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■■!1.  はじめに

ビタミン "#$は、生体内で葉酸とともに赤血球をつく
りだす働きをもつ重要な栄養素の一つである。#%&'年
に悪性貧血の特効薬として発見され #($)、後に *+,-./0

らによるＸ線構造解析によりその複雑な構造が明らかに
された 1(&)。コリン環部分のみでも不斉炭素を９個も含
む複雑極まる構造は有機合成化学上最大のターゲットと
なり、#%2$年には3++,456,や 789:;0<+8;6らによる全
合成が達成された =)。!ビタミン "#$は、「中心金属コバ
ルト」と「コリン環骨格」を持つ有機金属錯体であり、
化学名はコバラミンである。>/-?!#に示すような構造を
もち、種々の酵素反応に関与している。
ビタミン "#$が関与する酵素反応は２つに大別さ
れる @(2)。一つはメチルコバラミン依存のメチル基転
移反応であり、他方はアデノシルコバラミン依存で
炭素骨格の組み換えを伴う異性化反応である。これ
らは、いずれもコバルト-炭素結合を有する有機金属

錯体を反応中間体としている。さらに最近では、脱
ハロゲン化反応の働きをする酵素も見出されている。!
　このビタミン "#$の中心金属コバルトは通常＋ #～＋
３の酸化状態をとることができ、＋ #価では灰緑色、＋
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２価では黄色～橙色、＋３価では赤～紫という色を示す
'(%)。ビタミン "#$の酸化還元を伴う反応は、緑 Q黄 Q赤
と反応により色が変わるので、「交通信号反応」と喩え
られている。
筆者はこれらビタミン "#$酵素のモデル錯体合成と機

能シミュレーションに興味をもち、工学的利用を念頭に
おいて触媒反応の構築を行ってきた。以下では、このよ
うなビタミン "#$の構造と酵素反応について解説し、酵
素の構造を反映した人工酵素系の構築や光増感剤とビタ
ミン "#$を組み合わせたハイブリッド触媒への応用につ
いて紹介する。反応については、有機ハロゲン化物の脱
ハロゲン化反応や無機ヒ素のメチル化反応など、環境汚
染物質の分解や無毒化への応用を取り挙げる。

■■!2.  ビタミンB12 酵素と触媒反応

ビタミン "#$は >/-?!#に示すように、テトラピロール
系の平面配位子であるコリン環内の &個の窒素原子にコ
バルトが配位した金属錯体である。ヘムタンパクの活性
部位にあるヘムの配位子であるポルフィリンと構造は似
ているが、配位子の塩基性が異なる。コリン環はピロー
ルの E環と A環が直結しており、モノアニオン性の配
位子である。従って、低酸化状態のコバルトイオンの生
成に有利な構造と言える。また、周囲に多数の不斉炭素
をもっておりキラルな反応場を与えている。通常ビタミ
ン "#$の呼称は、生体から効率良く抽出される誘導体で
あるシアノコバラミンに対し用いられているが、生体内
で実際に作用しているのはメチルコバラミンおよびアデ
ノシルコバラミンである。
メチルコバラミンは、生体内ではメチオニンの生合成
やメタン生成、酢酸生成を司る酵素中に存在する補酵素
である。たとえば、メチオニンシンターゼはホモシステ
インからメチオニンを生合成する過程において，メチル
基転移の触媒として働いている @Q%)。本触媒反応におい
ては、コバルト-炭素結合がイオン的に開裂する。すな
わち、メチルコバラミンはグリニャール試薬の様に作用
し、ホモシステインをメチル化する機構が広く受けいれ
られている。この酵素については、#%%&年に _線結晶
構造解析が報告され，タンパク質に結合したメチルコバ
ラミンの構造が明らかにされた #Z)。驚くべきことに，コ
バラミンの下方配位子と考えられていたヌクレオチド部
のジメチルベンズイミダゾール VA\"S)はコバルトに配
位しておらず，あたかもコリン環から降ろされた錨のご
とく，タンパク質鎖の中に突きささっていた。そして，
そのかわりにタンパク質由来のヒスチジン残基のイミダ
ゾールがコバルトに配位していた。
一方、アデノシルコバラミンは、>/-?!$に示すように

