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Ambident reagents have two reactive sites, which conjugate each other. The ambident reagents are classified 

in nucleophile and electrophile. In both cases, the reaction with ambident reagents possibly give two different 
products. When the reaction between nucleophilic and electrophilic ambident reagents is carried out, four 
compounds are possible. In this research, the author tried to obtain one of those four compounds, which has 
never been synthesized before. The reaction between cyanide (ambident nucleophile) and allylation reagent 
(ambident electrophile) was selected as a model reaction. Among the four possible product, linear allylic nitrile 
and isonitrile have been already reported. The author successfully obtained branched allylic isonitrile for the 
first time, which is the third compound from this combination. The b/l ratio of isonitriles was up to 1/1.   

  

１．緒言 

共役する二つの反応点を有する化学種は「アンビデントな反応剤」として知られており，その反応点に応じて２種類

の生成物を生じる．その化学選択性を精密に制御することは，有機合成化学における重要な課題の一つと認識されてい

る 1．求核剤と求電子剤の双方にアンビデントな反応剤を用いた反応では，４種類の生成物が得られる可能性がある．

もし，これら４種類の化合物の精密な作り分けを実現できれば，狙った有機材料や欲しい有機構造体を自由自在に合成

する「有機合成化学」における有力な方法論になることは疑いがない．このような背景のもと，筆者は反応条件の大ま

かな変更のみでこれら４種類の生成物の完全な作り分けを実現することを目的に研究に着手した．アンビデントな求核

剤であるシアニドとアンビデントな求電子剤であるアリル化剤との反応では，直鎖型および分岐鎖型のアリルニトリ

ル，および，アリルイソニトリルが潜在的な生成物として生じうる（図１）．これらのうち，直鎖型のアリルニトリル
2，および，アリルイソニトリル 3についてはすでにその合

成報告例が存在する．本研究では，これまで合成例のない

２種類の分岐鎖型生成物のうち，より合成の困難な分岐鎖

型のアリルイソニトリルの合成法の確立を目指した． 

種々の反応条件を詳細に検討することで，銀触媒を用い

ることで分岐鎖型アリルイソニトリルの収率を 43%に，生

成比率を 50%にまで向上させることに成功した． 

  

２．触媒的アリル位イソシアノ化反応における触媒前駆体の影響 

シンナミルリン酸ジエチル 1 とシアン化トリメチルシリルとの反応をモデルとし，種々の遷移金属触媒前駆体を用いた

場合の分岐鎖型アリルイソニトリル 2 と直鎖型アリルイソニトリル 3 の収率，および，その生成比率を評価した(図

2)．触媒前駆体として，Pd(OAc)2を用いた場合には目的とする 2 は全く得られず，3 のみがほぼ定量的に得られる 3．同

一周期に存在する Ru 塩や Rh塩を触媒とした場合その反応効率は大きく低下し，いずれの生成物もほとんど得られなか

った．一方，銀塩を用いた場合には 2，3 ともに 43% の収率で得られ，その生成比率は 1/1まで向上した． 

 

＊所属 北海道大学大学院工学研究院応用化学部門 

図 １．シアニドとアリル化剤との反応における潜在的生成物 
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	 Ambident	 reagents	have	 two	 reactive	 sites,	which	 conjugate	 each	other.	The	 ambident	 reagents	 are	
classified	in	nucleophile	and	electrophile.	In	both	cases,	the	reaction	with	ambident	reagents	possibly	give	
two	different	products.	When	 the	 reaction	between	nucleophilic	and	electrophilic	ambident	 reagents	 is	
carried	out,	 four	compounds	are	possible.	 In	 this	 research,	 the	author	 tried	 to	obtain	one	of	 those	four	
compounds,	which	has	never	been	synthesized	before.	The	reaction	between	cyanide	(ambident	nucleophile)	
and	allylation	reagent	(ambident	electrophile)	was	selected	as	a	model	reaction.	Among	the	four	possible	
product,	linear	allylic	nitrile	and	isonitrile	have	been	already	reported.	The	author	successfully	obtained	
branched	allylic	isonitrile	for	the	first	time,	which	is	the	third	compound	from	this	combination.	The	b/l	
ratio	of	isonitriles	was	up	to	1/1.

図１　シアニドとアリル化剤との反応における潜在的生成物．
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本反応は遷移金属塩だけでなく，典型元素

である Zn 塩や In塩を用いた場合にも進行す

るが，その収率，生成比率は銀塩を用いた場

合と比較して遠く及ばなかった．これらの反

応ではいずれの場合も，対応するニトリルは

全く副生しなかった．通常，シアニドの炭素

末端は窒素末端と比較して大きな HOMO の軌

道を有しており，多くの求電子剤と炭素末端

側で優先的に反応する．一方，金属塩共存下

ではその炭素末端が金属中心と強く相互作用

するため，その反応性が顕著に低下し，窒素

末端での反応が選択的に進行したと考えられる。 

 

３．金属塩の違いによる選択性の発現への考察 

上述のように，触媒として用いる金属塩を変更することで，アリル位イソシアノ化反応の位置選択性が顕著に変化す

る．この現象について明らかにするために触媒活性種の同定を試みた．Pd(CN)2，AgCN に対し過剰量のシアン化トリメ

チルシリルを作用させ，上澄み液の ESI-MS測定を行うと，陰イオン検出モードにて前者では[Pd(CN)3]–，後者では

[Ag(CN)2]–に該当するピークが観測された．このことから，Pd,Ag塩それぞれが反応系中でシアン化トリメチルシリルと

反応し，シリルシアノメタラート錯体(Me3Si)[Pd(CN)3], 

(Me3Si)[Ag(CN)2]を形成していると推測される．これまでの

研究で，アリル位イソシアノ化反応は SN1型の置換反応で進

行していることが明らかとなっている．これらの知見をもと

に以下に想定される反応機構を示す（図 3）． 

金属シアニドとシアン化トリメチルシリルから触媒活性

種であるシリルシアノメタラート錯体が生じる．この錯体の

ケイ素部位が Lewis酸としてアリル化剤 1 を活性化し，対応

するアリルカチオン中間体 A を生じる．この中間体にシアノ

メタラートが窒素求核剤として反応することで，対応する 2

および 3 がそれぞれ生じる．金属塩の違いにより選択性に差

が生じたのは，シアノメタラートをカウンターアニオンとす

る中間体 A から生成物が生じたためであると考えられる．実

際，同様の中間体を経由する Friedel–Crafts型アリル化反応

においても用いる金属触媒に応じて位置選択性が変化することを見出しており，本推測の妥当性が支持される 4． 

 

４．結言 

筆者は，用いる金属前駆体を適切に選択することで２種類のアンビデントの化学選択性を精密に制御し，従来合成が

困難であった分岐鎖型アリルイソニトリルの選択的合成法の実現に向けた重要な知見を得ることに成功した．また本研

究に関連して，分岐鎖型アリル位イソシアノ化反応とオレフィンの異性化の連続反応によるビニルイソニトリルの触媒

的合成法も見出しており，そちらについても現在精力的に研究を進めている 5． 
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図 3．触媒的アリル位イソシアノ化反応の推定反応機構 

図 2．触媒的アリル位イソシアノ化反応における金属触媒の添加効果 
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図２　触媒的アリル位イソシアノ化反応における金属触媒の添加効果．

図３　触媒的アリル位イソシアノ化反応の推定反応機構．
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