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(57)【要約】
【課題】簡便、高速、経済性が高く、環境に対する負荷も小さく、さらに工業的に採用し
やすい、トランス体のエチレン誘導体の製造方法を提供する。
【解決手段】下記一般式（１）で表されるシス体のエチレン誘導体を、不活性雰囲気又は
超臨界二酸化炭素雰囲気下で、５０℃以上、３００℃以下の温度で保持するシス−トラン
ス異性化反応工程を有するトランス体のエチレン誘導体の製造方法とすることによって、
上記課題を解決する。一般式（１）中、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ独立に、炭素数１〜１
８の直鎖又は分岐のアルキル基等の所定の基を表す。
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【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記一般式（１）で表されるシス体のエチレン誘導体を、不活性雰囲気又は超臨界二酸
化炭素雰囲気下で、５０℃以上、３００℃以下の温度で保持するシス−トランス異性化反
応工程を有することを特徴とするトランス体のエチレン誘導体の製造方法。
【化１】
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（一般式（１）中、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ独立に、炭素数１〜１８の直鎖又は分岐の
アルキル基、炭素数３〜１８の環状アルキル基、炭素数２〜１８の直鎖又は分岐のアルケ
ニル基、炭素数３〜１８の環状アルケニル基、炭素数２〜１８の直鎖又は分岐のアルキニ
ル基、複素環基、炭素数６〜１８のアリール基、炭素数７〜２０のアラルキル基、炭素数
１〜１８の直鎖又は分岐のアルコキシ基、炭素数３〜１８の直鎖又は分岐のアルケニルオ
キシ基、炭素数１〜１８の直鎖又は分岐のアルキルチオ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ニ
トロソ基、シアノ基、イソシアノ基、シアナト基、イソシアナト基、チオシアナト基、イ
ソチオシアナト基、メルカプト基、ヒドロキシ基、ヒドロキシアミノ基、ホルミル基、ス

20

ルホン酸基、カルボキシル基、−ＣＯＲ３で表わされるアシル基、−ＮＲ３Ｒ４で表わさ
れるアミノ基、−ＮＨＣＯＲ３で表わされるアシルアミノ基、−ＮＨＣＯＯＲ３で表わさ
れるカーバメート基、−ＣＯＯＲ３で表わされるカルボン酸エステル基、−ＯＣＯＲ３で
表わされるアシルオキシ基、−ＣＯＮＲ３Ｒ４で表わされるカルバモイル基、−ＳＯ２Ｒ
３

で表わされるスルホニル基、−ＳＯ２ＮＲ３Ｒ４で表わされるスルファモイル基、−Ｓ

Ｏ３Ｒ３で表わされるスルホン酸エステル基、−ＮＨＳＯ２Ｒ３で表わされるスルホンア
ミド基、及び−ＳＯＲ３で表わされるスルフィニル基、のいずれかを表す。Ｒ３、Ｒ４は
炭化水素基を表す。）
【請求項２】
請求項１に記載のトランス体のエチレン誘導体の製造方法によって製造されることを特
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徴とするエチレン誘導体。
【請求項３】
反応器と、該反応器に二酸化炭素を供給する供給装置と、前記反応器内部の温度と圧力
とを制御して前記反応器内部を超臨界二酸化炭素雰囲気に制御する制御部を有する制御装
置と、を有することを特徴とするトランス体のエチレン誘導体の製造装置。
【請求項４】
前記反応器内に攪拌装置が設けられる、請求項３に記載のトランス体のエチレン誘導体
の製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、トランス体のエチレン誘導体の製造方法、このトランス体のエチレン誘導体
の製造方法によって製造されるエチレン誘導体、及びトランス体のエチレン誘導体の製造
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
エチレン誘導体のシス−トランス異性化反応は、基本的な有機合成反応として重要なも
のであり、エチレン誘導体の化合物によってはトランス体の価格がシス体の価格の数倍と
なることもあるため、高付加価値を生み出す反応でもある。
【０００３】
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こうしたエチレン誘導体のシス−トランス異性化反応、より具体的には、シス体のエチ
レン誘導体をトランス体のエチレン誘導体に異性化する反応は、光照射下にて数日〜数週
間のオーダーで行う方法、高価な触媒を用いて行う方法がある。また、触媒にハロゲン等
を用いて行う方法もある。さらに、熱的にシス−トランス異性化反応を行う方法（非特許
文献１）もある。非特許文献１では、４６９℃でシス−ブテン−２のシス−トランス異性
化反応が行われている。
【非特許文献１】Ｂ．Ｓ．Ｒａｂｉｎｏｖｉｔｃｈ
Ｔｈｅ

