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 (要約公表)  

Discrimination of Mobile Supramolecular Chirality: 

Acylative Molecular Transformation by Organocatalysis 

可動性超分子キラリティーの識別:有機触媒を用いたアシル化による分子変換 

 

博士 (薬科学) 今吉 亜由美 

 

 

 

序論 

 

有機合成化学の中でも不斉合成化学の分野はこの数十年間で最も発展した研究分野の一つである。

中心性不斉、軸不斉、面不斉といった一般的な不斉はこれまでに様々な不斉構築法が開発されてお

り、近年ではヘリセンなどのらせん不斉やフラーレンの不斉等の合成研究も活発に成されている。

今や共有結合性の不斉の構築は有機合成化学の一大分野に発展した。 

一方、ロタキサンやカテナンなどの超分子は、非対称な軸成分や輪成分から成る場合に超分子特

有のトポロジカルキラリティーを持つ (Figure 1)。トポロジカルキラリティーは非共有結合で連なっ

た二成分の位相の組み合わせで生じる不斉で、二成分は互いに自由に動けるため、トポロジカルキ

ラリティーの不斉環境は時々刻々と変化する。したがってトポロジカルキラリティーは「可動性の」

超分子キラリティーと呼ぶことができる。トポロジカルキラリティーは、その魅力的な不斉構造か

ら、これまでに不斉構築に向けた様々な試みが成されてきたが、自然科学の中でも成熟した研究分

野である不斉合成化学分野の中でも、トポロジカルキラリティーを持つ超分子の不斉合成は未解決

課題のままである。 

 

 

Figure 1 | Mobile supramolecular chirality. Topological chirality generated from the orientation of

 two components linked non-covalent system.  

 

著者は、この可動性超分子キラリティーの識別に挑むにあたり、まず有機触媒を用いたアシル化

反応の本質を精査することにした。即ち、第一章では、4－ピロリジノピリジン (PPY) を基本骨格

とした有機触媒による化学選択的アシル化反応の基質認識機構を解明した。また第二章では、PPY触

媒とアシル化剤から生成する活性中間体の生成量を調べることで、超分子ロタキサンの効率的合成

に応用した。そして、第三章で、有機触媒を用いた不斉アシル化による可動性超分子キラリティー

の構築に挑んだ。本論文では、有機触媒による選択的なアシル化反応の研究を通し、可動性超分子

キラリティーの識別の達成に繋がる動的分子認識の概念について詳細に述べる。 

 



第一章 

有機触媒による1,5-ジオールの選択的モノアシル化の基質認識機構の解析 

 

4－ピロリジノピリジン (PPY) を基本骨格とし、側鎖に基質認識部位としてアミノ酸誘導体を有

する有機触媒を用いることで、これまでにポリオール類の様々なアシル化による分子変換が報告さ

れてきた。それらの分子変換のうち、著者は有機触媒を用いた鎖状ジオールの選択的モノアシル化 

(Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 4888.) に着目し、その基質認識機構の解析に取り組んだ。鎖状ジオー

ルは触媒と水素結合を形成し得る官能基として水酸基しか持たないため、アシル化を受けない水酸

基が反応の遷移状態において触媒と相互作用すると推測され、比較的単純な分子認識機構が予想さ

れる。 

鎖状ジオールの選択的モノアシル化の基質認識機構を解析すべく、著者はC2-対称性の触媒1-3を用

いて1,5-ペンタンジオール (4) のモノアシル化反応を検討した (Figure 2)。その結果、触媒のアミド

カルボニル基が1,5-ジオール4の選択的モノアシル化において主要な役割を担うと示唆された。また

対応するC1-対称な触媒7-9を用いた実験により、触媒側鎖のインドールNH基は、触媒がC2-対称性を

有することによって初めて、モノアシル化の選択性向上に寄与することが明らかとなった (Figure 3)。 

 

 
Figure 2 | Chemoselective monoacylation of 1,5-pentanediol (4) with C2-symmetric catalysts.  

 

 
Figure 3 | Chemoselective monoacylation of 1,5-pentanediol (4) with C1-symmetric catalysts. 

 

一方、触媒1は様々な鎖長のジオールの存在下、1,5-ジオール4を選択的にモノアシル化することが

これまでに報告されている。この鎖長識別アシル化の機構を解析すべく、著者は触媒1-3の存在下、

1,5-ジオール4と1,2-エタンジオール10の競争実験を行った (Figure 4)。その結果、インドールNH基を

有するC2-対称性の触媒1のみが4のアシル化を効果的に加速することが明らかとなった。 

 



 

Figure 4 | Substrate-selective acylation of 1,5-pentanediol (4). 

