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(57)【要約】
本発明は、希土類金属を含む酸化物とイリジウム酸化
物を溶媒中で処理することを特徴とする、イリジウム触
媒の製造方法を提供するものである。溶媒中での処理と
しては、希土類金属を含む酸化物とイリジウム化合物を
混合すること、希土類金属酸化物をイリジウム化合物の
溶媒溶液に含浸もしくは浸漬することのいずれでもよい
。本発明の触媒は、シリルアルケン類を、ヒドロシラン
類とアルケンを原料として脱水素シリル化反応によって
製造する反応に用いることができる。本発明の触媒は、
脱水素シリル化反応に対して飛躍的に高い活性を示し、
触媒活性の低下を伴うことなく触媒の再利用が可能で、
さらに均一系錯体触媒の使用に伴って発生する問題点を
解決することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
希土類金属を含む酸化物とイリジウム化合物を溶媒中で処理することを特徴とする、イリ
ジウム触媒の製造方法。
【請求項２】
溶媒中にイリジウム化合物とヒドロシラン類を添加して加熱し、次いで希土類金属を含む
酸化物を加えてイリジウム化合物とヒドロシラン類を溶媒中で処理することを特徴とする
、請求項１に記載のイリジウム触媒の製造方法。
【請求項３】
前記処理が希土類金属を含む酸化物とイリジウム化合物を溶媒中で混合することである、
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請求項１又は２に記載のイリジウム触媒の製造方法。
【請求項４】
前記処理が希土類金属を含む酸化物をイリジウム化合物の溶媒溶液に含浸もしくは浸漬す
ることである、請求項１又は２に記載のイリジウム触媒の製造方法。
【請求項５】
希土類金属を含む酸化物とイリジウム化合物を溶媒中で処理し、加熱することを特徴とす
る請求項１又は２に記載のイリジウム触媒の製造方法。
【請求項６】
希土類金属を含む酸化物が希土類金属酸化物又は希土類金属を含む複合酸化物である、請
求項１〜５のいずれか１項に記載のイリジウム触媒の製造方法。
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【請求項７】
前記酸化物が酸化セリウムである、請求項１〜６のいずれか１項に記載のイリジウム触媒
の製造方法。
【請求項８】
イリジウム化合物がイリジウム錯体またはイリジウム塩である、請求項１〜７のいずれか
１項に記載のイリジウム触媒の製造方法。
【請求項９】
イリジウム化合物がIrCl3・xH2O（ｘ＝0〜3）、トリアセチルアセトナトイリジウム、Ｉ
ｒ４（ＣＯ）１２、ビス（シクロペンタジエニルイリジウムジクロリド）である、請求項
１〜８のいずれかに記載のイリジウム触媒の製造方法。
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【請求項１０】
請求項１〜９のいずれかに記載の製造方法によって得られるシリル基置換不飽和化合物製
造用イリジウム触媒。
【請求項１１】
請求項１０に記載のイリジウム触媒の存在下で、シラン化合物（１）と不飽和化合物（２
）を反応させることを特徴とする、一般式（I）で表されるシラン化合物の製造方法：
【化１】

40
（式中、Ｒ１はＲ１ａＲ１ｂＲ１ｃＳｉ基を示し、Ｒ２はアルキル基、置換基を有してい
てもよいアリール基、置換基を有していてもよいヘテロアリール基、置換基を有していて
もよいヘテロアリールアルキル基、置換基を有していてもよいアラルキル基を示す。
Ｒ１ａ、Ｒ１ｂ、Ｒ１ｃは、各々独立してアルキル基、アルコキシ基、置換基を有してい
てもよいアリール基、ハロゲン原子を示す。）
【請求項１２】
溶媒中に希土類金属を含む酸化物とイリジウム化合物を添加し、必要に応じて加熱してイ
リジウム触媒を調製し、得られたイリジウム触媒をヒドロシラン類とアルケンを原料とし
た脱水素シリル化反応に使用して反応液からイリジウム触媒を濾過により回収し、回収し
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たイリジウム触媒をさらに次の脱水素シリル化反応に使用する工程を少なくとも１回行う
ことを特徴とするイリジウム触媒の回収及び再利用方法。
【請求項１３】
溶媒中にイリジウム化合物とヒドロシラン類と希土類金属を含む酸化物を添加して加熱す
ることにより最初のイリジウム触媒の調製を行い、以下、イリジウム触媒の回収と脱水素
シリル化反応への再利用を少なくとも１回行うことを特徴とする、請求項１２に記載の脱
水素シリル化反応におけるイリジウム触媒の回収及び再利用方法。
【請求項１４】
溶媒中にイリジウム化合物とヒドロシラン類とアルケンと希土類金属を含む酸化物を添加
して加熱し、最初のイリジウム触媒の調製と脱水素シリル化反応を同時に行い、以下、イ
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リジウム触媒の回収と脱水素シリル化反応への再利用を少なくとも１回行うことを特徴と
する、請求項１２に記載の脱水素シリル化反応におけるイリジウム触媒の回収及び再利用
方法。
【請求項１５】
溶媒中にイリジウム化合物とヒドロシラン類を添加して加熱し、さらに希土類金属を含む
酸化物を添加して加熱することにより最初のイリジウム触媒の調製を行い、得られたイリ
ジウム触媒とアルケンの存在下に脱水素シリル化反応を行い、以下、イリジウム触媒の回
収と脱水素シリル化反応への再利用を少なくとも１回行うことを特徴とする、請求項１２
〜１４のいずれか１項に記載の脱水素シリル化反応におけるイリジウム触媒の回収及び再
利用方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、固体触媒及び固体触媒から溶液に溶出するイリジウム触媒の製造方法、触媒
によるシリル基置換不飽和化合物の製造方法に関し、詳しくはイリジウム触媒によるシリ
ル基置換不飽和化合物の製造方法に関するものである。
また、本発明は、イリジウム触媒の回収及び再利用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
種々の有機ケイ素ポリマー原料として、及び不飽和化合物合成原料として工業的に重要な
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基幹化合物であるシリルアルケン類を、ヒドロシラン類とアルケンを原料として脱水素シ
リル化反応によって製造する方法は、ヒドロシラン類及びアルケン類の事前の活性化を必
要としない原子効率が高い優れた手法である。
【０００３】
有機合成反応における触媒は、均一系触媒と不均一系触媒に大きく二分される。代表的
な均一系触媒である錯体触媒は、高効率、高選択的な反応の実現が容易であるといった利
点を有しているため、精密な制御が必要な有機合成にしばしば用いられる。均一系ロジウ
ム錯体触媒（非特許文献１、２）あるいはパラジウム錯体触媒（非特許文献３）等を活用
したシリルアルケン類の製造方法が既に見出され、報告されているが、均一系錯体触媒に
は、１）触媒製造プロセスが複雑で、高環境負荷・高コスト、２）触媒の分離回収・再利
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用が困難で、生成物への金属の混入が問題となる、３）一般に化学的・熱的に不安定であ
り取り扱いが困難、などの工業化の上で重大かつ本質的な問題点がある。さらに、本反応
はヒドロシリル化反応によるシリルアルカンの副生を本質的に伴い、目的とするシリルア
ルケンを選択的に得るためにはシリルアルカンの副生を抑制する必要がある。そのため、
反応後の分離回収が困難な配位子あるいは添加剤として有害なホスフィンや高価な１，１
０−フェナントロリン誘導体の使用が不可欠であるが、それでも特にジメチルフェニルシ
ランを原料として用いた場合にはシリルアルカンの副生が著しく、選択的にシリルアルケ
ンを得ることは極めて困難である。
【０００４】
一方、不均一系触媒の中でも酸化物担持触媒は、活性や選択性では劣る場合が多いもの
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の、均一系触媒と比較して、１）触媒の分離回収・再利用が容易である、２）生成物への
金属種の混入リスクが小さい、３）熱や空気に対する安定性が高く取り扱いが容易、など
のメリットが挙げられ、錯体触媒に匹敵する活性及び選択性を有する固体触媒の開発は、
グリーンケミストリーの観点から必要不可欠である。
【０００５】
こうした観点から和田らは、酸化セリウム担持ルテニウム (Ｒｕ／ＣｅＯ２) 触媒やイ
リジウム (Ｉｒ／ＣｅＯ２) 触媒を開発し、これらが多種多様な有機合成反応に有効であ
ることを見出し、特許文献１〜３、非特許文献４〜１０によって報告している。これらは
いずれも「金属酸化物担持触媒」の範疇にはいる触媒群であり、触媒を焼成して金属酸化
10

