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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ルイス酸金属化合物を架橋高分子に内包させてなり、該架橋高分子が架橋性高分子に含ま
れる架橋基を架橋させてなる高分子内包ルイス酸金属触媒であって、該架橋性高分子が疎
水性置換基及び架橋基を有する親水性置換基を有する少なくとも一種のモノマー単位を含
み、かつ該疎水性置換基が芳香族置換基を含むことを特徴とする高分子内包ルイス酸金属
触媒。
【請求項２】
前記架橋性高分子が、疎水性置換基及び架橋基を有する親水性置換基を有する少なくとも
一種のモノマー単位、及び疎水性置換基を有するモノマー単位から成る請求項１に記載の

10

触媒。
【請求項３】
前記架橋性高分子が、芳香族置換基及び架橋基を有する親水性置換基を有するモノマー単
位、芳香族置換基以外の疎水性置換基及び架橋基を有する親水性置換基を有するモノマー
単位、及び疎水性置換基を有するモノマー単位から成る請求項２に記載の触媒。
【請求項４】
前記架橋性高分子が、エポキシ基を有する親水性置換基を有するモノマー単位、及びエポ
キシ基との反応基を有する親水性置換基を有するモノマー単位を有する請求項１〜３のい
ずれか一項に記載の触媒。
【請求項５】
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前記架橋性高分子が、芳香族置換基及びエポキシ基を有する親水性置換基を有するモノマ
ー単位、芳香族置換基及びエポキシ基との反応基を有する親水性置換基を有するモノマー
単位、及び疎水性置換基を有するモノマー単位から成る請求項４に記載の触媒。
【請求項６】
前記架橋性高分子が、芳香族置換基及びエポキシ基を有する親水性置換基を有するモノマ
ー単位、芳香族置換基以外の疎水性置換基及びエポキシ基との反応基を有する親水性置換
基を有するモノマー単位、及び疎水性置換基を有するモノマー単位から成る請求項４に記
載の触媒。
【請求項７】
前記架橋性高分子が、芳香族置換基及びエポキシ基との反応基を有する親水性置換基を有
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するモノマー単位、芳香族置換基以外の疎水性置換基及びエポキシ基を有する親水性置換
基を有するモノマー単位、及び疎水性置換基を有するモノマー単位から成る請求項４に記
載の触媒。
【請求項８】
前記エポキシ基との反応基が、水酸基、アミノ基、チオール基及びカルボキシル基から成
る群から選択される少なくとも１種から成る請求項４〜７のいずれか一項に記載の触媒。
【請求項９】
前記架橋性高分子が、スチレン系モノマー、下記一般式（化１）
【化１】
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(式中、Ｒ１は水素原子又は炭素数１〜６のアルキル基を表し、Ｒ２は水素原子、炭素数
１〜８のアルキル基又は炭素数が１４以下のアリール基を表し、Ｒ３は炭素数１〜６のア
ルキレン基、−(ＣＨ２)ｎ(ＯＣＨ２ＣＨＲ５)ｍ−、(ＣＨ２）ｎ(ＯＣＨ２Ｃ＝Ｏ)ｍ−
、又は(ＣＨ２)ｎ(ＣＯＣＨ２)ｍ−（式中、Ｒ５は水素原子又はメチル基を表し、ｎ及び
ｍはそれぞれ独立に１〜１０の整数を表す。）を表し、Ｒ４はエポキシ基を表す。)で表
されるビニル系モノマー及び
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下記一般式（化１）
【化１】

