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ピリリウム塩増感電子移動光酸素化反応を利用するトシルヒドラゾン類の
脱保護反応の開発
Applications of triphenylpyrylium salt-sensitized electron-transfer photo-oxygenation
reactions to the deprotection of tosylhydrazones

鎌田正喜＊，宇津木麻紀＊＊,

早川
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Masaki KAMATA*・Maki UTSUGI**・Jun HAYAKAWA*
Abstract: The photo-electron transfer ( PET ) -promoted oxygenation reaction catalyzed by
triphenylpyrylium perchlorate (TPPClO4) was found to be an effective method for the deprotection of
tosylhydrazones. Various tosylhydrazones were efficiently deprotected to afford the corresponding
ketones and aldehydes.
Key words: Photo-electron transfer reaction, Triphenylpyrylium perchlorate, Deprotection

１．はじめに
これまで我々は，
「可視光吸収型の光増感剤を用いた新規な光化学反応の開発」をテーマとして精力的か
つ継続的にこの分野の研究を行い，種々の新規な光化学反応を開発してきた [1]。 最近，我々は，チオア
セタール類からカルボニル化合物への官能基変換（脱保護反応）が，従来にない光化学的方法によって達成
できることを発見した [2]。すなわち，トリフェニルピリリウム塩のような電子移動型の有機光触媒を酸素
存在下で光励起することにより，チオアセタール類を対応するカルボニル化合物に変換できるというもので
ある（Scheme 1）
。チオアセタールやアセタール類は，ケトンやアルデヒドの保護基として合成反応上重要
な化合物である。特に，チオアセタール類はアセタール類と異なり，酸や塩基には反応性が低く，その脱
保護は，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 [3]。我々の開発した光脱保護反応は，
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従来の脱保護反応に比較して，化学的側面からだけ
でなく，自然環境への負荷低減の観点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 ～ 10 モル % 程度の触媒量の使用で済むこと。②水銀化合物（基質に対し
て 200 モル % 以上が必要）を使用しないため人体にも安全で自然環境にもやさしい反応であることが特長
である。
本研究では，チオアセタール類と同様にカルボニル基の保護基として合成上重要なヒドラゾン類に焦点を
当て，トリフェニルピリリウム塩を用いた電子移動光酸素化反応によってヒドラゾン類の脱保護反応が達成
できるかどうかを検討することにした。ヒドラゾン類は，Scheme 2 に示すようなトシルヒドラゾン類を用
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いて光脱保護反応の可能性を探ることにした。その結果 , 光増感剤である過塩素酸 2,4,6- トリフェニルピリ
リウム（TPPClO4）がトシルヒドラゾン 1 から対応するカルボニル化合物 2 への変換を触媒的に可能にする
ことを見いだした（Scheme 2）。

２．本

論

カルボニル化合物の再生という観点からヒドラゾン類の脱保護反応は様々な研究がなされ報告されてい
る。その代表例としては，①遷移金属化合物を使用した酸化的脱保護反応や還元的脱保護反応
（Scheme 3）
[4]，
②非金属酸化剤を用いた脱保護反応（Scheme 4）[5]，③電気分解による脱保護反応（Scheme 5）[6]，④オ
ゾン酸化による脱保護反応（Scheme 6）[7]，⑤一重項酸素酸化による脱保護反応（Scheme 7）[8] などである。
①～③の反応では , 主に水が生成するカルボニル基の酸素源であり，④と⑤はそれぞれオゾン（O3）や一重
項酸素（1O2）がカルボニル基の酸素源となる特長がある。
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一方，我々は電子受容性の高いピリリウム塩を増感剤に用いる光電子移動反応を行うことによって，チオ
アセタール類が対応するカルボニル化合物に効率的に変換できることを報告している（Scheme 1）[2]。ピ
