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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ジルコニウム（ＩＶ）化合物からなる触媒及びハフニウム（ＩＶ）化合物からなる触媒
から選ばれる少なくとも一つの触媒（触媒Ａ）と、鉄（ＩＩＩ）化合物からなる触媒、ガ
リウム（ＩＩＩ）化合物からなる触媒、スズ（ＩＶ）化合物からなる触媒、及びアルミニ
ウム（ＩＩＩ）化合物からなる触媒から選ばれる少なくとも一つの触媒（触媒Ｂ）と、ア
ンモニウム塩担持樹脂からなる触媒担持用樹脂とを用いて、カルボン酸とアルコールとの
エステル化反応を行うことを特徴とするエステル縮合物の製造方法。
【請求項２】
触媒Ａ １モルに対して、触媒Ｂを０．７モル以上用いることを特徴とする請求項１に
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記載のエステル縮合物の製造方法。
【請求項３】
エステル化反応終了後、得られた触媒担持樹脂を用いて、次回のエステル化反応を行う
ことを特徴とする請求項１又は２に記載のエステル縮合物の製造方法。
【請求項４】
触媒担持樹脂が洗浄用溶媒で洗浄されたものであることを特徴とする請求項３に記載の
エステル縮合物の製造方法。
【請求項５】
ジルコニウム（ＩＶ）化合物からなる触媒及びハフニウム（ＩＶ）化合物からなる触媒
から選ばれる少なくとも一つの触媒（触媒Ａ）と、鉄（ＩＩＩ）化合物からなる触媒、ガ
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リウム（ＩＩＩ）化合物からなる触媒、スズ（ＩＶ）化合物からなる触媒、及びアルミニ
ウム（ＩＩＩ）化合物からなる触媒から選ばれる少なくとも一つの触媒（触媒Ｂ）とを担
持したアンモニウム塩担持樹脂からなる触媒担持樹脂を用いてエステル化反応を行うこと
を特徴とするエステル縮合物の製造方法。
【請求項６】
アンモニウム塩担持樹脂からなる触媒担持樹脂が、ジルコニウム（ＩＶ）化合物からな
る触媒及びハフニウム（ＩＶ）化合物からなる触媒から選ばれる少なくとも一つの触媒（
触媒Ａ）と、鉄（ＩＩＩ）化合物からなる触媒、ガリウム（ＩＩＩ）化合物からなる触媒
、スズ（ＩＶ）化合物からなる触媒、及びアルミニウム（ＩＩＩ）化合物からなる触媒か
ら選ばれる少なくとも一つの触媒（触媒Ｂ）と、アンモニウム塩担持樹脂からなる触媒担
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持用樹脂とを用いてエステル化反応行った結果得られたものであることを特徴とする請求
項５に記載のエステル縮合物の製造方法。
【請求項７】
触媒Ａ １モルに対して、触媒Ｂを０．７モル以上用いたことを特徴とする請求項６に
記載のエステル縮合物の製造方法。
【請求項８】
触媒担持樹脂が洗浄用溶媒で洗浄されたものであることを特徴とする請求項６又は７に
記載のエステル縮合物の製造方法。
【請求項９】
アンモニウム塩担持樹脂において、アンモニウムカチオンが、Ｎ−アルキルピリジニウ
ムカチオン又はＮ，Ｎ
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−ジアルキルイミダゾリウムカチオンであり、アンモニウムアニ

オンが、トリフルオロメタンスルホンイミド又はトリフルオロメタンスルホナートである
ことを特徴とする請求項１〜８のいずれかに記載のエステル縮合物の製造方法。
【請求項１０】
アンモニウムカチオンが、Ｎ−アルキルピリジニウムカチオンであり、アンモニウムア
ニオンが、トリフルオロメタンスルホンイミドであることを特徴とする請求項９に記載の
エステル縮合物の製造方法。
【請求項１１】
アンモニウム塩担持樹脂が、４−（Ｎ−ピリジニウム）ブチルポリスチレントリフルオ
ロメタンスルホンイミドであることを特徴とする請求項１０に記載のエステル縮合物の製
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造方法。
【請求項１２】
エステル化反応が、カルボン酸とアルコールとの反応であることを特徴とする請求項５
〜８のいずれかに記載のエステル縮合物の製造方法。
【請求項１３】
エステル化反応が、溶媒を用いて加熱還流し、共沸する水を反応系から除去して行なわ
れることを特徴とする請求項１〜１２のいずれかに記載のエステル縮合物の製造方法。
【請求項１４】
溶媒として、非極性溶媒及び／又は低極性溶媒を用いることを特徴とする請求項１３に
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記載のエステル縮合物の製造方法。
【請求項１５】
非極性溶媒及び／又は低極性溶媒が、トルエン、キシレン、メシチレン、オクタン、ヘ
プタンから選ばれる１種又は２種以上の溶媒であることを特徴とする請求項１４に記載の
エステル縮合物の製造方法。
【請求項１６】
ジルコニウム（ＩＶ）化合物が、一般式（１）
Ｚｒ（ＯＨ）ａ（ＯＲ１）ｂ

（１）

（式中、Ｒ１は、アシル基又はアルキル基を示し、ａ及びｂは、それぞれ０又は１〜４の
整数であって、ａ＋ｂ＝４の関係を有する。）で示される化合物であることを特徴とする
請求項１〜１５のいずれかに記載のエステル縮合物の製造方法。

50

(3)

JP 4791045 B2 2011.10.12

【請求項１７】
ジルコニウム（ＩＶ）化合物が、一般式（３）
ＺｒＸ４Ｙｅ

（３）

（式中、Ｘはハロゲン原子を示し、Ｙはテトラヒドロフランを示し、ｅは０又は２を示す
。）で表される化合物であることを特徴とする請求項１〜１５のいずれかに記載のエステ
ル縮合物の製造方法。
【請求項１８】
ハフニウム（ＩＶ）化合物が、一般式（２）
Ｈｆ（ＯＨ）ｃ（ＯＲ２）ｄ

（２）

２

（式中、Ｒ

は、アシル基又はアルキル基を示し、ｃ及びｄは、それぞれ０又は１〜４の
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整数であって、ｃ＋ｄ＝４の関係を有する。）で示される化合物であることを特徴とする
請求項１〜１７のいずれかに記載のエステル縮合物の製造方法。
【請求項１９】
ハフニウム（ＩＶ）化合物が、一般式（４）
ＨｆＸ４Ｙｆ

（４）

（式中、Ｘはハロゲン原子を示し、Ｙはテトラヒドロフランを示し、ｆは０又は２を示す
。）で表される化合物であることを特徴とする請求項１〜１７のいずれかに記載のエステ
ル縮合物の製造方法。
【請求項２０】
鉄（ＩＩＩ）化合物、ガリウム（ＩＩＩ）化合物、スズ（ＩＶ）化合物、又はアルミニ
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ウム（ＩＩＩ）化合物が、アルコキシドであることを特徴とする請求項１〜１９のいずれ
かに記載のエステル縮合物の製造方法。
【請求項２１】
ジルコニウム（ＩＶ）化合物からなる触媒及びハフニウム（ＩＶ）化合物からなる触媒
から選ばれる少なくとも一つの触媒（触媒Ａ）と、鉄（ＩＩＩ）化合物からなる触媒、ガ
リウム（ＩＩＩ）化合物からなる触媒、スズ（ＩＶ）化合物からなる触媒、及びアルミニ
ウム（ＩＩＩ）化合物からなる触媒から選ばれる少なくとも一つの触媒（触媒Ｂ）とをア
ンモニウム塩担持樹脂に担持したことを特徴とするエステル化反応に用いられる触媒担持
樹脂。
30

