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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　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
で湿式にて、脱離基を有する有機化合物と有機スズ化合物とをスティルカップリングさせ
る炭素－炭素結合生成方法であって、
　前記有機化合物は、下記一般式（Ｉ）： 
R1-X　　　　　（Ｉ）
（式中、R1は、置換のフェニル基であり、－ＣＯＯ（Ｃ１－Ｃ２０アルキル）基の置換基
を有しているフェニル基を表し、Xは、臭素原子を表す。）で表される有機化合物であり
、
　前記有機スズ化合物は、下記一般式（ＩＩ）：
R2-Sn(R3)3　　（ＩＩ）：
（式中、R２は、それぞれ置換基があってもよい、アルケニル基、アルキニル基を表し、R
３は、アルキル基又はフェニル基を表す。）で表される有機スズ化合物であることを特徴
とする炭素－炭素結合生成方法。
【請求項２】
　上記脱離基を有する有機化合物、上記有機スズ化合物、上記パラジウム炭素触媒、及び
溶媒以外の物質を加えることなくスティルカップリングを行う、請求項１に係る炭素－炭
素結合生成方法。
【請求項３】
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　上記パラジウム炭素触媒の炭素粒子の比表面積が1100～1500m2/gである、請求項１又は
２に係る炭素－炭素結合生成方法。
【請求項４】
　上記炭素粒子１ｇ当たりのパラジウムの担持量が、パラジウム元素に換算して1.0μmol
～5mmolである、請求項１～３のいずれか１項に係る炭素－炭素結合生成方法。
【請求項５】
　上記有機スズ化合物を表す式（ＩＩ）中、R２が、それぞれ置換基があってもよい、炭
素原子数２～２０のアルケニル基、炭素原子数２～２０のアルキニル基を表し、R３が、
炭素原子数１～２０のアルキル基又はフェニル基を表す、請求項１～４のいずれか１項に
係る炭素－炭素結合生成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、脱離基を有する有機化合物と有機スズ化合物とのスティル(Stille)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】
　スティルカップリングは、有機スズ化合物と有機求電子反応剤を用いた炭素－炭素結合
形成反応である。この反応で使用される有機スズ化合物は、トリブチルスズ化合物に代表
されるように内分泌撹乱作用をはじめとする毒性を持つことが知られており、反応生成物
へのスズの残留が問題となるものの、1）様々なスズ化合物が合成可能で、多くの官能基
と共存可能である、2）他の反応性有機金属と異なり水分や酸素に敏感ではない、3）容易
に合成・保存できる、といった多くの利点を有している。また、スティルカップリング反
応自体も比較的マイルドな中性条件で反応が進み、官能基受容性も高いため、医薬品や天
然物合成に頻用される重要な反応である。これまでスティルカップリング反応は均一系パ
ラジウム触媒を用いた反応が多く検討されてきたが（非特許文献１）、均一系パラジウム
触媒は活性が高い反面、空気中で不安定であり、生成物からの触媒の分離・再利用が困難
であるという欠点を有している。
【０００３】
　この欠点を補うべく、最近になり、不均一系パラジウム触媒、例えばパラジウム炭素触
媒の利用が検討されている。不均一系パラジウム触媒は、一般に均一系パラジウム触媒に
比して活性が低いが、ヨウ化銅やトリフェニル砒素添加物などの添加により活性が高めら
れることがわかってきている（非特許文献２）。しかしながら、銅やヒ素の過剰摂取は、
多くの動物及び人体に対して有害であり、銅は肝硬変や発育不全、黄疸など、またヒ素で
は剥離性皮膚炎、骨髄障害、腎不全といった慢性中毒を引き起こす事が明らかとなってい
る。また、これらの添加物を使用することにより、生成物の分離・精製工程がさらに複雑
になるという問題が発生する。
【０００４】
　そこで、生成物との分離の容易な固体触媒を用い、かつ、添加物を必要としない、ステ
ィルカップリングによる炭素－炭素結合の生成方法の開発が望まれていた。
【０００５】
【非特許文献１】J. K. Stille, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1986, 25, 508
【非特許文献２】Gregory P. Roth et al., Tetrahedoron Lett. 1995, 36, 2191
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、生成物との分離の容易な固体触媒であるパラジウム炭素触媒を用い、かつ基
質である脱離基を有する有機化合物及び有機スズ化合物、溶媒及び上記パラジウム炭素触
媒以外の添加物を必要とせず、且つ反応後の触媒の分離を容易にし、再利用を可能にする
、スティルカップリングによる炭素－炭素結合生成方法を提供することを目的とする。



(3) JP 5262642 B2 2013.8.14

