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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭素粒子と、該炭素粒子に固定された白金とを有してなる触媒にして、前記白金の該触
媒中の含有率が８～２０重量％である、カルボニル基をただ一つ有する脂肪族ケトンの接
触水素化により脂肪族第２級アルコールに転換する反応に用いられる白金炭素触媒。
【請求項２】
　担体に使用される前記炭素粒子のＢＥＴ法による比表面積が７００～２０００ m2/gで
ある請求項１に係る白金炭素触媒。
【請求項３】
前記脂肪族ケトンが下記一般式（Ｉ）：
【化１】

　　　　　　　（Ｉ）
（式中、R1及びR2は、異なっていても同じでもよい一価脂肪族炭化水素基を表し、相互に
結合して一体化して２価の脂肪族炭化水素基を形成してもよく、該一価炭化水素基の炭素
原子に結合している１つ以上の水素原子がハロゲン原子および／または水酸基で置換され
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ていてもよい。）
で表される化合物であり、
　前記脂肪族第２級アルコールが下記一般式（ＩＩ）：
【化２】

　　　　　　　　（ＩＩ）
（式中、R1及びR2は、前記と同じ意味を表す）
で表される化合物である請求項１または２に係る白金炭素触媒。
【請求項４】
　カルボニル基をただ一つ有する脂肪族ケトンの該カルボニル基を水素化して脂肪族第２
級アルコールを製造する方法であって、
　前記の脂肪族ケトンを触媒の存在下において常圧下で水素と湿式で接触させること、
　前記触媒として、炭素粒子と、該炭素粒子に固定された白金とを有してなる触媒にして
、該白金の該触媒中の含有率が８～２０重量％であるものを用いること、
を特徴とする上記脂肪族第２級アルコールの製造方法。
【請求項５】
　前記脂肪族ケトンが請求項３に記載の一般式（Ｉ）で表される化合物であり、
　前記脂肪族第２級アルコールが請求項３に記載の一般式（ＩＩ）で表される化合物であ
ることを特徴とする請求項４に係る脂肪族第２級アルコールの製造方法。
【請求項６】
　反応基質である前記脂肪族ケトンに対する前記触媒中の白金分の割合が0.001～10重量
％である請求項４または５に係る脂肪族第２級アルコールの製造方法。
【請求項７】
　前記の脂肪族ケトンと水素との接触が０～４０℃で行われる請求項４～６のいずれか１
項に係る脂肪族第２級アルコールの製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、脂肪族ケトンの接触水素化による脂肪族第２級アルコールの製造に有用な白
金固定炭素触媒、及び該触媒を使用して常圧下、水素存在下で脂肪族ケトンの接触水素化
による脂肪族第２級アルコールを製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　水素の存在下で触媒を用いた脂肪族ケトンの接触水素化による脂肪族第２級アルコール
の製造方法は知られている。例えば、90 kgf/cm2の圧力の水素の存在下でルテニウム炭素
触媒を用いてアセトンを接触水素化してイソプロピルアルコールを製造した例（特許文献
１）、3.5～7 kgf/cm2の圧力の水素の存在下でパラジウム炭素触媒を用いてヘキサフルオ
ロアセトンを接触水素化して１，１，１－３，３，３－ヘキサフルオロ－２－プロパノー
ルを製造した例（特許文献２）などが知られている。これらの例では、加圧した水素を存
在させなければならないという不利がある。
【０００３】
　また、常圧の水素存在下で触媒を用いた脂肪族ケトンの接触水素化による脂肪族第２級
アルコールの製造方法が知られている。例えば、常圧の水素の存在下でスポンジニッケル
触媒を用いて脂肪族ケトンを接触水素化して脂肪族第２級アルコールを製造した例（非特
許文献１）などが知られている。この例では、自然発火性のスポンジニッケルを使用しな
ければならず取り扱いに危険性を伴う他、0.72 g（10 mmol）の2-ブタノンに対して0.5 g
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 （反応基に対して69重量％）の触媒金属を用いる必要があり、触媒の使用量が多い、と
いう不利を有している。
【０００４】
　また、常圧の水素存在下で白金触媒を用いた接触水素化による脂肪族第２級アルコール
