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研究成果の概要（和文）：本研究により、炭素―水素結合の求核的活性化を経由する触媒的不斉付加反応を開発し、こ
れまで合成が困難であった不斉四置換炭素を有するαアミノ酸誘導体をプロトン移動のみで得ることに成功した。本反
応は室温かそれ以下の温和な条件下で進行し、通常共存が困難な酸性・塩基性に不安定な官能基を有する基質へも適用
可能であった。
また、本反応の詳細な反応機構解析を実施し、触媒活性種を単離・構造決定することに成功した。この触媒活性種を用
いることで、従来よりも反応時間を大幅に短縮することができ、さらに従来反応性に乏しかった他の基質についても目
的の不斉四置換炭素含有αアミノ酸誘導体を得ることに成功した。

研究成果の概要（英文）：Throughout this study, we developed direct catalytic asymmetric addition reactions
 via nucleophilic C-H bond activation, and we succeeded in obtaining alpha-amino acid derivatives containi
ng chiral tetrasubstituted carbon stereocenters under proton-transfer conditions. The reactions proceed at
 or below room temperature, and various acid- and base-sensitive functionalities are tolerant under the re
action conditions.
We also performed detailed mechanistic analysis of the reaction and isolated catalytically active species.
 This active species enabled shortening reaction time and performing reactions with other less-reactive su
bstrates to provide alpha-amino acid derivatives containing chiral tetrasubstituted carbon stereocenters.
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１．研究開始当初の背景 
 炭素−水素結合活性化とその応用は現在の
有機合成化学における重要な課題の１つで
あり、近年活発に研究が行われている。しか
し、これまでの炭素−水素結合活性化の応用
例はクロスカップリング型反応や炭素−ヘテ
ロ原子結合形成反応が主であり、求核的活性
化による不斉付加反応への応用は限られて
いた。また、カルボニル化合物などへの不斉
付加反応は光学活性化合物の骨格構築に有
用であるが、求核剤として等量以上の廃棄物
の生成を伴う有機金属試薬の事前調製が一
般に必要であり、環境調和性の面から改善の
余地を残していた。この問題点を解決する方
法の１つとして、近年末端アルキンの直接的
触媒的不斉付加反応が報告されているが、ア
ルデヒドやアルジミンに対しては報告例が
多数あるものの、不斉四置換炭素が構築可能
なケトンやケトイミン類への直接的不斉付
加反応は、立体障害の高さから反応性に乏し
く、また立体の識別がより困難であり高い立
体選択性を得ることが難しいため、実現は非
常に困難であった。 
 
２．研究の目的 
 以上の背景を踏まえ、本研究では炭素−水
素結合の触媒的求核的活性化とその不斉反
応への応用を目的とした。その中でも特に、
(1)アルキンの四置換炭素構築型直接的触媒
的不斉付加反応の開発、及び(2)生理活性物質
の合成への応用に着目し、研究を行った。 
(1)アルキンの四置換炭素構築型直接的触媒
的不斉付加反応の開発 
 本反応の開発においては、求電子性の低い
基質において、遷移金属触媒のみでは反応が
進行しないことを予備的検討から確認して
いた。そこで、これを解決し、反応性の低い
基質への適用を可能とする触媒の創成を目
標とした。 
(2)生理活性物質の合成への応用 
 (1)で得られた結果を基に、種々の四置換炭
素含有アミノ酸誘導体及び生理活性物質誘
導体の効率的合成を実現し、上記反応の有用
性を実証することを目指した。 
 
３．研究の方法 
 以上の目的を実現するため、本研究は以下
の方法に従って実施した。 
(1)アルキンの四置換炭素構築型直接的触媒
的不斉付加反応の開発 
 本反応の開発においては、まず反応が良好
に進行しうる求電子性の高い基質について
検討を行い、高い収率および立体選択性にて
目的物を与える反応系の確立を目指した。次
に、本触媒の反応機構解析を行い、触媒サイ
クルにおける活性化が必要な点を明らかに
し、より反応性の低い基質への適用を目指し
た。 
(2)生理活性物質の合成への応用 
 (1)の反応で得られた種々の四置換炭素含

