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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
次の一般式（１）
【化１】

10

（式中、Ｒ１、Ｒ２はＲ１とＲ２が一緒になって隣接する炭素原子と共にカンファー−３
，３−ジイル基を形成した基を示し、Ｒ３は、−Ｒａ基、又は−ＣＯＯＨ基を示し、Ｒａ
は炭素数６〜１２のアリール基を示す。）
で表されるＮ−ホモアリルイミン化合物を、アルコール類、ケトン類、エーテル類、ハロ
ゲン化炭化水素類及びニトリル類からなる群より選ばれる溶媒中で２−アザ−コープ転位
させて、次の一般式（２）
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【化２】

10
１

（式中、Ｒ

２

、Ｒ

、及びＲ

３

は前記と同じものを示し、アスタリスク（＊）は当該炭素

原子が光学活性であることを示す。）
で表される光学活性Ｎ−ホモアリルイミン化合物とし、次いでこれを次の反応式
【化２−１】

20

（式中、Ｒ１、Ｒ２、及びＲ３は前記と同じものを示し、アスタリスク（＊）は当該炭素
原子が光学活性であることを示す。）
にしたがって酸処理により加水分解して、次の一般式（３）
【化３】

30

（式中、Ｒ３は前記と同じものを示し、アスタリスク（＊）は当該炭素原子が光学活性で
あることを示す。）
で表される光学活性ホモアリル第一級アミン化合物を製造する方法。
【請求項２】
一般式（１）で表されるＮ−ホモアリルイミン化合物が、次の一般式（４）
【化４】
40

（式中、Ｒ１、Ｒ２はＲ１とＲ２が一緒になって隣接する炭素原子と共にカンファー−３
，３−ジイル基を形成した基を示す。）
で表される光学活性なホモアリル１級アミン化合物と、次の一般式（５）
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【化５】

（式中、Ｒ３は、−Ｒａ基、又は−ＣＯＯＨ基を示し、Ｒａは炭素数６〜１２のアリール
基を示す。）
で表されるアルデヒド化合物から製造されたものである請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
一般式（５）で表されるアルデヒド化合物がグリオキシル酸である請求項２に記載の方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、立体選択的な２−アザ−コープ転位に関するものであり、より詳細には、本
発明は、Ｎ−ホモアリルイミン化合物を、溶媒中で立体選択的に２−アザ−コープ転位さ
せて光学活性Ｎ−ホモアリルイミン化合物を製造する方法、及び当該光学活性Ｎ−ホモア
リルイミン化合物を加水分解して対応する光学活性ホモアリル第一級アミン化合物を製造