物に変換し、その形態で用いられる。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明は、回収再利用が困難なホスフィン等の有害物質や１，１０−フェナントロリン
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等の高価な配位子を使用する必要がなく、調製が極めて簡便で再生が容易な固体触媒及び
固体複合体から溶液に溶出する触媒による、シリル基置換不飽和化合物の製造方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明者らは、広範囲なイリジウム錯体あるいはイリジウム塩と、酸化セリウム等の希土
類金属酸化物を用いることで、飛躍的に効率が高く、環境等への負荷が小さなシリルアル
ケン類の製造方法を見出した。
本発明は、以下のイリジウム触媒の製造方法、イリジウム触媒及び当該イリジウム触媒を
用いたシリル基置換不飽和化合物の製造方法及びイリジウム触媒の回収及び再利用方法を
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提供するものである。
項１．

希土類金属を含む酸化物とイリジウム化合物を溶媒中で処理することを特徴とす

る、イリジウム触媒の製造方法。
項２．

溶媒中にイリジウム化合物とヒドロシラン類を添加して加熱し、次いで希土類金

属を含む酸化物を加えてイリジウム化合物とヒドロシラン類を溶媒中で処理することを特
徴とする、項１に記載のイリジウム触媒の製造方法。
項３．

前記処理が希土類金属を含む酸化物とイリジウム化合物を溶媒中で混合すること

である、項１又は２に記載のイリジウム触媒の製造方法。
項４．

前記処理が希土類金属を含む酸化物をイリジウム化合物の溶媒溶液に含浸もしく

は浸漬することである、項１又は２に記載のイリジウム触媒の製造方法。
項５．
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希土類金属を含む酸化物とイリジウム化合物を溶媒中で処理し、加熱することを

特徴とする項１又は２に記載のイリジウム触媒の製造方法。
項６．

希土類金属を含む酸化物が希土類金属酸化物又は希土類金属を含む複合酸化物で

ある、項１〜５のいずれか１項に記載のイリジウム触媒の製造方法。
項７．

前記酸化物が酸化セリウムである、項１〜６のいずれか１項に記載のイリジウム

触媒の製造方法。
項８．

イリジウム化合物がイリジウム錯体またはイリジウム塩である、項１〜７のいず

れか１項に記載のイリジウム触媒の製造方法。
項９．

イリジウム化合物がIrCl3・xH2O（ｘ＝0〜3）、トリアセチルアセトナトイリジ

ウム、Ｉｒ４（ＣＯ）１２、ビス（シクロペンタジエニルイリジウムジクロリド）である
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、項１〜８のいずれかに記載のイリジウム触媒の製造方法。
項１０．

項１〜９のいずれかに記載の製造方法によって得られるシリル基置換不飽和化

合物製造用イリジウム触媒。
項１１．

項１０に記載のイリジウム触媒の存在下で、シラン化合物（１）と不飽和化合

物（２）を反応させることを特徴とする、一般式（I）で表されるシラン化合物の製造方
法：
【００１０】
【化１】
40

【００１１】
（式中、Ｒ１はＲ１ａＲ１ｂＲ１ｃＳｉ基を示し、Ｒ２はアルキル基、置換基を有してい
てもよいアリール基、置換基を有していてもよいヘテロアリール基、置換基を有していて
もよいヘテロアリールアルキル基、置換基を有していてもよいアラルキル基を示す。
Ｒ１ａ、Ｒ１ｂ、Ｒ１ｃは、各々独立してアルキル基、アルコキシ基、置換基を有してい
てもよいアリール基、ハロゲン原子を示す。）
項１２．

溶媒中に希土類金属を含む酸化物とイリジウム化合物を添加し、必要に応じて

加熱してイリジウム触媒を調製し、得られたイリジウム触媒をヒドロシラン類とアルケン
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を原料とした脱水素シリル化反応に使用して反応液からイリジウム触媒を濾過により回収
し、回収したイリジウム触媒をさらに次の脱水素シリル化反応に使用する工程を少なくと
も１回行うことを特徴とするイリジウム触媒の回収及び再利用方法。
項１３．

溶媒中にイリジウム化合物とヒドロシラン類と希土類金属を含む酸化物を添加

して加熱することにより最初のイリジウム触媒の調製を行い、以下、イリジウム触媒の回
収と脱水素シリル化反応への再利用を少なくとも１回行うことを特徴とする、項１２に記
載の脱水素シリル化反応におけるイリジウム触媒の回収及び再利用方法。
項１４．

溶媒中にイリジウム化合物とヒドロシラン類とアルケンと希土類金属を含む酸

化物を添加して加熱し、最初のイリジウム触媒の調製と脱水素シリル化反応を同時に行い
、以下、イリジウム触媒の回収と脱水素シリル化反応への再利用を少なくとも１回行うこ
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とを特徴とする、項１２に記載の脱水素シリル化反応におけるイリジウム触媒の回収及び
再利用方法。
項１５．

