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(57) 【 要 約 】
【課題】水に対して極めて安定であり、縮合反応の進行に伴い生成される水の存在によっ
ても触媒活性の低減が抑制され、反応時ばかりでなく保管時においても空気中の水等によ
る変質により触媒活性の失活が生じにくく、高収率でエステルやチオエステルを得ること
ができ、使用する触媒量も少量でよく、反応副生成物が生じることなく分離精製操作が容
易であり、安定した供給を可能とするエステル縮合物又はチオエステル縮合物の製造方法
を提供する。
【解決手段】四価のハフニウム化合物に、アミド配位子若しくは２以上のエーテル酸素原
子を有するエーテル配位子が配位した錯体、又は、四価のジルコニウム化合物に、アミド
配位子若しくは２以上のエーテル酸素原子を有するエーテル配位子が配位した錯体を縮合
触媒として、カルボン酸とアルコール又はチオールを溶媒の存在下に反応させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
四価のハフニウム化合物に、アミド配位子若しくは２以上のエーテル酸素原子を有するエ
ーテル配位子が配位した錯体、又は、四価のジルコニウム化合物に、アミド配位子若しく
は２以上のエーテル酸素原子を有するエーテル配位子が配位した錯体を縮合触媒として、
カルボン酸とアルコールを溶媒の存在下に反応させることを特徴とするエステル縮合物の
製造方法。
【請求項２】
四価のハフニウム化合物又は四価のジルコニウム化合物が、四価のハフニウムのハロゲン
化物又は四価のジルコニウムのハロゲン化物であることを特徴とする請求項１記載のエス
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テル縮合物の製造方法。
【請求項３】
ハロゲン化物が、塩化物であることを特徴とする請求項２記載のエステル縮合物の製造方
法。
【請求項４】
四価のハフニウム化合物又は四価のジルコニウム化合物が、四価のハフニウムのアルコキ
シド化合物又は四価のジルコニウムのアルコキシド化合物であることを特徴とする請求項
１記載のエステル縮合物の製造方法。
【請求項５】
アルコキシド化合物が、ｔ−ブトキシド化合物であることを特徴とする請求項４記載のエ
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ステル縮合物の製造方法。
【請求項６】
アミド配位子が、一般式［１］
Ｒ

１

ＣＯＮＲ

（式中、Ｒ

１

２

Ｒ

３

［１］

は水素原子、アルキル基、アシル基又はアルコキシ基を表し、Ｒ

２

、Ｒ

独立して水素原子、アルキル基、アシル基又はアルコキシカルボニル基を示し、Ｒ
３

１

３

は

〜Ｒ

は相互に結合して環を形成してもよい。）で表される化合物であることを特徴とする請

求項１〜５のいずれか記載のエステル縮合物の製造方法。
【請求項７】
一般式［１］で表される化合物が、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ−ジメチルア
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セトアミド、Ｎ，Ｎ−ジアセトアミド及びＮ−アセト−２−ケトオキサゾリジンから選ば
れる１又は２以上の化合物であることを特徴とする請求項６記載のエステル縮合物の製造
方法。
【請求項８】
２以上のエーテル酸素原子を有するエーテル配位子が、２以上のアルコキシ基を有する炭
化水素であることを特徴とする請求項１記載のエステル縮合物の製造方法。
【請求項９】
２以上のアルコキシ基を有する炭化水素が、１，２−ジメトキシエタンであることを特徴
とする請求項８記載のエステル縮合物の製造方法。
【請求項１０】

40

カルボン酸とアルコールとして、多価カルボン酸と多価アルコール、あるいはヒドロキシ
カルボン酸を用いてポリエステルを合成することを特徴とする請求項１〜９のいずれか記
載のエステル縮合物の製造方法。
【請求項１１】
溶媒を用いて加熱還流を行い、共沸する水を反応系から除去することを特徴とする請求項
１〜１０のいずれか記載のエステル縮合物の製造方法。
【請求項１２】
溶媒として、非極性溶媒又は低極性溶媒を用いることを特徴とする請求項１〜１１のいず
れか記載のエステル縮合物の製造方法。
【請求項１３】
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非極性溶媒又は低極性溶媒が、トルエン、キシレン、メシチレンから選ばれる１又は２以
上の溶媒であることを特徴とする請求項１２記載のエステル縮合物の製造方法。
【請求項１４】
反応が、乾燥不活性ガス雰囲気下で行われることを特徴とする請求項１〜１３のいずれか
記載のエステル縮合物の製造方法。
【請求項１５】
四価のハフニウム化合物に、アミド配位子若しくは２以上のエーテル酸素原子を有するエ
ーテル配位子が配位した錯体、又は、四価のジルコニウム化合物に、アミド配位子若しく
は２以上のエーテル酸素原子を有するエーテル配位子が配位した錯体を縮合触媒として、
カルボン酸とチオールを溶媒の存在下に反応させることを特徴とするチオエステル縮合物
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の製造方法。
【請求項１６】
四価のハフニウム化合物又は四価のジルコニウム化合物が、四価のハフニウムのハロゲン
化物又は四価のジルコニウムのハロゲン化物であることを特徴とする請求項１５記載のチ
オエステル縮合物の製造方法。
【請求項１７】
ハロゲン化物が、塩化物であることを特徴とする請求項１６記載のチオエステル縮合物の
製造方法。
【請求項１８】
四価のハフニウム化合物又は四価のジルコニウム化合物が、四価のハフニウムのアルコキ
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シド化合物又は四価のジルコニウムのアルコキシド化合物であることを特徴とする請求項
１５記載のチオエステル縮合物の製造方法。
【請求項１９】
アルコキシド化合物が、ｔ−ブトキシド化合物であることを特徴とする請求項１８記載の
チオエステル縮合物の製造方法。
【請求項２０】
アミド配位子が、一般式［１］
Ｒ

１

ＣＯＮＲ

（式中、Ｒ

１

２

Ｒ

３

［１］

は水素原子、アルキル基、アシル基又はアルコキシ基を表し、Ｒ

２

、Ｒ

独立して水素原子、アルキル基、アシル基又はアルコキシカルボニル基を示し、Ｒ
３

１

３

は

〜Ｒ
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は相互に結合して環を形成してもよい。）で表されることを特徴とする請求項１５〜１