【請求項２２】
アンモニウム塩担持樹脂において、アンモニウムカチオンが、Ｎ−アルキルピリジニウ
ムカチオン又はＮ，Ｎ

−ジアルキルイミダゾリウムカチオンであり、アンモニウムアニ

オンが、トリフルオロメタンスルホンイミド又はトリフルオロメタンスルホナートである
ことを特徴とする請求項２１に記載のエステル化反応に用いられる触媒担持樹脂。
【請求項２３】
アンモニウムカチオンが、Ｎ−アルキルピリジニウムカチオンであり、アンモニウムア
ニオンが、トリフルオロメタンスルホンイミドであることを特徴とする請求項２２に記載
のエステル化反応に用いられる触媒担持樹脂。
【請求項２４】
アンモニウム塩担持樹脂が、４−（Ｎ−ピリジニウム）ブチルポリスチレントリフルオ
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ロメタンスルホンイミドであることを特徴とする請求項２３に記載のエステル化反応に用
いられる触媒担持樹脂。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、エステル縮合物の製造方法やこれに用いる触媒に関し、より詳しくは、エス
テル縮合物を高収率で得ることができ、回収した触媒の反復使用を可能とし、資源の浪費
を著しく削減し、資源の有効利用を図り、環境破壊を抑制することができるエステル縮合
物の製造方法や、これに用いる触媒に関する。
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【背景技術】
【０００２】
有機合成の最も基本的な反応であるエステル化反応は、環境に優しい化学プロセスから
も利用価値の高い重要な反応である。エステル化反応については既に膨大な数の報告例が
あるが、基質に対し１当量以上の縮合剤あるいは活性化剤を用いるケースが多く、また、
反応後には大量の副生成物が生じるため煩雑な分離精製操作が必要となり、カルボン酸と
アルコールのどちらか一方を過剰に用いなければ効率よくエステルを得ることができない
ことが多く（例えば、特許文献１、非特許文献１〜５参照。）等、グリーンケミストリー
及び原子効率の観点から問題があった。本来、基質の過剰な使用は避けるべきであり、等
モル量のカルボン酸とアルコールから直接、エステル化を行うことができれば理想的なプ
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ロセスとなる。重縮合触媒としては、スカンジウム、イットリウム、ジルコニウム、ハフ
ニウム、バナジウムの群から選ばれた一種以上の金属化合物と、Ａｒ−Ｏ−（Ａｒはアリ
ール基を表す）等の構造を有するポリエステル重合触媒（例えば、特許文献２参照。）や
、原料である酸とアルコールをほぼ等モルで使用しても高収率でエステルが合成できるエ
ステルの製法として、チタン族金属のハライド類、硝酸塩類、カルボン酸塩類、アルコラ
ート類およびアセチルアセトン型錯体からなる群から選ばれるチタン族金属化合物を活性
成分の少なくとも一つとして含有するエステル化触媒を用いるカルボン酸とアルコールと
からのエステル製造方法（例えば、特許文献３参照。）が知られている。
【０００３】
その他、アルミニウム化合物とそれ以外の金属化合物とからなるエステル重縮合触媒（
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例えば、特許文献４参照）や、ゲルマニウム化合物と、チタン、アンチモン、ジルコニウ
ム、鉄等から選ばれる少なくとも一種の金属化合物とを触媒として用いる脂肪族ポリエス
テルの製造方法（例えば、特許文献５参照）や、チタンハロゲン化物の加水分解物と、ベ
リリウム、マグネシウム、カルシウム、ハフニウム、鉄等から選ばれる少なくとも１種の
元素の化合物等を用いるポリエステル製造用触媒（例えば、特許文献６、７参照）や、ア
ルミニウム、ジルコニウム、鉄から選ばれる１種以上の金属酸過物及び／又は金属水酸化
物にリン酸イオンを含有させたエステル交換触媒（例えば、特許文献８参照）等が知られ
ている。
【０００４】
【特許文献１】特開昭５２−７５６８４号公報
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【特許文献２】特開２０００−１５４２４１
【特許文献３】特開平８−７１４２９号公報
【特許文献４】特開２０００−３０２８５４号公報
【特許文献５】特開平８−２７２６２号公報
【特許文献６】特開２００１−４８９７３号公報
【特許文献７】特開２００１−６４３７７号公報
【特許文献８】特開２００１−１７８６２号公報
【非特許文献１】「Synthesis」1978年ｐ．929
【非特許文献２】「Chem. Lett」1977年ｐ．55
【非特許文献３】「Chem. Lett.」1981年ｐ．663
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【非特許文献４】「Tetrahedron. Lett. 28」1987年ｐ．3713
【非特許文献５】「J. Org. Chem. 56」1991年ｐ．5307
【０００５】
しかしながら、エステル化反応において、原料であるカルボン酸とアルコールをほぼ等
モルで使用しても高収率で、副反応が極めて少なく、選択的にエステルを合成でき、少量
でも低温で反応速度が速く、しかも、簡単な処理により再利用を可能とし反復して利用す
ることにより、その使用量を著しく削減することができる触媒は存在しなかった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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本発明の課題は、ますます複雑な構造を有する化合物が医薬品等の合成上望まれており
、かかる医薬品等の有機化合物の合成において、エステル縮合物を副生成物の生成を抑制
し収率よく大量に合成することを可能とし、使用する触媒として触媒効率がよく、少量の
使用でしかも再利用を可能とし反復して利用することができ、グリーンケミストリーの点
からも好ましい工業的方法に適用できるエステル縮合物の製造方法や、これに使用する触
媒を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者は、ジルコニウム（IV）化合物やハフニウム（IV）化合物に、鉄（III）化合
物、ガリウム（III)化合物、スズ（IV）化合物などを組み合わせた複合触媒が、カルボン