20

する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
ホモアリルアミン（４−アミノ−１−ブテン）類は、炭素−炭素二重結合とアミノ基を
有しているために各種の医薬品、農薬、香料、化粧料などの有機活性成分を製造する際の
合成中間体として有用な化合物である。特に光学活性ホモアリルアミンは、光学活性の生
理活性物質を製造する際の合成中間体として有用である。例えば、光学活性４−（２−フ
リル）−４−（Ｎ−ｐ−トルエンスルフィニルアミノ）−１−ブテンは、ニコチン受容体
チャンネルの拮抗物質として有用なインドリチジン２２３ＡＢなどのアルカロイド類の合
成中間体として利用されている（特許文献１参照）。
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このためにホモアリルアミン類を製造するための各種の方法が開発されてきている。例
えば、イミン化合物にアリルマグネシウム試薬を反応させて光学活性ホモアリルアミン類
を製造する方法（特許文献１参照）、アルデヒドと第一級アミンの存在下に、アリル錫な
どのアリル化試薬を、希土類ルイス酸触媒と界面活性剤の存在下に水媒体中において反応
させる方法（特許文献２参照）、キラルなジルコニウム触媒の存在下で、イミン化合物を
、アリル錫化合物と反応させて光学活性ホモアリルアミン類を製造する方法（特許文献３
参照）等が報告されている。
【０００３】
しかしながら、これらのホモアリルアミン類はいずれもＮ−置換ホモアリルアミン類で
あり、アミノ基が第二級アミノ基となっているものである。第一級アミノ基を有するホモ
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アリルアミン類の製造方法としては、例えば、光学活性なカンファーキノンのようなカル
ボニル化合物と、アンモニア、及びアリルボロネートやアリルシランなどのアリル化剤の
３成分を反応させて光学活性なホモアリル第一級アミンを製造する方法（非特許文献１参
照）が報告されているが、イミン類から製造する方法としては、Ｎ−置換イミンのアリル
化反応によりＮ−置換ホモアリルアミンを得た後、窒素上の置換基を除去する２工程で行
われる方法（非特許文献２参照）が通常である。
一方、ホモアリル第一級アミンとカルボニル化合物とを脱水縮合させて得られるＮ−ホ
モアリルイミン類は、イミノ基の炭素−窒素二重結合においてコープ型のアリル転位（２
−アザ−コープ転位）を起こし、別のホモアリル第一級アミンへと変換することが可能で
あることが報告されている（非特許文献３参照）。本発明者らも、ヒドロキシグリシンの
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アリル化反応を検討している際に、同様の２−アザ−コープ転位を見出してきている（非
特許文献４）。
しかしながら、これらの２−アザ−コープ転位により、光学活性なホモアリル第一級ア
ミンが得られるということについては報告されていない。
【０００４】
【特許文献１】特開平１０−８７６４６号公報
【特許文献２】特開平１１−１８０９００号公報
【特許文献３】特開２００２−２０１１６６号公報
【非特許文献１】M. Sugiura, K. Hirano, et al., J. Am. Chem. Soc., 126, 7182 (200
4).
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【非特許文献２】H. Ding, G. K. Friestad, Synthesis 2815 (2005).
【非特許文献３】R. M. Horowitz, T.A. Geissman, J. Am. Chem. Soc., 72, 1518 (1950
).
【非特許文献４】M. Sugiura, C. Mori, K. Hirano. et al., Can. J. Chem., 83, 937 (
2005).
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明は、光学活性ホモアリル第一級アミン類の簡便でかつ立体選択的な製造方法を提
供する。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明者らは、光学活性ホモアリル第一級アミンの新しい製造方法を検討してきたとこ
ろ、光学活性なＮ−ホモアリルイミン類を用いることにより、２−アザ−コープ転位が立
体選択的に進行し、光学活性なＮ−ホモアリルイミンを生成することを見出した。そして
、得られた転位生成物であるイミン類を加水分解することにより光学活性ホモアリル第一
級アミン類を直接得ることができることを見出し本発明をするに至った。
即ち、本発明は、次の一般式（１）
【０００７】
【化６】

30

【０００８】

40

（式中、Ｒ１、Ｒ２はそれぞれ独立して置換基を有してもよい炭化水素基、又はＲ１とＲ
２

が一緒になって隣接する炭素原子と共に置換基を有してもよい脂環式基を形成した基を

示し、Ｒ３は、−Ｒａ基、−ＣＨＯ基、−Ｃ（＝Ｏ）−Ｒａ基、−ＣＯＯＨ基、又は−Ｃ
ＯＯ−Ｒａ基を示し、Ｒａは置換基を有してもよい炭化水素基を示す。ただし、Ｒ１若し
くはＲ２又はＲ１とＲ２が一緒になって形成される脂環式基は光学活性を有する基である
。）
で表されるＮ−ホモアリルイミン化合物を、溶媒中で２−アザ−コープ転位させて、次の
一般式（２）
【０００９】
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【化７】
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【００１０】
（式中、Ｒ１、Ｒ２、及びＲ３は前記と同じものを示し、アスタリスク（＊）は当該炭素
原子が光学活性であることを示す。）
で表される光学活性Ｎ−ホモアリルイミン化合物とし、次いでこれを加水分解して、次の
一般式（３）
【００１１】
【化８】
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【００１２】
（式中、Ｒ３は前記と同じものを示し、アスタリスク（＊）は当該炭素原子が光学活性で
あることを示す。）
で表される光学活性ホモアリル第一級アミン化合物を製造する方法に関する。
より詳細には本発明は以下の事項に関する。
（１）次の一般式（１）
【００１３】

