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(57)【要約】

（修正有）

【課題】高収率で、高立体選択的に光学活性なα付加型アリル化反応によるホモアリル化
合物を製造する方法の提供。
【解決手段】水と有機溶媒との混合溶媒中で、金属触媒の存在下で、かつリガンドの存在
下又は不存在下で、アリルボラン化合物と、カルボニル化合物やそのヒドラゾン誘導体と
を反応させる触媒的不斉α付加型アリル化反応により、立体選択的にα付加型アリル化化
合物を製造する。例えば、カルボニル化合物の場合、Ｚｎ金属と２，９−ジメチルフェナ
ントロリン(Ligand3)の存在下に、下式の反応によりα付加体４ａ化合物が高収率で得ら
れる。
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【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
水と有機溶媒との混合溶媒中で、金属触媒の存在下で、かつリガンドの存在下又は不存
在下で、アリルボラン化合物と、カルボニル化合物やそのヒドラゾン誘導体とを反応させ
る触媒的不斉α付加型アリル化反応により、立体選択的にα付加型アリル化化合物を製造
する方法。
【請求項２】
金属触媒が、０価金属、酸化金属、金属水酸化物、又はハロゲン化金属からなる金属触
媒である請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
金属触媒が、亜鉛、スズ、ゲルマニウム、銀、カドミウム、マンガン、鉄、鉛、マグネ
シウム、及びアルミニウムからなる群から選択される金属元素からなる金属触媒である請
求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
リガンドが、アキラルなリガンドである請求項１〜３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
アキラルなリガンドが、置換基を有してもよい１，１０−フェナントロリンである請求
項４に記載の方法。
【請求項６】
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アキラルなリガンドが、次の一般式（１）、
２

Ｒ

１

−ＮＨ−Ｒ

２

−ＮＨ−Ｒ

（１）

１

は、炭素数１〜１０の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を表し、Ｒ２はそれ

（式中、Ｒ

ぞれ独立して置換基を有してもよい炭化水素基を表し、Ｒ１の一部とＲ２の一部が隣接す
る窒素原子と共に飽和又は不飽和の環を形成してもよい。）
で表されるアルキレンジアミン誘導体である請求項４に記載の方法。
【請求項７】
一般式（１）におけるアキラルなアルキレンジアミン誘導体のＲ１が、エチレン基であ
る請求項６に記載の方法。
【請求項８】
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カルボニル化合物が、次の一般式（２）、
３

Ｒ

４

−ＣＯ−Ｒ

（２）

３

（式中、Ｒ

は置換基を有してもよい炭化水素基、置換基を有してもよい複素環基、又は

炭化水素オキシカルボニル基を表し、Ｒ４は水素原子、置換基を有してもよい炭化水素基
、又は置換基を有してもよい複素環基を表す。）
で表される化合物である請求項１〜７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
カルボニル化合物のヒドラゾン誘導体が、次の一般式（３）、
Ｒ３−Ｃ（＝Ｎ−ＮＨ−Ｘ−Ｒａ）−Ｒ４

（３）

３

（式中、Ｒ

は置換基を有してもよい炭化水素基、又は置換基を有してもよい複素環基を

表し、Ｒ４は水素原子、置換基を有してもよい炭化水素基、又は置換基を有してもよい複
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ａ

