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光化学反応実験の教材化:環状チオアセタールの光脱保護反応
Photochemical Reaction for Experimental Teaching

Material : Photochemical Deprotection of Cyclic Thioacetals
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Abstract

The

photo一eIectron

transfer

(PET)

reaction

catalyzed

by

triphenylpyrylium

(TPP)

salt

was

found to be an effective and safe method for the deprotectiDn of thioacetals compared with the
common method using heavy metal comp〔Junds.
In this paper the above mentioned reaction was modified for the teaching material of
undergraduate experiments without using expensive equipments. 2,2‑Di‑(♪‑methylphenyl)
‑ 1 , 3‑dithiane was efficiently deprotected to afford the corresponding ketone using sunlight.
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1 はLll妙に
ルミノールの化学発光やペソゾピナコールの光化
学合成は,現象的に面白いだけでなく学部学生の化
学実験教材として利用できる点や光化学反応の‑‑般
性を教授できる点で価値があるlI。しかしながら,
これら以外の光化学反応が学生実験教材として取り
Lげられることはほとんどないnその理由としては,
大学の講義で光化学反応がほとんど取り扱われない

ことや実験教材化された光化学反応の少ないことが
考えられる。また,光化学反応を行うには高価で特
殊な装置を必要としたり,反応が比較的長時間にお
よぶことも理由として上げられる。
我々はこれまで,可視光を吸収する光増感剤を用
いた新しい光化学反応の開発を行ってきた。最近,
我々は,従来にない光化学的方法によってチオアセ
タール預かられルポニル化合物への官能基変換〔脱
埠護反応)が,触媒的に進行することを兄い出して
いる(園1) 我々の研究室では,この光脱保護
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反応のために可視光を吸収する増感剤を使用し,辛
ーkノソラソプを光源として巽験を行っている。しか
し,許具や反応条件の工夫ができれば,太陽光を光
源に用いてJit応を行うことも十分可能であり,この
光化学反応を学生実験‑導入することができると考
えられるO今回我々は,独自に開発した光脱保護反
応を太陽光を用いる簡便な方法に改良するととによ
り,大学の学生化学実験で利用できる実験教材を開
発したので報告する0
2

実

験

2‑ 1.環状チオ7セター;uの合成3).4)
学生乗除教材としては,複雑な官能基あるいは置
換基を有するチオアセタールをあえて使用する必要
はないので,本実験では取り扱いが容易な2,2‑
ジ(A‑メチルフェニル) ‑1,3‑ジチアソ1を
用いることにして,その合成を行った(図2) O
(1) 100cm3のナス型フラスコに1,3‑ プロパソジチ
オールを4.059g(37.5mm01)と4,4 ‑ジメチル
ペソゾフェノソ2を5.257g(30.0mmol)秤りと
り,ジタロロメタソ(40cm3)を加え,ゴム栓(ま
たは塩化カルシウム管)をして,水冷下マグネチッ
/}スターラ‑で撹拝するO
描)数分後,この溶液に,別に調製しておいた塩化
鉄(Illトシリカゲル試薬S) 12.5g (FeCl3含量12.5
mmol)を数分問かけて加えた後,ゴム栓・(または
塩化カルシウム管)をして水冷F4時間撹拝する。
(3)反応癖轍を室温まで戻し,同形物を除くために

2 ‑ 2.光化学反応(環状チオアセタールの脱保護
反応)
研究室での光化学反応実験は,キセノゾラソプあ
買いはBaiaJiKaiiwifi花器23V巨

しかし,このような光源は高価であり.多人数の学
生が同時に使用する学生実験では,時間的にも問題
があるD そこで,本実験では太陽光を光源に利用し
て反応を行えるよう器具や条件を改良した(図3) 。
(1) 100cm3の丸底フラスコに2,2‑ジ(♪‑メチル
フェニル〕‑1,3‑ジチ了ソ1を300.5mgCl.Om
mol)とトリフェニルビリリウムテトラフルオロ
ボレ‑ト3を19.8i喝(0.05mmol〕搾りとり.アセ
トニトF)ルCsora朗を加えて十分溶解するoマグネ
チックスターラ‑で溶液を膿押しながら, 10分間
簡素を通じたのち,ゴム栓でかるく蓋をするo
(2〕日当たりの良い場所に置いた適当な台座(シャー
レでもよい)の」二に, 15cm角のアルミホイルを敷
き,丸底フラスコを置く(寝かせてもよい)O反応
の進行状況はシリカゲル薄層クロマトグラフィー
(TLC)で確認するが61 ,通常,約60‑‑90分間の
太陽光照射で反応は完結するo
(3)反応溶液は, 100cm3のナス型フラスコに移し,
溶媒をロ‑タリ‑エバポレ‑ターで減圧留去する。
得られた油状物を,シリカゲルカラムクロマトグ
ラフィー(長さ30cm,外径25mmのカラム管に20cm
の高さまでワコ‑ゲルC‑200を尭堪;ジタロロ
メタソ: n‑ヘキサソ‑2 : 1の混合溶媒300cm3
mm凪raaォEiEi旧msms盟