30

【化９】

40
【００１４】
（式中、Ｒ１、Ｒ２はそれぞれ独立して置換基を有してもよい炭化水素基、又はＲ１とＲ
２

が一緒になって隣接する炭素原子と共に置換基を有してもよい脂環式基を形成した基を

示し、Ｒ３は、−Ｒａ基、−ＣＨＯ基、−Ｃ（＝Ｏ）−Ｒａ基、−ＣＯＯＨ基、又は−Ｃ
ＯＯ−Ｒａ基を示し、Ｒａは置換基を有してもよい炭化水素基を示す。ただし、Ｒ１若し
くはＲ２又はＲ１とＲ２が一緒になって形成される脂環式基は光学活性を有する基である
。）
で表されるＮ−ホモアリルイミン化合物を、溶媒中で２−アザ−コープ転位させて、次の
一般式（２）
【００１５】

50

(6)

JP 4628979 B2 2011.2.9

【化１０】

10
【００１６】
（式中、Ｒ１、Ｒ２、及びＲ３は前記と同じものを示し、アスタリスク（＊）は当該炭素
原子が光学活性であることを示す。）
で表される光学活性Ｎ−ホモアリルイミン化合物を製造する方法。
（２）前記一般式（１）で表されるＮ−ホモアリルイミン化合物を、溶媒中で２−アザ−
コープ転位させて、前記一般式（２）で表される光学活性Ｎ−ホモアリルイミン化合物と
し、次いでこれを加水分解して、前記一般式（３）で表される光学活性ホモアリル第一級
アミン化合物を製造する方法。
（３）一般式（１）で表されるＮ−ホモアリルイミン化合物が、次の一般式（４）
20

