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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
１０〜１４個の、芳香環を構成する２つの炭素原子に結合する水素原子をそれぞれ、１つ
ずつ脱離させてなる２価芳香族炭化水素基のみからなる環状化合物の１個以上の前記２価
芳香族炭化水素基が、一般式（２）：
【化１】

［式中、Ｒはハロゲン原子、置換基を有していてもよいアリール基、アルコキシ基、ヒド
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ロキシ基、ボリル基、シリル基、又はアミノ基である。］
で示される基で置換された、官能基含有環状化合物。
【請求項２】
一般式（２）で示される基の数が１個であり、前記２価芳香族炭化水素基の数が９個以上
である、請求項１に記載の官能基含有環状化合物。
【請求項３】
前記Ｒがハロゲン原子である、請求項１又は２に記載の官能基含有環状化合物。
【請求項４】
請求項１〜３のいずれかに記載の官能基含有環状化合物の製造方法であって、
１個以上の一般式（２）で示される基と、
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３〜４個の一般式（１）：
【化２】

（式中、Ｒ１は同じか又は異なり、それぞれ水素原子、アルコキシアルキル基、アルカノ
イル基、シリル基、テトラヒドロピラニル基、アルキル基又はベンジル基である。）
で示される基と、
６個以上の、芳香環を構成する２つの炭素原子に結合する水素原子をそれぞれ、１つずつ
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脱離させてなる２価芳香族炭化水素基と、
のみからなる輪状の化合物が有するシクロヘキサン環部を、ベンゼン環に変換する工程を
備える、製造方法。
【請求項５】
さらに、官能基非含有化合物と官能基含有化合物とを反応させて前記輪状の化合物を得る
工程を備え、且つ、
前記官能基非含有化合物は、一般式（Ｉ）：
【化３】
20

［式中、Ｒ１は前記に同じ；Ｙは同じか又は異なり、それぞれハロゲン原子、又はボロン
酸若しくはそのエステル基である。］
で示される化合物、及び
一般式（ＩＩ）：
【化４】

30

［式中、Ｙは前記に同じである。］
で示される化合物
よりなる群から選ばれる１種の化合物、又は２種以上の化合物を反応させて得られる化合
物であり、
前記官能基含有化合物は、一般式（ＩＩＩ）：
【化５】
40
［式中、Ｒ及びＹは前記に同じである。］
で示される化合物、又は
前記一般式（ＩＩＩ）で示される化合物と少なくとも１個の前記官能基非含有化合物とを
反応させて得られる化合物である、
請求項４に記載の製造方法。
【請求項６】
前記官能基非含有化合物は、一般式（ＶＩＩ−１）：
Ｙ−Ｒ２−Ｙ
［式中、Ｒ２は、１〜３個の一般式（１）で示される構造単位と、２個以上の、芳香環を
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構成する２つの炭素原子に結合する水素原子をそれぞれ、１つずつ脱離させてなる２価芳
香族炭化水素基と、のみからなる２価の基；Ｙは前記に同じである。］
で示される化合物であり、
前記官能基含有化合物は、一般式（ＶＩＩ−２）：
Ｙ−Ｒ３−Ｙ
［式中、Ｒ３は、１個以上の一般式（２）で示される構造単位と、０〜２個の一般式（１
）で示される構造単位と、０個以上の、芳香環を構成する２つの炭素原子に結合する水素
原子をそれぞれ、１つずつ脱離させてなる２価芳香族炭化水素基と、のみからなる２価の
基；Ｙは前記に同じである。］
で示される化合物である、
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請求項５に記載の製造方法。
【請求項７】
１個以上の一般式（２）：
【化６】

［式中、Ｒはハロゲン原子、置換基を有していてもよいアリール基、アルコキシ基、ヒド
ロキシ基、ボリル基、シリル基、又はアミノ基である。］
で示される基と、
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３〜４個の一般式（１）：
【化７】

（式中、Ｒ１は同じか又は異なり、それぞれ水素原子、アルコキシアルキル基、アルカノ
イル基、シリル基、テトラヒドロピラニル基、アルキル基又はベンジル基である。）
で示される基と、
６個以上の、芳香環を構成する２つの炭素原子に結合する水素原子をそれぞれ、１つずつ
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脱離させてなる２価芳香族炭化水素基と、
のみからなる輪状の化合物。
【請求項８】
請求項７に記載の輪状の化合物の製造方法であって、
官能基非含有化合物と官能基含有化合物とを反応させて前記輪状の化合物を得る工程を備
え、且つ、
前記官能基非含有化合物は、一般式（Ｉ）：
【化８】
40

［式中、Ｒ１は前記に同じ；Ｙは同じか又は異なり、それぞれハロゲン原子、又はボロン
酸若しくはそのエステル基である。］
で示される化合物、及び
一般式（ＩＩ）：

(4)
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【化９】

［式中、Ｙは前記に同じである。］
で示される化合物
よりなる群から選ばれる１種の化合物、又は２種以上の化合物を反応させて得られる化合
物であり、
前記官能基含有化合物は、一般式（ＩＩＩ）：
【化１０】
10

［式中、Ｒ及びＹは前記に同じである。］
で示される化合物、又は
前記一般式（ＩＩＩ）で示される化合物と少なくとも１個の前記官能基非含有化合物とを
反応させて得られる化合物である、
製造方法。
【請求項９】
前記官能基非含有化合物は、一般式（ＶＩＩ−１）：
Ｙ−Ｒ２−Ｙ

20

［式中、Ｒ２は、１〜３個の一般式（１）で示される構造単位と、２個以上の、芳香環を
構成する２つの炭素原子に結合する水素原子をそれぞれ、１つずつ脱離させてなる２価芳
香族炭化水素基と、のみからなる２価の基；Ｙは前記に同じである。］
で示される化合物であり、
前記官能基含有化合物は、一般式（ＶＩＩ−２）：
Ｙ−Ｒ３−Ｙ
［式中、Ｒ３は、１個以上の一般式（２）で示される構造単位と、０〜２個の一般式（１
）で示される構造単位と、０個以上の、芳香環を構成する２つの炭素原子に結合する水素
原子をそれぞれ、１つずつ脱離させてなる２価芳香族炭化水素基と、のみからなる２価の
基；Ｙは前記に同じである。］

30

で示される化合物である、
請求項８に記載の製造方法。
【請求項１０】
９〜１３個の、芳香環を構成する２つの炭素原子に結合する水素原子をそれぞれ、１つず
つ脱離させてなる２価芳香族炭化水素基のみからなる環状化合物の製造方法であって、一
般式（ＩＶ）：
Ｘ−Ｒ４−Ｘ
［式中、Ｒ４は、３〜４個の一般式（１）：
【化１１】
40

（式中、Ｒ１は同じか又は異なり、それぞれ水素原子、アルコキシアルキル基、アルカノ
イル基、シリル基、テトラヒドロピラニル基、アルキル基又はベンジル基である。）
で示される構造単位と、６個以上の、芳香環を構成する２つの炭素原子に結合する水素原
子をそれぞれ、１つずつ脱離させてなる２価芳香族炭化水素基と、のみからなる２価の基
；Ｘは同じか又は異なり、それぞれハロゲン原子である。］
で示される鎖状化合物の末端原子同士を、分子内閉環反応により反応させて輪状の化合物
を得る工程
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を備える、製造方法。
【請求項１１】
１０〜１３個の、芳香環を構成する２つの炭素原子に結合する水素原子をそれぞれ、１つ
ずつ脱離させてなる２価芳香族炭化水素基のみからなる環状化合物の製造方法であって、
一般式（Ｖ−１）：
Ｙ−Ｒ５ａ−Ｙ
［式中、Ｒ５ａは、３個の一般式（１）：
【化１２】
10

（式中、Ｒ１は同じか又は異なり、それぞれ水素原子、アルコキシアルキル基、アルカノ
イル基、シリル基、テトラヒドロピラニル基、アルキル基又はベンジル基である。）
で示される構造単位と、６個以上の、芳香環を構成する２つの炭素原子に結合する水素原
子をそれぞれ、１つずつ脱離させてなる２価芳香族炭化水素基と、のみからなる２価の基
；Ｙは同じか又は異なり、それぞれハロゲン原子、又はボロン酸若しくはそのエステル基
である。］
で示される化合物と、
一般式（Ｖ−２）：
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Ｙ−Ｒ５ｂ−Ｙ
［式中、Ｒ５ｂは、１個以上の、芳香環を構成する２つの炭素原子に結合する水素原子を
それぞれ、１つずつ脱離させてなる２価芳香族炭化水素基のみからなる２価の基；Ｙは前
記に同じである。］
で示される化合物とを反応させて輪状の化合物を得る工程
を備える、製造方法。
【請求項１２】
９〜１３個の、芳香環を構成する２つの炭素原子に結合する水素原子をそれぞれ、１つず
つ脱離させてなる２価芳香族炭化水素基のみからなる環状化合物の製造方法であって、一
般式（ＶＩ−１）：
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６ａ

Ｙ−Ｒ

−Ｙ

６ａ

［式中、Ｒ

は、２個の一般式（１）：

【化１３】

（式中、Ｒ１は同じか又は異なり、それぞれ水素原子、アルコキシアルキル基、アルカノ
イル基、シリル基、テトラヒドロピラニル基、アルキル基又はベンジル基である。）
で示される構造単位と、４個以上の、芳香環を構成する２つの炭素原子に結合する水素原
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子をそれぞれ、１つずつ脱離させてなる２価芳香族炭化水素基と、のみからなる２価の基
；Ｙは同じか又は異なり、それぞれハロゲン原子、又はボロン酸若しくはそのエステル基
である。］
で示される化合物と、
一般式（ＶＩ−２）：
Ｙ−Ｒ６ｂ−Ｙ
［式中、Ｒ６ｂは、１個の一般式（１）で示される構造単位と、２個以上の、芳香環を構
成する２つの炭素原子に結合する水素原子をそれぞれ、１つずつ脱離させてなる２価芳香
族炭化水素基と、のみからなる２価の基；Ｙは前記に同じである。］
で示される化合物とを反応させて輪状の化合物を得る工程

50

(6)

JP 6449014 B2 2019.1.9

を備える、製造方法。
【請求項１３】
３〜４個の一般式（１）：
【化１４】

（式中、Ｒ１は同じか又は異なり、それぞれ水素原子、アルコキシアルキル基、アルカノ
イル基、シリル基、テトラヒドロピラニル基、アルキル基又はベンジル基である。）

10

で示される構造単位と、
６〜９個の、芳香環を構成する２つの炭素原子に結合する水素原子をそれぞれ、１つずつ
脱離させてなる２価芳香族炭化水素基と、
のみからなり、且つ、
一般式（１）で示される構造単位と前記２価芳香族炭化水素基とを合計で１０、１１又は
１３個有する、輪状の化合物。
【請求項１４】
請求項１３に記載の輪状の化合物の製造方法であって、
一般式（ＩＶ）：
Ｘ−Ｒ４−Ｘ
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４

［式中、Ｒ

は、３〜４個の一般式（１）：

【化１５】

（式中、Ｒ１は前記に同じである。）
で示される構造単位と、６個以上の、芳香環を構成する２つの炭素原子に結合する水素原
子をそれぞれ、１つずつ脱離させてなる２価芳香族炭化水素基と、のみからなる２価の基
；Ｘは同じか又は異なり、それぞれハロゲン原子である。］

30

で示される鎖状化合物の末端原子同士を、分子内閉環反応により反応させる工程
を備える、製造方法。
【請求項１５】
請求項１３に記載の輪状の化合物の製造方法であって、
一般式（Ｖ−１）：
Ｙ−Ｒ５ａ−Ｙ
［式中、Ｒ５ａは、３個の一般式（１）で示される構造単位と、６個以上の、芳香環を構
成する２つの炭素原子に結合する水素原子をそれぞれ、１つずつ脱離させてなる２価芳香
族炭化水素基と、のみからなる２価の基；Ｙは同じか又は異なり、それぞれハロゲン原子
、又はボロン酸若しくはそのエステル基である。］

40

で示される化合物と、
一般式（Ｖ−２）：
Ｙ−Ｒ５ｂ−Ｙ
［式中、Ｒ５ｂは、１個以上の、芳香環を構成する２つの炭素原子に結合する水素原子を
それぞれ、１つずつ脱離させてなる２価芳香族炭化水素基のみからなる２価の基；Ｙは前
記に同じである。］
で示される化合物とを反応させて輪状の化合物を得る工程
を備える、製造方法。
【請求項１６】
請求項１３に記載の輪状の化合物の製造方法であって、
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一般式（ＶＩ−１）：
Ｙ−Ｒ６ａ−Ｙ
［式中、Ｒ６ａは、２個の一般式（１）で示される構造単位と、４個以上の、芳香環を構
成する２つの炭素原子に結合する水素原子をそれぞれ、１つずつ脱離させてなる２価芳香
族炭化水素基と、のみからなる２価の基；Ｙは同じか又は異なり、それぞれハロゲン原子
、又はボロン酸若しくはそのエステル基である。］
で示される化合物と、
一般式（ＶＩ−２）：
Ｙ−Ｒ６ｂ−Ｙ
［式中、Ｒ６ｂは、１個の一般式（１）で示される構造単位と、２個以上の、芳香環を構

10

成する２つの炭素原子に結合する水素原子をそれぞれ、１つずつ脱離させてなる２価芳香
族炭化水素基と、のみからなる２価の基；Ｙは前記に同じである。］
で示される化合物とを反応させて輪状の化合物を得る工程
を備える、製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、官能基含有又は非含有環状化合物及びこれらの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】

20

従来、炭素原子を含むナノ構造体としては、２次元のグラフェンシートを筒状に巻いた
構造を有するカーボンナノチューブ、このカーボンナノチューブからなる輪状カーボンナ
ノチューブ等が知られている。
【０００３】
カーボンナノチューブは、機械的強度も極めて高く、高温にも耐えうること、そして、
電圧をかけると効率よく電子を放出する等の優れた性質を有していることから、化学分野
、電子工学分野、生命科学分野等の様々な分野への応用が期待されている。
【０００４】
カーボンナノチューブの製造方法としては、アーク放電法、レーザー・ファネス法及び
化学気相成長法等が知られている。しかし、これらの製造方法では、様々な太さと長さの

30

カーボンナノチューブが混合物という形でしか得られないという問題がある。
【０００５】
近年、カーボンナノチューブのように、炭素原子の連続的な結合により、一定以上の長
さを有する管状のナノ構造体ではなく、輪状のナノ構造体が検討されつつある。例えば、
シクロパラフェニレン（ＣＰＰ）は、ベンゼンをパラ位で環状につなげたシンプルで美し
い分子であり、近年、非常に特異な構造や性質を有することが明らかになってきている。
特に、このＣＰＰは、構成するベンゼン環の数によって径が異なり、その性質も異なり、
また、作り分けをすることができれば、異なる径を有するカーボンナノチューブへの展開
が期待されるため、ベンゼン環の数の異なるＣＰＰを完全に作り分けることが求められて
いる。しかしながら、ＣＰＰは、混合物として得る手法は知られているものの、選択合成

40

に成功した例は非常に少ない。
【０００６】
本発明者らは、シクロヘキサン環を屈曲部として用いた輪状のシクロパラフェニレン前
駆体として用いる手法により、様々なシクロパラフェニレン化合物の合成に成功した（特
許文献１〜２、非特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開第２０１１／０９９５８８号パンフレット
【特許文献２】国際公開第２０１１／１１１７１９号パンフレット
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【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Ｔａｋａｂａ，Ｈ．；Ｏｍａｃｈｉ，Ｈ．；Ｙａｍａｍｏｔｏ，Ｙ．；
Ｂｏｕｆｆａｒｄ，Ｊ．；Ｉｔａｍｉ，Ｋ．
．２００９，

４８，

Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．

Ｉｎｔ．

Ｅｄ

６１１２

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
しかしながら、上記手法により合成されたシクロパラフェニレン化合物は、９個、１２
個又は１４個以上のベンゼン環からなる化合物であり、１０個、１１個又は１３個のベン

10

ゼン環を有するシクロパラフェニレン化合物の合成方法はいまだ知られていない。しかも
、仮に偶然合成できたとしても少量に過ぎず、混合物としてしか得られず、これらの数の
ベンゼン環を有するシクロパラフェニレン化合物の選択合成はいまだなし得ていない。
【００１０】
また、上記のように、シクロパラフェニレン化合物は、非常に特異な構造や性質を有し
ているが、そこに官能基を導入して新たな機能を導入する試みはなされていない。このよ
うに、ＣＰＰの所望の箇所に官能基を導入するには、ＣＰＰのような対称性の高い分子に
おいては、等価な反応点が多数存在する（例えば、１２個のベンゼン環を有する［１２］
ＣＰＰの場合４８個もの等価な反応点が存在する）ため、数及び位置を制御した官能基の
導入は困難であるからである。

20

【００１１】
これらの点から、本発明では、今までに選択合成されていない１０個、１１個又は１３
個のベンゼン環を有するシクロパラフェニレン化合物を選択的に合成することを目的とす
る。また、今までに成功していない所望の箇所に官能基を導入したシクロパラフェニレン
化合物を合成することも目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
上記の課題に鑑み鋭意研究を重ねた結果、本発明者らは、様々な原料の組合せ及び様々
な反応を採用することにより、今までに合成されていない１０個、１１個又は１３個のベ
ンゼン環を有するシクロパラフェニレン化合物を混合物としてではなく純物質として、選

30

択的に合成できることを見出した。また、原料に官能基を導入しておき、これが反応しな
いように合成することで、所望の位置に官能基を導入したシクロパラフェニレン化合物を
合成できることを見出した。本発明は、このような知見に基づき、さらに研究を重ねた結
果、完成されたものである。すなわち、本発明は、以下の項１〜１６の環状化合物及びそ
の製造方法、並びに該環状化合物の製造原料として好適な化合物及びその製造方法を包含
する。
【００１３】
項１．１０個以上の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体
基からなる環状化合物の１個以上の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこ
れらの誘導体基が、一般式（２）：

40

【００１４】
【化１】

【００１５】
［式中、Ｒは置換基である。］
で示される基で置換された、官能基含有環状化合物。
【００１６】
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項２．一般式（２）で示される基の数が１個であり、２価芳香族炭化水素基若しくは２
価複素環式基又はこれらの誘導体基の数が９個以上である、項１に記載の官能基含有環状
化合物。
【００１７】
項３．前記Ｒがハロゲン原子である、項１又は２に記載の官能基含有環状化合物。
【００１８】
項４．項１〜３のいずれかに記載の官能基含有環状化合物の製造方法であって、
１個以上の一般式（２）で示される基と、
３〜４個の一般式（１）：
【００１９】
【化２】

10

【００２０】
（式中、Ｒ１は同じか又は異なり、それぞれ水素原子又は水酸基の保護基である。）
で示される基と、
６個以上の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基と、

20

からなる輪状の化合物が有するシクロヘキサン環部を、ベンゼン環に変換する工程
を備える、製造方法。
【００２１】
項５．さらに、官能基非含有化合物と官能基含有化合物とを反応させて前記輪状の化合
物を得る工程を備え、且つ、
前記官能基非含有化合物は、一般式（Ｉ）：
【００２２】
【化３】
30

【００２３】
［式中、Ｒ１は前記に同じ；Ｙは同じか又は異なり、それぞれハロゲン原子、又はボロン
酸若しくはそのエステル基である。］
で示される化合物、及び

40

一般式（ＩＩ）：
【００２４】
【化４】

【００２５】
［式中、Ｙは前記に同じである。］
で示される化合物
よりなる群から選ばれる１種の化合物、又は２種以上の化合物を反応させて得られる化合
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物であり、
前記官能基含有化合物は、一般式（ＩＩＩ）：
【００２６】
【化５】

【００２７】
［式中、Ｒ及びＹは前記に同じである。］

10

で示される化合物、又は
前記一般式（ＩＩＩ）で示される化合物と少なくとも１個の前記官能基非含有化合物とを
反応させて得られる化合物である、
項４に記載の製造方法。
【００２８】
項６．前記官能基非含有化合物は、一般式（ＶＩＩ−１）：
Ｙ−Ｒ２−Ｙ
［式中、Ｒ２は、１〜３個の一般式（１）で示される構造単位と、２個以上の２価芳香族
炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基と、からなる２価の基；Ｙは前
記に同じである。］

20

で示される化合物であり、
前記官能基含有化合物は、一般式（ＶＩＩ−２）：
Ｙ−Ｒ３−Ｙ
［式中、Ｒ３は、１個以上の一般式（２）で示される構造単位と、０〜２個の一般式（１
）で示される構造単位と、０個以上の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又は
これらの誘導体基と、からなる２価の基；Ｙは前記に同じである。］
で示される化合物である、
項５に記載の製造方法。
【００２９】
項７．１個以上の一般式（２）：

30

【００３０】
【化６】

【００３１】
［式中、Ｒは置換基である。］
で示される基と、
３〜４個の一般式（１）：

40

【００３２】
【化７】

【００３３】
（式中、Ｒ１は同じか又は異なり、それぞれ水素原子又は水酸基の保護基である。）
で示される基と、
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６個以上の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基と、
からなる輪状の化合物。
【００３４】
項８．項７に記載の輪状の化合物の製造方法であって、
官能基非含有化合物と官能基含有化合物とを反応させて前記輪状の化合物を得る工程を備
え、且つ、
前記官能基非含有化合物は、一般式（Ｉ）：
【００３５】
【化８】
10

【００３６】
［式中、Ｒ１は前記に同じ；Ｙは同じか又は異なり、それぞれハロゲン原子、又はボロン
酸若しくはそのエステル基である。］

20

で示される化合物、及び
一般式（ＩＩ）：
【００３７】
【化９】

【００３８】
［式中、Ｙは前記に同じである。］
で示される化合物

30

よりなる群から選ばれる１種の化合物、又は２種以上の化合物を反応させて得られる化合
物であり、
前記官能基含有化合物は、一般式（ＩＩＩ）：
【００３９】
【化１０】

【００４０】

40

［式中、Ｒ及びＹは前記に同じである。］
で示される化合物、又は
前記一般式（ＩＩＩ）で示される化合物と少なくとも１個の前記官能基非含有化合物とを
反応させて得られる化合物である、
製造方法。
【００４１】
項９．前記官能基非含有化合物は、一般式（ＶＩＩ−１）：
Ｙ−Ｒ２−Ｙ
［式中、Ｒ２は、１〜３個の一般式（１）で示される構造単位と、２個以上の２価芳香族
炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基と、からなる２価の基；Ｙは前
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記に同じである。］
で示される化合物であり、
前記官能基含有化合物は、一般式（ＶＩＩ−２）：
Ｙ−Ｒ３−Ｙ
［式中、Ｒ３は、１個以上の一般式（２）で示される構造単位と、０〜２個の一般式（１
）で示される構造単位と、０個以上の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又は
これらの誘導体基と、からなる２価の基；Ｙは前記に同じである。］
で示される化合物である、
項８に記載の製造方法。
【００４２】