溶媒中にイリジウム化合物とヒドロシラン類を添加して加熱し、さらに希土類

金属を含む酸化物を添加して加熱することにより最初のイリジウム触媒の調製を行い、得
られたイリジウム触媒とアルケンの存在下に脱水素シリル化反応を行い、以下、イリジウ
ム触媒の回収と脱水素シリル化反応への再利用を少なくとも１回行うことを特徴とする、
項１２〜１４のいずれか１項に記載の脱水素シリル化反応におけるイリジウム触媒の回収
及び再利用方法。
【発明の効果】
【００１２】
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本発明は、種々の有機ケイ素ポリマー原料として、および不飽和化合物合成原料として工
業的に重要な基幹化合物であるシリルアルケン類を、ヒドロシラン類とアルケンを原料と
して脱水素シリル化反応によって製造する方法を提供するものである。本発明の方法は、
ヒドロシラン類およびアルケン類の事前の活性化を必要としない原子効率が高い優れた手
法である。
【００１３】
本発明の触媒は、金属酸化物中にナトリウム、カリウム等のアルカリ金属が含まれていな
いことが望ましく（アルカリ金属フリーの触媒）、アルカリ土類金属が含まれていないこ
とが好ましい。
【００１４】

30

本発明では、シリルカップリング反応に対して、比較的安価で入手が容易な種々のイリジ
ウム錯体あるいはイリジウム塩から反応系中で調製される固体触媒及び固体複合体から溶
液に溶出する触媒を用いることができる。
【００１５】
本発明の製造方法によれば、有害なホスフィンを使用する必要がないので、生成物にホ
スフィンが混入することはない。
【００１６】
また、本発明の触媒は、再生処理が不要であり、バッチ式、セミバッチ式あるいは連続
式の反応で繰り返し使用できる。
【００１７】

40

さらに、本発明の触媒を用いることによって、生成するシリルアルケンへのイリジウム
種の混入を防ぐことで、生成物の生成過程を簡略化あるいは省略することができる。
本発明の触媒は、脱水素シリル化反応に対して飛躍的に高い活性を示し、触媒活性の低下
を伴うことなく触媒の再利用が可能で、さらに均一系錯体触媒の使用に伴って発生する問
題点を解決することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】（ａ）Ｉｒ（ａｃａｃ）３への金属酸化物の添加効果。（ｂ）Ｉｒ（ａｃａｃ）
３への金属酸化物の添加効果。

【図２】（ａ）Ｉｒ４（ＣＯ）１２に対する酸化セリウムの添加効果。（ｂ）ＩｒＣｌ３
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・xＨ２Ｏに対する酸化セリウムの添加効果
【図３】高基質／触媒比に於けるＩｒ（ａｃａｃ）３への酸化セリウムの添加効果
【図４】本発明触媒の再利用性の検討
【発明を実施するための形態】
【００１９】
本発明のイリジウム触媒は、希土類金属を含む酸化物(以下、「希土類金属酸化物」と記
載する場合がある)とイリジウム化合物を溶媒中で処理することにより製造でき、溶媒中
での処理としては、希土類金属を含む酸化物とイリジウム化合物を混合すること、希土類
金属酸化物をイリジウム化合物の溶媒溶液に含浸もしくは浸漬することのいずれでもよい
。前記処理は加熱下に行ってもよく、前記処理後に加熱してもよい。

10

【００２０】
本発明のイリジウム触媒は、希土類金属酸化物とイリジウム化合物を溶媒中で処理するこ
とにより製造できるが、アルケンを加えず、ヒドロシラン類とイリジウム化合物と希土類
金属酸化物の混合物を溶媒中で加熱することでも高活性のイリジウム固体触媒を得ること
ができる。例えば、ヒドロシラン類を溶媒中に希土類金属を含む酸化物とイリジウム化合
物を添加して加熱を行うことで、溶媒中でイリジウム触媒を得ることができる。ヒドロシ
ラン類とイリジウム化合物と希土類金属酸化物の混合物を溶媒中で加熱してイリジウム触
媒を調製し、さらにアルケンを加えることで脱水素シリル化反応を行うこともできる。本
発明の好ましい実施形態では、ヒドロシラン類とイリジウム化合物を溶媒に加えて加熱し
ながら前処理し、そこに希土類金属酸化物を加えて加熱することで、高活性のイリジウム

20

触媒を得ることができる。このように、本発明のイリジウム触媒は、イリジウム化合物と
希土類金属酸化物の２成分を用いて調製することもでき、イリジウム化合物と希土類金属
酸化物とヒドロシラン類の３成分を用いて調製することもできる。３成分を用いる場合、
溶媒中に添加する順序は問わず、いずれかの２成分(例えばイリジウム化合物とヒドロシ
ラン類)を先に添加し、次いで残りの１成分(例えば希土類金属酸化物)を添加してもよい
が、特に、ヒドロシラン類とイリジウム化合物で前処理し、その後希土類金属酸化物を作
用させるのが好ましい。
【００２１】
本明細書において、「希土類金属を含む酸化物」としては、酸化セリウムなどの希土類金
属酸化物又は希土類金属と非希土類金属を含む複合酸化物が挙げられる。本明細書では、
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これらの酸化物と複合酸化物を含めて「希土類金属含有酸化物」と記載することがある。
好ましい希土類金属を含む酸化物は、酸化セリウム、酸化プラセオジウム、酸化テルビウ
ム、酸化イッテルビウム、酸化イットリウム、セリウムとプラセオジウムの複合酸化物、
セリウムとテルビウムの複合酸化物、セリウムとイッテルビウムの複合酸化物、セリウム
とイットリウムの複合酸化物である。
【００２２】
本明細書において、「イリジウム化合物」は、希土類金属を含む酸化物と反応させること
で、ヒドロシラン類とアルケンを原料とした脱水素シリル化反応によりシリルアルケン類
を製造するための優れたイリジウム触媒になり得るものであり、溶媒中で少なくとも一部
は溶解し、希土類金属を含む酸化物と接触し、最終的に本発明のイリジウム触媒になるも

