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は　し　が　き

　有機ホウ素化合物は多様な化学種と反応し、しかもその反応を化

学、位置、及び立体選択的に成し遂げる能力を有しており、現在の

精密有機合成にとって欠くことのできない合成中間体である。この

有機ホウ素化合物の中で、アルキルボランは一般にアルケンのハイ

ドロボレーションによって調製されている。ハイドロボレーション

反応は末端アルケンに対してはホウ素原子がその端末炭素へ位置選

択的に付加するが、対称な内部アルケンを除いてほとんどの非対称

な内部アルケンに対して位置選択的に付加せず、位置異性体の混合

物を与える。この欠点を克服することができれば、アルキルボラン

を中間体とする合成反応の応用範囲が大きく拡大することであろう。

’本研究ではその欠点を克服するための一つのアプローチとしてラジ

カル反応を利用して検討を行なった。本研究の結果が少しでも将来

の研究者に役立つことができれば幸いである。
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一豊一　序 論

1一亙　緒　言

1一亙一1　有機スズハイドライド

　トリブチルスズハイドライドは種々のラジカル連鎖反応を開始す

るトリブチルスズラジカルの最も一般的に使用されている供給源で

ある。1）トリブチルスズラジカルは加熱あるいは紫外線照射によ

って生成するが、加熱する際にはラジカル開始剤としてアゾビスイ

ソブチロニトリル（AIBN）が最も一般的に用いられている。トリ

ブチルスズラジカルの反応は三種類に大別することができる。すな

わち、（1）原子あるいは基の引き抜き、（2）多重結合への付加、

（3）ホモリテイックな置換反応である。　（1）と（2）の第一生

成物はそれら自身ラジカルであり、それらは原子引き抜き反応、転

位反応、分裂反応、そして炭素一炭素や他の多重結合への分子内や

分子間付加反応などの多くの有用な変換を受ける。トリブチルスズ

ハイドライドはそのラジカル生成物をトラップする水素原子供給源

として作用するとともに、ラジカル連鎖伝達体であるトリブチルス

ズラジカルの発生源でもある。　（1）から（3）の各段階を化学式

で表わすと次のようになる。
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（1）RX＋帽u3＄n．　　　㎜酔R．＋帽u3＄nX　㈲

（詮）R・一　R1・

　
3

　
（

R．＋帽u3SnH一一一噌RH＋帽u3Sn・

（b）

（o）

R1・＋帽u3SnH一一一吻・RIH傘帽u3＄n・　（d）

　式（a）と（b）で生成したラジカルの寿命は連鎖移動段階（c）

と　（d）及び停止反応によって決まる。従って、合成的に有用なそ

れらラジカル中間体の形成には、各段階の反応速度が重要な意味を

持つ。例えば、連鎖移動段階（c）より速い反応のみが式（b）を実

行することができる。すなわち、その連鎖移動段階の全体の速度は

トリブチルスズハイドライドの濃度によってある程度制御できるこ

とを意味する。同様に、式（b）の速度はそのラジカルとその反応

相手の電子的及び立体的性質によって変わる。現在では、個々の段

階に対する速度論、熱力学、2）そして置換基効果がある程度詳細

に研究されており、有用な合成的方策を立てることができる。3）

　反応形式（2）に属する分子間付加反応は炭素一炭素結合形成に

おいて非常に有用であり、この反応を応用するためにはこのラジカ

ル連鎖反応に関わる必須な要因を知ることが極めて重要である。

　単純な連鎖反応であるハロゲン化アルキルのトリブチルスズハイ

ドライドによる還元反応が非常に効率的に進行することが知られて

いる［式（a）と（b）の連鎖］。4）この反応における強力な熱力
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学の組合せ、すなわち、その強いスズーハロゲン結合の形成と弱い

スズー水素結合からのアルキルラジカルによる速い水素原子の引き

抜きが連鎖を伝達するリブチルスズラジカルの再生を導き、それよ

ってその生長式における連鎖長を長くする。

RX＋憾u3＄nH RH幸帽U3＄aX

RH
伶Bu3Sn②

R×

序8u3SnH R・
降Bu3＄nX

　この生長式の最も重要な特徴は二つの段階、トリブチルスズラカ

ルとハロゲン化アルキル及びアルキルラジカルとトリブチルスズハ

イドライドの反応、がラジカルと中性分子の反応を伴っていること

である。従って、反応媒体中におけるトリブチルスズラジカルとア

ルキルラジカルの濃度は非常に低く、ラジカルーラジカルの結合及

び不均化反応の機会はそれに呼応して非常に少ない。この特徴は二

つのラジカルが直接結合する（しばしば非選択的な様式で）速度が

ほとんど拡散律速であるために特に重要である。

　ラジカル連鎖反応における相対速度の徹底的な知見を基礎的な重

3



要性として過大評価することはできない。5）上記の脱ハロゲン化

の式において、ヨウ化アルキルと臭化アルキルは直ちに反応する傾

向があるが、塩化物はいくらかの加熱を必要とするし、フッ化物は

不活性である。一方、ハロゲン原子の引き抜きによって生成するア

ルキルラジカルは決定的な役割を演じる。すなわち、アルキルラジ

カルにとって発生の容易さの順序は第三級〉第二級〉第一級に従う。

それよりエネルギーが高いアリール及びビニルラジカルの形成はよ

り高い操作温度と、そのハロゲンとしてヨウ素と臭素の使用が必要

である。

RX＋4へ際WG・曲，S・H 恥R＞へ薦WG・帽・，S・X

帽u3＄n。＋RX

R・・4へ際WG

飛．＋帽U3SnX

　　り
R＼／＼旺WG

R＼・へ際WG・浄B・，S・H R＞へ旺WG・曲・＄・．

　これらの要因の知識のみが反応の成り行きに影響を与えるのでな

く、近年幅広く用いられている典型的な分子間隔素一炭素結合形成

反応の生長式に加えられた第三番目の段階について定量：的評価が決

定的に重要になる。生長式における三つの段階の各々は熱力学的に
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好都合であるが、望む生成物の最高収率は約十から百倍過剰の電子