９のいずれか記載のチオエステル縮合物の製造方法。
【請求項２１】
一般式［１］で表される化合物が、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ−ジメチルア
セトアミド、Ｎ，Ｎ−ジアセトアミド及びＮ−アセト−２−ケトオキサゾリジンから選ば
れる１又は２以上の化合物であることを特徴とする請求項２０記載のチオエステル縮合物
の製造方法。
【請求項２２】
２以上のエーテル酸素原子を有するエーテル配位子が、２以上のアルコキシ基を有する炭
化水素であることを特徴とする請求項１５記載のチオエステル縮合物の製造方法。
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【請求項２３】
２以上のアルコキシ基を有する炭化水素が、１，２−ジメトキシエタンであることを特徴
とする請求項２２記載のチオエステル縮合物の製造方法。
【請求項２４】
溶媒を用いて加熱還流を行い、共沸する水を反応系から除去することを特徴とする請求項
１５〜２３のいずれか記載のチオエステル縮合物の製造方法。
【請求項２５】
溶媒として、非極性溶媒又は低極性溶媒を用いることを特徴とする請求項１５〜２４のい
ずれか記載のチオエステル縮合物の製造方法。
【請求項２６】
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非極性溶媒又は低極性溶媒が、トルエン、キシレン、メシチレンから選ばれる１又は２以
上の溶媒であることを特徴とする請求項２５記載のチオエステル縮合物の製造方法。
【請求項２７】
反応が、乾燥不活性ガス雰囲気下で行われることを特徴とする請求項１５〜２６のいずれ
か記載のチオエステル縮合物の製造方法。
【請求項２８】
四価のハフニウム化合物に、アミド配位子若しくは２以上のエーテル酸素原子を有するエ
ーテル配位子が配位した錯体、又は、四価のジルコニウム化合物に、アミド配位子若しく
は２以上のエーテル酸素原子を有するエーテル配位子が配位した錯体を有効成分として含
有するエステル化又はチオエステル化縮合触媒。
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【請求項２９】
四価のハフニウム化合物又は四価のジルコニウム化合物が、四価のハフニウムのハロゲン
化物又は四価のジルコニウムのハロゲン化物であることを特徴とする請求項２８記載のエ
ステル化又はチオエステル化縮合触媒。
【請求項３０】
ハロゲン化物が、塩化物であることを特徴とする請求項２９記載のエステル化又はチオエ
ステル化縮合触媒。
【請求項３１】
四価のハフニウム化合物又は四価のジルコニウム化合物が、四価のハフニウムのアルコキ
シド化合物又は四価のジルコニウムのアルコキシド化合物であることを特徴とする請求項
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２８記載のエステル化又はチオエステル化縮合触媒。
【請求項３２】
アルコキシド化合物が、ｔ−ブトキシド化合物であることを特徴とする請求項３１記載の
エステル化又はチオエステル化縮合触媒。
【請求項３３】
アミド配位子が、一般式［１］
Ｒ

１

ＣＯＮＲ

（式中、Ｒ

１

２

Ｒ

３

［１］

は水素原子、アルキル基、アシル基又はアルコキシ基を表し、Ｒ

２

、Ｒ

独立して水素原子、アルキル基、アシル基又はアルコキシカルボニル基を示し、Ｒ
３

１

３

は

〜Ｒ

は相互に結合して環を形成してもよい。）で表されることを特徴とする請求項２８〜３
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２のいずれか記載のエステル化又はチオエステル化縮合触媒。
【請求項３４】
一般式［１］で表される化合物が、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ−ジメチルア
セトアミド、Ｎ，Ｎ−ジアセトアミド及びＮ−アセト−２−ケトオキサゾリジンから選ば
れる１又は２以上の化合物であることを特徴とする請求項３３記載のエステル化又はチオ
エステル化縮合触媒。
【請求項３５】
２以上のエーテル酸素原子を有するエーテル配位子が、２以上のアルコキシ基を有する炭
化水素であることを特徴とする請求項２８記載のエステル化又はチオエステル化縮合触媒
。
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【請求項３６】
２以上のアルコキシ基を有する炭化水素が、１，２−ジメトキシエタンであることを特徴
とする請求項３５記載のエステル化又はチオエステル化縮合触媒。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、四価のジルコニウム化合物又は四価のハフニウム化合物のアミド配位子や２以
上のエーテル酸素原子を有するエーテル配位子が配位した錯体を縮合触媒とし、カルボン
酸と、アルコール又はチオールを溶媒の存在下に反応させるエステル縮合物の製造方法又
はチオエステル縮合物の製造方法や、これらの製造方法に用いる縮合触媒に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
環境に優しい化学プロセスの開発は現代の最重要課題であり、グリーンケミストリーの観
点からも国際社会の認めるところであり（Ｐ．
Ｃ．

Ｗａｍｅｒ，

Ｇｒｅｅｎ

ａｃｔｉｃｅ（Ｏｘｆｏｒｄ

Ｔ．

Ａｎａｓｔａｓ

Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ：

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

ａｎｄ

Ｔｈｅｏｒｙ

Ｐｒｅｓｓ，

Ｊ．

ａｎｄ

Ｐｒ

Ｏｘｆｏｒｄ，

１９９８）、有機合成の最も基本的かつ重要な反応であるエステル化反応は、グリーンケ
ミストリーの観点からも注目されている（Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ．
，

３６，

２４０９

１９８０）。エステル化反応については既に膨大な数の報告例があるが（Ｔｅｔｒａ

ｈｅｄｒｏｎ

．

３６，

２４０９，

１９８０）、基質に対し１当量以上の縮合剤あ
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るいは活性化剤を用いるケースが多く、反応後には大量の副生成物が生じるため煩雑な分
離精製操作が必要となる等、グリーンケミストリー及びアトムエフィシェンシーの観点か
らは本来避けるべき事態が生じている。一方、等モル量のカルボン酸とアルコールから直
接、触媒的にエステル化を行うことができれば理想的なプロセスとなる。しかし、大抵の
場合、カルボン酸とアルコールのどちらか一方を過剰に用いなければ効率よくエステルを
得ることができない（Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ．
ｍ．
，

Ｌｅｔｔ．
６６３，

１９７７，

５５，

Ｌｅｔｔ．

ｅｄｒｏｎ．

１４，

ｌ．

Ｌｅｔｔ．

Ｊｐｎ．

１９８０，

５４，

Ｃｈｅｍ．

Ｓｏｃ．

ｏｎ．

Ｌｅｔｔ．

２８，

５３０７，

８１、Ｂｕｌｌ．
Ｃｈｅｍ．

１２７６，

３４５３，

Ｌｅｔｔ．
６２８，

１９８１
１９７２、

１９７１、Ｔｅｔｒａｈ

１９７３、Ｂｕｌｌ．

１９８１、Ｊｐｎ．

１０２，
３７１３，

７５７８，

Ｃｈｅｍ．

Ｐａｔｅｎｔ
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Ａｐｐ

Ｌｅｔｔ．

Ｃｈｅｍ．

Ｊｐｎ．

Ｓｏｃ．

１９８４，

１９８０、Ｔｅｔｒａｈｅｄｒ

１９８７、Ｊ．

１９９１、Ｃｈｅｍ．

Ｌｅｔｔ．

ｃ．，Ｐｅｒｋｉｎ

１２，

１８２３，

１９７２，

１９７８、Ｃｈｅ

Ｎｏ．５５−１１５５７０、特開昭５２−７５６８４号公報、Ｊ．

Ａｍ．
６，

９２９，

１９７７、Ｃｈｅｍ．

１９８１、Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ．

Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ．
Ｓｏｃ．

１９７８，

１０８５，

Ｔｒａｎｓ．／１９９４，

Ｏｒｇ．

１９８１，
６２，

１６７１，

２３５３，

１９８４、Ｊ．
３４７３，

Ｃｈｅｍ．

５
１９

１９８９、

Ｃｈｅｍ．

Ｓｏ

１９９４）。

【０００３】
従来、重合触媒として、スカンジウム、イットリウム、ジルコニウム、ハフニウム、バナ
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ジウムの群から選ばれた一種以上の金属化合物と、Ａｒ−Ｏ−（Ａｒはアリール基を表す
）等の構造を有する化合物からなる群より選ばれる一種以上の化合物とからなるポリエス
テル重合触媒（特開２０００−１５４２４１）や、触媒活性が高くて、原料である酸とア
ルカリをほぼ等モルで使用しても高収率でエステルが合成でき、しかも低温でも高い反応
速度が得られ、なおかつ副反応が極めて少ない優れたエステルの製法として、チタン族金
属のハライド類、硝酸塩類、カルボン酸塩類、アルコラート類およびアセチルアセトン型
錯体からなる群から選ばれるチタン族金属化合物を活性成分の少なくとも一つとして含有
するエステル化触媒を用いるカルボン酸とアルコールとからのエステル製造方法（特開平
８−７１４２９号公報）が知られている。
【０００４】
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また、アルコール又はチオールとカルボン酸から、温和な条件下で、効率的にカルボン酸
エステル又はカルボン酸チオエステルを製造する方法として、アルコール又はチオール、
或いはそのシリル誘導体と、当量もしくは小過剰のカルボン酸又はカルボン酸シリルエス
テルを反応させ、カルボン酸エステル又はカルボン酸チオエステルを製造する際に、一般
式（Ｒ

