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平衡下における脂肪族エーテルのα炭素上水素の反応解析
(T‑for‑H交換の利用)
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受理

脂肪族エーテルのα炭素に直結したH原子がT‑for‑H交換反応に関与できるかどうかを明らかに
するため,直鎖構造を持っェ‑テルとT標識化合物との問のT‑for‑H交換反応を平衡下で. 20℃に
おいて観alJした。この反応は固液系で行われた。用いたエーテルはローンペアを持つ「つの原子を有
しており,それらは,ジェチルエーテル, 2,2′‑ジタロロジェチルエーテル,そして1,2‑ジタロロエ
チルエチルエーテルであった。この交換反応において,固体試料物質としてT棟識OH基(すなわ
ちOT基)を持つポリ(ビニルアルコール)杏,液体試料物質として♪‑キシレンに溶かしたおのおの
のエーテルが用いられた。比較のため,ジフェニルエーテルもまた本研究で使.われた(50‑80℃)O
溶液の濃度は,それぞれ0.5mol*dm 3であった。本研究から得られた結果から.次の四つが明らか
となった。 ①ジェチルエーテルの反応量は2,2′‑ジタロロジェチルエーテルのそれと同様であり,
1,2‑ジクロロエチルエチルエ‑テルの反応量は前者二つの3/4倍であった。 ②T棟識化合物と接触
すると,それぞれのエーテルのa‑炭素に結合しているH原子は, T‑for‑H交換反応に関与すること
ができる。 ③ジフェニルエーテルの速度定数と以前の研究でw‑McKayプロット法を使って)得
られた速度定数(アニリンとペンズアルデヒドのもの)とを比較すると,ジフェニルエーテルはこの
交換反応を起こすための後者と同様な能力を持っO言い換えると,ある種のエーテルのa炭素に鍔
合したH原子は,アニリンの‑NH2やベンズアルデヒドの‑CHOと似たLJ:うな反応性を持つO ㊨
エーテルのa一炭素に結合したH原子は, T‑for‑H交換反応だけでなく他の化学反応も起こすと思わ
れる。
Key Words: aliphatic ether, hydrogen atom bonded to α‑carbon,
reactivity of hydrogen atom, exchange reaction,
liquid‑solid system, A ‑McKay plot, tritium

1.緒

エネルギーであるため,外部被曝は問題になら

言

ないと考えられるが,半減期が12.3yとやや

自然環境中のトリチウム(3HまたはT)濃度

長いことなどから,生態系に取り込まれた場合

は茸在,かなり低い状態にあるといわれてい

の危供がある。このようなTについて,環境

る。しかし,将来のエネルギーとして考えられ
ている核融合研究が進むと,そこで使われるT

使った野外実験報告1),環境中のT挙動評価モ

の大気中‑の放出により,環境濃度のかなりの

デルの開発に関する報告2),研究炉からの

上昇が危倶されている。環境中に放出されたT

HTO蒸気の挙動モデルに関する報告3)などが

中のT動態を明らかにする目的で,重水を

は水蒸気中のHと入れ替わって, HTOとなっ

ある。また,生態中へ取り込まれたTが,級

て大気中を移動するものと考えられる。

紙結合型Tや自由水型Tとなって体内に沈積
(または移動)することに関する報告もある4)0

また, Tの出す放射線(最大18.6keV)は低
( 3 )
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最近では,環境レベルのT計測のためのT濃

温度におけるジフェニルエーテルの速度定数

縮技術の改良に関する報告5)もあるo

(k)を算出し,種々の化合物のkと比較するこ

以上のことを考慮に入れ,十数年前から著者
らは,生態中に取り込まれるTを分子レベル

とにした。

で定立的に明らかにするため,各種官能基を持
っ種々の有機化合物(または撫機化合物や高分

2.実

験

2‑1 T標識固体試料の合成

子化合物)とT標識化合物との間で起こる水素

丁棲誠固体試料の合成には,重合度2000の

同位体交換反応(T‑for‑H交換反応)を固気

ポリ(ビニルアルコール)(以下, PVA)を使用し

系6).7)や固液系8).9)といった異相間において観

た。合成の詳細(PVAの量やHTO水の比放

測してきた。さらに,各種官能基の反応性を定

射能など)については他所18).19)に記してある

量的に明らかにするため,得られた観測値を速

が,概略について以下に述べるo乾壊し,粒径

度論的に解析する手法として, A"‑McKayプ
ロット法10)Ill)を提出し,それを通用すること

を揃えたPVA試料の所定量とHTO蒸気との

でこれら化合物の反応性を明らかにしてきた。

OH基の一部をOT基にすることで, PVA(T)

