
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）適当な溶媒系の存在下にニトリル、ニトロベンゼン、適当な塩基、及び水を接触さ
せて混合物を得、
（ｂ）前記混合物を 量のプロト
ン性 の存在下に 反応ゾーン内で適当な温度で反応させる
ことを含むｐ－ニトロ芳香族アミド製造方法。
【請求項２】
ニトリルが芳香族ニトリル、脂肪族ニトリル、置換芳香族ニトリル誘導体、置換脂肪族ニ
トリル誘導体、及び式
Ｎ≡Ｃ－Ｒ 1－Ａ－Ｒ 2－Ｃ≡Ｎ
〔式中Ｒ 1及びＲ 2は互いに独立に芳香族基、脂肪族基及び直接結合の中から選択され、Ａ
は－Ｃ（ＣＦ 3） 2－、－ＳＯ 2－、－Ｏ－、－Ｓ－及び直接結合の中から選択される〕を
有するジニトリルの中から選択されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
脂肪族ニトリル及び置換脂肪族ニトリル誘導体が式
Ｘ－（Ｒ 3） n－Ｃ≡Ｎ
〔式中ｎは０または１であり、Ｒ 3はアルキル、アリールアルキル、アルケニル、アリー
ルアルケニル、シクロアルキル及びシクロアルケニル基の中から選択され、Ｘは水素、－
ＮＯ 2、－ＮＨ 2、アリール基、アルコキシ基、スルホネート基、－ＳＯ 3Ｈ、－ＯＨ、－
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Ｃ 、－ＣＯＯＨ、及び少なくとも１個の－ＮＨ 2基を有するアルキル、アリール、ア
リールアルキルまたはアルキルアリール基の中から選択される〕によって表わされること
を特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
置換芳香族ニトリル誘導体の置換基がハロゲン化物、－ＮＯ 2、－ＮＨ 2、アルキル基、ア
ルコキシ基、スルホネート基、－ＳＯ 3Ｈ、－ＯＨ、－ＣＯＯＨ、－Ｃ 、及び少なく
とも１個の－ＮＨ 2を有するアルキル、アリール、アリールアルキルまたはアルキルアリ
ール基の中から選択され、前記ハロゲン化物は塩化物、臭化物及びフッ化物の中から選択
されることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
適当な溶媒系がニトロベンゼン、ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミド、Ｎ－メ
チル－２－ピロリドン、ピリジン、Ｎ－メチルアニリン、クロロベンゼン、テトラヒドロ
フラン、１，４－ジオキサン、テトラアルキルアンモニウム水酸化物及び反応温度より低
い融点を有するニトリル類並びにこれらの混合物の中から選択された溶媒を含むことを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
適当な溶媒系がプロトン性溶媒を含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】

当な塩基の当量対ニトリルの当量の比 ：１か ０：１であることを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項８】
適当な温度 ５０℃であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
適当な塩基が有機塩基及び無機塩基の中から選択されることを特徴とする請求項１に記載
の方法。
【請求項１０】
有機及び無機塩基がアルカリ金属、アルカリ金属水素化物、アルカリ金属水酸化物、アル
カリ金属アルコキシド、塩基源が内在する相間移動触媒、アミン、塩基源と併用したクラ
ウンエーテル、アルキルマグネシウムハロゲン化物、及びこれらの混合物の中から選択さ
れることを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
適当な塩基が塩基源が内在するアリールアンモニウム、アルキルアンモニウム、アリール
／アルキルアンモニウム及びアルキルジアンモニウム塩の中から選択されることを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
ステップ（ｂ）の反応を好気的条件下に生起させることを特徴とする請求項１に記載の方
法。
【請求項１３】
ステップ（ｂ）の反応を嫌気的条件下に生起させることを特徴とする請求項１に記載の方
法。
【請求項１４】
ステップ（ｂ）において反応の間存在するプロトン性 の量を制御する脱水剤を存在さ
せることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
ステップ（ｂ）のプロトン性 の量を該プロトン性物質の連続蒸留によって制御するこ
とを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
（ｃ）（ｂ）の反応生成物をｐ－アミノ芳香族アミドが生成する条件下に還元する
ことも含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
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（ｄ）ｐ－アミノ芳香族アミドを、対応するｐ－アミノ芳香族アミン、及び（ａ）のニト
リルに対応するアミドが生成する条件下にアンモニアと反応させる
ことも含むことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
（ｅ）ｐ－アミノ芳香族アミンを還元的にアルキル化してアルキル化ｐ－アミノ芳香族ア
ミンを製造する
ことも含むことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
ｐ－アミノ芳香族アミンを、ケトン及びアルデヒドの中から選択した化合物を用いて還元
的にアルキル化することを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
（ｄ）ｐ－アミノ芳香族アミドを、対応するｐ－アミノ芳香族アミン、及び（ａ）のニト
リルに対応する酸またはその塩が生成する条件下に適当な塩基性または酸性触媒を存在さ
せて水と反応させる
ことも含むことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
（ｅ）ｐ－アミノ芳香族アミンを還元的にアルキル化してアルキル化ｐ－アミノ芳香族ア
ミンを製造する
ことも含むことを特徴とする請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
ｐ－アミノ芳香族アミンを、ケトン及びアルデヒドの中から選択した化合物を用いて還元
的にアルキル化することを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
（ｃ）（ｂ）の反応生成物を、対応するｐ－ニトロ芳香族アミン、及び（ａ）のニトリル
に対応するアミドかまたは（ａ）のニトリルに対応する酸もしくはその塩が生成する条件
下に適当な塩基性または酸性触媒を存在させて
（ｉ）アンモニアまたは（ ii）水と反応させる
ことも含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２４】
（ｄ）ｐ－ニトロ芳香族アミンを対応するｐ－アミノ芳香族アミンが生成する条件下に還
元する
ことも含むことを特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
（ｅ）ｐ－アミノ芳香族アミンを還元的にアルキル化してアルキル化ｐ－アミノ芳香族ア
ミンを製造する
ことも含むことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
ｐ－アミノ芳香族アミンを、ケトン及びアルデヒドの中から選択した化合物を用いて還元
的にアルキル化することを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
（ｄ）ｐ－ニトロ芳香族アミンを還元的にアルキル化してアルキル化ｐ－アミノ芳香族ア
ミンを製造する
ことも含むことを特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２８】
ｐ－ニトロ芳香族アミンを、ケトン及びアルデヒドの中から選択した化合物を用いて還元
的にアルキル化することを特徴とする請求項２７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】

