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(57)【要約】
【課題】芳香族化合物を直接酸化してフェノール系化合物を効率よく製造する方法を提供
する。
【解決手段】下記式（Ｉ）または（II）で示される化合物を配位子とする二核ニッケル錯
体の存在下で、酸化剤により、芳香族化合物を酸化してフェノール系化合物を製造する。
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【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記式（Ｉ）または（II）で示される化合物を配位子とする二核ニッケル錯体の存在下
で、酸化剤により、芳香族化合物を酸化してフェノール系化合物を製造する方法。
【化１】
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【請求項２】
前記酸化剤が過酸化水素であり、前記芳香族化合物がベンゼンである、請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
請求項１に記載の式（Ｉ）または（II）で示される化合物を配位子とする二核ニッケル
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錯体からなる酸化触媒。
【請求項４】
請求項１に記載の式（II）で示される二核配位子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、芳香族化合物からフェノール系化合物を製造する方法に関する。より具体的
には、本発明は、特定の二核ニッケル錯体を用いて芳香族化合物を直接酸化してフェノー
ル系化合物を製造する方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
フェノールの製造は、ベンゼンを原料として行われているが、ベンゼンは最もシンプル
な構造の芳香族炭化水素であるため、安定性が非常に高く、反応性に乏しい。このため、
現在は、ベンゼンの直接酸化ではなく、クメン（イソプロピルベンゼン）を経由して、ク
メンの酸化によりフェノールを製造しているが、このクメン法は、高温高圧を必要とする
多段階方法であるため、フェノールの製造方法としては非効率的である。そのため、ベン
ゼンを直接的にフェノールに変換（酸化）する方法の開発が望まれている。
【０００３】
最近、特許文献１において、４座のポリピリジン配位子のニッケル錯体を触媒として用
いて、安価な過酸化水素（Ｈ2Ｏ2）を酸化剤として、ベンゼンからフェノールを直接製造
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する方法が報告されている。しかしながら、報告された反応では、７００回程度の触媒回
転数を得るのに２００時間以上を必要としているため、より反応速度の速い方法の開発が
望まれている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】J. Am. Chem. Soc., 2015, 137(18), pp 5867‑5870
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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上述した問題に鑑み、本発明は、ベンゼンのような芳香族化合物をより効率よく直接酸
化してフェノール系化合物を製造することができる方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明者らは、前記課題を解決するために検討を重ねた結果、特定の二核ニッケル錯体
を触媒として用いることにより、芳香族化合物を一原子酸素化してフェノール系化合物を
効率よく製造することに成功し、本発明を完成した。
【０００７】
本発明は、下記式（Ｉ）または（II）で示される化合物を配位子とする二核ニッケル錯
体の存在下で、酸化剤により、芳香族化合物を酸化してフェノール系化合物を製造する方
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法に関する。
【化１】
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【０００８】
前記式（I）に示す１,２‑ビス(２‑(ビス(２‑ピリジルメチル)アミノメチル)６‑ピリジ
ル)エタン（６‑ｈｐａ）または前記式（II）に示す１,２‑ビス(２‑(ビス(２‑ピリジルエ
チル)アミノメチル)６‑ピリジル)エタン（６‑ｈｐｅａ）の二核ニッケル錯体は、１００
℃未満の温度および常圧下であっても、芳香族化合物の一原子酸素化反応を触媒すること
ができ、且つ溶液中でも二核構造が安定なため、非特許文献１において、最も高い触媒機
能を示すと報告されたｔｅｐａ（トリス[２‑(ピリジン‑2‑イル)エチル]アミン）を配位子
とするニッケル錯体よりも、触媒回転数が早く、フェノール系化合物をより速やかに製造
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することができる。
【０００９】
本発明の方法によれば、過酸化水素を酸化剤として、ベンゼンを直接的にフェノールに
変換することができる。
【００１０】