素環基を表し、Ｘは−ＣＯ−又は−ＳＯ２−を表し、Ｒ

は置換基を有してもよい炭化水

素基を表す。）
で表されるヒドラゾン化合物である請求項１〜７のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
α付加型アリル化化合物が、シン体又はアンチ体のいずれかのエナンチオマーが過剰に
存在しているものである請求項１〜９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
請求項１０に記載の方法で製造された光学活性ホモアリルヒドラジノ化合物の窒素−窒
素結合を切断して対応するアミノエステル類を製造する方法。
【請求項１２】
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窒素−窒素結合の切断が、還元的切断である請求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、水と有機溶媒との混合溶媒中で、金属触媒の存在下で、かつリガンドの存在
下又は不存在下で、アリルボラン化合物と、カルボニル化合物やそのヒドラゾン誘導体と
を反応させる触媒的不斉α付加型アリル化反応により、立体選択的にα付加型アリル化化
合物を製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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光学活性なホモアリルアミン誘導体は、その二重結合を種々変換することが可能なこと
から、天然物や生理活性物質などの合成中間体として重要な化合物である。光学活性ホモ
アリルアミン誘導体は、通常はイミン類に対する不斉アリル化反応によって合成されてお
り、中でもα−イミノエステルへの触媒的不斉アリル化反応は光学活性α−アミノ酸誘導
体を直接合成できることから、非常に期待されている手法の一つである。
しかしながら、これまでにα−イミノエステルを含むイミン類に対する触媒的不斉アリ
ル化反応は幾つか報告がなされているが、そのほとんどが厳密な無水条件下での反応であ
り（非特許文献１〜１０参照）、水中または水と有機溶媒の混合溶媒中などの穏和な条件
下での高選択的不斉アリル化反応の例は限られている。
山本らのグループはパラジウム触媒を用いる水共存下でのイミンの高選択的なアリル化
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反応を報告しているが、α−イミノエステル類を基質とする検討例がないことや用いてい
るアリルスズ誘導体に強い有害性があることなどにおいて改善の余地がある（非特許文献
１１参照）。
【０００３】
また、本発明者らは光学活性亜鉛触媒存在下アリルシラン誘導体を用いる水と有機溶媒
の混合溶媒中でのα−ヒドラゾノエステルの不斉アリル化反応を報告している（特許文献
１、及び非特許文献１２参照）。この手法で得られるヒドラジノエステルはその窒素−窒
素結合を切断することによりアミノエステルに導けることから（非特許文献１２）、光学
活性α−アミノ酸誘導体合成法として有効である。しかしながら、その反応自体の選択性
に改善の余地を残している。一方、クック（Cook）らはアシルヒドラゾンの不斉アリル化
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を報告しているが、有機溶媒中での反応であり、またインジウムを過剰量必要とする（非
特許文献１３）。
アリルホウ素によるアリル化は、通常は、γ位から反応が起こり、γ−選択的に付加す
るが、本発明者らは特殊な反応条件下においてはα位から反応することを報告してきた（
非特許文献１４、及び１５参照）。非特許文献１４の記載の方法は、グリオキシル酸エス
テル（ＨＯＣ−ＣＯＯＲ）のヒドラゾンを、フッ化亜鉛及びキラルなジアミン誘導体の存
在下にアリルホウ素化合物と反応させるものであり、非特許文献１５に記載の方法は、水
中でケトン類を０価のインジウムの存在下でアリルホウ素化合物と反応させるものである
。
これらのα付加型アリル化反応は、限られた反応条件での方法を開示するものであり、
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より一般的な手法の開発が望まれていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４−２６２８７３号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】H. Nakamura, K. Nakamura, Y. Yamamoto, J. Am. Chem. Soc. 1998, 1
20, 4242‑4243.
【非特許文献２】D. Ferraris, T. Dudding, B. Young, W. J. Drury III, T. Lectka, J
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. Org. Chem. 1999, 64, 2168‑2169.
【非特許文献３】K. Nakamura, H. Nakamura, Y. Yamamoto, J. Org. Chem. 1999, 64, 2
614‑2615.
【非特許文献４】X. Fang, M. Johannsen, S. Yao, N. Gathergood, R. G. Hazell, K. A
. Jφrgensen, J. Org. Chem. 1999, 64, 4844‑4849.
【非特許文献５】T. Gastner, H. Ishitani, R. Akiyama, S. Kobayashi, Angew. Chem.
Int. Ed. 2001, 40, 1896‑1898.
【非特許文献６】D. Ferraris, B. Young, C. Cox, T. Dudding, W. J. Drury III, L. R
yzhkov, A. E. Taggi, T. Lectka, J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 67‑77.
【非特許文献７】R. A. Fernandes, Y. Yamamoto, J. Org. Chem. 2004, 69, 735‑738.
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【非特許文献８】G. R. Cook, R. Kargbo, B. Maity, Org. Lett. 2005, 7, 2767‑2770.
【非特許文献９】R. Wada, T. Shibuguchi, S. Makino, K. Oisaki, M. Kanai, M. Shiba
saki, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 7687‑7691.
【非特許文献１０】K. L. Tan, E. N. Jacobsen, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 131
5‑1317
【非特許文献１１】R. A. Fernandes, A. Stimac, Y. Yamamoto, J. Am. Chem. Soc. 200
3, 125, 14133‑14139.
【非特許文献１２】T. Hamada, K. Manabe, S. Kobayashi, Angew. Chem. Int. Ed. 2003
, 42, 3927‑3930.
【非特許文献１３】R. Kargbo, Y. Takahashi, S. Bhor, G. R. Cook, G. C. Lloyd‑Jone
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s, I. R. Shepperson, J. Am.Chem. Soc. 2007, 129, 3846‑3847
【非特許文献１４】M. Fujita, T. Nagano, et al., J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 291
4‑2915.
【非特許文献１５】U. Schneider, M. Ueno, S. Kobayashi, J. Am. Chem. Soc. 2008, 1
30, 13824‑13825.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明は、水と有機溶媒との混合溶媒中でのアリルボラン誘導体を用いるカルボニル化
合物又はそのヒドラゾン誘導体に対する触媒的不斉α付加型アリル化反応において、より
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広範囲な反応条件での方法を提供するものであり、かつより高収率で、高立体選択的に光
学活性なα付加型アリル化反応によるホモアリル化合物を製造する方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
従来のアリルシラン誘導体を用いる方法は、アリルスズ誘導体に比べ毒性は低く、優れ
た方法であったが、収率や立体選択性が必ずしも充分ではなく、さらなる改良が求められ
ていた。本発明者らは、アリル化剤として種々のものを検討してきたところ、かつアリル
シラン誘導体よりも反応性が高い特徴を有しているアリル化剤である、アリルボラン誘導
体が亜鉛触媒を用いる方法において極めて優れた特性を有していることを見出してきた。
さらに、本発明者らは、特殊な反応条件下では、α付加型アリル化反応が生起することを
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報告してきた（非特許文献１４、及び１５参照）。このような選択的なα付加型アリル化
反応は有機合成化学の分野において極めて有用な方法であることから、この方法をより一
般的な方法とするための開発を検討してきた。本発明者らは、アリル化剤としてアリルボ
ラン誘導体を用い、これを有機溶媒と水との混合溶媒中で反応させることにより、キラル
なリガンドが存在しなくても高収率、高選択性で各種のカルボニル化合物やそのヒドラゾ
ン誘導体を、触媒的不斉α付加型アリル化反応により反応させることができることを見出
し、簡便な方法で各種のカルボニル化合物やそのヒドラゾン誘導体を触媒的不斉α付加型
アリル化反応させる一般的な方法についての発明を完成した。
【０００８】
即ち、本発明は、水と有機溶媒との混合溶媒中で、金属触媒の存在下で、かつリガンド
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の存在下又は不存在下で、アリルボラン化合物と、カルボニル化合物やそのヒドラゾン誘
導体とを反応させる触媒的不斉α付加型アリル化反応により、立体選択的にα付加型アリ
ル化化合物を製造する方法に関する。
また、本発明は、前記した方法で製造された光学活性ホモアリルヒドラジノ化合物の窒
素−窒素結合を切断して対応するアミノ化合物を製造する方法に関する。
【０００９】
本発明をより詳細に説明すれば以下のとおりとなる。
（１）

