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(57)【要約】
【課題】大規模な装置を必要とすることなく、簡単に水素または重水素を取得する方法や
、高価な反応試薬や特殊な触媒を利用することなく、簡単に水素化または重水素化反応を
実施できる方法を提供する。
【解決手段】水または重水を、触媒金属の存在下、メカノケミカル反応させることを特徴
とする水素または重水素の製造方法および有機化合物と、水または重水とを、触媒金属の
存在下、メカノケミカル反応させることを特徴とする水素化または重水素化有機化合物の
製造方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水または重水を、触媒金属を含むボールを用い、遊星型ボ－ルミルでメカノケミカル反
応させることを特徴とする水素または重水素の製造方法。
【請求項２】
　触媒金属が、遷移金属の１種または２種以上である請求項１記載の水素または重水素の
製造方法。
【請求項３】
　触媒金属が、鉄、水酸化鉄（II）、クロムおよび酸化クロム（III）から選ばれる１種
または２種以上である請求項１記載の水素または重水素の製造方法。
【請求項４】
　メカノケミカル反応を、反応容器に０.１～２０質量％の水または重水と、１～１００
個の触媒金属を含むボールを入れ、４００～１,２００ｒｐｍで０.１～１２時間行うもの
である請求項１～３の何れかに記載の水素または重水素の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メカノケミカル反応を利用した水素または重水素の製造方法およびそれを利
用した有機化合物の水素化または重水素化に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、水素は、種々の多方面の工業分野に利用されている。例えば、ハ－バ－・ボ
ッシュ法によるアンモニアの製造、塩素ガスとの光反応による塩酸の製造、トウモロコシ
油や綿実油等の油脂に添加し、これを硬化（固体化）する改質などの原料として、また、
金属鉱石（酸化物）の還元、ニトロベンゼンを還元しアニリンの製造、ナイロン６６製造
におけるベンゼンの触媒還元、一酸化炭素を還元するメチルアルコ－ル合成、あるいは脱
硫などの還元剤などとして使われている。
【０００３】
　更には、水素は燃やしても水以外の排出物、例えば、粒子状物質や二酸化炭素などの排
気ガスを出さないことから、代替エネルギ－として期待されており、内燃機関の燃料とし
て水素燃料エンジンを積んだ水素自動車が発売されている他、ロケットの燃料や燃料電池
に使用されている。
【０００４】
　この水素は、工業的には、炭化水素の水蒸気改質や部分酸化の副生成物として大量に生
産される（炭化水素ガス分解法）。この方法は、天然ガス中のメタンガスや、パラフィン
類やエチレン・プロピレンなどを高温下、ニッケルを触媒としながら水蒸気と反応させて
水素と一酸化炭素とし、副生される一酸化炭素は更に水蒸気と反応させ、二酸化炭素と水
素ガスにする方法である。また、別の方法としては、ソ－ダ工業や製塩業において海水電
気分解の副生品として発生する水素が利用されることもある。
【０００５】
　一方、有機化合物に水素を反応させる水素化反応は、有機合成化学において広く使用さ
れる反応であり、この方法で多くの有用な化合物が生成される。水素化反応には、アルカ
リ金属等を利用する反応、金属水素化物あるいは金属水素錯体を利用する反応、ジボラン
あるいはヒドラジンを利用する反応、接触水素化を利用する反応等、多くの方法が知られ
ている。
【０００６】
　しかし、前記した工業的な水素の製造方法は、大規模な装置を必要とするものであり、
簡単に水素ガスを入手したいというときに利用できるものではない。また、実験的には、
希酸やアルコ－ル中に金属を溶解させることで発生する水素ガスを利用するという方法も
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あるが、金属を不可逆的に溶解させることや、金属の溶解した溶液の処理が必要であると
いう点での問題がある。
【０００７】
　また、上記の水素化反応においても、アルカリ金属、金属水素化物、金属水素錯体、ジ
ボラン、ヒドラジン等を用いる方法は、使用する反応試薬のコストが高いという問題や、
それらに危険性があるという問題があり、また、接触水素化を利用する方法でも、特殊な
金属触媒を利用する必要があるという問題があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記実情に鑑みなされたものであり、大規模な装置を必要とすることなく、
簡単に水素を取得する方法や、高価な反応試薬や特殊な触媒を利用することなく、簡単に
水素化反応を実施できる方法の提供を課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、有機合成反応に関して数多くの実験を行っていたところ、有機化合物と
水とを、特定の反応系で反応させることにより、投入した有機化合物が水素化されること
を知った。また、上記反応を水のみで行えば水素ガスが発生することを知った。更に、水
にかえて重水を用いても、有機化合物の重水素化や重水素ガスの発生が行えることを確認
し、本発明を完成した。
【００１０】
　すなわち本発明は、水または重水を、触媒金属の存在下、メカノケミカル反応させるこ
とを特徴とする水素または重水素の製造方法である。
【００１１】
　また本発明は、有機化合物と、水または重水とを、触媒金属の存在下、メカノケミカル
反応させることを特徴とする水素化または重水素化有機化合物の製造方法である。
【００１２】
　更に本発明は、有機化合物と、水または重水とを、触媒金属の存在下、メカノケミカル
反応させることを特徴とする有機化合物の水素化または重水素化方法である。
【００１３】
　また更に本発明は、ハロゲンを有する有機化合物と、水または重水とを、触媒金属の存
在下、メカノケミカル反応させることを特徴とするハロゲンを有する有機化合物の脱ハロ
ゲン化方法である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の水素または重水素の製造方法によれば、大規模な装置を必要とせず、また廃棄
物等の問題を生じることなく水または重水から水素または重水素を得ることが可能である
。
【００１５】
　また、本発明の水素化または重水素化有機化合物の製造方法や有機化合物の水素化また
は重水素化方法によれば、高価な反応試薬や触媒を利用することなく、簡単に水素化また
は重水素化した有機化合物を得ることが可能である。
【００１６】
　特に重水素化有機化合物の製造方法や有機化合物の重水素化方法により重水素化した有
機化合物は、ラベル化合物として有用である。また、公知の有機化合物からなる薬物を重
水素化した場合、薬効が高くなる可能性がある。
【００１７】
　更に、本発明の脱ハロゲン化方法によれば、高価な反応試薬や触媒を利用することなく
、簡単にハロゲンを有する有機化合物を脱ハロゲン化することが可能である。特にこの方
法はポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）のような人体に有害なハロゲンを有する有機化合物の
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無害化に利用できる。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の水素または重水素の製造方法に関する発明（以下、「第一態様発明」というこ
とがある）、水素化または重水素化有機化合物の製造方法に関する発明（以下、「第二態
様発明」ということがある）、有機化合物の水素化または重水素化方法（以下、「第三態
様発明」ということがある）および脱ハロゲン化方法（以下、「第四態様発明」というこ
とがある）は、触媒金属の存在下、メカノケミカル反応させることが必須である。
【００１９】
　なお、本発明において重水とは、水素（１Ｈ）の同位体である２Ｈ（Ｄ）や３Ｈ（Ｔ）
、酸素（１６Ｏ）の同位体である１７Ｏや１８Ｏおよびこれらの組み合わせからなる水で
あり、具体的には、Ｄ２Ｏ、Ｔ２Ｏ等が挙げられる。また、重水素とは、水素の同位体か
らなる水素であり、Ｄ２、Ｔ２等が挙げられる。更に、重水素化とは、通常の水素化にお
ける水素の一部または全部がＤやＴに置き換えられることである。
【００２０】
　これらの発明で行われるメカノケミカル反応は、衝撃、摩擦等の機械的エネルギ－によ
り反応物の活性を高めることにより行われるものであり、通常、メカノケミカル反応が行
える装置で行われる。このような装置としては、反応容器と機械的エネルギ－を与える撹
拌媒体とを備えたものが挙げられ、例えば、遊星型ボ－ルミル、ミキサ－ミル等のボ－ル
ミル、振とう機等の混合機等が挙げられる。これらの中でも、遊星型ボ－ルミルを用いる
ことが撹拌効率や与えるエネルギ－の点から好ましい。
【００２１】
　この遊星型ボ－ルミル装置は、金属やセラミックスの粉末を均一に混合したり、細かく
粉砕する働きを持った機器であり、遊星型ボ－ルミル反応容器本体と雰囲気制御区画から
なるものである。そして、金属やセラミックスの粉末（被粉砕体）と撹拌媒体となるボ－
ルをボ－ルミル反応容器の中に入れて、機器にセットした後、ボ－ルミル反応容器が雰囲
気制御区画の中で自転運動しながら、遊星の動きに似た動きで公転運動することにより、
粉末は短時間で効率よく混合・粉砕される。しかも、遊星型ボ－ルミル全体が雰囲気制御
される構造となっているため、空気中では変質してしまうような粉末でも混合・粉砕が可
能である。
【００２２】
　また、遊星型ボ－ルミル装置に用いられる反応容器および攪拌媒体であるボ－ルとして
は、例えば、ステンレススチ－ル、メノウ、アルミナ、タングステンカ－バイド、クロム
スチ－ル、ジルコニア、窒化ケイ素等の材質で形成されたものが挙げられる。これら材質
の中でも鉄とクロム、ニッケル等との合金であるステンレススチ－ルが好ましい。遊星型
ボ－ルミル装置に用いられる容器の大きさは、特に限定するものではないが、１～１,０
００ｃｍ３程度のものである。また、ボ－ルの大きさも、特に限定するものではないが、
その直径が２～２０ｍｍ程度のものである。特に好ましい遊星型ボ－ルミルの具体例とし
ては、例えば、遊星型ボ－ル　ミルカルテットＰ－７（ドイツ　フリッチュ社製）、遊星
型ボ－ルミル　プレミアムライン－７（ドイツ　フリッチュ社製)、遊星型ボ－ルミル　
ＰＭ－１００（ドイツ　レッチェ社製）等を挙げることができる。
【００２３】
　これらの発明において、触媒金属の存在下でメカノケミカル反応をさせるには、触媒金
属をメカノケミカル反応系に、触媒作用を発揮する量、例えば、水に対し、０.００１モ
ル％より多い量で存在させるだけでよい。触媒金属としては、パラジウム、鉄、ニッケル
、クロム等の遷移金属やそれらの酸化物等が挙げられ、好ましくは鉄、水酸化鉄（II）、
ニッケル、酸化ニッケル（II）、クロム、酸化クロム（III）、パラジウム等が挙げられ
る。これらの触媒金属は１種または２種以上を組み合わせて使用することもできる。なお
、これらの触媒金属は、メカノケミカル反応に用いられる反応容器中に、ワイヤ－やホイ
ル等の形態で添加しても良いし、メカノケミカル反応に用いられる反応容器、ボ－ル、撹
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拌棒等の撹拌媒体に含まれていても良いし、前記撹拌媒体にメッキ等しても良い。
【００２４】
　本発明の第一態様発明である水素または重水素の製造方法を実施するには、水または重
水を触媒金属、好ましくは　鉄、水酸化鉄（II）、クロム、酸化クロム（III）から選ば
れる１種または２種以上の触媒金属の存在下、メカノケミカル反応させればよい。具体的
には、上記したメカノケミカル反応が行える装置の反応容器中に、水または重水を入れ、
触媒金属の存在下、撹拌媒体を作動させ、メカノケミカル反応を行い、水素または重水素
を発生させればよい。そして最終的に反応容器中に蓄積された水素または重水素を常法に
従って採取すればよい。
【００２５】
　以下、第一態様発明を具体的に遊星型ボ－ルミルを用いて行う場合について説明する。
まず、遊星型ボ－ルミル装置の反応容器に、容器容量の０.１～２０質量％（以下、単に
「％」という）程度の水または重水を入れ、これに１～１００個程度の撹拌媒体（ボ－ル
）と、反応容器や撹拌媒体に含まれる触媒金属に加えて、必要により触媒金属を水または
重水に対し０.０１～１００モル％程度入れ、０.１～１２時間程度、好ましくは０.５～
６時間程度、４００～１,２００ｒｐｍ程度、好ましくは　８００～１,１００ｒｐｍで回