また、本発明は、前記６‑ｈｐａまたは６‑ｈｐｅａの二核ニッケル錯体からなる酸化触
媒に関する。前記６‑ｈｐａまたは６‑ｈｐｅａの二核ニッケル錯体は、強い酸化触媒活性
を有し、特に芳香族化合物の酸化触媒として有用である。
【００１１】
また、本発明は、新規な配位子である前記式（II）の６‑ｈｐｅａに関する。
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当該配位子は、有機溶媒中において、二核ニッケルコア構造を安定に保つことができる
。
【発明の効果】
【００１２】
本発明の酸化触媒は、芳香族化合物の一原子酸素化を、高い触媒回転数で行うことがで
きるため、本発明の製造方法によれば、芳香族化合物からフェノール系化合物を速やかに
製造することができる。また、本発明で使用される配位子は、安定な二核金属錯体を提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
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【図１】図１は、６‑ｈｐａを合成する好ましい一例を示す図である。
【図２】図２は、６‑ｈｐｅａを合成する好ましい一例を示す図である。
【図３】図３は、６‑ｈｐａの二核ニッケル錯体のエレクトロスプレーイオン化質量分析
（ESI‑MS）スペクトルを示す図である。
【図４】図４は、６‑ｈｐａの二核ニッケル錯体の赤外線吸収スペクトルを示す図である
。
【図５】図５は、６‑ｈｐｅａの二核ニッケル錯体のエレクトロスプレーイオン化質量分
析（ESI‑MS）スペクトルを示す図である。
【図６】図６は、６‑ｈｐｅａの二核ニッケル錯体の赤外線吸収スペクトルを示す図であ
る。
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【図７】図７は、６‑ｈｐａの二核ニッケル錯体と６‑ｈｐｅａの二核ニッケル錯体の合成
を説明する図である。
【図８】図８は、６‑ｈｐａの二核ニッケル錯体を触媒として使用してベンゼンからフェ
ノールを製造する際の触媒回転数（ＴＯＮ）を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
本発明に係る二核ニッケル錯体の配位子は６‑ｈｐａまたは６‑ｈｐｅａである。６‑ｈ
ｐａ、すなわち１,２‑ビス(２‑(ビス(２‑ピリジルメチル)アミノメチル)６‑ピリジル)エ
タン、および、６‑ｈｐｅａ、すなわち１,２‑ビス(２‑(ビス(２‑ピリジルエチル)アミノ
メチル)６‑ピリジル)エタンは、２つのトリピリジン化合物をエチレンスペーサーでつな
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いだ構造を有する二核化配位子であり、それぞれ以下の構造を有する。
【００１５】
【化２】
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【００１６】
上記６‑ｈｐａまたは６‑ｈｐｅａ配位子は、下記に示すように、ニッケルに配位結合し
、二核ニッケル錯体を形成することができる。

(5)
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【化３】
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【００１７】
本発明の二核ニッケル錯体は、酸化反応を触媒することができる。本発明の二核ニッケ
ル錯体の酸化触媒活性は非常に高いため、ベンゼンのように安定で反応しにくい芳香族化
合物であっても、酸化によりフェノール性水酸基を導入することができる（ｓｐ2Ｃ−Ｈ
結合をｓｐ2Ｃ−ＯＨ結合に変換する）。また、本発明の二核ニッケル錯体を、芳香族化
合物の酸化反応の触媒として用いた場合、芳香族環上の炭素原子のうち一つのみを酸化す
ることができるため（選択的一原子酸素化）、水酸基を複数有する芳香族化合物（副生成
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物）をほとんど生じず、一つの水酸基を有するフェノール系化合物を高収率で製造するこ
とができる。なお、本発明において、フェノール系化合物とは、芳香族環に結合された水
酸基を有する化合物を意味する。
【００１８】
本発明の酸化反応は、アセトニトリル等の極性有機溶媒中で行うことが好ましい。また
、塩基性物質（例えば、トリエチルアミン等の３級アミン塩）の共存下で反応を行うこと
が好ましい。二核ニッケル錯体に対する基質（芳香族化合物）や塩基性物質の量は、使用
する原料の種類や酸化条件によって適宜選択すればよいが、例えば、二核ニッケル錯体を
１モルとしたとき、基質は１００００〜３００００モル、塩基性物質は１０〜３０モル程
度とすることができる。また、酸化剤（好ましくは過酸化水素）の添加量も、基質等の種
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類や酸化条件によって適宜調節すればよいが、例えば、基質１モルに対して４〜８モル、
好ましくは５〜７モルの割合で添加することができる。
酸化反応を行う温度は５０〜７５℃が好ましく、５５〜６５℃がより好ましい。酸化反
応は、常圧下で行うことができる。
【００１９】
本発明で使用する好ましい酸化剤として、過酸化水素が挙げられる。過酸化水素は、入
手が容易で安価な酸化剤であり、また、反応による副生成物として水しか生じないため、