10

酸とアルコールのエステル縮合反応の触媒として極めて有用であることを明らかにしてい
る。さらに、これら複合触媒が、ある種のアンモニウム塩（イオン性液体（室温若しくは
室温に近い温度でも液体となる性質を持つ塩））に非常に親和性が高いことを利用し、反
応溶液（有機層）とイオン性液体の二層分離による触媒の回収・再利用に成功している（
例えば、特願２００３−３４５０８９号，特願２００５−５１４４５７（ＷＯ２００５／
０３３０６０））。
【０００８】
本発明者は、さらに、これらエステル化反応に非常に有用な触媒の回収・再利用につい
て鋭意研究を重ねた結果、上記アンモニウム塩を樹脂に担持させ、次いで、このアンモニ
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ウム塩を担持した樹脂上に触媒を担持（吸着）させることに成功し、そして、この触媒担
持樹脂が、エステル化反応に固体触媒として利用でき、さらに、触媒の回収・再利用がよ
り容易にしかも確実にできることを見い出し、本発明を完成するに至った。
【０００９】
すなわち本発明は、［１］ジルコニウム（IV）化合物からなる触媒及びハフニウム（IV
）化合物からなる触媒から選ばれる少なくとも一つの触媒（触媒Ａ）と、鉄(III)化合物
からなる触媒、ガリウム(III)化合物からなる触媒、スズ（IV）化合物からなる触媒、及
びアルミニウム（III）化合物からなる触媒から選ばれる少なくとも一つの触媒（触媒Ｂ
）と、アンモニウム塩担持樹脂からなる触媒担持用樹脂とを用いて、カルボン酸とアルコ
ールとのエステル化反応を行うことを特徴とするエステル縮合物の製造方法や、［２］触
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媒Ａ １モルに対して、触媒Ｂを０．７モル以上用いることを特徴とする前記［１］に記
載のエステル縮合物の製造方法や、［３］エステル化反応終了後、得られた触媒担持樹脂
を用いて、次回のエステル化反応を行うことを特徴とする前記［１］又は［２］に記載の
エステル縮合物の製造方法や、［４］触媒担持樹脂が洗浄用溶媒で洗浄されたものである
ことを特徴とする前記［３］に記載のエステル縮合物の製造方法や、［５］ジルコニウム
（IV）化合物からなる触媒及びハフニウム（IV）化合物からなる触媒から選ばれる少なく
とも一つの触媒（触媒Ａ）と、鉄(III)化合物からなる触媒、ガリウム(III)化合物からな
る触媒、スズ（IV）化合物からなる触媒、及びアルミニウム（III）化合物からなる触媒
から選ばれる少なくとも一つの触媒（触媒Ｂ）とを担持したアンモニウム塩担持樹脂から
なる触媒担持樹脂を用いてエステル化反応を行うことを特徴とするエステル縮合物の製造
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方法や、［６］アンモニウム塩担持樹脂からなる触媒担持樹脂が、ジルコニウム（IV）化
合物からなる触媒及びハフニウム（IV）化合物からなる触媒から選ばれる少なくとも一つ
の触媒（触媒Ａ）と、鉄(III)化合物からなる触媒、ガリウム(III)化合物からなる触媒、
スズ（IV）化合物からなる触媒、及びアルミニウム（III）化合物からなる触媒から選ば
れる少なくとも一つの触媒（触媒Ｂ）と、アンモニウム塩担持樹脂からなる触媒担持用樹
脂とを用いてエステル化反応行った結果得られたものであることを特徴とする前記［５］
に記載のエステル縮合物の製造方法や、［７］触媒Ａ １モルに対して、触媒Ｂを０．７
モル以上用いたことを特徴とする前記［６］に記載のエステル縮合物の製造方法や、［８
］触媒担持樹脂が洗浄用溶媒で洗浄されたものであることを特徴とする前記［６］又は［
７］に記載のエステル縮合物の製造方法や、［９］アンモニウム塩担持樹脂において、ア
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ンモニウムカチオンが、Ｎ−アルキルピリジニウムカチオン又はＮ，Ｎ

−ジアルキルイ

ミダゾリウムカチオンであり、アンモニウムアニオンが、トリフルオロメタンスルホンイ
ミド又はトリフルオロメタンスルホナートであることを特徴とする前記［１］〜［８］の
いずれかに記載のエステル縮合物の製造方法や、［１０］アンモニウムカチオンが、Ｎ−
アルキルピリジニウムカチオンであり、アンモニウムアニオンが、トリフルオロメタンス
ルホンイミドであることを特徴とする前記［９］に記載のエステル縮合物の製造方法に関
する。
【００１０】
また本発明は、［１１］アンモニウム塩担持樹脂が、４−（Ｎ−ピリジニウム）ブチル
ポリスチレントリフルオロメタンスルホンイミドであることを特徴とする前記［１０］に
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記載のエステル縮合物の製造方法や、［１２］エステル化反応が、カルボン酸とアルコー
ルとの反応であることを特徴とする前記［５］〜［８］のいずれかに記載のエステル縮合
物の製造方法や、［１３］エステル化反応が、溶媒を用いて加熱還流し、共沸する水を反
応系から除去して行なわれることを特徴とする前記［１］〜［１２］のいずれかに記載の
エステル縮合物の製造方法や、［１４］溶媒として、非極性溶媒及び／又は低極性溶媒を
用いることを特徴とする前記［１３］に記載のエステル縮合物の製造方法や、［１５］非
極性溶媒及び／又は低極性溶媒が、トルエン、キシレン、メシチレン、オクタン、ヘプタ
ンから選ばれる１種又は２種以上の溶媒であることを特徴とする前記［１４］に記載のエ
ステル縮合物の製造方法や、［１６］ジルコニウム（IV）化合物が、一般式（１）
Ｚｒ（ＯＨ）ａ（ＯＲ１）ｂ （１）
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１

（式中、Ｒ

は、アシル基又はアルキル基を示し、ａ及びｂは、それぞれ０又は１〜４の

整数であって、ａ＋ｂ＝４の関係を有する。）で示される化合物であることを特徴とする
前記［１］〜［１５］のいずれかに記載のエステル縮合物の製造方法や、［１７］ジルコ
ニウム（IV）化合物が、一般式（３）
ＺｒＸ４Ｙｅ （３）
（式中、Ｘはハロゲン原子を示し、Ｙはテトラヒドロフランを示し、ｅは０又は２を示す
。）で表される化合物であることを特徴とする前記［１］〜［１５］のいずれかに記載の
エステル縮合物の製造方法や、［１８］ハフニウム（IV）化合物が、一般式（２）
Ｈｆ（ＯＨ）ｃ（ＯＲ２）ｄ （２）
（式中、Ｒ２は、アシル基又はアルキル基を示し、ｃ及びｄは、それぞれ０又は１〜４の

30

整数であって、ｃ＋ｄ＝４の関係を有する。）で示される化合物であることを特徴とする
前記［１］〜［１７］のいずれかに記載のエステル縮合物の製造方法や、［１９］ハフニ
ウム（IV）化合物が、一般式（４）
ＨｆＸ４Ｙｆ （４）
（式中、Ｘはハロゲン原子を示し、Ｙはテトラヒドロフランを示し、ｆは０又は２を示す
。）で表される化合物であることを特徴とする前記［１］〜［１７］のいずれかに記載の
エステル縮合物の製造方法や、［２０］鉄(III)化合物、ガリウム（III）化合物、スズ（
IV）化合物、又はアルミニウム（III）化合物が、アルコキシドであることを特徴とする
前記［１］〜［１９］のいずれかに記載のエステル縮合物の製造方法に関する。
40

【００１１】
さらに本発明は、［２１］ジルコニウム（IV）化合物からなる触媒及びハフニウム（IV
）化合物からなる触媒から選ばれる少なくとも一つの触媒（触媒Ａ）と、鉄(III)化合物
からなる触媒、ガリウム(III)化合物からなる触媒、スズ（IV）化合物からなる触媒、及
びアルミニウム（III）化合物からなる触媒から選ばれる少なくとも一つの触媒（触媒Ｂ
）とをアンモニウム塩担持樹脂に担持したことを特徴とするエステル化反応に用いられる
触媒担持樹脂や、［２２］アンモニウム塩担持樹脂において、アンモニウムカチオンが、
Ｎ−アルキルピリジニウムカチオン又はＮ，Ｎ