10

項１０．９〜１３個の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導
体基からなる環状化合物の製造方法であって、
一般式（ＩＶ）：
Ｘ−Ｒ４−Ｘ
［式中、Ｒ４は、３〜４個の一般式（１）：
【００４３】
【化１１】

20

【００４４】
（式中、Ｒ１は同じか又は異なり、それぞれ水素原子又は水酸基の保護基である。）
で示される構造単位と、６個以上の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこ
れらの誘導体基と、からなる２価の基；Ｘは同じか又は異なり、それぞれハロゲン原子で
ある。］
で示される鎖状化合物の末端原子同士を、分子内閉環反応により反応させて輪状の化合物
を得る工程
を備える、製造方法。
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【００４５】
項１１．１０〜１３個の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘
導体基からなる環状化合物の製造方法であって、
一般式（Ｖ−１）：
Ｙ−Ｒ５ａ−Ｙ
［式中、Ｒ５ａは、３個の一般式（１）で示される構造単位と、６個以上の２価芳香族炭
化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基と、からなる２価の基；Ｙは同じ
か又は異なり、それぞれハロゲン原子、又はボロン酸若しくはそのエステル基である。］
で示される化合物と、
一般式（Ｖ−２）：

40

５ｂ

Ｙ−Ｒ

−Ｙ

［式中、Ｒ５ｂは、１個以上の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれら
の誘導体基からなる２価の基；Ｙは前記に同じである。］
で示される化合物とを反応させて輪状の化合物を得る工程
を備える、製造方法。
【００４６】
項１２．９〜１３個の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導
体基からなる環状化合物の製造方法であって、
一般式（ＶＩ−１）：
Ｙ−Ｒ６ａ−Ｙ
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［式中、Ｒ６ａは、２個の一般式（１）で示される構造単位と、４個以上の２価芳香族炭
化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基と、からなる２価の基；Ｙは同じ
か又は異なり、それぞれハロゲン原子、又はボロン酸若しくはそのエステル基である。］
で示される化合物と、
一般式（ＶＩ−２）：
Ｙ−Ｒ６ｂ−Ｙ
［式中、Ｒ６ｂは、１個の一般式（１）で示される構造単位と、２個以上の２価芳香族炭
化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基と、からなる２価の基；Ｙは前記
に同じである。］
で示される化合物とを反応させて輪状の化合物を得る工程

10

を備える、製造方法。
【００４７】
項１３．３〜４個の一般式（１）：
【００４８】
【化１２】

20
【００４９】
（式中、Ｒ１は同じか又は異なり、それぞれ水素原子又は水酸基の保護基である。）
で示される構造単位と、
６〜９個の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基と、
からなり、且つ、
一般式（１）で示される構造単位と２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこ
れらの誘導体基とを合計で１０、１１又は１３個有する、輪状の化合物。
【００５０】
項１４．項１３に記載の輪状の化合物の製造方法であって、
一般式（ＩＶ）：

30

４

Ｘ−Ｒ

−Ｘ

［式中、Ｒ４は、３〜４個の一般式（１）：
【００５１】
【化１３】

【００５２】

40

（式中、Ｒ１は前記に同じである。）
で示される構造単位と、６個以上の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこ
れらの誘導体基と、からなる２価の基；Ｘは同じか又は異なり、それぞれハロゲン原子で
ある。］
で示される鎖状化合物の末端原子同士を、分子内閉環反応により反応させる工程
を備える、製造方法。
【００５３】
項１５．項１３に記載の輪状の化合物の製造方法であって、
一般式（Ｖ−１）：
Ｙ−Ｒ５ａ−Ｙ
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［式中、Ｒ５ａは、３個の一般式（１）で示される構造単位と、６個以上の２価芳香族炭
化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基と、からなる２価の基；Ｙは同じ
か又は異なり、それぞれハロゲン原子、又はボロン酸若しくはそのエステル基である。］
で示される化合物と、
一般式（Ｖ−２）：
Ｙ−Ｒ５ｂ−Ｙ
［式中、Ｒ５ｂは、１個以上の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれら
の誘導体基からなる２価の基；Ｙは前記に同じである。］
で示される化合物とを反応させて輪状の化合物を得る工程
を備える、製造方法。

10

【００５４】
項１６．項１３に記載の輪状の化合物の製造方法であって、
一般式（ＶＩ−１）：
Ｙ−Ｒ６ａ−Ｙ
［式中、Ｒ６ａは、２個の一般式（１）で示される構造単位と、４個以上の２価芳香族炭
化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基と、からなる２価の基；Ｙは同じ
か又は異なり、それぞれハロゲン原子、又はボロン酸若しくはそのエステル基である。］
で示される化合物と、
一般式（ＶＩ−２）：
Ｙ−Ｒ６ｂ−Ｙ

20

６ｂ

［式中、Ｒ

は、１個の一般式（１）で示される構造単位と、２個以上の２価芳香族炭

化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基と、からなる２価の基；Ｙは前記
に同じである。］
で示される化合物とを反応させて輪状の化合物を得る工程
を備える、製造方法。
【発明の効果】
【００５５】
本発明によれば、２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基
（特に１，４−フェニレン基）の数を、９個以上であればどの数でも自在に変更した環状
化合物（特にシクロパラフェニレン化合物）を選択的に純物質として合成することが可能

30

である。このため、本発明により得られる環状化合物を、構成する数の違いにより生じる
径の違いにより、様々な電子材料、発光材料等に好適に用いることができる。
【００５６】
また、このように、様々な数の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれ
らの誘導体基（特に１，４−フェニレン基）を有する環状化合物（特に１，４−フェニレ
ン基）を選択的に純物質として合成可能であるため、２価芳香族炭化水素基若しくは２価
複素環式基又はこれらの誘導体基（特に１，４−フェニレン基）の数に応じた径を有する
カーボンナノチューブの合成材料として有用である。
【００５７】
さらに、本発明によれば、シクロパラフェニレン化合物のように対象性が高く、等価な

40

反応点を多数有する環状化合物の所望の箇所に所望の数だけ官能基を導入することが可能
である。
【発明を実施するための形態】
【００５８】
［１］環状化合物
本発明の環状化合物は、官能基が導入されていない環状化合物であり、１０、１１又は
１３個の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基からなる環
状化合物である。
【００５９】
このような化合物は、具体的には、一般式（Ａ）：
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【００６０】
【化１４】

【００６１】
［式中、Ａｒは同じか又は異なり、それぞれ２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式

10

基又はこれらの誘導体基；ｎは１０、１１又は１３である。］
で示される環状化合物である。
【００６２】
Ａｒは、２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基である。
つまり、Ａｒは芳香環及び複素環から選ばれる有機環を備える２価の基（以下、「２価の
有機環基」と言うこともある）であり、この有機環を構成する２つの炭素原子に結合する
水素原子をそれぞれ、１つずつ脱離させてなる基である。なお、各Ａｒは、同一でもよい
し異なっていてもよい。
【００６３】
芳香環としては、ベンゼン環だけでなく、複数のベンゼン環を縮合した環（ベンゼン縮

20

合環）、ベンゼン環と他の環を縮合させた環等も挙げられる（以下、複数のベンゼン環を
縮合した環及びベンゼン環と他の環を縮合させた環をまとめて、単に「縮合環」と言うこ
とがある）。上記縮合環としては、例えば、ペンタレン環、インデン環、ナフタレン環、
アントラセン環、テトラセン環、ペンタセン環、ピレン環、ペリレン環、トリフェニレン
環、アズレン環、ヘプタレン環、ビフェニレン環、インダセン環、アセナフチレン環、フ
ルオレン環、フェナレン環、フェナントレン環等が挙げられる。
【００６４】
複素環としては、例えば、窒素原子、酸素原子、ホウ素原子、リン原子、ケイ素原子及
び硫黄原子から選ばれる少なくとも１種の原子を有する複素環（具体的には、複素芳香環
又は複素脂肪族環、特に複素芳香環）が挙げられる。複素環の具体例としては、フラン環

30

、チオフェン環、ピロール環、シロール環、ボロール環、ホスホール環、オキサゾール環
、チアゾール環、ピリジン環、ピリダジン環、ピリミジン環、ピラジン環等が挙げられる
。また、これら同士又はこれらとベンゼン環、上記縮合環等との複素縮合環等（チエノチ
オフェン環、キノリン環等）も使用できる。
【００６５】
Ｒ

としては、上記の環のなかでも、２価の６員芳香環又は２価の６員複素芳香環を備

える基であって、パラ位に結合手を有する基が好ましい。
【００６６】
また、Ａｒを形成する有機環としては、単環又は縮合環が好ましく、単環がより好まし
い。

40

【００６７】
これらのなかでも、Ａｒは、好ましくはフェニレン基（特に１，４−フェニレン基）及
びナフチレン基（特に１，５−ナフチレン基又は２，６−ナフチレン基）であり、より好
ましくはフェニレン基（特に１，４−フェニレン基）である。
【００６８】
本発明の環状化合物においては、ｎ、つまり２価の有機環基の数は、１０、１１又は１
３個である。
【００６９】
環状化合物としては、例えば、１，４−フェニレン基からなる環状化合物であるシクロ
パラフェニレン化合物を例に取ると、上記した通り、従来の手法（特許文献１、２、非特
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許文献１）により、９個、１２個、又は１４個以上の１，４−フェニレン基からなるシク
ロパラフェニレン化合物を得ることが可能である。
【００７０】
本発明では、これらの９個、１２個、又は１４個以上の２価芳香族炭化水素基を有する
環状化合物も合成可能であるが、今まで選択的に純物質として合成できなかった、１０個
、１１個又は１３個の２価の有機環基を有する環状化合物を選択的に純物質として合成で
きる。つまり、本発明の環状化合物は、文献未記載の新規化合物である（つまり、選択的
に純物質として製造できるように記載された文献はない）。
【００７１】
また、本発明の環状化合物の大きさは、２価の有機環基（特に１，４−フェニレン基）

10

を１０個有する場合は直径１．３９ｎｍ程度、１１個有する場合は直径１．５１ｎｍ程度
、１３個有する場合は直径１．７９ｎｍ程度である。
【００７２】
また、本発明の環状化合物としては、全ての有機環基がフェニレン基（特に１，４−フ
ェニレン基）からなるシクロパラフェニレン化合物が好ましい。
【００７３】
また、本発明の環状化合物のうち、例えば、１，４−フェニレン基を１０、１１又は１
３個有するシクロパラフェニレン化合物は、下記一般式（Ａ１）：
【００７４】
【化１５】

20

【００７５】
に示される。
【００７６】
本発明の化合物は、統一された半径を有するカーボンナノチューブの合成材料（純粋合
成の材料）として有用であり、また、電子材料、発光材料等にも好適に用いることができ

30

る。この効果は、上記一般式（Ａ１）に示されるシクロパラフェニレン化合物のように、
全ての２価の有機環基が１，４−フェニレン其である場合に特に顕著である。
【００７７】
［２］環状化合物の製造方法
＜原料＞
本発明においては、原料として、一般式（Ｉ）：
【００７８】
【化１６】
40

【００７９】
［式中、Ｒ１は同じか又は異なり、それぞれ水素原子又は水酸基の保護基；Ｙは同じか又
は異なり、それぞれハロゲン原子、又はボロン酸若しくはそのエステル基である。］
で示される化合物、及び
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一般式（ＩＩ）：
【００８０】
【化１７】

【００８１】
［式中、Ｙは前記に同じである。］
で示される化合物
よりなる群から選ばれる１種の化合物、又は２種以上の化合物を反応させて得られる化合

10

物を原料として用いる。
【００８２】
より好ましくは、本発明の環状化合物の製造方法においては、一般式（Ｉａ）：
【００８３】
【化１８】

20

【００８４】
［式中、Ｒ１は前記に同じ；Ｘは同じか又は異なり、それぞれハロゲン原子である。］
で示される化合物、
一般式（Ｉｂ）：
【００８５】
【化１９】
30

【００８６】
［式中、Ｒ１は前記に同じ；Ｙ

は同じか又は異なり、それぞれボロン酸若しくはそのエ

ステル基である。］

40

で示される化合物、
一般式（ＩＩａ）：
【００８７】
【化２０】

【００８８】
［式中、Ｘは前記に同じである。］
で示される化合物、及び
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一般式（ＩＩｂ）：
【００８９】
【化２１】

【００９０】
［式中、Ｙ

は前記に同じである。］

で示される化合物
よりなる群から選ばれる１種の化合物、又は２種以上の化合物を反応させて得られる化合

10

物を用いて、環状化合物を製造することができる種々様々な化合物の組合せ及び反応を用
いることで、本発明の環状化合物を得ることができる。
【００９１】
フェニレン基を構成するベンゼン環は、一般に、剛直な平面構造である。一方、上記一
般式（Ｉ）で示される化合物が有するシクロヘキサン環は、１位及び４位の２箇所でベン
ゼン環と結合しており、このベンゼン環が、それぞれアキシアル、エクアトリアルの配置
にあるいす形配座による非直線構造（Ｌ字型形状）を有している。このため、一般式（Ｉ
）で示される化合物は、直線構造とは異なる非平面及び非直線構造にすることができる。
【００９２】
また、シクロヘキサン環には、上述のいす形配座以外に、舟形配座、ねじれ舟形配座等

20

による非平面構造のシクロヘキサン環もある。従って、種々の有機環基を適宜複数選択す
ることにより、様々な構造を有する化合物とすることも可能である。
【００９３】
例えば、一般式（Ｉ）で示される化合物が、いす形配座のシクロヘキシレン誘導体基を
１つのみ有していることから、一般式（Ｉ）で示される化合物は、１位及び４位の２箇所
でベンゼン環と結合しており、このベンゼン環が、それぞれアキシアル、エクアトリアル
の配置にあることにより、Ｌ字型の構造を有する化合物とすることができる。また、この
場合のＬ字形構造は、シクロヘキシレン誘導体基における折れ曲がった鋭角部分の角度（
以下、「内角」という）が、ほぼ９０度の構造となる。さらに、後述の一般式（５）で示
される化合物のように、いす型のシクロヘキサン環からなる有機環基を２つ有する場合に

30

は、内角がそれぞれ約９０度であるＵ字形構造とすることができる。さらに同様に、後述
の一般式（３）で示される化合物のように、いす型のシクロヘキサン環からなる有機環基
を３つ有する場合には、内角がそれぞれ約９０度であるＣ字形構造とすることができる。
【００９４】
Ｒ１は水素原子又は水酸基の保護基である。
【００９５】
水酸基の保護基としては、特に制限されるわけではないが、アルコキシアルキル基（例
えば、メトキシメチル基（−ＣＨ２−Ｏ−ＣＨ３、以下、「−ＭＯＭ」と表記する場合が
ある）等）、アルカノイル基（例えば、アセチル基、プロピオニル基等）、シリル基（例
えば、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、ｔ−ブチルジメチルシリル基等）、テ

40

トラヒドロピラニル基（ＴＨＰ）、アルキル基（例えばメチル基、エチル基、ｔ−ブチル
基等）、ベンジル基等が挙げられ、好ましくはアルコキシアルキル基、特にメトキシメチ
ル基である。
【００９６】
上記保護基（好ましくはアルコキシアルキル基、特にメトキシメチル基）は、アルコー
ル（水酸基）を形成する水素原子と置換されて、アルコールの保護基として機能する。
【００９７】
また、保護基のなかでも、メトキシメチル基は、例えば、保護基を形成させるアルコー
ルにクロロメチルメチルエーテル（Ｃｌ−ＣＨ２−Ｏ−ＣＨ３）を反応させること等によ
り得られる。
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【００９８】
また、Ｒ１は同一であっても異なっていてもよい。本発明の環状化合物においては、Ｒ
１

は、全てアルコキシアルキル基であることが好ましく、特に全てメトキシメチル基（−

ＣＨ２−Ｏ−ＣＨ３）であることが好ましい。
【００９９】
ハロゲン原子（Ｘ又はＹで表記）としては特に限定されない。具体的には、フッ素原子
、塩素原子、臭素原子及びヨウ素原子が挙げられる。本発明においては、臭素原子及びヨ
ウ素原子が好ましく、特に臭素原子が好ましい。また、Ｘ及びＹ（Ｙがハロゲン原子の場
合）は同一であっても異なっていてもよい。
10

【０１００】
ボロン酸若しくはそのエステル基（Ｙ又はＹ

で表記）としては、

【０１０１】
【化２２】

【０１０２】
［式中、Ｒ

は同じか又は異なり、それぞれ水素原子又は低級アルキル基（特に炭素数１

〜１０のアルキル基）であり、Ｒ

は互いに結合して、隣接する−Ｏ−Ｂ−Ｏ−とともに

20

環を形成してもよい。］
で示される基が好ましい。
【０１０３】
このボロン酸若しくはそのエステル基（Ｘ又はＹで表記）は同一であっても異なってい
てもよい。
【０１０４】
上記ボロン酸若しくはそのエステル基のＲ

は水素原子又はアルキル基である。このア

ルキル基の炭素数は１〜１０が好ましく、１〜８がより好ましく、１〜５がさらに好まし
い。また、上記式において、２つのＲ

は同一であっても異なっていてもよい。また、Ｒ

がアルキル基である場合には、それぞれのアルキル基を構成する炭素原子が、互いに結

30

合してホウ素原子及び酸素原子とともに環を形成してもよい。
【０１０５】
このようなボロン酸若しくはそのエステル基としては、例えば、
【０１０６】
【化２３】

40
【０１０７】
［上記式中、Ｒ

は同じか又は異なり、それぞれ水素原子又は低級アルキル基（特に炭素

数１〜１０のアルキル基）である。］
で示される基が挙げられる。これらの基とすることにより、本発明の環状化合物をより効
率的に得ることができる。
【０１０８】
上記化合物のうち、一般式（Ｉａ）で示される化合物は、例えば、
【０１０９】
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【化２４】

【０１１０】
に示される１，４−シクロヘキサンジオンと、
【０１１１】
【化２５】
10

【０１１２】
［式中、Ｘは前記に同じである。］
に示される化合物（以下、「芳香族ジハロゲン化合物」と言うこともある。）とを反応さ
せて得られる。
【０１１３】
また、芳香族ジハロゲン化合物としては、１位及び４位にハロゲン原子を有する化合物
であれば特に限定されない。具体的には、１，４−ジブロモベンゼン、１，４−ジヨード

20

ベンゼン、１−ブロモ−４−ヨードベンゼン等が挙げられる。
【０１１４】
この場合、芳香族ジハロゲン化合物の使用量は、１，４−シクロヘキサンジオン１モル
に対して、２．０〜１０モルが好ましく、２．３〜５．０モルがより好ましい。
【０１１５】
上記原料を用いた製造方法は特に限定されない。具体的には、芳香族ジハロゲン化合物
と有機アルカリ金属化合物とを反応させて、アルカリ金属原子とハロゲン原子との交換反
応により、芳香族ジハロゲン化合物の１つのハロゲン原子が、有機アルカリ金属化合物由
来の炭化水素基に交換された、ハロゲン原子と炭化水素基とを有する前駆化合物を得る。
次いで、この前駆化合物と１，４−シクロヘキサンジオンとを反応させて、求核付加反応

30

により製造する方法が挙げられる。この場合、芳香族ジハロゲン化合物としては、１，４
−ジブロモベンゼン、１，４−ジヨードベンゼン、１−ブロモ−４−ヨードベンゼン等が
好ましい。
【０１１６】
また、上記有機アルカリ金属化合物としては、有機リチウム化合物、有機ナトリウム化
合物等が挙げられ、特に有機リチウム化合物が好ましい。有機リチウム化合物としては、
例えば、有機モノリチウム化合物、有機ジリチウム化合物、有機ポリリチウム化合物等が
用いられる。
【０１１７】
上記有機リチウム化合物の具体例としては、エチルリチウム、ｎ−プロピルリチウム、

40

イソプロピルリチウム、ｎ−ブチルリチウム、ｓｅｃ−ブチルリチウム、ｔｅｒｔ−ブチ
ルリチウム、ペンチルリチウム、ヘキシルリチウム、シクロヘキシルリチウム、フェニル
リチウム、ヘキサメチレンジリチウム、シクロペンタジエニルリチウム、インデニルリチ
ウム、１，１−ジフェニル−ｎ−ヘキシルリチウム、１，１−ジフェニル−３−メチルペ
ンチルリチウム、リチウムナフタレン、ブタジエニルジリチウム、イソプロペニルジリチ
ウム、ｍ−ジイソプレニルジリチウム、１，３−フェニレン−ビス−（３−メチル−１−
フェニルペンチリデン）ビスリチウム、１，３−フェニレン−ビス−（３−メチル−１，
［４−メチルフェニル］ペンチリデン）ビスリチウム、１，３−フェニレン−ビス−（３
−メチル−１，［４−ドデシルフェニル］ペンチリデン）ビスリチウム、１，１，４，４
−テトラフェニル−１，４−ジリチオブタン、ポリブタジエニルリチウム、ポリイソプレ
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ニルリチウム、ポリスチレン−ブタジエニルリチウム、ポリスチレニルリチウム、ポリエ
チレニルリチウム、ポリ−１，３−シクロヘキサジエニルリチウム、ポリスチレン−１，
３−シクロヘキサジエニルリチウム、ポリブタジエン−１，３−シクロヘキサジエニルリ
チウム等が挙げられる。これらのうち、ｎ−ブチルリチウム等が好ましい。
【０１１８】
上記有機アルカリ金属化合物の使用量は、芳香族ジハロゲン化合物１モルに対して０．
８〜５モルが好ましく、０．９〜３．０がより好ましい。
【０１１９】
上記製造方法において、原料としては、芳香族ジハロゲン化合物として１，４−ジブロ
モベンゼンと、有機アルカリ金属化合物としてｎ−ブチルリチウムとの組合せが好ましい

10

。この場合、１，４−ジブロモベンゼン及びｎ−ブチルリチウムの反応（リチウム−ブロ
モ交換反応）によって、４−ブロモフェニルリチウムを生成させることができる。次いで
、この４−ブロモフェニルリチウムと、シクロヘキサン１，４−ジオンと、を求核付加反
応させることにより、
【０１２０】
【化２６】

20

【０１２１】
に示される化合物が得られる。
【０１２２】
また、上記反応においては、塩化リチウム、塩化セリウム等の金属塩化物を使用するこ
とができる。例えば、芳香族ジハロゲン化合物として１，４−ジブロモベンゼンを、有機
アルカリ金属化合物としてｎ−ブチルリチウムを用いる場合、ｎ−ブチルリチウム等の有

30

機リチウム反応剤によくある副反応として、４−ブロモフェニルリチウムが塩基として作
用してしまう（副反応）場合がある。これを抑える目的で、４−ブロモフェニルリチウム
と塩化セリウムから、上記反応系中で対応する４−ブロモフェニルセリウム反応剤（有機
セリウム反応剤）を調製することができる。この有機セリウム反応剤は、一般的に塩基性
が低いことから、上記の副反応が抑制できると考えられる。また、さらに、塩化リチウム
を使用することができる。この塩化リチウムは、例えば４−ブロモフェニルセリウム反応
剤の有機溶媒に対する溶解性を上げる効果があると考えられる。
【０１２３】
また、塩化リチウム及び塩化セリウム等の金属塩化物を用いる場合の使用量は、芳香族
ジハロゲン化合物（特に１，４−ジブロモベンゼン）に対して、それぞれ０．１〜１００