(式中、Ｒ１〜Ｒ３並びにｎ及びｍは独立して上記と同様を表し、Ｒ４は水酸基、アミノ
基、チオール基及びカルボキシル基から成る群から選択される少なくとも１種の反応基を
表す。)で表されるビニル系モノマーを主たる原料モノマーとする重合反応によって得ら
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れる高分子である請求項１に記載の高分子内包ルイス酸金属触媒。
【請求項１０】
前記架橋性高分子とルイス酸金属化合物とを含む有機溶液と、貧溶媒とを混合して得られ
たルイス酸金属化合物内包ポリマーミセルを、架橋反応に付して得られる請求項１〜９の
いずれか一項に記載の触媒。
【請求項１１】
前記ルイス酸金属化合物がＭＹｎ（式中、ＭはＣｕ、Ｚｎ、Ｆｅ、Ｓｃ、又はランタノイ
ド元素を表し、Ｙはハロゲン原子、ＯＡｃ、ＯＣＯＣＦ３、ＣｌＯ４、ＳｂＦ６、ＰF６
又はＯＳＯ２ＣＦ３を表し、ｎは２又は３の整数を表す。）で表される請求項１〜１０の
いずれか一項に記載の触媒。
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【請求項１２】
アルドール反応、シアノ化反応、アリル化反応、マイケル反応、マンニッヒ反応、ディー
ルスアルダー反応又はフリーデルクラフツ反応のための請求項１〜１１のいずれか一項に
記載の触媒の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、スカンジウムや銅等のルイス酸金属触媒を両親媒性の高分子中に安定化させ
、ルイス酸金属触媒としての機能を保ったまま、これを担体に固定したり、網状に結合さ
せたりして、回収可能な形態を有するようにした触媒に関する。
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【背景技術】
【０００２】
金属とポリマーの複合体はそれぞれの性質を様々な金属を種々の担体に固定し触媒とし
て使用する試みは古くから行われているが、その多くは窒素やリン原子の配位結合を利用
しており一般に触媒活性が十分でなく、回収再使用するうちに金属が流出し活性が徐々に
低下するなどの問題を有している。
また金属クラスターとして担体表面に固定する方法も開発されているがその触媒活性は
クラスターサイズに大きく依存しクラスターサイズが大きくなるほど活性が低下するなど
の問題を有している。
近年微少金属クラスターをポリマーミセルで安定化させ触媒として用いる報告がなされ
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ているがこのような金属‑ポリマーミセル複合体はコロイド溶液として存在し回収再使用
が困難である(特許文献1、特願2002‑267798)。
一方、近年マイクロカプセル化法を利用した金属の固定化方法が開発され様々な反応に
おいて回収再使用が可能である事が示されているが、担体としては有機高分子に限定され
ていた。また触媒活性についても十分満足行くものではなかった(特許文献2)。
【０００３】
【特許文献１】
特開2002‑66330
【特許文献２】
特開2002‑253972
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【非特許文献１】
S. Kobayashi, S. Nagayama, J. Am. Chem. Soc., 120, 2985‑2986 (1998)
【非特許文献２】
S. Kobayashi, R. Akiyama, Angew. Chem., Int. Ed., 41, 2602‑2604 (2002)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明者らは、既に疎水性の置換基を有する高分子に金属クラスターを内包させたクラ
スター触媒を完成させているが(非特許文献１、２等)、このような触媒は適当な担体に固
定化したり塊化したりすることが困難であったため、使用後の回収が極めて困難であった
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。
従って、本発明は、ルイス酸金属化合物を高分子中に内包させ、ルイス酸金属触媒とし
ての機能を保ったまま、これを担体に固定したり、網状に結合させた形態を持たせること
により、この触媒の回収を可能とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本願発明者らが既に開発したクラスター触媒に用いた高分子(非特許文献１、２等)を、
その側鎖に芳香族置換基及び親水性でかつ架橋性の置換基を有するように改変することに
より、このような課題を解決できることを見出し、本発明を完成させるに至った。このよ
うに高分子を構成することにより、その親水性部分により金属をその内部に取り込み、か
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つ疎水性置換基が非極性溶媒と親和することにより、液相においてミセルを形成すること
が可能になる。その結果金属は高分子の芳香環との相互作用により高分子中に内包され安
定化されることとなり、高い触媒活性を有することができる。一方、このミセルは架橋基
を有するため、このミセルを担体と反応させたり、又はミセル同士反応させることが可能
になる。その結果、このルイス酸金属触媒を担体に固定したり、ミセル状のルイス酸金属
触媒が多数三次元に繋がった形態を有するようにすることが可能になった。このような形
態を有するため、触媒の回収が容易となり、再利用が可能となった。また膜状に成形する
ことでルイス酸金属化合物が分散された機能性膜などを製造することが可能になった。
【０００６】
即ち、本発明は、ルイス酸金属化合物を架橋高分子に内包させてなり、該架橋高分子が
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架橋性高分子に含まれる架橋基を架橋させてなる高分子内包ルイス酸金属触媒であって、
該架橋性高分子が疎水性置換基及び架橋基を有する親水性置換基を有する少なくとも一種
のモノマー単位を含み、かつ該疎水性置換基が芳香族置換基を含むことを特徴とする高分
子内包ルイス酸金属触媒である。
この架橋性高分子は、疎水性置換基及び架橋基を有する親水性置換基を有する少なくと
も一種のモノマー単位、及び疎水性置換基を有するモノマー単位から成ることが好ましい
。
また、この架橋性高分子は、エポキシ基を有する親水性置換基を有するモノマー単位、