【００１７】
【化１１】

【００１８】
（式中、Ｒ１、Ｒ２はそれぞれ独立して置換基を有してもよい炭化水素基、又はＲ１とＲ
２

30

１

が一緒になって隣接する炭素原子と共に脂環式基を形成した基を示す。ただし、Ｒ
２

しくはＲ

又はＲ

１

若

とＲ

２

が一緒になって形成される脂環式基は光学活性を有する基であ

る。）
で表される光学活性なホモアリル１級アミン化合物と、次の一般式（５）
【００１９】
【化１２】

40
【００２０】
（式中、Ｒ３は、−Ｒａ基、−ＣＨＯ基、−Ｃ（＝Ｏ）−Ｒａ基、−ＣＯＯＨ基、又は−
ＣＯＯ−Ｒａ基を示し、Ｒａは置換基を有してもよい炭化水素基を示す。）
で表されるアルデヒド化合物から製造されたものである前記（１）又は（２）に記載の方
法。
（４）一般式（１）、（２）、及び（４）におけるＲ１、Ｒ２が、Ｒ１とＲ２が一緒にな
って隣接する炭素原子と共に脂環式基を形成した基である前記（１）〜（３）のいずれか
に記載の方法。
（５）Ｒ１とＲ２が一緒になって隣接する炭素原子と共に脂環式基を形成した基が、テル
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ペン化合物又は糖から誘導される基である前記（４）に記載の方法。
（６）Ｒ１とＲ２が一緒になって隣接する炭素原子と共に脂環式基を形成した基が、樟脳
又はその誘導体から誘導される基である前記（４）又は（５）に記載の方法。
（７）一般式（５）で表されるアルデヒド化合物がグリオキシル酸誘導体であり、生成物
が光学活性アリルグリシン誘導体である請求項（３）〜（６）のいずれかに記載の方法。
【００２１】
本発明の一般式（２）で表される光学活性Ｎ−ホモアリルイミン化合物を製造するため
の２−アザ−コープ転位は、次の化学反応式、
【００２２】
【化１３】
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【００２３】
（式中、Ｒ１、Ｒ２、及びＲ３は前記と同じものを示し、アスタリスク（＊）は当該炭素
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原子が光学活性であることを示す。）
で表される。即ち、Ｒ１及びＲ２が結合している炭素原子に結合しているアリル基が、イ
ミノ基の炭素原子に転位し、炭素−窒素二重結合が転位するものである。このとき、一般
式（１）で表されるＮ−ホモアリルイミン化合物におけるＲ１及びＲ２の部分がキラルで
あれば、２−アザ−コープ転位が立体選択的に進行し、生成物における一般式（２）で表
される光学活性Ｎ−ホモアリルイミン化合物におけるＲ３が結合している炭素原子におい
て光学活性体が得られる。本発明は、係る知見を見出したことを特徴とするものである。
即ち、本発明の特徴は、キラルな部分を有している一般式（１）で表されるＮ−ホモアリ
ルイミン化合物の２−アザ−コープ転位により、光学活性な一般式（２）で表される光学
活性Ｎ−ホモアリルイミン化合物を製造することができることである。
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次に、本発明の態様をさらに詳細に説明する。
本発明における「炭化水素基」としては、炭素数１〜２０、好ましくは炭素数１〜１５
、炭素数１〜１０の直鎖状又は分枝状のアルキル基；炭素数２〜２０、好ましくは炭素数
２〜１５、炭素数２〜１０の直鎖状又は分枝状のアルケニル基；炭素数２〜２０、好まし
くは炭素数２〜１５、炭素数２〜１０の直鎖状又は分枝状のアルキニル基；炭素数３〜１
５、好ましくは炭素数３〜１０の飽和又は不飽和の単環式、多環式又は縮合環式の脂環式
炭化水素基；炭素数６〜３６、好ましくは炭素数６〜１８、炭素数６〜１２の単環式、多
環式、又は縮合環式の炭素環式芳香族基；炭素数６〜３６、好ましくは炭素数６〜１８、
炭素数６〜１２の単環式、多環式、又は縮合環式の炭素環式芳香族基（アリール基）に、
前記した炭素数１〜２０のアルキル基が結合した、炭素数７〜４０、好ましくは炭素数７
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〜２０、炭素数７〜１５のアラルキル基（炭素環式芳香脂肪族基）が挙げられる。これら