水と有機溶媒との混合溶媒中で、金属触媒の存在下で、かつリガンドの存在下又

は不存在下で、アリルボラン化合物と、カルボニル化合物やそのヒドラゾン誘導体とを反
応させる触媒的不斉α付加型アリル化反応により、立体選択的にα付加型アリル化化合物
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を製造する方法。
（２）

金属触媒が、０価金属、酸化金属、金属水酸化物、又はハロゲン化金属からなる

金属触媒である前記（１）に記載の方法。
（３）

金属触媒が、亜鉛、スズ、ゲルマニウム、銀、カドミウム、マンガン、鉄、鉛、

マグネシウム、及びアルミニウムからなる群から選択される金属元素からなる金属触媒で
ある前記（１）又は（２）に記載の方法。
（４）

リガンドが、アキラルなリガンドである前記（１）〜（３）のいずれかに記載の

方法。
（５）

アキラルなリガンドが、置換基を有してもよい１，１０−フェナントロリンであ
20

る前記（４）に記載の方法。
（６）

アキラルなリガンドが、次の一般式（１）、
Ｒ２−ＮＨ−Ｒ１−ＮＨ−Ｒ２

（１）

１

は、炭素数１〜１０の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を表し、Ｒ２はそれ

（式中、Ｒ

ぞれ独立して置換基を有してもよい炭化水素基を表し、Ｒ１の一部とＲ２の一部が隣接す
る窒素原子と共に飽和又は不飽和の環を形成してもよい。）
で表されるアルキレンジアミン誘導体である前記（４）に記載の方法。
一般式（１）におけるアキラルなアルキレンジアミン誘導体のＲ１が、エチレン

（７）

基である前記（６）に記載の方法。
（８）

カルボニル化合物が、次の一般式（２）、
Ｒ３−ＣＯ−Ｒ４

（２）
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３

（式中、Ｒ

は置換基を有してもよい炭化水素基、置換基を有してもよい複素環基、又は

炭化水素オキシカルボニル基を表し、Ｒ４は水素原子、置換基を有してもよい炭化水素基
、又は置換基を有してもよい複素環基を表す。）
で表される化合物である前記（１）〜（７）のいずれかに記載の方法。
（９）

カルボニル化合物のヒドラゾン誘導体が、次の一般式（３）、
Ｒ３−Ｃ（＝Ｎ−ＮＨ−Ｘ−Ｒａ）−Ｒ４

（３）

３

（式中、Ｒ

は置換基を有してもよい炭化水素基、又は置換基を有してもよい複素環基を

表し、Ｒ４は水素原子、置換基を有してもよい炭化水素基、又は置換基を有してもよい複
素環基を表し、Ｘは−ＣＯ−又は−ＳＯ２−を表し、Ｒａは置換基を有してもよい炭化水
素基を表す。）
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で表されるヒドラゾン化合物である前記（１）〜（７）のいずれかに記載の方法。
（１０）

α付加型アリル化化合物が、シン体又はアンチ体のいずれかのエナンチオマー

が過剰に存在しているものである前記（１）〜（９）のいずれかに記載の方法。
（１１）

前記（１０）に記載の方法で製造された光学活性ホモアリルヒドラジノ化合物

の窒素−窒素結合を切断して対応するアミノエステル類を製造する方法。
（１２）

窒素−窒素結合の切断が、還元的切断である前記（１１）に記載の方法。

【００１０】
以下に、本発明の態様をさらに詳細に説明する。
本発明のカルボニル化合物としては、カルボニル基（−ＣＯ−）の両端が炭素原子又は
水素原子が結合したものであればよい。好ましいカルボニル化合物としては、前記した一
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般式（２）で表されるカルボニル化合物が挙げられる。
本発明のカルボニル化合物のヒドラゾン誘導体としては、前記した本発明のカルボニル
化合物のヒドラゾン誘導体であり、好ましいヒドラゾン誘導体としては、前記した一般式
（３）で表されるヒドラゾン誘導体が挙げられる。
本発明の一般式（２）又は（３）で表されるカルボニル化合物又はそのヒドラゾン誘導
体における基Ｒ３及び基Ｒ４の「炭化水素基」としては、炭素数１〜３０、好ましくは炭
素数１〜２０、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３〜
１５、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、
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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
７〜２０、炭素数７〜１５のアリールアルキル基（炭素環式芳香脂肪族基）などが挙げら
れ、このようなアルキル基の例としては、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、などが挙げられ、脂環式炭化水素基としては
、例えば、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（
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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、などが挙げられ、炭素環式芳香族基として
は、例えば、フェニル基、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
、などが挙げられ、アリールアルキル基（炭素環式芳香脂肪族基）としては、例えば、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。好ましい炭化水素
基としては、炭素数１〜１０の直鎖状又は分枝状のアルキル基、炭素数６〜１２の単環式
、多環式、又は縮合環式のアリール基、又は炭素数７〜１５のアリールアルキル基が挙げ
られ、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、
フェニル基、ナフチル基、ベンジル基などが挙げられる。
【００１１】

