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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポリシラン化合物に遷移金属を担持させ、８０℃〜１６０℃で１〜２４時間加熱すること
により得られる、架橋された有機合成反応用のポリシラン担持遷移金属触媒であって、該
遷移金属が、パラジウム、白金又は金であって、該有機合成反応が、還元反応、酸化反応
、分解反応又はカップリング反応である触媒。
【請求項２】
ポリシラン化合物及び無機化合物に遷移金属を担持させ、８０℃〜１６０℃で１〜２４時
間加熱することにより得られ、該無機化合物が、金属酸化物、炭酸塩、硫酸塩又はリン酸
塩である、架橋された有機合成反応用のポリシラン／無機化合物担持遷移金属触媒であっ
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て、該遷移金属が、パラジウム、白金又は金であって、該有機合成反応が、還元反応、酸
化反応、分解反応又はカップリング反応である触媒。
【請求項３】
前記無機化合物が、アルミニウム、チタン、ケイ素、マグネシウム又はジルコニウムから
成る群から選択される少なくとも1種の金属酸化物である請求項２に記載の触媒。
【請求項４】
有機合成反応のための請求項１〜３のいずれか一項に記載の触媒の使用方法であって、該
有機合成反応が、還元反応、酸化反応、分解反応又はカップリング反応である使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
この発明は、高い触媒活性を有し、大量製造及び取り扱いが容易で、回収・再使用又は
長期間の連続使用が可能なポリシラン担持遷移金属触媒及びその触媒を用いる反応に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
遷移金属は様々な化学反応の触媒として重要な役割を担っているが、そこで用いられる
金属や配位子には高価なものが多い。また、遷移金属のナノサイズクラスター（大きさが
サブナノメートルから数十ナノメートルのクラスターを指す）は量子効果によりバルクと
は異なる特異な性質を示すことから、近年、エレクトロニクス、環境、エネルギー、医療
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、化学工業などの分野で重要な役割を担う材料として注目されている。一般に金属クラス
ターはサイズが小さいほど機能や活性は高いが、不安定で凝集しやすい。さらに材料とし
て利用する場合は、ナノサイズクラスターとしての機能を損なわない形でのコンポジット
化も必要である。
一方、近年化学工業に求められている環境負荷の低減、資源・エネルギーの有効利用の
観点からも、高活性で、回収・再使用又は長期間の連続使用が可能な触媒が求められてい
る。さらに生成物や廃棄物への金属の混入防止、連続合成のためのカラムを用いたフロー
システム、コンビナトリアル合成などの目的のためにも、無機物又は架橋高分子などの不
溶性担体に固定された遷移金属触媒の開発が活発に検討されている。
【０００３】
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しかし従来の固定化遷移金属触媒は、強い結合で担持すると活性の低下を伴い、吸着や
イオン結合などの弱い相互作用により担持した場合は、金属の漏出を完全に防止すること
は困難であった。また、遷移金属錯体を窒素原子やリン原子を有する配位子を介して無機
担体や有機高分子への固定する手法では、配位子を含む担体の合成が煩雑で高コストかつ
大量合成が困難、反応速度の低下、配位子による被毒、反応の種類に制約が大きいなどの
問題点を有している。
従来の金属微粒子製造方法を固相法、液相法、気相法に分類すると、固相法は安価で大
量調整も可能だが、ナノサイズまでの微粒子化は困難である。化学気相析出法（ＣＶＤ）
に代表される気相法は、高純度・高結晶性ナノ粒子の製造に適しているが、高コスト、粒
子の凝集が起こりやすい、大量合成や多成分系粒子の製造が困難などの問題点を残してい
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る。一方、液相法は、大量調整が比較的容易で、目的に応じた粒子サイズや形状のデザイ
ンが可能といった利点を有する。
【０００４】
化学液相法における遷移金属ナノサイズクラスターの担体としては、アルミナ、ゼオラ
イト、シリカ、ヒドロキシアパタイト、カーボンナノチューブ、有機高分子など様々な素
材が検討されている。 例えば、白金やロジウムのシリカへの固定（非特許文献１）では
、金属塩を原料として熱分解や種々の還元剤により０価の金属に還元し、クラスターとし
て固定する方法が多く用いられる。還元剤としては水素化ホウ素ナトリウムなどの金属水
素化物、トリクロロシラン、トリアルキルシラン、トリアルコキシシランなどの水素−ケ
イ素結合を有するシラン化合物（非特許文献２）、ジシランなどのケイ素−ケイ素結合を
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有する化合物、ヒドラジンなどが用いられることが多い。しかしながら、無機材料に触媒
を固定した場合、熱や溶剤に対する安定性は比較的高いが、金属の漏出を完全に防ぐこと
は難しい。
有機高分子に遷移金属クラスターを固定する場合は、通常、窒素、酸素、リンなど配位
性の原子や官能基を介するか、又は物理的な封入による方法が行われる。これまでに、２
座型リン配位子を持つ有機高分子、ポリアミドやポリウレアなの有機高分子に担持したパ
ラジウム(0)クラスターが数多く報告されているが、反応速度の低下、クラスターの凝集
や漏出が課題として残されている。しかしながら、溶媒に膨潤する高分子に微小クラスタ
ーを担持した場合は、無機担体の場合と異なり担体表面積の制約を受けにくい利点を有す
る。
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【０００５】
一方、単一金属種の固定とは別に、複数の遷移金属種を同一の担体に担持することによ
り相乗効果や新機能発現が期待できる。例えば、銅−パラジウム混合ナノクラスターを用
いた鈴木カップリング反応等が報告されているほか、燃料電池用の白金触媒ではルテニウ
ムと合金化することで一酸化炭素に対する耐被毒性が高まることが知られている。しかし
ながら、複数種の金属微粒子を任意の比率で担体に固定する技術は確立されていない。
最近、マイクロカプセル化法を用いる遷移金属ナノサイズクラスターの有機高分子への
固定方法が開発された。この手法によると遷移金属は、スチレン系高分子のベンゼン環と
の弱い配位によってサブナノメートルサイズのクラスターとして固定され、非常に高い触
媒活性を示す。その後、マイクロカプセル化法と、架橋やミセル化の手法を組み合わせる
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ことで、高活性を保持しつつ安定性が向上した高分子担持遷移金属触媒が得られている（
特許文献１）。
このマイクロカプセル化法による遷移金属クラスターの芳香族高分子への固定では、パ
ラジウムの場合、（１）テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム(Pd(PPh3)4)など
０価のパラジウムを原料とした配位子交換による方法（非特許文献３）、（２）酢酸パラ
ジウム(II)を原料とし、加熱による還元を利用する方法などがある。また、パラジウム以
外の金属では、テトラキストリフェニルホスフィン白金(Pt(PPh3)4)を原料とした白金の
固定（非特許文献４）、ジクロロトリストリフェニルホスフィンルテニウム(RuCl2(PPh3)
3)を原料としたルテニウムの固定、スカンジウムトリフラート(Sc(OTf)3)を原料としたス

カンジウムの固定、四酸化オスミウム(OsO4)を原料としたオスミウムの固定などが報告さ
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れている。
【０００６】
ポリシランはケイ素の持つ金属的性質や非局在化したシグマ結合をもち、導電材料や光
学材料として近年注目され、またセラミックス原料として大量合成方法も確立されている
。また、架橋ポリシランの製造方法としては、ケイ素−水素結合を有するポリシランとビ
ニル基を有する架橋剤との白金又はロジウム触媒によるヒドロシリル化（特許文献２）、
酸素酸化によるシロキサン結合の形成、ビニル基を有するポリシランの熱架橋、光架橋な
どが知られている（非特許文献５）。遷移金属クラスターの固定にポリシランを利用した
例としては、ポリシランとポリ（メタクリル酸）のブロックポリマーからポリマーミセル
を作り、外層のメタクリル酸を架橋して殻とした後、内層のポリシラン部分に金又はパラ
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ジウムのナノサイズクラスターを固定する手法が報告されている（非特許文献６、特許文
献３）。この例では、ポリシランがクラスターの担体としてではなく、金属塩の還元剤と
して用いられている。また、表面をポリシランで被覆した粉体を金属塩水溶液で処理する
ことにより、ポリシラン上に金属コロイドを析出させる、所謂無電解メッキの手法も知ら
れているが（特許文献４）、この場合もポリシランは還元剤として用いられている。
【０００７】
【非特許文献１】J.Mol.Catl.A:Chem. 149，83‑94(1999).
【非特許文献２】Chem.Mater. 1，106‑114(1989).
【非特許文献３】J.Am.Chem.Soc. 127，2125‑2135(2005).
【非特許文献４】Synlett 2005，813‑816.
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【非特許文献５】J.Organomet.Chem. 300，327‑346(1986).
【非特許文献６】Chem. Lett. 32，980‑981(2003).
【特許文献１】特開2002‑66330
【特許文献２】特開平6−49215
【特許文献３】特開2003−147418
【特許文献４】特開2002−4057
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
即ち本発明は、高い触媒活性を有し、大量調整・取り扱い・回収・再使用が容易な高分
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子担持遷移金属とその製造方法、及び該高分子担持遷移金属を用いた触媒反応方法を提供
することを目的とする
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明者らは、既にスチレン系高分子が遷移金属クラスターの固定に有用であることを
見出していたが（特許文献２等）、より高い触媒活性を有し、種々の遷移金属の固定に有
効で、大量調整及び取り扱いが容易な遷移金属の担体とその担持方法を鋭意検討した。そ
の結果、ポリシランと遷移金属化合物とをポリシランの良溶媒中に溶解又は懸濁し、還元
剤の存在下又は非存在下で混合した後、ポリシランに対する貧溶媒を徐々に加えて相分離
させる方法が、高い触媒活性を有し、取り扱い・回収・再使用が容易なポリシラン担持遷
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移金属の製造に適していることを見出した。さらに、本手法が種々の遷移金属に適用可能
で、大量調整も容易であることを見出し本発明の完成に至った。
即ち、本発明は、ポリシラン化合物に遷移金属を担持させ、８０℃〜１６０℃で１〜２
４時間加熱することにより得られる、架橋された有機合成反応用のポリシラン担持遷移金
属触媒であって、該遷移金属が、パラジウム、白金又は金であって、該有機合成反応が、
還元反応、酸化反応、分解反応又はカップリング反応である触媒である。
また、本発明は、ポリシラン化合物及び無機化合物に遷移金属を担持させ、８０℃〜１
６０℃で１〜２４時間加熱することにより得られ、該無機化合物が、金属酸化物、炭酸塩
、硫酸塩又はリン酸塩である、架橋された有機合成反応用のポリシラン／無機化合物担持
遷移金属触媒であって、該遷移金属が、パラジウム、白金又は金であって、該有機合成反
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応が、還元反応、酸化反応、分解反応又はカップリング反応である触媒である。

