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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記式（Ｉ）で示されることを特徴とするポリアセン誘導体。
【化１】

10

（式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8、Ｒ9及びＲ10は、それぞれ、互いに
独立し、同一または異なって、水素原子；置換基を有していてもよいＣ1〜Ｃ40アルキル
基；置換基を有していてもよいＣ2〜Ｃ40アルケニル基；置換基を有していてもよいＣ2〜
Ｃ40アルキニル基であり、但し、Ｒ6及びＲ7は、互いに架橋して置換基を有していてもよ
いシクロヘキサン環を形成してもよく、
Ａ1及びＡ2は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、水素原子；ハロゲン原子
；置換基を有していてもよいＣ1〜Ｃ40アルキル基；置換基を有していてもよいＣ2〜Ｃ40
アルケニル基；置換基を有していてもよいＣ2〜Ｃ40アルキニル基；置換基を有していて
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もよいＣ2〜Ｃ40アルコキシカルボニル基であり、
前記アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、シクロヘキサン環又はアルコキシカルボ
ニル基が置換基を有している場合、該置換基は、ハロゲン原子、水酸基及びアミノ基から
なる群から選ばれ、
ｎは１であり、
少なくともＲ1、Ｒ2、Ｒ4及びＲ9が水素原子以外の基であるか、又は少なくともＲ3、Ｒ5
、Ｒ8及びＲ10が水素原子以外の基であり、
但し、以下の（ａ）の場合を除く。
（ａ）Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8、Ｒ9、Ｒ10、Ａ1及びＡ2が全てメチル
10

基である場合。）
【請求項２】
Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8、Ｒ9、Ｒ10、Ａ1及びＡ2の５つ以上が、水素
原子以外の基である請求項１に記載のポリアセン誘導体。
【請求項３】
Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8、Ｒ9、Ｒ10、Ａ1及びＡ2の６つ以上が水素原
子以外の基である請求項１に記載のポリアセン誘導体。
【請求項４】
Ｒ1及びＲ2、Ｒ3及びＲ10、Ｒ4及びＲ9、Ｒ5及びＲ8、Ｒ6及びＲ7、並びに、Ａ1及びＡ2
のいずれかの組合せが同一の置換基である請求項１〜３の何れかに記載のポリアセン誘導
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体。
【請求項５】
Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8、Ｒ9及びＲ10の何れかが、置換基を有してい
てもよいＣ1〜Ｃ40アルキル基；置換基を有していてもよいＣ2〜Ｃ40アルケニル基；置換
基を有していてもよいＣ2〜Ｃ40アルキニル基である請求項１〜３の何れかに記載のポリ
アセン誘導体。
【請求項６】
下記式（Ｉ）で示されることを特徴とするポリアセン誘導体。
【化２】

30

（式中、Ｒ3、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8及びＲ10は、それぞれ、互いに独立し、同一または異
なって、水素原子；置換基を有していてもよいＣ1〜Ｃ40アルキル基；置換基を有してい
てもよいＣ2〜Ｃ40アルケニル基；置換基を有していてもよいＣ2〜Ｃ40アルキニル基であ
6

40

7

り、但し、Ｒ 及びＲ は、互いに架橋して置換基を有していてもよいシクロヘキサン環を
形成してもよく、
Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4及びＲ9は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、置換基を有し
ていてもよいＣ1〜Ｃ40アルキル基であり、
Ａ1及びＡ2は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、置換基を有していてもよ
いＣ2〜Ｃ40アルコキシカルボニル基であり、
前記アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、シクロヘキサン環又はアルコキシカルボ
ニル基が置換基を有している場合、該置換基は、ハロゲン原子、水酸基及びアミノ基から
なる群から選ばれ、
ｎは１である。）
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【請求項７】
下記式（Ｉ）で示されることを特徴とするポリアセン誘導体。
【化３】

10

（式中、Ｒ3、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8及びＲ10は、それぞれ、互いに独立し、同一または異
なって、水素原子；置換基を有していてもよいＣ1〜Ｃ40アルキル基；置換基を有してい
てもよいＣ2〜Ｃ40アルケニル基；置換基を有していてもよいＣ2〜Ｃ40アルキニル基であ
り、但し、Ｒ6及びＲ7は、互いに架橋して置換基を有していてもよいシクロヘキサン環を
形成してもよく、
Ａ1、Ａ2、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4及びＲ9は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、置
換基を有していてもよいＣ1〜Ｃ40アルキル基であり、
前記アルキル基、アルケニル基、アルキニル基又はシクロヘキサン環が置換基を有してい

20

る場合、該置換基は、ハロゲン原子、水酸基及びアミノ基からなる群から選ばれ、
ｎは１である、
但し、以下の（ａ）の場合は除く。
（ａ）Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8、Ｒ9、Ｒ10、Ａ1及びＡ2が全てメチル
基である場合。）
【請求項８】
下記式（Ｉ）で示されることを特徴とするポリアセン誘導体。
【化４】
30

（式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4及びＲ9は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、水素
原子；置換基を有していてもよいＣ1〜Ｃ40アルキル基；置換基を有していてもよいＣ2〜
Ｃ40アルケニル基；置換基を有していてもよいＣ2〜Ｃ40アルキニル基であり、
Ｒ3、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8及びＲ10は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、
置換基を有していてもよいＣ1〜Ｃ40アルキル基であり、
Ａ1及びＡ2は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、ハロゲン原子であり、
前記アルキル基、アルケニル基又はアルキニル基が置換基を有している場合、該置換基は
、ハロゲン原子、水酸基及びアミノ基からなる群から選ばれ、
ｎは１である。）
【請求項９】
請求項１に記載されるポリアセン誘導体の製造方法であって、
下記式（ＩＩ）で示される炭化水素縮合環を

40

(4)

JP 4744056 B2 2011.8.10

【化５】

（式中、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8、Ｒ9、Ｒ10、Ａ1、Ａ2及びｎは、式

10

（Ｉ）と同じ意味を有する。
下記式に示される結合は、単結合又は２重結合を示す。
【化６】

但し、単結合の場合には、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7及びＲ8に直接結合している炭素原子には、更に
水素原子が直接結合している。）
アルキルリチウムとハロゲン化アルキルとの組合せから選ばれる脱水素試薬の存在下、芳
香族化することを特徴とするポリアセン誘導体の製造方法。

20

【請求項１０】
前記脱水素試薬が、アルキルリチウムとハロゲン化アルキルとの組合せであり、まず、前
記炭化水素縮合環にリチウム化剤を添加し、ついで、脱リチウム試薬を添加する請求項９
に記載のポリアセン誘導体の製造方法。
【請求項１１】
Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8、Ｒ9、Ｒ10、Ａ1及びＡ2の５つ以上が、水素
原子以外の基である請求項９または１０に記載のポリアセン誘導体の製造方法。
【請求項１２】
Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8、Ｒ9、Ｒ10、Ａ1及びＡ2の６つ以上が、水素
原子以外の基である請求項９または１０に記載のポリアセン誘導体の製造方法。
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【請求項１３】
Ｒ1及びＲ2、Ｒ3及びＲ10、Ｒ4及びＲ9、Ｒ5及びＲ8、Ｒ6及びＲ7、並びに、Ａ1及びＡ2
のいずれかの組合せが同一の置換基である請求項９〜１２の何れかに記載のポリアセン誘
導体の製造方法。
【請求項１４】
Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8、Ｒ9及びＲ10の何れかが、置換基を有してい
てもよいＣ1〜Ｃ40アルキル基；置換基を有していてもよいＣ2〜Ｃ40アルケニル基；置換
基を有していてもよいＣ2〜Ｃ40アルキニル基である請求項９〜１２の何れかに記載のポ
リアセン誘導体の製造方法。
【請求項１５】
1

40

2

Ａ 及びＡ が置換基を有していてもよいＣ2〜Ｃ40アルコキシカルボニル基であり、かつ
、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4及びＲ9が置換基を有していてもよいＣ1〜Ｃ40アルキル基である請求項
９または１０に記載のポリアセン誘導体の製造方法。
【請求項１６】
Ａ1、Ａ2、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ4及びＲ9が置換基を有していてもよいＣ1〜Ｃ40アルキル基であ
る請求項９または１０に記載のポリアセン誘導体の製造方法。
【請求項１７】
Ａ1及びＡ2がハロゲン原子であり、かつ、Ｒ3、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7、Ｒ8及びＲ10が置換基を
有していてもよいＣ1〜Ｃ40アルキル基である請求項９または１０に記載のポリアセン誘
導体の製造方法。
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【請求項１８】
請求項１〜８の何れかに記載のポリアセン誘導体、又は、請求項９〜１７の何れかに記載
の製造方法で得られたポリアセン誘導体を含む導電材料。
【請求項１９】
請求項１〜８の何れかに記載のポリアセン誘導体、又は、請求項９〜１７の何れかに記載
の製造方法で得られたポリアセン誘導体と、その他の合成有機ポリマーとを含有する樹脂
組成物。
【発明の詳細な説明】
技術分野
10

本発明は、ポリアセン誘導体及びその製造方法に関する。
背景技術
有機導電材料としてポリアセチレン、ポリピロール、ポリアリレンビニレン、ポリチエニ
レンビニレンなどの共役系高分子に電子供与性分子または電子受容性分子をドーピングす
ることによって導電材料が得られることが知られている。またテトラチアフルバレン、ビ
スエチレンジチオテトラチアフルバレンなどの電子供与性分子とテトラシアノキノジメタ
ン、テトラシアノエチレンなどの電子受容性分子の組合せによる電荷移動錯体が導電性を
示すことも知られている。これらの有機導電材料中には高い電導度を有するものもあるが
薄膜を形成することが難しく、また、これらの導電材料は大気中で酸化しやすいため安定
性に問題があった。
また、アントラセン、ナフタセン、ペンタセン等のポリアセンのような縮合多環芳香族化
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合物も共役系高分子であるため、電子供与性分子または電子受容性分子をドーピングする
ことによって導電性を示すことが知られており、電子材料として用いることが期待されて
いる。また、ポリアセンは、縮合しているベンゼン環の数が増加するにつれて、理論的に
は、ＨＯＭＯとＬＵＭＯのバンドギャップが減少するので、導電性が増大することが期待
される。従って、ドーパントの濃度が小さくても、十分な導電性を示す可能性がある。
しかし、ポリアセンのような縮合多環芳香族化合物は、置換基が導入されていない場合、
溶解度が非常に悪く、ほとんど不溶である。このため、このような縮合多環芳香族化合物
を使用する合成方法も限られており、また、その加工は極めて困難であった。このため、
縮合多環芳香族化合物の側鎖に、置換基を導入することにより溶解度を飛躍的に改善し、
しかも合成や加工が容易になるポリアセンを得ることが望まれていた。特に、縮合してい
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るベンゼン環の数を置換基を導入しながら順次、増加する合成方法は知られていなかった
。
従来、アントラセン、ナフタセン、ペンタセン等のポリアセンの任意の位置に任意の置換
基を導入する手法としては、Ｄｉｅｌｓ−Ａｌｄｅｒ反応に限られていた。
たとえば、Ｈａｒｏｌｄ

Ｈａｒｔ

ｅｔ．ａｌ，「デカメチルアントラセン及びその９

，１０−デワール異性体」（Ｄｅｃａｍｅｔｈｙｌａｎｔｈｒａｃｅｎｅ
ｓ

１０−

Ｄｅｗａｒ

ａｎｄ

ｉｔ

Ｉｓｏｍｅｒ）、テトラヒドロン・レター、Ｎｏ．３６，ｐｐ

３１４３−３１４６には、デカメチルアントラセンの製造方法が記載されている。この
製造方法では、Ｄｉｅｌｓ−Ａｌｄｅｒ反応を応用してメチル基をアントラセンに導入し
ていた。同様に、Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ

Ｖｏｌ．４３，Ｎｏ．２２，５４０３ページ

40

から５２１４ページにもＤｉｅｌｓ−Ａｌｄｅｒ反応を応用してメチル基等をポリアセン
に導入していた。
Ｄｉｅｌｓ−Ａｌｄｅｒ反応では、側鎖に導入することができる置換基が限られていた。
また、側鎖に導入することができる炭素原子についても自由度が限られていた。更に、Ｄ
ｉｅｌｓ−Ａｌｄｅｒ反応では、縮合しているベンゼン環の数を順次、増加することはで
きない。Ｄｉｅｌｓ−Ａｌｄｅｒ反応では、ターゲットとなる化合物の個別の構造を考慮
して、個々に合成スキームを検討することが求められる。
また、特開平４−３３５０８７号公報、特開平６−１６７８０７号公報、特開平６−３３
００３２号公報、特開平１０−３６８３２号公報には、置換基を有するナフタセンが開示
されており、特開平１１−３５４２７７号公報には、置換基を有するペンタセンが開示さ
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れている。しかしながら、これらはいずれも古典的な合成方法に基づいて合成されており
、導入できる置換基や導入できる部位が限られていた。また、縮合しているベンゼン環の
数を置換基を導入しながら順次、増加する合成方法についての開示はなかった。
発明の開示
本発明の一側面では、ポリアセンの任意の炭素原子に任意の置換基を導入することにより
、溶解度を向上させることを目的とする。また、ポリアセンの側鎖に置換基を導入するこ
とにより、溶解度を向上させることができる他、所望の置換基を導入することによって、
更なる合成が容易になるため、ポリアセンの側鎖を様々に修飾することができる。これに
よって、ポリアセンの側鎖に置換基を導入しながら、縮合している芳香族環の数を順次、
10

増大することができる。
なお、Ｋ．Ｐ．Ｃ．Ｖｏｌｌｈａｒｄｔ
ｒｉｃａｎ

Ｃｈｅｍｉｃａｌ

ｅｔ

ａｌ．，Ｊｏｕｒｎａｌ

Ｓｏｃｉｅｔｙ

ｏｆ

Ａｍｅ

１９８５，１０７，５６７０には、１

，２−ジエチニル（ｅｔｈｙｎｙｌ）ベンゼンに、シクロペンタジエニルビスカルボニル
コバルト等の触媒存在下、１，２−ビス（トリメチルシリル）アセチレンを反応させ、ベ
ンゼンに縮合する４員環及びこの４員環に縮合するベンゼン環という二つの環を同時に形
成する反応が記載されている。即ち、当初から存在しているベンゼン環を考慮すると、３
員環が生成することになる。この３員環には、二つのトリメチルシリル基がオルト位に存
在しているので、これに塩素化ヨード（ＩＣｌ）を反応させ、次いで、塩基性下、パラジ
ウム触媒の存在下、トリメチルシリルアセチレンを反応させることが記載されている。こ
のように同様の反応を繰り返すことにより、縮合環の数が二つずつ増大させるスキームが
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記載されている。
本発明の一側面では、下記式（Ｉ）で示されることを特徴とするポリアセン誘導体が提供
される。
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１

（式中、Ｒ

、Ｒ

２

、Ｒ

３

、Ｒ

４

、Ｒ

５

、Ｒ

６

、Ｒ

７

、Ｒ

８

、Ｒ

９

１０

及びＲ

は、それぞ

れ、互いに独立し、同一または異なって、水素原子；置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ
４０炭化水素基；置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０アルコキシ基；置換基を有して

いてもよいＣ６〜Ｃ４０アリールオキシ基；置換基を有していてもよいアミノ基；水酸基
又は置換基を有していてもよいシリル基であり、但し、Ｒ６及びＲ７は、互いに架橋して
Ｃ４〜Ｃ４０飽和又は不飽和環を形成してもよく、前記飽和又は不飽和環は、酸素原子、
硫黄原子、又は式−Ｎ（Ｒ１１）−で示される基（式中、Ｒ１１は水素原子又は炭化水素
基である。）で中断されていてもよく、かつ、置換基を有していてもよく；
Ａ１及びＡ２は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、水素原子；ハロゲン原
子；置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０炭化水素基；置換基を有していてもよいＣ１
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〜Ｃ４０アルコキシ基；置換基を有していてもよいＣ６〜Ｃ４０アリールオキシ基；置換
基を有していてもよいＣ７〜Ｃ４０アルキルアリールオキシ基；置換基を有していてもよ
いＣ２〜Ｃ４０アルコキシカルボニル基；置換基を有していてもよいＣ７〜Ｃ４０アリー
ルオキシカルボニル基；シアノ基（−ＣＮ）；カルバモイル基（−Ｃ（＝Ｏ）ＮＨ２）；
ハロホルミル基（−Ｃ（＝Ｏ）−Ｘ、式中、Ｘはハロゲン原子を示す。）；ホルミル基（
−Ｃ（＝Ｏ）−Ｈ）；イソシアノ基；イソシアナト基；チオシアナト基又はチオイソシア
ナト基であり、但し、Ａ１及びＡ２は、互いに架橋して、式−Ｃ（＝Ｏ）−Ｂ−Ｃ（＝Ｏ
）−で示される環を形成してもよく（式中、Ｂは、酸素原子又は式−Ｎ（Ｂ１）−で示さ
れる基（式中、Ｂ１は、水素原子、Ｃ１〜Ｃ４０炭化水素基、又は、ハロゲン原子である
）である）、

50

(7)

JP 4744056 B2 2011.8.10

ｎは、１以上の整数である、
但し、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２
が全て水素原子である場合を除き、
ｎが１である場合には、
少なくともＲ１、Ｒ２、Ｒ４及びＲ９が水素原子以外の基であるか、又は少なくともＲ３
、Ｒ５、Ｒ８及びＲ１０が水素原子以外の基であり、
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２のいず
れかがアリール基を含む場合は、そのアリール基は置換基を有するものであり、
かつ、以下の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）及び（ｄ）の場合を除き、
（ａ）Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２

10

が全てメチル基である場合、
（ｂ）Ｒ３、Ｒ４、Ｒ９及びＲ１０が全て置換基を有していてもよいアリール基である場
合、
（ｃ）Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４及びＲ９が全てアルコキシ基又はアリールオキシ基であり、かつ
、Ｒ３、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２が全て水素原子である場合、
（ｄ）Ｒ３、Ｒ５、Ｒ８及びＲ１０が全てアルコキシ基又はアリールオキシ基であり、か
つ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ９、Ａ１及びＡ２が全て水素原子である場合、
また、ｎが２である場合には、上記式（Ｉ）は、下記式（Ｉａ）で示され、
20

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９
及びＲ１０は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、水素原子；置換基を有し
ていてもよいＣ１〜Ｃ４０炭化水素基；置換基を有していてもよいＣ２〜Ｃ４０アルコキ
シ基；置換基を有していてもよいＣ６〜Ｃ４０アリールオキシ基；置換基を有していても
よいアミノ基；水酸基又は置換基を有していてもよいシリル基であり、但し、Ｒ６及びＲ
７

は、互いに架橋してＣ４〜Ｃ４０飽和又は不飽和環を形成してもよく、前記飽和又は不
１１

飽和環は、酸素原子、硫黄原子、又は式−Ｎ（Ｒ

30

）−で示される基（式中、Ｒ

１１

は

水素原子又は炭化水素基である。）で中断されていてもよく、かつ、置換基を有していて
もよく；
Ａ１及びＡ２は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、水素原子；ハロゲン原
子；置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０炭化水素基；置換基を有していてもよいＣ１
〜Ｃ４０アルコキシ基；置換基を有していてもよいＣ６〜Ｃ４０アリールオキシ基；置換
基を有していてもよいＣ７〜Ｃ４０アルキルアリールオキシ基；置換基を有していてもよ
いＣ２〜Ｃ４０アルコキシカルボニル基；置換基を有していてもよいＣ７〜Ｃ４０アリー
ルオキシカルボニル基；シアノ基（−ＣＮ）；カルバモイル基（−Ｃ（＝Ｏ）ＮＨ２）；
ハロホルミル基（−Ｃ（＝Ｏ）−Ｘ、式中、Ｘはハロゲン原子を示す。）；ホルミル基（

40

−Ｃ（＝Ｏ）−Ｈ）；イソシアノ基；イソシアナト基；チオシアナト基又はチオイソシア
ナト基であり、但し、Ａ１及びＡ２は、互いに架橋して、式−Ｃ（＝Ｏ）−Ｂ−Ｃ（＝Ｏ
）−で示される環を形成してもよい（式中、Ｂは、酸素原子又は式−Ｎ（Ｂ１）−で示さ
れる基（式中、Ｂ１は、水素原子、Ｃ１〜Ｃ４０炭化水素基、又は、ハロゲン原子である
）である）。）、
以下の（ａ
（ａ

）、（ｂ

）、（ｃ

）及び（ｄ

）の場合を除く。

）上記式（Ｉａ）で示されるペンタセン誘導体であって、

Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９、Ｒ１０
、Ａ１及びＡ２が全てメチル基である、又は、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ
、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９及びＲ１０が全て水素原子であり、かつ、Ｒ６、Ｒ７、Ａ１及び
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Ａ２の１つ以上がアリール基である、又は、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、
Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２の１つ以上がジアリールアミ
ン基である場合、
（ｂ

）下記式（Ｉｂ）で示されるペンタセン誘導体であって、

10
１

Ｒ

２

、Ｒ

（ｃ

５ｂ

、Ｒ

８ｂ

及びＲ

が全てアルコキシ基又はアリールオキシ基である場合、

）下記式（Ｉｃ）で示されるペンタセン誘導体であって、

Ｒ３、Ｒ５ａ、Ｒ８ａ及びＲ１０の２つ以上がアリール基又はアリールアルキニル基であ
るか、Ｒ３、Ｒ５ａ、Ｒ８ａ及びＲ１０の１つ以上がアリールアルケニル基であるか、又
３

は、Ｒ

５ａ

、Ｒ

８ａ

、Ｒ

20

及びＲ

１０

が全てアルコキシ基又はアリールオキシ基である場

合、
（ｄ

）下記式（Ｉｄ）で示されるペンタセン誘導体であって、

Ｒ４及びＲ９が水素原子、炭化水素基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ハロゲン原子

30

又は水酸基である場合。）
本発明の一側面において、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ
１０

、Ａ１及びＡ２の５つ以上が、水素原子以外の基であることが好ましく、Ｒ１、Ｒ２

３

、Ｒ

、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２の６つ以上が水素

原子以外の基であることが更に好ましい。
また、本発明の一側面において、前記ポリアセン誘導体が、上記式（Ｉａ）で示されるペ
ンタセン誘導体である場合は、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、
Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２の５つ以上が、水素原子以外の基であるこ
とが好ましく、また、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ａ、
Ｒ８ｂ、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２のうち６つ以上が、水素原子以外の基であることが

40

更に好ましい。
本発明の一側面において、Ｒ１及びＲ２、Ｒ３及びＲ１０、Ｒ４及びＲ９、Ｒ５及びＲ８
、Ｒ６及びＲ７、並びに、Ａ１及びＡ２のいずれかの組合せが同一の置換基であることが
好ましく、本発明の一側面において、前記ポリアセン誘導体が、上記式（Ｉａ）で示され
るペンタセン誘導体である場合は、Ｒ１及びＲ２、Ｒ３及びＲ１０、Ｒ４及びＲ９、Ｒ５
ａ

及びＲ８ａ、Ｒ５ｂ及びＲ８ｂ、Ｒ６及びＲ７、並びに、Ａ１及びＡ２のいずれかの組

合せが同一の置換基であることが好ましい。
本発明の一側面において、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９及び
Ｒ１０の何れかが、置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０炭化水素基；置換基を有して
いてもよいＣ１〜Ｃ４０アルコキシ基；置換基を有していてもよいＣ６〜Ｃ４０アリール
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オキシ基であることが好ましく、本発明の一側面において、前記ポリアセン誘導体が、上
記式（Ｉａ）で示されるペンタセン誘導体である場合は、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５
ａ

、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９及びＲ１０の何れかが、置換基を有して

いてもよいＣ１〜Ｃ４０炭化水素基；置換基を有していてもよいＣ２〜Ｃ４０アルコキシ
基；置換基を有していてもよいＣ６〜Ｃ４０アリールオキシ基であることが好ましい。
本発明の一側面において、前記ポリアセン誘導体が、上記式（Ｉａ）で示されるペンタセ
ン誘導体である場合に、Ａ１及びＡ２がハロゲン原子であり、かつ、Ｒ３、Ｒ５ａ、Ｒ８
ａ

及びＲ１０が置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０アルキル基又は置換基を有してい

てもよいＣ６〜Ｃ１８アリール基であってもよい。
本発明の他の側面では、下記式（Ｉ）で示されることを特徴とするポリアセン誘導体が

10

提供される。

（式中、Ｒ３、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８及びＲ１０は、それぞれ、互いに独立し、同一ま
たは異なって、水素原子；置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０炭化水素基；置換基を

20

有していてもよいＣ１〜Ｃ４０アルコキシ基；置換基を有していてもよいＣ６〜Ｃ４０ア
リールオキシ基；置換基を有していてもよいアミノ基；水酸基又は置換基を有していても
よいシリル基であり、但し、Ｒ６及びＲ７は、互いに架橋してＣ４〜Ｃ４０飽和又は不飽
和環を形成してもよく、前記飽和又は不飽和環は、酸素原子、硫黄原子、又は式−Ｎ（Ｒ
１１

）−で示される基（式中、Ｒ１１は水素原子又は炭化水素基である。）で中断されて

いてもよく、かつ、置換基を有していてもよく；
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４及びＲ９は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、置換基を
有していてもよいＣ１〜Ｃ４０アルキル基又は置換基を有していてもよいＣ６〜Ｃ１８ア
リール基であり；
Ａ１及びＡ２は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、置換基を有していても

30

よいＣ２〜Ｃ４０アルコキシカルボニル基であり；
ｎは１である、但し、以下の（ｂ）の場合は除く。
（ｂ）Ｒ３、Ｒ４、Ｒ９及びＲ１０が全て置換基を有していてもよいアリール基である場
合。）
また、本発明の他の側面では、下記式（Ｉ）で示されることを特徴とするポリアセン誘導
体が提供される。

40

（式中、Ｒ３、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８及びＲ１０は、それぞれ、互いに独立し、同一ま
たは異なって、水素原子；置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０炭化水素基；置換基を
有していてもよいＣ１〜Ｃ４０アルコキシ基；置換基を有していてもよいＣ６〜Ｃ４０ア
リールオキシ基；置換基を有していてもよいアミノ基；水酸基又は置換基を有していても
よいシリル基であり、但し、Ｒ６及びＲ７は、互いに架橋してＣ４〜Ｃ４０飽和又は不飽
和環を形成してもよく、前記飽和又は不飽和環は、酸素原子、硫黄原子、又は式−Ｎ（Ｒ
１１

）−で示される基（式中、Ｒ１１は水素原子又は炭化水素基である。）で中断されて
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いてもよく、かつ、置換基を有していてもよく；
Ａ１、Ａ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４及びＲ９は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なっ
て、置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０アルキル基又は置換基を有していてもよいＣ
６〜Ｃ１８アリール基であり；

ｎは１である、但し、以下の（ａ）及び（ｂ）の場合は除く。
（ａ）Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２
が全てメチル基である場合、
（ｂ）Ｒ３、Ｒ４、Ｒ９及びＲ１０が全て置換基を有していてもよいアリール基である場
合。）
また、本発明の他の側面では、下記式（Ｉ）で示されることを特徴とするポリアセン誘導

10

体が提供される。

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４及びＲ９は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、
水素原子；置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０炭化水素基；置換基を有していてもよ

20

いＣ１〜Ｃ４０アルコキシ基；置換基を有していてもよいＣ６〜Ｃ４０アリールオキシ基
；置換基を有していてもよいアミノ基；水酸基又は置換基を有していてもよいシリル基で
あり；
Ｒ３、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８及びＲ１０は、それぞれ、互いに独立し、同一または異な
って、置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０アルキル基又は置換基を有していてもよい
Ｃ６〜Ｃ１８アリール基であり；
Ａ１及びＡ２は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、ハロゲン原子であり；
ｎは１である、但し、以下の（ｂ）の場合は除く。
（ｂ）Ｒ３、Ｒ４、Ｒ９及びＲ１０が全て置換基を有していてもよいアリール基である場
合。）

30

本発明の他の側面では、下記式（Ｉａ）で示されることを特徴とするポリアセン誘導体が
提供される。

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９
及びＲ１０は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、水素原子；置換基を有し

40

ていてもよいＣ１〜Ｃ４０炭化水素基；置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０アルコキ
シ基；置換基を有していてもよいＣ６〜Ｃ４０アリールオキシ基；置換基を有していても
よいアミノ基；水酸基又は置換基を有していてもよいシリル基であり、但し、Ｒ６及びＲ
７

は、互いに架橋してＣ４〜Ｃ４０飽和又は不飽和環を形成してもよく、前記飽和又は不

飽和環は、酸素原子、硫黄原子、又は式−Ｎ（Ｒ１１）−で示される基（式中、Ｒ１１は
水素原子又は炭化水素基である。）で中断されていてもよく、かつ、置換基を有していて
もよく；
Ａ１及びＡ２は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、水素原子；ハロゲン原
子；置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０炭化水素基；置換基を有していてもよいＣ１
〜Ｃ４０アルコキシ基；置換基を有していてもよいＣ６〜Ｃ４０アリールオキシ基；置換
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基を有していてもよいＣ７〜Ｃ４０アルキルアリールオキシ基；置換基を有していてもよ
いＣ２〜Ｃ４０アルコキシカルボニル基；置換基を有していてもよいＣ７〜Ｃ４０アリー
ルオキシカルボニル基；シアノ基（−ＣＮ）；カルバモイル基（−Ｃ（＝Ｏ）ＮＨ２）；
ハロホルミル基（−Ｃ（＝Ｏ）−Ｘ、式中、Ｘはハロゲン原子を示す。）；ホルミル基（
−Ｃ（＝Ｏ）−Ｈ）；イソシアノ基；イソシアナト基；チオシアナト基又はチオイソシア
ナト基であり、但し、Ａ１及びＡ２は、互いに架橋して、式−Ｃ（＝Ｏ）−Ｂ−Ｃ（＝Ｏ
）−で示される環を形成してもよく（式中、Ｂは、酸素原子又は式−Ｎ（Ｂ１）−で示さ
れる基（式中、Ｂ１は、水素原子、Ｃ１〜Ｃ４０炭化水素基、又は、ハロゲン原子である
）である）、
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９、Ｒ１０
、Ａ１及びＡ２の７つ以上が、水素原子以外の基である、但し、以下の（ａ

10

）の場合を

除く。
）Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９

（ａ

１０

、Ａ１及びＡ２が全てメチル基である、又は、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ

、Ｒ

、Ｒ５ｂ、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９及びＲ１０が全て水素原子であり、かつ、Ｒ６、Ｒ７、
Ａ１及びＡ２の１つ以上がアリール基である、又は、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、
Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２の１つ以上がジアリ
ールアミン基である場合。）
本発明の他の側面において、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ
８ａ

、Ｒ８ｂ、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２のうち８つ以上が、水素原子以外の基である
１