閏mm邸‑ p

キサソ(2cm3)から再結晶することにより, 4,4

ブフナ‑ロートで吸引膳適するO ロート上の固形
物は50cm3のジクロロメタンでよく洗浄するO

‑ジメチルペソゾフェノソ2を無色針状結晶とし
て得る。収率91%,融点94‑95℃〔衷1 ,実験1)。

(4)ろ液および洗液を分轍ロ‑トに入れ, 5%水酸

〔4)得られた4,4 ‑ジメチルペソゾIJェノン2およ

化ナトリウム水溶液(60cmコ)で3回,水で3回〔70

び反応原料である2,2‑ジ(A‑メチルフェニル)
‑1,3‑プチアソ1は, NMR, IR, UVなど

cmコ)洗浄し,得られた有機層を無水硫酸ナトリウ
ムで乾燥(60分)するo
(5)有機層からジタロロメタソを減肝留去して得ら
れた粗結晶をシTJカゲルカラムクロマトグラフf‑
〔長さ50cm,外径35mraのカラム管に30cmの高さま

の各吸収スペクトルを測定し.楳晶との比較によ
り構造の確認を行う[,
3

結果と考察

でr}コ‑ゲルC‑200を充填;ジタロロメタソ:
n ‑ヘキサソ

の混合溶媒800cm3を使用)

この光化学反応について,溶媒,増感剤,および

を用いて精製し,得られた結晶をェタノール(150

光J朋寸時間の観点から検討した結果を黄1に示す。
溶媒は,基質と増感剤の両方を溶かすことのできる

cm3)で再結晶して, El的の2,2‑ジ(A‑メチル
7I.ニル)‑l,3‑ジチアソ1を得る(収率90%,
融点133‑‑134"O,再結晶の際.難溶性の無色ゴ
ム状物質が生成することがあるが,適宜除く。

アセトニトリルまたはジクロロメタソのいずれを使
用してもよいが(実験1, 2),メタノールやエタ
ノ‑ルなどの7ルコ‑ル煩は増感剤のJJT解を引き起
こすので使用しないほうがよい。また,ペソゼソや
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ヘキサソなどの非極性溶媒は基質と増感剤が難癖の
ため不向きである。増感剤のピリリウム塩としては,
テトラフルオロほう酸トリフェニルピリリウム(TP
PBF4)と過塩素酸トリフェニルピリ1)ウム(TPPCI
0.)のいずれを用いてもよいが(実験
蝣4),テト
ラフルオロほう酸塩が市販(Aldrich社〕されている
ので利用しやすい。しかし,どちらのピリリウム・塩
も文献既知の方法で容易に合成できる7㌦一方,増
感剤を加えずに光反応を行った場合は,光照射時間
を2倍にしても原軒の転化率が低く,反応が遇いこ
とがわかる(実験5‑6)。本反応条件Fでは,フラ
スコを通過した太陽光は増感剤だけでなく原料にも
吸収されるため,増感斉uミなくても反応が幾分進行
する。短波長をカットする適当なフィルターを用い
て増感剤の選択的な光励起を行えば,実験5, 6の
ような基質の直接的な反応や副反応は制御できるが,
増感反応の方がEE倒的に遠いので,特にフィルタ‑
を使用しなくとも問題はないo光照射時間に関して
帆 本実験で用いた溶媒,増感剤の種類にほとんど
関係なく60‑90分で十分である。基質が消失してか
らの過度の光照射は,生成したケトソの2枚反応を
引き起こすので注意を要する.また, ‑EJのうちで
は午前中の方が午後よりも光照射時間は短くてよい。
季節的には春,秋に比べて日差しの強い夏場の方が
光照射時間は短くてよいO ちなみに表1の実験は8
月の初句,午後2時〜4時に行ったものであるが,
香,秋の同時刻では,さらに30分程度の照射時間の
延長が必要である。基質に関しては,必ずしも1,3
‑ジチアソ1でなくても,五貞環状の1,3‑プチオ
ラソ誘導体を用いても同様に反応が進行する。これ
らチオアセタール煩の原料となるカルボニル化合物
については,反応後の処理や精製,スペクトル分析
まで含めて考えると結晶性の化合物が学生実験には
好ましい。本実験の光化学反応はかなり広範なチオ
フセタ‑ル類の脱保護に適用可能であるが,学生実
験のための簡便さを考えるとl‑置換ペソフェノソ
類から誘導された環状チオアセタールが基質として
は適当である。
I‑1方,この反応の機構としては,酸素がないと反
応がまったく進行しないことや‑電子移動反応の阻
害剤を加えると反応が抑制されることなどから,園
4のような機構を提唱している2㌦すなわち.光照
射によって基質からピリリウム塩への・電子移動が
起こり,基質のカチオソラジカル中間体が生成し,
それが炭素一硫黄結合の開裂を起こし構造変化した
カチオソラジカル中間体となる。これが原索と反応