ｔｈｅｒｍａｌ

ｅｒｉｚａｔｉｏｎ

ｏｆ

ａｎｄ

Ｋ．−Ｗ．Ｍｉｃｈｅｌ，

ｕｎｉｍｏｌｅｃｕｌａｒ

ｃｉｓ−ｔｒａｎｓ

ｃｉｓ−ｂｕｔｅｎｅ−２

Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．

ｉｓｏｍ

，８１，５０６５−５０７１（１９５９）
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、上記の光照射下にて数日〜数週間のオーダーで異性化する反応は、簡便
性、高速性に課題がある。また、高価な触媒を用いて異性化する反応は、経済性に課題が
ある。そして、触媒にハロゲン等を用いて行う方法は、環境に対する負荷が大きいという
課題がある。さらに、熱的にシス−トランス異性化反応を行う場合、非特許文献１で報告
されているように高温条件が必要となり、工業的には用いづらいという課題がある。
【０００５】
本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、その第１の目的は、簡便
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、高速、経済性が高く、環境に対する負荷も小さく、さらに工業的に採用しやすい、トラ
ンス体のエチレン誘導体の製造方法を提供することにある。
【０００６】
本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、その第２の目的は、簡便
、高速、経済性が高く、環境に対する負荷も小さく、さらに工業的に採用しやすい、トラ
ンス体のエチレン誘導体の製造方法によって製造されたエチレン誘導体を提供することに
ある。
【０００７】
本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、その第３の目的は、簡便
、高速、経済性が高く、環境に対する負荷も小さく、さらに工業的に採用しやすい、トラ
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ンス体のエチレン誘導体の製造装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記目的の下、本発明者等が鋭意検討を行った結果、シス体のエチレン誘導体との反応
が抑制された雰囲気下で所定の温度でシス体のエチレン誘導体を保持すると、この保持の
際の温度が相対的に低いものであっても、溶媒や触媒を使用することなく高い転化率でト
ランス体のエチレン誘導体が生成されることを見出し本発明を完成させた。
【０００９】
上記課題を解決するための本発明のトランス体のエチレン誘導体の製造方法は、下記一
般式（１）で表されるシス体のエチレン誘導体を、不活性雰囲気又は超臨界二酸化炭素雰
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囲気下で、５０℃以上、３００℃以下の温度で保持するシス−トランス異性化反応工程を
有することを特徴とする。
【００１０】
【化１】
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【００１１】
（一般式（１）中、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ独立に、炭素数１〜１８の直鎖又は分岐の
アルキル基、炭素数３〜１８の環状アルキル基、炭素数２〜１８の直鎖又は分岐のアルケ
ニル基、炭素数３〜１８の環状アルケニル基、炭素数２〜１８の直鎖又は分岐のアルキニ
ル基、複素環基、炭素数６〜１８のアリール基、炭素数７〜２０のアラルキル基、炭素数
１〜１８の直鎖又は分岐のアルコキシ基、炭素数３〜１８の直鎖又は分岐のアルケニルオ
キシ基、炭素数１〜１８の直鎖又は分岐のアルキルチオ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ニ
トロソ基、シアノ基、イソシアノ基、シアナト基、イソシアナト基、チオシアナト基、イ
ソチオシアナト基、メルカプト基、ヒドロキシ基、ヒドロキシアミノ基、ホルミル基、ス
ルホン酸基、カルボキシル基、−ＣＯＲ３で表わされるアシル基、−ＮＲ３Ｒ４で表わさ
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れるアミノ基、−ＮＨＣＯＲ３で表わされるアシルアミノ基、−ＮＨＣＯＯＲ３で表わさ
れるカーバメート基、−ＣＯＯＲ３で表わされるカルボン酸エステル基、−ＯＣＯＲ３で
表わされるアシルオキシ基、−ＣＯＮＲ３Ｒ４で表わされるカルバモイル基、−ＳＯ２Ｒ
３

で表わされるスルホニル基、−ＳＯ２ＮＲ３Ｒ４で表わされるスルファモイル基、−Ｓ

Ｏ３Ｒ３で表わされるスルホン酸エステル基、−ＮＨＳＯ２Ｒ３で表わされるスルホンア
ミド基、及び−ＳＯＲ３で表わされるスルフィニル基、のいずれかを表す。Ｒ３、Ｒ４は
炭化水素基を表す。）
【００１２】
この発明によれば、上記一般式（１）で表されるシス体のエチレン誘導体を、不活性雰
囲気又は超臨界二酸化炭素雰囲気下で、５０℃以上、３００℃以下の温度で保持するシス
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−トランス異性化反応工程を有するので、シス体のエチレン誘導体が雰囲気と反応しにく
い状態、及び相対的に低い反応温度の下でのシス−トランス異性化反応が可能となり、溶
媒や触媒を用いなくてもシス体のエチレン誘導体をトランス体のエチレン誘導体に転化す
ることができるので、その結果、簡便、高速、経済性が高く、環境に対する負荷も小さく
、さらに工業的に採用しやすい、トランス体のエチレン誘導体の製造方法を提供すること
ができる。
【００１３】
上記課題を解決するための本発明のエチレン誘導体は、上記のトランス体のエチレン誘
導体の製造方法によって製造されることを特徴とする。
【００１４】
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この発明によれば、エチレン誘導体が上記のトランス体のエチレン誘導体の製造方法に
よって製造されるので、シス体のエチレン誘導体が雰囲気と反応しにくい状態、及び相対
的に低い反応温度の下でのシス−トランス異性化反応が可能となり、溶媒や触媒を用いな
くてもシス体のエチレン誘導体をトランス体のエチレン誘導体に転化することができるの
で、その結果、簡便、高速、経済性が高く、環境に対する負荷も小さく、さらに工業的に
採用しやすい、トランス体のエチレン誘導体の製造方法によって製造されたエチレン誘導
体を提供することができる。
【００１５】
上記課題を解決するための本発明のトランス体のエチレン誘導体の製造装置は、反応器
と、該反応器に二酸化炭素を供給する供給装置と、前記反応器内部の温度と圧力とを制御
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して前記反応器内部を超臨界二酸化炭素雰囲気に制御する制御部を有する制御装置と、を
有することを特徴とする。
【００１６】
この発明によれば、トランス体のエチレン誘導体の製造装置が、反応器と、該反応器に
二酸化炭素を供給する供給装置と、前記反応器内部の温度と圧力とを制御して前記反応器
内部を超臨界二酸化炭素雰囲気に制御する制御部を有する制御装置と、を有するので、簡
便な装置構成で上記のトランス体のエチレン誘導体の製造方法が実施可能となるので、そ
の結果、簡便、高速、経済性が高く、環境に対する負荷も小さく、さらに工業的に採用し
やすい、トランス体のエチレン誘導体の製造装置を提供することができる。
【００１７】
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本発明のトランス体のエチレン誘導体の製造装置の好ましい態様においては、前記反応
器内に攪拌装置が設けられる。
【００１８】
この発明によれば、反応器内に攪拌装置が設けられるので、シス−トランス異性化反応
の際にシス体のエチレン誘導体が攪拌されるようになり反応効率を上げることができるの
で、その結果、より工業的に用いやすいトランス体のエチレン誘導体の製造装置となる。
【発明の効果】
【００１９】
本発明のトランス体のエチレン誘導体の製造方法によれば、簡便、高速、経済性が高く
、環境に対する負荷も小さく、さらに工業的に採用しやすい、トランス体のエチレン誘導
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体の製造方法を提供することができる。より具体的には、本発明のトランス体のエチレン
誘導体の製造方法は、触媒や溶媒を必要としないために環境調和型のクリーンな製造方法
であり、また、反応時に触媒や溶媒等の他の成分を必要としないために得られるエチレン
誘導体の純度を高くしやすくなる。さらに、反応後の生成物と触媒・溶媒との分離工程も
省略できるので経済的にも有利なものとなる。本発明のトランス体のエチレン誘導体の製
造方法の応用範囲は広く、様々なシス−トランス異性化反応への適用が可能である。
【００２０】
本発明のエチレン誘導体によれば、簡便、高速、経済性が高く、環境に対する負荷も小
さく、さらに工業的に採用しやすい、トランス体のエチレン誘導体の製造方法によって製
造されたエチレン誘導体を提供することができる。より具体的には、本発明のエチレン誘
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導体は、触媒や溶媒を必要としない上記のトランス体のエチレン誘導体の製造方法によっ
て得られるので、環境調和型のクリーンな製造方法によって得られたものとなり、また、
反応時に触媒や溶媒等の他の成分を必要としないために得られるエチレン誘導体の純度が
高くなりやすい。さらに、反応後の生成物と触媒・溶媒との分離工程も省略できる製造方
法によって得られるので経済的にも有利なものとなる。上記のトランス体のエチレン誘導
体の製造方法の応用範囲は広いために、様々な種類のエチレン誘導体を得ることが可能と
なる。
【００２１】
本発明のトランス体のエチレン誘導体の製造装置によれば、簡便、高速、経済性が高く
、環境に対する負荷も小さく、さらに工業的に採用しやすい、トランス体のエチレン誘導
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体の製造装置を提供することができる。より具体的には、本発明のトランス体のエチレン
誘導体の製造装置は、触媒や溶媒を必要としないために環境調和型のクリーンな製造装置
となり、また、反応時に触媒や溶媒等の他の成分を必要としないために得られるエチレン
誘導体の純度を高くしやすくなる。さらに、反応後の生成物と触媒・溶媒との分離工程も
省略できるので簡便で経済的にも有利なものとなる。本発明のトランス体のエチレン誘導
体の製造装置の応用範囲は広く、様々なシス−トランス異性化反応への適用が可能である
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
次に、本発明の実施の形態について詳細に説明するが、本発明は以下の実施の形態に限
定されるものではなく、その要旨の範囲内で種々変形して実施することができる。
【００２３】
（製造方法）
本発明のトランス体のエチレン誘導体の製造方法は、下記一般式（１）で表されるシス
体のエチレン誘導体を、不活性雰囲気又は超臨界二酸化炭素雰囲気下で、５０℃以上、３
００℃以下の温度で保持するシス−トランス異性化反応工程を有する。
【００２４】
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【化２】