炭素骨格の組み替えを伴う官能基転位反応の触媒として

働く。メチルマロニル QG+Eムターゼはメチルマロン酸
骨格からコハク酸骨格への変換を、グルタミン酸ムター
ゼはメチルアスパラギン酸からグルタミン酸への変換反
応を行う。この反応においては、>/-?!$に示すようにコ
バルト-炭素結合の開裂がトリガーとなり酵素反応が開
始する。補酵素 "#$のコバルト-炭素結合のホモリシス
開裂により生成したアデノシルラジカルが基質の水素原
子を引き抜き、そこで生成した基質ラジカルが中間体と
なり異性化反応が進行する。メチルマロニル QG+Eムタ
ーゼの _線構造解析は #%%@年に報告されたが、メチオ
ニンシンターゼと同様に下方配位子は A\"S基ではな
く、タンパク質由来のヒスチジン残基のイミダゾールで
あった ##(#$)。

!"#$%'''@&"<:?A7#:,676+$<5&")"<&"<*'"<BA+$#'-"6#*$:<?

ビタミン "#$依存性酵素反応はメチル化反応と官能基
転位反応に大別されるが、嫌気性細菌中に見出された脱
塩素化酵素の活性中心にも、これらコリン環を有する錯
体（コバラミン）が存在することが、近年の研究で明ら
かになっている。この脱塩素化は、"#$依存性酵素の新
しい機能としてその反応及び機構解明が注目されてい
る #1Q#%)。嫌気性細菌である !"#$%&'&''&()"*+",#"-&."-"*

や !"#$%&/$',"0+0"*,0(',1*中に見出された酵素（2")1',(3"++
)"#$%&."-$*"）には、コリノイド #分子と電子源である
>;`Kクラスターが２つ以上存在する。菌体中では G+VS)

体が活性種となり、テトラクロロエチレン VaG7)が $電
子還元されトリクロロエチレン VOG7)への脱塩素化が進
行していることが明らかになっている。酵素側から見れ
ばこの反応はエネルギー物質である EOaの合成を行う
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脱塩素化呼吸に相当し、aG7を電子受容体、水素分子
を電子供与体として用い、エネルギー生産を行っている。
活性種である G+VS)体の生成後、どのような中間体を経
て脱塩素化反応が進行するかは解明されておらず、>/-?!
1に示す $つの機構が提案されている $ZQ$$)。一つは、コ
バルト-炭素結合を有するアルキル錯体を経由するもの
であり VB5C:!E)、他方は G+VS)体から aG7への電子移動
を経るものである VB5C:!")。本脱塩素化酵素反応は、環
境汚染物質として社会問題になっている有機塩素化合物
の分解に相当し、環境浄化触媒としての応用が期待され
ている $1Q$=)。

!"#$%(''C-:):?"&'-"6#*$:<'+"#D6<$?+':;'-"&9#*$%"'&"D67:E"<6?"F

■■!3.  コバルト -炭素結合の化学

ビタミン "#$酵素反応の鍵はコバルト Q炭素結合の生
成と開裂にある。ここで、G+QG結合の生成と開裂につ

いて述べる。>/-?!&に示すように、種々の方法で G+QG

結合を作ることができる。G+VS)種とハロゲン化アルキ
ルのような親電子剤との反応、G+VSS)種と有機ラジカル
との反応、G+VSSS)種とグリニャール試薬のような求核
剤との反応により G+QG結合は生成する ')。一方、G+QG
結合は光照射や熱によるホモリシス開裂、酸化還元によ
る開裂などがある。すなわち、ビタミン "#$アルキル錯
体の G+QG結合は、外部刺激によりラジカル種やイオン
種を発生させることができる。

!"#$%)''G:-+6*$:<'6<&'#7"6%6E"':;'H:5H',:<&

天然ビタミン "#$は水以外の溶媒には難溶解性である
ため、取り扱いが不便であるので、>/-?!=に示すように
これを化学修飾し、構造的に安定な修飾体（疎水性ビタ
ミン "#$）を合成することで、その応用を広げることが
できる $@Q11)。本錯体は天然ビタミン "#$の骨格を保持し
ているため、中心コバルトの酸化還元電位、電子状態な
どは天然 "#$と類似している。また側鎖エステルの種類
により多様な溶媒に高い溶解性をもつため、種々の有機
溶媒中での反応やアポタンパクモデルへの取り込みに有
利であり、天然酵素同様の高い反応性が期待できる。こ
のビタミン "#$誘導体は、化学還元剤（水素化ホウ素ナ
トリウム、亜鉛粉末やナトリウムアマルガムなど）によ
り容易に中心コバルトを超求核性の G+VS)状態に還元す
ることができる。