リリウム塩光増感電子移動反応で注目すべき点は，チオアセタール類の脱保護反応では三重項酸素（3O2）が，
アセタール類との反応では水が（Scheme 8）[9]，カルボニル基の酸素源となっていることである。類似の
基質であっても電子移動反応によって生成する活性中間体の構造が異なることを示唆しており，反応機構的
にも興味深い。
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本研究では，チオアセタールやアセタールと同様にカルボニル基の保護基であるヒドラゾン類を基質に用
いた時にも，このようなピリリウム塩光増感電子移動によって脱保護反応が可能であるか，また，反応機構
はどのように進行するのかを探る目的で，ヒドラゾン類の代表的化合物であるトシルヒドラゾン 1 を用い
て脱保護反応の可能性を検討してみることにした。反応を検討するにあたって，事前に合成したベンゾフェ
ノントシルヒドラゾン 1a の酸化電位を測定したところ，1.79 V (vs. SCE) であったので , ピリリウム塩の一
電子酸化力が約 2.5 V (vs. SCE) であることを考慮すると , ベンゾフェノントシルヒドラゾン 1a と光励起状
態のピリリウム塩との間で電子移動が十分可能であることが明らかになった。
Table 1 に実際に種々の条件下で行った反応の結果を示した。ベンゾフェノントシルヒドラゾン 1a の 1.0
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mmol に対して 15% mol (= 0.15 mmol) の過塩素酸 2,4,6- トリフェニルピリリウム (TPPClO4) をアセトニトリ
ル 50 ml に溶解し , 光照射の場合は 2 kW のキセノンランプを光源にしてピリリウム塩のみを光励起（λ＞
360 nm）した。
Run 1 に示すように酸素飽和下では脱保護反応が円滑に進行し，1 時間の光照射で未反応の基質 1a が 6%
残っていたが，82% の高収率で目的とするベンゾフェノン 2a が生成することがわかった。水がカルボニル
基の酸素源になるかどうかを確かめるために，窒素飽和下に水 1 ml を添加して光反応を行った Run 2 の実
験では，ベンゾフェノン 2a はまったく得られず，基質であるヒドラゾン 1a が 100% 回収された。これら２
つの結果から，ピリリウム塩を増感剤に用いたベンゾフェノントシルヒドラゾン 1a の脱保護反応では，チ
オアセタールを基質に用いた時と同様に三重項酸素に対して活性な中間体（1a のラジカルカチオン）が生
成することを示している。Run 3 は，溶液を酸素飽和の暗所下で 24 時間撹拌した結果であるが，ベンゾフェ
ノン 2a はまったく生成せず，基質 1a が 100% 回収された。このことは，脱保護反応には光照射が不可欠で
あることを示唆している。次に，この反応が電子移動を経由する反応であることを確かめる目的で，一電子
移動反応の阻害剤である 1,2,4,5- テトラメトキシベンゼン (TMB) を添加して光照射を行ってみた。その結果
を Run 4 に示したが，TMB を添加するとベンゾフェノン 2a はわずか 22% しか得られず，基質 1a が 78%
回収された。TMB を添加しない Run 1 に比べると明らかに反応が阻害されていることがわかる。この結果は，
この脱保護反応が一電子移動を経由する反応であることを示している。また，Run 5 に示すように一電子移
動反応に対して促進効果を有する過塩素酸マグネシウムを添加して反応を行ったところ，基質 1a の消失ま
での反応時間が 0.7 時間と短縮され (Run 1 と比較 )，ベンゾフェノン 2a の収率も 85% に向上した。この結
果もまた，この脱保護反応が一電子移動経由の反応であることの証拠である。
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次に，この反応における活性酸素種が一重項酸素なのか，
それとも三重項酸素なのかを確かめる目的で種々
の光増感剤を用いた光酸素化反応を比較した。Table 2 に示したピリリウム塩 (TPPClO4)，9,10- ジシアノア
ントラセン (DCA) はともに電子移動反応を誘起する増感剤であり，ローズベンガル（Rose Bengal）やメチ
レンブルー (Methylene Blue) は一重項酸素の発生を誘起する増感剤である。Table 2 に光反応の結果を示し
たが，電子移動型のピリリウム塩 (TPPClO4) や DCA を用いた反応では，
それぞれ 1 時間 (Run 1)，
2 時間 (Run 3)
でほぼ反応が完結し，対応するベンゾフェノン 2a が好収率で生成するのに対して，Run 4 のローズベンガ
ルではベンゾフェノン 2a の収率は良好だが，5 時間もの光照射が必要であり，Run 5 のメチレンブルーでは，
5 時間の光照射では 87% の基質 1a がまだ未反応である。この結果は，ピリリウム塩 (TPPClO4) や DCA を