及びエポキシ基との反応基を有する親水性置換基を有するモノマー単位を有することが好
ましい。
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更に、本発明は、この触媒の、アルドール反応、シアノ化反応、アリル化反応、マイケ
ル反応、マンニッヒ反応、ディールスアルダー反応又はフリーデルクラフツ反応のための
使用である。
【発明の効果】
【０００７】
本発明者らはルイス酸金属化合物を、架橋基を有するポリマーミセルに内包させたのち
ミセルを凝集させ、引き続き架橋させることにより回収再使用が容易な金属含有ポリマー
ミセル触媒を開発することに成功した。またこのルイス酸金属化合物含有ポリマーミセル
を様々な担体上に固定させることによりガラスやシリカゲルなどこれまで困難であった担
体上へも金属を固定することに成功した。なお内包されるルイス酸金属化合物はミセル内
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で安定化されているため金属含有ポリマーミセルは触媒として非常に高い活性を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
本発明のルイス酸金属化合物はＭＹｎで表されることが好ましい。
ＭはＣｕ（２価）、Ｚｎ（２価）、Ｆｅ（２又は３価）、Ｓｃ（３価）又はランタノイ
ド元素（５７Ｌａ〜７１Ｌｕ）（３価）、好ましくはＳｃ又はＣｕを表す。
ｎはＭの原子価に相当する整数であり、２又は３を表す。
Ｙはハロゲン原子、ＯＡｃ、ＯＣＯＣＦ３、ＣｌＯ４、ＳｂＦ６、ＰF６又はＯＳＯ２
ＣＦ３（ＯＴｆ）、好ましくはＯＴｆを表す。
ルイス酸金属触媒は、金属がポリマーとの相互作用によりポリマーミセルに内包された
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形態を有する。
このルイス酸金属化合物を高分子に内包させる方法は適宜公知の方法を用いてもよいが
、この金属イオンを適当な配位子と錯体（前駆体）を形成させ、架橋性高分子が有する親
水性置換基との相互作用により金属を当該架橋性高分子に内包させることが好ましい。
【０００９】
この架橋性高分子は、疎水性置換基及び架橋基を有する親水性置換基を有する少なくと
も一種のモノマー単位を含み、この疎水性置換基は芳香族置換基を含む。これらの置換基
は架橋性高分子の主鎖に直接結合し、架橋性高分子はこれら置換基を複数種有していても
よい。本発明の架橋高分子は、この架橋性高分子が有する架橋基を架橋させることにより
形成される。
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この疎水性置換基は、芳香族置換基又はアルキル基である。この疎水性置換基は更に置
換基を有していてもよいが、親水性置換基及び架橋基を含まないことが好ましい。
アルキル基としては、炭素数が２０以下のアルキル基が好ましい。
【００１０】
芳香族置換基として、アリール基及びアラルキル基が挙げられる。
アリール基としては、通常炭素数６〜１０、好ましくは６のものが挙げられ、具体的に
は、例えばフェニル基、ナフチル基等が挙げられる。
アラルキル基としては、通常炭素数７〜１２、好ましくは７〜１０のものが挙げられ、
具体的には、例えばベンジル基、フェニルエチル基、フェニルプロピル基、フェニルブチ
ル基、フェニルペンチル基、フェニルヘキシル基等が挙げられる。
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アリール基及びアラルキル基に於ける芳香環はアルキル基、アリール基、アラルキル基
などの疎水性置換基を有していてもよい。親水性置換基や反応基を有することは好ましく
ない。
アルキル基としては、直鎖状でも分枝状でもよく、通常炭素数１〜４のものが挙げられ
、具体的には、例えばメチル基、エチル基、n‑プロピル基、イソプロピル基、n‑ブチル基
、イソブチル基、sec‑ブチル基、tert‑ブチル基等が挙げられる。
これら置換基は、アリール基及びアラルキル基に於ける芳香環に通常１〜５個、好まし
くは１〜２個置換していてもよい。
【００１１】
架橋性を有する親水性置換基は、架橋基のみから成るものであっても、親水性の主鎖に
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架橋基が付いたものでもよいが、親水性の主鎖に架橋基が付いたものが好ましい。
架橋基としては、エポキシ基、カルボキシル基、イソシアネート基、チオイソシアネー
ト基、水酸基、１級若しくは２級のアミノ基及びチオール基が挙げられるが、この架橋基
は好ましくはエポキシ基、カルボキシル基、イソシアネート基、より好ましくはエポキシ
基、カルボキシル基、最も好ましくはエポキシ基である。これらは適当な基で保護されて
いてもよい。
また、架橋基が、エポキシ基、カルボキシル基、イソシアネート基又はチオイソシアネ
ート基の場合に、高分子が更に水酸基、１級若しくは２級のアミノ基及びチオール基、好
ましくは水酸基又は１級若しくは２級のアミノ基、より好ましくは水酸基を有していても
よい。
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高分子に含まれる架橋基の好ましい組み合わせとしては、エポキシ基のみ、エポキシ基
と水酸基、エポキシ基とアミノ基、エポキシ基とカルボキシル基、イソシアネート基又は
チオイソシアネート基のみ、イソシアネート基と水酸基、イソシアネート基とアミノ基、
イソシアネート基とカルボキシル基、カルボキシル基のみ、水酸基のみ、水酸基とカルボ
キシル基、カルボキシル基とアミノ基等が挙げられる。このなかで、エポキシ基のみ、及
びエポキシ基と水酸基の組み合わせが好ましい。
高分子が架橋基を複数種有する場合、架橋基が同じ親水性側鎖に含まれていても異なる
親水性側鎖に含まれていてもよいが、異なる親水性側鎖に含まれていることが好ましい。
【００１２】
これらの中で、架橋基として、エポキシ基を有する親水性置換基及びエポキシ基との反
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応基を有する親水性置換基を含むことが好ましい。このエポキシ基との反応基として、水
酸基、アミノ基、チオール基及びカルボキシル基から成る群から選択される少なくとも１
種、好ましく水酸基が挙げられる。
架橋基の主鎖としては、炭素数１〜６のアルキレン基、−(ＣＨ２)ｎ(ＯＣＨ２ＣＨＲ
５