−ジアルキルイミダゾリウムカチオンで

あり、アンモニウムアニオンが、トリフルオロメタンスルホンイミド又はトリフルオロメ
タンスルホナートであることを特徴とする前記［２１］に記載のエステル化反応に用いら
れる触媒担持樹脂や、［２３］アンモニウムカチオンが、Ｎ−アルキルピリジニウムカチ
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オンであり、アンモニウムアニオンが、トリフルオロメタンスルホンイミドであることを
特徴とする前記［２２］に記載のエステル化反応に用いられる触媒担持樹脂や、［２４］
アンモニウム塩担持樹脂が、４−（Ｎ−ピリジニウム）ブチルポリスチレントリフルオロ
メタンスルホンイミドであることを特徴とする前記［２３］に記載のエステル化反応に用
いられる触媒担持樹脂に関する。
【発明の効果】
【００１２】
本発明のエステル縮合物の製造方法は、副生成物の生成を抑制し、効率よくエステル縮
合物を製造することができ、触媒効率がよく、しかも触媒効率を低下させず反復して利用
することができるため、再利用が可能であり、グリーンケミストリーの点からも好ましく
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、安価に大量にエステル縮合物を製造することができ、最も基本的な有機反応であるエス
テル縮合物の工業上の製造方法としても好適であって、有機合成上の価値は極めて高い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
本発明に係る第１のエステル縮合物の製造方法としては、ジルコニウム（IV）化合物か
らなる触媒及びハフニウム（IV）化合物からなる触媒から選ばれる少なくとも一つの触媒
（触媒Ａ）と、鉄(III)化合物からなる触媒、ガリウム(III)化合物からなる触媒、スズ（
IV）化合物からなる触媒、及びアルミニウム（III）化合物からなる触媒から選ばれる少
なくとも一つの触媒（触媒Ｂ）と、アンモニウム塩担持樹脂からなる触媒担持用樹脂とを
用いてエステル化反応を行う方法であれば、特に制限されるものではなく、触媒担持用樹
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脂は、エステル化反応の開始前に反応系に添加することが好ましいが、反応途中に添加す
ることも可能である。
【００１４】
本発明のエステル縮合物の製造方法によれば、触媒Ａと共に触媒Ｂを用いるので、触媒
Ａを単独で用いるよりも活性が高く、効率よくエステル縮合物を製造することができると
共に、反応に用いた触媒（触媒Ａ及び触媒Ｂ）を効率よく触媒担持用樹脂に担持して回収
することができる。
【００１５】
また、本発明に係る第２のエステル縮合物の製造方法は、上記触媒Ａと触媒Ｂとを担持
したアンモニウム塩担持樹脂からなる触媒担持樹脂を用いてエステル化反応を行う方法で
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あれば特に制限されるものではなく、このエステル縮合物の製造方法によっても、副生成
物の生成を抑制し、効率よくエステル縮合物を製造することができる。本発明に係る第２
のエステル縮合物の製造方法に用いる触媒担持樹脂としては、その製法等特に制限される
ものではなく、単に、触媒Ａ及び触媒Ｂと触媒担持用樹脂とを添加し反応させて得たもの
を用いてもよいが、上記本発明の第１のエステル縮合物の製造方法により回収されたもの
が好ましく、複数回エステル化反応に使用されたものを用いることができる。
【００１６】
本発明において用いられる触媒担持樹脂は、触媒効率を低下させず反復して利用するこ
とができるため、再利用が可能であり、グリーンケミストリーの点からも好ましく、安価
に大量にエステル縮合物を製造することができ、最も基本的な有機反応であるエステル縮
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合物の工業上の製造方法としても好適であって、有機合成上の価値が極めて高い。エステ
ル化反応終了後、得られた触媒担持樹脂を用いて、次回のエステル化反応を行う場合、触
媒担持樹脂は洗浄用溶媒で洗浄されたものであることが好ましい。これにより、触媒担持
樹脂から生成物（エステル縮合物）や不純物を排除して、触媒効率を低下させることなく
次回の反応に使用することができる。
【００１７】
前記触媒担持用樹脂（触媒担持樹脂）としてのアンモニウム塩担持樹脂としては、触媒
Ａ及び触媒Ｂを担持することができる樹脂であれば特に制限されるものではなく、例えば
、アンモニウム塩担持ポリスチレン、アンモニウム塩担持ポリエチレン、アンモニウム塩
担持ポリアクリロニトリル等が挙げられ、触媒Ａ及び触媒Ｂの活性を低下させるような極
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性基をポリマー上に含まないアンモニウム担持ポリスチレンが好ましい。
【００１８】
アンモニウム塩担持樹脂におけるアンモニウム塩は、アンモニウムカチオンが、Ｎ−ア
ルキルピリジニウムカチオン又はＮ，Ｎ

−ジアルキルイミダゾリウムカチオンであり、

アンモニウムアニオンが、トリフルオロメタンスルホンイミド又はトリフルオロメタンス
ルホナートであることが好ましく、アンモニウムカチオンが、Ｎ−アルキルピリジニウム
カチオンであり、アンモニウムアニオンが、トリフルオロメタンスルホンイミドであるこ
とが特に好ましい。具体的に、アンモニウム塩としては、例えば、ピリジニウムトリフル
オロメタンスルホンイミド、Ｎ，Ｎ

−ジアルキルイミダゾリウムトリフルオロメタンス

ルホンイミド、ピリジニウムトリフルオロメタンスルホナート、Ｎ，Ｎ

−ジアルキルイ

10

ミダゾリウム トリフルオロメタンスルホナートが挙げられ、より具体的には、４−（Ｎ
−ピリジニウム）ブチルトリフルオロメタンスルホンイミド、４−［Ｎ−（Ｎ

−メチル

）イミダゾリウム］ブチルトリフルオロメタンスルホンイミドを挙げることができる。
【００１９】
かかる触媒担持用樹脂の使用量としては、上記触媒Ａ及び触媒Ｂを十分に担持すること
ができる量であれば特に制限されるものではなく、その樹脂の種類等にもよるが、一般に
、樹脂に担持されたアンモニウム塩のモル量が、触媒の総使用モル量に対して、１０〜１
００倍程度となる量であることが好ましく、２０〜４０倍程度となる量であることがより
好ましい。
【００２０】
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上記触媒担持用樹脂としてのアンモニウム塩担持樹脂の製造方法としては、例えば、ハ
ロゲン化アルキルポリスチレンにピリジンやＮ−アルキルイミダゾールを反応させて、ハ
ロゲン化ピリジニウム塩担持ポリスチレンを製造し、かかるハロゲン化ピリジニウム塩担
持ポリスチレンに対して、金属トリフルオロメタンスルホンイミドを反応させる方法を挙
げることができる。上記アルキル基としては、炭素数１〜１０のアルキル基、好ましくは
炭素数３〜５のアルキル基が挙げられ、ハロゲンとしては、塩素、臭素、ヨウ素等が挙げ
られる。また、金属としては、リチウム、ナトリウム、カリウム等を挙げることができる
。
【００２１】
また、本発明のエステル化反応において、触媒Ｂは、触媒Ａ １モルに対して、０．７