ことが好ましく、更に好ましくはＲ
８ａ

８ｂ

９

４

５ａ

５ｂ

、Ｒ
３

、Ｒ

、Ｒ
、Ｒ

、Ｒ

、Ｒ

３

、Ｒ

１

２

６

７

８ａ

、Ｒ

、Ａ
、Ｒ

及びＡ
、Ｒ

４

、Ｒ

１０

、Ｒ

、Ｒ

２

５ａ

、Ｒ

５ｂ

、Ｒ

６

、Ｒ

20

７

、Ｒ

１

のうち９つ以上であり、Ｒ
８ｂ

、Ｒ

、Ｒ

９

、Ｒ２、Ｒ

１０

、Ｒ

、Ａ１及びＡ２

の１０以上が、水素原子以外の基であることが更にまた好ましい。
また、本発明の他の側面において、Ｒ１及びＲ２、Ｒ３及びＲ１０、Ｒ４及びＲ９、Ｒ５
ａ

及びＲ８ａ、Ｒ５ｂ及びＲ８ｂ、Ｒ６及びＲ７、並びに、Ａ１及びＡ２のいずれかの組

合せが同一の置換基であることが好ましい。
また、本発明の他の側面において、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ
７

、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９及びＲ１０の何れかが、置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４

０炭化水素基；置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０アルコキシ基；置換基を有してい

30

てもよいＣ６〜Ｃ４０アリールオキシ基であってもよい。
また、本発明の他の側面において、Ａ１及びＡ２が置換基を有していてもよいＣ２〜Ｃ４
１
、Ｒ２、Ｒ４、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８
０アルコキシカルボニル基であり、かつ、Ｒ
ｂ
９
、Ｒ が置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０アルキル基又は置換基を有していても
よいＣ６〜Ｃ１８アリール基であってもよく、また、Ａ１、Ａ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、Ｒ
５ｂ
、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ｂ、Ｒ９が置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０アルキル基又

は置換基を有していてもよいＣ６〜Ｃ１８アリール基であってもよい。
本発明の他の側面では、下記式（Ｉ）で示されるポリアセン誘導体の製造方法であって、
40

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９及びＲ１０は、それぞ
れ、互いに独立し、同一または異なって、水素原子；置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ
４０炭化水素基；置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０アルコキシ基；置換基を有して

いてもよいＣ６〜Ｃ４０アリールオキシ基；置換基を有していてもよいアミノ基；水酸基
又は置換基を有していてもよいシリル基であり、但し、Ｒ６及びＲ７は、互いに架橋して

50

(12)

JP 4744056 B2 2011.8.10

Ｃ４〜Ｃ４０飽和又は不飽和環を形成してもよく、前記飽和又は不飽和環は、酸素原子、
硫黄原子、又は式−Ｎ（Ｒ１１）−で示される基（式中、Ｒ１１は水素原子又は炭化水素
基である。）で中断されていてもよく、かつ、置換基を有していてもよく；
Ａ１及びＡ２は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、水素原子；ハロゲン原
子；置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０炭化水素基；置換基を有していてもよいＣ１
〜Ｃ４０アルコキシ基；置換基を有していてもよいＣ６〜Ｃ４０アリールオキシ基；置換
基を有していてもよいＣ７〜Ｃ４０アルキルアリールオキシ基；置換基を有していてもよ
いＣ２〜Ｃ４０アルコキシカルボニル基；置換基を有していてもよいＣ７〜Ｃ４０アリー
ルオキシカルボニル基；シアノ基（−ＣＮ）；カルバモイル基（−Ｃ（＝Ｏ）ＮＨ２）；
ハロホルミル基（−Ｃ（＝Ｏ）−Ｘ、式中、Ｘはハロゲン原子を示す。）；ホルミル基（

10

−Ｃ（＝Ｏ）−Ｈ）；イソシアノ基；イソシアナト基；チオシアナト基又はチオイソシア
ナト基であり、但し、Ａ１及びＡ２は、互いに架橋して、式−Ｃ（＝Ｏ）−Ｂ−Ｃ（＝Ｏ
）−で示される環を形成してもよく（式中、Ｂは、酸素原子又は式−Ｎ（Ｂ１）−で示さ
れる基（式中、Ｂ１は、水素原子、Ｃ１〜Ｃ４０炭化水素基、又は、ハロゲン原子である
）である）、
ｎは、１以上の整数である。）
下記式（ＩＩ）で示される炭化水素縮合環を

20

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１、Ａ２
及びｎは、上記の意味を有する。
下記式に示される結合は、単結合又は２重結合を示す。
但し、単結合の場合には、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７及びＲ８に直接結合している炭素原子には、
更に水素原子が直接結合している。）

30

脱水素試薬の存在下、芳香族化することを特徴とするポリアセン誘導体の製造方法が提供
される。
本発明の一実施態様では、記脱水素試薬がリチウム化剤と脱リチウム試薬との組合せであ
り、まず、前記炭化水素縮合環にリチウム化剤を添加し、ついで、脱リチウム試薬を添加
することが好ましい。また、前記リチウム化剤がアルキルリチウムであり、前記脱リチウ
ム試薬がハロゲン化アルキルであることが好ましい。
本発明の他の実施態様では、前記脱水素試薬が、下記式（ＩＩＩ）で示される化合物であ
ることが好ましい。
40

（式中、Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３及びＸ４は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、
ハロゲン原子又はシアノ基である。）
本発明の他の実施態様では、前記脱水素試薬が、パラジウムを含むことが好ましい。
また、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２
の５つ以上が、水素原子以外の基であることが好ましく、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５
、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２の６つ以上が、水素原子以外の基であ
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ることが更に好ましい。
あるいは、前記ポリアセン誘導体が、下記式（Ｉａ）で示されるペンタセン誘導体であり
、

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９
１０

、Ｒ

１

Ｒ

１

、Ａ

及びＡ

は、上記の意味を有する。）

２

３

、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９、Ｒ１０

、Ｒ

10

２

、Ｒ

４

、Ｒ

、Ａ１及びＡ２の５つ以上が、水素原子以外の基であることが好ましい。また、Ｒ１、Ｒ
２

、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及

びＡ２の６つ以上が、水素原子以外の基であることが更に好ましく、更に好ましくはＲ１
、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ
１

及びＡ２のうち７つ以上であり、更に好ましくはＲ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ

５ｂ

、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２のうち８つ以上であり

、更に好ましくはＲ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ａ、Ｒ８
ｂ

、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２のうち９つ以上であり、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５

ａ

５ｂ

、Ｒ

６

、Ｒ

７

、Ｒ

８ａ

、Ｒ

８ｂ

、Ｒ

９

、Ｒ

１０

、Ｒ

１

、Ａ

20

２

及びＡ

の１０以上が、

水素原子以外の基であることが更になお好ましい。
あるいは、Ｒ１及びＲ２、Ｒ３及びＲ１０、Ｒ４及びＲ９、Ｒ５及びＲ８、Ｒ６及びＲ７
、並びに、Ａ１及びＡ２のいずれかの組合せが同一の置換基であることが好ましく、本発
明の他の側面において、前記ポリアセン誘導体が、上記式（Ｉａ）で示されるペンタセン
誘導体である場合は、Ｒ１及びＲ２、Ｒ３及びＲ１０、Ｒ４及びＲ９、Ｒ５ａ及びＲ８ａ
、Ｒ５ｂ及びＲ８ｂ、Ｒ６及びＲ７、並びに、Ａ１及びＡ２のいずれかの組合せが同一の
置換基であることが好ましい。
あるいは、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９及びＲ１０の何れか
が、置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０炭化水素基；置換基を有していてもよいＣ１

30

〜Ｃ４０アルコキシ基；置換基を有していてもよいＣ６〜Ｃ４０アリールオキシ基である
ことが好ましく、本発明の一側面において、前記ポリアセン誘導体が、上記式（Ｉａ）で
示されるペンタセン誘導体である場合は、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、Ｒ
６

、Ｒ７、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９及びＲ１０の何れかが、置換基を有していてもよいＣ１

〜Ｃ４０炭化水素基；置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０アルコキシ基；置換基を有
していてもよいＣ６〜Ｃ４０アリールオキシ基であることが好ましい。
また、上記式（Ｉ）中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１
０

、Ａ１及びＡ２が全て水素原子である場合を除かれていてもよい。

また、上記式（Ｉ）中、ｎが１である場合には、少なくともＲ１、Ｒ２、Ｒ４及びＲ９
が水素原子以外の基であるか、又は少なくともＲ３、Ｒ５、Ｒ８及びＲ１０が水素原子以
１

外の基であり、Ｒ

、Ｒ

２

、Ｒ

３

、Ｒ

４

、Ｒ

５

、Ｒ

６

、Ｒ

７

、Ｒ

８

、Ｒ

９

、Ｒ

１０

40

１

、Ａ

及びＡ２のいずれかがアリール基を含む場合は、そのアリール基は置換基を有するもので
あり、かつ、以下の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）及び（ｄ）の場合を除かれていてもよい。
（ａ）Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２
が全てメチル基である場合、
（ｂ）Ｒ３、Ｒ４、Ｒ９及びＲ１０が全て置換基を有していてもよいアリール基である場
合、
（ｃ）Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４及びＲ９が全てアルコキシ基又はアリールオキシ基であり、かつ
、Ｒ３、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２が全て水素原子である場合、
（ｄ）Ｒ３、Ｒ５、Ｒ８及びＲ１０が全てアルコキシ基又はアリールオキシ基であり、か
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つ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ９、Ａ１及びＡ２が全て水素原子である場合。
前記ポリアセン誘導体が、上記式（Ｉａ）で示されるペンタセン誘導体である場合には、
以下の（ａ
（ａ

）、（ｂ

）、（ｃ

）及び（ｄ

）の場合が除かれていてもよい。

）下記式（Ｉａ）で示されるペンタセン誘導体であって、

10
１

Ｒ

２

、Ｒ

１

、Ａ

３

、Ｒ

４

、Ｒ

及びＡ

２

、Ｒ

５ａ

、Ｒ

５ｂ

６

、Ｒ

７

８ａ

、Ｒ

２

が全てメチル基である、又は、Ｒ

、Ｒ

１

、Ｒ

８ｂ

、Ｒ

３

、Ｒ

、Ｒ

４

、Ｒ

９

１０

、Ｒ

、Ｒ

５ａ

、Ｒ５ｂ

、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９及びＲ１０が全て水素原子であり、かつ、Ｒ６、Ｒ７、Ａ１及び
Ａ２の１つ以上がアリール基である、又は、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、
Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２の１つ以上がジアリールアミ
ン基である場合、
（ｂ

）下記式（Ｉｂ）で示されるペンタセン誘導体であって、

20

Ｒ１、Ｒ２、Ｒ５ｂ及びＲ８ｂが全てアルコキシ基又はアリールオキシ基である場合、
（ｃ

）下記式（Ｉｃ）で示されるペンタセン誘導体であって、

30
Ｒ３、Ｒ５ａ、Ｒ８ａ及びＲ１０の２つ以上がアリール基又はアリールアルキニル基であ
るか、Ｒ３、Ｒ５ａ、Ｒ８ａ及びＲ１０の１つ以上がアリールアルケニル基であるか、又
は、Ｒ３、Ｒ５ａ、Ｒ８ａ及びＲ１０が全てアルコキシ基又はアリールオキシ基である場
合、
（ｄ

）下記式（Ｉｄ）で示されるペンタセン誘導体であって、

40

Ｒ４及びＲ９が水素原子、炭化水素基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ハロゲン原子
又は水酸基である場合。
また、本発明の一側面において、ｎが１である場合に、Ａ１及びＡ２が置換基を有してい
てもよいＣ２〜Ｃ４０アルコキシカルボニル基であり、かつ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４及びＲ９
が置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０アルキル基又は置換基を有していてもよいＣ６
〜Ｃ１８アリール基であってもよく、また、ｎが１である場合に、Ａ１、Ａ２、Ｒ１、Ｒ
２

、Ｒ４及びＲ９が置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０アルキル基又は置換基を有し

ていてもよいＣ６〜Ｃ１８アリール基であってもよく、また、ｎが１である場合に、Ａ１
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及びＡ２がハロゲン原子であり、かつ、Ｒ３、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８及びＲ１０が置換
基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０アルキル基又は置換基を有していてもよいＣ６〜Ｃ１
８アリール基であってもよい。

また、本発明の一側面において、前記ポリアセン誘導体が、上記式（Ｉａ）で示されるペ
ンタセン誘導体である場合に、Ａ１及びＡ２が置換基を有していてもよいＣ２〜Ｃ４０ア
ルコキシカルボニル基であり、かつ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ｂ、
Ｒ９が置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０アルキル基又は置換基を有していてもよい
Ｃ６〜Ｃ１８アリール基であってもよく、また、前記ポリアセン誘導体が、上記式（Ｉａ
）で示されるペンタセン誘導体である場合に、Ａ１、Ａ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、Ｒ５ｂ、
Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ｂ、Ｒ９が置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０アルキル基又は置換

10

基を有していてもよいＣ６〜Ｃ１８アリール基であってもよく、また、前記ポリアセン誘
導体が、上記式（Ｉａ）で示されるペンタセン誘導体である場合に、Ａ１及びＡ２がハロ
ゲン原子であり、かつ、Ｒ３、Ｒ５ａ、Ｒ８ａ及びＲ１０が置換基を有していてもよいＣ
１〜Ｃ４０アルキル基又は置換基を有していてもよいＣ６〜Ｃ１８アリール基であっても

よい。
本発明の他の側面では、上記何れかに記載のポリアセン誘導体、又は、上記何れかに記載
の製造方法で得られたポリアセン誘導体を含む導電材料が提供される。
本発明の他の側面では、上記何れかに記載のポリアセン誘導体、又は、上記何れかに記載
の製造方法で得られたポリアセン誘導体と、その他の合成有機ポリマーとを含有する樹脂
20

組成物が提供される。
発明の好ましい実施の形態
本発明の一側面では、下記式（Ｉ）で示されることを特徴とするポリアセン誘導体が提供
される。

30
１

（式中、Ｒ
１

ｎ、Ａ

２

、Ｒ

、Ｒ

３

、Ｒ

４

５

、Ｒ

６

、Ｒ

、Ｒ

７

、Ｒ

８

、Ｒ

９

１０

及びＲ

、並びに、

及びＡ

２

は、上記の意味を有する。）

本明細書では、Ｃ１〜Ｃ４０炭化水素基は、飽和若しくは不飽和の非環式であってもよい
し、飽和若しくは不飽和の環式であってもよい。Ｃ１〜Ｃ４０炭化水素基が非環式の場合
には、線状でもよいし、枝分かれでもよい。Ｃ１〜Ｃ４０炭化水素基には、Ｃ１〜Ｃ４０
アルキル基、Ｃ２〜Ｃ４０アルケニル基、Ｃ２〜Ｃ４０アルキニル基、Ｃ３〜Ｃ４０アリ
ル基、Ｃ４〜Ｃ４０アルキルジエニル基、Ｃ４〜Ｃ４０ポリエニル基、Ｃ６〜Ｃ１８アリ
ール基、Ｃ６〜Ｃ４０アルキルアリール基、Ｃ６〜Ｃ４０アリールアルキル基、Ｃ４〜Ｃ
４０シクロアルキル基、Ｃ４〜Ｃ４０シクロアルケニル基などが含まれる。

Ｃ１〜Ｃ４０アルキル基、Ｃ２〜Ｃ４０アルケニル基、Ｃ２〜Ｃ４０アルキニル基、Ｃ３

40

〜Ｃ４０アリル基、Ｃ４〜Ｃ４０アルキルジエニル基、及び、Ｃ４〜Ｃ４０ポリエニル基
は、それぞれ、Ｃ１〜Ｃ２０アルキル基、Ｃ２〜Ｃ２０アルケニル基、Ｃ２〜Ｃ２０アル
キニル基、Ｃ３〜Ｃ２０アリル基、Ｃ４〜Ｃ２０アルキルジエニル基、及び、Ｃ４〜Ｃ２
０ポリエニル基であることが好ましく、Ｃ１〜Ｃ１０アルキル基、Ｃ２〜Ｃ１０アルケニ

ル基、Ｃ２〜Ｃ１０アルキニル基、Ｃ３〜Ｃ１０アリル基、Ｃ４〜Ｃ１０アルキルジエニ
ル基、及び、Ｃ４〜Ｃ１０ポリエニル基であることがさらに好ましい。
本発明の実施において有用な、置換基を有していてもよいアルキル基の例には、制限する
わけではないが、メチル、エチル、プロピル、ｎ−ブチル、ｔ−ブチル、ドデカニル、ト
リフルオロメチル、ペルフルオロ−ｎ−ブチル、２，２，２−トリフルオロエチル、ベン
ジル、２−フェノキシエチル等がある。
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本発明の実施において有用なアリール基の例には、制限するわけではないが、フェニル、
２−トリル、３−トリル、４−トリル、ナフチル、ビフェニル、４−フェノキシフェニル
、４−フルオロフェニル、３−カルボメトキシフェニル、４−カルボメトキシフェニル等
がある。
本発明の実施において有用な、置換基を有していてもよいアルコキシ基の例には、制限す
るわけではないが、メトキシ、エトキシ、２−メトキシエトキシ、ｔ−ブトキシ等がある
。
本発明の実施において有用な、置換基を有していてもよいアリールオキシ基の例には、制
限するわけではないが、フェノキシ、ナフトキシ、フェニルフェノキシ、４−メチルフェ
ノキシ等がある。

10

本発明の実施において有用な、置換基を有していてもよいアミノ基の例には、制限するわ
けではないが、アミノ、ジメチルアミノ、メチルアミノ、メチルフェニルアミノ、フェニ
ルアミノ等がある。
置換基を有していてもよいシリル基としては、式−Ｓｉ（Ｒ１２）（Ｒ１３）（Ｒ１４）
で示される基（式中、Ｒ１２、Ｒ１３及びＲ１４は、それぞれ、互いに独立し、同一又は
異なって、ハロゲン原子で置換されていてもよいＣ１〜Ｃ４０アルキル基；ハロゲン原子
で置換されていてもよいＣ６〜Ｃ４０アリールアルキル基；ハロゲン原子で置換されてい
てもよいＣ１〜Ｃ４０アルコキシ基；ハロゲン原子で置換されていてもよいＣ６〜Ｃ４０
アリールアルキルオキシ基である。）を挙げることができる。
本発明の実施において有用な、置換基を有していてもよいシリル基の例には、制限される

20

わけではないが、トリメチルシリル、トリエチルシリル、トリメトキシシリル、トリエト
キシシリル、ジフェニルメチルシリル、トリフェニルシリル、トリフェノキシシリル、ジ
メチルメトキシシリル、ジメチルフェノキシシリル、メチルメトキシフェニル等がある。
Ｃ１〜Ｃ４０炭化水素基、Ｃ１〜Ｃ４０アルコキシ基、Ｃ６〜Ｃ４０アリールオキシ基、
アミノ基、シリル基などには、置換基が導入されていてもよく、この置換基としては、例
えば、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基などが挙げられる。
ハロゲン原子には、フッ素原子、塩素原子、臭素原子及びヨウ素原子が含まれる。Ｃ１〜
Ｃ４０炭化水素基、Ｃ１〜Ｃ４０アルコキシ基、Ｃ６〜Ｃ４０アリールオキシ基などの水
素原子が、フッ素原子で置換されている場合には、ポリアセン誘導体の溶解度が増大する
ので好ましい。
６

30

Ｒ

７

及びＲ

は、互いに架橋してＣ４〜Ｃ４０飽和又は不飽和環を形成してもよい。不飽

和環は、ベンゼン環等の芳香族環であってもよい。Ｒ６及びＲ７が互いに架橋して形成す
る環は、４員環〜１６員環であることが好ましく、４員環〜１２員環であることが更に好
ましい。この環は、芳香族環あってもよいし、脂肪族環であってもよい。この環には、Ｃ
１〜Ｃ２０炭化水素基、Ｃ１〜Ｃ２０アルコキシ基、Ｃ６〜Ｃ２０アリールオキシ基、ア

ミノ基、水酸基又はシリル基などの置換基が導入されていてもよい。
前記飽和又は不飽和環は、酸素原子、硫黄原子、又は式−Ｎ（Ｒ１１）−で示される基（
式中、Ｒ１１は水素原子又は炭化水素基である。）で中断されていてもよい。Ｒ１１は水
素原子又はＣ１〜Ｃ６アルキル基であることが好ましく、水素原子又はＣ１〜Ｃ４アルキ
ル基であることがさらに好ましい。
１

Ａ

40

及びＡ

２

は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、水素原子；ハロゲン原

子；置換基を有していてもよいＣ１〜Ｃ４０炭化水素基；置換基を有していてもよいＣ１
〜Ｃ４０アルコキシ基；置換基を有していてもよいＣ６〜Ｃ４０アリールオキシ基；置換
基を有していてもよいＣ７〜Ｃ４０アルキルアリールオキシ基；置換基を有していてもよ
いＣ２〜Ｃ４０アルコキシカルボニル基；置換基を有していてもよいＣ７〜Ｃ４０アリー
ルオキシカルボニル基；シアノ基（−ＣＮ）；カルバモイル基（−Ｃ（＝Ｏ）ＮＨ２）；
ハロホルミル基（−Ｃ（＝Ｏ）−Ｘ、式中、Ｘはハロゲン原子を示す。）；ホルミル基（
−Ｃ（＝Ｏ）−Ｈ）、イソシアノ基、イソシアナト基、チオシアナト基又はチオイソシア
ナト基である。
シアノ基（−ＣＮ）；カルバモイル基（−Ｃ（＝Ｏ）ＮＨ２）；ハロホルミル基（−Ｃ（
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＝Ｏ）−Ｘ、式中、Ｘはハロゲン原子を示す。）；ホルミル基（−Ｃ（＝Ｏ）−Ｈ）、イ
ソシアノ基、イソシアナト基、チオシアナト基又はチオイソシアナト基は、たとえば、ア
ルコキシカルボニル基から通常の有機化学の手法により変換することができる。また、カ
ルバモイル基（−Ｃ（＝Ｏ）ＮＨ２）、ハロホルミル基（−Ｃ（＝Ｏ）−Ｘ、式中、Ｘは
ハロゲン原子を示す。）、ホルミル基（−Ｃ（＝Ｏ）−Ｈ）などは、シアノ基、アルコキ
シカルボニル基と互いに変換することができる。
Ａ１及びＡ２は、互いに架橋して、式−Ｃ（＝Ｏ）−Ｂ−Ｃ（＝Ｏ）−で示される環を形
成してもよい（式中、Ｂは、酸素原子又は式−Ｎ（Ｂ１）−で示される基（式中、Ｂ１は
、水素原子、Ｃ１〜Ｃ４０炭化水素基、又は、ハロゲン原子でる。）。たとえば、Ａ１及
びＡ２が、アルコキシカルボニル基である場合には、通常の有機化学の手法により、カル

10

ボキシ基に変換することができる。そして、隣接するカルボキシル基は、脱水することに
より、無水カルボン酸、即ち、式−Ｃ（＝Ｏ）−Ｏ−Ｃ（＝Ｏ）−で示される環に変換す
ることができる。同様にして、無水カルボン酸は、通常の有機化学の手法により、イミド
、式−Ｃ（＝Ｏ）−Ｎ（Ｂ１）−Ｃ（＝Ｏ）−で示される環（Ｂ１は上記の意味を有する
。）に変換することができる。
ｎは、１以上の整数である。ｎが１及び２の場合には、それぞれ、４環式及び、５環式、
即ち、ナフタセン誘導体、及び、ペンタセン等誘導体となる。
従来は、縮合多環芳香族化合物中の芳香族環の数が増大するにつれて、溶解度が減少する
傾向にあった。しかし、本発明では、縮合多環芳香族化合物中の芳香族環の数が増大して
も、適切な様々な置換基を導入することにより、溶解度を維持することができる。従って

20

、ｎは１〜２に限られることなく、３以上の整数であってもよいし、４以上の整数であっ
てもよいし、５以上の整数であってもよい。たとえば、ベンゼン環が７つ縮合したポリア
セン誘導体（ｎが４に相当する。）が得られている。
ｎは、２００以下であってもよく、１００以下であってもよく、８０以下であってもよく
、５０以下であってもよく、３０以下であってもよく、２０以下であってもよく、１５以
下であってもよく、１０以下であってもよい。下記に説明する製造方法を適用することに
より、ｎの数は２つずつ増加していくので、このスキームを繰り返せばよいからである。
そして、上述したように、置換基を適切に導入することにより、ｎの数が増大しても溶解
度は維持することができるので、ｎの数を増加させていくことができる。
本発明において、物の発明としては、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８
９

、Ｒ

１０

、Ｒ

１

、Ａ

30

２

及びＡ

が全て水素原子である化合物を対象としていない。このよ

うな化合物の中には、石炭等から分離可能な化合物も含まれており、公知だからである。
しかし、このような化合物を合成する方法は、本発明に含まれる。
本発明において、上記式（Ｉ）中、ｎが１である場合には、物の発明としては、少なくと
もＲ１、Ｒ２、Ｒ４及びＲ９が水素原子以外の基であるか、又は少なくともＲ３、Ｒ５、
Ｒ８及びＲ１０が水素原子以外の基であるものを対象としており、以下の（ａ）、（ｂ）
、（ｃ）及び（ｄ）の場合は対象としていない。
（ａ）Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２
が全てメチル基である場合、
（ｂ）Ｒ３、Ｒ４、Ｒ９及びＲ１０が全て置換基を有していてもよいアリール基である場

40

合、
（ｃ）Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４及びＲ９が全てアルコキシ基又はアリールオキシ基であり、かつ
、Ｒ３、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２が全て水素原子である場合、
（ｄ）Ｒ３、Ｒ５、Ｒ８及びＲ１０が全てアルコキシ基又はアリールオキシ基であり、か
つ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ９、Ａ１及びＡ２が全て水素原子である場合。
もっとも、このような化合物を合成する方法は、本発明に含まれる。
本発明において、物の発明としては、上記式（Ｉ）中、ｎが２であって、以下の（ａ
、（ｂ

）、（ｃ

）及び（ｄ

）

）の場合は対象としていない。しかし、このような化合

物を合成する方法は、本発明に含まれる。
（ａ

）下記式（Ｉａ）で示されるペンタセン誘導体であって、
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Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９、Ｒ１０
、Ａ１及びＡ２が全てメチル基である、又は、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ
、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９及びＲ１０が全て水素原子であり、かつ、Ｒ６、Ｒ７、Ａ１及び
Ａ２の１つ以上がアリール基である、又は、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、
６

Ｒ

７

、Ｒ

８ａ

、Ｒ

、Ｒ

８ｂ

、Ｒ

９

１０

、Ｒ

１

、Ａ

10

２

及びＡ

の１つ以上がジアリールアミ

ン基である場合、
（ｂ

）下記式（Ｉｂ）で示されるペンタセン誘導体であって、

Ｒ１、Ｒ２、Ｒ５ｂ及びＲ８ｂが全てアルコキシ基又はアリールオキシ基である場合、
（ｃ

20

）下記式（Ｉｃ）で示されるペンタセン誘導体であって、

Ｒ３、Ｒ５ａ、Ｒ８ａ及びＲ１０の２つ以上がアリール基又はアリールアルキニル基であ
るか、Ｒ３、Ｒ５ａ、Ｒ８ａ及びＲ１０の１つ以上がアリールアルケニル基であるか、又
は、Ｒ３、Ｒ５ａ、Ｒ８ａ及びＲ１０が全てアルコキシ基又はアリールオキシ基である場

30

合、
（ｄ

）下記式（Ｉｄ）で示されるペンタセン誘導体であって、

Ｒ４及びＲ９が水素原子、炭化水素基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ハロゲン原子
40

又は水酸基である場合。
１

式（Ｉ）で示されるポリアセン誘導体は、Ｒ

、Ｒ

２

、Ｒ

３

、Ｒ

４

、Ｒ

５

、Ｒ

６

、Ｒ

７

、

Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２の５つ以上が水素原子以外の基であることが好ましく
、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２の６
つ以上が水素原子以外の基であることが更に好ましく、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、
Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２の８つ以上が水素原子以外の基であるこ
とが更になお好ましく、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１
０

、Ａ１及びＡ２の１０以上が水素原子以外の基であることが更になお好ましい。リチウ

ム化剤及び脱リチウム試薬の組合せで脱水素化をする場合には、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４
、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２中に水素原子が多く含まれるに
つれて、収率が低下する場合があるからである。
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式（Ｉ）で示されるポリアセン誘導体が、下記式（Ｉａ）で示されるペンタセン誘導体で
ある場合、

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９
、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２は、上記の意味を有する。）Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、
５ｂ

Ｒ

６

、Ｒ

７

、Ｒ

８ａ

、Ｒ

８ｂ

、Ｒ

９

３

４

５ａ

子以外の基であることが好ましく、Ｒ

、Ｒ

２

２

、Ｒ

１

１

１０

、Ｒ

、Ａ

、Ｒ

、Ｒ

及びＡ

、Ｒ

10

の５つ以上が水素原

、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ

７

、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２の６つ以上が水素原子以外の基である

ことが更に好ましく、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ａ、
Ｒ８ｂ、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２の７つ以上が水素原子以外の基であることが更にな
お好ましく、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、
Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１及びＡ２の８つ以上が水素原子以外の基であることが更になお好まし
く、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９、Ｒ
１０

、Ａ１及びＡ２の９つ以上が水素原子以外の基であることが更になお好ましく、Ｒ１

２

、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ａ、Ｒ８ｂ、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ

、Ｒ
１

20

２

及びＡ

の１０以上が水素原子以外の基であることが更になお好ましい。

本発明の一実施形態では、Ｒ１及びＲ２、Ｒ３及びＲ１０、Ｒ４及びＲ９、Ｒ５及びＲ８
、Ｒ６及びＲ７、並びに、Ａ１及びＡ２のいずれかの組合せが同一の置換基であることが
好ましく、Ｒ１及びＲ２が同一の置換基であり、かつ、Ｒ３及びＲ１０が同一の置換基で
あり、かつ、Ｒ４及びＲ９が同一の置換基であり、かつ、Ｒ５及びＲ８が同一の置換基で
あり、かつ、Ｒ６及びＲ７が同一の置換基であり、かつ、Ａ１及びＡ２が同一の置換基で
あることが更に好ましい。かかるポリアセン誘導体の合成が容易であり、収率が向上する
からである。
同様の理由から、本発明の一側面において、前記ポリアセン誘導体が、上記式（Ｉａ）で
示されるペンタセン誘導体である場合は、Ｒ１及びＲ２、Ｒ３及びＲ１０、Ｒ４及びＲ９
５ａ

、Ｒ

８ａ

及びＲ

５ｂ

、Ｒ

及びＲ

８ｂ

、Ｒ

６

７

及びＲ

１

、並びに、Ａ

１

かの組合せが同一の置換基であることが好ましく、Ｒ
３

かつ、Ｒ

１０

及びＲ

のいずれ

が同一の置換基であり、

４

及びＲ

が同一の置換基であり、かつ、Ｒ

８ａ

及びＲ

及びＡ

２

５ａ

、かつ、Ｒ

30

２

及びＲ９が同一の置換基であり

が同一の置換基であり、かつ、Ｒ５ｂ及びＲ８ｂが同一の置換

基であり、かつ、Ｒ６及びＲ７が同一の置換基であり、かつ、Ａ１及びＡ２が同一の置換
基であることが更に好ましい。かかるポリアセン誘導体の合成が容易であり、収率が向上
するからである。
あるいは、ポリアセン誘導体の合成が容易になり、収率が向上する観点から、それぞれ、
Ｒ１及びＲ２が同一の置換基であることが好ましく、Ｒ３及びＲ１０が同一の置換基であ
ることが好ましく、Ｒ４及びＲ９が同一の置換基であることが好ましく、Ｒ５及びＲ８（