不足アルケンの存在下ヨウ化アルキルにトリブチルスズハイドライ

ドをゆっくり加えることによってのみ得られる。還元、ハイドロス

タニル化、及び高分子化の不要な反応を最小限にするこの操作は次

の相対速度の定量的知見から導かれた。

（1）ハロゲン原子の選択

　　　　有機スズラジカルによる塩素原子の引き抜き過程が電子不

　　　足アルケンへの有機スズラジカルの付加より遅いので塩化ア

　　　ルキルを基質として使用することができない。臭化アルキル

　　　の場合ではハロゲン原子の引き抜きとそのアルケンへの付加

　　　はそのスズラジカルにとって等しく可能であり、同様の速度

　　　で起こる。ヨウ化アルキルの場合、そのより弱い炭素一ヨウ

　　　素結合のために、ヨウ化有機スズの形成が有機スズラジカル

　　　の付加に優先すること、及びアルキルラジカルが連鎖反応に

　　　とって一定に再生されることが確保される。

（2）相対濃度と滴加方法

　　　　望む炭素一炭素結合を形成するために、実験はアルキルラ

　　　ジカルが電子不足アルケンの分子と反応し、スズハイドライ

　　　ドと反応しないようにする方法で行なわなければならない。

　　　これら両者の反応は同じ速度で起こるので、望む経路がその

　　　ヨウ化物と過剰の電子不足アルケンの両者を含んでいる反応

　　　容器にトリブチルスズハイドライドをゆっくりと滴加するこ

　　　とによって確率的に制御される。このアプローチにおける不

　　　都合は初期生成ラジカルが高分子形成に導く電子不足アルケ

　　　ンへの逐次付加が可能であり、もし電子不足アルケンがあま

　　　りにも過剰であればこの逐次付加反応が起こることである。
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トリブチルスズハイドライドからラジカルへの水素原子移動

は、そのラジカルの置換基の性質に無関係に電子不足アルケ

ンへのこのラジカルの付加より数千倍速い。この速度論的知

見はトリブチルスズハイドライドに対して百倍過剰の電子不

足アルケンを用いることが最適比であるこを示す。

RX

R＼／＼際WG 俘Bu3Sn⑧

浮Bu3SnX

R・

浄Bu3＄nH R・〉へ即G

4《薦WG

アルキルラジカルは旧記剤として働くために、アクリロニトリル

6



のような電子不足アルケンには付加し、対応するアルカンニトリル

を与える。しかし、ビニルエーテルのような電子豊富なアルケンと

の付加反応は進行せず、ハロゲン化アルキルの単純還元が起こり、

対応するアルカンを与える。一方、上記のアルキルラジカルとは反

対に、電子吸引性基を有するラジカルは求電子剤として働き、電子

豊富なアルケンに付加反応を行なう。

　アルキルラジカルの電子不足アルケンへの付加反応の経路を上記

にまとめた。すなわち、トリブチルスズラジカルのハロゲン原子の

引き抜きによるアルキルラジカルの生成、電子不足アルケンへの付

加によるラジカル付加体の生成、トリブチルスズハイドライドから

ラジカル付加体への水素原子の移動によるアルキル付加体の生成と

トリブチルスズラジカルの再生により、このような反応サイクルが

形成される。

7



1－1一量　有機ホウ素化合物

　有機ホウ素化合物は位置及び立体選択的な反応を成し遂げること

が可能であり、これまでに数多くの有用な合成反応が開発されてい

る。6）また、それらの反応の一部は不斉合成へ応用されており、7）

精密有機合成において有機ホウ素化合物は非常に重要な申間体とし

て位置付けられている

　　　　　　！HO　i…騒OR　　＋　HB

　　　　　　、

　　　　　　ノRO　i署CR　　＋　HB、

　　　　一B（　。H
　　　　　w　　！（）躍℃＼

　　　　　H　　　　　R

　　　　－B（　1H
　　　陣　　1C翻C、
　　　　　R　　　　　Fl

H20瓢CHR

RHC濫CHR

　　1壷　HB
　　、

　　ノ＋　HB、

　　　　　
　一　噬桃?㎜CH2CH2R

　　　　　
　　　w！鷺幽CHOH2R
　　　　　　　l
　　　　　　R

　しかし、有機ホウ素化合物は一般に、アルケンやアルキンのハイ

ドロボレーションによって調製されているために、その構造はハイ

ドロボレーションが適用できる出発物質に依存している。すなわち、

末端及び対称な内部アルケンやアルキンに限定され、ほとんどの非

　　　　　　　　　　　　　　8



対称なそれらのハイドロボレーションは下記に示したように位置異

性体の混合物を与え、選択的な合成反応に用いることができない。

また、ハイドロボレーションの特徴であるシスー付加はもちろん長

所ではあるが、裏を返せばトランスー付加をしたような有機ホウ素

化合物が調製できないという短所にもなっている。

　　　　　　　！　　　一丁（　ノH　H＼　）B－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R1！。嵩。＼R・R℃騒。R2州欝・　→ q1ノ。認。＼R・＋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼早！　　　　　　　　　　　　　　　Y
　　　　　　　　ノRIHO－CHR2幸HB、　　酔R℃HOH2R2＋R℃H2CHR2

　そこで、これらの欠点を補うことを目的に、これまで検討を行な

いいくつかの成果をあげた。例えば、　（Z＞一1一ハロー1一アル

ケニルジアルキルボラン（通常のハイドロボレーションで調製でき

る）とカルボアニオン8）や他の有機アニオン9）との反応では、そ

のハロゲン原子の位置に置換基が導入され、しかも幾何が逆転した

（E）一1一置換一1一アルケニルジアルキルボランが得られるこ

とを見い出している。このアルケニルボランは非対称な内部アルキ

ンやその誘導体を位置選択的に、しかもトランスー付加的にハイド

ロボレーションしたと同等であり、通常では得ることのできない構

造を有している。

夢



XO羅CR2＋R2BH
、
！

B
　
X

2R
蜘 C躍O

　
　
　

目
H
　
R

1
、

R2MgX 　R2＼　　1H
R、B！。鵠。・R1

R20騒（）Li

　
　
つ

目
門
　
R

！
＼

　
O

　
認　

C
、
！

鷺
　
X

2R

R2SMgBr

R2C婁C、　　　　　　　　　　！H

R、ガ。濫。＼R1

R2s、　　1H
R、B／c慧。＼R1

R2SeMgX R2Se、　　！H
R、B！c認。・R1
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五一露　目　酌