30

モル以上用いることが好ましく、０．８モル以上用いることがより好ましく、０．９モル
以上用いることがさらに好ましい。一般に、触媒Ａは、アンモニウム塩担持樹脂からなる
触媒担持用樹脂に担持されにくいが、触媒Ｂを所定量用いることにより、触媒担持用樹脂
に触媒（触媒Ａ及び触媒Ｂ）を容易に担持させることができる。また、触媒Ａの活性が触
媒Ｂに比して高いので、触媒活性及び触媒の回収・再利用の点を考慮すると、触媒Ａ：触
媒Ｂが、モル比で、１：０．７〜１：２の割合となるように用いることが好ましく、１：
０．８〜１：１．５の割合となるように用いることがより好ましく、１：０．９〜１：１
．２の割合となるように用いることがさらに好ましい。
【００２２】
本発明のエステル縮合物の製造方法のエステル化反応としては、カルボン酸とアルコー
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ルとの反応、多価カルボン酸と多価アルコールとの反応との反応等を挙げることができる
。かかるエステル化反応に使用されるカルボン酸としては、モノカルボン酸として、鎖状
若しくは環状の脂肪酸や芳香族酸、これらに不飽和結合を有するもの若しくは置換基を有
するもの等いずれのものであってもよく、例えば、酢酸、プロピオン酸、ｎ−酪酸、イソ
酪酸、ｎ−吉草酸、イソ吉草酸、メチルエチル酢酸、トリメチル酢酸、カプロン酸、エナ
ント酸、カプリル酸、ペラルゴン酸、カプリン酸、ウンデシル酸、ラウリン酸、トリデシ
ル酸、ミリスチン酸、ペンタデシル酸、パルミチン酸、ヘプタデシル酸、ステアリン酸や
、アクリル酸、クロトン酸、イソクロトン酸、ウンデシレン酸、オレイン酸、エライジン
酸、エルカ酸、ブラシジン酸、ソルビン酸、リノール酸、リノレン酸等の脂肪酸や、安息
香酸等の芳香族酸を例示することができ、多価カルボン酸としては、例えば、マロン酸、
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コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、スベリン酸、アゼライン酸、セバシン
酸、ドデカン二酸や、フマル酸、マレイン酸、メサコン酸、シトラコン酸や、フタル酸、
テレフタル酸、イソフタル酸、ジフェニルエーテル−４，４′−ジカルボン酸等のジカル
ボン酸や、ブタン−１，２，４−トリカルボン酸、シクロヘキサン−１，２，３−トリカ
ルボン酸、ベンゼン−１，２，４−トリカルボン酸、ナフタレン−１，２，４−トリカル
ボン酸等のトリカルボン酸や、ブタン−１，２，３，４−テトラカルボン酸、シクロブタ
ン−１，２，３，４−テトラカルボン酸、ベンゼン−１，２，４，５−テトラカルボン酸
、３，３′，４，４′−ベンゾフェノンテトラカルボン酸、３，３′，４，４′−ジフェ
ニルエーテルテトラカルボン酸等のテトラカルボン酸等を挙げることができる。
【００２３】
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本発明におけるエステル化に用いられるアルコールは、第一級アルコール、第二級アル
コール、第三級アルコールであってもよく、直鎖状若しくは環状のアルキル基、アルケニ
ル基や、アリール基等の置換基を有するもの等であってもよい。かかるアルコールとして
は、例えば、一価のアルコールとして、メタノール、エタノール、ｎ−プロパノール、ｎ
−ブタノール、ｎ−ヘキサノール、ｎ−ヘプタノール、ｎ−オクタノール、ｎ−デカノー
ル、ｎ−ドデカノール、ステアリルアルコール、２−エチルヘキサン−１−オール、ネオ
ペンチルアルコール等の脂肪族第一級アルコールや、ベンジルアルコール等の芳香族第一
級アルコール、また、イソプロピルアルコール、ｓ−ブチルアルコール、１−メチルヘキ
サン−１−オール等の脂肪族第二級アルコール、シクロヘキサノール、２−アダマンチロ
ール等の脂環式第二級アルコール、ｔ−ブチルアルコール、１−アダマンチロール、フェ
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ノール、ｏ−クレゾール、ｍ−クレゾール、ｐ−クレゾール、３，５−ジメチルフェノー
ル、α−ナフトール、β−ナフトール等の第三級アルコールを挙げることができる。また
、多価アルコールとしては、エチレングリコール、プロピレングリコール、トリメチレン
グリコール、１，４−ブタンジオール、１，５−ペンタンジオール、１，６−ヘキサンジ
オール、１，７−ヘプタンジオール、１，８−オクタンジオール、ピナコール、ネオペン
チルグリコール、トリメチロールプロパン、トリメチロールエタン、ペンタエリスリトー
ル、ジペンタエリスリトール、ソルビトール、ポリビニルアルコール等を具体的に挙げる
ことができる。これらのアルコールは、１種又は２種以上を適宜選択することができ、例
えば、第一級ヒドロキシ基と、第二級ヒドロキシ基とを有する多価アルコールにおいては
、嵩高いカルボン酸と第一級ヒドロキシ基との縮合反応を選択的に生じさせ、また、第一
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級ヒドロキシ基と第二級ヒドロキシ基の距離が離れている程、第一級ヒドロキシ基との縮
合反応を選択的に生じさせ得る等、化学選択的にエステル縮合物を生成することもできる
。
【００２４】
本発明のエステル縮合物の製造方法のエステル化反応においては、等モルのカルボン酸
とアルコールを用いても製造することができ、かかるカルボン酸とアルコールとして、そ
れぞれ一価のカルボン酸とアルコールを用いると、単量体エステルが得られ、α，ω−脂
肪族ジカルボン酸等の多価カルボン酸と、α，ω−脂肪族ジオール等の多価アルコールと
を用いると、ポリエステルを合成することができる。また、カルボン酸とアルコールとし
て、１分子内に水酸基とカルボキシ基とを両末端にそれぞれ有するω−ヒドロキシカルボ
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ン酸を用いてもポリエステルを合成することができ、かかるω−ヒドロキシカルボン酸と
して、ω−ヒドロキシウンデカン酸、ヒドロキシドデカン酸、ｐ−ヒドロキシ安息香酸、
ｍ−ヒドロキシ安息香酸、６−ヒドロキシナフタレン−２−カルボン酸、４−（ｐ−ヒド
ロキシフェノキシ）安息香酸、３−（ｐ−ヒドロキシフェノキシ）安息香酸、４−（ｍ−
ヒドロキシフェノキシ）安息香酸、３−（ｍ−ヒドロキシフェノキシ）安息香酸等を例示
することができる。
【００２５】
本発明のエステル縮合物の製造方法に用いられるジルコニウム（IV）化合物としては、
四価のジルコニムを分子内に有する化合物であれば、いずれのものであってもよく、例え
ば、一般式（３）
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（３）

（式中、Ｘはハロゲン原子を示し、Ｙはテトラヒドロフランを示し、ｅは０又は２を示す
。）で表される化合物であってもよく、具体的には、フッ化ジルコニウム（ＺｒＦ4）、
塩化ジルコニウム（ＺｒＣｌ4）、臭化ジルコニウム（ＺｒＢｒ4）、ヨウ化ジルコニウム
（ＺｒＩ4）等のハロゲン化合物や、これらジルコニウム（IV）ハロゲン化物に、テトラ
ヒドロフランが配位したエーテル錯体、具体的には、ＺｒＦ4・（ＴＨＦ）2、ＺｒＣｌ4
・（ＴＨＦ）2、ＺｒＢｒ4・（ＴＨＦ）2、ＺｒＩ4・（ＴＨＦ）2等を挙げることができ
る。また、上記テトラヒドロフランの他、エーテル配位子やアミド配位子が、ジルコニウ
ム（IV）ハロゲン化物等に配位した水に対する安定性が高いエーテル錯体やアミド錯体で
あってもよい。かかるアミド配位子としては、Ｒ３ＣＯＮＲ４Ｒ５（式中、Ｒ３は水素原