)ｍ−、(ＣＨ２）ｎ(ＯＣＨ２Ｃ＝Ｏ)ｍ−、又は(ＣＨ２)ｎ(ＣＯＣＨ２)ｍ−（式中、
５

Ｒ

は水素原子又はメチル基を表し、ｎ及びｍはそれぞれ独立に１〜１０の整数を表す。

）が好ましい。
【００１３】
一方、架橋性高分子はこれら置換基を有するものであればいかなるものであってもよい
が、これら置換基を有するモノマーを重合させたものが好ましい。
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即ち、架橋性高分子としては、芳香族置換基及び架橋基を有する親水性置換基を有する
モノマー単位、芳香族置換基以外の疎水性置換基及び架橋基を有する親水性置換基を有す
るモノマー単位、及び疎水性置換基を有するモノマー単位から成る構造を持つものが好ま
しい。
このような架橋性高分子の例として以下を挙げることができる。
（１）芳香族置換基及びエポキシ基を有する親水性置換基を有するモノマー単位、芳香
族置換基及びエポキシ基との反応基を有する親水性置換基を有するモノマー単位、及び疎
水性置換基を有するモノマー単位から成る架橋性高分子。
（２）芳香族置換基及びエポキシ基を有する親水性置換基を有するモノマー単位、芳香
族置換基以外の疎水性置換基及びエポキシ基との反応基を有する親水性置換基を有するモ
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ノマー単位、及び疎水性置換基を有するモノマー単位から成る架橋性高分子。
（３）芳香族置換基及びエポキシ基との反応基を有する親水性置換基を有するモノマー
単位、芳香族置換基以外の疎水性置換基及びエポキシ基を有する親水性置換基を有するモ
ノマー単位、及び疎水性置換基を有するモノマー単位から成る架橋性高分子。
またこのようなモノマー単位が、付加重合のための二重結合や三重結合，例えば、ビニ
ル基、アセチレン基など、好ましくはビニル基を持つものが好ましい。
【００１４】
また、好ましい架橋性高分子は、スチレン系モノマー及び下記一般式（化１）
【化１】
20

(式中、Ｒ１は水素原子又は炭素数１〜６のアルキル基、好ましくは水素原子又はメチル
基を表し、Ｒ２は水素原子、炭素数１〜８のアルキル基又は炭素数が１４以下のアリール
基を表し、Ｒ３は炭素数１〜６のアルキレン基、−(ＣＨ２)ｎ(ＯＣＨ２ＣＨＲ５)ｍ−、
(ＣＨ２）ｎ(ＯＣＨ２Ｃ＝Ｏ)ｍ−、又は(ＣＨ２)ｎ(ＣＯＣＨ２)ｍ−（式中、Ｒ５は水
素原子又はメチル基を表し、ｎ及びｍはそれぞれ独立に１〜１０の整数を表す。）を表し
、Ｒ４はエポキシ基、水酸基、アミノ基、チオール基又はカルボキシル基を表す。)で表

30

される少なくとも１種、好ましくは２種のビニル系モノマーを主たる原料モノマーとする
重合反応によって得られる高分子である。
この架橋性高分子の原料となるビニル系モノマーとしては、Ｒ４としてエポキシ基を有
する一般式（化１）のモノマー及びＲ４として水酸基、アミノ基、チオール基又はカルボ
キシル基、好ましくは水酸基を有する一般式（化１）の２種のモノマーを有することが好
ましい。
スチレン系モノマーとして、例えば、スチレン、α‑メチルスチレン、β‑メチルスチレ
ン、α‑エチルスチレン、o‑メチルスチレン、m‑メチルスチレン、p‑メチルスチレン等が
挙げられ、中でもスチレン及びα‑メチルスチレンが好ましく、特にスチレンが好ましい
40