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、炭素系固体触媒を鋭意検討した結果、高表面積を有する炭素粒子にパラ
ジウムを固定したパラジウム炭素触媒を用いると、反応系中に他に添加物を存在させるこ
となく、脱離基を有する有機化合物と有機スズ化合物とが、スティルカップリングにより
炭素－炭素結合を生成する反応が効率よく進行することを見出し、本発明を完成するに至
った。
【０００８】
　即ち、本発明は、比表面積1000m2/g以上の炭素粒子にパラジウムを固定したパラジウム
炭素触媒の存在下で湿式にて、他に添加物（即ち、上記脱離基を有する有機化合物、上記
有機スズ化合物、上記パラジウム炭素触媒及び溶媒以外の物質）を加えることなく、脱離
基を有する有機化合物と有機スズ化合物とをスティルカップリングさせることを特徴とす
る炭素－炭素結合生成方法を提供するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明では、反応系中に触媒以外の添加物がなく、触媒も不均一系の触媒であることか
ら、生成物とパラジウム炭素触媒を容易に分離することができるので、反応工程、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は僅かであり、繰り返しの再使用が可能である
ため、生産コストを低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明について更に詳細に説明する。
＜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、炭素粒子担体と、該炭素担体に固定されたパラジ
ウムとを有するものである。
【００１１】
－担体－
　本発明で用いるパラジウム炭素触媒の担体は炭素であり、好ましくは活性炭である。
【００１２】
　担体の比表面積については、1000 m2/g以上が好ましく、1,000～2,000 m2/gが更に好ま
しく、1100～1500 m2/gであるのが特に好ましい。かかる比表面積を有する活性炭が最も
好ましい。比表面積はＢＥＴ法で測定した値である。
【００１３】
　また、炭素粒子担体の粒径について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。
【００１４】
－触媒の調製方法（炭素担体へのパラジウムの固定）－
　炭素担体へのパラジウムの固定は、該炭素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。
【００１５】
　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、当該溶液中に炭素担体を投入し、パラジウム化合物を吸着または含浸させるこ
とにより行う。パラジウム化合物が塩化パラジウム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。パラジウム化合物が、ビス（２，４－ペンタンジオナト）パラジ
ウムなど非水溶性の場合には、当該パラジウム化合物を溶解する有機溶媒を用いて吸着ま
たは含浸させることができる。パラジウムを吸着または含浸などの方法で担体に担持した
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
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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。
【００１６】
　こうして、通常、パラジウムが炭素担体に固定されたパラジウム炭素触媒が得られる。
【００１７】
　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ましく、非水溶性で有機溶媒に可
溶なパラジウム化合物の場合には、エタノール、アセトン、クロロホルム等の有機溶媒で
あって該パラジウム化合物を溶解するものが好適である。
【００１８】
　パラジウムの化合物としては、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の他、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。
【００１９】
　前記炭素担体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、通常、1.0μmol～5mmol、好ましくは10μmol～3mmol、特に好ましくは100
μmol～2mmolである。
【００２０】
＜脱離基を有する有機化合物と有機スズ化合物とのスティルカップリングによる炭素－炭
素結合の生成方法＞
　パラジウム炭素触媒の存在下、湿式にて、脱離基を有する有機化合物と有機スズ化合物
とを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。
【００２１】
　本発明で反応の基質となる脱離基を有する有機化合物としては、通常、スティルカップ