【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
本発明のポリシラン担持遷移金属触媒は、ポリシラン化合物に遷移金属を担持させて成
る。
このポリシラン化合物は、主鎖が主としてＳｉ−Ｓｉ結合で繋がった高分子である。こ
のポリシラン化合物はシリレン単位が単一のホモポリマーでも、異種のシリレン単位がラ
ンダム又は規則的に配置されたコポリマーでも、異種のホモポリマー同士が繋がったブロ
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ックポリマーであってもよい。また、主鎖のＳｉ−Ｓｉ結合の一部がシロキサン結合（Ｓ
ｉ−Ｏ−Ｓｉ）やカルボシラン構造（Ｓｉ−ＣＨ２−Ｓｉ）置換されていてもよい。これ
らは、不可避的に不純物として混入したもの又は製造後に周囲との反応等により混入した
ものであり、Ｓｉ−Ｓｉ結合全体の多くとも約２０％である。
【００１１】
このポリシラン化合物の重量平均分子量は２，０００〜５００，０００、好ましくは５
，０００〜３００，０００で、分子量が低いと触媒の回収や架橋が困難になり、分子量が
大きいとポリマー合成の収率や、遷移金属を担持する際の良溶媒に対する溶解性が低下す
る。
【００１２】
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また、このポリシラン化合物の主鎖が側鎖としてアリール基を有することが好ましく、
ポリシラン化合物の主鎖を構成するシリレン基のうち少なくとも５０％がアリール基を有
することがより好ましく、主鎖を構成する全てのシリレン基にアリール基が結合している
ことがより好ましい。このようなシリレン基は１個又は２個のアリール基のいずれを有し
てもよい。
このアリール基はポリマー及び触媒の安定性を向上させ、遷移金属の漏出も抑制する。
アリール基の割合が少ない場合は、ポリシランを遷移金属塩と混合した際、遷移金属の担
持率の低下、ケイ素−ケイ素結合の酸化的切断、触媒反応中や後処理時における遷移金属
の漏出等を伴うことがある。例えば、担体としてポリ（メチルフェニルシラン）を、遷移
金属化合物としてテトラキストリフェニルホスフィンパラジウム（０）を用いると効率よ
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くパラジウムが担持できる条件下でも、担体としてポリ（ジフェニルシラン‑co‑ジメチル
シラン）を用いた場合にはパラジウムの担持率は減少し（実施例４）、ポリ（シクロヘキ
シル（メチル）シラン）を用いた場合には、反応後の触媒回収量が低下する（実施例７）
。また、遷移金属化合物として遷移金属塩、例えばヘキサクロロ白金（IV）酸を、担体と
してポリ（シクロヘキシル（メチル）シラン）を用いた場合は、両者を混合すると非常に
速やかに白金塩が還元されることから、同時にポリマーの酸化を伴うと推定される。
【００１３】
このアリール基は置換基を有していてもよい。ポリシランの製造段階では、製造方法に
よる置換基の制約（例えば、Ｋｉｐｐｉｎｇ法を用いる場合にはハロゲン化アリールは適
さない）があるが、ポリシランのフェニル基に種々の置換基を導入することは可能である
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。
このアリール基の炭素数は好ましくは６〜１２であり、アリール基としては、具体的に
はフェニル基、ナフチル基等を挙げることができ、これらが有していてもよい置換基とし
ては、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、水酸基、ハロゲン原子、シリルオキシ基
等が挙げられる。
【００１４】
このポリシラン化合物の主鎖を構成するシリレン基は、更に、側鎖置換基としてアルコ
シキシ基、シリル基、シリルオキシ基、又は複素環基若しくは置換基を有していてもよい
炭化水素基を有してもよい。
アルコキシ基としては低級アルコキシ基を、シリル基としてはトリアルキルシリル基等
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を例示できる。
炭化水素基としては、炭素数が１〜１６のアルキル基、アリール基、アルケニル基、ア
ルキニル基、アラルキル基等、好ましくはアルキル基、アリール基、アルケニル基であり
、より好ましくはメチル基、ベンジル基、フェニル基、ビニル基、シクロヘキシル基等が
挙げられる。
複素環基としては、ピリジル基等が挙げられる。
ポリシラン主鎖の両末端は水素原子、水酸基、アルコキシ基、ハロゲン原子、炭化水素
基などの構造を有しても、又は主鎖の他端と環状構造を形成してもよいが、ポリシランの
分子量が大きい場合にはその構造を確認することは通常困難である。
【００１５】
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更に、このポリシラン化合物の主鎖を構成するシリレン単位の約５０％以上がジフェニ
ルシリレン又はメチルフェニルシリレンであることが好ましく、更に、このポリシラン化
合物がポリ（メチルフェニルシラン）であることがより好ましい。
これらのポリシランは購入することも公知の方法で合成することもできる。さらに、通
常ポリシランは疎水性であるが、公知の化学変換により親水性基を導入することも可能で
ある。
【００１６】
一方、本発明で用いる遷移金属は３族から１２族の遷移金属である。この遷移金属の大
部分は、０価のクラスター、酸化物又はホウ化物の形態で上記ポリシラン化合物に担持さ
れる。
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ポリシラン化合物に担持された遷移金属は、０価のクラスターとして担持される場合が
多い（Ｐｄ，Ｐｔ，Ａｕなど）が、例えばヨウ化サマリウム(II)、塩化銅(I)又は酢酸銅
（II）を水素化ホウ素ナトリウムで還元した場合は、ＩＣＰの分析結果から、サマリウム
や銅がホウ素との複合体を形成して担持されている可能性が高い。また、還元直後は０価
であっても、その後のマイクロカプセル化、単離、乾燥操作中に酸化される場合もある。
ポリシラン化合物に対する遷移金属の量が多すぎると、担持率の低下、クラスターサイズ
の肥大化、使用中における金属の漏出などが発生する。また一般に、担体に対する遷移金
属の担持量が少ないほど小さなクラスターが得られる。
【００１７】
ポリシラン化合物に担持される遷移金属原子又は遷移金属化合物の量は、ポリシラン担
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持遷移金属１グラム当たり遷移金属原子に換算して０．０１〜０．５ミリモル、好ましく
は０．０２〜０．４である。また、ポリシラン／無機化合物担持遷移金属１グラム当たり
、遷移金属原子に換算して０．００２〜０．５ミリモル、好ましくは０．００５〜０．４
ミリモルである。
担持可能な量に下限はないが、担持量が低すぎると触媒反応時に単位重量当たりの触媒
活性が低下する。また、後に述べるパラジウムや白金を担持したポリシラン化合物の架橋
の際に、担持量が少ないと架橋効率が低下する場合がある。これらの金属を担持したポリ
シラン化合物を加熱、紫外線などにより架橋させる場合は、ポリシラン１ｇに対して０．
０２モル以上の遷移金属を担持することが好ましい。
【００１８】