30

一般式（２）又は（３）で表されるカルボニル化合物又はそのヒドラゾン誘導体におけ
る基Ｒ３及び基Ｒ４の「複素環基」としては、１個〜４個、好ましくは１〜３個又は１〜
２個の窒素原子、酸素原子、又は硫黄原子からなる異種原子を含有する３〜８員、好まし
くは５〜８員の環を有する単環式、多環式、又は縮合環式の複素環基が挙げられる。この
ような複素環基としては、例えば、２−フリル基、２−チエニル基、２−ピロリル基、４
−ピリジル基、２−インドール基、ベンゾイミダゾリル基などが挙げられる。
これらの炭化水素基や複素環基は、本発明のアリル化反応に悪影響を与えない各種の官
能基で置換されていてもよい。このような置換基としては、例えば、前記してきたアルキ
ル基、前記してきたアルケニル基、前記してきたシクロアルキル基、前記してきたアリー
ル基、前記してきたアラルキル基、塩素原子などのハロゲン原子、水酸基、ニトロ基、１
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個〜４個の窒素原子、酸素原子、又は硫黄原子からなる異種原子を含有する３〜８員の環
を有する複素環基、炭素数１〜２０のアルコキシ基、炭素数２〜２１のアルキルカルボニ
ルオキシ基、炭素数７〜３７のアリール−カルボニルオキシ基、炭素数８〜４１のアラル
キルカルボニルオキシ基、炭素数２〜２１のアルコキシカルボニル基、炭素数７〜３７の
アリールオキシカルボニル基、炭素数８〜４１のアラルキルオキシカルボニル基、置換若
しくは非置換のアミノ基、アルキルシリル基、などが挙げられるが、これらに限定される
ものではない。
【００１２】
一般式（２）で表されるカルボニル化合物における基Ｒ３の「炭化水素オキシカルボニ
ル基」は、一般式ＲＯ−ＣＯ−（式中、Ｒは炭化水素基を表す。）で表される基であり、
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当該炭化水素基としては前記してきた炭化水素基が挙げられる。
【００１３】
カルボニル化合物における特に好ましい基Ｒ３としては、炭素数６〜３６の単環式、多
環式、又は縮合環式のアリール基、炭素数７〜１５のアリールアルキル基、複素環基、又
は炭化水素オキシカルボニル基が挙げられ、これらの各基は前記した置換基を有していて
もよい。より好ましくはフェニル基、ナフチル基、フェネチル基、４−ピリジル基、２−
チエニル基、２−フリル基、ベンジルオキシカルボニル基などが挙げられる。カルボニル
化合物のヒドラゾン誘導体における特に好ましい基Ｒ３としては、炭素数６〜３６の単環
式、多環式、又は縮合環式のアリール基、炭素数７〜１５のアリールアルキル基、複素環
基、又は炭化水素オキシカルボニル基が挙げられ、より好ましくは、炭素数６〜３６の単
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環式、多環式、又は縮合環式のアリール基、又は炭素数７〜１５のアリールアルキル基が
挙げられる。これらの各基は前記した置換基を有していてもよい。さらに好ましくはフェ
ネチル基が挙げられる。
カルボニル化合物又はそのヒドラゾン誘導体における特に好ましい基Ｒ４としては、水
素原子、炭素数１〜３０、好ましくは炭素数１〜２０、炭素数１〜１０の直鎖状又は分枝
状のアルキル基が挙げられる。
【００１４】
本発明の一般式（３）で表されるヒドラゾン誘導体の基Ｒａにおける「炭化水素基」と
しては、前記してきた炭化水素基が挙げられる。これらの各基は前記した置換基を有して
いてもよい。好ましい基Ｒａにおける「炭化水素基」としては、炭素数１〜２０又は炭素
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数１〜１０の直鎖状又は分枝状のアルキル基、炭素数６〜３６の単環式、多環式、又は縮
合環式のアリール基が挙げられる。より好ましい基Ｒａとしては、メチル基、フェニル基
、ｐ−メチルフェニル基などが挙げられる。
本発明の一般式（３）で表されるヒドラゾン誘導体の基Ｘとしては、−ＣＯ−（アシル
基）や、−ＳＯ２−（スルホニル基）などが挙げられる。
本発明の一般式（３）で表されるヒドラゾン誘導体の基Ｘ−Ｒａの好ましい例としては
、アセチル基、フェニルカルボニル基、ｐ−メチルフェニルカルボニル基、メタンスルホ
ニル基、ベンゼンスルホニル基、ｐ−メチルベンゼンスルホニル基などが挙げられる。
【００１５】
本発明の好ましいカルボニル化合物としては、芳香族アルデヒド、芳香脂肪族アルデヒ
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ド、複素環式アルデヒドなどのアルデヒド化合物、α−ケトエステルなどのケト化合物、
特にケトエステルなどが挙げられる。
本発明の好ましいカルボニル化合物のヒドラゾン誘導体としては、前記したカルボニル
化合物とＮ−アシルヒドラジンから誘導されるＮ−アシルヒドラゾン誘導体が挙げられる
。好ましいヒドラゾン誘導体としては、芳香族アルデヒド、芳香脂肪族アルデヒド、複素
環式アルデヒドなどのアルデヒド化合物から誘導されるヒドラゾン誘導体が挙げられる。
【００１６】
本発明のアリルボラン化合物としては、炭素−炭素二重結合におけるアリル位にホウ素
原子が結合したボラン化合物が挙げられるが、好ましいアリルボラン誘導体としては、次
の一般式（４）、
【００１７】
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【化１】