の炭化水素基の例としては、例えば、メチル基、エチル基、ｎ−プロピル基、イソプロピ
ル基、ｎ−ブチル基、イソブチル基、ｓｅｃ−ブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基、ペンチル
基、ヘキシル基、オクチル基、ビニル基、１−メチル−ビニル基、１−プロペニル基、２
−プロペニル基、１−メチル−１−プロペニル基、２−メチル−１−プロペニル基、１−
ブテニル基、２−ブテニル基、３−ブテニル基、シクロプロピル基、シクロペンチル基、
シクロヘキシル基、シクロオクチル基、ビシクロ［１．１．０］ブチル基、トリシクロ［
２．２．１．０］ヘプチル基、ビシクロ［３．２．１］オクチル基、ビシクロ［２．２．
２．］オクチル基、アダマンチル基、トリシクロ［３．３．１．１］デカニル基、ビシク
ロ［４．３．２］ウンデカニル基、トリシクロ［５．３．１．１］ドデカニル基、フェニ
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ル基、ナフチル基、ビフェニル基、フェナントリル基、アントリル基、ベンジル基、フェ
ネチル基、α−ナフチル−メチル基などが挙げられる。
【００２４】
また、本発明における「置換基を有してもよい炭化水素基」における置換基としては、
塩素原子、臭素原子などのハロゲン原子；前記したアルキル基から誘導されるアルコキシ
基；前記したアルキル基から誘導されるアルコキシカルボニル基；前記したアルキル基か
ら誘導されるアルキルカルボニルオキシ基；前記したシクロアルキル基から誘導されるシ
クロアルコキシ基；前記したシクロアルキル基から誘導されるシクロアルコキシカルボニ
ル基；前記したシクロアルキル基から誘導されるシクロアルキルカルボニルオキシ基；前
記した炭素環式芳香族基から誘導されるアリールオキシ基；前記した炭素環式芳香族基か
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ら誘導されるアリールオキシカルボニル基；前記した炭素環式芳香族基から誘導されるア
リールカルボニルオキシ基；前記したアラルキル基から誘導されるアラルキルオキシ基；
前記したアラルキル基から誘導されるアラルキルオキシカルボニル基；前記したアラルキ
ル基から誘導されるアラルキルカルボニルオキシ基；水酸基；ケト基；アルデヒド基；カ
ルボキシル基；アミノ基；シアノ基；ニトロ基などや、場合によっては、前記したアルキ
ル基やアルケニル基やシクロアルキル基などを置換基とすることもできる。
【００２５】
本発明の一般式（１）で表されるＮ−ホモアリルイミン化合物におけるＲ１とＲ２が一
緒になって形成される置換基を有してもよい脂環式基としては、Ｒ１とＲ２が隣接する炭
素原子と共に３員環以上、好ましくは５〜８員環又は５〜６員環の大きさを有する、単環
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式、多環式、又は縮合環式の置換基を有してもよい脂環式基を形成するものであれば特に
制限はない。当該脂環式基における置換基としては、前記の炭化水素基において説明した
置換基群などが挙げられる。好ましい置換基を有してもよい脂環式基の例としては、環状
テルペン類、糖類などから誘導される基が挙げられる。より好ましい置換基を有してもよ
い脂環式基の例としては、樟脳（カンファー）から誘導される基が挙げられる。
本発明の本発明の一般式（１）で表されるＮ−ホモアリルイミン化合物におけるＲ１と
Ｒ２は、それぞれ独立して置換基を有してもよい炭化水素基であってもよいが、当該Ｒ１
とＲ２が一緒になって置換基を有してもよい脂環式基を形成する場合には、Ｎ−ホモアリ
ルイミン化合物がキラルであるだけでなく、イミノ基に隣接する炭素原子が脂環式基によ
る環構造により固定化されることから、本発明の方法におけるより好ましい化合物とする
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ことができる。
本発明の一般式（１）で表されるＮ−ホモアリルイミン化合物におけるＲ１若しくはＲ
２