その結果,次のことが明らかになった。 ①官

を合成する。この交換反応は真空ライン1g)中

間でT‑for‑H交換反応を起こさせ, PVA中の

能基はその母体構造の影響を強く受ける12) ②

で行う。用いたPVA試料とHTO水とは,そ

官能基の反応性は,温度の影響を抜く受け

れぞれ和光純薬工業㈱と日本アイソトープ協会

る13) ③固液反応での反応性は固気反応での

とから購入した。なお, HTO水や合成した

ものよりも30‑40倍大きい14) ④炭素鎖の炭

PVA(T)などの比放射能は液体シンチレー

素に直結した水素は, T‑for‑H交換反応には関

ション計数器(液シン)で正確に求めた。

与しない10).15)

2・2 液体試料の調製

以上の結果に加え著者らは以前, ①ビロー
ルとHTO水との問でT‑for‑H交換反応が起こ

実験に用いる液体試料物質は次の4種であ

る16) ②ビロール環の窒素原子に直結したT

る:ジェチルエーテル(DEE), 2,2′‑ジクロロ

とビロール環の炭素原子に直結した水素OH)

ジェテルエーテル(2,2′‑CIDEE), 1,2‑ジクロ

との間でT‑for‑H交換反応が起こる17)ことな

ロエチルエチルエーテル(1,2‑CIDEE),ジフェ

どの報告をした。これに閲し,最近著者らは,

ニルエーテル(DPE)C これらの液体試料物質

エーテルのα炭素上の水素がT‑for‑H交換反

の0.5mol‑dm‑3/>‑キシレン溶液を作り,液体

応に関与した結果を,その定性的反応のメカニ

試料とした。
ここで, DEEについては,使用前に蒸留し,

ズムを含め,提出した18)
そこで,エーテルのα炭素上の水素がどの

使用直前に乾燥用硫酸カルシウム(235℃で4

程度この反応に関与するかを定量的に明らかに

h乾燥させたもの)を使って,十分乾燥(水分

するため,ジェチルエーテル(およびその誘導

除去)させた 2,2′‑CIDEEと1,2‑CIDEEにつ
いては,窒素置換したグローブボックス内で,

体)とT標識ポリ(ビニルアルコール)(重合度
‑2000) (以後, PVA(T)と略す)との間のT‑

試料溶液調製を行った。 DPEと♪‑キシレンに
ついては,使用前に乾燥用硫酸カルシウム(上

for‑H交換反応を固液系の形で観測した。さら
に,エ‑テルq)a炭素上の水素の反応性がど
の程度かを明らかにするため,ジフェニルエー

逮)を使って,十分乾燥(水分除去)させた。

テルを使った固液反応を塩度を変えて観測し,

本研究におけるT‑for‑H交換反応には関与しな

A′‑McKayプロット法を通用することで,各

いことがわかっている18)

なお,このように準備された♪‑キシレンは,

MM
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2‑3 T‑for‑H交換反応

CH3‑CH‑O‑CH‑CH3

2・1で合成したPVA(T)と2・2で調製した

Diethyl ether

各種エーテルの♪‑キシレン溶液との問で起こ
る固液反応8).9)を観測する18)その概略を以下
に示す: ①PVA(T)の所定量を15本程度のバ
イアルに分取する;②おのおののバイアルに

75

C I ‑CH‑CHrO‑CHrCH‑C I
2,2 ‑Dichloro diethyl ether

各種エーテルの9‑キシレン溶液の所定量を入

Cl

れ密封する;③ただちに,このバイアルを所

f

定温度に設定された恒温水槽中に入れ,振とう

C I ‑CHr‑CH‑0‑CHo‑CH,

し,固液反応を開始させる。 ④所定時間経過
1,2‑Dichloroethyl ethyl ether

後,バイアル中の溶液を分離し,その2.00

e‑o{

cm3の放射能を液シンで測定する。
さらに,得られた観測値をA〝‑McKayプ
ロット法を使って解析し,このT十for‑H交換反
応における各種エーテルのkを算出する。反

Diphenyl ether

応温度は, DPE考除き20℃であり, DPEに
ついては50‑80℃である。

Fig. 1 Structures of ethers used in this
work.