10

子、アルキル基、アシル基又はアルコキシ基を表し、Ｒ４、Ｒ５は独立して水素原子、ア
ルキル基、アシル基又はアルコキシカルボニル基を示し、Ｒ３〜Ｒ５は相互に結合して環
を形成してもよい。）の構造式で表されるＮ，Ｎ−ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ−ジメ
チルアセトアミド、Ｎ，Ｎ−ジアセトアミド、Ｎ−アセト−２−ケトオキサゾリジン等の
アミド化合物を挙げることができる。その他、本発明のエステル縮合物の製造方法に用い
るジルコニウム(IV)化合物として、硫酸ジルコニウム(Ｚｒ（ＳＯ４）２)等の硫酸塩類や
、ジシクロペンタジエニルジルコニウム(IV)ジクロリド等のアルキルジルコニウム(IV)化
合物類を挙げることができる。また、ジルコニウム（IV）ハライド塩類等を触媒としてエ
ステル反応を行ない反応終了後、塩酸水溶液を用いて触媒を抽出し、この塩酸水溶液抽出
物を濃縮していく過程で固体の析出が生じたときに濃縮操作を停止させて得られるＺｒ（
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IV）Ｘ２Ｏ・ｎＨ２Ｏの構造式で表されるニハロゲン化酸化ジルコニウム水和物等を反復
使用できるジルコニウム（IV）化合物触媒として挙げることができる。上記構造式中、Ｘ
はハロゲン原子を表し、ｎは整数を表し、ｎは６以上、好ましくは８である。かかる二ハ
ロゲン化酸化ジルコニウム水和物としては、二フッ化酸化ジルコニウム水和物、二塩化酸
化ジルコニウム水和物、二臭化酸化ジルコニウム水和物、二ヨウ化酸化ジルコニウム水和
物等を挙げることができる。
【００２６】
更に、本発明のエステル縮合物の製造方法に用いられるジルコニウム（IV）化合物とし
ては、一般式（１）
Ｚｒ（ＯＨ）ａ（ＯＲ１）ｂ

（１）

30

１

（式中、Ｒ

は、アシル基又はアルキル基を示し、ａ及びｂは、それぞれ０又は１〜４の

整数であって、ａ＋ｂ＝４の関係を有する。）で示される化合物を挙げることができる。
一般式（１）中、Ｒ１が示すアシル基として、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、ヘキサノイル基、ベンゾイル基等を具
体的に挙げることができる。かかる一般式（１）で表されるジルコニウム（IV）化合物と
しては、ジルコニウム（IV）テトラアセテート、ジルコニウム（IV）トリアセテートヒド
ロキシド、ジルコニウム（IV）ジアセテートジヒドロキシド、ジルコニウム（IV）アセテ
ートトリヒドロキシド、ジルコニウム（IV）テトラヒドロキシド、ジルコニウム（IV）テ
トラプロピオネート、ジルコニウム（IV）トリプロピオネートヒドロキシド、ジルコニウ
ム（IV）ジプロピオネートジヒドロキシド、ジルコニウム（IV）プロピオネートトリヒド
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ロキシド、ジルコニウム（IV）テトライソプロピオネート、ジルコニウム（IV）トリイソ
プロピオネートヒドロキシド、ジルコニウム（IV）ジイソプロピオネートジヒドロキシド
、ジルコニウム（IV）プロピオネートトリヒドロキシド、ジルコニウム（IV）テトラブチ
レート、ジルコニウム（IV）トリブチレートヒドロキシド、ジルコニウム（IV）ジブチレ
ナートジヒドロキシド、ジルコニウム（IV）ブチレートトリヒドロキシド等を具体的に例
示することができる。
【００２７】
また、一般式（１）中、Ｒ１が示すアルキル基として、メチル基、エチル基、プロピル
基、イソプロピル基、ブチル基等を挙げることができ、かかるＲ１を有する一般式（１）
で表されるジルコニウム（IV）化合物としては、具体的には、ジルコニウム（IV）メトキ
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シド、ジルコニウム（IV）エトキシド、ジルコニウム（IV）プロポキシド、ジルコニウム
（IV）イソプロポキシド、ジルコニウム（IV）ブトキシド、ジルコニウム（IV）イソブト
キシド、ジルコニウム（IV）ｔ−ブトキシド、ジルコニウム（IV）ペンチルオキシド等の
ジルコニウム（IV）アルコキシドを例示することができる。
【００２８】
本発明のエステル縮合物の製造方法に用いられるハフニウム（IV）化合物としては、四
価のハフニウムを分子内に有する化合物であれば、いずれのものであってもよく、例えば
、一般式（４）
ＨｆＸ４Ｙｆ

（４）

（式中、Ｘはハロゲン原子を示し、Ｙはテトラヒドロフランを示し、ｆは０又は２を示す

10

。）で表される化合物であってもよく、具体的には、フッ化ハフニウム（ＨｆＦ4）、塩
化ハフニウム（ＨｆＣｌ4）、臭化ハフニウム（ＨｆＢｒ4）、ヨウ化ハフニウム（ＨｆＩ
4）等のハロゲン化合物や、これらハフニウム（IV）ハロゲン化物に、テトラヒドロフラ

ンが配位したエーテル錯体、具体的には、ＨｆＦ4・（ＴＨＦ）2、ＨｆＣｌ4・（ＴＨＦ
）2、ＨｆＢｒ4・（ＴＨＦ）2、ＨｆＩ4・（ＴＨＦ）2等を挙げることができる。また、
上記テトラヒドロフランの他、エーテル配位子やアミド配位子が、ハフニウム（IV）ハロ
ゲン化物等に配位した水に対する安定性が高いエーテル錯体やアミド錯体であってもよい
。かかるエーテル配位子やアミド配位子としては、上記ジルコニウム（IV）化合物におけ
る配位子と同様の配位子を挙げることができる。その他、本発明のエステル縮合物の製造
方法に用いるハフニウム(IV)化合物として、硫酸ハフニウム(Ｈｆ（ＳＯ4)２）等の硫酸
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塩類や、ジシクロペンタジエニルハフニウム(IV)ジクロリド等のアルキルハフニウム(IV)
化合物類を挙げることができる。また、ハフニウム（IV）ハライド塩類等を触媒としてエ
ステル反応を行ない反応終了後、塩酸水溶液を用いて触媒を抽出し、この塩酸水溶液抽出
物を濃縮していく過程で固体の析出が生じたときに濃縮操作を停止させて得られるＨｆＸ
２Ｏ・ｎＨ２Ｏの構造式で表されるニハロゲン化酸化ハフニウム水和物等を反復使用でき

るハフニウム（IV）化合物触媒として挙げることができる。上記構造式中、Ｘはハロゲン
原子を表し、ｎは整数を表し、ｎは６以上、好ましくは８である。かかる二ハロゲン化酸
化ハフニウム水和物としては、二フッ化酸化ハフニウム水和物、二塩化酸化ハフニウム水
和物、二臭化酸化ハフニウム水和物、二ヨウ化酸化ハフニウム水和物等を挙げることがで
30