10

担持された遷移金属は、０価の金属として担持されていても、原料の遷移金属化合物の
まま担持されていても、又は一度０価に還元された後に酸化反応等を受けて様々な形態に
変化して担持されていてもよい。これらは、遷移金属の種類や製造法によっても影響を受
ける。例えば、希土類金属や第４周期の遷移金属の多くは、ホウ素化物、水素化物或いは
ハロゲン原子や酸素化合物との複合体等を形成した遷移金属化合物として担持されている
と推定されている。また、金、白金、パラジウムなどは０価の微小金属クラスターとして
担持されていると考えられる。
【００１９】
ポリシラン化合物に遷移金属を固定する方法には特に制限は無いが、その好ましい方法
の一例を以下に示す。
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まずポリシラン化合物に対する良溶媒に、ポリシラン化合物及び遷移金属化合物、並び
に必要な場合は還元剤を混合する。ここで、ポリシラン化合物、遷移金属化合物、還元剤
を加える順番に厳密な制約はないが、遷移金属化合物が還元される際に、反応系中にポリ
シラン化合物が存在することで遷移金属の微小クラスターが安定化されるため、遷移金属
の還元が開始する時点でポリシラン化合物は溶解していることが好ましい。良溶媒はポリ
シラン化合物の構造にもよるが、代表的なポリシラン化合物であるポリ（メチルフェニル
シラン）など多くのポリシラン化合物は、テトラヒドロフラン、芳香族炭化水素、ハロゲ
ン化炭化水素に溶解する。ここで芳香族炭化水素としてはベンゼン、トルエン、キシレン
などが、ハロゲン化炭化水素としては、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタンな
どが好適であり、これらの混合溶媒を用いることもできる。ポリシラン化合物に対する良
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溶媒の量は、ポリシラン化合物の分子量や溶解性にもよるが、ポリシラン化合物１ｇに対
して、通常３〜５０ｍｌ、好ましくは５〜２０ｍｌである。
【００２０】
ポリシラン化合物と混合する際の遷移金属化合物の構造としては、金属の価数、配位子
の種類に特に制限はない。この遷移金属化合物は２種以上の遷移金属化合物からなってい
てもよい。配位子は陰イオンでも中性配位子でもよく、陰イオンとしては、クロロ、ブロ
モ、ヨード等のハロゲン化物イオン、アセテート、トリフラート、メシラート、アルコキ
シド、アセチルアセトネート、トリフルオロアセテート、プロピオネート、シアノ、ヘキ
サフルオロアセチルアセトネート、水酸化物、ニトレート、スルホネート、又はこれらの
複合塩や水和物などを用いることができる。また、中性配位子としてはトリフェニルホス
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フィンなど種々のホスフィン配位子、カルボニル、アルケン、アルキン、π−アリル、シ
クロペンタジエニル、ベンゼン、シクロオクタジエン、シクロオクタテトラエン等が挙げ
られる。
【００２１】
より具体的には、ビス（２，４−ペンタンジオネート）チタニウム（IV）オキシド、ジ
クロロチタニウムジイソプロポキシド、テトラ‑n‑ブチルオルトチタネート、テトラエチ
ルオルトチタネート、テトライソプロピルオルトチタネート、塩化チタン（III）、塩化
チタン（IV）、ビス（２，４−ペンタンジオネート）バナジウム（IV）オキシド、塩化バ
ナジウム（III）、塩化バナジウム（IV）、酢酸クロム（III）、塩化クロム（II）、塩化
クロム（III）、硝酸クロム（III）、ピリジニウムクロロクロメート、ピリジニウムジク
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ロメート、トリス（２，４−ペンタンジオネート）クロム（III）、酢酸マンガン（II）
、酢酸マンガン（III）、塩化マンガン（II）、硝酸マンガン（II）、硫酸マンガン（II
）、ビス（ヘキサフルオロアセチルアセトナト）マンガン（II）、ビス（２，４−ペンタ
ンジオネート）マンガン（II）、トリス（２，４−ペンタンジオネート）マンガン（III
）、酢酸鉄（II）、シュウ酸鉄（III）、塩化鉄（II）、塩化鉄（III）、硝酸鉄（III）
、硫酸鉄（II）、硫酸鉄（III）、フェロセン（II）、n‑ブチルフェロセン（II）、トリ
ス（２，４−ペンタンジオネート）鉄（III）、酢酸コバルト（II）、ビス（２，４−ペ
ンタンジオネート）コバルト（II）、トリス（２，４−ペンタンジオネート）コバルト（
III）、塩化コバルト（II）、硝酸コバルト（II）、酢酸ニッケル（II）、ビス（２，４
−ペンタンジオネート）ニッケル（II）、塩化ニッケル（II）、硝酸ニッケル（II）、シ
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ュウ酸ニッケル（II）、テトラキス（トリフェニルホスフィン）ニッケル（０）、テトラ
シアノニッケル（II）酸カリウム、酢酸銅（I）、酢酸銅（II）、臭化銅（I）、臭化銅（
II）、塩化銅（I）、塩化銅（II）、ヨウ化銅（I）、ヨウ化銅（II）、硝酸銅（II）、硫
酸銅（II）、ビス（２，４−ペンタンジオネート）銅（II）、テトラクロロ銅（II）酸カ
リウム、酢酸亜鉛（II）、ビス（２，４−ペンタジオネート）亜鉛（II）、硝酸亜鉛（II
）、硫酸亜鉛（II）、テトラキス（２，４−ペンタンジオネート）ジルコニウム（IV）、
ジルコノセンジクロリド（IV）、塩化ジルコニウム（IV）、ジルコニウム（IV）エトキシ
ド、ジルコニウム（IV）プロポキシド、硝酸ジルコニウム（IV）、塩化ニオブ（V）、ニ
オブ（V）エトキシド、酢酸モリブデン（II）、塩化モリブデン（III）、塩化モリブデン
（IV）、塩化モリブデン（V）、ビス（２，４−ペンタンジオネート）モリブデン（IV）
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ジオキシド、塩化ルテニウム（III）、酢酸ロジウム（II）、塩化ロジウム（III）、硝酸
ロジウム（III）、ビス（１，５−シクロオクタジエン）−μ,μ'−ジクロロロジウム、
トリス（トリフェニルホスフィン）ロジウム（I）クロリド、酢酸パラジウム（II）、塩
化パラジウム（II）、硝酸パラジウム（II）、ビス（２，４−ペンタンジオネート）パラ
ジウム（II）、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）、テトラクロロ
パラジウム（II）酸カリウム、酢酸銀（I）、トリフルオロメタンスルホン酸銀（I）、塩
化銀（I）、硝酸銀（I）、硫酸銀（I）、p‑トルエンスルホン酸銀（I）、酢酸カドミウム
（II）、塩化カドミウム（II）、硝酸カドミウム（II）、硫酸カドミウム（II）、アセチ
ルアセトナトハフニウム（IV）、塩化ハフニウム（IV）、ハフニウム（IV）エトキシド、
ハフニウム（IV）イソプロポキシド、ハフノセンジクロリド、トリフルオロメタンスルホ
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ン酸ハフニウム（IV）、塩化タンタル（V）、タンタル（V）エトキシド、塩化タングステ
ン（IV）、タングステン（IV）エトキシド、ヘキサカルボニルタングステン、タングステ
ン酸、塩化レニウム（III）、塩化レニウム（IV）、塩化レニウム（V）、レニウムペンタ
カルボニルクロリド、塩化オスミウム（III）、塩化イリジウム（III）、塩化イリジウム
（IV）、塩化白金（II）、塩化白金（IV）、ヘキサクロロ白金（IV）酸カリウム、ヘキサ
クロロ白金（IV）酸、テトラキス（トリフェニルホスフィン）白金（０）、テトラクロロ
白金（II）酸カリウム、塩化金（I）、塩化金（III）、臭化金（III）、テトラシアノ金
（III）酸カリウム、テトラクロロ金（III）酸、塩化（トリフェニルホスフィン）金（I
）、酢酸水銀（I）、酢酸水銀（II）、塩化水銀（I）、塩化水銀（II）、硝酸水銀（I）
、硝酸水銀（II）、硫酸水銀（I）、硫酸水銀（II）等を用いることができる。
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【００２２】
０価の遷移金属化合物を用いた場合は、配位子交換によりポリシラン化合物に遷移金属
を担持することができる（Pd(PPh3)4，Ni(PPh3)4など）。例えば、テトラキストリフェニ
ルホスフィンパラジウムをポリ（メチルフェニルシラン）に担持する場合は、テトラヒド
ロフラン中、室温で数分から数十分攪拌すると反応液が黒変し配位子交換したことが判る
。また、オレフィンを配位子としてを有する遷移金属化合物が配位子交換を起こしにくい
場合は、単に加熱するか、水素ガスなどで不飽和結合を還元することにより配位子交換を
促進することができる。
【００２３】
遷移金属塩を用いた場合、通常熱分解又は還元処理によりポリシラン化合物に担持でき
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るが、金属塩によっては加熱や還元剤を用いる還元処理を行わなくても担持可能である。
熱分解のための条件はポリシラン化合物の構造や良溶媒、金属塩の種類にもより異なるが
、例えばパラジウムアセテートをポリ（メチルフェニルシラン）にテトラヒドロフラン中
で担持する場合は０℃〜室温下、１〜２時間攪拌することで担持できる。パラジウムアセ
テートの熱分解は通常６７℃で行われることから、この場合はポリシラン化合物が還元を
促進していると推測されるが、ポリシラン化合物の役割は明確ではない。他の遷移金属塩
とポリシラン化合物の組み合わせでは、温度は室温から良溶媒の沸点の範囲で、反応時間
は数分間から数十時間の範囲で適宜調整する。
【００２４】
還元剤を用いる場合もその構造と反応条件は金属塩、ポリシラン化合物、良溶媒の性質
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などによって適宜選択する必要がある。
還元剤の種類に制約はないが、例えば金属水素化物、金属水素錯化合物、ボラン誘導体
、ヒドラジン誘導体、水素ガスなどが使用できる。金属水素化物としてはヒドロシラン類
が簡便であり、例えばトリクロロシラン、トリメチルシランやトリエチルシランなどのト
リアルキルシラン、トリメトキシシランやトリエトキシシランなどのトリアルコキシシラ
ン、ジアルキルアルコキシシランなどを例示できる。また、水素化トリフェニルスズや水
素化トリ‑n‑ブチルスズなどの有機スズ水素化物、水素化ジイソブチルアルミニウム等も
使用できる。金属水素錯化物としては水素化ホウ素ナトリウム、水素化アルミニウムリチ
ウム、水素化ホウ素リチウム、及びこれらの水素の一部をアルコキシ基や炭化水素基に置
換した誘導体や他の金属塩などが例示できる。ボラン誘導体としてはジボラン、アミンボ
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ラン錯体、モノ又はジアルキルボランなどが例示できる。これらの中でもコストや安全性
などを考慮すると、水素化ホウ素ナトリウム、ヒドロシラン化合物、水素ガスなどが好適
である。還元における反応温度は反応液が固化する温度以上且つ沸点以下であればよいが
、温度が高すぎると還元が急速に進行してクラスターサイズが大きく不揃いになりやすく
、温度が低すぎると反応時間が長くなる。通常は数分間から３０時間程で反応が完結する
条件を選択する。また、還元反応の終了後、長時間放置するとクラスターサイズが大きく
なる場合がある。多くの場合、還元の進行とともに反応液に着色が認められる。還元剤を
使用することにより、ほとんどの遷移金属塩からポリシラン担持遷移金属を製造すること
が可能である。
【００２５】
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還元剤として水素化ホウ素ナトリウムを用いた場合、後に述べるＩＣＰによる分析結果
から、銅、ニッケル、サマリウムなどの金属に於いては、ホウ化物を形成してポリシラン
に担持されていると推定される。
【００２６】
配位子交換、熱分解、又は還元が終了した後、効率よく攪拌しながら貧溶媒を加えるこ
とで遷移金属をポリシラン化合物に担持できる（マイクロカプセル（ＭＣ）化）。貧溶媒
の種類はポリシラン化合物の構造により異なるが、ポリ（メチルフェニルシラン）など多
くのポリシラン化合物の場合は、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコールなど
の低級アルコール、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタンなどの脂肪族炭化水素が好
適である。良溶媒の種類によっては水、アセトン、エーテル、アセトニトリルなどが使用
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できる場合がある。さらにこれらの混合溶媒が好適な場合もある。特に、無機塩が生成す
る還元剤を使用した場合には、水を含む貧溶媒を用いることで無機塩を容易に除去できる
。
【００２７】
貧溶媒の量は良溶媒に対して０．５〜２０（体積比）倍、好ましくは１〜１０倍であり
、加える際の温度は反応液が固化する温度以上、沸点以下であればよいが、通常は０℃〜
室温が好適である。貧溶媒の添加時間は加える貧溶媒の体積にもよるが、添加速度が速す
ぎると触媒金属がポリシラン上に不均一に担持され易いため、通常、数分間から２４時間
、より好ましくは１０分間から６時間である。貧溶媒の滴下により遷移金属を担持したポ
リシラン化合物が析出し、十分な貧溶媒を加え終わった後、濾過又は遠心分離などにより
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沈殿物を回収する。回収した沈殿物はポリマーを溶解しない溶媒で数回洗浄するが、マイ
クロカプセル化に使用する貧溶媒と洗浄溶媒が同一である必要はない。例えば、貧溶媒と
してヘキサンを使用して得られたポリシラン担持遷移金属が、還元剤や遷移金属塩由来の
無機塩を含む場合は、含水アルコールで洗浄することにより前記不純物を除去できる。回
収率よく遷移金属がポリシラン化合物に担持されると、沈殿物回収後の濾液はほとんど無
色であるが、回収率が悪い場合には濾液が着色する場合が多い。
【００２８】
上記の方法を用いると異種金属が容易に担持可能である。通常、遷移金属クラスターを
調整する場合、遷移金属塩や遷移金属錯体の種類によって還元剤や処理温度などの担持条
件が大きく異なるため、異種金属の担持は困難な場合が多い。本発明で用いられるポリシ
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ラン化合物は種々の遷移金属を比較的類似の条件で担持できることから、異種金属の担持
条件の設定が容易である。例えば、数種類の遷移金属ハロゲン化物をポリ（メチルフェニ
ルシラン）に担持する場合、テトラヒドロフラン中、水素化ホウ素ナトリウムと室温〜還
流条件下で数時間攪拌後、ヘキサン又はイソプロピルアルコール等の貧溶媒を滴下し、生
成した沈殿物を濾過、含水アルコールで洗浄することにより、多くの金属が収率良く担持
できる。
【００２９】
得られたポリシラン担持遷移金属化合物は乾燥後、吸光光度法、ＩＣＰ、蛍光Ｘ線など
を用いて金属の担持量を決定できる。この際、前処理操作によりケイ素成分を除去し、且
つ金属を酸化することで高い分析精度が得られる。例えばポリ（メチルフェニルシラン）
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に担持されたパラジウムの分析においては、パラジウム担持ポリシラン化合物を王水中で
加熱し、その後抽出操作によりケイ素成分とパラジウムイオンを分離して水相をＩＣＰや
原子吸光分析することで定量できる。
【００３０】
このようにして得られたポリシラン担持遷移金属化合物は、加熱、光照射、マイクロウ
ェーブ照射、架橋剤を用いる化学反応等によりポリシランの主鎖同士が架橋し、種々の溶
剤に不溶性となる。
加熱による架橋の場合、ポリシラン担持遷移金属化合物を無溶媒下、大気中又は酸素雰
囲気のもとで加熱する。架橋条件は担持金属の種類やポリシラン化合物の構造により異な
るが、白金やパラジウムを担持したポリ（フェニルメチルシラン）の場合、反応温度は８
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０℃〜２５０℃、好ましくは１００℃〜１６０℃、反応時間は１時間〜２４時間、好まし
くは２時間〜８時間加熱処理することによりテトラヒドロフラン、トルエン、クロロホル
ムに不溶性となる。加熱後、良溶媒で洗浄して非架橋ポリマー及び低分子化したシランオ
リゴマーを除去するが、加熱が十分であればこの処理で遷移金属は漏出しない。加熱架橋
によるゲル分率（（加熱後良溶媒で洗浄、乾燥後の重量）÷（架橋反応前の重量））は適
切な条件下では通常６０〜１００％であり、ゲル分率が６０％以上であれば、洗浄によっ
て遷移金属はほとんど漏出しない。従って、このよう場合はポリマーの単位重量に対する
遷移金属の担持量が架橋前に比べて増加する。
【００３１】
前記のパラジウムや白金を担持したポリシラン化合物の熱架橋条件では、遷移金属を担
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持していない原料ポリシラン化合物は全く不溶化しないことから、この架橋反応において
は、担持された遷移金属が関与していることが明らかである。また、無酸素下では熱架橋
が阻害されること、熱架橋の前後のポリシラン化合物のＩＲスペクトルではシロキサン（
Ｓｉ−Ｏ−Ｓｉ）由来の吸収が増加していることから、少なくとも架橋の一部にはシロキ
サン結合が関与していると推定される。
ポリシラン化合物は光照射によっても架橋する。架橋条件は、ポリシラン化合物の構造
や遷移金属の種類及び担持量により異なるが、通常、ポリシラン担持遷移金属化合物の粉
末に無溶媒下、又はポリシランの貧溶媒であるデカンなどの脂肪族炭化水素中に懸濁させ
ながら紫外線を照射することによりなされる。光源としては、ハロゲンランプのような連
続スペクトル光源、各種レーザー、水銀灯などの不連続スペクトル光源のいずれも使用可
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能である。さらに、本発明のポリシラン担持遷移金属化合物はマイクロウェーブによって
も架橋できる
【００３２】
一方、ポリシラン化合物の主鎖に、側鎖として架橋性置換基を結合させることにより、
架橋性置換基に応じた公知の手法による架橋方法が可能である。架橋性置換基としては、
ビニル基、アルコキシシリル基、エポキシ基、水酸基、チオール基、カルボキシル基等を
用いることができる。
例えば、Kipping法によるポリシラン化合物の合成の際にモノマー成分としてメチルビ
ニルジクロロシランなどビニル基を有するジクロロシランを共存させ、ビニル基を有する
ポリシランコポリマーが製造できる。このようなビニル基含有ポリシラン化合物は、ヘキ
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サクロロ白金酸及びトリエトキシシランと混合することによりヒドロシリル化反応を起こ
し、続いて、前記のマイクロカプセル化により、トリアルコキシ基を有するポリシラン担
持白金化合物を与える。この化合物は温和な熱処理により架橋するばかりでなく、ガラス
やシリカなどＳｉ−ＯＨ基を有する材料と供に加熱処理することで、これらの材料表面に
白金担持ポリシラン化合物を固定することができる。
【００３３】
また、芳香環−ケイ素結合を有するポリシラン化合物を塩化アルミニウムなどのルイス
酸存在下、塩化水素ガスと処理することによりクロロシラン（Ｓｉ−Ｃｌ）構造を有する
ポリシラン化合物が得られることが知られている。このＳｉ−Ｃｌ結合は種々の求電子剤
と置換反応することから、これを利用して架橋や、高機能化が可能である。例えば、水と
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処理することによりＳｉ−ＯＨ結合が形成し、このものは温和な加熱により脱水架橋する
。また、トリエチレングリコールモノメチルエーテルなどの親水性の官能基を有する求核
剤と処理することにより、ポリシラン化合物に親水性を付与できる。親水性ポリシラン化
合物から調整されたポリシラン担持遷移金属化合物は、水系溶媒中での触媒反応に有用で
ある。
【００３４】
主鎖のケイ素に架橋性置換基を導入するばかりでなく、側鎖置換基も公知の手法により
種々の誘導化が可能である（特開2001−253721）。側鎖フェニル基はクロロメチルメチル
エーテル−四塩化スズでクロロメチル化できる。このクロロメチル基を利用することによ
り架橋性ポリシラン化合物や親水性ポリシラン化合物が製造できる。
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【００３５】
このようにして得られたポリシラン担持遷移金属触媒は、遷移金属がポリシラン化合物
中の芳香環及びケイ素−ケイ素間の共役したシグマ結合との相互作用により安定化された
超微粒子として担持されていると考えられ、各種の反応に対して高い触媒活性を示す。
【００３６】
さらに、遷移金属触媒は、ポリシラン化合物及び無機化合物に担持することも可能であ
る。ポリシラン化合物に加えて、更に無機担体に固定することにより、多くの場合、濾過
性及び安定性の向上が認められる。また、表面積の増加やクラスターサイズの微小化によ
り触媒活性が向上する場合も多い。ここでの無機担体としては、種々の金属酸化物、炭酸
バリウムなどの炭酸塩、硫酸バリウム塩などの硫酸塩、ヒドロキシアパタイトなどのリン
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酸塩などを用いることが可能である。この無機化合物（無機担体）としては、アルミニウ
ム、チタン、ケイ素、マグネシウム又はジルコニウムから成る群から選択される少なくと
も1種の金属酸化物が好適であり、これらはアルミナ、チタニア、ジルコニア、シリカな
ど単独の金属酸化物として、又はゼオライトやシリカ−アルミナなどの複合金属酸化物と
しても用いることができる。
【００３７】
前記のポリシラン／無機化合物担持遷移金属触媒の製造方法としては、既に述べたマイ
クロカプセル化法が好適である。即ち、遷移金属化合物を、還元剤の共存下又は非共存下
で、ポリシランの溶液と混合し、その後ポリシランに対する貧溶媒を加えて遷移金属を含
むポリシランを相分離させる手法であるが、その際、貧溶媒を加えるまでの操作の間に無
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機化合物を添加しておくことにより、ポリシラン／無機化合物担持遷移金属触媒を製造で
きる。ここで無機化合物を加えるタイミングは、貧溶媒を加えるまでの間であればいつで
もよいが、遷移金属化合物とポリシランが混合された後、好ましくは貧溶媒を加える５分
間以上前、より好ましくは３０分間以上前である。用いる無機化合物の量は、遷移金属の
種類やポリシランの構造により最適値が異なるが、通常はポリシランに対して０．１〜２
０（ｗ／ｗ）、好ましくは１〜１０（ｗ／ｗ）である。
【００３８】
このようにして得られたポリシラン／無機化合物担持遷移金属触媒は前記ポリシラン担
持遷移金属触媒と同様に、遷移金属がポリシラン化合物中の芳香環及びケイ素−ケイ素間
の共役したシグマ結合との相互作用により安定化された超微粒子として担持されていると
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考えられるが、遷移金属の一部は無機化合物に担持されポリシランで安定化されている可
能性もある。本触媒も各種の反応に対して高い触媒活性を示す。
【００３９】
このポリシラン／無機化合物担持遷移金属触媒ではポリシラン化合物は無機化合物と物
理的吸着により担持されていると推定され、前記ポリシラン化合物担持遷移金属触媒の場
合と同様、ポリシラン化合物の良溶媒や配位性の化合物によりポリシラン化合物の溶解や
遷移金属の漏出が起こりやすい。しかしながらこのポリシラン／無機化合物担持遷移金属
触媒の場合も加熱することで、ポリシラン化合物同士の架橋や、ポリシラン化合物と無機
化合物との間の結合を形成しポリシラン化合物の溶解や遷移金属の漏出を抑制できる。加
熱条件は前記ポリシラン化合物担持遷移金属触媒の場合と同様の条件も使用できるが、ポ
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リシラン／無機化合物担持遷移金属触媒の場合は、無酸素条件（例えば減圧下やアルゴン
などの不活性ガス雰囲気下）、或いはポリシラン化合物の貧溶媒中に懸濁させた状態でも
架橋が円滑に進行する。この場合の貧溶媒としては沸点が１００℃以上でポリシラン化合
物の溶解度が低いものであれば使用でき、炭素数が８〜１８の鎖状炭化水素が好ましい。
【００４０】
本発明のポリシラン担持遷移金属触媒及びポリシラン／無機化合物担持遷移金属触媒
は、液相の種々の還元反応、酸化反応、分解反応又はカップリング反応に有効に使用する
ことができる。
例えば、パラジウム担持ポリシラン化合物は水素化反応、水素化分解、Ｈｅｃｋ反応、
鈴木−宮浦カップリング反応、薗頭反応、カルボニル化反応などを触媒する。さらにこれ
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らの反応中、通常ホスフィン配位子などの添加剤が必要な反応において、本ポリシラン担
持パラジウム触媒は配位子の添加なしでも高活性を示す場合があることから、簡便性、経
済性、環境適合性などにおいて有用である（実施例９Ｂ）。
白金担持ポリシラン化合物はオレフィンのヒドロシリル化反応、ホウ素化反応などの触
媒として高活性を示す。
銅担持ポリシラン化合物はニトロアルドール反応などの触媒として高活性を示し、回収
・再使用が可能である（実施例１８）。
【００４１】
これらの反応おいて、このポリシラン担持遷移金属触媒は、バッチ法では回収・再使用
が容易であり、フロー系反応では長時間の連続使用が可能である。また、触媒からの金属
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の漏出や金属の凝集がほとんど発生しないことから、目的物の単離が容易、高純度の製品
が得やすい、優れた経済性、低い環境負荷、資源・エネルギーの有効利用、高い安全性、
等の利点を有する。
さらに、このポリシラン担持遷移金属触媒は、異種金属のブレンドが容易であること、
比較的耐熱性が高いことなどから、酸化分解触媒、脱塩素触媒、脱硫触媒などとして、排
ガス処理、ＰＣＢ処理、軽油の改質、水処理などへの利用も期待される。
【実施例】
【００４２】
以下、実施例にて本発明を例証するが本発明を限定することを意図するものではない。
ポリマーの分子量は(株)島津製作所製ゲルパーミッショングロマトグラフィー（ＧＰＣ
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）システム（ＳＣＬ−１０Ａ，ＬＣ−１０ＡＤ，ＲＩＤ−１０Ａ，ＣＴＯ−１０Ａ，ＤＧ
Ｕ−１２Ａ，カラム：ｓｈｉｍ−ｐａｃｋｇＰＣ−８０３，８０４，８０２５）を使用し
、溶媒としてテトラヒドロフランを用いポリスチレンを検量線用スタンダードとして決定
した。赤外吸収スペクトル（ＩＲ）は日本分光(株)製ＪＡＳＣＯ
１