【００２５】
（一般式（１）中、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ独立に、炭素数１〜１８の直鎖又は分岐の
アルキル基、炭素数３〜１８の環状アルキル基、炭素数２〜１８の直鎖又は分岐のアルケ
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ニル基、炭素数３〜１８の環状アルケニル基、炭素数２〜１８の直鎖又は分岐のアルキニ
ル基、複素環基、炭素数６〜１８のアリール基、炭素数７〜２０のアラルキル基、炭素数
１〜１８の直鎖又は分岐のアルコキシ基、炭素数３〜１８の直鎖又は分岐のアルケニルオ
キシ基、炭素数１〜１８の直鎖又は分岐のアルキルチオ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ニ
トロソ基、シアノ基、イソシアノ基、シアナト基、イソシアナト基、チオシアナト基、イ
ソチオシアナト基、メルカプト基、ヒドロキシ基、ヒドロキシアミノ基、ホルミル基、ス
ルホン酸基、カルボキシル基、−ＣＯＲ３で表わされるアシル基、−ＮＲ３Ｒ４で表わさ
れるアミノ基、−ＮＨＣＯＲ３で表わされるアシルアミノ基、−ＮＨＣＯＯＲ３で表わさ
れるカーバメート基、−ＣＯＯＲ３で表わされるカルボン酸エステル基、−ＯＣＯＲ３で
表わされるアシルオキシ基、−ＣＯＮＲ３Ｒ４で表わされるカルバモイル基、−ＳＯ２Ｒ
３

３

で表わされるスルホニル基、−ＳＯ２ＮＲ
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Ｒ

４

で表わされるスルファモイル基、−Ｓ

３

Ｏ３Ｒ

で表わされるスルホン酸エステル基、−ＮＨＳＯ２Ｒ３で表わされるスルホンア

ミド基、及び−ＳＯＲ３で表わされるスルフィニル基、のいずれかを表す。Ｒ３、Ｒ４は
炭化水素基を表す。）
【００２６】
これにより、シス体のエチレン誘導体が雰囲気と反応しにくい状態、及び相対的に低い
反応温度の下でのシス−トランス異性化反応が可能となり、溶媒や触媒を用いなくてもシ
ス体のエチレン誘導体をトランス体のエチレン誘導体に転化することができるので、その
結果、簡便、高速、経済性が高く、環境に対する負荷も小さく、さらに工業的に採用しや
すい、トランス体のエチレン誘導体の製造方法を提供することができる。

30

【００２７】
本発明のトランス体のエチレン誘導体の製造方法は、より具体的には、触媒や溶媒を必
要としないために環境調和型のクリーンな製造方法であり、また、反応時に触媒や溶媒等
の他の成分を必要としないために得られるエチレン誘導体の純度を高くしやすくなる。さ
らに、反応後の生成物と触媒・溶媒との分離工程も省略できるので経済的にも有利なもの
となる。
【００２８】
（シス−トランス異性化反応工程）
シス−トランス異性化反応工程においては、下記一般式（１）で表されるシス体のエチ
レン誘導体は、不活性雰囲気又は超臨界二酸化炭素雰囲気下で、５０℃以上、３００℃以

40

下の温度で保持される。
【００２９】
【化３】

【００３０】
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一般式（１）中、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ独立に、炭素数１〜１８の直鎖又は分岐の
アルキル基、炭素数３〜１８の環状アルキル基、炭素数２〜１８の直鎖又は分岐のアルケ
ニル基、炭素数３〜１８の環状アルケニル基、炭素数２〜１８の直鎖又は分岐のアルキニ
ル基、複素環基、炭素数６〜１８のアリール基、炭素数７〜２０のアラルキル基、炭素数
１〜１８の直鎖又は分岐のアルコキシ基、炭素数３〜１８の直鎖又は分岐のアルケニルオ
キシ基、炭素数１〜１８の直鎖又は分岐のアルキルチオ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ニ
トロソ基、シアノ基、イソシアノ基、シアナト基、イソシアナト基、チオシアナト基、イ
ソチオシアナト基、メルカプト基、ヒドロキシ基、ヒドロキシアミノ基、ホルミル基、ス
ルホン酸基、カルボキシル基、−ＣＯＲ３で表わされるアシル基、−ＮＲ３Ｒ４で表わさ
れるアミノ基、−ＮＨＣＯＲ３で表わされるアシルアミノ基、−ＮＨＣＯＯＲ３で表わさ

10

れるカーバメート基、−ＣＯＯＲ３で表わされるカルボン酸エステル基、−ＯＣＯＲ３で
表わされるアシルオキシ基、−ＣＯＮＲ３Ｒ４で表わされるカルバモイル基、−ＳＯ２Ｒ
３

で表わされるスルホニル基、−ＳＯ２ＮＲ３Ｒ４で表わされるスルファモイル基、−Ｓ

Ｏ３Ｒ３で表わされるスルホン酸エステル基、−ＮＨＳＯ２Ｒ３で表わされるスルホンア
ミド基、及び−ＳＯＲ３で表わされるスルフィニル基、のいずれかを表す。そして、Ｒ３
、Ｒ４は炭化水素基を表す。一般式（１）に示す化合物を用いることにより、工業的に利
用価値の高いエチレン誘導体のシス−トランス異性化反応を行うこととなり、その結果、
より工業的に利用価値の高いトランス体のエチレン誘導体の製造方法となる。なお、シス
体のエチレン誘導体の性状は、通常、個体である。
20

