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2019 年 6 月 12 日 

株式会社神鋼環境ソリューション 

金属 Na 分散体(SD)を用いた有機溶媒の脱水技術 
～その溶媒捨てちゃいますか？～ 

 

(1)溶媒脱水とは 

グリニャール試薬をはじめとした有機金属化合物など酸素や水分と速やかに反応してしまう物

質を使う際には、溶媒中の水分や酸素を充分に取り除いておく必要があります。 

試薬メーカーからは予め脱水された溶媒が“脱水溶媒”として販売されていますが、それも一度

開封して空気に触れてしまうと空気中の水蒸気や酸素を吸収してしまいます。 

 

(2)溶媒の脱水、脱酸素 

開封して水分や酸素を吸収してしまった溶媒はそのままでは脱水溶媒としては使えません。再

び脱水溶媒に戻すためには、脱水が必要です。脱水溶媒を製造する手段として、以下の方法があり

ます。 

表 1 主な溶媒の脱水方法 

手法 長所 短所 

① モレキュラーシーブスを添加 安全かつ容易 脱酸素が出来ない 

② アルカリ金属(Na や K)＋ベンゾフェ

ノンを添加して蒸留 

脱水/脱酸素が同時に可能 失活作業が危険 

過酸化物生成のリスク 

③ Grubbs カラムなどを用いて脱水/脱

酸素溶媒が供給されるシステムを構

築 

安全かつ容易で酸素も含まれな

い 

システムが高額 

スペースが大きい 

 

① モレキュラーシーブス 

モレキュラーシーブス(ゼオライト)は多孔質構造を持ち、内部に水分を取込むことで脱水する

ことが出来ます。事前に電子レンジで 1 分程度加熱/乾燥したモレキュラーシーブスを溶媒に加

えて 24 時間ほぼ保持すると、溶媒の含水率は数十 ppm 程度まで低減します。 

最も手軽な方法であり、安全、安価かつ容易ですが、水分除去能力には限界があります。また、

モレキュラーシーブは酸素除去には使えません。 
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② アルカリ金属＋ベンゾフェノンの蒸留 

溶媒中の水分だけでなく酸素も除去したい時は、Na や K 等のアルカリ金属とベンゾフェノンを

用います。この方法は昔から用いられてきた方法で、水分＋酸素除去に有効ですが、以下の危険性

もあります。 

① アルカリ金属の残量が分からない(危険性が読めない) 

② 過酸化物が濃縮されて、爆発の危険性がある 

アルカリ金属とベンゾフェノンを溶媒に加えます。溶媒中に水分や酸素が無ければ、ラジカルア

ニオンと呼ばれる物質が生成し、溶液は青紫色に変化します。しかし、水分や酸素があるとすぐに

壊れてしまい、溶液は透明に戻ります。 

この青紫色の溶液を蒸留すると、脱水/脱酸素溶媒が得られます。 

              

  ベンゾフェノン        ベンゾフェノンケチル(ラジカルアニオン) 

図 1 金属 Na とベンゾフェノンによるラジカルアニオンの生成 

 

 以下では、添加する金属は Na とします。金属 Na を添加すると、金属 Na の表面が溶媒中の水

分や酸素と反応して NaOH あるいは Na2O に変化します。ただし、反応は固体表面でしか起こりま

せん。NaOH や Na2O の被膜ができると、Na が表面に出てきません。つまり、金属 Na は入っている

にも拘らず、脱水は出来ないと言う状況になります。 

そこで、金属 Na を追加すると、再度活性の高い表面が溶液中に出来ます。ただし、これも一

時的なので、時間がたてば再び Na を追加しなくてはいけません。 

その結果、蒸留を行う釜の中には次第に金属 Na が蓄積していきます。最後にこの濃縮液を失

活処理する作業は非常に危険です。 

 また、THF をはじめとしたエーテル系溶媒は酸素との接触により過酸化物を生成します。長期

にわたって蒸留し続けると、爆発性を持つ過酸化物が缶底に濃縮されます。濃縮された過酸化物

は、爆発の危険性があり極めて危険です。 

 

③ Grubbs カラム 

Grubbs カラムと呼ばれる装置は、生ビールサーバーのような金属容器の中に脱水された溶媒が

充填されており、更にこの溶媒をゼオライト等のカラムを通過させて供給する装置です。 

安全、容易に脱水/脱酸素された溶媒を入手することが可能で、特定の溶媒を沢山使う大学等の

研究室などでも使われています。 

ただし設備が大がかりかつ高価なので、頻繁に使用する溶媒以外ではなかなか利用できません。 

 

  

Na  ＋ Na＋ ＋ 

- 

・ 
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(3)SD を用いた溶媒脱水の仕組みとメリット 

脱水のシステム自体は従来のアルカリ金属＋ベンゾフェノンと同様ですが、アルカリ金属を SD

に置き換えて使用します。SD の場合、Na の粒子径が小さく表面積が大きいので、以下のようなメ

リットが得られます。 

① 溶媒内に含まれる酸素や水分と速やかに反応します。 

② 反応進行に伴って SD が NaOH や Na2O に変化します。SD の場合、Na の粒子径が小さいので、酸

化物や水酸化物の皮膜を表面に形成するリスクがほぼありません。そのため、最終的に未反応

の Na はほぼ残りません。 

③ ②により、Na 投入量は金属 Na と比較して 1/10 程度まで少なく出来ます。 

Na の投入量を減らせるため、失活時における発熱量が低下します。 

④ 分散油の存在により、過酸化物の濃縮を抑制できます。 

⑤ 失活作業は溶液にアルコールを添加するだけです。 

    

図 2 SD とベンゾフェノンにより脱水されて青く呈色した溶媒と 

メタノールで失活した様子(写真提供：神戸大学 森敦教教授) 

 

表 2 各種溶媒の脱水実験結果 

溶媒 
バス温度 

(℃) 

沸点 

(℃) 

脱水前の含水率 

(ppm) 

脱水後の含水率 

(ppm) 

THF 85 66 31.80 7.23 

ジエチルエーテル 40 35  123.0 6.84 

ヘキサン 90 69 33.06 3.80 

DME 110 82 156.8 6.82 

1,4-ジオキサン 140 101 60.47 5.74 

 

  



4 

上記の操作により、開封して水分や酸素を吸ってしまった溶媒を再度脱水溶媒として再生させる

ことが可能です。本技術は神戸大学 森敦教教授らのグループと共同で開発しました。 

SD を用いた溶媒脱水に関する詳細は下記文献をご覧ください(オープンアクセスなので、無料でご

覧いただけます)。 

Ryo Inoue, Mana Yamaguchi, Yoshiaki Murakami, Kentaro Okano, and Atsunori Mori; 

Revisiting of Benzophenone Ketyl Still: Use of a Sodium Dispersion for the Preparation of 

Anhydrous Solvents; ACS Omega. 2018; 3(10): pp12703–12706 

doi: 10.1021/acsomega.8b01707 
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