、ヘプチルホスフィノイル基、オクチルホスフィノイル基、ノニルホスフィノイル基
、デシルホスフィノイル基、ドデシルホスフィノイル基、テトラデシルホスフィノイル基
、ペンタデシルホスフィノイル基、ヘキサデシルホスフィノイル基、ヘプタデシルホスフ
ィノイル基、ノナデシルホスフィノイル基、イコシルホスフィノイル基、シクロペンチル
ホスフィノイル基、シクロヘキシルホスフィノイル基、シクロヘプチルホスフィノイル基
、ジメチルホスフィノイル基、エチルメチルホスフィノイル基、ジエチルホスフィノイル
基、メチルプロピルホスフィノイル基、ジプロピルホスフィノイル基、エチルヘキシルホ
スフィノイル基、ジブチルホスフィノイル基、ヘプチルメチルホスフィノイル基、メチル
オクチルホスフィノイル基、デシルメチルホスフィノイル基、ドデシルエチルホスフィノ
イル基、メチルペンタデシルホスフィノイル基、エチルオクタデシルホスフィノイル基、
シクロペンチルメチルホスフィノイル基、シクロヘキシルメチルホスフィノイル基、シク
ロヘキシルエチルホスフィノイル基、シクロヘキシルプロピルホスフィノイル基、シクロ
ヘキシルブチルホスフィノイル基、ジシクロヘキシルホスフィノイル基等が挙げられる。
　アリールホスフィノイル基としては、ホスフィノイル基の水素原子の１つ又は２つが上
記した如きアリール基に置き換わったものが挙げられ、具体的には、例えばフェニルホス
フィノイル基、ジフェニルホスフィノイル基、ナフチルホスフィノイル基、アントリルホ
スフィノイル基等が挙げられる。
　アルキルアミノ基としては、アミノ基の水素原子の１つ又は２つが夫々独立して上記し
た如きアルキル基に置き換わったものが挙げられ、具体的には、例えばメチルアミノ基、
エチルアミノ基、ｎ－プロピルアミノ基、イソプロピルアミノ基、ｎ－ブチルアミノ基、
イソブチルアミノ基、ｔｅｒｔ－ブチルアミノ基、ペンチルアミノ基、ヘキシルアミノ基
、ヘプチルアミノ基、オクチルアミノ基、ノニルアミノ基、デシルアミノ基、ドデシルア
ミノ基、テトラデシルアミノ基、ペンタデシルアミノ基、ヘキサデシルアミノ基、ヘプタ
デシルアミノ基、ノナデシルアミノ基、イコシルアミノ基、シクロペンチルアミノ基、シ
クロヘキシルアミノ基、シクロヘプチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルメチルアミ
ノ基、ジエチルアミノ基、メチルプロピルアミノ基、ジプロピルアミノ基、エチルヘキシ
ルアミノ基、ジブチルアミノ基、ヘプチルメチルアミノ基、メチルオクチルアミノ基、デ
シルメチルアミノ基、ドデシルエチルアミノ基、メチルペンタデシルアミノ基、エチルオ
クタデシルアミノ基、シクロペンチルメチルアミノ基、シクロヘキシルメチルアミノ基、
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シクロヘキシルエチルアミノ基、シクロヘキシルプロピルアミノ基、シクロヘキシルブチ
ルアミノ基、ジシクロヘキシルアミノ基等が挙げられる。
　アリールアミノ基としては、アミノ基の水素原子の１つ又は２つが上記した如きアリー
ル基に置き換わったものが挙げられ、具体的には、例えばフェニルアミノ基、ジフェニル
アミノ基、ナフチルアミノ基、アントリルアミノ基等が挙げられる。
　アルコキシカルボニル基としては、直鎖状、分枝状或いは環状でもよく、上記アルコキ
シ基の酸素原子に更にカルボニル基が結合した、通常炭素数２～２１、好ましくは２～１
５、より好ましくは２～１０、更に好ましくは２～６のものが挙げられ、具体的には、例
えばメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、ｎ－プロピルオキシカルボニル基、
ｎ－ブトキシカルボニル基、ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニル基、ペンチルオキシカルボニ
ル基、ｓｅｃ－ペンチルオキシカルボニル基、ネオペンチルオキシカルボニル基、ヘキシ
ルオキシカルボニル基、シクロヘキシルオキシカルボニル基、ヘプチルオキシカルボニル
基、シクロヘプチルオキシカルボニル基、オクチルオキシカルボニル基、ノニルオキシカ
ルボニル基、デシルオキシカルボニル基、シクロデシルオキシカルボニル基、ウンデシル
オキシカルボニル基、テトラデシルオキシカルボニル基、ヘプタデシルオキシカルボニル
基、シクロヘプタデシルオキシカルボニル基、ノナデシルオキシカルボニル基、イコシル
オキシカルボニル基、シクロペンチルオキシカルボニル基、シクロヘキシルオキシカルボ
ニル基、シクロオクチルオキシカルボニル基、シクロヘプ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、通常炭素数７～１５、好ましくは７～１１のも
のが挙げられ、具体的には、例えばフェニルオキシカルボニル基、ナフチルオキシカルボ
ニル基、アントリルオキシカルボニル基等が挙げられる。
　アルコキシスルホニル基としては、直鎖状、分枝状或いは環状でもよく、上記アルコキ
シ基の酸素原子に更にスルホニル基が結合した、通常炭素数２～２１、好ましくは２～１
５、より好ましくは２～１０、更に好ましくは２～６のものが挙げられ、具体的には、例
えばメトキシスルホニル基、エトキシスルホニル基、ｎ－プロピルオキシスルホニル基、
ｎ－ブトキシスルホニル基、ｔｅｒｔ－ブトキシスルホニル基、ペンチルオキシスルホニ
ル基、ｓｅｃ－ペンチルオキシスルホニル基、ネオペンチルオキシスルホニル基、ヘキシ
ルオキシスルホニル基、シクロヘキシルオキシスルホニル基、ヘプチルオキシスルホニル
基、シクロヘプチルオキシスルホニル基、オクチルオキシスルホニル基、ノニルオキシス
ルホニル基、デシルオキシスルホニル基、シクロデシルオキシスルホニル基、ウンデシル
オキシスルホニル基、テトラデシルオキシスルホニル基、ヘプタデシルオキシスルホニル
基、シクロヘプタデシルオキシスルホニル基、ノナデシルオキシスルホニル基、イコシル
オキシスルホニル基、シクロペンチルオキシスルホニル基、シクロヘキシルオキシスルホ
ニル基、シクロオクチルオキシスルホニル基、シクロヘプタデシルオキシスルホニル基等