【００３１】
１

また、Ｒ

及びＲ

２

に上記で示される置換基を用いることにより、シス体のエチレン誘

導体の方がトランス体のエチレン誘導体よりも化学的に安定になり、シス体からトランス
体への転化がしにくいシス体のエチレン誘導体となる場合がある。こうした場合において
も、本発明においてはトランス体のエチレン誘導体を得やすくなるという利点が発揮され
やすくなる。
【００３２】
一般式（１）中のＲ１及びＲ２は、それぞれ独立に、炭素数１〜１８の直鎖又は分岐の
アルキル基、炭素数３〜１８の環状アルキル基、炭素数２〜１８の直鎖又は分岐のアルケ
ニル基、炭素数３〜１８の環状アルケニル基、炭素数２〜１８の直鎖又は分岐のアルキニ
ル基、複素環基、炭素数６〜１８のアリール基、炭素数７〜２０のアラルキル基、炭素数
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１〜１８の直鎖又は分岐のアルコキシ基、炭素数３〜１８の直鎖又は分岐のアルケニルオ
キシ基、炭素数１〜１８の直鎖又は分岐のアルキルチオ基、ハロゲン原子、ニトロ基、ニ
トロソ基、シアノ基、イソシアノ基、シアナト基、イソシアナト基、チオシアナト基、イ
ソチオシアナト基、メルカプト基、ヒドロキシ基、ヒドロキシアミノ基、ホルミル基、ス
ルホン酸基、カルボキシル基、−ＣＯＲ３で表わされるアシル基、−ＮＲ３Ｒ４で表わさ
れるアミノ基、−ＮＨＣＯＲ３で表わされるアシルアミノ基、−ＮＨＣＯＯＲ３で表わさ
れるカーバメート基、−ＣＯＯＲ３で表わされるカルボン酸エステル基、−ＯＣＯＲ３で
表わされるアシルオキシ基、−ＣＯＮＲ３Ｒ４で表わされるカルバモイル基、−ＳＯ２Ｒ
３

で表わされるスルホニル基、−ＳＯ２ＮＲ３Ｒ４で表わされるスルファモイル基、−Ｓ

Ｏ３Ｒ３で表わされるスルホン酸エステル基、−ＮＨＳＯ２Ｒ３で表わされるスルホンア
３

ミド基、及び−ＳＯＲ

40

３

で表わされるスルフィニル基、のいずれかを表す。そして、Ｒ

、Ｒ４は炭化水素基を表す。なお、上記基のうち、アルキル基、環状アルキル基、アルケ
ニル基、環状アルケニル基、アルキニル基、複素環基、アリール基、アラルキル基、アル
コキシ基、アルケニルオキシ基、及びアルキルチオ基は、さらに置換基を有していてもよ
い。
【００３３】
炭素数１〜１８の直鎖又は分岐のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、
プロピル基、イソプロピル基、ｎ−ブチル基、ｓｅｃ−ブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基、
及びｎ−へプチル基等を挙げることができる。炭素数３〜１８の環状アルキル基としては
、例えば、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、及びアダマンチル
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基等を挙げることができる。炭素数２〜１８の直鎖又は分岐のアルケニル基としては、例
えば、ビニル基、プロペニル基、及びヘキセニル基等を挙げることができる。炭素数３〜
１８の環状アルケニル基としては、例えば、シクロペンテニル基、及びシクロヘキセニル
基等を挙げることができる。炭素数２〜１８の直鎖又は分岐のアルキニル基としては、例
えば、プロピニル基、及びヘキシニル基等を挙げることができる。複素環基としては、例
えば、２−チエニル基、２−ピリジル基、４−ピペリジル基、及びモルホリノ基等を挙げ
ることができる。炭素数６〜１８のアリール基としては、例えば、フェニル基、トリル基
、キシリル基、及びメシチル基等を挙げることができる。炭素数７〜２０のアラルキル基
としては、例えば、ベンジル基、及びフェネチル基等を挙げることができる。炭素数１〜
１８の直鎖又は分岐のアルコキシ基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、ｎ−プ

10

ロポキシ基、イソプロポキシ基、ｎ−ブトキシ基、ｓｅｃ−ブトキシ基、及びｔｅｒｔ−
ブトキシ基等を挙げることができる。炭素数３〜１８の直鎖又は分岐のアルケニルオキシ
基としては、例えば、プロペニルオキシ基、ブテニルオキシ基、及びペンテニルオキシ基
等を挙げることができる。炭素数１〜１８の直鎖又は分岐のアルキルチオ基としては、例
えば、メチルチオ基、エチルチオ基、ｎ−プロピルチオ基、ｎ−ブチルチオ基、ｓｅｃ−
ブチルチオ基、及びｔｅｒｔ−ブチルチオ基等を挙げることができる。
【００３４】
Ｒ１及びＲ２に複素環基を用いる場合、こうした複素環基としては、４−ピペリジル基
、モルホリノ基、２−モルホリニル基、ピペラジル基等の飽和複素環であっても、２−フ
リル基、２−ピリジル基、２−チアゾリル基、２−キノリル基等の芳香族複素環であって