!"#$%*''C-")6-6*$:<':;'DA&-:)D:,$#'%$*6+$<'=>0';-:+'#A6<:#:,676+$<
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■■!4.  バイオインスパイアード触媒の開発

生体内の反応は高効率で無駄のない反応であり、それ
に学んだ科学はバイオミメティクス（生体模倣）とよば
れてきた。近年さらに生体系の機能発現を模範とし、そ
れに工学的な発想を加味して生体系の機能を凌駕する技
術を目指すバイオインスパイアード材料の開発が始まっ
ている。この手法は、生体由来のタンパク質やアミノ酸
に拘ることなく、その機能を代替さらには凌駕できるも
のであれば、有機物・無機物・半導体など生体とは関係
ない物質をも組み合わせて、優れた触媒材料を開発しよ
うとするものである。その分子設計のコンセプトを >/-?!

@に示す。すなわち、金属酵素から活性部位である金属
錯体部分を取り出し、これを化学修飾する、または単純
なモデル錯体に置き換える、などの手法を行い、さらに
この金属錯体とアポタンパクモデルまたはナノ空間材料
を組み合わせて、新たな人工酵素系を構築するというも
のである。これまで、天然タンパク質の一つである人血
清アルブミン V*KE)1&)、合成二分子膜 1=Q&@)、分岐高分子
&2)などのアポタンパクモデルとの組み合わせによりビタ
ミン "#$人工酵素の構築に成功している。また、ゾル Q

ゲル法によりビタミン "#$誘導体をシリカゲル中に取り
込んだり &'(&%)、半導体である酸化チタンにビタミン "#$
誘導体を結合させるなどして新規な触媒の構築に成功し
ている =Z(=#)。

!"#$%+''I:7"#976-'&"?$E<':;',$:5$<?)$-"&'#6*67A?*?

一例として、合成二分子膜と疎水性ビタミン "#$の組
み合わせによるビタミン "#$人工酵素について説明しよ
う。ビタミン "#$!酵素のＸ線構造解析の結果をもとに、
反応に重要な役割を果たしていると考えられるアルギ
ニンやヒスチジン残基を含む合成ペプチド脂質を用い
る &@)。これらの合成ペプチド脂質は水中で安定な二分子
膜構造を形成する。この合成二分子膜に、ビタミン "#$
を疎水的に化学修飾した化合物を取り込ませることに
より、二分子膜型ビタミン "#$人工酵素を構成できる。
>/-?!2に二分子膜型ビタミン "#$人工酵素の模式図を示
す。この人工酵素系では、合成二分子膜のミクロ環境効
果によりアポタンパク機能が発現し、均一溶液中では進

行しない官能基の #($Q転位反応を効果的に進行させる
ことができる。本人工酵素により、ジメチルマロン酸骨
格からメチルコハク酸骨格への変換やメチルアスパラギ
ン酸からグルタミン酸への骨格変換反応が可能である
1%(&@)。同様な反応は、人血清アルブミン V*KE)をアポタ
ンパクモデルとして用いた系でも可能である 1&)。

!"#$%,''@-*$;$#$67'"<BA+"'#:+):?"&':;'DA&-:)D:,$#'%$*6+$<'=>0'6<&'
?A<*D"*$#',$76A"-'+"+,-6<"

■■!5.  有機塩素化合物の脱ハロゲン化反応

ビタミン "#$誘導体の G+VS)種は高い求核性を示すた
めに有機ハロゲン化合物と反応し、>/-?!'に示すように
脱ハロゲン化反応が速やかに進行する。２節で紹介した
脱塩素化酵素における活性種は G+VS)種であり、この反
応性は種々の有機ハロゲン化物の還元的脱ハロゲン化反
応に応用できる。ジクロロジフェニルトリクロロエタン
（AAO）やクロロホルムなどのトリハロメタン類を始め
とした広範な有機ハロゲン化物に対し優れた脱塩素化能
を示し、特に多置換塩素化合物には著しく高い反応性を
示すことが明らかとなっている =$）。このビタミン "#$誘
導体による脱ハロゲン化反応における最大の特徴は、有
機ハロゲン化合物中のハロゲン原子を、無害なハロゲン
イオンの形で脱離する点である。有機塩素化合物と反応
した場合、ホスゲンや塩素ガスといった第二の環境汚染
物質を生成することがない点は特筆すべきことである。

!"#$%-''!"6#*$:<?',"*J""<'H:KLM'6<&'67NA7'D67$&"?