本発明は、ｐ－ニトロ芳香族アミドの製造に係わる。一形態において、本発明はｐ－アミ
ノ芳香族アミドの製造に係わる。別の形態では、本発明はｐ－ニトロ芳香族アミンの製造
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に係わる。更に別の形態では、本発明はｐ－アミノ芳香族アミンの製造に係わる。なお別
の形態において、本発明はアルキル化ｐ－アミノ芳香族アミンの製造に係わる。
芳香族アミド結合は現在、アミンを酸塩化物と反応させることによって形成される。特に
、ニトロ芳香族アミンを酸塩化物と反応させることによってｐ－ニトロ芳香族アミドを製
造することが知られている。この方法は、排出されるハロゲン化物が反応容器に対して腐
食性であり、かつ廃液流中に出現し、従ってハロゲン化物を甚だしい費用を掛けて処理し
なければならないという点で不利である。また、ニトロ芳香族アミンはハロニトロ芳香族
物質、例えばクロロニトロベンゼンとアンモニアとの反応によって製造されているが、付
加的な腐食及び廃液処理問題を惹起する同じハロゲン化物排出をもたらす。従って、置換
芳香族アミド、特にニトロ芳香族アミド及び該アミド由来の生成物がハロゲン化物を用い
ない経路で得られれば、現行の技術に比べ著しい利点であり、かつ商業的プロセスがより
有効かつ経済的となる。
本発明の方法は上記のような、ハロゲン化物を用いずにニトロ芳香族アミド及び該アミド
由来の生成物を得る経路から成り、従って経費の掛かる廃液流からのハロゲン化物除去及
びハロゲン化物が惹起する腐食の問題が無い。