酸素分子以外ではアトムエコノミーが最も高く、最良の酸化剤である。
【００２０】
本発明の触媒を用いた方法の例として、下記に示すように、ベンゼンをフェノールに直
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接変換（酸化）する方法が挙げられる。本発明の触媒によれば、クメン法と異なり高温・
高圧を必要とせず、常圧下・６０℃程度の温度でベンゼンからフェノールを製造すること
ができる。
【化４】
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【００２１】
本発明で使用できる芳香族化合物には、芳香環が炭素のみから構成される単素環式芳香
族化合物だけでなく、芳香環が炭素と他の元素（窒素、酸素、または硫黄原子）から構成
される複素環式芳香族化合物も含まれる。また、芳香族環を一つ有する化合物だけでなく
、複数有する化合物も含まれる。また、本発明の芳香族化合物は、芳香族環に結合された
、水酸基以外の置換基（アルキル基、ニトロ基、アミノ基等）を有していてもよい。
【００２２】
本発明で使用される二核化配位子６‑ｈｐａは、実施例の項において説明するように、
１,２‑ビス(２‑アミノメチル‑６‑ピリジル)エタンと、２‑ハロメチルピリジンを反応させ
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ることによって製造することができる。
【００２３】
本発明で使用される二核化配位子６‑ｈｐｅａは、実施例の項において説明するように
、１,２‑ビス（６‑ハロメチル‑２‑ピリジル）エタンと、ビス（２‑ピリジルエチル）アミ
ンを反応させることによって製造することができる。
【００２４】
本発明に係る６‑ｈｐａまたは６‑ｈｐｅａの二核ニッケル錯体は、有機溶媒あるいは有
機溶媒と水の混合液中で、６‑ｈｐａまたは６‑ｈｐｅａと、ニッケル(II)塩を、約１：２
のモル比で混合し、その後、酢酸等のカルボン酸またはその塩を添加することによって、
製造することができる。

30

使用するニッケル(II)塩は特に限定されない。例えば、過塩素酸ニッケル、塩化ニッケ
ル、硝酸ニッケルなど様々なニッケル塩やその水和物を使用することができる。また、有
機溶媒としては、アセトニトリル、メタノール等が使用できる。カルボン酸としては、カ
ルボキシ基を一つ有する化合物であれば特に限定されず、一般式「ＲＣＯ2Ｈ」のＲが水
素、アルキル基、アリール基であるもののいずれを使用することもできる。カルボン酸塩
としては、酢酸ナトリウム等のナトリウム塩を使用することができる。カルボン酸塩は、
６‑ｈｐａまたは６‑ｈｐｅａの添加量１モルに対し、約４〜６モルとなる量で添加するこ
とが好ましい。
【００２５】
本発明で使用される６‑ｈｐａおよび６‑ｈｐｅａは、いずれも溶液中で安定な二核ニッ
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ケル錯体を形成することができ、二核構造が安定なために、酸化活性種の生成が加速され
、高活性につながると考えられる。特に、６‑ｈｐａの錯体は、反応速度が速いため、よ
り好ましい。
【実施例】
【００２６】
［製造例１］6‑hpaの製造
図１に示す合成ルートにより、6‑hpaを製造した。原料である図１の（Ａ）2‑amino‑6‑p
icolineおよび（Ｆ）2‑pyridinecarboxaldehydeは、和研薬株式会社から入手した。なお
、実施例１では、（Ｆ）を原料として（Ｈ）2‑bromomethylpyridineを製造したが、（Ｈ
）は市販されているため、市場から入手することもできる。
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【００２７】
（Ｂ）2‑bromo‑6‑methylpyridineの合成
1000 mLの4口丸底フラスコにアルカリトラップ、等圧滴下漏斗、温度計、メカニカルス
ターを取り付けた。この反応容器に（Ａ）2‑amino‑6‑picoline(27.0g 0.25mol)と48% HBr
(125mL 2.31mol)を入れた。反応容器を氷浴に浸し、0℃まで冷却した。Br2(37.5mL 0.72m
ol)を等圧滴下漏斗に移し、反応溶液の温度を0℃に保ち、メカニカルスターラーで激しく
かき混ぜながら90分かけてゆっくりと反応容器に滴下した。NaNO2(42.5g 0.62mol)を秤量
し、約100 mLの蒸留水に溶解させた。これを等圧滴下漏斗にうつし、メカニカルスターラ
ーで激しくかき混ぜながら約2時間かけて滴下した。このとき反応溶液の温度が10℃を越
えない様に注意した。反応を完結させるために、さらにNaNO2(2.50g 0.036mol)を約10mL
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の蒸留水に溶解して加え、反応容器から窒素ガスが発生していないことを確認した。氷浴
で冷やしながらNaOH(95.0g 2.4mol)を約300mLの蒸留水に溶解し、十分冷却した後に、少
しずつ溶液に加えて中和させた。このとき反応溶液の温度が20℃を越えない様に注意した
。反応混合物をEt2O (200mL×4)で抽出し、有機層を集めた。無水Na2SO4を加えて乾燥し
、濃縮すると褐色の油状物質が得られた。この油状物質を精留管で減圧蒸留し、減圧度7.