5.1.  電気化学的手法を用いた脱ハロゲン化反応
ビタミン "#$誘導体は化学還元剤との反応により脱ハ
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ロゲン化活性を示す G+VS)種を生成するが、化学還元試
薬を使用する点で必ずしも環境への負荷を低減している
とは言えない。そこで G+VS)種の発生法として電気化学
的手法を用い、クリーンな環境適合型の脱ハロゲン反応
を行った =1Q@$）。>/-?!%に示すように、有機電解反応では
電極から供給される電子により、ビタミン "#$誘導体は
還元活性化され、G+VS)種が有機ハロゲン化物と反応し
アルキル錯体を形成することで脱ハロゲン化反応は進行
する。アルキル錯体は電気化学に還元され G+VS)種が再
生するというスキームで触媒反応は進行する。以下にそ
の詳細を述べる @#）。

!"#$%.' '47"#*-:#D"+$#67'&"D67:E"<6*$:<'+"&$6*"&',A'DA&-:)D:,$#'
%$*6+$<'=>0

疎水性ビタミン "#$の酸化還元挙動をサイクリックボ
ルタンメトリー法（Gb）により検討すると、>/-?#Zに
示すように 454Qジメチルホルムアミド!VA\>)中では
QZ?=!b!N8?!E-`E-GFに G+VSS)`G+VS)の酸化還元波が観測さ
れた。これに有機ハロゲン化物である AAOを添加する
と Gbは激変し、Q#?&!b!N8?!E-`E-GFに非可逆な還元波が

出現し、触媒電流が観測された。これは電解還元された
G+VS)種が AAOと反応し、アルキル錯体が生成し、この
アルキル錯体が Q#?&!b!N8?!E-`E-GFで還元されて触媒電
流が流れたと解釈できる。

!"#$%&/''HA#7$#'%:7*6++:E-6+?':;'DA&-:)D:,$#'%$*6+$<'=>0'$<'OIG
K6M'PH:,KLLM.H>"?*"-QH7RS/'K,M'6&&"&'OOT'*:'K6M

この酸化還元挙動をもとに、疎水性ビタミン "#$を触
媒とした AAOの電気化学的分解反応を行った。触媒量
の疎水性ビタミン "#$を含む A\>中で、陰極電位!-#?&!
b!3*6!E-`E-GFで AAOの電解反応を行ったところ、塩素

01234%&''47"#*-:7A?"?':;'550'#6*67AB"&',A'#:,67*'#:+)7"U"?F6
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原子が #～ $つ脱離した #(#Qビス V&Qクロロフェニル )Q

$($Qジクロロエタン VAAA)、#(#Qビス V&Qクロロフェニ
ル )Q$($Qジクロロエチレン VAA7)、#Qクロロ Q$($Qビス
V&Qクロロフェニル )エチレン VAA\M)、#(#(&(&Qテトラ
キス V&Qクロロフェニル )Q$(1Qジクロロ Q$Qブテン VOOA")
V7`8)が得られた（O5PF;!#）@#）。AAOの還元電位はより
負に大きな電位であり、温和な電解条件で脱塩素化でき
ることが明らかになった。単純なビタミン "#$モデル錯
体であるコバロキシムを用いた場合には、反応は効率良
く進行せず、ビタミン "#$誘導体が極めて優れた触媒で
あることがわかる。
電解反応機構を種々の分光学的手法により検討した。
電解反応溶液の電子スペクトルを測定すると、光敏感性
の化合物が生成していることが明らかとなり、G+QG結
合を有するアルキル錯体の生成が確認出来た。また、反
応溶液にスピントラップ剤としてα Qフェニル QCQブチ
ルニトロン Va"])を添加して電解反応を行うと 7Kcに
より a"]スピン付加体のシグナルが観測された。また
溶媒に重水素溶媒として A\>Q,2を用いた場合、生成物
の AAAには重水素の取り込みは検出できなかった。一
方、A\>に少量の A$dを添加した系で反応を行うと、
AAAに１つの重水素を取り込んだ化合物 VAAAQ)#)が
重水素含有率 ''eで得られた。これらの結果から、電
解反応では >/-?##に示した反応機構で、AAO!が AA7(!