を用い、ＫＢｒ錠剤法により測定した。

Ｈ−ＮＭＲ及び

製ＪＥＯＬ

又はＪＥＯＬ

ＪＮＭ−ＥＸ−ＬＡ４００

ＦＴ／ＩＲ−６１０型

１3

Ｃ−ＮＭＲは日本電子(株)

ＪＮＭ−ＥＸ−ＬＡ３００を用

い、重クロロホルムを溶媒として測定した。ポリマー中の金属含量は、蛍光Ｘ線（(株)島
津製作所製ＥＤＸ−８００）又は高周波プラズマ発光分析装置（ＩＣＰ）（(株)島津製作
所製ＩＣＰＳ−７５１０）を用いて決定した。ガスクロマトグラフィー（ＧＣ）は(株)島
津製作所製ＧＣ−１７Ａを、高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）は(株)島津製作所

10

製ＳＰＤ−１０Ａ、ＬＣ−１０ＡＴ、Ｃ−Ｒ６Ａを用いた。透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）
は日本電子(株)製ＪＥＯＬ

ＪＥＭ−１２００ＥＸＩＩを用いて測定した。

【００４３】
製造例１Ａ：ポリ（メチルフェニルシラン）の製造
還流したテトラヒドロフラン（１０００ｍｌ）中に金属ナトリウム（９７ｇ，４．２ｍ
ｏｌ）を加えた後、ジクロロメチルフェニルシラン（２．０ｍｏｌ）を３０分間で滴下し
た。３時間還流下で激しく攪拌した後、室温まで放冷し、さらに氷浴で冷却した。トルエ
ン（５００ｍｌ）を加えた後、３Ｍ塩酸（５００ｍｌ）をゆっくり滴下し過剰のナトリウ
ムを分解した。上層と下層を分離し、上層（有機相）は水、５％炭酸水素ナトリウム水溶
液、水、飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸ナトリウム上で乾燥した。下層（水相）は、
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水を加えて析出した食塩を溶解し、トルエンで抽出、５％炭酸水素ナトリウム水溶液、水
、飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸ナトリウム上で乾燥した。それぞれの乾燥剤を濾別
し、併せて減圧濃縮した。得られた油状物にメタノールを加え、析出した沈殿を遠心分離
により回収した。得られた白色固体をトルエンに溶解し、このものにイソプロピルアルコ
ールを滴下して再沈殿させた。生じた沈殿物を遠心分離により集め、イソプロピルアルコ
ールで次洗浄後、５５℃で減圧乾燥することによりポリ（メチルフェニルシラン）を白色
粉末として得た。収量１３５ｇ（収率５６％）。
生成物はポリシラン（９６％、Ｍｗ＝３２，０００、Ｍｎ／Ｍｗ＝２．８７）とオリゴ
シラン（４％、Ｍｗ＝１，７００、Ｍｎ／Ｍｗ＝１．０３）の混合物であった。
【００４５】
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製造例１Ｃ：ポリ（メチルフェニルシラン−ｃｏ−ジフェニルシラン）の製造
還流したテトラヒドロフラン（１０００ｍｌ）中に金属ナトリウム（９７ｇ，４．２ｍ
ｏｌ）を加えた後、ジクロロメチルフェニルシラン（１．０ｍｍｏｌ）とジクロロジフェ
ニルシラン（１．０ｍｍｏｌ）のテトラヒドロフラン（２００ｍｌ）溶液を４０分間で滴
下した。３時間還流下で激しく攪拌した後、室温まで放冷し、さらに氷浴で冷却した。ト
ルエン（５００ｍｌ）を加えた後、３Ｍ塩酸（５００ｍｌ）をゆっくり滴下し過剰のナト
リウムを分解した。上層と下層を分離し、上層（有機相）は水、５％炭酸水素ナトリウム
水溶液、水、飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸ナトリウム上で乾燥した。下層（水相）
は、水を加えて析出した食塩を溶解し、トルエンで抽出、５％炭酸水素ナトリウム水溶液
、水、飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸ナトリウム上で乾燥した。それぞれの乾燥剤を
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濾別し、併せて減圧濃縮した。得られた油状物にメタノールを加え、析出した沈殿を遠心
分離により回収した。得られた白色固体をトルエンに溶解し、このものをイソプロピルア
ルコールに滴下して再沈殿させた。生じた沈殿物を遠心分離により集め、イソプロピルア
ルコールで次洗浄後、４０度で減圧乾燥することによりポリ（メチルフェニルシラン−ｃ
ｏ−ジフェニルシラン）を白色粉末として得た。収量１４９ｇ。
生成物は、ポリシラン（７０％、Ｍｗ＝５，４００）とオリゴシラン（２５％、Ｍｗ＝
１，９００及び５％、Ｍｗ＝５００）の混合物であった。
【００４６】
製造例１Ｄ：ポリ（ジメチルシラン−ｃｏ−ジフェニルシラン）の製造
還流したテトラヒドロフラン（１８００ｍｌ）中に金属ナトリウム（７１ｇ，３．１ｍ
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ｏｌ）を加えた後、ジクロロジフェニルシラン（０．７６ｍｏｌ）とジクロロジメチルシ
ラン（０．７６ｍｏｌ）のテトラヒドロフラン（２００ｍｌ）溶液を１時間で滴下した。
５時間還流下で激しく攪拌した後、室温まで放冷し、さらに氷浴で冷却した。トルエン（
５００ｍｌ）を加えた後、３Ｍ塩酸（５００ｍｌ）をゆっくり滴下し過剰のナトリウムを
分解した。上層と下層を分離し、上層（有機相）は水、５％炭酸水素ナトリウム水溶液、
水、飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸ナトリウム上で乾燥した。下層（水相）は、水を
加えて析出した食塩を溶解し、トルエンで抽出、５％炭酸水素ナトリウム水溶液、水、飽
和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸ナトリウム上で乾燥した。それぞれの乾燥剤を濾別し、
併せて減圧濃縮した。得られた油状物にメタノールを加え、析出した沈殿を遠心分離によ
り回収した。得られた白色固体をトルエンに溶解し、このものをイソプロピルアルコール

10

に滴下して再沈殿させた。生じた沈殿物を遠心分離により集め、イソプロピルアルコール
で次洗浄後、５５℃で減圧乾燥することによりポリ（ジメチルシラン−ｃｏ−ジフェニル
シラン）を白色粉末として得た。収量８５ｇ。
生成物は、ポリシラン（６６％、Ｍｗ＝２１，０００、Ｍｗ／Ｍｎ＝２．１３）とオリ
ゴシラン（３４％、Ｍｗ＝１，９００、Ｍｗ／Ｍｎ＝１．０４）の混合物であった。
【００４７】
製造例１Ｅ：ポリ（シクロヘキシル（メチル）シラン）の製造
還流したテトラヒドロフラン（１００ｍｌ）中に金属ナトリウム（９．７ｇ，０．４２
ｍｏｌ）を加えた後、ジクロロシクロヘキシル（メチル）シラン（０．２０ｍｏｌ）を３
０分間で滴下した。４時間還流下で激しく攪拌した後、室温まで放冷し、さらに氷浴で冷

