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りでなく、実用化に耐え得る高効率的で経済的な合成反応の開発が行われている 1。中でも、触媒的エステ
は、農薬や、香料、医薬品、液晶材料などの付加価値の高い有機化合物を合成するうえで、重要であるばか
ル交換反応（アシル基変換反応）は工業的に容易に入手できるメチルエステルなどの低級エステルから高
りでなく、実用化に耐え得る高効率的で経済的な合成反応の開発が行われている 1。中でも、触媒的エステ
級エステルを合成することが可能であるため、従来から活発な研究が行われてきた。しかしながら、立体
ル交換反応（アシル基変換反応）は工業的に容易に入手できるメチルエステルなどの低級エステルから高
的に嵩高い第三級アルコールや求核性の低いフェノール誘導体などを用いたエステル交換反応は非常に困
級エステルを合成することが可能であるため、従来から活発な研究が行われてきた。しかしながら、立体
難であり、高活性を示す触媒の開発が強く求められている。このような研究背景において、本研究では、
的に嵩高い第三級アルコールや求核性の低いフェノール誘導体などを用いたエステル交換反応は非常に困
生体内でエステル交換反応等の代謝を担う金属酵素の活性部位において、マンガンなどの卑金属のアルコ
難であり、高活性を示す触媒の開発が強く求められている。このような研究背景において、本研究では、
キシ架橋複核錯体が触媒として働いていることに着目し、これらの卑金属の新規アルコキシ架橋複核金属
生体内でエステル交換反応等の代謝を担う金属酵素の活性部位において、マンガンなどの卑金属のアルコ
錯体を触媒として用いることにより、第三級アルコールおよびフェノールのエステル交換反応に優れた触
キシ架橋複核錯体が触媒として働いていることに着目し、これらの卑金属の新規アルコキシ架橋複核金属
媒系を創出することを目的とした。
錯体を触媒として用いることにより、第三級アルコールおよびフェノールのエステル交換反応に優れた触
上記の目的のもと、種々のアルコキシ架橋キュバン型四核錯体と含窒素二座配位子を組み合わせた触媒
媒系を創出することを目的とした。
系を検討することにより、反応系中で二核金属錯体が生成し、第三級アルコールを用いたエステル交換反
上記の目的のもと、種々のアルコキシ架橋キュバン型四核錯体と含窒素二座配位子を組み合わせた触媒
応が効率的に進行することを見出した。また、本触媒系が第三級アミドのエステル化反応においても触媒
系を検討することにより、反応系中で二核金属錯体が生成し、第三級アルコールを用いたエステル交換反
活性を示すことを見出し、量子科学計算により、鍵となる遷移状態の構造を明らかにした 2。
応が効率的に進行することを見出した。また、本触媒系が第三級アミドのエステル化反応においても触媒
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ミド化合物のエステル化反応に対して高い活性を示すことを見出している 3。今回、種々のキュバン型四核
我々はこれまでに、第一遷移金属のアルコキシ架橋キュバン型四核錯体 1M (M = Mn, Fe, Co, Ni, Cu) がア
錯体 1M と 2,2’-ビピリジン (BPY) を組み合わせた触媒系による、メチルエステルと第三級アルコールであ
ミド化合物のエステル化反応に対して高い活性を示すことを見出している 3。今回、種々のキュバン型四核
るアダマンタノールを用いた触媒的エステル交換反応を検討したところ、マンガンを有する錯体 1Mn が最
錯体 1M と 2,2’-ビピリジン (BPY) を組み合わせた触媒系による、メチルエステルと第三級アルコールであ
るアダマンタノールを用いた触媒的エステル交換反応を検討したところ、マンガンを有する錯体 1Mn が最
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も高い活性を示した（Table 1, entries 1も高い活性を示した（Table 1, entries 15）
。触媒量を 5 mol% から 2 mol% に低
5）
。触媒量を 5 mol% から 2 mol% に低
減させ、さらに含窒素二座配位子のスク
減させ、さらに含窒素二座配位子のスク
リーニングを行ったところ、2,2’-ビピリ
リーニングを行ったところ、2,2’-ビピリ
ジ ン よ り も 1,10- フ ェ ナ ン ト ロ リ ン
ジ ン よ り も 1,10- フ ェ ナ ン ト ロ リ ン
(Phen)の方が高い活性を示した（entries
(Phen)の方が高い活性を示した（entries
6 vs 7）
