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(3) 現在までの研究概要 

九州大学 田原 淳士 

 

１．遷移金属ポリヒドリドクラスターを用いた不活性結合の活性化および錯体上での分子変換反応の開発 

筆者は、2007年 4月から 2013年 3月まで東京工業大学 鈴木寛治 教授の研究室に所属し、高活性な錯体で

ある遷移金属ポリヒドリドクラスターを用いて、単純アルカン / アレーン、二酸化炭素といった化学的に安定な

小分子を活性化し、錯体上で分子変換する新規反応の開発に専心した (Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 5898 を含む 4 

報)。この過程で、有機金属化学、錯体化学に関する知識および実験的な技術を習得した。 

２．Ir触媒を用いたアミドのヒドロシラン還元による選択的エナミン合成 

学位取得後、2013年 4月より現職となる。本研究では、これまでに習得した錯体の合成力を活かしつつ、有

機合成への応用について勉強した。エナミンは有機合成における求核剤として有用である他、近年ではアリール

基を持つ  共役エナミンについて、電子材料としての性質が注目を集めている。所属研究室ではこれまで、Ir 錯

体を触媒に用いて、アミド化合物をヒドロシラン還元することでエナミンを選択的に合成する手法を報告してい

る (Chem. Commun., 2009, 1574.)。しかし  共役エナミンの合成には成功していなかった。筆者は種々のリン配

位子を有する Ir 錯体を合成し、リン配位子の電子的・立体的要因が Ir 触媒に及ぼす影響について精査した結果、

電子求引性のリン配位子、特に P(OC6F5)3 を支

持配位子に持つ Ir 錯体を用いることで、対応

するアミド化合物のヒドロシラン還元によっ

て  共役エナミンを合成することに成功した 

(最高触媒回転数は 10,000 を達成)。本成果は米

国化学会誌にて発表した (Organometallics, 

2015, 34(20), 4985-4907.)。 

３．鉄およびコバルト塩を触媒に用いたアルケンのヒドロシリル化反応の開発 

上記２．と並行して、チーム研究の一環として、本研究に携わった。アルケンのヒドロシリル化はシリコー

ン変性や硬化など工業的に極めて重要であり、白金触媒が一般的に用いられている。元素戦略の観点から、これ

らの触媒を鉄やコバルトで代替する試みが近年注目されているが、実用的な報告例は限られていた。筆者は、鉄

の酢酸塩が本反応に触媒活性を示すことを見出し、その後チーム研究によって、鉄またはコバルトのカルボキシ

レート塩およびイソシアニド配位子が、ヒドロシロキサンを用いた

アルケンの触媒的ヒドロシリル化反応に有効であることを見出した。

本成果は米国化学会誌にて発表 (J. Am. Chem. Soc., 2016, 138(8), 

2480-2483.) し、雑誌の cover, spotlight に選出された他、5 件の関連

特許を申請している。また、本成果は信越化学工業株式会社との共

同研究に発展しており、本研究を通じて産学連携研究を経験した。 

４．金属-ケイ素結合を有する遷移金属錯体を用いた不飽和化合物の還元反応に関する一連の理論研究 

上記１．２．とは独立して、

筆者は実験と理論の融合に向け、

研究室への理論研究の導入を主

導して取り組んだ。所属研究室

ではこれまで、砂田祐輔博士 (現 

東京大学 准教授) の指揮のもと、

下図に示すジシラメタラサイク

ル骨格を有する一連の 8 族遷

移金属錯体 1-4 を合成し、種々



の不飽和化合物の還元反応 (a) ~ (c) に対する活性評価を行ってきた。錯体 1 は鉄錯体では困難とされる (a) ア

ルケンの水素化を、常温・常圧という温和な条件で達成した。錯体 2 では、(c) カルボニル化合物のヒドロシラ

ン還元反応に高活性を示し、触媒回転数は最高で 100,000 を達成した。両錯体の更なる高機能化のため、配位子

をカルボニルからイソシアニドへと変換した鉄およびルテニウム錯体 3, 4 が合成された。これらはいずれも (a) 

アルケンの水素化に対して高い活性を示し、錯体 4 を用いた際には多置換アルケンの水素化を常温・常圧で達

成した。錯体 3 についても同様に、錯体 1 を上回る活性で多置換アルケンの水素化を達成した。 

これら一連の研究において、筆者は実験的な補助を行うとともに、高活性を示す触媒 1-4 の反応機構に関す

る知見を得るため、九大先導研 吉澤研究室のご支援の下、計算科学を用いた理論研究に取り組んだ。 

Fe 錯体 1 による (a) アルケンの水素

化は、貴金属触媒に一般的なアルケンの水素

化を、安価な鉄を用いて常温・常圧で達成し

ている点で特筆すべき成果である (Dalton 

Trans., 2013, 42, 16687) 。錯体 1 の持つ特異

な反応性について計算科学を用いて精査した結果、貴金属触媒で一般的な酸化的付加ではなく、鉄-ケイ素結合に

よる協同作用によって水素-水素結合が極めて低い活性化エネルギーを経て切断される (-CAM 機構) ことを見

出した。本成果は、鉄触媒による貴金属代替反応を開発する上での設計指針を示した初めての成果であり、JST- 

NTU joint seminar (2016年 8 月, Nanyang Technological University) および第 5 回統合物質シンポジウム (2014年