増感剤に用いた反応の活性酸素種は一重項酸素ではなく三重項酸素であることを示唆するものであり，電子
移動反応が効率の良い方法であることを示している。
以上の結果から，トシルヒドラゾン 1 のピリリウム塩 (TPPClO4) 光増感酸素化反応の機構を推定すると，
Scheme 9 のようになると考えられる。すなわち，光照射によってピリリウム塩は一重項励起状態となり，
これがトシルヒドラゾン 1 を一電子酸化し，1 のラジカルカチオン中間体 (1+.) を生成する。1 のラジカルカ
チオンは脱プロトン化を経てラジカルカチオン 3 を生成し , これが三重項酸素と反応して付加体 4 を生成す
る。付加体 4 に電子とプロトンが戻り，過酸化物 5 を生成し，
これが一分子的に窒素 (N2) とスルホン酸 (-TsOH)
を脱離して分解し，カルボニル化合物 2 を生成すると考えられる。
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次に，このピリリウム塩 (TPPClO4) 光増感酸素化反応の一般性を確かめるために，種々のトシルヒドラゾ
ン誘導体 1a~h を用いて反応を検討した。Table 3 にその結果を示した。
電子吸引的な置換基を持つ基質 1b, 1d でやや反応時間が長くなることから，この反応が基質 1 の一電子
酸化によって開始する反応であることを示唆している。また，1d および 1e ではカルボニル化合物 2 の収率
があまり良好とは言えないが，これは生成物がアルデヒドであるため反応条件下でさらに酸化を受けてカル
ボン酸などに変化するためである。1g から 2g への変換収率が低い理由は明らかではないが，その他の基質
1a, 1c, 1f, 1h では置換基に関係なく良好な収率で対応するカルボニル化合物が生成することが明らかになっ
た。
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３．実験の部
3-1 トシルヒドラゾン類の合成
本研究では，光脱保護反応の一般性を知る目的で Table 3 に示すような種々のトシルヒドラゾン類を合成
することにした。トシルヒドラゾンの前駆体となるカルボニル化合物として，芳香族ケトン 2a (R1 = R2 =
Ph), アセトフェノン誘導体 2b (R1 = p-NO2C6H4, R2 = Me) と 2c (R1 = p-MeOC6H4, R2 = Me)，ベンズアルデ
ヒド誘導体 1d (R1 = p-NCC6H4, R2 = H) と 1e (R1 = p-ClC6H4, R2 = H) ，そして，脂肪族タイプのケトン 1f (R1
= PhCH2CH2, R2 = Me)，1g (R1 , R2 = -(CH2)2CHPh(CH2)2-)，1h (R1 = CH3(CH2)12, R2=Me) を用いることにし
た。トシルヒドラゾン 1a ～ h の合成方法を以下に示した。
(1) ベンゾフェノントシルヒドラゾン 1a の合成
100 mL のナス型フラスコにベンゾフェノン 2a（5.41 g, 30.0 mmol）とメタノール (50 mL) を入れ , ベン
ゾフェノン 2a が溶けたのを確認した後，p- トルエンスルホニルヒドラジド (6.17 g, 31.5 mmol) を加え，反
応容器全体をアルミ薄で包み室温で撹拌した。反応の進行はシリカゲル薄層クロマトグラフィーで追跡し，
210 時間後に原料が完全に消失したところで反応を終了した。反応溶液を氷冷し，析出した結晶を吸引濾過
してから冷メタノール (10 mL) で洗浄した。得られた粗結晶 (10.1 g) をメタノール (700 mL) で再結晶して，
ベンゾフェノントシルヒドラゾン 1a の無色プリズム状結晶 (9.60 g, 収率 91%, 融点 189.5 ～ 190°C) を得た。
(2) p- ニトロアセトフェノントシルヒドラゾン 1b の合成
100 mL のナス型フラスコに p- ニトロアセトフェノン 2b（1.65 g, 10.0 mmol）とメタノール (50 mL) を入
れ，p- ニトロアセトフェノン 2b が溶けたのを確認した後，p- トルエンスルホニルヒドラジド (2.05 g, 11.0
mmol) を加え，反応容器全体をアルミ薄で包み室温で撹拌した。反応の進行はシリカゲル薄層クロマトグ
ラフィーで追跡し，23 時間後に原料が完全に消失したところで反応を終了した。反応溶液を氷冷し，析出
した結晶を吸引濾過してから冷メタノール (10 mL) で洗浄した。得られた粗結晶 (3.16 g) をメタノール (170
mL) で再結晶して，p- ニトロアセトフェノントシルヒドラゾン 1b の黄色プリズム状結晶 (2.53 g, 収率 76%,
融点 203 ～ 204°C) を得た。
(3) p- メトキシアセトフェノントシルヒドラゾン 1c の合成
100 mL のナス型フラスコに p- メトキシアセトフェノン 2c (4.51 g, 30.0 mmol）とメタノール (50 mL) を入
れ，p- メトキシアセトフェノン 2c が溶けたのを確認した後，p- トルエンスルホニルヒドラジド (6.18 g, 31.5