10
【００１８】
（式中、Ｒ５及びＲ６は、それぞれ独立して水素原子又は置換基を有していてもよい炭化
水素基を示し、Ｒ７、Ｒ８、及びＲ９は、それぞれ独立して水素原子又は置換基を有して
いてもよい脂肪族炭化水素基を示し、Ｒ１０は水素原子、置換基を有していてもよい脂肪
族炭化水素基、ハロゲン基、保護されていてもよい水酸基、保護されていてもよいアミノ
基、又は保護されていてもよいメルカプト基を示す。）
で表されるアリルボラン化合物が挙げられる。
本発明の一般式（４）で表されるアリルボラン化合物におけるＲ５及びＲ６の「炭化水
素基」としては、前記した炭化水素基が挙げられ、これらの炭化水素基は前記した置換基
で置換されていてもよい。一般式（４）で表されるアリルボラン化合物におけるＲ５及び

20

６

Ｒ

の好ましい基としては、炭素数１〜３０、好ましくは炭素数１〜２０、炭素数１〜１

０の直鎖状又は分枝状のアルキル基、例えば、メチル基、エチル基等が挙げられる。これ
らのＲ５及びＲ６は同一であっても異なっていてもよい。
本発明の一般式（４）で表されるアリルボラン化合物におけるＲ７、Ｒ８、Ｒ９、及び
Ｒ１０の「脂肪族炭化水素基」としては、炭素数１〜３０、好ましくは炭素数１〜２０、
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３〜１５、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な
どが挙げられるが、好ましくは炭素数１〜１０の直鎖状又は分枝状のアルキル基が挙げら
れる。好ましいＲ７、Ｒ８及びＲ９としては、水素原子が挙げられ、Ｒ１０としては、水
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素原子又は炭素数１〜３０、好ましくは炭素数１〜２０、炭素数１〜１０の直鎖状又は分
枝状のアルキル基が挙げられる。
【００１９】
また、本発明の一般式（４）で表されるアリルボラン化合物におけるＲ１０のハロゲン
基としては、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、フッ素原子などが挙げられる。
本発明の一般式（４）で表されるアリルボラン化合物におけるＲ１０の水酸基、アミノ
基、又はメルカプト基は必要により適当な保護基で保護されていてもよく、このような保
護基としては、本発明の方法における化学反応においては反応に関与しないように化学的
に変性することができる基であって、当該反応の後は加水分解や加水素分解などにより容
易に脱離してもとの官能基に復元することができる基であればよく、例えば、ペプチド合
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成などに使用される水酸基、アミノ基、又はメルカプト基の保護基などが挙げられる。こ
のような保護基としては、より具体的には、例えば、メチル基、エチル基等の炭素数１〜
３０、好ましくは炭素数１〜２０、炭素数１〜１０の直鎖状又は分枝状のアルキル基；ベ
ンジル基などの炭素数７〜３０、好ましくは炭素数７〜２０、炭素数７〜１２のアラルキ
ル基；ｔ−ブチルカルボニル基などの炭素数１〜３０、好ましくは炭素数１〜２０、炭素
数１〜１０の直鎖状又は分枝状のアルキル基からなるアルキルアシル基；例えば、フェニ
ルカルボニル基などの炭素数６〜３６、好ましくは炭素数６〜１８、炭素数６〜１２の単
環式、多環式、又は縮合環式のアリール基からなるアリールカルボニル基；例えばベンジ
ルカルボニル基などの炭素数７〜３０、好ましくは炭素数７〜２０、炭素数７〜１２のア
ラルキル基からなるアラルキルカルボニル基；例えば、ｔ−ブトキシカルボニル基などの
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炭素数１〜３０、好ましくは炭素数１〜２０、炭素数１〜１０の直鎖状又は分枝状のアル
キル基からなるアルキルオキシカルボニル基；例えば、ベンジルオキシカルボニル基など
の炭素数７〜３０、好ましくは炭素数７〜２０、炭素数７〜１２のアラルキル基からなる
アラルキルオキシカルボニル基などが挙げられる。また、これらのアルキル基、アリール
基、アラルキル基は、フッ素原子などのハロゲン基などで適宜置換されていてもよい。Ｒ
１０

における好ましい「保護されていてもよい水酸基」としては、炭素数７〜３０、好ま

しくは炭素数７〜２０、炭素数７〜１２のアラルキルオキシ基、より具体的にはベンジル
オキシ基などが挙げられる。
【００２０】
前記一般式（４）で表されるアリルボラン化合物を用いて本発明の方法により製造され

10

る化合物としては、次の一般式（５）、
【００２１】
【化２】

20
【００２２】
（式中、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、及びＲ１０は、それぞれ前記してきたものを表
し、Ｚは水酸基又はＮ−アシルヒドラジノ基を表し、アスタリスクは不斉炭素原子となる
ことを表す。）
で表される化合物が挙げられる。
原料化合物としてカルボニル化合物を使用した場合にはアルコール（Ｚ＝−ＯＨ）が得
られ、原料化合物としてヒドラゾン誘導体を使用した場合には、ヒドラジン誘導体（Ｚ＝
−ＮＨ−ＮＨ−アシル）が得られる。したがって、原料化合物としてカルボニル化合物を
使用した場合には、生成物はホモアリルアルコール誘導体となり、原料化合物としてヒド
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ラゾン誘導体を使用した場合には、ホモアリルヒドラジン誘導体となる。
アスタリスクで示される炭素原子は不斉炭素原子となることがあることを示している。
この炭素原子における基ＺとＲ１０が同じ側にあるものを「シン体」と呼び、互いに反対
側にあるものを「アンチ体」と呼ぶ。
また、二重結合において、Ｒ１０が結合している炭素原子とＲ７とが同じ側にあるもの
をＺ体と呼び、反対側にあるものをＥ体と呼ぶ。
【００２３】
本発明の方法は、リガンドの不存在下で行うこともできる。特に原料化合物としてヒド
ラゾン誘導体を使用する場合には、リガンドの不存在下で反応を行うことができるが、ア
キラルなリガンドの存在下で行うことが好ましい。
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また、原料化合物としてケトン化合物を使用する場合においてもリガンドの不存在下で
反応を行うことができる。また、原料化合物としてケトエステルを使用する場合には、キ
ラルなリガンドの存在下で反応を行うこともできる。キラルなリガンドとしては、２個の
飽和の窒素原子を有するキラルなジアミン化合物が挙げられる。好ましいキラルなジアミ
ン化合物としては、例えば、キラルなＮ，Ｎ