 

計算化学による基質認識機構の解析は、実験結果と良い一致を示した。即ち、触媒1は、C2-対称に

配置された二つのインドールNH基の水素結合形成を利用することによって、1,5-ジオール4のモノア

シル化の遷移状態を大きく安定化することが分かった (Figure 5)。この機構は従来想定していた機構

とは異なる基質認識機構で、触媒1は基質の構造に合わせてその基質認識様式を柔軟に変化させるこ

とが明らかとなった。 

 
Figure 5 | Transition state of monoacylation of 1,5-pentanediol (4). 

 

 

 

 

第二章 

DMAP触媒を用いた効率的ロタキサン合成 

 

ロタキサンやカテナンなどの超分子は、その魅力的な構造から、活発に合成研究が成されている。

DMAP触媒を用いてシュードロタキサンの軸成分末端に位置する水酸基をアシル化しエンドキャッ

プをすることによってロタキサンを合成する方法はこれまでに報告されているが、その多くのは低

収率でしかロタキサンを与えない。 

著者はDMAP触媒を用いた効率的ロタキサン合成法を開発するため、まずDMAP触媒によるアシ

ル化反応の本質的な性質を調べることとした。即ち、アシルピリジニウムイオンの生成率をNMR実

験によって求めたところ、酸無水物をアシル化剤として用いた場合にはアシルピリジニウムイオン

はごく少量しか生成しないのに対し (Figure 6A)、酸クロリドをアシル化剤として用いた場合には対

応するアシルピリジニウムイオンが定量的に生成することが分かった (Figure 6B)。 



 

Figure 6 | Formation of acylpyridinium ion pairs. (A) Formation of acylpyridinium ion pairs from aci

d anhydride. Conditions: PPY (0.015 M), acid anhydride (0.005 M), –60 °C. (B) Formation of acylpyridi

nium ion pairs from acyl chloride. Conditions: PPY (0.07 M), acyl chloride (0.07 M), 20 °C. 

 

カルボキシラートは水酸基のアシル化において一般塩基触媒として働くため、アシルピリジニウ

ム－カルボキシラートイオンペアは対応するアシルピリジニウム－塩化物イオンペアよりも非常に

高い反応性を持ち、反応系中で塩化物イオンがカルボキシラートに交換することで、触媒的アシル

化反応が高効率化することが分かっている。そこで著者はDMAP触媒による効率的ロタキサン合成

を開発すべく、アシル化剤として酸クロリド、カルボキシラート源としてtBuCO2H を用い、AgPF6と

DMAPの存在下、軸成分と輪成分の混合によって生じると考えられるシュードロタキサンのアシル

化によるエンドキャップを行った。その結果、望みのロタキサンを94％収率で得ることに成功した 

(Figure 7)。本法はキラルなDMAP類縁体を用いることで、ロタキサンの不斉合成に応用できるもの

と期待される。  

 

Figure 7 | DMAP-catalyzed synthesis of a rotaxane. 

 

 

 

 

第三章 

可動性超分子キラリティーの識別:有機触媒を用いたトポロジカルキラリティーを
持つラセミ体ロタキサンの速度論的分割 

 

現代最も発展した不斉合成化学の分野の中での未解決課題として、超分子の不斉構築が挙げられ



る。ロタキサンやカテナンなどの超分子は、非対称な軸成分や輪成分から成る場合にトポロジカル

キラリティーを持つ。トポロジカルキラリティーを持つ超分子の不斉合成の先駆的な唯一の例は高

田らによって報告されているが、その光学純度は最高でも4.4% eeに留まっている (Chem. Lett. 2007, 

36, 162)。これは、トポロジカルキラリティーを持つロタキサンが構造的な柔軟性や多様性を持つの

に加え、トポロジカルキラリティーの不斉環境自体が可動性を持つために、不斉構築や不斉識別が

極めて困難なためと思われる。 

著者は有機触媒を用いたトポロジカルキラリティーを持つラセミ体ロタキサンの速度論的分割に

より、世界初の高度なロタキサンの不斉構築を達成した。触媒3の存在下、水酸基を有するロタキサ

ンのアシル化による速度論的分割を行うことで、>99% eeのエナンチオピュアなロタキサンを30%収

率 (s>16) で得ることに成功した (Figure 8)。ロタキサンの不斉環境は逐次変化するが、触媒はその

認識に適した位相となった動的構造を識別し、トポロジカルキラリティー選択的なアシル化が加速

的に進行したものと考えている。 

 

Figure 8 | Kinetic resolution of a topologically chiral racemic rotaxane. 

 

 

 

 

結論 

 

動的分子認識の概念により、有機触媒を用いることで、トポロジカルキラリティーを持つ超分子

の高度な不斉識別を達成した。本論文で紹介した触媒群は、基質の構造に合わせてその基質認識様

式を柔軟に変化させ、種々の高選択的なアシル化反応に対応する。また、触媒は認識に適した動的

構造となった基質を精密に識別し、加速的に反応を進行させる。この動的分子認識の概念は、有機

合成化学の分野だけでなく、生物化学や薬化学の分野における分子認識の理解にも応用できるもの

と考えている。 

 

 