転させ、撹拌を行えばよい。なお、撹拌の際には、必要に応じて回転方向を適宜逆転させ
ることが好ましく、また、撹拌を連続で行う場合には休止時間を設けることが好ましい。
なお、第一態様発明での水または重水から水素または重水素への変換効率は、使用する装
置、反応条件等によっても相違するが、２０～１００％程度である。
【００２６】
　上記した第一態様発明により得られる水素または重水素は燃料電池や重水素による常温
核融合を利用した発電に利用できる。
【００２７】
　本発明の第二態様発明である水素化または重水素化有機化合物の製造方法を実施するに
は、有機化合物と水または重水素とを、触媒金属、好ましくはニッケル、酸化ニッケル（
II）、クロム、酸化クロム（III）、パラジウムから選ばれる１種または２種以上の触媒
金属の存在下、メカノケミカル反応させればよい。具体的には、上記したメカノケミカル
反応が行える装置の反応容器中に、有機化合物と水または重水とを入れ、触媒金属の存在
下、撹拌媒体を作動させ、メカノケミカル反応を行い、有機化合物を水素化または重水素
化させればよい。なお、有機化合物が水素化または重水素化されたことは、１Ｈ　ＮＭＲ
、ＧＣ／ＭＳ等の公知の方法で確認することができる。
【００２８】
　第二態様発明において用いられる有機化合物としては、水素化または重水素化される有
機化合物であれば、特に限定するものではないが、例えば、二重結合、三重結合等の不飽
和結合、アルデヒド基、ケトン基、ニトロ基、アジド基等の酸化度の高い置換基、ハロゲ
ン等をその骨格中に有する有機化合物が挙げられる。
【００２９】
　また、第二態様発明において有機化合物と共に添加される水または重水は、水素または
重水素を導くため、添加量により有機化合物の水素化または重水素化の程度を調整するこ
とができる。水素化または重水素化の程度を高くしたい場合は、水または重水の添加量を
多く、水素化または重水素化の程度が低くて良い場合は、水または重水の添加量を控えめ
にすればよい。この水または重水の添加量は、有機化合物の水素化または重水素化のされ
やすさに大きく影響されるので、実験的に確認して実施すればよい。更に、第二態様発明
において、有機化合物の水素化または重水素化の程度は、メカノケミカル反応における衝
撃、摩擦等の機械的エネルギ－の制御によっても調整することができる。水素化または重
水素化の程度を高くしたい場合は、ボ－ルの大きさを大きく、ボ－ルの数を多くまたは回
転速度を早くすればよく、水素化または重水素化の程度が低くて良い場合は、ボ－ルの大
きさを小さく、ボ－ルの数を少なくまたは回転速度を遅くすればよい。
【００３０】
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　上記のようにして第二態様発明を実施すると、まず、反応容器中の水または重水が水素
または重水素化に変換され、それにより有機化合物が水素化または重水素化される。なお
、第二態様発明での有機化合物から水素化または重水素化有機化合物への変換効率は、使
用する装置、反応条件等によっても相違するが、７０～１００％程度である。
【００３１】
　この第二態様発明によれば、有機化合物の骨格中の不飽和結合（二重結合あるいは三重
結合）を飽和結合に変換できる他、酸化度の高い置換基（アルデヒド基、ケトン基、ニト
ロ基）を酸化度の低い置換基（ヒドロキシアルキル基、ヒドロキシ基、アミノ基）に変換
することや、ハロゲン化物中のハロゲンを除去し、脱ハロゲン化物とすることも可能であ
る。
【００３２】
　具体的に、以下の基本骨格を有する化合物であれば、水素化または重水素化により対応
する還元体とすることができる。なお、以下では水素化または重水素化できる化合物も例
示しているが、第二態様発明により水素化または重水素化できる化合物はこれらに限定さ
れるものではない。また、これらの化合物の中で、メチル基は、アルキル基（官能基化脂
肪鎖）を代表して記載され、ベンゼンもしくはフェニルはアリ－ル基［官能基化芳香環（
ベンゼン、フラン、ピロ－ル、チオフェン等を含む）］の代表として記載されている。
＜三重結合含有化合物＞
　末端アルキン体：メチルアセチレン、エチニルベンゼン
　２置換アルキン体：ジフェニルアセチレン、ジメチルアセチレン、メチルフェニルアセ
チレン
＜二重結合含有化合物＞
　１置換アルケン体：フェニルエチレン、メチルエチレン
　２置換アルケン体：（Ｅ）－１,２－ジフェニルエチレン、（Ｚ）－１,２－ジフェニル
エチレン、（Ｅ）－１,２－ジメチルエチレン、（Ｚ）－１,２－ジメチルエチレン、１,
１－ジフェニルエチレン、１,１－ジメチルエチレン、１－メチル－１－フェニルエチレ
ン、（Ｅ）－１－メチル－２－フェニルエチレン、（Ｚ）－１－メチル－２－フェニルエ
チレン
　３置換アルケン体：１,１,２－トリフェニルエチレン、１,１,２－トリメチルエチレン
、１,１－ジフェニル－２－メチルエチレン、１－フェニル－１,２－ジメチルエチレン
　４置換アルケン体：１,１,２,２－テトラフェニルエチレン、１,１,２,２－テトラメチ
ルエチレン、１,１,２－トリフェニル－２－メチルエチレン、１,１－ジフェニル－２,２
－ジメチルエチレン、１－フェニル－１,２,２－トリメチルエチレン、（Ｅ）－１,２－
ジフェニル－１,２－ジメチルエチレン、（Ｚ）－１,２－ジフェニル－１,２－ジメチル
エチレン
　芳香環：ベンゼン、ビフェニル、ピリジン、フラン、ピロ－ル、チオフェン、ナフタレ
ン、キノリン、アントラセン、イミダゾ－ル、インド－ル、ベンゾフラン、オキサゾ－ル
＜カルボニル基含有化合物＊＞
　アルデヒド体：メチルアルデヒド、フェニルアルデヒド
　ケトン体：ジメチルケトン、ジフェニルケトン、メチルフェニルケトン
　イミン体：Ｎ－メチル－メチルイミン、Ｎ－フェニル－メチルイミン、Ｎ－メチル－ジ
メチルイミン、Ｎ－メチル－ジフェニルイミン、Ｎ－メチル－メチルフェニルイミン、Ｎ
－フェニル－ジメチルイミン、Ｎ－フェニル－ジフェニルイミン、Ｎ－フェニル－メチル
フェニルイミン、オキシム：Ｎ－ヒドロキシ－メチルイミン、Ｎ－ヒドロキシ－ジメチル
イミン、Ｎ－ヒドロキシ－ジフェニルイミン、Ｎ－ヒドロキシ－メチルフェニルイミン
＊：カルボニル基の酸素原子が他の原子や基に置換されたものを含む
＜ニトロ基含有化合物＞
　ニトロ体：ニトロメタン、ニトロベンゼン
＜アジド基含有化合物＞
　アジド体：アジ化メタン、アジ化ベンゼン
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＜ハロゲン含有化合物＞
　フッ素体：メチルフルオライド、フルオロベンゼン
　クロロ体：メチルクロライド、クロロベンゼン
　ブロモ体：メチルブロマイド、ブロモベンゼン
　ヨウ素体：メチルヨ－ダイド、ヨ－ドベンゼン
＜ベンジルエ－テル基含有化合物＞
　ベンジルエ－テル体：フェニルメチルオキシメタン、フェニルメチルオキシベンゼン
【００３３】
　第二態様発明で水素化または重水素化される化合物と、その還元体の特に好ましい具体
例を以下に示す。
（水素化または重水素化される化合物）　　　　（還元体）
　エチニルベンゼン　　　　　　　　　　　　　エチルベンゼン
　ジフェニルアセチレン　　　　　　　　　　　１，２－ジフェニルエタン
　フェニルエチレン　　　　　　　　　　　　　エチルベンゼン
　（Ｅ）－１，２－ジフェニルエチレン　　　　１，２－ジフェニルエタン
　（Ｚ）－１，２－ジフェニルエチレン　　　　１，２－ジフェニルエタン
　１，１－ジフェニルエチレン　　　　　　　　１，１－ジフェニルエタン
　フェニルアルデヒド　　　　　　　　　　　　ベンジルアルコ－ル
　メチルフェニルケトン　　　　　　　　　　　１－フェニルエタノ－ル
　ニトロベンゼン　　　　　　　　　　　　　　アミノベンゼン
　アジ化ベンゼン　　　　　　　　　　　　　　アミノベンゼン
　クロロベンゼン　　　　　　　　　　　　　　ベンゼン
　フェニルメチルオキシベンゼン　　　　　　　フェノ－ル
【００３４】
　第二態様発明を遊星型ボ－ルミルを用いて行う場合の条件は、遊星型ボ－ルミル装置の
反応容器に、容器容量の０.１～２０％程度の水または重水と、０.０１～２０％程度の有
機化合物を入れる以外は、第一態様発明と同様でよい。なお、第二態様発明で有機化合物
から水素化または重水素化有機化合物への変換効率は、使用する装置、反応条件等によっ
ても相違するが、７０～１００％程度となる。
【００３５】
　上記した第二態様発明により重水素化された有機化合物は、構造解析やメカニズムの解
明に用いられるラベル化合物として有用である。また、第二態様発明により公知の有機化
合物からなる薬物を重水素化した場合、薬物の薬効が高くなる可能性がある。
【００３６】
　更に、本発明の第三態様発明である有機化合物の水素化または重水素化方法の実施は、
第二態様発明と同様にして行えばよい。
【００３７】
　上記した本発明の第四態様発明である脱ハロゲン化方法の実施も、第二態様発明と同様
にして行えばよい。特にこの方法はポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）のような人体に有害な
ハロゲンを有する有機化合物を脱ハロゲン化できるので、これらの有機化合物の無害化に
利用できる。
【実施例】
【００３８】
　次に実施例を挙げ、本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれら実施例に何ら限定
されるものではない。なお、以下の実施例で使用した遊星型ボ－ルミルは、下記仕様のも
のである。また、以下の実施例では、特に記載されていない場合であっても、生成物の構
造等はＧＣ／ＭＳおよび１Ｈ　ＮＭＲで確認している。
【００３９】
＜実施例１～１５、１８～２０、２２～２４＞
　　使用機器：ドイツ　フリッチュ社製　遊星型ボ－ルミル
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　　　　　　　カルテットＰ－７
　　　　　　　　自転：公転比率＝１：－２
　　　　　　　　ボ－ル：直径　５～６ｍｍ、材質　ステンレススチ－ル
　　　　　　　　容　器：内容量　１２ｍＬ、材質　ステンレススチ－ル
　　　　　　　　ステンレススチ－ルの組成；
　　　　　　　　　Ｆｅ（approx.）　６７～７０％、
　　　　　　　　　Ｃ　　０.１２％、
　　　　　　　　　Ｓｉ　１％、
　　　　　　　　　Ｍｎ　２％、
　　　　　　　　　Ｐ　　０.０６％、
　　　　　　　　　Ｓ　　０.１５～０.３５％、
　　　　　　　　　Ｃｒ　１７～１９％、
　　　　　　　　　Ｎｉ　８～１０％
＜実施例１６＞
　　使用機器：ドイツ　レッチェ社製　遊星型ボ－ルミル　ＰＭ－１００
　　　　　　　　自転：公転比率＝１：－２
　　　　　　　　ボ－ル：直径　１０ｍｍ、材質　ステンレススチ－ル
　　　　　　　　容　器：内容量　２５０ｍＬ、材質　ステンレススチ－ル
　　　　　　　　ステンレススチ－ルの組成；
　　　　　　　　　Ｆｅ　８２.９２５％、
　　　　　　　　　Ｃｒ　１４.５％、
　　　　　　　　　Ｍｎ　１％、
　　　　　　　　　Ｓｉ　１％、
　　　　　　　　　Ｃ　　０.５％、
　　　　　　　　　Ｐ　　０.０４５％、
　　　　　　　　　Ｓ　　０.０３％
＜実施例１７、２１＞
　　使用機器：ドイツ　フリッチュ社製　遊星型ボ－ルミル
　　　　　　　プレミアムライン－７
　　　　　　　　自転：公転比率＝１：－２
　　　　　　　　ボ－ル：直径　５～６ｍｍ、材質　ステンレススチ－ル
　　　　　　　　容　器：内容量　２０ｍＬ（実施例１７）または
　　　　　　　　　　　　　　　　８０ｍＬ（実施例２１）
　　　　　　　　　　　　材質　　ステンレススチ－ル
　　　　　　　　ステンレススチ－ルの組成；
　　　　　　　　　Ｆｅ（approx.）　６７～７０％、
　　　　　　　　　Ｃ　　０.１２％、
　　　　　　　　　Ｓｉ　１％、
　　　　　　　　　Ｍｎ　２％、
　　　　　　　　　Ｐ　　０.０６％、
　　　　　　　　　Ｓ　　０.１５～０.３５％、
　　　　　　　　　Ｃｒ　１７～１９％、
　　　　　　　　　Ｎｉ　８～１０％
【００４０】
実　施　例　１
　　　水の水素への分解：
　遊星型ボ－ルミル容器に、蒸留水（Wako　046－16971）２７０μＬ（１５ｍｍｏｌ）と
、ステンレスボ－ル（５０個）を入れた後、蓋をし、遊星型ボ－ルミル装置で６時間、８
００ｒｐｍ（３０分毎に反転）で回転させ、撹拌した。攪拌終了後に容器を開封し、容器
内のガスに点火したところ燃焼した。この燃焼現象から、可燃性ガスである水素ガスの生
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成を確認した。この反応は、下式で示される。
【００４１】
【化１】

