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As represented by cross-coupling, a number of methodologies for construction of carbon–carbon and 
carbon–heteroatom bonds have been established. However, many of such transformations are limited to the 
intermolecular coupling. We envisioned that the intramolecular coupling of organosulfur compounds via 
extrusion of sulfur fragments should be a new strategy for the synthesis of functional molecules. In the 
present study, intramolecular desulfitative coupling of diaryl sulfones into the corresponding biaryls has been 
developed with the aid of nickel-NHC (N-heterocyclic carbene) catalysts.  

  

 

１．緒言 

有機化学の勃興以降、数多くの炭素–炭素結合構築法が開発されてきた。特に 2010年にノーベル化学賞を受賞したクロ
スカップリング反応をはじめ、分子間の炭素–炭素結合構築は確立された手法と言っても過言ではない。一方、既成の分
子を自在に切断し望みの化合物に作り変える、いわば「分子リビルド」は未開拓の研究領域である。分子内の結合を選択

的に切断し異なる分子へ再構築する手法の開発は、炭素資源の有効活用という観点からも非常に重要な研究課題だと言え

よう。 
そのような分子変換として我々は、亜硫酸（SO2）ガスの脱離を伴うスルホン類の分子内カップリングに注目した。ジ

アルキルスルホンの脱亜硫酸を伴う分子内カップリングである Ramberg–Bäcklund反応（1）は広く知られた分子変換であ
るが、ジアリールスルホンからビアリールを得る分子内カップリングはこれまで例がなかった。ジアリールスルホンを原

料とする分子内カップリングを開発することができれば、環状ジアリールスルホン類へそれを適応することで、多環式の

π共役化合物を合成する新たなルートが構築できると考えた。 
上記目的のもと、まずジアリールスルホンからビアリールを得る脱亜硫酸型分子内カップリングを開発することとした。

検討の結果、強固な炭素–硫黄結合の切断に有効であることが知られるニッケル–N-ヘテロ環カルベン錯体を触媒として用
いることで、目的の分子内カップリングが進行することを明らかにした（2）。 
  

２．反応条件の最適化 

非対称ジアリールスルホンである、2-ナフチル 2-キノリルスルホン（1）を出発原料とし、脱亜硫酸型分子内カップリ
ングの反応条件の最適化を行った。20 mol%のビス(1,5-シクロオクタジエン)ニッケルと、配位子として IMes（対応する
塩酸塩とナトリウム tert-ブトキシドから系中で発生）を用い、トルエン溶媒中、150 °Cの油浴で 15時間加熱したところ、
目的のビアリール 2が 65%（NMR収率）得られた（図 1上）。さらなる条件検討を行い、カルベン配位子として L1、溶
媒としてエチルベンゼン/トルエン混合溶媒が最適であることを明らかにした。また、系中で亜硫酸により酸化されたニ
ッケル触媒を還元するべく 1当量のマグネシウムを添加し反応を行ったところ、目的物の NMR収率は 81%まで向上し、
単離収率 71%で目的物 2が得られた（図 1下）。 
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図 1. ジアリールスルホン 1を用いた脱亜硫酸型分子内カップリング反応の条件最適化 

 

３．他のジアリールスルホンへの展開 

上記の最適条件を用いて、様々な非対称ジアリールスルホンに対する脱亜硫酸型分子内カップリングを試みた（図 2）。
シアノ基やエトキシカルボニル基などの官能基も損なうことなく、目的のビアリールが中程度の収率で得られた。また、

2-ナフチル 1-イソキノリルスルホンからは目的物が 80%の収率で得られた。一方、2-キノリル基でなく 2-ピリジル基が
置換したジアリールスルホンを用いた場合には、収率は 22%まで低下するものの目的物を得ることができた。 
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図 2. 非対称ジアリールスルホンに対する脱亜硫酸型分子内カップリング 

 

また、化学量論量のニッケル錯体を必要とするものの、ジ（2-ナフチル）スルホン 3に対する脱亜硫酸型分子内カップ
リングも進行し、目的の 2,2'-ビナフチルが 50%の収率で得られた（図 3）。 
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図 3. ジ（2-ナフチル）スルホンに対する脱亜硫酸型分子内カップリング 

 
４．結言 

本研究では、ニッケル–N-ヘテロ環カルベン錯体を触媒として用いることで、亜硫酸ガスの脱離を伴うジアリールスル
ホン類の分子内カップリングを達成した（2）。今後は、開発した分子内カップリング法を環状ジアリールスルホン類へ適
用することで、多環式の π共役化合物を合成するルートの開拓を目指す。 
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