又はＲ１とＲ２が一緒になって形成される脂環式基は、光学活性を有する基でなければ

ならない。当該光学活性は、炭素原子における不斉であってもよく、軸不斉などの構造不
斉であってもよいが、キラリティーを有し、いずれか１種の特定の立体構造を有するもの
でなければならない。
本発明の一般式（１）における好ましい「光学活性を有する基」としては、Ｒ１とＲ２
が一緒になって形成される置換基を有してもよい脂環式基が光学活性な環状テルペン類、
糖類などから誘導される基が挙げられる。より好ましい置換基を有してもよい脂環式基の
例としては、光学活性な樟脳（カンファー）から誘導される基が挙げられる。
本発明の好ましい一般式（１）で表されるＮ−ホモアリルイミン化合物としては、次の
式
【００２６】
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【化１４】

【００２７】

10

で表されるホモアリルアミン化合物から誘導されるＮ−ホモアリルイミン化合物が挙げら
れる。
本発明の一般式（１）で表されるＮ−ホモアリルイミン化合物における基Ｒ３は、一般
式（５）で表されるアルデヒド化合物に由来するものであり、一般式（５）で表されるア
ルデヒド化合物の中でもさらに好ましい化合物としては、一般式（５）における基Ｒ３が
−Ｃ（＝Ｏ）−Ｒａ基又は−ＣＯＯ−Ｒａ基である場合が挙げられる。当該一般式（５）
における置換基を有してもよい炭化水素基としては前記で説明したものと同じものが挙げ
られる。基Ｒ３における好ましい「置換基を有してもよい炭化水素基」としては、炭素数
１〜２０、好ましくは炭素数１〜１５、炭素数１〜１０の直鎖状又は分枝状のアルキル基
；前記した炭素数１〜２０のアルキル基に酸素原子が結合したアルコキシ基；炭素数６〜
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３６、好ましくは炭素数６〜１８、炭素数６〜１２の単環式、多環式、又は縮合環式のア
リール基、前記したアリール基に酸素原子が結合したアリールオキシ基；炭素数６〜３６
、好ましくは炭素数６〜１８、炭素数６〜１２の単環式、多環式、又は縮合環式の炭素環
式芳香族基（アリール基）に、前記した炭素数１〜２０のアルキル基が結合した、炭素数
７〜４０、好ましくは炭素数７〜２０、炭素数７〜１５のアラルキル基；前記したアラル
キル基に酸素原子が結合したアラルキルオキシ基などが挙げられる。これらの基の置換基
としては、前記してきた置換基群が挙げられる。
本発明の方法における好ましい一般式（５）で表される「アルデヒド化合物」の具体例
としては、例えば、グリオキシル酸などのアルデヒドカルボン酸類、グリオキシル酸エチ
ルエステルなどのグリオキシル酸エステル類、フェニルグリオキサールなどのグリオキサ
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ール類などが挙げられる。
【００２８】
本発明の方法における２−アザ−コープ転位は、公知の方法に準じて溶媒中で一般式（
１）で表されるＮ−ホモアリルイミン化合物を攪拌することにより行うことができる。溶
媒としては、メタノール、エタノールなどのアルコール類、アセトンなどのケトン類、ジ
エチルエーテル、ジオキサンなどのエーテル類、塩化メチレンや１,２−ジクロロエタン
などのハロゲン化炭化水素類、アセトニトリルなどのニトリル類などを使用することがで
きるが、水と混和することができる有機溶媒が好ましく、好ましい溶媒としては、メタノ
ール、エタノールなどのアルコール類が挙げられる。反応温度としては、低温が好ましく
、例えば、−７０℃〜室温、好ましくは−７０℃〜０℃程度が挙げられる。反応時間は特
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に制限はないが長時間の反応が好ましい。
本発明の方法における２−アザ−コープ転位は、一般式（１）で表されるＮ−ホモアリ
ルイミン化合物を製造した反応系で、当該Ｎ−ホモアリルイミン化合物を単離することな
く、そのまま反応させることができことから、一般式（１）で表されるＮ−ホモアリルイ
ミン化合物を製造した反応系でそのまま反応させる方法が好ましい。
例えば、一般式（４）で表される光学活性ホモアリルアミン化合物と、一般式（５）で
表されるアルデヒド化合物とを、前記した反応条件で反応させ、反応系中で一般式（１）
で表されるＮ−ホモアリルイミン化合物を生成させて、そのまま２−アザ−コープ転位を
連続して行うことができる。
本発明の方法における２−アザ−コープ転位反応で得られた一般式（２）で表される光
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学活性Ｎ−ホモアリルイミン化合物は、次の反応式
【００２９】
【化１５】

10
【００３０】
にしたがって加水分解されて、目的物である一般式（３）で表される光学活性ホモアリル
第一級アミン化合物に変換することができる。この加水分解は公知の方法に準じて行うこ
とができる。例えば、温和な酸処理（塩酸、硫酸、トリフルオロ酢酸水溶液など）により
加水分解することができる。
この加水分解により、原料である光学活性なカルボニル化合物を定量的に回収すること
ができ、これを繰り返して再利用することが可能である。
また、次の反応式にしたがってオキシムやヒドラゾン等へと変換することにより、光学
活性ホモアリル第一級アミン化合物を遊離させることもできる。
【化１６】

本発明の原料化合物の１種である一般式（４）で表される光学活性ホモアリル第一級ア

20
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ミンは、非特許文献１などに記載の公知の方法に準じて、次の反応式
【００３１】
【化１７】

【００３２】

40

（式中、Ｒ１及びＲ２は前記のものと同じであり、Ｘはアリル化剤の残基を示す。）
により製造することができる。即ち、光学活性なカルボニル化合物と、アンモニア及びア
リルボラン、アリルシランなどのアリル化剤の３成分をメタノールなどの溶媒中で反応さ
せることにより製造することができる。
この反応における原料となる光学活性なカルボニル化合物は、前記した２−アザ−コー
プ転位反応の後の加水分解反応で副生する光学活性なカルボニル化合物であり、この化合
物は繰り返して使用することができることから、本発明の方法は全体としては、一般式（
５）で表されるアルデヒド化合物、アンモニア、及びアリル化剤の３成分から光学活性ホ
モアリル第一級アミンを製造する方法ということになる。
【発明の効果】
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【００３３】
本発明の方法は、各種のファインケミカルの合成中間体として有用な光学活性ホモアリ
ル１級アミン化合物を、実質的に一般式（５）で表されるアルデヒド化合物、アンモニア
、及びアリル化剤の３成分から簡便にかつ高収率で、しかも高いエナンチオ選択性で製造
する方法を提供するものである。
そして、本発明の方法において不斉源として繰り返し使用される光学活性なカルボニル
化合物は、天然に豊富に存在し、安価であるテルペン類や糖類などを使用することができ
、しかも窒素源としてはアンモニアを使用することができるので、光学活性ホモアリル１
級アミン化合物を安価に製造することができる。
10