の製造方法が知られている。例えば、常圧の水素の存在下で酸化白金（アダムス）触媒を
用いて脂肪族ケトンを接触水素化して脂肪族第２級アルコールを製造した例（非特許文献
２）などが知られている。この例では、反応系に塩酸を加える必要があり、その腐食性の
ためにステンレスなどの金属製の反応容器を使用できない他、基質重量の5重量％の触媒
金属を用いる必要があり前記のスポンジニッケルほどではないにしても触媒の使用量が多
い、という欠点を有している。
【０００５】
　また、常圧の水素存在下で反応系に塩酸などの腐食性物質を添加することなく白金触媒
を用いた接触水素化による脂肪族第２級アルコールの製造方法が知られている。例えば、
常圧の水素の存在下で酸化白金（アダムス）触媒を用いてアセト酢酸エチルを接触水素化
して2-ヒドロキシ酪酸エチルを製造した例（非特許文献３）などが知られている。この例
では、適用できる基質がカルボニル基の水素化を受けやすいアセト酢酸エチルなどのベー
タケトエステルに限られ、カルボニル基をただ一つ有する脂肪族ケトンを接触水素化して
第２級アルコールを製造する方法としては適用できないという不利がある。
【０００６】
【特許文献１】特開平２－２７９６４３
【特許文献２】特公昭６１－２５６９４
【非特許文献１】S. Nishimura, “Handbook of Heterogeneous Catalytic Hydrogenatio
n for Organic Syntheses”, p.186 (2001) John Wiley & Sons Inc.
【非特許文献２】S. Nishimura, “Handbook of Heterogeneous Catalytic Hydrogenatio
n for Organic Syntheses”, p.189 (2001) John Wiley & Sons Inc.
【非特許文献３】P. Rylander, “Catalytic Hydrogenation in Organic Syntheses”, p
.86 (1979) Academic Press
【０００７】
　そこで、常圧下、水素存在下で塩酸などの腐食性物質やスポンジニッケルなどの危険物
質を用いることなく、少ない触媒金属の使用量にて、カルボニル基をただ一つ有する脂肪
族ケトンを接触水素化して脂肪族第２級アルコールを製造する方法の開発が望まれていた
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで、本発明は、常圧下水素の存在下で、塩酸などの腐食性物質やスポンジニッケル
などの危険物質を用いることなく、少ない触媒金属の使用量にて、カルボニル基をただ一
つ有する脂肪族ケトンを接触水素化することによる脂肪族第２級アルコールの製造方法を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、常圧下、水素の存在下での脂肪族ケトンの接触水素化による脂肪族第２
級アルコールの製造について鋭意検討した結果、本発明を完成するに至った。
【００１０】
　即ち、本発明は、炭素粒子と、該炭素粒子に固定された白金とを有してなる触媒にして
、前記白金の該触媒中の含有率が７重量％以上である、カルボニル基をただ一つ有する脂
肪族ケトンの接触水素化により脂肪族第２級アルコールに転換する反応に用いられる白金
固定炭素触媒を提供する。
【００１１】
　本発明は、第二に、カルボニル基をただ一つ有する脂肪族ケトンの該カルボニル基を水
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素化して脂肪族第２級アルコールを製造する方法であって、
　前記の脂肪族ケトンを触媒の存在下において、常圧下、水素と湿式で接触させること、
　前記触媒として、炭素粒子と、該炭素粒子に固定された白金とを有してなる触媒にして
、該白金の該触媒中の含有率が７重量％以上であるものを用いること、
を特徴とする上記脂肪族第２級アルコールの製造方法を提供する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の脂肪族ケトン接触水素化用白金固定炭素触媒を用いる脂肪族第２級アルコール
の製造方法によれば、常圧下、水素存在下で、少ない触媒金属の使用量にて、カルボニル
基をただ一つ有する脂肪族ケトンを接触水素化して、高収率にて脂肪族第２級アルコール