12 月, 名古屋大学) において招待講演として発表し、現在、米国化学会誌へ投稿・審査中である。 

上記の計算結果は (1) Fe-Si 結合を含む錯体に共通した概念であるほか、(2) Ru など他の類縁錯体にも適応

可能である点、(3) H-H 以外の他の還元剤にも適応可能である点で、実験事実を一貫して説明することができる。

同じく鉄を含む錯体 3 によるアルケンの水素化 [実験結果とともに投稿準備中] のみならず、錯体 1, 3 のルテ

ニウム (Ru) 類縁体の錯体 2 [実験結果とともに投稿準備中] や錯体 4 についても、-CAM 機構で水素化が有

利に進行することが明らかとなった。イソシアニド錯体 3, 4 に関しては、単純アルケンのみならず、貴金属で

も還元が困難とされる三置換・四置換アルケンの水素化を常温・常圧で達成しており、その反応活性について計

算科学を用いて考察した結果、錯体 1, 2 同

様、金属-ケイ素結合の協同作用によって水

素-水素結合が低エネルギーで切断される

ことに加え、金属周りの立体障害が小さな

イソシアニドを支持配位子に用いることで、

立体的に嵩高い多置換アルケンの金属への

配位 / 水素化が有利に進行することが明

らかとなった。本計算結果は、実験結果と

併せて英国化学会誌に投稿準備中である。 

Ru 錯体 2 による (c) カルボニル化合物のヒドロシラン還元反応の反応機構についても計算を行ったとこ

ろ、還元剤が H-H 結合から H-Si 結合に変化しても、-CAM 機構で説明することが可能であり、本理論が極

めて一般性の高いものであることが明らかとなった。[実験結果とともに投稿準備中。] 上記に加え、実験的な成

果が得られている「錯体 1 による (b) アルケンのヒドロシリル化」「錯体 1 による(c) カルボニル化合物のヒド

ロシラン還元」についても、継続して計算中である。 

 

５．まとめ 

学生時代に培った有機金属化学という基盤から、本年までに、錯体合成の技術を触媒的有機合成へ展開する

経験を積むことができた。また、計算科学という新たな研究手法を身に着けることができた。これらを総合的に

用いて、理論と実験の融合により、錯体触媒研究に独自の道を開拓したいと強く考えている。 

錯体 4 の 

反応機構 



(4) 機構における研究計画 
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本機構において筆者は、下図にまとめるように「理論と実験の融合」という一貫した観点に基づき、国内附

置研究所間連携・国際交流を交えつつ、以下の計画１．～４．について研究を遂行する。 

 