20

却した。トルエン（５０ｍｌ）を加えた後、３Ｍ塩酸（５０ｍｌ）をゆっくり滴下し過剰
のナトリウムを分解した。上層と下層を分離し、上層（有機相）は水、５％炭酸水素ナト
リウム水溶液、水、飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸ナトリウム上で乾燥した。下層（
水相）は、水を加えて析出した食塩を溶解し、トルエンで抽出、５％炭酸水素ナトリウム
水溶液、水、飽和食塩水で順次洗浄後、無水硫酸ナトリウム上で乾燥した。それぞれの乾
燥剤を濾別し、併せて減圧濃縮した。得られた油状物にメタノールを加え、析出した沈殿
を遠心分離により回収した。得られた白色固体をトルエンに溶解し、このものにイソプロ
ピルアルコールを滴下して再沈殿させた。生じた沈殿物を遠心分離により集め、イソプロ
ピルアルコールで次洗浄後、５５℃で減圧乾燥することによりポリ（シクロヘキシル（メ
チル）シラン）を白色粉末として得た。収量８．０ｇ（収率３０％）。
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得られたポリシランはＧＰＣによる分析の結果、Ｍｗ＝２１，０００、Ｍｎ／Ｍｗ＝１
．９８であった。
【００４８】
遷移金属及びホウ素の定量分析方法
ポリシラン担持遷移金属（１００ｍｇ）を試験管に入れ、クロロホルム（２ｍｌ）を加
え、超音波洗浄機にて３分間超音波処理した。これを徐々に１００℃まで加熱しクロロホ
ルムを留去した後、室温に戻した。硫酸（１ｍｌ）を加えた後、アルミブロック恒温槽中
で１５０℃、２時間加熱した。続いて、硝酸（２ｍｌ）を少々に分けて２時間で加えた。
室温に戻し水で希釈した後、不溶物をメンブランフィルターで濾別し、濾液を規定量（２
５ｍｌ）に希釈した後、ＩＣＰにより定量した。遷移金属をポリシランに担持した際の濾

40

液など、ポリシランを含む溶媒中の遷移金属は、溶媒を減圧留去した後、同様の方法で定
量した。触媒反応後の反応液などポリシランを含まない溶液中の遷移金属は、反応液をそ
のまま、又は必要に応じて濃縮した後に蛍光Ｘ線を用いて定量した。
還元剤を用いてポリシランに担持した白金担持ポリシランは、白金担持ポリシラン（１
００ｍｇ）を試験管に入れ、水（２ｍｌ）と硝酸（１ｍｌ）を加え、アルミブロック恒温
槽中で２００℃、２時間加熱した。室温に戻し、硝酸（１ｍｌ）とふっ酸（１ｍｌ）を加
え再度２００℃で加熱した。液が透明になるまで、硝酸−ふっ酸処理を繰り返し、透明に
なった後、内容物を乾固させた。室温に戻し、王水（１ｍｌ）と水（１ｍｌ）を加えた、
再びアルミブロック恒温槽中で加熱して蒸発乾固させた。水で規定量（２５ｍｌ）に希釈
した後、ＩＣＰにより定量した。検量線は遷移金属塩化物の標準液を希硫酸又は希塩酸で
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希釈して作成した。
ホウ素を含む還元剤を使用して調製したポリシラン担持遷移金属の一部に関しては、遷
移金属と同時にホウ素の定量も実施した。その結果、銅、サマリウムからホウ素が検出さ
れた。
【００４９】
実施例１Ａ１：パラジウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造（１）
製造例１Ａで合成したポリ（メチルフェニルシラン）（１０ｇ）をテトラヒドロフラン
（８０ｍｌ）に溶解し、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（Ｐｄ（ＰＰ
ｈ３）４、１．０ｍｍｏｌ）を加えた。室温で攪拌を続けると約１０分間で溶液が黄色か
ら黒色に変化した。１６時間攪拌を続けたのち、貧溶媒としてメタノール（３２０ｍｌ）
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を２時間で滴下した。生成した沈殿（マイクロカプセル化パラジウム）を濾過により集め
、フィルター上でメタノールにより洗浄した。得られた灰色の粉末を５５℃で減圧乾燥し
てパラジウム担持ポリシランを得た。収量７．８ｇ、パラジウム含量０．１３ｍｍｏｌ／
ｇ（回収率１００％）。
このものはクロロホルム及びテトラヒドロフランに易溶、メタノール及びヘキサンには
不溶であった。ＴＥＭによる観察の結果、１ｎｍ以上のクラスターは観察されなかったこ
とから、パラジウムはサブナノサイズのクラスターとして担持されていると推定される。
ポリシランに対するテトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウムの量を変えて同
様の反応を行い、導入量の異なるパラジウム含有ポリ（メチルフェニルシラン）を得た（
実施例１Ａ２〜Ａ４）。また、良溶媒と貧溶媒を換えて収量とＰｄの導入量を比較した（
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実施例１Ａ５−１Ａ７）。さらに、マイクロカプセル化の反応時間と温度を変えて検討し
た（実施例１Ａ８−１Ａ１４）。（表１）
【００５０】
実施例１Ｂ：パラジウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造（２）
製造例１Ａで合成したポリ（メチルフェニルシラン）（１．０ｇ）をテトラヒドロフラ
ン（８．０ｍｌ）に溶解し、氷冷下で酢酸パラジウム（Ｐｄ（ＯＡｃ）２、０．１０ｍｍ
ｏｌ）を加えた。直ちに僅かに発熱を伴いながら溶液が黒色に変化した。８時間攪拌を続
けたのち、貧溶媒としてメタノール（４０ｍｌ）を１時間で滴下した。生成した沈殿（マ
イクロカプセル化パラジウム）を濾過により集め、フィルター上でメタノールにより洗浄
した。得られた灰色の粉末を５５℃で減圧乾燥してパラジウム担持ポリシランを得た。収
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量０．８５ｇ、パラジウム含量０．１１ｍｍｏｌ／ｇ（Ｐｄ回収率９４％）。ＴＥＭによ
る観察の結果、１ｎｍ以上のクラスターは観察されなかったことから、パラジウムはサブ
ナノサイズのクラスターとして担持されていると推定される。
【００５１】
実施例１Ｃ：パラジウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造（３）
酢酸パラジウム（０．１ｍｍｏｌ）を加えた後、水素化ホウ素ナトリウム（０．５０ｍ
ｍｏｌ）を加え、貧溶媒として５％含水メタノールを使用した以外は実施例１Ｂと同様の
操作でパラジウム担持ポリシランを得た。
収量０．７９ｇ、パラジウム含量０．１２ｍｍｏｌ／ｇ（Ｐｄ回収率９５％）。
40

【００５２】
実施例１Ｄ：

パラジウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造（４）

酢酸パラジウムを加えた後、トリエチルシラン（０．５０ｍｍｏｌ）を加えた以外は実
施例１Ｂと同様の操作でパラジウム担持ポリシランを得た。収量０．８４ｇ、パラジウム
含量０．１１ｍｍｏｌ／ｇ（回収率９２％）。
【００５３】
実施例１Ｅ：パラジウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造（５）
製造例１Ａで合成したポリ（メチルフェニルシラン）（１．０ｇ）をテトラヒドロフラ
ン（８．０ｍｌ）に溶解し、氷冷下で硝酸パラジウム（Ｐｄ（ＮＯ３）２、０．１０ｍｍ
ｏｌ）と水素化ホウ素ナトリウム（０．５０ｍｍｏｌ）を加えた。４時間攪拌を続けたの
ち、貧溶媒として５％含水メタノール（４０ｍｌ）を１時間で滴下した。生成した沈殿（
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マイクロカプセル化パラジウム）を濾過により集め、フィルター上でメタノールにより洗
浄した。得られた粉末を５５℃で減圧乾燥してパラジウム担持ポリシランを得た。
収量０．８８ｇ、パラジウム含量０．０９５ｍｍｏｌ／ｇ（Ｐｄ回収率８４％）。
【００５４】
実施例１Ｆ：パラジウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造（６）
水素化ホウ素ナトリウムの代わりにトリエチルシラン（０．５０ｍｍｏｌ）を用い、貧
溶媒としてメタノールを使用した以外は実施例１Ｅと同様の操作でパラジウム担持ポリシ
ランを得た。収量０．９０ｇ、パラジウム含量０．０９１ｍｍｏｌ／ｇ（Ｐｄ回収率８２
％）。
10

【００５５】
実施例１Ｇ：パラジウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造（７）
製造例１Ａで合成したポリ（メチルフェニルシラン）（１．０ｇ）をテトラヒドロフラ
ン（８．０ｍｌ）に溶解し、氷冷下で硝酸パラジウム（Ｐｄ（ＮＯ３）２、０．１０ｍｍ
ｏｌ）を加えた。水素雰囲気下で４時間攪拌を続けたのち、貧溶媒としてメタノール（４
０ｍｌ）を１時間で滴下した。生成した沈殿（マイクロカプセル化パラジウム）を濾過に
より集め、フィルター上でメタノールにより洗浄した。得られた粉末を５５℃で減圧乾燥
してパラジウム担持ポリシランを得た。収量０．８９ｇ、パラジウム含量０．１１ｍｍｏ
ｌ／ｇ（Ｐｄ回収率９８％）。
【００５６】
実施例１Ｈ：パラジウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造（８）
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実施例１Ｅの硝酸パラジウムの代わりに塩化パラジウム（ＰｄＣｌ２，０．１０ｍｍｏ
ｌ）を用いて同様の反応、後処理を行い、パラジウム担持ポリシランを得た。
収量０．８２ｇ、パラジウム含量０．１０ｍｍｏｌ／ｇ（Ｐｄ回収率８２％）。
【００５７】
実施例１Ｉ：パラジウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造（９）
水素化ホウ素ナトリウムに換えて

トリエチルシラン（０．５０ｍｍｏｌ）を用い、貧

溶媒としてメタノールを使用する以外は実施例１Ｈと同様の操作でパラジウム担持ポリシ
ランを得た。収量０．９１ｇ、パラジウム含量０．１０ｍｍｏｌ／ｇ（Ｐｄ回収率９１％
）。
【００５８】
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実施例１Ｊ：パラジウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造（１０）
実施例１Ｇの硝酸パラジウムの代わりに塩化パラジウム（ＰｄＣｌ２，０．１０ｍｍｏ
ｌ）を用いて同様の反応、後処理を行い、パラジウム担持ポリシランを得た。
収量０．８４ｇ、パラジウム含量０．０９ｍｍｏｌ／ｇ（Ｐｄ回収率７６％）。
【００６０】
実施例３：パラジウム担持ポリ（メチルフェニルシラン−ｃｏ−ジフェニルシラン）の製
造
ポリ（メチルフェニルシラン）の代わりに、製造例１Ｃで合成したポリ（メチルフェニ
ルシラン−ｃｏ−ジフェニルシラン）（２．０ｇ）を用い、実施例１Ａと同様の方法でテ
トラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（Ｐｄ（ＰＰｈ３）４，０．２０ｍｍｏ
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ｌ）と処理することにより、パラジウム担持ポリシランを得た。収量１．５７ｇ、含量０
．１２ｍｍｏｌ／ｇ（Ｐｄ回収率９４％）。
【００６１】
実施例４：パラジウム担持ポリ（ジメチルシラン−ｃｏ−ジフェニルシラン）の製造
ポリ（メチルフェニルシラン）の代わりに、製造例１Ｄで合成したポリ（ジメチルシラ
ン−ｃｏ−ジフェニルシラン）（２．０ｇ）を用い、実施例１Ａと同様の方法でテトラキ
ス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（Ｐｄ（ＰＰｈ３）４、０．２０ｍｍｏｌ）と
処理することにより、パラジウム担持ポリシランを得た。収量０．９８ｇ、パラジウム含
量０．１１ｍｍｏｌ／ｇ（Ｐｄ回収率５４％）。
【００６２】
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実施例５：パラジウム担持ポリ（シクロヘキシル（メチル）シラン）の製造
ポリ（メチルフェニルシラン）の代わりに、製造例１Ｅで合成したポリ（シクロヘキシ
ル（メチル）シラン）（１．０ｇ）を用い、実施例１Ａと同様の方法でテトラキス（トリ
フェニルホスフィン）パラジウム（Ｐｄ（ＰＰｈ３）４、０．１０ｍｍｏｌ）と処理する
ことにより、パラジウム担持ポリシランを得た。実施例１では目的物を回収した際の濾液
は無色であったが、本実施例では濾液は茶色に着色した。収量０．７８ｇ、パラジウム含
量０．１０ｍｍｏｌ／ｇ（Ｐｄ回収率７８％）。
【００６３】
実施例６：不溶性パラジウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造
実施例１Ａで合成したパラジウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）（０．５０ｇ）を
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大気中、無溶媒下、１４０℃で６時間加熱処理した。室温まで冷却し、テトラヒドロフラ
ン（５ｍｌ）を加え、５５℃で１時間攪拌したのち濾過し、テトラヒドロフラン、クロロ
ホルム、メタノールで洗浄した。得られた不溶物を５５℃で減圧乾燥し、不溶性パラジウ
ム担持ポリ（メチルフェニルシラン）を黒茶色の粉末として得た。収量０．３４ｇ、パラ
ジウム含量０．１８ｍｍｏｌ／ｇ（Ｐｄ回収率９４％）。
なお、パラジウムを含まないポリ（メチルフェニルシラン）（製造例１Ａ）は、上記と
同様の加熱処理をしてもテトラヒドロフランに容易に溶解した。
【００６４】
実施例７：パラジウム担持ポリシラン触媒を用いたケイ皮酸エチルの水素化反応
ケイ皮酸エチル（１．０ｍｍｏｌ）をヘキサン（２．０ｍｌ）に溶解し、実施例１〜５
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で得られたパラジウム担持ポリシラン（Ｐｄ換算で５μｍｏｌ）を加えて水素雰囲気下で
攪拌し、０．５時間及び２時間後の３−フェニルプロピオン酸エチルの生成量をガスクロ
マトグラフィーで定量した。結果を表１に示す。
【化１】