。
【００１５】
このような置換基を有する高分子として、例えば、下記
【化２】

（式中、ｍは整数を表し、Ｘ及びＸ

はそれぞれ水酸基やエポキシ基を表し、Ｒはアルキ
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ル基を表す。）のようなユニット（単量体）を有するものが挙げられる。このユニット１
は芳香族置換基のみ、ユニット２は芳香族置換基と親水性置換基の両方、ユニット３は親
水性置換基を持っている。これらユニットを組み合わせて芳香族置換基と親水性基のバラ
ンスをとるようにすることが重要である。芳香族置換基（この例ではユニット１＋ユニッ
ト２）を５０〜１００モル％、親水性置換基（この例ではユニット２＋ユニット３）を１
〜５０モル％となるように組み合わせることが好ましい。
【００１６】
ユニット２及び３に対応するビニルモノマーは下記に示すそれぞれのハロゲン化アリル
化合物と例えばポリエチレングリコールとのエーテル化反応に引き続き、更に例えばエピ
クロロヒドリンなどのハロゲン化エポキシ化合物とのエーテル化反応によって得ることが

10

できる。
【化３】

（式中、Ｘ''はハロゲン原子、Ｒはアルキル基を表す。）

20

【００１７】
このような架橋性高分子とルイス酸金属化合物とを良溶媒に溶解又は分散させた溶液に
、適切な貧溶媒を加えることでルイス酸金属化合物内包ポリマーミセルを形成することが
できる。
このようなミセル中でルイス酸金属化合物は、ポリマーの芳香環や酸素などのヘテロ原
子との相互作用により安定化されていると考えられている。
【００１８】
極性の良溶媒としてはＴＨＦ、ジオキサン、アセトン、ＤＭＦ、ＮＭＰなどがあり、非
極性の良溶媒としてはトルエン、シクロヘキサン、ジクロロメタン、クロロホルムなどが
使用できる。極性の貧溶媒としてはメタノール、エタノール、ブタノール、アミルアルコ

30

ールなどがあり、非極性の貧溶媒としてはヘキサン、ヘプタン、オクタンなどが使用でき
る。
良溶媒中の架橋性高分子の濃度は用いる溶媒によっても異なるが、約1〜100 g/L程度、
ルイス酸金属化合物の場合は1〜100 mmol/L程度である。また、良溶媒に対する貧溶媒の
量は通常0.1〜10(v/v)、好ましくは0.5〜5(v/v)程度である。
【００１９】
このようなミセルの形成は顕微鏡等で容易に確認することができる。
このようにルイス酸金属触媒を内包したミセルは、架橋基により架橋することができる
。架橋することによりミセルは安定化する。
架橋反応は、架橋性置換基の種類により、加熱や紫外線照射により実施することができ

40

る。架橋反応は、これらの方法以外にも、使用する直鎖型有機高分子化合物を架橋するた
めの従来公知の方法である、例えば架橋剤を用いる方法、縮合剤を用いる方法、過酸化物
やアゾ化合物等のラジカル重合触媒を用いる方法、酸又は塩基を添加して加熱する方法、
例えばカルボジイミド類のような脱水縮合剤と適当な架橋剤を組み合わせて反応させる方
法等に従っても行うことができる。
【００２０】
架橋基を架橋させる際の温度は、用いるルイス酸の酸性度にも依存し室温程度で進行す
る場合もあるが、例えば、エポキシ基を架橋基、水酸基をエポキシ基との反応基とする場
合は、通常５０〜１６０℃、好ましくは６０〜１４０℃、より好ましくは８０〜１２０℃
である。
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加熱架橋反応させる際の反応時間は、通常0.1〜100時間、好ましくは1〜50時間、より
好ましくは2〜10時間である。
架橋剤を用いて架橋させる場合の架橋剤としては、架橋基としてエポキシ基を有するポ
リマーには、例えばヘキサメチレンジアミン，ヘキサメチレンテトラミン等のポリアミン
化合物、例えばエチレングリコール，プロピレングリコール，グリセリン等のポリオール
、例えばマロン酸，コハク酸，グルタル酸，アジピン酸，ピメリン酸，マレイン酸，フマ
ル酸等のポリカルボン酸及びそれらの無水物等の架橋剤、架橋基としてカルボキシル基を
有するポリマーには、例えばエチレングリコール，グリセリン等のポリヒドロキシ化合物
、例えばエチレンオキサイド，プロピレンオキサイド等のアルキレンオキサイド化合物等
の架橋剤、架橋基としてヒドロキシル基を有するポリマーには、例えばマロン酸，コハク