　本研究においては、通常の方法では得られない有機ホウ素化合物

の合成について検討を行なう。アルキルボランはアルケンのハイド

ロボレーションによって容易に得られるが、ほとんどの非対称な内

部アルケンは、緒言で述べたように、位置選択的にハイドロボレー

ションすることができず、位置異性体の混合物を与える。従って、

非対称な内部アルケンを位置選択的にハイドロボレーションしたと

同等のアルキルボランを合成することは大きな意義がある。これを

成し遂げる方法として、トリブチルスズハイドライドをラジカルメ

デイエー言口とする電子不足アルケンへのアルキルラジカルの付加

反応を利用する。

　電子吸引性基を有するエシン（アセチレン）をハイドロボレーシ

ョンして生成するエセニルボランは、ホウ素基を有する電子不足ア

ルケンと見なすことができる。アルキルハライドとトリブチルスズ

ラジカルの反応によって生成するアルキルラジカルは、電子吸引性

基とは結合していないアルケニル炭素へ位置選択的に付加すること

が知られている。従って、そのエセニルボランをこのラジカル付加

反応に応用すると、アルキルラジカルはそのホウ素基と結合してい

る炭素原子に付加すると予想され、通常の方法では得ることのでき

ないアルキルボランが位置選択的に生成することになる。

　また、ハロゲン原子を有するアルケンをハイドロボレーションし

て得られるアルキルボランをアルキルハライドと見なし、それとト

リブチルスズラジカルの反応によってホウ素基を有するアルキルラ

1重



ジカルを生成させ、これをアクリロニトリルなどの電子不足アルケ

ンへの付加反応に応用する。この反応によって、そのホウ素基を有

）酬・曇践WG　　＞》へ際WG

〉》7＼置WG・R・一一）㌧へ際WG

　　　　　　　　　　　　　　　　R

＞Y入朧WG一・S・H一一）BYへ罷WG・序B・・S・・

　　R　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R

＞R・・〃へ際WG

＞Rへ／際WG・伶B・・＄酬

　　　o

，＞BR〈〉罷WG

＼闘ヘバWG・浄B・、＄・・
！

するアルキルラジカルは、ニトリル基等の電子吸引性基とは結合し

ていない炭素原子へ付加すると予想され、電子吸引性基を末端位に

有する新規なアルキルボランが位置選択的に生成することになる。

　これらのアルキルボランの生成はその、合成中間体としての適用

範囲を大きく改善すると期待される。このようなラジカル連鎖反応

をアルケニルボランに、あるいはホウ素基を有するアルキルラジカ
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ルを付加反応に適用した例はなく、

興味ある研究と考えられる。

有機ホウ素化学において非常に
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一塩一　結果と考察

塞一1電子吸引性基を有するエセニルポランへの

　　　　アルキルラジカルの付加反応

露一1一五　反応溶媒

　ジボラン（B2H6）はテトラヒドロフラン（THF）によく溶け、

ボラン（BH3）のTHF溶液として一般的に使用されている。従って、

ハイドロボレーションによって調製される有機ホウ素化合物はTHF

を溶媒としている。しかし、THFのα水素の反応性が高いために、

ラジカル種によってその水素原子が引き抜かれる可能性がある。一

般に、ラジカル反応においてはそのような活性な水素原子を持たな

いベンゼンやトルエン等を溶媒として用いる。そこで、本研究にお

いても主にベンゼンを用いて実験：を行なった。

窯一1一露　アルキルハ肇イドの遼元反応の抑制

　電子不足アルケンへのアルキルラジカルの付加反応において、ア

ルキルラジカルの有機スズハイドライドによる単純還元が競争的に

起こる。この還元反応を抑制するためには以下に説明する三つの方

15



法が有効である。

　（1）トリブチルスズハイドライドの高希釈

　これは生成したアルキ・ルラジカルと反応系に加えられるトリブチ

ルスズハイドライドとの反応の確率をできるだけ減少させて、その

還元反応を抑制しようとするものである。本実験においては、トリ

ブチルスズハイドライドのベンゼン溶液をマイクロフィーダーを用

いてゆっくりと反応系に加えた。

　（2＞電子不足アルケンを過剰に用いる

　これは生成したアルキルラジカルの電子不足アルケンへの付加反

応の確率をできるだけ増加させて、そのアルキルラジカルとトリブ

チルスズハイドライドとの還元反応を抑制しようとするものである。

電子不足アルケンを十倍程度過剰に用いるのが一般的であるが、本

反応においては電子吸引性基を有するエセニルボランを電子不足ア

ルケンと見なしており、それを大過剰に用いることは本研究の目的

にそぐわない。そこで、本反応においては電子吸引性基を有する心

墨ニルボランをアルキルハライドと等量用い、電子不足アルケンを

過剰に用いるアルキルハライドのトリブチルスズハイドライドによ

る単純還元を抑制する方法は用いないことにした。

　（3）ラジカルメデイエーターの選択

　アルキルラジカルに対してトリブチルスズハイドライドよりも水

素供給能力の低いラジカルメディエーターを用いて、アルキルハラ

イドの単純還：元を抑制しようとするものである。下記に三つの代表

　74Kcallm◎1 　　79Kc籔Mmoi

際町H

gOK㈱Mmol

ユ6



的なラジカルメディエーターの金属一水素結合の均一解離エネルギ

ーを示した。均一解離エネルギーが大きいほどその水素供給能力が

低いラジカルメディエーターである。

　実際に、均一解離エネルギーの大きなトリエチルシランを用いて

トリブチルスズハイドライドを用いた時と同様の条件で反応を行な

ったが、目的生成物は全く得られなかった。これとは反対に、トリ

ブチルスズハイドライドと比較して第一級アルキル基に対して水素

供給能力が約四分の一であるトリストリメチルシランを用いると、

アルキルラジカルの付加反応が良好に進行すると考えられた。しか

し、この場合も全く目的反応は進行しなかった。この原因について

は現在のところわかっていない。

》＼旺WG＋RX蘭H陣）BYへ置WG一鋤x
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R

　　　　　　　　　　　　　隆t3＄iH
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露一1－3　窯一フ轟ニルエセ畠ルボラン誘鱒体とブチルラジ

　　　　　　カルの反応

　電子吸引性基を有するエシンとしてフェニルエシン（フェニルア

セチレン）を用い、それを各種のボラン誘導体でハイドロボレーシ

ョンして2一フェニルエセニルボラン誘導体とする。これをホウ素

基を有する電子不足アルケンと見なし、アルキルラジカルと反応さ

せた。アルキルハライドとして臭化ブチルとヨウ化ブチルを用いた。

実験：条件はベンゼンを溶媒とし、ラジカル開始剤としてAIBNを5

モル％用い、2一フェニルエセニルボラン誘導体とそれと等量のブ

チルハライドの混合物を80℃に加熱しながらその中に等量のトリ

ブチルスズハイドライドを含むベンゼン溶液をマイクロフィーダー

を使用して3時間30分かけてゆっくりと加えた。さらに30分間

同温度で撹拝した後、反応混合物を0℃に冷却し、アルカリ性過酸

化水素酸化を行なった。ブチルラジカルが予想通りホウ素原子と結

合している炭素原子へ付加した1一フェニルー2一ヘキシルボラン

誘導体が生成していると、そのホウ素一炭素結合を酸化することに

　　　　　！HY2欝＼

H／c膿。＼

　　　　　　cat　A旧N
　　　　帽u3SnH　in　PhH
浄C・H・X　
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丁融b絵1