40

モル当量が好ましく、０．５〜２０モル当量がより好ましい。
【０１２４】
上記芳香族ジハロゲン化合物及び有機アルカリ金属化合物の反応は、通常、反応溶媒の
存在下で行われる。この反応溶媒としては、トルエン、キシレン、ベンゼン等の芳香族炭
化水素類；酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル類；ジエチルエーテル、テ
トラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジイソプロピルエーテル等の環状エ
ーテル類；塩化メチル、クロロホルム、ジクロロメタン、ジクロロエタン、ジブロモエタ
ン等のハロゲン化炭化水素類；アセトン、メチルエチルケトン等のケトン類；ジメチルホ
ルムアミド、ジメチルアセトアミド等のアミド類、アセトニトリル等のニトリル類；メタ
ノール、エタノール、イソプロピルアルコール等のアルコール類；ジメチルスルホキシド
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等が挙げられる。これらは、１種のみを用いてよいし、２種以上を組み合わせて用いても
よい。これらのうち、本発明では、環状エーテル類（テトラヒドロフラン等）が好ましい
。
【０１２５】
上記芳香族ジハロゲン化合物及び有機アルカリ金属化合物の反応温度は、通常、０℃以
上であり且つ上記反応溶媒の沸点温度以下である範囲から選択される。
【０１２６】
また、反応雰囲気は、特に限定されないが、好ましくは不活性ガス雰囲気であり、アル
ゴンガス雰囲気、窒素ガス雰囲気等とすることができる。なお、空気雰囲気とすることも
10

できる。
【０１２７】
上記反応工程の後、必要に応じて、精製工程を備えることができる。この精製工程にお
いて、溶媒（溶剤）除去、洗浄、クロマト分離等といった一般的な後処理に供することが
できる。
【０１２８】
この後、公知の方法で水酸基を保護してもよい。これにより、Ｒ１が保護基である、一
般式（Ｉａ）で示される化合物が得られる。保護基としては、上記例示したものが挙げら
れる。
【０１２９】
一般式（Ｉｂ）で示される化合物は、一般式（Ｉａ）で示される化合物の両末端のハロ

20

ゲン原子を、例えばホウ素化合物を用いたボリル化反応によりボロン酸若しくはそのエス
テル基に変換することで得られる。
【０１３０】
上記ホウ素化合物としては、具体的には、２−フェニル−１，３，２−ジオキサボリナ
ン、(４，４，５，５)−テトラメチル−１，３，２−ジオキサボロラン、４，４，４
４

，５，５，５

，５

−オクタメチル−２，２

ン］（ビスピナコラートジボロン）、５，５，５
，６

−テトラヒドロ−２，２

，

−ビ［１，３，２−ジオキサボロラ
，５

−テトラメチル−５，５

，６

−ビ［４Ｈ−１，３，２−ジオキサボリン］、１，１，

２，２−テトラヒドロキシ−１，２−ジボラエタン等が挙げられる。
30

【０１３１】
ホウ素化合物の使用量は、一般式（Ｉａ）で示される化合物１モルに対して１〜１０モ
ルが好ましく、１．５〜７モルがより好ましい。
【０１３２】
反応は、通常、触媒の存在下で行われ、好ましくはパラジウム系触媒が使用される。こ
のパラジウム系触媒としては、金属パラジウムをはじめ、有機化合物（高分子化合物を含
む）等の合成用触媒として公知のパラジウム化合物等が挙げられる。本発明においては、
鈴木−宮浦カップリング反応に使用されるパラジウム系触媒（パラジウム化合物）を用い
ることができる。具体的には、Ｐｄ（ＰＰｈ３）４（Ｐｈはフェニル基）、ＰｄＣｌ２（
ＰＰｈ３）２（Ｐｈはフェニル基）、Ｐｄ（ＯＡｃ）２（Ａｃはアセチル基）、トリス（
ジベンジリデンアセトン）二パラジウム（０）（Ｐｄ２（ｄｂａ）３）、トリス（ジベン

40

ジリデンアセトン）二パラジウム（０）クロロホルム錯体、ビス（ジベンジリデンアセト
ン）パラジウム（０）、ビス（トリｔ−ブチルホスフィノ）パラジウム（０）、及び（１
，１

−ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン）ジクロロパラジウム（ＩＩ）等が挙

げられる。本工程では、Ｐｄ２（ｄｂａ）３、Ｐｄ（ＰＰｈ３）４、（１，１

−ビス（

ジフェニルホスフィノ）フェロセン）ジクロロパラジウム（ＩＩ）等が好ましい。
【０１３３】
本工程でパラジウム系触媒を用いる場合、その使用量は、収率の観点から、原料の一般
式（Ｉａ）で示される化合物１モルに対して、通常、０．００１〜１モルが好ましく、０
．００５〜０．１モルがより好ましくい。
【０１３４】
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また、必要に応じて、上記パラジウム系触媒の中心元素であるパラジウム原子に配位し
得る、リン配位子を触媒とともに用いることができる。このリン配位子としては、例えば
、トリフェニルホスフィン、トリ−ｏ−トリルホスフィン、トリ−ｍ−トリルホスフィン
、トリ−ｐ−トリルホスフィン、トリス（２，６−ジメトキシフェニル）ホスフィン、ト
リス［２−（ジフェニルホスフィノ）エチル］ホスフィン、ビス（２−メトキシフェニル
）フェニルホスフィン、２−（ジ−ｔ−ブチルホスフィノ）ビフェニル、２−（ジシクロ
ヘキシルホスフィノ）ビフェニル、２−（ジフェニルホスフィノ）−２

−（Ｎ，Ｎ−ジ

メチルアミノ）ビフェニル、トリ−ｔ−ブチルホスフィン、ビス（ジフェニルホスフィノ
）メタン、１，２−ビス（ジフェニルホスフィノ）エタン、１，２−ビス（ジメチルホス
フィノ）エタン、１，３−ビス（ジフェニルホスフィノ）プロパン、１，４−ビス（ジフ

10

ェニルホスフィノ）ブタン、１，５−ビス（ジフェニルホスフィノ）ペンタン、１，６−
ビス（ジフェニルホスフィノ）ヘキサン、１，２−ビス（ジメチルホスフィノ）エタン、
１，１

−ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン、ビス（２−ジフェニルホスフィノ

エチル）フェニルホスフィン、２−（ジシクロヘキシルホスフィノ）−２
トキシ−１，１
−２

，４

，６

−ジメ

−ビフェニル（Ｓ−Ｐｈｏｓ）、２−（ジシクロヘキシルホスフィノ）

，６

−トリ−イソプロピル−１，１

−ビフェニル（Ｘ−Ｐｈｏｓ）、ビ

ス（２−ジフェニルホスフィノフェニル）エーテル（ＤＰＥＰｈｏｓ）等が挙げられる。
本工程では、２−（ジシクロヘキシルホスフィノ）−２
ピル−１，１

，４

，６

−トリ−イソプロ

−ビフェニル（Ｘ−Ｐｈｏｓ）等が好ましい。

【０１３５】

20

リン配位子を使用する場合、その使用量は、収率の観点から、原料の一般式（Ｉａ）で
示される化合物１モルに対して、通常、０．０１〜１．０モルが好ましく、０．０５〜０
．５モルがより好ましい。
【０１３６】
また、上記パラジウム系触媒に加えて、必要に応じて、塩基（ホウ素原子の活性化剤）
を使用することもできる。この塩基は、鈴木−宮浦カップリング反応において、ホウ素原
子上にアート錯体を形成し得る化合物であれば特に限定はされない。具体的には、フッ化
カリウム、フッ化セシウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ナトリウムメトキシド
、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウ
ム、炭酸銀、リン酸カリウム、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、酢酸カルシウム等が挙げ

30

られる。これらのうち、好ましくは、酢酸カリウム等である。この塩基の使用量は、原料
の一般式（Ｉａ）で示される化合物と、上記一般式（Ｉｂ）で示される化合物のうち少な
いほうの化合物１モルに対して、通常、０．１〜５．０モル程度が好ましく、０．５〜１
．０モルがより好ましい。
【０１３７】
また、反応は、通常、反応溶媒の存在下で行われる。この反応溶媒としては、トルエン
、キシレン、ベンゼン等の芳香族炭化水素類；酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル等の
エステル類；ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、
ジイソプロピルエーテル等の環状エーテル類；塩化メチル、クロロホルム、ジクロロメタ
ン、ジクロロエタン、ジブロモエタン等のハロゲン化炭化水素類；アセトン、メチルエチ

40

ルケトン等のケトン類；ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド等のアミド類、ア
セトニトリル等のニトリル類；メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール等のア
ルコール類；ジメチルスルホキシド等が挙げられる。これらは、１種のみを用いてよいし
、２種以上を組み合わせて用いてもよい。これらのうち、本発明では、ジメチルスルホキ
シド等が好ましい。
【０１３８】
反応温度は、通常、０℃以上であり且つ上記反応溶媒の沸点温度以下である範囲から選
択される。
【０１３９】
また、反応雰囲気は、特に限定されないが、好ましくは不活性ガス雰囲気であり、アル
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ゴンガス雰囲気、窒素ガス雰囲気等とすることができる。尚、空気雰囲気とすることもで
きる。
【０１４０】
なお、ホウ素化合物が環状のボロン酸エステル基を有する化合物である場合には、該ボ
ロン酸エステル基を有する化合物を製造してから加水分解し、ボロン酸基に変換してもよ
い。
【０１４１】
また、一般式（ＩＩ）で示される化合物としては、公知又は市販の化合物を用いること
ができる。
【０１４２】

10

原料として用いる化合物のうち、一般式（Ｉ）で示される化合物、一般式（ＩＩ）で示
される化合物の２種以上の化合物を反応させて得られる化合物は、例えば、一般式（３）
：
【０１４３】
【化２７】

20

【０１４４】
［式中、Ｒ１及びＹは前記に同じである。］
で示される化合物、
一般式（４）：

30

【０１４５】
【化２８】

40

【０１４６】
［式中、Ｒ１及びＹは前記に同じ；ｍ１は１以上の整数（特に１）である。］
で示される化合物、
一般式（５）：
【０１４７】
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【化２９】

【０１４８】
［式中、Ｒ１及びＹは前記に同じ；ｍ２は１以上の整数（好ましくは１）である。］

10

で示される化合物、
一般式（６）：
【０１４９】
【化３０】

20

【０１５０】
［式中、Ｒ１及びＹは前記に同じ；ｍ３は同じか又は異なり、それぞれ２以上の整数（好
ましくは２）である。］
で示される化合物等が挙げられる。
【０１５１】
一般式（３）で示される化合物
一般式（３）で示される化合物は、例えば、一般式（Ｉ）で示される化合物を用いた反
応により得ることができる。より具体的には、一般式（Ｉａ）で示される化合物と、一般

30

式（Ｉｂ）で示される化合物を用いて、一般式（Ｉａ）で示される化合物の末端のハロゲ
ン原子と、一般式（Ｉｂ）で示される化合物の末端のボロン酸若しくはそのエステル基と
を反応させて、三量体化することで、一般式（３）で示される化合物が得られる。
【０１５２】
【化３１】

40

【０１５３】
［式中、Ｒ１、Ｘ、Ｙ及びＹ

は前記に同じである。］

この反応では、シクロヘキサン環の屈曲部を利用して、Ｃ字型の鎖状化合物として、一
般式（３）で示される化合物を得ることができる。
【０１５４】
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上記一般式（Ｉａ）で示される化合物と、上記一般式（Ｉｂ）で示される化合物との反
応は、鈴木−宮浦カップリング反応を用いることが好ましい。鈴木・宮浦カップリング反
応は、炭素−炭素結合の反応であり、ハロゲン化アリール化合物と有機ホウ素化合物とを
カップリングさせる反応である。上記一般式（Ｉａ）で示される化合物はハロゲン原子を
有するハロゲン化アリール化合物であり、上記一般式（Ｉｂ）で示される化合物はボロン
酸若しくはそのエステル基を有する有機ホウ素化合物である。
【０１５５】
上記一般式（Ｉａ）で示される化合物と、上記一般式（Ｉｂ）で示される化合物との使
用量は、目的とする一般式（３）で示される化合物によって適宜調整することが好ましい
10

。
【０１５６】
より詳細には、一般式（３）で示される化合物の両末端をハロゲン原子とする場合には
一般式（Ｉａ）で示される化合物を過剰量とすることが好ましい。具体的には、一般式（
Ｉｂ）で示される化合物の使用量は、一般式（Ｉａ）で示される化合物１モルに対して、
０．０５〜０．２モルが好ましく、０．０７５〜０．１５モルがより好ましい。
【０１５７】
また、一般式（３）で示される化合物の両末端をボロン酸若しくはそのエステル基とす
る場合には一般式（Ｉｂ）で示される化合物を過剰量とすることが好ましい。具体的には
、一般式（Ｉｂ）で示される化合物の使用量は、一般式（Ｉａ）で示される化合物１モル

20

に対して、５〜２０モルが好ましく、７〜１５モルがより好ましい。
【０１５８】
上記の反応は、通常、触媒の存在下で行われ、好ましくはパラジウム系触媒が使用され
る。このパラジウム系触媒としては、金属パラジウムをはじめ、有機化合物（高分子化合
物を含む）等の合成用触媒として公知のパラジウム化合物等が挙げられる。本発明におい
ては、鈴木−宮浦カップリング反応に使用されるパラジウム系触媒（パラジウム化合物）
を用いることができる。具体的には、Ｐｄ（ＰＰｈ３）４（Ｐｈはフェニル基）、ＰｄＣ
ｌ２（ＰＰｈ３）２（Ｐｈはフェニル基）、Ｐｄ（ＯＡｃ）２（Ａｃはアセチル基）、ト
リス（ジベンジリデンアセトン）二パラジウム（０）（Ｐｄ２（ｄｂａ）３）、トリス（
ジベンジリデンアセトン）二パラジウム（０）クロロホルム錯体、ビス（ジベンジリデン
アセトン）パラジウム（０）、ビス（トリｔ−ブチルホスフィノ）パラジウム（０）、及
び（１，１

30

−ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン）ジクロロパラジウム（ＩＩ）

等が挙げられる。本工程では、Ｐｄ（ＰＰｈ３）４、Ｐｄ２（ｄｂａ）３等が好ましい。
【０１５９】
パラジウム系触媒を用いる場合、その使用量は、収率の観点から、原料の一般式（Ｉａ
）で示される化合物と、上記一般式（Ｉｂ）で示される化合物のうち少ないほうの化合物
１モルに対して、通常、０．００１〜１モルが好ましく、０．００５〜０．５モルがより
好ましい。
【０１６０】
また、必要に応じて、上記パラジウム系触媒の中心元素であるパラジウム原子に配位し
得る、リン配位子を触媒とともに用いることができる。このリン配位子としては、例えば

40

、トリフェニルホスフィン、トリ−ｏ−トリルホスフィン、トリ−ｍ−トリルホスフィン
、トリ−ｐ−トリルホスフィン、トリス（２，６−ジメトキシフェニル）ホスフィン、ト
リス［２−（ジフェニルホスフィノ）エチル］ホスフィン、ビス（２−メトキシフェニル
）フェニルホスフィン、２−（ジ−ｔ−ブチルホスフィノ）ビフェニル、２−（ジシクロ
ヘキシルホスフィノ）ビフェニル、２−（ジフェニルホスフィノ）−２

−（Ｎ，Ｎ−ジ

メチルアミノ）ビフェニル、トリ−ｔ−ブチルホスフィン、ビス（ジフェニルホスフィノ
）メタン、１，２−ビス（ジフェニルホスフィノ）エタン、１，２−ビス（ジメチルホス
フィノ）エタン、１，３−ビス（ジフェニルホスフィノ）プロパン、１，４−ビス（ジフ
ェニルホスフィノ）ブタン、１，５−ビス（ジフェニルホスフィノ）ペンタン、１，６−
ビス（ジフェニルホスフィノ）ヘキサン、１，２−ビス（ジメチルホスフィノ）エタン、
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−ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン、ビス（２−ジフェニルホスフィノ

エチル）フェニルホスフィン、２−（ジシクロヘキシルホスフィノ）−２
トキシ−１，１
−２

，４

，６

−ジメ

−ビフェニル（Ｓ−Ｐｈｏｓ）、２−（ジシクロヘキシルホスフィノ）

，６

−トリ−イソプロピル−１，１

−ビフェニル（Ｘ−Ｐｈｏｓ）、ビ

ス（２−ジフェニルホスフィノフェニル）エーテル（ＤＰＥＰｈｏｓ）等が挙げられる。
本工程では、２−（ジシクロヘキシルホスフィノ）−２
ピル−１，１

，４

，６

−トリ−イソプロ

−ビフェニル（Ｘ−Ｐｈｏｓ）等が好ましい。

【０１６１】
リン配位子を使用する場合、その使用量は、収率の観点から、原料の一般式（Ｉａ）で
示される化合物と、上記一般式（Ｉｂ）で示される化合物のうち少ないほうの化合物１モ

10

ルに対して、通常、０．０１〜１．０モルが好ましく、０．０５〜０．５モルがより好ま
しい。
【０１６２】
また、上記パラジウム系触媒に加えて、必要に応じて、塩基（ホウ素原子の活性化剤）
を使用することもできる。この塩基は、鈴木−宮浦カップリング反応において、ホウ素原
子上にアート錯体を形成し得る化合物であれば特に限定はされない。具体的には、フッ化
カリウム、フッ化セシウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ナトリウムメトキシド
、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウ
ム、炭酸銀、リン酸カリウム、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、酢酸カルシウム等が挙げ
られる。これらのうち、好ましくは、フッ化セシウム、炭酸セシウム、炭酸銀、リン酸カ

20

リウム等である。この塩基の使用量は、原料の一般式（Ｉａ）で示される化合物と、上記
一般式（Ｉｂ）で示される化合物のうち少ないほうの化合物１モルに対して、通常、０．
１〜５．０モル程度が好ましく、０．５〜４．０モルがより好ましい。
【０１６３】
また、反応は、通常、反応溶媒の存在下で行われる。この反応溶媒としては、トルエン
、キシレン、ベンゼン等の芳香族炭化水素類；酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル等の
エステル類；ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、
ジイソプロピルエーテル等の環状エーテル類；塩化メチル、クロロホルム、ジクロロメタ
ン、ジクロロエタン、ジブロモエタン等のハロゲン化炭化水素類；アセトン、メチルエチ
ルケトン等のケトン類；ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド等のアミド類、ア
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セトニトリル等のニトリル類；メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール等のア
ルコール類；ジメチルスルホキシド等が挙げられる。これらは、１種のみを用いてよいし
、２種以上を組み合わせて用いてもよい。これらのうち、本発明では、環状エーテル類（
テトラヒドロフラン等）が好ましい。
【０１６４】
反応温度は、通常、０℃以上であり且つ上記反応溶媒の沸点温度以下である範囲から選
択される。
【０１６５】
また、反応雰囲気は、特に限定されないが、好ましくは不活性ガス雰囲気であり、アル
ゴンガス雰囲気、窒素ガス雰囲気等とすることができる。空気雰囲気とすることもできる
。
【０１６６】
一般式（５）で示される化合物
一般式（５）で示される化合物は、例えば、一般式（Ｉ）で示される化合物及び一般式
（ＩＩ）で示される化合物を用いた反応により得ることができる。より具体的には、一般
式（Ｉａ）で示される化合物又は一般式（ＩＩａ）で示される化合物の末端のハロゲン原
子と、一般式（Ｉｂ）で示される化合物又は一般式（ＩＩｂ）で示される化合物の末端の
ボロン酸若しくはそのエステル基とを反応させて得られる。
【０１６７】
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【化３２】

10

【０１６８】
［式中、Ｒ１、Ｘ、Ｙ、Ｙ

及びｍ２は前記に同じである。］

この反応では、シクロヘキサン環の屈曲部を利用して、Ｕ字型の鎖状化合物として、一
般式（５）で示される化合物を得ることができる。
20

【０１６９】
上記一般式（Ｉ）で示される化合物と、上記一般式（ＩＩ）で示される化合物との反応
は、鈴木−宮浦カップリング反応を用いることが好ましい。つまり、一般式（Ｉａ）で示
される化合物と一般式（ＩＩｂ）で示される化合物とを反応させるか、一般式（Ｉｂ）で
示される化合物と一般式（ＩＩａ）で示される化合物とを反応させることが好ましい。
【０１７０】
また、この反応では一般式（Ｉ）で示される化合物を過剰量とすることが好ましい。具
体的には、一般式（ＩＩ）で示される化合物の使用量は、一般式（Ｉ）で示される化合物
１モルに対して、０．０５〜０．２モルが好ましく、０．０７５〜０．１５モルがより好
ましい。

30

【０１７１】
ここでは、通常、パラジウム系触媒が用いられる。このパラジウム系触媒としては、上
記説明したパラジウム系触媒を使用することができる。これらのうち、Ｐｄ（ＰＰｈ３）
４等が好ましい。

【０１７２】
上記パラジウム系触媒の使用量は、収率の観点から、原料の一般式（Ｉ）で示される化
合物１モルに対して、通常、０．０００１〜０．１モルが好ましく、０．０００５〜０．
０２モルがより好ましい。
【０１７３】
また、必要に応じて、上記パラジウム系触媒の中心元素であるパラジウム原子に配位し
得る、リン配位子を使用することができる。このリン配位子としては、上記説明したリン
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配位子を使用することができる。これらのうち、２−（ジシクロヘキシルホスフィノ）−
２

，４

，６

−トリ−イソプロピル−１，１

−ビフェニル（Ｘ−Ｐｈｏｓ）等が好

ましい。
【０１７４】
上記リン配位子を使用する場合、その使用量は、収率の観点から、原料の一般式（Ｉ）
で示される化合物１モルに対して、通常、０．００１〜１．０モルが好ましく、０．０１
〜０．８モルがより好ましい。
【０１７５】
上記パラジウム系触媒に加えて、塩基（ホウ素原子の活性化剤）を添加することが好ま
しい。この塩基は、上記説明した塩基を使用することができる。好ましくは、炭酸ナトリ
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ウム等である。この塩基（上記活性化剤）の使用量は、原料の一般式（Ｉ）で示される化
合物１モルに対して、通常、０．０１〜１０モルが好ましく、０．１〜５．０モルがより
好ましい。
【０１７６】
反応は、通常、反応溶媒の存在下で行われる。この反応溶媒としては、上記説明した反
応溶媒を使用することができる。これらのうち、本発明では、環状エーテル類（テトラヒ
ドロフラン等）が好ましい。また、水を含む系であってもよい。
【０１７７】
反応温度は、通常、０℃以上であり且つ上記反応溶媒の沸点温度以下である範囲から選
択される。