00mmHgにおいて55‑60℃の分留を取り、黄色の油状物質を得た。この物質は‑40℃で保存し
た。
収率：61%（27.0g）
【００２８】
（Ｃ）1,2‑bis(2‑bromo‑6‑pyridyl)ethaneの合成
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500mLの三口反応容器に回転子を入れ、三方コック，等圧滴下漏斗(50mL)，セプタムキ
ャップ，バルーンを付け、真空乾燥した。反応容器をN2雰囲気下にした後にdiisopropyla
mine (19.2mL 0.137mol)をシリンジで加えた。反応容器にdry THF (300mL)をシリンジで
加え、反応容器内をN2置換した後、エタノール浴で‑78℃まで冷却した。この後、1.6M n‑
BuLi (85.6mL 0.137 mol)をシリンジで加えた。20分間反応させた後、50mL等圧滴下漏斗
より（Ｂ）2‑bromo‑6‑methylpyridine (23.4g 0.136 mol)を20分かけて滴下した。‑78℃
で2時間反応させた後、1,2‑dibromoethane (11.8mL 0.069mol)をシリンジで加えた。反応
容器をエタノール浴から外し、室温で一晩かき混ぜた。蒸留水を加え反応を停止させた。
THFを濃縮後，分液漏斗を用いてCHCl3(100mL×3)で分液し、有機層を抽出した。Na2SO4を
加え脱水した後、濃縮すると赤紫色の固体が得られた。この固体をMeOHで洗浄して淡赤色
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の固体を得た。ろ液を濃縮しMeOHで洗浄する操作を4回繰り返した。得られた淡赤色の固
体をHexaneに溶かし、70℃まで加熱した後に熱時濾過し、濾液を冷却すると、淡黄色の固
体が得られた。
収率：60%（14.0g）
【００２９】
（Ｄ）1,2‑bis(2‑cyano‑6‑pyridyl)ethaneの合成
100mLの二口反応容器に三方コック、バルーン、セプタムキャップを取り付け真空乾燥
した。（Ｃ）1,2‑bis(2‑bromo‑6‑pyridyl)ethane（4.4g 12.8mmol）、Pd/C (49.84% wate
r, 1.1g)、dppf (0.6g 1.01mmol)、Zn(CN)2 (1.8g 15.3mmol)を二口反応容器に入れ、Pd/
Cに含まれる水分をラインでのぞいた。その後、dimethylacetamide (DMA)（50mL）をシリ
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ンジで加え、脱気窒素置換した後、窒素フロー化でZn(HCO2)2・2H2O（98.00%）（0.4g、2
.04mmol）を加えた後、110℃で加熱しながら、1時間撹拌した。その後、80℃で加熱しな
がら、2時間撹拌し、撹拌終了後、酢酸エチル(150mL)を加えて、Pd/Cを沈殿させ、濾過で
取り除いた。その後、水(200mL×2)、5％アンモニア水(200mL×1)で分液後、有機層を抽
出した。抽出した有機層を、エバポレーターで濃縮した。Na2SO4で脱水した後、エバポレ
ーターで濃縮し、茶色の固体を得た。これを、CHCl3:Hexane (50 mL:300 mL) で再結晶し
肌色の固体を得た。
収率：88%（2.6g）
【００３０】
（Ｅ）1,2‑bis(2‑aminomethyl‑6‑pyridyl)ethane・4hydrochrolideの合成
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300mL三口反応容器に回転子を入れ、三方コック、バルーン、玉栓を取り付け、（Ｄ）1
,2‑bis(2‑cyano‑6‑pyridyl)ethane (1.0g 4.27mmol)、dry THF 200mLを加え攪拌した。反
応容器を氷浴につけ十分に冷却後、LiAlH4 (1.1g 21.9mmol)を加え、30分間氷浴下で攪拌
した後、室温で5時間攪拌した。再び反応容器を氷浴につけ20% NaOHaqを溶液が黄色にな
るまで滴下した。析出した塩をTHFで洗浄しながらセライト濾過で除き、濾液をエバポレ
ーターで濃縮後、適量のH2O、CHCl3を加え、分液ロートを用いてCHCl3(50mL×4)で抽出し
た。Na2SO4を加え脱水した後、濃縮すると黄色の油状物質が得られた。油状物質をCHCl3
に溶解させ、12M HClをpHが1になるまで加え、10分間攪拌した後、分液ロートを用いて抽
出した。アルカリトラップ存在下においてエバポレーターで濃縮すると、黄色の固体が塩
酸塩として得られた。得られた固体をC3H6O、MeOHを用いて洗浄しながら濾集して黄色固
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体を得た。
収率：62%（1.0g）
【００３１】
（Ｇ）2‑hydroxymethylpyridineの合成
原料である（Ｆ）2‑pyridinecarboxaldehydeは使用する前に減圧蒸留し、精製したもの
を15分以内に使用した。200mL反応容器に回転子を入れdry THF (90mL)、蒸留水(10mL)の
混合溶媒中に2‑pyridinecarboxaldehyde (1.6g 14.6mmol)を加え攪拌した。反応容器を氷
浴につけ十分に冷却後、NaBH4 (1.2g 31.7mmol)を加えた。室温で90分間攪拌した後、氷
浴で冷却しながら4M HCl を加え、NaBH4 を完全に溶解させた。pH試験紙によりpHが2まで