10

酸，グルタル酸，アジピン酸，ピメリン酸，マレイン酸，フマル酸等のポリカルボン酸及
びそれらの無水物、例えばエチレンオキサイド，プロピレンオキサイド等のアルキレンオ
キサイド化合物、例えばヘキサメチレンジアミン，ヘキサメチレンテトラミン等のポリア
ミン化合物等の架橋剤、架橋基としてアミノ基を有するポリマーには、例えばマロン酸，
コハク酸，グルタル酸，アジピン酸，ピメリン酸，マレイン酸，フマル酸等のポリカルボ
ン酸及びそれらの無水物、例えばエチレンオキサイド，プロピレンオキサイド等のアルキ
レンオキサイド化合物等の架橋剤が挙げられる。
縮合剤を用いて架橋させる際に使用する縮合剤としては、例えば、架橋性官能基として
カルボキシル基とアミノ基又は水酸基を有するポリマーの場合には、例えば、ジシクロヘ
キシルカルボジイミド等の脱水縮合剤類が挙げられる。

20

【００２１】
架橋剤の量は、架橋反応の反応性、ポリマーの分子量、反応条件などによって影響され
るが、通常架橋基に対して架橋剤の反応性官能基（２官能性架橋剤の場合は２つある）が
通常0.1〜10等量、好ましくは0.5〜2等量、より好ましくは0.8〜1.2等量になるように添
加する。これは目的とする架橋型高分子触媒に期待する物性（例えば柔軟性、膨潤性など
）によっても適宜増減させてもよい。
縮合剤の量は架橋反応の反応性、ポリマーの分子量、反応条件などによって影響される
が、通常架橋基に対して縮合剤が通常0.1〜20等量、好ましくは0.5〜10等量、より好まし
くは1〜3等量添加する。これは目的とする架橋型高分子触媒に期待する物性（例えば柔軟
性、膨潤性など）によっても適宜増減させてもよい。

30

【００２２】
好ましい形態として、ミセルを三次元網目構造（network）を有する塊や膜としたり、
ミセルを担体に固定することもできる。担体としては、ガラス、シリカゲル、樹脂などの
様々な担体を用いることができる。担体表面に存在する架橋性官能基（例えば水酸基やア
ミノ基など）を介して、金属含有ポリマーミセルは担体に強固に固定できる。
【００２３】
このようにして得られた架橋型金属含有ポリマーミセルは多くの空孔を有しており、ま
た内包されたルイス酸金属化合物は、種々の反応に対して高い活性を示す。この架橋型ポ
リマーミセルはアルドール反応並びにここで用いたルイス酸金属化合物により活性化され
ることが知られているシアノ化反応、アリル化反応、マイケル反応、マンニッヒ反応、デ

40

ィールスアルダー反応及びフリーデルクラフツ反応などに用いることができ、特に金属と
してスカンジウムや銅を用いる場合には非常に高い活性を示す。
【００２４】
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。
また、各種の物性は以下の機器を用いて測定した。NMRスペクトル：JEOL‑LA300、JEOL‑LA
400又はJEOL‑LA500（日本電子（株）製）、ＩＲスペクトル：JASCO FT/IR‑610（日本分光
（株）製）。
製造例１
2‑フェニルプロペン (22.4 g, 190 mmol)、N‑ブロモスクシンイミド (23.7 g, 133 mmo
l)及びブロモベンゼン(76 mL)の混合物を160

o

C のオイルバス上でN‑ブロモスクシンイミ
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ドが溶解するまで加熱した。反応混合物を室温まで冷却した後、沈殿物をろ過で取り除き
クロロホルムで洗浄した。ろ液を減圧蒸留で精製(b.p. 80‑85

o

C / 3 mmHg)し3‑ブロモ‑2

1

‑フェニルプロペン(12.1 g)を得た。 H NMR (CDCl3)δ= 4.39 (s, 2H), 5.49 (s, 1H), 5
.56 (s, 1H), 7.33‑7.51 (m, 5H);

13

C NMR (CDCl3)δ= 34.2, 117.2, 126.1, 128.3, 12

8.5, 137.6, 144.2.
【００２５】
60%水素化ナトリウム (1.6 g, 40 mmol) の DMF (75 mL) 懸濁液にグリシドール (7.4
g, 100 mmol)のDMF(5 mL)溶液を0℃で加えた。次に 上記で得られた3‑ブロモ‑2‑フェニル
プロペン(3.94 g, 20 mmol)のDMF(10 mL )溶液をどう温度で加えた後、室温で24 h撹拌し
た。反応混合物を0℃に冷却しジエチルエーテルで希釈した後、飽和塩化アンモニウム水

10

溶液を加えて反応を停止した。水層をジエチルエーテルで数回抽出し、有機層を合一し無
水硫酸ナトリウムで乾燥した。濾過後、溶媒を濃縮し残渣をシリカゲルカラムクロマトグ
ラフィー(Hexane‑AcOEt)で精製し2‑[(2‑フェニルアリルオキシ)メチル]オキシラン(2.66
g, 70 %)を得た。1H NMR (CDCl3)δ= 2.59 (dd, 1H, J = 2.7, 5.1 Hz), 2.78 (dd, 1H,
J = 4.2, 5.1 Hz), 3.13‑3.17 (m, 1H), 3.46 (dd, 1H, J = 5.8, 11.5 Hz), 3.77 (dd,
1H, J = 3.2, 11.5 Hz), 4.41 (ddd, 1H, J = 0.7, 1.2, 12.9 Hz), 4.48 (ddd, 1H, J =
0.5, 1.2, 12.9 Hz), 5.34‑5.36 (m, 1H), 5.53‑5.54 (m, 1H), 7.45‑7.48 (m, 5H);