40

のである。イリジウム化合物は、イリジウム塩とイリジウム錯体を包含する。
【００２３】
本発明では、希土類金属を含む酸化物とイリジウム化合物を混合することで、従来のイリ
ジウム錯体、イリジウム塩等のイリジウム化合物、あるいは希土類金属酸化物担持イリジ
ウムを大きく上回る触媒活性及び選択性を示す触媒が製造できる。
【００２４】
本発明のイリジウム錯体は、ヒドロシラン類とアルケンを原料とした脱水素シリル化反応
によりシリルアルケン類を製造する反応系で調製されてもよく、予めこのような錯体を調
製しておき、前記反応系に添加することもできる。また、前記反応系から回収したイリジ
ウム触媒は、繰り返し使用することができる。
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【００２５】
イリジウム触媒の製造方法
イリジウム錯体、イリジウム塩等のイリジウム化合物とともに添加する希土類金属を含
む酸化物／複合酸化物としては、一般的に機械的強度が高く、触媒として利用した際の触
媒の摩耗や粉化等によるロス及び製品への混入等の不利を避けることができるという点、
高活性を有する触媒調製が容易であるという点、高い熱的、化学的安定性を有する点、及
び他の副生成物を産しない点等から、希土類金属酸化物あるいはこれらを含む複合酸化物
が挙げられる。
【００２６】
希土類金属としては、例えば、セリウム、プラセオジウム、テルビウム、イッテルビウム
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、イットリウム等が挙げられる。これらの希土類金属の酸化物は、１種の希土類金属を単
独で用いてもよく、また、２種以上を希土類金属を混合して用いてもよい。これらの金属
酸化物の中で、入手可能性、価格、触媒活性等の観点から、酸化セリウムあるいはこれを
含む複合酸化物が好ましい。
【００２７】
また、希土類金属含有酸化物は、さらにその他の金属酸化物との複合酸化物であっても
よい。ここで、「複合酸化物」とは、希土類金属酸化物と他の金属（特に遷移金属）酸化
物との複合体を意味する。他の金属は、アルカリ金属を含まないのが好ましく、アルカリ
金属とアルカリ土類金属をともに含まないことがより好ましい。希土類金属以外の他の金
属酸化物としては、例えば、酸化チタン、酸化バナジウム、酸化マンガン、酸化鉄、酸化
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コバルト、酸化ニッケル、酸化銅等が挙げられる。
【００２８】
前記複合酸化物を用いる場合における、希土類金属酸化物以外の金属酸化物の含有割合
は触媒としての機能を発現できれば特に制限されるものではないが、例えば、複合酸化物
中、５０質量％以下が好ましく、２０質量％以下がより好ましく、１０質量％以下がさら
に好ましく、特に５質量％以下である。
【００２９】
希土類金属含有酸化物は、その前駆体として、硝酸塩、オキシ硝酸塩、炭酸塩、シュウ
酸塩、酢酸塩等の金属塩を用い、加水分解後に空気中で焼成させること、あるいは直接熱
分解させることによって得られる。好ましくは、希土類金属含有酸化物は、希土類金属の
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硝酸塩、オキシ硝酸塩、炭酸塩、シュウ酸塩、酢酸塩等の金属塩の溶液に沈殿剤を添加し
、生じた沈殿を焼成することで得ることができる。沈殿剤としてはアンモニア、水酸化ナ
トリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウムなどのアルカリ金属水酸化物、炭酸ナトリウ
ム、炭酸カリウムなどのアルカリ金属炭酸塩、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムな
どのアルカリ金属炭酸水素塩、エチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミノ、モノ
エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアミン類などが挙げ
られる。希土類金属含有酸化物を得るための焼成温度としては、２００〜７００℃が好ま
しく、より好ましくは３００〜５００℃程度である。
【００３０】
触媒を製造する方法としては「希土類金属を含む酸化物とイリジウム化合物を溶媒中で
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処理」し、その後に必要に応じて加熱すればよい。例えば、イリジウム化合物と希土類金
属含有酸化物をともに溶媒中に投入して混合し、必要に応じて溶媒中で加熱すること、あ
るいは希土類金属含有酸化物を溶媒中のイリジウム化合物溶液に含浸もしくは浸漬し、必
要に応じて加熱することにより、イリジウム触媒を製造することができる。これらの混合
、含浸、浸漬は、全て「希土類金属を含む酸化物とイリジウム化合物を溶媒中で処理する
」ことに該当する。溶媒としては、ヒドロシラン類(1)とアルケン(2)を原料とした脱水素
シリル化反応によりシリルアルケン類(I)を製造する際の溶媒が好ましく例示され、具体
的にはベンゼン、トルエン、キシレン、メシチレンなどの芳香族炭化水素、ヘキサン、シ
クロヘキサン等の脂肪族又は脂環式炭化水素、アセトニトリルなどのニトリル類、ピリジ
ン、イミダゾールなどのヘテロ芳香族化合物、塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素
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、ジクロロエタン、トリクロロエタン、テトラクロロエタン等のハロゲン化炭化水素、水
、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノールなどの低級アルコール、アセトン
、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンなどのケトン類、酢酸エチル、酢酸ブチ
ルなどのエステル類、テトラヒドロフラン、エーテル、ジイソプロピルエーテルなどのエ
ーテル類、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコールなどのグ
リコール類、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールジメチルエー
テル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテルな
どのアルキレングリコールモノ／ジアルキルエーテル、グリセリン、ジオキサン、ジメチ
ルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、N‑メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、
酢酸などが挙げられる。本発明で使用するイリジウム触媒は、一般式（I）で表される不
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飽和シラン化合物の製造の反応系で調製することができ、溶媒としてはこのような反応に
使用する溶媒が好ましく例示される。
【００３１】
本発明の他の実施形態において、溶媒中にイリジウム化合物とヒドロシラン類と希土類
金属を含む酸化物を加えることで、本発明のイリジウム触媒を得ることができる。
【００３２】
本発明のさらに他の実施形態において、溶媒中にイリジウム化合物とヒドロシラン類と
アルケンと希土類金属を含む酸化物とアルケン化合物を加え、イリジウム触媒を反応系中
で生成させながら同時に脱水素シリル化反応を行ってもよい。
【００３３】

20

イリジウム化合物としては、イリジウム塩、イリジウム錯体などが挙げられ、具体的に
は、IrCl4，IrCl3，IrCl2，IrBr4，IrBr3，IrBr2，IrI4，IrI3，IrI2，酢酸イリジウムな
どのイリジウム塩、ヘキサクロロイリジン酸[H2IrCl6]、(NH4)2IrCl6、(NH4)2IrBr6、[Ir
(CO)2I]2、[Ir(CO)2Cl]2、[Ir(CO)2Br]2、[Ir(CO)2I2]‑H+、[Ir(CO)2Br2]‑H+、[Ir(CO)2I
‑ +

4]

H 、[Ir(CH3)I3(CO)2]‑H+、Ir4(CO)12、Ir(acac)(CO)2、Ir(acac)3（「acac」はアセ

チルアセトナトである）、ビス（シクロペンタジエニルイリジウムジクロリド）などのイ
リジウム錯体が挙げられ、これらイリジウム化合物は水和物であってもよい。好ましいイ
リジウム化合物は、IrCl3・xH2O（ｘ＝0〜3）、トリアセチルアセトナトイリジウム、Ｉ
ｒ４（ＣＯ）１２、ビス（シクロペンタジエニルイリジウムジクロリド）である。
【００３４】
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本発明のイリジウム触媒はイリジウム化合物の溶媒溶液中で希土類金属含有酸化物を処
理(混合、含浸、浸漬)することで製造することができるが、好ましくは溶媒中でさらに加
熱することにより製造することができる。
【００３５】
イリジウム錯体あるいはイリジウム塩等のイリジウム化合物の割合(溶媒中に添加され
たイリジウム化合物の量)としては、希土類金属含有酸化物の添加量を基準として０．０
０１〜２０質量％程度が好ましく、０．１〜５質量％程度がより好ましく、０．０８〜０
．２質量％程度がさらに好ましい。このような範囲は、触媒にかかるコストを低減し、同
時に触媒回転数の低下を防ぐために好ましい。
【００３６】