10

【０１７８】
また、反応雰囲気は、特に限定されないが、好ましくは不活性ガス雰囲気であり、アル
ゴンガス雰囲気、窒素ガス雰囲気等とすることができる。なお、空気雰囲気とすることも
できる。
【０１７９】
一般式（４）で示される化合物
一般式（４）で示される化合物は、上記のように一般式（５）：
【０１８０】
【化３３】
20

【０１８１】
［式中、Ｒ１、Ｙ及びｍ２は前記に同じである。］
で示される化合物を得た後、さらに一般式（５）で示される化合物の末端のハロゲン原子
又はボロン酸若しくはそのエステル基と、一般式（Ｉ）又は（ＩＩ）で示される化合物の
末端のハロゲン原子又はボロン酸若しくはそのエステル基を反応させることで得られる。
【０１８２】

30
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【化３４】

10

20

【０１８３】
［式中、Ｒ１、Ｙ、ｍ１及びｍ２は前記に同じである。］
この反応では、シクロヘキサン環の屈曲部を利用して、Ｃ字型の鎖状化合物として、一
般式（４）で示される化合物を得ることができる。
【０１８４】
上記一般式（５）で示される化合物と、上記一般式（Ｉ）で示される化合物との反応は
、鈴木−宮浦カップリング反応を用いることが好ましい。
30

【０１８５】
ここでは、一般式（Ｉ）で示される化合物を過剰量とすることが好ましい。具体的には
、一般式（Ｉ）で示される化合物の使用量は、一般式（５）で示される化合物１モルに対
して、５〜２０モルが好ましく、７〜１５モルがより好ましい。
【０１８６】
ここでは、通常、パラジウム系触媒が用いられる。このパラジウム系触媒としては、上
記説明したパラジウム系触媒を使用することができる。これらのうち、Ｐｄ（ＰＰｈ３）
４等が好ましい。

【０１８７】
上記パラジウム系触媒の使用量は、収率の観点から、原料の一般式（５）で示される化
合物１モルに対して、通常、０．００１〜１モルが好ましく、０．００５〜０．５モルが

40

より好ましい。
【０１８８】
また、必要に応じて、上記パラジウム系触媒の中心元素であるパラジウム原子に配位し
得る、リン配位子を使用することができる。このリン配位子としては、上記説明したリン
配位子を使用することができる。これらのうち、２−（ジシクロヘキシルホスフィノ）−
２

，４

，６

−トリ−イソプロピル−１，１

−ビフェニル（Ｘ−Ｐｈｏｓ）等が好

ましい。
【０１８９】
上記リン配位子を使用する場合、その使用量は、収率の観点から、原料の一般式（５）
で示される化合物１モルに対して、通常、０．００１〜１．０モルが好ましく、０．０１

50

(31)

JP 6449014 B2 2019.1.9

〜０．８モルがより好ましい。
【０１９０】
上記パラジウム系触媒に加えて、塩基（ホウ素原子の活性化剤）を添加することが好ま
しい。この塩基は、上記説明した塩基を使用することができる。好ましくは、炭酸ナトリ
ウム、炭酸銀等である。この塩基（上記活性化剤）の使用量は、原料の一般式（５）で示
される化合物１モルに対して、通常、０．０１〜１０モルが好ましく、０．１〜５．０モ
ルがより好ましい。
【０１９１】
反応は、通常、反応溶媒の存在下で行われる。この反応溶媒としては、上記説明した反
応溶媒を使用することができる。これらのうち、本発明では、芳香族炭化水素類（トルエ

10

ン等）が好ましい。また、水を含む系であってもよい。
【０１９２】
反応温度は、通常、０℃以上であり且つ上記反応溶媒の沸点温度以下である範囲から選
択される。
【０１９３】
また、反応雰囲気は、特に限定されないが、好ましくは不活性ガス雰囲気であり、アル
ゴンガス雰囲気、窒素ガス雰囲気等とすることができる。なお、空気雰囲気とすることも
できる。
【０１９４】
一般式（６）で示される化合物

20

一般式（６）で示される化合物は、例えば、一般式（Ｉ）で示される化合物及び一般式
（ＩＩ）で示される化合物を用いた反応により得ることができる。より具体的には、一般
式（Ｉａ）で示される化合物又は一般式（ＩＩａ）で示される化合物の末端のハロゲン原
子と、一般式（Ｉｂ）で示される化合物又は一般式（ＩＩｂ）で示される化合物の末端の
ボロン酸若しくはそのエステル基とを反応させて得られる。
【０１９５】
【化３５】

30

40

【０１９６】
［式中、Ｒ１、Ｘ、Ｙ、Ｙ

及びｍ３は前記に同じである。］

この反応では、シクロヘキサン環の屈曲部を利用して、Ｌ字型の鎖状化合物として、一
般式（６）で示される化合物を得ることができる。
【０１９７】
上記一般式（Ｉ）で示される化合物と、上記一般式（ＩＩ）で示される化合物との反応
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は、鈴木−宮浦カップリング反応を用いることが好ましい。つまり、一般式（Ｉａ）で示
される化合物と一般式（ＩＩｂ）で示される化合物とを反応させるか、一般式（Ｉｂ）で
示される化合物と一般式（ＩＩａ）で示される化合物とを反応させることが好ましい。
【０１９８】
ここでは、一般式（ＩＩ）で示される化合物を過剰量とすることが好ましい。具体的に
は、一般式（ＩＩ）で示される化合物の使用量は、一般式（Ｉ）で示される化合物１モル
に対して、５〜２０モルが好ましく、７〜１５モルがより好ましい。
【０１９９】
ここでは、通常、パラジウム系触媒が用いられる。このパラジウム系触媒としては、上
記説明したパラジウム系触媒を使用することができる。これらのうち、Ｐｄ（ＰＰｈ３）

10

４等が好ましい。

【０２００】
上記パラジウム系触媒の使用量は、収率の観点から、原料の一般式（Ｉ）で示される化
合物１モルに対して、通常、０．０００１〜０．５モルが好ましく、０．０００５〜０．
２モルがより好ましい。
【０２０１】
また、必要に応じて、上記パラジウム系触媒の中心元素であるパラジウム原子に配位し
得る、リン配位子を使用することができる。このリン配位子としては、上記説明したリン
配位子を使用することができる。これらのうち、２−（ジシクロヘキシルホスフィノ）−
２

，４

，６

−トリ−イソプロピル−１，１

−ビフェニル（Ｘ−Ｐｈｏｓ）等が好

20

ましい。
【０２０２】
上記リン配位子を使用する場合、その使用量は、収率の観点から、原料の一般式（Ｉ）
で示される化合物１モルに対して、通常、０．００１〜１．０モルが好ましく、０．０１
〜０．８モルがより好ましい。
【０２０３】
上記パラジウム系触媒に加えて、塩基（ホウ素原子の活性化剤）を添加することが好ま
しい。この塩基は、上記説明した塩基を使用することができる。好ましくは、炭酸銀等で
ある。この塩基（上記活性化剤）の使用量は、原料の一般式（Ｉ）で示される化合物１モ
ルに対して、通常、０．０１〜１０モルが好ましく、０．１〜５．０モルがより好ましい

30

。
【０２０４】
反応は、通常、反応溶媒の存在下で行われる。この反応溶媒としては、上記説明した反
応溶媒を使用することができる。これらのうち、本発明では、環状エーテル類（テトラヒ
ドロフラン等）が好ましい。
【０２０５】
反応温度は、通常、０℃以上であり且つ上記反応溶媒の沸点温度以下である範囲から選
択される。
【０２０６】
また、反応雰囲気は、特に限定されないが、好ましくは不活性ガス雰囲気であり、アル

40

ゴンガス雰囲気、窒素ガス雰囲気等とすることができる。なお、空気雰囲気とすることも
できる。
【０２０７】
＜第１の態様＞
本発明の第１の態様における環状化合物の製造方法は、９〜１３個（特に９個、１１個
又は１３個）の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基から
なる環状化合物の製造方法であって、
一般式（ＩＶ）：
Ｘ−Ｒ４−Ｘ
［式中、Ｒ４は、３〜４個の一般式（１）：
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【０２０８】
【化３６】

【０２０９】
（式中、Ｒ１は前記に同じである。）
で示される構造単位と、６個以上（特に６〜９個）の２価芳香族炭化水素基若しくは２価
複素環式基又はこれらの誘導体基と、からなる２価の基；Ｘは前記に同じである。］

10

で示される鎖状化合物の末端原子同士（特にハロゲン原子同士）を、分子内閉環反応によ
り反応させて輪状の化合物を得る工程
を備える。
【０２１０】
ここでは、一般式（ＩＶ）で示される化合物を、分子内閉環反応により輪状の化合物を
得る。なお、一般式（ＩＶ）で示される化合物は、上記説明した原料を用いて反応させる
ことにより得られる。
【０２１１】
一般式（ＩＶ）で示される化合物は、上記説明した化合物のなかでも、一般式（３）で
示される化合物、及び一般式（４）で示される化合物のうち両末端がハロゲン原子である

20

化合物を包含する概念である。そのため、一般式（ＩＶ）で示される化合物のうち、他の
化合物についても、一般式（３）で示される化合物、及び一般式（４）で示される化合物
のうち両末端がハロゲン原子である化合物と同様の方法により得ることができる。
【０２１２】
ここでは、上記一般式（ＩＶ）で示される化合物の末端原子同士が結合して輪状の化合
物が形成される。一般式（ＩＶ）で示される化合物は、２つのハロゲン原子を有しており
、ニッケル化合物を用いることにより、そのハロゲン原子同士を結合させ、分子内閉環反
応を起こさせることができる。
【０２１３】
この工程において、一般式（ＩＶ）で示される化合物が有する環の数がそのまま本発明

30

の環状化合物が有する環の数となる。このことから、一般式（ＩＶ）で示される化合物を
好適に選択することにより、連結する２価の有機環基の個数を自在に設計することができ
、所望の数の２価の有機環基が連続的に結合してなる輪状構造の化合物からなる環状化合
物を、短工程で効率良く製造することができる。
【０２１４】
分子内閉環反応においては、ニッケル化合物が用いられる。このニッケル化合物として
は、特に限定されないが、０価のＮｉの塩又は２価のＮｉの塩が好ましい。これらは、１
種単独であるいは２種以上を組み合わせて用いることができる。これらの錯体は、試薬と
して投入するもの及び反応中で生成するものの両方を意味する。
【０２１５】
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上記０価のＮｉの塩としては、特に制限されないが、ビス（１，５−シクロオクタジエ
ン）ニッケル（０）、ビス（トリフェニルホスフィン）ニッケルジカルボニル、ニッケル
カルボニル等が挙げられる。
【０２１６】
また、上記２価のＮｉの塩としては、酢酸ニッケル（ＩＩ）、トリフルオロ酢酸ニッケ
ル（ＩＩ）、硝酸ニッケル（ＩＩ）、塩化ニッケル（ＩＩ）、臭化ニッケル（ＩＩ）、ニ
ッケル（ＩＩ）アセチルアセトナート、過塩素酸ニッケル（ＩＩ）、クエン酸ニッケル（
ＩＩ）、シュウ酸ニッケル（ＩＩ）、シクロヘキサン酪酸ニッケル（ＩＩ）、安息香酸ニ
ッケル（ＩＩ）、ステアリン酸ニッケル（ＩＩ）、ステアリン酸ニッケル（ＩＩ）、スル
ファミンニッケル（ＩＩ）、炭酸ニッケル（ＩＩ）、チオシアン酸ニッケル（ＩＩ）、ト
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リフルオロメタンスルホン酸ニッケル（ＩＩ）、ビス（１，５−シクロオクタジエン）ニ
ッケル（ＩＩ）、ビス（４−ジエチルアミノジチオベンジル）ニッケル（ＩＩ）、シアン
化ニッケル（ＩＩ）、フッ化ニッケル（ＩＩ）、ホウ化ニッケル（ＩＩ）、ホウ酸ニッケ
ル（ＩＩ）、次亜リン酸ニッケル（ＩＩ）、硫酸アンモニウムニッケル（ＩＩ）、水酸化
ニッケル（ＩＩ）、シクロペンタジエニルニッケル（ＩＩ）、及びこれらの水和物、並び
にこれらの混合物等が挙げられる。
【０２１７】
０価のＮｉの塩及び２価のＮｉの塩としては、配位子を事前に配位させた化合物を使用
してもよい。
10

【０２１８】
上記ニッケル化合物の使用量は、使用する原料によって異なるが、通常、原料の一般式
（ＩＶ）で示される化合物１モルに対して、通常、試薬として投入するニッケル化合物の
量が０．０１〜５０モル、好ましくは０．１〜１０モルである。
【０２１９】
ニッケル化合物とともに、ニッケル（ニッケル原子）に配位し得る配位子を用いること
ができる。この配位子としては、例えば、カルボン酸系、アミド系、ホスフィン系、オキ
シム系、スルホン酸系、１，３−ジケトン系、シッフ塩基系、オキサゾリン系、ジアミン
系、一酸化炭素、カルベン系の配位子等が挙げられる。これらは、１種単独であるいは２
種以上を組み合わせて用いることができる。上記配位子における配位原子は窒素原子、リ
ン原子、酸素原子、硫黄原子等であり、これらの配位子には配位原子を１箇所のみ有する

20

単座配位子と２箇所以上を有する多座配位子がある。また、一酸化炭素、カルベン系に関
しては、炭素原子を配位原子とする配位子である。
【０２２０】
上記単座の配位子としては、トリフェニルホスフィン、トリメトキシホスフィン、トリ
エチルホスフィン、トリ（ｉ−プロピル）ホスフィン、トリ（ｔｅｒｔ−ブチル）ホスフ
ィン、トリ（ｎ−ブチル）ホスフィン、トリ（イソプロポキシ）ホスフィン、トリ（シク
ロペンチル）ホスフィン、トリ（シクロヘキシル）ホスフィン、トリ（オルト−トルイル
）ホスフィン、トリ（メシチル）ホスフィン、トリ（フェノキシ）ホスフィン、トリ−（
２−フリル）ホスフィン、ビス（ｐ−スルホナートフェニル）フェニルホスフィンカリウ
ム、ジ（ｔｅｒｔ−ブチル）メチルホスフィン、メチルジフェニルホスフィン、ジメチル

30

フェニルホスフィン、トリエチルアミン、ピリジン等が挙げられる。
【０２２１】
上記二座の配位子としては、２，２

−ビピリジン、４，４

ビピリジン、フェナントロリン、２，２

−（ｔｅｒｔ−ブチル）

−ビピリミジル、１，４−ジアザビシクロ［２

，２，２］オクタン、２−（ジメチルアミノ）エタノール、テトラメチルエチレンジアミ
ン、Ｎ，Ｎ−ジメチルエチレンジアミン、Ｎ，Ｎ

−ジメチルエチレンジアミン、２−ア

ミノメチルピリジン、又は（ＮＥ）−Ｎ−（ピリジン−２−イルメチリデン）アニリン、
１，１

−ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン、１，１

−ビス（ｔｅｒｔ−ブチ

ル）フェロセン、ジフェニルホスフィノメタン、１，２−ビス（ジフェニルホスフィノ）
エタン、１，３−ビス（ジフェニルホスフィノ）プロパン、１，５−ビス（ジフェニルホ

40

スフィノ）ペンタン、１，２−ビス（ジペンタフルオロフェニルホスフィノ）エタン、１
，２−ビス（ジシクロヘキシルホスフィノ）エタン、１，３−（ジシクロヘキシルホスフ
ィノ）プロパン、１，２−ビス（ジ−ｔｅｒｔ−ブチルホスフィノ）エタン、１，３−ビ
ス（ジ−ｔｅｒｔ−ブチルホスフィノ）プロパン、１，２−ビス（ジフェニルホスフィノ
）ベンゼン、１，５−シクロオクタジエン、２，２
１，１

−ビナフチル（ＢＩＮＡＰ）、２，２

−ビス（ジフェニルホスフィノ）−

−ジメチル−６，６

−ビス（ジフェニ

ルホスフィノ）ビフェニル（ＢＩＰＨＥＭＰ）、１，２−ビス（ジフェニルホスフィノ）
プロパン（ＰＲＯＰＨＯＳ）、２，３−Ｏ−イソプロピリデン−２，３−ジヒドロキシ−
１，４−ビス（ジフェニルホスフィノ）ブタン（ＤＩＯＰ）、３，４−ビス（ジフェニル
ホスフィノ）−１−ベンジルピロリジン（ＤＥＧＵＰＨＯＳ）、１，２−ビス［（２−メ
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トキシフェニル）フェニルホスフィノ］エタン（ＤＩＰＡＭＰ）、置換−１，２−ビスホ
スホラノベンゼン（ＤｕＰＨＯＳ）、５，６−ビス−（ジフェニルホスフィノ）−２−ノ
ルボルネン（ＮＯＲＰＨＯＳ）、Ｎ，Ｎ

−ビス（ジフェニルホスフィノ）−Ｎ，Ｎ

−

ビス（１−フェニルエチル）エチレンジアミン（ＰＮＮＰ）、２，４−ビス（ジフェニル
ホスフィノ）ペンタン（ＳＫＥＷＰＨＯＳ）、１−［１

，２−ビス（ジフェニルホスフ

ィノ）フェロセニル］エチレンジアミン（ＢＰＰＦＡ）、２，２
，７，７

，８，８

−ビス（ジシクロヘキ

シルホスフィノ）−５，５

，６，６

−オクタヒドロ−１，１

−ビナフチル、（（４，４

−ビ−１，３−ベンゾジオキソール）−５、５

−ジイル）

ビス（ジフェニルホスフィン）（ＳＥＧＰＨＯＳ）、２，３−ビス（ジフェニルホスフィ
ノ）ブタン（ＣＨＩＲＡＰＨＯＳ）、１−［２−（２置換ホスフィノ）フェロセニル］エ

10

チル−２置換ホスフィン（ＪＯＳＩＰＨＯＳ）等、及びこれらの混合物が挙げられる。
【０２２２】
また、上記ＢＩＮＡＰとしては、ＢＩＮＡＰの誘導体も含まれ、具体例としては、２，
２

−ビス（ジフェニルホスフィノ）−１，１

−ビナフチル、２，２

−ビス（ジ−ｐ

−トリルホスフィノ）−１，１

−ビナフチル、２，２

−ビス（ジ−ｐ−第３級ブチル

フェニルホスフィノ）−１，１

−ビナフチル、２，２

−ビス（ジ−ｍ−トリルホスフ

ィノ）−１，１

−ビナフチル、２，２

−ビス（ジ−３，５−ジメチルフェニルホスフ

ィノ）−１，１

−ビナフチル、２，２

−ビス（ジ−ｐ−メトキシフェニルホスフィノ

）−１，１

−ビナフチル、２，２

−ビナフチル、２，２

−ビス（ジシクロペンチルホスフィノ）−１，１

−ビス（ジシクロヘキシルホスフィノ）−１，１

、２−ジ（β−ナフチル）ホスフィノ−２
チル、２−ジフェニルホスフィノ−２
ィノ−１，１

−ビナフチル

−ジフェニルホスフィノ−１，１

20

−ビナフ

−ジ（ｐ−トリフルオロメチルフェニル）ホスフ

−ビナフチル等が挙げられる。

【０２２３】
また、上記ＢＩＰＨＥＭＰとしては、ＢＩＰＨＥＭＰの誘導体も含まれ、具体例として
は、２，２

−ジメチル−６，６

−ビス（ジフェニルホスフィノ−１，１

ル、２，２

−ジメチル−６，６

−ビス（ジシクロヘキシルホスフィノ）−１，１

ビフェニル、２，２

−ジメチル−４，４

（ジフェニルホスフィノ）−１，１
−６，６
，３

−ビス（ジメチルアミノ）−６，６

−ビフェニル、２，２

−ビス（ジフェニルホスフィノ）−１，１

キシ−６，６
ニル、２，２

，４，４

，４，４

−ビフェニル、２，２

ニルホスフィノ）−１，１

−ジメトキシ−６，６
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，３

−ビフェ

−ビス（ジフ

−ジメチル−６，６

−ビス（ジ

−ジメチル−６，６

−ビ

−ビフェニル、２，２

，４

ス（ジ−ｐ−第３級ブチルフェニルホスフィノ）−１，１
−テトラメチル−３，３

−ジメト

−ビフェニル、２，２

ジメトキシ−６，６

−ビフェニル、２，２

−ｐ−トリルホスフィノ）−１，１
，４

−テトラメチル

−ビス（ジフェニルホスフィノ）−１，１

−テトラメチル−３，３

ェニルホスフィノ）−１，１

−

−ビス

−ビフェニル、２，２

−ビス（ジフェニルホスフィノ）−１，１

−テトラメトキシ−６，６

−ビフェニ

−ビス（ジ−ｐ−メトキシフェ

−ビフェニル等が挙げられる。

【０２２４】
上記配位子を使用する場合、その使用量は、原料の一般式（ＩＶ）で示される化合物１

40

モルに対して、通常、０．０１〜５０モル、好ましくは０．１〜１０モルである。
【０２２５】
反応は、通常、反応溶媒の存在下で行われる。この反応溶媒としては、上記説明した反
応溶媒を使用することができる。これらのうち、本発明では、環状エーテル類（テトラヒ
ドロフラン等）が好ましい。
【０２２６】
反応溶媒を使用する場合、原料の濃度は種々調整することが好ましいが、原料の濃度を
高くしすぎないことが好ましい。具体的には、一般式（ＩＶ）で示される化合物の濃度は
、０．１〜５ｍｍｏｌ／Ｌが好ましく、０．２〜３ｍｏｌ／Ｌがより好ましい。
【０２２７】
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反応温度は、通常、０℃以上であり且つ上記反応溶媒の沸点温度以下である範囲から選
択される。
【０２２８】
また、反応雰囲気は、特に限定されないが、好ましくは不活性ガス雰囲気であり、アル
ゴンガス雰囲気、窒素ガス雰囲気等とすることができる。なお、空気雰囲気とすることも
できる。
【０２２９】
これにより、輪状の化合物が得られる。原料として、一般式（３）で示される化合物の
うち両末端がハロゲン原子である化合物を使用した場合には、一般式（ａ１）：
【０２３０】
【化３７】

10

20
【０２３１】
［式中、Ｒ１は前記に同じである。］
で示される化合物が得られる。
【０２３２】
また、原料として、一般式（４）で示される化合物のうち両末端がハロゲン原子でｍ１
が１である化合物を使用した場合には、一般式（ａ２）：
【０２３３】
【化３８】
30

40

【０２３４】
［式中、Ｒ１は前記に同じである。］
で示される化合物が得られる。
【０２３５】
また、同様の方法により、一般式（ａ３）：
【０２３６】

(37)
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【化３９】

10

【０２３７】
［式中、Ｒ１は前記に同じである。］
で示される化合物等も得られる。
【０２３８】
＜第２の態様＞
本発明の第２の態様における環状化合物の製造方法は、１０〜１３個（特に１０個）の
２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基からなる環状化合物