が挙げられる。
　アリールオキシスルホニル基としては、通常炭素数７～１５、好ましくは７～１１のも
のが挙げられ、具体的には、例えばフェニルオキシスルホニル基、ナフチルオキシスルホ
ニル基、アントリルオキシスルホニル基等が挙げられる。
　アシル基としては、カルボン酸由来或いはスルホン酸由来のものが挙げられ、カルボン
酸由来のアシル基としては、脂肪族カルボン酸由来及び芳香族カルボン酸由来のものが挙
げられ、スルホン酸由来のアシル基としては、脂肪族スルホン酸由来及び芳香族カルボン
酸由来のものが挙げられる。
　脂肪族カルボン酸由来のアシル基としては、直鎖状、分枝状或いは環状でもよく、また
更に鎖中に二重結合を有していてもよく、通常炭素数２～２０、好ましくは炭素数２～１
５、より好ましくは２～１０、更に好ましくは２～６のものが挙げられ、具体的には、例
えばアセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、バレリル基、イソバレ
リル基、ピバロイル基、ヘキサノイル基、ヘプタノイル基、オクタノイル基、デカノイル
基、ラウロイル基、ミリストイル基、パルミトイル基、ステアロイル基、イコサノイル基
、アクリロイル基、メタクリロイル基、クロトノイル基、オレオイル基等が挙げられ、芳
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香族カルボン酸由来のアシル基としては、通常炭素数７～１５、好ましくは７～１１のも
のが挙げられ、具体的には、例えばベンゾイル基、ナフトイル基、アントイル基等が挙げ
られる。
　また、脂肪族スルホン酸由来のアシル基としては、直鎖状、分枝状或いは環状でもよく
、通常炭素数１～２０、好ましくは１～１５、より好ましくは１～１０、更に好ましくは
１～６のものが挙げられ、具体的には、例えばメチルスルホニル基、エチルスルホニル基
、ｎ－プロピルスルホニル基、イソプロピルスルホニル基、ｎ－ブチルスルホニル基、イ
ソブチルスルホニル基、ｔｅｒｔ－ブチルスルホニル基、ｎ－ペンチルスルホニル基、ｎ
－ヘキシルスルホニル基、ヘプチルスルホニル基、オクチルスルホニル基、デシルスルホ
ニル基、トリデシルスルホニル基、ヘキサデシルスルホニル基、イコシルスルホニル基、
シクロヘキシルスルホニル基、シクロデシルスルホニル基等が挙げられ、芳香族スルホン
酸由来のアシル基としては、通常炭素数６～１４、好ましくは６～１０のものが挙げられ
、具体的には、例えばフェニルスルホニル基、ナフチルスルホニル基、アントリルスルホ
ニル基等が挙げられる。
　アシルオキシ基としては、上記した如きカルボン酸由来のアシル基に－０－が結合した
カルボン酸由来のアシルオキシ基及び上記した如きスルホン酸由来のアシル基に－０－が
結合したスルホン酸由来のアシルオキシ基が挙げられる。カルボン酸由来のアシルオキシ
基としては、脂肪族カルボン酸由来及び芳香族カルボン酸由来のアシルオキシ基が挙げら
れ、スルホン酸由来のアシルオキシ基としては、脂肪族スルホン酸由来及び芳香族スルホ
ン酸由来のアシルオキシ基が挙げられる。
　脂肪族カルボン酸由来のアシルオキシ基としては、直鎖状、分枝状或いは環状でもよく
、また更に鎖中に二重結合を有していてもよく、通常炭素数２～２０、好ましくは２～１
５、より好ましくは２～１０、更に好ましくは２～６のものが挙げられ、具体的には、例
えばアセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基、ブチリルオキシ基、イソブチリルオキシ
基、バレリルオキシ基、イソバレリルオキシ基、ピバロイルオキシ基、ヘキサノイルオキ
シ基、ヘプタノイルオキシ基、オクタノイルオキシ基、デカノイルオキシ基、ラウロイル
オキシ基、ミリストイルオキシ基、パルミトイルオキシ基、ステアロイルオキシ基、イコ
サノイルオキシ基、アクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシ基、クロトノイルオキ
シ基、オレオイルオキシ基、シクロヘキサノイルオキシ基、シクロデカノイルオキシ基等
が挙げられ、芳香族カルボン酸由来のアシルオキシ基としては、通常炭素数７～１５、好
ましくは７～１１のものが挙げられ、具体的には、例えばベンゾイルオキシ基、ナフトイ
ルオキシ基、アントイルオキシ基等が挙げられる。
　また、脂肪族スルホン酸由来のアシルオキシ基としては、直鎖状、分枝状或いは環状で
もよく、通常炭素数１～２０、好ましくは１～１５、より好ましくは１～１０、更に好ま
しくは１～６のものが挙げられ、具体的には、例えばメチルスルホニルオキシ基、エチル
スルホニルオキシ基、ｎ－プロピルスルホニルオキシ基、イソプロピルスルホニルオキシ
基、ｎ－ブチルスルホニルオキシ基、イソブチルスルホニルオキシ基、ｔｅｒｔ－ブチル
スルホニルオキシ基、ｎ－ペンチルスルホニルオキシ基、ｎ－ヘキシルスルホニルオキシ
基、ヘプチルスルホニルオキシ基、オクチルスルホニルオキシ基、デシルスルホニルオキ
シ基、トリデシルスルホニルオキシ基、ヘキサデシルスルホニルオキシ基、イコシルスル
ホニルオキシ基、シクロペンチルスルホニルオキシ基、シクロヘキシルスルホニルオキシ
基等が挙げられ、芳香族スルホン酸由来のアシルオキシ基としては、通常炭素数６～１４
、好ましくは６～１０のものが挙げられ、具体的には、例えばフェニルスルホニルオキシ
基、ナフチルスルホニルオキシ基、アントリルスルホニルオキシ基等が挙げられる。
　ハロゲン原子としては、例えば塩素原子、臭素原子、フッ素原子、ヨウ素原子等が挙げ
られ、中でも塩素が好ましい。
　カルボキシル基、スルホ基、スルフィノ基、スルフェノ基、ホスフィノ基及びホスフィ
ノイル基は、それらの基が有する水素原子が、例えばナトリウム、カリウム、リチウム等
のアルカリ金属原子に置換されたものも含む。
　上記した如き、本発明に係る芳香環を有する化合物が有する置換基の中でも、例えばア



(9) JP 4475119 B2 2010.6.9

10

20

30

40

50

ルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、シアノ基等の酸性或いは塩基性条
件で分解され易い置換基を有する化合物の重水素化を本発明の方法によって行えば、これ
ら置換基が分解されることはない。
　本発明に係る置換基を有していてもよい芳香環の置換基である、上記アルキル基、アル
ケニル基、アリール基、アラルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ
基、アリールチオ基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、アルキルスルフィ
ニル基、アリールスルフィニル基、アルキルホスフィノ基、アリールホスフィノ基、アル
キルホスフィノイル基、アリールホスフィノイル基、アルキルアミノ基、アリールアミノ
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、アルコキシスルホニル基、
アリールオキシスルホニル基、アシル基及びアシルオキシ基が有していてもよい置換基と
しては、例えばアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、水酸基、アルコ
キシ基、アミノ基、アルキルアミノ基、メルカプト基、アルキルチオ基、ホルミル基、ア
シル基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、アルキルカルバモ
イル基等が挙げられ、それらは芳香環の置換基に通常１～６個、好ましくは１～４個、よ
り好ましくは１～２個存在していてもよい。
　本発明に係る芳香環が有する置換基の置換基であるアルキル基、アルケニル基、アリー
ル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、アルキルチオ基、アシル基、カルボキシル基及
びアルコキシカルボニル基は、前記芳香環が有する置換基のと同様のものが挙げられる。
　本発明に係る芳香環が有する置換基の置換基であるアルキニル基としては、直鎖状、分
枝状、或いは環状でもよく、上記アルキル基のうち炭素数が２以上のものの鎖中に炭素－
炭素三重結合が１つ以上含まれている、通常炭素数２～２０、好ましくは２～１０、より
好ましくは２～６のものが挙げられ、具体的には、例えばエテニル基、２－プロピニル基
、２－ペンチニル基、２－ノニル－３－ブチニル基、シクロヘキシル－３－イニル、４－
オクチニル基、１－メチルデシル－５－イニル基等が挙げられる。
　本発明に係る芳香環が有する置換基の置換基であるアルキルカルバモイル基としては、
カルバモイル基の水素原子の１つ又は２つが独立して上記した如きアルキル基に置き換わ
ったものが挙げられ、具体的には、例えばメチルカルバモイル基、エチルカルバモイル基
、ｎ－プロピルカルバモイル基、イソプロピルカルバモイル基、ｎ－ブチルカルバモイル
基、イソブチルカルバモイル基、ｔｅｒｔ－ブチルカルバモイル基、ペンチルカルバモイ
ル基、ヘキシルカルバモイル基、ヘプチルカルバモイル基、オクチルカルバモイル基、ノ
ニルカルバモイル基、デシルカルバモイル基、ドデシルカルバモイル基、テトラデシルカ
ルバモイル基、ペンタデシルカルバモイル基、ヘキサデシルカルバモイル基、ヘプタデシ
ルカルバモイル基、ノナデシルカルバモイル基、イコシルカルバモイル基、シクロペンチ
ルカルバモイル基、シクロヘキシルカルバモイル基、シクロヘプチルカルバモイル基、ジ
メチルカルバモイル基、エチルメチルカルバモイル基、ジエチルカルバモイル基、メチル
プロピルカルバモイル基、ジプロピルカルバモイル基、エチルヘキシルカルバモイル基、
ジブチルカルバモイル基、ヘプチルメチルカルバモイル基、メチルオクチルカルバモイル
基、デシルメチルカルバモイル基、ドデシルエチルカルバモイル基、メチルペンタデシル
カルバモイル基、エチルオクタデシルカルバモイル基、シクロペンチルメチルカルバモイ
ル基、シクロヘキシルメチルカルバモイル基、シクロヘキシルエチル基、シクロヘキシル
プロピル基、シクロヘキシルブチルカルバモイル基、ジシクロヘキシルカルバモイル基等
が挙げられる。
　本発明の重水素化方法に於いて、上記した如き芳香環を有する化合物と反応させる重水
素源としては、例えば重水素ガス（Ｄ２、Ｔ２）、重水素化された溶媒等が挙げられる。
　重水素源である重水素化された溶媒としては、重水素がジュウテリウムである場合には
、例えば、重水（Ｄ２Ｏ）、例えば重メタノール、重エタノール、重イソプロパノール、
重ブタノール、重ｔｅｒｔ－ブタノール、重ペンタノール、重ヘキサノール、重ヘプタノ
ール、重オクタノール、重ノナノール、重デカノール、重ウンデカノール、重ドデカノー
ル等の重アルコール類、例えば重ギ酸、重酢酸、重プロピオン酸、重酪酸、重イソ酪酸、
重吉草酸、重イソ吉草酸、重ピバル酸等の重カルボン酸類、例えば重アセトン、重メチル
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エチルケトン、重メチルイソブチルケトン、重ジエチルケトン、重ジプロピルケトン、重
ジイソプロピルケトン、重ジブチルケトン等の重ケトン類、重ジメチルスルホキシド等の
有機溶媒等が挙げられ、中でも重水、重アルコール類が好ましく、重水、重メタノールが
より好ましいものとして挙げられ、また、環境面や作業性を考慮すれば重水が特に好まし
いものとして挙げられ、重水素がトリチウムの場合には、例えばトリチウム水（Ｔ２Ｏ）
等が挙げられる。
　重水素化された溶媒は、分子中の一つ以上の水素原子が重水素化されているものであれ
ばよく、例えば重アルコール類ではヒドロキシル基の水素原子、重カルボン酸類ではカル
ボキシル基の水素原子が重水素化されていれば本発明の重水素化方法に使用し得るが、分
子中の水素原子全てが重水素化されたものが特に好ましい。
　重水素源の使用量は、多い程本発明の重水素化が進みやすくなるが、経済的な面を考慮
すると、反応基質である芳香環を有する化合物の重水素化可能な水素原子に対して、下限
が通常等モル以上、１０倍モル、２０倍モル、３０倍モル、４０倍モル、上限が通常２５