下がったことを確認した。THFをアルカリトラップ存在下においてエバポレーターで濃縮
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後、これにCHCl3 50mLを加え、氷浴で冷却しながらNa2CO3を少しずつ加えて中和した。適
量のH2O、CHCl3を加え、分液ロートを用いてCHCl3 (50mL×4)で抽出した。Na2SO4を加え
脱水した後、濃縮すると1.0gの無色の油状物質が得られた。
収率：60%（1.0g）
【００３２】
（Ｈ）2‑bromomethylpyridine・dihydrobromideの合成
30mL反応容器に回転子を入れ、（Ｇ）2‑hydroxymethylpyridine (5.5g 50.4mmol)を量
り入れた。35％ HBr/AcOH (140mL)を加え20℃の油浴で攪拌した。還流管を取り付け、徐
々に10℃ずつ油浴の温度を上げ、100℃とした。油浴を100℃に保ちながら20時間加熱還流
した。反応溶液を室温に戻した後、少量の酢酸エチルを加えてしばらく放置すると、白色

30

固体が析出した。これを酢酸エチルで洗浄しながら濾集、真空乾燥すると白色の固体が得
られた。
収率：74%（9.6g）
【００３３】
（Ｉ）1,2‑bis(2‑(bis(2‑pyridylmethyl)aminomethyl)6‑pyridyl)ethane (6‑hpa)の合成
100mL反応容器に回転子を入れ、（Ｅ）1,2‑bis(2‑aminomethyl‑6‑pyridyl)ethane (0.2
0g 0.51mmol)を量り入れ、dry MeCN(25mL)、diisopropylethylamine (1.3mL 7.62mmol)を
加え、加熱して溶解させた。そこに（Ｈ）2‑bromomethylpyridine・dihydrobromide (0.5
5g 2.18mmol)を加え、反応容器内をN2置換した後、18時間攪拌した。18時間後、MeCNをエ
バポレーターで濃縮後、系中に残存しているdiisopropylethylamineの塩を除くためNa2CO
3を加え、適量のH2O、CHCl3を加え、分液ロートを用いてCHCl3
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(30mL×3)で抽出した。Na

2SO4を加え脱水した後、濃縮し、真空ラインで減圧し残留しているdiisopropylethylamin

eを完全に除去すると茶色の固体が析出した。その固体を最低限のMeCNで洗浄しながら濾
集、真空乾燥すると肌色の固体が得られた。
収率：55%（0.17g）
【００３４】
得られた生成物（Ｉ）が、6‑hpaであることは、核磁気共鳴スペクトル（1H NMRスペク
トル）によって確認した。
【００３５】
［製造例２］6‑hpaの二核ニッケル錯体；[Ni2(6‑hpa)(μ‑OAc)2](ClO4)2の合成
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5 mLサンプル管に回転子を入れ、秤量した6‑hpa (0.1 g, 0.15 mmol)を1.0 mL MeCNに溶
解させ、ここに蒸留水 1.0 mLを加えた。Ni(ClO4)2・6H2O (0.12 g, 0.33 mmol)を粉末の
まま加え、30分撹拌した。この溶液に無水Na(OAc) (0.062 g, 0.76 mmol)を粉末のまま加
えて溶かし、しばらく撹拌すると薄い紫色の沈殿が生じた。この溶液を5時間撹拌した後
、薄い紫色の沈殿を吸引濾過で回収し、少量の蒸留水で洗浄し、真空乾燥した。得られた
粉末をMeCN/CH2Cl2/Benzeneから再結晶して、単結晶X線構造解析に適した紫色の単結晶を
得た。
【００３６】
得られた結晶について、エレクトロスプレーイオン化質量分析（ESI‑MS）を行った（図
３参照）。その結果、[Ni2(6‑hpa)(μ‑OAc)2]2+がメインピークとして確認できた。また
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、得られた結晶について、赤外分光分析（IR）を行った（図４）。その結果、架橋アセテ
イト(μ‑OAc)の存在が確認できた。
【００３７】
［製造例３］6‑hpeaの製造
図２に示す合成ルートにより、6‑hpeaを製造した。原料である図２の（Ｊ）2‑amino‑6‑
picolineおよび（Ｐ）Vinylpyridineは、市販品を利用した。
【００３８】
（Ｋ）2‑bromo‑6‑methylpyridineの合成
1000 ml四口反応容器にメカニカルスターラー、アルカリトラップ、二つの200 ml等圧
滴下ロートを取り付け、（Ｊ）2‑amino‑6‑picoline (27.0 g 0.25 mol) を加え、48 % HB
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r (125 ml 2.31 mol)に溶解させ、メカニカルスターラーで激しく攪拌した。反応容器を
食塩水を入れた氷浴に浸し、‑10℃まで冷却した。以下の中和までの操作は氷浴下で行っ
た。メカニカルスターラーで激しく攪拌しながらBr2 (37.5 ml 0.72 mol)を等圧滴下ロー
トに移し、反応溶液の温度を0℃に保ちながら2時間程度かけてゆっくりと反応容器に滴下
した。溶液は薄い黄色からオレンジ色を経て茶色に変化した。NaNO2 (42.5 g 0.615 mol)
を量り取り、約100 ml蒸留水に溶解させた。これを等圧滴下ロートから約3時間程度かけ