20

の製造方法であって、
一般式（Ｖ−１）：
Ｙ−Ｒ５ａ−Ｙ
［式中、Ｒ５ａは、３個の一般式（１）で示される構造単位と、６個以上（特に６〜９個
）の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基と、からなる２
価の基；Ｙは同じか又は異なり、それぞれハロゲン原子、又はボロン酸若しくはそのエス
テル基である。］
で示される化合物と、
一般式（Ｖ−２）：
Ｙ−Ｒ５ｂ−Ｙ

30

５ｂ

［式中、Ｒ

は、１個以上（特に１〜４個）の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素

環式基又はこれらの誘導体基からなる２価の基；Ｙは前記に同じである。］
で示される化合物とを反応させて輪状の化合物を得る工程か、
一般式（ＶＩ−１）：
Ｙ−Ｒ６ａ−Ｙ
［式中、Ｒ６ａは、２個の一般式（１）で示される構造単位と、４個以上（特に４〜８個
）の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基と、からなる２
価の基；Ｙは同じか又は異なり、それぞれハロゲン原子、又はボロン酸若しくはそのエス
テル基である。］
で示される化合物と、

40

一般式（ＶＩ−２）：
Ｙ−Ｒ６ｂ−Ｙ
［式中、Ｒ６ｂは、１個の一般式（１）で示される構造単位と、２個以上（特に２〜６個
）の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基と、からなる２
価の基；Ｙは前記に同じである。］
で示される化合物とを反応させて輪状の化合物を得る工程
を備える。
【０２３９】
つまり、上記一般式（Ｖ−１）で示される化合物と一般式（Ｖ−２）で示される化合物
との反応、又は一般式（ＶＩ−１）で示される化合物と一般式（ＶＩ−２）で示される化

50

(38)

JP 6449014 B2 2019.1.9

合物との反応により、輪状の化合物を得る。
【０２４０】
一般式（Ｖ−１）で示される化合物は、一般式（３）で示される化合物を包含し、一般
式（Ｖ−２）で示される化合物は、一般式（ＩＩ）で示される化合物を包含する。
【０２４１】
このことから、一般式（Ｖ−１）で示される化合物と一般式（Ｖ−２）で示される化合
物との反応、具体的には、例えば、以下の反応：
【０２４２】
【化４０】
10

20
【０２４３】
［式中、Ｒ１及びＹは前記に同じである。］
により輪状の化合物が得られる。
【０２４４】
また、一般式（ＶＩ−１）で示される化合物は、一般式（５）で示される化合物を包含
し、一般式（ＶＩ−２）で示される化合物は、一般式（Ｉ）又は一般式（６）で示される
化合物を包含する。
【０２４５】
このことから、一般式（ＶＩ−１）で示される化合物と一般式（ＶＩ−２）で示される
化合物との反応、具体的には、例えば、以下の反応：
【０２４６】
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【化４１】

10

20
【０２４７】
［式中、Ｒ１及びＹは前記に同じである。］
により輪状の化合物が得られる。
【０２４８】
従来の手法では、シクロヘキサン環の角度を利用して明らかに略長方形又は略三角形の
形状の輪状の化合物を合成できる組合せを用いる方法のみが知られていたが、本発明では
、上記のように、いびつな形状の輪状化合物が得られると考えられる組合せであっても採
用できる。これにより、様々な環の数を有する環状化合物の合成が可能となる。
【０２４９】

30

ここでは、上記の反応のみに限られず、様々な一般式（Ｖ−１）で示される化合物と一
般式（Ｖ−２）で示される化合物の組合せ、一般式（ＶＩ−１）で示される化合物と一般
式（ＶＩ−２）で示される化合物の組合せが採用し得る。
【０２５０】
上記反応は、鈴木−宮浦カップリング反応を用いることが好ましい。つまり、一般式（
Ｖ−１）で示される化合物と一般式（Ｖ−２）で示される化合物の片方の化合物の両末端
をハロゲン原子、もう片方の化合物の両末端をボロン酸若しくはそのエステル基とするこ
とが好ましい。また、一般式（ＶＩ−１）で示される化合物と一般式（ＶＩ−２）で示さ
れる化合物の片方の化合物の両末端をハロゲン原子、もう片方の化合物の両末端をボロン
酸若しくはそのエステル基とすることが好ましい。

40

【０２５１】
一般式（Ｖ−２）で示される化合物の使用量は、一般式（Ｖ−１）で示される化合物１
モルに対して、０．０１〜５．０モルが好ましく、０．０５〜３．０モルがより好ましい
。同様に、一般式（ＶＩ−２）で示される化合物の使用量は、一般式（ＶＩ−１）で示さ
れる化合物１モルに対して、０．０１〜５．０モルが好ましく、０．０５〜３．０モルが
より好ましい。
【０２５２】
ここでは、通常、パラジウム系触媒が用いられる。このパラジウム系触媒としては、上
記説明したパラジウム系触媒を使用することができる。これらのうち、Ｐｄ（ＯＡｃ）２
（Ａｃはアセチル基）、ビス（ジベンジリデンアセトン）パラジウム（０）、ビス（トリ
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ｔ−ブチルホスフィノ）パラジウム（０）等が好ましい。
【０２５３】
上記パラジウム系触媒の使用量は、収率の観点から、原料の一般式（Ｖ−１）で示され
る化合物又は一般式（ＶＩ−１）で示される化合物１モルに対して、通常、０．０００１
〜１．０モルが好ましく、０．０００５〜０．５モルがより好ましい。
【０２５４】
また、必要に応じて、上記パラジウム系触媒の中心元素であるパラジウム原子に配位し
得る、リン配位子を使用することができる。このリン配位子としては、上記説明したリン
配位子を使用することができる。これらのうち、２−（ジシクロヘキシルホスフィノ）−
２

，４

，６

−トリ−イソプロピル−１，１

−ビフェニル（Ｘ−Ｐｈｏｓ）等が好

10

ましい。
【０２５５】
上記リン配位子を使用する場合、その使用量は、収率の観点から、原料の一般式（Ｖ−
１）で示される化合物又は一般式（ＶＩ−１）で示される化合物１モルに対して、通常、
０．００１〜１．０モルが好ましく、０．０１〜０．８モルがより好ましい。
【０２５６】
上記パラジウム系触媒に加えて、塩基（ホウ素原子の活性化剤）を添加することが好ま
しい。この塩基は、上記説明した塩基を使用することができる。好ましくは、水酸化ナト
リウム、リン酸カリウム等である。この塩基（上記活性化剤）の使用量は、原料の一般式
（Ｖ−１）で示される化合物又は一般式（ＶＩ−１）で示される化合物１モルに対して、

20

通常、０．０１〜１０モルが好ましく、０．１〜５．０モルがより好ましい。
【０２５７】
反応は、通常、反応溶媒の存在下で行われる。この反応溶媒としては、上記説明した反
応溶媒を使用することができる。これらのうち、本発明では、環状エーテル類（ジオキサ
ン等）が好ましい。また、水を含む系としてもよい。
【０２５８】
反応溶媒を使用する場合、原料の濃度は種々調整することが好ましいが、原料の濃度を
高くしすぎないことが好ましい。例えば、一般式（３）で示される化合物と一般式（ＩＩ
）で示される化合物とを反応させる場合には、一般式（３）で示される化合物の濃度は、
０．１〜５ｍｍｏｌ／Ｌが好ましく、０．２〜３ｍｏｌ／Ｌがより好ましい。また、同様

30

に、一般式（５ａ）で示される化合物と一般式（Ｉ）で示される化合物とを反応させる場
合には、一般式（５ａ）で示される化合物の濃度は、０．１〜５ｍｍｏｌ／Ｌが好ましく
、０．２〜３ｍｏｌ／Ｌがより好ましい。
【０２５９】
反応温度は、通常、０℃以上であり且つ上記反応溶媒の沸点温度以下である範囲から選
択される。
【０２６０】
また、反応雰囲気は、特に限定されないが、好ましくは不活性ガス雰囲気であり、アル
ゴンガス雰囲気、窒素ガス雰囲気等とすることができる。なお、空気雰囲気とすることも
できる。

40

【０２６１】
このようにして得られる輪状の化合物は、３〜４個の一般式（１）：
【０２６２】
【化４２】

【０２６３】
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［式中、Ｒ１は前記に同じである。］
で示される構造単位と、
６〜９個の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基と、
からなり、且つ、
一般式（１）で示される構造単位と２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこ
れらの誘導体基とを合計で１０、１１又は１３個有する、輪状の化合物である。
【０２６４】
＜シクロヘキサン環のベンゼン化＞
上記のようにして輪状の化合物を得た後、シクロヘキサン環部をベンゼン環に変換する
ことにより、本発明の環状化合物が得られる。

10

【０２６５】
例えば、一般的な酸化反応を施せばよい。その具体例としては、例えば、酸の存在下、
輪状の化合物を加熱する（酸処理する）方法の他、酸素存在下（空気雰囲気、酸素雰囲気
等）加熱する方法、キノン類、金属酸化剤等と反応させる方法等も挙げられる。これによ
り、通常、脱水素反応等が適用され、輪状の化合物が有するシクロヘキサン環部を、ベン
ゼン環に化学変化（芳香化）させて、環状化合物を合成することができる。即ち、変換前
の輪状の化合物が有する、シクロヘキサン環部におけるＯＲ１も脱離され、且つ脱水素反
応も進行して、環状化合物が得られる。
【０２６６】
上記酸処理を行う場合、その具体的な方法等は、特に限定されないが、例えば、以下の

20

方法等が好ましい。
（Ａ）輪状の化合物と酸とを溶媒に溶解させた後、得られた溶液を加熱して反応させる方
法。
（Ｂ）輪状の化合物を溶媒に溶解させた後、得られた溶液と酸とを混合して得られた混合
物を加熱して反応させる方法。
【０２６７】
なお、上記変換工程を行う場合、無溶媒による酸処理とすることもできる。
【０２６８】
上記酸は、特に限定されないが、触媒等に使用される強酸が好ましい。例えば、硫酸、
メタンスルホン酸、パラトルエンスルホン酸、タングストリン酸、タングストケイ酸、モ

30

リブドリン酸、モリブドケイ酸、三フッ化ホウ素エチラート、四塩化スズ等が挙げられる
。これらは、１種単独であるいは２種以上を組み合わせて用いることができる。
【０２６９】
また、上記酸の使用量は、製造条件等により異なるが、上記（Ａ）の方法の場合、輪状
の化合物１モルに対して、０．０１〜１００モルが好ましく、０．５〜５０モルがより好
ましく、１〜２０モルがさらに好ましい。
【０２７０】
また、上記（Ｂ）の方法の場合、上記酸の使用量は、輪状の化合物１モルに対して、０
．０１〜１００モルが好ましく、０．５〜５０モルがより好ましく、１〜２０モルがさら
に好ましい。

40

【０２７１】
また、酸処理の反応に用いられる溶媒は、非極性溶媒であっても極性溶媒であってもよ
い。例えば、ヘキサン、ヘプタン、オクタン等のアルカン類；塩化メチレン、クロロホル
ム、四塩化炭素、塩化エチレン等のハロアルカン類；ベンゼン、トルエン、キシレン、メ
シチレン、ペンタメチルベンゼン等のベンゼン類；クロルベンゼン、ブロムベンゼン等の
ハロベンゼン類；ジエチルエーテル、アニソール等のエーテル類；ジメチルスルホキシド
等が挙げられる。上記溶媒は、１種単独であるいは２種以上を組み合わせて用いることが
できる。溶媒を用いる場合において、原材料から環状化合物に至るまでの反応中間体が、
使用した１の溶媒に対して低い溶解性となることがあり、この場合、他の溶媒を、予め、
又は反応の途中から、添加しておいてもよい。
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【０２７２】
上記（Ａ）〜（Ｂ）における加熱温度は、特に制限されないが、通常、５０℃以上であ
り、好ましくは８０℃以上であり、より好ましくは１００℃以上であり、更に好ましくは
１２０℃以上である。溶媒を用いる場合は、上記溶媒の沸点温度以下の範囲から選択され
る。
【０２７３】
加熱手段としては、オイルバス、アルミブロック恒温槽、ヒートガン、バーナー、マイ
クロ波の照射等が挙げられる。マイクロ波を照射する場合には、マイクロ波反応に使用さ
れる公知のマイクロ波反応装置を用いることができる。加熱の際には還流冷却を併用して
もよい。

10

【０２７４】
また、上記酸処理における反応雰囲気は、特に限定されないが、好ましくは不活性ガス
雰囲気であり、アルゴンガス雰囲気、窒素ガス雰囲気等とすることができる。なお、空気
雰囲気とすることもできる。
【０２７５】
さらに、上記のようにして環状化合物を得た後に、必要に応じて、精製工程を備えるこ
とができる。即ち、溶媒（溶剤）除去（溶媒を使用した場合）、洗浄、クロマト分離等と
いった一般的な後処理に供することができる。特に得られる勘定化合物は、通常、アモル
ファス（非結晶）であるので、従来から公知の有機化合物の再結晶法を利用して、結晶化
させることができる。結晶化物においては、再結晶操作において用いた有機溶媒が、分子

20

を構成する輪の内部に包含されることがある。
【０２７６】
［３］官能基含有環状化合物
本発明の官能基含有有機化合物は、１０個以上（特に１０〜１４個、さらに１０、１２
又は１４個）の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基から
なる環状化合物の１個以上の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの
誘導体基が、一般式（２）：
【０２７７】
【化４３】
30

【０２７８】
［式中、Ｒは置換基である。］
で示される基で置換されている。
【０２７９】
特に、一般式（２）で示される基を１個、２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式
基又はこれらの誘導体基を９個以上（特に９〜１３個、さらに９、１１、１３個）有する
ことが好ましい。

40

【０２８０】
２価芳香族炭化水素基及び２価複素環式基は、上記説明したとおりである。
【０２８１】
また、Ｒで示される置換基としては、炭化水素のみの環状化合物では付与できない機能
を付与できる官能基が好ましく、例えば、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原
子、ヨウ素原子等）；炭素数１〜６のアルキル基、炭素数１〜１２のアルコキシ基等の置
換基を有していてもよいアリール基（４−メトキシフェニル基等）、炭素数１〜１２のア
ルコキシ基、ヒドロキシ基、ボリル基、シリル基、アミノ基等が挙げられる。これらのな
かでも、ハロゲン原子が好ましい。また、後述の本発明の製造方法においては、製造原料
の時点で官能基を導入しているが、このように、製造原料の時点から導入し、製造工程の
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途中で特に反応点となりにくい点から塩素原子がより好ましい。
【０２８２】
具体的には、一般式（１）で示される化合物が１個、２価芳香族炭化水素基若しくは２
価複素環式基又はこれらの誘導体基が９、１１又は１３個である化合物は、下記一般式（
Ｂ１）：
【０２８３】
【化４４】

10

【０２８４】
［式中、Ｒは前記に同じである。］
に示される。
【０２８５】
本発明においては、例えば、ベンゼン環の数が１２個のシクロパラフェニレン化合物の
場合には等価な反応点が４８個も存在するため、所望の箇所に官能基を導入することは困
難であったが、後述の本発明の製造方法によれば、所望の箇所に所望の数だけ官能基を導

20

入することが可能である。
【０２８６】
［４］官能基含有環状化合物の製造方法
本発明の官能基含有環状化合物の製造方法は、１０個以上の２価芳香族炭化水素基若し
くは２価複素環式基又はこれらの誘導体基からなる環状化合物の１個以上の２価芳香族炭
化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基が、一般式（２）：
【０２８７】
【化４５】
30

【０２８８】
［式中、Ｒは前記に同じである。］
で示される基で置換された、官能基含有環状化合物の製造方法であって、
１個以上（特に１〜４個、さらに１個）の一般式（２）で示される基と、
３〜４個の一般式（１）：
【０２８９】
【化４６】
40

【０２９０】
［式中、Ｒ１は前記に同じである。］
で示される基と、
６個以上の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基と、
からなる輪状の化合物が有するシクロヘキサン環部を、ベンゼン環に変換する工程
を備える。
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【０２９１】
また、この輪状の化合物は、官能基非含有化合物と、官能基含有化合物とを反応させて
得られる。官能基非含有化合物としては、好ましくは、一般式（ＶＩＩ−１）：
Ｙ−Ｒ２−Ｙ
［式中、Ｒ２は、１〜３個の一般式（１）で示される構造単位と、２個以上（特に２〜６
個）の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基と、からなる
２価の基；Ｙは前記に同じである。］
で示される化合物である。
【０２９２】
この官能基非含有化合物としては、上記「［２］環状化合物の製造方法」で原料として

10

説明した化合物が挙げられる。具体的には、一般式（Ｉ）で示される化合物の他、一般式
（３）〜（６）で示される化合物等が挙げられる。
【０２９３】
一方、官能基含有化合物は、一般式（ＶＩＩ−２）：
Ｙ−Ｒ３−Ｙ
［式中、Ｒ３は、１個以上の一般式（２）で示される構造単位と、０〜２個の一般式（１
）で示される構造単位と、０個以上の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又は
これらの誘導体基と、からなる２価の基；Ｙは前記に同じである。］
で示される化合物である。
20

【０２９４】
詳細には、一般式（ＩＩＩ）：
【０２９５】
【化４７】

【０２９６】
［式中、Ｒ及びＹは前記に同じである。］
で示される化合物、又は

30

前記一般式（ＩＩＩ）で示される化合物と少なくとも１個の前記官能基非含有化合物とを
反応させて得られる化合物である。
【０２９７】
一般式（ＩＩＩ）で示される化合物と少なくとも１個の前記官能基非含有化合物とを反
応させて得られる化合物としては、具体的には、
一般式（５

）：

【０２９８】
【化４８】
40

【０２９９】
［式中、Ｒ、Ｒ１及びＹは前記に同じ；ｍ２

は１以上の整数（好ましくは１）である。

］
で示される化合物
等が挙げられる。
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【０３００】
一般式（５

）で示される化合物は、上記説明した一般式（５）で示される化合物と同

様の方法を用いて、一般式（ＩＩ）で示される化合物の代わりに一般式（ＩＩＩ）で示さ
れる化合物を用いて合成することができる。具体的には、以下のとおりである。
【０３０１】
一般式（５

）で示される化合物

一般式（５

）で示される化合物は、例えば、一般式（Ｉ）で示される化合物及び一般

式（ＩＩＩ）で示される化合物を用いた反応により得ることができる。より具体的には、
一般式（Ｉａ）で示される化合物の末端のハロゲン原子と、一般式一般式（ＩＩＩａ）で
示される化合物の末端のボロン酸若しくはそのエステル基とを反応させて得られる。

10

【０３０２】
【化４９】

20

【０３０３】
［式中、Ｒ、Ｒ１、Ｘ、Ｙ、Ｙ

及びｍ２

は前記に同じである。］

30

この反応では、シクロヘキサン環の屈曲部を利用して、Ｕ字型の鎖状化合物として、一
般式（５

）で示される化合物を得ることができる。

【０３０４】
上記一般式（Ｉ）で示される化合物と、上記一般式（ＩＩＩ）で示される化合物との反
応は、鈴木−宮浦カップリング反応を用いることが好ましい。
【０３０５】
つまり、一般式（Ｉａ）で示される化合物と一般式（ＩＩＩａ）で示される化合物とを
反応させるか、一般式（Ｉｂ）で示される化合物と一般式（ＩＩＩｂ）で示される化合物
とを反応させることが好ましい。一般式（Ｉａ）で示される化合物と一般式（ＩＩＩａ）
で示される化合物とを反応させると、一般式（５

）で示される化合物として、両末端が

40

ボロン酸若しくはそのエステル基である化合物を得ることができる。また、一般式（Ｉｂ
）で示される化合物と一般式（ＩＩＩｂ）で示される化合物とを反応させると、一般式（
５

）で示される化合物として、両末端がハロゲン原子である化合物を得ることができる

。この後、上記説明したホウ素化合物を用いたボリル化反応によりボロン酸若しくはその
エステル基に変換することで、両末端がボロン酸若しくはそのエステル基である化合物も
得られる。
【０３０６】
また、この反応では一般式（Ｉ）で示される化合物を過剰量とすることが好ましい。具
体的には、一般式（Ｉ）で示される化合物の使用量は、一般式（ＩＩＩ）で示される化合
物１モルに対して、５〜２０モルが好ましく、７〜１５モルがより好ましい。
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【０３０７】
ここでは、通常、パラジウム系触媒が用いられる。このパラジウム系触媒としては、上
記説明したパラジウム系触媒を使用することができる。これらのうち、Ｐｄ（ＰＰｈ３）
４、Ｐｄ（ＯＡｃ）２（Ａｃはアセチル基）等が好ましい。

【０３０８】
上記パラジウム系触媒の使用量は、収率の観点から、原料の一般式（ＩＩＩ）で示され
る化合物１モルに対して、通常、０．０００１〜０．１５モルが好ましく、０．０００５
〜０．０７モルがより好ましい。
【０３０９】
また、必要に応じて、上記パラジウム系触媒の中心元素であるパラジウム原子に配位し

10

得る、リン配位子を使用することができる。このリン配位子としては、上記説明したリン
配位子を使用することができる。これらのうち、２−（ジシクロヘキシルホスフィノ）−
２

，４

，６

−トリ−イソプロピル−１，１

−ビフェニル（Ｘ−Ｐｈｏｓ）等が好

ましい。
【０３１０】
上記リン配位子を使用する場合、その使用量は、収率の観点から、原料の一般式（ＩＩ
Ｉ）で示される化合物１モルに対して、通常、０．００１〜１．０モルが好ましく、０．
０１〜０．８モルがより好ましい。
【０３１１】
上記パラジウム系触媒に加えて、塩基（ホウ素原子の活性化剤）を添加することが好ま

20

しい。この塩基は、上記説明した塩基を使用することができる。好ましくは、水酸化ナト
リウム、炭酸ナトリウム、炭酸銀等である。特に、炭酸銀を用いた場合に特に高収率で反
応を進めることができる。この塩基（上記活性化剤）の使用量は、原料の一般式（ＩＩＩ
）で示される化合物１モルに対して、通常、０．０１〜１０モルが好ましく、０．１〜５
．０モルがより好ましい。
【０３１２】
反応は、通常、反応溶媒の存在下で行われる。この反応溶媒としては、上記説明した反
応溶媒を使用することができる。これらのうち、本発明では、環状エーテル類（ジオキサ
ン、テトラヒドロフラン等）が好ましい。特に、テトラヒドロフランを用いた場合に特に
高収率で反応を進めることができる。

30

【０３１３】
反応温度は、通常、０℃以上であり且つ上記反応溶媒の沸点温度以下である範囲から選
択される。
【０３１４】
また、反応雰囲気は、特に限定されないが、好ましくは不活性ガス雰囲気であり、アル
ゴンガス雰囲気、窒素ガス雰囲気等とすることができる。なお、空気雰囲気とすることも
できる。
【０３１５】
官能基非含有化合物と官能基含有化合物との反応は、例えば、以下の反応：
【０３１６】
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【化５０】