【００４２】
実　施　例　２
　　　ジフェニルアセチレンの水素添加反応：
（１）１,２－ジフェニルエタン（２）の合成
　遊星型ボ－ルミル容器に、ジフェニルアセチレン（１）８９.１ｍｇ（０.５０ｍｍｏｌ
）、蒸留水２７０μＬ（１５ｍｍｏｌ）およびステンレスボ－ル（５０個）を加えた後、
蓋をし、遊星型ボ－ルミル装置で１２時間、８００ｒｐｍ（３０分毎に反転）で回転させ
、撹拌した。１２時間経過後、ボ－ルミル容器中にエチルアセテ－ト１０ｍＬを加え、反
応混合物を含む溶液を得、これをセライト濾過した。この操作を５回繰り返して得られた
濾液を濃縮したところ、１，２－ジフェニルエタン（２）８９.４ｍｇ（０.４９ｍｍｏｌ
）を得た。収率は、９８％であった。
【００４３】
（２）１,２－ジフェニルエタン（２）、１－シクロヘキシル－２－フェニル
　　　エタン（３）および１,２－ジシクロヘキシルエタン（４）の合成
　遊星型ボ－ルミル容器に、ジフェニルアセチレン（１）８９.１ｍｇ（０.５０ｍｍｏｌ
）、蒸留水９００μＬ（５０ｍｍｏｌ）およびステンレスボ－ル（５０個）を加えた後、
蓋をし、遊星型ボ－ルミル装置で１２時間、８００ｒｐｍ（３０分毎に反転）で回転させ
、撹拌した。１２時間経過後、ボ－ルミル容器中にエチルアセテ－ト１０ｍＬを加え、反
応混合物を含む溶液を得、これをセライト濾過した。この操作を５回繰り返して得られた
濾液を濃縮し、反応生成物を得た。これをＧＣ／ＭＳおよび１Ｈ　ＮＭＲで確認したとこ
ろ、１,２－ジフェニルエタン（２）、１－シクロヘキシル－２－フェニルエタン（３）
および１,２－ジシクロヘキシルエタン（４）の混合物であった。この反応は下式で示さ
れる。
【００４４】
【化２】