有アミノ酸誘導体を変換反応に付すことに
より、多様な誘導体合成を行った。特に、こ
れまで合成が困難であった四置換炭素を有
する光学活性な生理活性物質誘導体の効率
的合成を行い、開発した反応の有用性の実証
を目指した。 
 
４．研究成果 
 以上の研究方法を基盤として研究を実施
した結果、以下に記す有益な研究成果が得ら
れた。 
(1)アルキンの四置換炭素構築型直接的触媒
的不斉付加反応の開発 
①トリフルオロピルビン酸由来のケトイミ
ンに対する直接的触媒的不斉アルキニル化
反応の開発 
 まず反応が良好に進行しうるトリフルオ
ロピルビン酸由来のケトイミンについて、直
接的触媒的不斉アルキニル化反応の検討を
行った。その結果、下図に示すロジウム触媒
を用いることで、本反応が高い収率および立
体選択性にて目的物を与えることを見いだ
した。 

 
 本反応は、室温かそれ以下の温和な条件下
良好に進行し、以下の図に示すように酸性・
塩基性条件では通常共存困難な官能基（アセ
タール、9-フルオレニルメチルオキシカルボ
ニル基）を有する様々な基質に対して適用可
能であった。以上の結果は、プロトン移動の
みで光学活性四置換炭素含有αアミノ酸誘
導体合成を実現した数少ない例として非常
に意義深い。 

 



 

②トリフルオロピルビン酸由来のケトイミ
ンに対する直接的触媒的不斉アルキニル化
反応の反応機構解明および基質適用範囲の
拡大 
 次に、①で確立した反応系について、詳細
な反応機構の解明を行った。その結果、本反
応には誘導期が存在することが明らかとな
り、系中での触媒活性種の生成が示唆された。
そこで本反応の触媒活性種と考えられる錯
体の合成・単離および構造決定を行った。こ
の錯体を実際に反応条件に付すことで、反応
時間の大幅な短縮が確認されたことから、本
錯体が本反応の触媒活性種であることを支
持する結果が得られた。このような直接的触
媒的不斉アルキニル化反応の詳細な反応機
構の解明は、従来のイミンに対する反応では
十分行われてこなかったことから、本研究成
果が他の研究にも有益な知見を与える点で
非常に意義深い。 
 続いて、この触媒活性種を活用することで、
従来反応性に乏しかった他の基質への適用
も可能になると考え、検討を行った。その結
果、従来のロジウム触媒では適用が困難であ
った基質に対しても本触媒活性種は良好な
収率及び立体選択性にて目的の光学活性四
置換炭素含有αアミノ酸誘導体を与えるこ
とを確認した。このような広範な基質に対す
る光学活性四置換炭素含有αアミノ酸誘導
体の合成を可能とする触媒反応の報告はこ
れまでにないことから、本研究成果の重要性
が示唆される。 
(2)生理活性物質の合成への応用 
 (1)の反応で得られた種々の光学活性四置
換炭素含有αアミノ酸誘導体を様々な変換
条件に付すことにより、下図に示すような多
様な誘導体合成を行った。 

 

 また、現在多発性骨髄腫治療薬として用い
られているサリドマイドについて、下図に示
すように、これまで合成が困難であった光学
活性な四置換炭素を有する誘導体の効率的
な合成を実現した。 

 
 以上の結果を総括すると、本研究では、炭
素―水素結合の求核的活性化を経由する触
媒的不斉付加反応を開発し、これまで合成が
困難であった不斉四置換炭素を有するαア
ミノ酸誘導体をプロトン移動のみで得るこ
とに成功した。本反応は室温かそれ以下の温
和な条件下で進行し、通常共存が困難な酸
性・塩基性に不安定な官能基を有する基質へ
も適用可能であった。また、本反応の詳細な
反応機構解析を実施し、触媒活性種を単離・
構造決定することに成功した。この触媒活性
種を用いることで、従来よりも反応時間を大
幅に短縮することができ、さらに従来反応性
に乏しかった他の基質についても、目的の不
斉四置換炭素含有αアミノ酸誘導体を得る
ことに成功した。以上の成果は、不斉四置換
炭素構築反応および光学活性アミノ酸誘導
体合成の研究分野に新たな知見を与えるも
のであり、今後の当該分野の研究へのさらな
る進展に大きな波及的効果を生み出すこと
が期待される。 
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