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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
2‑O‑モノ‑(p‑トルエンスルホニル)‑α‑シクロデキストリン、 2‑O‑モノ‑
(p‑トルエンスルホニル)‑β‑シクロデキストリン、2‑O‑モノ‑ (p‑トルエンスルホニル)‑
γ‑シクロデキストリン、2‑O‑モノ‑(p‑トルエンスルホニル)‑δ‑シクロデキストリンから
選択されるシクロデキストリン誘導体を、アンモニア水と反応させ、当該反応液から3‑ア
ミノ‑3‑デオキシ‑α‑シクロデキストリン、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑β‑シクロデキストリン
、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑γ‑シクロデキストリン、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑δ‑シクロデキス
トリンから選択されるアミノ化シクロデキストリン誘導体を単離精製する方法において、
当該反応液を、水に溶解し、アンモニア水又はトリエチルアミンから選択されるアミノ化
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合物を添加し、この溶液を、エタノール、プロパノール、アセトン、テトラヒドロフラン
から選択される液体に滴下し、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑α‑シクロデキストリン、3‑アミノ‑
3‑デオキシ‑β‑シクロデキストリン、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑γ‑シクロデキストリン、3‑
アミノ‑3‑デオキシ‑δ‑シクロデキストリンのみを固化させ分離することを特徴とする、
アミノ化シクロデキストリン誘導体の単離精製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、シクロデキストリンあるいは置換されたシクロデキストリン誘導体の水酸基の
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うち少なくとも一つがスルホン酸エステル化されたシクロデキストリン誘導体のスルホン
酸エステル基を、アミノ化合物を用いてアミノ基で置換することによるアミノ化シクロデ
キストリン誘導体の製造において、製造されるアミノ化シクロデキストリン誘導体を製造
混合物から簡便、短時間、経済的に単離精製する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
シクロデキストリンはD(+)‑グルコピラノース単位からなるα‑1,4結合の環状オリゴ糖で
ある。シクロデキストリンおよびその誘導体は、その環状構造に由来する空孔内の疎水的
性質により疎水的化合物に対する包接能を有する。そのため各産業分野での利用が盛んに
行われている。例えば食品分野においてはフレーバーを持続させたり苦味を低減させたり
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する食品添加剤として、また、製薬分野においては薬物の水溶性向上剤、薬品の安定化剤
、薬品の投与法の改善剤、薬品の吸収性の改善剤として、化粧品分野では化粧品匂成分の
徐放剤、体臭の脱臭剤、工学分野ではポリマー材料として、さまざまな利用が行われてい
る。
【０００３】
シクロデキストリンは１級水酸基である６位水酸基、２級水酸基である２位及び３位水酸
基を有している。それらの水酸基を部分的或は全部を他の置換基に変換されたシクロデキ
ストリン誘導体は溶解能、包接能が変化し、既存のシクロデキストリン類とは異なった性
質を有し、これまでのシクロデキストリンよりも優れた機能を持つ。そのようなシクロデ
キストリン誘導体のなかでシクロデキストリンの水酸基がアミノ基に置換されたアミノ化
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シクロデキストリン誘導体が知られている。
【０００４】
例えば、アミノシクロデキストリンの製造法および単離精製法は非特許文献１及び２に示
す方法が公知である。又、例えば特許文献１に示される方法によってシクロデキストリン
のスルホン酸エステル体をアンモニア水に溶解することにより製造でき、製造されたアミ
ノシクロデキストリンの単離精製は、イオン交換樹脂を用いたイオン交換カラムクロマト
グラフィーを用いて行われている。このイオン交換カラムクロマトグラフィーによる単離
精製工程では、製造過程で生成するスルホン酸またはスルホン酸アンモニウム塩の除去が
行われる。このイオン交換カラムクロマトグラフィーによる単離精製法は、（１）イオン
交換樹脂が大量に必要であること、（２）イオン交換樹脂の再使用には洗浄・再調節の作
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業が必要であること、（３）イオン交換カラムクロマトグラフィーには大量の溶出溶媒が
必要なこと、（４）アミノシクロデキストリンを最終的に高濃度溶液あるいは単体として
得るには大量の溶出溶媒の除去が必要なこと、（５）製造されたアミノシクロデキストリ
ンとスルホン酸との結合体あるいは包接混合体が生成するために、生成したすべてのアミ
ノシクロデキストリンをイオン交換カラムクロマトグラフィーにより単離精製することは
困難であり、単離精製効率が低くなる、（６）単離精製の再現性にかける、などの欠点が
あり、高純度のアミノシクロデキストリンを大量生産するうえで、簡便性・経済性・歩留
まりの点で多くの問題がある。
【０００５】
【非特許文献１】Luminescence, 14, 303‑314 (1999).