本発明は、ｐ－ニトロ芳香族アミン、ｐ－アミノ芳香族アミン、ｐ－アミノ芳香族アミド
及びアルキル化ｐ－アミノ芳香族アミンの製造に用いるｐ－ニトロ芳香族アミドを製造す
る方法を提供することを目的とする。本発明は、ｐ－ニトロ芳香族アミド及び該アミド由
来の生成物を製造する、商業的に実施可能な効率的かつ経済的方法を提供することも目的
とする。更に本発明は、ポリアミドの製造または他のポリマー用途でモノマーとして用い
られるｐ－アミノ芳香族アミンの製造方法を提供することも目的とする。酸化防止剤また
はオゾン化防止剤として用いられるアルキル化ｐ－アミノ芳香族アミンの製造方法を提供
することも本発明の目的である。本発明はまた、酸化防止剤に至る中間体として用いられ
るｐ－ニトロ芳香族アミンを製造する方法の提供も目的とする。
本発明は、適当な溶媒系の存在下にニトリル、ニトロベンゼン、適当な塩基、及び水を接
触させて混合物を得、この混合物を制御された量のプロトン性物質の存在下に限られた反
応ゾーン（閉鎖反応ゾーン）内で適当な温度で反応させることを含むｐ－ニトロ芳香族ア
ミド製造方法を提供する。
更に本発明は、本発明により製造したｐ－ニトロ芳香族アミドの還元を含むｐ－アミノ芳
香族アミド製造方法も提供する。一例ではｐ－アミノ芳香族アミドを更に、対応するｐ－
アミノ芳香族アミン、及びニトリル出発物質に対応するアミドが生成する条件下にアンモ
ニアと反応させる。別の例ではｐ－アミノ芳香族アミドを更に、対応するｐ－アミノ芳香
族アミン、及びニトリル出発物質に対応する酸またはその塩が生成する条件下に適当な塩
基性または酸性触媒を存在させて水と反応させる。更に別の例では、ｐ－アミノ芳香族ア
ミンを還元的にアルキル化してアルキル化ｐ－アミノ芳香族アミンを製造する。
本発明はまた、本発明により製造したｐ－ニトロ芳香族アミドを、対応するｐ－ニトロ芳
香族アミン、及びニトリル出発物質に対応するアミドが生成する条件下にアンモニアと反
応させるか、または対応するｐ－ニトロ芳香族アミン、及びニトリル出発物質に対応する
酸またはその塩が生成する条件下に適当な塩基性または酸性触媒を存在させて水と反応さ
せることを含むｐ－ニトロ芳香族アミン製造方法も提供する。一例では、ｐ－ニトロ芳香
族アミンを還元してｐ－アミノ芳香族アミンを製造する。別の例では、ｐ－ニトロ芳香族
アミンを還元的にアルキル化してアルキル化ｐ－アミノ芳香族アミンを製造する。別の例
では、ｐ－アミノ芳香族アミンを還元的にアルキル化してアルキル化ｐ－アミノ芳香族ア
ミンを製造する。