40

前記ポリアセン誘導体が、上記式（Ｉａ）で示されるペンタセン誘導体である場合は、Ｒ
５ａ

及びＲ８ａ、又は、Ｒ５ｂ及びＲ８ｂ）が同一の置換基であることが好ましく、Ｒ６

及びＲ７が同一の置換基であることが好ましく、また、Ａ１及びＡ２が同一の置換基であ
ることが好ましい。
本発明の一実施形態では、ｎが１である場合に、Ａ１及びＡ２がアルコキシカルボニル基
であり、かつ、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４及びＲ９がアルキル基又はアリール基であってもよい。
また、ｎが１である場合に、Ａ１、Ａ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４及びＲ９がアルキル基又はア
リール基であってもよい。また、ｎが１である場合に、Ａ１及びＡ２がハロゲン原子であ
り、かつ、Ｒ３、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８及びＲ１０がアルキル基又はアリール基であっ
てもよい。
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また、本発明の一実施形態では、前記ポリアセン誘導体が、上記式（Ｉａ）で示されるペ
ンタセン誘導体である場合に、Ａ１及びＡ２がアルコキシカルボニル基であり、かつ、Ｒ
１

、Ｒ２、Ｒ４、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ｂ、Ｒ９がアルキル基又はアリール基であっ

てもよい。また、前記ポリアセン誘導体が、上記式（Ｉａ）で示されるペンタセン誘導体
である場合に、Ａ１、Ａ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８ｂ、Ｒ９がア
ルキル基又はアリール基であってもよい。また、前記ポリアセン誘導体が、上記式（Ｉａ
）で示されるペンタセン誘導体である場合に、Ａ１及びＡ２がハロゲン原子であり、かつ
、Ｒ３、Ｒ５ａ、Ｒ８ａ及びＲ１０がアルキル基又はアリール基であってもよい。
本発明の一側面では、下記式（ＩＩ）で示される炭化水素縮合環が脱水素試薬の存在下、
芳香族化することにより、上記式（Ｉ）で示されるポリアセン誘導体の製造方法が提供さ

10

れる。

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１、Ａ２
、及びｎは上記の意味を有する。

20

下記式に示される結合は、単結合又は２重結合を示す。
）
上記式（ＩＩ）で示される炭化水素縮合環には、たとえば、結合の種類によって、下記式
（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）及び（ＩＩｃ）で示される炭化水素縮合環が含まれる。

30

40

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ５ａ、Ｒ５ｂ、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ８ａ、
Ｒ８ｂ、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１、Ａ２、及びｎは上記の意味を有する。）
ｎが奇数であり、上記式（ＩＩ）で示される炭化水素縮合環が上記式（ＩＩｂ）で示され
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る炭化水素縮合環である場合、ｋは、（ｎ＋１）／２で示される整数であり、ｎが偶数で
あり、上記式（ＩＩ）で示される炭化水素縮合環が上記式（ＩＩｃ）で示される炭化水素
縮合環である場合、ｍは、ｎ／２で示される整数である。
式（ＩＩａ）で示される炭化水素縮合環の場合には、一つの環が芳香族化されることにな
る。一方、式（ＩＩｂ）及び式（ＩＩｃ）で示される炭化水素縮合環の場合には、２以上
の環が芳香族化されることになる。
もっとも、上記式（ＩＩ）で示される炭化水素縮合環には、繰り返し単位中の環が、芳香
族環である場合と、芳香族環でない場合がランダムに繰り返される場合も含まれる。
本発明の一実施態様では、脱水素試薬がリチウム化剤と脱リチウム試薬との組合せであり
、まず、前記炭化水素縮合環にリチウム化剤を添加し、ついで、脱リチウム試薬を添加す

10

ることが好ましい。
このスキームについて、下記式（ＩＩａ）、（ＩＩｂ）及び（ＩＩｃ）で示される炭化水
素縮合環の場合で例示する。

20

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１、Ａ２
、及びｎは上記の意味を有する。Ｄ１は、Ｃ１〜Ｃ６アルキル基等の求核基を意味する。
２

Ｄ

30

は、Ｃ１〜Ｃ６アルキル基等のＣ１〜Ｃ２０炭化水素基を意味する。Ｚ

１

は、ハロゲ

ン原子等の脱離基を意味する。）
この際、ポリアセン誘導体の合成が容易になる観点から、式（ＩＩａ）中、Ｒ３、Ｒ１０
は、水素原子であることが好ましい。

40

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１、Ａ２
、及びｋは上記の意味を有する。Ｄ１は、Ｃ１〜Ｃ６アルキル基等の求核基を意味する。
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Ｄ２は、Ｃ１〜Ｃ６アルキル基等のＣ１〜Ｃ２０炭化水素基を意味する。Ｚ１は、ハロゲ
ン原子等の脱離基を意味する。）
この際、ポリアセン誘導体の合成が容易になる観点から、式（ＩＩｂ）中、Ｒ３、Ｒ５、
Ｒ８、Ｒ１０は、水素原子であることが好ましい。

10

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１、Ａ２
、及びｍは上記の意味を有する。Ｄ１は、Ｃ１〜Ｃ６アルキル基等の求核基を意味する。
２

Ｄ

20

１

は、Ｃ１〜Ｃ６アルキル基等のＣ１〜Ｃ２０炭化水素基を意味する。Ｚ

は、ハロゲ

ン原子等の脱離基を意味する。）
この際、ポリアセン誘導体の合成が容易になる観点から、式（ＩＩｃ）中、Ｒ３、Ｒ５ａ
、Ｒ８ａ、Ｒ１０は、水素原子であることが好ましい。
上記スキームでは、Ｌｉ−Ｄ１で示されるリチウム化剤（ＩＶ）が作用する炭素原子を明
確にするという説明の便宜上、式（ＩＩａ），式（ＩＩｂ）又は式（ＩＩｃ）で示される
炭化水素縮合環が用いられている。脱水素試薬がリチウム化剤と脱リチウム試薬との組合
せが、上記式（ＩＩ）で示される炭化水素縮合環に広く適用することができることはいう
までもない。
式（ＩＩａ）、式（ＩＩｂ）及び式（ＩＩｃ）で示される炭化水素縮合環にリチウム化剤

30

（ＩＶ）を反応させ、それぞれ、式（Ｖａ）、（Ｖｂ）及び（Ｖｃ）で示されるリチウム
化された炭化水素縮合環が得られる。リチウム化剤としては、アルキルリチウム、アリー
ルリチウムのようなＣ１〜Ｃ２０炭化水素リチウムが好ましい。たとえば、ブチルリチウ
ム等のＣ１〜Ｃ６アルキルリチウム、フェニルリチウムのようなＣ６〜Ｃ２０アリールリ
チウムが好適に用いられる。
リチウム化剤（ＩＶ）とともに、リチウム化剤の活性化剤を共存させることが好ましい。
活性化剤としては、３級アミンが好ましく、たとえば、Ｎ，Ｎ，Ｎ
ルエチレンジアミン（ＴＭＥＤＡ）のようなＮ，Ｎ，Ｎ

、Ｎ

、Ｎ

−テトラメチ

−テトラアルキルアルキ

レンジアミンが用いられる。アルキルリチウムは、溶液中では、四量体のようなオリゴマ
ーとして存在していると思われる。そして、３級アミンが共存するときには、アミンの窒

40

素原子がアルキルリチウムのリチウム原子に配意し、オリゴマー構造を壊すと思われる。
これにより、アルキルリチウムのリチウム原子が溶液中に晒され、反応性が向上すると思
われる。
溶媒としては、有機溶媒が好ましく、特に、無極性有機溶媒が用いられる。たとえば、ヘ
キサン等のアルカン、ベンゼン等の芳香族化合物が好ましい。
反応温度としては、０℃〜２００℃が好ましく、２０℃〜１００℃がさらに好ましく、３
０℃〜８０℃が更になお好ましい。
式（Ｖａ）、（Ｖｂ）及び（Ｖｃ）で示される炭化水素縮合環に脱リチウム試薬（ＶＩ）
を反応させ、これにより、それぞれ、式（ＶＩＩａ）、（ＶＩＩｂ）及び（ＶＩＩｃ）で
示される中間体が生成すると推定され、この中間体が分解し、式（Ｉ）、（Ｉｂ）又は（
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Ｉｃ）で示されるポリアセン誘導体が得られる。
脱リチウム試薬（ＶＩ）としては、たとえば、ハロゲン化アルキルを好適に用いることが
できる。ハロゲン化アルキルとしては、たとえば、ヨウ化メチル、臭化エチル等の炭素原
子が６個以下のハロゲン化アルキルが好ましい。
この反応では、リチウム化剤（ＩＶ）及び脱リチウム試薬（ＶＩ）として、炭素数の少な
いものを用いた場合には、たとえば、リチウム化剤（ＩＶ）及び脱リチウム試薬（ＶＩ）
として、ブチルリチウム及びヨウ化メチルを用いた場合には、ヨウ化リチウム及びヘキサ
ンが脱離することになる。ヘキサンは溶媒を除去するときに同時に除去できる。ヨウ化リ
チウムについては、得られた反応混合物を水で洗浄することにより、除去できる。従って
、リチウム化剤と脱リチウム試薬との組合せは、反応混合物の精製がきわめて容易であり

10

、好ましい。
式（ＩＩａ）で示される炭化水素縮合環から式（Ｉ）で示されるポリアセン誘導体までの
収率は、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１、及び
Ａ２に水素原子が多く導入されている場合には、たとえば、これらのうち、８以上が水素
原子である場合には、５０％ぐらいである。一方、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６
、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ａ１、及びＡ２の６以上、特に８以上に水素原子以外の基
が導入されている場合には、収率が向上する傾向にある。たとえば、収率は９０％以上に
なることもあり、９５％以上になることもある。
本発明の他の実施態様では、前記脱水素試薬が、下記式（ＩＩＩ）で示される化合物であ
ることが好ましい。

20

（式中、Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、及び、Ｘ４は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なっ
て、ハロゲン原子又はシアノ基である。）
上記式（ＩＩＩ）で示されるキノンは、上記式（ＩＩ）で示される化合物と反応して、１
，４−ジヒドロキシ−シクロヘキサン誘導体に変換する。

30

上記式（ＩＩＩ）で示されるキノンの場合には、ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素
原子又はヨウ素原子が好ましく、塩素原子又は臭素原子がさらに好ましく、塩素原子がさ
らになお好ましい。
たとえば、Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、及び、Ｘ４が全て塩素原子であってもよい。即ち、クロラ
ニルであってもよい。あるいは、Ｘ１及びＸ２がシアノ基であり、Ｘ３及びＸ４が塩素原
子であってもよい。即ち、２，３−ジクロロ−５，６−ジシアノキノンであってもよい。
Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、及び、Ｘ４が全てシアノ基であってもよい。即ち、２，３，５，６−
テトラシアノキノンであってもよい。
上記式（ＩＩＩ）で示されるキノンを用いた場合には、上記式（ＩＩＩ）で示されるキノ
ンが更に生成物のポリアセン誘導体とＤｉｅｌｓ−Ａｌｄｅｒ反応をして、副生成物を生

40

じる場合がある。所望より、カラムクロマトグラフィー等により、副生成物を除去する。
上記式（ＩＩＩ）で示されるキノンは、このような副生成物の生成を防止するために、上
記式（ＩＩ）で示される化合物の０．９当量〜１．２当量用いることが好ましく、０．９
当量〜１．１５当量用いることが更に好ましく、０．９５当量〜１．０５当量用いること
が更になお好ましい。
溶媒としては、有機溶媒が好ましく、特に、ベンゼン等の芳香族化合物が好ましい。
反応温度としては、−８０℃〜２００℃が好ましく、０℃〜１００℃がさらに好ましく、
１０℃〜８０℃が更になお好ましい。所望により、光を遮断して反応を進行させてもよい
。
本発明の他の実施態様では、前記脱水素試薬が、パラジウムを含むことが好ましい。たと
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えば、活性炭のような炭素に担持されたパラジウム、いわゆるパラジウムカーボンとして
市販されているものを好適に用いることができる。Ｐｄ／Ｃは、脱水素化に広く用いられ
ている触媒であり、本発明でも従来と同様に用いることができる。反応温度は、たとえば
、２００℃〜５００℃である。もっとも、反応温度は、出発物質等の様々な条件に依存し
て、適宜、設定すればよい。
炭化水素縮合環は、たとえば、下記のようなスキームで得ることができる。

10

20
（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、及びｎは、上記の意味を有
する。Ａ１ａ及びＡ２ａは、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、ハロゲン原
子を含む置換基を有していてもよいＣ６〜Ｃ４０アルコキシカルボニル基又はハロゲン原
子を含む置換基を有していてもよいＣ６〜Ｃ４０アリールオキシカルボニル基である。Ｘ
はハロゲン原子等の脱離基である。
下記式に示される結合は、単結合又は２重結合を示す。
Ｍは、周期表の第３族〜第５族又はランタニド系列の金属を示し；
Ｌ１及びＬ２は、互いに独立し、同一又は異なって、アニオン性配位子を示し、ただし、
Ｌ１及びＬ２は、架橋されていてもよく；
１

Ｙ

30

及びＹ

２

は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、脱離基である。）

40

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、ｎ、Ａ１ａ及びＡ２ａは、
上記の意味を有する。
下記式に示される結合は、単結合又は２重結合を示す。）
まず、ジエステル（ＶＩＩＩ）を還元剤により、還元し、ジオール（ＩＸ）を得る。還元
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剤としては、水素化リチウムアルミニウムを用いることができる。溶媒としては、有機溶
媒を用いることが好ましく、極性有機溶媒を用いても良い。たとえば、ジエチルエーテル
、ＴＨＦのようなエーテルを用いることができる。
反応温度は、−８０℃〜２００℃が好ましく、−５０℃〜１００℃が更に好ましく、−２
０℃〜８０℃が更に好ましい。還元剤を添加した後に、水、弱酸等を添加して反応を終了
させてもよい。
所望により、ジエステル（ＶＩＩＩ）を酸性又はアルカリ性下、水和して、ジカルボン酸
に変換し、ジカルボン酸をジケトンに還元し、次いで、ジケトンをジオールに還元しても
よい。
次いで、ジオール（ＩＸ）に三臭素化リン等の三ハロゲン化リン、又は、ＳＯＣｌ２等を

10

作用させ、ジハロゲン（Ｘ）に変換する。溶媒としては、有機溶媒を用いることが好まし
く、極性有機溶媒を用いても良い。たとえば、ＴＨＦのようなエーテルを用いることがで
きる。反応温度は、−８０℃〜２００℃が好ましく、−５０℃〜１００℃が更に好ましく
、−２０℃〜８０℃が更になお好ましい。
次いで、ジハロゲン（Ｘ）にアルキニルリチウムを作用させ、ジアルキン（ＸＩ）を得る
。このカップリング反応には、Ｎ，Ｎ

−ジメチルプロピレンウレア、ヘキサメチルホス

ホアミド等の安定化剤を共存させることが好ましい。溶媒としては、有機溶媒を用いるこ
とが好ましく、極性有機溶媒を用いることが好ましい。たとえば、ＴＨＦのようなエーテ
ルを用いることができる。反応温度は、−８０℃〜２００℃が好ましく、−５０℃〜１０
20

０℃が更に好ましく、−２０℃〜８０℃が更になお好ましい。
１

ジアルキン（ＸＩ）に、ビスシクロペンタジエニルジルコニウムジアルキルのようなＬ

Ｌ２ＭＹ１Ｙ２で示される有機金属化合物を作用させ、メタラシクロペンタジエン（ＸＩ
Ｉ）を生成させる。Ｌ１Ｌ２ＭＹ１Ｙ２で示される有機金属化合物からのメタラシクロペ
ンタジエンの生成については、例えば、Ｔ．Ｔａｋａｈａｓｈｉ

ｅｔ

ａｌ．Ｊ．Ｏｒ

ｇ．Ｃｈｅｍ．１９９５，６０，４４４４に記載されており、これと同一又は近似した条
件で反応が進行する。
溶媒は、脂肪族又は芳香族の溶媒が用いられ、好ましくは、極性溶媒が用いられる。エー
テル系溶媒、例えばテトラヒドロフラン又はジエチルエーテル；塩化メチレンのようなハ
ロゲン化炭化水素；ｏ−ジクロロベンゼンのようなハロゲン化芳香族炭化水素；Ｎ，Ｎ−
ジメチルホルムアミド等のアミド、ジメチルスルホキシド等のスルホキシドが用いられる

30

。あるいは、芳香族の溶媒として、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素を
用いてもよい。
反応は好ましくは−８０℃〜３００℃の温度範囲で行われ、特に好ましくは０℃〜１５０
℃の温度範囲で行われる。圧力は０．１バール〜２５００バールの範囲内で、好ましくは
０．５バール〜１０バールの範囲内である。反応は継続的に又はバッチ式で、一段階又は
それより多段階で、溶液中、懸濁液中、気相中又は超臨界媒体中で行える。
Ｍは、周期表の第３族〜第５族又はランタニド系列の金属を示す。Ｍとしては、周期表第
４族又はランタニド系列の金属が好ましく、周期表第４族の金属、即ち、チタン、ジルコ
ニウム及びハフニウムが更に好ましい。
Ｌ１及びＬ２は、互いに独立し、同一又は異なって、アニオン性配位子を示す。

40

５

前記アニオン性配位子が、非局在化環状η

−配位系配位子、Ｃ１〜Ｃ２０アルコキシ基

、Ｃ６〜Ｃ２０アリールオキシ基又はジアルキルアミド基であることが好ましい。
Ｌ１及びＬ２は、非局在化環状η５−配位系配位子であることが好ましい。非局在化環状
η５−配位系配位子の例は、無置換のシクロペンタジエニル基、及び置換シクロペンタジ
エニル基である。この置換シクロペンタジエニル基は例えば、メチルシクロペンタジエニ
ル、エチルシクロペンタジエニル、イソプロピルシクロペンタジエニル、ｎ−ブチルシク
ロペンタジエニル、ｔ−ブチルシクロペンタジエニル、ジメチルシクロペンタジエニル、
ジエチルシクロペンタジエニル、ジイソプロピルシクロペンタジエニル、ジ−ｔ−ブチル
シクロペンタジエニル、テトラメチルシクロペンタジエニル、インデニル基、２−メチル
インデニル基、２−メチル−４−フェニルインデニル基、テトラヒドロインデニル基、ベ
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ンゾインデニル基、フルオレニル基、ベンゾフルオレニル基、テトラヒドロフルオレニル
基及びオクタヒドロフルオレニル基である。
非局在化環状η５−配位系配位子は、非局在化環状π系の１個以上の原子がヘテロ原子に
置換されていてもよい。水素の他に、周期表第１４族の元素及び／又は周期表第１５、１
６及び１７族の元素のような１個以上のヘテロ原子を含むことができる。
非局在化環状η５−配位系配位子、例えば、シクロペンタジエニル基は、中心金属と、環
状であってもよい、一つの又は複数の架橋配位子により架橋されていてもよい。架橋配位
子としては、例えば、ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２、ＣＨ（Ｃ４Ｈ９）
Ｃ（ＣＨ３）２、Ｃ（ＣＨ３）２、（ＣＨ３）２Ｓｉ、（ＣＨ３）２Ｇｅ、（ＣＨ３）２
Ｓｎ、（Ｃ６Ｈ５）２Ｓｉ、（Ｃ６Ｈ５）（ＣＨ３）Ｓｉ、（Ｃ６Ｈ５）２Ｇｅ、（Ｃ６

10

Ｈ５）２Ｓｎ、（ＣＨ２）４Ｓｉ、ＣＨ２Ｓｉ（ＣＨ３）２、ｏ−Ｃ６Ｈ４又は２、２
−（Ｃ６Ｈ４）２が挙げられる。
２以上の非局在化環状η５−配位系配位子、例えば、シクロペンタジエニル基は、互いに
、環状であってもよい、一つの又は複数の架橋基により架橋されていてもよい。架橋基と
しては、例えば、ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２、ＣＨ（Ｃ４Ｈ９）Ｃ（
ＣＨ３）２、Ｃ（ＣＨ３）２、（ＣＨ３）２Ｓｉ、（ＣＨ３）２Ｇｅ、（ＣＨ３）２Ｓｎ
、（Ｃ６Ｈ５）２Ｓｉ、（Ｃ６Ｈ５）（ＣＨ３）Ｓｉ、（Ｃ６Ｈ５）２Ｇｅ、（Ｃ６Ｈ５
）２Ｓｎ、（ＣＨ２）４Ｓｉ、ＣＨ２Ｓｉ（ＣＨ３）２、ｏ−Ｃ６Ｈ４又は２、２

−（

Ｃ６Ｈ４）２が挙げられる。
メタラシクロペンタジエンは、二つ以上のメタラシクロペンタジエン部分（ｍｏｉｅｔｙ

20

）を有する化合物も含む。このような化合物は多核のメタロセンとして知られている。前
記多核メタロセンは、いかなる置換様式及びいかなる架橋形態を有していてもよい。前記
多核メタロセンの独立したメタロセン部分は、各々が同一種でも、異種でもよい。前記多
核メタロセンの例は、例えばＥＰ−Ａ−６３２０６３、特開平４−８０２１４号、特開平
４−８５３１０、ＥＰ−Ａ−６５４４７６に記載されている。
Ｙ１及びＹ２は、それぞれ、互いに独立し、同一または異なって、脱離基である。脱離基
としては、例えば、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉのようなハロゲン原子、ｎ−ブチル基等のＣ１−
Ｃ２０アルキル基、フェニル基等のＣ６−Ｃ２０アリール基等が含まれる。
上記反応は、好ましくは−１２０℃〜５０℃、更に好ましくは、−１２０℃〜０℃の温度
30

範囲で行われる。
次いで、本発明の一実施形態では、メタラシクロペンタジエン（ＸＩＩ）にアルキンを反
応させ、ベンゼン環を形成し、炭化水素縮合環（ＩＩｄ）を得る。典型的には、メタラシ
クロペンタジエン（ＸＩＩ）を単離することなく、反応混合物にアルキンを添加する。
ジルコナシクロペンタジエンのようなメタラシクロペンタジエンと、アルキンとを、Ｃｕ
Ｃｌの存在下で反応させ、ベンゼン環を形成することは、Ｔ．Ｔａｋａｈａｓｈｉ

ｅｔ

ａｌ．，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１９９８，１２０，１６７２−１６８０に記載
されている。これと同一又は近似する条件で反応を進行させることができる。
ＣｕＣｌに限られず、金属化合物を用いても良い。金属化合物が、周期表第４〜１５族の
金属化合物であることが好ましい。前記金属化合物が、ＣｕＣｌのような塩であってもい
40

し、有機金属錯体であってもよい。
塩としては、例えば、ＣｕＸ、ＮｉＸ２、ＰｄＸ２、ＺｎＸ２、ＣｒＸ２、ＣｒＸ３、Ｃ
ｏＸ２、若しくは、ＢｉＸ３（式中、Ｘは、塩素原子、臭素原子等のハロゲン原子を示す
。）のような金属塩が用いられる。
金属化合物は、有機金属錯体、特に、ニッケル錯体を用いてもよい。有機金属錯体として
は、周期表３〜１１族の中心金属、好ましくは周期表６〜１１族の中心金属に、ホスフィ
ン；ピリジン、ビピリジン等の芳香族アミン、ハロゲン原子等の配位子が配位しているも
のが好ましく用いられる。中心金属は、いわゆる４〜６配位であることが好ましく、周期
表１０族の金属が更に好ましい。ホスフィンとしては、トリフェニルホスフィン、メチル
ジフェニルホスフィン等、制限がない。有機金属錯体としては、例えば、ビス（トリフェ
ニルホスフィン）ジクロロニッケル、ジクロロ（２，２

−ビピリジン）ニッケル、Ｐｄ
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−ビピリジン）が挙げられる。ジルコナシクロペンタジエンのようなメ

タラシクロペンタジエンと、アルキンとを、ニッケルホスフィン錯体の存在下で反応させ
、ベンゼン環を形成することは、Ｔ．Ｔａｋａｈａｓｈｉ

ｅｔ．ａｌ．Ｊ．Ａｍ．Ｃｈ

ｅｍ．Ｓｏｃ．，Ｖｏｌ．１２１．，Ｎｏ．４８，１９９９，１１０９５に記載されてい
る。
反応は好ましくは−８０℃〜３００℃の温度範囲で行われ、特に好ましくは０℃〜１５０
℃の温度範囲で行われる。圧力は０．１バール〜２５００バールの範囲内で、好ましくは
０．５バール〜１０バールの範囲内である。反応は継続的に又はバッチ式で、一段階又は
それより多段階で、溶液中、懸濁液中、気相中又は超臨界媒体中で行える。
溶媒は、脂肪族又は芳香族の溶媒が用いられ、好ましくは、極性溶媒が用いられる。エー

10

テル系溶媒、例えばテトラヒドロフラン又はジエチルエーテル；塩化メチレンのようなハ
ロゲン化炭化水素；ｏ−ジクロロベンゼンのようなハロゲン化芳香族炭化水素；Ｎ，Ｎ−
ジメチルホルムアミド等のアミド、ジメチルスルホキシド等のスルホキシドが用いられる
。
反応は、金属化合物を溶媒中で安定化させるための安定化剤の存在下で行われることが好
ましい。特に、金属化合物が金属塩であり、かつ、溶媒が有機溶媒のときに、安定化剤が
、金属塩を有機溶媒中で安定化させる。安定化剤としては、Ｎ，Ｎ−ジメチルプロピレン
ウレア、ヘキサメチルホスホアミド等が挙げられる。
次いで、上述した芳香族化反応により、炭化水素縮合環（ＩＩｄ）を芳香族化し、ポリア
20

セン誘導体（Ｉｅ）を得る。
３

上述したスキームでは、Ｒ

１０

３

ることができる。Ｒ

及びＲ

が水素原子であるポリアセン誘導体（Ｉｅ）を得

１０

及びＲ

が水素原子以外の基であるポリアセン誘導体は、たとえ

ば、下記のスキームで得ることができる。

30

（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、ｎ、Ａ１ａ及びＡ２
ａ

は、上記の意味を有する。

下記式に示される結合は、単結合又は２重結合を示す。）

40

ジエステル（ＶＩＩＩａ）を水素化ジイソブチルアルミニウム等の還元剤でジアルデヒド
（ＶＩＩＩｂ）に還元する。たとえば、トルエン等の有機溶媒を用いて、−１００℃〜−
５０℃、好ましくは−７８℃で反応を進行させる。ジエステルと還元剤とは、正確に一当
量を用いることが好ましい。
あるいは、ジエステル（ＶＩＩＩａ）を酸性又は塩基性下、加水分解して、ジカルボン酸
を得る。そして、ジカルボン酸を還元剤により、ジアルデヒド（ＶＩＩＩｂ）にまで還元
してもよい。
次いで、ジアルデヒド（ＶＩＩＩｂ）にグリニアール試薬を作用させ、ジオール（ＩＸａ
）を生成させる。その後、ジオール（ＩＸａ）を上記と同様に反応させればよい。
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あるいは、本発明の一実施形態では、上記のメタラシクロペンタジエン（ＸＩＩ）に、１
，２−ジヨードベンゼンのようなオルトジハロゲノアレーン、又は、１，２，４，５−テ
トラハロゲノベンゼンのようなテトラハロゲノアレーンを反応させ、アレーン環を形成し
てもよい。
このカップリング反応では、典型的には、ＣｕＣｌのような金属化合物と、安定化剤の存
在下で行われる。金属化合物が、周期表第４〜１５族の金属化合物であることが好ましい
。前記金属化合物が、ＣｕＣｌのような塩であってもいし、有機金属錯体であってもよい
。塩としては、例えば、ＣｕＸ、ＮｉＸ２、ＰｄＸ２、ＺｎＸ２、ＣｒＸ２、ＣｒＸ３、
ＣｏＸ２、若しくは、ＢｉＸ３（式中、Ｘは、塩素原子、臭素原子等のハロゲン原子を示
す。）のような金属塩が用いられる。
安定化剤としては、Ｎ，Ｎ

10

−ジメチルプロピレンウレア、ヘキサメチルホスホアミド等

の安定化剤を共存させることが好ましい。溶媒としては、有機溶媒を用いることが好まし
く、極性有機溶媒を用いることが好ましい。たとえば、ＴＨＦのようなエーテルを用いる
ことができる。反応温度は、−８０℃〜２００℃が好ましく、−５０℃〜１００℃が更に
好ましく、−２０℃〜８０℃が更になお好ましい。
本発明の一側面では、導電材料が提供される。導電材料の形状には、制限がなく、薄膜で
あってもよい。導電材料には、ドーパントが含まれていてもよい。たとえば、電子受容性
分子を導入してもよい。この場合には、たとえば、真空蒸着法で薄膜を作製する場合、縮
合多環芳香族化合物とともに電子受容性分子を基板上に供給して薄膜のドーピングを行う
ことができる。またスパッタリングで薄膜作製を行う場合、縮合多環芳香族化合物と電子

20

受容性分子の２元ターゲットを用いてスパッタリングを行い、薄膜のドーピングを行うこ
とができる。以上のようにしてドーピングを行い導電材料の組成はドーピングの条件によ
って変化させることが可能である。ドーパントとしては、たとえば、ポリアセチレン、ポ
リピロール、ポリアリレンビニレン、ポリチエニレンビニレンなどの共役系高分子にドー
パントとして用いられる電子供与性分子または電子受容性分子を好ましく用いることがで
きる。
導電材料が薄膜の場合には、膜厚は利用する目的により５０オングストロームからミクロ
ンオーダーまで作製が可能である。必要に応じて、薄膜上にドーパントの拡散・飛散防止
、機械的強度増加のための保護層や他の材料の層を設けることができる。また、薄膜を応
用した機能材料として、本発明の薄膜と他の材料の薄膜の多層膜を用いることもできる。

30

導電材料の導電性は通常の方法である直流二端子法、直流四端子法により評価できる。こ
の電導度は使用する目的に応じてドーパントの種類、含量によって変化させることができ
る。本発明の導電材料の電導度は、たとえば、１０１５Ｓ／ｃｍ以上である。
本発明の他の側面では、上記のポリアセン誘導体と、その他の合成有機ポリマーとを含有
する樹脂組成物、例えば、ブレンドが提供される。例えば、１重量％〜９９重量％のポリ
アセン誘導体と、９９重量％〜１重量％の合成有機ポリマーとを含有する樹脂組成物が提
供される。また、１０重量％〜９０重量％のポリアセン誘導体と、９０重量％〜１０重量
％の合成有機ポリマーとを含有する樹脂組成物も提供される。
合成有機ポリマーには、熱可塑性ポリマー、熱硬化性ポリマー、エンジニアリングプラス
チックス、導電性ポリマーなどが含まれる。また、合成有機ポリマーは、コポリマーであ