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【非特許文献２】ITE Letters, 3, 26‑29 (2002).
【非特許文献３】J. Phys. Chem. B, 109, 9719‑9726 (2005).
【特許文献１】特開平１０−７７３０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明の課題は、シクロデキストリンあるいは置換されたシクロデキストリン誘導体の水
酸基のうち少なくとも一つがスルホン酸エステル化されたシクロデキストリン誘導体のス
ルホン酸エステル基を、アミノ化合物を用いてアミノ基で置換することによるアミノ化シ
クロデキストリン誘導体の製造において、製造されるアミノ化シクロデキストリン誘導体
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を製造混合物から簡便操作、短時間、経済的に単離精製する方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者は、前記のような背景において、シクロデキストリンあるいは置換されたシクロ
デキストリン誘導体の水酸基のうち少なくとも一つがスルホン酸エステル化されたシクロ
デキストリン誘導体のスルホン酸エステル基を、アミノ化合物を用いてアミノ基で置換す
ることによるアミノ化シクロデキストリン誘導体の製造において、アミノ化シクロデキス
トリン誘導体の製造混合物の水溶液にアミノ化合物を添加し、この溶液をアミノ化シクロ
デキストリン誘導体が難溶解性でありかつ水およびスルホン酸アンモニウム塩が溶解する
液体に滴下することによりアミノ化シクロデキストリン誘導体を固化し、この固体を分離
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することにより、アミノ化シクロデキストリン誘導体を製造混合物から、従来の単離精製
法よりも格段に簡便に、短時間に、かつ経済的に実施する単離精製方法を見出した。
【０００８】
本発明による方法では、シクロデキストリンのD(+)‑グルコピラノース単位が６から１６
からなるシクロデキストリンの水酸基のうち少なくとも一つの水酸基がスルホン酸エステ
ル化される公知方法で製造されたシクロデキストリン誘導体を公知方法によりアミノ化合
物と反応させることによりスルホン酸エステル基をアミノ基に置換する反応の後のアミノ
化シクロデキストリン誘導体の単離精製工程、さらにはシクロデキストリンのD(+)‑グル
コピラノース単位が６から１６からなるシクロデキストリンの水酸基がアルキル基、アリ
ール基、ハロゲン原子、アルコキシル基、カルボキシル基、ホルミル基、アルキルオキシ
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カルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アルキルカルボニル基、アリールカルボニ
ル基または複素環で置換されたシクロデキストリン誘導体の水酸基のうち少なくとも一つ
の水酸基がスルホン酸エステル化される公知方法で製造されたシクロデキストリン誘導体
を、公知方法によりアミノ化合物と反応させることにより、スルホン酸エステル基をアミ
ノ基に置換する反応の後のアミノ化シクロデキストリン誘導体の単離精製工程、で実施す
ることができ、非常に自由度の高いアミノ化シクロデキストリン誘導体の単離精製方法と
することが可能となった。
【０００９】
本明細書中で「アルキル基」とは、置換基を有していてもよい炭素数１〜２０個の直鎖状
または分岐鎖状のアルキル基をいい、例えば、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ペン
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チル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、デシル、ウンデシル、ドデシル、テトラ
デシル、ペンタデシル、ヘキサデシル、ヘプタデシル、オクタデシル、ノナデシル、イコ
サニルなどの直鎖の基または、分岐状に結合した基をいう。
本明細書で「アルコキシル基」とは、例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキ
シ、ペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、メチキシエトキシ、メトキシプロポキシ、エトキ
シエトキシ、エトキシプロポキシ、メトキシエトキシエトキシ基などの炭素数１〜２０個
のアルコキシル基が直鎖上にまたは分岐状に結合したものなどをあげることができる。
【００１０】
本明細書で「アリール基」とは、フェニル、ナフチルなどの炭素数6〜20個の芳香族炭化
水素をあげることができる。
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本明細書で「複素環」とは、例えば、フラン、チオフェン、ピロール、オキサゾール、イ
ソオキサゾール、トリアゾール、イソチアゾール、イミダゾール、ピラゾール、フラザン
、ピラン、ピリジン、ピリダジン、ピリミジン、ピラジンなどをあげることができる。
本明細書で「ハロゲン原子」とは、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素などをあげることができ
る。
【００１１】
本明細書で「シクロデキストリン」とは，D‑グルコピラノースがα‑1,4結合した非還元性