本発明は、ｐ－ニトロ芳香族アミドを製造する方法に係わり、この方法は
（ａ）適当な溶媒系の存在下にニトリル、ニトロベンゼン、適当な塩基、及び水を接触さ
せて混合物を得、
（ｂ）前記混合物を制御された量のプロトン性物質の存在下に限られた反応ゾーン（閉鎖
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反応ゾーン）内で適当な温度で反応させることを含む。
ｐ－アミノ芳香族アミド製造のためには、本発明の方法は
（ｃ）（ｂ）の反応生成物をｐ－アミノ芳香族アミドが生成する条件下に還元することも
含む。
ｐ－アミノ芳香族アミドからｐ－アミノ芳香族アミンを製造するためには、本発明の方法
は
（ｄ）ｐ－アミノ芳香族アミドを、対応するｐ－アミノ芳香族アミン、及び（ａ）のニト
リルに対応するアミドが生成する条件下にアンモニアと反応させることも含む。
あるいは他の場合には、本発明の方法はｐ－アミノ芳香族アミドからｐ－アミノ芳香族ア
ミンを製造するべく、
（ｄ）ｐ－アミノ芳香族アミドを、対応するｐ－アミノ芳香族アミン、及び（ａ）のニト
リルに対応する酸またはその塩が生成する条件下に適当な塩基性または酸性触媒を存在さ
せて水と反応させることも含む。
アルキル化ｐ－アミノ芳香族アミン製造のためには、本発明の方法は
（ｅ）ｐ－アミノ芳香族アミンを還元的にアルキル化することも含む。
ｐ－ニトロ芳香族アミン製造のためには、本発明の方法は
（ｃ′）（ｂ）の反応生成物を、対応するｐ－ニトロ芳香族アミン、及び（ａ）のニトリ
ルに対応するアミドかまたは（ａ）にニトリルに対応する酸もしくはその塩が生成する条
件下に適当な塩基性または酸性触媒を存在させて（ｉ）アンモニアまたは（ ii）水と反応
させることも含む。
アルキル化ｐ－アミノ芳香族アミン製造のために、本発明の方法は
（ｄ′）ｐ－ニトロ芳香族アミンを還元的にアルキル化することも含む。
本発明の方法はｐ－アミノ芳香族アミン製造のために、
（ｄ″）ｐ－ニトロ芳香族アミンを対応するｐ－アミノ芳香族アミンが生成する条件下に
還元することも含む。
本発明の方法はアルキル化ｐ－アミノ芳香族アミン製造のために、
（ｅ″）ｐ－アミノ芳香族アミンを還元的にアルキル化することも含む。
本発明の方法によって製造されたｐ－ニトロ芳香族アミドは中性化合物の形態を取ること
、即ち塩の形態を取らないこと、及び／または前記ｐ－ニトロ芳香族アミドの塩の形態を
取ることが可能である。塩は、ｐ－ニトロ芳香族アミドと塩基との反応から反応混合物中
に生成する。即ち、本発明の方法で製造した反応混合物は、選択された特定の反応条件に
応じてｐ－ニトロ芳香族アミド化合物もしくはその塩、またはこれらの混合物を含有し得
る。
ニトリル対ニトロベンゼンのモル比は、ニトリル大過剰からニトロベンゼン大過剰まで様
々とし得る。反応に適した溶媒としてもニトロベンゼンを用いる場合、好ましくはニトロ
ベンゼンをニトリルに対して大過剰な量で存在させる。反応に適した溶媒として該ニトリ
ルを用いる場合は、好ましくはニトリルをニトロベンゼンに対して大過剰な量で存在させ
る。反応用溶媒としてニトロベンゼンやニトリルを用いない場合のニトリル対ニトロベン
ゼンのモル比は、広範囲に変わり得るが、好ましくは約１：１とする。
本発明により用い得るニトリルには、芳香族ニトリル、脂肪族ニトリル、置換芳香族ニト
リル誘導体、置換脂肪族ニトリル誘導体、及び式
Ｎ≡Ｃ－Ｒ 1－Ａ－Ｒ 2－Ｃ≡Ｎ
〔式中Ｒ 1及びＲ 2は互いに独立に芳香族基、脂肪族基及び直接結合の中から選択され、Ａ
は－Ｃ（ＣＦ 3） 2－、－ＳＯ 2－、－Ｏ－、－Ｓ－及び直接結合の中から選択される〕を
有するジニトリルが含まれる。
本発明により用い得る脂肪族ニトリル及び置換脂肪族ニトリル誘導体は、式
Ｘ－（Ｒ 3） n－Ｃ≡Ｎ
〔式中ｎは０または１であり、Ｒ 3はアルキル、アリールアルキル、アルケニル、アリー
ルアルケニル、シクロアルキル及びシクロアルケニル基の中から選択され、Ｘは水素、－
ＮＯ 2、－ＮＨ 2、アリール基、アルコキシ基、スルホネート基、－ＳＯ 3Ｈ、－ＯＨ、－
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ＣＨＯ、－ＣＯＯＨ、及び少なくとも１個の－ＮＨ 2基を有するアルキル、アリール、ア
リールアルキルまたはアルキルアリール基の中から選択される〕によって表わされる。本
明細書中に用いた“スルホネート基”という語はスルホン酸のエステルを意味する。スル
ホネートの例には、アルキルスルホネート、アラルキルスルホネート、アリールスルホネ
ート等が非限定的に含まれる。好ましいアルキル及びアルコキシ基は１個から約６個の炭
素原子を有する。好ましいアリール、アリールアルキル及びアルキルアリール基は約６～
約１８個の炭素原子を有する。
脂肪族ニトリル及び置換脂肪族ニトリル誘導体の例には、アセトニトリル、ｎ－バレロニ
トリル、ブチロニトリル、イソブチロニトリル、シアナミド、及びこれらの混合物が非限
定的に含まれる。
本明細書中に用いた“置換芳香族ニトリル誘導体”という語は、芳香環上に１個以上の電
子求引性または電子放出性置換基を有する芳香族ニトリルを意味する。適用可能な置換基
には、ハロゲン化物、－ＮＯ 2、－ＮＨ 2、アルキル基、アルコキシ基、スルホネート基、
－ＳＯ 3Ｈ、－ＯＨ、－ＣＨＯ、－ＣＯＯＨ、及び少なくとも１個の－ＮＨ 2基を有するア
ルキル、アリール、アリールアルキルまたはアルキルアリール基が非限定的に含まれる。
ハロゲン化物は塩化物、臭化物及びフッ化物の中から選択される。好ましいアルキル及び
アルコキシ基は１個から約６個の炭素原子を有する。好ましいアリール、アリールアルキ
ル及びアルキルアリール基は約６～約１８個の炭素原子を有する。
芳香族ニトリル及び置換芳香族ニトリル誘導体の例には、ベンゾニトリル、４－メトキシ
ベンゾニトリル、４－クロロベンゾニトリル、４－ニトロベンゾニトリル、４－アミノベ
ンゾニトリル、ｏ－トルニトリル、ｐ－トルニトリル、及びこれらの混合物が非限定的に
含まれる。
本発明の方法により用い得るジニトリルには、１，４－ジシアノベンゼン、１，４－ジシ
アノブタン、１，６－ジシアノヘキサン、２，６－ジシアノトルエン、１，２－ジシアノ
シクロブタン、１，２－ジシアノ－３，４，５，６－テトラフルオロベンゼン、４，４′
－ジシアノフェニル、及びこれらの混合物が非限定的に含まれる。
ｐ－ニトロ芳香族アミドが生成する反応は適当な溶媒系中で生起させる。本明細書中に用
いた“適当な溶媒系”という語は極性非プロトン性溶媒を意味する。
適当な溶媒系には、例えばニトロベンゼン、ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミ
ド、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、ピリジン、Ｎ－メチルアニリン、クロロベンゼン、テ
トラヒドロフラン、１，４－ジオキサン、反応温度より低い融点を有するテトラアルキル
アンモニウム水酸化物やニトリル類、例えば溶融テトラメチルアンモニウムヒドロキシド
及びベンゾニトリル、並びにこれらの混合物などの溶媒が非限定的に含まれる。現時点で
好ましい適当な溶媒はニトロベンゼン、ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミド及
びＮ－メチル－２－ピロリドンである。最も好ましくは、上記反応でニトロベンゼンを過
剰量で用いれば、ニトリルのモル量を超過する分のニトロベンゼンが溶媒として機能する
。後段に詳述するように、１種以上の適当な溶媒と制御された量のプロトン性溶媒など、
適当な溶媒以外の溶媒とを組み合わせた溶媒混合物を用いることも可能である。プロトン
性溶媒の例には、メタノール、水及びこれらの混合物が非限定的に含まれる。
適当な塩基には、ナトリウム金属などのアルカリ金属、水素化ナトリウム、水酸化リチウ
ム、水酸化ナトリウム、水酸化セシウム、水酸化カリウム、カリウムｔ－ブトキシド等と
いったアルカリ金属水素化物、水酸化物及びアルコキシド、並びにこれらの混合物などの
有機及び無機塩基が非限定的に含まれる。その他の許容可能な塩基物質には、テトラアル
キルアンモニウム水酸化物、例えばテトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラアル
キルアンモニウムハロゲン化物、例えばテトラブチルアンモニウムクロリド、アリールト
リアルキルアンモニウム水酸化物、例えばフェニルトリメチルアンモニウムヒドロキシド
、アリールアルキルトリアルキルアンモニウム水酸化物、例えばベンジルトリメチルアン
モニウムヒドロキシド、アルキル置換ジアンモニウム水酸化物、例えばビス－ジブチルエ
チルヘキサメチレンジアンモニウムヒドロキシドを含めた、各置換基が互いに独立にアル
キル、アリールまたはアリールアルキル基の中から選択され、その際アルキル、アリール
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及びアリールアルキル基は好ましくは１個から約１８個の炭素原子を有する四置換アンモ
ニウム水酸化物またはハロゲン化物などの、適当な塩基源が内在する相間移動触媒、及び
相間移動触媒と適当な塩基との他の組み合わせ、例えばアリールアンモニウム塩、クラウ
ンエーテル等と併用した適当な塩基、及びリチウムビス（トリメチルシリル）アミド等と
いったアミン塩基がその混合物と共に非限定的に含まれる。塩基として好ましく用いられ
る物質は、テトラメチルアンモニウムヒドロキシドやテトラブチルアンモニウムヒドロキ
シドといったテトラアルキルアンモニウム水酸化物である。
好ましくは、塩基及び水をニトリルに添加して混合物を製造し、この混合物をニトロベン
ゼンと配合する。あるいは別法として、ニトリルとニトロベンゼンとを配合した後に塩基
及び水を添加することも可能である。物質の添加は液面上または液面下添加とし得る。
本発明により用いる塩基の量は、適当な塩基の当量対ニトリルの当量の比によって好まし
く表わし得る。大体において、塩基の当量対ニトリルの当量の比は約１：１から約１０：
１であり、好ましくは約１：１から約４：１、最も好ましくは約１：１から約２：１であ
る。
反応は、広範囲に変わり得る適当な温度において生起させる。例えば、温度は約５～約１
５０℃、即ち約１５～約１００℃などとし得、好ましくは約２５～約９０℃とし得る。本
発明の反応の生起にきわめて好ましい温度は約６０～約８０℃である。
反応混合物中に存在させるプロトン性物質の量の制御は重要である。本発明により用いる
プロトン性物質の量は、ｐ－ニトロ芳香族アミドを生成させる反応の開始時に存在する塩
基の量に基づくモル比によって好ましく表わし得る。大体において、プロトン性物質対塩
基のモル比は約５：１より小さく、好ましくは約３：１未満、更に好ましくは約２：１未
満、最も好ましくは約１：１未満である。即ち、本発明の反応は無水条件下に生起させ得
る。本明細書中でプロトン性物質の量に関して用いた“制御された量”という語は、ｐ－
ニトロ芳香族アミドの生成を抑制する量以下の量を意味する。反応混合物中に存在させる
プロトン性物質の量の上限は溶媒次第で様々となる。加えて、許容されるプロトン性物質
の量は様々な溶媒系中で用いる塩基の種類、塩基の量、及び塩基カチオンに応じても変動
する。しかし、特定の溶媒、塩基の種類及び量、塩基カチオン等に応じてプロトン性物質
の量の特定の上限を決定することは、本発明の教示を用いれば当業者の技術の範囲内であ
る。所望生成物の選択性の維持に必要なプロトン性物質の最少量も、用いる溶媒、塩基の
種類及び量、塩基カチオン等に依存し、やはり当業者によって決定可能である。
反応混合物中に存在させるプロトン性物質の量が重要であるので、存在するプロトン性物
質の量をできるかぎり減らし、後に所望量を反応混合物に添加し戻すことが可能となる。
反応混合物への再添加に用い得るプロトン性物質は当業者に公知であり、このような物質
には水、メタノール等、及びこれらの混合物が非限定的に含まれる。プロトン性物質の量
を測定する方法、及びプロトン性物質の量をできるかぎり減らす方法は当業者に良く知ら
れている。例えば、或る種の試薬中に存在する水の量はＫａｒｌ－Ｆｉｓｃｈｅｒ装置を
用いることによって測定し得、また蒸留及び／または減圧下での脱水、Ｐ 2Ｏ 5その他の物
質の存在下での脱水、例えばキシレンを用いる共沸蒸留等、並びにこれらの組み合わせな
どによって水の量を減少させ得る。
ｐ－ニトロ芳香族アミドを生成させる反応の間プロトン性物質の量を制御する方法の一例
では脱水剤を、該脱水剤が反応の間存在するように添加する。例えばプロトン性物質が水
である場合、脱水剤は反応の間存在する水を除去し、ニトロベンゼンの変換率及びｐ－ニ
トロ芳香族アミドの収率を高める。本明細書中に用いた“脱水剤”という語は、用いる適
当な塩基に加えて反応の間存在する化合物を意味する。適当な脱水剤の例には、無水硫酸
ナトリウム、Ｕｎｉｏｎ　Ｃａｒｂｉｄｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能な４Ａ
型、５Ａ型及び１３Ｘ型などのモレキュラーシーブ、塩化カルシウム、テトラメチルアン
モニウムヒドロキシド二水和物、ＫＯＨ及びＮａＯＨなどの無水塩基、並びに活性アルミ
ナが非限定的に含まれる。ニトリルを、適当な溶媒として機能させる時など、ニトロベン
ゼンに対して過剰に用いた場合は該ニトリルが脱水剤として機能し得る。
ｐ－ニトロ芳香族アミドを生成させる反応の間プロトン性物質の量を制御する方法の別の