40

本発明の好ましい実施形態において、希土類金属含有酸化物とともに添加したイリジウ
ム化合物を、溶媒(好ましい実施形態では脱水素シリル化の原料および溶媒)中で混合し加
熱する工程によって本発明のイリジウム触媒が製造され得る。
【００３７】
イリジウム化合物と希土類金属含有酸化物は溶媒中で混合した後、必要に応じて加熱を
行う。加熱しない場合には、その分長時間反応させることで、本発明の触媒を得ることが
できる。反応温度は室温以上が好ましく、より好ましくは４０〜２００℃程度、さらに好
ましくは８０〜１７０℃程度、特に好ましくは１２０〜１４０℃程度である。この反応温
度は、イリジウム触媒の製造と脱水素シリル化反応の両方に適用できる。ヒドロシラン類
とアルケンを原料とした脱水素シリル化反応の反応系でイリジウム触媒を調製する場合、
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反応温度が４０℃以上であれば、触媒の合成および脱水素シリル化反応に要する時間を短
縮することができる。また、反応温度を２００℃以下に設定することで、比較的沸点の低
い成分のロスを抑制することができる。このような温度で反応を行うことで、高活性なイ
リジウム触媒を得ることができる。脱水素シリル化に要する反応時間は３０分から４８時
間程度、好ましくは１〜２４時間程度である。
【００３８】
希土類金属含有酸化物およびイリジウム化合物の混合及び上記反応温度での反応工程は
、空気中で行うことも可能であるが、不活性ガス雰囲気下で行われてもよい。不活性ガス
としては、アルゴン、窒素、ヘリウム等が挙げられる。
【００３９】

10

上記のように製造された金属酸化物に担持したイリジウム触媒は、式（Ｉ）の化合物を
製造後、必要に応じて洗浄後に分離、回収を行い、再生することなく次の反応に使用する
ことができる。
【００４０】
洗浄に用いられる洗浄剤としては、特に限定されるものではないが、例えば、ＴＨＦ、
ジエチルエーテル、メタノール、エタノール、水、ヘキサン、石油エーテルあるいはこれ
らの混合物等が挙げられる。
【００４１】
本発明で得られたイリジウム触媒は、ヒドロシラン類とアルケンを原料とした脱水素シ
リル化反応によりシリルアルケン類を製造する反応系中で発生させた場合には、そのまま
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触媒として使用すればよく、触媒を回収／再利用する場合には、反応系の温度を下げ(例
えば室温)、その状態で希土類金属を含む酸化物を濾別すればよい。反応系の温度を下げ
ることで、イリジウム成分はほぼ完全に希土類金属を含む酸化物に吸着され、溶液中には
検出限界以下のイリジウムのみ存在するようにできるため、イリジウムの損失を最小限に
して回収し、生成物中のイリジウム含量をできるだけ低下することができる。
【００４２】
イリジウム化合物は溶媒中で少なくとも一部は溶解し、希土類金属を含む酸化物は不溶
物として存在する。溶媒中でこれらの化合物を反応させて活性なイリジウム化合物を発生
させてそれを濾過すれば、ろ液と濾別される不溶物の両方に触媒活性が確認され得る。理
論に拘束されることを望むわけではないが、ろ液中の触媒活性イリジウムは、希土類金属
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を含む酸化物と接触することでヒドロシラン類とアルケンを原料とした脱水素シリル化反
応に適したイリジウム触媒に変換されたものと本発明者は考えている。一方、このような
触媒活性イリジウムは大部分が溶媒不溶性の希土類金属含有酸化物の表面に吸着された形
態で存在し、この不溶物を不飽和シラン化合物を製造するための反応系中に添加すると、
この反応系において触媒活性イリジウムが溶媒中に微量遊離するか、或いは、希土類金属
を含む酸化物の表面に吸着されたままで選択性の高いイリジウム触媒として作用すると本
発明者は考えている。従って、本発明の触媒の製造方法で得られるイリジウム触媒は、溶
媒に溶解する形態であってもよく、溶媒に不溶な形態であってもよい。
【００４３】
式（Ｉ）の化合物の製造方法
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本発明は、上記製造方法により得られたイリジウム触媒の存在下で、化合物（１）と化
合物（２）を反応させる工程を含む化合物（Ｉ）の製造方法にも関する。
化合物（Ｉ）の製造方法をＳｃｈｅｍｅ１に示す。
【００４４】
【化２】
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（式中、Ｒ１、Ｒ２は、前記に定義されるとおりである）
【００４５】
溶媒の存在下で式（Ｉ）の化合物を製造する場合、溶媒としては、メシチレン、キシレ
ン、トルエン、ベンゼン、ヘキサン、ｎ−オクタン、ｎ−デカン等の無極性溶媒；Ｎ−メ
チル−２−ピロリドン（以下、ＮＭＰともいう）、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド、ＴＨ
Ｆ、ジオキサン、塩化メチレン等の極性溶媒が挙げられるが、これらの中で、式（Ｉ）の
化合物の収率が向上するという点において、無極性溶媒であることが好ましく、具体的に
は、トルエン、メシチレン等が特に好ましい。
【００４６】
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式（Ｉ）の化合物の製造方法において、反応温度は、４０〜２００℃程度であることが
好ましく、８０〜１５０℃程度であることがより好ましい。反応時間は、３０分から４８
時間程度、好ましくは１〜２４時間程度である。
【００４７】
式（Ｉ）の化合物の製造法は、化合物（１）１モルに対し、化合物（２）を０．５モル
〜１０モル程度、好ましくは１．６モル〜２．４モル程度使用する。
【００４８】
本発明で用いられるイリジウム触媒は、希土類金属含有酸化物にイリジウム種が吸着し
た固体触媒及びこの固体から溶液に溶出するイリジウム種であるため、本発明の製造方法
は、液相プロセス又は固相−液相プロセスにおいて行われる。そのため、例えば、本発明
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の希土類金属含有酸化物に担持されたイリジウム触媒をカラム等に詰め、出発物質等を流
して（必要に応じて循環させる）、化合物（Ｉ）を得るといった連続的に反応を行う方法
や、溶液中に分散させて反応後にろ過や傾斜法によって触媒と生成物を分離する方法等に
応用することが可能である。
【００４９】
また、本発明の製造方法によって製造される化合物（Ｉ）は、有機ケイ素ポリマー原料
として有用である。均一系触媒を用いる現行プロセスでは、生成物からの触媒成分の除去
段階の環境・エネルギー負荷が大きい。これに対して、本願発明の触媒を用いた製造方法
によると、触媒成分の除去にかかるコストを低減することが可能となり、再生工程が不要
であり、トリフェニルホスフィンなどのリン化合物や、１，１０−フェナントロリン等の
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高価な配位子の使用が必要とされないため、有用な活用が期待できる。
【実施例】
【００５０】
以下に参考例、実施例及び試験例を挙げて本発明を更に具体的に説明するが、これらは
本発明を限定するものではない。
【００５１】
実施例１
1．実験
１．１）触媒調製
（酸化セリウムの調製）硝酸セリウム(III)六水和物１２．６g(和光純薬製２９．０ｍｍ
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ｏｌ)をイオン交換水４００ｍＬに溶解させ、２８％アンモニア水３５ｍＬを滴下して室
温で２時間撹拌した。１時間以上放置した後、生じた紫色の沈殿をイオン交換水で洗浄し
８０℃で一晩乾燥させ、空気中１０℃／ｍｉｎで昇温、所定温度にて３０分間焼成して酸
化セリウムを得た。このようにして得られた酸化セリウムを例えば沈殿剤にアンモニア水
、４００℃で焼成した際にはＣｅＯ２(ＮＨ３，４００)のように表記する。また、水酸化
ナトリウム水溶液を沈殿剤とした際には、アンモニア水の代わりに３．０Ｍ水酸化ナトリ
ウム水溶液を４０ｍＬ用いた。その際得られた酸化セリウムは、例えばＣｅＯ２(ＮａＯ
Ｈ，４００)のように表記する。沈殿剤としてＮａＯＨを使用した場合、微量のＮａが酸
化セリウムに含まれる。
【００５２】
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（本発明触媒及び比較触媒の調製）
上記で調製した酸化セリウム１２５ｍｇにトリアセチルアセトナトイリジウム（Ｉｒ（
ａｃａｃ）３、アルドリッチ社製、イリジウムとして１３〜０．６２５μｍｏｌ）を２０
ｍＬのＰｙｒｅｘ（登録商標）製反応容器に加え、以下に述べる反応条件下でのシリル化
合物合成反応に供した。
【００５３】
比較触媒（Ｉｒ／ＣｅＯ２）はトリアセチルアセトナトイリジウム（アルドリッチ社製
）を０．２〜２質量％の担持量となるようにメタノール約１０ｍＬに溶かし、酸化セリウ
ム１．０ｇを加えて室温で含浸し、蒸発乾固させ、空気中で３００℃にて３０分焼成し、
酸化セリウムに担持したイリジウム（Ｉｒ／ＣｅＯ２）触媒を得た。その他の担持触媒も
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同様の方法で合成した。
【００５４】
１．２）触媒の検討
磁気回転子を入れた２０ｍＬのＰｙｒｅｘ（登録商標）製反応容器に、所定量のＣｅＯ２
(ＮＨ３，４００)及びトリアセチルアセトナトイリジウムを加え、アルゴン置換後、ジメ
チルフェニルシラン（1ａ）を１．０ｍｍｏｌ、スチレン（１ｂ）を３．０ｍｍｏｌ、内
部標準としてテトラデカン(Ｃ１４Ｈ３０)、及び溶媒としてトルエンを２．０ｍＬ加え、
アルゴン雰囲気下、還流冷却装置を備えた１２０℃に保ったホットプレート上で３時間反
応を行い、エチルベンゼンとともに、シリルスチレンを合成した。なお、反応容器にアル
ゴンを充填したゴムバルーンを装着させた。得られた化合物の定性、及び定量は、ＮＭＲ
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（日本電子（株）製のＥＸ−４００）、ＧＣ−ＭＳ（（株）島津製作所製のＰａｒｖｕｍ
２）及びＧＣ（（株）島津製作所製のＧＣ１４ＡＰＦ）を用いて測定した。
【００５５】
触媒、反応温度を以下の図表に示すように変更し、同様の方法で脱水素シリル化反応を行
った。
【００５６】
１．３）固体成分の熱時ろ過試験
本処方により反応系中で調製した固体触媒について、固体表面から溶液中に溶出した金
属種、あるいは固体表面に固定化された金属種のいずれが触媒活性種として機能している
かを調べるため、熱時ろ過試験を行った。１．２）に示した条件下で所定時間反応後、加

