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研究成果の概要（和文）：複雑な構造を有する天然物の合成には多工程の変換を要する非効率性が残されており，この
問題の解決には単位構造を一挙に連結する「同一時空間反応集積化」が有効である。付加環化反応は環骨格構築におけ
る反応集積化であり，[4+2]型反応による6員環構築法は広く用いられてきたものの，中員環を構築する高次付加環化反
応の開発は遅れていた。本研究課題では，アセチレンジコバルト錯体の特性を利用した基質設計を行い，[6+2]型や[6+
4]型などの新規高次付加環化反応の開発に成功した。さらに，7, 8, 9, および10員環炭素骨格を有する天然物の合成
研究においてこれら新反応の実用性を検証した。

研究成果の概要（英文）：In connection with the research directed toward total synthesis of polycyclic natu
ral products, we became intrigued with higher order cycloaddition approach for constructing medium-sized c
arbocycles. The use of a dicobalt acetylene complex possessing a leaving group and a nucleophile moiety wa
s effective for achieving the [6+2], [6+4], and [5+2] cycloaddition reactions. These cascade reactions pro
ceed through generation of a dicobalt hexacarbonyl propargyl cation, intermolecular addition (Nicholas rea
ction), followed by intramolecular cyclization. The results led us to explore applications of these new cy
cloaddition reactions in total synthesis of natural products containing seven, eight, nine, or ten-membere
d carbocycles. 
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１．研究開始当初の背景 
（1）自然界には、様々な員数の炭素環が互
いに縮合し、多様な官能基を有する多環性天
然物が数多く存在する。それら天然物の全合
成研究は、新規分子変換法と合成方法論の開
発を促し、有機合成化学に飛躍的な発展をも
たらしてきた。その意義は学術面に留まらず、
社会的な要請にも応えるものである。すなわ
ち、世界的に競われた抗がん剤タキソールの
全合成研究が半合成品の大量供給を可能と
し、医薬品としての実用化に道を拓いた例や、
海産天然物ハリコンドリンＢの構造をモチ
ーフとして抗がん剤エリブリンが開発され
た例が挙げられる。 
（2）しかしながら、複雑な構造を有する生
物活性天然物の合成には、多工程の変換を要
する非効率性が残されており、その量的供給
を阻んできた。この問題を解決するためには、
それらに共通して含まれる単位構造を効率
的に供給し、それらを目的に応じて相互に連
結する「集積合成手法」の開発が必要である。  
 環状化合物の集積合成法に対応するのが
付加環化反応であり、[4+2]付加環化反応の
Diels-Alder 反応は、最も有力な 6 員環構築法
として天然物合成にも広く用いられてきた。 
（3）一方、より大きな炭素環を構築する高
次付加環化反応の開発は遅れており、天然物
合成への利用も限られている状況であった。
7 員環炭素骨格構築法に関しては、共役ジエ
ンとアリルカチオン種との[4+3] 付加環化反
応と、ペンタジエニルカチオン種とオレフィ
ンとの[5+2]型反応の２通りが知られている。
これらは Diels-Alder 反応と同様な[4+2]型
の反応であり、高い選択性の発現も期待され
る。しかしながら、[4+3]型付加環化反応が天
然物合成への応用を含む広範な研究の対象
となってきたのと対照的に[5+2]型付加環化
反応の報告は従来限定されていた。 
（4）これは、ペンタジエニルカチオンの幾
何配置をシス型に固定することが困難であ
る上に、分子内環化による 5 員環生成が避け
難いという問題点のためと思われる。この問
題に対して筆者らは、ペンタジエニルカチオ
ンの等価体として新たな 5 炭素ユニットを設
計し、エノールシリルエーテルとの[5+2]型付
加環化反応を開発した。本反応の成功の鍵は、
シスオレフィン類似の折れ曲がり構造をと
りながらも、140 °前後の大きい結合角を有す
るアセチレンジコバルト錯体を採用した点
にある。これにより、5 炭素ユニットの分子
内環化による 5 員環形成が抑制され、7 員環
が選択的に構築されることになる。 
 
２．研究の目的 
本研究課題の目的は、筆者が見出した高次付
加環化反応を 7 員環より大きな炭素環の構築
に発展させること、および開発された新反応
を多環性生物活性天然物の全合成に活用し、
中員環骨格の集積合成手法として確立する
ことにある。 