の環状オリゴ糖であり、グルコピラノース６分子、７分子、８分子からなるものをα‑、
β‑、γ‑シクロデキストリンと称す。これらのシクロデキストリンは、市販されている。
本発明のシクロデキストリンとしては、これらのシクロデキストリンの他に、グルコピラ
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ノースが９分子から１６分子結合した環状性オリゴ糖を用いることができる。
【００１２】
本発明による方法では、上記のシクロデキストリンあるいは置換されたシクロデキストリ
ン誘導体の水酸基のうち少なくとも一つがスルホン酸エステル化されたシクロデキストリ
ン誘導体のスルホン酸エステル基を、アミノ化合物を用いてアミノ基で置換することによ
るアミノ化シクロデキストリン誘導体の製造において、製造されるアミノ化シクロデキス
トリン誘導体を製造混合物から固化させ、単離精製することを特徴としている。より詳細
には、本発明による方法では、2‑O‑モノ‑(p‑トルエンスルホニル)‑α‑シクロデキストリ
ン、 2‑O‑モノ‑
(p‑トルエンスルホニル)‑β‑シクロデキストリン、2‑O‑モノ‑ (p‑トルエンスルホニル)‑
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γ‑シクロデキストリン、2‑O‑モノ‑(p‑トルエンスルホニル)‑δ‑シクロデキストリンから
選択されるシクロデキストリン化合物を、アンモニア水と反応させ、当該反応液から3‑ア
ミノ‑3‑デオキシ‑α‑シクロデキストリン、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑β‑シクロデキストリン
、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑γ‑シクロデキストリン、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑δ‑シクロデキス
トリンを単離精製する方法において、当該反応液にアミノ化合物と水溶性溶媒とを添加し
、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑α‑シクロデキストリン、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑β‑シクロデキス
トリン、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑γ‑シクロデキストリン、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑δ‑シクロ
デキストリンのみを固化させ分離することを特徴としている。
【００１３】
又、本発明による方法では、前記アミノ化合物が、アンモニア又はトリエチルアミンから
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選択されることを特徴としている。
【００１４】
又、本発明による方法では、前記水溶性溶媒が、エタノール、プロパノール、アセトン、
テトラヒドロフランから選択されることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１５】
シクロデキストリンあるいは置換されたシクロデキストリン誘導体の水酸基のうち少なく
とも一つがスルホン酸エステル化されたシクロデキストリン誘導体のスルホン酸エステル
基を、アミノ化合物を用いてアミノ基で置換することによるアミノ化シクロデキストリン
誘導体の製造において、製造されるアミノ化シクロデキストリン誘導体を製造混合物から
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簡便、短時間、経済的に単離精製する方法見出し、高純度のアミノ化シクロデキストリン
誘導体の大量供給が可能となった。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
本発明の方法では、シクロデキストリンのD(+)‑グルコピラノース単位が６から１６から
なるシクロデキストリンの水酸基のうち少なくとも一つの水酸基が、スルホン酸エステル
化される公知方法で製造されたシクロデキストリン誘導体を公知方法によりアミノ化合物
と反応させることにより、スルホン酸エステル基をアミノ基に置換する反応の後のアミノ
化シクロデキストリン誘導体の単離精製工程、さらにはシクロデキストリンのD(+)‑グル
コピラノース単位が６から１６からなるシクロデキストリンの水酸基がアルキル基、アリ
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ール基、ハロゲン原子、アルコキシル基、カルボキシル基、ホルミル基、アルキルオキシ
カルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アルキルカルボニル基、アリールカルボニ
ル基または複素環で置換されたシクロデキストリン誘導体の水酸基のうち少なくとも一つ
の水酸基がスルホン酸エステル化される公知方法で製造されたシクロデキストリン誘導体
を公知方法によりアミノ化合物と反応させることによりスルホン酸エステル基をアミノ基
に置換する反応の後のアミノ化シクロデキストリン誘導体の単離精製工程において、アミ
ノ化シクロデキストリン誘導体の製造混合物の水溶液にアミノ化合物を添加し、この溶液
をアミノ化シクロデキストリン誘導体が難溶解性でありかつ水およびスルホン酸アンモニ