30

熱中の懸濁液をシリンジにて採取し、シリンジフィルタを用いて触媒をろ過した。その際
、予め加熱しておいた反応容器にろ液を加えて再度加熱反応を行い、その後は１．２）と
同様の操作によって経時変化測定を続けた。
【００５７】
１．４）固体成分の回収・再利用
１．２）に示した条件下で反応後、遠心分離により固体成分を回収したのち、ジエチル
エーテルを用いて３回洗浄、減圧乾燥器にて８０℃で終夜乾燥し、その後再度触媒として
１．２）に示した条件下で反応に用いた。
【００５８】
２．結果と考察
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（Ｉｒ（ａｃａｃ）３に及ぼす金属酸化物の添加効果）
ジメチルフェニルシランによるスチレンの脱水素型シリル化反応に対する本発明触媒（
Ｉｒ（ａｃａｃ）３＋ＣｅＯ２）、及び比較触媒（Ｉｒ（ａｃａｃ）３）を用いた検討結
果を式１及び図１に示した。ここで、各触媒中のIr量はいずれも０．０１３ｍｍｏｌ（原
料に対して１．３％）であり、本反応に於ける目的生成物はＩaa、副生成物はIIaaである
。酸化セリウムとしては特に表記のない限りＣｅＯ２(ＮＨ３，４００)を用いた。なお、
非特許文献２によると、ジメチルフェニルシランは最もヒドロシリル化反応が進行しやす
く、Ｉaaのみを選択的に生成できる触媒の開発が求められている原料である。
【００５９】
比較触媒（Ｉｒ（ａｃａｃ）３のみ）を用いた際には、反応開始３時間後にＩaaが収率
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６０％程度、IIaaが収率１０％程度生成したのに対して、本発明触媒を用いることで顕著
な活性、選択性の向上が認められ、開始３時間後のＩaa及び副生物IIaaの収率はそれぞれ
８６％、３％となった。一方で、酸化チタンや酸化マグネシウムのような他の酸化物や、
炭酸ナトリウムのような固体塩基を添加した場合は、Ｉaaの選択性の向上は認められず、
Ｉaaの収率にも顕著な向上効果は認められなかった。なお、本反応においては、目的生成
物Ｉaaに対して当量のエチルベンゼンの生成が確認されており、イリジウムヒドリド種か
らスチレンへの水素移動を伴って進行することが判明している。以上の結果から、Ｉｒ（
ａｃａｃ）３と酸化セリウム間の特異な相互作用によって、高活性・高選択性を有するイ
リジウム種が生成することが示された。
【００６０】
【化３】
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【００６１】
本発明触媒に於いて添加する酸化セリウムの焼成温度の影響を検討した。本発明触媒の
活性・選択性は焼成温度の影響を受け、酸化セリウムの焼成温度は４００℃程度がより望
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ましいことが判明した。より低温で焼成した場合には活性が低下する傾向があり、より高
温で焼成した場合には活性はやや向上する一方、Ｉaaの選択性が低下する傾向が見られた
。
【００６２】
(種々のイリジウム錯体及びイリジウム塩に対する酸化セリウムの添加効果）
Ｉｒ４（ＣＯ）１２、ＩｒＣｌ３・xＨ２Ｏ等の様々なイリジウム錯体やイリジウム塩
について酸化セリウムの添加効果を検討した。結果を図２に示す。いずれのイリジウム錯
体もそのままでは本反応にはほとんど活性を示さないが、酸化セリウムの共存下では優れ
た触媒活性を示し、選択的にＩaaが得られた。特にＩｒ４（ＣＯ）１２触媒に酸化セリウ
ムを添加した場合には含浸担持Ｉｒ／ＣｅＯ２触媒を上回る活性を示した。一方、ＩｒＣ
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ｌ３・xＨ２Ｏを前駆体とする含浸担持Ｉｒ／ＣｅＯ２触媒を用いるとIIaaの副生が認め
られたが、ＩｒＣｌ３・xＨ２Ｏに酸化セリウムを共存させた場合にはこうしたIIaaの副
生は顕著に抑制された。このように、幅広いイリジウム錯体に対して、酸化セリウムの添
加による効果が認められ、特に非特許論文１０に示した従来法固体触媒（含浸担持Ｉｒ／
ＣｅＯ２触媒）よりも優れた性能が示された。
【００６３】
(高基質／触媒比における酸化セリウムの添加効果）
酸化セリウム（１２５ｍｇ）共存下でＩｒ（ａｃａｃ）３の量が及ぼす影響を検討した
ところ、０．６２５μｍｏｌ付近で触媒回転頻度が最大となった。この際の基質／触媒比
は１６００である。図３には本条件下で、本発明触媒、及び比較触媒（Ｉｒ（ａｃａｃ）
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３）を用いた検討結果を示した。同イリジウム量の含浸担持Ｉｒ／ＣｅＯ２触媒を用いた

