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ァルミニウムフェノレートとアセトフェノンとの反応

外　聞　宏　三*　　与　儀　誠　一*

Reaction of Almiimm -Phenolate with Acetophenon

The reaction of acetophenone with same metalphenolate have been studied.
Aluminum-phenolate were found to react with acetophenone giving the
corresponding alcohol and olefine.

lHJ=^^B -. 1

アルミニウムイソプロピラートによるケトンの還元はMeerwein-Ponndorf還元l)としてよ

く知られており,還元に際してイソプロピル基の第二級索水素が重要な役割をはたしている2)3J

たとえば

の環状遷移状態を経由する機構が考えられる。

著者らは第二級水素を持たないアルミニウムフ

ェノレ-トによって還元が起るかどうかをシク

ロヘキサノンおよびアセトフェノンを用いて検

討を行なった,

2　実験および結果

2.1.アルミニウムフエノレートとアセトフェノンとの反応

アセトフェノン1.2g(0.01mole)を無水イソプロパノ-ル5mlに溶解し1.5g (0.005mole)

のアルミニウムフエノレートを加え80oCで8時間,加熱挽押した。反応後,希塩酸で処理しエ

ーテルで抽出し.ェーテル層を希アルカ.)で洗い,水洗後,無水硫酸ナト・)ウムで乾燥した。

反応生成物のガスクロマトグラムを図1に示す。

療準物質と比較することにより,スチレンおよび

α-フェニルエタノールが生成していることが確

認された。これらの結果より還元反応が起ってい

ることが推定されるが,イソプロパノールのかわ

りにベンゼンを溶媒に用いた場合はほとんど反応

は起らなかった。同様にしてアルミニウムー0-

クレゾレ-ト　アルミニウム-m-クレゾレ-ト

Fig. 1. Gas-liquid chromatograms of reaction
product.

(I) styrene (I) acetophenone
(I) a phenyl-ethanol (IV) phenol

The analyses were carried out at 2463 C
under 0.4kg/cm- pressure of carrier
hydrogen, column; PEG 20M.
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およびアルミニウム-p-クレゾレ-トを用いて還元を行ないアルミニウムフエノレ-トの場

合と同様の生成物が得られた。結果を表1に示す。

T able. 1. R eaction of acetophenone w ith phenolate in iso- propanol.

Phenolate  A cetophenone iso- propanol R eaction T em p, phenyl-* Styrene*
(O. Olm ole)  (O .Olm ole)         tim e  C J   ethanol

A l-phenolate   1.20g.   5.Om l.   3hr.   80   60 %   10 %

A l-o-cresolate   1. 20     5.0      3     80    60     10

A l-m -cresolate   1. 20     5.0      3     80    65
A l-p-cresolate   1. 20    5 .0     3    80   60

A l-p-chloro-   1 . 20    5 .0     3    80   10    50
phenolate

M g-phenolate   1.20    5.0     3    80     no reaction

M g-o-creso late   1.20    5.0     3    80     no reaction

M g-p-ch loro-   1.20    5.0     3    80     no reaction
phenolate

H g-phenolate   1 .20    5.0     3    80     no reaction

* prod uct w as determ ined by gaschrom atography

2.2　アルミニウムフエノレートとシクロヘキサノンとの反応

シクロヘキサノン0.98g(0.01mole)を細水イソプロパノ-ル5mlに潜解し,アルミニウム

フェノラート1.5g (0.005mole)を加え80oCで4時間加熱灘押した。反応後,希塩酸で処理し

ェーテルで抽出した。細水硫酸ナトリウムで乾燥し兼留を行いB.P.83-4C/760mmHg, 160-

1627760mmHgの留分を得た。反応生成物のガスクロマトグラムを図2に示す。既知物質と

RtおよびIRスペクトルを比較することによりシクロヘキサノールおよびシクロヘキセンの生

成を確認した。

2.3フエノレ-ト類の合成

アルミニウムフエノレート:フ

ェノール28.2g(0.33mole)を窒素

気流申170-1800Cに加熱し表面

をよくみがいたアルミ板2.7g(0.

lmole)を除々に加え,水素の発

生がやむまで加熱した。未反応の

フェノールをのぞくため乾燥した

トルエンで洗浄し,窒素気流申減

圧下にトルエンを留去しデシケ-

ター中で保存した。同様な方法で

アルミニウム10-ク　レゾレー

ト, m-クレゾレート, p-クレ

ゾレ-トおよびアルミニウム-p

-クロルフ干ノレ-トを合成し反

応に用いた。

Fig. 2. Gas-liquid chromatograms of reaction product.
( I ) iso-propanol (I) cyclohexene
(I) cyclohexanone (IV) cyclohexanol

The analyses were carried out at 158° C under
0.4 kg/cm? pressure of carrier hydrogen,
column; PEG 20M.
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マグネシウムフエノレート:フエノ-ル18.8g(0.2mole)を1700 .180-Cに窒素気流申加熱

し,マグネシウム0.5g(0.02mole)を除々に加え,水素の発生がやむまで加熱を続けた。反応

後.トルエンで未反応のフェノールを除いた。同様にしてマグネシウムー0-タレゾレート,

m-タレゾレ-ト,およびp-クレゾレ-トを合成した。

マーキュロフエノレート: 80mlの水に塩化第二水銀27g (O.lmole)を溶解し,煮沸しなが

ら40mlの水に苛性ソ-ダ8g(0.2mole)およびフエノ-ル19g(0.2mole)を溶解した溶液を1時

間要して加えた。得られた白色沈澱を減圧下に乾燥した。

3　考　　　察

Meerwein-ponndorf還元の反応機構としてアルミニウムイソプロビラ-トがケトンのカ

ルポニル酸素に配位した環状遷移状態を経由する機構において,第二級水素が水素陰イオンと

してカルポニル炭素に移る機構が考えられている0 3)第2級水素を持たないアルミニウムフ

エノレートによって退元が起るのは,溶媒に用いたイソプロパノ-ルとアルミニウムフエノレ

-トによってアルミニウムイソプロピラートを生成し,これがケトンを還元するものと考えら

れる。溶媒にベンゼンを用いた場合,変化は見られなかった。

アルミニウムフエノレートを無水イソプロパノ-ルに加えフエノ-ルの生成をガスクロマトに

よって検討したところフェノールが増加していることが認められた。これらのことより,アル

ミニウムフエノレートとイソプロパノ-ルよりテルミニウムイソプロピラートが生成している

ことが推定される。アルミニウムイソプロピラートによって還元きれて生成したα-フェニル

ェタノ-JLがフエノ-ルのプロトンによって脱水きれスチレンが生成したものと考えられる。

反応後,希塩酸で処理前にガスクロマトを行なったところすでにスチレンの生成が見られたこ

とより希塩酸によりα-フェニルエタノー

ルの脱水によってスチレンが生成したもの

ではないと考えられる。表1に示されるよ

うにpKaの大きなフエノ-ル類を用いた場

令,スチレンの生成が増加していること

は,スチレンの生成がフエノ-ル類のプロ

トンによって起っていることを示してい

る。これらのことよりイソプロパノール

申,アルミニウムフエノレートとアセトフ

ェノンとの反応は.左式のように起ってい

るものと考えられる。

これらの機構を速度論的に研究するT:軌　実験を行なったが,アルミニウムフエノレートが

イソプロパノールに溶解せず吸湿性であるため詳細な検討は出来なかった。
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