【００４５】
　以上の結果より、有機化合物に添加する水の量を調整することにより、有機化合物の水
素化の程度を調整できることがわかった。
【００４６】
実　施　例　３
　　　４－アジドベンゾフェノンの水素添加反応による４－アミノベンゾ
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　　　フェノンの合成：
　遊星型ボ－ルミル容器に、４－アジドベンゾフェノン（５）１１１.６　ｍｇ（０.５０
ｍｍｏｌ）、蒸留水２７０μＬ（１５ｍｍｏｌ）およびステンレスボ－ル（５０個）を加
えた後、蓋をし、遊星型ボ－ルミル装置で１２時間、８００ｒｐｍ（３０分毎に反転）で
回転させ、撹拌した。１２時間経過後、ボ－ルミル容器中にエチルアセテ－ト１０ｍＬを
加え、反応物を含む溶液を得、これをセライト濾過した。この操作を５回繰り返して得ら
れた濾液を濃縮し、４－アミノベンゾフェノン（６）８７.７ｍｇ（０.４５ｍｍｏｌ）を
得た。収率は８９％であった。この反応は下式で示される。
【００４７】
【化３】

【００４８】
実　施　例　４
　　　３－ベンジルオキシ－４－メトキシベンズアルデヒドの水素添加反応
　　　による３－ベンジルオキシ－４－メトキシベンジルアルコ－ルならび
　　　に３－ヒドロキシ－４－メトキシベンジルアルコ－ルの合成：
　遊星型ボ－ルミル容器に、３－ベンジルオキシ－４－メトキシベンズアルデヒド（７）
１２１.１ｍｇ（０.５０ｍｍｏｌ）、蒸留水２７０μＬ（１５ｍｍｏｌ）およびステンレ
スボ－ル（５０個）を加えた後、蓋をし、遊星型ボ－ルミル装置で１２時間、８００ｒｐ
ｍ（３０分毎に反転）で回転させ、撹拌した。１２時間経過後、ボ－ルミル容器中にエチ
ルアセテ－ト１０ｍＬを加え、反応混合物を含む溶液を得、これをセライト濾過した。こ
の操作を５回繰り返して得られた濾液を濃縮し、３－ベンジルオキシ－４－メトキシベン
ジルアルコ－ル（８）７４.０ｍｇ（０.３１ｍｍｏｌ）および３－ヒドロキシ－４－メト
キシベンジルアルコ－ル（９）６.９ｍｇ（０.０５ｍｍｏｌ）を得た。収率はそれぞれ６
１％および９％であった。この反応式は、下式で示される。なお、未反応の３－ベンジル
オキシ－４－メトキシベンズアルデヒド（７）２３.７ｍｇ（０.１０ｍｍｏｌ）を回収し
た。
【００４９】
【化４】