０倍モル、好ましくは１５０倍モルの重水素原子が重水素源に含まれるような量である。
　本発明の重水素化方法に於いては、必要に応じて反応溶媒を用いてもよい。反応基質が
液体であれば、重水素源として重水素ガスを使用する場合でも反応溶媒を用いる必要はな
く、また、反応基質が固体であっても、重水素源として重水素化された溶媒を用いる場合
には、特に反応溶媒を用いる必要はないが、反応基質が固体であり且つ重水素源が重水素
ガスである場合には適当な反応溶媒の使用が必要となる。
　必要に応じて使用される反応溶媒としては、重水素源として使用される重水素ガスによ
り重水素化されないもの、或いは重水素ガスにより重水素化されてしまうものであっても
、該重水素化された反応溶媒がそのまま本発明の重水素化の重水素源となり得るものが好
ましい。また、本発明の重水素化は反応系が懸濁状態でもよいことから、反応溶媒として
基質を溶解し難いものも使用が可能であるが、基質を溶解し易いものがより好ましい。
　重水素源である重水素ガスにより重水素化された溶媒が、本発明の重水素化の重水素源
として使用出来ないものとなる場合、この様な溶媒を用いると、重水素源である重水素ガ
スの多くが、本発明の重水素化ではなく溶媒の重水素化に使用されてしまうため、この様
な溶媒を反応溶媒として用いることは好ましくない。
　必要に応じて用いられる反応溶媒の具体例としては、例えばジメチルエーテル、ジエチ
ルエーテル、ジイソプロピルエーテル、エチルメチルエーテル、ｔｅｒｔ－ブチルメチル
エーテル、１，２－ジメトキシエタン、オキシラン、１，４－ジオキサン、ジヒドロピラ
ン、テトラヒドロフラン等のエーテル類、例えばヘキサン、ヘプタン、オクタン、ノナン
、デカン、シクロヘキサン等の脂肪族炭化水素類等の重水素ガスにより重水素化されない
有機溶媒、例えば水、例えばメタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノール、
ｔｅｒｔ－ブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、ヘプタノール、オクタノール、ノ
ナノール、デカノール、ウンデカノール、ドデカノール等のアルコール類、例えばギ酸、
酢酸、プロピオン酸、酪酸、イソ酪酸、吉草酸、イソ吉草酸、ピバル酸等のカルボン酸類
、例えばアセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、ジエチルケトン、ジ
プロピルケトン、ジイソプロピルケトン、ジブチルケトン等のケトン類、例えばジメチル
スルホキシド等の重水素ガスにより重水素化されても本発明の重水素源として使用し得る
有機溶媒等が挙げられる。
　本発明に於ける、活性化された、白金触媒、ロジウム触媒、ルテニウム触媒、ニッケル
触媒及びコバルト触媒より選ばれる触媒（以下、活性化された触媒と略記することがある
。）とは、所謂白金触媒、ロジウム触媒、ルテニウム触媒、ニッケル触媒或いはコバルト
触媒（「活性化されていない触媒」或いは単に「触媒」と略記することがある。）が水素
ガス或いは重水素ガスと接触することにより活性化されたものをいう。
　本発明の重水素化方法では、活性化された触媒として、活性化されていない触媒を予め
活性化させておいたものを使用してもよく、また、反応系に水素ガス或いは重水素ガスを
存在させれば、活性化されていない触媒も同様に用いることが出来る。
　反応系に水素ガス或いは重水素ガスを存在させるには、反応液に直接水素ガス或いは重
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水素ガスを通過させるか、或いは密封した本発明の重水素化の反応系を水素ガス或いは重
水素ガスで置換すればよい。
　上記の如く、本発明の重水素化の反応系を密封し、水素ガス或いは重水素ガスで置換す
るという方法を用いて触媒の活性化を行えば、予め触媒を重水素化するという操作を行う
必要が無いため、本発明の重水素化を更に効率よく行うことが出来る。
　白金触媒としては、白金原子の原子価が通常０～４価、好ましくは０～２価、より好ま
しくは０価のものが挙げられる。
　ロジウム触媒としては、ロジウム原子の原子価が通常０又は１価、好ましくは０価のも
のが挙げられる。
　ルテニウム触媒としては、ルテニウム原子の原子価が通常０～２価、好ましくは０価の
ものが挙げられる。
　ニッケル触媒としては、ニッケル原子の原子価が通常０～２価、好ましくは０価のもの
が挙げられる。
　コバルト触媒としては、コバルト原子の原子価が通常０又は１価、好ましくは１価のも
のが挙げられる。
　上記した如き触媒は、配位子が配位していてもよい、白金、ロジウム、ルテニウム、ニ
ッケル又はコバルトから成る金属触媒でも、またそれら金属が種々の担体に担持されて成
るものでもよい。
　本発明の重水素化方法に係る触媒のうち、配位子が配位していてもよい金属触媒の配位
子としては、例えば１，５－シクロオクタジエン（ＣＯＤ）、ジベンジリデンアセトン（
ＤＢＡ）、トリシクロヘキシルホスフィン（ＰＣｙ３）、トリエトキシホスフィン（Ｐ（
ＯＥｔ）３）、トリｔｅｒｔ－ブチルホスフィン（Ｐ（ＯｔＢｕ）３）、ビピリジン（Ｂ
ＰＹ）、フェナントロリン（ＰＨＥ）、トリフェニルホスフィン（ＰＰｈ３）、１，２－
ビス（ジフェニルホスフィノ）エタン（ＤＰＰＥ）、トリフェノキシホスフィン（Ｐ（Ｏ
Ｐｈ）３）、トリメトキシホスフィン（Ｐ（ＯＣＨ３）３）等が挙げられる。
　白金系の金属触媒としては、例えばＰｔ、例えばＰｔＯ２、ＰｔＣｌ４、ＰｔＣｌ２、
Ｋ２ＰｔＣｌ４等の白金触媒、例えばＰｔＣｌ２（ｃｏｄ）、ＰｔＣｌ２（ｄｂａ）、Ｐ
ｔＣｌ２（ＰＣｙ３）２、ＰｔＣｌ２（Ｐ（ＯＥｔ）３）２、ＰｔＣｌ２（Ｐ（ＯｔＢｕ
）３）２、ＰｔＣｌ２（ｂｐｙ）、ＰｔＣｌ２（ｐｈｅ）、Ｐｔ（ＰＰｈ３）４、Ｐｔ（
ｃｏｄ）２、Ｐｔ（ｄｂａ）２、Ｐｔ（ｂｐｙ）２、Ｐｔ（ｐｈｅ）２等の、配位子に配
位された白金触媒等が挙げられる。
　ロジウム系の金属触媒としては、例えばＲｈ、例えばＲｈＣｌ（ＰＰｈ３）３等の、配
位子に配位されたロジウム触媒等が挙げられる。