13

C NMR (CDCl3)δ= 44.3, 50.8, 70.5, 73.2, 114.6, 126.0, 127.8, 128.4, 138.6, 143.
9; IR (KBr) 3000, 2924, 2867, 1911, 1812, 1701, 1630, 1512, 1479, 1407, 1337, 12
54, 1205, 1107, 991, 909, 839 cm‑1; HRMS (EI): Calcd for C13H16O2 (M+) 190.0994,

20

found 190.0998.
【００２６】
スチレン（12.5 g, 120 mmol）、上記で得られた2‑[(2‑フェニルアリルオキシ)メチル]
オキシラン（2.85 g, 15 mmol）、tetraethleneglycol mono‑2‑phenyl‑2‑propenyl ether
（4.66 g, 15 mmol）、AIBN（172.4 mg, 1.05 mmol）をクロロホルム（19 mL）に溶解し
アルゴン雰囲気下で48時間、還流条件下で加熱攪拌した。冷却後反応混合物をメタノール
(MeOH)（600 mL）中に注いでポリマーを固化させた。デカントして上澄みを取り除いた後
、少量のテトラヒドロフランに溶解し再びメタノールに注いだ。沈殿したポリマーを濾過
し室温減圧下で乾燥し、12.0 gのポリマーを得た（収率60 %）。
【００２７】

30

得られた高分子は下記構造であり、各モノマー単位の組成比(x/y/z)=91/5/4、重量平均
分子量(Mw)=31912,数平均分子量(Mn)=19468,分散度(Mw/Mn)=1.64であった。生成したポリ
マーを以下ポリマー(1)という。
【化４】

【実施例１】

40

【００２８】
ポリマー（１）（２．０ｇ）を溶解したトルエン溶液（４０ｍＬ）に室温でスカンジウ
ムトリフラート（２００ｍｇ，０．４０６ｍｍｏｌ）を加え１５分撹拌した。この溶液に
ヘキサン（１６０ｍＬ）を滴下し、更に室温で３０分撹拌することでコアセルベート化を
行った。析出したポリマーは濾取し、ヘキサンで洗浄した後室温で減圧乾燥した。このポ
リマーを１２０℃で２時間処理して架橋を行い、トルエン、ジクロロメタンで洗浄した後
１００℃で２時間減圧乾燥することで高分子固定化スカンジウムトリフラートを白色固体
として得た（２．１ｇ，０．１９５ｍｍｏｌ／ｇ）。スカンジウムトリフラートのロード
量は、合成時に使用した全ての溶媒中に流出したスカンジウム量を蛍光Ｘ線装置で定量し
、その値を用いて算出した。
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【実施例２】
【００２９】
実施例1で得た高分子固定化スカンジウムトリフラート（１０３ｍｇ，０．０２０ｍｍ
ｏｌ）に室温でベンズアルデヒド（４２ｍｇ，０．４０ｍｍｏｌ）のジクロロメタン溶液
（１．５ｍＬ）を加え、次いでイソ酪酸メチル由来のケテンシリルアセタールのジクロロ
メタン溶液（１．０ｍＬ）を滴下し３時間撹拌した。反応後、ヘキサン（５ｍＬ）を加え
濾過し、高分子固定化触媒をジクロロメタンで洗浄後回収した。濾液と洗浄液は濃縮し、
得た残渣に氷冷下で１規定塩酸／ＴＨＦ溶液（１／２０，５ｍＬ）を加え１時間撹拌した
。溶媒留去後に得た残渣をシリカゲル薄層クロマトグラフィー（酢酸エチル／ヘキサン＝
１／４）で精製し、目的のアルドール付加体を白色固体として得た（６９ｍｇ，８３％）

10

。回収した高分子固定化触媒は再使用を行った。目的物の収率は以下の通り。２回目（８
３％）、３回目（８４％）、４回目（８３％）、５回目（８１％）。
1

H‑NMR(CDCl3):δ1.11(s,3H),1.14(s,3H),3.09(br,1H),3.72(s,3H),4.89(br,1H),7.24?7.