−ジベンジル−１，２−ジフェニル−エチ

レンジアミンが挙げられる。
本発明の方法は、リガンドの不存在下で行うこともできるが、好ましい態様としては、
アキラルなリガンドの存在下で行うことが挙げられる。アキラルなリガンドとしては、２
個又はそれ以上の窒素原子を有し、不斉炭素原子を有していない含窒素化合物が挙げられ
る。
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好ましいアキラルなリガンドとしては、置換基を有してもよい１，１０−フェナントロ
リン、又は次の一般式（１）、
Ｒ２−ＮＨ−Ｒ１−ＮＨ−Ｒ２

（１）

１

（式中、Ｒ

は、炭素数１〜１０の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を表し、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を表し、Ｒ１に一部とＲ２の一部が隣接す
る窒素原子と共に飽和又は不飽和の環を形成してもよい。）
で表されるアルキレンジアミン誘導体が挙げられる。
前記一般式（１）における炭素数１〜１０の直鎖状又は分岐状のアルキレン基としては
、炭素数１〜１０、好ましくは炭素数２〜６の直鎖状又は分岐状のアルキレン基が挙げら
れ、これらのアルキレン基の炭素原子は不斉炭素原子となっていないものが挙げられる。

10

これらのアルキレン基は環状となっていてもよい。直鎖状又は分岐状のアルキレン基の隣
接する２個の炭素原子と共に５〜１０員の脂肪族環式基を形成するものが挙げられる。形
成される環は飽和であっても不飽和であってもよいが、好ましくは飽和環が挙げられる。
また、このように形成された環にさらに他の環が結合または縮合したものであってもよい
。好ましい例としては、隣接する炭素原子と共にシクロヘキサン環を形成する場合が挙げ
られる。好ましいアルキレン基としては、エチレン基、１，１−ジメチルエチレン基など
が挙げられる。
前記一般式（１）における炭化水素基としては、前記してきた炭化水素基が挙げられる
。好ましい炭化水素基としては、炭素数１〜３０、好ましくは炭素数１〜２０、炭素数１
〜１０の直鎖状又は分枝状のアルキル基；炭素数６〜３６、好ましくは炭素数６〜１８、
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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７〜２０、炭素数７〜１５のアリールアルキル基（炭素環式芳
香脂肪族基）が挙げられる。好ましい炭化水素基としては、ベンジル基、ナフチルメチル
基などが挙げられる。
Ｒ１の一部とＲ２の一部が隣接する窒素原子と共に飽和又は不飽和の環を形成してもよ
い場合の好ましい例としては、アルキレン基であるＲ１における窒素原子と隣接する炭素
原子と、アルキル基であるＲ２の窒素原子と隣接する炭素原子が、一緒になって飽和又は
不飽和の環、例えばピリジン環のような環を形成する場合が挙げられる。このような場合
の典型的な例としては、置換基を有してもよい２，２

30

−ジピリジル又はその誘導体が挙

げられる。
前記一般式（１）におけるアルキレンジアミン誘導体の好ましい例としては、
−Ｃ−Ｎ−Ｃ−Ｃ−Ｎ−
構造を有する鎖状又は環状の化合物が挙げられる。
１，１０−フェナントロリンや、炭化水素基における置換基としては、前記してきた炭
化水素基の置換基が挙げられる。好ましい置換基としては、メチル基やエチル基などの炭
素数１〜１０のアルキル基、メトキシ基やエトキシ基などの炭素数１〜１０のアルコキシ
基、塩素原子などのハロゲン原子、水酸基などが挙げられる。
置換基の置換位置としては特に制限はないが、好ましくは、アリール基のオルト位や、

40

１，１０−フェナントロリンの２位や９位が挙げられる。
【００２４】
本発明の方法は金属触媒の存在下で行われる。このような金属触媒の金属元素としては
、亜鉛、スズ、ゲルマニウム、銀、カドミウム、マンガン、鉄、鉛、マグネシウム、及び
アルミニウムからなる群から選択される金属元素が挙げられる。好ましい金属元素として
は、亜鉛、スズ、ゲルマニウム、銀、カドミウム、鉄、及びマグネシウムからなる群から
選択される金属元素が挙げられる。より好ましい金属元素としては、亜鉛、スズなどが挙
げられる。
これらの金属触媒は、０価金属であってもよく、また、酸化金属、金属水酸化物、又は
ハロゲン化金属などの金属化合物であってもよい。
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金属触媒としては、例えば、亜鉛、スズ、ゲルマニウム、銀、カドミウム、マンガン、
鉄、鉛、マグネシウム、及びアルミニウムからなる群から選択される金属元素の０価金属
；酸化亜鉛、酸化スズ、酸化ゲルマニウム、酸化銀、酸化カドミウム、酸化マンガン、酸
化鉄、酸化鉛、酸化マグネシウム、及び酸化アルミニウムからなる群から選択される酸化
金属；水酸化亜鉛、水酸化スズ、水酸化ゲルマニウム、水酸化カドミウム、水酸化マグネ
シウム、及び水酸化アルミニウムからなる群から選択される金属水酸化物；塩化亜鉛、塩
化スズ、塩化ゲルマニウム、塩化銀、塩化カドミウム、塩化マンガン、塩化鉄、塩化鉛、
及び塩化マグネシウムからなる群から選択される金属塩化物；臭化亜鉛、臭化スズ、臭化
ゲルマニウム、臭化銀、臭化カドミウム、臭化マンガン、臭化鉄、臭化鉛、及び臭化マグ
ネシウムからなる群から選択される金属臭化物などが挙げられる。