具体的には、スクロレフィチンＡ、サナダオ
ール、タクスシン等を標的化合物として設定
し、それらの効率的全合成を目指すこととし
た。これらの天然物は、酸素官能基を含む 10
員環、7 員環および 8 員環を含んでおり、こ
の中員環部の立体選択的構築に各々[6+4]、
[5+2]、および[6+2]型付加環化反応を適用す
る計画である。 
 
３．研究の方法 
（1）高次付加環化反応の開発に関しては、5
炭素ユニットのホモローグを 6 炭素ユニット
として用いると共に、エノールシリルエーテ
ル以外のカップリングパートナーを検討す
ることとした。具体的には、エノールシリル
エーテルと同様に電子豊富な性質を有する
フランに着目し、これを 4 炭素ユニットとし
て用いる[n+4]型付加環化反応を検討する。 
（2）上記の高次付加環化反応が確立された
後、中員環を有する天然物スクロレフィチン
Ａ、サナダオール、タクスシン等の全合成研
究に着手する。 
 
４．研究成果 
（1）新規[6+2], [6+4],および[5+2]型付加環化
反応の開発 
まず、以下に示す 6 炭素ユニット 1 とエノー
ルシリルエーテルの[6+2]型付加環化反応を
検討し、反応集積化手法による 8 員環構築法
を開発した。 
 

 
 
次に 1 とフランの[6+4]型付加環化反応を検
討したところ、目的物の収率は中程度であっ
たが、6 炭素ユニット 2 を用いることで大幅
な収率の向上が見られた。さらに、5 炭素ユ
ニット 3 を用いる別モードの［5+2］型付加
環化反応を検討し、３つの連続する不斉中心
を有する 7 員環の立体選択的構築法を見出し
た。 
 

 
 
 
 



（2）［6+4］型付加環化反応を鍵とするポリ
アンテリンの全合成 
抗マラリア原虫活性を示すクラジエリンテ
ルペノイドである (–)-ポリアンテリン A の
全合成を行った。まず、［6+4］型付加環化反
応で得たコバルト錯体 4の脱錯体化を検討し、
渡環酸素の転位を伴う特異なヨウ素化反応
を見出した。生じた酢酸エステル 5 をリパー
ゼによる速度論的光学分割を経て光学活性
ケトン 7 に変換した。エノン 7 に対する有
機銅試薬の立体選択的共役付加反応および
分子内環化反応を経て 6 員環を構築し、得ら
れたジチオアセタール 8 を 4 工程でジエノン
9 へ変換した。 
 

  
銅触媒存在下、Grignard 試薬を共役付加させ
て立体選択的にイソプロピル基を導入後、希
塩酸で処理するとラクトール部の異性化が
進行し、クラジエリン骨格を有する化合物 10
が得られた。エポキシド 11 の開環を経て合成
した 3 級アルコール 12 を酸処理し、渡環エ
ーテル部の構築と 6 員環上の二重結合の異性
化を行った。最後にアルケン 13 のオキシ水
銀化反応を経て (–)-ポリアンテリン A の不
斉全合成に成功した。 
  

 
 

（3）［6+2］型付加環化反応を鍵とするタキ
サン類の全合成研究 
アセチレンジコバルト錯体 14 とエノールシ
リルエーテル 15 の［6+4］型付加環化反応を
基盤として、イチイ科植物に含まれるジテル
ペノイドであるタキサン類のモデル化合物
の集積合成に成功した。 環化体 16 の脱錯体
化反応により得たアルケン 17 を、ケトンへ
の立体選択的付加反応とオレフィン部の立
体選択的酸化反応を経てエポキシド 18 に変
換した。末端アルケンのヒドロシアノ化反応
により得たニトリル 19 を塩基処理すると分
子内環化が進行し、A 環部が構築された。 
 

 
 
タキサン骨格に特有な A 環部の歪んだ橋頭
位二重結合は、一般に導入困難とされている
が，本研究ではシアノ基の特性に着目して、
以下の新たな変換法を開発した。 
すなわち、Chugaev 法を用いてアルコール 20
をアルケン 21 に変換後、エポキシド 22 に酸
化して lithium 4,4’-di(t-butyl)biphenylide で処
理することにより、シアノ基の還元的除去と
エポキシドの開環が一挙に進行し、タキサン
骨格を有するモデル化合物 23 の合成が達成
された。この化合物は、タキサンテルペノイ
ドの一種である Deoxytaxine B と共通の構造
を有しており、全合成への応用に必要な知見
を得ることができた。 
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