【００５０】
実　施　例　５
　　　１－メトキシ－４－ニトロベンゼンの水素添加反応による４－アミノ
　　　－１－メトキシベンゼンの合成：
　遊星型ボ－ルミル容器に、１－メトキシ－４－ニトロベンゼン（１０）７６.６ｍｇ（
，０.５０ｍｍｏｌ）、蒸留水２７０μＬ（１５ｍｍｏｌ）およびステンレスボ－ル（５
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０個）を加えた後、蓋をし、遊星型ボ－ルミル装置で１２時間、８００ｒｐｍ（３０分毎
に反転）で回転させ、撹拌した。１２時間経過後、ボ－ルミル容器中にエチルアセテ－ト
１０ｍＬを加え、反応混合物を含む溶液を得、これをセライト濾過した。この操作を５回
繰り返して得られた濾液を濃縮し、４－アミノ－１－メトキシベンゼン（１１）４８.２
ｍｇ（０.３９ｍｍｏｌ）を得た。収率は７８％であった。この反応式は、下式で示され
る。
【００５１】
【化５】

【００５２】
実　施　例　６
　　　４－エチニル－１－メトキシベンゼンの水素添加反応による４－エチ
　　　ル－１－メトキシベンゼンの合成：
　遊星型ボ－ルミル容器に、４－エチニル－１－メトキシベンゼン（１２）６４.８μＬ
　（０.５０ｍｍｏｌ）、蒸留水２７０μＬ（１５ｍｍｏｌ）およびステンレスボ－ル（
５０個）を加えた後、蓋をし、遊星型ボ－ルミル装置で１２時間、８００ｒｐｍ（３０分
毎に反転）で回転させ、撹拌した。１２時間経過後、ボ－ルミル容器中にエチルアセテ－
ト１０ｍＬを加え、反応混合物を含む溶液を得、これをセライト濾過した。この操作を５
回繰り返して得られた濾液を濃縮後、４－エチル－１－メトキシベンゼン（１３）を４７
.０ｍｇ（０.３５ｍｍｏｌ）得た。収率は、６９％であった。この反応式は、下式で示さ
れる。
【００５３】