６

ＣＯ）２ Ｏ（式中、Ｒ

６

は置換基を有していてもよいアリール基を示す）で表さ

れるカルボン酸無水物と触媒量のカチオン性触媒を共存させる方法（特開平５−２８６８
９４号公報）が知られている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
近年、ますます複雑な構造を持つ不安定な化合物が医薬品等に用いられており、当量のカ
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ルボン酸とアルコール又はチオールから円滑に進行するエステル又はチオエステルの製造
方法が医薬品等の合成上望まれている。本発明者らは、等モル量のカルボン酸とアルコー
ルからエステル縮合物を得ることができ、また、カルボン酸と等モル量又は少し過剰のチ
オールからチオエステル縮合物を得ることができ、グリーンケミストリーの観点から大量
合成を必要とする工業的方法として期待することができる縮合触媒として、塩化ハフニウ
ム（ＩＶ）、特に塩化ハフニウム（ＩＶ）・（ＴＨＦ）２ やハフニウム（ＩＶ）ｔ−ブド
キシドに代表される四価のハフニウム化合物が、極めて優れた活性を備えていることを見
い出し、かかる触媒が幅広い基質適用範囲を有することを確認し、四価のハフニウム化合
物を触媒とするエステル縮合物の製造方法について既に発明した（特願２０００−３１４
７１２号）。かかる四価のハフニウム化合物は、空気、水等に対する触媒の安定性からし

10

ても優れた縮合触媒活性を有するものであるが、本発明者らはある種の四価のジルコニウ
ム化合物も空気、水等に対して安定であって取扱いが容易であり、且つ入手が容易な縮合
触媒となり得ることを見い出した。しかしながら、四価のジルコニウム化合物はエステル
縮合触媒活性が低い場合があり、この低触媒活性を示す四価のジルコニウム化合物に着目
し、エステル化縮合反応における触媒作用についての研究の過程で、触媒活性の低下した
四価のジルコニウム化合物が、その収納容器を開封した直後であれば優れた触媒活性を有
するものの、経時的に触媒活性が消失していくことを見い出し、この触媒活性の消失が、
触媒活性を有する四価のジルコニウム化合物が同時に空気中の水分等によって劣化を受け
やすく、経時的にその品質が変化することに起因することを明らかにした。そして、四価
のジルコニウム化合物がその触媒活性の低減を抑制し高度に維持するためには、四価のジ

20

ルコニウム化合物が空気中の水分によって水和物を経由して加水分解され、低触媒活性の
テトラヒドロキシジルコニウム等のジルコニウム（ＩＶ）水酸化物に変換され、更に、触
媒活性を有さない二酸化ジルコニウム（ＩＶ）等の酸化物へと変化するのを阻止し得る形
態を有することが必要であり、そのために、四価のジルコニウム化合物を予めＴＨＦ等の
錯体とすることにより、水と四価のジルコニウム化合物との接触を防止し、四価のジルコ
ニウム化合物水和物が加水分解されて生成される水酸化物や、酸化物へと変化するのを抑
制することができ、経時的なエステル化縮合反応の触媒活性の低減を抑制できることを確
認し、塩化ジルコニウム（ＩＶ）・（ＴＨＦ）２ 錯体等のエステル化又はチオエステル化
縮合触媒や、これを使用したエステル縮合物やチオエステル縮合物の製造方法を発明した
（特願２００２−１０１６６８号）。

30

しかしながら、従来エステル化反応の触媒として用いられていた塩化ジルコニウム（ＩＶ
）や塩化ハフニウム（ＩＶ）等はエステル化縮合反応の進行に伴いエステルの収率の低減
が生じることが認められている。
本発明の課題は、エステル化縮合反応の進行に伴って生じるエステルの収率の低減を抑制
することができ、エステル化縮合反応において高収率でエステル縮合物を得ることができ
るエステル縮合物の製造方法や、エステル化縮合反応に伴い生じる収率の低減を抑制し高
度に触媒活性を維持することができるエステル化縮合触媒を提供し、また、チオエステル
縮合物の製造方法や、チオエステル化縮合触媒を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】

40

本発明者らは、エステル化縮合反応やチオエステル化縮合反応の進行に伴うエステルの収
率低減について鋭意研究した結果、エステル化縮合反応やチオエステル縮合反応の進行に
伴い生成される水の存在によって触媒活性が阻害されることを確認し、反応時において水
の存在により触媒活性の低減が生じにくく、保管時においても空気中の水等による変質に
より触媒活性の失活が生じにくいエステル化又はチオエステル化縮合触媒を見い出し、本
発明を完成するに至った。
【０００７】
すなわち本発明は、四価のハフニウム化合物に、アミド配位子若しくは２以上のエーテル
酸素原子を有するエーテル配位子が配位した錯体、又は、四価のジルコニウム化合物に、
アミド配位子若しくは２以上のエーテル酸素原子を有するエーテル配位子が配位した錯体
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を縮合触媒として、カルボン酸とアルコールを溶媒の存在下に反応させることを特徴とす
るエステル縮合物の製造方法に関し、好ましくは、四価のハフニウム化合物又は四価のジ
ルコニウム化合物が、四価のハフニウムのハロゲン化物又は四価のジルコニウムのハロゲ
ン化物であることを特徴とする請求項１記載のエステル縮合物の製造方法（請求項２）や
、ハロゲン化物が、塩化物であることを特徴とする請求項２記載のエステル縮合物の製造
方法（請求項３）や、四価のハフニウム化合物又は四価のジルコニウム化合物が、四価の
ハフニウムのアルコキシド化合物又は四価のジルコニウムのアルコキシド化合物であるこ
とを特徴とする請求項１記載のエステル縮合物の製造方法（請求項４）や、アルコキシド
化合物が、ｔ−ブトキシド化合物であることを特徴とする請求項４記載のエステル縮合物
の製造方法（請求項５）や、アミド配位子が、一般式［１］
Ｒ

１

ＣＯＮＲ

（式中、Ｒ

１

２

Ｒ

３

10

［１］

は水素原子、アルキル基、アシル基又はアルコキシ基を表し、Ｒ

２

、Ｒ

独立して水素原子、アルキル基、アシル基又はアルコキシカルボニル基を示し、Ｒ
３

１

３

は

〜Ｒ

は相互に結合して環を形成してもよい。）で表される化合物であることを特徴とする請

求項１〜５のいずれか記載のエステル縮合物の製造方法（請求項６）や、一般式［１］で
表される化合物が、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ−ジメチルアセトアミド、Ｎ
，Ｎ−ジアセトアミド及びＮ−アセト−２−ケトオキサゾリジンから選ばれる１又は２以
上の化合物であることを特徴とする請求項６記載のエステル縮合物の製造方法（請求項７
）や、２以上のエーテル酸素原子を有するエーテル配位子が、２以上のアルコキシ基を有
する炭化水素であることを特徴とする請求項１記載のエステル縮合物の製造方法（請求項