を製造することができる。この方法においては、塩酸などの腐食性物質やスポンジニッケ
ルなどの危険物質を用いる必要がない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明について更に詳細に説明する。
【００１４】
　＜白金固定炭素触媒＞
　本発明において用いられる白金固定炭素触媒は、白金含有率が７重量％以上、好ましく
は７～５０重量％、より好ましくは８～２０重量％となるように白金を炭素粒子に固定し
たものである。
【００１５】
　－担体－
　前記炭素粒子は、前記白金の担体であり、その特に好適な例をしては活性炭が挙げられ
る。
【００１６】
　炭素粒子の比表面積は特に制限するものではないが、700～2000 m2/gが好ましく、900
～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。
【００１７】
　また、炭素粒子の形状は特に制限するものではないが、粉末状または顆粒状が好適であ
り、粉末状が特に好適である。
【００１８】
－触媒の調製方法（炭素粒子への白金の固定）－
　炭素粒子への白金の固定は、該炭素粒子担体に白金を含む溶液を接触させることにより
行うことができる。
【００１９】
　具体的には、本発明で用いる白金固定炭素触媒は、例えば、白金化合物を溶媒に溶解し
、当該溶液中に炭素担体を投入し、白金化合物を該炭素担体に吸着または含浸することに
より行う。白金化合物がヘキサクロロ白金（ＩＶ）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。また、白金化合物が水溶性で、中和によって水酸化物などとして
固定できる場合には中和処理を実施してもよい。このような例としては、ヘキサヒドロキ
ソ白金（ＩＶ）酸のアルカリ性溶液を塩酸で中和する例、テトラクロロ白金（ＩＩ）酸を
水酸化ナトリムで中和する例などが挙げられる。白金化合物が、ビス（２，４－ペンタン
ジオナト）白金（ＩＩ）など非水溶性の場合には、当該白金化合物を溶解する有機溶媒を
用いて炭素担体に吸着または含浸することができる。白金を吸着または含浸などの方法で
担体に固定した触媒は、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、白金が炭素担体に固定された白
金固定炭素触媒が得られる。
【００２０】
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　触媒調製に用いる溶媒は、白金の化合物を溶解するものであれば特に制限されないが、
水溶性の白金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白金化
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白金化合
物を溶解するものが好適である。
【００２１】
　上記の白金化合物としては、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、硝酸白金（ＩＶ）、硫酸白金（ＩＶ）、テトラアンミン白金（ＩＩ）塩化物、
テトラアンミン白金（ＩＩ）臭化物、テトラアンミン白金（ＩＩ）硝酸塩、テトラアンミ
ン白金（ＩＩ）酢酸塩、ヘキサクロロ白金（ＩＶ）酸、テトラクロロ白金酸（ＩＩ）、ヘ
キサヒドロキソ白金（ＩＶ）酸ナトリウム、ヘキサヒドロキソ白金（ＩＶ）酸（２－ヒド
ロキシエチルアンモニウム）、ジニトロジアンミン白金（ＩＩ）硝酸溶液、ジニトロジア
ンミン白金（ＩＩ）アンモニア水溶液等の水溶性化合物の他、ビス（２，４－ペンタンジ
オナト）白金（ＩＩ）、ジクロロ（１，５－シクロオクタジエン）白金（ＩＩ）、ジクロ
ロビス（トリフェニルホスフィン）白金（ＩＩ）、テトラキス（トリフェニルホスフィン
）白金（ＩＩ）、トリス（ジベンジリデンアセトン）二白金（０）等の有機溶媒に可溶な
錯体が使用することができる。中でも、テトラアンミン白金（ＩＩ）酢酸塩、ヘキサクロ
ロ白金（ＩＶ）酸、テトラクロロ白金酸（ＩＩ）、ヘキサヒドロキソ白金（ＩＶ）酸ナト
リウム、ヘキサヒドロキソ白金（ＩＶ）酸（２－ヒドロキシエチルアンモニウム）、ジニ
トロジアンミン白金（ＩＩ）硝酸溶液、ビス（２，４－ペンタンジオナト）白金（ＩＩ）
が好ましい。
【００２２】
　本発明に用いられる白金固定炭素触媒は、例えば、商品名ＳＧＨ－１０ＭＲ（エヌイー