10

20

30

40

50

(7) JP 3679411 B2 2005.8.3



例では、反応混合物からプロトン性物質を蒸留によって連続的に除去する。存在するプロ
トン性物質が反応混合物中の化合物の一つと共沸混合物を形成している場合は、共沸現象
を利用するプロトン性物質の連続共沸蒸留によってプロトン性物質を除去することができ
る。
反応は好気的または嫌気的条件下に生起させ得る。好気的条件下では反応は、普通空気を
通じて酸素に曝露された反応ゾーンにおいて実質的に先に述べたように生起させる。好気
的条件下では反応を生起させる圧力を様々にし得るが、最適圧力、及び圧力と温度との最
適の組み合わせは当業者に容易に決定される。例えば、反応は室温で、かつ約０ｐｓｉｇ
（０ｋｇ／ｃｍ 2）から約２５０ｐｓｉｇ（１７．６ｋｇ／ｃｍ 2）、即ち約１４ｐｓｉｇ
（１ｋｇ／ｃｍ 2）から約１５０ｐｓｉｇ（１０．５ｋｇ／ｃｍ 2）などの圧力で生起させ
得る。嫌気的条件下では反応は、例えば窒素またはアルゴンといった不活性ガスを存在さ
せつつ大気圧でか、または減圧もしくは加圧下に生起させ得る。温度、塩基、溶媒等とい
った特定の一組の反応パラメーターに最適の条件は、本発明の教示を用いる当業者によっ
て容易に決定される。目下のところ、反応は好気的条件下で生起させることが好ましく、
なぜなら副産物のアゾキシベンゼンの生成が排除できるからである。
ｐ－ニトロ芳香族アミド及び／またはその塩は、還元してｐ－アミノ芳香族アミドとする
ことができる。水及び／または酸を用いて、塩から中性化合物を生成させ得る。あるいは
別法として、塩自体の還元も加能である。本発明の別の一例では、ｐ－ニトロ芳香族アミ
ンを還元してｐ－アミノ芳香族アミンとすることができる。これらの還元は、水素化物源
、例えばパラジウム－炭または白金－炭触媒と併用したホウ水素化ナトリウムを用いるも
のなど、多くの公知還元法のうちのいずれかによって行ない得る。好ましくは上記還元は
、白金－炭またはパラジウム－炭、ニッケル等を存在させつつ水素圧下に水素化する接触
還元によって行なう。この水素化法は、本明細書に参考として含まれるＰ．Ｎ．Ｒｙｌａ
ｎｄｅｒ，“Ｃａｔａｌｙｔｉｃ　Ｈｙｄｒｏｇｅｎａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｏｒｇａｎｉｃ
　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，”ｐ．２９９，Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｎ．Ｙ．，１９
７９に詳述されている。水素化は、トルエン、キシレン、アニリン、エタノール、ジメチ
ルスルホキシド、水、及びこれらの混合物を非限定的に含めた様々な溶媒中で行ない得る
。好ましくは水素化は、例えばエタノール、アニリンもしくはジメチルスルホキシドとい
った適当な溶媒、その混合物、または水を含有する混合物を溶媒として、白金－炭または
パラジウム－炭触媒と、温度約８０℃で１００ｐｓｉｇ（７ｋｇ／ｃｍ 2）Ｈ 2から約３４
０ｐｓｉｇ（２３．９ｋｇ／ｃｍ 2）Ｈ 2の水素圧とを用いて行なう。
ｐ－ニトロ芳香族アミド及びｐ－アミノ芳香族アミドのアミノリシスは、ｐ－ニトロ芳香
族アミドまたはｐ－アミノ芳香族アミドをアンモニアと反応させてそれぞれに対応するｐ
－ニトロ芳香族アミンまたはｐ－アミノ芳香族アミンと、ニトリル出発物質に対応するア
ミドとを生成させることによって行ない得る。例えばＷ．Ｐ．Ｊｅｎｃｋｓ，