て滴下した。このとき、反応溶液の温度が10℃を越えない様に注意した。反応を完結させ
るため、さらにNaNO2 (2.50 g 0.036 mol)を約10 mlの蒸留水に溶解させて加え、反応溶
液から気泡が発生していないことを確認した。この溶液を氷浴で低温に保ちながら、NaOH
(95 g 2.35 mol)を約300mlの蒸留水に溶解し、十分冷却した後、少しずつ等圧滴下ロー
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トを用いて溶液に加えて中和した。このとき、反応溶液の温度が20℃を越えない様に注意
した。pHが中性になると溶液の色は蛍光イエローになった。pH試験紙でpH 8程度になった
のを確認後、滴下をやめて、反応溶液を分液ロートに移し、Et2O (300 ml×5)で抽出し、
有機層を集め、Na2SO4で乾燥した後、濃縮すると褐色の油状物質が得られた。この油状物
質を精留管を取り付けた蒸留装置を用いて減圧蒸留(油浴温度55℃)し、28.4 gの透明な黄
色油状物質を得た。この物質は脱気及び窒素置換した後、‑40℃で保存した。
収率：66%
【００３９】
（Ｌ）1,2‑bis(2‑bromo‑6‑pyridyl)ethaneの合成
dry THFは蒸留直後のものを使用した。500 mlの三口反応容器に回転子を入れて、三方
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コック、50 mlの等圧滴下ロート、セプタムキャップ、バルーンを付け、真空乾燥した。
（Ｋ）2‑bromo‑6‑methylpyridine (23.4 g 0.136 mol)を50 ml等圧滴下ロートに入れた後
、反応容器内を窒素雰囲気下にして、diisopropylamine (20 ml 0.137 mol)、dry THF 30
0 mlをセプタムキャップからシリンジで加え、反応容器内を再度脱気及び窒素置換した後
、EtOH浴で‑80℃まで冷却した。EtOH浴の温度を‑80℃に保ちながら1.6 Mn‑BuLi (86 ml 0
.137 mol)をシリンジで加えて‑60℃に昇温して20分間攪拌した後、再び‑80℃に冷却して5
0 ml等圧滴下ロートより（Ｋ）2‑bromo‑6‑methylpyridineを20分かけて滴下し、‑80℃で2
時間反応させた。この時、反応溶液は淡赤色に変化し、徐々に黒赤色に変化した。2時間
後、1,2‑dibromoethane (11.8 ml 0.139 mol)をシリンジで加えた。反応溶液は赤紫色に
変化した。反応容器をEtOH浴から外し、窒素雰囲気下、室温で16時間攪拌した。これに蒸
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留水20 mlを加え5分ほど撹拌し反応を終了させた。反応溶液を1000 mlナスフラスコに移
しTHFをエバポレーターで濃縮後、分液ロートを用いてCHCl3 (100 ml×5)で分液した。有
機層をNa2SO4で脱水した後、濃縮すると赤紫色の固体が得られた。この固体をMeOHで洗浄
しながら桐山ロートでろ集すると桃白色の固体が得られた。ろ液を濃縮し、MeOHで洗浄す
る一連の操作を数回繰り返し、桐山ロート上の桃白色沈殿を回収した。集めた固体を真空
乾燥した後、桃白色の固体をHexane：CHCl3＝5 : 1の混合溶液に懸濁させ、油浴で加熱し
ながら溶解させた(油浴温度80℃)後、とけ残った赤色の不純物を熱時濾過し除去した。ろ
液をエバポレーターで濃縮すると黄白色の固体が析出した。またMeOHで洗浄したろ液を濃
縮し、アルミナカラムクロマトグラフィー(elunt：CH2Cl2)で精製し、目的物の入ったフ
ラクションを集め、エバポレーターで濃縮すると黄色の固体が得られた。この固体を合わ
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せてHexaneで洗浄しながらろ集、真空乾燥すると18.1 gの白色の固体が得られた。
収率：78%
【００４０】
（Ｍ）1,2‑bis(2‑formyl‑6‑pyridyl)ethaneの合成
dry THF及びdry DMFは蒸留直後のものを使用した。500 ml三口反応容器に（Ｌ）1,2‑bi
s(2‑bromo‑6‑pyridyl)ethane (5.13 g 15 mmol)を入れ、セプタムキャップ、三方コック
、50 ml等圧滴下ロートを取り付け真空乾燥を行った。シリンジを用いてdry THF 300 ml
を反応容器に入れ、反応容器内を再度N2置換した後、EtOH浴で‑80℃まで冷却した。‑80℃
に保ちながら反応容器にn‑BuLi (22 ml 35 mmol)をシリンジで加えた。この時、溶液は薄
黄色から赤色に変化した。1時間攪拌した後、dry DMF (5 ml 55 mmol)をdry THF 45 mlで

20

希釈した溶液を50 ml等圧滴下漏斗に入れ、‑80℃に保ったまま、1時間かけて滴下した。
溶液は徐々に赤からオレンジ色に変化した。EtOH浴を外し、室温にまで戻し、5時間攪拌
した。反応の進行につれて溶液の色はオレンジから薄い黄色になった。5時間後、2M HCl
40 mlを反応容器に加え、30分撹拌し反応を完結させた。THFをアルカリトラップ存在下に
おいてエバポレーターで濃縮後、1000 mlビーカーに溶液を開け、これにCH2Cl2 200 mlと
H2O 100 mlおよび氷を加えた。氷浴で発熱を防ぎながら水層をNa2CO3で慎重に中和し(pH7