40

ってもよい。熱可塑性ポリマーには、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリシク
ロオレフィン、エチレン−プロピレンコポリマー等のポリオレフィン、ポリ塩化ビニル、
ポリ塩化ビニリデン、ポリ酢酸ビニル、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリスチレ
ン、ポリアミド、ポリエステル、ポリカーボネート等が含まれる。熱硬化性ポリマーには
、例えば、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、アルキド樹脂、不飽和ポリエステ
ル樹脂、エポキシ樹脂、ケイ素樹脂、ポリウレタン樹脂が含まれる。エンジニアリングプ
ラスチックには、例えば、ポリイミド、ポリフェニレンオキシド、ポリスルホン等が含ま
れる。合成有機ポリマーは、スチレン−ブタジエン等の合成ゴム、ポリテトラフルオロエ
チレン等のフッ素樹脂であってもよい。
導電性ポリマーとしては、ポリアセチレン、ポリピロール、ポリアリレンビニレン、ポリ
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チエニレンビニレンなどの共役系高分子、若しくはそれらに電子供与性分子または電子受
容性分子をドーピングしたものが挙げられる。さらに、導電性ポリマーとしては、テトラ
チアフルバレン、ビスエチレンジチオテトラチアフルバレンなどの電子供与性分子、若し
くは、それらとテトラシアノキノジメタン、テトラシアノエチレンなどの電子受容性分子
の組合せによる電荷移動錯体が挙げられる。
この樹脂組成物には、更に、種々の添加剤が含まれていても良い。添加剤としては、例え
ば、可塑剤、帯電防止剤、着色剤、ドーパントなどが挙げられる。更に、樹脂組成物には
、ガラスファイバー、カーボンファイバー、アラミド繊維、ボロン繊維、カーボンナノチ
ューブ等の強化材が含まれていても良い。
上記樹脂組成物は、当業者に公知の方法を用いて、繊維、フィルム又はシートの形態にす

10

ることができ、制限するわけではないが、この方法には、溶融紡糸、溶液からの紡糸、乾
燥ジェット湿式紡糸、押出法、流延法、及び成形法がある。繊維、フィルム又はシートは
、圧延成形、型押、二次成形又は当業者に公知の他の方法により更に加工される。
Ｌ１Ｌ２ＭＹ１Ｙ２で示される有機金属化合物としては、たとえば、下記に掲げる化合物
を用いることができる。
なお、ビス（シクロペンタジエニル）ジクロロジルコニウム；ビス（メチルシクロペンタ
ジエニル）ジクロロジルコニウム；ビス（ブチルシクロペンタジエニル）ジクロロジルコ
ニウム；ビス（インデニル）ジクロロジルコニウム；ビス（フルオレニル）ジクロロジル
コニウム；（インデニル）（フルオレニル）ジクロロジルコニウム；ビス（シクロペンタ
ジエニル）ジクロロチタン；（ジメチルシランジイル）ビス（インデニル）ジクロロジル

20

コニウム；（ジメチルシランジイル）ビス（テトラヒドロインデニル）ジクロロジルコニ
ウム；（ジメチルシランジイル）（インデニル）ジクロロジルコニウム；（ジメチルシラ
ンジイル）ビス（２−メチルインデニル）ジクロロジルコニウム；（ジメチルシランジイ
ル）ビス（２−エチルインデニル）ジクロロジルコニウム；（ジメチルシランジイル）ビ
ス（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）ジクロロジルコニウム；（ジメチルシラン
ジイル）ビス（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）ジクロロジルコニウム；（ジメ
チルシランジイル）ビス（２−メチル−４−フェニルインデニル）ジクロロジルコニウム
；（ジメチルシランジイル）ビス（２−エチル−４−フェニルインデニル）ジクロロジル
コニウム；（ジメチルシランジイル）ビス（２−メチル−４，６−ジイソプロピルインデ
ニル）ジクロロジルコニウムなどのジハロゲノ体については、ナトリウム等のアルカリ金

30

属、マグネシウム等のアルカリ土類金属のような強塩基で還元してからか、又は、ジハロ
ゲノ体をジアルキル体に変換してから、メタラシクロペンタジエンを生成させることが好
ましい。
ビス（シクロペンタジエニル）ジブチルジルコニウム；
ビス（ブチルシクロペンタジエニル）ジブチルジルコニウム；
ビス（メチルシクロペンタジエニル）ジブチルジルコニウム；
ビス（インデニル）ジブチルジルコニウム；
ビス（フルオレニル）ジブチルジルコニウム；
（インデニル）（フルオレニル）ジブチルジルコニウム；
（３−メチル−５−ナフチルインデニル）（２，７−ジ−ｔｅｒｔ−ブチルフルオレニル

40

）ジブチルジルコニウム；
（３−メチル−５−ナフチルインデニル）（３，４，７−トリメトキシフルオレニル）ジ
ブチルジルコニウム；
（ペンタメチルシクロペンタジエニル）（テトラヒドロインデニル）ジブチルジルコニウ
ム；
（シクロペンタジエニル）（１−オクテン−８−イルシクロペンタジエニル）ジブチルジ
ルコニウム；
（インデニル）（１−ブテン−４−イルシクロペンタジエニル）ジブチルジルコニウム；
［１，３−ビス（トリメチルシリル）シクロペンタジエニル］（３，４−ベンゾフルオレ
ニル）ジブチルジルコニウム；。
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ビス（シクロペンタジエニル）ジブチルチタン；
ジメチルシランジイルビス（インデニル）ジブチルジルコニウム；
ジメチルシランジイルビス（テトラヒドロインデニル）ジブチルジルコニウム；
ジメチルシランジイル（シクロペンタジエニル）（インデニル）ジブチルジルコニウム；
ジメチルシランジイルビス（２−メチルインデニル）ジブチルジルコニウム；
ジメチルシランジイルビス（２−エチルインデニル）ジブチルジルコニウム；
ジメチルシランジイルビス（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブチルジルコニ
ウム；
ジメチルシランジイルビス（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブチルジルコニ
ウム；

10

ジメチルシランジイルビス（４，５−ジヒドロ−８−メチル−７Ｈ−シクロペント〔ｅ〕
アセナフチレン−７−イリデン）ジブチルジルコニウム；
ジメチルシランジイル（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−メチル−４−フ
ェニルインデニル）ジブチルジルコニウム；
ジメチルシランジイル（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−メチル−４−フ
ェニルインデニル）ジブチルジルコニウム；
ジメチルシランジイル（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−エチル−４−フ
ェニルインデニル）ジブチルジルコニウム；
ジメチルシランジイル（２−エチルインデニル）（２−エチル−４−フェニルナフチル）
ジブチルジルコニウム；

20

ジメチルシランジイル（２−メチルインデニル）（４−フェニルインデニル）ジブチルジ
ルコニウム；
ジメチルシランジイルビス（２−メチル−４−フェニルインデニル）ジブチルジルコニウ
ム；
ジメチルシランジイルビス（２−エチル−４−フェニルインデニル）ジブチルジルコニウ
ム；
ジメチルシランジイルビス（２−メチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）ジブチル
ジルコニウム；
ジメチルシランジイルビス（２−エチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）ジブチル
ジルコニウム；

30

ジメチルシランジイルビス（２−メチル−４−ナフチルインデニル）ジブチルジルコニウ
ム；
ジメチルシランジイルビス（２−エチル−４−ナフチルインデニル）ジブチルジルコニウ
ム；。
メチルフェニルシランジイルビス（インデニル）ジブチルジルコニウム；
メチルフェニルシランジイル（シクロペンタジエニル）（インデニル）ジブチルジルコニ
ウム；
メチルフェニルシランジイルビス（テトラヒドロインデニル）ジブチルジルコニウム；
メチルフェニルシランジイルビス（２−メチルインデニル）ジブチルジルコニウム；
メチルフェニルシランジイルビス（２−エチルインデニル）ジブチルジルコニウム；

40

メチルフェニルシランジイルビス（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブチルジ
ルコニウム；
メチルフェニルシランジイルビス（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブチルジ
ルコニウム；
メチルフェニルシランジイルビス（４，５−ジヒドロ−８−メチル−７Ｈ−シクロペント
〔ｅ〕アセナフチレン−７−イリデン）ジブチルジルコニウム；
メチルフェニルシランジイル（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−メチル−
４−フェニルインデニル）ジブチルジルコニウム；
メチルフェニルシランジイル（２−エチルインデニル）（２−メチル−４−フェニルイン
デニル）ジブチルジルコニウム；
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メチルフェニルシランジイル（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−エチル−
４−フェニルインデニル）ジブチルジルコニウム；
メチルフェニルシランジイル（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−エチル−
インデニル）ジブチルジルコニウム；
メチルフェニルシランジイル（２−メチルインデニル）（４フェニルインデニル）ジブチ
ルジルコニウム；
メチルフェニルシランジイルビス（２−メチル−４フェニルインデニル）ジブチルジルコ
ニウム；
メチルフェニルシランジイルビスジブチルジルコニウム；
メチルフェニルシランジイルビス（２−メチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）ジ

10

ブチルジルコニウム；
メチルフェニルシランジイルビス（２−エチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）ジ
ブチルジルコニウム；
メチルフェニルシランジイルビス（４−ナフチルインデニル）ジブチルジルコニウム；
メチルフェニルシランジイルビス（２−エチル−４−ナフチルインデニル）ジブチルジル
コニウム；
ジフェニルシランジイルビス（インデニル）ジブチルジルコニウム；
ジフェニルシランジイルビス（２−メチルインデニル）ジブチルジルコニウム；
ジフェニルシランジイルビス（２−エチルインデニル）ジブチルジルコニウム；
ジフェニルシランジイル（シクロペンタジエニル）（インデニル）ジブチルジルコニウム

20

；
ジフェニルシランジイルビス（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブチルジルコ
ニウム；
ジフェニルシランジイルビス（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブチルジルコ
ニウム；
ジフェニルシランジイル（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−メチル−４フ
ェニルインデニル）ジブチルジルコニウム；
ジフェニルシランジイル（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−メチル−４フ
ェニルインデニル）ジブチルジルコニウム；
ジフェニルシランジイル（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−エチル−４フ

30

ェニルインデニル）ジブチルジルコニウム；
ジフェニルシランジイル（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−エチル−４ナ
フチルインデニル）ジブチルジルコニウム；
ジフェニルシランジイル（２−メチルインデニル）（４フェニルインデニル）ジブチルジ
ルコニウム；
ジフェニルシランジイルビス（２−メチル−４フェニルインデニル）ジブチルジルコニウ
ム；
ジフェニルシランジイルビス（２−エチル−４フェニルインデニル）ジブチルジルコニウ
ム；
ジフェニルシランジイルビス（２−メチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）ジブチ

40

ルジルコニウム；
ジフェニルシランジイルビ；ス（２−エチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）ジブ
チルジルコニウム
ジフェニルシランジイルビス（２−メチル−４−ナフチルインデニル）ジブチルジルコニ
ウム；
ジフェニルシランジイルビス（２−エチル−４−ナフチルインデニル）ジブチルジルコニ
ウム；
１−シラシクロペンタン−１、１−ビス（インデニル）ジブチルジルコニウム；
１−シラシクロペンタン−１、１−ビス（２−メチルインデニル）ジブチルジルコニウム
；
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１−シラシクロペンタン−１、１−ビス（２−エチルインデニル）ジブチルジルコニウム
；
１−シラシクロペンタン−１、１−ビス（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブ
チルジルコニウム；
１−シラシクロペンタン−１、１−ビス（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブ
チルジルコニウム；
１−シラシクロペンタン−１−（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）−１−（２−
メチル−４−フェニルインデニル）ジブチルジルコニウム；
１−シラシクロペンタン−１−（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）−１−（２−
メチル−４−フェニルインデニル）ジブチルジルコニウム；

10

１−シラシクロペンタン−１−（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）−１−（２−
エチル−４−フェニルインデニル）ジブチルジルコニウム；
１−シラシクロペンタン−１−（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）−１−（２−
エチル−４−ナフチルインデニル）ジブチルジルコニウム；
１−シラシクロペンタン−１−（２−メチルインデニル）−１−（４−フェニルインデニ
ル）ジブチルジルコニウム；
１−シラシクロペンタン−１，１−ビス（２−メチル−４−フェニルインデニル）ジブチ
ルジルコニウム；
１−シラシクロペンタン−１，１−ビス（２−エチル−４−フェニルインデニル）ジブチ
ルジルコニウム；

20

１−シラシクロペンタン−１，１−ビス（２−メチル−４，６−ジイソプロピルインデニ
ル）ジブチルジルコニウム；
１−シラシクロペンタン−１，１−ビス（２−エチル−４，６−ジイソプロピルインデニ
ル）ジブチルジルコニウム；
１−シラシクロペンタン−１，１−ビス（２−メチル−４−ナフチルインデニル）ジブチ
ルジルコニウム；
１−シラシクロペンタン−１，１−ビス（２−エチル−４−ナフチルインデニル）ジブチ
ルジルコニウム；
エチレン−１，２−ビス（インデニル）ジブチルジルコニウム；
エチレン−１，２−ビス（テトラヒドロインデニル）ジブチルジルコニウム；

30

エチレン−１−（シクロペンタジエニル）−２−（１−インデニル）ジブチルジルコニウ
ム；
エチレン−１−（シクロペンタジエニル）−２−（２−インデニル）ジブチルジルコニウ
ム；
エチレン−１−（シクロペンタジエニル）−２−（２−メチル−１−インデニル）ジブチ
ルジルコニウム；
エチレン−１，２−ビス（２−メチルインデニル）ジブチルジルコニウム；
エチレン−１，２−ビス（２−エチルインデニル）ジブチルジルコニウム；
エチレン−１，２−ビス（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブチルジルコニウ
ム；

40

エチレン−１，２−ビス（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブチルジルコニウ
ム；
エチレン−１，２−ビス（４，５−ジヒドロ−８−メチル−７Ｈ−シクロペント〔ｅ〕ア
セナフチレン−７−イリデン）ジブチルジルコニウム；
エチレン−１−（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）−２−（２−メチル−４−フ
ェニルインデニル）ジブチルジルコニウム；
エチレン−１−（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）−２−（２−メチル−４−フ
ェニルインデニル）ジブチルジルコニウム；
エチレン−１−（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）−２−（２−エチル−４−フ
ェニルインデニル）ジブチルジルコニウム；
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エチレン−１−（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）−２−（２−エチル−４−ナ
フチルインデニル）ジブチルジルコニウム；
エチレン−１−（２−メチルインデニル）−２−（４−フェニルインデニル）ジブチルジ
ルコニウム；
エチレン−１，２−ビス（２−メチル−４−フェニルインデニル）ジブチルジルコニウム
；
エチレン−１，２−ビス（２−エチル−４−フェニルインデニル）ジブチルジルコニウム
；
エチレン−１，２−ビス（２−メチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）ジブチルジ
ルコニウム；

10

エチレン−１，２−ビス（２−エチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）ジブチルジ
ルコニウム；
エチレン−１，２−ビス（２−メチル−４−ナフチルインデニル）ジブチルジルコニウム
；
エチレン−１，２−ビス（２−エチル−４−ナフチルインデニル）ジブチルジルコニウム
；
プロピレン−２，２−ビス（インデニル）ジブチルジルコニウム；
プロピレン−２−シクロペンタジエニル−２−（１−インデニル）ジブチルジルコニウム
；
プロピレン−２−シクロペンタジエニル−２−（４−フェニル−１−インデニル）ジブチ

20

ルジルコニウム；
プロピレン−２−シクロペンタジエニル−２−（９−フルオレニル）ジブチルジルコニウ
ム；
プロピレン−２−シクロペンタジエニル−２−（２，７−ジメトキシ−９−フルオレニル
）ジブチルジルコニウム；
プロピレン−２−シクロペンタジエニル−２−（２，７−ジ−ｔｅｒｔ−ブチル−９−フ
ルオレニル）ジブチルジルコニウム；
プロピレン−２−シクロペンタジエニル−２−（２，７−ジブロモ−９−フルオレニル）
ジブチルジルコニウム；
プロピレン−２−シクロペンタジエニル−２−（２，７−ジフェニル−９−フルオレニル

30

）ジブチルジルコニウム；
プロピレン−２−シクロペンタジエニル−２−（２，７−ジメチル−９−フルオレニル）
ジブチルジルコニウム；
プロピレン−２−（３−メチルシクロペンタジエニル）−２−（２，７−ジブチル−９−
フルオレニル）ジブチルジルコニウム；
プロピレン−２−（３−ｔｅｒｔ−ブチルシクロペンタジエニル）−２−（２，７−ジブ
チル−９−フルオレニル）ジブチルジルコニウム；
プロピレン−２−（３−トリメチルシリルシクロペンタジエニル）−２−（３，６−ジ−
ｔｅｒｔ−ブチル−９−フルオレニル）ジブチルジルコニウム；
プロピレン−２−シクロペンタジエニル−２−［２，７−ビス（３−ブテン−１−イル）

40

−９−フルオレニル］ジブチルジルコニウム；
プロピレン−２−シクロペンタジエニル−２−（３−ｔｅｒｔ−ブチル−９−フルオレニ
ル）ジブチルジルコニウム；
プロピレン−２，２−ビス（テトラヒドロインデニル）ジブチルジルコニウム；
プロピレン−２，２−ビス（２−メチルインデニル）ジブチルジルコニウム；
プロピレン−２，２−ビス（２−エチルインデニル）ジブチルジルコニウム；
プロピレン−２，２−ビス（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブチルジルコニ
ウム；
プロピレン−２，２−ビス（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブチルジルコニ
ウム；
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プロピレン−２，２−ビス（４，５−ジヒドロ−８−メチル−７Ｈ−シクロペント〔ｅ〕
アセナフチレン−７−イリデン）ジブチルジルコニウム；
プロピレン−２−（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）−２−（２−メチル−４−
フェニルインデニル）ジブチルジルコニウム；
プロピレン−２−（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）−２−（２−メチル−４−
フェニルインデニル）ジブチルジルコニウム；
プロピレン−２−（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）−２−（２−エチル−４−
フェニルインデニル）ジブチルジルコニウム；
プロピレン−２−（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）−２−（２−エチル−４−
ナフチルインデニル）ジブチルジルコニウム；

10

プロピレン−２−（２−メチルインデニル）−２−（４−フェニルインデニル）ジブチル
ジルコニウム；
プロピレン−２，２−ビス（２−メチル−４−フェニルインデニル）ジブチルジルコニウ
ム；
プロピレン−２，２−ビス（２−エチル−４−フェニルインデニル）ジブチルジルコニウ
ム；
プロピレン−２，２−ビス（２−メチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）ジブチル
ジルコニウム；
プロピレン−２，２−ビス（２−エチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）ジブチル
ジルコニウム；

20

プロピレン−２，２−ビス（２−メチル−４−ナフチルインデニル）ジブチルジルコニウ
ム；
プロピレン−２，２−ビス（２−エチル−４−ナフチルインデニル）ジブチルジルコニウ
ム；
１，６−ビス［メチルシリルビス（２−メチル−４−フェニルインデニル）ジブチルジル
コニウム］ヘキサン；
１，６−ビス［メチルシリルビス（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブチルジ
ルコニウム］ヘキサン；
１，６−ビス［メチルシリルビス（２−エチル−４−フェニルインデニル）ジブチルジル
コニウム］ヘキサン；

30

１，６−ビス［メチルシリルビス（２−メチル−４−ナフチルインデニル）ジブチルジル
コニウム］ヘキサン；
１，６−ビス［メチルシリルビス（２−メチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）ジ
ブチルジルコニウム］ヘキサン；
１，６−ビス［メチルシリル（２−メチル−４フェニルインデニル）（４，５−ベンゾイ
ンデニル）ジブチルジルコニウム］ヘキサン；
１−［メチルシリルビス（テトラヒドロインデニル）ジブチルジルコニウム］−６−［エ
チルスタニル（シクロペンタジエニル）（フルオレニル）ジブチルジルコニウム］ヘキサ
ン；
１，６−ジシラ−１，１，６，６−テトラメチル−１，６−ビス［メチルシリルビス（２

40

−メチル−４フェニルインデニル）ジブチルジルコニウム］ヘキサン；
１，４−ジシラ１，４−ビス［メチルシリルビス（２−メチル−４フェニルインデニル）
ジブチルジルコニウム］シクロヘキサン；
［１，４−ビス（１−インデニル）−１，１，４，４−テトラメチル−１，４−ジシラブ
タン］ビス（ペンタメチルシクロペンタジエニルジブチルジルコニウム）；
［１，４−ビス（９−フルオレニル）−１，１，４，４−テトラメチル−１，４−ジシラ
ブタン］ビス（シクロペンタジエニルジブチルジルコニウム）；
［１，４−ビス（１−インデニル）−１，１，４，４−テトラメチル−１，４−ジシラブ
タン］ビス（シクロペンタジエニルジブチルジルコニウム）；
［１−（１−インデニル）−６−（２−フェニル−１−インデニル）−１，１，６，６−
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テトラエチル−１，６−ジシラ−４−オキサヘキサン］ビス（ｔｅｒｔ−ブチルシクロペ
ンタジエニルジブチルジルコニウム）；
［１，１０−ビス（２，３−ジメチル−１−インデニル）−１，１，１０，１０−テトラ
メチル−１，１０−ジゲルマデカン］ビス（２−メチル−４−フェニルインデニルジブチ
ルジルコニウム）；
（１−メチル−３−ｔｅｒｔ−ブチルシクロペンタジエニル）（１−フェニル−４−メト
キシ−７−クロロフルオレニル）ジブチルジルコニウム；
（４，７−ジクロロインデニル）（３，６−ジメシチルフルオレニル）ジブチルジルコニ
ウム；
ビス（２，７−ジ−ｔｅｒｔ−ブチル−９−シクロヘキシルフルオレニル）ジブチルジル

10

コニウム；
（２，７−ジメシチルフルオレニル）［２，７−ビス（１−ナフチル）フルオレニル］ジ
ブチルジルコニウム；
ジメチルシリルビス（フルオレニル）ジブチルジルコニウム；
ジブチルスタニルビス（２−メチルフルオレニル）ジブチルジルコニウム；
１，１，２，２−テトラエチルジシランジイル（２−メチルインデニル）（４−フェニル
フルオレニル）ジブチルジルコニウム；
プロピレン−１−（２−インデニル）−２−（９−フルオレニル）ジブチルジルコニウム
；
１，１−ジメチル−１−シラエチレンビス（フルオレニル）ジブチルジルコニウム；

20

［４−（シクロペンタジエニル）４，７，７−トリメチル（テトラヒドロインデニル）ジ
ブチルジルコニウム；
［４−（シクロペンタジエニル）４，７−ジメチル−７−フェニル（５，６−ジメチルテ
トラヒドロインデニル）ジブチルジルコニウム；
［４−（シクロペンタジエニル）−４，７−ジメチル−７−（１−ナフチル）（７−フェ
ニルテトラヒドロインデニル）］ジブチルジルコニウム；
［４−（シクロペンタジエニル）−４，７−ジメチル−７−ブチル（６，６−ジエチルテ
トラヒドロインデニル）］ジブチルジルコニウム；
［４−（３−ｔｅｒｔ−ブチルシクロペンタジエニル）−４，７，７−トリメチル（テト
ラヒドロインデニル）］ジブチルジルコニウム；

30

［４−（１−インデニル）−４，７，７−トリメチル（テトラヒドロインデニル）］ジブ
チルジルコニウム；
ビス（シクロペンタジエニル）ジブチルハフニウム；
ビス（インデニル）ジブチルバナジウム；
ビス（フルオレニル）ジブチルスカンジウム；
（インデニル）（フルオレニル）ジブチルニオブ；
（２−メチル−７−ナフチルインデニル）（２，６−ジ−ｔｅｒｔ−ブチルフルオレニル
）ジブチルチタン；
臭化（ペンタメチルシクロペンタジエニル）（テトラヒドロインデニル）ブチルハフニウ
ム；

40

（シクロペンタジエニル）（１−オクテン−８−イルシクロペンタジエニル）ジブチルハ
フニウム；
（インデニル）（２−ブテン−４−イルシクロペンタジエニル）ジブチルチタン；
［１，３−ビス（トリメチルシリル）シクロペンタジエニル］（３，４−ベンゾフルオレ
ニル）ジブチルニオブ；
ジメチルシランジイルビス（インデニル）ジブチルチタン；
ジメチルシランジイルビス（テトラヒドロインデニル）ジブチルハフニウム；
ジメチルシランジイル（シクロペンタジエニル）（インデニル）ジブチルチタン；
ジメチルシランジイルビス（２−メチルインデニル）ジブチルハフニウム；
ジメチルシランジイルビス（２−エチルインデニル）メチルスカンジウム；
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ジメチルシランジイルビス（２−ブチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブチルニオブ；
ジメチルシランジイルビス（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブチルチタン；
ジメチルシランジイルビス（４，５−ジヒドロ−８−メチル−７Ｈ−シクロペント〔ｅ〕
アセナフチレン−７−イリデン）ジブチルチタン；
ジメチルシランジイル（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−メチル−４−フ
ェニルインデニル）ジブチルチタン；
ジメチルシランジイル（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−メチル−４−フ
ェニルインデニル）ジブチルハフニウム；
ジメチルシランジイル（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−エチル−４−フ
ェニルインデニル）メチルスカンジウム；

10

ジメチルシランジイル（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−エチル−４−ナ
フチルインデニル）ジブチルチタン；
ジメチルシランジイル（２−メチルインデニル）（４−フェニルインデニル）ジブチルハ
フニウム；
ジメチルシランジイルビス（２−メチル−４−フェニルインデニル）ジブチルニオブ；
ジメチルシランジイルビス（２−エチル−４−フェニルインデニル）ジブチルバナジウム
；
ジメチルシランジイルビス（２−メチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）ジブチル
ハフニウム；
ジメチルシランジイルビス（２−エチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）ジブチル

20

バナジウム；
臭化ジメチルシランジイルビス（２−メチル−４−ナフチルインデニル）ブチルハフニウ
ム；
ジメチルシランジイルビス（２−エチル−４−ナフチルインデニル）ジブチルチタン；
メチルフェニルシランジイルビス（インデニル）ジブチルチタン；
メチルフェニルシランジイル（シクロペンタジエニル）（インデニル）ハフニウム；
メチルフェニルシランジイルビス（テトラヒドロインデニル）ジブチルハフニウム；
メチルフェニルシランジイルビス（２−メチルインデニル）ジブチルチタン；
メチルフェニルシランジイルビス（２−エチルインデニル）ジブチルハフニウム；
メチルフェニルシランジイルビス（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブチルハ

30

フニウム；
メチルフェニルシランジイルビス（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブチルバ
ナジウム；
メチルフェニルシランジイルビス（４，５−ジヒドロ−８−メチル−７Ｈ−シクロペント
〔ｅ〕アセナフチレン−７−イリデン）ジブチルチタン；
臭化メチルフェニルシランジイルビス（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−
メチル−４−フェニルインデニル）ブチルチタン；
メチルフェニルシランジイルビス（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−メチ
ル−４−フェニルインデニル）ジブチルチタン；
メチルフェニルシランジイルビス（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−エチ

40

ル−４−フェニルインデニル）ジブチルハフニウム；
メチルフェニルシランジイルビス（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−エチ
ル−４−フェニルインデニル）ジブチルハフニウム；
メチルフェニルシランジイル（２−メチルインデニル）（４−フェニルインデニル）ジブ
チルチタン；
メチルフェニルシランジイルビス（２−メチル−４−フェニルインデニル）ジブチルハフ
ニウム；
メチルフェニルシランジイルビス（２−エチル−４−フェニルインデニル）ジブチルバナ
ジウム；
メチルフェニルシランジイルビス（２−メチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）ジ
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ブチルチタン；
メチルフェニルシランジイルビス（２−エチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）ジ
ブチルハフニウム；
メチルフェニルシランジイルビス（２−メチル−４−ナフチルインデニル）ジブチルハフ
ニウム；
メチルフェニルシランジイルビス（２−エチル−４−ナフチルインデニル）ジブチルチタ
ン；
ジフェニルシランジイルビス（インデニル）ジブチルチタン；
ジフェニルシランジイルビス（２−メチルインデニル）ジブチルハフニウム；
ジフェニルシランジイルビス（２−エチルインデニル）ジブチルチタン；

10

ジフェニルシランジイルビス（シクロペンタジエニル）（インデニル）ジブチルハフニウ
ム；
ジフェニルシランジイルビス（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブチルチタン
；
ジフェニルシランジイルビス（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブチルハフニ
ウム；
ジフェニルシランジイル（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−メチル−４，
５−フェニルインデニル）ジブチルハフニウム；
ジフェニルシランジイル（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−メチル−４，
５−フェニルインデニル）ジブチルチタン；

20

ジフェニルシランジイル（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−エチル−４，
５−フェニルインデニル）ジブチルハフニウム；
ジフェニルシランジイル（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−エチル−４，
５−フェニルインデニル）ジブチルチタン；
ジフェニルシランジイル（２−メチルインデニル）（４−フェニルインデニル）ジブチル
チタン；
ジフェニルシランジイルビス（２−メチル−４−フェニルインデニル）ジブチルチタン；
ジフェニルシランジイルビス（２−エチル−４−フェニルインデニル）ジブチルハフニウ
ム；
ジフェニルシランジイルビス（２−メチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）ジブチ

30

ルハフニウム；
ジフェニルシランジイルビス（２−エチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）ジブチ
ルハフニウム；
ジフェニルシランジイルビス（２−メチル−４−ナフチルインデニル）ジブチルハフニウ
ム；
ジフェニルシランジイルビス（２−エチル−４−ナフチルインデニル）ジブチルチタン；
１−シラシクロペンタン−１，１−ビス（インデニル）ジブチルハフニウム；
１−シラシクロペンタン−１，１−ビス（２−メチルインデニル）ジブチルハフニウム；
１−シラシクロペンタン−１，１−ビス（２−エチルインデニル）ジブチルハフニウム；
１−シラシクロペンタン−１，１−ビス（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブ

40

チルチタン；
１−シラシクロペンタン−１，１−ビス（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブ
チルハフニウム；
１−シラシクロペンタン−１−（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）−１−（２−
メチル−４−フェニルインデニル）メチルスカンジウム；
１−シラシクロペンタン−１−（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）−１−（２−
メチル−４−フェニルインデニル）ジブチルハフニウム；
１−シラシクロペンタン−１−（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）−１−（２−
エチル−４−フェニルインデニル）ジブチルチタン；
１−シラシクロペンタン−１−（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）−１−（２−
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エチル−４−フェニルインデニル）ジブチルハフニウム；
１−シラシクロペンタン−１−（２−メチルインデニル）−１−（４−フェニルインデニ
ル）ジブチルハフニウム；
１−シラシクロペンタン−１，１−ビス（２−メチル−４−フェニルインデニル）ジブチ
ルハフニウム；
臭化１−シラシクロペンタン−１，１−ビス（２−エチル−４−フェニルインデニル）ジ
ブチルチタン；
１−シラシクロペンタン−１，１−ビス（２−メチル−４，６−ジイソプロピルインデニ
ル）ジブチルチタン；
１−シラシクロペンタン−１，１−ビス（２−エチル−４，６−ジイソプロピルインデニ