30
分析条件
Column：J & W Scientific，DB‑1(100% Dimethylpolysiloxane)，I.D. 0.25μm，60m
Carrier : He at 20.1 cm/sec，Injector : 200℃，Detector : 250℃,
Conditions : 100‑250℃ at 10℃/min，250℃ for 10ｍin
Internal Standard : Naphthalene
また、実施例１Ｂで製造した触媒を用いて本反応における触媒の回収・再使用を検討し
た結果（反応時間２時間）、５回までの使用で水添反応は定量的に進行し、触媒の回収率
は平均９７％、パラジウムの漏出は最大で０．０６％（平均０．０３％）であった。
なお、実施例７で実施した水素化反応に於いて、大部分の触媒は定量的に回収されたが
、実施例５で調製した触媒を用いた場合の回収率は２０％であった。このことから、触媒
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の安定性に側鎖フェニル基が有効であると推定される。
【００６５】
実施例８：パラジウム担持ポリシラン触媒を用いた薗頭カップリング反応
ヨードベンゼン（０．４０ｍｍｏｌ）とフェニルアセチレン（０．４０ｍｍｏｌ）をエ
タノール（２ｍｌ）に溶解し、炭酸カリウム（０．８０ｍｍｏｌ）と実施例１Ａ１で得ら
れたパラジウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）（Ｐｄ換算で０．０２ｍｍｏｌ）を加
え、８０℃で１２時間攪拌した。室温にて触媒を濾別し、エタノールと水で洗浄した。濾
液を濃縮後、酢酸エチルを加え、水、飽和食塩水で洗浄し、有機層を無水硫酸ナトリウム
で乾燥した。乾燥剤を濾別後、溶媒を減圧留去し、得られた残渣をシリカゲルクロマトグ
ラフィーで精製したところ、ジフェニルアセチレンが収率６６％で得られた。反応後の濾
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液からはパラジウムが検出されず（蛍光Ｘ線）、触媒は定量的に回収された。
1

Diphenylacetylene :

H‑NMR(CDCl3)δ = 7.32‑7.37(m，6H)，7.52‑7.55(m，4H);

13

C‑

NMR(CDCl3)δ = 89.4，123.3，128.3，128.4，131.6.
【００６６】
実施例９：パラジウム担持ポリシラン触媒を用いた鈴木−宮浦カップリング反応
４−ブロモアセトフェノン（０．４０ｍｍｏｌ）とフェニルホウ酸（０．４０ｍｍｏｌ
）をエタノール（２ｍｌ）に溶解し、炭酸カリウム（０．８０ｍｍｏｌ）、実施例１Ａ１
で得られたパラジウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）（Ｐｄ換算で０．０２ｍｍｏｌ
）、トリス（ｏ−トリルホスフィン）（０．０２ｍｍｏｌ）とを加え、８０℃で２時間攪
拌した。室温にて触媒を濾別し、エタノールと水で洗浄した。濾液を濃縮後、酢酸エチル

10

を加え、水、飽和食塩水で洗浄し、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した。乾燥剤を濾
別後、溶媒を減圧留去し、得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィーで生成したとこ
ろ、４−アセチルビフェニルが収率９４％で得られた。反応後の濾液からはパラジウムが
検出されず（蛍光Ｘ線）、触媒は定量的に回収された。回収した触媒を用いて同じ反応を
繰り返したところ、目的物が定量的に得られ、この際もパラジウムの漏出は認められなか
った。
4‑Acetylbiphenyl :

1

H‑NMR(CDCl3)δ = 2.60(s，3H)，7.35‑7.46(m，3H)，7.58‑7.66(

m，4H)，8.00(d，2H，J = 8.6 Hz);

13

C‑NMR(CDCl3)δ = 26.5，127.1，127.1，128.1，1

28.8，128.8，135.7，139.7，145.6，197.6.
【００６７】

20

実施例１０：外部配位子を添加しないパラジウム担持ポリシラン触媒を用いた鈴木−宮浦
カップリング反応
実施例８Ｂの反応を、トリス（ｏ−トリルホスフィン）を添加せずに実施したところ、
４−アセチルビフェニルが収率８１％で得られた。反応後の濾液からはパラジウムが検出
されず（蛍光Ｘ線）、触媒は定量的に回収された。
【００６８】
実施例１１Ａ：白金担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造
製造例１Ａで合成したポリ（メチルフェニルシラン）（１０ｇ）をテトラヒドロフラン
（８０ｍｌ）に溶解し、室温でヘキサクロロ白金酸・６水和物（Ｈ２ＰｔＣｌ６・６Ｈ２
Ｏ、１．０ｍｍｏｌ）を加えた。室温でトリエトキシシラン（ＨＳｉ（ＯＥｔ）３、１０
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ｍｍｏｌ）を加え２４時間攪拌を続けたのち、貧溶媒としてヘキサン（４００ｍｌ）を１
時間で滴下した。生成した沈殿を濾過により集め、フィルター上でメタノールにより洗浄
した。得られた粉末を５５℃で減圧乾燥して白金担持ポリシランを得た。収量８．７６ｇ
、白金含量０．１１ｍｍｏｌ／ｇ（Ｐｔ回収率９６％）。
基質、還元剤及び反応条件を変えて実施した結果を表２に示す。
【００６９】
実施例１２：不溶性白金担持ポリシランの製造
実施例１１Ａで製造した白金担持ポリ（メチルフェニルシラン）（５．０ｇ）を大気中
、無溶媒下、１４０℃で２時間加熱処理した。室温まで冷却後、テトラヒドロフラン（５
０ｍｌ）を加え、５５℃で１時間攪拌したのち濾過、テトラヒドロフラン、クロロホルム

40

、メタノールで洗浄した。得られた粉末を５５℃で減圧乾燥して不溶性白金担持ポリ（メ
チルフェニルシラン）を灰色粉末として得た。
収量４．１５ｇ。白金含量０．１２ｍｍｏｌ／ｇ（Ｐｔ回収率９１％）。
なお、同じ量の原料を用い、加熱温度１２０℃、加熱時間６時間で架橋した場合の不溶性
白金担持ポリシランの収量は４．２５ｇであった。
【００７０】
実施例１３：白金担持ポリシラン触媒を用いたジフェニルアセチレンの水素化反応
実施例１１Ｍで得られた白金担持ポリシラン（Ｐｔ換算で２５μｍｏｌ）に、ジフェニ
ルアセチレン（０．２５ｍｍｏｌ）のヘキサン（３．０ｍｌ）溶液を加え、水素雰囲気下
で１時間攪拌した。反応液に内部標準物質としてデュレンを加え、濾過後、減圧濃縮し、
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得られた残渣の１Ｈ−ＮＭＲを測定した結果、１，２−ジフェニルエタンが定量的に生成
していた。また、濾液の蛍光Ｘ線分析では、触媒から白金の漏出は認められなかった。
1,2‑Diphenylethane :

1

H‑NMR(CDCl3)δ = 2.96(s，4H)，7.16‑7.20(m，6H)，7.25‑7.29(

m，4H)
【００７１】
実施例１４：白金担持ポリシラン触媒を用いた４−メチル−２，４−ジフェニルペンテン
の水素化反応
４−メチル−２，４−ジフェニルペンテン（１．０ｍｍｏｌ）を実施例１３と同様の方
法で水添し、ＮＭＲで定量した結果、２−メチル−２，４−ジフェニルペンタンが９２％
で生成していた。濾液の蛍光Ｘ線分析から、触媒から白金の漏出は認められなかった。
2‑Methyl‑2,4‑diphenylpentane :

10

1

H‑NMR(CDCl3)δ= 1.02(d，3H)，1.14(s，3H)，1.24(s

，3H)，1.49(dd，1H，J=5.0，14.0 Hz)，2.05(dd，1H，J=7.2，14.0 Hz)，2.53(m，1H)，
7.00‑7.29(m，10H).12C‑NMR(CDCl3)δ= 25.1，28.2，31.0，37.0，38.4，52.7，125.4，1
25.5，126.0，127.0，127.9，128.2，149.2，149.3.
【００７２】
実施例１５Ａ：白金担持ポリシラン触媒を用いたヒドロシリル化反応（１）
４，４−ジフェニル−１−ブテン（化合物１，０．４０ｍｍｏｌ）とペンタメチルジシ
ロキサン（０．６ｍｍｏｌ）をヘキサン（２．０ｍｌ）に溶解し、実施例１１Ａで製造し
た白金担持ポリ（メチルフェニルシラン）（２００ｍｇ，５．５ｍｏｌ％）を加え、２０
℃で２時間攪拌した。触媒を濾別後ヘキサンで洗浄し、濾液を濃縮後、ヘキサンを溶離液

20

としてシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製した。（４，４−ジフェニルブチル）
ペンタメチルジシロキサンを無色のオイルとして１４０ｍｇ（９８％）、１，１−ジフェ
ニルブタンを２ｍｇ（収率２％）得た。
(4,4‑Diphenylbutyl)pentamethyldisiloxane :

1

H‑NMR(CDCl3)δ= 0.11‑0.04(s x 2，15H

)，0.47‑0.61(m，2H)，1.20‑1.39(m，2H)，2.06(dt，J=7.7 Hz)，3.90(t，1H，J=7.7 Hz)
，7.06‑7.29(m，10 H)
【００７３】
実施例１５Ｂ：白金担持ポリシラン触媒を用いたヒドロシリル化反応（２）
ペンタメチルジシロキサンに代えてトリエトキシシラン（化合物２，０．６ｍｍｏｌ）
を用い、実施例１５Ａと同じ反応を行った。生成物は単離せず、デュレンを内部標準物質

30

１

として

Ｈ−ＮＭＲを測定した結果、（４，４−ジフェニルブチル）トリエトキシシラン

（化合物３）が８５％、１，１−ジフェニルブタン（化合物４）が６％生成していた。
(4,4‑Diphenylbutyl)triethoxysilane :

1

H‑NMR(CDCl3)δ= 0.62‑0.73(m，2H)，0.91(t，

9H，J=7.0 Hz)，1.33‑1.49(m，2H)，2.00(dt，2H，J=7.8 Hz)，3.74(q，6H，J=7.0 Hz)，
3.91(t，1H，J=7.0 Hz)，7.06‑7.32(m，10H)
製造方法の異なる白金担持ポリシランを用いて同様の反応（下式）を行った結果を表２
に示す。
【化２】
40

【００７４】
実施例１６：不溶性白金担持ポリシラン触媒を用いたヒドロシリル化反応
触媒として実施例１２で製造した不溶性白金担持ポリ（メチルフェニルシラン）（６７
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ｍｇ，２ｍｏｌ％）を用い、２０℃で２９時間攪拌した他は実施例１５Ｂと同様の反応を
行った。（４，４−ジフェニルブチル）トリエトキシシランが８２％、１，１−ジフェニ
ルブタンが１％生成していた。
【００７５】
実施例１７Ａ：銅担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造（１）
製造例１Ａで合成したポリ（メチルフェニルシラン）（２．０ｇ）をテトラヒドロフラ
ン（１６ｍｌ）に溶解し、塩化第一銅（ＣｕＣｌ、０．２ｍｍｏｌ）と水素化ホウ素ナト
リウム（ＮａＢＨ４，０．５ｍｍｏｌ）を加えた。１２時間攪拌を続けたのち、イソプロ
ピルアルコール（４０ｍｌ）を３０分間で滴下し、続いて１０％含水イソプロピルアルコ
ール（４０ｍｌ）を３０分間で滴下した。生成した沈殿を濾過により集め、フィルター上