20

８）や、２以上のアルコキシ基を有する炭化水素が、１，２−ジメトキシエタンであるこ
とを特徴とする請求項８記載のエステル縮合物の製造方法（請求項９）や、カルボン酸と
アルコールとして、多価カルボン酸と多価アルコール、あるいはヒドロキシカルボン酸を
用いてポリエステルを合成することを特徴とする請求項１〜９のいずれか記載のエステル
縮合物の製造方法（請求項１０）や、溶媒を用いて加熱還流を行い、共沸する水を反応系
から除去することを特徴とする請求項１〜１０のいずれか記載のエステル縮合物の製造方
法（請求項１１）や、溶媒として、非極性溶媒又は低極性溶媒を用いることを特徴とする
請求項１〜１１のいずれか記載のエステル縮合物の製造方法（請求項１２）や、非極性溶
媒又は低極性溶媒が、トルエン、キシレン、メシチレンから選ばれる１又は２以上の溶媒
であることを特徴とする請求項１２記載のエステル縮合物の製造方法（請求項１３）や、

30

反応が、乾燥不活性ガス雰囲気下で行われることを特徴とする請求項１〜１３のいずれか
記載のエステル縮合物の製造方法（請求項１４）に関する。
【０００８】
また、本発明は、四価のハフニウム化合物に、アミド配位子若しくは２以上のエーテル酸
素原子を有するエーテル配位子が配位した錯体、又は、四価のジルコニウム化合物に、ア
ミド配位子若しくは２以上のエーテル酸素原子を有するエーテル配位子が配位した錯体を
縮合触媒として、カルボン酸とチオールを溶媒の存在下に反応させることを特徴とするチ
オエステル縮合物の製造方法（請求項１５）に関し、好ましくは、四価のハフニウム化合
物又は四価のジルコニウム化合物が、四価のハフニウムのハロゲン化物又は四価のジルコ
ニウムのハロゲン化物であることを特徴とする請求項１５記載のチオエステル縮合物の製

40

造方法（請求項１６）や、ハロゲン化物が、塩化物であることを特徴とする請求項１６記
載のチオエステル縮合物の製造方法（請求項１７）や、四価のハフニウム化合物又は四価
のジルコニウム化合物が、四価のハフニウムのアルコキシド化合物又は四価のジルコニウ
ムのアルコキシド化合物であることを特徴とする請求項１５記載のチオエステル縮合物の
製造方法（請求項１８）や、アルコキシド化合物が、ｔ−ブトキシド化合物であることを
特徴とする請求項１８記載のチオエステル縮合物の製造方法（請求項１９）や、アミド配
位子が、一般式［１］
Ｒ

１

ＣＯＮＲ

（式中、Ｒ

１

２

Ｒ

３

［１］

は水素原子、アルキル基、アシル基又はアルコキシ基を表し、Ｒ

２

、Ｒ

独立して水素原子、アルキル基、アシル基又はアルコキシカルボニル基を示し、Ｒ

１

３

は

〜Ｒ
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は相互に結合して環を形成してもよい。）で表されることを特徴とする請求項１５〜１

９のいずれか記載のチオエステル縮合物の製造方法（請求項２０）や、一般式［１］で表
される化合物が、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ−ジメチルアセトアミド、Ｎ，
Ｎ−ジアセトアミド及びＮ−アセト−２−ケトオキサゾリジンから選ばれる１又は２以上
の化合物であることを特徴とする請求項２０記載のチオエステル縮合物の製造方法（請求
項２１）や、２以上のエーテル酸素原子を有するエーテル配位子が、２以上のアルコキシ
基を有する炭化水素であることを特徴とする請求項１５記載のチオエステル縮合物の製造
方法（請求項２２）や、２以上のアルコキシ基を有する炭化水素が、１，２−ジメトキシ
エタンであることを特徴とする請求項２２記載のチオエステル縮合物の製造方法（請求項
２３）や、溶媒を用いて加熱還流を行い、共沸する水を反応系から除去することを特徴と

10

する請求項１５〜２３のいずれか記載のチオエステル縮合物の製造方法（請求項２４）や
、溶媒として、非極性溶媒又は低極性溶媒を用いることを特徴とする請求項１５〜２４の
いずれか記載のチオエステル縮合物の製造方法（請求項２５）や、非極性溶媒又は低極性
溶媒が、トルエン、キシレン、メシチレンから選ばれる１又は２以上の溶媒であることを
特徴とする請求項２５記載のチオエステル縮合物の製造方法（請求項２６）や、反応が、
乾燥不活性ガス雰囲気下で行われることを特徴とする請求項１５〜２６のいずれか記載の
チオエステル縮合物の製造方法（請求項２７）に関する。
【０００９】
また、本発明は、四価のハフニウム化合物に、アミド配位子若しくは２以上のエーテル酸
素原子を有するエーテル配位子が配位した錯体、又は、四価のジルコニウム化合物に、ア

20

ミド配位子若しくは２以上のエーテル酸素原子を有するエーテル配位子が配位した錯体を
有効成分として含有するエステル化又はチオエステル化縮合触媒（請求項２８）に関し、
好ましくは、四価のハフニウム化合物又は四価のジルコニウム化合物が、四価のハフニウ
ムのハロゲン化物又は四価のジルコニウムのハロゲン化物であることを特徴とする請求項
２８記載のエステル化又はチオエステル化縮合触媒（請求項２９）や、ハロゲン化物が、
塩化物であることを特徴とする請求項２９記載のエステル化又はチオエステル化縮合触媒
（請求項３０）や、四価のハフニウム化合物又は四価のジルコニウム化合物が、四価のハ
フニウムのアルコキシド化合物又は四価のジルコニウムのアルコキシド化合物であること
を特徴とする請求項２８記載のエステル化又はチオエステル化縮合触媒（請求項３１）や
、アルコキシド化合物が、ｔ−ブトキシド化合物であることを特徴とする請求項３１記載

30

のエステル化又はチオエステル化縮合触媒（請求項３２）や、アミド配位子が、一般式［
１］
Ｒ

１

ＣＯＮＲ

（式中、Ｒ

１

２

Ｒ

３

［１］

は水素原子、アルキル基、アシル基又はアルコキシ基を表し、Ｒ

２

、Ｒ

独立して水素原子、アルキル基、アシル基又はアルコキシカルボニル基を示し、Ｒ
３

１

３

は

〜Ｒ

は相互に結合して環を形成してもよい。）で表されることを特徴とする請求項２８〜３

２のいずれか記載のエステル化又はチオエステル化縮合触媒（請求項３３）や、一般式［
１］で表される化合物が、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ−ジメチルアセトアミ
ド、Ｎ，Ｎ−ジアセトアミド及びＮ−アセト−２−ケトオキサゾリジンから選ばれる１又
は２以上の化合物であることを特徴とする請求項３３記載のエステル化又はチオエステル