　ルテニウム系の金属触媒としては、例えばＲｕ、例えばＲｕＣｌ２（ＰＰｈ３）３等の
、配位子に配位されたルテニウム触媒等が挙げられる。
　ニッケル系の金属触媒としては、例えばＮｉ、例えばＮｉＣｌ２、ＮｉＯ等のニッケル
触媒、例えばＮｉＣｌ２（ｄｐｐｅ）、ＮｉＣｌ２（ＰＰｈ３）２、Ｎｉ（ＰＰｈ３）４

、Ｎｉ（Ｐ（ＯＰｈ）３）４、Ｎｉ（ｃｏｄ）２等の、配位子に配位されたニッケル触媒
等が挙げられる。
　コバルト系の金属触媒としては、例えばＣｏ（Ｃ３Ｈ５）｛Ｐ（ＯＣＨ３）３｝３等の
、配位子に配位されたコバルト触媒等が挙げられる。
　上記した如き触媒が、担体に担持されたものである場合の担体としては、例えばカーボ
ン、アルミナ、シリカゲル、ゼオライト、モレキュラーシーブス、イオン交換樹脂、ポリ
マー等が挙げられ、中でもカーボン、アルミナ、シリカゲル、ゼオライト及びモレキュラ
ーシーブスが好ましく、その中でも特にカーボン及びアルミナが好ましい。
　担体として用いられるイオン交換樹脂としては、本発明の重水素化に悪影響を及ぼさな
いものであればよく、例えば陽イオン交換樹脂、陰イオン交換樹脂等が挙げられる。
　陽イオン交換樹脂としては、例えば弱酸性陽イオン交換樹脂、強酸性陽イオン交換樹脂
等が挙げられ、陰イオン交換樹脂としては、例えば弱塩基性陰イオン交換樹脂、強塩基性
陰イオン交換樹脂等が挙げられる。
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　イオン交換樹脂は一般に骨格ポリマーとして二官能性モノマーで架橋したポリマーを含
んでおり、これに酸性基又は塩基性基が結合され、夫々種々の陽イオン又は陰イオン（対
イオン）で交換されている。
　弱酸性陽イオン交換樹脂の具体例としては、例えばジビニルベンゼンで架橋したアクリ
ル酸エステル又はメタクリル酸エステルのポリマーを加水分解して得られるもの等が挙げ
られる。
　強酸性陽イオン交換樹脂の具体例としては、例えばスチレン－ジビニルベンゼンのコポ
リマーをスルホン化したもの等が挙げられる。
　強塩基性陰イオン交換樹脂としては、例えばスチレン－ジビニルベンゼンのコポリマー
の芳香環にアミノ基が結合したもの等が挙げられる。
　塩基性陰イオン交換樹脂の塩基性の強さは、結合しているアミノ基が、第１級アミノ基
、第２級アミノ基、第３級アミノ基、第４級アンモニウム塩になるに従い順に強くなる。
　また、市販されている所謂イオン交換樹脂も上記した如きイオン交換樹脂と同様に使用
可能である。
　担体として用いられるポリマーとしては、本発明の重水素化に悪影響を及ぼさないもの
であれば特に限定されないが、その様なポリマーの例として、例えば下記一般式［１］で
示されるモノマーが重合或いは共重合して得られるもの等が挙げられる。
　一般式［１］

（式中、Ｒ１は水素原子、低級アルキル基、カルボキシル基、カルボキシアルキル基、ア
ルキルオキシカルボニル基、ヒドロキシアルキルオキシカルボニル基、シアノ基又はホル
ミル基を表し、Ｒ２は水素原子、低級アルキル基、カルボキシル基、アルキルオキシカル
ボニル基、ヒドロキシアルキルオキシカルボニル基、シアノ基又はハロゲン原子をし、Ｒ
３は水素原子、低級アルキル基、ハロアルキル基、ヒドロキシル基、置換基を有していて
もよいアリール基、脂肪族ヘテロ環基、芳香族ヘテロ環基、ハロゲン原子、アルキルオキ
シカルボニル基、ヒドロキシアルキルオキシカルボニル基、スルホ基、シアノ基、含シア
ノアルキル基、アシルオキシ基、カルボキシル基、カルボキシアルキル基、アルデヒド基
、アミノ基、アミノアルキル基、カルバモイル基、Ｎ－アルキルカルバモイル基、ヒドロ
キシアルキル基、また、Ｒ２とＲ３とが結合し、隣接する－Ｃ＝Ｃ－と一緒になって脂肪
族環を形成していてもよい。）
　一般式［１］に於いて、Ｒ１～Ｒ３で示される低級アルキル基としては、直鎖状、分枝
状、環状の何れにてもよく、例えば炭素数１～６のアルキル基が挙げられ、具体的にはメ
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、ｔ
ｅｒｔ－ブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｎ－ペンチル基、イソペンチル基、ｔｅｒｔ－ペ
ンチル基、１－メチルペンチル基、ｎ－ヘキシル基、イソヘキシル基、シクロプロピル基
、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等が挙げられる。
　Ｒ１及びＲ２で示されるカルボキシアルキル基としては、例えば上記した如き低級アル
キル基の水素原子の一部がカルボキシル基に置換されたもの等が挙げられ、具体的には例
えばカルボキシメチル基、カルボキシエチル基、カルボキシプロピル基、カルボキシブチ
ル基、カルボキシペンチル基、カルボキシヘキシル基等が挙げられる。
　Ｒ１～Ｒ３で示されるアルキルオキシカルボニル基としては、例えば炭素数２～１１の
ものが好ましく、具体的には例えばメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロ
ポキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基、ペンチルオキシカルボニル基、ヘキシルオ
キシカルボニル基、ヘプチルオキシカルボニル基、２－エチルヘキシルオキシカルボニル
基、オクチルオキシカルボニル基、ノニルオキシカルボニル基、デシルオキシカルボニル
基等が挙げられる。
　Ｒ１～Ｒ３で示されるヒドロキシアルキルオキシカルボニル基としては、上記した如き
炭素数２～１１のアルキルオキシカルボニル基の水素原子の一部がヒドロキシル基に置換
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されたものが挙げられ、具体的には、例えばヒドロキシメチルオキシカルボニル基、ヒド
ロキシエチルオキシカルボニル基、ヒドロキシプロピルオキシカルボニル基、ヒドロキシ
ブチルオキシカルボニル基、ヒドロキシペンチルオキシカルボニル基、ヒドロキシヘキシ
ルオキシカルボニル基、ヒドロキシヘプチルオキシカルボニル基、ヒドロキシオクチルオ