Yi釧d◎f　1師Ph㊧nyl一墓～一h＠x繊n◎1（％）a）

Y粛町 X訓 X劉齢r

（HO）幽㎜

　　　o＼
　　　　　B－
　　　o／

　o＼
　　　B－
　0／

（O）・欝一

（〉　

覗

19

詮4

36

35

16

ゑ7

盆1

a）De電efmln㊧d　by　Gし（）and　ba＄ed◎n急Pめenyletわenylb◎r載騰

㊤mployed．

より1一フェニルー2一ヘキサノールが得られることになる。

　従って、1一フェニルー2一ヘキサノールの生成量から1一フェ

ニルー2一ヘキシルボラン誘導体の生成量を見積もることができる。

実験：を行なった結果を表一1に示す。

　調べた全ての2一フェニルエセニルボラン誘導体から1一フェニ

ルー2一ヘキサノールが得られた。この事実はブチルラジカルが位

1タ



置選択的に2一フェニルエセニルボラン誘導体に付加し、対応する

1一フェニルー2一ヘキシルボラン誘導体が生成していることを示

している。表一1からわかるように、臭化ブチルよりもヨウ化ブチ

ルの方が1一フェニルー2一ヘキサノールの生成量が多く、本反応

においてもヨウ化物の方が良好な結果を与えた。これは、やはりト

リブチルスズラジカルのヨウ素原子の引き抜きが容易であるので、

ブチルラジカルの生成が一定に進行するためと思われる。

　ボラン誘導体の違いによる1一フェニルー2一ヘキサノールの収

率については、そのホウ素原子上の置換基が水酸基、すなわちボロ

ン酸を用いた場合が最も良い結果を与えた。これはその置換基の電

子的効果あるいは立体的効果のどちらによるものかは、これだけの

データではわからないので次のような実験を行なった。ハロゲン化

（HO胆＼　／H
　　H！ド。・◎＋　

　　　　cat．　AIBN
　　　1｝Bu3SnH　in　PれH
一躊r　　　　　　　　　一　一一
　　　　80。C，4h

（蝕＞c急くひ一

』蹴く》

　　　　cat．　Al13N

　　　即身u3SnH　in　PhH
－Br　　　　　　　　　　no　reacti◎n
　　　　80。C，4h

アルキルとして亡erトブチルプロマイドを用い、ボロン酸とジシク

ロヘキシルボリル基の二つのボラン誘導体を比較した。その結果、

2一フェニルエセニルボロン酸との反応ではεerトブチル基が導入

された生成物が得られたが、2一フェニルエセニルジシクロヘキシ

20



ルボランとの反応では全く目的物質が得られずその反応が進行して

いないことを示している。。これはおそらく電子的効果よりも立体

的効果によるものと考えられる。なぜなら、ボロン酸とジシクロヘ

キシルボリル基のホウ素原子の周囲の立体的な込み具合を比較する

と、ジシクロヘキシルボリル基の方が嵩高いシクロヘキシル基を有

しているので明らかに立体的に込み入っている。そのホウ素原子と

結合している炭素原子に立体的に嵩高い亡er亡一ブチルラジカルは近

ずくことができないために、反応が全く進行しなかったと考えられ

る。

　一方、表一1からわかるように2一フェニルー1一エセニルー9

－BBNとの反応はボロン酸に次いで良い結果を与えたが、これを電

子不足アルケンとして利用するには二三の問題がある。すなわち、

（1）9－BBNによるハイドロボレーションにおいて、ジハイドロ

ボレーションを防ぐために過剰（2等量）のフェニルエシンを用い

なければならず、反応終了後に過剰のフェニルエシンを除去しなけ

ればならない；（2）フェニルエシンを2等量用いても一部ジハイ

ドロボレーションが起こり、2一フェニルー1一エセニルー9－

BBNの収率は90％にとどまる；（3）ジハイドロボレーションを

防ぐために、その反応は0℃、18時間の条件が必要である。これ

らのことから、9－BBNを用いることはあまり有利な方法ではない。

それに較べ、アルケニルボロン酸は容易に調製することができ、し

かも他のアルケニルボラン誘導体とは異なり、空気中においても安

定であるので非常に取り扱いが容易な化合物である。

　以上のことから、2一フェニルエセニルボロン酸が最適なモデル

物質であることがわかった。
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黙一互一4　艶一フ援ニルエセニルポロン酸とアルキルラジカ

　　　　　　ルの反応

　2一フェニルエセニルボロン酸といくつかの代表的なアルキルハ

ライドを用い、AIBN存在下における加熱と室温における光照射の

二つの方法を用いてアルキルラジカルの付加反応を行なった。反応

終了後、その反応混合物をアルカリ性過酸化水素酸化してアルキル

基が導入された有機ホウ素化合物を対応するアルコール体に変換し、

ガスクロにより定量した。その結果を表一2に示す。

　双方の方法ともアラキルラジカルがホウ素基と結合しているアル

ケニル炭素へ位置選択的に付加することがわかった。また、ヨウ化

フェニルの場合を除いて光照射よりも加熱する方法が良い結果を与

えた。しかし、表からわかるようにアルコール体の収率は20～4

　cat．　AIBN

η』Bu3SnH　in　PhH

　　　　　　／H（HOhB＼

　　H／c畿。＼《：》＋冊『

　　　80。C，4れ
　　　　　　　　　　　脇（OH）2

　　　　r．t．，4h

鎗



Tabl㊧2

Yi釧d　of　1－phξ》hyl－2町h㊧x繊nol（％）a）

RX 80。ob） 椥

浄04Hgl

浄04HgBr

降C6H131

（：＞1

一Br

《：〉

4詮

35

31

30

ゑ1

8

35

盤6

盈1

3

詮o

a）Determined　by　GしC　and　b鍛sed　on　a－phenyl《≧漁enylb◎r◎nio

acid　empl◎yed．　b）5m◎1％of　A旧N　wa＄u＄ed．

2％にとどまった。そこで、溶媒をトルエンに替えて反応温度を8

0から111℃に上げてヨウ化ブチルとの反応を行なったが、対応

するアルコール体である1一フェニルー2一ヘキサノールの収率は

24％であった。これはベンゼン中80℃における収率（42％）

よりも低くなっている。この理由についてはよくわからないが、単

に反応温度をあげても反応を促進させないことがわかった。
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　収率が低いの原因としてもう一つ考えられることは、先に述べた