リングに用いられる脱離基を有する有機化合物を使用できる。ここで、「脱離基を有する
有機化合物」とは、有機スズ化合物と反応して容易に離脱する基を有する有機化合物を云
うが、好ましくは下記一般式（Ｉ）： 
R1-X　　　　　（Ｉ）
（式中、R1は、置換のフェニル基であり、－ＣＯＯ（Ｃ１－Ｃ２０アルキル）基（例えば
、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル基等）の置換基を有しているフェニル基であ
る。Ｘは臭素原子である。
【００２２】
　本発明で反応のもう一方の基質となる有機スズ化合物は、通常、スティルカップリング
に用いられる有機スズ化合物を使用できるが、好ましくは下記一般式（ＩＩ）： 
R2-Sn(R3)3　　（ＩＩ）：
（式中、R２は、それぞれ置換基があってもよい、アルケニル基、アルキニル基を表し、R
３は、アルキル基又はフェニル基を表す。）
で表される。
　式（ＩＩ）中、R２は、好ましくは、炭素原子数２～２０のアルケニル基、例えばビニ
ル基、アリル基、プロペニル基、イソプロペニル基、２－メチル－1－プロペニル基、２
－メチルアリル基、２－ブテニル基、１，３－ブタジエニル基等；炭素原子数２～２０の
アルキニル基、例えばエチニル基、プロピニル基、ブチニル基等；置換のフェニル基；フ
ェニルアルケニル基、例えばフェニルプロペニル基であり、更に好ましくは、ビニル基、
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プロペニル基のようなアルケニル基；プロピニル基のようなアルキニル基；又は炭素原子
数１～２０のアルキル基、炭素原子数２～２０のアルキニル基若しくは炭素原子数２～２
０のアリキニル基の置換基を有してもよいフェニル基である。
　式（ＩＩ）中、R３は、好ましくは、炭素原子数１～２０のアルキル基又はフェニル基
であり、更に好ましくはブチル基又はフェニル基である。
【００２３】
　式（Ｉ）の有機化合物と式（ＩＩ）の有機スズ化合物との使用割合は、モル比で、１０
：１～１：１０であり、好ましくは１：１～１：３である。
【００２４】
　本発明で用いる触媒は、反応体の一つである有機ハロゲン化合物に対して、パラジウム
として、通常、0.01～20モル％の間で用いられ、好ましくは0.1～10モル％、より好まし
くは0.5～5モル％の範囲で用いられる。
【００２５】
　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、テトラヒ
ドロフラン、N,N-ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリドンな
どの極性有機溶媒；またはこれらの組み合わせであり、N,N-ジメチルホルムアミド又はN-
メチルピロリドンが特に好ましい。
【００２６】
　この炭素－炭素結合生成反応は、湿式で、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で行われるが、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１～48時間程度で行われる。反応温度は80～120℃であることが特
に好ましい。
【実施例】
【００２７】
　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。以
下の記載において、担体の比表面積は、株式会社島津製作所製、比面積自動測定装置「フ
ローソーブＩＩ２３００形（商品名）」を用いてＢＥＴ法により測定された値であり、粒
径は、日機装株式会社製、レーザー粒度測定装置「ＭＩＣＲＯＴＲＡＣ　ＨＲＡ」（商品
名）を用いてレーザー散乱法で測定されたメジアン径を意味する。
【００２８】
＜実施例１＞
（４－ブロモ安息香酸エチルとテトラフェニルスズとのスティルカップリングによる炭素
－炭素結合生成反応による、４－ビフェニルカルボン酸エチルの合成）
　４－ブロモ－安息香酸エチル0.25mmolとテトラフェニルスズ0.50mmolをアルゴン気流下
、N-メチルピロリドン1mlに溶解させた。この溶液に10質量％パラジウムカーボン粉末触
媒（担体の比表面積1190m2/g、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）
をパラジウムとして12.5μmol（４－ブロモ－安息香酸エチルに対して５モル％）を加え
、アルゴン雰囲気下、90℃で24時間攪拌した。反応後、飽和フッ化カリウム溶液を加え攪
拌した後、ジエチルエーテルと水を加え、触媒をろ過分離した。ジエチルエーテル層を食
塩水で洗浄、乾燥した後、シリカゲルクロマト精製（ヘキサン：酢酸エチル＝80：1）し
て、４－ビフェニルカルボン酸エチルを得た。反応に使用した４－ブロモ安息香酸エチル
対する４－ビフェニルカルボン酸エチルの収率は87%であった。
【００２９】
＜実施例２＞
（４’－ヨードアセトフェノンとテトラフェニルスズとのスティルカップリングによる炭
素－炭素結合生成反応による、４－アセチルビフェニルの合成）
　実施例１において、４－ブロモ安息香酸エチルの代わりに４’－ヨードアセトフェノン
を等モル量（0.25mmol）用いた以外は実施例１と同様にして、４－アセチルビフェニルを