【化６】

【００５４】
実　施　例　７
　　　４－クロロ－１－メトキシベンゼンの水素添加反応によるメトキシベ
　　　ンゼンの合成：
　遊星型ボ－ルミル容器に、４－クロロ－１－メトキシベンゼン（１４）６１.３μＬ（
０.５０ｍｍｏｌ）、蒸留水２７０μＬ（１５ｍｍｏｌ）およびステンレスボ－ル（５０
個）を加えた後、蓋をし、遊星型ボ－ルミル装置で１２時間、８００ｒｐｍ（３０分毎に
反転）で回転させ、撹拌した。１２時間経過後、遊星型ボ－ルミル容器中にエチルアセテ
－ト１０ｍＬを加え、反応混合物を含む溶液を得、これをセライト濾過した。この操作を
５回繰り返して得られた濾液を濃縮後、メトキシベンゼン（１５）を得た。転換効率は１
００％であった。この反応は、下式で示される。
【００５５】
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【化７】

【００５６】
実　施　例　８
　　　重水（Ｄ２Ｏ）を用いたジフェニルアセチレンの重水素化反応：
　遊星型ボ－ルミル容器に、ジフェニルアセチレン（１）８９.１ｍｇ（０.５０ｍｍｏｌ
）、重水（Cambridge　Isotope　Laboratories,　Inc.:Cat.No.15,188－2）２７２μＬ（
１５ｍｍｏｌ）およびステンレスボ－ル（５０個）を加えた後、蓋をし、遊星型ボ－ルミ
ル装置で１２時間、８００ｒｐｍ（３０分毎に反転）で回転、撹拌した。１２時間経過後
、遊星型ボ－ルミル容器中にエチルアセテ－ト１０ｍＬを加え、反応混合物を含む溶液を
得、これをセライト濾過した。この操作を５回繰り返して得られた濾液を濃縮後、１，２
－ジフェニル－１,１,２,２－テトラジュ－トロエタン（１６）８５.９ｍｇ（０.４６ｍ
ｍｏｌ）を得た。収率は９３％であった。なお、このものの構造は、１Ｈ　ＮＭＲ、ＧＣ
／ＭＳにより確認した。また、この反応は、下式で示される。
【００５７】

【化８】

【００５８】
実　施　例　９
　　　１－ニトロナフタレンの水素添加反応による１－アミノナフタレン
　　　の合成：
　遊星型ボ－ルミル容器に、１－ニトロナフタレン（１７）８６.６ｍｇ（０.５０ｍｍｏ
ｌ）、蒸留水２７０μＬ（１５ｍｍｏｌ）およびステンレスボ－ル（５０個）を加えた後
、蓋をし、遊星型ボ－ルミル装置で１２時間、８００ｒｐｍ（３０分毎に反転）で回転さ
せ、撹拌した。１２時間経過後、遊星型ボ－ルミル容器中にエチルアセテ－ト１０ｍＬを
加え、反応混合物を含む溶液を得、これをセライト濾過した。この操作を５回繰り返して
得られた濾液を濃縮後、１－アミノナフタレン（１８）４４.３ｍｇ（０.３１ｍｍｏｌ）
を得た。収率は６２％であった。転換収率は１００％であったが、一部減圧留去したため
、単離収率に低下が見られた。この反応は、下式で示される。
【００５９】
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【化９】

【００６０】
実　施　例　１０
　　　１－クロロナフタレンの水素添加反応によるナフタレンの合成：
　遊星型ボ－ルミル容器に、１－クロロナフタレン（１９）６８.４μＬ（０.５０ｍｍｏ
ｌ）、蒸留水２７０μＬ（１５ｍｍｏｌ）およびステンレスボ－ル（５０個）を加えた後
、蓋をし、遊星型ボ－ルミル装置で１２時間、８００ｒｐｍ（３０分毎に反転）で回転さ
せ、撹拌した。１２時間後、遊星型ボ－ルミル容器中にエチルアセテ－ト１０ｍＬを加え
、反応混合物を含む溶液を得、これをセライト濾過した。この操作を５回繰り返して得ら
れた濾液を濃縮後、ナフタレン（２０）を１０.４ｍｇ（０.０８ｍｍｏｌ）得た。収率は
１６％であった。転換収率は１００％であるが、一部減圧留去したため、単離収率に低下
が見られた。この反応は、下式で示される。
【００６１】
【化１０】

【００６２】
実　施　例　１１
　　　テトラシアノキノジメタン（ＴＣＮＱ）による水素添加反応抑制
　　　効果：
　遊星型ボ－ルミル容器に、ジフェニルアセチレン（１）８９.１ｍｇ（０.５０ｍｍｏｌ
）、蒸留水２７０μＬ（１５ｍｍｏｌ）、テトラシアノキノジメタン（ＴＣＮＱ）１０.
１ｍｇ（０.０５ｍｍｏｌ）およびステンレスボ－ル（５０個）を加えた後、蓋をし、遊
星型ボ－ルミル装置で１２時間、８００ｒｐｍ（３０分毎に反転）で回転させ、撹拌した
。この系では撹拌を１２時間継続させても反応は全く進行しなかった。その理由は本反応
がラジカル経由で進行すると推測される。この反応は、下式で示される。
【００６３】
【化１１】

【００６４】
実　施　例　１２
　　　４－ニトロベンゾフェノンの水素添加反応による４－アミノベンゾ
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　　　フェノンの合成：
　遊星型ボ－ルミル容器に、４－ニトロベンゾフェノン（２１）９１.１ｍｇ（０.５０ｍ
ｍｏｌ）、蒸留水２７０μＬ（１５ｍｍｏｌ）およびステンレスボ－ル（５０個）を加え
た後、蓋をし、遊星型ボ－ルミル装置で１２時間、８００ｒｐｍ（３０分毎に反転）で回
転させ、撹拌した。１２時間経過後、遊星型ボ－ルミル容器中にエチルアセテ－ト１０ｍ
Ｌを加え、反応混合物を含む溶液を得、これをセライト濾過した。この操作を５回繰り返
して得られた濾液を濃縮後、１Ｈ　ＮＭＲより４－アミノベンゾフェノン（２２）と４－
アミノベンズヒドロ－ル（２３）を８３：１７の比率で得た。この反応は、下式で示され
る。
【００６５】
【化１２】

【００６６】
実　施　例　１３
　　　４－ベンジルオキシブロモベンゼンの水素添加反応による４－ベンジ
　　　ルオキシベンゼンの合成
　遊星型ボ－ルミル容器に、４－ベンジルオキシブロモベンゼン（２４）１３１.６ｍｇ
（　０.５０ｍｍｏｌ）、蒸留水２７０μＬ（１５ｍｍｏｌ）およびステンレスボ－ル（
５０個）を加えた後、蓋をし、遊星型ボ－ルミル装置で１２時間、８００ｒｐｍ（３０分
毎に反転）で回転させ、撹拌した。１２時間経過後、遊星型ボ－ルミル容器中にエチルア
セテ－ト１０ｍＬを加え、反応混合物を含む溶液を得、これをセライト濾過した。この操
作を５回繰り返して得られた濾液を濃縮後、１Ｈ　ＮＭＲより４－ベンジルオキシブロモ
ベンゼン（２４）と４－ベンジルオキシベンゼン（２５）を９：９１の比率で得た。この
反応は、下式で示される。
【００６７】