ウム塩が溶解する溶媒に滴下することによりアミノ化シクロデキストリン誘導体を固化し
、この固体を分離する。
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より好ましくは、本発明の方法では、2‑O‑モノ‑(p‑トルエンスルホニル)‑α‑シクロデキ
ストリン、 2‑O‑モノ‑ (p‑トルエンスルホニル)‑β‑シクロデキストリン、2‑O‑モノ‑ (p‑
トルエンスルホニル)‑γ‑シクロデキストリン、2‑O‑モノ‑(p‑トルエンスルホニル)‑δ‑シ
クロデキストリンから選択されるシクロデキストリン化合物を、アンモニア水と反応させ
、当該反応液から3‑アミノ‑3‑デオキシ‑α‑シクロデキストリン、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑
β‑シクロデキストリン、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑γ‑シクロデキストリン、3‑アミノ‑3‑デ
オキシ‑δ‑シクロデキストリンを単離精製する方法において、当該反応液にアミノ化合物
と水溶性溶媒とを添加し、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑α‑シクロデキストリン、3‑アミノ‑3‑デ
オキシ‑β‑シクロデキストリン、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑γ‑シクロデキストリン、3‑アミ
ノ‑3‑デオキシ‑δ‑シクロデキストリンのみを固化させ分離する。
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【００１７】
本発明のアミノ化シクロデキストリン誘導体の単離精製方法は、自由度の高い方法であり
、又、本発明でのアミノ化シクロデキストリン誘導体の製造後のアミノ化シクロデキスト
リン誘導体の水溶液の調整で用いられる水の重量は、適宜選択されるが、アミノ化シクロ
デキストリン誘導体の重量に対し１から１００倍であり、有利には２から５倍である。た
だし、これらに限定されるものではない。
【００１８】
本発明のアミノ化シクロデキストリン誘導体の単離精製工程で使用されるアミノ化合物は
、より好ましくは、アンモニア又はトリエチルアミンから選択される。
さらには、これらの水溶液であってもよいが、これらに限定されるものではない。これら

20

の添加するアミノ化合物の量は適宜選択されるが、製造混合物に含まれるアミノ化シクロ
デキストリン誘導体に対してモル比として１から１００倍であり、有利には５から２０倍
である。添加温度は適宜選択されるが、５℃から６０℃であり、通常は室温付近である。
ただし、これらに限定されるものではない。
【００１９】
本発明のアミノ化シクロデキストリン誘導体の単離精製工程で使用される水溶性溶媒は、
より好ましくは、エタノール、プロパノール、アセトン、テトラヒドロフランから選択さ
れる。
これらの液体は適宜選択され、液体の量は、先のアミノ化シクロデキストリン誘導体の水
溶液に対し体積比で５から１００倍であり、実用的にはには１０から２０倍が望ましいが
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、これらに限定されるものではない。滴下温度は、適宜選択されるが、０℃から液体の沸
点温度であり、実用的には室温付近が採用される。滴下速度は、適宜選択されるが、生成
する固体ができるだけ小さくなるようにする速度が望まれる。さらには、生成する固体が
できるだけ小さくなるように、これらの液体を撹拌することが有利となる。
生成した固体は、ろ過あるいは遠心分離、あるいはろ過および遠心分離により単離するこ
とができる。これらの単離方法は、適宜選択される。
【００２０】
以下に好ましい実施例を示し，本発明の有用性をさらに明らかにする。この実施例は例示
であり，これに限定されるものではない。細部については様々な態様が可能であることは
言うまでもない。なお、以下の実施例で示されるアミノシクロデキストリンは、非特許文
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献１〜３で公知の化合物である。又、以下の実施例で示される単離精製されたアミノシク
ロデキストリンの純度は、1H‑NMRで検定した。
【実施例】
【００２１】
＜実施例１＞
2‑O‑(p‑トルエンスルホニル)‑αシクロデキストリン(10 g)を28%アンモニア水（100 mL）
と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑α‑シクロデキストリンを合成し、本反応
液を除去した。残渣を水(20 g)で溶解し28％アンモニア水(10 mL)を加え、本溶液を撹拌
しているエタノール(300 mL)に滴下し、白色の固体を生成させた。滴下終了後、さらに本
溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をエタノールで洗浄し、固体を乾燥させ、3‑アミノ‑
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3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑α‑シクロデキストリン (8.0
g)を単一化合物として得た。
【００２２】
＜実施例２＞
2‑O‑(p‑トルエンスルホニル)‑β‑シクロデキストリン(30 g)を28%アンモニア水（300
mL）と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑β‑シクロデキストリンを合成し、本