キシカルボニル基、ヒドロキシのニルオキシカルボニル基、ヒドロキシデシルオキシカル
ボニル基等が挙げられる。
　Ｒ２及びＲ３で表されるハロゲン原子としては、例えばフッ素、塩素、臭素、ヨウ素等
が挙げられる。
　Ｒ３で表されるハロアルキル基としては、例えばＲ１～Ｒ３で表される上記低級アルキ
ル基がハロゲン化（例えばフッ素化、塩素化、臭素化、ヨウ素化等）された、炭素数１～
６のものが挙げられ、具体的には、例えばクロロメチル基、ブロモメチル基、トリフルオ
ロメチル基、２－クロロエチル基、３－クロロプロピル基、３－ブロモプロピル基、３，
３，３－トリフルオロプロピル基、４－クロロブチル基、５－クロロペンチル基、６－ク
ロロヘキシル基等が挙げられる。
　置換基を有していてもよいアリール基のアリール基としては、例えばフェニル基、トリ
ル基、キシリル基、ナフチル基等が挙げられ、また、該置換基としては、例えばアミノ基
、ヒドロキシル基、低級アルコキシ基、カルボキシル基等が挙げられる。置換アリール基
の具体例としては、例えばアミノフェニル基、トルイジノ基、ヒドロキシフェニル基、メ
トキシフェニル基、ｔｅｒｔ－ブトキシフェニル基、カルボキシフェニル基等が挙げられ
る。
　脂肪族ヘテロ環基としては、例えば５員環又は６員環であり、異性原子として１～３個
の例えば窒素原子、酸素原子、硫黄原子等のヘテロ原子を含んでいるもの等が好ましく、
具体的には、例えばピロリジル－２－オン基、ピペリジル基、ピペリジノ基、ピペラジニ
ル基、モルホリノ基等が挙げられる。
　芳香族ヘテロ環基としては、例えば５員環又は６員環であり、異性原子として１～３個
の例えば窒素原子、酸素原子、硫黄原子等のヘテロ原子を含んでいるもの等が好ましく、
具体的には、例えばピリジル基、イミダゾリル基、チアゾリル基、フラニル基、ピラニル
基等が挙げられる。
　含シアノアルキル基としては、例えば上記した如き低級アルキル基の水素原子の一部が
シアノ基に置換されたものが挙げられ、具体的には、例えばシアノメチル基、２－シアノ
エチル基、２－シアノプロピル基、３－シアノプロピル基、２－シアノブチル基、４－シ
アノブチル基、５－シアノペンチル基、６－シアノヘキシル基等が挙げられる。
　アシルオキシ基としては、例えば炭素数２～２０のカルボン酸由来のものが挙げられ、
具体的には、例えばアセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基、ブチリルオキシ基、ペン
タノイルオキシ基、ノナノイルオキシ基、デカノイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基等が
挙げられる。
　アミノアルキル基としては、上記した如き低級アルキル基の水素原子の一部がアミノ基
に置換されたものが挙げられ、具体的には、例えばアミノメチル基、アミノエチル基、ア
ミノプロピル基、アミノブチル基、アミノペンチル基、アミノヘキシル基等が挙げられる
。
　Ｎ－アルキルカルバモイル基としては、カルバモイル基の水素原子の一部がアルキル基
で置換されたものが挙げられ、具体的には、例えばＮ－メチルカルバモイル基、Ｎ－エチ
ルカルバモイル基、Ｎ－ｎ－プロピルカルバモイル基、Ｎ－イソプロピルカルバモイル基
、Ｎ－ｎ－ブチルカルバモイル基、Ｎ－ｔ－ブチルカルバモイル基等が挙げられる。
　ヒドロキシアルキル基としては、上記した如き低級アルキル基の水素原子の一部がヒド
ロキシル基に置換されたものが挙げられ、具体的には、例えばヒドロキシメチル基、ヒド
ロキシエチル基、ヒドロキシプロピル基、ヒドロキシブチル基、ヒドロキシペンチル基、
ヒドロキシヘキシル基等が挙げられる。
　また、Ｒ２とＲ４とが結合し、隣接する－Ｃ＝Ｃ－と一緒になって脂肪族環を形成して
いる場合の脂肪族環としては、例えば炭素数５～１０の不飽和脂肪族環が挙げられ、環は
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単環でも多環でもよい。これら環の具体例としては、例えばノルボルネン環、シクロペン
テン環、シクロヘキセン環、シクロオクテン環、シクロデセン環等が挙げられる。
　一般式［１］で示されるモノマーの具体例としては、例えばエチレン，プロピレン，ブ
チレン，イソブチレン等の炭素数２～２０のエチレン性不飽和脂肪族炭化水素類、例えば
スチレン，４－メチルスチレン，４－エチルスチレン，ジビニルベンゼン等の炭素数８～
２０のエチレン性不飽和芳香族炭化水素類、例えばギ酸ビニル，酢酸ビニル，プロピオン
酸ビニル，酢酸イソプロペニル等の炭素数３～２０のアルケニルエステル類、例えば塩化
ビニル，塩化ビニリデン，フッ化ビニリデン，テトラフルオロエチレン等の炭素数２～２
０の含ハロゲンエチレン性不飽和化合物類、例えばアクリル酸，メタクリル酸，イタコン
酸，マレイン酸，フマル酸，クロトン酸，ビニル酢酸，アリル酢酸，ビニル安息香酸等の
炭素数３～２０のエチレン性不飽和カルボン酸類（これら酸類は、例えばナトリウム，カ
リウム等のアルカリ金属塩やアンモニウム塩等、塩の形になっているものでもよい。）、
例えばメタクリル酸メチル，メタクリル酸エチル，メタクリル酸プロピル，メタクリル酸
ブチル，メタクリル酸２－エチルヘキシル，アクリル酸メチル，アクリル酸エチル，アク
リル酸プロピル，アクリル酸ブチル，アクリル酸２－エチルヘキシル，メタクリル酸ラウ
リル，アクリル酸ステアリル，イタコン酸メチル，イタコン酸エチル，マレイレ酸メチル
，マレイン酸エチル，フマル酸メチル，フマル酸エチル、クロトン酸メチル，クロトン酸
エチル、３－ブテン酸メチル等のエチレン性不飽和カルボン酸エステル類、例えばアクリ
ロニトリル，メタクリロニトリル，シアン化アリル等の炭素数３～２０の含シアノエチレ
ン性不飽和化合物類、例えばアクリルアミド，メタクリルアミド等の炭素数３～２０のエ
チレン性不飽和アミド化合物類、例えばアクロレイン，クロトンアルデヒド等の炭素数３
～２０のエチレン性不飽和アルデヒド類、例えばビリルスルホン酸，４－ビニルベンゼン
スルホン酸等の炭素数２～２０のエチレン性不飽和スルホン酸類（これら酸類は、例えば