ケムキャット株式会社製）で入手することもできる。
【００２３】
＜脂肪族ケトンの接触水素化による脂肪族第２級アルコールの製造方法＞
　本発明によれば、上記の白金固定炭素触媒の存在下、湿式で、カルボニル基をただ一つ
有する脂肪族ケトンを、常圧下、水素と接触させることにより、当該カルボニル基を水酸
基へ変成して脂肪族第２級アルコールを製造することができる。ここで、「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。
【００２４】
　本発明の方法において、基質として用いられる、カルボニル基をただ一つ有する脂肪族
ケトンとしては、下記一般式（Ｉ）：
【００２５】
【化１】

　
　　　　　　　（Ｉ）
（式中、R1及びR2は、異なっていても同じでもよい一価脂肪族炭化水素基を表し、相互に
結合して一体化して２価の脂肪族炭化水素基を形成してもよく、該一価炭化水素基の炭素
原子に結合している１つ以上の水素原子がハロゲン原子および／または水酸基で置換され
ていてもよい。）
で表される化合物が挙げられる。
　該一般式（Ｉ）で表される脂肪族ケトンとしては、具体的には、例えば、アセトン、２
－ブタノン、４－メチルブタン－２－オン、２－デカノン、４－デカノン、１，１，１－
トリフルオロアセトン、ヒドロキシアセトンなどが挙げられる。
【００２６】
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　上記一般式（Ｉ）で表される脂肪族ケトンに本発明の方法を適用することにより、下記
一般式（ＩＩ）：
【００２７】
【化２】

　
　　　　　　　　（ＩＩ）
（式中、R1及びR2は、前記と同じ意味を表す）
で表される脂肪族第２アルコールが得られる。
【００２８】
　該一般式（ＩＩ）で表される脂肪族第２アルコールとしては、具体的には、例えば、２
－プロパノール、２－ブタノール、４－メチル－２－ブタノール、２－デカノール、４－
デカノール、１，１，１－トリフルオロ－２－プロパノール、１，２－プロパンジオール
などが挙げられる。
【００２９】
　例えば、脂肪族ケトン化合物である２－デカノンを、白金固定炭素触媒を用いてシクロ
ヘキサン溶媒中で常圧下、水素を接触させることにより、常温の条件で３時間反応させる
ことにより、脂肪族アルコールである２－デカノールを２－デカノン基準の収率100%で得
ることができる。
【００３０】
　上記一般式（Ｉ）および（ＩＩ）において、R1およびR2は、脂肪族炭化水素基であり、
異なっていても同じでもよく、相互に結合して一体化して２価の脂肪族炭化水素基を形成
してもよく、炭素原子に結合している１つ以上の水素原子がハロゲン原子および／または
水酸基で置換されていてもよい。R1およびR2が結合しないで独立した例としては、炭素原
子数１～２０のアルキル基またはω－シクロアルキルアルキル基であり、炭素原子に結合
している１つ以上の水素原子がハロゲン原子および／または水酸基で置換されていてもよ
く、好ましくは、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
、ｔｅｒｔ－ブチル基、ｎ－ペンチル基、ｎ－ヘキシル基等の炭素原子数１～１６のアル
キル基；２－シクロペンチルエチル基、３－シクロヘキシルプロピル基である。
【００３１】
　また、R1およびR2が結合して一体化して形成される２価の脂肪族炭化水素基としては、
例えば、１，３－プロパンジイル基、１，５－ペンタンジイル基、１，４－ブタンジイル
基、１，１１－ウンデカンジイル基、メチルテトラデカン－１，１４－ジイル基、１，２
，２－トリメチル－３－メチレン－シクロペンタン－１－イル基、ビシクロ－［３，３，
１］－ノナン－３，７－ジイル基などが挙げられる。
【００３２】
　R1およびR2が結合して一体化して２価の脂肪族炭化水素基を形成すると、一般式（Ｉ）
においてR1およびR2が結合した炭素原子も環構成員として含む、脂肪族の環が形成され、
一般式（Ｉ）の化合物は脂環式ケトンとなる。このような脂環式ケトンの例としては、炭
素原子数３～１６のシクロアルカノン、炭素原子数６～１６のビシクロアルカノン、炭素
原子数８～１６のトリシクロアルカノンであり、炭素原子に結合した１つ以上の水素が炭
素原子数１～８のアルキル基、シクロアルキル基、ハロゲン原子および／または水酸基で
置換されていても差し支えない。好ましくは、シクロブタノン、シクロヘキサノン、シク