40

化縮合触媒（請求項３４）や、２以上のエーテル酸素原子を有するエーテル配位子が、２
以上のアルコキシ基を有する炭化水素であることを特徴とする請求項２８記載のエステル
化又はチオエステル化縮合触媒（請求項３５）や、２以上のアルコキシ基を有する炭化水
素が、１，２−ジメトキシエタンであることを特徴とする請求項３５記載のエステル化又
はチオエステル化縮合触媒（請求項３６）に関する。
【００１０】
【発明の実施の形態】
本発明のエステル縮合物の製造方法としては、四価のジルコニウム化合物に、アミド配位
子若しくは２以上のエーテル酸素原子を有するエーテル配位子が配位した錯体、又は、四
価のハフニウム化合物に、アミド配位子若しくは２以上のエーテル酸素原子を有するエー
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テル配位子が配位した錯体を縮合触媒として、カルボン酸とアルコールを溶媒の存在下に
反応させる方法であれば特に制限されるものではない。また、本発明のチオエステル縮合
物の製造方法としては、四価のジルコニウム化合物に、アミド配位子若しくは２以上のエ
ーテル酸素原子を有するエーテル配位子が配位した錯体、又は、四価のハフニウム化合物
に、アミド配位子若しくは２以上のエーテル酸素原子を有するエーテル配位子が配位した
錯体を縮合触媒として、カルボン酸とチオールを溶媒の存在下に反応させる方法であれば
特に制限されるものではない。
【００１１】
本発明のエステル縮合物又はチオエステル縮合物の製造方法に用いられる縮合触媒を構成
する四価のジルコニウム化合物としては、具体的には、塩化ジルコニウム（ＩＶ）等の四

10

価のジルコニウムのハロゲン化物や、ジルコニウム（ＩＶ）アセテート等の四価のジルコ
ニウムのカルボン酸化合物や、硫酸ジルコニウム（ＩＶ）等の四価のジルコニウムの硫酸
化合物や、ジルコニウム（ＩＶ）ｔ−ブトキシド等の四価のジルコニウムのアルコキシド
化合物や、ジシクロペンタジエルジルコニウム（ＩＶ）ジクロリド等の四価のアルキルジ
ルコニウム（ＩＶ）化合物を挙げることができ、更に、上記四価のジルコニウム化合物を
複数組み合わせて使用することもできる。これら四価のジルコニウム化合物のうち塩化ジ
ルコニウム（ＩＶ）、フッ化ジルコニウム、臭化ジルコニウム（ＩＶ）、ヨウ化ジルコニ
ウム（ＩＶ）等の四価のジルコニウムのハロゲン化物や、ジルコニウム（ＩＶ）ｔ−ブト
キシド、ジルコニウム（ＩＶ）メトキシド、ジルコニウム（ＩＶ）エトキシド、ジルコニ
ウム（ＩＶ）プロポキシド、ジルコニウム（ＩＶ）イソプロポキシド等の四価のジルコニ

20

ウムのアルコキシド化合物を好ましい化合物として例示することができる。
【００１２】
また、本発明のエステル縮合物又はチオエステル縮合物の製造方法に用いられる縮合触媒
を構成する四価のハフニウム化合物としては、具体的には、塩化ハフニウム（ＩＶ）等の
四価のハフニウムのハロゲン化物や、ハフニウム（ＩＶ）アセテート等の四価のハフニウ
ムのカルボン酸化合物や、硫酸ハフニウム（ＩＶ）等の四価のハフニウムの硫酸化合物や
、ハフニウム（ＩＶ）ｔ−ブトキシド等の四価のハフニウムのアルコキシド化合物や、ジ
シクロペンタジエニルハフニウム（ＩＶ）ジクロリド等の四価のアルキルハフニウム（Ｉ
Ｖ）化合物を挙げることができ、更に、上記四価のハフニウム化合物を複数組み合わせて
使用することもできる。これら四価のハフニウム化合物のうち塩化ハフニウム（ＩＶ）、
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フッ化ハフニウム、臭化ハフニウム（ＩＶ）、ヨウ化ハフニウム（ＩＶ）等の四価のハフ
ニウムのハロゲン化物や、ハフニウム（ＩＶ）ｔ−ブトキシド、ハフニウム（ＩＶ）メト
キシド、ハフニウム（ＩＶ）エトキシド、ハフニウム（ＩＶ）プロポキシド、ハフニウム
（ＩＶ）イソプロポキシド等の四価のハフニウムのアルコキシド化合物を好ましい化合物
として例示することができる。
【００１３】
本発明のエステル縮合物又はチオエステル縮合物の製造方法に用いられる縮合触媒を構成
する、上記四価のジルコニウム化合物又はハフニウム化合物に配位するアミド配位子とし
ては、一般式［１］で表され、式中、Ｒ
キシ基を表し、Ｒ

２

、Ｒ

ルボニル基を示し、Ｒ

１

３

１

は水素原子、アルキル基、アシル基又はアルコ

は独立して水素原子、アルキル基、アシル基又はアルコキシカ

〜Ｒ

３

40

は相互に結合して環を形成してもよい化合物を具体的に挙

げることができる。一般式［１］におけるＲ

１

で表されるアルキル基としては、特に制限

されるものではなく、例えば、メチル基、エチル基、ｎ−プロピル基、イソプロピル基、
ブチル基、ｎ−ペンチル基、ｎ−ヘキシル基等を挙げることができ、一般式［１］におけ
るＲ

１

で表されるアシル基としては、特に制限されるものではなく、例えば、ホルミル基

、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、バレリル基、イソバレリ
ル基、ピバロイル基、ヘキサノイル基等を挙げることができる。また、一般式［１］にお
けるＲ

１

で表されるアルコキシ基としては、特に制限されるものではなく、メトキシ基、

エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、ペンチロキシ基等を挙げる
ことができる。また、一般式［１］におけるＲ

２

、Ｒ

３

で表されるアルキル基、アシル基
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で表されるアルキル基、アシル基と同様のものを挙げる

ことができ、一般式［１］におけるＲ

２

、Ｒ

３

で表されるアルコキシカルボニル基として

は、特に制限されるものではなく、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロ
ポキシカルボニル基、イソプロポキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基、ペンチロキ
シカルボニル基等を挙げることができる。また、かかるＲ

１

〜Ｒ

３

で表される置換基が相

互に結合して形成する環としては、特に制限されるものではなく、環の員数も特に制限さ
れるものではなく、Ｎ−Ｃ＝Ｏ原子団と共にピロリジン、ピペリジンや、スクシンイミド
やグルタルイミド等のイミド等を構成するものであってもよい。
【００１４】
かかるアミド配位子としては、具体的には、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド又はＮ，Ｎ−

10

ジメチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ−ジアセトアミド、Ｎ−エトキシカルボニルアセトアミド
、Ｎ，Ｎ−ジメチルアセトキシアミド、１，２−シクロヘキサンジカルボキシイミド、Ｎ
−アセト−２−ケトオキサゾリジン等を例示することができる。かかるアミド配位子が四
価のジルコニウム化合物又は四価のハフニウム化合物に配位した錯体は、水の存在によっ
てもエステル縮合反応触媒活性が低減されず、エステル縮合反応の進行に伴う水の存在量
が増加しても触媒活性を維持し、高収率でエステル縮合物を得ることができる。
【００１５】
また、本発明のエステル縮合物又はチオエステル縮合物の製造方法に用いられる縮合触媒
を構成する、上記四価のジルコニウム化合物又はハフニウム化合物に配位する２以上のエ
ーテル酸素原子を有するエーテル配位子として、特に制限されるものではないが、２以上