AAA(!AA\M(!OOA"に変換されていると結論した @#）。

!"#$%&&''!"6#*$:<'+"#D6<$?+';:-'*D"'&"E-6&6*$:<':;'OOT'#6*67AB"&'
,A'DA&-:)D:,$#'%$*6+$<'=>0'9<&"-'"7"#*-:#D"+$#67'#:<&$*$:<?

一般に有機電解反応はイオン解離する支持電解質を含
む極性有機溶媒中で行われる。しかし支持電解質を含む
有機溶媒中での反応は、環境への負荷をゼロとすること
はできない。近年このような問題を解決すべく、イオン
液体中での有機電解反応が盛んに研究されている。イオ
ン液体は空気中で安定で、常温・常圧下、不揮発性・難
燃性の液体の塩であり、さらに良好な導電性を示すため、
有機電解反応の溶媒として優れている点が多い。実際に

ビタミン "#$誘導体を電解触媒とする AAOの脱塩素化
反応をイオン液体中で行ったところ、支持電解質を含
む極性有機溶媒中と同様に反応は効率良く進行した @$）。
またビタミン "#$誘導体はイオン液体中に固定化（溶解）
されるため、反応後抽出操作により生成物はジエチルエ
ーテル層に、ビタミン "#$誘導体はイオン液体層へと簡
単に分離することが出来、ワークアップ操作が容易にな
った。さらにビタミン "#$誘導体を含むイオン液体溶液
はそのまま繰り返し反応に用いることができ、触媒の再
利用も可能となっている（>/-?!#$）@1）。疎水性ビタミン
"#$を触媒としたイオン液体中での AAOの脱ハロゲン
化反応は、A\>中での反応と比較して反応性が増大し
ており、イオン液体中での電解反応は有望である。

!"#$%&'' 'H6*67A*$#' -"6#*$:<?':;'DA&-:)D:,$#'%$*6+$<'=>0' $<' $:<$#'
7$V9$&

5.2.  光増感剤を用いた可視光駆動型脱ハロゲン化反応
これまで述べてきたように、ビタミン "#$誘導体の

G+VS)種は超求核剤であり、化学的還元剤を用いるか、
電気化学的還元により生成する。しかし、こういった手
法では環境への負荷をゼロにすることはできない。そこ
で、更にクリーンな手法として光増感剤を用いる G+VS)

種の生成法を考えた。光増感剤として良く用いられるル
テニウム VSS)トリスビピリジン錯体に着目し、>/-?!#1に
示すような光駆動型電子移動反応を利用した触媒サイク
ルの構築を行った @&）。cJVSS)トリスビピリジン錯体は可
視光照射により励起され、犠牲還元剤（トリエタノール
アミンなど）共存下では還元的消光を受け、高い還元力
を有する cJVS)錯体を与える（Q#?1=!b!3*?!E-`E-GF）。こ
の還元力を利用すればビタミン "#$錯体（7#`$VG+SS`G+S)!f!
QZ?@=!b!3*?!E-`E-GF）を触媒活性な G+VS)種へと還元する
ことが出来る。

!"#$%&(''H6*67A*$#'&"D67:E"<6*$:<'-"6#*$:<'9?$<E'!9')D:*:?"<?$*$B"-
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光増感剤による G+VSS)錯体の G+VS)錯体への還元は、
>/-?#&に示すように 7Kcによる反応追跡により確認す
ることが出来た。G+VSS)種の疎水性ビタミン "#$をエタ
ノールに溶解し、ルテニウム錯体およびトリエタノール
アミンを加えた。この状態では、典型的な低スピン状態
の G+VSS)種の 7Kcシグナルが観測された。脱酸素条件
で可視光照射すると、7Kcシグナルは弱くなりやがて
消失した。この化学種を空気酸化すると、再び G+VSS)種
の 7Kcシグナルが表れた。この 7Kcによる反応追跡の
結果より、ルテニウム錯体は可視光照射条件下で疎水性
ビタミン "#$を G+VS)種に還元できることが明らかとな
った @&）。

!"#$%&)''4(!'?)"#*-67'#D6<E"':;'H:KLLM'DA&-:)D:,$#'%$*6+$<'=>0'$<'
*D"')-"?"<#"':;'!9')D:*:?"<?$*$B"-'9<&"-' $--6&$6*$:<'J$*D'%$?$,7"'
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次に疎水性ビタミン "#$を触媒として用い、エタノー
ル中 cJ光増感剤及び犠牲還元剤存在下で、環境汚染物
質である AAO（有機塩素化合物）に可視光照射したと