10

20
【０３１７】
等が挙げられる。
【０３１８】
他にも、例えば、以下の反応：
【０３１９】
【化５１】

30

【０３２０】
［式中、Ｒ、Ｒ１、Ｘ、Ｙ及びＹ

は前記に同じである。］

によっても輪状の化合物が得られる。

40

【０３２１】
他にも、これらの組合せのみに限られず、種々様々な反応により、輪状の化合物が得ら
れる。
【０３２２】
上記反応は、鈴木−宮浦カップリング反応を用いることが好ましい。つまり、官能基非
含有化合物と官能基含有化合物の片方の化合物の両末端をハロゲン原子、もう片方の化合
物の両末端をボロン酸若しくはそのエステル基とすることが好ましい。
【０３２３】
官能基非含有化合物と官能基含有化合物との使用量は、用いる化合物の組合せによって
種々調整することが好ましい。具体的には、一般式（５）で示される化合物と一般式（５

50
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）で示される化合物とを反応させる場合には、一般式（５）で示される化合物の使用量
は、一般式（５

）で示される化合物１モルに対して、０．０１〜５．０モルが好ましく

、０．０５〜３．０モルがより好ましい。また、一般式（３）で示される化合物と一般式
（ＩＩＩ）で示される化合物とを反応させる場合には、一般式（ＩＩＩ）で示される化合
物の使用量は、一般式（３）で示される化合物１モルに対して、０．０１〜５．０モルが
好ましく、０．０５〜３．０モルがより好ましい。
【０３２４】
ここでは、通常、パラジウム系触媒が用いられる。このパラジウム系触媒としては、上
記説明したパラジウム系触媒を使用することができる。これらのうち、Ｐｄ（ＯＡｃ）２
10

（Ａｃはアセチル基）等が好ましい。
【０３２５】
上記パラジウム系触媒の使用量も種々調整することが好ましい。一般式（５）で示され
る化合物と一般式（５

）で示される化合物とを反応させる場合には、一般式（５

）で

示される化合物１モルに対して、通常、０．０００１〜１．０モルが好ましく、０．００
０５〜０．５モルがより好ましい。また、一般式（３）で示される化合物と一般式（ＩＩ
Ｉ）で示される化合物とを反応させる場合には、一般式（３）で示される化合物１モルに
対して、０．０００１〜１．０モルが好ましく、０．０００５〜０．５モルがより好まし
い。
【０３２６】
また、必要に応じて、上記パラジウム系触媒の中心元素であるパラジウム原子に配位し

20

得る、リン配位子を使用することができる。このリン配位子としては、上記説明したリン
配位子を使用することができる。これらのうち、２−（ジシクロヘキシルホスフィノ）−
２

，４

，６

−トリ−イソプロピル−１，１

（ジシクロヘキシルホスフィノ）−２

，６

−ビフェニル（Ｘ−Ｐｈｏｓ）、２−

−ジメトキシ−１，１

−ビフェニル（Ｓ

−Ｐｈｏｓ）等が好ましい。
【０３２７】
上記リン配位子を使用する場合、その使用量も種々調整することが好ましい。一般式（
５）で示される化合物と一般式（５
式（５

）で示される化合物とを反応させる場合には、一般

）で示される化合物１モルに対して、通常、０．００１〜１．０モルが好ましく

、０．０１〜０．８モルがより好ましい。また、一般式（３）で示される化合物と一般式

30

（ＩＩＩ）で示される化合物とを反応させる場合には、一般式（３）で示される化合物１
モルに対して、０．００１〜１．０モルが好ましく、０．０１〜０．８モルがより好まし
い。
【０３２８】
上記パラジウム系触媒に加えて、塩基（ホウ素原子の活性化剤）を添加することが好ま
しい。この塩基は、上記説明した塩基を使用することができる。好ましくは、水酸化ナト
リウム、リン酸カリウム等である。この塩基（上記活性化剤）の使用量は、種々調整する
ことが好ましいが、原料の官能基非含有化合物又は官能基含有化合物１モルに対して、通
常、０．０１〜５０モルが好ましく、０．１〜２０モルがより好ましい。
40

【０３２９】
反応は、通常、反応溶媒の存在下で行われる。この反応溶媒としては、上記説明した反
応溶媒を使用することができる。これらのうち、本発明では、環状エーテル類（ジオキサ
ン、テトラヒドロフラン等）が好ましい。なお、一般式（５）で示される化合物と一般式
（５

）で示される化合物とを反応させる場合には収率の観点からテトラヒドロフランが

特に好ましく、一般式（３）で示される化合物と一般式（ＩＩＩ）で示される化合物とを
反応させる場合にはジオキサンが好ましい。
【０３３０】
反応溶媒を使用する場合、原料の濃度は種々調整することが好ましいが、原料の濃度を
高くしすぎないことが好ましい。例えば、一般式（５）で示される化合物と一般式（５
）で示される化合物とを反応させる場合には、一般式（５

）で示される化合物の濃度は
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、０．１〜５ｍｍｏｌ／Ｌが好ましく、０．２〜３ｍｏｌ／Ｌがより好ましい。同様に、
一般式（３）で示される化合物と一般式（ＩＩＩ）で示される化合物とを反応させる場合
には、一般式（３）で示される化合物の濃度は、０．１〜５ｍｍｏｌ／Ｌが好ましく、０
．２〜３ｍｏｌ／Ｌがより好ましい。
【０３３１】
反応温度は、通常、０℃以上であり且つ上記反応溶媒の沸点温度以下である範囲から選
択される。
【０３３２】
また、反応雰囲気は、特に限定されないが、好ましくは不活性ガス雰囲気であり、アル
ゴンガス雰囲気、窒素ガス雰囲気等とすることができる。なお、空気雰囲気とすることも

10

できる。
【０３３３】
このようにして得られる輪状の化合物は、１個以上の一般式（２）：
【０３３４】
【化５２】

【０３３５】

20

［式中、Ｒは前記に同じである。］
で示される基と、
３〜４個の一般式（１）：
【０３３６】
【化５３】

30
【０３３７】
［式中、Ｒ１は前記に同じである。］
で示される基と、
６個以上の２価芳香族炭化水素基若しくは２価複素環式基又はこれらの誘導体基と、
からなる輪状の化合物である。
【０３３８】
＜シクロヘキサン環のベンゼン化＞
上記のようにして輪状の化合物を得た後、上記「［２］環状化合物の製造方法」で説明
したのと同様に、シクロヘキサン環部をベンゼン環に変換することにより、本発明の環状
化合物が得られる。

40

【０３３９】
例えば、一般的な酸化反応を施せばよい。その具体例としては、例えば、酸の存在下、
輪状の化合物を加熱する（酸処理する）方法の他、酸素存在下（空気雰囲気、酸素雰囲気
等）加熱する方法、キノン類、金属酸化剤等と反応させる方法等も挙げられる。これによ
り、通常、脱水素反応等が適用され、輪状の化合物が有するシクロヘキサン環部を、ベン
ゼン環に化学変化（芳香化）させて、環状化合物を合成することができる。即ち、変換前
の輪状の化合物が有する、シクロヘキサン環部におけるＯＲ１も脱離され、且つ脱水素反
応も進行して、環状化合物が得られる。
【０３４０】
上記酸処理を行う場合、その具体的な方法等は、特に限定されないが、例えば、以下の
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方法等が好ましい。
（Ａ）輪状の化合物と酸とを溶媒に溶解させた後、得られた溶液を加熱して反応させる方
法。
（Ｂ）輪状の化合物を溶媒に溶解させた後、得られた溶液と酸とを混合して得られた混合
物を加熱して反応させる方法。
【０３４１】
なお、上記変換工程を行う場合、無溶媒による酸処理とすることもできる。
【０３４２】
上記酸は、特に限定されないが、触媒等に使用される強酸が好ましい。例えば、硫酸、
メタンスルホン酸、パラトルエンスルホン酸、タングストリン酸、タングストケイ酸、モ

10

リブドリン酸、モリブドケイ酸、三フッ化ホウ素エチラート、四塩化スズ等が挙げられる
。これらは、１種単独であるいは２種以上を組み合わせて用いることができる。
【０３４３】
また、上記酸の使用量は、製造条件等により異なるが、上記（Ａ）の方法の場合、輪状
の化合物１モルに対して、０．０１〜１００モルが好ましく、０．５〜５０モルがより好
ましく、１〜２０モルがさらに好ましい。
【０３４４】
また、上記（Ｂ）の方法の場合、上記酸の使用量は、輪状の化合物１モルに対して、０
．０１〜１００モルが好ましく、０．５〜５０モルがより好ましく、１〜２０モルがさら
に好ましい。

20

【０３４５】
また、酸処理の反応に用いられる溶媒は、非極性溶媒であっても極性溶媒であってもよ
い。例えば、ヘキサン、ヘプタン、オクタン等のアルカン類；塩化メチレン、クロロホル
ム、四塩化炭素、塩化エチレン等のハロアルカン類；ベンゼン、トルエン、キシレン、メ
シチレン、ペンタメチルベンゼン等のベンゼン類；クロルベンゼン、ブロムベンゼン等の
ハロベンゼン類；ジエチルエーテル、アニソール等のエーテル類；ジメチルスルホキシド
等が挙げられる。上記溶媒は、１種単独であるいは２種以上を組み合わせて用いることが
できる。溶媒を用いる場合において、原材料から環状化合物に至るまでの反応中間体が、
使用した１の溶媒に対して低い溶解性となることがあり、この場合、他の溶媒を、予め、
又は反応の途中から、添加しておいてもよい。

30

【０３４６】
上記（Ａ）〜（Ｂ）における加熱温度は、特に制限されないが、通常、５０℃以上であ
り、好ましくは８０℃以上であり、より好ましくは１００℃以上であり、更に好ましくは
１２０℃以上である。溶媒を用いる場合は、上記溶媒の沸点温度以下の範囲から選択され
る。
【０３４７】
加熱手段としては、オイルバス、アルミブロック恒温槽、ヒートガン、バーナー、マイ
クロ波の照射等が挙げられる。マイクロ波を照射する場合には、マイクロ波反応に使用さ
れる公知のマイクロ波反応装置を用いることができる。加熱の際には還流冷却を併用して
もよい。

40

【０３４８】
また、上記酸処理における反応雰囲気は、特に限定されないが、好ましくは不活性ガス
雰囲気であり、アルゴンガス雰囲気、窒素ガス雰囲気等とすることができる。なお、空気
雰囲気とすることもできる。
【０３４９】
さらに、上記のようにして環状化合物を得た後に、必要に応じて、精製工程を備えるこ
とができる。即ち、溶媒（溶剤）除去（溶媒を使用した場合）、洗浄、クロマト分離等と
いった一般的な後処理に供することができる。特に得られる勘定化合物は、通常、アモル
ファス（非結晶）であるので、従来から公知の有機化合物の再結晶法を利用して、結晶化
させることができる。結晶化物においては、再結晶操作において用いた有機溶媒が、分子
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を構成する輪の内部に包含されることがある。
【０３５０】
上記のようにして本発明の官能基含有環状化合物を製造した後、公知の方法で、当該官
能基を他の官能基に置換することも可能である。
【実施例】
【０３５１】
以下、本発明について、実施例を挙げて具体的に説明するが、本発明は、これらの実施
例に何ら制約されるものではない。
【０３５２】
薄層クロマトグラフィー（ＴＬＣ）には、E. Merckシリカゲル60 F254プレコートプレ

10

ート（0.25 mm厚）を用いた。クロマトグラムは、UVランプ（254 nm）を用いて分析した
。フラッシュカラムクロマトグラフィー（ＦＣＣ）は、E. Merckシリカゲル60 F254（230
〜400メッシュ）を用いて行った。分取薄層クロマトグラフィー（ＰＴＬＣ）には、Wakog
el B5‑Fシリカコートプレート（0.75 mm厚）を作製して用いた。リサイクル分取ゲル浸透
クロマトグラフィー（ＧＰＣ）には、JAI LC‑9204型（分取カラムJAIGEL‑1H/JAIGEL‑2H、
クロロホルム）を用いて行った。質量スペクトルは、Waters Micromass LCT Premier（エ
レクトロスプレーイオン化飛行時間質量スペクトル分析、ESI‑TOFMS）、JEOL JMS700（高
速原子衝撃質量分析装置、FAB‑MS）Bruker Daltonics Ultraflex III TOF/TOF（MALDI‑TO
F‑MS）を用いて得た。元素分析は、Yanako MT‑6を用いて行った。融点は、MPA100型OptiM
elt融点測定装置を用いて行った。核磁気共鳴（ＮＭＲ）スペクトルは、JEOL GSX‑270（1
H 270MHz,

13

1

C 67.8MHz）分光計、JEOL JNM‑ECS400（ H 400MHz,

1

M‑ECA‑600（ H 600MHz,

20

13

C 100MHz）、JEOL JN

13

C 150MHz）分光計を用いて、CDCl3又はDMSO‑d6中で行った。1H

NMRについての化学シフトは、テトラメチルシラン（δ0.00 ppm）、CHCl3（δ7.26 ppm
）、又はCDCl2（δ5.32 ppm）と比較してppmで表した。13C NMRについての化学シフトは
、CDCl3（δ77.0 ppm）と比較してppmで表した。
【０３５３】
合成例１：化合物（Ｉａ−１）
【０３５４】
【化５４】
30

【０３５５】
内容積1Lの丸底フラスコに、塩化リチウム（LiCl）1.68 g（33 mmol）と、セリウム（I

40

II）トリクロリド・七水和物（derium（III）trichloride heptahydrate）14.4 g（0.33
mol）とを入れ、このフラスコをオイルバスに浸し、真空下、90℃で、2時間加熱し乾燥さ
せた。得られた反応剤混合物を粉末状に砕いた後、その粉末状の反応剤混合物を再びフラ
スコに入れた。更に、フラスコをオイルバスに浸し、真空下、90℃で、1時間加熱した。
このフラスコに攪拌子を入れ、フラスコを再びオイルバスに浸し、攪拌しながら、真空下
、150℃で、3時間加熱した。フラスコ内の内容物が冷めないうちに、アルゴンガスをフラ
スコ内に充填した。ここに乾燥させたテトラヒドロフラン（ＴＨＦ）200 mlを入れて懸濁
させ、生じた懸濁液を、室温（約23℃、以下同様）で、8時間程度攪拌した。この懸濁液
に、1,4‑シクロヘキサンジオン（cyclohexane‑1,4‑dione）1.68 g（15 mmol）のＴＨＦ溶
液15 mlをキャニュラを用いて入れて、室温で、2時間攪拌した後、‑78℃に冷却して、懸
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濁液Ａを得た。
【０３５６】
上記とは別の内容積１ｌの丸底フラスコに、1,4‑ジブロモベンゼン（1,4‑Dibromobenze
ne）10.7 g（45 mmol）及び乾燥ＴＨＦ90 mlを入れた。ここにn‑ブチルリチウム（n‑Buty
llithium）のヘキサン溶液29.5 ml（1.57 M、45 mmol）を、‑78℃の温度条件下で、徐々
に滴下した（添加速度4.5 cm3/分）。滴下終了後、‑78℃で、30分間、攪拌し、得られた
溶液を、上記の懸濁液Ａにキャニュラを用いて入れて、混合物を得た。
【０３５７】
そして、この混合物を‑78℃で、1時間攪拌した後、次いで、室温で2時間攪拌した。そ
の後、混合物に飽和NH4Cl水溶液50 mlを加え、反応を停止させた。生成物をセライトでろ

10

過し、得られたろ液をエバポレーターで濃縮した。そして、得られた残渣（濃縮物）に酢
酸エチルを添加して粗生成物を抽出し、無水Na2SO4により乾燥を行い、酢酸エチル溶液を
得た。その溶液をエバポレーターで濃縮し、残渣（濃縮物）をクロロホルムにより再結晶
することで、白色固体の目的化合物5.32 gを得た（収率83%）。
1

H NMR (270 MHz, CDCl3) δ 1.71 (s, 2H), d 2.07 (s, 8H), 7.34 (d, J = 8.6 Hz, 4H

), 7.47 (d, J = 8.6 Hz, 4H);

13

C NMR (67.5 MHz, CDCl3) δ 33.2 (CH2), 72.3 (4°)

, 121.5 (4°), 127.2 (CH), 131.6 (CH), 144.6 (4°); HRMS (FAB, negative) m/z cal
cd for C18H17Br2O2[M‑H]−: 422.9595, found 422.9576; mp : 177.7‑178.7℃。
【０３５８】
合成例２：化合物（Ｉａ−２）

20

【０３５９】
【化５５】

30
【０３６０】
［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
攪拌子を入れた200 ml丸底フラスコに、上記の合成例１により得られた化合物（Ｉａ−
１）4.69 g（11 mmol）と、乾燥ジクロロメタン（CH2Cl2）44 mlと、ジイソプロピルエチ
ルアミン（Diisopropylethylamine）7.7 ml（44 mmol）とを入れて、フラスコを氷浴に浸
した。そして、フラスコ内の混合物を0℃で30分間攪拌した後、クロロメチルメチルエー
テル（Methoxymethyl chloride）3.5 ml（46 mmol）を入れた。次いで、その混合物を、
撹拌しながら、室温で18時間反応させた後に、飽和NH4Cl水溶液20 mlを加え、反応を停止
させた。生成物をCH2Cl2（20 ml×3）で抽出し、抽出後の有機層を無水Na2SO4で乾燥し溶

40

液を得た。その溶液をエバポレーターで濃縮し、残渣（濃縮物）をシリカゲルクロマトグ
ラフィー（CH2Cl2）で精製し、白色固体の目的化合物5.48 gを得た（収率97%）。
1

H NMR (270 MHz, CDCl3) δ 1.71 (s, 2H), 2.07 (s, 8H), 7.34 (d, J = 9 Hz, 4H), 7

.47 (d, J = 9 Hz, 4H); 13C NMR (150 MHz, CDCl3) δ 33.0 (CH2), 56.2 (CH3), 77.9
(4°), 92.3 (CH2), 121.8 (4°), 128.7 (CH), 131.6 (CH), 141.6 (br, 4°); HRMS (F
AB) m/z calcd for C22H26Br2O4Na [M+Na]+: 535.0096, found 535.0103. mp : 107.1‑10
8.9℃。
【０３６１】
合成例３：化合物（Ｉｂ−１）
【０３６２】
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【化５６】

10

【０３６３】
［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
攪拌子を入れた50 mlシュレンク管に、上記の合成例２により得られた化合物（Ｉａ−
２）518 mg（1.0 mmol）、ビス（ピナコレート）ジボロン（bis(pinacolate)diboron）63
6 mg（2.5 mmol）、1,1'‑ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン−パラジウム（II）
ジクロリド−ジクロロメタン錯体（PdCl2(dppf)・CH2Cl2）23.2 mg（30μmol）、酢酸カ
リウム（KOAc）624 mg（6.35 mmol）、及び乾燥ジメチルスルホキシド（DMSO）20 mLを入
れた。シュレンク管を攪拌しながら80℃で17時間加熱した。反応混合物を室温まで冷却し

20

た後に、水でクエンチした。生成物を酢酸エチル（EtOAc）で抽出し、有機相をNa2SO4で
乾燥し、減圧下に濃縮した。粗生成物をリサイクル分取ゲル浸透クロマトグラフィー（ク
ロロホルム）で精製し、白色固体の目的化合物390 mgを得た（収率64%）。
1

H NMR (600 MHz, CDCl3) δ 1.33 (s, 24H), 2.09 (br, 4H), 2.31 (br, 4H), 3.40 (s,

6H), 4.41 (s, 4H), 7.43 (d, J = 8 Hz, 4H), 7.76 (d, J = 8 Hz, 4H);

13

C NMR (150

MHz, CDCl3) δ 24.9 (CH3), 32.9 (CH2), 56.0 (CH3), 78.3 (4°), 83.8 (4°), 92.2
(CH2), 126.2 (CH), 128.1 (4°), 134.8 (CH); HRMS (FAB) m/z calcd for C34H50B2Na
O8 [M・Na]+: 631.3584, found 631.3605。
【０３６４】
なお、両末端臭素原子の化合物（Ｉａ−２）ではなく、両末端ヨウ素原子の化合物を用

30

いて同様の条件（ただし、ビス（ピナコレート）ジボロンを2.7 mmol、PdCl2(dppf)・CH2
Cl2を32μmol、KOAcを9.0 mmolとした）で同様の反応を行ったところ、収率を83％まで向
上させることが可能であった。
【０３６５】
合成例４：化合物（３ａ−１）
【０３６６】
【化５７】

40

【０３６７】
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［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
攪拌子を入れた200 ml丸底ガラスフラスコに、上記の合成例２により得られた化合物（
Ｉａ−２）5.58 g（10.9 mmol）、上記の合成例３により得られた化合物（Ｉｂ−１）608
mg（1.00 mmol）、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）（Pd(PPh3)
4）114

mg（98.2μmol）、炭酸銀（Ag2CO3）983 mg（3.57 mmol）及び乾燥ＴＨＦ100 mL

を入れた。得られた混合物を撹拌しながら、還流下に38時間反応させた。反応混合物を室
温まで冷却した後に、水でクエンチした。生成物を酢酸エチル（EtOAc）で抽出し、有機
相をNa2SO4で乾燥し、減圧下に濃縮した。粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィ
ー（ヘキサン/ EtOAc = 5/1〜1/1）で精製し、無色固体の目的化合物789 mgを得た（収率
10

65%）。
1

H NMR (600 MHz, CDCl3) δ2.11(brs, 12H), 2.28‑2.43 (m, 12H), 3.40 (s, 6H), 3.42

(s, 6H), 3.43 (s, 6H), 4.43 (s, 4H), 4.46 (s, 4H), 4.48 (s, 4H), 7.31 (d, J = 8
Hz, 4H), 7.43 (d, J = 8 Hz, 4H), 7.47‑7.57 (m, 16H);

13

C NMR (150 MHz, CDCl3)

δ32.8 (CH2), 55.9 (CH3), 77.8 (4°), 77.9 (4°), 78.0 (4°), 92.0 (CH2), 92.1 (
CH2), 121.5 (4°), 126.8 (CH), 126.8 (CH), 127.2 (CH), 128.6 (CH), 131.4 (CH), 1
39.4 (4°), 139.5 (4°), 141.5 (br, 4°); HRMS (FAB) m/z calcd for C66H78Br2NaO1
[M・Na]+: 1243.3752, found: 1243.3760。

2

【０３６８】
なお、反応条件を60℃24時間とし、他は同様に行ったところ、収率は59％であった。
20

【０３６９】
合成例５：化合物（５ａ−１）
【０３７０】
【化５８】

30

【０３７１】
［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
攪拌子を入れた200 ml丸底フラスコに、フッ化セシウム（Cesium fluoride）400 mg（2
.6 mmol）、合成例２で得られた化合物（Ｉａ−２）2.07 g（4 mmol）、化合物（ＩＩｂ
−１）（1,4‑ベンゼンジボロン酸ビス（ピナコール）エステル、1,4‑benzenediboronic a
cid bis(pinacol) ester）151.2 mg（0.5 mmol）、及びテトラキス（トリフェニルホスフ
ィン）パラジウム（０）（Pd(PPh3)4）30.1 mg（0.026 mmol）を入れ、アルゴンガスをフ