33(m,5H)
13

C‑NMR(CDCl3):δ19.0,23.0,47.7,52.1,78.7,127.7,127.8,140.0,178.2

【実施例３】
【００３０】
ポリマー（１）（0.5 g）をジクロロメタン（10 ml）に溶解させ、そこにトリフルオロ
メタンスルホン酸銅（36 mg）を加え室温下にて12時間撹拌を行った。次いで、高分子溶
液に貧溶媒であるヘキサンをゆっくりと加え、高分子を固化させた。溶媒を除去した後、

20

無溶媒条件下、120℃にて2時間撹拌した。高分子を室温まで冷却した後にジクロロメタン
を加えてしばらく撹拌し、その後ジクロロメタンを用いてろ取及び洗浄を行い、減圧下乾
燥したところ、架橋型マイクロカプセル化銅触媒｛PI Cu(OTf)2, 419 mg} を得た。銅金
属の導入率は、PI Cu(OTf)2 に濃硫酸を加え180℃にて1時間、濃硝酸を加えさらに4時間
撹拌した後、冷却し蒸留水で希釈し蛍光X線分析装置を用いて定量し決定した。
【実施例４】
【００３１】
実施例3で得た架橋型マイクロカプセル化銅触媒(0.03 mmol) 存在下、ベンズアルデヒ
ド（0.03 ml, 0.3 mmol) とイソ酪酸メチル由来のケテンシリルアセタール(80 mg, 0.45
mmol) をジクロロメタン（2 ml) 中にて混合し、室温下2 日間撹拌を行った。希釈した後

30

ろ過を行い触媒をジクロロメタンで洗浄した。ろ液を濃縮し、蛍光X線により触媒から銅
の流出を測定した。測定後に、1 N 塩酸水溶液に注ぎクロロホルムで2回抽出した。有機
層を蒸留水、飽和食塩水で洗浄したのち、乾燥し濃縮した。シリカゲル薄層クロマトグラ
フィーによって精製を行い、目的とするアルドール付加体(38 mg, 61%)を白色固体として
得た。
回収したPI Cu(OTf)2は、3時間減圧乾燥した後、再利用した。
【実施例５】
【００３２】
実施例２のケテンシリルアセタールに代えて様々なケイ素エノラートを用いて同様の実
験を行った。反応を下式に示し、結果を表１に示す。
【化５】

【００３３】
【表１】
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10
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【実施例６】
【００３４】
実施例１で用いたトルエンをＴＨＦ−ヘキサン（１／３）に代えて実施例１と同様の反

30

応を行い、高分子固定化スカンジウムトリフラート（PMI Sc(OTf)3）を白色固体として得
た（２．１ｇ、０．１８６ｍｍｏｌ／ｇ）。
【実施例７】
【００３５】
実施例６で得たPMI Sc(OTf)3を用いて、実施例２と同様の反応を行い、目的のアルドー
ル付加体を得た（７６ｍｇ、９２％）。回収したPMI Sc(OTf)3を用いて同様の実験を行い
、同じ生成物を得た（７６ｍｇ、９２％）。いずれの場合も、反応中及び後処理時におけ
るＳｃの漏出はＩＣＰ分析の検出限界（０．０５％）以下であった。反応式を下式に示す
。
【化６】

40

【実施例８】
【００３６】
実施例７の反応後、濾過により回収したPMI Sc(OTf)3を用いて実施例７と同様の反応を
行い、同じ生成物を得た（７６ｍｇ、９２％）。いずれの場合も、反応中及び後処理時に
おけるＳｃの漏出はＩＣＰ分析の検出限界（０．０５％）以下であった。
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【実施例９】
【００３７】
ベンズアルデヒドに代えてＮ−ベンジリデンアニリンを用いて、実施例７と同様の条件
下でマンニッヒ型反応を行い、目的とする付加体を１１３ｍｇ（９６％）得た。反応中及
び後処理時におけるＳｃの漏出はＩＣＰ分析の検出限界（０．０５％）以下であった。反
応式を下式に示す。
【化７】

10

【実施例１０】
【００３８】
実施例９と同様の反応を、PMI Sc(OTf)3を10 mol%用いて行ったところ目的物が定量的
に得られた。さらに、反応後濾過により回収したPMI Sc(OTf)3を用いて同じ反応を繰り返
した結果、目的物が再び定量的に得られた。反応式を下式に示す。
【化８】
20

【実施例１１】
【００３９】
実施例６で得られたPMI Sc(OTf)3を用いてmethyl 2,3‑dihydro‑1‑oxo‑1H‑indene‑2‑car
boxylateとbut‑3‑en‑2‑one（２当量）とのマイケル反応を、実施例２と同様の手法により

30

、触媒量、溶媒、反応時間を変えて実施した。いずれの場合も高収率で目的とする付加体
が得られ、回収した触媒を用いても収率の低下は認められなかった。反応式及び結果を下
表に示す。
【表２】

40

【実施例１２】
【００４０】
実施例１１、Entry2の条件で各種の基質を用いたマイケル反応を行い、いずれの場合も

50
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目的とする付加体を高収率で得た。反応式及び結果を下表に示す。
【表３】
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20
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