ころ、O5PF;!$に示すように 1時間でほとんどの AAOが
消失し、主生成物としてモノ脱塩素体である AAAが得
られた。暗所や疎水性ビタミン "#$不在の場合には反応
はほとんど進行せず、光駆動型電子移動反応により生
成する G+VS)種が活性種となり、反応が進行していると
推察される。>/-?#1に示したような反応スキームで進行
しており、可視光を照射するだけで、光誘起電子移動
反応によりビタミン "#$が活性化し、環境汚染物質であ
る AAOを分解できる @&）。一方、ビタミン "#$と同等の
酸化還元電位を有する単純なモデル錯体を用いた場合に
は、反応は効率良く進行しなかった。この疎水性ビタミ
ン "#$とルテニウム光増感剤を組み合わせた触媒系は、
効果的で環境に非常に「優しい」反応系であると言える。

5.3.  酸化チタン-B12 ハイブリッド触媒による脱ハロゲ
ン化反応

酸化チタン（O/d$）の光照射により生成する伝導帯の
励起電子は、QZ?=!b!3*?!]*7!VB*2?Z(!*$d)の還元力を有す
ることが報告されており、理論上はビタミン "#$誘導体
を G+VS)種へと還元することが可能である。また酸化チ
タンは粉末や薄膜として用いるので、その表面にビタミ
ン "#$モデル錯体を固定化すれば、不均一触媒として利
用できる。そこで側鎖にカルボキシル基を有するビタミ
ン "#$誘導体を合成し、酸化チタン表面に固定化したハ
イブリッド触媒を合成し、その反応特性を検討した（>/-?!
#=）=Z）。
まず、紫外線照射下での酸化チタンのビタミン "#$誘
導体との反応性を検討するため、反応を電子スペクトル
により追跡した。スペクトル変化を >/-?#@に示す。疎
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水性ビタミン "#$をエタノールに溶解し、酸化チタンの
粉末を加えた。最初は &2Z!0<に特徴的な吸収をもつオ
レンジ色の溶液であったが、脱酸素条件で紫外線照射す
ると 1%Z!0<に吸収をもつ暗緑色の溶液へと変化した。
1%Z!0<の吸収極大は G+VS)種のビタミン "#$誘導体に特
徴的なスペクトルであり、紫外線照射により酸化チタン
の励起電子により還元されて G+VS)種が生成したことが
明らかになった =Z）。

!"#$%&+''47"#*-:<$#'?)"#*-67'#D6<E"':;'DA&-:)D:,$#'%$*6+$<'=>0';-:+'
H:KLLM' *:'H:KLM' $<' *D"')-"?"<#"':;'T$R0'9<&"-' $--6&$6*$:<'J$*D'WX'
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さらに、同様にこの反応を 7Kcスペクトルにより追
跡した。G+VSS)種の疎水性ビタミン "#$をエタノールに
溶解し、酸化チタン粉末を加えた。この状態で 7Kcを
測定すると、典型的な低スピン状態の G+VSS)種のシグナ
ルが観測された。脱酸素条件で紫外線照射すると、7Kc
シグナルは弱くなり G+VSS)種はほとんど消失した。この
化学種を空気酸化すると、再び G+VSS)種の 7Kcシグナ
ルが表れた。この 7Kcによる反応追跡からも、酸化チ
タンは紫外線照射下でビタミン "#$誘導体を G+VS)種に
還元活性化できることが明らかとなった =Z）。
次に、電子移動を効率良く行うために、酸化チタン表

面上に "#$誘導体を固定化した。これには、７つの側鎖
がすべてカルボン酸となったコビリン酸を用いた。コビ
リン酸をエタノールに溶解し、酸化チタン粉末を加えて

１日撹拌すると、ピンク色の粉末が得られた。この酸化
チタン Q"#$ハイブリッド触媒については、\EgASQOd>
による質量分析、拡散反射スペクトルによる可視部の
吸収測定、Scスペクトルによるカルボキシレートの振
動測定などにより同定を行った。<`Rf%1'(!%=$(!%@&はそ
れぞれ、h\iQ*$dQG]j(!h\

iQG]j(!h\iQ*$djに対応してい
る。ただし、h\iQG]jの質量数は %=@であるので、４つ
のカルボン酸が解離して酸化チタン上に結合していると
推察される。元素分析から見積もった "#$の固定化率は
2?ZT#ZQ##!<+F`9<$であり、比較的高密度で酸化チタン表
面に固定化されていることが明らかになった。