20

もよい。これらは複数のヘテロ原子を含んでいても、更に置換基を有していてもよく、ま
た、その結合位置も特に制限されない。複素環として好ましい構造のものは、５〜６員環
の飽和複素環、５〜６員環の単環及びその２縮合環の芳香族複素環である。
【００３５】
Ｒ１及びＲ２に、上記の直鎖又は分岐のアルキル基、環状アルキル基、直鎖又は分岐の
アルケニル基、環状アルケニル基、直鎖又は分岐のアルキニル基、直鎖又は分岐のアルコ
キシ基、及び直鎖又は分岐のアルキルチオ基を用いる場合に、上記したように、これらの
基はさらに置換基を有していてもよい。また、Ｒ１及びＲ２に、直鎖又は分岐のアルケニ
ル基、環状アルケニル基、直鎖又は分岐のアルキニル基、直鎖又は分岐のアルコキシ基、
及び直鎖又は分岐のアルキルチオ基を用いる場合に、これら基がアルキル鎖を有するとき
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はこのアルキル鎖の水素がさらに置換基で置換されていてもよい。こうした置換基として
は、例えば以下のようなものが挙げられる。
【００３６】
すなわち、こうした置換基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、ｎ−プロポキ
シ基、イソプロポキシ基、ｎ−ブトキシ基、ｓｅｃ−ブトキシ基、ｔｅｒｔ−ブトキシ基
等の炭素数１〜１０のアルコキシ基；メトキシメトキシ基、エトキシメトキシ基、プロポ
キシメトキシ基、エトキシエトキシ基、プロポキシエトキシ基、メトキシブトキシ基等の
炭素数２〜１２のアルコキシアルコキシ基；メトキシメトキシメトキシ基、メトキシメト
キシエトキシ基、メトキシエトキシメトキシ基、メトキシメトキシエトキシ基、エトキシ
エトキシメトキシ基等の炭素数３〜１５のアルコキシアルコキシアルコキシ基；フェニル
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基、トリル基、キシリル基等の炭素数６〜１２のアリール基（これらは任意の置換基で更
に置換されていてもよい。）；フェノキシ基、トリルオキシ基、キシリルオキシ基、ナフ
チルオキシ基等の炭素数６〜１２のアリールオキシ基；アリルオキシ基、ビニルオキシ基
等の炭素数２〜１２のアルケニルオキシ基等を挙げることができる。
【００３７】
更に、他の置換基として、例えば、２−チエニル基、２−ピリジル基、４−ピペリジル
基、モルホリノ基等の複素環基；シアノ基；ニトロ基；ヒドロキシル基；アミノ基；Ｎ，
Ｎ−ジメチルアミノ基、Ｎ，Ｎ−ジエチルアミノ基等の炭素数１〜１０のアルキルアミノ
基；メチルスルホニルアミノ基、エチルスルホニルアミノ基、ｎ−プロピルスルホニルア
ミノ基等の炭素数１〜６のアルキルスルホニルアミノ基；フッ素原子、塩素原子、臭素原
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子等のハロゲン原子；カルボキシル基、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、
ｎ−プロポキシカルボニル基、イソプロポキシカルボニル基、ｎ−ブトキシカルボニル等
の炭素数２〜７のアルコキシカルボニル基；メチルカルボニルオキシ基、エチルカルボニ
ルオキシ基、ｎ−プロピルカルボニルオキシ基、イソプロピルカルボニルオキシ基、ｎ−
ブチルカルボニルオキシ基等の炭素数２〜７のアルキルカルボニルオキシ基；メトキシカ
ルボニルオキシ基、エトキシカルボニルオキシ基、ｎ−プロポキシカルボニルオキシ基、
イソプロポキシカルボニルオキシ基、ｎ−ブトキシカルボニルオキシ基等の炭素数２〜７
のアルコキシカルボニルオキシ基等を挙げることもできる。
【００３８】
さらに、一般式（１）中のＲ１及びＲ２は、それぞれ独立に、フッ素原子、塩素原子、
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臭素原子等のハロゲン原子；ニトロ基；ニトロソ基；シアノ基；イソシアノ基；シアナト
基；イソシアナト基；チオシアナト基；イソチオシアナト基；メルカプト基；ヒドロキシ
基；ヒドロキシアミノ基；ホルミル基；スルホン酸基；カルボキシル基；−ＣＯＲ３で表
わされるアシル基；−ＮＲ３Ｒ４で表わされるアミノ基；−ＮＨＣＯＲ３で表わされるア
シルアミノ基；−ＮＨＣＯＯＲ３で表わされるカーバメート基；−ＣＯＯＲ３で表わされ
るカルボン酸エステル基；−ＯＣＯＲ３で表わされるアシルオキシ基；−ＣＯＮＲ３Ｒ４
で表わされるカルバモイル基；−ＳＯ２Ｒ３で表わされるスルホニル基；−ＳＯ２ＮＲ３
Ｒ４で表わされるスルファモイル基；−ＳＯ３Ｒ３で表わされるスルホン酸エステル基；
−ＮＨＳＯ２Ｒ３で表わされるスルホンアミド基；−ＳＯＲ３で表わされるスルフィニル
基のいずれかとすることもできる。