ようにハロゲン化アルキルの単純還元が競争的に起こっているから

と考えられる。それを抑制するために本実験：ではトリブチルスズハ

イドライドの高希釈を行なっているが、電子不足アルケン、すなわ

ち2一フェニルエセニルボロン酸を過剰に使用する方法を本研究の

目的にそぐわないために採用していない。そこで、ハロゲン化アル

キルに対して4等量の2一フェニルエセニルボロン酸を用いて同様

の反応条件下で実験を行なったところ、等量の場合よりも約1．2倍

の収率（ハロゲン化アルキルを基準として）でアルコール体が得ら

れることがわかった。本反応においても電子不足アルケンと見なし

ている2一フェニルエセニルボロン酸を過剰に使用することが、目

的生成物の収率を向上させるのに大きく関与していることがわかっ

た。しかし、やはりこの方法は本研究の目的にそぐわないことを再

度ここに記述しておく。
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豊一亙一騒　スチレンとの比較

　これまで用いてきた2一フェニルエセニルボロン酸は、電子不足

アルケンの一つであるスチレンをモデルにした有機ホウ素化合物で

ある。これらを較べると、ボロン受療分がないスチレンの方がアル

キルラジカルとの立体障害を引き起こさず、スムーズに反応が進行

するように思える。そこで、ブランク実験として臭化ブチルとそれ

と等量のスチレンをこれまでと同様の条件下で反応させた。その結

　　　　　　　　　　　　　cat．　A旧N

べ》嚥H・㌫伶B織ギh㌦・・H・CH・CH・◎

Yield譲～5％

果、ブチル基がスチレンに付加して生成した1一フェニルヘキサン

が25％の収率で得られた。同一条件下において2一フェニルエセ

ニルボロン酸と臭化ブチルとの反応では、対応する付加生成物から

変換された1一フェニルー2一ヘキサノールが35％の収率で得ら

れていることから、スチレンとの反応の結果が予想外に悪いことが

わかった。この結果は、2一フェニルエセニルボロン酸とアルキル

ハライドとの反応がスチレンとアルキルハライドとの反応よりも良

好に進行していることを示唆している。この理由に関しては現在の

ところ不明である。
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露一慧　ハロゲン原子を有するアルキルボランの

　　　　　ラジカル付加反応への試み

豊一豊一1 ハロゲン原子を有するアルキルポランとトリプ

チルスズハイドライドとの反応

　ハロゲン原子を有するアルケンをハイドロボレーションして得ら

れるアルキルボランをアルキルハライドと見なし、それとトリブチ

ルスズラジカルの反応によってホウ素基を有するアルキルラジカル

を生成させ、これをアクリロニトリルなどの電子不足アルケンへの

付加反応に応用することを検：試した。

　ハロゲン原子を有するアルキルボランとして、3一プロモー1一

プロペンをハイドロボレーションして容易に得られる3一プロモー

1一プロペニルボラン誘導体を用い、まずトリブチルスズハイドラ

イドとの反応について調べた。ハロゲン原子を有するアルキルボラ

ンをアルキルハライドと見なすので、これがトリブチルスズハイド

ライドによってラジカルプロセスで還元されなければ、次のスッテ

プである電子不足アルケンへの付加反応に応用することはできない。

　ジシクロヘキシルボランで3一プロモー1一プロペンをハイドロ

ボレーションして生成する3一プロモー1一プロペニルジシクロヘ

キシルボランを用いて、それとトリブチルスズハイドライドとの反

応を調べた。この反応によって3一プロモー1一プロペニルジシク

ロヘキシルボランの臭素原子が還：元されると、ジシクロヘキシルプ

（（〉う・酬州・C一。H。H・B・一劃一（〈〉う，齢CH・CH・CH・鷺・
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（〈｝・騰CH・CH・CH・B・湘㎏＄・H一（（）→・陰CH・CH・CH・・伊B㎏S・B・

（＞QH・H・CH・CH・CH・一霜IL

ロピルボランが生成することになる。これをアルカリ性過酸化水素

酸化すると、シクロヘキサノールとともにプロパノールを与える。

従って、この還元反応の進行状況をプロパノールの生成量で知るこ

とができる。通常のアルゴン雰囲気下、トリブチルスズハイドライ

ドとの反応を室温で1時間行なった後、その反応溶液を0℃でアル

カリ性過酸化水素酸化した。この場合、プロパノールの収率は13

％にすぎなかった。そこで反応条件について調べたところ、その反

応系に少量の空気を添加することにより反応が著しく促進されるこ

とがわかった。すなわち、同様の反応条件下で定量的にプロパノー

ルが得られた。この結果は、少量の空気の存在下、室温、1時間で

トリブチルスズハイドライドによる還元反応が終了し、ジシクロヘ

キシルプロピルボランが生成していることを示している。また、そ

の還元反応が少量の空気の添加によって進行することから、空気中

　　　　　　　　　　　　　　　　　in　the　presence
　　　　　　　　　　　　　　　　　of副r　　　　　　　　　H202！｝O　H　　Yield

　　　　　　　　　　　　　　　　　ぱalr
r．t，1h

H202　OH　　Yie量d

　0。C，1h　　　13％
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の酸素がラジカル開始剤として働いていると考えられる。そこで、

同様の条件下にラジカルトラップ剤であるガルビノキシルを5mol

％加えて反応を行なったところ、プロパノールは9％しか生成しな

かった。これらの事実から、この還元反応はラジカル連鎖で進行し

ているものと考えられる。

（（〉）・BCH・CH・CH・B・・浄B・・S・H

in　tセ1e　pr㊧sence

of　galvinoxy艮

　　　　　餅
　r．t，1h

H202だOH　　Yi釧d

　　　ま0℃，稽h　　9％

　

！BCH盈OH2CH3

序Bu3＄帽
↓
窃

降協u3Sn。

　

1BCH2CH2CH2欝r

伶Bu3SnH 帽u3SnBr
’）BCH、。H、。H、・

　代表的なハイドロボレーション試剤を用いて少量の空気存在下で

還元反応を行なった結果を表一3に示す。

、　　　　　　　　　　　　　　　THF　　、
ノ鷺H　　＋　H2C麗OHOH2臨r　　　　　　　麟　　！欝OH盈OH20H2Br
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！欝CHaOH20H2Br＋ 伶Bu3s目H
　solv㊧n惚ir　　＼

「濡　ノB。H・。H・。H・

HOOH2C㌦CH3
H202！℃H

0。O，1h

丁融b133

Hydr◎b◎rating

Ag㊧nt

Solvent Yi㊧1d　of

Pr。pand（％）a）

（Oう・BH

（〈〉・BH

（γ）・酬

BH3

THF

PhH

THF

THF：

THF

100

6皇

100

農4

10◎

融）B載sed　on　3－bromo－1－propene　empbyed．

　9－BBNの場合を除いて、ジシクロヘキシルボラン、ビス（1，

2一ジメチルプロピル）ボランそしてボランをハイドロボレーショ

ン試剤として用い、THFを溶媒として用いた場合、プロパノールが
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それぞれ定量的に得られた。従って、3一プロモー1一プロペニル