１．明確に構造が定義された (well-defined) 鉄錯体による反応開発および理論研究【(3)概要４．の継続課題】 

「(3) 現在までの研究概要」４．に示すように、これまで金属-ケイ素結合を有する鉄錯体を用いて、(a) ア

ルケンの水素化 (C=C + H-H → H-C-C-H) 、(b) アルケンのヒドロシリル化 (C=C + H-Si → H-C-C-Si) 、 (c) カ

ルボニル化合物のヒドロシリル化 (C=O + H-Si → H-C-O-Si) を達成している (上図①)。そのうち、反応 (a) に

ついて理論研究を行ったところ、鉄錯体による活性化が困難とされる水素分子 (H-H) が、鉄-ケイ素 (Fe-Si) 結

合の支持によって低エネルギーで切断されることを明らかにした (上図②)。今年度は、その他の反応 (b) (c) お

よび類縁錯体 (Ru, Co, Ir) による還元反応に関しても、理論研究による反応機構の解明を行い、実験結果との整

合性について考察する (上図③) 。また計算の過程において、より良いイソシアニド配位子やケイ素配位子の候

補が浮上した際には、理論研究からのフィードバックという形で、更なる高活性触媒の開発や不斉水素化等の新

規反応へ展開する (上図④) 。以上の研究は、理論面では九大先導研 田中宏昌 准教授と共に、また実験面を含

む総合的な観点から京大化研 小澤文幸 教授と共に、研究討論を行いながら遂行する。 

また、一連の理論および実験結果を踏まえ、金属-ケイ素結合の持つ特異性を一般化することで、鉄触媒を用

いた新規反応 (C-C 結合形成反応、オレフィンメタセシス反応等) の開発に [C] 挑戦的課題として取り組む。 

２．触媒活性種の系内発生 (in situ) による反応開発および理論研究【(3)概要３．の継続課題】 

「(3) 現在までの研究概要」３．に示すように、鉄またはコバルト塩および配位子を用いたアルケンの触媒

的ヒドロシリル化を達成している (上図①) が、反応機構に関する知見は得られていない。実験面からは反応中

間体の別途合成や速度論的考察を行い (上図②)、活性種に関する知見を得る。また理論面からは計算科学を用い

て反応機構に関する考察を行い (上図③)、配位子やヒドロシラン試薬の違いによる活性・選択性の差異について

評価する。こちらに関しても上記１．同様、鉄触媒を用いた新規反応 (C-C 結合形成反応、オレフィンメタセシ

ス反応等) の開発に [C] 挑戦的課題として取り組む。 

３．触媒的エナミン合成によるドナー・アクセプター型機能性電子材料の合成【(3)概要２．の継続課題】 



「(3) 現在までの研究概要」２．に示すように、Ir触媒を用いた  共役エナミンの選択的合成に成功してい

る (上図①)。本年度では機能性材料の開発に展開する。具体的には、分子内に電子求引基を導入し、エナミン骨

格をドナーとした種々のドナー・アクセプター型有機分子の合成に取り組む。既に、TD-DFT 計算による分子シ

ミュレーションによって、標的とする分子に適した置換基の選定に着手しており(上図②)、理論研究結果と比較

しながら、機能性分子の創発に努める (上図③)。 

４．常磁性の鉄触媒を用いた精密重合反応における理論研究：スピンの変化を伴う複雑系の理論と実験の融合に

よる理解【新規課題】 

本計画は「(3) 現在までの研究の概要」に記されていない新規課題である。所属研究室ではこれまでに、下

ずに示す 1,4,7-トリアルキル-1,4,7-トリアザシクロノナン (R3TACN) を配位子に持つ鉄錯体を触媒として、スチ

レン (St)、メタクリル酸メチル (MMA)、アクリル酸ブチル (BA) の重合反応を報告している (Polym. Chem., 2016, 

7, 1037 を含む 4 報) 。配位子の窒素上の置換基や鉄上のハロゲン基の種類によって、触媒の活性や安定性が変

化することが重合結果から得られているが、鉄錯体は多様なスピン状態を取ることが可能であり、反応機構に関

する詳細な知見は得られていない。本研究では、以下 4つの観点から、重合反応の反応機構の解明に取り組む。 

 

●４－１． 分子量の巨大な開始剤 (Macro Initiator) を用いた炭素-ハロゲン結合切断過程の速度論的考察 

従来は 1-bromo-1-phenylethane といった分子量 100 ~ 200 前後の開始剤を用いて重合反応を行うため、反

応初期の速度を追跡することは困難であった。そこで、分子量 1,000 ~ 3,000 程度のポリマーが繋がったハロ

ゲン化物を巨大な開始剤 (Macro Initiator) として反応に用いることで、その反応初期の速度定数を GPC装置を

用いて測定する。得られた速度定数を比較することで、配位子上の置換基やハロゲンの違いによる反応性の差

を検討する。本研究は国際連携として Nanyang Technological University 後藤淳 准教授との共同研究であり、

既に 8月に研究討論を行い、技術指導を受けるために、年度内に再度シンガポールを訪問予定である。 

●４－２． 計算科学を用いた炭素-ハロゲン結合切断過程の理論的考察 

対象の鉄触媒は 
1
H NMR から常磁性を示すことが明らかとなっている。しかしながら、鉄上のスピン状

態に関する予測はできていない。計算科学によって、鉄上で炭素-ハロゲン結合が切断される素反応過程のスピ

ン状態、および遷移状態のエネルギー変化を算出し、４－１．で得られた実測値と比較しながら考察する。本

研究は九大先導研 吉澤研究室 塩田淑仁 准教授 の指導のもと遂行する。 

また、本書１．に示す鉄錯体の理論研究は全て low spin 錯体に限定した結果であった。本重合反応は high 

spin 状態を含むことから、これまでの理論研究とは異なり、より一般性の高い成果発信が期待される。 

●４－３． SPring-8 による鉄活性種の捕捉 

均一系触媒反応において、溶液中での構造情報は NMR がこれまで主流であったが、NMR 不活性な常磁

性錯体に対する有効な測定手法は確立されていなかった。本反応において鉄活性種が溶液中でどのような構造

をとるか、SPring-8 を用いた溶液中 XAFS 測定によって遂行する。本手法は京大化研 中村正治 教授、高谷

光 准教授 との共同研究によって開発された新しい測定法であり、常磁性反応場に対する新たな学問形態を築

き得る取り組みである。 

●４－４．鉄触媒による種々の官能基を持つモノマーを用いた新規重合反応の開発 (挑戦的課題)  

鉄触媒による重合反応は元素戦略の観点から重要だが、鉄元素の持つ Lewis Acidity の高さから、種々の

官能基への耐性は低く、適応可能なモノマーは限られていた。本書４－１．～４－３．で得られた知見をもと

に、鉄の持つ Lewis 酸性を制御することで、種々の官能基を有するモノマーを用いた重合反応を達成する。

計算科学によるシミュレーションを経て、適合可能な配位子および基質を選定したのち、重合反応を行う。 