ロペンタノン、シクロドデカノン、メチルシクロペンタデカノン、カンファー、アダマン
タノンである。
【００３３】
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　本発明で用いる触媒は、反応物である脂肪族ケトン化合物に対して白金金属として、通
常、0.001～10重量％の間で用いられ、好ましくは0.01～5重量％、より好ましくは0.05～
2重量％の範囲で用いられる。また反応の際に、白金を固定していない活性炭、アルミナ
または珪藻土などの粒子を混在させても差し支えない。
【００３４】
　接触水素化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；炭素原子数５～
１０のアルカン、炭素原子数５～１０のシクロアルカン；クロロホルム、ジクロロメタン
などの炭素原子数１～２の塩素化炭化水素；またはこれらの組み合わせであり、２－プロ
パノール、シクロヘキサン、クロロホルムが特に好ましい。
【００３５】
　この接触水素化反応は、常圧下、水素の存在下で行われる。水素は純粋な水素ガスでも
よいが、必要に応じて窒素などの不活性気体で水素を希釈した混合ガスでも差し支えない
。通常、0～40℃の温度領域で１～48時間程度で反応が行われる。反応器に加熱や冷却な
どの操作を行わない室温での操作でも差し支えない。
【実施例】
【００３６】
　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。
【００３７】
　＜実施例１＞
（10重量％白金固定炭素触媒を用いた２－デカノンの接触水素化による２－デカノールの
合成）
　２－デカノン78 mg (0.5 mmol)をシクロヘキサン2 mlに溶解させた。得られた溶液に10
％白金固定炭素粉末触媒（商品名：ＳＧＨ－１０ＭＲ、エヌ・イー　ケムキャット（株）
製）を白金金属として反応基質の1重量％相当量加え、バルーンによる水素雰囲気下、室
温25 ℃で3時間攪拌して反応させた。その後、触媒をろ過分離し、1H-NMRにて得られた生
成物を分析したところ、２－デカノールであった。投入した２－デカノンに対する２－デ
カノールの収率は100％であった。
【００３８】
　＜実施例２＞
（10重量％白金固定炭素触媒を用いた２－デカノンの接触水素化による２－デカノールの
合成）
　実施例１において、シクロヘキサンの代わりに２－プロパノール２ｍｌを用いた以外は
実施例１と同様にして、２－デカノールを得た。収率は98％であった。
【００３９】
　＜実施例３＞
（10重量％白金固定炭素触媒を用いた２－デカノンの接触水素化による２－デカノールの
合成）
　実施例１において、シクロヘキサンの代わりにクロロホルム２ｍｌを用いた以外は実施
例１と同様にして、２－デカノールを得た。収率は93％であった。
【００４０】
　＜実施例４＞
（10重量％白金固定炭素触媒を用いた２－デカノンの接触水素化による２－デカノールの
合成）
　実施例１において、反応時間を3時間の代りに1時間とした以外は実施例１と同様にして
、２－デカノールを得た。収率は98％であった。
【００４１】
　＜実施例５＞
（10重量％白金固定炭素触媒を用いた４－デカノンの接触水素化による４－デカノールの
合成）
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　実施例１において、２－デカノン78 mg (0.5 mmol)の代りに４－デカノン78 mg (0.5 m
mol)を使用した以外は実施例１と同様にして、４－デカノールを得た。収率は98％であっ
た。
【００４２】
　＜実施例６＞
（10重量％白金固定炭素触媒を用いた４－ｔｅｒｔ－ブチル－１－シクロヘキサノンの接
触水素化による４－ｔｅｒｔ－ブチル－１－シクロヘキサノールの合成）
　実施例１において、２－デカノン78 mg (0.5 mmol)の代わりに４－ｔｅｒｔ－ブチル－
１－シクロヘキサノン77 mg (0.5 mmol)を用いた以外は実施例１と同様にして、４－ｔｅ
ｒｔ－ブチル－１－シクロヘキサノールを得た。収率は90％であった。
【００４３】
　＜実施例７＞
（10重量％白金固定炭素触媒を用いた２－アダマンタノンの接触水素化による２－アダマ
ンタノールの合成）
　実施例１において、２－デカノン78 mg (0.5 mmol)の代わりに２－アダマンタノン75 m