ボラン誘導体は、アルキルハライドとほぼ同様にトリブチルスズハ

イドライドによってラジカル的に還元されることがわかった。一方、

溶媒としてベンゼンを用いるとプロパノールの収率が減少した。

　電子不足アルケンへのアルキルラジカルの付加反応において、ト

リブチルスズハイドライドによるアルキルラジカルの単純還元を抑

制するための一つの方法は、既に前節で使用しているが、トリブチ

ルスズハイドライドを反応溶媒で希釈してその溶液をゆっくりと加

えることである。3一プロモー1一プロペニルボラン誘導体をアル

キルハライドと見なして電子不足アルケンへの付加反応を効率良く

行なうためには、トリブチルスズハイドライドを反応溶媒で希釈し

てその溶液をゆっくりと加える必要がある。そこで、3一プロモー

1一プロペニルジシクロヘキシルボランを用いて、それにトリブチ

ルスズハイドライドをTHFあるいはベンゼンで希釈した溶液を3時

間かけてゆっくりと加えて反応させた。3一プロモー1一プロペニ

ルジシクロヘキシルボランのTHF溶液にトリブチルスズハイドライ

ドをニートで加えた場合は定量的に還元反応が起こったが、トリブ

チルスズハイドライドのTHF溶液を加えた場合は還元反応がほとん

　　　　　　　　　　　　　懸口u3SnH　
i
n
　

PhH

（〈⊃脇。㌦。蝿（糟／一　

　　　　　　　　　　　　　降Bu3SnH　lパ田F
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蜘　　　　　　　　　　　　　　　rt，3h

H202！“OH　　Yi釧d

　　　　OOC，1h　　　61％

H盆021幽OH　　Yi㊤ld

　　　まO。C，1h　6％
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ど起こらず、プロパノールの収率は6％であった。一方、トリブチ

ルスズハイドライドのベンゼン溶液を用いた場合は、トリブチルス

ズハイドライドをニー・トで加えた時と同様の収率でプロパノールが

得られた。

　トリブチルスズハイドライドをTHFで希釈した溶液を用いた場合

に還：元反応がほとんど進行しなかったのは、おそらくトリブチルス

ズハイドライドと溶媒のTHFが室温で何らかの反応を引き起こした

ものと思われる。従って、以後はトリブチルスズハイドライドのベ

ンゼン溶液を用いることにした。

31



露｝慧｝露　3一プロモー旦一プロぱルポラン誘滋体から生

　　　　　成するラジカルとアクリロ濃トリルの反応

　3一プロモー1一プロペンをボラン及びボラン誘導体でハイドロ

ボレーションして3一プロモー1一プロペニルボラン誘導体を調製

した後、減圧下で溶媒であるTHFを除去し、ベンゼンを新たな溶媒

として用いた。次に、3一プロモー1一プロペニルボラン誘導体に

対して10等量のアクリロニトリルを加え、少量の空気を反応系に

注入した後、室温でトリブチルスズハイドライドのベンゼン溶液を

3時間かけてゆっくりと加えて反応させた。その反応混

合物は過ホウ酸ナトリウム・四水和物と水で処理した。

）B。H、CH、。H、B・騨TH㌦CH・罵。HCN酬鑑

帽u3SnH　i自PhH　NaBO3⑦4H201H20
　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み
　rt，3h　　　　　　　　　　　　r．　t，◎ver耐g腕t

　この反応によりアクリロニトリルに付加した目的の5一シアノペ

ンチルボラン誘導体が生成していれば、それを過ホウ酸ナトリム・

四水和物と水で処理することによりそのホウ素一炭素結合が酸化さ

れて6一ヒドロキシヘキサンニトリルが得られるはずである。また、

目的の反応が進行していなければ、3一プロモー1一プロペニル基

は過ホウ酸ナトリム・四水和物と水によってその臭素原子を保持し

たまま酸化された3一プロモ～1一プロパノールが生成するはずで

ある。しかし、どのハイドロボレーション試剤を用いた場合におい
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ても、その目的生成物である6一ヒドロキシヘキサンニトリルは全

く得られなかった。一方、未反応の3一プロモー1一プロペニル基

から生成した3一プロモー1一プロパノールとトリブチルスズハイ

＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N繍騰03⑧4H201H盆○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚　HOCH2CH2CH20H2CH2CN／BCH2CH2CH2CH2CH2CN
　　　　　　　　　　　　　　　r．電，，overnight

　　　　＼　　　　　　　　　　　　NaBO3②轟H201H20

　　　　！BCH・CH・。H・陰「一H。CH・。H・。H・B「

　　　　CH2溜CHCN　＋　降Bu3＄nH　一一一一一　一夢　rト欝u3SnCH20H20N

　　　　T顎ble　4

Hydr◎bQr翫毛ing

Agent
Yield（％）a）

HOCH2CH2CH2Br　r旧u3SnCH2CH20N

（Oう・酬

（γ）・酬

BH3

融）Based◎n　3－brom◎一1－pr◎pene　emPl◎y㊤d，
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ドライドがアクリロニトリルに付加した化合物が生成したので、そ

の結果を表一4に示した。

　前節において示したようにジシクロヘキシルボランの場合、3一

プロモー1一プロペニル基のトリブチルスズハイドライドによる還

元反応は、同様の条件下で少なくとも61％進行しているはずであ

る。しかしながら、表から未反応の3一プロモー1一プロペニル基

から誘導された3一プロモー1一プロパノールが67％の収率で生

成した。この結果をどのように理解してよいのかわからないが、本

反応条件では目的の反応が進行せず、複数の副反応が起こっている

ものと思われる。したがって、さらに詳細な反応条件について検討

が必要である。
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黙一3　まどめ

　フェニルエシン（フェニルアセチレン）をモノハイドロボレーシ

ョンして生成する2一フェニルエセニルボランをホウ晶晶を有する

電子不足アルケンと見なし、これを電子不足アルケンへのアルキル

ラジカルの位置選択的付加反応に応用した。AIBNの存在下におけ

るベンゼン中加熱還流、あるいは室温における紫外線照射によるア

ルキルハライドとトリブチルスズハイドライドから生成するアルキ

ルラジカルの2一フェニル上高ニルボランへの付加反応を行なった。

その結果、双方の場合ともアルキルラジカルはホウ丸丸と結合して

いるアルケニル炭素へ位置選択的に付加し、その生成物の収率は加

熱の方が光照射より一般的に良好であることがわかった。また、ホ

ウ素基、すなわち、ホウ素原子上の置換基の影響について加熱の条

件下で調べたところ、置換基としてボロン酸を用いた場合が最も良

い結果を与えた。一方、上記の付加の配向性からアルキルラジカル

とホウ素話との間で立体障害を引き起こす可能性が考えられた。そ

こで、嵩高いアルキルラジカルである亡erトブチルラジカルと比較

的嵩高いホウ素基を有する2一フェニルエ山山ルジシクロヘキシル

ボランとの反応を行なったところ、予想通り全くその反応は進行し

ないことがわかった。

　ハロゲン原子を有するアルケンをハイドロボレーションして得ら

れるアルキルボランをアルキルハライドと見なし、それとトリブチ

ルスズハイドライドとの反応によってホウ素基を有するアルキルラ

ジカルを生成させ、その電子不足アルケンへの付加反応による新規

なアルキルボランの合成について検討を行なった。ハロゲン原子を

有するアルケンとして3一プロモー1一プロペンを用いて基礎的な
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実験を行なった結果、ホウ素基を有するプロピルラジカルの生成ま