【００３４】
以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれら実施例により何
ら限定されるものではない。
【実施例１】
【００３５】
光学活性ホモアリルアミンの製造
次の反応式
【００３６】
【化１８】

20

【００３７】
にしたがって光学活性ホモアリルアミンを製造した。
（１Ｒ）−（−）−カンファーキノン（1, 1.33 g, 8.0 mmol）に室温でアンモニア／
メタノール溶液（約7 M, 12 mL）を加え攪拌した。その黄色溶液に、アリルボロン酸ピナ
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コールエステル（2.02 g, 12.0 mmol）を室温で滴下した。反応混合物を室温で２４時間
撹拌した後、３Ｎ塩酸水溶液を加えて、ｐＨを約１に調節した。３０分後、混合物を分液
ロートに移し、水層を塩化メチレンで洗浄した。さらに、水層を６Ｎ水酸化ナトリウム水
溶液でｐＨを約１０に調節し、塩化メチレンで３回抽出した。後者の塩化メチレン層を無
水炭酸ナトリウムで乾燥し、ろ過、濃縮、減圧乾燥した後、中性シリカゲルクロマトグラ
フィー（ヘキサン／酢酸エチル＝３／１）で精製することにより、目的の３−アリル−３
−アミノ−１，７，７−トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン−２−オンを収量１
．３３ｇで得た（収率８０％）。
１

Ｈ

ＮＭＲ

（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）

δ：

5.85 (dddd, J = 16.9, 10.3, 8.0, 6.4 Hz, 1H), 5.22‑5.12 (m, 2H),
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2.25 (dd, J = 14.6, 6.2 Hz, 1H), 2.11 (dd, J = 14.6, 7.8 Hz, 1H),
1.94‑1.83 (m, 1H), 1.85 (d, J = 3.2 Hz, 1H), 1.72‑1.62 (m, 2H),
1.52‑1.44 (m, 1H), 1.41 (brs, 2H), 1.07 (s, 3H), 1.00 (s, 3H),
0.91 (s, 3H).
１３

Ｃ

ＮＭＲ

（１００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）

δ：

222.8, 133.3, 119.3, 61.9, 58.6, 52.5, 46.3, 42.5, 30.2, 23.3, 23.0,
20.9, 9.8.
ＨＲ−ＥＳＩＭＳ；
Ｃ８Ｈ２１ＮＯ３Ｐとして、計算値：
実測値：

（Ｍ＋Ｈ）＋

２０８．１６９６；

２０８．１６８９．
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【実施例２】
【００３８】
グリオキシル酸を原料とする不斉２−アザ−コープ転位による光学活性アリルグリシン
の製造
次の反応式
【００３９】
【化１９】

10

20

【００４０】
にしたがって光学活性アリルグリシンを製造した。
実施例１で製造した光学活性ホモアリルアミン（103.6 mg, 0.5 mmol）のエタノール（
0.6 mL）溶液に、−４０℃でグリオキシル酸一水和物（46.0 mg, 0.5 mmol）のエタノー
ル（0.6 mL）溶液を滴下した。−４０℃で４日間撹拌した後、１Ｎ塩酸水溶液（５ｍＬ）
を加えて、室温で１時間撹拌した。精製水を用いて反応混合物を分液ロートに移し、塩化
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メチレン（２回）とジエチルエーテル（１回）で洗浄した。水層を約２ｍＬまで減圧濃縮
５０Ｗ−Ｘ２、Ｈ＋型）のカラムに乗せた。精製水（