10

好ましい金属触媒としては、亜鉛、スズ、ゲルマニウム、銀、カドミウム、マンガン、
鉄、鉛、マグネシウム、及びアルミニウムからなる群から選択される金属元素の０価金属
；酸化亜鉛、酸化スズ、水酸化亜鉛、水酸化スズ、塩化亜鉛、塩化スズ、臭化鉛などが挙
げられる。
【００２５】
本発明の方法における金属触媒は、前記したようなリガンドとを、あらかじめ混合して
使用してもよいし、あるいは反応系において金属触媒とリガンドと添加して、これを混合
して使用するようにしてもよい。金属触媒としての使用割合については、金属触媒とリガ
ンドとをほぼ当量、好ましくは配位子がやや過剰になるような量で使用される。また、原
料化合物のカルボニル化合物やそのヒドラゾン誘導体に対して、通常は、０．１〜５０モ

20

ル％、好ましくは５〜３０モル％程度の割合とすることができる。
【００２６】
本発明の方法は、水と有機溶媒の混合溶媒中で行う。有機溶媒としては、水と相溶性の
ある有機溶媒として均一系で行うことが好ましい。このような有機溶媒としては、アセト
ニトリル、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）、アセトン、ジオキサン、メタノール、エタノ
ール、エチレングリコールなどが挙げられ、好ましくは水−アセトニトリル系、水−ＴＨ
Ｆ系の溶媒が挙げられる。特に水−アセトニトリル系が好ましい。
水と有機溶媒の混合比は特に制限はないが、好ましくは水：有機溶媒の比が１：１以上
、より好ましくは１：１〜１：１０、さらに好ましくは１：１〜１：５が挙げられる。
また、有機溶媒としてトルエン、キシレン、メシチレン、ヘキサン、デカンなどの炭化

30

水素系溶媒；塩化メチレン、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、ブロ
ムベンゼン、四塩化炭素などのハロゲン化炭化水素系溶媒：ブタノール、オクタノールな
どの高級アルコール系溶媒などの水と難溶性又は不溶性の有機溶媒を使用することもでき
る。この場合には、溶媒系は相分離した二相系になるが、相間移動触媒などの使用により
反応を行うことができるので、このような溶媒系も本発明の方法における好ましい溶媒系
の例とすることができる。
反応温度としては、好ましくは−２０℃〜溶媒の沸点、−２０℃〜４０℃程度の範囲で
適宜選択することができる。室温で反応させることもできる。雰囲気は大気中もしくはア
ルゴンガスなどの不活性雰囲気とすることができる。
【００２７】

40

前記したような本発明の金属触媒を使用することにより、光学活性ホモアリルアルコー
ルやホモアリルヒドラジン誘導体の一方のエナンチオマーが立体選択的に生成し、原料の
カルボニル基の炭素原子において（Ｒ）又は（Ｓ）のいずれか一方の鏡像体が優位に生成
する。
本明細書ではこの位置における（Ｒ）体又は（Ｓ）体のいずれか一方の過剰率をエナン
チオマー過剰率（ｅｅ）（％）として表す。このエナンチオマー過剰率は、（（Ｒ）−（
Ｓ））／（（Ｒ）＋（Ｓ））×１００、又は（（Ｓ）−（Ｒ））／（（Ｒ）＋（Ｓ））×
１００として計算される値である。
【００２８】
本発明の方法により製造される光学活性ホモアリル化合物の代表的なものとしては、前
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記した一般式（５）で表される化合物が挙げられる。これらの生成物はいずれもα付加型
アリル化反応によるものである。本発明における「α付加型アリル化反応」とは、アリル
ボラン化合物におけるアリル基のα位が、カルボニル化合物のカルボニル基の炭素原子と
結合したものである。
これらの本発明の方法により製造される光学活性ホモアリルヒドラジノ化合物は、カル
ボニル基の炭素原子の特定の立体配置を有する窒素原子が結合したものであり、ヒドラジ
ノ基の窒素−窒素結合は、公知の方法により還元的方法により簡単かつ立体配置を保持し
たままで切断できることから、本発明の方法で得られた光学活性ホモアリルヒドラジノ化
合物から光学活性アミノ類を製造することができることになる。
したがって、本発明は、本発明の方法により製造された光学活性ホモアリルヒドラジノ

10

化合物を還元して、対応する光学活性ホモアリルアミノ化合物を製造する方法を提供する
ものである。
【発明の効果】
【００２９】
本発明は、水と有機溶媒との混合溶媒中でのアリルボラン化合物を用いる光学活性ホモ
アリルアルコールや、光学活性ホモアリルヒドラジン化合物を、選択的なα付加型アリル
化反応により製造する方法を提供するものであり、さらに、本発明の方法は、触媒的不斉
α付加型アリル化反応を、高収率で、かつ高立体選択的に行うことができる方法を提供す
るものである。本発明の方法によれば高純度の生成物を効率的に製造することができ、副
生物が少なく生成物の分離が容易なだけでなく、水性溶媒中で行うことができるので、有