では認められた。しかし、その電子不足アルケンへの付加反応は調

査した反応条件下では全く進行せず、非常に困難であることを示唆

した。これは用いた基質によるためとも考えられるので、他のハロ

ゲン原子を有するアルケンを用いて検討する必要がある。

　アルキルラジカルの2一フェニルエセニルボランへの付加反応が

位置選択的に進行し、通常の方法では得ることのできない構造を有

するアルキルボランが生成することを明らかにした。また、ハロゲ

ン原子を有すアルキルボランをアルキルハライドと見なし、その電

子不足アルケンへのラジカル付加反応については不十分な結果にと

どまったが、ハロゲン原子を有すアルキルボランとトリブチルスズ

ハイドライドとの反応については色々な知見が得られた。
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一3－　i実　験

3－1　秀析機器

　IRスペクトルは液体フィルム状にして日立285スペクトロメー

ターで測定した。1H　NMR及び13C　NMRスペクトルはCDCI3溶液に

してJEOL　FX－200（200MHz）FT　NMRスペクトロメーターで測定

した。化学シフトは内部標準としてテトラメチルシラン（TMS）を用

いてδ値で表わしている。13C　NMRスペクトルはINEPT法を用いた

測定も行なった。ガスクロマトグラフ（GC）分析は内部標準法を用い、

ガラスカラム（10％PEG－20MダイアソリッドM：，2m；5％FFAPダ

イアソリッドM，！m）、FID、そして島津：C・R3Aクロマトパックを

装着した島津GC－8Aガスクロマトグラフを用いて行なった。

37



3一豊　試薬

　シクロヘキセン、2一メチルー2一ブテンそしてフェニルアセチ

レンはアルゴン気流下、水素化カルシウムで乾燥、蒸留して使用し

た。THFは金属ナトリウムとともに4時間還流した後、アルゴン気

流下、水素化リチウムアルミニウムで乾燥、蒸留して使用した。ベ

ンゼンとトルエンはアルゴン気流下、水素化リチウムアルミニウム

で乾燥、蒸留して使用した。3一プロモー1一プロペン及びアルキ

ルハライドは塩化カルシウムで乾燥後、アルゴン気流下で蒸留して

使用した。アクリロニトリルは無水硫酸ナトリウムで乾燥後、ハイ

ドロキノン存在下アルゴン気流下で蒸留した後、冷蔵庫内で保存し

て使用した。エチレングリコールはモレキュラシーブス4Aで乾燥

後、アルゴン気流下で蒸留し、モレキュラシーブス4Aを加えて保

存し使用した。

　トリブチルスズハイドライド、カテコールボラン（ニート）、9

－BBNのTHF溶液（0．5　M）そしてAIBNはアルドリッチ社の製品

をそのまま使用した。

　水酸化ナトリウム、30％過酸化水素水、過ホウ酸ナトリウム・四

水和物そしてワコーゲルQ－50（シリカゲル）は和光純薬の製品をそ

のまま使用した。

　カラムクロマトグラフ用の二二液であるヘキサンとジエチルエー

テルは和光純薬の製品をモレキュラシーブス4Aで乾燥後、使用し

た。

　ボランのTHF溶液は当研究室で調製した。
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3－3　実験方法

3－3一豆　露一フ瓜ニルー1一エセニルジシクロヘキシルポ

　　　　　　ランの調製

　アルゴン置換したフラスコを0℃に冷却し、その中にBH3（1

mmol）のTHF溶液と乾燥したTH：F（2　m1）を入れる。撹絆しているそ

の溶液にシクロヘキセン（2mmo1）をゆっくりと加えた後、同温度で

2時間撹唆する。その懸濁したジシクロヘキシルボランに0℃でフ

ェニルエシン（フェニルアセチレン）（1mmol＞をゆっくりと加えた

後、同温度で2時間撹拝すると得られる。

BH，＋鋤○ THF

O。C，譲h

（〈〉・BH＋H。蟹C◎

（〈＝》、酬

THF（ひ、B＼
・℃，ゑh陣 @Hノ。判

3－3一艶 窯一フ畠ニルー丑一転セニルカテコールポランの

調製

　アルゴン置換したフラスコに、室温でニートなカテコールボラン

（1mmol）とフェニルアセチレン（1　mlnol）を加えた後、70℃で2時

間撹搾すると得られる。
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3一騒一三　豊一フ議ニルー1一エセニルポ弧ン酸の調製

　アルゴン置換したフラスコに、室温でニートなカテコールボラン

（20mmo1）とフェニルアセチレン（20　mmol）を加えた後、70℃で2

時間撹搾して2一フェニルー1一一エセニルカテコールボランとする。

次に、80℃で蒸留水（40m1）をゆっくりと加え、白濁するまで（数

時間）撹絆する。反応フラスコを0℃に冷却した後、析出した白色

結晶を減圧ろ過し、0℃に冷やした蒸留水でその結晶を数回洗浄し

てカテコールを取り除く。その結晶を純水で再結晶し、デシケータ

ーで減圧乾燥すると得られる。

H20

80。c

㈹費〉　cも・（）（：：

3－3－4　黛一フ瓜ニルー1一工セニルポロン酸エステルの

　　　　　　調製

　2一フェニルー1一エセニルボロン酸に等量のエチレングリコー

ルを加え、トルエンを溶媒として120℃で2時問加熱撹拝した後、

生成した水を共沸蒸留して取り除く。その後、溶媒を除去してヘキ

曝0



サンで生成物を再結晶し、デシケーターで乾燥すると得られる。融

、点：ごま糸勺4　8。C。

C鵠C＼
／

hOH（
も・（・H＿（OH　伽。c，詮h）1）c一も一

3　3　5　量一フ鑑ニルー亙一工セニルー9一聡Nの調製

　アルゴン置換したフラスコを0℃に冷却し、9－BBN（1　mmo1）の

THF溶液を入れる。その溶液が懸濁してから9－BBNに対して2等

量のフェニルアセチレンを加え、0℃で18時間撹絆すると得られ

る。ただし、そのハイドロボレーション終了後、過剰のフェニルア

セチレンを減圧下で除去してから次の反応に用いなければならない。

（＞H噸HC弐｛〉 THF

0℃」8h

（ひ＼
　　　　　！H

H／C盟C・掾i9。％）

　　B＋

÷HCH、◎（5％）

（）B
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3－3－6 豊一フ轟ニルー豆一工セニルポロン酸とヨウ化ブ