反応液を除去した。残渣を水(60 g)で溶解し28％アンモニア水(30 mL)を加え、本溶液を
撹拌しているエタノール(1 L)に滴下し、白色の固体を生成させた。滴下終了後、さらに
本溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をエタノールで洗浄し、固体を乾燥させ、3‑アミ
ノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑β‑シクロデキストリン (27 g)を単一化合物として得た。
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【００２３】
＜実施例３＞
2‑O‑(p‑トルエンスルホニル)‑ γ‑シクロデキストリン(10 g)を28%アンモニア水（100
mL）と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑ γ‑シクロデキストリンを合成し、本
反応液を除去した。残渣を水(20 g)で溶解し28％アンモニア水(10 mL)を加え、本溶液を
撹拌しているエタノール(300 mL)に滴下し、白色の固体を生成させた。滴下終了後、さら
に本溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をエタノールで洗浄し、固体を乾燥させ、3‑ア
ミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑γ‑シクロデキストリン (8.0 g)を単一化合物として得た。
【００２４】
＜実施例４＞
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2‑(p‑トルエンスルホニル)‑δ‑シクロデキストリン(0.1 g)を28%アンモニア水（1
mL）と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑ δ‑シクロデキストリンを合成し、本
反応液を除去した。残渣を水(0.5 g)で溶解し28％アンモニア水(0.1 mL)を加え、本溶液
を撹拌しているエタノール(30 mL)に滴下し、白色の固体を生成させた。滴下終了後、さ
らに本溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をエタノールで洗浄し、固体を乾燥させ、3‑
アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑δ‑シクロデキストリン (0.08 g)を単一化合物として得た
。
【００２５】
＜実施例５＞
2‑O‑(p‑トルエンスルホニル)‑α‑シクロデキストリン(10 g)を28%アンモニア水（100 mL
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）と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑α‑シクロデキストリンを合成し、本反
応液を除去した。残渣を水(20 g)で溶解し28％アンモニア水(10 mL)を加え、本溶液を撹
拌しているプロパノール(300 mL)に滴下し、白色の固体を生成させた。滴下終了後、さら
に本溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をプロパノールで洗浄し、固体を乾燥させ、3‑
アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑α‑シクロデキストリン (8.2
g)を単一化合物として得た。
【００２６】
＜実施例６＞
2‑O‑(p‑トルエンスルホニル)‑β‑シクロデキストリン(30 g)を28%アンモニア水（300
mL）と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑β‑シクロデキストリンを合成し、本
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反応液を除去した。残渣を水(60 g)で溶解し28％アンモニア水(30 mL)を加え、本溶液を
撹拌しているプロパノール(1 L)に滴下し、白色の固体を生成させた。滴下終了後、さら
に本溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をプロパノールで洗浄し、固体を乾燥させ、3‑
アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑ β‑シクロデキストリン (27 g)を単一化合物として得た
。
【００２７】
＜実施例７＞
2‑O‑(p‑トルエンスルホニル)‑γ‑シクロデキストリン(10 g)を28%アンモニア水（100
mL）と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑γ‑シクロデキストリンを合成し、本
反応液を除去した。残渣を水(20 g)で溶解し28％アンモニア水(10 mL)を加え、本溶液を
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撹拌しているプロパノール(300 mL)に滴下し、白色の固体を生成させた。滴下終了後、さ
らに本溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をプロパノールで洗浄し、固体を乾燥させ、3
‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑γ‑シクロデキストリン (8.5 g)を単一化合物として得た
。
【００２８】
＜実施例８＞
2‑(p‑トルエンスルホニル)‑δ‑シクロデキストリン(0.1 g)を28%アンモニア水（1
mL）と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑ δ‑シクロデキストリンを合成し、本
反応液を除去した。残渣を水(0.5 g)で溶解し28％アンモニア水(0.3 mL)を加え、本溶液
を撹拌しているプロパノール(10 mL)に滴下し、白色の固体を生成させた。滴下終了後、

10

さらに本溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をプロパノールで洗浄し、固体を乾燥させ
、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑ δ‑シクロデキストリン (0.078 g)を単一化合物とし
て得た。
【００２９】
＜実施例９＞
2‑O‑(p‑トルエンスルホニル)‑α‑シクロデキストリン(10 g)を28%アンモニア水（100 mL
）と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑α‑シクロデキストリンを合成し、本反
応液を除去した。残渣を水(20 g)で溶解し28％アンモニア水(10
mL)を加え、本溶液を撹拌しているアセトン(300 mL)に滴下し、白色の固体を生成させた
。滴下終了後、さらに本溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をアセトンで洗浄し、固体
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を乾燥させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑α‑シクロデキストリン (8.2
g)を単一化合物として得た。
【００３０】
＜実施例１０＞
2‑O‑(p‑トルエンスルホニル)‑ β‑シクロデキストリン(30 g)を28%アンモニア水（300 mL
）と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑ β‑シクロデキストリンを合成し、本反
応液を除去した。残渣を水(60 g)で溶解し28％アンモニア水(30
mL)を加え、本溶液を撹拌しているアセトン(1 L)に滴下し、白色の固体を生成させた。滴
下終了後、さらに本溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をアセトンで洗浄し、固体を乾
燥させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑ β‑シクロデキストリン (26 g)を単一化合物
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として得た。
【００３１】
＜実施例１１＞
2‑O‑(p‑トルエンスルホニル)‑γ‑シクロデキストリン(10 g)を28%アンモニア水（100
mL）と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑γ‑シクロデキストリンを合成し、本
反応液を除去した。残渣を水(20 g)で溶解し28％アンモニア水(10 mL)を加え、本溶液を
撹拌しているアセトン(300 mL)に滴下し、白色の固体を生成させた。滴下終了後、さらに
本溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をアセトンで洗浄し、固体を乾燥させ、3‑アミノ‑
3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑γ‑シクロデキストリン (8.4 g)を単一化合物として得た。
【００３２】
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＜実施例１２＞
2‑(p‑トルエンスルホニル)‑δ‑シクロデキストリン(0.1 g)を28%アンモニア水（10
mL）と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑δ‑シクロデキストリンを合成し、本
反応液を除去した。残渣を水(0.2 g)で溶解し28％アンモニア水(0.2 mL)を加え、本溶液
を撹拌しているアセトン(10 mL)に滴下し、白色の固体を生成させた。滴下終了後、さら
に本溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をアセトンで洗浄し、固体を乾燥させ、3‑アミ
ノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑δ‑シクロデキストリン (0.088 g)を単一化合物として得た。
【００３３】
＜実施例１３＞
2‑O‑(p‑トルエンスルホニル)‑α‑シクロデキストリン(10 g)を28%アンモニア水（100 mL
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）と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑α‑シクロデキストリンを合成し、本反
応液を除去した。残渣を水(20 g)で溶解しトリエチルアミン(10 mL)を加え、本溶液を撹
拌しているアセトン(300 mL)に滴下し、白色の固体を生成させた。滴下終了後、さらに本
溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をアセトンで洗浄し、固体を乾燥させ、3‑アミノ‑3‑
デオキシ‑(2AS,3AS)‑α‑シクロデキストリン (7.8
g)を単一化合物として得た。
【００３４】
＜実施例１４＞
2‑O‑(p‑トルエンスルホニル)‑ β‑シクロデキストリン(30 g)を28%アンモニア水（300 mL
）と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑ β‑シクロデキストリンを合成し、本反
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応液を除去した。残渣を水(60 g)で溶解しトリエチルアミン(４0
mL)を加え、本溶液を撹拌しているアセトン(1 L)に滴下し、白色の固体を生成させた。滴
下終了後、さらに本溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をアセトンで洗浄し、固体を乾
燥させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑ β‑シクロデキストリン (27 g)を単一化合物
として得た。
【００３５】
＜実施例１５＞
2‑O‑(p‑トルエンスルホニル)‑γ‑シクロデキストリン(10 g)を28%アンモニア水（100
mL）と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑ γ‑シクロデキストリンを合成し、本
反応液を除去した。残渣を水(20 g)で溶解しトリエチルアミン(10 mL)を加え、本溶液を
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撹拌しているアセトン(300 mL)に滴下し、白色の固体を生成させた。滴下終了後、さらに
本溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をアセトンで洗浄し、固体を乾燥させ、3‑アミノ‑
3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑ γ‑シクロデキストリン (8.1 g)を単一化合物として得た。
【００３６】
＜実施例１６＞
2‑(p‑トルエンスルホニル)‑δ‑シクロデキストリン(1 g)を28%アンモニア水（10
mL）と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑δ‑シクロデキストリンを合成し、本
反応液を除去した。残渣を水(2 g)で溶解しトリエチルアミン(１
mL)を加え、本溶液を撹拌しているアセトン(30 mL)に滴下し、白色の固体を生成させた。
滴下終了後、さらに本溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をアセトンで洗浄し、固体を
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乾燥させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑δ‑シクロデキストリン (0.85 g)を単一化合
物として得た。
【００３７】
＜実施例１７＞
2‑O‑(p‑トルエンスルホニル)‑α‑シクロデキストリン(10 g)を28%アンモニア水（100 mL
）と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑α‑シクロデキストリンを合成し、本反
応液を除去した。残渣を水(20 g)で溶解しトリエチルアミン(10 mL)を加え、本溶液を撹
拌しているエタノール(300 mL)に滴下し、白色の固体を生成させた。滴下終了後、さらに
本溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をエタノールで洗浄し、固体を乾燥させ、3‑アミ
ノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑α‑シクロデキストリン (8.1 g)を単一化合物として得た。
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【００３８】
＜実施例１８＞
2‑O‑(p‑トルエンスルホニル)‑ β‑シクロデキストリン(30 g)を28%アンモニア水（300
mL）と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑ β‑シクロデキストリンを合成し、本
反応液を除去した。残渣を水(60 g)で溶解しトリエチルアミン(４0 mL)を加え、本溶液を
撹拌しているエタノール(1 L)に滴下し、白色の固体を生成させた。滴下終了後、さらに
本溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をエタノールで洗浄し、固体を乾燥させ、3‑アミ
ノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑ β‑シクロデキストリン (26.9 g)を単一化合物として得た。
【００３９】
＜実施例１９＞
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2‑O‑(p‑トルエンスルホニル)‑γ‑シクロデキストリン(10 g)を28%アンモニア水（100