mmol) を加え，反応容器全体をアルミ薄で包み室温で撹拌した。反応の進行はシリカゲル薄層クロマトグ
ラフィーで追跡し，96 時間後に原料が完全に消失したところで反応を終了した。反応溶液を氷冷し，析出
した結晶を吸引濾過してから冷メタノール (10 mL) で洗浄した。得られた粗結晶 (9.31 g) をメタノール (400
mL) で再結晶して，p- メトキシアセトフェノントシルヒドラゾン 1c の無色プリズム状結晶 (8.78 g, 収率
92%, 融点 180 ～ 181°C) を得た。
(4) p- シアノベンズアルデヒドトシルヒドラゾン 1d の合成
100 mL のナス型フラスコに p- シアノベンズアルデヒド 2d (2.62 g, 20.0 mmol）とメタノール (50 mL) を
入れ，p- シアノベンズアルデヒド 2d が溶けたのを確認した後，p- トルエンスルホニルヒドラジド (4.12 g,
21.0 mmol) を加え，反応容器全体をアルミ薄で包み室温で撹拌した。反応の進行はシリカゲル薄層クロマト
グラフィーで追跡し，34 時間後に原料が完全に消失したところで反応を終了した。反応溶液を氷冷し，析
出した結晶を吸引濾過してから冷メタノール (10 mL) で洗浄した。得られた粗結晶 (5.48 g) をメタノール
(35 mL) で再結晶して，p- シアノベンズアルデヒドトシルヒドラゾン 1d の無色プリズム状結晶 (5.18 g, 収率
87%, 融点 170.5 ～ 171°C) を得た。
(5) p- クロロベンズアルデヒドトシルヒドラゾン 1e の合成
100 mL のナス型フラスコに p- クロロベンズアルデヒド 2e (2.18 g, 20.0 mmol）とメタノール (50 mL) を
入れ，p- クロロベンズアルデヒド 2e が溶けたのを確認した後，p- トルエンスルホニルヒドラジド (4.12 g,
21.0 mmol) を加え，反応容器全体をアルミ薄で包み室温で撹拌した。反応の進行はシリカゲル薄層クロマト
グラフィーで追跡し，40 時間後に原料が完全に消失したところで反応を終了した。反応溶液を氷冷し，析
出した結晶を吸引濾過してから冷メタノール (10 mL) で洗浄した。得られた粗結晶 (5.90 g) をメタノール
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(35 mL) で再結晶して，p- クロロベンズアルデヒドトシルヒドラゾン 1e の無色プリズム状結晶 (4.53 g, 収率
73%, 融点 154 ～ 155°C) を得た。
(6) ベンジルアセトントシルヒドラゾン 1f の合成
100 mL のナス型フラスコにベンジルアセトン 2f (4.46 g, 30.0 mmol）とメタノール (50 mL) を入れ，ベン
ジルアセトン 2f が溶けたのを確認した後，p- トルエンスルホニルヒドラジド (6.18 g, 31.5 mmol) を加え，反
応容器全体をアルミ薄で包み室温で撹拌した。反応の進行はシリカゲル薄層クロマトグラフィーで追跡し，
6 時間後に原料が完全に消失したところで反応を終了した。反応溶液を氷冷し，析出した結晶を吸引濾過し
てから冷メタノール (10 mL) で洗浄した。得られた粗結晶 (6.89 g) をメタノール (40 mL) で再結晶して，ベ
ンジルアセトントシルヒドラゾン 1f の無色針状結晶 (6.39 g, 収率 67%, 融点 130 ～ 131°C) を得た。
(7) 4- フェニルシクロヘキサノントシルヒドラゾン 1g の合成
100 mL のナス型フラスコに 4- フェニルシクロヘキサノン 2g（3.49 g, 20.0 mmol）とメタノール (50 mL)
を入れ，
4- フェニルシクロヘキサノン 2g が溶けたのを確認した後，p- トルエンスルホニルヒドラジド (4.12 g,
21.0 mmol) を加え，反応容器全体をアルミ薄で包み室温で撹拌した。反応の進行はシリカゲル薄層クロマト
グラフィーで追跡し，24 時間後に原料が完全に消失したところで反応を終了した。反応溶液を氷冷し，析
出した結晶を吸引濾過してから冷メタノール (10 mL) で洗浄した。得られた粗結晶 (5.90 g) をメタノール (40
mL) で再結晶して，4- フェニルシクロヘキサノントシルヒドラゾン 1g の無色針状結晶 (5.84 g, 収率 80%, 融
点 159 ～ 161°C) を得た。
(8) 2- ペンタデカノントシルヒドラゾン 1h の合成
100 mL のナス型フラスコに 2- ペンタデカノン 2h（4.53 g, 20.0 mmol）とメタノール (70 mL) を入れ，2ペンタデカノン 2h が溶けたのを確認した後，p- トルエンスルホニルヒドラジド (4.12 g, 21.0 mmol) を加え，
反応容器全体をアルミ薄で包み室温で撹拌した。反応の進行はシリカゲル薄層クロマトグラフィーで追跡
し，24 時間後に原料が完全に消失したところで反応を終了した。反応溶液を氷冷し，析出した結晶を吸引
