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夢の反応を目指して

　私たちの身の回りは、医薬品や合成繊維などを
はじめとした有機化合物であふれている。これら
の有機化合物がどのようにつくられているか、考
えたことはあるだろうか。これら有機化合物のつ
くりかたを考える学問が有機合成化学である。
　一般に有機合成化学において、ある分子の合成

方法や官能基変換の方法を開発することは、効率
よく無駄ない合成を目指すという点において重要
である。しかし、それは一筋縄ではいかない。
　その例として、ベンゼンから安息香酸を合成す
ることを考えよう。ベンゼンから安息香酸を合成
するには多段階の反応を経る必要があり、その過
程で安息香酸以外に副生成物として臭化水素やマ
グネシウム塩などが生成する（図１）。この方法は
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ベンゼンをブロモベンゼンに変換した後、マグネシウムを加える。その後二酸化炭素と反応させ、強酸を加えることで安息香酸が生成する。

図１　ベンゼンからの安息香酸の合成
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手間がかかり、目的生成物以外の廃棄物を大量に
生成する。つまり、効率があまり良くないのだ。
　読者の中には、構造式から安直にベンゼンに二
酸化炭素を反応させれば安息香酸を作れるだろう
と思う人もいるかもしれないが、このやり方はう
まくいかない。ベンゼンと二酸化炭素はともに反
応性に乏しいので、この2つを直接反応させるこ
とはとても難しいのだ。だが、もしもベンゼンと
二酸化炭素を直接反応させることができたら、反
応の段階が1段階であるため手間は少なく、また
生成する廃棄物はより少なくなるだろう。そのた
め、反応としてはとても理想的であり、反応性に
乏しい2つの物質を反応させることができれば学
術的にも画期的である。
　このような反応を実現するにはどうしたらよい
だろうか。その方法の1つに、遷移金属錯体を利
用するというものがある。遷移金属錯体は金属原
子と配位子からなっており、それらを選んで組み
合わせることによって多種多様な性質を示す。
　岩澤・鷹谷研究室では、この遷移金属錯体を用
いて高効率な新しい反応の開発を日々行なってい
る。アルキンの活性化、二酸化炭素の固定化、触
媒的な多環性複素環の合成や、開発した反応を生
かした天然有機化合物の合成などその研究内容は
多岐にわたる。その中でも本稿では「遷移金属錯
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図２　フェニルボロン酸エステル
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図３　Rh触媒を用いたボロン酸エステルのカルボキシ化サイクル

体を用いて二酸化炭素を触媒的に固定化する」反
応と「ボロン酸エステルの自己組織化」反応に焦
点をあててその研究内容に触れていく。

触媒的な二酸化炭素の固定化

　二酸化炭素を固定化するとは、分子の中に二酸
化炭素をカルボキシ基 (-COOH)の形で取り込む
ことである。このような反応の例として、フェノー
ルと二酸化炭素を用いたサリチル酸の合成があげ
られる。この反応では、フェノールのヒドロキシ
基の隣の炭素-水素結合に二酸化炭素が入り込み
カルボキシ基が生じる。これは、フェノールに二
酸化炭素が固定されサリチル酸ができたとみるこ
ともできる。
　以下で、岩澤・鷹谷研究室で開発された触媒的
な二酸化炭素の固定化反応を紹介しよう。

芳香族ボロン酸エステルをカルボン酸に

　岩澤・鷹谷研究室では、ロジウム (Rh)触媒を使
うことで芳香族ボロン酸エステルから安息香酸を
合成することに成功した。芳香族ボロン酸エステ
ルとは、ホウ素の3つの結合の手のうち1つがベン
ゼン環と結合し、残りの2つがボロン酸エステル
を形成しているような化合物である（図２）。以下
でその反応を説明する（図３）。
　反応の触媒には、水酸化ロジウムにジフェニル
ホスフィノプロパン (dppp)という配位子が1つ配
位した錯体を用いる。このロジウム錯体とフェニ
ルボロン酸エステルが反応すると、フェニル基が
ロジウム原子と結合をつくる。ここでできた炭素
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-ロジウム結合が二酸化炭素に求核攻撃をして、
炭素-ロジウム結合の間に二酸化炭素が挿入され
たロジウムカルボキシラート錯体ができる。この
錯体とフェニルボロン酸エステルが反応して、フェ
ニルロジウム錯体が再生し同時に安息香酸の誘導
体が生成する。これをフッ化セシウムで処理する
ことで、安息香酸のセシウム塩が生成する。
　この反応の出発物質であるフェニルボロン酸エ
ステルは、触媒反応を用いてベンゼンから合成す
ることができる。先生のロジウム触媒サイクルと
この反応を組み合わせれば、フェニルボロン酸エ
ステルを経由することで触媒を用いてベンゼンに
二酸化炭素を固定し安息香酸を合成することがで
きる。またこれらの2つの反応は中間生成物であ
るフェニルボロン酸エステルを単離せずに1つの
反応容器で連続的に行うことができる。つまり、
ベンゼンから安息香酸の合成を今までに比べて効
率よく行うことができるのだ。