mL）と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑γ‑シクロデキストリンを合成し、本
反応液を除去した。残渣を水(20 g)で溶解しトリエチルアミン(10 mL)を加え、本溶液を
撹拌しているエタノール(300 mL)に滴下し、白色の固体を生成させた。滴下終了後、さら
に本溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をエタノールで洗浄し、固体を乾燥させ、3‑ア
ミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑γ‑シクロデキストリン (8.6 g)を単一化合物として得た。
【００４０】
＜実施例２０＞
2‑(p‑トルエンスルホニル)‑δ‑シクロデキストリン(1 g)を28%アンモニア水（10
mL）と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑δ‑シクロデキストリンを合成し、本
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反応液を除去した。残渣を水(2 g)で溶解しトリエチルアミン(１
mL)を加え、本溶液を撹拌しているエタノール(30 mL)に滴下し、白色の固体を生成させた
。滴下終了後、さらに本溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をエタノールで洗浄し、固
体を乾燥させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑δ‑シクロデキストリン (0.82 g)を単一
化合物として得た。
【００４１】
＜実施例２１＞
2‑O‑(p‑トルエンスルホニル)‑α‑シクロデキストリン(10 g)を28%アンモニア水（100 mL
）と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑α‑シクロデキストリンを合成し、本反
応液を除去した。残渣を水(20 g)で溶解しトリエチルアミン(10 mL)を加え、本溶液を撹
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拌しているテトラヒドロフラン(300 mL)に滴下し、白色の固体を生成させた。滴下終了後
、さらに本溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をテトラヒドロフランで洗浄し、固体を
乾燥させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑α‑シクロデキストリン (8.3
g)を単一化合物として得た。
【００４２】
＜実施例２２＞
2‑O‑(p‑トルエンスルホニル)‑ β‑シクロデキストリン(30 g)を28%アンモニア水（300
mL）と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑ β‑シクロデキストリンを合成し、本
反応液を除去した。残渣を水(60 g)で溶解しトリエチルアミン(４0 mL)を加え、本溶液を
撹拌しているテトラヒドロフラン (1 L)に滴下し、白色の固体を生成させた。滴下終了後
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、さらに本溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をテトラヒドロフランで洗浄し、固体を
乾燥させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑ β‑シクロデキストリン (26 g)を単一化合
物として得た。
【００４３】
＜実施例２３＞
2‑O‑(p‑トルエンスルホニル)‑γ‑シクロデキストリン(10 g)を28%アンモニア水（100
mL）と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑γ‑シクロデキストリンを合成し、本
反応液を除去した。残渣を水(20 g)で溶解しトリエチルアミン(10 mL)を加え、本溶液を
撹拌しているテトラヒドロフラン (300 mL)に滴下し、白色の固体を生成させた。滴下終
了後、さらに本溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をテトラヒドロフランで洗浄し、固
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体を乾燥させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑ γ‑シクロデキストリン (8.5 g)を単一
化合物として得た。
【００４４】
＜実施例２４＞
2‑(p‑トルエンスルホニル)‑δ‑シクロデキストリン(1 g)を28%アンモニア水（10
mL）と反応させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑δ‑シクロデキストリンを合成し、本
反応液を除去した。残渣を水(2 g)で溶解しトリエチルアミン(１
mL)を加え、本溶液を撹拌しているテトラヒドロフラン (30 mL)に滴下し、白色の固体を
生成させた。滴下終了後、さらに本溶液を1時間撹拌し、ろ過した。固体をテトラヒドロ
フランで洗浄し、固体を乾燥させ、3‑アミノ‑3‑デオキシ‑(2AS,3AS)‑δ‑シクロデキスト
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