きる。
【００２９】
更に、本発明のエステル縮合物の製造方法に用いられるハフニウム（IV）化合物として
は、一般式（２）
Ｈｆ（ＯＨ）ｃ（ＯＲ２）ｄ

（２）

２

（式中、Ｒ

は、アシル基又はアルキル基を示し、ｃ及びｄは、それぞれ０又は１〜４の

整数であって、ｃ＋ｄ＝４の関係を有する。）で示される化合物を挙げることができる。
一般式（２）中、Ｒ2が示すアシル基として、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、ヘキサノイル基、ベンゾイル基等を具
体的に挙げることができる。かかる一般式（２）で表されるハフニウム（IV）化合物とし
ては、ハフニウム（IV）テトラアセテート、ハフニウム（IV）トリアセテートヒドロキシ
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ド、ハフニウム（IV）ジアセテートジヒドロキシド、ハフニウム（IV）アセテートトリヒ
ドロキシド、ハフニウム（IV）テトラヒドロキシド、ハフニウム（IV）テトラプロピオネ
ート、ハフニウム（IV）トリプロピオネートヒドロキシド、ハフニウム（IV）ジプロピオ
ネートジヒドロキシド、ハフニウム（IV）プロピオネートトリヒドロキシド、ハフニウム
（IV）テトライソプロピオネート、ハフニウム（IV）トリイソプロピオネートヒドロキシ
ド、ハフニウム（IV）ジイソプロピオネートジヒドロキシド、ハフニウム（IV）プロピオ
ネートトリヒドロキシド、ハフニウム（IV）テトラブチレート、ハフニウム（IV）トリブ
チレートヒドロキシド、ハフニウム（IV）ジブチレナートジヒドロキシド、ハフニウム（
IV）ブチレートトリヒドロキシド等を具体的に例示することができる。
【００３０】
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また、一般式（２）中、Ｒ２が示すアルキル基として、メチル基、エチル基、プロピル
基、イソプロピル基、ブチル基等を挙げることができ、かかるＲ２を有する一般式（２）
で表されるハフニウム（IV）化合物としては、ハフニウム（IV）メトキシド、ハフニウム
（IV）エトキシド、ハフニウム（IV）プロポキシド、ハフニウム（IV）イソプロポキシド
、ハフニウム（IV）ブトキシド、ハフニウム（IV）イソブトキシド、ハフニウム（IV）ｔ
−ブトキシド、ハフニウム（IV）ペンチルオキシド等のハフニウム（IV）アルコキシドを
例示することができる。
【００３１】
これらジルコニウム（IV）化合物、ハフニウム（IV）化合物は、触媒として１種又は２
種以上を混合して用いることができ（触媒Ａ）、その使用量としては特に制限されるもの

10

ではないが、カルボン酸とアルコールからエステルを合成する場合、触媒Ａ総量で、カル
ボン酸及びアルコールの量の０．１〜１０ｍｏｌ％、好ましくは０．１〜５ｍｏｌ％を挙
げることができる。
【００３２】
また、本発明のエステル縮合物の製造方法に用いられるジルコニウム（IV）化合物及び
／又はハフニウム（IV）化合物と共に用いられる鉄（III）化合物、ガリウム（III）化合
物、スズ（IV）化合物、アルミニウム（III）化合物としては、特に制限されるものでは
ないが、これら金属のアルコキシドを具体的に挙げることができる。具体的に、かかるア
ルコキシドとしては、例えば、鉄（III）メトキシド、鉄（III）エトキシド、鉄（III）
プロポキシド、鉄（III）イソプロポキシド、鉄（III）ブトキシド、鉄（III）イソブト
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キシド、鉄（III）ｔ−ブトキシド、鉄（III）ペンチルオキシドや、ガリウム（III）メ
トキシド、ガリウム（III）エトキシド、ガリウム（III）プロポキシド、ガリウム（III
）イソプロポキシド、ガリウム（III）ブトキシド、ガリウム（III）イソブトキシド、ガ
リウム（III）ｔ−ブトキシド、ガリウム（III）ペンチルオキシドや、スズ（IV）メトキ
シド、スズ（IV）エトキシド、スズ（IV）プロポキシド、スズ（IV）イソプロポキシド、
スズ（IV）ブトキシド、スズ（IV）イソブトキシド、スズ（IV）ｔ−ブトキシド、スズ（
IV）ペンチルオキシドや、アルミニウム（III）メトキシド、アルミニウム（III）エトキ
シド、アルミニウム（III）プロポキシド、アルミニウム（III）イソプロポキシド、アル
ミニウム（III）ブトキシド、アルミニウム（III）イソブトキシド、アルミニウム（III
）ｔ−ブトキシド、アルミニウム（III）ペンチルオキシドを例示することができ、これ
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らの中でも、鉄（III）メトキシド、鉄（III）エトキシド、鉄（III）プロピキシド、鉄
（III）イソプロポキシド等が、環境破壊を抑制でき、安価であるため好ましい。これら
ガリウム（III）化合物や、スズ（IV）化合物や、アルミニウム（III）化合物は、１種又
は２種以上を適宜選択して混合して使用することができる。また、これらガリウム（III
）化合物や、スズ（IV）化合物や、アルミニウム（III）化合物は、ジルコニウム（IV）
化合物及び／又はハフニウム（IV）化合物と、予め混合し複合金属塩触媒として使用して
もよいし、また、反応系にそれぞれ別個に添加して使用することもできる。
【００３３】
本発明のエステル縮合物の製造方法に用いられる溶媒としては特に制限されるものでは
なく、極性溶媒、又は極性溶媒と非極性溶媒及び／又は低極性溶媒との混合溶媒、非極性
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溶媒及び／又は低極性溶媒を例示することができるが、非極性溶媒及び／又は低極性溶媒
が、エステル化反応により生成する水の反応系外への除去の容易さから好ましい。すなわ
ち、非極性溶媒及び／又は低極性溶媒を用いて加熱還流を行い、共沸する水を反応系から
簡便に除去することが好ましく、かかる水の除去方法としては、カルシウムヒドリドやモ
レキュラーシーブス等の公知の脱水剤を用いる方法を例示することができるがこれらに限
定されるものではない。上記非極性溶媒及び／又は低極性溶媒としては、トルエン、キシ
レン、メシチレン、オクタン、ヘプタン、ペンタメチルベンゼン、ｍ−ターフェニル、ベ
ンゼン、エチルベンゼン、１，３，５−トリイソプロピルベンゼン、ｏ−ジクロロベンゼ
ン、１，２，４−トリクロロベンゼン、ナフタレン、１，２，３，４−テトラヒドロナフ
タレン（テトラリン）を例示することができる。また、メタノール等の揮発性のアルコー
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ルを基質として用いる場合は、かかるアルコールは溶媒としての作用も合わせ有するので
、必ずしも溶媒を用いる必要はない。
【００３４】
本発明のエステル縮合物の製造方法のエステル化反応は、乾燥不活性ガス雰囲気下、例
えば、アルゴン又は窒素雰囲気下で行うことが好ましい。アルゴン雰囲気はアルゴンを流
下させる等の方法で形成することができ、反応をアルゴン雰囲気で行うことにより、脱水
と脱酸素雰囲気を同時に達成することができる。また、一価のカルボン酸と一価のアルコ
ールとの縮合反応や、脂肪族多価カルボン酸と脂肪族多価アルコールとの重縮合反応にお
いては、加熱還流下１００〜２００℃、特に１２０〜１６０℃で１〜２４時間反応を行う
ことが好ましく、他方、芳香族カルボン酸と芳香族アルコールの縮合反応においては、加
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熱還流下１２０〜２５０℃、特に１５０〜２００℃で２４〜７２時間反応を行うことが好
ましい。これらの縮合反応や重縮合反応によって得られる単量体エステルやポリエステル
の精製は、等モルのカルボン酸とアルコールを用いることができ、また、副反応が生じて
いないことから、従来法に比してその精製は公知の方法により非常に容易に行うことがで
きる。
【００３５】
エステル反応終了後、使用した触媒を反復使用するため、例えば、以下のような処理を
行うことができる。
反応終了後、室温まで冷却し、反応溶液と上記触媒Ａ及び触媒Ｂを担持した触媒担持樹
脂とをろ過により分別し、目的のエステル縮合物を得る。エステル縮合物は必要に応じて