20

のアルコキシ基を有する炭化水素であることが好ましい。エーテル配位子における炭化水
素としては特に制限されるものではなく、メタン、エタン、ｎ−プロパン、イソプロパン
、ｎ−ブタン、ｎ−ペンタン、ｎ−ヘキサン等の脂環式炭化水素を例示することができ、
かかる炭化水素は、後述するアルコキシ基の他、鎖状若しくは脂環式アルキル基やアリー
ル基等の置換基を有していてもよい。かかる置換基としては、メチル基、エチル基、ｎ−
プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、ｎ−ペンチル基、ｎ−ヘキシル基、シクロペン
チル基、シクロヘキシル基等のアルキル基や、フェニル基、ｏ−トリル基、２，４−キシ
ル基等を具体的に挙げることができる。
【００１６】
上記炭化水素に結合されるアルコキシ基としては、特に制限されるものではなく、メトキ
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シ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、ペンチロキシ基等を
例示することができ、これらは同一の炭素に結合しても、異なる炭素に結合してもよく、
また、２以上のアルコキシ基が同一であっても、異なるものであってもよい。かかる２以
上のエーテル酸素原子を有するエーテル配位子として、具体的に、１，２−ジメトキシエ
タン、１，２−ジエトキシエタン等を例示することができる。
【００１７】
上記四価のジルコニウム化合物や四価のハフニウム化合物にアミド配位子又はエーテル配
位子が配位した錯体を製造するには、トルエン等の溶媒に四価のジルコニウム化合物又は
四価のハフニウム化合物と、これらの配位子となるアミド又はエーテルとを添加し、室温
で攪拌混合する等の方法によることができ、エステル化又はチオエステル化縮合触媒とし

40

て、上記方法等により予め調製したものを用いてもよいが、エステル化縮合反応を行なう
溶媒中に、直接、四価のジルコニウム化合物又は四価のハフニウム化合物とアミド又はエ
ーテルを添加して触媒となる錯体を生成させ、その後、かかる触媒の存在する溶媒中に、
カルボン酸とアルコール若しくはチオールを添加して縮合反応を行なってもよい。アミド
又はエーテルの添加量は、四価のジルコニウム化合物又はハフニウム化合物１当量に対し
て２当量を添加することができる。触媒使用量は特に制限されるものではないが、カルボ
ン酸とアルコールからエステルを合成する場合、０．１〜１．０ｍｏｌ％、好ましくは０
．１〜０．４ｍｏｌ％を挙げることができ、また、カルボン酸とチオールからチオエステ
ルを合成する場合、１〜２０ｍｏｌ％、好ましくは１〜１０ｍｏｌ％を挙げることができ
る。
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【００１８】
本発明のエステル縮合物又はチオエステル縮合物の製造方法に用いられるカルボン酸とし
ては、例えば、カプロン酸、カプリル酸、カプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パル
ミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸等のモノカルボン酸類や、マロン酸、コハク酸、グ
ルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、スベリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、ドデカン
二酸、フマール酸、マレイン酸、フタル酸、テレフタル酸、イソフタル酸、ジフェニルエ
ーテル−４，４′−ジカルボン酸等のジカルボン酸類や、ブタン−１，２，４−トリカル
ボン酸、シクロヘキサン−１，２，３−トリカルボン酸、ベンゼン−１，２，４−トリカ
ルボン酸、ナフタレン−１，２，４−トリカルボン酸等のトリカルボン酸類や、ブタン−
１，２，３，４−テトラカルボン酸、シクロブタン−１，２，３，４−テトラカルボン酸

10

、ベンゼン−１，２，４，５−テトラカルボン酸、３，３′，４，４′−ベンゾフェノン
テトラカルボン酸、３，３′，４，４′−ジフェニルエーテルテトラカルボン酸等のテト
ラカルボン酸類を挙げることができる。
【００１９】
本発明のエステル縮合物の製造方法に用いられるアルコールとしては、例えば、メタノー
ル、エタノール、プロパノール、ブタノール、ヘキサノール、ヘプタノール、オクタノー
ル、２−エチルヘキサノール、デカノール、ドデカノール、ステアリルアルコール等の脂
肪族一価アルコール類、シクロヘキサノール、シクロドデカノール等の脂環式一価アルコ
ール類、ベンジルアルコール等の芳香族一価アルコール類、エチレングリコール、プロピ
レングリコール、ネオペンチルグリコール、トリメチロールプロパン、トリメチロールエ

20

タン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、ソルビトール、ポリビニルアル
コール等の多価アルコールを挙げることができる。
【００２０】
本発明のチオエステル縮合物の製造方法に用いられるチオールとしては、例えば、メタン
チオール、エタンチオール、プロパンチオール、ブタンチオール、ヘキサンチオール、ヘ
プタンチオール、オクタンチオール、デカンチオール、ドデカンチオール、シクロヘキサ
ンチオール等の脂肪族チオール類、チオフェノール、４−クロロチオフェノール、２−ア
ニリンチオール等の芳香族チオール類、１，２−エタンジチオール、２，２′−オキシジ
エタンチオール、２，２′−チオジエタンチオール、１，３−プロパンジチオール、１，
４−ブタンジチオール、１，５−ペンタンジチオール、１，６−ヘキサンジチオール、１
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，９−ノナンジチオール、ペンタエリスリチオール、１，４−シクロヘキサンジチオール
、１，４−ベンゼンジチオール、２，４−トルエンジチオール、α，α′−ｏ−キシリレ
ンジチオール、α，α′−ｍ−キシリレンジチオール、α，α′−ｐ−キシリレンジチオ
ール、１，２，６−ヘキサントリチオール等の多価チオールを挙げることができる。
【００２１】
本発明のエステル縮合物の製造方法においては、等モルのカルボン酸とアルコールを用い
ればよく、かかるカルボン酸とアルコールとして、それぞれ一価のカルボン酸とアルコー
ルを用いると、単量体エステルが得られ、α，ω−脂肪族ジカルボン酸等の多価カルボン
酸と、α，ω−脂肪族ジオール等の多価アルコールとを用いると、ポリエステルを合成す
ることができる。また、カルボン酸とアルコールとして、１分子内に水酸基とカルボキシ