ナトリウム，カリウム等のアルカリ金属塩等、塩の形になっていているものでもよい。）
、例えばビニルアミン，アリルアミン等の炭素数２～２０のエチレン性不飽和脂肪族アミ
ン類、例えばビニルアニリン等の炭素数８～２０のエチレン性不飽和芳香族アミン類、例
えばＮ－ビニルピロリドン，ビニルピペリジン等の炭素数５～２０のエチレン性不飽和脂
肪族ヘテロ環状アミン類、例えばアリルアルコール，クロチルアルコール等の３～２０の
エチレン性不飽和アルコール類、例えば４－ビニルフェノール等の炭素数８～２０のエチ
レン性不飽和フェノール類等が挙げられる。
　上記した如きポリマー等を担体として使用する場合には、本発明の重水素化により担体
自体が重水素化され難いものを使用することが望ましいが、それ自体重水素化される担体
に担持された触媒も本発明の重水素化に用いることが出来る。
　本発明の重水素化方法に於いては、上記触媒の中でも白金系及びロジウム系の触媒を用
いることが好ましく、特に白金系の触媒を用いることが好ましい。
　活性化された触媒或いは活性化されていない触媒の使用量は、反応の基質として用いら
れる芳香環を有する化合物に対して、通常所謂触媒量、好ましくは、０．０１～５０ｗ／
ｗ％、より好ましくは０．０１～２０ｗ／ｗ％、更に好ましくは０．１～２０ｗ／ｗ％と
なる量である。
　活性化されていない触媒を本発明の反応に用いる場合であって、触媒を活性化させる為
に反応系に水素を存在させる際の該水素の使用量は、多すぎると重水素源となる重水素化
された溶媒が水素化されたり、重水素源となる重水素の反応系中の割合が小さくなり本発
明の重水素化反応に悪影響を及ぼすため、触媒の活性化に必要な程度の量であればよく、
その量は、通常触媒に対して１～２００００当量、好ましくは１０～７００当量となる量
である。
　また、触媒を活性化させる為に反応系に重水素を存在させる場合の重水素の使用量は、
触媒の活性化に必要な程度の量であればよく、その量は、通常触媒に対して１～２０００
０当量、好ましくは１０～７００当量となる量であるが、該重水素が本発明の重水素源と
しても使用し得ることから、使用量が多くても問題なく、本発明の重水素化を行うことが
出来る。
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　本発明の重水素化方法の反応温度は、下限が通常１０℃から、順により好ましく２０℃
、４０℃、６０℃、８０℃、１４０℃、１６０℃であり、上限が通常３００℃から、順に
より好ましく２００℃、１８０℃である。
　本発明の重水素化方法の反応時間は、通常３０分～７２時間、好ましくは３～３０時間
である。
　本発明の重水素化方法を、重水素源として重水を用い、活性化されていない触媒として
白金カーボン（Ｐｔ５％）を用いた場合を例にとって具体的に説明する。
　即ち、例えば芳香環を有する化合物（基質）５００ｍｇ及び活性化されていない触媒１
００ｍｇを重水素化された溶媒１７ｍＬに加え、密封した反応系を水素置換した後、油浴
中約８０℃で約２４時間撹拌反応させる。反応終了後、生成物が重水素化された溶媒に可
溶な場合は、反応液を濾過して触媒を除き、濾液をそのまま１Ｈ－ＮＭＲ、２Ｈ－ＮＭＲ
及びＭａｓｓスペクトルを測定して構造解析を行う。生成物が重水素化された溶媒に難溶
な場合は、反応液からこれを単離してから１Ｈ－ＮＭＲ、２Ｈ－ＮＭＲ及びＭａｓｓスペ
クトルを測定して構造解析を行う。
　生成物が重水素化された溶媒に難溶な場合に、反応液から生成物を単離するには、例え
ば生成物が溶解する有機溶媒等により反応液から生成物抽出し、更に濾過により触媒を除
くといった公知の精製方法に従ってこれを行えばよい。
　尚、活性化された触媒として予め活性化させておいた触媒を用い、且つ重水素源として
重水素化された溶媒を用いて本発明の重水素化方法を行うことにより、芳香環を有する化
合物がハロゲン原子を置換基として有している場合でも、該ハロゲン原子は水素原子或い
は重水素原子に置換されることなく、芳香環のみの重水素化が行われ、また、芳香環を有
する化合物が例えばニトロ基、シアノ基等の置換基を有している場合でも、それら置換基
が還元されることなく芳香環のみの重水素化が行われる。
　また、本発明の重水素化により、芳香環を有する化合物の芳香環が有する水素原子以外
の水素原子も、重水素化することが可能である。
　上記した如く、芳香環を有する化合物を、活性化された触媒の共存下、重水素源と反応
させるという本発明の重水素化方法によれば、芳香環を有する化合物の芳香環の水素原子
を効率よく重水素化（ジュウテリウム化及びトリチウム化）することが可能となる。
　また、本発明の重水素化方法によれば、従来の方法にくらべて例えば室温～１６０℃程
度の比較的低温条件でも、中性条件で重水素化反応を行うことができることから、作業環
境が向上するだけでなく、高温や酸塩基条件で分解し易い基質の重水素化にも応用が可能
となる。
　更に、本発明の重水素化方法では、ハロゲン原子等の置換基を一旦導入して重水素化す
るといった工程を経ることなく基質を直接重水素化出来る。
　更にまた、本発明の重水素化によれば、ハロゲン原子が直接芳香環に結合している化合
物を、ハロゲン原子を残したまま重水素化出来るという、従来では困難であった重水素化
反応を行うことも可能となる。
　また、例えば上記した如き本発明の重水素化方法によって得られる化合物のうち、下記
一般式［２］

（式中、Ａは硫黄原子、スルフィニル基又はスルホニル基を表し、芳香環が有する水素原
子の少なくとも１つが重水素原子である。）で示される化合物は、例えば光ファイバー等
のドーパントとして極めて有用である。
　尚、上記一般式［２］で示される化合物に於いて、Ａが硫黄原子であるジフェニルスル
フィド及びＡがスルフィニル基であるジフェニルスルホキシドは、上記した如き本発明の
重水素化方法以外に、例えば下記の如き方法によっても得ることが出来る。
　即ち、本発明の重水素化方法によって得られた重水素化ジフェニルスルホンをＪ．Ａｍ
．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１９６５，８７，５６１４及びＪ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１９