得た。収率は65%であった。
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【００３０】
＜実施例３＞
（４－ヨードベンゾニトリルとテトラフェニルスズとのスティルカップリングによる炭素
－炭素結合生成反応による、４－シアノビフェニルの合成）
　実施例１において、４－ブロモ安息香酸エチルの代わりに４－ヨードベンゾニトリルを
等モル量（0.25mmol）用いた以外は実施例１と同様にして、４－シアノビフェニルを得た
。収率は44%であった。
【００３１】
＜実施例４＞
（４－ヨード安息香酸メチルとテトラフェニルスズとのスティルカップリングによる炭素
－炭素結合生成反応による、４－ビフェニルカルボン酸メチルの合成）
　実施例１において、４－ブロモ安息香酸エチルの代わりに４－ヨード安息香酸メチルを
等モル量（0.25mmol）用いた以外は実施例１と同様にして、４－ビフェニルカルボン酸メ
チルを得た。収率は55%であった。
【００３２】
＜実施例５＞
（４－ヨードニトロベンゼンとテトラフェニルスズとのスティルカップリングによる炭素
－炭素結合生成反応による、４－ニトロビフェニルの合成）
　実施例１において、４－ブロモ安息香酸エチルの代わりに４－ヨードニトロベンゼンを
等モル量（0.25mmol）用いた以外は実施例１と同様にして、４－ニトロビフェニルを得た
。収率は44%であった。
【００３３】
＜実施例６＞
（４－ブロモ安息香酸エチルとトリブチルフェニルスズとのスティルカップリングによる
炭素－炭素結合生成反応による、４－ビフェニルカルボン酸エチルの合成）
　実施例１において、テトラフェニルスズの代わりにトリブチルフェニルスズを等モル量
（0.25mmol）用いた以外は実施例１と同様にして４－ビフェニルカルボン酸エチルを得た
。収率は85%であった。
【００３４】
＜実施例７＞
（４－ブロモ安息香酸エチルとトリブチル（フェニルエチニル）スズとのスティルカップ
リングによる炭素－炭素結合生成反応による、４－フェニルエチニル安息香酸エチルの合
成）
　実施例１において、テトラフェニルスズの代わりにトリブチル（フェニルエチニル）ス
ズを等モル量（0.50mmol）用いた以外は実施例１と同様にして４－フェニルエチニル安息
香酸エチルを得た。収率は22%であった。
【００３５】
＜実施例８＞
（４－ブロモ安息香酸エチルとトリブチル（１－プロピニル）スズとのスティルカップリ
ングによる炭素－炭素結合生成反応による、４－プロピニル安息香酸エチルの合成）
　実施例１において、テトラフェニルスズの代わりにトリブチル（１－プロピニル）スズ
を等モル量（0.50mmol）用いた以外は実施例１と同様にして４－プロピニル安息香酸エチ
ルを得た。収率は85%であった。
【００３６】
＜実施例９＞
（４－ブロモ安息香酸エチルとトリブチル（ビニル）スズとのスティルカップリングによ
る炭素－炭素結合生成反応による、４－ビニル安息香酸エチルの合成）
　実施例１において、テトラフェニルスズの代わりにトリブチル（ビニル）スズを等モル
量（0.50mmol）用いた以外は実施例１と同様にして４－ビニル安息香酸エチルを得た。収
率は85%であった。
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【００３７】
＜実施例１０＞
（４’－ヨードアセトフェノンとトリブチル（１－プロピニル）スズとのスティルカップ
リングによる炭素－炭素結合生成反応による、４－プロピニルアセトフェノンの合成）
　実施例１において、４－ブロモ安息香酸エチルの代わりに４’－ヨードアセトフェノン
を等モル量（0.25mmol）、また、テトラフェニルスズの代わりにトリブチル（１－プロピ
ニル）スズを等モル量（0.50mmol）用いた以外は実施例１と同様にして４－プロピニルア
セトフェノンを得た。収率は55%であった。
【００３８】
＜実施例１１＞
（４’－ヨードアセトフェノンとトリブチル（ビニル）スズとのスティルカップリングに
よる炭素－炭素結合生成反応による、４－ビニルアセトフェノンの合成）
　実施例１において、４－ブロモ安息香酸エチルの代わりに４’－ヨードアセトフェノン
を等モル量（0.25mmol）、また、テトラフェニルスズの代わりにトリブチル（ビニル）ス
ズを等モル量（0.50mmol）用いた以外は実施例１と同様にして４－ビニルアセトフェノン
を得た。収率は36%であった。
【００３９】
＜比較例１＞
（パラジウムカーボン触媒（担体の比表面積850m２/g）を用いた４－ブロモ安息香酸エチ
ルとテトラフェニルスズとのスティルカップリングによる炭素－炭素結合生成反応による
、４－ビフェニルカルボン酸エチルの合成）
　実施例１において、10質量％パラジウムカーボン粉末触媒（担体の比表面積1190m2/g）
に代え、同じくエヌ・イー ケムキャット（株）製、10質量％パラジウムカーボン粉末触
媒（担体の比表面積850m2/g）を用いた以外は実施例１と同様にして、４－ビフェニルカ
ルボン酸エチルを得た。収率は43%であった。
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