場合の結果も併せて示した。図３に示すように、本発明触媒は比較触媒群を上回る高い触
媒活性と優れた選択性が示された。このように、実用水準の高い基質／触媒比においても
、本発明触媒は優れた選択性、活性を維持することが判明した。さらに、反応終了後、室
温にて固体をろ過し、ろ液中に含まれるイリジウム量をＩＣＰ発光分析装置（サーモフィ
ッシャーサイエンティフィク社製ｉＣＡＰ６３００）によって測定したところ、イリジウ
ムは検出されず、反応系の温度を下げることで、イリジウム成分はほぼ完全に希土類金属
を含む酸化物に吸着されることが判明した。
【００６４】
(本発明触媒の熱時ろ過試験結果）
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本発明触媒（イリジウム量０．６２５μｍｏｌ）について、反応開始１時間後に固体を
ろ過し、ろ液を再度加熱したところ、反応は停止せず副生物IIaaの生成もほとんど認めら
れなかった。これより、Ｉｒ（ａｃａｃ）３と酸化セリウムとの相互作用により反応初期
段階でイリジウム種の形態が変化し、これらのイリジウム種が液相に溶出して触媒として
機能すると考えられる。
【００６５】
(本発明触媒の再利用試験結果）
本発明触媒（イリジウム量０．６２５μｍｏｌ）を用いた検討に於いて、反応終了後の
固体を回収、洗浄及び乾燥し、再度触媒として用いたところ、図４に示すように活性及び
選択性の低下をほとんど伴わずに円滑に反応が進行した。さらに、活性の低下を伴わず少
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なくとも３回使用可能であることを確認した。すなわち、大部分のイリジウム種が触媒反
応後に酸化セリウム表面に吸着し、再度固体触媒として反応に用いた際に高い活性・選択
性を示すことが判明した。
【００６６】
(アルカリ金属の影響）
ＮａＯＨを沈殿剤として用いて調製した酸化セリウムを使用したところ、IIaaの副生が
ほとんど抑制されなかった。そこで、ＮａＣｌやＫＣｌを本発明触媒（ＣｅＯ２（ＮＨ３
，４００使用））に添加して検討したところ、いずれの場合もIIaaの副生が認められた。
これよりアルカリ金属の存在がIIaaの副生を促進すると考えられ、アルカリ金属を含まな
い酸化セリウムを用いることがより望ましいことが判明した。
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【００６７】
(原料の適用範囲の検討）
種々のスチレン誘導体及びアルケンを用いて、ジメチルビニルフェニルシランとのクロス
カップリング反応における基質適応範囲を検討した結果を表１に示す。
ここに示したスチレン誘導体との反応は、これらの構造や置換基に関係なく反応温度１３
０℃で円滑に反応が進行した。なお、現時点では正確な定量には至っていないが、ＧＣ−
ＭＳ測定の結果から、良好な収率で目的生成物が生成していると見積もられた(◎)。この
ように多種多様なスチレン誘導体が適用可能であることが示された。さらにアクリル酸誘
導体との反応も進行した(○)。なお、アルケン化合物とトリエチルシランとの反応(生成
物：Iba)は、良好な収率で進行する(◎)ことを本発明者は確認した。
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【００６８】
【表１】
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【００６９】
（ヒドロシラン前処理の影響）
トルエン溶媒（２．０ｍＬ）およびジメチルフェニルシラン（1ａ）１．０ｍｍｏｌ存
在下、アルゴン雰囲気中でＩｒ（ａｃａｃ）３（イリジウム量１．２５μｍｏｌ）を１３
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０℃で９０分前処理した後、もう一方の基質であるスチレン（１ｂ）を３．０ｍｍｏｌ、
およびＣｅＯ２を１２５ｍｇ加えて反応を行ったところ、反応初期に短い誘導期が認めら
れたものの、その後の反応はIIaaの副生を伴うことなく円滑に進行し、反応開始１時間後
にＩaaの収率は７７％に達した。このようにイリジウム錯体にヒドロシラン存在下で加熱
前処理を施し、その後にＣｅＯ２を加えることによって触媒活性が顕著に向上すること判
明した。
【００７０】
磁気回転子を入れた２０ｍＬのＰｙｒｅｘ（登録商標）製反応容器に、所定量のＣｅＯ２
(ＮＨ３，４００)及びトリアセチルアセトナトイリジウムを加え、アルゴン置換後、ジメ
チルフェニルシラン（1ａ）を１．０ｍｍｏｌ、スチレン（１ｂ）を３．０ｍｍｏｌ、内