〜8)、分液ロートを用いてCH2Cl2 (100 ml×5)で抽出した。Na2SO4で脱水した後、エバポ
レーターで濃縮すると茶褐色の固体が得られた。得られた固体をMeCNで洗浄しながらろ集
すると2.72 gの白色固体が得られた。
収率：75%
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【００４１】
（Ｎ）1,2‑bis(2‑hydroxymethyl‑6‑pyridyl)ethaneの合成
200 ml反応容器に回転子を入れて、dry THF 90 ml、蒸留水15 mlの混合溶媒中に（Ｍ）
1,2‑bis(2‑formyl‑6‑pyridyl)ethane (1.20 g 5.01 mmol) を加え攪拌し溶解させた。反
応容器を氷浴につけ十分に冷却した後、NaBH4 (0.405 g 10.7 mmol) を加えた。室温で90
分間攪拌した後、氷浴で冷却しながら12 M HClをパスツールを用いてゆっくり少しずつ加
え、NaBH4を完全に分解させた。pH試験紙によりpHが2付近まで下がったことを確認した。
THFをアルカリトラップ存在下においてエバポレーターで濃縮後、これに最少量のH2O を
加え、氷浴で冷却しながらNa2CO3を少しずつ加えて中和すると白色固体が析出した。得ら
れた固体を少量のH2Oで洗浄しながらろ集し、真空乾燥すると1.12 gの白色の固体が得ら
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れた。
収率：91%
【００４２】
（Ｏ）1,2‑bis(6‑bromomethyl‑2‑pyridyl)ethane・dihydrobromide
30 ml反応容器に回転子を入れて、（Ｎ）1,2‑bis(2‑hydroxymethyl‑6‑pyridyl)ethane
(1.08 g 4.41 mmol)を量り入れた。35% HBr/AcOHを20 ml加え、20℃の油浴で攪拌した。
この時溶液は懸濁していた。還流管を取り付け、4時間かけて10℃ずつ油浴の温度を上げ
、100℃とした。この時、50℃でしばらく反応させると懸濁していた溶液は徐々に溶解し
均一になった。油浴を100℃に保ちながら20時間加熱還流(油浴温度100℃)した。反応溶液
を室温に戻した後、少量の酢酸エチルを加えてしばらく静置すると、白色固体が析出した
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。これを酢酸エチルで洗浄しながらろ集、真空乾燥すると2.16 gの白色固体が得られた。
収率：92%
【００４３】
（Ｑ）bis(2‑pyridylethyl)hydroxylamineの合成
（Ｐ）Vinylpyridineは使用直前に減圧蒸留したものを使用した。100 mLナスフラスコ
に回転子を入れ、そこに（Ｐ）Vinylpyridine (25 g, 0.235 mol)を量りいれ、続いてNH2
OH・HCl (12.3 g, 0.18 mol)を粉末のまま加え、15時間撹拌した。この時、溶液は徐々に
粘性のあるゲル状に変化した。15時間後、このゲル状物質を飽和NaHCO3水溶液で中和し、
CHCl3で分液し、有機層を抽出した(100 mL×5)。抽出した有機層をNa2SO4で脱水後、エバ
ポレーターで濃縮すると黄色の粘性のある固体が得られた。得られた固体をCH2Cl2 / n‑h
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exaneから再結晶すると31.1 gの白色固体が得られた。
収率：92%
【００４４】
（Ｒ）bis(2‑pyridylethyl)amineの合成
2N HCl水溶液 150 mLが入った300 mLナスフラスコに回転子を入れた後、（Ｑ）bis(2‑p
yridylethyl)hydroxylamine (30 g, 0.126 mol)とZn powder (40.4 g, 0.60 mol)を加え
、90℃で2時間加熱還流を行った。2時間後、反応溶液を室温にし、亜鉛粉末を吸引濾過で
除去した。ろ液を氷浴で冷却しながら、10％NH3水溶液を加えpHを10にし、CHCl3で分液し
、有機層を抽出した(100 mL×5)。抽出した有機層をNa2SO4で脱水後、エバポレーターで
濃縮すると黄色の油状物質が得られた。得られた油状物質をEtOH 150 mLに溶解させ、NH4
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Cl水溶液と濃H2SO4から発生させたHCl gasと反応させることで黄色の固体の塩酸塩とし、
これをEtOHで洗浄しながらろ集すると、38.2gの白色固体が得られた。
収率：92%
【００４５】
（Ｓ）1,2‑bis(2‑(bis(2‑pyridylethyl)aminomethyl)6‑pyridyl)ethane (6‑hpea)の合成
30 mLナスフラスコに回転子を入れ、（Ｒ）bis(2‑pyridylethyl)amine 3HCl (1.39 g, 4
.14 mmol)とMeCN 10 mLを加えた後、N,N‑diisopropylethylamine (20.0 mmol)を加えて撹
拌した。この溶液に対して、（Ｏ）1,2‑bis(6‑bromomethyl‑2‑pyridyl)ethane・dihydrob
romide (1.0 g, 1.88 mmol)を粉末のまま加え、12時間撹拌した。12時間後、MeCNをエバ
ポレーターで濃縮し、CHCl3 30 mLに溶解させ、飽和Na2CO3水溶液で3回洗浄した。洗浄し