2-フェニルピリジンのカルボキシ化

　上記の反応は、無駄が少ないとはいえ反応後に
ホウ素化合物が生成する。つまり、まだ省ける無
駄はあるのだ。最終的な目標は、ベンゼンの炭素
-水素結合を活性化し、直接カルボキシ化して安
息香酸を作ることである。その第一歩として、岩
澤・鷹谷研究室ではベンゼンにピリジンがついた
2-フェニルピリジンという化合物（図４）に二酸
化炭素を触媒的に固定することに成功した。以下
で、2-フェニルピリジンの炭素-水素結合の直接
カルボキシ化反応を紹介する 。
　反応の触媒には、メチル基とロジウムが結合し
たⅠ価ロジウム錯体を用いる（図５ー①）。この錯
体にピリジル基が配位し、ロジウム-窒素の配位
結合を生成する。このときロジウムと炭素-水素
結合の水素の距離が縮まり付加反応を起こし、炭
素-ロジウム結合を生成するとともにロジウムが

酸化されてⅠ価からⅢ価となる（図５ー②）。ここ
で分子からメタンを脱離させてⅢ価のロジウム錯
体をⅠ価ロジウム錯体に還元する（図５ー③）。生
じたⅠ価ロジウムの錯体が二酸化炭素に求核攻撃
して、炭素-ロジウム結合に二酸化炭素が挿入さ
れた状態の錯体が生成する（図５ー④）。この錯体
とメチルアルミニウム反応剤を反応させることで
元のⅠ価ロジウム錯体が再生し、同時に2-（2-ピ
リジル）安息香酸のアルミニウム塩が生成する。
以上により、2-フェニルピリジンに二酸化炭素を
効率よく固定することができる。
　今回開発された2-フェニルピリジンのカルボキ
シ化反応は、ベンゼン環のあまり反応性の高くな
い炭素-水素結合の直接カルボキシ化に成功した
初めての例である。これを足掛かりに、ベンゼン
そのものの炭素-水素結合をカルボキシ化し直接
安息香酸に変換する反応もすでに実現されている。
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図４　2ーフェニルピリジン
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図５　2ーフェニルピリジンのカルボキシ化の触媒サイクル
Arは2－フェニルピリジンから誘導される官能基、Meはメチル基
を表す。

PSiPピンサー型錯体を用いた新しい反応の開発

　ここまで紹介した2つの反応は、触媒として既
存の遷移金属錯体を使っている。しかし、新しい
反応を創るとき、新しく錯体を設計するという方
法もある。このやり方で開発されたのが、PSiPピ
ンサー型パラジウム錯体を用いた触媒反応である。
　ピンサー型錯体とは、金属原子に対し配位子が
ピンセットで挟むように3箇所で配位した構造を
持つ錯体のことである。PSiPは配位子の中で金属
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原子に直接配位している原子が順にリン (P)、ケイ
素 (Si)、リン (P)であることを表す（図６）。この
新たに開発したPSiPピンサー型パラジウム錯体を
触媒に使うことで、アレンや1,3-ジエンといった
炭素-炭素二重結合を2つ持つ炭化水素類をカルボ
キシ化することに成功した。
　PSiPピンサー型パラジウム錯体の大きな特徴
は、配位子にケイ素を含んでいることである。リ
ンや窒素、炭素は配位子によく用いられていて、
これらを用いた錯体の研究は数多くなされてき
た。しかし、ケイ素を含んだ錯体を有機合成化学
に利用した例はほとんどなかった。岩澤・鷹谷研
究室ではここに着目し、ケイ素を含む配位子につ
いて研究を行い、その結果ケイ素が錯体を非常に
高活性にする力を有することを見出した。このケ
イ素によって、PSiPピンサー型パラジウム錯体は
高い反応性を有する。
　では、このPSiPピンサー型パラジウム錯体を用
いてアレンをカルボキシ化する反応を紹介しよう。
　反応の触媒にはエチルパラジウム錯体を用いる
（図７ー①）。これからエチレンが脱離することで、
水素-パラジウム結合が生成する（図７ー②）。こ
の水素-パラジウム結合が炭素-炭素二重結合を
攻撃することで、炭素-パラジウムの結合をもつ
パラジウム錯体ができる。この錯体が二酸化炭素
と反応し、カルボキシ基が挿入されたカルボキシ
ラート錯体が生成する（図７ー③）。これにトリエ
チルアルミニウムやジエチル亜鉛などのエチル化
剤と呼ばれる物質を反応させると、カルボン酸の
塩が生成し同時にはじめのエチルパラジウム錯体
が再生する（図７ー④）。
　この反応で用いたエチル化剤は、高濃度では空
気中で自然発火をするほど反応性に富む。試薬と
してより穏やかなものを使っても反応を進めるこ
とができるのであれば、そちらを使った方がよい。
研究の結果、ケイ素の代わりにゲルマニウムを用
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図６　PSiPピンサー型錯体