濾過してから冷メタノール (10 mL) で洗浄した。得られた粗結晶 (7.34 g) をメタノール (15 mL) で再結晶して，
2- ペンタデカノントシルヒドラゾン 1h の無色プリズム状結晶 (5.98 g, 収率 76%, 融点 86 ～ 87°C) を得た。
3-2 光化学反応
光化学反応実験は，2 kW キセノンランプを光源にして，ピリリウム塩だけを光励起する目的で 360 nm 以
上の長波長光を照射した。反応容器は光照射中 20 ～ 25°C で水冷した。以下にトシルヒドラゾン 1 の光脱
保護反応について一般的な実験方法を示した。
(1) 電子移動光酸素化反応の最適条件の検討（Table 1）
(1-1) トシルヒドラゾン 1a のピリリウム塩光増感酸素化反応
（ジクロロメタン - アセトニトリル混合溶媒中）
光照射管（長さ 200 mm, 直径 28 mm）にトシルヒドラゾン 1a (350.5 mg, 1.00 mmol) と過塩素酸 2,4,6- ト
リフェニルピリリウム (TPPClO4)(61.3 mg, 0.15 mmol) を量りとり，乾燥ジクロロメタン (40 ml) と乾燥アセ
トニトリル (10 ml) を加えた。この溶液を超音波洗浄器で 10 分間脱気し，酸素を 10 分間吹き込んだ後，酸
素を通気しながら 2 kW キセノンランプ（フィルター：東芝ガラスフィルター L-39, λ >360 nm）で光照射
した。2.5 時間光照射を行った後，溶媒を留去し，得られた反応生成物をシリカゲルクロマトグラフィー（シ
リカゲル：メルク 60GF254, 展開溶媒 : ジクロロメタン -n- ヘキサン = 2 : 1 の混合溶媒）で分離して，ベン
ゾフェノン 2a を Rf = 0.54-0.73 の成分として単離した。
(1-2) 水存在下でのトシルヒドラゾン 1a のピリリウム塩光増感酸素化反応
光照射管（長さ 200 mm, 直径 28 mm）にトシルヒドラゾン 1a (350.5 mg, 1.00 mmol) と過塩素酸 2,4,6- ト
リフェニルピリリウム (TPPClO4)(61.3 mg, 0.15 mmol) を量りとり，蒸留水 (1 ml) と乾燥アセトニトリル (50
ml) を加えた。この溶液を超音波洗浄器で 10 分間脱気し，酸素を 10 分間吹き込んだ後，酸素を通気しなが
ら 2 kW キセノンランプ（フィルター：東芝ガラスフィルター L-39, λ >360 nm）で光照射した。1 時間光
照射を行った後，溶媒を留去し，得られた反応生成物をシリカゲルクロマトグラフィー（シリカゲル：メル
ク 60GF254, 展開溶媒 : ジクロロメタン -n- ヘキサン = 3 : 1 の混合溶媒）で分離して，ベンゾフェノン 2a を
Rf = 0.33-0.81 の成分として単離した。
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暗所下でのトシルヒドラゾン 1a とピリリウム塩との反応（アセトニトリル中）
光照射管（長さ 200 mm, 直径 28 mm）にトシルヒドラゾン 1a (350.5 mg, 1.00 mmol) と過塩素酸 2,4,6- ト
リフェニルピリリウム (TPPClO4)(61.3 mg, 0.15 mmol) を量りとり，乾燥アセトニトリル (50 ml) を加えた。
(1-3)

この溶液を超音波洗浄器で 10 分間脱気し，酸素を 10 分間吹き込んだ後，酸素を封入密閉し，光照射管全体
をアルミ薄で包み暗所下で 24 時間撹拌した。その後，溶媒を留去し，得られた反応生成物をシリカゲルク
ロマトグラフィー（シリカゲル：メルク 60GF254, 展開溶媒 : ジクロロメタン -n- ヘキサン = 2 : 1 の混合溶媒）
で分離して，トシルヒドラゾン 1a を Rf = 0.15-0.47 の成分として回収した。
(1-4) 暗所下でのトシルヒドラゾン 1a とピリリウム塩との反応（ジクロロメタン - アセトニトリル混合溶
媒中）
光照射管（長さ 200 mm, 直径 28 mm）にトシルヒドラゾン 1a (350.5 mg, 1.00 mmol) と過塩素酸 2,4,6- ト
リフェニルピリリウム (TPPClO4)(61.3 mg, 0.15 mmol) を量りとり，乾燥ジクロロメタン (40 ml) と乾燥アセ
トニトリル (10 ml) を加えた。この溶液を超音波洗浄器で 10 分間脱気し，酸素を 10 分間吹き込んだ後，酸
素を封入密閉し，光照射管全体をアルミ薄で包み暗所下で 24 時間撹拌した。その後，溶媒を留去し，得ら
れた反応生成物をシリカゲルクロマトグラフィー（シリカゲル：メルク 60GF254, 展開溶媒 : ジクロロメタ
ン -n- ヘキサン = 3 : 1 の混合溶媒）で分離して，トシルヒドラゾン 1a を Rf = 0.40-0.55 の成分として回収した。
(1-5) トシルヒドラゾン 1a のピリリウム塩光増感酸素化反応（テトラメトキシベンゼンによる消光実験）
光照射管
（長さ 200 mm, 直径 28 mm）