10

ル）ジブチルチタン；
１−シラシクロペンタン−１，１−ビス（２−メチル−４−ナフチルインデニル）メチル
スカンジウム；
１−シラシクロペンタン−１，１−ビス（２−エチル−４−ナフチルインデニル）ジブチ
ルハフニウム；
エチレン−１，２−ビス（インデニル）メチルスカンジウム；
エチレン−１，２−ビス（テトラヒドロインデニル）ジブチルチタン；
エチレン−１−（シクロペンタジエニル）−２−（１−インデニル）ジブチルハフニウム
；
臭化エチレン−１−（シクロペンタジエニル）−２−（２−インデニル）ブチルチタン；

20

エチレン−１−（シクロペンタジエニル）−２−（２−メチル−１−インデニル）ジブチ
ルハフニウム；
エチレン−１，２−ビス（２−メチルインデニル）ジブチルハフニウム；
エチレン−１，２−ビス（２−エチルインデニル）ジブチルハフニウム；
エチレン−１，２−ビス（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブチルハフニウム
；
エチレン−１，２−ビス（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブチルチタン；
エチレン−１，２−ビス（４，５−ジヒドロ−８−メチル−７Ｈ−シクロペント〔ｅ〕ア
セナフチレン−７−イリデン）ジブチルチタン；
エチレン−１−（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）−２−（２−メチル−４−フ

30

ェニルインデニル）ジブチルチタン；
エチレン−１−（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）−２−（２−メチル−４−フ
ェニルインデニル）ジブチルチタン；
エチレン−１−（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）−２−（２−エチル−４−フ
ェニルインデニル）メチルスカンジウム；
エチレン−１−（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）−２−（２−エチル−４−ナ
フチルインデニル）ジブチルハフニウム；
エチレン−１−（２−メチルインデニル）−２−（４−フェニルインデニル）ジブチルチ
タン；
エチレン−１，２−ビス（２−メチル−４−フェニルインデニル）ジブチルハフニウム；

40

エチレン−１，２−ビス（２−エチル−４−フェニルインデニル）ジブチルハフニウム；
エチレン−１，２−ビス（２−メチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）ジブチルハ
フニウム；
エチレン−１，２−ビス（２−エチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）ジブチルチ
タン；
エチレン−１，２−ビス（２−メチル−４−ナフチルインデニル）ジブチルチタン；
エチレン−１，２−ビス（２−エチル−４−ナフチルインデニル）ジブチルハフニウム；
プロピレン−２，２−ビス（インデニル）ジブチルハフニウム；
プロピレン−２−シクロペンタジエニル−２−（１−インデニル）ジブチルチタン；
プロピレン−２−シクロペンタジエニル−２−（４−フェニル−１−インデニル）ジブチ
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ルチタン；
プロピレン−２−シクロペンタジエニル−２−（９−フルオレニル）ジブチルハフニウム
；
プロピレン−２−シクロペンタジエニル−２−（２，７−ジメトキシ−９−フルオレニル
）ジブチルハフニウム；
プロピレン−２−シクロペンタジエニル−２−（２，７−ジ−ｔｅｒｔ−ブチル−９−フ
ルオレニル）ジブチルハフニウム；
プロピレン−２−シクロペンタジエニル−２−（２，７−ジブロモ−９−フルオレニル）
ジブチルチタン；
プロピレン−２−シクロペンタジエニル−２−（２，７−ジフェニル−９−フルオレニル

10

）ジブチルハフニウム；
プロピレン−２−シクロペンタジエニル−２−（２，７−ジメチル−９−フルオレニル）
ジブチルチタン；
プロピレン−２−（３−メチルシクロペンタジエニル）−２−（２，７−ジブチル−９−
フルオレニル）ジブチルハフニウム；
プロピレン−２−（３−ｔｅｒｔ−ブチルシクロペンタジエニル）−２−（２，７−ジブ
チル−９−フルオレニル）ジブチルチタン；
プロピレン−２−（３−トリメチルシリルシクロペンタジエニル）−２−（３，６−ジ−
ｔｅｒｔ−ブチル−９−フルオレニル）ジブチルチタン；
プロピレン−２−シクロペンタジエニル−２−［２，７−ビス（３−ブテン−１−イル）

20

−９−フルオレニル］ジブチルハフニウム；
プロピレン−２−シクロペンタジエニル−２−（３−ｔｅｒｔ−ブチル−９−フルオレニ
ル）ジブチルチタン；
プロピレン−２，２−ビス（テトラヒドロインデニル）ジブチルハフニウム；
プロピレン−２，２−ビス（２−メチルインデニル）ジブチルハフニウム；
プロピレン−２，２−ビス（２−エチルインデニル）ジブチルチタン；
プロピレン−２，２−ビス（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブチルチタン；
プロピレン−２，２−ビス（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブチルハフニウ
ム；
プロピレン−２，２−ビス（４，５−ジヒドロ−８−メチル−７Ｈ−シクロペント〔ｅ〕

30

アセナフチレン−７−イリデン）ジブチルハフニウム；
プロピレン−２−（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）−２−（２−メチル−４−
フェニルインデニル）ジブチルハフニウム；
プロピレン−２−（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）−２−（２−メチル−４−
フェニルインデニル）ジブチルチタン；
プロピレン−２−（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）−２−（２−エチル−４−
フェニルインデニル）ジブチルハフニウム；
プロピレン−２−（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）−２−（２−エチル−４−
ナフチルインデニル）ジブチルチタン；
プロピレン−２−（２−メチルインデニル）−２−（４−フェニルインデニル）ジブチル

40

ハフニウム；
プロピレン−２，２−ビス（２−メチル−４−フェニルインデニル）ジブチルチタン；
プロピレン−２，２−ビス（２−エチル−４−フェニルインデニル）ジブチルハフニウム
；
プロピレン−２，２−ビス（２−メチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）ジブチル
チタン；
プロピレン−２，２−ビス（２−エチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）ジブチル
ハフニウム；
プロピレン−２，２−ビス（２−メチル−４−ナフチルインデニル）ジブチルチタン；
プロピレン−２，２−ビス（２−エチル−４−ナフチルインデニル）ジブチルチタン；
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１，６−ビス［メチルシリルビス（２−メチル−４−フェニルインデニル）ジブチルハフ
ニウム］ヘキサン；
１，６−ビス［メチルシリルビス（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）ジブチルチ
タン］ヘキサン；
１，６−ビス［メチルシリルビス（２−エチル−４−フェニルインデニル）ジブチルハフ
ニウム］ヘキサン；
１，６−ビス［メチルシリルビス（２−メチル−４−ナフチルインデニル）ジブチルチタ
ン］ヘキサン；
１，６−ビス［メチルシリルビス（２−メチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）ジ
ブチルハフニウム］ヘキサン；

10

１，６−ビス［メチルシリル（２−メチル−４フェニルインデニル）（４，５−ベンゾイ
ンデニル）ジブチルチタン］ヘキサン；
１−［メチルシリルビス（テトラヒドロインデニル）ジブチルハフニウム］−６−［エチ
ルスタニル（シクロペンタジエニル）（フルオレニル）ジブチルチタン］ヘキサン；
１，６−ジシラ−１，１，６，６−テトラメチル−１，６−ビス［メチルシリルビス（２
−メチル−４フェニルインデニル）ジブチルハフニウム］ヘキサン；
１，４−ジシラ１、４−ビス［メチルシリルビス（２−メチル−４フェニルインデニル）
ジブチルハフニウム］シクロヘキサン；
［１，４−ビス（１−インデニル）−１，１，４，４−テトラメチル−１，４−ジシラブ
タン］ビス（ペンタメチルシクロペンタジエニルジブチルハフニウム）；

20

［１，４−ビス（９−フルオレニル）−１，１，４，４−テトラメチル−１，４−ジシラ
ブタン］ビス（シクロペンタジエニルジブチルハフニウム）；
［１，４−ビス（１−インデニル）−１，１，４，４−テトラメチル−１，４−ジシラブ
タン］ビス（シクロペンタジエニルジブチルチタン）；
［１−（１−インデニル）−６−（２−フェニル−１−インデニル）−１，１，６，６−
テトラエチル−１，６−ジシラ−４−オキサヘキサン］ビス（ｔｅｒｔ−ブチルシクロペ
ンタジエニルジブチルチタン）；
［１，１０−ビス（２，３−ジメチル−１−インデニル）−１，１，１０，１０−テトラ
メチル−１，１０−ジゲルマデカン］ビス（２−メチル−４−フェニルインデニルジブチ
ルハフニウム）；

30

（１−メチル−３−ｔｅｒｔ−ブチルシクロペンタジエニル）（１−フェニル−４−メト
キシ−７−クロロフルオレニル）ジブチルチタン；
（４，７−ジクロロインデニル）（３，６−ジメシチルフルオレニル）ジブチルチタン；
ビス（２，７−ジ−ｔｅｒｔ−ブチル−９−シクロヘキシルフルオレニル）ジブチルハフ
ニウム；
（２，７−ジメシチルフルオレニル）［２，７−ビス（１−ナフチル）フルオレニル］ジ
ブチルハフニウム；
ジメチルシリルビス（フルオレニル）ジブチルチタン；
ジブチルスタニルビス（２−メチルフルオレニル）ジブチルハフニウム；
１，１，２，２−テトラエチルジシランジイル（２−メチルインデニル）（４−フェニル

40

フルオレニル）ジブチルチタン；
プロピレン−１−（２−インデニル）−２−（９−フルオレニル）ジブチルハフニウム；
１、１−ジメチル−１−シラエチレンビス（フルオレニル）ジブチルチタン；
［４−（シクロペンタジエニル）４，７，７−トリメチル（テトラヒドロインデニル）ジ
ブチルチタン；
［４−（シクロペンタジエニル）４，７−ジメチル−７−フェニル（５，６−ジメチルテ
トラヒドロインデニル）ジブチルハフニウム；
［４−（シクロペンタジエニル）−４，７−ジメチル−７−（１−ナフチル）（７−フェ
ニルテトラヒドロインデニル）］ジブチルチタン；
［４−（シクロペンタジエニル）−４，７−ジメチル−７−ブチル（６，６−ジエチルテ
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トラヒドロインデニル）］ジブチルハフニウム；
［４−（３−ｔｅｒｔ−ブチルシクロペンタジエニル）−４，７，７−トリメチル（テト
ラヒドロインデニル）］ジブチルハフニウム；
［４−（１−インデニル）−４，７，７−トリメチル（テトラヒドロインデニル）］ジブ
チルチタン；。
ビス（インデニル）ジクロロジルコニウム；
ビス（フルオレニル）ジクロロジルコニウム；
（インデニル）（フルオレニル）ジクロロジルコニウム；
ビス（シクロペンタジエニル）ジクロロチタン；
10

（ジメチルシランジイル）ビス（インデニル）ジクロロジルコニウム；
（ジメチルシランジイル）ビス（テトラヒドロインデニル）ジクロロジルコニウム；
（ジメチルシランジイル）（インデニル）ジクロロジルコニウム；
（ジメチルシランジイル）ビス（２−メチルインデニル）ジクロロジルコニウム；
（ジメチルシランジイル）ビス（２−エチルインデニル）ジクロロジルコニウム；
（ジメチルシランジイル）ビス（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）ジクロロジル
コニウム；
（ジメチルシランジイル）ビス（２−エチル−４，５−ベンゾインデニル）ジクロロジル
コニウム；
（ジメチルシランジイル）ビス（２−メチル−４−フェニルインデニル）ジクロロジルコ

20

ニウム；
（ジメチルシランジイル）ビス（２−エチル−４−フェニルインデニル）ジクロロジルコ
ニウム；
（ジメチルシランジイル）ビス（２−メチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）ジク
ロロジルコニウム；
ビス（シクロペンタジエニル）（η４−ブタジエン）ジルコニウム；
ビス（メチルシクロペンタジエニル）（η４−ブタジエン）ジルコニウム；
ビス（ｎ−ブチルシクロペンタジエニル）（η４−ブタジエン）ジルコニウム；
ビスインデニル（η４−ブタジエン）ジルコニウム；
（ｔｅｒｔ−ブチルアミド）ジメチル（テトラメチル−η５−シクロペンタジエニル）シ
ラン（η４−ブタジエン）ジルコニウム；

30

４

ビス（２−メチルベンゾインデニル）（η

−ブタジエン）ジルコニウム；

ジメチルシランジイルビス（２−メチル−インデニル）（η４−ブタジエン）ジルコニウ
ム；
ジメチルシランジイルビスインデニル（η４−ブタジエン）ジルコニウム；
ジメチルシランジイルビス（２−メチルインデニル）（η４−ブタジエン）ジルコニウム
；
ジメチルシランジイル（２−メチルベンゾインデニル）（２−メチル−インデニル）（η
４

−ブタジエン）ジルコニウム；

ジメチルシランジイル（２−メチルベンゾインデニル）（２−メチル−４−フェニルイン
デニル）（η４−ブタジエン）ジルコニウム；

40
４

ジメチルシランジイル（２−メチルインデニル）（４−フェニルインデニル）（η

−ブ

タジエン）ジルコニウム；
ジメチルシランジイルビス（２−メチル−４−フェニルインデニル）（η４−ブタジエン
）ジルコニウム；
ジメチルシランジイルビス（２−メチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）（η４−
ブタジエン）ジルコニウム；
ジメチルシランジイルビス（２−メチル−４−ナフチルインデニル）（η４−ブタジエン
）ジルコニウム；
イソプロピリデン（シクロペンタジエニル）（フルオレニル）（η４−ブタジエン）ジル
コニウム；
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イソプロピリデン（シクロペンタジエニル）（インデニル）（η４−ブタジエン）ジルコ
ニウム；
（４−η５−シクロペンタジエニル）−４，７，７−トリメチル−（η５−４，５，６，
７−テトラヒドロインデニル）（η４−ブタジエン）ジルコニウム；
ジメチルシランジイルビス（２−メチル−インデニル）（η４−ブタジエン）ジルコニウ
ム；
ジメチルシランジイルビスインデニル（η４−ブタジエン）ジルコニウム
ジメチルシランジイルビス（２−メチルベンゾインデニル）（η４−ブタジエン）ジルコ
ニウム；
ジメチルシランジイル（２−メチルベンゾインデニル）（２−メチル−インデニル）（η

10

４

−ブタジエン）ジルコニウム；

ジメチルシランジイル（２−メチルベンゾインデニル）（２−メチル−４−フェニルイン
デニル）（η４−ブタジエン）ジルコニウム；
ジメチルシランジイル（２−メチルベインデニル）（４−フェニルインデニル）（η４−
ブタジエン）ジルコニウム；
ジメチルシランジイルビス（２−メチル−４−フェニルインデニル）（η４−ブタジエン
）ジルコニウム；
ジメチルシランジイルビス（２−メチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）（η４−
ブタジエン）ジルコニウム；
ジメチルシランジイルビス（２−メチルインデニル）（η４−ブタジエン）ジルコニウム

20

；
ジメチルシランジイルビスインデニル（η４−ブタジエン）ジルコニウム；
ジメチルシランジイルビス（２−メチルベンゾインデニル）（η４−ブタジエン）ジルコ
ニウム；。
ジメチルシランジイル（２−メチルベンゾインデニル）（２−メチルインデニル）（η４
−ブタジエン）ジルコニウム；
ジメチルシランジイル（２−メチルベンゾインデニル）（２−メチル−４−フェニルイン
デニル）（η４−ブタジエン）ジルコニウム；
ジメチルシランジイル（２−ベンゾインデニル）（４−フェニルインデニル）（η４−ブ
30

タジエン）ジルコニウム；
４

ジメチルシランジイルビス（２−メチル−４−フェニルインデニル）（η

−ブタジエン

）ジルコニウム；
ジメチルシランジイルビス（２−メチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）（η４−
ブタジエン）ジルコニウム；
ジメチルシランジイルビス（２−メチル−４−ナフチルインデニル）（η４−ブタジエン
）ジルコニウム；
ジメチルシランジイルビス（２−メチルインデニル）（η４−ブタジエン）ジルコニウム
；
ジメチルシランジイルビスインデニル（η４−ブタジエン）ジルコニウム；
ジメチルシランジイルビス（２−メチルベンゾインデニル）（η４−ブタジエン）ジルコ

40

ニウム；
ジメチルシランジイル（２−メチルベンゾインデニル）（２−メチルインデニル）（η４
−ブタジエン）ジルコニウム；
ジメチルシランジイル（２−メチルベンゾインデニル）（２−メチル−４−フェニルイン
デニル）（η４−ブタジエン）ジルコニウム；
ジメチルシランジイル（２−メチルベンゾインデニル）（４−フェニルインデニル）（η
４

−ブタジエン）ジルコニウム；

ジメチルシランジイルビス（２−メチル−４−フェニルインデニル）（η４−ブタジエン
）ジルコニウム；
ジメチルシランジイルビス（２−メチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）（η４−
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ブタジエン）ジルコニウム；
ジメチルシランジイルビス（２−メチル−４−ナフチルインデニル）（η４−ブタジエン
）ジルコニウム；
メチルフェニルメチレン（フルオレニル）（シクロペンタジエニル）（η４−ブタジエン
）ジルコニウム；
ジフェニルメチレン（フルオレニル）（シクロペンタジエニル）（η４−ブタジエン）ジ
ルコニウム；
イソプロピリデン（３−メチルシクロペンタジエニル）（フルオレニル）（η４−ブタジ
エン）ジルコニウム；
ジメチルシランジイル（３−ｔｅｒｔ−ブチルシクロペンタジエニル）（フルオレニル）

10

（η４−ブタジエン）ジルコニウム；
ジフェニルシランジイル（３−（トリメチルシリル）シクロペンタジエニル）（フルオレ
ニル）（η４−ブタジエン）ジルコニウム；
フェニルメチルシランジイルビス（２−メチルインデニル）（η４−ブタジエン）ジルコ
ニウム；
フェニルメチルシランジイルビスインデニル（η４−ブタジエン）ジルコニウム；
フェニルメチルシランジイルビス（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）（η４−ブ
タジエン）ジルコニウム；
フェニルメチルシランジイル（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−メチルイ
ンデニル）（η４−ブタジエン）ジルコニウム；

20

フェニルメチルシランジイル（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−メチル−
４−フェニルインデニル）（ｎ４−ブタジエン）ジルコニウム；
フェニルメチルシランジイル（２−メチルインデニル）（４−フェニルインデニル）（η
４

−ブタジエン）ジルコニウム；

フェニルメチルシランジイルビス（２−メチル−４−フェニルインデニル）（η４−ブタ
ジエン）ジルコニウム；
フェニルメチルシランジイルビス（２−エチル−４−フェニルインデニル）（η４−ブタ
ジエン）ジルコニウム；
フェニルメチルシランジイルビス（２−メチル−４、６−ジイソプロピルインデニル）（
η４−ブタジエン）ジルコニウム；

30
４

フェニルメチルシランジイルビス（２−メチル−４ナフチルルインデニル）（η

−ブタ

ジエン）ジルコニウム；
エチレンビス（２−メチルインデニル）（η４−ブタジエン）ジルコニウム；
エチレンビスインデニル（η４−ブタジエン）ジルコニウム；
エチレンビス（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）（η４−ブタジエン）ジルコニ
ウム；。
エチレン（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）（２−メチル−４−フェニルインデ
ニル）（η４−ブタジエン）ジルコニウム；
エチレン（２−メチルインデニル）（２−メチル−４−フェニルインデニル）（η４−ブ
40

タジエン）ジルコニウム；
４

エチレン（２−メチルインデニル）（４−フェニル−インデニル）（η

−ブタジエン）

ジルコニウム；
エチレンビス（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル）（η４−ブタジエン）ジルコニ
ウム；
エチレンビス（２−メチル−４−フェニルインデニル）（η４−ブタジエン）ジルコニウ
ム；
エチレンビス（２−メチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）（η４−ブタジエン）
ジルコニウム；
エチレンビス（２−メチル−４−ナフチルインデニル）（η４−ブタジエン）ジルコニウ
ム；
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エチレンビス（２−エチル−４−フェニルインデニル）（η４−ブタジエン）ジルコニウ
ム；
エチレンビス（２−エチル−４，６−ジイソプロピルインデニル）（η４−ブタジエン）
ジルコニウム；
エチレンビス（２−エチル−４−ナフチルインデニル）（η４−ブタジエン）ジルコニウ
ム；
ジメチルシランジイルビス（２−エチル−４−フェニルインデニル）（η４−ブタジエン
）ジルコニウム；
ジメチルシランジイルビス（２，３，５−トリメチルシクロペンタジエニル）（η４−ブ
10

タジエン）ジルコニウム；
１，６−｛ビス［メチルシリルビス（２−メチル−４−フェニルインデニル（η４−ブタ
ジエン）ジルコニウム）］ヘキサン；
１，６−｛ビス［メチルシリルビス（２−エチル−４−フェニルインデニル（η４−ブタ
ジエン）ジルコニウム）］ヘキサン；
１，６−｛ビス［メチルシリルビス（２−メチル−４−ナフチルインデニル（η４−ブタ
ジエン）ジルコニウム）］ヘキサン；
１，６−｛ビス［メチルシリルビス（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル（η４−ブ
タジエン）ジルコニウム）］ヘキサン；
１，６−｛ビス［メチルシリル（２−メチル−４−フェニルインデニル）（２−メチルイ
ンデニル）（η４−ブタジエン）ジルコニウム］｝ヘキサン；

20
４

１，２−｛ビス［メチルシリルビス（２−メチル−４−フェニルインデニル（η

−ブタ

ジエン）ジルコニウム）］エタン；
１，２−｛ビス［メチルシリルビス（２−エチル−４−フェニルインデニル（η４−ブタ
ジエン）ジルコニウム）］エタン；
１，２−｛ビス［メチルシリルビス（２−メチル−４−ナフチルインデニル（η４−ブタ
ジエン）ジルコニウム）］エタン；
１，２−｛ビス［メチルシリルビス（２−メチル−４，５−ベンゾインデニル（η４−ブ
タジエン）ジルコニウム）］エタン；
１，２−｛ビス［メチルシリル（２−メチル−４−フェニルインデニル）（２−メチルイ
ンデニル）（η４−ブタジエン）ジルコニウム］｝エタン。

30

実施例
以下、本発明を実施例に基づいて説明する。ただし、本発明は、下記の実施例に制限され
るものではない。
すべての反応は、窒素雰囲気下のもとで行われた。溶媒として用いたＴＨＦ、ジエチルエ
ーテル、ヘキサン、ベンゼンは窒素気流下、ナトリウム金属、ベンゾフェノンで蒸留して
無水とし、また１，２−ジクロロエタンは窒素加圧下五酸化リンによって蒸留したものを
用いた。ジルコノセンジクロリドは、Ａｌｄｒｉｃｈ

Ｃｈｅｍｉｃａｌ

Ｃｏｍｐａｎ

ｙ，Ｉｎｃ．、日亜化学工業から購入したものを用い、その他の試薬は関東化学、東京化
成工業、Ａｌｄｒｉｃｈから購入した。１Ｈ−ＮＭＲおよび１３Ｃ−ＮＭＲスペクトルは
、Ｂｒｕｋｅｒ

ＡＲＸ−４００またはＪＥＯＬ

１

。この時、

ＪＮＭ−ＬＡ３００を用いて測定した

Ｈ−ＮＭＲ：テトラメチルシラン；

Ｃ−ＮＭＲ：重水素化クロロホルム

を内部標準とした。ガスクロマトグラフィーはＳＨＩＭＡＤＺＵ
２５

ｆｕｓｅｄ

ＡＤＺＵ

ｓｉｌｉｃａ

ＧＣ−１４Ａ

ＭＡＤＺＵ

40

１３

ｇａｓ

ｃａｐｉｌｌａｒｙ

ＣＢＰ１−Ｍ２５−Ｏ

ｃｏｌｕｍｎを備えたＳＨＩＭ

ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈで測定し、記録はＳＨＩ

ＣＲ６Ａ−Ｃｈｒｏｍａｔｏｐａｃ

ｉｎｔｅｇｒａｔｏｒを用いた。ＧＣ

により収率を求めたときはメシチレン、ｎ−ドデカンを内部標準として用いた。カラムク
ロマトグラフィーのカラム充填剤として、関東化学シリカゲル６０Ｎ（球状、中性）４０
−１００マイクロメートルを使用した。
参考例１
ジメチル

１，４，５，６，７，８−ヘキサプロピル−９，１０−ジヒドロアントラセン
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−２，３−ジカルボキシレート
ビス（η５−シクロペンタジエニル）ジクロロジルコニウム（１．２ｍｍｏｌ）及びＴＨ
Ｆ（１０ｍｌ）をシュレンク管に投入した。この溶液を−７８℃に冷却し、次いで、ｎ−
ブチルリチウム（２．４ｍｍｏｌ）を添加した。この溶液を−７８℃にて１時間、攪拌し
、ビス（η５−シクロペンタジエニル）ジブチルジルコニウムを得た。
−７８℃にて、この反応混合物に１，２−ビス（２−ヘキシニル）−３，４，５．６−テ
トラプロピルベンゼン（１．０ｍｍｏｌ）を添加し、次いで、室温にまで暖め、１時間、
放置し、１−ジルコナシクロペンタ−２，４−ジエン誘導体を得た。
こうして得られた、１−ジルコナシクロペンタ−２，４−ジエン（１．０ｍｍｏｌ）誘導
体のＴＨＦ（１０ｍｌ）溶液に、室温にて、ＣｕＣｌ（２．０ｍｍｏｌ）及びジメチルア

10

セチレンジカルボキシレート（３．０ｍｍｏｌ）を添加し、さらに、室温にて１時間、攪
拌した。次いで、３Ｎ塩酸を添加し、反応を終了させた。次いで、ジエチルエーテルで抽
出し、炭酸水素ナトリウム水溶液及び飽和食塩水で洗浄し、そして、無水硫酸マグネシウ
ムで乾燥した。減圧下で濃縮した後、残渣について、シリカゲルを充填剤として、カラム
クロマトグラフィーを行い、標題化合物を得た。
参考例１の標題化合物又はそれに類似する化合物を芳香族化して得られた参考例２の表題
化合物又はそれに類似する化合物から、実施例１の標題化合物又はそれに類似する化合物
の合成までのスキームを図１に示す。
参考例２
20

ジメチル

１，４，５，６，７，８−ヘキサプロピルアントラセン−２，３−ジカルボキ

シレート
参考例１で得られた、ジメチル

１，４，５，６，７，８−ヘキサプロピル−９，１０−

ジヒドロアントラセン−２，３−ジカルボキシレートを用いた。２，３−ジクロロ−５，
６−ジシアノベンゾキノン（０．７２９ｇ，３．２１ｍｍｏｌ）をジメチル

１，４，５

，６，７，８−ヘキサプロピル−９，１０−ジヒドロアントラセン−２，３−ジカルボキ

30

シレート（１．５５４ｇ，２．８３２ｍｍｏｌ）のベンゼン（２５ｍｌ）溶液に添加した
。次いで、混合物を１時間、リフラックスした。濾過後、混合物中の溶媒を真空下で除去
した。ヘキサンで粉末化することにより、１．３９３ｇの標題化合物が白色固体として得
られた。単離収率９０％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．１３（ｔ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，６Ｈ），

１．１４（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），１．２１（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），１．
６０−１．６６（ｍ，４Ｈ），１．７６−１．９１（ｍ，８Ｈ），２．８０（ｔ，Ｊ＝８
．３Ｈｚ，４Ｈ），３．１４−３．２３（ｍ，８Ｈ），３．９３（ｓ，６Ｈ），８．８２
（ｓ，２Ｈ）；１３Ｃ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１４．７７（２Ｃ），１

５．０１（２Ｃ），１５．０３（２Ｃ），２４．６１（２Ｃ），２４．７４（２Ｃ），２
４．８８（２Ｃ），３１．６９（２Ｃ），３２．７１（２Ｃ），３２．８１（２Ｃ），５
２．２５（２Ｃ），１２１．４２（２Ｃ），１２６．４８（２Ｃ），１２８．８１（２Ｃ
），１３０．５２（２Ｃ），１３３．８５（２Ｃ），１３７．５０（２Ｃ），１３７．９
０（２Ｃ），１６９．７８（２Ｃ）．元素分析

計算値Ｃ３６Ｈ５０：Ｃ，７９．０８；

Ｈ，９．２２．実験値：Ｃ，７９．０２；Ｈ，９．２０．高分解能質量分析
６Ｈ５０Ｏ４

参考例３

５４６．３７０９，実験値

５４６．３７０９。

計算値Ｃ３
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２，３−ビス（ヒロドキシメチル）−１，４，５，６，７，８−ヘキサプロピルアントラ
セン
参考例２で得られたジメチル

１，４，５，６，７，８−ヘキサプロピルアントラセン−

２，３−ジカルボキシレートを用いた。ジメチル

１，４，５，６，７，８−ヘキサプロ

ピルアントラセン−２，３−ジカルボキシレートのジエチルエーテル溶液に、０℃にて、

10

水素化リチウムアルミニウムを添加し、次いで、室温に暖め、１時間、攪拌した。室温に
て水を添加し、反応を終了させた。次いで、２Ｎ硫酸でわずかに酸性にして、エーテルで
抽出し、飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。シリカゲルを充填
剤として、ヘキサンを用いて、カラムクロマトグラフィーを行った。ヘキサンからの再結
晶により、６．６３７ｇ（１３．８４６ｍｍｏｌ）の標題化合物が淡黄色固体として得ら
れた。単離収率９８％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．１１−１．２６（ｍ，１８Ｈ），１．

５８−１．６８（ｍ，４Ｈ），１．７４−１．８１（ｍ，８Ｈ），２．７８（ｔ，Ｊ＝８
．３Ｈｚ，４Ｈ），３．１５（ｔ，Ｊ＝８．３Ｈｚ，４Ｈ），３．２６（ｔ，Ｊ＝８．３
Ｈｚ，４Ｈ），５．００（ｓ，４Ｈ），８．７５（ｓ，２Ｈ）；１３Ｃ
ｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

ＮＭＲ（ＣＤＣ

20

１４．８１（２Ｃ），１５．０５（４Ｃ），２４．５６（２Ｃ）

，２４．９４（２Ｃ），２５．０８（２Ｃ），３１．３７（２Ｃ），３１．７５（２Ｃ）
，３２．８１（２Ｃ），６０．１８（２Ｃ），１２０．４４（２Ｃ），１２９．３０（２
Ｃ），１２９．７４（２Ｃ），１３３．０３（２Ｃ），１３３．６２（２Ｃ），１３６．
４２（２Ｃ），１３６．８５（２Ｃ）．元素分析