し,最終的にケトソを生成する。従来の重金属を使
用する反応は,このような‑電子移動を経由する反
応ではなく,カルボニル化合物の酸素源も水に由来
するものであった。本反応は水を必要としないこと
から,反応楼構的にも従来のものとは明らかに異な
るタイプの反応と言える。
チオアセタールやアセタール榎は,アルデヒドや
ケトソの保護基として合成反応上重要な化合物であ
るQ特に,チオアセタール煩は酸やアルカリには反
応性が低く.その脱保護に関しては,水銀化合物な
どの重金属化合物を使用するのが一般的である8㌔
我々の開発した光脱保護反応は,従来の人体や自然
環境には好ましくない水銀化合物を使用する脱保護
反応に比較して化学的側面からだけでなく,環境的
側面からも有用なものである。その理由として①ピ
リリウム塩は水銀に比べ低毒性であり,基質に対し
て5モル%以下の触媒畳でよいこと。 ⑧水銀化合物
〔基質に対して2倍等量必要)を使用しないため自
然環境にやさしいこと。 ③太陽光を利用できるエコ
ロジカルな反応であることがあげられる。

4

由わUに

化学反応を誘起するエネルギーとして熱と光の両
エネルギーがあるにもかかわらず,光エネルギーに
よって化学反応が誘起されることを理解している学
生は以外と少ない。一一一万,学部段階での教科書には
光化学の額城を積極的に放ったものは見当たらないO
このような現状を考えると光化学反応が熱化学反応
と同様に特殊なものではないという認識を持たせる
ためには,化学実験で光化学反応に関するテーー7を
取り上げて行く方法がより現実的で教育効果も高い
と考えられる0本論文が提案する光化学反応の教材
化は,光化学分野の底辺を拡大するものと期待され
るが,資源やエネルギ‑,環境問題等を化学教育の
視点から考える教材としても利用できる点で価値の
高いものと考えているo最近,化学分野でも,光エ
ネルギーを利用したり,有害な試薬に替えてより安
全性の高い試薬を用いる,自然環境に配慮した"ェ
コロジカルな反応開発''をしようという動きが出始
めているが,化学が自然環境と調和していくために,
このような要請は今後ますます高まるものと考えら
eIM!
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表1種々の条件下における2, 2‑ジ(p‑メチル7ユニ*) ‑1, 3‑ジチアソ1の光化学反応a)

寛験

4

増感剤

溶媒

撫射時間/分1の転化率/%

2の収率/%

TPPB F4

CIもCN

60

ion

91

T PPB F4

CIもCl ,

60

on

91

TPPCI O4

CIもCN

60

100

93

CH2C1 2

60

100

92

T押CI Oi

5

なし

CIもCN

1 20

17

m

6

なし

CH2C1 2

1 20

36

ヨ4

*>1‑
1=1.0mmol,増感剤=0.05mmol,溶媒=50ml.
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5)無水塩化鉄〔工土工)‑シrJカゲル試薬は,ワコー
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8 ) T.W.Greene, P.G.M.Wuts, PrOtectiveGro
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