後、イオン交換樹脂（ＤＯＷＥＸ

１００ｍＬ）で洗浄した後、１Ｎアンモニア水溶液（１００ｍＬ）で溶出し、溶出液を約
２ｍＬ程度まで減圧濃縮した。次に、イオン交換樹脂（Ａｍｂｅｒｌｉｔｅ

ＩＲＡ

４

−

００、ＯＨ

型）のカラムに乗せ、精製水（１００ｍＬ）で洗浄した後、１Ｎ塩酸（１０

０ｍＬ）で溶出した。溶出液を減圧濃縮し、真空下で乾燥して目的の光学活性アリルグリ
シン誘導体を塩酸塩として４７．８ｍｇ得た（収率６３％）。このＮＭＲスペクトルデー
タは文献値に一致した。また、絶対立体配置（標品との比較）およびエナンチオマー過剰
率を、光学活性カラムを用いるＨＰＬＣ分析により決定した結果、９３％ｅｅ（Ｓ）と判
40

明した。
ＨＰＬＣ分析：：
カラム

：ＣＲＯＷＮＰＡＫ

溶離液

：０．１Ｍ

流速

：０．５ｍＬ／ｍｉｎ，

検出器

：ＵＶ（波長

保持時間

：ｔＲ

＝

ＣＲ（＋），直径０．４ｃｍ

×

長さ１５ｃｍ

ＨＣｌＯ４水溶液；
２００ｎｍ）；
３．９分

（Ｒ），

ｔＲ

＝

５．５分

（Ｓ）

【実施例３】
【００４１】
ベンズアルデヒドを原料とする不斉２−アザ−コープ転位による光学活性１−フェニル
ブタ−３−エン−１−アミンの製造
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次の反応式
【００４２】
【化２０】

10

【００４３】
にしたがって光学活性１−フェニルブタ−３−エン−１−アミンを製造した。
実施例１で製造した光学活性ホモアリルアミン（103.3 mg, 0.5 mmol）とベンズアルデ
ヒド（53.0 mg, 0.5 mmol）の１,２−ジクロロエタン（1.0 mL）溶液に、カンファースル
ホン酸（11.6 mg, 10 mol%）を加え、５０℃で２４時間撹拌した。この反応混合物に、ヒ
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ドロキシルアミン酢酸塩のメタノール溶液（0.12 M, 8 mL）を加え、５０℃でさらに３時
間撹拌した。室温に冷却後、反応混合物を減圧濃縮し、塩化メチレンと水を用いて分液ロ
ートに移し、３Ｎ塩酸でpHを約１に調整した。塩化メチレン（３回）で洗浄後、水層を６
Ｎ水酸化ナトリウム水溶液でpHを約１０に調整し、塩化メチレン（３回）で抽出した。塩
化メチレン層を無水炭酸ナトリウムで乾燥、ろ過、減圧濃縮した後、調製用薄層クロマト
グラフィー（ヘキサン／酢酸エチル＝２／１）で精製した。溶出はヘキサン／イソプロピ
ルアミン＝１０／１で行い、溶出液を減圧濃縮、真空下乾燥することにより、目的の光学
活性１−フェニルブタ−３−エン−１−アミンを５１．６ｍｇ得た（収率７０％）。この
ＮＭＲスペクトルデータは文献値に一致した。また、絶対立体配置（標品との比較）およ
びエナンチオマー過剰率を、光学活性カラムを用いるＨＰＬＣ分析により決定した結果、
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９６％ｅｅ（Ｓ）と判明した。
ＨＰＬＣ分析：：
カラム

：ＣＨＩＲＡＬＣＥＬ

溶離液

：ヘキサン／イソプロピルアルコール／ジエチルアミン（９５／５／０．０

ＯＤ−Ｈ，直径０．４ｃｍ

×

長さ２５ｃｍ

５）；
流速

：１．０ｍＬ／ｍｉｎ，

検出器

：ＵＶ（波長

保持時間

：ｔＲ

＝

２５４ｎｍ）；
６．９分

（Ｒ），

ｔＲ

＝

８．９分

（Ｓ）

【産業上の利用可能性】
【００４４】
本発明は、医薬品、農薬、香料、化粧料などの有機活性成分を製造する際の合成中間体
として有用な光学活性ホモアリル第一級アミンの簡便かつ高収率で、しかも高いエナンチ
オ選択性で製造する方法を提供するものであり、各種の化学、特に有機ファインケミカル
分野において有用なものである。したがって、本発明の方法は、これらの産業分野におい
て利用可能性を有している。
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