チルー堅リブチルスズハイドライドの反応

（1）加熱

　アルゴンの入り口、脱気用の出口、セラムキャップが付いた試薬

の注入口が備わっている乾燥した50cn13丸底フラスコに2一フェ

ニルー1一エセニルボロン酸（1mmo1）を入れ、そのフラスコをアル

ゴン雰：囲：気にする。ベンゼン（5ml）、ヨウ化ブチル（1　mmol）そして

AIBN（0．05　mmol）を室温で加え、その混合物をオイルバスを使って

80℃に加熱する。

　もう一つのアルゴン置i署した25cm3の明解フラスコにトリブチ

ルスズハイドライド（1mmo1）とベンゼン（5　m1）を加える。その溶液

を注射器で抜き取り、マイクロフィーダーを用いて加熱撹絆してい

る反応混合物にゆっくりと加える。

　4時間後、その反応フラスコを0℃に冷却して3M－NaOH（1　ml）、

THF（5　ml）、30％H202（1　mDを11頂次加え、その混合物を室温で1時

間撹絆する。

　その反応混合物をジエチルエーテルで抽出し、飽和食塩水で洗浄

してからGCで定量分析を行なう。

　調製スケールにおいては試薬および溶媒の：量を10倍にして上

記と同様に実験を行なった。飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリ

ウムで乾燥し、減圧下ロ一興リーエバボレーターで濃縮する。その

濃縮された混合物をカラムクロマトグラフ（シリカゲル；ワコーゲ

ルQ－50）で分離精製する。1一フェニルー2一ヘキサノールはヘキ

サン：ジエチルエーテル＝911の溶離液で単離される。

42．



（齢光照射
　乾燥した石英試験管に2一フェニルー1一エセニルボロン酸（1

mmol）を入れ、セラムキャップが付いた試薬の注入ロが備わってい

るゴム栓を付け、その注入口を利用してそのフラスコをアルゴン雰

囲気にする。ベンゼン（5m1）とヨウ化ブチル（1　mmol）を室温で加え、

100Wの高圧水銀灯でその試験管に紫外線を照射する。

　アルゴン置換した25cm3の丸底フラスコにトリブチルスズハイ

ドライド（1mmo1）とベンゼン（5　ml＞を加える。その溶液を注射器で

抜き取り、マイクロフィーダーを用いて撹拝している反応混合物に

ゆっくりと加える。後の操作は加熱の方法と同じである。

3－3－7　＄一プロモー亙一プロ馨ルジシクロヘキシルポラ

　　　　　　ンの調製

　アルゴン置換したフラスコを0℃に冷却し、その中にBH3（1

mmo1）のTHF溶液と乾燥したTHF（2　m1）を入れる。撹搾しているそ

の溶液にシクロヘキセン（2mmol）をゆっくりと加えた後、同温度で

2時間撹絆する。その懸濁したジシクロヘキシルボランに0℃で3

一プロモー1一プロペン（1mmo1）をゆっくりと加えた後、同温度で

2時間撹拝すると得られる。

酬・＋鋤C＞「蕊一（〈〉・酬

（〈＞BH＋H・。一。H。H・B・。；ぎ～h陣（〈：〉・B。H・CH・。H・B・
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3－3一畠 騒一ブ質モー1一プロとルビス（1，

ルプロピル）ポランの調製

豊一ジメチ

　アルゴン置換したフラスコを一15℃に冷却し、その中にBH3（1

mmol）のTHF溶：液と乾燥したTH：F（2　m1）を入れる。撹絆しているそ

の溶液に2一メチルー2一ブテン（2mmo1）をゆっくりと加えた後、

0℃で2時間撹絆する。その生成したビス（1，2一ジメチルプロ

ピル）ボランを再び一15℃に冷却し、3一プロモー1一プロペン

（1mmol）をゆっくりと加えた後、0℃で2時間撹絆すると得られる。

（＞4　　　　　　H2C畿謡CHCH　2Br

　　　・酬　　＝r

0。C3h

0℃，詮h

陣（＞4・BH

陣（〉一4BCH・CH・CH・B・

3－3一騒　3一プロモー1一プロ馨ルー⑭一脇脇Nの調製

　アルゴン’置i換したフラスコを0℃に冷却し、9－BBN（1　mmo1）の

TH：F溶液を入れる。その溶液が懸濁してから3一プロモー1一プロ

ペン（1mmo1）をゆっくりと加えた後、室温で2時間撹絆すると得ら

れる。

　　　　　　　　　　　　　THF
　　酬壷H2C鵠CHCH2欝r　　　　　　　　　　　　　　O。C

蝸（（＞C脚ゆ

唱



3－3－1⑪　3一プロモー豊一プロビルポランの調製

　アルゴン置換したフラスコを0℃に冷却し、その中にBH3（0．33

mmol）のTHF溶液と乾燥したTHF（2　n11）を入れる。撹絆しているそ

の溶液に3一プロモー1一プロペン（1mmo1）をゆっくりと加えた後、

同温度で2時間撹拝すると得られる。

113酬3＋H20躍OHCH28r
鯉閉ド

　　　　113B（CH2（）H20H2欝r）3
Q℃，蹉h

3－3－11　空気存在下3一プロモー1一プロビルジシクロ

　　　　　　　ヘキシルボランとトリブチルスズハイドライド

　　　　　　　の反応

　アルゴンの入り口、脱気用の出ロ、セラムキャップが付いた試薬

の注入ロが備わっている乾燥した25cm3丸底フラスコをアルゴン

雰囲気にする。そのフラスコ内で3一プロモー1一プロピルジシク

ロヘキシルボラン（1mmo1）を調製する。

　その反応フラスコを室温にし、その中に空気（1ml）を注入した後、

トリブチルスズハイドライド（1mmol）をゆっくりと加える。その反

応溶液を同温度で1時間撹絆した後、0℃に冷却して3M・NaOH（1

m1）、30％H202（1　ml）を順次加え、その混合物を同温度で1時間撹

絆する。

　その反応混合物をジエチルエーテルで抽出し、飽和食塩水で洗浄

してからGCで定量分析を行なう。
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3－3－1窯　アクリロニトリルと3一プロモー蓋一プロ馨ル

　　　　　　　ジシクロヘキシルポランートリブチルスズハ・イ

　　　　　　　ドライドの反応

　アルゴンの入り口、脱気用の出ロ、セラムキャップが付いた試薬

の注入口が備わっている乾燥した50cm3丸底フラスコをアルゴン

雰囲：気にする。そのフラスコ内で3一プロモー1一プロピルジシク

ロヘキシルボラン（1mmol）を調製する。減圧下でTHFを除去した後、

乾燥したベンゼン（5ml）、アクリロニトリル（10　mmol）そして空気（1

m1）を加える。

　もう一つのアルゴン置i憎した25cm3の丸尽フラスコにトリブチ

ルスズハイドライド（1mmol）とベンゼン（5　m1）を加える。その溶液

を注射器で抜き取り、マイクロフィーダーを用いて撹絆している反

応混合物にゆっくりと加える。

　3時間後、その反応フラスコを0℃に冷却して過ホウ酸ナトリ

ム・四水和物（6mmol）、　THF（10　m1）、水（2　ml）を順次加え、その混

合物を室温で一夜撹拝する。

　その反応混合物に無水炭酸カリウムを加えて塩析し、GCで定量：

分析を行なう。
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