，Ｖｏｌ．９２，ｐｐ．３２０１ー３２０２，１９７０参照。アンモ
ニアはアミノリシス反応にアンモニアそのものとして、またはアンモニアと水酸化アンモ
ニウムとの混合物として用い得る。水酸化アンモニウムが存在すると、反応はニトリル出
発物質に対応するアミドに加えて、ニトリル出発物質に対応する酸も生成させる。好まし
くは、ｐ－ニトロ芳香族アミドまたはｐ－アミノ芳香族アミドを溶媒、例えばメタノール
の存在下にアンモニアと反応させる。
ｐ－ニトロ芳香族アミド及びｐ－アミノ芳香族アミドの加水分解は、ｐ－ニトロ芳香族ア
ミドまたはｐ－アミノ芳香族アミドを適当な塩基性または酸性触媒の存在下に水と反応さ
せてそれぞれに対応するｐ－ニトロ芳香族アミンまたはｐ－アミノ芳香族アミンと、ニト
リル出発物質に対応する酸またはその塩とを生成させることによって行ない得る。適当な
塩基性触媒の例には、アルカリ金属水酸化物、アルカリ土類金属水酸化物、アルカリ金属
アルコキシド、テトラアルキルアンモニウム水酸化物、水酸化アンモニウム等、及びこれ
らの混合物が非限定的に含まれる。適当な酸性触媒の例には、硫酸、塩酸、硝酸、リン酸
等、及びこれらの混合物が非限定的に含まれる。目下のところ塩基性触媒を用いることが
好ましく、なぜならｐ－ニトロ芳香族アミドの製造に用いるべく選択した適当な塩基は、
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加水分解反応の塩基性触媒としても用い得るからである。加水分解反応の温度は通常約６
０～約１２０℃とする。
ｐ－アミノ芳香族アミンを還元的にアルキル化して酸化防止剤またはオゾン化防止剤を製
造することは、良く知られた幾つかの方法のうちのいずれか一つによって実行可能である
。例えば米国特許第４，９００，８６８号を参照されたい。好ましくは、ｐ－アミノ芳香
族アミンと適当なケトンまたはアルデヒドとを触媒としての水素及び白金－炭の存在下に
反応させる。適当なケトンには、メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）、アセトン、メチ
ルイソアミルケトン及び２－オクタノンが非限定的に含まれる。ｐ－ニトロ芳香族アミン
の還元と、還元した物質のアルキル化とは溶媒としてケトンを用いて同じ反応容器内で行
ない得ることに留意するべきである。例えば米国特許第３，４１４，６１６号、同第４，
４６３，１９１号、及びＢａｎｎｅｒｊｅｅ等，

，ｐｐ．１２７５－１２７６，１９８８を参照されたい。
上記反応物及び試薬の等価物として考えられるのは、様々な基、例えば－ＮＯ 2の１個以
上が単純な変化部分を構成する以外は当該物質に対応する、同じ一般特性を有する反応物
及び試薬である。加えて、置換基を水素とするか、または水素とし得る場合、当該位置が
水素以外であっても、その置換基の正確な化学特性は、全体の活性及び／または合成操作
に悪影響を及ぼさないかぎり重要でない。
上述の化学反応は、本発明の方法を最も広義に適用できるよう、一般化して開示してある
。場合によっては、これら反応条件が開示範囲内の反応物及び試薬であっても、個別に述
べるように適用し得ないことがあり得る。例えば、適当な塩基のうちの幾つかは溶媒次第
では、他の溶媒の時ほど溶解しないことが有る。この事態をもたらす反応物及び試薬は当
業者には容易に認識される。どのような事態にせよ、当業者に知られた通常の改変、例え
ば温度、圧力等の適当な調節、他の溶媒または他の塩基といった替わりの通常試薬への変
更、反応条件の常套的改変等によって反応を好ましく生起させることができ、または本明
細書に開示した他の反応か、もしくは他の通常反応を本発明の方法に適用し得る。いずれ
の製造方法においても、出発物質は総て公知であるか、または公知の出発物質から容易に
製造可能である。

