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電子供与性配位子を有する新規高機能鉄触媒の開発

*伊　藤　淳　一*

Development of New Iron Catalysts with Highly Electron Donating Ligands

*Jun-ichi	ITO*

	 Fe	complexes	have	been	extensively	studied	for	the	development	of	homogeneous	catalysis,	since	Fe	is	
abundant	natural	resource	and	its	low	toxicity.	This	work	studied	preparation	and	catalytic	application	of	
Fe	complexes	containing	electron	donating	polydentate	ligands.	In	this	context,	N-heterocyclic	carbenes	
(NHC)	 were	 introduced	 into	 ligand	 frameworks	 because	 of	 their	 strong	 electron-donating	 ability	 and	
formation	of	a	thermodynamically	strong	metal-ligand	bond	to	resist	toward	decomposition.	Deprotonation	
of	bis(imidazoliumyl)amine	salt	with	lithium	hexamethyldisilazide	followed	by	treatment	with	FeI2(thf)2	
or	Fe[N(SiMe3)2]2	gave	CNC-Fe	complexes	containing	the	tridentate	ligand.	Molecular	structures	of	CNC-
Fe	complexes	showed	a	distorted	tetrahedral	geometry.	Catalytic	activity	of	CNC-Fe	complexes	was	evaluated	
by	hydrogenation	of	alkenes.	Reaction	mechanism	was	investigated	by	density	functional	theory	(DFT)	
calculations,	which	suggested	that	a	monohydride	species	with	triplet	state	might	be	an	active	intermediate.	
We	also	study	preparation	of	NHC	ligand	precursors	containing	silyl	protected	hydroquinone	moieties	as	
new	redox	active	ligand.	Reaction	of	NHC	ligand	precursor	with	LiHMDS	followed	by	treatment	with	
Fe[N(SiMe3)2]2	resulted	in	the	formation	of	mononuclear	NHC-Fe	amido	complex.	Following	deprotection	
of	silyl	groups	on	the	ligand	framework	by	the	reaction	with	Ph3SiOH	gave	the	corresponding	dinuclear	
Fe	complex.

2021年3月5日　受理
*	豊田理研スカラー
	 名古屋大学大学院工学研究科有機・高分子化学専攻

電子供与性配位子を有する新規高機能鉄触媒の開発

 
 

図 １．CNC-Fe 錯体の合成 
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Fe complexes have been extensively studied for the development of homogeneous catalysis, since Fe is 

abundant natural resource and its low toxicity. This work studied preparation and catalytic application of Fe 
complexes containing electron donating polydentate ligands. In this context, N-heterocyclic carbenes (NHC) 
were introduced into ligand frameworks because of their strong electron-donating ability and formation of a 
thermodynamically strong metal-ligand bond to resist toward decomposition. Deprotonation of 
bis(imidazoliumyl)amine salt with lithium hexamethyldisilazide followed by treatment with FeI2(thf)2 or 
Fe[N(SiMe3)2]2 gave CNC-Fe complexes containing the tridentate ligand. Molecular structures of CNC-Fe 
complexes showed a distorted tetrahedral geometry. Catalytic activity of CNC-Fe complexes was evaluated 
by hydrogenation of alkenes. Reaction mechanism was investigated by density functional theory (DFT) 
calculations, which suggested that a monohydride species with triplet state might be an active intermediate. 
We also study preparation of NHC ligand precursors containing silyl protected hydroquinone moieties as new 
redox active ligand. Reaction of NHC ligand precursor with LiHMDS followed by treatment with 
Fe[N(SiMe3)2]2 resulted in the formation of mononuclear NHC-Fe amido complex. Following deprotection of 
silyl groups on the ligand framework by the reaction with Ph3SiOH gave the corresponding dinuclear Fe 
complex. 

 

 