10

部標準としてテトラデカン(Ｃ１４Ｈ３０)、及び溶媒としてトルエンを２．０ｍＬ加え、
アルゴン雰囲気下、還流冷却装置を備えた１２０℃に保ったホットプレート上で３時間反
応を行い、エチルベンゼンとともに、シリルスチレンを合成した。なお、反応容器にアル
ゴンを充填したゴムバルーンを装着させた。得られた化合物の定性、及び定量は、ＮＭＲ
（日本電子（株）製のＥＸ−４００）、ＧＣ−ＭＳ（（株）島津製作所製のＰａｒｖｕｍ
２）及びＧＣ（（株）島津製作所製のＧＣ１４ＡＰＦ）を用いて測定した。
【００７１】
本発明の製造方法で得られる触媒は、ホスフィン等の有害物質や１，１０−フェナントロ
リン等の高価な配位子の添加が不要であり、生成物へのイリジウム種の混入を抑制でき、
活性を失うことなく繰り返し再利用が可能であることから、この触媒の使用によって、従

20

来の錯体触媒、及び本発明者らが既に報告した担持イリジウム触媒が有する、シリルアル
ケン類の製造上の諸問題が解決される。
【産業上の利用可能性】
【００７２】
有機ケイ素ポリマー原料、有機無機複合多孔質材料原料、医薬品原料、農薬原料、液晶
材料、電子材料等の効率的かつ低環境負荷型製造方法として活用されているが、均一系触
媒を用いる現行プロセスでは、生成物からの触媒成分の除去段階の環境・エネルギー負荷
が大きい。特に医療用ポリマー原料として用いる場合にはポリマー内に取り込まれた重金
属種の除去が極めて困難であり、金属種の生成物への混入を最小化できる本発明の将来的
な活用が期待できる。
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【図３】

【図４】

【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年12月24日(2015.12.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
希土類金属を含む酸化物とイリジウム化合物を溶媒中で処理し、溶媒中でイリジウム触媒
を調製することを特徴とする、非焼成方式のイリジウム触媒の製造方法。
【請求項２】
溶媒中にイリジウム化合物とヒドロシラン類を添加して加熱し、次いで希土類金属を含む
酸化物を加えてイリジウム化合物とヒドロシラン類を溶媒中で処理することを特徴とする
、請求項１に記載のイリジウム触媒の製造方法。
【請求項３】
前記処理が希土類金属を含む酸化物とイリジウム化合物を溶媒中で混合することである、
請求項１又は２に記載のイリジウム触媒の製造方法。
【請求項４】
前記処理が希土類金属を含む酸化物をイリジウム化合物の溶媒溶液に含浸もしくは浸漬す
ることである、請求項１又は２に記載のイリジウム触媒の製造方法。
【請求項５】
希土類金属を含む酸化物とイリジウム化合物を溶媒中で処理し、加熱することを特徴とす
る請求項１又は２に記載のイリジウム触媒の製造方法。
【請求項６】
希土類金属を含む酸化物が希土類金属酸化物又は希土類金属を含む複合酸化物である、請
求項１〜５のいずれか１項に記載のイリジウム触媒の製造方法。
【請求項７】
前記酸化物が酸化セリウムである、請求項１〜６のいずれか１項に記載のイリジウム触媒
の製造方法。
【請求項８】
イリジウム化合物がイリジウム錯体またはイリジウム塩である、請求項１〜７のいずれか
１項に記載のイリジウム触媒の製造方法。
【請求項９】
イリジウム化合物がＩｒＣｌ３・ｘＨ２Ｏ（ｘ＝０〜３）、トリアセチルアセトナトイリ
ジウム、Ｉｒ４（ＣＯ）１２、ビス（シクロペンタジエニルイリジウムジクロリド）であ
る、請求項１〜８のいずれかに記載のイリジウム触媒の製造方法。
【請求項１０】
請求項１〜９のいずれかに記載の製造方法によって得られるシリル基置換不飽和化合物製
造用イリジウム触媒。
【請求項１１】
請求項１０に記載のイリジウム触媒の存在下で、シラン化合物（１）と不飽和化合物（２
）を反応させることを特徴とする、一般式（Ｉ）で表されるシラン化合物の製造方法：
【化１】

（式中、Ｒ１はＲ１ａＲ１ｂＲ１ｃＳｉ基を示し、Ｒ２はアルキル基、置換基を有してい
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てもよいアリール基、置換基を有していてもよいヘテロアリール基、置換基を有していて
もよいヘテロアリールアルキル基、置換基を有していてもよいアラルキル基を示す。
Ｒ１ａ、Ｒ１ｂ、Ｒ１ｃは、各々独立してアルキル基、アルコキシ基、置換基を有してい
てもよいアリール基、ハロゲン原子を示す。）
【請求項１２】
溶媒中に希土類金属を含む酸化物とイリジウム化合物を添加し、必要に応じて加熱してイ
リジウム触媒を溶媒中で調製し、得られた非焼成方式のイリジウム触媒をヒドロシラン類
とアルケンを原料とした脱水素シリル化反応に使用して反応液からイリジウム触媒を濾過
により回収し、回収した非焼成方式のイリジウム触媒をさらに次の脱水素シリル化反応に
使用する工程を少なくとも１回行うことを特徴とするイリジウム触媒の回収及び再利用方
法。
【請求項１３】
溶媒中にイリジウム化合物とヒドロシラン類と希土類金属を含む酸化物を添加して加熱す
ることにより最初のイリジウム触媒の調製を行い、以下、イリジウム触媒の回収と脱水素
シリル化反応への再利用を少なくとも１回行うことを特徴とする、請求項１２に記載の脱
水素シリル化反応におけるイリジウム触媒の回収及び再利用方法。
【請求項１４】
溶媒中にイリジウム化合物とヒドロシラン類とアルケンと希土類金属を含む酸化物を添加
して加熱し、最初のイリジウム触媒の調製と脱水素シリル化反応を同時に行い、以下、イ
リジウム触媒の回収と脱水素シリル化反応への再利用を少なくとも１回行うことを特徴と
する、請求項１２に記載の脱水素シリル化反応におけるイリジウム触媒の回収及び再利用
方法。
【請求項１５】
溶媒中にイリジウム化合物とヒドロシラン類を添加して加熱し、さらに希土類金属を含む
酸化物を添加して加熱することにより最初のイリジウム触媒の調製を行い、得られたイリ
ジウム触媒とアルケンの存在下に脱水素シリル化反応を行い、以下、イリジウム触媒の回
収と脱水素シリル化反応への再利用を少なくとも１回行うことを特徴とする、請求項１２
〜１４のいずれか１項に記載の脱水素シリル化反応におけるイリジウム触媒の回収及び再
利用方法。
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【国際調査報告】
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