計算値Ｃ３４Ｈ５０Ｏ２：Ｃ，８３．

２１；Ｈ，１０．２７．実験値：Ｃ，８３．００；Ｈ，１０．５０．高分解能質量分析
計算値Ｃ３４Ｈ５０Ｏ２

４９０．３８１１，実験値

４９０．３８１１。

参考例４
30

２，３−ビス（ブロモメチル）−１，４，５，６，７，８−ヘキサプロピルアントラセン
参考例３で得られた２，３−ビス（ヒロドキシメチル）−１，４，５，６，７，８−ヘキ
サプロピルアントラセンを用いた。２，３−ビス（ヒロドキシメチル）−１，４，５，６
，７，８−ヘキサプロピルアントラセン（１ｅｑ）のクロロホルム溶液に、室温にて、三
臭化リン（１ｅｑ）を添加し、次いで、室温にて１時間、攪拌した。次いで、エーテルで
抽出し、飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を除去し、残渣を
ヘキサンヘキサンから再結晶し、７．７６７ｇ（１３．１２０ｍｍｏｌ）の標題化合物が

40

淡黄色固体として得られた。単離収率９６％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．１３（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），

１．２０（ｔ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，６Ｈ），１．２４（ｔ，Ｊ＝７．１Ｈｚ，６Ｈ），１．
６０−１．６６（ｍ，４Ｈ），１．７５−１．８７（ｍ，８Ｈ），２．７８（ｔ，Ｊ＝８
．４Ｈｚ，４Ｈ），３．１５（ｔ，Ｊ＝８．３Ｈｚ，４Ｈ），３．２７（ｔ，Ｊ＝８．３
Ｈｚ，４Ｈ），４．９９（ｓ，４Ｈ），８．７２（ｓ，２Ｈ）；１３Ｃ
ｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

ＮＭＲ（ＣＤＣ

１４．９６（２Ｃ），１５．０３（４Ｃ），２４．３８（２Ｃ）

，２４．６０（２Ｃ），２４．９０（２Ｃ），２９．９１（２Ｃ），３１．６３（２Ｃ）
，３１．７２（２Ｃ），３２．８３（２Ｃ），１２０．６９（２Ｃ），１２９．１４（２
Ｃ），１２９．１７（２Ｃ），１３０．２１（２Ｃ），１３３．７６（２Ｃ），１３７．
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計算値Ｃ３４Ｈ４８Ｂｒ２：Ｃ，６６

．２３；Ｈ，７．８５；Ｂｒ，２５．９２．実験値：Ｃ，６６．３５；Ｈ，７．９２；Ｂ
ｒ，２５．８５。
参考例５

２，３−ビス（２−ヘキシニル）−１，４，５，６，７，８−ヘキサプロピルアントラセ

10

ン
参考例４で得られた２，３−ビス（ブロモメチル）−１，４，５，６，７，８−ヘキサプ
ロピルアントラセンを用いた。２，３−ビス（ブロモメチル）−１，４，５，６，７，８
−ヘキサプロピルアントラセンのＴＨＦ溶液に、Ｎ，Ｎ

−ジメチルプロピレンウレア（

ＤＭＰＵ）及び１−ペンチニルリチウムを添加した。反応混合物を室温にて１時間、攪拌
した。３Ｎ塩酸を添加して、反応を終了させた。次いで、エーテルで抽出し、炭酸水素ナ
トリウム水溶液及び飽和食塩水で洗浄し、そして、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減
圧下で濃縮した後、残渣をシリカゲルを充填剤として、ヘキサンを用いて、カラムクロマ
トグラフィーを行った。メタノールからの再結晶により、６．３７２ｇ（１２．３３８ｍ
20

ｍｏｌ）の標題化合物が黄色固体として得られた。単離収率８７％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

０．９３（ｔ，Ｊ＝７．４Ｈｚ，６Ｈ），

１．１２（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），１．２０（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），１．
２１（ｔ，Ｊ＝７．４Ｈｚ，６Ｈ），１．４３−１．５３（ｍ，４Ｈ），１．５８−１．
６６（ｍ，４Ｈ），１．７６−１．８６（ｍ，８Ｈ），２．１１（ｔｔ，Ｊ＝２．１，７
．０Ｈｚ，４Ｈ），２．７７（ｔ，Ｊ＝８．３Ｈｚ，４Ｈ），３．１５（ｔ，Ｊ＝８．２
Ｈｚ，４Ｈ），３．２４（ｔ，Ｊ＝８．３Ｈｚ，４Ｈ），３．８６（ｔ，Ｊ＝２．１Ｈｚ
，４Ｈ），８．６９（ｓ，２Ｈ）；１３Ｃ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１３

．４７（２Ｃ），１４．９７（２Ｃ），１５．０５（４Ｃ），２０．１１（２Ｃ），２０
．９５（２Ｃ），２２．３８（２Ｃ），２４．０９（２Ｃ），２４．５４（２Ｃ），２４
．９６（２Ｃ），３１．７８（２Ｃ），３１．９０（２Ｃ），３２．８１（２Ｃ），７８

30

．５７（２Ｃ），８０．９９（２Ｃ），１１９．７１（２Ｃ），１２９．１９（２Ｃ），
１２９．３１（２Ｃ），１３１．１７（２Ｃ），１３３．５５（２Ｃ），１３４．５５（
２Ｃ），１３６．２０（２Ｃ）．元素分析

計算値Ｃ４４Ｈ６２：Ｃ，８９．４３；Ｈ，

１０．５７．実験値：Ｃ，８９．１７；Ｈ，１０．７８。
参考例６

40
ジメチル

５，１４−ジヒドロ−１，４，６，８，９，１０，１１，１３−オクタプロピ

ルペンタセン−２，３−ジカルボキシレート
参考例１と同様の反応を行った。ビス（η５−シクロペンタジエニル）ジクロロジルコニ
ウム（１．２ｍｍｏｌ）及びＴＨＦ（１０ｍｌ）をシュレンク管に投入した。この溶液を
−７８℃に冷却し、次いで、ｎ−ブチルリチウム（２．４ｍｍｏｌ）を添加した。この溶
液を−７８℃にて１時間、攪拌し、ビス（η５−シクロペンタジエニル）ジブチルジルコ
ニウムを得た。
−７８℃にて、この反応混合物に、参考例５で得られた、２，３−ビス（２−ヘキシニル
）−１，４，５，６，７，８−ヘキサプロピルアントラセン（１．０ｍｍｏｌ）を添加し
、次いで、室温にまで暖め、１時間、放置し、１−ジルコナシクロペンタ−２，４−ジエ

50
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ン誘導体を得た。
こうして得られた、１−ジルコナシクロペンタ−２，４−ジエン（１．０ｍｍｏｌ）誘導
体のＴＨＦ（１０ｍｌ）溶液に、室温にて、ＣｕＣｌ（２．０ｍｍｏｌ）及びジメチルア
セチレンジカルボキシレート（３．０ｍｍｏｌ）を添加し、さらに、室温にて１時間、攪
拌した。次いで、３Ｎ塩酸を添加し、反応を終了させた。次いで、エーテルで抽出し、炭
酸水素ナトリウム水溶液及び飽和食塩水で洗浄し、そして、無水硫酸マグネシウムで乾燥
した。減圧下で濃縮した後、残渣について、シリカゲルを用いた短いカラムクロマトグラ
フィー（溶離液、ＣＨＣｌ３）の後、クロロホルム及びメタノールの混合溶媒から再結晶
し、５．５２８ｇ（１０．７８２ｍｍｏｌ）の標題化合物がクリーム状固体として得られ
10

た。単離収率７０％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．１１（ｔ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，６Ｈ），

１．１３（ｔ，Ｊ＝７．１Ｈｚ，６Ｈ），１．２２（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），１．
２３（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），１．６１−１．７３（ｍ，８Ｈ），１．７８−１．
８６（ｍ，８Ｈ），２．７９（ｔ，Ｊ＝８．３Ｈｚ，４Ｈ），２．８４（ｔ，Ｊ＝８．２
Ｈｚ，４Ｈ），３．１７（ｔ，Ｊ＝８．２Ｈｚ，４Ｈ），３．３２（ｔ，Ｊ＝８．４Ｈｚ
，４Ｈ），３．８５（ｓ，６Ｈ），４．１１（ｓ，４Ｈ），８．７２（ｓ，２Ｈ）；１３
Ｃ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１４．６６（２Ｃ），１４．９３（２Ｃ），

１５．０３（２Ｃ），１５．０６（２Ｃ），２４．３１（２Ｃ），２４．５２（２Ｃ），
２４．６０（２Ｃ），２４．９６（２Ｃ），３０．３９（２Ｃ），３１．３０（２Ｃ），
３１．７８（２Ｃ），３２．８０（２Ｃ），３２．８９（２Ｃ），５２．１８（２Ｃ），

20

１１９．５７（２Ｃ），１２８．８２（２Ｃ），１２９．１７（２Ｃ），１３０．２３（
２Ｃ），１３１．１２（２Ｃ），１３１．６８（２Ｃ），１３３．５０（２Ｃ），１３５
．１１（２Ｃ），１３６．２０（２Ｃ），１３９．８０（２Ｃ），１６９．４８（２Ｃ）
．元素分析

計算値Ｃ５０Ｈ６８Ｏ４：Ｃ，８１．６９；Ｈ，９．４６．実験値：Ｃ，８

１．９２；Ｈ，９．３５。
実施例１

30
ジメチル

１，４，６，８，９，１０，１１，１３−オクタプロピルペンタセン−２，３

−ジカルボキシレート
クロラニル（０．０５４ｇ，０．２２ｍｍｏｌ）を、参考例６で得られたジメチル

５，

１４−ジヒドロ−１，４，６，８，９，１０，１１，１３−オクタプロピルペンタセン−
２，３−ジカルボキシレート（０．１４７ｇ，０．２ｍｍｏｌ）のベンゼン溶液（５ｍｌ
）に添加した。次いで、混合物を２４時間、リフラックスした。濃縮後、クロロホルムを
残渣に添加し、濾過した。濃縮後、ベンゼンから再結晶することにより、０．０４８ｇの
標題化合物が青色固体として得られた。単離収率３３％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．１５（ｔ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，６Ｈ），

40

１．２０（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），１．２７（ｔ，Ｊ＝７．５Ｈｚ，６Ｈ），１．
２９（ｔ，Ｊ＝７．４Ｈｚ，６Ｈ），１．６２−１．６８（ｍ，４Ｈ），１．８５−２．
０７（ｍ，１２Ｈ），２．７８（ｔ，Ｊ＝７．５Ｈｚ，４Ｈ），３．２２−３．２６（ｍ
，８Ｈ），３．９０（ｂｓ，４Ｈ），３．９４（ｓ，６Ｈ），９．０６（ｓ，２Ｈ），９
．１７（ｓ，２Ｈ）；１３Ｃ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１４．８５（２Ｃ

），１５．０５（２Ｃ），１５．１３（４Ｃ），２４．３６（２Ｃ），２４．６０（２Ｃ
），２４．８７（２Ｃ），２５．１１（２Ｃ），３１．３３（２Ｃ），３１．７６（２Ｃ
），３２．６７（２Ｃ），３２．８５（２Ｃ），５２．２６（２Ｃ），１２０．０８（２
Ｃ），１２２．７４（２Ｃ），１２６．２３（２Ｃ），１２７．５７（２Ｃ），１２７．
７６（２Ｃ），１２８．３５（２Ｃ），１２９．９１（２Ｃ），１３３．３７（２Ｃ），
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１３３．７６（２Ｃ），１３６．７７（２Ｃ），１３８．１３（２Ｃ），１６９．６５（
２Ｃ）．高分解能質量分析

計算値Ｃ５０Ｈ６６Ｏ４

７３０．４９６１，実験値

７３

０．４９９５。
参考例２の標題化合物から始まり、参考例３の表題化合物、参考例４の表題化合物を経て
得られる参考例５の表題化合物を経、続いて参考例６の表題化合物を経て、実施例１の標
題化合物を合成するまでのスキームを図２に示す。
参考例７

10

ジメチル

１，４−ジプロピルナフタレン−２，３−ジカルボキシレート

２，３−ジクロロ−５，６−ジシアノベンゾキノン（１．３６２ｇ，６．０ｍｍｏｌ）を
ジメチル

１，４−ジプロピル−５，６，７，８−テトラヒドロナフタレン−２，３−ジ

カルボキシレート（０．６６５ｇ，２．０ｍｍｏｌ）のベンゼン溶液（２０ｍｌ）に添加
した。次いで、混合物を２４時間、リフラックスした。濾過後、混合物中の溶媒を真空下
、除去した。シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル／ヘキサン，１
／２０）により、０．４６４ｇの標題化合物が無色結晶として得られた。ＧＣ収率８７％
。単離収率７１％。
１

Ｈ

20

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．０５（ｔ，Ｊ＝７．４Ｈｚ，６Ｈ），

１．７１−１．８１（ｍ，４Ｈ），３．０７（ｔ，Ｊ＝８．１Ｈｚ，４Ｈ），３．９１（
ｓ，６Ｈ），７．６０（ｄｄ，Ｊ＝３．４，６．５Ｈｚ，２Ｈ），８．１２（ｄｄ，Ｊ＝
３．４，６．５Ｈｚ，２Ｈ）；１３Ｃ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１４．５

２（２Ｃ），２４．６４（２Ｃ），３２．２０（２Ｃ），５２．２６（２Ｃ），１２５．
５３（２Ｃ），１２７．２８（２Ｃ），１２８．２５（２Ｃ），１３２．４２（２Ｃ），
１３６．８５（２Ｃ），１６９．５３（２Ｃ）．元素分析

計算値Ｃ２０Ｈ２４Ｏ４：Ｃ

，７３．１５；Ｈ，７．３７．実験値：Ｃ，７３．１０；Ｈ，７．４４。
参考例８
30

２，３−ビス（ヒドロキシメチル）−１，４−ジプロピルナフタレン
参考例７で得られたジメチル

１，４−ジプロピルナフタレン−２，３−ジカルボキシレ

ートを参考例３と同様に、水素化リチウムアルミニウムで処理した。これにより、０．２
１９ｇ（０．８９８ｍｍｏｌ）の標題化合物が白色固体として得られた。エーテル／ヘキ
サンからの再結晶により、少量の標題化合物が元素分析用に得られた。単離収率９０％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），１．５９

−１．６７（ｍ，４Ｈ），３．０８（ｔ，Ｊ＝８．２Ｈｚ，４Ｈ），３．５１（ｂｓ，２
Ｈ），４．８７（ｓ，４Ｈ），７．４７（ｄｄ，Ｊ＝３．３，６．５Ｈｚ，２Ｈ），８．
０４（ｄｄ，Ｊ＝３．３，６．５Ｈｚ，２Ｈ）；１３Ｃ
ｉ）δ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓ

１４．５２（２Ｃ），２４．９６（２Ｃ），３１．５２（２Ｃ），５９．７１（

２Ｃ），１２５．０５（２Ｃ），１２５．７７（２Ｃ），１３２．１２（２Ｃ），１３４
．５３（２Ｃ），１３６．４８（２Ｃ）．元素分析

計算値Ｃ１８Ｈ２４Ｏ２：Ｃ，７９

．３７；Ｈ，８．８８．実験値：Ｃ，７９．４３；Ｈ，９．０１。
参考例９
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２，３−ビス（ブロモメチル）−１，４−ジプロピルナフタレン
参考例８で得られた２，３−ビス（ヒドロキシメチル）−１，４−ジプロピルナフタレン
を参考例４と同様に三臭化リンで処理した。シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィ
ー（酢酸エチル／ヘキサン，１／５０）により０．１１５ｇ（０．４ｍｍｏｌ）の標題化
合物が白色固体として得られた。単離収率７２％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

10

１．１４（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），

１．７５（ｂｓ，４Ｈ），３．１２（ｔ，Ｊ＝８．３Ｈｚ，４Ｈ），４．９２（ｓ，４Ｈ
），７．４９（ｄｄ，Ｊ＝３．３，６．５Ｈｚ，２Ｈ），８．０２（ｄｄ，Ｊ＝３．３，
６．５Ｈｚ，２Ｈ）；１３Ｃ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１４．７７（２Ｃ

），２４．３７（２Ｃ），２９．０１（２Ｃ），３１．１１（２Ｃ），１２５．１７（２
Ｃ），１２６．５９（２Ｃ），１３０．９１（２Ｃ），１３２．４４（２Ｃ），１３８．
４４（２Ｃ）．元素分析

計算値Ｃ１８Ｈ２２Ｂｒ２：Ｃ，５４．３０；Ｈ，５．５７；

Ｂｒ，４０．１３．実験値：Ｃ，５４．２１；Ｈ，５．５７；Ｂｒ，４０．２４。
参考例１０
20

２，３−ビス（２−ヘキシニル）−１，４−ジプロピルナフタレン
参考例９で得られた２，３−ビス（ブロモメチル）−１，４−ジプロピルナフタレンを参
考例５と同様にＮ，Ｎ

−ジメチルプロピレンウレア（ＤＭＰＵ）及び１−ペンチニルリ

チウムで処理した。シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル／ヘキサ
ン，１／５０）により１．６６１ｇ（４．７８７ｍｍｏｌ）の標題化合物が白色固体とし
30

て得られた。単離収率９３％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

０．９１（ｔ，Ｊ＝７．４Ｈｚ，６Ｈ），

１．１２（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），１．４０−１．４９（ｍ，４Ｈ），１．６８−
１．７８（ｍ，４Ｈ），２．０７（ｔｔ，Ｊ＝２．１，７．０Ｈｚ，４Ｈ），３．１０（
ｔ，Ｊ＝８．３Ｈｚ，４Ｈ），３．８４（ｔ，Ｊ＝２．１Ｈｚ，４Ｈ），７．４１（ｄｄ
，Ｊ＝３．３，６．５Ｈｚ，２Ｈ），８．０１（ｄｄ，Ｊ＝３．３，６．５Ｈｚ，２Ｈ）
；１３Ｃ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１３．４３（２Ｃ），１４．７７（２

Ｃ），１９．９６（２Ｃ），２０．８８（２Ｃ），２２．３２（２Ｃ），２４．１１（２
Ｃ），３１．４０（２Ｃ），７８．２５（２Ｃ），８０．９５（２Ｃ），１２４．６４（
２Ｃ），１２５．０２（２Ｃ），１３１．６６（２Ｃ），１３２．４８（２Ｃ），１３４
．９９（２Ｃ）．元素分析

計算値Ｃ２８Ｈ３６：Ｃ，９０．２６；Ｈ，９．７４．実験

40

値：Ｃ，９０．１３；Ｈ，９．８６。
参考例１１

ジメチル

５，１２−ジヒドロ−１，４，６，１１−テトラプロピルナフタセン−２，３

−ジカルボキシレート
参考例１０で得られた２，３−ビス（２−ヘキシニル）−１，４−ジプロピルナフタレン
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を参考例１と同様にして、ビス（η５−シクロペンタジエニル）ジブチルジルコニウムと
反応させ、次いで、この反応物のまま、室温にて、ＣｕＣｌ及びジメチルアセチレンジカ
ルボキシレートを添加し、さらに、室温にて１時間、攪拌した。次いで、３Ｎ塩酸を添加
し、反応を終了させた。次いで、エーテルで抽出し、炭酸水素ナトリウム水溶液及び飽和
食塩水で洗浄し、そして、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下で濃縮した後、残渣
について、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル／ヘキサン，１／
１０）により、１．７９０ｇ（４．４５８ｍｍｏｌ）の標題化合物が淡黄色固体として得
られた。単離収率７８％。標題化合物のＸ線結晶構造解析を図３に示す。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．０９（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），

１．１６（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），１．６５−１．７５（ｍ，８Ｈ），２．８２（

10

ｔ，Ｊ＝８．２Ｈｚ，４Ｈ），３．１９（ｔ，Ｊ＝８．２Ｈｚ，４Ｈ），３．８４（ｓ，
６Ｈ），４．０８（ｓ，４Ｈ），７．４５（ｄｄ，Ｊ＝３．２，６．６Ｈｚ，２Ｈ），８
．０６（ｄｄ，Ｊ＝３．４，６．５Ｈｚ，２Ｈ）；１３Ｃ
Ｓｉ）δ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４

１４．６３（２Ｃ），１４．７６（２Ｃ），２４．２７（２Ｃ），２４．５３

（２Ｃ），３０．２１（２Ｃ），３０．８５（２Ｃ），３２．８５（２Ｃ），５２．２０
（２Ｃ），１２４．５２（２Ｃ），１２４．８６（２Ｃ），１３０．２２（２Ｃ），１３
１．０７（２Ｃ），１３２．３５（２Ｃ），１３２．３９（２Ｃ），１３５．１２（２Ｃ
），１３９．５５（２Ｃ），１６９．４４（２Ｃ）．元素分析

計算値Ｃ３４Ｈ４２Ｏ４

：Ｃ，７９．３４；Ｈ，８．２２．実験値：Ｃ，７９．２１；Ｈ，８．３６。
20

実施例２

ジメチル

１，４，６，１１−テトラプロピルナフタセン−２，３−ジカルボキシレート

参考例１１で得られたジメチル

５，１２−ジヒドロ−１，４，６，１１−テトラプロピ

ルナフタセン−２，３−ジカルボキシレートを用いた。
２，３−ジクロロ−５，６−ジシアノベンゾキノン（０．０５０ｇ，０．２２ｍｍｏｌ）
を１，４−ジオキサン（５ｍｌ）のジメチル

５，１２−ジヒドロ−１，４，６，１１−

30

テトラプロピルナフタセン−２，３−ジカルボキシレート（０．１０３ｇ，０．２ｍｍｏ
ｌ）溶液に添加した。次いで、混合物を３時間、リフラックスした。濾過後、混合物中の
溶媒を真空化、除去した。クロロホルムを添加し、再度、濾過した。クロロホルム／メタ
ノールからの再結晶により、０．０７６ｇの標題化合物が赤色針状結晶として得られた。
ＮＭＲ収率９７％。単離収率７１％。標題化合物のＸ線結晶構造解析を図４に示す。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．１９（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），

１．２３（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），１．９２−１．８６（ｍ，８Ｈ），３．２６（
ｔ，Ｊ＝８．１Ｈｚ，４Ｈ），３．７２（ｔ，Ｊ＝８．１Ｈｚ，４Ｈ），３．９４（ｓ，
６Ｈ），７．４６（ｄｄ，Ｊ＝３．２，７．０Ｈｚ，２Ｈ），８．３１（ｄｄ，Ｊ＝３．
２，７．０Ｈｚ，２Ｈ），９．１９（ｓ，２Ｈ）；１３Ｃ
Ｓｉ）δ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４

40

１４．８１（２Ｃ），１４．８９（２Ｃ），２４．６７（２Ｃ），２４．８９

（２Ｃ），３０．７３（２Ｃ），３２．７２（２Ｃ），５２．２５（２Ｃ），１２２．６
５（２Ｃ），１２５．１２（２Ｃ），１２５．３９（２Ｃ），１２６．６７（２Ｃ），１
２８．４４（２Ｃ），１２８．７７（２Ｃ），１２９．６３（２Ｃ），１３４．１６（２
Ｃ），１３７．８７（２Ｃ），１６９．５８（２Ｃ）．元素分析

計算値Ｃ３４Ｈ４０Ｏ

４：Ｃ，７９．６５；Ｈ，７．８６．実験値：Ｃ，７９．４３；Ｈ，８．０１．高分解能

質量分析

計算値Ｃ３４Ｈ４０Ｏ４

５１２．２９３７，実験値

５１２．２９３７。

参考例７の標題化合物から始まり、参考例８を経て得られる参考例９の表題化合物を経、
続いて参考例１０の表題化合物を経て、更に、参考例１１の表題化合物を経て、実施例２
の標題化合物を合成するまでのスキームを図５に示す。

50

(52)

JP 4744056 B2 2011.8.10

参考例１２

１，２，３，４，５，６，７，８−オクタプロピルアントラセン
１，２，３，４，５，６，７，８−オクタプロピル−９，１０−ジヒドロアントラセン（
０．２０８ｇ，０．４００ｍｍｏｌ）のベンゼン（５ｍｌ）溶液に２，３−ジクロロ−５
，６−ジシアノキノン（０．１００ｇ，０．４４０ｍｍｏｌ）を加え、１時間加熱還流し

10

た。ろ過をしてヒドロキノンを除き、シリカゲルカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル
／ヘキサン，９９／１）で精製すると標題化合物が白色固体（０．１６４ｇ）として得ら
れた。単離収率７９％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．１１（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，１２Ｈ）

，１．２０（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，１２Ｈ），１．６０−１．６６（ｍ，８Ｈ），１．７
７−１．８３（ｍ，８Ｈ），２．７７（ｔ，Ｊ＝７．７Ｈｚ，４Ｈ），３．１５（ｔ，Ｊ
＝８．２Ｈｚ，８Ｈ），８．６６（ｓ，２Ｈ）；１３Ｃ
ｉ）δ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓ

１５．０６（４Ｃ），１５．０９（４Ｃ），２４．５７（４Ｃ），２５．０２（

４Ｃ），３１．８３（４Ｃ），３２．８３（４Ｃ），１１９．４０（２Ｃ），１２９．０
３（４Ｃ），１３３．４７（４Ｃ），１３５．８０（４Ｃ）．元素分析

計算値Ｃ３８Ｈ

20

５８：Ｃ，８８．６５；Ｈ，１１．３５．実験値：Ｃ，８８．７６；Ｈ，１１．３６。

１，２，３，４，５，６，７，８−オクタプロピル−９，１０−ジヒドロアントラセン（
０．１５５ｇ，０．３００ｍｍｏｌ）のベンゼン（５ｍｌ）溶液に２，３−ジクロロ−５
，６−ジシアノキノン（０．０７５ｇ，０．４４０ｍｍｏｌ）を加え、室温で１時間撹拌
した。反応溶液をＮＭＲ測定したところ、生成物は１，２，３，４，５，６，７，８−オ
クタプロピルアントラセン（ＮＭＲ収率４９％）とＤｉｅｌｓ−Ａｌｄｅｒ付加物（ＮＭ
Ｒ収率３０％）であり、原料が２３％残っていた。
参考例１３
30

ジメチル

１，４，６，８，９，１０，１１，１３−オクタエチル−５，１４−ジヒドロ

ペンタセン−２，３−ジカルボキシレート
参考例２〜６と同様の手順により、標題化合物を得た。参考例２では、ジメチル

１，４

40

，５，６，７，８−ヘキサプロピル−９，１０−ジヒドロアントラセン−２，３−ジカル
ボキシレートを用いたのに対し、参考例１３では、ジメチル

１，４，５，６，７，８−

ヘキサエチル−９，１０−ジヒドロアントラセン−２，３−ジカルボキシレートを用いた
。
最終段階では、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー（Ｅｔ２Ｏ／ヘキサン，１
／１０）により１２４ｍｇ（０．５０ｍｍｏｌ）の標題化合物が無色単結晶として得られ
た。単離収率４０％。標題化合物のＸ線結晶構造解析を図６に示す。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．２７−１．３６（ｍ，１２Ｈ），１．

４１−１．４８（ｍ，１２Ｈ），２．８６−２．９６（ｍ，８Ｈ），３．２４−３．３２
（ｍ，４Ｈ），３．３９−３．４７（ｍ，４Ｈ），３．８６（ｓ，６Ｈ），４．１８（ｓ
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ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１５

．２２，１５．４９，１５．６３，１５．８９，２１．８７，２２．００，２２．９９，
２３．９５，２９．９５，５２．２９，１１９．４９，１２８．５５，１２８．９９，１
３０．１２，１３０．７５，１３３．１１，１３４．７８，１３６．４３，１３７．１０
，１３９．６６，１６９．５３．高分解能質量分析

計算値Ｃ４２Ｈ５２Ｏ４：６２０．

３８６６，実験値：６２０．３８６９。
参考例１４

10

ジメチル

１，４，５，６，７，８−ヘキサブチルアントラセン−２，３−ジカルボキシ

レート
参考例２と同様の手順で行った。参考例２では、ジメチル

１，４，５，６，７，８−ヘ

キサプロピル−９，１０−ジヒドロアントラセン−２，３−ジカルボキシレートを用いた
のに対し、参考例１４では、ジメチル

１，４，５，６，７，８−ヘキサブチル−９，１

20

０−ジヒドロアントラセン−２，３−ジカルボキシレートを用いた。
最終段階では、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー（Ｅｔ２Ｏ／ヘキサン，１
／１０により、１７６４ｍｇ（３ｍｍｏｌ）の標題化合物が淡黄色固体として得られた。
単離収率９３％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

０．９８−１．０８（ｍ，１８Ｈ），１．

５２−１．８２（ｍ，２４Ｈ），２．７８−２．８５（ｍ，４Ｈ），３．１６−３．２６
（ｍ，８Ｈ），３．９２（ｓ，６Ｈ），８．８４（ｓ，２Ｈ）．１３Ｃ
ｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

ＮＭＲ（ＣＤＣ

１３．９４，１４．０４，１４．１，２３．４７，２３．５９，

２３．７２，２９．１３，３０．１６，３０．３９，３３．５６，３３．６７，５２．３
０，１２１．４０，１２６．４１，１２８．８１，１３０．５５，１３３．９１，１３７
．６４，１３７．９４．高分解能質量分析

30

計算値Ｃ４２Ｈ６２Ｏ４：６３０．４６４８

，実験値：６３０．４６４５。
実施例３

40
ジメチル

１，４，６，８，９，１０，１１，１３−オクタエチルペンタセン−２，３−

ジカルボキシレート
参考例１３で得られた化合物の１，４−ジオキサン溶液をクロラニルにて脱水素化した。
シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー（まず、Ｅｔ２Ｏ／ヘキサン，１／５で溶
離し、次いで、クロロホルム１００％で溶離した）により、８０ｍｇ（０．５ｍｍｏｌ）
の標題化合物が深い青色の固体として得られた。単離収率２６％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．３２（ｔ，Ｊ＝７．４Ｈｚ，６Ｈ），

１．４８−１．５８（ｍ，１２Ｈ），１．６６（ｔ，Ｊ＝７．５Ｈｚ，６Ｈ），２．９０
（ｑ，Ｊ＝７．５Ｈｚ，４Ｈ），３．３３（ｑ，Ｊ＝７．５Ｈｚ，８Ｈ），３．９５（ｓ
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，６Ｈ），４．０３（ｑ，Ｊ＝７．５Ｈｚ，４Ｈ），９．１６（ｓ，２Ｈ），９．２６（
ｓ，２Ｈ）．１３Ｃ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１５．３６，１５．６６，

１５．７９，１５．８７，２２．０３，２２．２１，２３．０９，２３．８０，５２．３
４，１１９．９２，１２２．５７，１２６．０５，１２７．２８，１２７．４７，１２８
．２０，１２９．７８，１３４．６６，１３５．２０，１３７．６９，１３９．４２，１
６９．６９．高分解能質量分析

計算値Ｃ４２Ｈ５０Ｏ４：６１８．３７０９，実験値：

６１８．３６８０。
以上から、本発明の方法によれば、縮合多環芳香族化合物中の環の数が少ないうちに、こ
れに適切な置換基を導入して溶解度を向上させ、これによって更なる合成を進め、溶解度
を維持したまま、ポリアセンの環の数を増やしていくことができることがわかる。