20

【００３９】
ここで、Ｒ３、Ｒ４は炭化水素基を表す。こうした炭化水素基としては、例えば、直鎖
又は分岐のアルキル基；環状アルキル基；直鎖又は分岐のアルケニル基；環状アルケニル
基；アラルキル基；アリール基等を挙げることができる。中でも、Ｒ３、Ｒ４として、メ
チル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ｎ−ブチル基、ｓｅｃ−ブチル基、ｔ
ｅｒｔ−ブチル基、ｎ−ヘプチル基等の炭素数１〜１８の直鎖又は分岐のアルキル基；シ
クロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、アダマンチル基等の炭素数３〜
１８の環状アルキル基；ビニル基、プロペニル基、ヘキセニル基等の炭素数２〜１８の直
鎖又は分岐のアルケニル基；シクロペンテニル基、シクロヘキセニル基等の炭素数３〜１
８の環状アルケニル基；ベンジル基、フェネチル基等の炭素数７〜２０のアラルキル基；
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フェニル基、トリル基、キシリル基、メシチル基等の炭素数６〜１８のアリール基等を用
いることが好ましい。なお、これらの基のアリール基部分は、前述のＲ１、Ｒ２と同様の
置換基によってさらに置換されていてもよい。
【００４０】
一般式（１）で表される化合物としては、例えば、シス−１，２−ジ（フェニルスルホ
ニル）エチレンを挙げることができる。
【００４１】
なお、本発明のトランス体のエチレン誘導体の製造方法においては、シス−トランス異
性化反応に用いる原料が１００％シス体のエチレン誘導体であることは希であり、実際に
は、製造方法に供される原料となるエチレン誘導体は、シス体とトランス体との混合物が
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用いられる。この場合、トランス体のエチレン誘導体を効率的に得るという観点から、原
料に含まれるトランス体は、２０％以下であることが好ましい。原料中のトランス体とシ
ス体との比率の確認は、従来公知の分析方法を用いて行うことができ、例えば、核磁気共
鳴分光法（１ＨＮＭＲ）で分析する方法を挙げることができる。
【００４２】
シス体のエチレン誘導体は、不活性雰囲気又は超臨界二酸化炭素雰囲気下で保持される
。不活性雰囲気としては、例えば、ヘリウム雰囲気、アルゴン雰囲気、及び窒素雰囲気等
を挙げることができる。こうした雰囲気のうち、アルゴン雰囲気又は超臨界二酸化炭素雰
囲気が好ましく、超臨界二酸化炭素雰囲気がより好ましい。アルゴン雰囲気又は超臨界二
酸化炭素雰囲気を用いることにより、シス体のエチレン誘導体が雰囲気とより反応しにく
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い状態を作り出すことができ、その結果、シス体のエチレン誘導体からトランス体のエチ
レン誘導体への転化をより促進しやすくなる。ここで、超臨界二酸化炭素とは、二酸化炭
素を、その臨界温度（３１℃）・臨界圧力（７．４ＭＰａ）以上とし、気体・液体の双方
の性質を併せ持った状態とされたものをいうが、臨界温度以上においては圧縮しても二酸
化炭素が凝縮しないため、臨界温度以上であれば圧力に関係なく超臨界二酸化炭素という
場合もある。本発明においては、超臨界流体中、より具体的には超臨界二酸化炭素中でも
反応が進行するため、超臨界流体が有する反応制御性や分離特性等の優れた特性を享受す
ることができる。
【００４３】
雰囲気の圧力については、通常０．１ＭＰａ以上、５０ＭＰａ以下とする。アルゴンを
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用いる場合には、好ましくは０．１ＭＰａ以上、また、好ましくは１ＭＰａ以下とする。
上記圧力範囲であれば、アルゴンの操作が容易となる。一方、超臨界二酸化炭素を用いる
場合には、好ましくは０．１ＭＰａ以上、また、好ましくは１０ＭＰａ以下とする。上記
圧力範囲とすることにより、超臨界領域の圧力も含まれるとともに相対的に低い圧力でも
温度を上昇させて超臨界二酸化炭素とすることができる。
【００４４】
また、雰囲気の純度は、特に制限はない。例えば、雰囲気をアルゴンとする場合には、
純度は通常９９．９％以上とする。また、雰囲気を二酸化炭素とする場合には、純度は通
常９９．９９５％以上とする。純度が高い方が好ましいが、工業的に不純物を完全に排除
することは容易ではないので、通常は上記範囲となる。なお、「不活性雰囲気又は超臨界
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二酸化炭素雰囲気」とはいっても、工業的には上記のように不純物を一定量含むものとな
る場合が通常なので、雰囲気の一部はシス体のエチレン誘導体と反応を起こし得る。こう
した反応は、本発明の要旨の範囲内において許容される。
【００４５】
シス体のエチレン誘導体は、５０℃以上、３００℃以下の温度で保持される。この温度
が反応温度となるが、本発明のトランス体のエチレン誘導体の製造方法は、従来と比較し
て、反応温度を大幅に低下させることが可能となる利点がある。反応温度は、好ましくは
２００℃以下、より好ましくは１５０℃以下とする。また、反応温度は、好ましくは８０
℃以上とする。これにより、さらに低温でのシス−トランス異性化反応となり、その結果
、より工業的に採用しやすいトランス体のエチレン誘導体の製造方法となる。
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【００４６】
シス体のエチレン誘導体が、不活性雰囲気又は超臨界二酸化炭素雰囲気下で５０℃以上
、３００℃以下の温度で保持される時間（反応時間）は、通常１分以上、好ましくは３０
分以上、また、通常３００分以下、好ましくは１２０分以下とする。上記の範囲とするこ
とにより、トランス体のエチレン誘導体への転化を確実に行いやすくなる。
【００４７】
本発明のトランス体のエチレン誘導体の製造方法は、シス体のエチレン誘導体を、不活
性雰囲気又は超臨界二酸化炭素雰囲気下で５０℃以上、３００℃以下の温度で保持するこ
とによって、シス−トランス異性化反応が起きるので、反応の際に溶媒や触媒の添加が不
要となる利点がある。これにより、簡便、高速、経済性が高く、環境に対する負荷も小さ
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い製造方法となる。したがって、本発明のトランス体のエチレン誘導体の製造方法におい
ては、基本的には、シス−トランス異性化反応に際して、エチレン誘導体以外の添加剤等
の成分を存在させる必要はない。但し、本発明の要旨の範囲内であれば、シス−トランス
異性化反応に際して必要な成分を適量含有させてもよい。
【００４８】
（その他の工程）
本発明のトランス体のエチレン誘導体の製造方法においては、シス−トランス異性化反
応工程に先だって、シス体のエチレン誘導体を準備する等必要な前工程を適宜行うことが
できる。
【００４９】
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また、上記で説明したように、本発明のトランス体のエチレン誘導体の製造方法は、反
応の際に溶媒や触媒の添加が不要となる利点がある。これにより、反応後の生成物と触媒
・溶媒の分離工程が省略できるようになる。このため、本発明のトランス体のエチレン誘
導体の製造方法においては、シス−トランス異性化反応工程の後の後工程が不要となる利
点がある。但し、必要に応じ、シス−トランス異性化反応工程の後に所定の後工程を行っ
てもよい。こうした後工程としては、例えば、トランス体のエチレン誘導体の含有量を１
００％に近づけるために、生成物中に残留するシス体のエチレン誘導体を取り除く工程を
挙げることができる。
【００５０】
（エチレン誘導体）
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本発明のエチレン誘導体は、上記のトランス体のエチレン誘導体の製造方法によって製
造されたものである。これにより、シス体のエチレン誘導体が雰囲気と反応しにくい状態
、及び相対的に低い反応温度の下でのシス−トランス異性化反応が可能となり、溶媒や触
媒を用いなくてもシス体のエチレン誘導体をトランス体のエチレン誘導体に転化すること
ができるので、その結果、簡便、高速、経済性が高く、環境に対する負荷も小さく、さら
に工業的に採用しやすい、トランス体のエチレン誘導体の製造方法によって製造されたエ
チレン誘導体を提供することができる。なお、本発明において単に「エチレン誘導体」と
いう場合には、特に断りのない限り、シス体とトランス体との混合物となっているエチレ
ン誘導体を指すものとする。
【００５１】
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より具体的には、本発明のエチレン誘導体は、触媒や溶媒を必要としない上記のトラン
ス体のエチレン誘導体の製造方法によって得られるので、環境調和型のクリーンな製造方
法によって得られたものとなり、また、反応時に触媒や溶媒等の他の成分を必要としない
ために得られるエチレン誘導体の純度が高くなりやすい。さらに、反応後の生成物と触媒
・溶媒との分離工程も省略できる製造方法によって得られるので経済的にも有利なものと
なる。上記のトランス体のエチレン誘導体の製造方法の応用範囲は広いために、様々な種
類のエチレン誘導体を得ることが可能となる。
【００５２】
また、上記のトランス体のエチレン誘導体の製造方法を用いるので、シス体のエチレン
誘導体からトランス体のエチレン誘導体への転化率が高くなり、トランス体のエチレン誘
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導体の含有量の高いエチレン誘導体を得ることができる。具体的には、本発明のエチレン
誘導体におけるトランス体のエチレン誘導体の含有量は、通常９０％以上、好ましくは９
５％以上となる。トランス体のエチレン誘導体の含有量を上記範囲とすれば、工業的に利
用価値及び付加価値の高いエチレン誘導体となる。なお、生成されるエチレン誘導体の性
状は、通常、固体である。
【００５３】
（製造装置）
本発明のトランス体のエチレン誘導体の製造装置は、反応器と、該反応器に二酸化炭素
を供給する供給装置と、前記反応器内部の温度と圧力とを制御して前記反応器内部を超臨
界二酸化炭素雰囲気に制御する制御部を有する制御装置と、を有する。これにより、簡便
