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１．はじめに
近年，数個〜数十個の金属から形成される金属ナノ粒子が従来の均一系・不均一系触媒に代わる新しい触媒系として注
目されており，貴金属については数ナノメートルの金属粒子がさまざまな触媒的カップリング反応に対して高い触媒活性
を示すことが知られている．一方，入手容易な卑金属錯体はナノ粒子の酸化耐性が低いことから，貴金属ナノ粒子と比較
して有機合成反応触媒としての応用が大きく遅れているのが実情である．今回，ナノ粒子合成においてわれわれが最近開
発した有機ケイ素化合物を用いてニッケル錯体を還元することで，触媒活性を示す「非晶質性」ニッケルナノ粒子の合成
に成功した．また，各種基質・配位子を用いてカップリング反応を行う事で触媒活性の発現機構を解明した 1)．

２．芳香族ハロゲン化物を基質とした還元的カップリング反応
ゼロ価金属錯体や金属粉末を用いた芳香族ハロゲン化物を原料とする還元的カップリング反応は，非常に強力な炭素－
炭素結合形成反応の一つである．この反応では，ゼロ価の金属が触媒として作用して生成物を与える一方，ハロゲンに由
来する金属塩を副生するため反応系が不均一となり，触媒活性が低下することが従来から問題となっている．われわれは
これまでに，金属塩を副生を抑制可能な還元剤として有機ケイ素化合物を開発し，触媒反応への応用に関する研究を進め
てきた 2)．その過程で，ニッケル錯体を用いた還元的カップリング反応に応用したところ，高収率で対応するカップリン
グ生成物が得られることを見出した（図１）
．興味深いことに，ニッケル錯体以外を触媒として用いた場合には低収率に
とどまる，もしくは反応が進行しない，など，ニッケル錯体に特異的な反応であることが分かった．

図１．有機ケイ素化合物を還元剤としたニッケル触媒による還元的カップリング反応
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有機ケイ素化合物が還元剤として効率的に作用することから，一般に還元的カップリング反応の触媒として用いられ
る種々の後周期遷移金属錯体との反応を行ったところ，いずれの場合にも還元反応の進行による金属ナノ粒子の形成が確
認された（式１）
．そこで，触媒活性を示したニッケルナノ粒子に関してさらなる解析を行ったところ，通常の金属ナノ
粒子と異なり，
「非晶質性」ナノ粒子であることが明らかとなった．ニッケルナノ粒子の合成に関しては過去にも多数の
報告例がある一方，それらの手法で得られる
ナノ粒子はいずれも結晶性を示すとともに
還元的カップリング反応には触媒特性を示
さないことから，有機ケイ素化合物を用いた
還元反応が特異的に触媒活性を発現するニ
ッケルナノ粒子を与えることが分かった．

３．「非晶質性」ニッケルナノ粒子における触媒活性の発現機構
前項目に記載の通り，
「非晶質性」ニッケルナノ粒子は還元的カップリング反応に活性を示すことから，触媒活性の発
現機構の検証として種々の芳香族ハロゲン化物を基質とした Ullmann カップリング反応を行った．その結果，芳香族ヨウ
化物や芳香族臭素化物は触媒活性を示す一方，芳香族塩化物を基質とした場合には全く活性を示さないことが分かった．
一方，単離した「非晶質性」ニッケルナノ粒子に対して配位子の添加効果を検討した結果，4,4’－ジ（tert-ブチル）ビ
ピリジルを加えることで芳香族塩化物においても触媒反
応が進行することを見出した．同様の現象は「結晶性」
ナノ粒子を用いた場合には確認されない．このように，
「非晶質性」ニッケルナノ粒子を触媒とした反応におい
て配位子の顕著な添加効果が見られることから，
「非晶質
性」ニッケルナノ粒子から反応活性なゼロ価ニッケル種
が放出されることで基質と反応し，特に，4,4’－ジ（tertブチル）ビピリジルを添加した場合にはゼロ価ニッケル
種と反応して高活性なニッケル錯体が形成し，芳香族塩
化物を基質とした場合においてもカップリング反応が進
行するものと考えている（図２）
．一方，
「結晶性」ニッ
ケルナノ粒子を用いた場合には，その高い結晶性に由来
してゼロ価ニッケル種の放出が無く，触媒活性を全く示
さない．このように，
「非晶質性」に由来してナノ粒子が
活性化学種の reservoir としての作用し，効率的に触媒

図２．「非晶質性」ニッケルナノ粒子による触媒活性の発現機構

反応を進行させることを初めて明らかとした．

４．今後の展望
有機ケイ素還元剤を用いた金属錯体の還元法の中でも，特に卑金属に着目して触媒活性を検討する中で「非晶質性」を
示すニッケルナノ粒子の生成と特異的な触媒機能発現を見出した．ニッケルナノ粒子自体が触媒活性を示す化学種の可逆
的な放出と吸蔵を繰り返すことで触媒活性を発現する本触媒系は，卑金属ナノ粒子触媒の新しい設計指針となる非常に興
味深い成果であると考えている．このように，還元方法によりナノ粒子の結晶性を巧みに制御することで，従来とは大き
く異なる反応性を発現する新規ナノ触媒の開発が可能になると期待している．
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