いたPGePピンサー型錯体を触媒にすると、トリ
エチルアルミニウムなどを必要とせずギ酸塩でも
反応を進められることが分かった。
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図７　ピンサー型錯体を用いたアレンのカルボキシル化反応
Etはエチル基を、波線の結合はシス・トランス両方の化合物が混
合していることを表す。
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図８　ボロン酸とエチレングリコールの脱水縮合

ボロン酸エステルの動的自己組織化

　岩澤・鷹谷研究室では、ボロン酸エステルの自
己組織化に関する研究も行なっている。これは、
今まで紹介してきた遷移金属錯体を用いる反応と
は少し毛色の違うものである。
　ボロン酸とエチレングリコールは、混ぜるだけ
で自発的にエステル結合を作る（図８）。これと同
様に、適切な芳香族ボロン酸とヒドロキシ基がベ
ンゼン環に対して縦に立っている多価アルコール
を選んで混ぜれば、エステル結合形成により自発
的に構造体を組み上げることができる。これを、
ボロン酸エステルの自己組織化という。
　このボロン酸エステルの自己組織化には面白い
特徴がある。芳香族ボロン酸と多価アルコールを
ただ混ぜただけではポリマーのようなものを形成
するが、芳香族ボロン酸と多価アルコールのほか
にトルエンなどを加えると環状の構造体を形成す
る（図９）。また加えた物質の種類によりできる構
造体の形が変わるのだ。
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　岩澤・鷹谷研究室では、このボロン酸エステル
の自己組織化を新たな機能性触媒や機能性材料に
生かす研究をしている。この研究の行きつく先の
1つに、分子工場の実現がある。これは、材料と
自己組織化の構成成分を混ぜるだけで触媒が自己
組織化して1段階目の触媒反応が起こり、出来た
生成物が新たな自己組織化を誘起して2段階目の
触媒反応を起こす、といった具合に多段階反応が
進み、自動的に欲しい生成物が得られる反応であ
る。これはまだまだ夢の反応であるが、この夢が
現実となる日はそう遠くないのかもしれない。

O
B
O

B

O

O

n

B

B

B B
O
O

O
O

O BO

B O
O

B(OH)2(HO)2B

芳香族ボロン酸

OHHO

HO

OH
多価アルコール

普通に混ぜると左のポリマーができるが、溶媒にトルエンを加えると右の構造体が生成する。

図９　構造体の形成

未知への好奇心

　岩澤先生は、どのような経緯で有機合成化学の
道を選んだのだろうか。先生が有機化学と出会っ
たのは高校生の時で、このときに有機化学が好き
だ、やりたい、と思ったという。そして、研究室
選びのときに有機化学の中でも有機合成化学を選
んだ理由は、モノを作るのが面白そうだと感じた
からだそうだ。研究室選びは、人生の内でも重要
な選択の1つであるといわれる。もし、読者の中
で研究室の選択に迷っている人がいれば、まず自
分の興味、関心に立ち返ってみてはどうだろうか。
　では、教授の視点から見て岩澤・鷹谷研究室に
来る学生はどんな学生であってほしいのだろうか。
岩澤先生に尋ねたところ、実験が好きで好奇心を
常に持っている人であってほしいという。有機合
成化学と実験は切っても切れない関係にあり、自
分の手で実験をしないことには何も始まらない。
しかし、学生実験と違い自分で考えた実験がなか
なかうまくいかないことは多々ある。このとき、
なぜうまくいかないのか、何かいい方法はないか

を試行錯誤し、実験を繰り返して何が起こってい
るかをとらえることが大事である。何も考えずに
ただ実験しているだけでは見つかるはずのことも
見つからない。だからこそ、好奇心をもって研究
をやり続けることが大事であると先生は考えてい
る。岩澤・鷹谷研究室が幅広いテーマを取り扱っ
ている理由の1つは、研究室の中にいるだけでい
ろいろなことに触れられていろいろなことを学べ
る、好奇心が引き出されるような場所であってほ
しいと岩澤先生が考えているからである。
　また、岩澤先生自身も好奇心からいろんなこと
に興味をもち研究をしている。その根底には、「誰
もやったことのないことをやりたい」という想い
がある。最初に例で挙げた、ベンゼンと二酸化炭
素から安息香酸を直接合成するという反応を思い
出してほしい。この反応は、今までの常識ではで
きるはずがないと思われていたことから分かるよ
うに、実現への道のりは決して易しくはなかった。
だがもしもこの反応が簡単な方法で実現できたら、
これからのものづくりを刷新する、あるいは世の
中を変える力を持つかもしれない。そのような可
能性をもつ反応をこそ開発したいそうだ。
　不可能を可能にするような新しい発見を追い求
める先生の志が、これからの世界を大きく変える
ような反応を生み出すのであろう。

　取材の中で、先生方には難しい研究内容をわか
りやすく教えていただきました。お忙しい中、快
く取材に応じてくださり、また質問に丁寧に答え
てくださった岩澤先生、鷹谷先生に心より感謝申
し上げます。 （阿部 圭佑）
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