20

、蒸留又はシリカゲルクロマトグラフィー等常法によって精製することができる。他方、
ろ過により得た触媒担持樹脂は、必要に応じて、エステル生成物や未反応の原料が抽出さ
れなくなるまで洗浄用溶媒でよく洗浄する。洗浄用溶媒としては、エステル生成物や未反
応の原料を洗浄できるものであれば特に制限されるものではなく、例えば、エーテル類（
ジエチルエーテル等）を用いることができる。この洗浄された触媒担持樹脂は、この触媒
溶液はエステル化反応終了後、再利用してもその活性が維持され、反復使用が可能である
。
【００３６】
以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明の技術的範囲はこれらの
例示に限定されるものではない。
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【実施例】
【００３７】
〔エステル触媒担持用樹脂の合成〕
２００ｍＬのフラスコに、スターラーチップと４−ブロモブチルポリスチレン樹脂（２
．７ｍｍｏｌ−Ｂｒ／ｇ，２００〜４００mesh、cross‑linked with ２％ＤＶＢ（ジビニ
ルベンゼン）；３ｇ，８．１ｍｍｏｌのＢｒ含有量）とアセトニトリル（３０ｍＬ）とＴ
ＨＦ（３０ｍＬ）とピリジン（６．６ｍＬ，８１ｍｍｏｌ）を加え、９０℃のオイルバス
を使って２０時間過熱還流させた。続いて、この反応溶液を室温まで冷し、その後減圧濃
縮した。こうして得られた臭化ピジニウム塩担持樹脂を検体乾燥機（１００℃）の中に入
れて１７時間減圧乾燥させた。得られた臭化ピジニウム塩担持樹脂は３．５６ｇ（１．９
９ｍｍｏｌ−ピジニウム塩／ｇ）であった（変換率８８％）。
【００３８】
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【化１】

10
【００３９】
上記反応で得られた臭化ピリジニウム塩担持樹脂３．５６ｇ（１．９９ｍｍｏｌ−ピジ
ニウム塩／ｇ）の入ったフラスコにスターラーチップ、リチウムトリフルオロメタンスル
ホンイミド（２３．２５ｇ，１９．９ｍｍｏｌ）、水（４０ｍＬ）とＴＨＦ（４０ｍＬ）
を加えた。このフラスコをオイルバス（８０℃）につけ、２０時間過熱還流させた。その
後、一旦フラスコを室温まで冷し、生成したピリジニウムトリフルオロメタンスルホンイ
ミド担持樹脂をろ過によって集め、ＴＨＦ，Ｈ２Ｏ，ＥｔＯＡｃ（酢酸エチル），ヘキサ
ン，Ｅｔ２Ｏ（ジエチルエーテル）を使って順次フィルター上で洗った。得られたポリマ
ーを検体乾燥機（６０℃）で１２時間減圧乾燥させた。得られたピリジニウムトリフルオ
ロメタンスルホンイミド担持樹脂（４−（Ｎ−ピリジニウム）ブチルポリスチレントリフ
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ルオロメタンスルホンイミド）は４．７６ｇ（１．２６ｍｍｏｌ−ピリジニウムトリフル
オロメタンスルホンイミド／ｇ）であった（変換率８５％）。
【００４０】
【化２】
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【００４１】
〔エステル縮合反応〕
（ピリジニウムトリフルオロメタンスルホンイミド担持樹脂の１回目の利用）
５０ｍＬのフラスコに、スターラーチップ、Ｚｒ（Ｏｉ−Ｐｒ）４（１６．４ｍｇ，０
．０５ｍｍｏｌ）、Ｆｅ（Ｏｉ−Ｐｒ）３（１１．７ｍｇ，０．０５ｍｍｏｌ）、ピリジ
ニウムトリフルオロメタンスルホンイミド担持樹脂（２．７８ｇ，３．５ｍｍｏｌのピリ
ジニウムトリフルオロメタンスルホンイミド含有量）、４−フェニル酪酸（８２１ｍｇ，
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５ｍｍｏｌ）、ベンジルアルコール（０．５１７ｍＬ，５ｍｍｏｌ）とヘプタン（２０ｍ
Ｌ）を加え、フラスコ上部にＤｅａｎ−Ｓｔａｒｋ分水装置と冷却管を繋いだ。フラスコ
をオイルバス（１１５℃）につけて１３時間加熱還流し、その間に生成する水を共沸脱水
した。反応後、フラスコを室温まで冷却し、反応溶液と樹脂をろ過により分けた。樹脂内
に含まれているエステル生成物や未反応の原料が抽出されなくなるまで回収した樹脂をジ
エチルエーテルでよく洗浄した。回収した樹脂は繰り返し、樹脂担持型Ｚｒ（ＩＶ）−Ｆ
ｅ（ＩＩＩ）触媒として、繰り返し回収・再利用した。一方、ろ液を濃縮して得られた粗
生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製して目的とするエステルを９１
％の収率で単離した。
【００４２】

50

(15)

JP 4791045 B2 2011.10.12

【化３】
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【００４３】
（Ｚｒ（IV）−Ｆｅ（III）担持樹脂の再利用（２回目以降））
５０

ｍＬのフラスコに、スターラーチップ、１回目のエステル縮合反応で回収した樹

脂担持型Ｚｒ（IV）−Ｆｅ（III）触媒、４−フェニル酪酸（８２１ｍｇ，５ｍｍｏｌ）
、ベンジルアルコール（０．５１７ｍＬ，５ｍｍｏｌ）とヘプタン（２０

ｍＬ）をフラ

スコに加えた。それ以外は１回目の実験手順と同様に、フラスコ上部にＤｅａｎ−Ｓｔａ
ｒｋ分水装置と冷却管を繋ぎ、フラスコをオイルバス（１１５℃）につけて１３時間加熱
還流し、その間に生成する水を共沸脱水した。反応後、フラスコを室温まで冷却し、反応
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溶液と樹脂をろ過により分けた。樹脂内に含まれているエステル生成物や未反応の原料が
抽出されなくなるまで回収した樹脂をジエチルエーテルでよく洗浄した。回収した樹脂は
繰り返し、樹脂担持型Ｚｒ（IV）−Ｆｅ（III）触媒として、繰り返し回収・再利用した
。一方、ろ液を濃縮して得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより
精製して目的とするエステルを得た。その収率を以下表１に示す。
【００４４】
【表１】
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【００４５】
表１から明らかなように、本発明における触媒担持樹脂は、その活性を維持したまま、
繰り返し使用することができた。
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