にトシルヒドラゾン 1a(350.5 mg, 1.00 mmol) と過塩素酸 2,4,6- トリフェ
ニルピリリウム (TPPClO4)(61.3 mg, 0.15 mmol)，1,2,4,5- テトラメトキシベンゼン (198.4 mg, 1.0 mmol) を
量りとり，乾燥アセトニトリル (50 ml) を加えた。この溶液を超音波洗浄器で 10 分間脱気し，酸素を 10 分
間吹き込んだ後，酸素を通気しながら 2 kW キセノンランプ（フィルター：東芝ガラスフィルター L-39, λ
>360 nm）で光照射した。１時間光照射を行った後，溶媒を留去し，得られた反応生成物をシリカゲルクロ
マトグラフィー（シリカゲル：メルク 60GF254, 展開溶媒 : ジクロロメタン -n- ヘキサン = 3 : 1 の混合溶媒）
で分離して，トシルヒドラゾン 1a を Rf = 0.65-0.75 に，ベンゾフェノン 2a を Rf = 0.75-0.80 の成分として
単離した。
(1-6) トシルヒドラゾン 1a のピリリウム塩光増感酸素化反応（過塩素酸マグネシウムの添加効果）
光照射管（長さ 200 mm, 直径 28 mm）にトシルヒドラゾン 1a (350.5 mg, 1.00 mmol) と過塩素酸 2,4,6- ト
リフェニルピリリウム (TPPClO4)(61.3 mg, 0.15 mmol)，過塩素酸マグネシウム (111.6 mg, 0.50 mmol) を量り
とり，乾燥アセトニトリル (50 ml) を加えた。この溶液を超音波洗浄器で 10 分間脱気し，酸素を 10 分間吹
き込んだ後，酸素を通気しながら 2 kW キセノンランプ（フィルター：東芝ガラスフィルター L-39, λ >360
nm）で光照射した。１時間光照射を行った後，溶媒を留去し，得られた反応生成物をシリカゲルクロマト
グラフィー（シリカゲル : メルク 60GF254, 展開溶媒 : ジクロロメタン -n- ヘキサン = 2 : 1 の混合溶媒）で
分離して，ベンゾフェノン 2a を Rf = 0.54-0.73 の成分として単離した。
(2) 各種増感剤によるトシルヒドラゾン 1a の光酸素化反応（活性酸素種の特定：Table 2）
光照射管（長さ 200 mm, 直径 28 mm）にトシルヒドラゾン 1a (1.00 mmol) と各種増感剤（TPPClO4 ＝ 0.15
mmol，
DCA=0.05 mmol，
Rose Bengal = 0.05 mmol，
Methylene Blue = 0.05mmol のいずれか１つ）を量りとり ,
乾燥アセトニトリル (50 ml) を加えた。この溶液を超音波洗浄器で 10 分間脱気し，酸素を 10 分間吹き込ん
だ後，酸素を通気しながら光照射した。光照射は，矢澤科学製 2 kW キセノンランプ（フィルター：東芝ガ
ラスフィルター L-39, λ >360 nm）で行い，トシルヒドラゾン 1a が吸収しない長波長光 ( λ >360 nm) で
TPPClO4 を増感した。それぞれの増感剤に必要時間の光照射を行った後，溶媒を留去し，得られた反応生
成物をシリカゲルクロマトグラフィー（シリカゲル：メルク 60GF254，展開溶媒ジクロロメタンと n- ヘキ
サンの混合溶媒）で分離して対応するベンゾフェノン 2a および未反応の 1a を単離した。ベンゾフェノン
2a および未反応の 1a は重量測定により収率を算出し，化合物の同定はプロトン NMR と赤外吸収スペクト
ルを測定し，市販品のスペクトルとの比較により行った。
(3) 種々のトシルヒドラゾン誘導体 1a ～ h のピリリウム塩光増感酸素化反応による脱保護（Table 3）
光照射管（長さ 200 mm, 直径 28 mm）にトシルヒドラゾン 1(1.00 mmol) と過塩素酸 2,4,6- トリフェニル
ピリリウム (TPPClO4)(61.3 mg, 0.15 mmol) を量りとり , 乾燥アセトニトリル (50 ml) を加えた。この溶液を
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超音波洗浄器で 10 分間脱気し，酸素を 10 分間吹き込んだ後，酸素を通気しながら光照射した。光照射は，
矢澤科学製 2 kW キセノンランプ（フィルター：東芝ガラスフィルター L-39, λ >360 nm）で行い，トシル
ヒドラゾン 1 が吸収しない長波長光 ( λ >360 nm) で TPPClO4 を増感した。それぞれのトシルヒドラゾン
1 の脱保護に必要な時間光照射を行った後，溶媒を留去し，得られた反応生成物をシリカゲルクロマトグラ
フィー（シリカゲル：メルク 60GF254，展開溶媒ジクロロメタンと n- ヘキサンの混合溶媒）で分離して対
応するカルボニル化合物 2 を単離した。各種のカルボニル化合物 2 は重量測定により収率を算出し，化合
物の同定はプロトン NMR と赤外吸収スペクトルを測定し，市販品のスペクトルとの比較により行った。以
下にトシルヒドラゾン 1a ～ h の詳細について示した。
(3-1) ベンゾフェノントシルヒドラゾン 1a のピリリウム塩光増感酸素化反応による脱保護