40

基とを両末端にそれぞれ有するω−ヒドロキシカルボン酸を用いてもポリエステルを合成
することができ、かかるω−ヒドロキシカルボン酸として、ω−ヒドロキシウンデカン酸
、ヒドロキシドデカン酸、ｐ−ヒドロキシ安息香酸、ｍ−ヒドロキシ安息香酸、６−ヒド
ロキシナフタレン−２−カルボン酸、４−（ｐ−ヒドロキシフェノキシ）安息香酸、３−
（ｐ−ヒドロキシフェノキシ）安息香酸、４−（ｍ−ヒドロキシフェノキシ）安息香酸、
３−（ｍ−ヒドロキシフェノキシ）安息香酸等を例示することができる。また、本発明の
チオエステル縮合物の製造方法においては、カルボン酸と等モル量又は少し過剰のチオー
ルを用いればよく、かかるカルボン酸とチオールとして、それぞれ一価のカルボン酸とチ
オールを用いると、単量体チオエステルが得られ、上記多価カルボン酸と多価チオールと
を用いると、ポリチオエステルを合成することができる。
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【００２２】
本発明のエステル縮合物又はチオエステル縮合物の製造方法に用いられる溶媒としては特
に制限されるものではなく、極性溶媒あるいは極性溶媒と非極性溶媒との混合溶媒、非極
性溶媒を例示することができるが、非極性溶媒がエステル化又はチオエステル化反応によ
り生成する水の反応系外への除去の容易さから好ましい。すなわち、トルエン等の非極性
溶媒を用いて加熱還流を行い、共沸する水を反応系から簡便に除去することが好ましく、
かかる水の除去方法としては、カルシウムヒドリドやモレキュラーシーブス等の公知の脱
水剤を用いる方法を例示することができるがこれらに限定されるものではない。上記非極
性溶媒としては、トルエン、キシレン、メシチレン、ペンタメチルベンゼン、ｍ−ターフ
ェニル、ベンゼン、エチルベンゼン、１，３，５−トリイソプロピルベンゼン、ｏ−ジク

10

ロロベンゼン、１，２，４−トリクロロベンゼン、ナフタレン、１，２，３，４−テトラ
ヒドロナフタレン（テトラリン）を例示することができ、また、極性溶媒としては、アニ
ソール、ＴＨＦ、１，４−ジオキサン等のエーテル類の他、Ｎ−メチル−２−ピロリジノ
ン（Ｎ−メチル−２−ピロリドン）、Ｎ−ブチル−２−ピロリジノン（Ｎ−ブチル−２−
ピロリドン）、Ｎ−エチル−２−ピロリドン、１，３−ジメチル−２−ピロリドン、クレ
ゾール、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ヘキサメチルホスホル
アミド、ジメチルスルホキシド、ジフェニルスルホン、ニトロベンゼン、ベンゾニトリル
、１，３−ジメチル−２−イミダゾリジノン、γ−ブチロラクトン、フェノール等を例示
することができる。また、メタノール等の揮発性のアルコールを基質として用いる場合は
、かかるアルコールは溶媒としての作用も合わせ有するので、別途溶媒を用いなくてもよ

20

い。
【００２３】
本発明のエステル又はチオエステル縮合物の製造方法における縮合反応は、乾燥不活性ガ
ス雰囲気下、例えば、アルゴン又は窒素雰囲気下で行うことが好ましい。アルゴン雰囲気
は、アルゴンを流下しながら縮合反応を行うことが好ましく、反応中アルゴン雰囲気とす
ることで、脱水と脱酸素雰囲気が同時に達成できる。また、一価のカルボン酸と一価のア
ルコールとを縮合する縮合反応や、脂肪族多価カルボン酸と脂肪族多価アルコールとを重
縮合する重縮合反応等のエステル縮合反応や、一価のカルボン酸と一価のチオールとを縮
合する縮合反応や、脂肪族多価カルボン酸と脂肪族多価チオールとを重縮合する重縮合反
応等のチオエステル縮合反応においては、加熱還流下１００〜２００℃、特に１２０〜１
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６０℃で１〜２４時間反応を行うことが好ましく、他方、芳香族カルボン酸と芳香族アル
コール又は芳香族チオールとを縮合する縮合反応や、重縮合する重縮合反応においては、
加熱還流下１２０〜２５０℃、特に１５０〜２００℃で２４〜７２時間反応を行うことが
好ましい。これらの縮合反応や重縮合反応によって得られる単量体エステルやポリエステ
ル、又は単量体チオエステルやポリチオエステルの精製は、等モルのカルボン酸とアルコ
ール、又はカルボン酸と少し過剰のチオールを用い、副反応が生じていないことから、従
来法に比してその精製は公知の方法により非常に容易に行うことができる。
【００２４】
本発明のエステル又はチオエステル化縮合触媒は、四価のハフニウム化合物に、アミド配
位子若しくは２以上のエーテル酸素原子を有するエーテル配位子が配位した錯体、又は、

40

四価のジルコニウム化合物に、アミド配位子若しくは２以上のエーテル酸素原子を有する
エーテル配位子が配位した錯体を有効成分として含有し、水の存在に対して極めて安定な
触媒活性を有する。かかるアミド配位子やエーテル配位子は四価のハフニウム化合物や四
価のジルコニウム化合物の金属原子に、水に優先して配位し、かかるアミド配位子やエー
テル配位子が配位したハフニウム（ＩＶ）錯体やジルコニウム（ＩＶ）錯体は、水が存在
してもハフニウム（ＩＶ）化合物やジルコニウム（ＩＶ）化合物が水和物となることを抑
制するため、水和物の加水分解により水酸化物を経由して、エステル化やチオエステル化
触媒活性を有しない酸化物へと変化するのを抑制することができ、水に対して顕著な安定
性を有する。このため、保管中に空気中の水分を吸収することに起因する、エステル化縮
合反応やチオエステル化縮合反応の触媒活性の失活を抑制することができ、また、エステ
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ル化縮合反応やチオエステル化縮合反応中に生成される水に起因する触媒活性の失活を抑
制することができる。
【００２５】
【実施例】
以下に、実施例を挙げてこの発明を更に具体的に説明するが、この発明の技術的範囲はこ
れらの実施例に限定されるものではない。
実施例１［水の存在下におけるハフニウム触媒活性の評価］
塩化ハフニウム（ＩＶ）（ＨｆＣｌ４ ）３ｍｏｌ％とＮ，Ｎ−ジメチルホルムアミド６ｍ
ｏｌ％をトルエンに添加し、室温で２０分間攪拌し、塩化ハフニウム（ＩＶ）のＮ，Ｎ−
ジメチルホルムアミド錯体（ＨｆＣｌ４ ・（ＤＭＦ）２ ）を調製した。ＨｆＣｌ４ ・（Ｄ

10

ＭＦ）２ に対して表１に示す割合で水を添加し、室温で２０分間攪拌した。得られた水を
添加したＨｆＣｌ４ ・（ＤＭＦ）２ と、４−フェニルブタン酸４．８ｍｍｏｌと、シクロ
ドデカノール４．８ｍｍｏｌをトルエン溶媒２Ｍに溶かし、アルゴン雰囲気下１２０℃で
の加熱還流による共沸脱水を５時間行った。反応によって生成する水は反応フラスコ上部
に連結したＤｅａｎ−Ｓｔａｒｋ装置を利用して取り除いた。反応後、混合溶液を直接シ
リカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し（溶離液
１〜８：１）、減圧下で乾燥させ、

１

ヘキサン：酢酸エチル＝４：

ＨＮＭＲで検出し、４−フェニルブタン酸シクロド

デシルを得た。得られた生成物のエステル変換率を求めた。結果を表１に示す。比較例と
して塩化ハフニウム（ＩＶ）（ＨｆＣｌ４ ）、塩化ハフニウム（ＩＶ）のテトラヒドロフ
ラン錯体（ＨｆＣｌ４ ・（ＴＨＦ）２ ）について、同様に水を添加し反応を行ない、エス