!"#$%&-''C-")6-6*$:<'6<&'#D6-6#*"-$B6*$:<':;'=>05T$R0'DA,-$&'#6*67A?*

このように調製した酸化チタン Q"#$ハイブリッド触
媒をエタノールに懸濁し、脱酸素条件で紫外線照射（ブ
ラックライトを使用）すると、G+VS)種の生成を示す暗
緑色へと変化した。アルコール溶媒を用いることは本反
応の鍵であり、アセトニトリル中では本反応は進行しな
い。それはアセトニトリル中では光照射により発生した
正孔（ホール）が励起電子と再結合するため、G+VS)種
が生成できないためである。一方、エタノール中では溶
媒のエタノール自身が正孔により酸化され（アセタール
が生成）、再結合を防ぐことにより励起電子が G+VSS)種

!"#$%&*''H:<?*-9#*$:<':;'=>05T$R0'DA,-$&'#6*67A?*
!"#$%&,''4(!'?)"#*-67'#D6<E"':;'H:KLLM'DA&-:)D:,$#'%$*6+$<'=>0'$<'
*D"')-"?"<#"':;'T$R0'<6<:'):J&"-'9<&"-'$--6&$6*$:<'J$*D'WX'7$ED*
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を G+VS)種へと還元する。
このように酸化チタンの光還元作用により G+VS)種

の生成が可能であるので、基質として AAO（有機塩素
化合物）を加え、紫外線照射しながら反応させると、
O5PF;!1に示すように、種々の脱塩素化物が得られた。
反応時間を延ばすことにより、トリ脱塩素体（塩素が３
つ脱離した化合物）を生成させることができる。"#$誘
導体を酸化チタン表面に固定化することで、好気条件で
も G+VS)種の生成が可能となり、酸素添加反応も進行す
るが、酸素存在下では "#$の分解も進行するので注意を
要する。酸素不在下では酸化チタン Q"#$ハイブリッド
触媒は安定であり、優れた触媒であると言える =Z）。
この酸化チタン Q"#$ハイブリッド触媒は、有機ハロ
ゲン化物の分解のみならず、有機ハロゲン化物からのラ
ジカル生成反応にも利用できる =#）。従って、従来のス
ズ化合物を用いたラジカル反応の代替として用いること
ができ、環境調和型のグリーン触媒として魅力的である
と言える。

■■!6.  無機ヒ素の無毒化反応

ビタミン "#$依存性酵素の #つであるメチオニンシン
ターゼは、２節で述べたようにメチルコバラミンが補酵
素として働き、ホモシステインからメチオニンを合成し
ている。メチルコバラミンは生体内でのグリニャール試
薬のような働きをしていると言え、その応用として環境

適合型のメチル化試薬としての利用が期待される。しか
し、非酵素系でのモデル反応において効率的は触媒反応
を達成した例はない。そこで、著者らのグループではビ
タミン "#$誘導体によるアルキルチオールや無機ヒ素の
メチル化反応について検討している @=Q@'）。
このメチル基転位反応は重金属にも起こり、水銀がメ
チル化して有機水銀が生成し、水俣病の原因となったこ
とは有名である。水銀はメチル化して有機水銀となると
猛毒であるが、ヒ素はメチル化すると逆に毒性が著しく
下がる。生体系におけるヒ素のメチル化については、以
前はビタミン "#$酵素の作用であると考えられたことも
あるが、現在では 9Qアデノシルメチオニンによりメチ
ル化されることが明らかになっている。従って、有効な
メチル化反応を見出せばヒ素の新規な無毒化法への応用
が期待できる。そこでメチル化疎水性 "#$誘導体および
単純なメチル化モデル錯体を用いて、無機ヒ素のメチル
化反応を検討した。本研究は、北里大学および日本板硝
子（株）との共同研究により行った。
ヒ素化合物の急性毒性値は化学構造および酸化状態に
依存する。高酸化状態の５価のヒ素は低酸化状態の３価
のヒ素より急性毒性は低い。また、水銀や鉛のような重
金属とは異なり、>/-?#%に示すようにヒ素はメチル化さ
れると毒性は著しく低下する @%）。無機ヒ素をトリメチ
ル化して更にアルセノベタイン VE")に変換することに
より、毒性は #`1ZZになる。ヒ素化合物の中で、５価の
トリメチルヒ素であるアルセノベタイン VE")は砂糖よ
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りも毒性が低く、ほぼ無毒と見なせる。従って無機ヒ素
をトリメチル化し、さらにアルセノベタイン（E"）に
変換することにより無毒化することができる。すなわち、
無機ヒ素を効率よくトリメチル化することが出来れば、
新規な無毒化方法の開発に繋がるものと期待される。