10

でメタノール、水、メタノールにより順次洗浄した。得られた灰緑色の粉末を５５℃で減
圧乾燥して銅担持ポリ（メチルフェニルシラン）を得た。収量１．９５ｇ、銅含量０．１
０ｍｍｏｌ／ｇ（Ｃｕ回収率９８％）、ホウ素含有量０．０４６ｍｍｏｌ／ｇ。
【００７６】
実施例１７Ｂ：銅担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造（２）
塩化第一銅に代えて酢酸銅水和物（Ｃｕ（ＯＡｃ）２・Ｈ２Ｏ、０．２ｍｍｏｌ）を用
い、実施例１７Ａと同様の操作により銅担持ポリ（メチルフェニルシラン）を得た。
収量１．９７ｇ、銅含量０．０９８ｍｍｏｌ／ｇ（Ｃｕ回収率９７％）、ホウ素含有量１
．０ｍｍｏｌ／ｇ。
20

【００７７】
実施例１７Ｃ：銅担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造（３）
水素化ホウ素ナトリウムに代えてトリエチルシラン（Ｅｔ３ＳｉＨ，１．０ｍｍｏｌ）
を用い、実施例１７Ｂと同様の操作により銅担持ポリ（メチルフェニルシラン）を得た。
収量１．８２ｇ、銅含量０．０５９ｍｍｏｌ／ｇ（Ｃｕ回収率５４％）。
【００７８】
実施例１８：銅担持ポリシラン触媒を用いたニトロアルドール反応
ｐ−ニトロベンズアルデヒド（０．４ｍｍｏｌ）とニトロメタン（１．２ｍｍｏｌ）の
エタノール（２．０ｍｌ）溶液に、実施例１７Ｂで合成した銅担持ポリ（メチルフェニル
シラン）（２０４ｍｇ，５ｍｏｌ％）を加え、室温で３時間攪拌した。反応液を濾過し、
濾液を濃縮後１Ｈ−ＮＭＲにより分析したところ、２−ニトロ−１−（４−ニトロフェニ
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ル）エタノールが変換率９５％で生成していた。
2‑Nitro‑1‑(4‑nitrophenyl)ethanol :

1

H‑NMR(CDCl3)δ= 3.10(s，1H)，4.55‑4.65(m，2H

)，5.62(dt，1H，J=8.0 Hz)，7.63‑7.65(m，2H)，8.27‑8.31(m，2H).
【００７９】
実施例１９Ａ：ニッケル担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造（１）
製造例１Ａで合成したポリ（メチルフェニルシラン）（１．０ｇ）をテトラヒドロフラ
ン（８ｍｌ）に溶解し、テトラキス（トリフェニルホスフィン）ニッケル（Ｎｉ（ＰＰｈ
３）４、０．１ｍｍｏｌ）を加えた。室温で２４時間攪拌を続けたのち、貧溶媒としてメ

タノール（４０ｍｌ）を１時間で滴下した。生成した沈殿を濾過により集め、フィルター
上でメタノールにより洗浄した。５５℃で減圧乾燥してニッケル担持ポリシランを灰色の

40

粉末として得た。収量０．９４ｇ、ニッケル含量０．０７３ｍｍｏｌ／ｇ（回収率６８％
）。
【００８０】
実施例１９Ｂ：ニッケル担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造（２）
塩化第一銅に代えて塩化ニッケル（ＮｉＣｌ２、０．２０ｍｍｏｌ）を用い、実施例１
７Ａと同様の操作によりニッケル担持ポリ（メチルフェニルシラン）を白色粉末として得
た。収量１．７８ｇ
【００８１】
実施例２０：コバルト担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造
塩化第一銅に代えて塩化コバルト（ＣｏＣｌ２、０．２０ｍｍｏｌ）を用い、実施例１
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７Ａと同様の操作によりコバルト担持ポリ（メチルフェニルシラン）を灰色粉末として得
た。収量１．６５ｇ。
【００８２】
実施例２１Ａ：チタン担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造（１）
製造例１Ａで合成したポリ（メチルフェニルシラン）（２．０ｇ）をテトラヒドロフラ
ン（１６ｍｌ）に溶解し、室温でチタンイソプロポキシド（Ｔｉ（ＯｉＰｒ）４、０．２
０ｍｍｏｌ）を加えた。続いて、氷冷下で水素化ホウ素ナトリウム（ＮａＢＨ４，１．０
ｍｍｏｌ）を加え、１２時間攪拌した。５％含水メタノール（８０ｍｌ）を１時間で滴下
し、生成した沈殿を濾過により集め、フィルター上でメタノール、水、メタノールにより
順次洗浄した。５５℃で減圧乾燥し、チタン担持ポリシランを黄色粉末として得た。収量

10

２．００ｇ、チタン含量０．０８０ｍｍｏｌ／ｇ（Ｔｉ回収率８０％）、ホウ素含有量０
．０７８ｍｍｏｌ／ｇ。
【００８３】
実施例２１Ｂ：チタン担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造（２）
水素化ホウ素ナトリウム（ＮａＢＨ４，１．０ｍｍｏｌ）に代えてトリエチルシラン（
Ｅｔ３ＳｉＨ，２．０ｍｍｏｌ）を用い、実施例２２Ａと同様の操作によりチタン担持ポ
リ（メチルフェニルシラン）を黄色粉末として得た。収量２．０１ｇ、チタン含量０．０
９９ｍｍｏｌ／ｇ（Ｔｉ回収率９９％）。
【００８４】
20

実施例２２：鉄担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造
塩化第一銅に代えて塩化第二鉄・６水和物（ＦｅＣｌ３・６Ｈ２Ｏ，０．２０ｍｍｏｌ
）を用い、実施例１７Ａと同様の操作により鉄担持ポリシランを淡茶色粉末として得た。
収量１．７８ｇ。
【００８５】
実施例２３：亜鉛担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造
塩化第一銅に代えて塩化亜鉛（ＺｎＣｌ２，０．２０ｍｍｏｌ）を用い、実施例１７Ａ
と同様の操作により亜鉛担持ポリシランを白色粉末として得た。収量１．８１ｇ。
【００８６】
実施例２４：ジルコニウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造
製造例１Ａで合成したポリ（メチルフェニルシラン）（５．０ｇ）をテトラヒドロフラ

30

ｉ

ン（８０ｍｌ）に溶解し、ジルコニウムテトライソプロポキシド（Ｚｒ（Ｏ

Ｐｒ）４、

０．５０ｍｍｏｌ）のｎ−プロピルアルコール溶液（０．４４ｍｌ）と水素化ホウ素ナト
リウム（ＮａＢＨ４，２．０ｍｍｏｌ）を加えた。２４時間攪拌を続けたのち、メタノー
ル（２００ｍｌ）を２時間で滴下し、続いて１０％含水メタノール（２００ｍｌ）を２時
間で滴下した。生成した沈殿を濾過により集め、フィルター上でメタノール、水、メタノ
ールにより順次洗浄した。得られた白色の粉末を５５℃で減圧乾燥してジルコニウム担持
ポリ（メチルフェニルシラン）を得た。収量５．０５ｇ、ジルコニウム含量０．０４５ｍ
ｍｏｌ／ｇ（Ｚｒ回収率４６％）、ホウ素含有量０．０３６ｍｍｏｌ／ｇ。
【００８７】
実施例２５Ａ：ルテニウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造（１）

40

製造例１Ａで合成したポリ（メチルフェニルシラン）（１．０ｇ）をテトラヒドロフラ
ン（８ｍｌ）に溶解し、ジクロロトリス（トリフェニルホスフィン）ルテニウム（ＲｕＣ
ｌ２（ＰＰｈ３）３、０．１ｍｍｏｌ）を加えた。室温で２４時間攪拌を続けたのち、貧
溶媒としてメタノール（４０ｍｌ）を１時間で滴下した。生成した沈殿を濾過により集め
、フィルター上でメタノールにより洗浄した。５５℃で減圧乾燥してルテニウム担持ポリ
シランを灰色の粉末として得た。収量０．９０ｇ。
【００８８】
実施例２５Ｂ：ルテニウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造（２）
製造例１Ａで合成したポリ（メチルフェニルシラン）（１．０ｇ）をテトラヒドロフラ
ン（８ｍｌ）に溶解し、塩化ルテニウム水和物（ＲｕＣｌ３・ｎＨ２Ｏ、０．１ｍｍｏｌ
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）とトリエトキシシラン（１．０ｍｍｏｌ）を加えた。室温で２４時間攪拌を続けたのち
、貧溶媒としてヘキサン（４０ｍｌ）を１時間で滴下した。生成した沈殿を濾過により集
め、フィルター上でメタノールにより洗浄した。５５℃で減圧乾燥してルテニウム担持ポ
リシランを灰色の粉末として得た。収量０．７０ｇ。
【００８９】
実施例２６Ａ：ロジウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造（１）
製造例１Ａで合成したポリ（メチルフェニルシラン）（１．０ｇ）をテトラヒドロフラ
ン（８ｍｌ）に溶解し、塩化ロジウム３水和物（ＲｈＣｌ３・３Ｈ２Ｏ、０．１ｍｍｏｌ
）とトリエトキシシラン（１．０ｍｍｏｌ）を加えた。室温で２４時間攪拌を続けたのち
、貧溶媒としてヘキサン（４０ｍｌ）を１時間で滴下した。生成した沈殿を濾過により集

10

め、フィルター上でメタノールにより洗浄した。５５℃で減圧乾燥してロジウム担持ポリ
シランを灰色の粉末として得た。収量０．７５ｇ、ロジウム含量０．０５８ｍｍｏｌ／ｇ
（Ｒｈ回収率４３％）。
【００９０】
実施例２６Ｂ：ロジウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造（２）
製造例１Ａで合成したポリ（メチルフェニルシラン）（１．０ｇ）をテトラヒドロフラ
ン（８ｍｌ）に溶解し、塩化（１，５−シクロオクタジエン）ロジウム（I）ダイマー（
［ＲｈＣｌ（ＣＯＤ）］２、０．０５ｍｍｏｌ）を加えた。水素雰囲気下、室温で１時間
攪拌を続けたのち、貧溶媒としてメタノール（４０ｍｌ）を１時間で滴下した。生成した
沈殿を濾過により集め、フィルター上でメタノールにより洗浄した。５５℃で減圧乾燥し

20

てロジウム担持ポリシランを灰色の粉末として得た。収量０．９５ｇ、ロジウム含量０．
０５８ｍｍｏｌ／ｇ（Ｒｈ回収率５５％）。
【００９１】
実施例２７：オスミウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造
製造例１Ａで合成したポリ（メチルフェニルシラン）（１．０ｇ）をテトラヒドロフラ
ン（８ｍｌ）に溶解し、塩化オスミウム（ＯｓＣｌ３、０．１ｍｍｏｌ）と水素化ホウ素
ナトリウム（１．０ｍｍｏｌ）を加えた。室温で２４時間攪拌を続けたのち、貧溶媒とし
てメタノール（４０ｍｌ）を１時間で滴下した。生成した沈殿を濾過により集め、フィル
ター上でメタノールにより洗浄した。常圧下、室温で乾燥してオスミウム担持ポリシラン
を黒色の粉末として得た。収量０．９１ｇ。

30

【００９２】
実施例２８：イリジウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造
塩化第一銅に代えて塩化イリジウム（ＩｒＣｌ４，０．２０ｍｍｏｌ）を用い、実施例
１７Ａと同様の操作によりイリジウム担持ポリシランを灰色粉末として得た。収量１．７
６ｇ。
【００９３】
実施例２９Ａ：金担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造（１）
製造例１Ａで合成したポリ（メチルフェニルシラン）（１．０ｇ）をテトラヒドロフラ
ン（８ｍｌ）に溶解し、塩化金酸・４水和物（ＨＡｕＣｌ４・４Ｈ２Ｏ、０．１ｍｍｏｌ
）とトリエチルシラン（１．０ｍｍｏｌ）を加えた。室温で１時間攪拌を続けたのち、貧