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な装置構成で上記のトランス体のエチレン誘導体の製造方法が実施可能となるので、その
結果、簡便、高速、経済性が高く、環境に対する負荷も小さく、さらに工業的に採用しや
すい、トランス体のエチレン誘導体の製造装置を提供することができる。より具体的には
、トランス体のエチレン誘導体の製造装置は、触媒や溶媒を必要としないために環境調和
型のクリーンな製造装置となり、また、反応時に触媒や溶媒等の他の成分を必要としない
ために得られるエチレン誘導体の純度を高くしやすくなる。さらに、反応後の生成物と触
媒・溶媒との分離工程も省略できるので簡便で経済的にも有利なものとなる。こうしたト
ランス体のエチレン誘導体の製造装置の応用範囲は広く、様々なシス−トランス異性化反
応への適用が可能である。以下、こうした製造装置の一例について説明する。
【００５４】
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図１は、本発明のトランス体のエチレン誘導体の製造装置の一例を示す模式的な概念図
である。トランス体のエチレン誘導体の製造装置２０は、反応器１と、反応器１にアルゴ
ン又は二酸化炭素を供給する供給装置２と、反応器１内部の温度と圧力とを制御する制御
装置３と、を有する。
【００５５】
反応器１は、シス体を多く含有する原料のエチレン誘導体３０を封入し、上記で説明し
たシス−トランス異性化反応工程を行うために用いられるものである。このため、反応器
１は、反応の際の温度や圧力に耐え得るような材料で形成される。こうした材料としては
、例えば、ステンレス、ガラスを挙げることができる。強度の点からはステンレスを用い
ることが好ましいが、０．１ＭＰａ程度の圧力であればガラスを用いてもよい。こうした
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ガラスの反応器としては、通常のフラスコ等の一般的なガラス器具を挙げることができる
。このように、反応器１としては、従来公知のものを適宜用いることができ、製造するト
ランス体のエチレン誘導体の量に応じて反応器１の大きさも適宜調整すればよい。
【００５６】
供給装置２は、反応器１にアルゴン又は二酸化炭素を供給するものである。本発明のト
ランス体のエチレン誘導体の製造装置における供給装置は、反応器に少なくとも二酸化炭
素を供給するように構成されるが、供給装置２は、二酸化炭素に加えアルゴンも選択的に
供給できるように構成されている。
【００５７】
供給装置２は、アルゴンボンベ７及びアルゴンボンベ７から反応器１に接続される供給
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ライン９ａと、二酸化炭素ボンベ８及び二酸化炭素ボンベ８から反応器１に接続される供
給ライン９ｂ，９ｃと、供給ライン９ｂ，９ｃの間に配置されるポンプ１０と、反応器１
へのアルゴン又は二酸化炭素の供給の開始・停止をするためのバルブ１２ａ，１２ｂ，１
２ｃと、から構成されている。ポンプ１０は、液体の二酸化炭素を反応器１に送り込むた
めに用いられるものである。すなわち、二酸化炭素を高圧にするためには、図１中には図
示していないが、二酸化炭素ボンベ８から流出する二酸化炭素を冷却装置により冷却して
液化する。そして、この液体状の二酸化炭素をポンプ１０で反応器１に送り込むのである
。アルゴンボンベ７、二酸化炭素ボンベ８、供給ライン９ａ，９ｂ，９ｃ、ポンプ１０、
及びバルブ１２ａ，１２ｂ，１２ｃは、従来公知のものを適宜用いればよい。
【００５８】
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制御装置３は、反応器１内部の温度と圧力とを制御するためのものである。制御装置３
は、温度計４と、圧力計５と、オーブン６と、圧力調整ライン１３と、圧力調整バルブ１
４ａ，１４ｂと、図１には図示していない制御部と、から構成されている。制御部は、温
度計４及び圧力計５のデータをモニターしながら、オーブン６のｏｎ／ｏｆｆ、バルブ１
２ａ、１２ｂ、１２ｃの開閉、及び圧力調整バルブ１４ａ，１４ｂの開閉を制御し、少な
くとも反応器１内部を超臨界二酸化炭素雰囲気に制御する機能を有するものである。
【００５９】
制御装置３の動作を説明する。温度計４で温度が測定され、圧力計５で圧力が測定され
、測定されたこれらの温度データと圧力データとが制御部に入力され、制御部は、入力さ
れた温度データ及び圧力データと温度データの設定値（反応温度）及び圧力データの設定
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値（反応圧力）との差を検知し、必要に応じて、オーブン６のｏｎ／ｏｆｆ、バルブ１２
ａ、１２ｂ、１２ｃの開閉、及び圧力調整バルブ１４ａ，１４ｂの開閉を行い、シス−ト
ランス異性化反応工程における温度と圧力とを制御する。ここで、温度データの設定値（
反応温度）及び圧力データの設定値（反応圧力）を超臨界二酸化炭素雰囲気となる温度及
び圧力に設定しておけば、反応器１内部を超臨界二酸化炭素雰囲気に制御することができ
る。
【００６０】
制御装置３に用いられる、温度計４、圧力計５、オーブン６、圧力調整ライン１３、圧
力調整バルブ１４ａ，１４ｂ、及び制御部は、従来公知のものを適宜用いればよい。
【００６１】
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トランス体のエチレン誘導体の製造装置２０は、さらに攪拌装置を備える。攪拌装置は
、シス−トランス異性化反応工程において原料のエチレン誘導体３０を攪拌して、シス体
のエチレン誘導体からトランス体のエチレン誘導体への転化を促進するために用いられる
ものである。攪拌装置を用いることにより、シス−トランス異性化反応の際にシス体のエ
チレン誘導体が攪拌されるようになり反応効率を上げることができるので、その結果、よ
り工業的に用いやすいトランス体のエチレン誘導体の製造装置２０となる。
【００６２】
攪拌装置は、攪拌子１１から構成され、トランス体のエチレン誘導体の製造装置２０は
、さらに攪拌子１１を回転させるための回転部１５を有する。トランス体のエチレン誘導
体の製造装置２０においては、攪拌子１１はテフロン（登録商標）攪拌子が用いられ、回
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転部１５はマグネットスターラーが用いられている。攪拌子１１及び回転部１５は、従来
公知のものを適宜用いればよい。なお、回転装置としては、攪拌翼を用いるタイプのもの
を使用してもよい。
【００６３】
次に、トランス体のエチレン誘導体の製造装置２０を用いたシス−トランス異性化反応
工程の具体的な操作について説明する。まず、原料のエチレン誘導体３０を反応器１に封
入する。その後、用いる雰囲気がアルゴンである場合にはバルブ１２ａを開けて反応容器
１内をアルゴンで置換する。ここで、用いる雰囲気が臨界二酸化炭素である場合には、バ
ルブ１２ｂ，１２ｃを開けて二酸化炭素ボンベ８から二酸化炭素を流出させ、これを冷却
して液化したものをポンプ１０により反応器１内に送り込む。ここで、ポンプ１０で送り
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出した液体状の二酸化炭素は、供給ライン９ｃや反応器1内で再び暖められて気体状とな
り、これにより反応器１内が圧縮された二酸化炭素で置換される。次いで、オーブン６及
び攪拌装置を作動させて、原料のエチレン誘導体３０を攪拌しながら反応器１を反応温度
まで昇温する。そして、反応器１内の温度を温度計４で、反応器１内の圧力を圧力計５で
モニターしながら、反応器１を反応温度において所定の時間（反応時間）保持する。所望
の反応時間が経過した後、オーブン６及び攪拌装置を停止し、反応器１を冷却する。ここ
で、反応器１を冷水浴に浸すことにより冷却時間を短縮するような操作を行ってもよい。
そして、反応器１を冷却した後、反応器内のガスを例えば背圧バルブから放出し、反応し
た生成物を反応器１より取り出せばよい。以上を経てシス−トランス異性化反応工程が完
了する。
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【実施例】
【００６４】
次に、本発明を実施例により更に具体的に説明するが、本発明はその要旨を超えない限
り、以下の実施例の記載に限定されるものではない。
【００６５】
［実施例１］
以下に示す化合物１（シス−１，２−ジ（フェニルスルホニル）エチレン）と化合物２
（トランス−１，２−ジ（フェニルスルホニル）エチレン）との固体状の混合物を準備し
た。この混合物を核磁気共鳴分光法（１ＨＮＭＲ）で分析し、｛トランス体量（ｍｏｌ）
／（シス体量（ｍｏｌ）＋トランス体量（ｍｏｌ））｝×１００により計算される転化率
（％）を算出した。その結果、この混合物中の化合物１（シス体）と化合物２（トランス
体）との比率は、化合物１（シス体）：化合物２（トランス体）＝８４（％）：１６（％
）であった。なお、核磁気共鳴分光法は、ＢＲＵＫＥＲ社製のＶＮＭＲ５００を用い、測
定条件は、ＣＤＣｌ３中とした。
【００６６】
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【化４】
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【００６７】
【化５】
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【００６８】
（シス−トランス異性化反応工程）
次に、上記の混合物０．０５ｇを内容積５０ｍｌのステンレス製の反応器に導入し、反
応器内部をアルゴンで置換した。アルゴンの導入量は、反応器内部の圧力が大気圧（０．
１ＭＰａ）となるように調整した。反応器を所定の反応温度まで昇温するとともに、攪拌
子を回転させて反応させた。６０分後、反応器を冷水浴に浸すことにより反応を停止させ
、背圧バルブからガスを放出した後、反応器を開けて生成物を回収した。生成物も固体状
であった。薄層クロマトグラフィー（ＴＬＣ）による分析で、生成物が化合物１（シス体
）及び化合物２（トランス体）の混合物であることがわかった。ここで薄層クロマトグラ
フィー分析装置としては、メルク社製のＳｉｌｉｃａ
Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ

ｇｅｌ６０

30

Ｆ２５４，ＴＬＣ

Ｓｈｅｅｔｓを用い、ＣＨＣｌ３を展開溶媒とし測定した。

【００６９】
その後、生成物のシス−トランス比を、核磁気共鳴分光法（１ＨＮＭＲ）で分析し、転
化率（％）を再度算出した。ＮＭＲ分析の測定装置や測定条件は、上記で説明したものと
同様とした。
【００７０】
上記の実験を、反応温度を変化させて複数回行い、各反応温度における転化率（％）を
求めた。その結果を、表−１及び図２に示す。図２は、反応温度と転化率との関係を示す
グラフである。図中、横軸の
Ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ[％]
【００７１】

Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ[℃]
は転化率を表す。

は、反応温度を、縦軸の
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【表１】

10

【００７２】
表−１及び同図の結果から、アルゴンの気相中では、温度８０℃までは転化率がほぼ一
定で、ほとんど反応が進行しなかったが、温度９０℃から転化率が増大した。そして、温
度１００℃にて転化率は９０％以上となった。
【００７３】

20

［実施例２］
シス−トランス異性化反応工程において、反応器内部を二酸化炭素で置換したこと、二
酸化炭素の導入量を反応器内部の圧力が２０ＭＰａとなるように調整して超臨界二酸化炭
素中での反応としたこと、以外は実施例１と同様にして、反応温度と転化率の関係を調べ
た。結果を表−２及び図２に示す。同図中の「ｓｃ−ＣＯ２」は、超臨界二酸化炭素の雰
囲気下での反応であることを示す。表−２及び同図に示されるように、実施例１（アルゴ
ンの場合）と同様の結果となった。
【００７４】
【表２】
30
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【００７５】
[実施例３]
シス−トランス異性化反応工程において、反応器をガラス容器としたこと、反応温度を
１２０℃のみとしたこと、以外は実施例１と同様にして転化率を測定したところ、９１％
となった。この結果から、実施例１、２でのシス−トランス異性化反応がステンレスの触
媒作用によるものではないことがわかった。
【００７６】
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［比較例１］
シス−トランス異性化反応工程において、反応器内部を空気（大気）で置換したこと、
反応温度を１２０℃のみとしたこと、以外は実施例１と同様にしてシス−トランス異性化
反応を試みたところ、生成物の色が実施例１〜３の場合と異なり、酸化反応の進行が示唆
された。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明のトランス体のエチレン誘導体の製造装置の一例を示す模式的な概念図で
ある。
【図２】反応温度と転化率との関係を示すグラフである。
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【符号の説明】
【００７８】
１

反応器

２

供給装置

３

制御装置

４

温度計

５

圧力計

６

オーブン

７

アルゴンボンベ

８

二酸化炭素ボンベ

９（９ａ，９ｂ，９ｃ）
１０

ポンプ

１１

攪拌子

20
供給ライン

１２（１２ａ，１２ｂ，１２ｃ）
１３

バルブ

圧力調整ライン

１４（１４ａ，１４ｂ）

圧力調整バルブ

１５

回転部

２０

トランス体のエチレン誘導体の製造装置

３０

原料のエチレン誘導体

(17)
【図１】

【図２】
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