光照射管（長さ 200 mm, 直径 28 mm）にベンゾフェノントシルヒドラゾン 1a (350.5 mg, 1.00 mmol) と過
塩素酸 2,4,6- トリフェニルピリリウム (TPPClO4)(61.3 mg, 0.15 mmol) を量りとり，乾燥アセトニトリル (50
ml) を加えた。この溶液を超音波洗浄器で 10 分間脱気し，酸素を 10 分間吹き込んだ後，酸素を通気しなが
ら 2 kW キセノンランプ（フィルター：東芝ガラスフィルター L-39, λ >360 nm）で光照射した。１時間光
照射を行った後，溶媒を留去し，得られた反応生成物をシリカゲルクロマトグラフィー（シリカゲル：メル
ク 60GF254, 展開溶媒 : ジクロロメタン -n- ヘキサン = 3 : 1 の混合溶媒）で分離してベンゾフェノン 2a を
Rf = 0.55-0.80 の成分として単離した。
(3-2) p- ニトロアセトフェノントシルヒドラゾン 1b のピリリウム塩光増感酸素化反応による脱保護
光照射管（長さ 200 mm, 直径 28 mm）に p- ニトロアセトフェノントシルヒドラゾン 1b (333.6 mg, 1.00
mmol) と過塩素酸 2,4,6- トリフェニルピリリウム (TPPClO4)(61.3 mg, 0.15 mmol) を量りとり，乾燥アセトニ
トリル (50 ml) を加えた。この溶液を超音波洗浄器で 10 分間脱気し，酸素を 10 分間吹き込んだ後，酸素を
通気しながら 2 kW キセノンランプ（フィルター：東芝ガラスフィルター L-39, λ >360 nm）
で光照射した。3.2
時間光照射を行った後，溶媒を留去し，得られた反応生成物をシリカゲルクロマトグラフィー（シリカゲル：
メルク 60GF254, 展開溶媒 : ジクロロメタン -n- ヘキサン = 3 : 1 の混合溶媒）
で分離して , p- ニトロアセトフェ
ノン 2b を Rf = 0.60 の成分として単離した。
(3-3) p- メトキシアセトフェノントシルヒドラゾン 1c のピリリウム塩光増感酸素化反応による脱保護
光照射管（長さ 200 mm, 直径 28 mm）に p- メトキシアセトフェノントシルヒドラゾン 1c (319.0 mg, 1.00
mmol) と過塩素酸 2,4,6- トリフェニルピリリウム (TPPClO4)(61.3 mg, 0.15 mmol) を量りとり，乾燥アセトニ
トリル (50 ml) を加えた。この溶液を超音波洗浄器で 10 分間脱気し，酸素を 10 分間吹き込んだ後 , 酸素を
通気しながら 2 kW キセノンランプ（フィルター：東芝ガラスフィルター L-39, λ >360 nm）
で光照射した。1.6
時間光照射を行った後，溶媒を留去し，得られた反応生成物をシリカゲルクロマトグラフィー（シリカゲル：
メルク 60GF254, 展開溶媒 : ジクロロメタン -n- ヘキサン = 3 : 1 の混合溶媒）で分離して，p- メトキシアセ
トフェノン 2c を Rf = 0.40 の成分として単離した。
(3-4) p- シアノベンズアルデヒドトシルヒドラゾン 1d のピリリウム塩光増感酸素化反応による脱保護
光照射管（長さ 200 mm, 直径 28 mm）に p- シアノベンズアルデヒドトシルヒドラゾン 1d (299.9 mg, 1.00
mmol) と過塩素酸 2,4,6- トリフェニルピリリウム (TPPClO4)(61.3 mg, 0.15 mmol) を量りとり，乾燥アセトニ
トリル (50 ml) を加えた。この溶液を超音波洗浄器で 10 分間脱気し , 酸素を 10 分間吹き込んだ後 , 酸素を
通気しながら 2 kW キセノンランプ（フィルター：東芝ガラスフィルター L-39, λ >360 nm）で光照射した。
2 時間光照射を行った後，溶媒を留去し，得られた反応生成物をシリカゲルクロマトグラフィー（シリカゲル：
メルク 60GF254, 展開溶媒 : ジクロロメタン -n- ヘキサン = 4 : 1 の混合溶媒）で分離して，p- シアノベンズ
アルデヒド 2d を Rf = 0.70 の成分として単離した。
(3-5) p- クロロベンズアルデヒドトシルヒドラゾン 1e のピリリウム塩光増感酸素化反応による脱保護
光照射管（長さ 200 mm, 直径 28 mm）に p- クロロベンズアルデヒドトシルヒドラゾン 1e (309.2 mg, 1.00
mmol) と過塩素酸 2,4,6- トリフェニルピリリウム (TPPClO4)(61.3 mg, 0.15 mmol) を量りとり，乾燥アセトニ
トリル (50 ml) を加えた。この溶液を超音波洗浄器で 10 分間脱気し，酸素を 10 分間吹き込んだ後 , 酸素を
通気しながら 2 kW キセノンランプ（フィルター：東芝ガラスフィルター L-39, λ >360 nm）で光照射した。
2 時間光照射を行った後，溶媒を留去し，得られた反応生成物をシリカゲルクロマトグラフィー（シリカゲル：