10

次に、置換基の導入と得られるポリアセン誘導体の収率との関係について検討した実験結
果を示す。
参考例１５
１，２，３，４，５，６，７，８−オクタプロピルアントラセン
９，１０−ジヒドロ−１，２，３，４，５，６，７，８−オクタプロピルアントラセンの
ヘキサン溶液に室温で２．２当量のｎ−ＢｕＬｉと２．２当量のテトラメチルエチレンジ
アミンを加え、５０℃で３時間加熱した。反応溶液を室温に冷やし、１．１当量のヨウ化
メチルを加え１時間撹拌すると標題化合物がＮＭＲ収率９８％で生成した。３Ｎ塩酸で処
理し、これを飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗って有機層を硫酸マグネシ
ウムで乾燥させた。溶媒を減圧下で除くと、純粋な標題化合物が９６％の収率で得られた

20

。この場合、カラムクロマトグラフィーなどの精製は不必要であった。
同様な実験手順で多置換ジヒドロアントラセンの芳香族化を行った。結果を表１に示す。

30

40

表中、収率は、ＮＭＲ収率であり、括弧内は単離収率である。
表１からも明らかなように、リチウム化剤と脱リチウム試薬との組合せの系では、置換基
が導入されたポリヒドロポリアセンに非常に有効であり、置換基のないジヒドロアントラ
センでは４７％であった。
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つぎにさまざまなリチウム化剤と脱リチウム試薬との組合せについて検討した実験結果を
表２に示す。なお、表中、リチウム化剤を「ＲＭ」と表し、脱リチウム試薬を「Ｒ

Ｘ」

と表した。

10

20

表中、収率は、ＮＭＲ収率であり、括弧内は単離収率である。
ＰｒＩ、ＢｕＢｒでは収率が悪く、ＲＭ／ＭｅＩで良いことがわかる。また、リチウム化
剤としてｎ−ＢｕＬｉ、ｓｅｃ−ＢｕＬｉ、ｔｅｒｔ−ＢｕＬｉ、ＰｈＬｉが用いること
ができる。
リチウム化剤と脱リチウム試薬との組合せは、Ｐｄ／Ｃ、トリチルカチオン、ｎ−ＢｕＬ
ｉ／ＣｄＣｌ２、２，３−ジクロロ−５，６−ジシアノキノンによる芳香族化と比べてい

30

くつかの優れた点がある。Ｐｄ／Ｃでは２００℃、３００℃といった高温が必要であり、
トリチルカチオンでは強酸を用いなければならないため転位反応など副反応が起こりやす
い。これに対して、リチウム化剤と脱リチウム試薬との組合せは、温和な条件で反応が進
行する。ｎ−ＢｕＬｉ／ＣｄＣｌ２では有毒な金属塩の添加が必須である。２，３−ジク
ロロ−５，６−ジシアノキノン、クロラニルなどのキノンによる芳香族化では、先にも述
べたように多置換アントラセンはＤｉｅｌｓ−Ａｌｄｅｒ反応してしまうために副生成物
が生成してしまう（反応温度、キノンの量などをコントロールすると改善される。）とい
う問題がある。しかし、本反応ではこのような副反応を起こさない。
リチウム化剤と脱リチウム試薬との組合せは、次のような特徴を持っている。（１）高い
反応温度が必要としない。（２）短い時間で反応は進行し、多置換ポリヒドロポリアセン
の芳香族化において良い収率が得られる。（３）簡単な後処理で純度の高い生成物が得ら
れる。
参考例１６
下記のスキームにより、炭化水素縮合環を得ることができる。この炭化水素縮合環は、更
に、芳香族化してポリアセンを得ることができる。
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10

（式中、（ａ）は、水素化リチウムアルミニウムを０℃にて作用させ、除々に温度を室温
に暖めたことを示す。（ｂ）は、臭素化リンを室温にて作用させたことを示す。（ｃ）は
、式Ｒ−ＣＣ−Ｌｉで示されるアルキニルリチウムを、ＴＨＦ溶媒中、Ｎ，Ｎ

−ジメチ

ルプロピレンウレアの存在下、作用させたことを示す。（ｄ）は、ＴＨＦ溶媒中のビスシ
クロペンタジエニルジルコニウムジブチルを、−７８℃で作用させ、次いで、室温に暖め
た後、ＣｕＣｌの存在下、ジメチルアセチレンカルボキシレートを作用させたことを示す
。）

20

参考例１７
下記のスキームにより、炭化水素縮合環を得ることができる。この炭化水素縮合環は、更
に、芳香族化してポリアセンを得ることができる。

30

40

（式中、（ａ）は、水素化リチウムアルミニウムを０℃にて作用させ、除々に温度を室温
に暖めたことを示す。（ｂ）は、臭素化リンを室温にて作用させたことを示す。（ｃ）は
、式Ｒ−ＣＣ−Ｌｉで示されるアルキニルリチウムを、ＴＨＦ溶媒中、Ｎ，Ｎ

−ジメチ

ルプロピレンウレアの存在下、作用させたことを示す。（ｄ）は、ＴＨＦ溶媒中のビスシ
クロペンタジエニルジルコニウムジブチルを、−７８℃で作用させ、次いで、室温に暖め
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た後、ＣｕＣｌの存在下、ジメチルアセチレンカルボキシレートを作用させたことを示す
。）
参考例１８
下記のスキームにより、炭化水素縮合環を得ることができる。この炭化水素縮合環は、更
に、芳香族化してポリアセンを得ることができる。

10

20
（式中、（ａ）は、水素化リチウムアルミニウムを０℃にて作用させ、除々に温度を室温
に暖めたことを示す。（ｂ）は、臭素化リンを室温にて作用させたことを示す。（ｃ）は
、式Ｒ−ＣＣ−Ｌｉで示されるアルキニルリチウムを、ＴＨＦ溶媒中、Ｎ，Ｎ

ジメチル

プロピレンウレアの存在下、作用させたことを示す。（ｄ）は、ＴＨＦ溶媒中のビスシク
ロペンタジエニルジルコニウムジブチルを、−７８℃で作用させ、次いで、室温に暖めた
後、ＣｕＣｌの存在下、ジメチルアセチレンカルボキシレートを作用させたことを示す。
）
参考例１９
下記のスキームにより、炭化水素縮合環を得ることができる。この炭化水素縮合環は、更
に、芳香族化してポリアセンを得ることができる。

30

40

（式中、（ａ）は、水素化リチウムアルミニウムを０℃にて作用させ、除々に温度を室温
に暖めたことを示す。（ｂ）は、臭素化リンを室温にて作用させたことを示す。（ｃ）は
、式Ｒ−ＣＣ−Ｌｉで示されるアルキニルリチウムを、ＴＨＦ溶媒中、Ｎ，Ｎ

−ジメチ
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ルプロピレンウレアの存在下、作用させたことを示す。（ｄ）は、ＴＨＦ溶媒中のビスシ
クロペンタジエニルジルコニウムジブチルを、−７８℃で作用させ、次いで、室温に暖め
た後、ＣｕＣｌの存在下、ジメチルアセチレンカルボキシレートを作用させたことを示す
。）
参考例２０
下記のスキームにより、炭化水素縮合環を得ることができる。この炭化水素縮合環は、更
に、芳香族化してポリアセンを得ることができる。

10

20

このスキームでは、下記の手順を用いた。Ｃｐ２ＺｒＣｌ２（１．２ｅｑ）のＴＨＦ溶液
をドライアイス−アセトン浴で−７８℃にし、ｎ−ＢｕＬｉ（２．４ｅｑ）のヘキサン溶
液を加えた。反応溶液を−７８℃で１時間保ち、これにアルキンを加え室温まで昇温した

30

。そのまま室温で１〜３時間保つと、ジルコナシクロペンタジエンが生成した。このジル
コナシクロペンタジエン（１．０ｅｑ）のＴＨＦ溶液に４−オクチン（１．５ｅｑ）とジ
ブロモビス（トリフェニルホスフィン）ニッケル（ＩＩ）（２．０ｅｑ）を室温で加えた
。
２４時間の後３Ｎ塩酸で処理し、適当な溶媒で抽出した。有機層を１つにして飽和炭酸水
素ナトリウム、飽和食塩水で洗い、硫酸マグネシウムで乾燥させた。エバポレーターで溶
媒を除いた後、適当な精製方法により環化生成物を得た。
９，１０−ジヒドロ−１，２，３，４，５，６，７，８−オクタプロピルアントラセン
出発物質（０．４０７ｇ，１．００ｍｍｏｌ）を用い、上に述べた方法で実験を行った。
シリカゲルカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル／ヘキサン，１／９９）をし、得られ

40

た固体をエタノールで洗うことで９，１０−ジヒドロ−１，２，３，４，５，６，７，８
−オクタプロピルアントラセンが白色粉末（０．２５１ｇ）として得られた。単離収率４
８％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．０５（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，１２Ｈ）

，１．１２（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，１２Ｈ），１．４７−１．６１（ｍ，１６Ｈ），２．
５４（ｔ，Ｊ＝８．４Ｈｚ，８Ｈ），２．７０（ｔ，Ｊ＝８．４Ｈｚ，８Ｈ），３．８０
（ｓ，４Ｈ）；１３Ｃ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１５．０６（４Ｃ），１

５．１２（４Ｃ），２４．５７（４Ｃ），２５．１０（４Ｃ），２９．９０（２Ｃ），３
２．２６（４Ｃ），３２．３１（４Ｃ），１３４．３３（４Ｃ），１３４．９３（４Ｃ）
，１３６．３０（４Ｃ）．元素分析

計算値

Ｃ３８Ｈ６０：Ｃ，８８．３０；Ｈ，１１
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．７０．実験値：Ｃ，８８．４５；Ｈ，１１．６７。
１，２，３，４，６，８，９，１０，１１，１３−デカプロピル−５，７，１２，１４−
テトラヒドロペンタセン
出発物質（１．１９ｇ，２．００ｍｍｏｌ）を用い、上に述べた方法で実験を行った。ク
ロロホルム／メタノールの混合溶媒から再結晶することで１，２，３，４，６，８，９，
１０，１１，１３−デカプロピル−５，７，１２，１４−テトラヒドロペンタセンが白色
粉末（０．６９９ｇ）として得られた。単離収率５０％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．０３−１．１８（ｍ，３０Ｈ），１．

５１−１．５９（ｍ，２０Ｈ），２．５５（ｔ，Ｊ＝７．８Ｈｚ，８Ｈ），２．７１（ｔ
，Ｊ＝７．７Ｈｚ，８Ｈ），２．９０（ｔ，Ｊ＝７．７Ｈｚ，４Ｈ），３．８７（ｓ，８
Ｈ）；１３Ｃ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

10

１４．９８（２Ｃ），１５．０６

（４Ｃ），１５．０８（４Ｃ），２４．２９（２Ｃ），２４．５４（４Ｃ），２５．１１
（４Ｃ），２９．８５（４Ｃ），３１．９３（２Ｃ），３２．２２（４Ｃ），３２．２６
（４Ｃ），１３３．０６（２Ｃ），１３３．６６（４Ｃ），１３３．９５（４Ｃ），１３
５．００（４Ｃ），１３６．２９（４Ｃ）．元素分析

計算値

Ｃ５２Ｈ７８：Ｃ，８８

．８２；Ｈ，１１．１８．実験値：Ｃ，８８．９２；Ｈ，１１．３７。
５，７，８，９，１０，１２−ヘキサヒドロ−１，２，３，４，６，１１−ヘキサプロピ
ルナフタセン
出発物質（０．４５６ｇ，１．２１ｍｍｏｌ）を用い、上に述べた方法で実験を行った。
シリカゲルカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル／ヘキサン，１／９９）の処理により

20

５，７，８，９，１０，１２−ヘキサヒドロ−１，２，３，４，６，１１−ヘキサプロピ
ルナフタセンが白色固体（０．２８３ｇ）として得られた。単離収率４８％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．０４（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），

１．０９−１．１３（ｍ，１２Ｈ），１．４７−１．５８（ｍ，１２Ｈ），１．７６（ｂ
ｓ，４Ｈ），２．５４（ｔ，Ｊ＝８．２Ｈｚ，４Ｈ），２．６８−２．７２（ｍ，８Ｈ）
，２．７５（ｂｓ，４Ｈ），３．８３（ｓ，４Ｈ）；１３Ｃ
４Ｓｉ）δ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ

１４．９８（２Ｃ），１５．０４（２Ｃ），１５．０７（２Ｃ），２３．３

１（２Ｃ），２３．４１（２Ｃ），２４．５５（２Ｃ），２５．１１（２Ｃ），２７．３
１（２Ｃ），２９．６７（２Ｃ），３１．３７（２Ｃ），３２．２１（２Ｃ），３２．２
６（２Ｃ），１３２．５４（２Ｃ），１３３．７１（２Ｃ），１３４．１１（２Ｃ），１
３４．９３（４Ｃ），１３６．２３（２Ｃ）．元素分析

計算値

Ｃ３６Ｈ５４：Ｃ，８

８．８２；Ｈ，１１．１８．実験値：Ｃ，８８．６８；Ｈ，１１．２９。
参考例２１
下記のスキームにより、炭化水素縮合環を得ることができる。この炭化水素縮合環は、更
に、芳香族化してポリアセンを得ることができる。
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10

（式中、ＤＭＰＵは、Ｎ，Ｎ

−ジメチルプロピレンウレアを示す。）

20

このスキームでは、下記の手順を用いた。Ｃｐ２ＺｒＣｌ２（１．２ｅｑ）のＴＨＦ溶液
をドライアイス−アセトン浴で−７８℃にし、ｎ−ＢｕＬｉ（２．４ｅｑ）のヘキサン溶
液を加えた。反応溶液を−７８℃で１時間保ち、これにアルキンを加え室温まで昇温した
。そのまま室温で１〜３時間保つと、ジルコナシクロペンタジエンが生成した。このジル
コナシクロペンタジエン（１．０ｅｑ）のＴＨＦ溶液に、塩化銅（Ｉ）（２．１ｅｑ）、
Ｎ，Ｎ

−ジメチルプロプレンウレア（ＤＭＰＵ）（３．０ｅｑ）、ジヨードベンゼン（

１．０ｅｑ）を室温で加えた。５０℃で２４時間撹拌し、３Ｎ塩酸で処理した。適当な溶
媒で抽出して有機層を１つにし、飽和炭酸水素ナトリウム、飽和食塩水で洗った。硫酸マ
グネシウムで乾燥させエバポレーターで溶媒を除いた後、適当な精製方法によりカップリ
ング生成物を得た。

30

５，１２−ジヒドロ−１，２，３，４，６，１１−ヘキサプロピルナフタセン
出発物質（０．８１３ｇ，２．００ｍｍｏｌ）を用い、上に述べた方法で実験を行った。
シリカゲルカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル／ヘキサン，１／９９）の処理により
５，１２−ジヒドロ−１，２，３，４，６，１１−ヘキサプロピルナフタセンが橙色固体
（０．４７４ｇ）として得られた。単離収率４９％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．１４−１．１９（ｍ，１８Ｈ），１．

４８−１．７９（ｍ，１２Ｈ），２．５７（ｔ，Ｊ＝８．４Ｈｚ，４Ｈ），２．７６（ｔ
，Ｊ＝８．４Ｈｚ，４Ｈ），３．２０（ｔ，Ｊ＝８．３Ｈｚ，４Ｈ），４．０４（ｓ，４
Ｈ），７．４２（ｄｄ，Ｊ＝３．３，６．６Ｈｚ，２Ｈ），８．０５（ｄｄ，Ｊ＝３．３
，６．６Ｈｚ，２Ｈ）；１３Ｃ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１４．８８（２

40

Ｃ），１５．０６（２Ｃ），１５．１０（２Ｃ），２４．２９（２Ｃ），２４．６９（２
Ｃ），２５．０８（２Ｃ），３０．４２（２Ｃ），３０．９８（２Ｃ），３２．２６（２
Ｃ），３２．３５（２Ｃ），１２４．４７（４Ｃ），１３１．０３（２Ｃ），１３１．９
２（２Ｃ），１３４．１１（２Ｃ），１３４．２６（２Ｃ），１３５．０３（２Ｃ），１
３６．５７（２Ｃ）．高分解能質量分析
験値

計算値

Ｃ３６Ｈ５０

４８２．３９１３，実

４８２．３９０２．

１，２，３，４，６，８，１３，１５−オクタプロピル−５，７，１４，１６−テトラヒ
ドロヘキセン
出発物質（０．２９６ｇ，０．５００ｍｍｏｌ）を用い、上に述べた方法で実験を行った
。ヘキサンを加えよく洗った後ろ過し、さらにエタノールで洗うことで純度のよい１，２
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，３，４，６，８，１３，１５−オクタプロピル−５，７，１４，１６−テトラヒドロヘ
キセンが淡橙色粉末（０．１５８ｇ）として得られた。単離収率４７％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．０５（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），

１．１２−１．２３（ｍ，１８Ｈ），１．４８−１．７９（ｍ，１６Ｈ），２．５６（ｔ
，Ｊ＝８．３Ｈｚ，４Ｈ），２．７２（ｔ，Ｊ＝８．３Ｈｚ，４Ｈ），２．９７（ｔ，Ｊ
＝８．３Ｈｚ，４Ｈ），３．２１（ｔ，Ｊ＝８．２Ｈｚ，４Ｈ），３．８９（ｓ，４Ｈ）
，４．０９（ｓ，４Ｈ），７．４１（ｄｄ，Ｊ＝３．３，６．５Ｈｚ，２Ｈ），８．０５
（ｄｄ，Ｊ＝３．３，６．５Ｈｚ，２Ｈ）；１３Ｃ
δ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）

１４．８７（２Ｃ），１４．９８（２Ｃ），１５．０８（４Ｃ），２４．３１（２Ｃ

），２４．４６（２Ｃ），２４．５８（２Ｃ），２５．１２（２Ｃ），２９．９３（２Ｃ

10

），３０．３９（２Ｃ），３０．９６（２Ｃ），３１．９７（２Ｃ），３２．２４（２Ｃ
），３２．２９（２Ｃ），１２４．４８（４Ｃ），１３１．０３（２Ｃ），１３１．９５
（２Ｃ），１３３．１２（２Ｃ），１３３．７３（２Ｃ），１３３．９４（２Ｃ），１３
４．０２（２Ｃ），１３４．１５（２Ｃ），１３５．０２（２Ｃ），１３６．３６（２Ｃ
）．元素分析

計算値

Ｃ５０Ｈ６８：Ｃ，８９．７６；Ｈ，１０．２４．実験値：Ｃ，

８９．６２；Ｈ，１０．３０。
１，２，３，４，６，１３−ヘキサヒドロ−５，７，１２，１４−テトラプロピルペンタ
セン
出発物質（０．３７７ｇ，１．０ｍｍｏｌ）を用い、上に述べた方法で実験を行った。シ
リカゲルカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル／ヘキサン，１／９９）の処理により１

20

，２，３，４，６，１３−ヘキサヒドロ−５，７，１２，１４−テトラプロピルペンタセ
ンが橙色針状結晶（０．０８５ｇ）として得られた。単離収率１９％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．１４（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），

１．１７（ｔ，Ｊ＝７．５Ｈｚ，６Ｈ），１．５６−１．６２（ｍ，４Ｈ），１．７１−
１．７７（ｍ，８Ｈ），２．７４−２．７８（ｍ，８Ｈ），３．１９（ｔ，Ｊ＝８．２Ｈ
ｚ，４Ｈ），４．０６（ｓ，４Ｈ），７．４１（ｄｄ，Ｊ＝３．２，６．５Ｈｚ，２Ｈ）
，８．０５（ｄｄ，Ｊ＝３．２，６．５Ｈｚ，２Ｈ），；１３Ｃ
Ｍｅ４Ｓｉ）δ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，

１４．８８（２Ｃ），１５．００（２Ｃ），２３．２７（２Ｃ），２３

．５６（２Ｃ），２４．２９（２Ｃ），２７．３７（２Ｃ），３０．１９（２Ｃ），３０
．９４（２Ｃ），３１．３７（２Ｃ），１２４．４３（２Ｃ），１２４．４９（２Ｃ），
１３１．０１（２Ｃ），１３１．９４（２Ｃ），１３２．８２（２Ｃ），１３３．５９（
２Ｃ），１３４．１７（２Ｃ），１３５．０３（２Ｃ）．高分解能質量分析
３４Ｈ４４

４５２．３４４３，実験値

計算値

Ｃ

４５２．３４３７。

参考例２２
下記のスキームにより、炭化水素縮合環を得ることができる。この炭化水素縮合環は、更
に、芳香族化してポリアセンを得ることができる。
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10

20
（式中、ＤＭＰＵは、Ｎ，Ｎ

−ジメチルプロピレンウレアを示す。）

このスキームでは、下記の手順を用いた。Ｃｐ２ＺｒＣｌ２（２．４ｅｑ）のＴＨＦ溶液
をドライアイス−アセトン浴で−７８℃にし、ｎ−ＢｕＬｉ（４．８ｅｑ）のヘキサン溶
液を加えた。反応溶液を−７８℃で１時間保ち、これにアルキンを加え室温まで昇温した
。そのまま室温で１〜３時間保つと、ジルコナシクロペンタジエンが生成した。このジル
コナシクロペンタジエン（２．０ｅｑ）のＴＨＦ溶液に塩化銅（Ｉ）（４．２ｅｑ）、Ｎ
，Ｎ

−ジメチルプロピレンウレア（ＤＭＰＵ）（６．０ｅｑ）、テトラヨードベンゼン

（１．０ｅｑ）を室温で加えた。５０℃で２４時間撹拌し、３Ｎ塩酸で処理した。適当な
溶媒で抽出して有機層を１つにし、飽和炭酸水素ナトリウム、飽和食塩水で洗った。硫酸
マグネシウムで乾燥させエバポレーターで溶媒を除いた後、適当な精製方法によりカップ

30

リング生成物を得た。
１，２，３，４，６，８，１０，１１，１２，１３，１５，１７−ドデカプロピル−５，
９，１４，１８−テトラヒドロヘプタセン
出発物質（０．６０６ｇ，１．４９ｍｍｏｌ）を用い、上に述べた方法で実験を行った。
クロロホルム／メタノールの混合溶媒から再結晶することで１，２，３，４，６，８，１
０，１１，１２，１３，１５，１７−ドデカプロピル−５，９，１４，１８−テトラヒド
ロヘプタセンが淡黄色粉末（０．１６５ｇ）として得られた。単離収率２５％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．０６（ｔ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，１２Ｈ）

，１．１８（ｔ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，１２Ｈ），１．２５（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，１２Ｈ）
，１．５０−１．６７（ｍ，１６Ｈ），１．８３−１．８９（ｍ，８Ｈ），２．５７（ｔ

40

，Ｊ＝８．４Ｈｚ，８Ｈ），２．７８（ｔ，Ｊ＝８．３Ｈｚ，８Ｈ），３．３５（ｔ，Ｊ
＝７．９Ｈｚ，８Ｈ），４．０９（ｓ，８Ｈ），８．７６（ｓ，２Ｈ）；１３Ｃ
（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

ＮＭＲ

１５．０８（８Ｃ），１５．１１（４Ｃ），２４．３３

（４Ｃ），２４．７９（４Ｃ），２５．１０（４Ｃ），３０．６２（４Ｃ），３１．４５
（４Ｃ），３２．２８（４Ｃ）

３２．３９（４Ｃ），１１９．５０（２Ｃ），１２８．

９６（４Ｃ），１３１．２１（４Ｃ），１３３．２４（４Ｃ），１３４．３４（４Ｃ），
１３５．０２（４Ｃ），１３６．５７（４Ｃ）．元素分析

計算値

Ｃ６６Ｈ９４：Ｃ，

８９．３２；Ｈ，１０．６８．実験値：Ｃ，８９．０３；Ｈ，１０．６２。
１，２，３，４，６，１０，１２，１３，１４，１５，１７，２１−ドデカヒドロ−５，
７，９，１１，１６，１８，２０，２２−オクタプロピルノナセン
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出発物質（０．７５３ｇ，２．０ｍｍｏｌ）を用い、上に述べた方法で実験を行った。エ
ーテルを加えよく洗った後、ろ過することで純度のよい１，２，３，４，６，８，１０，
１１，１２，１３，１５，１７−ドデカプロピル−５，９，１４，１８−テトラヒドロヘ
プタセンが淡緑色固体（０．０６２ｇ）として得られた。単離収率７％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．１６（ｔ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，１２Ｈ）

，１．２５（ｔ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，１２Ｈ），１．５８−１．６４（ｍ，８Ｈ），１．７
８（ｂｓ，８Ｈ），１．８３−１．８８（ｍ，８Ｈ），２．７８−２．８１（ｍ，１６Ｈ
），３．３５（ｔ，Ｊ＝８．０Ｈｚ，８Ｈ），４．１１（ｓ，８Ｈ），８．７６（ｓ，２
Ｈ）；１３Ｃ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１４．９９（４Ｃ），１５．０５

（４Ｃ），２３．３１（４Ｃ），２３．６５（４Ｃ），２４．３２（４Ｃ），２７．４０

10

（４Ｃ），３０．４０（４Ｃ），３１．３９（４Ｃ），１１９．４７（２Ｃ），１２８．
９４（４Ｃ），１３１．２２（４Ｃ），１３２．８４（４Ｃ），１３３．１６（４Ｃ），
１３３．８２（４Ｃ），１３５．００（４Ｃ）．高分解能質量分析
８２６．６４１２，実験値

２

計算値

Ｃ６２Ｈ８

８２６．６３８９。

上記スキームでは、２当量のジルコナシクロペンタ［ｂ］テトラヒドロナフタレン又は２
当量のジルコナシクロペンタ［ｂ］ヘキサヒドロアントラセンと、１当量の１，２，４，
５−テトラヨウ化ベンゼンがカップリング反応を行っている。この反応物の配合比を変え
て、１当量のジルコナシクロペンタ［ｂ］テトラヒドロナフタレン又は１当量のジルコナ
シクロペンタ［ｂ］ヘキサヒドロアントラセンと、１当量の１，２，４，５−テトラヨウ
化ベンゼンがカップリング反応を行うことにより、末端の６員環のオルト位にヨウ素が配

20

置されている炭化水素縮合環を得ることができる。また、１，２，４，５−テトラヨウ化
ベンゼンの代わりに、２，３，６，７−テトラヨウ化ナフタレン、２，３，６，７−テト
ラヨウ化アントラセン、２，３，８，９−テトラヨウ化テトラセン等を用いることもでき
る。これらの炭化水素縮合環は、更に、芳香族化してポリアセンを得ることができる。
参考例２３

30
９，１０−ジプロピル−２，３−ジヨード−５，６，７，８−テトラヒドロアントラセン
ビス（η５−シクロペンタジエニル）ジクロロジルコニウム（０．１７５ｇ，０．６ｍｍ
ｏｌ）のＴＨＦ（２５ｍｌ）溶液に、−７８℃にて、ｎ−ブチルリチウム（０．７５ｍｌ
，１．２ｍｍｏｌ，１．６ｍｏｌ／ｌ）を添加した。この溶液を１時間、攪拌し、４，１
０−テトラドデカジイン（０．０９５ｍｌ，０．５ｍｍｏｌ）を加えた。クーリングバス
を取り外し、混合物を１時間攪拌した。テトラヨードベンゼン（０．５８２ｇ，１．０ｍ
ｍｏｌ）及びＤＭＰＵ（０．１８ｍｌ，１．５ｍｍｏｌ）、ＣｕＣｌ（０．１０４ｇ，１
．１ｍｍｏｌ）を混合物に加えた。５０℃で１時間攪拌した後、３Ｎ塩酸を添加して、反
応を終了させた。次いで、エーテルで抽出し、炭酸水素ナトリウム水溶液及び飽和食塩水
で洗浄した。減圧下で濃縮した後、残渣について、シリカゲルを充填剤として、カラムク

40

ロマトグラフィーを行い、無色固体の標題化合物（０．１４８ｇ）を得た。５７％単離収
率。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．０７（ｔ，Ｊ＝７．４Ｈｚ，６Ｈ），

１．５１−１．６３（ｍ，４Ｈ），１．７９−１．８３（ｍ，４Ｈ），２．８３−２．８
９（ｍ，８Ｈ），８．４７（ｓ，２Ｈ）；１３Ｃ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１４．６８（２Ｃ），２２．８０（２Ｃ），２３．３６（２Ｃ），２７．８１（２Ｃ）
，２９．８６（２Ｃ），１０２．３８（２Ｃ），１３１．５８（２Ｃ），１３２．８８（
２Ｃ），１３５．１６（２Ｃ），１３５．２９（２Ｃ）．高分解能質量分析計
Ｃ２０Ｈ２４Ｉ２
参考例２４

計算値

５１７．９９６８，実測値：５１７．９９６３。
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９，１０−ジプロピル−２，３−ジヨードアントラセン
９，１０−ジプロピル−２，３−ジヨード−５，６，７，８−テトラヒドロアントラセン
（０．２５９ｇ，０．５ｍｍｏｌ）及び２，３−ジクロロ−５，６−ジシアノベンゾキノ
ン（０．３４１ｇ，１．５ｍｍｏｌ）、１，４−ジオキサン（３ｍｌ）を反応器に添加し
た。次いで、混合物を１時間、リフラックスし、冷却後、析出物を濾過により除去した。

10

混合物中の溶媒を真空化、除去した。カラムクロマトグラフィー（ヘキサン）を行い、淡
黄色固体の標題化合物（０．１０９ｇ）を得た。単離収率４２％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．１２（ｔ，Ｊ＝７．４Ｈｚ，６Ｈ），

１．７３−１．８５（ｍ，４Ｈ），３．４１（ｔ，Ｊ＝８．１Ｈｚ，６Ｈ），７．５０（
ｄｄ，Ｊ＝７．１，６．６Ｈｚ，２Ｈ），８．２３（ｄｄ，Ｊ＝７．１，６．６Ｈｚ，２
Ｈ），８．７９（ｓ，２Ｈ）；１Ｃ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１４．６７

（２Ｃ），２４．６５（２Ｃ），２９．８７（２Ｃ），１０３．１１（２Ｃ），１２５．
３３（２Ｃ），１２５．６９（２Ｃ），１２９．７２（２Ｃ），１３０．０８（２Ｃ），
１３３．１９（２Ｃ），１３６．１９（２Ｃ）．高分解能質量分析計

計算値

Ｃ２０Ｈ

２０Ｉ２：５１３．９６５５，実測値：５１３．９６６４。

20

実施例４

30

５，１４−ビス（ｐ−ブロモフェニル）−７，１２−ジプロピル−１，２，３，４−テト
ラヒドロペンタセン
ビス（η５−シクロペンタジエニル）ジクロロジルコニウム（０．１６１ｇ，０．５５１
ｍｍｏｌ）及びｎ−ブチルリチウム（０．７ｍｌ，１．６Ｍ，１．１ｍｍｏｌ）とから調
製したビス（η５−シクロペンタジエニル）ジブチルジルコニウムのＴＨＦ溶液に、１，
８−ビス（ｐ−ブロモフェニル）−１，７−オクタジイン（０．１９１ｇ，０．４５９ｍ
ｍｏｌ）を、−７８℃にて添加した。続いて室温で１時間放置した。ＣｕＣｌ（０．０９
５ｇ，０．９６４ｍｍｏｌ）及びＤＭＰＵ（０．１７ｍｌ，１．３８ｍｍｏｌ）、２，３
−ジヨード−９，１０−ジプロピルアントラセン（０．２３６ｇ