。そこで、種々の 1,10-フェナント
6 vs 7）
。そこで、種々の 1,10-フェナント
ロリン誘導体を配位子として添加した
ロリン誘導体を配位子として添加した
ところ、4,7-位に Ph 基を有するバソフェ
ところ、4,7-位に Ph 基を有するバソフェ
ナントロリン (Ph-Phen) が最も高い収
ナントロリン (Ph-Phen) が最も高い収
率（80%）で目的のエステルを与えた
率（80%）で目的のエステルを与えた
(entries 7-10)。
(entries 7-10)。
錯体 1Mn と Ph-Phen を組み合わせた系
錯体 1Mn と Ph-Phen を組み合わせた系
を最適条件として、基質適用範囲の検討
を最適条件として、基質適用範囲の検討
を行った（Table 2）
。本触媒系は、沸点が
を行った（Table
2）
。本触媒系は、沸点が
t
低い BuOH や複雑な構造を有する第三
t
低い BuOH や複雑な構造を有する第三
級アルコールについても適用可能であ
級アルコールについても適用可能であ
り、第二級、第一級アルコールを用いた
り、第二級、第一級アルコールを用いた
場合は高収率で目的生成物を与えた。ま
場合は高収率で目的生成物を与えた。ま
た、基質であるエステルにはハロゲンや
た、基質であるエステルにはハロゲンや
電子求引基を有する基質においても中程
電子求引基を有する基質においても中程
度の収率で目的生成物を与えた。より安
度の収率で目的生成物を与えた。より安
定な脂肪族エステルを用いた場合は中程
定な脂肪族エステルを用いた場合は中程
度の収率に留まったが、対応する生成物
度の収率に留まったが、対応する生成物
が得られた。
が得られた。
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Table 1 Screening of Catalysts and N^N-bidentate Ligant

Table 2 Substrate Scope
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我々はこれまでに、錯体 1Mn と含窒素二座配位子を組み合わせた触媒系が安定なアミド化合物のエステ
我々はこれまでに、錯体 1Mn と含窒素二座配位子を組み合わせた触媒系が安定なアミド化合物のエステ
ル化に対しても高い触媒活性を示すことを見出しており、速度論解析から二核錯体が触媒活性種であるこ
ル化に対しても高い触媒活性を示すことを見出しており、速度論解析から二核錯体が触媒活性種であるこ
とを明らかにしている 3。今回、その反応メカニズムを明
とを明らかにしている 3。今回、その反応メカニズムを明
らかにするために量子科学計算による反応経路探索を行
らかにするために量子科学計算による反応経路探索を行
った。その結果、2 つのマンガンが基質であるアミドとア
った。その結果、2 つのマンガンが基質であるアミドとア
ルコールを協働的に活性化する遷移状態が得られ
ルコールを協働的に活性化する遷移状態が得られ
（Figure 1）、その活性化自由ギブズエネルギーはおよそ
（Figure 1）、その活性化自由ギブズエネルギーはおよそ
33 kcal/mol で あ り 、 速 度 論 解 析 か ら 得 ら れ た 値
33 kcal/mol で あ り 、 速 度 論 解 析 か ら 得 ら れ た 値
32.6±1.5 kcal/mol と良く一致することから、2 つのマンガ Figure 1 Structures of Transition State for Esterification of tert-Amide
32.6±1.5 kcal/mol と良く一致することから、2 つのマンガ
ンが関与する反応機構の妥当性が示された。
ンが関与する反応機構の妥当性が示された。

４． まとめ
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本研究では、卑金属のアルコキシ架橋二核錯体が、エステルやアミドの変換反応に高い触媒活性を示す
本研究では、卑金属のアルコキシ架橋二核錯体が、エステルやアミドの変換反応に高い触媒活性を示す
ことを、速度論解析および量子科学計算により明らかにした。今後、系中で異種二核金属錯体を発生させ
ことを、速度論解析および量子科学計算により明らかにした。今後、系中で異種二核金属錯体を発生させ
る手法を確立することで、さらなる触媒活性の向上を目指す。
る手法を確立することで、さらなる触媒活性の向上を目指す。
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