ニトリル類及びニトロベンゼンは試薬等級のものをそれ以上精製せずに用いた。溶媒はＡ
ｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌから購入した無水品とした。テトラメチルアンモニウム
ヒドロキシドは五水和物を購入し、これを使用前に数日間真空下にデシケーター内でＰ 2

Ｏ 5上で脱水した。得られた固体の滴定は、脱水物質が二水和物であることを示した。特
に断らないかぎり、収率は総て次の方法によるＨＰＬＣで測定した。
ＨＰＬＣ分析法：
Ｖｙｄａｃ　２０１ＨＳ５４（４．６×２５０ｍｍ）カラムと、２５４ｎｍでの紫外検出
器とを具備したＷａｔｅｒｓ　６００シリーズＨＰＬＣを用いて総ての反応を監視した。
いずれの分析でも外部基準法を用いた。基準として用いるべき標品の生成物試料は、公知
文献に既述の方法で製造した。
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Ｊ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．Ｃｈｅｍ．Ｃｏ
ｍｍ．１８

実施例
材料及び方法



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

この実施例では、ベンゾニトリルとニトロベンゼンとを空気の存在下に反応させることに
よるＮ－（４－ニトロフェニル）－ベンズアミドの製造を説明する。
１０ｇのニトロベンゼンと、１．２７ｇのテトラメチルアンモニウムヒドロキシド二水和
物と、１ｇのベンゾニトリルとを含有する溶液を、該溶液中に注射針を介して空気を通気
しながら６０℃で１時間攪拌した。ＨＰＬＣによる反応生成物の試料の分析から、Ｎ－（
４－ニトロフェニル）－ベンズアミドがテトラメチルアンモニウムヒドロキシドに基づき
収率４５％で生成したことが判明した。反応生成物中にアゾキシベンゼンは検出されなか
った。

この実施例では、ベンゾニトリルとニトロベンゼンとを嫌気的条件下に反応させることに
よるＮ－（４－ニトロフェニル）－ベンズアミドの製造を説明する。
１０ｇのニトロベンゼンと、１．２７ｇのテトラメチルアンモニウムヒドロキシド二水和
物と、１ｇのベンゾニトリルとを含有する溶液を、該溶液中に注射針を介して窒素を通気
しながら６０℃で１時間攪拌した。ＨＰＬＣによる反応生成物の試料の分析から、Ｎ－（
４－ニトロフェニル）－ベンズアミドがテトラメチルアンモニウムヒドロキシドに基づき
収率４５％で生成し、かつアゾキシベンゼンが同じく収率２２％で発生したことが判明し
た。

この実施例では、ベンゾニトリルとニトロベンゼンとの反応におけるＮ－（４－ニトロフ
ェニル）－ベンズアミドの生成に水が及ぼす影響を説明する。
Ａ）　１．２７ｇのテトラメチルアンモニウムヒドロキシド二水和物と、１５６ｍｇのビ
フェニル（内部基準として）と、１０ｍｌのニトロベンゼンとを含有する溶液を、乾燥管
を具備した１００ｍｌ容の三首丸底フラスコに入れて攪拌した。ベンゾニトリル（１ｍｌ
）を添加し、空気中で６０℃において攪拌した。溶液を３時間攪拌後、一部を採取してＲ
Ｐ－ＨＰＬＣ分析用の試料とした。Ｎ－（４－ニトロフェニル）－ベンズアミドの収率は
、用いたテトラメチルアンモニウムヒドロキシドに基づき１７％であった。
Ｂ）　１．８ｇのテトラメチルアンモニウムヒドロキシド五水和物と、１６０ｍｇのビフ
ェニル（内部基準として）と、１０ｍｌのニトロベンゼンとを含有する溶液を、乾燥管を
具備した１００ｍｌ容の三首丸底フラスコに入れて攪拌した。ベンゾニトリル（１ｍｌ）
を添加し、空気中で６０℃において攪拌した。溶液を３時間攪拌後、一部を採取してＲＰ
－ＨＰＬＣ分析用の試料とした。Ｎ－（４－ニトロフェニル）－ベンズアミドの収率を、
用いたテトラメチルアンモニウムヒドロキシドに基づき０．９１％と算出した。
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