40

溶媒としてメタノール（４０ｍｌ）を１時間で滴下した。生成した沈殿を濾過により集め
、フィルター上でメタノールにより洗浄した。５５℃で減圧乾燥して金担持ポリシランを
淡桃色の粉末として得た。収量０．８７ｇ、金含量０．１０７ｍｍｏｌ／ｇ（Ａｕ回収率
９３％）。
【００９４】
実施例２９Ｂ：金担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造（２）
製造例１Ａで合成したポリ（メチルフェニルシラン）（１．０ｇ）をテトラヒドロフラ
ン（８ｍｌ）に溶解し、塩化（トリフェニルホスフィン）金（ＡｕＣｌＰＰｈ３、０．１
ｍｍｏｌ）と水素化ホウ素ナトリウム（１．０ｍｍｏｌ）を加えた。室温で２４時間攪拌
を続けたのち、貧溶媒としてメタノール（４０ｍｌ）を１時間で滴下した。生成した沈殿
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を濾過により集め、フィルター上でメタノールにより洗浄した。５５℃で減圧乾燥して金
担持ポリシランを淡桃色の粉末として得た。収量０．９１ｇ、金含量０．０６５ｍｍｏｌ
／ｇ（Ａｕ回収率５７％）。
【００９５】
実施例３０：サマリウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造
製造例１Ａで合成したポリ（メチルフェニルシラン）（１．０ｇ）をテトラヒドロフラ
ン（８ｍｌ）に溶解し、ヨウ化サマリウム（ＳｍＩ２、０．１ｍｍｏｌ）と水素化ホウ素
ナトリウム（ＮａＢＨ４，１．０ｍｍｏｌ）を加えた。２４時間攪拌を続けたのち、メタ
ノール（４０ｍｌ）を１時間で滴下した。生成した沈殿を濾過により集め、フィルター上
でメタノール、水、メタノールにより順次洗浄した。得られた灰緑色の粉末を５５℃で減
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圧乾燥してサマリウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）を得た。収量０．９４ｇ、サマ
リウム含量０．０５７ｍｍｏｌ／ｇ（Ｓｍ回収率５４％）、ホウ素含有量０．０３８ｍｍ
ｏｌ／ｇ。
【００９６】
実施例３１：イッテルビウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造
製造例１Ａで合成したポリ（メチルフェニルシラン）（３．０ｇ）をテトラヒドロフラ
ン（２４ｍｌ）に溶解し、塩化イッテルビウム（ＹｂＣｌ３、０．３０ｍｍｏｌ）と水素
化ホウ素ナトリウム（ＮａＢＨ４，１．０ｍｍｏｌ）を加えた。２４時間攪拌を続けたの
ち、メタノール（６０ｍｌ）を３０分間で滴下し、続いて１０％含水メタノール（６０ｍ
ｌ）を３０分間で滴下した。生成した沈殿を濾過により集め、フィルター上でメタノール

20

、水、メタノールにより順次洗浄した。得られた白色の粉末を５５℃で減圧乾燥してイッ
テルビウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）を得た。収量２．９７ｇ、イッテルビウム
含量０．０９４ｍｍｏｌ／ｇ（Ｙｂ回収率９３％）、ホウ素含有量０．０７５ｍｍｏｌ／
ｇ。
【００９７】
実施例３２：パラジウム／銅担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造
製造例１Ａで合成したポリ（メチルフェニルシラン）（４．０ｇ）をテトラヒドロフラ
ン（３２ｍｌ）に溶解し、室温で塩化パラジウム（ＰｄＣｌ２、０．２０ｍｍｏｌ）、塩
化銅（ＣｕＣｌ、０．２０ｍｍｏｌ）と、水素化ホウ素ナトリウム（１．０ｍｍｏｌ）を
加え、１２時間攪拌した。イソプロピルアルコール（８０ｍｌ）を１時間で滴下、続いて
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１０％含水イソプロピルアルコール（８０ｍｌ）を１時間で滴下し、生成した沈殿を濾過
により集め、フィルター上でメタノール、水、メタノールにより順次洗浄した。得られた
灰色の粉末を５５℃で減圧乾燥してパラジウム／銅担持ポリ（メチルフェニルシラン）を
得た。収量３．８７ｇ、パラジウム含量０．０４３ｍｍｏｌ／ｇ（Ｐｄ回収率８３％）、
銅含量０．０４５ｍｍｏｌ／ｇ（Ｃｕ回収率８８％）、ホウ素含量０．０２３ｍｍｏｌ／
ｇ。
【００９８】
実施例３３：白金／ロジウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造とヒドロシリル化
反応
製造例１Ａで合成したポリ（メチルフェニルシラン）（２．０ｇ）をテトラヒドロフラ

40

ン（１６ｍｌ）に溶解し、室温でヘキサクロロ白金酸・６水和物（Ｈ２ＰｔＣｌ６・６Ｈ
２Ｏ、０．１０ｍｍｏｌ）、塩化ロジウム・３水和物（ＲｈＣｌ３・３Ｈ２Ｏ、０．１０

ｍｍｏｌ）と、トリエトキシシラン（２．０ｍｍｏｌ）を加え、２４時間攪拌した。メタ
ノール（８０ｍｌ）を１時間で滴下し、生成した沈殿を濾過により集め、フィルター上で
メタノール、水、メタノールにより順次洗浄した。得られた灰色の粉末を５５℃で減圧乾
燥して白金／ロジウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）を得た。収量１．３１ｇ、白金
含量０．１２ｍｍｏｌ／ｇ（Ｐｔ回収率９４％）、ロジウム含量０．０９５ｍｍｏｌ／ｇ
（Ｒｈ回収率７４％）。得られた白金／ロジウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）（２
００ｍｇ）を用いて、実施例１５Ｂと同じ反応を行った。その結果、（４，４−ジフェニ
ルブチル）トリエトキシシラン（化合物３）が８６％、１，１−ジフェニルブタン（化合
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物４）が１２％生成していた。
【００９９】
実施例３４：パラジウム／ルテニウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）の製造
製造例１Ａで合成したポリ（メチルフェニルシラン）（４．０ｇ）をテトラヒドロフラ
ン（３２ｍｌ）に溶解し、室温で塩化パラジウム（ＰｄＣｌ２、０．３６ｍｍｏｌ）、塩
化ルテニウム（ＲｕＣｌ３、０．３６ｍｍｏｌ）と、水素化ホウ素ナトリウム（３．６ｍ
ｍｏｌ）を加え、１２時間攪拌した。５％含水メタノール（１６０ｍｌ）を１時間で滴下
し、生成した沈殿を濾過により集め、フィルター上でメタノール、水、メタノールにより
順次洗浄した。得られた灰色の粉末を５５℃で減圧乾燥してパラジウム／ルテニウム担持
ポリ（メチルフェニルシラン）を得た。収量２．８１ｇ、パラジウム含量０．１２ｍｍｏ

10

ｌ／ｇ（Ｐｄ回収率９４％）、ルテニウム含量０．０９５ｍｍｏｌ／ｇ（Ｒｕ回収率７４
％）、ホウ素含量０．０６８ｍｍｏｌ／ｇ。
【０１００】
実施例３５：パラジウム担持ポリ（メチルフェニルシラン）のシリカゲルへの担持と水添
活性
製造例１Ａで合成したポリ（メチルフェニルシラン）（２ｇ）をテトラヒドロフラン（
１６ｍｌ）に溶解し、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（Ｐｄ（ＰＰｈ
３）４、０．２ｍｍｏｌ）とシリカゲル（２．０ｇ）を加えた。室温で２時間攪拌を続け

たのち、貧溶媒としてメタノール（８０ｍｌ）を２時間で滴下した。不溶物を濾過により
集め、フィルター上でメタノールにより洗浄した。得られた茶色の粉末を５５℃で減圧乾

20

燥してシリカゲルに担持されたパラジウム担持ポリシランを得た。収量３．４３ｇ。
得られたシリカゲルに担持されたパラジウム担持ポリシラン（２００ｍｇ）を無溶媒下
、１４０℃で４時間加熱した後、テトラヒドロフラン（５ｍｌ）を加えて５５℃で１時間
加熱した。不溶物を濾集、メタノールで洗浄後、５５℃で減圧乾燥したところ、シリカゲ
ルに担持されたパラジウム担持架橋ポリシランが得られた。収量１８５ｍｇ。
ケイ皮酸エチル（１．０ｍｍｏｌ）のヘキサン溶液に、上記で得られたシリカゲルに担
持されたパラジウム担持架橋ポリシラン（９．３ｍｇ，オレフィンに対して０．５ｍｏｌ
％）を加え、室温、水素雰囲気下で２時間攪拌した。反応液を濾過し、濾液をガスクロマ
トグラフィーで分析したところ、３−フェニルプロピオン酸エチルが定量的に生成してい
た。蛍光Ｘ線分析の結果、濾液からはパラジウムが検出されなかった。
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【０１０１】
実施例３６Ａ：（ポリシラン／アルミナ）担持パラジウム触媒の製造
製造例１Ａで合成したポリ（メチルフェニルシラン）（１．０ｇ）をテトラヒドロフラ
ン（８ｍｌ）に溶解し、氷冷下にて酢酸パラジウム（Ｐｄ（ＯＡｃ）２、１．０ｍｍｏｌ
）を加え１時間攪拌した。このものにに活性アルミナ（和光純薬工業製、３００メッシュ
、１０ｇ）を加え室温下で１時間攪拌した。貧溶媒としてメタノール（４０ｍｌ）を２時
間で滴下した後、不溶物を濾過により集め、フィルター上でメタノールにより洗浄した。
得られた灰色の粉末を５５℃で減圧乾燥して非架橋の（ポリシラン／アルミナ）担持パラ
ジウムを得た。収量１０．６ｇ、パラジウム含量０．００８４ｍｍｏｌ／ｇ（回収率８５
％）。このものは、アルコールを溶媒に用いる水添反応などに使用可能であるが、加熱や

40

塩基などを添加した反応に於いてはパラジウムが漏出し易いことから、次に加熱架橋を行
った。即ち、非架橋の（ポリシラン／アルミナ）担持パラジウム（１．０ｇ）を無溶媒下
、空気中、１４０℃で２時間処理した。室温まで冷却後、テトラヒドロフラン、クロロホ
ルム、メタノールで順次洗浄し、５５℃で減圧乾燥することにより、架橋（ポリシラン／
アルミナ）担持パラジウムを得た（収量＝０．９６ｇ、パラジウム含量＝８．３μｍｏｌ
／ｇ、パラジウム回収率＝８１％）。
【０１０２】
実施例３６Ｂ１〜３６Ｂ３３：架橋（ポリシラン／無機化合物）担持パラジウムの水素化
活性
実施例３６Ａにおける無機化合物及び反応条件を変えて、種々の架橋（ポリシラン／無
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機化合物）担持パラジウムを製造し（化３）、その性能を実施例７と同様の水素化反応を
行い３０分後の目的物の生成率で比較した（表３）。空気に代えてアルゴンを用いた場合
、無溶媒に代えてデカンを溶媒とした場合などに於いても良好なゲル分率で架橋体が得ら
れ、これらは高い水素化活性、低いパラジウムの漏出率を示した。なお、反応時間を２時
間に延長した場合はいずれの場合も目的物の生成率は定量的であった。
【化３】

10

【０１０３】
実施例３７Ａ：架橋（ポリシラン／無機化合物）担持パラジウムを用いたＨｅｃｋ反応（
化４）

20

ヨードベンゼン（１．０ｍｍｏｌ）とアクリル酸エチル（２．０ｍｍｏｌ）をＮ−メチ
ル−２−ピロリジノン（ＮＭＰ）（２．５ｍｌ）に溶解し、炭酸カリウム（１．６ｍｍｏ
ｌ）と実施例３６Ａ又は実施例３６Ｂ５〜３６Ｂ３３で得られたパラジウム担持ポリ（メ
チルフェニルシラン）（Ｐｄ換算で０．００２ｍｍｏｌ）を加え、８０℃で攪拌し、２時
間後と４時間後の目的物の収量をガスクロマトグラフィーにより定量した。４時間後の反
応液から触媒を濾別し、濾液を定法処理してＩＣＰにより濾液中のパラジウムを定量した
。結果を表３に示す。
【化４】
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【０１０４】
実施例３８：白金担持架橋ポリ（メチルフェニルシラン）を用いたフローシステムによる
ヒドロシリル化反応
実施例１１Ａで製造した白金担持架橋ポリシランをガラスカラム（内径５ｍｍ，長さ
５０ｍｍ）に詰め、中圧クロマトグラフィー用ポンプに接続した。室温下でヘキサンを３
０分間（０．１ｍｌ／ｍｉｎ）流した後、続いて４，４−ジフェニル−１−ブテン（０．
１ｍｏｌ／ｌ）とトリエトキシシラン（０．１２ｍｍｏｌ／ｌ）のヘキサン溶液を流した
（０．１ｍｌ／ｍｉｎ）。３０分間毎にカラムからの流出液を減圧濃縮し、成分を１Ｈ−
ＮＭＲで分析した結果、反応開始直後から４時間後まで、ヒドロシリル化体である（４，
４−ジフェニルブチル）トリエトキシシランが変換率７０％以上で生成していた。
【０１０５】
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【表１】
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【表２】
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【表３】
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