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メルク 60GF254, 展開溶媒 : ジクロロメタン -n- ヘキサン = 3 : 1 の混合溶媒）で分離して , p- クロロベンズ
アルデヒド 2e を Rf = 0.70 の成分として単離した。
(3-6) ベンジルアセトントシルヒドラゾン 1f のピリリウム塩光増感酸素化反応による脱保護
光照射管（長さ 200 mm, 直径 28 mm）にベンジルアセトントシルヒドラゾン 1f (316.4 mg, 1.00 mmol) と
過塩素酸 2,4,6- トリフェニルピリリウム (TPPClO4)(61.3 mg, 0.15 mmol) を量りとり，乾燥アセトニトリル (50
ml) を加えた。この溶液を超音波洗浄器で 10 分間脱気し，酸素を 10 分間吹き込んだ後，酸素を通気しなが
ら 2 kW キセノンランプ（フィルター：東芝ガラスフィルター L-39, λ >360 nm）で光照射した。2 時間光
照射を行った後，溶媒を留去し，得られた反応生成物をシリカゲルクロマトグラフィー（シリカゲル：メル
ク 60GF254, 展開溶媒 : ジクロロメタン -n- ヘキサン = 2 : 1 の混合溶媒）で分離して，ベンジルアセトン 2f
を Rf = 0.50 ～ 0.70 の成分として単離した。
(3-7) 4- フェニルシクロヘキサノントシルヒドラゾン 1g のピリリウム塩光増感酸素化反応による脱保護
光照射管（長さ 200 mm, 直径 28 mm）にベンジルアセトントシルヒドラゾン 1g (342.6 mg, 1.00 mmol) と
過塩素酸 2,4,6- トリフェニルピリリウム (TPPClO4)(61.3 mg, 0.15 mmol) を量りとり，乾燥アセトニトリル (50
ml) を加えた。この溶液を超音波洗浄器で 10 分間脱気し，酸素を 10 分間吹き込んだ後 , 酸素を通気しなが
ら 2 kW キセノンランプ（フィルター：東芝ガラスフィルター L-39, λ >360 nm）で光照射した。1.5 時間
光照射を行った後，溶媒を留去し，得られた反応生成物をシリカゲルクロマトグラフィー（シリカゲル：メ
ルク 60GF254, 展開溶媒 : ジクロロメタン -n- ヘキサン = 4 : 1 の混合溶媒）で分離して，4- フェニルシクロ
ヘキサノン 2g を Rf = 0.50 ～ 0.80 の成分として単離した。
(3-8) ペンタデカノントシルヒドラゾン 1h のピリリウム塩光増感酸素化反応による脱保護
光照射管（長さ 200 mm, 直径 28 mm）にペンタデカノントシルヒドラゾン 1h (394.4 mg, 1.00 mmol) と過
塩素酸 2,4,6- トリフェニルピリリウム (TPPClO4)(61.3 mg, 0.15 mmol) を量りとり，乾燥アセトニトリル (50
ml) を加えた。この溶液を超音波洗浄器で 10 分間脱気し，酸素を 10 分間吹き込んだ後，酸素を通気しなが
ら 2 kW キセノンランプ（フィルター：東芝ガラスフィルター L-39, λ >360 nm）で光照射した。1.5 時間
光照射を行った後，溶媒を留去し，得られた反応生成物をシリカゲルクロマトグラフィー（シリカゲル：メ
ルク 60GF254, 展開溶媒 : ジクロロメタン -n- ヘキサン = 5 : 3 の混合溶媒）で分離して，ペンタデカノン 2h
を Rf = 0.50 ～ 0.80 の成分として単離した。

4．おわりに
ヒドラゾン類は，チオアセタールやアセタール類と同様にアルデヒドやケトンの保護基として合成反応上
重要な化合物である。その脱保護に関しては冒頭でも述べたように，①遷移金属化合物を使用した酸化的
脱保護反応や還元的脱保護反応（Scheme 3）[4]，②非金属酸化剤を用いた脱保護反応（Scheme 4）[5]，③
電気分解による脱保護反応（Scheme 5）[6]，④オゾン酸化による脱保護反応（Scheme 6）[7]，⑤一重項酸
素酸化による脱保護反応（Scheme 7）[8] など多数の研究例が報告されている。しかし，光化学反応を積極
的に活用して脱保護反応を達成した研究例は，⑤および本研究の電子移動光酸素化反応による方法のみであ
る。⑤の一重項酸素酸化による脱保護反応関しては，一重項酸素の発生の手段としてローズベンガルやメチ
レンブルーなどの光増感剤を使用しているだけであり，本研究で提案している電子移動光酸素化反応反応と
はまったく異なる機構で反応が進行するものである。また，カルボニル基の酸素源も①～③は水や過酸化水
素であり，④はオゾン , ⑤は一重項酸素であり，本研究の三重項酸素とは異なるものである。我々の開発し
た光脱保護反応は，触媒量（15% 程度）のピリリウム塩と無尽蔵にある酸素以外は，化学薬品を使用しな
いため資源の有効利用，人体や自然環境への負荷低減という側面からも有用な反応である。一方，ピリリウ
ム塩は可視光領域に吸収を有するため，太陽光を利用するエコロジカル（グリーン）なヒドラゾン類の光脱
保護反応も可能である。
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