20

テル変換率を求めた。結果を表１に示す。
結果からも明らかなように、塩化ハフニウム（ＩＶ）のＮ，Ｎ−ジメチルホルムアミド錯
体（ＨｆＣｌ４ ・（ＤＭＦ）２ ）では水の存在下においてもエステル変換率の低下が抑制
されることがわかった。
【００２６】
【表１】
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40
【００２７】
実施例２［水の存在下におけるジルコニウム触媒活性の評価］
実施例１の塩化ハフニウム（ＩＶ）（ＨｆＣｌ４ ）の代わりに塩化ジルコニウム（ＩＶ）
（ＺｒＣｌ４ ）を用いた他は、実施例１と同様にして反応を行ない、４−フェニルブタン
酸シクロドデシルを得た。得られた生成物のエステル変換率を求めた。結果を表２に示す
。
比較例として塩化ジルコニウム（ＩＶ）（ＺｒＣｌ４ ）、塩化ジルコニウム（ＩＶ）のテ
トラヒドロフラン錯体（ＺｒＣｌ４ ・（ＴＨＦ）２ ）について、同様に水を添加し反応を
行ない、同様にエステル変換率を求めた。結果を表２に示す。
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結果からも明らかなように、塩化ジルコニウム（ＩＶ）のＮ，Ｎ−ジメチルホルムアミド
錯体（ＺｒＣｌ４ ・（ＤＭＦ）２ ）では水の存在下においてもエステル変換率の低下が抑
制されることがわかった。
【００２８】
【表２】

10

20
【００２９】
実施例３［保管時における水等の存在による触媒活性の評価］
空気や水に対する安定性を検出するため、湿度５０％、温度２０℃の空気中にそれぞれ２
０時間、１０時間放置した後、実施例１と同様にして塩化ハフニウム（ＩＶ）のＮ，Ｎ−
ジメチルホルムアミド錯体（ＨｆＣｌ４ ・（ＤＭＦ）２ ）を調製した。得られた塩化ハフ
ニウム（ＩＶ）のＮ，Ｎ−ジメチルホルムアミド錯体（ＨｆＣｌ４ ・（ＤＭＦ）２ ）３ｍ
ｏｌ％存在下、４−フェニルブタン酸とシクロヘキサノールをトルエン２Ｍに溶かし、１
２０℃で加熱還流による共沸脱水を３時間行った他は実施例１と同様にして、４−フェニ
ルブタン酸シクロヘキシルを得た。得られた生成物のエステル変換率を求めた。結果を表

30

３に示す。
比較例として、塩化ハフニウム（ＩＶ）（ＨｆＣｌ４ ）、塩化ハフニウム（ＩＶ）のテト
ラヒドロフラン錯体（ＨｆＣｌ４ ・（ＴＨＦ）２ ）それぞれについて、同様に空気中に放
置した後反応を行ない、同様にエステル変換率を求めた。結果を表３に示す。
結果からも明らかなように、空気に晒しても塩化ハフニウム（ＩＶ）のＮ，Ｎ−ジメチル
ホルムアミド錯体（ＨｆＣｌ４ ・（ＤＭＦ）２ ）は塩化ハフニウム（ＩＶ）（ＨｆＣｌ４
）や塩化ハフニウム（ＩＶ）のテトラヒドロフラン錯体（ＨｆＣｌ４ ・（ＴＨＦ）２ ）よ
りエステル収率の低下は穏やかであった。このことから塩化ハフニウム（ＩＶ）のＮ，Ｎ
−ジメチルホルムアミド錯体（ＨｆＣｌ４ ・（ＤＭＦ）２ ）は取扱いが容易であることが
わかった。
【００３０】
【表３】
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10

【００３１】
実施例４［最適のアミド配位子を探すためのスクリーニング］
塩化ハフニウム（ＩＶ）の各種アミド配位子を有するアミド錯体（ＨｆＣｌ４ ・Ｌ２ ）の
触媒活性について調べてみた。塩化ハフニウム（ＩＶ）（ＨｆＣｌ４ ）３ｍｏｌ％と、表
４に示す各アミドとをトルエンに添加し、室温で２０分間攪拌し、塩化ハフニウム（ＩＶ
）のアミド錯体（ＨｆＣｌ４ ・Ｌ２ ）を調製した。尚、Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド（
（ＣＨ３ ）２ ＮＣＨＯ）（ＤＭＦ））、Ｎ，Ｎ−ジメチルアセトアミド（（ＣＨ３ ）２ Ｎ
ＣＯＣＨ３ ））、Ｎ，Ｎ−ジアセトアミド（（ＣＨ３ ＣＯ）２ ＮＨ））については６ｍｏ

20

ｌ％、Ｎ−アセト−２−ケトオキサゾリジンについて３ｍｏｌ％を添加した。
得られた各アミド錯体（ＨｆＣｌ４ ・Ｌ２ ）存在下、実施例３と同様に４−フェニルブタ
ン酸シクロヘキルを得た。得られた生成物のエステル変換率を求めた。結果を表４に示す
。
結果からも明らかなように、塩化ハフニウム（ＩＶ）のアミド錯体はエステル化縮合反応
の触媒活性を有することが確認できた。特に、塩化ハフニウム（ＩＶ）のＮ，Ｎ−ジメチ
ルホルムアミド（（ＣＨ３ ）２ ＮＣＨＯ）（ＤＭＦ））錯体はよい触媒活性を示すことが
わかった。
【００３２】
【表４】
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【００３３】
実施例５［チオエステル化反応における触媒活性の評価］
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塩化ジルコニウム（ＩＶ）のアミド錯体について、チオエステル化反応の触媒活性を調べ
た。実施例２と同様にして得た塩化ジルコニウム（ＩＶ）のＮ，Ｎ−ジメチルホルムアミ
ド（（ＣＨ３ ）２ ＮＣＨＯ）（ＤＭＦ））錯体５ｍｏｌ％と、表５に示すカルボン酸１０
ｍｍｏｌとチオール１２ｍｍｏｌとをトルエン２ｍＬに添加し、１２０℃で加熱還流によ
る共沸脱水を１７時間行った。反応によって生成する水は反応フラスコ上部に連結したＤ
ｅａｎ−Ｓｔａｒｋ装置を利用して取り除いた。反応後、混合溶液を直接シリカゲルカラ
ムクロマトグラフィーにより精製し（溶離液
、減圧下で乾燥させ、

１

ヘキサン：酢酸エチル＝４：１〜８：１）

ＨＮＭＲで検出し、チオエステルを得た。得られた生成物のチオ

エステル変換率を求めた。結果を表５に示す。
結果からも明らかなように、塩化ジルコニウム（ＩＶ）のＮ，Ｎ−ジメチルホルムアミド

10

（（ＣＨ３ ）２ ＮＣＨＯ）（ＤＭＦ））錯体はチオエステル化縮合反応の触媒活性を有す
ることが確認できた。
【００３４】
【表５】

20

【００３５】
【発明の効果】
本発明によれば、水に対して極めて安定であり、エステル縮合反応やチオエステル縮合反
応の進行に伴い生成される水の存在によっても触媒活性の低減が抑制され、また、反応時
ばかりでなく保管時においても空気中の水等による変質により触媒活性の失活が生じにく
いエステル化又はチオエステル化の縮合触媒を用いるため、高収率でエステル縮合物又は
チオエステル縮合物を得ることができ、使用する触媒量も少量でよく、且つ、反応副生成
物の生成が抑制され、生成物のエステル縮合物又はチオエステル縮合物の分離精製操作が
容易であり、大量スケールの反応に特に適しており、エステルやチオエステル等を安定し
て供給することができ、グリーンケミストリーに貢献できる。
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