40

ラスコ内に充填した。そこに、乾燥ＴＨＦ60 mlを導入し、混合物とした後に、この混合
物を撹拌しながら、65℃で26時間反応させた。次いで、フラスコ内の混合物（反応液）を
室温に冷却し、その混合物（反応液）をセライトでろ過した。得られたろ液からエバポレ
ーターで溶媒を減圧留去した後に、残渣（濃縮物）をシリカゲルクロマトグラフィー（ヘ
キサン/EtOAc）で精製し、白色固体の目的化合物319.9 mgを得た（収率68%）。
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 2.11 (brs, 8H), 2.30−2.40 (brm, 8H), 3.42 (s, 6H), 3

.43 (s, 6H), 4.44 (s, 4H), 4.48 (s, 4H), 7.33 (d, J = 9 Hz, 4H), 7.45 (d, J = 9
Hz, 4H), 7.51 (d, J = 9 Hz, 4H), 7.60 (d, J = 9 Hz, 4H), 7.65 (s, 4H);

13

C NMR (

100 MHz, CDCl3) δ 33.0 (CH2), 56.0 (CH3), 77.9 (4°), 78.1 (4°), 92.2 (CH2), 9
2.3 (CH2), 121.7 (4°), 126.9 (CH), 127.4 (CH), 128.7 (4°), 131.5 (CH), 139.5 (
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4°), 139.8 (4°); HRMS (FAB) m/z calcd for C50H56Br2O8Na [M+Na]+: 965.2240, fou
nd 965.2195; mp : 184.7‑186.4℃。
【０３７２】
合成例６：化合物（５ａ−２）
【０３７３】
【化５９】

10

【０３７４】
［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
攪拌子を入れた50 ml丸底フラスコに、合成例５で得られた化合物（５ａ−１）285.4 m
g（0.30 mmol）、トリス（ジベンジリデンアセトン）二パラジウム（０）（Pd2(dba)3）6
.0 mg（6.6μmol）、2‑（ジシクロヘキシルホスフィノ）‑2',4',6'‑トリイソプロピル‑1,

20

1'‑ビフェニル（X‑Phos）13.3 mg（28μmol）、ビスピナコレートジボロン（Bis(pinacol
ate)diboron）227.5 mg（0.9 mmol）、及び酢酸カリウム（KOAc）180.1 mg（1.8 mmol）
を入れ、アルゴンガスをフラスコ内に充填した。そこに、乾燥させたジオキサン（1,4‑di
oxane）15 mlを導入し、混合物とした。この混合物を撹拌しながら、90℃で5時間反応さ
せた。フラスコ内の混合物（反応液）を室温に冷却し、混合物（反応液）をシリカゲルで
ろ過した。得られたろ液をエバポレーターで溶媒を減圧留去した後に、残渣（濃縮物）を
ゲル浸透クロマトグラフィー（クロロホルム）で精製し、白色固体の目的化合物271.7 mg
を得た（収率87%）。
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 1.32 (s, 24H) 2.14 (brs, 8H), 2.36 (brs, 8H), 3.41 (s

, 6H), 3.43 (s, 6H), 4.43 (s, 4H), 4.48 (s, 4H), 7.46 (d, J = 8 Hz, 2H), 7.49 (d
, J = 9 Hz, 2H), 7.45 (δ, J = 9 Hz, 4H), 7.51 (d, J = 8 Hz, 4H), 7.60 (d, J = 8
.5 Hz, 4H), 7.65 (s, 4H);

13

C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 24.9 (CH3), 33.0 (CH2), 56

.0 (CH3), 78.2 (4°), 78.3 (4°), 83.8 (4°), 92.2 (CH2), 92.3 (CH2), 126.2 (4°
), 126.9 (CH), 127.4 (CH), 134.8 (4°), 134.9 (CH), 139.5 (4°), 139.7 (4°); HR
MS (FAB) m/z calcd for C62H80B2O12Na [M・Na]+: 1061.5753, found 1061.5719; mp :
225.1‑226.6℃。
【０３７５】
合成例７：化合物（６ａ）
【０３７６】
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【化６０】

10

【０３７７】
［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
攪拌子を入れた100 mlフラスコに、合成例２で得られた化合物（Ｉａ−２）366 mg（71
2μmol）、化合物（ＩＩｂ−１）（1,4‑ベンゼンジボロン酸ビス（ピナコール）エステル
、1,4‑benzenediboronic acid bis(pinacol) ester）1.99 g（6.03 mmol）、テトラキス
（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）（Pd(PPh3)4）70.6 mg（61.1μmol）、炭

20

酸銀（Ag2CO3）284 mg（1.03 mmol）、及び乾燥ＴＨＦ30 mLを入れた。この混合物を撹拌
しながら、65℃で24時間反応させ、混合物を水でクエンチした。生成物を酢酸エチル（Et
OAc）で抽出し、有機相をNa2SO4で乾燥し、減圧下に濃縮した。粗生成物をシリカゲルカ
ラムクロマトグラフィー（ヘキサン/ EtOAc = 10/1‑5/1）で精製し、無色固体の目的化合
物290 mgを得た（収率54%）。
1

H NMR (600 MHz, CDCl3) δ1.35 (s, 24H), 2.17 (br, 4H), 2.38 (br, 4H), 3.44 (s,

6H), 4.48 (s, 4H), 7.52 (d, J = 8 Hz, 4H), 7.58 (d, J = 8 Hz, 4H), 7.58 (d, J =
8 Hz, 4H), 7.86 (d, J = 8 Hz, 4H);

13

C NMR (150 MHz, CDCl3) δ24.9 (CH3), 33.1 (

CH2), 56.0 (CH3), 78.2 (4°), 83.8 (4°), 92.3 (CH2), 126.3 (CH), 127.1 (CH), 12
7.3 (br, CH), 135.3 (CH), 140.1 (4°), 143.2 (4°); HRMS (FAB) m/z calcd for C34

30

+

H50B2NaO8 [M・Na] : 783.4210, found 783.4240。
【０３７８】
合成例８：化合物（７）
【０３７９】
【化６１】

40

【０３８０】
［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
攪拌子を入れた100 mlフラスコに、合成例７で得られた化合物（６ａ）155 mg（204μm
ol）、合成例２で得られた化合物（Ｉａ−２）1.22 g（2.37 mmol）、テトラキス（トリ
フェニルホスフィン）パラジウム（０）（Pd(PPh3)4）25.4 mg（22.0 mmol）、炭酸ナト
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リウム（Na2CO3）107 mg（1.01 mmol）、乾燥トルエン12 mL、及び乾燥酢酸エチル（EtOA
c）3 mLを入れた。この混合物を撹拌しながら、70℃で24時間反応させた。室温まで冷却
後、混合物を減圧下に濃縮した。生成物を酢酸エチル（EtOAc）で抽出し、Na2SO4で乾燥
し、減圧下に濃縮した。粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（ヘキサン/ Et
OAc = 6/1〜1/1）で精製し、無色固体の目的化合物239 mgを得た（収率44%）。
1

H NMR (600 MHz, CDCl3) δ2.10 (br, 12H), 2.27‑2.49 (m, 12H), 3.41 (s, 6H), 3.43

(s, 6H), 3.45 (s, 6H), 4.43 (s, 4H), 4.47 (s, 4H), 4.50 (s, 4H), 7.32 (d, J = 8
Hz, 4H), 7.44 (d, J = 8 Hz, 4H), 7.50 (d, J = 8 Hz, 4H), 7.54 (d, J = 8 Hz, 4H)
, 7.59 (d, J = 8 Hz, 4H), 7.60 (d, J = 8 Hz, 4H), 7.64 (s, 8H);

13

C NMR (150 MHz

, CDCl3) δ 33.0 (CH2), 56.0 (CH3), 77.9 (4°), 78.1 (4°), 78.2 (4°), 92.2 (CH
2),

10

92.3 (CH2), 121.7 (4°), 126.9 (CH), 126.9 (CH), 127.4 (CH), 127.4 (CH), 128

.7 (CH), 131.5 (CH), 139.4 (4°), 139.5 (4°), 139.7 (4°), 139.8 (4°), 141.6 (
br, 4°); HRMS (FAB) m/z calcd for C76H86Br2NaO8 [M・Na]+: 1395.4378, found 1395
.4364。
【０３８１】
合成例９：化合物（４ａ）
【０３８２】
【化６２】
20

【０３８３】
［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
攪拌子を入れた50 ml丸底ガラスフラスコに、上記の合成例６により得られた化合物（

30

５ａ−２）102 mg（98.2μmol）、上記の合成例２により得られた化合物（Ｉａ−２）500
mg（972μmol）、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）（Pd(PPh3)4
）11.1 mg（9.60μmol）、炭酸銀（Ag3CO3）108 mg（355μmol）、及び乾燥ＴＨＦ10mLを
入れた。その後、得られた混合物を撹拌しながら、60℃で19時間反応させた。反応混合物
を室温まで冷却した後に、水でクエンチした。その後、酢酸エチル（EtOAc）で抽出し、
有機相をNa2SO4で乾燥し、減圧下に濃縮した。粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラ
フィー（ヘキサン/ EtOAc = 3/1〜2/3）で精製し、無色固体の目的化合物93.9 mgを得た
（収率58%）。
1

H NMR (600 MHz, CDCl3) δ2.15 (br, 16H), 2.27‑2.42 (m, 16H), 3.40 (s, 6H), 3.41

(s, 6H), 3.43 (s, 6H), 3.44 (s, 6H), 4.43 (s, 4H), 4.45 (s, 4H), 4.47 (s, 4H),
4.49 (s, 4H), 7.31 (d, J = 8 Hz, 4H), 7.43 (d, J = 8 Hz, 4H), 7.45‑7.56 (m, 20H)
, 7.59 (d, J = 8 Hz, 4H), 7.63 (s, 4H); HRMS (FAB) m/z calcd for C94H108Br2NaO16
[M・Na]+: 1673.5896, found 1673.5862。
【０３８４】
実施例１：化合物（ａ１−１）
【０３８５】
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【化６３】

10

【０３８６】
［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
攪拌子を入れた50 ml丸底ガラスフラスコに、ビス（1,5‑シクロオクタジエン）ニッケ
ル（０）（Ni(cod)2）14.5 mg（52.7μmol）、上記の合成例４により得られた化合物（３
ａ−１）30.6 mg（25.0μmol）、及び2,2'‑ビピリジル（2,2'‑bipyridyl）7.82 mg（50.1
μmol）を入れた。その後、乾燥ＴＨＦを15.5 mL添加した。得られた混合物を撹拌しなが

20

ら、還流下に24時間反応させた。反応混合物を室温まで冷却した後に、シリカゲルでろ過
し、酢酸エチル（EtOAc）で洗浄し、その後減圧下に溶媒を除去した。粗生成物をシリカ
ゲルカラムクロマトグラフィー（ヘキサン/ EtOAc）で精製し、無色固体の目的化合物12.
2 mgを得た（収率46%）。
1

H NMR (600 MHz, 50 ℃, CDCl3) δ 2.07 (br, 12H), 2.28‑2.34 (m, 12H), 3.43 (s, 1

8H), 4.58 (s, 12H), 7.40 (d, J = 8 Hz, 12H), 7.46 (d, J= 8 Hz, 12H);

13

C NMR (15

0 MHz, 50 ℃, CDCl3) δ 33.3 (CH2), 55.9 (CH3), 78.1 (4°), 92.4 (CH2), 126.8 (C
H), 127.3 (CH), 139.4 (4°), 141.2 (4°); HRMS (FAB) m/z calcd for C66H78NaO12 [
M・Na]+: 1085.5391, found: 1085.538; mp : 182.3‑187.0℃。
【０３８７】

30

実施例２：化合物（ａ４−１）その１
【０３８８】
【化６４】

40

【０３８９】
［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
攪拌子を入れた50 ml丸底ガラスフラスコに、上記の合成例２により得られた化合物（
Ｉａ−２）21.0 mg（40.9μmol）、上記の合成例６により得られた化合物（５ａ−２）49

50
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.4 mg（47.6μmol）、トリス（ジベンジリデンアセトン）二パラジウム（０）（Pd2(dba)
3）3.8

mg（8.0μmol）、リン酸カリウム（K3PO4）84.9 mg（405μmol）、1,4‑ジオキサ

ン20mL及び水80μLを入れた。その後、得られた混合物を撹拌しながら、80℃で24時間反
応させた。反応混合物を室温まで冷却した後に、シリカゲル層でろ過し、酢酸エチル（Et
OAc）で洗浄し、その後減圧下に溶媒を除去した。粗生成物をシリカゲルカラムクロマト
グラフィー（クロロホルム）、及び分取薄層クロマトグラフィー（CHCl3/EtOAc = 1/1）
で精製し、無色固体の目的化合物9.3 mgを得た（収率20%）。
1

H NMR (600 MHz, CD2Cl2, 35℃) δ 1.67 (s, 4H), 1.93‑2.53 (m, 20H), 2.31 (br, 4H

), 3.36 (s, 6H), 3.37 (s, 6H), 3.45 (s, 6H), 4.48 (s, 4H), 4.55 (s, 4H), 4.58 (s
, 4H), 7.29 (d, J = 8 Hz, 4H), 7.40‑7.47 (m, 12H), 7.60 (d, J = 8 Hz, 4H), 7.66
(d, J = 8 Hz, 4H), 7.68 (s, 4H);

10

13

C NMR (150 MHz, CDCl3, 50℃) δ 32.8 (CH2), 3

3.2 (CH2), 34.0 (CH2), 55.5 (CH3), 55.9 (CH3), 56.2 (CH3), 77.9 (4°), 78.3 (4°
), 78.4 (4°), 92.2 (CH2), 92.3 (CH2), 92.6 (CH2), 126.6 (CH), 126.8 (CH), 126.8
(CH), 127.2 (CH), 127.3 (CH), 128.3 (CH), 139.3 (4°), 139.3 (4°), 139.5 (4°)
, 139.5 (4°); HRMS (FAB) m/z calcd for C34H50B2NaO8 [M・Na]+: 631.3584, found 6
31.3605。
【０３９０】
実施例３：化合物（ａ４−１）その２
【０３９１】
【化６５】

20

30

【０３９２】
［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
攪拌子を入れた50 mlシュレンク管に、上記の合成例４により得られた化合物（３ａ−
１）29.5 mg（24.1μmol）、化合物（ＩＩｂ−１）（1,4‑ベンゼンジボロン酸ビス（ピナ
コール）エステル、1,4‑benzenediboronic acid bis(pinacol) ester）11.1 mg（33.6μm
ol）、酢酸パラジウム（II）（Pd(OAc)2）2.15 mg（9.58μmol）、2‑（ジシクロヘキシル
ホスフィノ）‑2',4',6'‑トリイソプロピル‑1,1'‑ビフェニル（X‑Phos）4.57 mg（9.59μm
ol）、10 M NaOH水溶液20.0 mL（200μmol）及び1,4‑ジオキサン20mLを入れた。その後、

40

得られた混合物を撹拌しながら、80℃で17時間反応させた。さらに水を添加し、酢酸エチ
ル（EtOAc）で抽出し、有機相をNa2SO4で乾燥し、減圧下に濃縮した。粗生成物をシリカ
ゲルカラムクロマトグラフィー（クロロホルム）、及び分取薄層クロマトグラフィー（CH
Cl3/EtOAc = 1/1）で精製し、無色固体の目的化合物5.04 mgを得た（収率18 %）。
1

H NMR (600 MHz, CD2Cl2, 35℃) δ 1.67 (s, 4H), 1.93‑2.53 (m, 20H), 2.31 (br, 4H

), 3.36 (s, 6H), 3.37 (s, 6H), 3.45 (s, 6H), 4.48 (s, 4H), 4.55 (s, 4H), 4.58 (s
, 4H), 7.29 (d, J = 8 Hz, 4H), 7.40‑7.47 (m, 12H), 7.60 (d, J = 8 Hz, 4H), 7.66
(d, J = 8 Hz, 4H), 7.68 (s, 4H);

13

C NMR (150 MHz, CDCl3, 50℃) δ 32.8 (CH2), 3

3.2 (CH2), 34.0 (CH2), 55.5 (CH3), 55.9 (CH3), 56.2 (CH3), 77.9 (4°), 78.3 (4°
), 78.4 (4°), 92.2 (CH2), 92.3 (CH2), 92.6 (CH2), 126.6 (CH), 126.8 (CH), 126.8
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(CH), 127.2 (CH), 127.3 (CH), 128.3 (CH), 139.3 (4°), 139.3 (4°), 139.5 (4°)
, 139.5 (4°); HRMS (FAB) m/z calcd for C34H50B2NaO8[M・Na]+: 631.3584, found 63
1.3605。
【０３９３】
実施例４：化合物（ａ３−１）
【０３９４】
【化６６】

10

20
【０３９５】
［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
攪拌子を入れた20 ml J‑Youngシュレンク管に、上記の合成例８により得られた化合物
（７）70.0 mg（50.9μmol）、ビス（1,5‑シクロオクタジエン）ニッケル（０）（Ni(cod
)2）48.2 mg（17.5μmol）、2,2'‑ビピリジル（2,2'‑bipyridyl）27.1 mg（17.3μmol）
、及び乾燥1,4‑ジオキサン2 mLを入れた。その後、得られた混合物を撹拌しながら、80℃
で24時間反応させた。室温まで冷却後、混合物を減圧下に濃縮した。生成物を酢酸エチル
（EtOAc）で抽出し、Na2SO4で乾燥し、減圧下に濃縮した。粗生成物をシリカゲルカラム
クロマトグラフィー（CHCl3/EtOAc = 2/1）で精製し、無色固体の目的化合物26.1 mgを得

30

た（収率42%）。
1

H NMR (600 MHz, CDCl3, 50℃) δ 1.86 (br, 4H), 2.08 (br, 4H), 2.21‑2.47 (m, 16H

), 3.39 (s, 6H), 3.44 (s, 6H), 3.44 (s, 6H), 4.52 (s, 4H), 4.54 (s, 4H), 4.62 (s
, 4H), 7.35 (d, J = 8 Hz, 4H), 7.42 (d, J = 8 Hz, 4H), 7.44 (d, J = 8 Hz, 4H), 7
.54 (d, J = 8 Hz, 8H), 7.56‑7.62 (m, 16H);

13

C NMR (150 MHz, CDCl3, 50℃) δ 32.

8 (CH2), 33.4 (CH2), 33.7 (CH2), 55.7 (CH3), 55.8 (CH3), 56.2 (CH3), 77.9 (4ｏ),
78.0 (4ｏ), 78.3 (4ｏ), 92.2 (CH2), 92.4 (CH2), 92.5 (CH2), 126.8 (CH), 126.8 (
CH), 126.8 (CH), 126.9 (CH), 127.2 (CH), 127.3 (CH), 127.5 (CH), 127.9 (CH), 139
.2 (4°), 139.3 (4°), 139.4 (4°), 139.5 (4°), 139.6 (4°); HRMS (FAB) m/z cal
cd for C76H86NaO8 [M・Na]+: 1237.6011, found 1237.6014。
【０３９６】
実施例５：化合物（ａ２−１）
【０３９７】
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【化６７】

10

【０３９８】
［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
攪拌子を入れた50 ml丸底ガラスフラスコに、上記の合成例９により得られた化合物（
４ａ）41.3 mg（25.0μmol）、ビス（1,5‑シクロオクタジエン）ニッケル（０）（Ni(cod
)2）13.8 mg（50.2μmol）、及び2,2'‑ビピリジル（2,2'‑bipyridyl）を入れた。乾燥Ｔ
ＨＦ12.5 mLを添加した後、得られた混合物を撹拌しながら、還流下に24時間反応させた

20

。反応混合物を室温まで冷却した後、シリカゲルでろ過し、酢酸エチル（EtOAc）で洗浄
し、その後減圧下に溶媒を除去した。粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（
ヘキサン/ EtOAc）で精製し、無色固体の目的化合物19.0 mgを得た（収率51%）。
1

H NMR (600 MHz, CDCl3, 50℃) δ 1.90‑2.46 (m, 32H), 3.38 (s, 6H), 3.40 (s, 6H),

3.40 (s, 6H), 3.45 (s, 6H), 4.40 (s, 4H), 4.42 (s, 4H), 4.50 (s, 4H), 4.52 (s,
4H), 7.42 (d, J = 8 Hz, 4H), 7.45‑7.52 (m, 20H), 7.55 (d, J = 8 Hz, 4H), 7.59 (d
, J = 8 Hz, 4H), 7.63 (s, 4H); HRMS (FAB) m/z calcd for C94H108NaO8[M・Na]+: 151
5.7535, found 1515.7530。
【０３９９】
実施例６：［９］シクロパラフェニレン

30

【０４００】
【化６８】

40

【０４０１】
［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
２０ｍＬの攪拌機及び冷却器つきシュレンク管に、上記の実施例１により得られた化合
物（ａ１−１）26.6 mg（25μmol）、硫酸水素ナトリウム・一水和物（NaHSO4・H2O）69.
1 mg（400μmol）、乾燥ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）1.5 mL及び乾燥ｍ−キシレン
（m‑xylene）5 mLを入れ、攪拌しながら150℃で48時間加熱した。室温まで冷却した後、
混合物（反応液）をCHCl3で抽出した。抽出後、Na2SO4で乾燥した後に、減圧下、溶媒留
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去して粗生成物を得た。その後、ＴＬＣ（CH2Cl2/ヘキサン）により、黄色固体の目的化
合物4.2 mgを得た（収率24％）。
1

H NMR (600 MHz, CDCl3) δ 7.52 (s, 36H);

13

C NMR (150 MHz, CDCl3) δ 127.3 (CH)

, 137.9 (4°); HRMS (MALDI‑TOF) m/z calcd for C54H36 [M・]+: 684.2817, found: 68
4.2834。
【０４０２】
実施例７：［１０］シクロパラフェニレン
【０４０３】
【化６９】
10

20
【０４０４】
［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
20 mLの攪拌機及び冷却器つきシュレンク管に、上記の実施例２又は３により得られた
化合物（ａ４−１）9.3 mg（8.2μmol）、硫酸水素ナトリウム・一水和物（NaHSO4・H2O
）28 mg（20μmol）、乾燥ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）1.5 mL及び乾燥ｍ−キシレ
ン（m‑xylene）5 mLを入れ、攪拌しながら150℃で72時間加熱した。室温まで冷却した後
、飽和炭酸水素ナトリウム（NaHCO3）水溶液でクエンチし、溶媒として酢酸エチル（EtOA
c）を用いてセライトでろ過し、酢酸エチル（EtOAc）で抽出した。さらに、有機相をNa2S
O4で乾燥した後に、減圧下に濃縮した。その後、ＴＬＣ（ヘキサン/CH2Cl2=1/1）により
、黄色固体の目的化合物1.5 mgを得た（収率24％）。
1

H NMR (600 MHz, CDCl3) δ 7.56 (s, 40H);

30

13

C NMR (150 MHz, CDCl3) δ 127.4 (CH)

, 138.2 (4°); HRMS (MALDI) m/z calcd for C60H40 [M・]+: 760.3125, found: 760.31
53。
【０４０５】
実施例８：［１１］シクロパラフェニレン
【０４０６】
【化７０】