【化１３】

【００６８】
実　施　例　１４
　　　パラジウムホイル添加による水素添加反応：
　遊星型ボ－ルミル容器に、ジフェニルアセチレン（１）８９.１ｍｇ（０.５０ｍｍｏｌ
）、蒸留水２７０μＬ（１５ｍｍｏｌ）、ステンレスボ－ル（５０個）およびパラジウム
ホイル（Aldrich製）を下表の量で加えた後、蓋をし、遊星型ボ－ルミル装置で下表の時
間、８００ｒｐｍ（３０分毎に逆回転）で回転させ、撹拌した。撹拌後、ボ－ルミル容器
中にエチルアセテ－ト１０ｍＬを加え、反応混合物を含む溶液を得、これをセライト濾過
した。この操作を５回繰り返して得られた濾液を濃縮し、反応生成物を得た。これを１Ｈ
　ＮＭＲで確認したところ、シス－１,２－ジフェニルエチレン（２６）、トランス－１,
２－ジフェニルエチレン（２７）および１,２－ジフェニルエタン（２）の混合物であっ
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た。これらの生成比率を下表の通りであった。この系ではパラジウムホイルを添加するこ
とにより、生成に要する時間の短縮や生成比率を改善することができた。また、この反応
は下式で示される。
【００６９】
【表１】

【００７０】
【化１４】

【００７１】
実　施　例　１５
　　　パラジウムホイル添加による脱塩素化反応：
　遊星型ボ－ルミル容器に、４－クロロドデシルオキシベンゼン（２８）１４８.５ｍｇ
（０.５０ｍｍｏｌ）、蒸留水２７０μＬ（１５ｍｍｏｌ）およびパラジウムホイル（１.
９ｍｇ（３.６ｍｏｌ％）およびステンレスボ－ル（５０個）を加えた後、蓋をし、遊星
型ボ－ルミル装置で１２時間、８００ｒｐｍ（３０分毎に反転）で回転させ、撹拌した。
１２時間経過後、ボ－ルミル容器中にエチルアセテ－ト１０ｍＬを加え、反応混合物を含
む溶液を得、これをセライト濾過した。この操作を５回繰り返して得られた濾液を濃縮し
、ドデシルオキシベンゼン（２９）５８.７ｍｇ（０.２２ｍｍｏｌ）を４５％の収率で得
た。転換効率は１００％であった。この反応は下式で示される。
【００７２】
【化１５】

【００７３】
実　施　例　１６
　　　ジフェニルアセチレンの水素添加反応：
　遊星型ボ－ルミル容器に、ジフェニルアセチレン（１）１.３４ｇ（７.５ｍｍｏｌ）、
蒸留水４.０１ｍＬ（２２５ｍｍｏｌ）およびステンレスボ－ル（２５個）を加えた後、
蓋をし、遊星型ボ－ルミルを用い、６時間、６５０ｒｐｍ（３０分毎に反転）で回転させ
、撹拌した。６時間経過後、ボ－ルミル容器中にエチルアセテ－ト２００ｍｌを加え、反
応混合物を含む溶液を得、これをセライト濾過した。濾液を濃縮し、反応生成物を得た。
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これを１Ｈ　ＮＭＲで確認したところ、シス－１,２－ジフェニルエチレン（２６）、ト
ランス－１,２－ジフェニルエチレン（２７）および１,２－ジフェニルエタン（２）の混
合物を９２：０：８の混合比で得た。収率は９２％であった。また、この反応は下式で示
される。
【００７４】
【化１６】

【００７５】
実　施　例　１７
　　　水素発生条件の検討：
　遊星型ボ－ルミル容器に、蒸留水（Wako　046－16971）２７０μＬ（１５ｍｍｏｌ）と
、ステンレスボ－ル（５０個）を入れた後、蓋をし、遊星型ボ－ルミル装置で１時間、４
００～１,０００ｒｐｍ（３０分毎に反転）または０.３時間、１,１００ｒｐｍ（反転な
し）で回転させ、撹拌した。攪拌終了後の容器内のガスの組成をＧＣ／ＴＣＤ（島津製作
所製：ＧＣ－２０１４）で分析した。その結果を表２に示した。
【００７６】

【表２】

【００７７】
　以上の結果から、ボ－ルミルによる水の分解では水素のみが発生し、酸素は増加しない
ことがわかった。そのため本発明方法は酸素含有の少ない極めて安全な水素発生法である
。なお、本発明方法において、予め、ボ－ルミル内を真空にすることで高純度の水素の発
生ならびに捕集が可能と考えられる。
【００７８】
実　施　例　１８
　　　６－ドデシンの水素添加反応によるドデカンの合成：
　遊星型ボ－ルミル容器に、６－ドデシン（３０）８３.２ｍｇ（０.５０ｍｍｏｌ）、蒸
留水２７０μＬ（１５ｍｍｏｌ）およびステンレスボ－ル（５０個）を加えた後、蓋をし
、遊星型ボ－ルミル装置で６時間、８００ｒｐｍ（３０分毎に反転）で回転させ、撹拌し
た。６時間経過後、ボ－ルミル容器中にエチルアセテ－ト１０ｍＬを加え、反応混合物を
含む溶液を得、これをセライト濾過した。この操作を５回繰り返して得られた濾液を濃縮
したところ、ドデカン（３１）５１.１ｍｇ（０.３０ｍｍｏｌ）を得た。収率は、６０％
であった。この反応は下式で示される。
【００７９】
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【化１７】

【００８０】
実　施　例　１９
　　　１－フェニルエタノンの水素添加反応による１－フェニルエタノ－ル
　　　の合成：
　遊星型ボ－ルミル容器に、１－フェニルエタノン（３２）６０.１ｍｇ（０.５０ｍｍｏ
ｌ）、蒸留水２７０μＬ（１５ｍｍｏｌ）およびステンレスボ－ル（５０個）を加えた後
、蓋をし、遊星型ボ－ルミル装置で６時間、８００ｒｐｍ（３０分毎に反転）で回転させ
、撹拌した。６時間経過後、ボ－ルミル容器中にエチルアセテ－ト１０ｍＬを加え、反応
混合物を含む溶液を得、これをセライト濾過した。この操作を５回繰り返して得られた濾
液を濃縮したところ、１－フェニルエタノ－ル（３３）４２.８ｍｇ（０.３５ｍｍｏｌ）
を得た。収率は、７０％であった。この反応は下式で示される。
【００８１】
【化１８】