また,データ解析用に使用したA ‑McKay
プロット法は,その適用条件20)を満たすことを
予備実験および計算で確かめた。

と,この方法は,各エーテルの反応性を求める
ためのものではない。

3.結果と考察
3・1各種エーテルの構造

3‑2

T‑for‑H交換反応に関与するH原子

2・3に従い,上記3試料物質とPVA(T)と

実験で使用する各種エーテルの構造をFig. 1
に示す。この図から, DEEと2,2′‑CIDEEの

の間で起こるT‑for‑H交換反応を観測した

二つはエーテルのα炭素上の水素はすべて存

(Fig.2)c この図から次のことがわかる:①用

在しているが, 1,2‑CIDEEのものは, α炭素上
の水素のうち,一つがClで置換されており,

いた脂肪族エーテルは, T‑for‑H交換反応を起
こす。 ②DEEと2,2′‑CIDEEの二つは,ほぼ

前2者と比べ,一つ少ないことがわかる。

同様の比放射能を示す。 ③ 1,2‑CIDEEの比放

今まで得られた結果18)を基に推論すると,

射能は前2者よりも小さく,若干の誤差が認

これら三つの物質を使ってT‑for‑H交換反応を

められるが,前2者の平衡時の比放射能が約

行い,その反応が平衡状態になった場合,前2

0.9×102Bqmmol 1,後者のそれは0.7×102

者は交換可能なH原子が四つに対し,後者は
三つであることから,後者の比放射能は前者の

Bqmmol"弱であり,後者は前2者の3/4倍
程度となり, 3‑1での推論とはぼ一致すること

ものの3/4倍になることが予想される。すなわ

がわかる(若干の誤差が生じたことについて

ち, α炭素上のHの数の比が, (後者) : (前2

は, PVA(T)合成のとき,毎回まったく同じ

者)‑3Mである。ただし,この反応の観測に
おいては,反応が平衡になったときの観測値

比放射能のものを合成することが難しいこと,

(総観測丑)を求めるものであり,速度論的に

グが起こることなどがある。しかし,今回のよ

求める観測値とは異なっている。言い換える

うに,十分有意と思われる差が認められたこと

各試料による色クエンチングや化学クエンチン

( 5 )
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えることができる。

'o

g

3・3 脂肪族エーテルの反応性

くコ■
●●

3・2で得られた測定値に, >1'‑McKayプ

Nc)

ロット法を適用して,各エーテルのA'・

▼

iZ

McKayプロットを作った(Fig.3)c

◆・J

ヨ

件21)を満たす。したがって,各直線の傾きがそ

̲go
'昌

のエーテルのkであると考えることができる。

p

このようにして得られたkをTablelに示す。

U‑,
qJ

Tablelから, 20℃における各エーテル

D.I

の反応性は, (DEE) > (1,2‑CIDEE) > (2,2′‑

」*

600

>

CIDEE)となることがわかる。したがって,反

%‑サ

o

t/min

<
Fig. 2

この図に

示される各直線の相関係数は, 1 %有意の条

応丑は1,2‑CIDEEが一番少ないが,反応性は

Activity per unit amount of each

2,2′‑CIDEEが一番小さいことがわかる。この

ether vs. time for the reaction

ことは,反応量と反応性とはまったく別のもの

between PVA(T) and each ether in

であることを示しているO

♪‑xylene solution at 20 ℃.
:

Diethyl

ether.

0

:

すなわち, A〝‑

2,2ノーDichloro

diethyl ether,

△ : 1,2‑Dichloroethyl ethyl ether

e
8

で,前2者と後者との反応量の違いが定量的に

育

明らかになったと思われる)。

▼一一■

]

以上から,次のことが推論できる。 ①各種

S

エーテルは, T‑for‑H交換反応を起こす。 ②そ

bO

3

の反応に関与するH原子は,エーテルのa炭

l

素に直結したH原子である。 ②α炭素以外の
炭素に直結したH原子は,この反応に関与し
60

ない。
以前提出した反応機構18)に従えば, [ェーテ

120

tf mm.

ルの0]‑[.α炭素]‑[a炭素上のH]‑[PVA(T)

Fig. 3 A ‑McKay plots for each ether in the

のOT基のO]‑[PVA(T)のOT基のT] (衣

reaction.

は,また[ェーテルの0]となる)が水素結合
を介した5貞環を形成し,その結合が切れると

For symbols, see Fig. 2.

きに, α炭素上のHがより電子密度の大きい

Table 1 Rate constants Qz) for ethers used
in this work at 20℃

(OT基の)0と結合し, OH基となり, Tがα

Material As/lO^ h"

炭素上に残ることになる。その結果として,
エーテルのα炭素上のHがT‑for‑H交換反応

63

Diethyl ether

に関与したことになる。本実験の結果は,前回
提出した反応械横を定量的に追認したものと考

2

,

2′‑Dichlorodiethyl

ether

1 ,2‑Dichloroethyl ethyl ether

( 6 )