40

０．４５９ｍｍｏｌ）

を混合物に添加した。５０℃で１時間加熱した後、混合物中の溶媒を真空下で除去した。
カラムクロマトグラフィー（クロロフォルム）を行った。クロロフォルム／メタノールか
らの再結晶により、橙赤色の表題化合物（０．１７７ｇ）が得られた。単離収率５７％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

０．９３（ｔ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，６Ｈ），

１．６０−１．７６（ｍ，８Ｈ），２．７２（ｂｓ，４Ｈ），３．３３（ｔ，Ｊ＝８．０
Ｈｚ，４Ｈ），７．２９−７．３５（ｍ，６Ｈ），７．７４（ｄ，Ｊ＝８．１Ｈｚ，４Ｈ
），８．１８（ｄｄ，Ｊ＝６．９，３．３Ｈｚ，２Ｈ），８．２７（ｓ，２Ｈ）；１３Ｃ
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１４．５１（２Ｃ），２２．８３（２Ｃ），２

４．４５（２Ｃ），２９．３０（２Ｃ），３０．５２（２Ｃ），１２１．２３（２Ｃ），
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１２２．１６（２Ｃ），１２４．３４（２Ｃ），１２５．２７（２Ｃ），１２７．７０（
２Ｃ），１２８．６７（２Ｃ），１２９．７８（２Ｃ），１３１．８３（４Ｃ），１３２
．１３（４Ｃ），１３３．２６（２Ｃ），１３３．６６（２Ｃ），１３５．７４（２Ｃ）
，１３９．０４（２Ｃ）。
参考例２５

10
ジメチル

３，４，５，６−テトラプロピルフタレート
５

ビス（η

−シクロペンタジエニル）ジクロロジルコニウム（７．０１６ｇ，２４．０ｍ

ｍｏｌ）及びｎ−ブチルリチウム（３１．６ｍｌ，４８．０ｍｍｏｌ，１．５２Ｍ）とか
ら調製したビス（η５−シクロペンタジエニル）ジブチルジルコニウムのＴＨＦ溶液７０
ｍｌに、４−オクチン（５．９ｍｌ，４０．０ｍｍｏｌ）を−７８℃にて加えた。反応混
合物を室温まで昇温させ、１時間攪拌した。ＤＭＡＤ（ジメチル

アセチレンジカルボキ

シレート）（７．４ｍｌ，６０．０ｍｍｏｌ）及びＣｕＣｌ（３．９６ｇ，４０．０ｍｍ
ｏｌ）を反応混合物に室温にて加えた。１時間攪拌後、３Ｎ

ＨＣｌで加水分解し、混合

物をヘキサンで抽出した。次いで、炭酸水素ナトリウム水溶液及び飽和食塩水で洗浄した
。無水硫酸マグネシウムで乾燥し、シリカゲルを充填剤として、カラムクロマトグラフィ

20

ーを行い、淡黄色油の標題化合物（４．９１７ｇ）を得た。ＧＣ収率８２％。単離収率７
４％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

０．９７（ｔ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，６Ｈ），

１．０４（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），１．４５−１．５７（ｍ，８Ｈ），２．５６−
２．６２（ｍ，８Ｈ），３．８３（ｓ，６Ｈ）；１３１３Ｃ
４Ｓｉ）δ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ

１４．６８（２Ｃ），１４．８６（２Ｃ），２４．６０（２Ｃ），２４．９

９（２Ｃ），３１．７０（２Ｃ），３２．５９（２Ｃ），５２．０６（２Ｃ），１３０．
３４（２Ｃ），１３６．８４（２Ｃ），１４２．１１（２Ｃ），１６９．７３（２Ｃ）。
参考例２６
30

１，２−ビス（ヒドロキシメチル）−３，４，５，６−テトラプロピルベンゼン

ＬｉＡ

ｌＨ４（１．２０ｇ，３１．７ｍｍｏｌ）の５０ｍｌ

３，４

ＴＨＦ溶液に、ジメチル

，５，６−テトラプロピルフタレート（５．２２ｇ，１４．４ｍｍｏｌ）を０℃にて加え
た。室温にて１時間攪拌した後、水で加水分解をした。混合物を２Ｎ

Ｈ２ＳＯ４で処理

し、ジエチルエーテルで抽出した。次いで、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウム
で乾燥した。シリカゲルを充填剤として、カラムクロマトグラフィーを行い、白色固体の
標題化合物（３．６７ｇ）を得た。単離収率９１％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．０５（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），

１．０５（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），１．４６−１．５８（ｍ，８Ｈ），２．５５（
ｔ，Ｊ＝８．４Ｈｚ，４Ｈ），２．６５（ｔ，Ｊ＝８．４Ｈｚ，４Ｈ），３．２７（ｂｓ
，２Ｈ），４．７６（ｓ，４Ｈ）；１３Ｃ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１４

．８２（２Ｃ），１５．０４（２Ｃ），２４．７５（２Ｃ），２５．６４（２Ｃ），３１
．９０（２Ｃ），３２．３９（２Ｃ），５９．８２（２Ｃ），１３６．１７（２Ｃ），１
３８．１０（２Ｃ），１３９．５８（２Ｃ）。
参考例２７
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１，２−ビス（ブロモメチル）−３，４，５，６−テトラプロピルベンゼン
トリブロモホスフィン（０．５４ｍｌ，５．７０ｍｍｏｌ）を、１，２−ビス（ヒドロキ
シメチル）−３，４，５，６−テトラプロピルベンゼン（１．７５ｇ，５．７０ｍｍｏｌ
）の２０ｍｌクロロホルム溶液に、室温にて滴下した。１時間攪拌後、混合物を水で処理
し、クロロホルムで抽出した。次いで、炭酸水素ナトリウム水溶液及び飽和食塩水で洗浄

10

し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。シリカゲルを充填剤として、カラムクロマトグラ
フィーを行い、白色固体の標題化合物（１．８６６ｇ）を得た。ＧＣ収率１００％。単離
収率８７％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．０３−１．１０（ｍ，１２Ｈ），１．

４７−１．５９（ｍ，８Ｈ），２．５２（ｔ，Ｊ＝８．３Ｈｚ，４Ｈ），２．６６（ｔ，
Ｊ＝８．２Ｈｚ，４Ｈ），４．７１（ｓ，４Ｈ）；１３Ｃ
Ｓｉ）δ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４

１４．９９（２Ｃ），１５．０７（２Ｃ），２４．６７（２Ｃ），２５．００

（２Ｃ），２９．０４（２Ｃ），３１．８５（２Ｃ），３２．１７（２Ｃ），１３２．７
０（２Ｃ），１３９．２０（２Ｃ），１４１．００（２Ｃ）．元素分析．計算値

Ｃ２０

Ｈ３２Ｂｒ２：Ｃ，５５．５７；Ｈ，７．４６；Ｂｒ，３６．９７．実験値：Ｃ，５５．

20

４６；Ｈ，７．４０；Ｂｒ，３６．９８。
参考例２８

１，２−ビス（２−ヘキシニル）−３，４，５，６−テトラプロピルベンゼン
１−ペンチン（１．６７ｍｌ，１７．１２ｍｍｏｌ）の３０ｍｌ

ＴＨＦ溶液に、ｎ−ブ

チルリチウム（９．７ｍｌ，１５．５６ｍｍｏｌ，１．６Ｍ）を−７８℃にて加え、混合

30

物を１時間室温にて攪拌した。１，２−ビス（ブロモメチル）−３，４，５，６−テトラ
プロピルベンゼン（１．６８ｇ，３．８９ｍｍｏｌ）及びＤＭＰＵ（１．９ｍｌ，１５．
５６ｍｍｏｌ）を室温にて加えた。１時間攪拌後、３Ｎ

ＨＣｌで反応を終了させ、ヘキ

サンで抽出した。次いで、炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マ
グネシウムで乾燥した。シリカゲルを充填剤として、カラムクロマトグラフィーを行い、
白色固体の標題化合物（１．５２０ｇ）を得た。ＧＣ収率１００％。単離収率９７％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

０．９３（ｔ，Ｊ＝７．４Ｈｚ，６Ｈ），

１．０５（ｔ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，６Ｈ），１．０６（ｔ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，６Ｈ），１．
４３−１．６１（ｍ，１２Ｈ），２．０７（ｔｔ，Ｊ＝２．２，７．１Ｈｚ，４Ｈ），２
．５１（ｔ，Ｊ＝８．４Ｈｚ，４Ｈ），２．６１（ｔ，Ｊ＝８．５Ｈｚ，４Ｈ），３．５
９（ｔ，Ｊ＝２．２Ｈｚ，４Ｈ）；１３Ｃ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１３

．４８（２Ｃ），１５．０３（２Ｃ），１５．１５（２Ｃ），１９．４０（２Ｃ），２０
．９９（２Ｃ），２２．３６（２Ｃ），２４．４６（２Ｃ），２４．８０（２Ｃ），３２
．３３（２Ｃ），３２．４１（２Ｃ），７８．５８（２Ｃ），８０．３４（２Ｃ），１３
２．９２（２Ｃ），１３７．２１（２Ｃ），１３７．９４（２Ｃ）．元素分析．計算値
Ｃ３０Ｈ４６：Ｃ，８８．６０；Ｈ，１１．４０．実験値：Ｃ，８８．４９；Ｈ，１１．
４７．高分解能質量分析計
．３６２６。
参考例２９

計算値

Ｃ３０Ｈ４６

４０６．３６００，実験値：４０６
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６，１１−ジヒドロ−２，３−ジヨード−５，７，８，９，１０，１２−ヘキサプロピル
ナフタセン
ｎ−ブチルリチウム（３．０ｍｌ，４．８ｍｍｏｌ，１．６ｍｏｌ／ｌ）を、Ｃｐ２Ｚｒ
Ｃｌ２（０．７０２ｇ，２．４ｍｍｏｌ）のＴＨＦ（２０ｍｌ）溶液に−７８℃にて加え
た。混合物を１時間攪拌した後、１，２−ビス（２−ヘキシニル）−３，４，５，６−テ

10

トラプロピルベンゼン（０．８１３ｇ，２．０ｍｍｏｌ）を加えた。クーリングバスを取
り外し、混合物を１時間攪拌した。テトラヨードベンゼン（１．１６ｇ，２．０ｍｍｏｌ
）及びＤＭＰＵ（０．７３ｍｌ，６．０ｍｍｏｌ）、ＣｕＣｌ（０．４１６ｇ，４．２ｍ
ｍｏｌ）を混合物中に添加した。１時間、５０℃にて攪拌した後、３Ｎ

ＨＣｌを加えて

反応を終了させ、クロロホルムで抽出した。次いで、炭酸水素ナトリウム水溶液及び飽和
食塩水で洗浄し、減圧した後、シリカゲルを充填剤として、カラムクロマトグラフィーを
行い、桃色固体の標題化合物（０．４７７ｇ）を得た。３３％単離収率。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．０６（ｔ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，６Ｈ），

１．１５（ｔ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，１２Ｈ），１．４９−１．７２（ｍ，１２Ｈ），２．５
６（ｔ，Ｊ＝８．４Ｈｚ，４Ｈ），２．７４（ｔ，Ｊ＝８．４Ｈｚ，４Ｈ），３．０７（

20

ｔ，Ｊ＝８．１Ｈｚ，４Ｈ），３．９８（ｓ，４Ｈ），８．５２（ｓ，２Ｈ）；１３Ｃ
ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１４．７８（２Ｃ），１５．０７（２Ｃ），１５

．１３（２Ｃ），２４．２５（２Ｃ），２４．６８（２Ｃ），２５．０４（２Ｃ），３０
．４７（２Ｃ），３０．５９（２Ｃ），３２．２１（２Ｃ），３２．３４（２Ｃ），１０
２．７１（２Ｃ），１３１．０１（２Ｃ），１３１．９７（２Ｃ），１３３．４７（２Ｃ
），１３５．０９（２Ｃ），１３５．５０（２Ｃ），１３６．０８（２Ｃ），１３６．８
４（２Ｃ）．高分解能質量分析計

計算値

Ｃ３６Ｈ４８Ｉ２

７３４．１８４６，実験

値：７３４．１８２６。
実施例５
30

２，３−ジヨード−５，７，８，９，１０，１２−ヘキサプロピルナフタセン
６，１１−ジヒドロ−５，７，８，９，１０，１２−ヘキサプロピル−２，３−ジヨード
ナフタセン（０．２３８ｇ，０．３２４ｍｍｏｌ）及び２，３−ジクロロ−５，６−ジシ
アノベンゾキノン（０．０８１ｇ，０．３５ｍｍｏｌ）、１，４−ジオキサン（２ｍｌ）
を反応器に添加した。混合物を３時間、リフラックスした。冷却後、析出物を濾過により
除去した。混合物中の溶媒を真空下で除去し、クロロホルム／メタノールから再結晶した

40

。橙赤色の表題化合物（０．０８１ｇ）を得た。単離収率３４％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．１３（ｔ，Ｊ＝７．４Ｈｚ，６Ｈ），

１．２１（ｔ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，６Ｈ），１．２４（ｔ，Ｊ＝７．２Ｈｚ，６Ｈ），１．
６０−１．６７（ｍ，４Ｈ），１．８０−１．９５（ｍ，８Ｈ），２．７９（ｔ，Ｊ＝８
．３Ｈｚ，４Ｈ），３．１９（ｔ，Ｊ＝８．１Ｈｚ，４Ｈ），３．６０（ｔ，Ｊ＝８．０
Ｈｚ，４Ｈ），８．８２（ｓ，２Ｈ），８．９９（ｓ，２Ｈ）；１３Ｃ
ｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

ＮＭＲ（ＣＤＣ

１４．８７（２Ｃ），１５．０２（２Ｃ），１５．０９（２Ｃ）

，２４．４３（２Ｃ），２４．８２（２Ｃ），２４．８８（２Ｃ），３０．４９（２Ｃ）
，３１．７６（２Ｃ），３２．８５（２Ｃ），１０２．０９（２Ｃ），１２０．３７（２
Ｃ），１２７．８７（２Ｃ），１２８．７４（２Ｃ），１３０．１３（２Ｃ），１３３．
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０１（２Ｃ），１３３．４３（２Ｃ），１３６．３７（２Ｃ），１３７．１３（２Ｃ）．
高分解能質量分析計

計算値

Ｃ３６Ｈ４６Ｉ２：７３２．１６８９，実験値：７３２．

１７０９。
参考例３０

ジメチル

１，４−ジプロピル−５，６，７，８−テトラヒドロナフタレン−２，３−ジ

10

カルボキシレート
ビス（η５−シクロペンタジエニル）ジクロロジルコニウム（１６．８４９ｇ，５７．６
４ｍｍｏｌ）及びｎ−ブチルリチウム（７５．８ｍｌ，１１５．３ｍｍｏｌ，１．５２Ｍ
）とから調製したビス（η５−シクロペンタジエニル）ジブチルジルコニウムの２００ｍ
ｌ

ＴＨＦ溶液に、４，１０−テトラドデカジイン（９．１４ｇ，４８．０３ｍｍｏｌ）

を−７８℃にて添加した。反応混合物を室温まで昇温させ、１時間攪拌した。ＤＭＡＤ（
１７．４ｍｌ，１４４．０１ｍｍｏｌ）及びＣｕＣｌ（９．５１ｇ，９６．０６ｍｍｏｌ
）を反応混合物に室温にて加えた。１時間攪拌後、３Ｎ

ＨＣｌで加水分解を行い、ヘキ

サンで抽出した。炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、そして、無水硫酸マ
グネシウムで乾燥した。シリカゲルを充填剤として、カラムクロマトグラフィーを行い、

20

メタノールから再結晶させた。無色結晶の表題化合物（８．１３３ｇ）を得た。ＧＣ収率
５８％。単離収率５１％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

０．９６（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），

１．５０−１．５６（ｍ，４Ｈ），１．７６（ｂｓ，４Ｈ），２．５９（ｔ，Ｊ＝８．２
Ｈｚ，４Ｈ），２．７４（ｂｓ，４Ｈ），３．８２（ｓ，６Ｈ）；１３Ｃ
Ｃｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

ＮＭＲ（ＣＤ

１４．４６（２Ｃ），２２．４１（２Ｃ），２３．５３（２Ｃ

），２６．８０（２Ｃ），３１．９６（２Ｃ），５１．９３（２Ｃ），１２９．５６（２
Ｃ），１３６．７５（２Ｃ），１３８．４１（２Ｃ），１６９．５０（２Ｃ）．元素分析
計算値

Ｃ２０Ｈ２８Ｏ４：Ｃ，７２．２６；Ｈ，８．４９．実測値：Ｃ，７２．０６
30

；Ｈ，８．６０。
参考例３１

ジメチル

１，４−ジプロピルナフタレン−２，３−ジカルボキシレート

２，３−ジクロロ−５，６−ジシアノベンゾキノン（１．３６２ｇ，６．０ｍｍｏｌ）を
、ジメチル

１，４−ジプロピル−５，６，７，８−テトラヒドロナフタレン−２，３−

ジカルボキシレートのベンゼン溶液（２０ｍｌ）（０．６６５ｇ，２．０ｍｍｏｌ）に加

40

えた。混合物を２４時間、リフラックスした。濾過後、混合物を真空中で減圧した。シリ
カゲルを充填剤として、カラムクロマトグラフィーを行い、無色結晶の表題化合物（０．
４６４ｇ）を得た。ＧＣ収率８７％。単離収率７１％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．０５（ｔ，Ｊ＝７．４Ｈｚ，６Ｈ），

１．７１−１．８１（ｍ，４Ｈ），３．０７（ｔ，Ｊ＝８．１Ｈｚ，４Ｈ），３．９１（
ｓ，６Ｈ），７．６０（ｄｄ，Ｊ＝３．４，６．５Ｈｚ，２Ｈ），８．１２（ｄｄ，Ｊ＝
３．４，６．５Ｈｚ，２Ｈ）；１３Ｃ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１４．５

２（２Ｃ），２４．６４（２Ｃ），３２．２０（２Ｃ），５２．２６（２Ｃ），１２５．
５３（２Ｃ），１２７．２８（２Ｃ），１２８．２５（２Ｃ），１３２．４２（２Ｃ），
１３６．８５（２Ｃ），１６９．５３（２Ｃ）．元素分析

計算値

Ｃ２０Ｈ２４Ｏ４：
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Ｃ，７３．１５；Ｈ，７．３７．実測値：Ｃ，７３．１０；Ｈ，７．４４。
参考例３２

２，３−ビス（ヒドロキシメチル）−１，４−ジプロピルナフタレン
ＬｉＡｌＨ４（０．０７５ｇ，１．９８ｍｍｏｌ）の５ｍｌ

ＴＨＦ溶液に、ジメチル

１，４−ジプロピルナフタレン−２，３−ジカルボキシレート（０．２９５ｇ，０．８９

10

８ｍｍｏｌ）を０℃にて加えた。室温にて、１時間攪拌した後、水で加水分解を行った。
混合物を２Ｎ

Ｈ２ＳＯ４で処理しジエチルエーテルで抽出した。抽出物を飽和食塩水で

洗浄し、そして、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下で濃縮した。白色固体の標題
化合物（０．２１９ｇ）を得た。単離収率９０％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），１．５９

−１．６７（ｍ，４Ｈ），３．０８（ｔ，Ｊ＝８．２Ｈｚ，４Ｈ），３．５１（ｂｓ，２
Ｈ），４．８７（ｓ，４Ｈ），７．４７（ｄｄ，Ｊ＝３．３，６．５Ｈｚ，２Ｈ），８．
０４（ｄｄ，Ｊ＝３．３，６．５Ｈｚ，２Ｈ）；１３Ｃ
ｉ）δ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓ

１４．５２（２Ｃ），２４．９６（２Ｃ），３１．５２（２Ｃ），５９．７１（

２Ｃ），１２５．０５（２Ｃ），１２５．７７（２Ｃ），１３２．１２（２Ｃ），１３４
．５３（２Ｃ），１３６．４８（２Ｃ）．元素分析

計算値

20

Ｃ１８Ｈ２４Ｏ２：Ｃ，７

９．３７；Ｈ，８．８８．実測値：Ｃ，７９．４３；Ｈ，９．０１。
参考例３３

２，３−ビス（ブロモメチル）−１，４−ジプロピルナフタレン
トリブロモホスフィン（０．０４ｍｌ，０．４２ｍｍｏｌ）を、２，３−ビス（ヒドロキ

30

シメチル）−１，４−ジプロピルナフタレン（０．１０９ｇ，０．４０ｍｍｏｌ）の５ｍ
ｌクロロホルム溶液に室温にて滴下した。１時間攪拌した後、混合物を水で処理し、クロ
ロホルムで抽出した。炭酸水素ナトリウム水溶液及び飽和食塩水で洗浄し、そして、無水
硫酸マグネシウムで乾燥した。シリカゲルを充填剤として、カラムクロマトグラフィーを
行い、白色固体の標題化合物（０．１１５ｇ）を得た。単離収率７２％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．１４（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），

１．７５（ｂｓ，４Ｈ），３．１２（ｔ，Ｊ＝８．３Ｈｚ，４Ｈ），４．９２（ｓ，４Ｈ
），７．４９（ｄｄ，Ｊ＝３．３，６．５Ｈｚ，２Ｈ），８．０２（ｄｄ，Ｊ＝３．３，
６．５Ｈｚ，２Ｈ）；１３Ｃ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１４．７７（２Ｃ

），２４．３７（２Ｃ），２９．０１（２Ｃ），３１．１１（２Ｃ），１２５．１７（２
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Ｃ），１２６．５９（２Ｃ），１３０．９１（２Ｃ），１３２．４４（２Ｃ），１３８．
４４（２Ｃ）．元素分析

計算値

Ｃ１８Ｈ２２Ｂｒ２：Ｃ，５４．３０；Ｈ，５．５７

；Ｂｒ，４０．１３．実測値：Ｃ，５４．２１；Ｈ，５．５７；Ｂｒ，４０．２４。
参考例３４

２，３−ビス（２−ヘキシニル）−１，４−ジプロピルナフタレン
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１−ペンチン（２．０５ｍｌ，２１．０６ｍｍｏｌ）の３０ｍｌ

ＴＨＦ溶液に、ｎ−ブ

チルリチウム（７．６ｍｌ，１９．１ｍｍｏｌ，２．５２Ｍ）を−７８℃にて加え、混合
物を１時間室温にて攪拌した。２，３−ビス（ブロモメチル）−１，４−ジプロピルナフ
タレン（１．９１ｇ，４．７９ｍｍｏｌ）及びＤＭＰＵ（２．３ｍｌ，１９．１ｍｍｏｌ
）を室温にて加えた。１時間攪拌後、３Ｎ

ＨＣｌで処理し、ヘキサンで抽出した。炭酸

水素ナトリウム水溶液及び飽和食塩水で洗浄し、そして、無水硫酸マグネシウムで乾燥し
た。シリカゲルを充填剤として、カラムクロマトグラフィーを行い、白色固体の標題化合
物（１．６６ｇ）を得た。単離収率９３％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）

０．９１（ｔ，Ｊ＝７．４Ｈｚ，６Ｈ），１

．１２（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），１．４０−１．４９（ｍ，４Ｈ），１．６８−１
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．７８（ｍ，４Ｈ），２．０７（ｔｔ，Ｊ＝２．１，７．０Ｈｚ，４Ｈ），３．１０（ｔ
，Ｊ＝８．３Ｈｚ，４Ｈ），３．８４（ｔ，Ｊ＝２．１Ｈｚ，４Ｈ），７．４１（ｄｄ，
Ｊ＝３．３，６．５Ｈｚ，２Ｈ），８．０１（ｄｄ，Ｊ＝３．３，６．５Ｈｚ，２Ｈ）；
１３

Ｃ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１３．４３（２Ｃ），１４．７７（２Ｃ

），１９．９６（２Ｃ），２０．８８（２Ｃ），２２．３２（２Ｃ），２４．１１（２Ｃ
），３１．４０（２Ｃ），７８．２５（２Ｃ），８０．９５（２Ｃ），１２４．６４（２
Ｃ），１２５．０２（２Ｃ），１３１．６６（２Ｃ），１３２．４８（２Ｃ），１３４．
９９（２Ｃ）．元素分析

計算値

Ｃ２８Ｈ３６：Ｃ，９０．２６；Ｈ，９．７４．実測

値：Ｃ，９０．１３；Ｈ，９．８６。
20

参考例３５

５，１２−ジヒドロ−１，２，３，４，６，１１−ヘキサプロピルナフタセン
ビス（η５−シクロペンタジエニル）ジクロロジルコニウム（０．３５１ｇ，１．２ｍｍ
ｏｌ）及びｎ−ブチルリチウム（１．５ｍｌ，２．４ｍｍｏｌ，１．６Ｍ）とから調製し
たビス（η５−シクロペンタジエニル）ジブチルジルコニウムの２０ｍｌ

ＴＨＦ溶液に

、２，３−ビス（２−ヘキシニル）−１，４−ジプロピルナフタレン（０．３７３ｇ，１
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．０ｍｍｏｌ）を−７８℃にて加えた。反応混合物を室温まで昇温させ、１時間攪拌した
。４−オクチン（０．２２ｍｌ，１．５ｍｍｏｌ）及びＮｉＢｒ２（ＰＰｈ３）２（０．
８９２ｇ，１．２ｍｍｏｌ）を反応混合物に、室温にて加えた。２４時間攪拌した後、３
Ｎ

ＨＣｌで加水分解を行い、ヘキサンで抽出した。炭酸水素ナトリウム水溶液及び飽和

食塩水で洗浄し、そして、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。シリカゲルを充填剤として
、カラムクロマトグラフィーを行い、エタノールで粉末化することにより、やや橙色の粉
末の標題化合物（０．２２４ｇ）を得た。単離収率４６％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．１４−１．１９（ｍ，１８Ｈ），１．

４８−１．７９（ｍ，１２Ｈ），２．５７（ｔ，Ｊ＝８．４Ｈｚ，４Ｈ），２．７６（ｔ
，Ｊ＝８．４Ｈｚ，４Ｈ），３．２０（ｔ，Ｊ＝８．３Ｈｚ，４Ｈ），４．０４（ｓ，４
Ｈ），７．４２（ｄｄ，Ｊ＝３．３，６．６Ｈｚ，２Ｈ），８．０５（ｄｄ，Ｊ＝３．３
，６．６Ｈｚ，２Ｈ）；１３Ｃ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１４．８８（２

Ｃ），１５．０６（２Ｃ），１５．１０（２Ｃ），２４．２９（２Ｃ），２４．６９（２
Ｃ），２５．０８（２Ｃ），３０．４２（２Ｃ），３０．９８（２Ｃ），３２．２６（２
Ｃ），３２．３５（２Ｃ），１２４．４７（２Ｃ），１３１．０３（２Ｃ），１３１．９
２（２Ｃ），１３４．１１（２Ｃ），１３４．２６（２Ｃ），１３５．０３（２Ｃ），１
３６．５７（２Ｃ）．高分解能質量分析計
実測値
実施例６

４８２．３９０２。

計算値

Ｃ３６Ｈ５０

４８２．３９１３，
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１，２，３，４，６，１１−ヘキサプロピルナフタセン
５，１２−ジヒドロ−１，２，３，４，６，１１−ヘキサプロピルナフタセン（０．５０
３ｇ，１．０４ｍｍｏｌ）及び２，３−ジクロロ−５，６−ジシアノベンゾキノン（０．
２６０ｇ，１．１４ｍｍｏｌ）、１，４−ジオキサン（３ｍｌ）を、反応器に添加した。
混合物を２４時間、リフラックスし、冷却後、析出物を濾過により除去した。混合物中の

10

溶媒を真空下、除去し、クロロホルム／メタノールから再結晶化し、橙赤色の標題化合物
（０．１１２ｇ）を得た。ＮＭＲ収率３６％。単離収率２２％。
１

Ｈ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，Ｍｅ４Ｓｉ）δ

１．１２（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），

１．２５（ｔ，Ｊ＝７．４Ｈｚ，６Ｈ），１．２７（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，６Ｈ），１．
６３−１．６９（ｍ，４Ｈ），１．８５−２．０１（ｍ，８Ｈ），２．８０（ｔ，Ｊ＝８
．４Ｈｚ，４Ｈ），３．２３（ｔ，Ｊ＝８．３Ｈｚ，４Ｈ），３．７５（ｔ，Ｊ＝８．１
Ｈｚ，４Ｈ），７．４０（ｄｄ，Ｊ＝７．１，３．２Ｈｚ，２Ｈ），８．３０（ｄｄ，Ｊ
＝７．１，３．２Ｈｚ，２Ｈ），９．０６（ｓ，２Ｈ）；１３Ｃ

ＮＭＲ（ＣＤＣｌ３，

Ｍｅ４Ｓｉ）１４．９９（２Ｃ），１５．０６（２Ｃ），１５．１４（２Ｃ），２４．４
０（２Ｃ），２４．７６（２Ｃ），２４．９１（２Ｃ），３０．７４（２Ｃ），３１．８
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１（２Ｃ），３２．６２（２Ｃ），３２．８３（２Ｃ），１２０．０３（２Ｃ），１２４
．０９（２Ｃ），１２５．３５（２Ｃ），１２７．６２（２Ｃ），１２８．５５（２Ｃ）
，１２９．４２（２Ｃ），１３３．３０（２Ｃ），１３３．３６（２Ｃ），１３６．３３
（２Ｃ）．高分解能質量分析計

計算値

Ｃ３６Ｈ４８：４８０．３７５６，実測値：４

８０．３７４７。
本発明によれば、ポリアセンの側鎖に置換基を導入することにより、溶解度を向上させる
ことができる。また、様々な置換基を導入することができるので、ポリアセンの側鎖を様
々に修飾することができ、その物性を用途に応じて改変することができる。
従来は、縮合多環芳香族化合物中の芳香族環の数が増大するにつれて、溶解度が益々減少
する傾向にあった。しかし、本発明では、縮合多環芳香族化合物中の芳香族環の数が増大
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しても、様々な置換基を導入することにより、溶解度を維持することができる。従って、
様々な縮合多環芳香族化合物の合成の自由度が顕著に改善される。
【図面の簡単な説明】
図１は、本発明にかかるポリアセン誘導体の合成スキームの一例を示したものである。
図２は、本発明にかかるポリアセン誘導体の合成スキームの一例を示したものである。
図３は、ジメチル

５，１２−ジヒドロ−１，４，６，１１−テトラプロピルナフタセン

−２，３−ジカルボキシレートのＸ線結晶構造解析である。
図４は、ジメチル

１，４，６，１１−テトラプロピルナフタセン−２，３−ジカルボキ

シレートのＸ線結晶構造解析である。
図５は、本発明にかかるポリアセン誘導体の合成スキームの一例を示したものである。
図６は、ジメチル
ジヒドロペン

１，４，６，８，９，１０，１１，１３−オクタエチル−５，１４−
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】
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