!"#$%&.' '!"76*$:<?D$)',"*J""<'*D"'*:U$#$*A':;'6-?"<$#'#:+):9<&?'
6<&'*D"'<9+,"-':;'+"*DA7'E-:9)

そこで、グルタチオン VIK*)の存在下で無機ヒ素と
ビタミン "#$誘導体のメチル化錯体を反応させ、ヒ素の
メチル化反応を検討した @2(@'）。メチル化疎水性 "#$の加
水分解物であるメチルアココビリン酸過塩素酸塩をメチ
ル化供与体とした場合、#ZZ℃の反応条件でヒ素がすべ
てトリメチル体となることを見出した。単純なメチル化
モデル錯体（メチルコバロキシムなど）についても同様
な反応を行ったが、モノメチル体が少量生成したのみで
あった。これは、コバルト Qメチル結合の安定性に関連
していると推察される。

!"#$%'/''O"*:U$;$#6*$:<'?A?*"+';:-'$<:-E6<$#'6-?"<$#',A'+"*DA76*"&'
%$*6+$<'=>0'&"-$%6*$%"

"#$誘導体によるヒ素のメチル化は、新たなヒ素の無
毒化法として有望であるが、よりマイルドな反応条件で
反応が効率良く進行することが望まれる。また、>/-?!$#
に示したように触媒的に反応を進行させる手段はいくつ
か考えられるが、効率の良い反応系の開発には至ってい
ない。今後の進展が期待される。

!"#$%'&''C-:):?"&'#6*67A*$#'?A?*"+';:-'*D"'+"*DA76*$:<':;'$<:-E6<$#'
6-?"<$#

■■!7.  おわりに

近年、さまざまな分野で環境問題への注目度は大きく、
化学の分野においてもグリーンケミストリーとしてのア
プローチは盛んである。「バイオミメティックス」や「バ
イオインスパイアード」に代表される高効率で無駄のな
い生体に学んだ手法は、従来型の化学の枷を離れ自由な
発想で先端科学と材料開発に挑戦している。これらの手
法は、環境への負荷を最大限に減らし、高効率な反応系
を産みだすことに大きく寄与するものと考えられる。
本稿で紹介した、ビタミン "#$誘導体を用いたバイオ
インスパイアード触媒の創製は、その一つの試みであ
る。ビタミン "#$酵素は、生体内において #Z数種類の
反応に関与して、通常の有機化学や触媒化学では不可能
な反応を可能にする優れた天然物質である。そのビタミ
ン "#$酵素の活性中心を模倣した高活性な金属錯体を合
成し、光増感反応とハイブリッドさせるなどの手法は、
環境汚染物質をクリーン分解するなど、グリーンケミス
トリーに大きく貢献している。また、これらの反応系は
官能基転位やメチル基転移を伴う有機合成にも応用でき
る。基本原理を生体系に学ぶことにより、環境との調和
をテーマにしつつ、これまでにない新しい材料創製の道
が拓けるものと期待している。
このアカウンツで紹介した研究は、九州大学での筆者
の研究室のスタッフおよび学生の皆さんの協力のもとに
行われたものである。特に、脱ハロゲン化反応に関して
は、助教の嶌越恒博士、徳永真美氏、作森恵美子氏、阿
比留真氏、泉晋一郎氏、モハメッド・ジャバール博士（現
　ダッカ大学）の協力に御礼申し上げます。また、ヒ素
の無毒化については北里大学の山内博教授、日本板硝子
（株）の中村浩一郎博士、当研究室の潘玲博士（現　中
国・東北師範大学）の協力に御礼申し上げます。最後に、
本研究は科学研究費補助金（特定領域研究、基盤研究
VE)(V")）より財政的支援を頂きましたことを深く感謝い
たします。
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