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６６，８８，１４５８等に記載の方法に従って水素化アルミニウムリチウム等の還元剤を
用いて還元することにより重水素化ジフェニルスルフィドが得られ、更にこの重水素化ジ
フェニルスルフィドを過酸化水素等の酸化剤を用いて酸化することにより重水素化ジフェ
ニルスルホキシドが得られる。
　本発明の一般式［２］で示される化合物が有する水素原子に於ける重水素原子の割合（
重水素化率）は、全体の平均として通常５％以上、順に好ましく１０％以上、２０％以上
、４０％以上、５０％以上、６０％以上であり、該化合物の芳香環のメタ位及び／又はパ
ラ位の重水素化率は、通常５％以上、順に好ましく４０％以上、５０％以上、６０％以上
、７０％以上、８０％以上である。
　以下に実施例を挙げて本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこれらにより何等限
定されるものではない。
【実施例】

【実施例１．】
　フェノール５００ｍｇ、白金カーボン（Ｐｔ５％）１００ｍｇを重水（Ｄ２Ｏ）１７ｍ
Ｌに懸濁させ、密封した反応系を水素置換した後、油浴中１６０℃で約２４時間反応させ
た。反応終了後、反応液をエーテルで抽出して触媒を濾過し、濾液を減圧濃縮した後、１

Ｈ－ＮＭＲ、２Ｈ－ＮＭＲ及びＭａｓｓスペクトルを測定して構造解析を行ったところ、
基質の重水素化率は９８％であった。結果を表１に示す。
【実施例２～１６．】
　表１に示す基質５００ｍｇ及び触媒１００ｍｇ（但し、触媒がＫ２ＰｔＣｌ４の場合に
は１０ｍｇ）を用い、表１に示す反応温度以外は実施例１と同様にして反応を行い、構造
解析を行った。得られた基質の重水素化率を表１に併せて示す。但し、Ｐｔ／Ｃは白金カ
ーボン（Ｐｔ５％）を表し、Ｋ２ＰｔＣｌ４は塩化白金（ＩＩ）カリウムを表し、重水素
化率のｏ－，ｐ－，ｍ－は夫々芳香環のオルト位、パラ位、メタ位の重水素化率を表し、
実施例６及び７に於けるｍ－クロロフェノールの重水素化率の２，４－、５－及び６－は
下記に示す位置にある水素原子の重水素化率を表す。但し、２，４－は夫々の位置にある
水素原子の重水素化率の平均値を表す。また、実施例１６に於ける重水素化率は芳香環が
有する水素原子の重水素化率を表す。
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比較例１．
　ジフェニルメタン５００ｍｇ及び塩酸０．７ｍＬを重水（Ｄ２Ｏ）１６ｍＬに添加した
後、密封した反応系を窒素で置換し、８０℃で２４時間撹拌反応させた。反応終了後、反
応液をジエチルエーテルで抽出し、得られた有機層を水洗し、減圧濃縮後、１Ｈ－ＮＭＲ
，２Ｈ－ＮＭＲ及びＭａｓｓスペクトルを測定して構造解析を行ったところ、基質の重水
素化率は０％であった。
比較例２．
　フェノール５００ｍｇ及び塩酸０．７ｍＬを重水（Ｄ２Ｏ）１６ｍＬに添加した後、密
封した反応系を窒素で置換し、８０℃で２４時間撹拌反応させた。反応終了後、反応液を
ジエチルエーテルで抽出し、得られた有機層を水洗し、減圧濃縮後、１Ｈ－ＮＭＲ，２Ｈ
－ＮＭＲ及びＭａｓｓスペクトルを測定して構造解析を行ったところ、基質の重水素化率
はパラ位９３％、メタ位０％及びオルト位９６％であった。
比較例３．
　アニリン５００ｍｇ及び塩酸０．７ｍＬを重水（Ｄ２Ｏ）１６ｍＬに添加した後、密封
した反応系を窒素で置換し、８０℃で２４時間撹拌反応させた。反応終了後、反応液を２
５％水酸化ナトリウム水溶液で中和し、ジエチルエーテルで抽出し、得られた有機層を水
洗し、減圧濃縮後、１Ｈ－ＮＭＲ，２Ｈ－ＮＭＲ及びＭａｓｓスペクトルを測定して構造
解析を行ったところ、基質の重水素化率はパラ位１２％、メタ位０％及びオルト位１２％
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比較例４．
　安息香酸５００ｍｇ及び塩酸０．７ｍＬを重水（Ｄ２Ｏ）１６ｍＬに添加した後、密封
した反応系を窒素で置換し、８０℃で２４時間撹拌反応させた。反応終了後、反応液をジ
エチルエーテルで抽出し、得られた有機層を水洗し、減圧濃縮後、１Ｈ－ＮＭＲ，２Ｈ－
ＮＭＲ及びＭａｓｓスペクトルを測定して構造解析を行ったところ基質の重水素化率は０
％であった。
　例えば実施例２より明らかな如く、本発明の重水素化方法によれば、親水性官能基を有
していない芳香族化合物でも、室温程度の比較的低温条件で効率的に芳香環を重水素化し
得ることが分かった。
　また、実施例５～９と比較例１～４との比較より明らかな如く、本発明の重水素化方法
によれば、反応液を酸性条件にすることなく効率的に芳香環を重水素化し得ることが分か
った。
　更にまた、実施例６及び７より明らかな如く、本発明の重水素化方法によれば、ハロゲ
ン原子が直接芳香環に結合している化合物を、ハロゲン原子を残したまま重水素化出来る
ことが分かった。
【産業上の利用の可能性】
　活性化された触媒の共存下、芳香環を有する化合物を重水素源と反応させるという本発
明の重水素化（ジュウテリウム化及びトリチウム化）方法によれば、従来高温条件或いは
酸塩基条件下等の過酷な条件下でしか行うことの出来なかった重水素化を、比較的低温且
つ中性条件で行うことが出来ることから、作業環境が著しく向上する。
また、本発明の重水素化方法は、高温或いは酸塩基条件で分解する種々の芳香環を有する
化合物等の重水素化にも広く利用でき、芳香環を有する化合物を工業的且つ効率的に重水
素化し得る。
　更に、本発明の重水素化方法では、ハロゲン原子等の置換基を一旦導入して重水素化す
るといった工程を経ることなく基質を直接重水素化出来るというだけでなく、ハロゲン原
子が直接芳香環に結合している化合物を、ハロゲン原子を残したまま重水素化出来るとい
う、従来では困難であった重水素化反応が可能となる。
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