【００８２】
実　施　例　２０
　　　３－フェニル－２－プロペン－１－オ－ルの水素添加による３－フェ
　　　ニル－１－プロパノ－ルの合成：
　遊星型ボ－ルミル容器に、３－フェニル－２－プロペン－１－オ－ル（３４）６７.１
ｍｇ（０.５０ｍｍｏｌ）、蒸留水２７０μＬ（１５ｍｍｏｌ）およびステンレスボ－ル
（５０個）を加えた後、蓋をし、遊星型ボ－ルミル装置で６時間、８００ｒｐｍ（３０分
毎に反転）で回転させ、撹拌した。６時間経過後、ボ－ルミル容器中にエチルアセテ－ト
１０ｍＬを加え、反応混合物を含む溶液を得、これをセライト濾過した。この操作を５回
繰り返して得られた濾液を濃縮したところ、３－フェニル－１－プロパノ－ル（３５）６
４.７ｍｇ（０.４７５ｍｍｏｌ）を得た。収率は、９５％であった。この反応は下式で示
される。
【００８３】

【化１９】

【００８４】
実　施　例　２１
　　　１－クロロ－３,５－ジメトキシベンゼンの水素添加による１,３－ジ
　　　メトキシベンゼンの合成：
　遊星型ボ－ルミル容器に、１－クロロ－３,５－ジメトキシベンゼン（３６）８６.３ｍ
ｇ（０.５０ｍｍｏｌ）、蒸留水　４５μＬ（２.５ｍｍｏｌ）およびステンレスボ－ル（
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転させ、撹拌した。３０分経過後、ボ－ルミル容器中にエチルアセテ－ト１０ｍＬを加え
、反応混合物を含む溶液を得、これをセライト濾過した。この操作を５回繰り返して得ら
れた濾液を濃縮したところ、１,３－ジメトキシベンゼン（３７）３６.６ｍｇ（０.２６
５ｍｍｏｌ）を得た。収率は、５３％であった。この反応は下式で示される。
【００８５】
【化２０】

【００８６】
実　施　例　２２
　　　３－フェニル－２－プロペン－１－オ－ルの重水素添加による
　　　３－フェニル－２,３－ジジュ－トロ－１－プロパノ－ルの
　　　合成：
　遊星型ボ－ルミル容器に、３－フェニル－２－プロペン－１－オ－ル（３４）６７.１
ｍｇ（０.５０ｍｍｏｌ）、重水２７２μＬ（１５ｍｍｏｌ）およびステンレスボ－ル（
５０個）を加えた後、蓋をし、遊星型ボ－ルミル装置で６時間、８００ｒｐｍ（３０分毎
に反転）で回転させ、撹拌した。６時間経過後、ボ－ルミル容器中にエチルアセテ－ト１
０ｍＬを加え、反応混合物を含む溶液を得、これをセライト濾過した。この操作を５回繰
り返して得られた濾液を濃縮したところ、３－フェニル－２,３－ジジュ－トロ－１－プ
ロパノ－ル（３８）６０.１ｍｇ（０.４３５ｍｍｏｌ）を得た。２位、３位の重水素化率
は５０％で、収率は、８７％であった。この反応は下式で示される。
【００８７】

【化２１】

【００８８】
実　施　例　２３
　　　ベンジル－４－ブロモフェニルケトン（３９）の重水素添加反応：
（１）１－（４－ブロモフェニル）－２，２－ジジュ－トロ－２－フェニル
　　　エタン（４０）の合成
　遊星型ボ－ルミル容器に、ベンジル－４－ブロモフェニルケトン（３９）１３７．６ｍ
ｇ（０.５０ｍｍｏｌ）、重水２７２μＬ（１５ｍｍｏｌ）およびステンレスボ－ル（５
０個）を加えた後、蓋をし、遊星型ボ－ルミル装置で６時間、６５０ｒｐｍ（３０分毎に
反転）で回転させ、撹拌した。６時間経過後、ボ－ルミル容器中にエチルアセテ－ト１０
ｍＬを加え、反応混合物を含む溶液を得、これをセライト濾過した。この操作を５回繰り
返して得られた濾液を濃縮したところ、１－（４－ブロモフェニル）－２，２－ジジュ－
トロ－２－フェニルエタン（４０）１２８.９ｍｇ（０.４６５ｍｍｏｌ）を得た。２位の
重水素化率は７７％で、収率は、９３％であった。この反応は下式で示される。
【００８９】
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【化２２】

【００９０】
（２）１－（４－ブロモフェニル）－２，２－ジジュ－トロ－２－フェニル
　　　エタン（４０）および　２，２－ジジュ－トロ１，２－ジフェニルエ
　　　タノン（４１）の合成
　遊星型ボ－ルミル容器に、ベンジル－４－ブロモフェニルケトン（３９）１３７.６ｍ
ｇ（０.５０ｍｍｏｌ）、２７２μＬ（１５ｍｍｏｌ）およびステンレスボ－ル（５０個
）を加えた後、蓋をし、遊星型ボ－ルミル装置で６時間、８００ｒｐｍ（３０分毎に反転
）で回転させ、撹拌した。６時間経過後、ボ－ルミル容器中にエチルアセテ－ト１０ｍＬ
を加え、反応混合物を含む溶液を得、これをセライト濾過した。この操作を５回繰り返し
て得られた濾液を濃縮したところ、１－（４－ブロモフェニル）－２,２－ジジュ－トロ
－２－フェニルエタン（４０）１２４.７ｍｇ（０.４５ｍｍｏｌ）および２,２－ジジュ
－トロ１,２－ジフェニルエタノン（４１）５.９ｍｇ（０.０３ｍｍｏｌ）を得た。２位
の重水素化率はそれぞれ、９６％および９８％で、収率は、それぞれ９０％および６％で
あった。この反応は下式で示される。
【００９１】

【化２３】

【００９２】
　以上の結果より、ボ－ルの回転数を少ない方が、ケトンα位の重水素化のみが進行し、
ボ－ルの回転数が多い方が、高重水素化率でケトンα位の重水素化体が得られるが、一部
ブロモ基の還元が進行することがわかった。従って、撹拌媒体の回転数、つまり、機械的
エネルギ－を制御することにより、有機化合物の重水素化の程度を調整できることがわか
った。
【産業上の利用可能性】
【００９３】
　本発明によれば、大規模で複雑な装置を必要とすることなく、簡単に水素または重水素
を発生させることができ、この水素または重水素をガスとして取得したり、水素化または
重水素化反応に使用することができるものである。
【００９４】
　従って本発明は、小規模な水素または重水素ガス製造装置において、あるいは簡単な有
機化合物の水素化または重水素化反応装置において有利に利用することができるものであ
る。
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