g (0.5 mmol)を用いた以外は実施例１と同様にして、２－アダマンタノールを得た。収率
は90％であった。
【００４４】
　＜比較例１＞
（5重量％白金固定炭素触媒を用いた２－デカノンの接触水素化による２－デカノールの
合成
　実施例１において、10重量％白金固定炭素触媒の代りに5重量％白金固定炭素触媒（商
品名：５％Ｐｔカーボン粉末Ｋタイプ、エヌ・イー　ケムキャット（株）製）を使用した
以外は、実施例１と同様にして２－デカノンの接触水素化により２－デカノールを生成さ
せた。投入した２－デカノンに対する２－デカノールの収率は74％であった。
【００４５】
　＜比較例２＞
（5重量％白金固定炭素触媒を用いた２－デカノンの接触水素化による２－デカノールの
合成
　実施例１において、10重量％白金固定炭素触媒の代りに5重量％白金固定炭素粉末触媒
（商品名：プラチナム　オン　カーボン（５ｗｔ％　サポート　アクティベイテッドカー
ボン）、アルドリッチ製）を使用した以外は、実施例１と同様にして２－デカノンの接触
水素化により２－デカノールを生成させた。投入した２－デカノンに対する２－デカノー
ルの収率は77％であった。
【００４６】
　＜比較例３＞
（10重量％ロジウム固定炭素触媒を用いた２－デカノンの接触水素化による２－デカノー
ルの合成
　実施例１において、10重量％白金固定炭素触媒の代りに10重量％ロジウム固定炭素粉末
触媒（商品名：１０％Ｒｈカーボン粉末Ｋタイプ、エヌ・イー　ケムキャット（株）製）
を使用し、ロジウム金属として反応基質の1重量％相当量加えた以外は、実施例１と同様
にして２－デカノンの接触水素化により２－デカノールを生成させた。投入した２－デカ
ノンに対する２－デカノールの収率は21％であった。
【００４７】
　＜比較例４＞
（10重量％パラジウム固定炭素触媒を用いた２－デカノンの接触水素化による２－デカノ
ールの合成
　実施例１において、10重量％白金固定炭素触媒の代りに10重量％パラジウム固定炭素粉
末触媒（商品名：１０％Ｐｄカーボン粉末Ｋタイプ、エヌ・イー　ケムキャット（株）製
）を使用し、パラジウム金属として反応基質の1重量％相当量加えた以外は、実施例１と
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ノンに対する２－デカノールの収率は0％であった。
【００４８】
　＜比較例５＞
（10重量％ルテニウム固定炭素触媒を用いた２－デカノンの接触水素化による２－デカノ
ールの合成
　実施例１において、10重量％白金固定炭素触媒の代りに10重量％ルテニウム固定炭素粉
末触媒（商品名：１０％Ｒｕカーボン粉末Ｋタイプ、エヌ・イー　ケムキャット（株）製
）を使用し、ルテニウム金属として反応基質の1重量％相当量加えた以外は、実施例１と
同様にして２－デカノンの接触水素化を試み、生成物の分析を行った。投入した２－デカ
ノンに対する２－デカノールの収率は0％であった。
【００４９】
　＜比較例６＞
（10重量％イリジウム固定炭素触媒を用いた２－デカノンの接触水素化による２－デカノ
ールの合成
　実施例１において、10重量％白金固定炭素触媒の代りに10重量％イリジウム固定炭素粉
末触媒（商品名：１０％Ｉｒカーボン粉末Ｋタイプ、エヌ・イー　ケムキャット（株）製
）を使用し、イリジウム金属として反応基質の1重量％相当量加えた以外は、実施例１と
同様にして２－デカノンの接触水素化を試み、生成物の分析を行った。投入した２－デカ
ノンに対する２－デカノールの収率は0％であった。
【００５０】
　＜比較例７＞
（10重量％金固定炭素触媒を用いた２－デカノンの接触水素化による２－デカノールの合
成
　実施例１において、10重量％白金固定炭素触媒の代りに10重量％金固定炭素粉末触媒（
商品名：１０％Ａｕカーボン粉末Ｋタイプ、エヌ・イー　ケムキャット（株）製）を金金
属として反応基質の1重量％相当量加えた以外は、実施例１と同様にして２－デカノンの
接触水素化を試み、生成物の分析を行った。投入した２－デカノンに対する２－デカノー
ルの収率は0％であった。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
本発明の脂肪族第２級アルコールの製造方法は、医薬中間体製造や機能性材料製造などの
ファインケミカル産業や石油化学産業での研究、開発及び製造において有用である。
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