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た有機層を集め、Na2SO4で脱水後、エバポレーターで濃縮すると茶色の油状物質が得られ
た。得られた油状物質をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液CHCl3：MeOH＝50：
1〜20：1)で精製し、目的物のみが含まれるフラクションを集め濃縮すると0.93 gの黄色
の油状物質が得られた。
収率：75%
【００４６】
得られた生成物（Ｓ）が、6‑hpeaであることは、核磁気共鳴スペクトル（1H NMRスペク
トル）によって確認した。
【００４７】
［製造例４］6‑hpeaの二核ニッケル錯体；[Ni2(6‑hpea)(μ‑OAc)2](ClO4)2
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5 mLサンプル管に回転子を入れ、秤量した6‑hpea (0.1 g, 0.15 mmol)を1.0 mL MeCNに
溶解させ、ここに蒸留水 1.0 mLを加えた。Ni(ClO4)2・6H2O (0.12 g, 0.33 mmol)を粉末
のまま加え、30分撹拌した。この溶液に無水Na(OAc) (0.062 g, 0.76 mmol)を粉末のまま
加えて溶かし、しばらく撹拌すると薄い紫色の沈殿が生じた。この溶液を5時間撹拌した
後、薄い紫色の沈殿を吸引濾過で回収し、少量の蒸留水で洗浄し、真空乾燥した。得られ
た粉末をMeCN／CH2Cl2／Benzeneから再結晶して、単結晶X線構造解析に適した紫色の単結
晶を得た。
【００４８】
得られた結晶について、エレクトロスプレーイオン化質量分析（ESI‑MS）を行った（図
５参照）。その結果、[Ni2(6‑hpea)(μ‑OAc)2]2+がメインピークとして確認できた。また
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、得られた結晶について、赤外分光分析（IR）を行った（図６参照）。
【００４９】
6‑hpaおよび6‑hpeaを配位子とする、二核ニッケル錯体の合成を図７にまとめる。図７
に示すように、6‑hpaおよび6‑hpea配位子の二核ニッケル錯体として、[Ni2(6‑hpa)(μ‑OA
c)2]2+、 [Ni2(6‑hpea)(μ‑OAc)2]2+の生成が確認された。
【００５０】
［ベンゼンの酸化によるフェノールの生成反応(１)］触媒：6‑hpaの二核Ni(II)錯体
以下の手順により、酸化剤として過酸化水素を用いて、ベンゼンをフェノールに変換し
た：
30mlの二口反応容器に、錯体[NiII2(6‑hpa)(μ‑OAc)2](ClO4)2（0.26mg、0.25μmol）
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を入れ、5.0 mL のMeCNに溶解させた。これに、ベンゼン(0.39 g, 5 mmol)をアルミナカ
ラムに通してから加えた。反応容器にバルーンが付いた三方コックやセプタムキャップを
取り付け、Et3N（5.0μmol）を入れた。反応容器を60℃の水浴につけてから、H2O2 30% (
2.5 mL, 30 mmol)を入れ、酸化反応を開始した。生成したフェノールの定量は、GC やGC‑
MS によって行った。このとき、反応溶液を一部取り、これに一定量のニトロベンゼンを
内部標準として加えた。反応条件を以下の表にまとめる。
【００５１】
【表１】
20

【００５２】
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［ベンゼンの酸化によるフェノールの生成反応(２)］触媒：6‑hpeaの二核Ni(II)錯体
触媒として[NiII2(6‑hpea)(μ‑OAc)2](ClO4)2（0.27mg 0.25μmol）を使用した以外は
、上記と同じ方法により、ベンゼンをフェノールに変換した。
【００５３】
上記実験の結果、反応時間24時間後のフェノール収率は、6‑hpaの二核Ni錯体を触媒と
した場合、用いたベンゼンあたり、約4%となり、6‑hpeaの二核Ni錯体を触媒とした場合、
約2%となり、本発明の二核ニッケル触媒を使用すれば、温和な条件（約60℃・常圧）であ
っても、ベンゼンからフェノールが製造できることが分かった。
また、ジフェノール等の不純物はほとんど検出されず、本発明の触媒が芳香族環上の一
つのＣ−Ｈ結合のみを選択的にＣ−ＯＨ結合に変換することが分かった。
【００５４】
また、反応時間24時間後のフェノール生成の触媒回転数は、6‑hpaの二核Ni錯体を触媒
とした場合、約150回となり、6‑hpeaの二核Ni錯体を触媒とした場合、約100回となり、本
発明の二核ニッケル触媒を使用すれば、温和な条件（約60℃・常圧）であっても、24時間
で約100回以上の触媒回転数が得られることが分かった。
【００５５】
図８に、6‑hpaの二核Ni錯体の触媒回転数のグラフを示す。図８に示すように、ベンゼ
ンの酸化反応において、6‑hpaの二核ニッケル錯体の触媒回転数は、50時間で400回程度に
達した。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図５】

【図４】
【図６】
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【図７】

【図８】
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