43
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77

McKayプロット法から得られたkは,その物

る。ここでも3・2で論じた推論が適用可能であ

質の反応性を表していることになる。

る。また,オルト位の水素が活性であるとの報
告16).17).22)もこの考えを支持していると思われ
る。

3・4 エーテルと官能基を持っ物質との反
応性の比較

Fig.4を基に, DPEの^"‑McKayプロット

エーテルの反応性と官能基を持っ物質の反応

を作った(Fig.5)。 3‑3と同様に,この図の傾
きが各温度でのDPEのkとなる0

70℃と60

性とを比較するため, DPEとPVA(T)との間
のT‑for‑H交換反応を観測した。ここで,

℃のkも加え,得られたkをTable2に示す。

DPEを用いた理由は, DPEは前3者のエーテ

この表の値を使って,この反応でのDPEの

ルよりも沸点が高く,これまでの一連の報告に

Arrheniusプロットを作った(Fig.6)。 Fig.6

おいて,物質の反応性を求めるために行ってき

において直線が得られたことから,今回観測し

た温度(40 ‑ 90 ‑C程度)で十分T‑for‑H交換反

た温度範囲(50‑80‑C)では, T‑for‑H交換反

応の観測ができるためである。その観測結果を

応が主として起こっていることがわかる。な

Fig.4に示す。この図では,簡略化のため, 70
℃と60℃のものを除いた。

お,この直線の傾きから,この反応での活性化

この図から, T‑for‑H交換反応が起こっ'たこ

ここで,芳香族化合物について,以前得られ

とがわかる。また, 2‑2で述べたように, ♪‑辛

た各物質の50℃でのkは,次のとおりであ

シレンとPVA(T)との間では,この種の交換

る:ペンズアルデヒド20)の&‑0.15h‑¥アニリ

反応は起こらないことなどから考えると,この

ン23)の」‑0.44h¥書草酸24)の」‑2.0h‑¥フェ

エネルギー<&)も得た(Table2),

場合,反応に関与したHは, α位(オルト位)'
の炭素に直結しているHと考えることができ

「邑

▼・4
l

Ta

8

育

g

l

I‑■

CJl
●●

l■■■

巳

I.‑.I

C⊃

bL)
〇

▼‑・■

I.・.‑ll

ヽ、.ヽ

I

・t‑>

O

a

80

160

J/min

'!
qj

Fig.

P■

5

ヨ
'S

A〝‑McKay

plots

for

diphenyl

ether

in the reaction.

^
120

For symbols, see Fig. 4.

240

CJ

<

∫/ min

Table 2

Rate constants (k) and activation
energy (2sa) for diphenyl ether

Fig. 4

Activity per unit amount vs. time
for the reaction between PVA(T) and

Temperature/℃

50

60

70

80 Ea/kj‑mol"

diphenyl ether at 80‑C and 50 C.

:80℃,□:50‑C

fc/10'2h‑

( 7 )

52

65 110 180

40
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獲得に有用である。
この研究の一部は, 「第36, 37回理工学にお
ける同位元素研究発表会」で口頭発表されたも
のである。
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Abstract

Analysis of the Reactivity of Hydrogen Atoms Bonded to α‑Carbon in Aliphatic
Ethers

under

Hiroshi

the

Equi一ibrium

Imaizumi暮l,

Conditions

Satoshi

(Use

Ishikawa事2

and

of

T‑for‑H

Masaaki

Exchange)

Saito事3
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Fukazawa, Setagaya‑ku, Tokyo 158‑0081. Japan
In order to柁veal whether the H atom(s) directly bonded to a‑carbon in each aliphatic ether
can ♪artictpate in T‑for‑H exchange reaction, the T‑for‑K eェchange reaction between the ether

having normal chain structure and the T‑labeled compound was observed at 20 ℃ under the
equilibrium conditions. The reaction was carried out in the liquid‑solid system. Each ether
used

includes

an

atom

having

lone

pairs,

and

the

ethers

are

diethyl

ether,

2,2′‑dichlorodiethyl

ether, and 1.2‑dichloroethyl ethyl ether. In the exchange reaction. poly(.vinyl alcohol) having
T‑labeled OH groups (ie., OT group) was used as a solid sample material, and each ether
dissolved in p‑xylene was used as a liquid sa〝ゆIe material For comparison, diphenyl ether

was also used in this work(50‑80℃). The concentration of the solution was set at 0.5 mol‑
dm 3, respecぬ/ely. Bがed on the results obtained in this work, the following four have been
clarified,

(i)

The

reaction

mass

of

diethyl

ether

is

the

same

as

that

of

2,2′‑dichloro

diethyl

ether, and the mass of 1,2‑dichloroethyl ethyl ether is about 3/4 times that of the former two
materials. (2) The H atoms bonded to a‑carbon in each ether can participate in the T‑for‑K
exchange reaction when they contact with T‑labeled compound. (3) Comparing the rate
constant

for

diphenyl

ether

with

that

for

other

materials

previously

obtained

(by

using

the

A〝

‑McKay plot method), diphenyl ether has a similar ability to aniline and benzaldehyde for
causing this exchange柁蝣action. In other words, H atoms bonded to a‑carbon in certain ethers

have a similar reactivity to those of both ‑NHj in aniline and ‑CHO in benzaldehyde. (4) H
atoms bonded to a‑carbon in ethers seem to cαuse not only T‑for‑H exchange reaction, but also
other chemical reaction (s).
(Received November 9, 2000J
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