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1. 背景
非対称ジスルフィドは, 食品の香気成分や抗真菌薬, 抗血栓剤などの医薬品候補化

合物にみられる重要な化学種である(Figure１)(1). しかし, 既存の合成法は, 量論量
の酸化剤や貴金属触媒, 基質の事前活性化が必要であるなど, 廃棄物が多く生成す
る上, 高価な試薬と労力を必要とするプロセスであるため, より効率的な新規合成
手法の開発が望まれている(2).

最近, 筆者の研究グループにおいて, Na-X ゼオライトをはじめとする塩基を触媒

として添加することで, チオールとジスルフィドの交換反応が効率的に進行し, 非

対称ジスルフィドを良好な収率で与えることを報告している(3). 本反応は, 対称・非

Figure 1 Useful Unsymmetrical Disulfides

対称ジスルフィド合成において, これまでほとんど利用されることが無かった, 活性化されていないジスルフィドをジス

ルフィド化剤として利用可能にしたという点で学術的に重要な意義を持つ. この特徴のため, 活性化されたジスルフィド

化剤を調製するために必要な試薬・工程が不要になり, 副生するチオール類は容易に再利用が可能になる. また, この性
質は, 産業利用に際しても極めて有利である. このように, 本反応は, 学術的・産業的に興味深い重要な性質を持ってい

るが, 基質適用範囲や反応機構についての検討・調査が十分進んでいない状況にあった. そこで本研究では, 特に, この
チオール－ジスルフィド交換反応の基質適用範囲の検討および無触媒で進行するジスルフィド基質との反応機構解析を
中心に検討を行った.本稿ではその結果について報告する.

2. 実験結果
基質適用範囲の検討では, 空気雰囲気中, 室温下において, EtOH 溶媒中, Na-X (100 mg)を触媒として用い, DMDS と各種

チオール類との交換反応を実施した (Table 1). その結果, 水酸基やエステル基を有する第一級, 第二級チオール類で速や

かに反応が進行し目的生成物を与えた(69–90%収率). また, 嵩高い第三級チオールを基質とした場合, 反応温度を 50℃ま

で上げることで良好な収率で目的生成物が得られた(88%). また, チオフェノール類に関しては, メトキシ基やクロロ基
を有する基質でも反応が良好に進行したが, 電子不足チオフェノール類やチオカルボン酸を用いた場合には, 収率が大き
く低下, もしくは目的生成物が得られなかった. また, パラ位にアミノ基を有するチオフェノール類は, 反応条件下にお

いて不溶性の生成物を生じたため, 収率が大きく低下した.
＊所属 九州大学大学院 理学研究院 化学部門

2020 年 3 月 4 日 受理
* 豊田理研スカラー

九州大学大学院理学研究院化学部門

塩基触媒を用いたチオール－ジスフィド交換反応

197

Table 1 Thiol Substrate Scope for Na-X-catalyzed Thiol-Disulfide Exchange Reactiona,b

次に, 無触媒で反応が進行する基質の必要条件についての構造活性相関を調べた(Table 2).ジスルフィドとして bis(2-

hydroxyethyl)disulfide を基質として用いると, 触媒非存在下の条件でも反応が進行することをこれまでに明らかにしてい

る. ここでは, 水酸基の有無や他のプロトン性官能基, および炭素鎖の異なるジスルフィドについて検討を行った(Table

2). その結果, 水酸基を両方ともメトキシ基に変換したジスルフィド基質や炭素鎖を伸ばした 3-ヒドロキシプロピル基を
有する対称ジスルフィド, およびプロトン性官能基としてアセトアミド基を有する対称ジスルフィドを用いた場合では

目的生成物は得られなかった. その一方で, 片側のみメトキシ基にしたジスルフィドを使用した場合, 交換反応が進行し,
二種類の交換反応生成物が同定度の収率で得られた. また, これらの結果から, この無触媒反応では 2-ヒドロキシエチル
基の存在が必須であることがわかる. 触媒を必要とする反応機構としては, 塩基によるチオール求核剤の活性化と続く求

電子剤 S 原子への攻撃により進行する機構を提案しているが (Scheme 1a), 無触媒反応機構の場合, Scheme 1b に示すよう
に分子内での水酸基による分子内水素結合によって脱離基となるＳ原子が活性化され, チオールからの求核攻撃が容易
に進行する機構であると推測される.

Table 2 Control Experiments for Uncatalyzed Exchange Reaction

Scheme 1 Proposed Mechanism
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