40

【０４０７】
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［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
20 mLの攪拌機及び冷却器つきシュレンク管に、上記の実施例４により得られた化合物
（ａ３−１）20.7 mg（17.0μmol）、硫酸水素ナトリウム・一水和物（NaHSO4・H2O）51.
6 mg（37.4μmol）、ｏ−クロラニル（o‑chloranil）20.7 mg（84.2μmol）、乾燥ジメチ
ルスルホキシド（ＤＭＳＯ）1.5 mL及び乾燥ｍ−キシレン（m‑xylene）4 mLを入れた。攪
拌しながら150℃で48時間加熱した。室温まで冷却した後、飽和炭酸水素ナトリウム（NaH
CO3）水溶液でクエンチし、溶媒として酢酸エチル（EtOAc）を用いてセライトでろ過した
。生成物を酢酸エチル（EtOAc）で抽出した。さらに、有機相をNa2SO4で乾燥した後に、
減圧下に濃縮した。その後、ＴＬＣ（ヘキサン/CH2Cl2=1/1）により、黄色固体の目的化
10

合物4.6 mgを得た（収率32％）。
1

H NMR (600 MHz, CDCl3) δ 7.58 (s, 44H);

13

C NMR (150 MHz, CDCl3) δ 127.3 (CH)

, 138.4 (4°); HRMS (MALDI) m/z calcd for C66H44 [M・]+: 836.3438, found: 836.34
37。
【０４０８】
実施例９：［１３］シクロパラフェニレン
【０４０９】
【化７１】

20

30
【０４１０】
［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
20 mLの攪拌機及び冷却器つきシュレンク管に、上記の実施例５により得られた化合物
（ａ２−１）4.0 mg（2.7μmol）、硫酸水素ナトリウム・一水和物（NaHSO4・H2O）7.4 m
g（54μmol）、ｏ−クロラニル（o‑chloranil）3.3 mg（13μmol）、乾燥ジメチルスルホ
キシド（ＤＭＳＯ）1.5 mL及び乾燥ｍ−キシレン（m‑xylene）4 mLを入れた。攪拌しなが
ら150℃で48時間加熱した。室温まで冷却した後、飽和炭酸水素ナトリウム（NaHCO3）水
溶液でクエンチし、溶媒として酢酸エチル（EtOAc）を用いてセライトでろ過した。生成
物を酢酸エチル（EtOAc）で抽出し、有機相をNa2SO4で乾燥した後に、減圧下に濃縮した
。その後、ＴＬＣ（ヘキサン/CH2Cl2=1/1）により、黄色固体の目的化合物9.3 mgを得た

40

（収率20％）。
1

H NMR (600 MHz, CDCl3) δ 7.64 (s, 52H);

13

C NMR (150 MHz, CDCl3) δ 127.4 (CH)

, 138.7 (4°); HRMS (MALDI) m/z calcd for C78H52 [M・]+: 988.4064, found: 988.40
86。
【０４１１】
このように、従来は選択的に純物質として合成できなかった数の環を有する環状化合物
を含め、様々な環状化合物を自在に選択的に純物質として合成することができた。このこ
とから、本発明の方法を採用すれば、他にも様々な数の環を有する環状化合物を簡便に選
択的に純物質として合成することが可能である。
【０４１２】

50

(64)

JP 6449014 B2 2019.1.9

合成例１０：化合物（ＩＩＩａ−１）
【０４１３】
【化７２】

10

【０４１４】
攪拌子を入れた50 mlシュレンク管に、1,4‑ジブロモ‑2‑クロロベンゼン（ＩＩＩｂ−１
；1,4‑dibromo‑2‑chlorobenzene）136 mg（0.5 mmol）、ビス（ピナコレート）ジボロン
（bis(pinacolate)diboron）320 mg（1.25 mmol）、1,1'‑ビス（ジフェニルホスフィノ）
フェロセン−パラジウム（II）ジクロリド（PdCl2(dppf)）12.8 mg（15μmol）、酢酸カ
リウム（KOAc）148 mg（1.5 mmol）、及び乾燥1,4‑ジオキサン5 mLを入れた。シュレンク

20

管を攪拌しながら80℃で6時間加熱した。反応混合物を室温まで冷却した後に、シリカゲ
ルでろ過し、酢酸エチル（EtOAc）で洗浄し、その後減圧下に溶媒を除去した。粗生成物
をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（ヘキサン/ EtOAc=10/1）で精製し、白色固体の
目的化合物133 mgを得た（収率72%）。
1

H NMR (270 MHz CDCl3) δ1.34 (s, 12H), 1.37 (s, 12H), 7.62 (d, J = 7 Hz, 1H), 7

.66 (d, J = 7 Hz, 1H), 7.76 (s, 1H);

13

C NMR (150 MHz, CDCl3) δ24.9 (CH3), 84.2

(4°), 131.7 (CH), 135.2 (CH), 135.6 (CH), 139.1 (4°); HRMS (FAB) m/z calcd fo
r C18H27B2ClNaO4[M・Na]+: 387.1676, found 387.1668。
【０４１５】
合成例１１：化合物（５

ａ）

30

【０４１６】
【化７３】

40

【０４１７】
［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
攪拌子を入れた100 ml丸底フラスコに、合成例１０で得られた化合物（ＩＩＩａ−１）
369 mg（1.01 mmol）、合成例２で得られた化合物（Ｉａ−２）5.12 g（10.0 mmol）、テ
トラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）（Pd(PPh3)4）50.1 mg（43.4μmo
l）、炭酸銀（Ag2CO3）1.10 g（4.0 mmol）、及び乾燥ＴＨＦ20 mLを入れた。この混合物
を撹拌しながら、60℃で24時間反応させた。室温まで冷却した後、生成物を酢酸エチル（
EtOAc）で抽出し、Na2SO4で乾燥した後に、減圧下に濃縮した。粗生成物をシリカゲルカ
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ラムクロマトグラフィー（ヘキサン/ EtOAc=5/1‑3/1）で精製し、白色固体の目的化合物7
16 mgを得た（収率72%）。
1

H NMR (270 MHz CDCl3) δ2.11 (br, 8H), 2.35 (br, 8H), 3.40 (s, 3H), 3.41 (s, 3H

), 3.43 (s, 3H), 3.44 (s, 3H), 4.43 (s, 4H), 4.47 (s, 2H), 4.49 (s, 2H), 7.32‑7.
38 (m, 5H), 7.44‑7.58 (m, 13H), 7.67 (d, J = 2 Hz, 1H);

13

C NMR (67.8 MHz, CDCl3

) δ 32.9 (br, CH2), 56.00 (CH3), 56.07 (CH3), 56.1, (CH3), 56.0 (CH3), 77.8 (4
°), 77.9 (4°), 77.97 (4°), 78.00 (4°), 92.07 (CH3), 92.12 (CH3), 92.2 (CH3),
92.3 (CH3), 121.6 (4°), 121.7 (4°), 125.4 (CH), 126.4 (CH), 126.9 (CH), 127.4
(CH), 128.4 (4°), 128.7 (4°), 128.8 (4°), 129.4 (CH), 131.5 (CH), 131.6 (CH)
, 132.8 (4°), 138.2 (4°), 138.5 (4°), 138.7 (4°), 141.0 (4°). HRMS (FAB) m/

10

z calcd for C50H55Br2ClNaO8[M・Na]+: 999.1844, found 999.1831。
【０４１８】
反応条件を変更して同様の反応を行ったところ、以下の収率が得られた。結果を表１に
示す。なお、表１において、Pd(OAc)2は酢酸パラジウム（II）、XPhosは2‑（ジシクロヘ
キシルホスフィノ）‑2',4',6'‑トリイソプロピル‑1,1'‑ビフェニル、Pd(PPh3)4はテトラ
キス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）を示す。
【０４１９】
【表１】
20

30
【０４２０】
実施例１０：化合物（ｂ２−１）その１
【０４２１】
【化７４】

40

【０４２２】
［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
攪拌子を入れた50 mlシュレンク管に、上記の合成例１１により得られた化合物（５
ａ）10.0 mg（10μmol）、上記の合成例２により得られた化合物（Ｉａ−２）8.7 mg（14
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μmol）、酢酸パラジウム（II）（Pd(OAc)2）0.4 mg（2.0μmol）、2‑（ジシクロヘキシ
ルホスフィノ）‑2',6'‑ジメトキシ‑1,1'‑ビフェニル（S‑Phos）0.8 mg（2.0μmol）、及
び乾燥1,4‑ジオキサン10mLを入れた。この混合物に、さらに、水酸化ナトリウム水溶液5
μL（10 M）を添加した。その後、得られた混合物を撹拌しながら、90℃で24時間反応さ
せた。反応混合物を室温まで冷却した後に、シリカゲル層でろ過した（溶媒は酢酸エチル
）。その後、ＴＬＣ（CH2Cl2/EtOAc=2/1）により、白色固体の目的化合物2.7 mgを得た（
収率23％）。
1

H NMR (400 MHz CDCl3) δ2.16 (br, 12H), 2.34 (br, 12H), 3.40‑3.42 (m, 18H), 4.4

2‑4.46 (m, 12H), 7.42‑7.53 (m, 27H). HRMS (FAB) m/z calcd for C72H81ClNaO12[M・N
a]+: 1195.5309, found: 1195.5297。

10

【０４２３】
配位子として、上記のS‑Phosではなく、2‑（ジシクロヘキシルホスフィノ）‑2',4',6'‑
トリイソプロピル‑1,1'‑ビフェニル（X‑Phos）を用いた他は同様に行った場合にも、22％
の収率が得られた。
【０４２４】
また、上記の実施例では、化合物（５

ａ）の濃度は1 mMとして反応を行ったが、濃度

が2 mMの場合も収率23%であった。
【０４２５】
実施例１１：化合物（ｂ２−１）その２
【０４２６】
【化７５】

20

30

【０４２７】
［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
攪拌子を入れた50 mlシュレンク管に、上記の合成例４により得られた化合物（３ａ−
１）25.5 mg（21μmol）、上記の合成例１０により得られた化合物（ＩＩＩａ−１）12.5
mg（34μmol）、酢酸パラジウム（II）（Pd(OAc)2）1.7 mg（49μmol）、2‑（ジシクロ
ヘキシルホスフィノ）‑2',4',6'‑トリイソプロピル‑1,1'‑ビフェニル（X‑Phos）1.5 mg（
67μmol）及び乾燥1,4‑ジオキサン20 mLを入れた。この混合物に、さらに、水酸化ナトリ

40

ウム水溶液20μL（10 M）を添加した。その後、得られた混合物を撹拌しながら、80℃で2
4時間反応させた。反応混合物を室温まで冷却した後に、シリカゲル層でろ過した（溶媒
は酢酸エチル）。その後、ＴＬＣ（CH2Cl2/EtOAc=2/1）により、白色固体の目的化合物8.
2 mgを得た（収率34％）。
1

H NMR (400 MHz CDCl3) δ2.16 (br, 12H), 2.34 (br, 12H), 3.40‑3.42 (m, 18H), 4.4

2‑4.46 (m, 12H), 7.42‑7.53 (m, 27H). HRMS (FAB) m/z calcd for C72H81ClNaO12[M・N
a]+: 1195.5309, found: 1195.5297。
【０４２８】
なお、化合物（３ａ−１）の量を0.12 mmolとした（化合物（ＩＩＩａ−１）の量はそ
れに応じて１．４当量となるように増加させた）ところ、収率は16〜27%程度となった。
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【０４２９】
実施例１２：化合物（ｂ３）
【０４３０】
【化７６】

10

【０４３１】
［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］

20

攪拌子を入れた50 mlシュレンク管に、上記の合成例１１により得られた化合物（５
ａ）44.9 mg（45.8μmol）、上記の合成例７により得られた化合物（６ａ）49.0 mg（64.
4μmol）、酢酸パラジウム（II）（Pd(OAc)2）3.0 mg（13.4μmol）、2‑（ジシクロヘキ
シルホスフィノ）‑2',4',6'‑トリイソプロピル‑1,1'‑ビフェニル（X‑Phos）8.9 mg（18.4
μmol）、及び乾燥1,4‑ジオキサン46mLを入れた。この混合物に、さらに、水酸化ナトリ
ウム水溶液46μL（10 M, 0.46 mmol）を添加した。その後、得られた混合物を撹拌しなが
ら、80℃で24時間反応させた。反応混合物を室温まで冷却した後に、シリカゲル層でろ過
した（溶媒は酢酸エチル）。その後、ＴＬＣ（CH2Cl2/EtOAc=2/1）により、白色固体の目
的化合物6.5 mgを得た（収率11％）。
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ2.16 (br, 12H), 2.39 (br, 12H), 3.45 (s, 18H), 4.49 (s

, 12H), 7.42‑7.71(m, 35H);

13

C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 29.7 (br, CH2), 56.0 (CH3

), 78.2 (br, 4°), 92.2 (CH2), 125.4, 126.5, 126.9, 127.0, 127.3, 128.4, 128.8,
129.4, 131.5, 131.6, 139.5, 139.7, 140.3, 140.5; LRMS (FAB) m/z calcd for C84H90
ClO12 [M・H]+: 1325.6115, found 1326。
【０４３２】
このように、実施例１２では、実施例１０ほど高収率で反応が進まなかった。
【０４３３】
実施例１３：化合物（ｂ１−１）
【０４３４】
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【化７７】

10

【０４３５】
［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
攪拌子を入れた50 mlシュレンク管に、上記の合成例１１により得られた化合物（５
ａ）13.0 mg（13.2μmol）、上記の合成例６により得られた化合物（５ａ−２）18.7 mg
（18.0μmol）、酢酸パラジウム（II）（Pd(OAc)2）0.6 mg（2.6μmol）、2‑（ジシクロ

20

ヘキシルホスフィノ）‑2',4',6'‑トリイソプロピル‑1,1'‑ビフェニル（X‑Phos）2.5 mg（
5.1μmol）、及び乾燥1,4‑ジオキサン6.5mLを入れた。この混合物に、さらに、水酸化ナ
トリウム水溶液13μL（10 M, 13mmol）を添加した。その後、得られた混合物を撹拌しな
がら、80℃で24時間反応させた。反応混合物を室温まで冷却した後に、シリカゲル層でろ
過した（溶媒は酢酸エチル）。その後、ＴＬＣ（CH2Cl2/EtOAc=1/1）により、白色固体の
目的化合物7.2 mgを得た（収率21％）。
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ2.17 (br, 16H), 2.39 (br, 16H), 3.43 (s, 12H), 3.44 (s

, 12H), 4.44‑4.50 (m, 16H), 7.43‑7.63(m, 39H);

13

C NMR (98.52 MHz, CDCl3) δ33.0

(CH2), 56.0 (CH3), 78.1 (4°), 92.2 (CH2), 125.3 (CH), 126.4 (4°), 126.8 (CH),
127.3 (CH), 128.3 (CH), 128.5 (CH), 128.7 (CH), 129.4 (CH), 131.4 (CH), 131.5(C

30

H), 131.6 (CH), 132.7 (4°), 138.0 (4°), 138.4 (4°), 138.6 (4°), 139.4 (4°),
139.5 (4°), 139.6 (4°), 141.0 (4°), 141.5 (br, 4°); HRMS (FAB) m/z calcd fo
r C100H111ClNaO16 [M・Na]+: 1625.7453, found 1625.7483。
【０４３６】
実施例１４：クロロ［１０］シクロパラフェニレン
【０４３７】
【化７８】

40

【０４３８】
［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
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20 mLの攪拌機及び冷却器つきシュレンク管に、上記の実施例１０又は１１により得ら
れた化合物（ｂ２−１）47.3 mg（40.3μmol）、硫酸水素ナトリウム・一水和物（NaHSO4
・H2O）113 mg（0.81 mmol）、ｏ−クロラニル（o‑chloranil）50.0 mg（0.20 mmol）、
乾燥ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）1.3 mL及び乾燥ｍ−キシレン（m‑xylene）5 mLを
入れ、攪拌しながら150℃で48時間加熱した。室温まで冷却した後、酢酸エチル（EtOAc）
で抽出し、Na2SO4で乾燥した後に、減圧下に濃縮した。その後、ＴＬＣ（CH2Cl2/ヘキサ
ン =1/1）により、黄色固体の目的化合物5.7 mgを得た（収率18％）。
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.50?7.66 (m, 38Η), 7.78 (d, J = 2 Hz, 1Η);13C NMR

(150.8 MHz, CDCl3) δ 127.0, 127.18, 127.24, 127.3, 127.42, 127.44, 127.5, 127.6
, 127.8, 127.9, 128.0, 129.1, 132.4, 133.4, 133.9, 137.6, 137.65, 137.68, 137.8,

10

137.9, 138.1, 138.16, 138.19, 138.25, 138.32, 138.4, 138.5, 138.6, 138.8, 138.9
, 139.0, 139.1, 139.6, 139.9, 141,5; HRMS (MALDI‑TOF) m/z calcd for C60H39Cl [M
・]+: 794.2740, found 794.2743。
【０４３９】
実施例１５：クロロ［１２］シクロパラフェニレン
【０４４０】
【化７９】

20

30
【０４４１】
［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
20 mLの攪拌機及び冷却器つきシュレンク管に、上記の実施例１２により得られた化合
物（ｂ３）4.2 mg（3.17μmol）、硫酸水素ナトリウム・一水和物（NaHSO4・H2O）30.0 m
g（0.22 mmol）、ｏ−クロラニル（o‑chloranil）2.8 mg（11.3μmol）、乾燥ジメチルス
ルホキシド（ＤＭＳＯ）0.2 mL、及び乾燥ｍ−キシレン（m‑xylene）0.7 mLを入れ、攪拌
しながら150℃で48時間加熱した。室温まで冷却した後、酢酸エチル（EtOAc）で抽出し、
Na2SO4で乾燥した後に、減圧下に濃縮した。その後、ＴＬＣ（CH2Cl2/ヘキサン =1/1）に
より、黄色固体の目的化合物0.4 mgを得た（収率13％）。
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ

7.58‑7.64 (m, 46H), 7.80 (d, J = 2Hz, 1H); HRMS (MAL
+

DI‑TOF) m/z calcd for C72H47Cl [M・] : 946.3366, found 947.0030。
【０４４２】
実施例１６：クロロ［１４］シクロパラフェニレン
【０４４３】
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【化８０】

10

【０４４４】
［式中、ＭＯＭはメトキシメチル基である。］
20 mLの攪拌機及び冷却器つきシュレンク管に、上記の実施例１３により得られた化合
物（ｂ１−１）15.2 mg（9.47μmol）、硫酸水素ナトリウム・一水和物（NaHSO4・H2O）2
6.7 mg（0.19 mmol）、ｏ−クロラニル（o‑chloranil）12.2 mg（47.3μmol）、乾燥ジメ
チルスルホキシド（ＤＭＳＯ）0.6 mL、及び乾燥ｍ−キシレン（m‑xylene）2.0 mLを入れ
、攪拌しながら150℃で48時間加熱した。室温まで冷却した後、酢酸エチル（EtOAc）で抽

20

出し、Na2SO4で乾燥した後に、減圧下に濃縮した。その後、ＴＬＣ（CH2Cl2/ヘキサン =1
/1）により、黄色固体の目的化合物3.5 mgを得た（収率32％）。
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.18 (d, J = 8 Hz, 1H), 7.31 (d, J = 8 Hz, 1H), 7.60‑

7.72 (m, 53H), 7.81 (s, 1H);

13

C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 127.0 (CH)127.0 (CH), 1

27.3 (CH), 127.47 (CH), 127.54 (CH), 127.7 (CH), 129.6 (CH), 132.0 (4°), 133.2
(CH), 137.8 (4°), 137.9 (4°), 138.0 (4°), 138.6 (4°), 138.7 (4°), 138.8 (4
°), 139.0 (4°), 139.2 (4°), 139.7 (4°), 140.5 (4°); HRMS (MALDI‑TOF) m/z ca
lcd for C84H55Cl [M・]+: 1098.3992, found 1099.2469。
【０４４５】
実施例１４〜１６を比較すると、実施例１４〜１５と比較し、実施例１６では高収率で

30

反応が進行した。このことから、リングサイズの違いによる歪みエネルギーの違いが芳香
族化反応に関わっていると考えられる。
【０４４６】
このように、従来は困難とされていた、シクロパラフェニレンのように対称性の高い環
状化合物の所望の箇所に官能基を導入することができた。本発明の方法を採用すれば、他
の数の環を有する環状化合物に官能基を導入することも可能である。また、いずれの実施
例においても、本発明の合成過程において、クロロ基が反応点となった副生成物は得られ
なかった。
【０４４７】
実施例１７：ｐ−アニシル化［１０］シクロパラフェニレン

40

【０４４８】
【化８１】
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【０４４９】
20 mLの攪拌機シュレンク管に、上記の実施例１４により得られたクロロ［１０］シク
ロパラフェニレン4.6 mg（5.8μmol）、4‑メトキシフェニルボロン酸（4‑methoxyphenylb
oronic acid）1.7 mg（11.2μmol）、トリス（ジベンジリデンアセトン）二パラジウム（
０）（Pd2(dba)3）0.6 mg（0.57μmol）、2‑（ジシクロヘキシルホスフィノ）‑2',4',6'‑
トリイソプロピル‑1,1'‑ビフェニル（X‑Phos）0.6 mg（1.2μmol）、リン酸カリウム（K3
PO4）2.7 mg（11.7μmol）、乾燥N,N‑ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）0.45 mL、及び水0
.05 mLを入れ、攪拌しながら135℃で23時間加熱した。室温まで冷却した後、酢酸エチル
（EtOAc）で抽出した。その後、ＴＬＣ（CH2Cl2/ヘキサン =1/1）により、白色固体の目
的化合物0.5 mgを得た（収率10％）。

10

1

H NMR (600 MHz, CDCl3) δ 3.84 (s, 3H), 6.93 (m, 2H), 7.08 (d, J = 8 Hz, 1H), 7

.12 (d, J = 8 Hz, 1H), 7.43‑7.60 (m, 38H), 7.89 (d, J = 10 Hz, 1H); HRMS (MALDI‑
TOF) m/z calcd for C67H46O [M・]+: 866.3549, found 866.5002。
【０４５０】
このように、実施例１４〜１６において導入した官能基を他の官能基に変換することも
可能であることが見出された。特に、合成過程で導入しづらい官能基であっても、一度合
成しやすい官能基を導入した環状化合物を合成し、その後所望の官能基に変換すれば、容
易に環状化合物に官能基が導入できる。このことから、他の様々な官能基をシクロパラフ
ェニレン化合物等の環状化合物に導入することが可能である。
【０４５１】
なお、実施例１７で得たｐ−アニシル化［１０］シクロパラフェニレンは、実施例１４
で得たクロロ［１０］シクロパラフェニレンと比較するとやや高い極性を示した。また、
365 nmのUVランプを照射すると、ｐ−アニシル化［１０］シクロパラフェニレン及びクロ
ロ［１０］シクロパラフェニレンともに、水色の蛍光を示した。
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