１．緒言 

有機化合物は様々な材料を提供するとともに、医薬品、農薬、電子材料ならびに高分子化合物などの機能性材料の原

料として重要である。特に金属触媒は有機化合物を効率的に合成するための重要なツールである。一般的には触媒として

Ru、Rh、Ph および Pt などの貴金属が汎用されてきた。しかし、貴金属の資源量は少なく、産出地が限られているなどの

問題がある。したがって、Fe や Mn など天然に豊富に存在する 3d 金属(第一遷移系列金属)を用いた触媒開発が求められ

てきた。実際、種々の配位子を用いた還元反応および炭素―炭素結合形成反応などの触媒反応に活性な Fe 触媒が報告さ

れている。1 一般的に、Fe と配位子の結合力は比較的弱いため Fe 触媒分子は分解しやすく、貴金属触媒よりも多くの触

媒量を必要とする。また、Fe などの 3d 金属は 1 電子移動を伴う酸化還元を受けやすいことから、反応の制御が困難にと

なる場合がある。そこで本研究では N-ヘテロ環状カルベンを基盤とす

る電子供与性三座配位子を有する Fe 錯体を構築することにより、金属

の電子密度の向上、触媒の耐久性の向上ならびに精密な電子状態の制

御による高活性な Fe 触媒の開発を目的とした。N-ヘテロ環状カルベン

(NHC)は強い電子供与性配位子であるので、複数の NHC を配位子骨格

に導入することで金属の電子密度が高められ、触媒活性が向上するも

のと期待した。同時に、複数の酸化還元活性部位を導入し多段階の電

子移動を可能にすることにより、金属の電子密度を精密に制御する手

法について検討した。 
  

２．結果と考察 

A. CNC-鉄錯体 2 ビスイミダゾリウム塩 (1a, 1b) を配位子前駆体に

用いて、ビス（NHC）鉄錯体の合成を検討した(図１)。化合物 1a に

LiN(SiMe3)2 (LiHMDS)を 3.2 等量反応させるとビス NHC リチウム 
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図１　CNC-Fe錯体の合成．
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図 ２．CNC-Fe 錯体によるアルケンの水素化 

図 3．ヒドロキノン含有 NHC 配位子と鉄錯体の合成 

塩 (CNCiPr)Li(2a) が生成することを NMR で確認した。そこで、

反応系中で発生させた 2a に FeI2(thf)2 を作用させると、目的の鉄

錯体 3a を収率 34%で得られた。一方、より立体障害の小さいメチ

ル基をイミダゾリウムに有する配位子前駆体 1b を用いた場合、反

応系中で発生させたビスNHCリチウム塩と鉄塩 (FeCl2, FeI2(thf)2)
との反応から目的の鉄錯体を得ることができなかった。そこで、

反応条件を検討したところ、鉄アミド錯体 (Fe[N(SiMe3)2]2)が適し

ていることがわかった。化合物 1b に 3.2 等量の LiHMDS を作用さ

せ、続いて Fe[N(SiMe3)2]2 を反応させることにより、対応する鉄

アミド錯体 5b を収率 68%で得た。同様な反応により iPr 基を有す

る鉄アミド錯体 5a を収率 37％で合成した。錯体 3a、5a および 5b
は単結晶Ｘ線構造解析により歪んだ四面体構造を取ることを明ら

かにした。また、これらの錯体は常磁性である。エバンス法で求

めた有効磁気モーメントeff は 4.7 - 5.0 B であり、S = 2 に相当す

ることがわかった。 
続いて、鉄錯体の触媒機能をアルケンの水素化により評価した

(図２(a))。スチレンの水素化ではアミド錯体 5b がより高い活性を

示すことがわかった。HB(pin)を添加すると反応速度が向上し、触媒回転数は 850 回となった。基質には 1,1-二置換アル

ケンおよび cis-アルケンを用いることが可能であるが、trans-アルケンでは反応が進行しなかった。従来の高活性鉄触媒

と比較すると、錯体 5b の触媒活性は低い結果となった。これは触媒の立体障害に起因するものと考えられる。また、触

媒の反応機構を DFT により解析した(図２(b))。その結果、モノヒドリド中間体 A へのアルケンの挿入によりアルキル中

間体 B が形成し、水素化分解により生成物を与える経路が見つかった。また、各段階の活性化エネルギーを３重項と５

重項で比較すると、３重項の方が低いことが明らかになった。 
B. ヒドロキノン含有 NHC 配位子

を有する鉄錯体 酸化還元活性部

位としてヒドロキノンを導入した

配位子を設計・合成した(図３)。ま

ず、ヒドロキノン部位をシリル基で

保護した配位子前駆体 6 を合成し、

種々の鉄塩との反応により鉄錯体

の合成を試みた。その結果、

Li[N(SiMe3)2]によりカルベンを発

生させ、続いて Fe[N(SiMe3)2]2を反

応させることにより、単核アミド錯

体 7 を合成した。錯体 7 は単結晶

X 線構造解析により三角平面構造

であることがわかった。次に、シ

リル基の脱保護による三座配位型への変換を検討した。錯体 7 にシラノールを反応させると、一部のシリル基の脱離によ

り二座配位型の二核鉄錯体 8 が得られた。ここでは、シラノールとアミド配位子との間で配位子交換が起こりシラノラー

ト錯体となり、シラノラートがシリル基を攻撃することにより、錯体 8 が生成したのものと考えられる。 
 
３．結言 

本研究では、電子供与性である NHC 配位子を用いた新規鉄錯体の合成を検討した。ビス NHC アミド配位子を有する

鉄錯体を合成し、アルケンの水素化に触媒活性を有することを見出した。また、酸化還元活性部位を有する NHC 配位子

とその鉄錯体を合成した。今後、これまでの知見を活かし、鉄錯体の触媒反応への応用を検討する。 
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