20

機溶媒による環境等への問題も少なく、工業的にも優れた方法を提供するものである。
本発明の方法によって製造される光学活性ホモアリルヒドラジン化合物は、その窒素−
窒素結合を切断することにより、対応する光学活性ホモアリルアミノ化合物に誘導するこ
とができ、様々な光学活性アミノ化合物を合成できることから光学活性医薬品や食品類な
どや、その中間体の製造方法として有用となる。
【００３０】
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。
１

Ｈ−ＮＭＲと１３Ｃ−ＮＭＲは、ＪＥＯＬ

ＪＮＭ−ＥＣＸ−４００、ＪＮＭ−ＥＣ

Ｘ−５００又はＪＮＭ−ＥＣＸ−６００を使用し、ＣＤＣｌ３を溶媒とし（他の溶媒を使

30

１

用した場合は個別に記載）、テトラメチルシラン（δ＝０、

Ｈ−ＮＭＲ）又はＣＤＣｌ

１３

３（δ＝７７．０、

Ｃ−ＮＭＲ）を内部標準物質として測定した。

溶媒は定法に従い蒸留したものを使用した。
【実施例１】
【００３１】
アルデヒドの形式的α−付加型アリル化反応（表１）
次に示す反応式にしたがって、アルデヒド（１）とアリルボラン化合物（２）とを、ア
キラルなリガンド（３）の存在下に反応させて、光学活性ホモアリルアルコール（４）を
製造した。
【００３２】
【化３】

40

【００３３】
乾燥した３０ｍＬのナス型フラスコに水酸化亜鉛（４．０ｍｇ，０．０４ｍｍｏｌ）及
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び２，９−ジメチルフェナントロリン（ネオクプロイン３ｄ；１０．０ｍｇ，０．０４８
ｍｍｏｌ）及び撹拌子を投入し、これに水（３．２ｍＬ）及びアセトニトリル（１２．８
ｍＬ）を加え室温下３０分撹拌する。この触媒溶液にベンズアルデヒド（１ａ；４１μＬ
，０．４ｍｍｏｌ）及びα位にメチル基が置換したアリルボロネート（２ａ；９７μＬ，
０．４８ｍｍｏｌ）を順次投入し室温下でさらに１時間激しく撹拌する。飽和炭酸水素ナ
トリウム水溶液を加え反応を停止した後、水層を酢酸エチルで３回抽出し、併せた有機層
を飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し無水硫酸ナトリウムで乾燥する。有機層を濃縮し、
薄層クロマトグラフィーで精製（展開液：ヘキサン／酢酸エチル＝４／１）することによ
り対応する化合物４ａを収率８２％で得た。α付加体である４ａの化合物が９９％以上で
あった。

10

シン体／アンチ体比及び化合物５ａのＥ／Ｚ比は１Ｈ−ＮＭＲを測定し、文献値と比較
することにより決定した。
この結果を下記の表１にエントリー６として示す。
【００３４】
比較例１
水酸化亜鉛及び２，９−ジメチルフェナントロリンを添加しないこと以外は実施例１と
同様の方法を行った。
この結果を下記の表１にエントリー１として示す。
【実施例２】
【００３５】

20

２，９−ジメチルフェナントロリンを添加しないこと以外は実施例１と同様の方法を行
った。
この結果を下記の表１にエントリー２として示す。
【実施例３】
【００３６】
２，９−ジメチルフェナントロリンの代わりに、次に示す、
【００３７】
【化４】
30

【００３８】
アキラルな含窒素リガンド３ａ−３ｃを、それぞれ添加すること以外は実施例１と同様の
方法を行った。
この結果を下記の表１にエントリー３−５として示す。
これらの結果をまとめて、次の表１に示す。
【００３９】
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【表１】

10
【００４０】
この結果、水／アセトニトリル混合溶媒中、ベンズアルデヒド１ａにアリル化剤２ａを
作用させると、γ付加したホモアリルアルコール５ａが高選択的に生成する（エントリー
１）が、この反応系に１０ｍｏｌ％の水酸化亜鉛を存在させ、同様の反応を行うと形式的
にα付加したホモアリルアルコール４ａを主生成物として得ることができた（エントリー
２）。さらに種々のリガンドの１２ｍｏｌ％存在下で反応を行なった場合には、位置選択
性、ジアステレオ選択性な生成物を得ることができた（エントリー３−６）。特に２，９
−ジメチルフェナントロリン（ネオクプロイン）存在下でほぼ完全な位置選択性、ジアス
テレオ選択性をもって対応するホモアリルアルコールを合成することができた（エントリ

20

ー６）。
【実施例４】
【００４１】
各種のアルデヒド化合物を用いた選択的反応
次に示す反応式にしたがって、アルデヒド（１）とアリルボラン化合物（２ａ）とを、
アキラルなリガンド（３ｄ）の存在下に反応させて、光学活性ホモアリルアルコール（４
）を製造した。
【００４２】
【化５】
30

【００４３】
乾燥した３０ｍＬのナス型フラスコに水酸化亜鉛（２．０ｍｇ，０．０２ｍｍｏｌ）及
び２，９−ジメチルフェナントロリン（ネオクプロイン３ｄ；５．０ｍｇ，０．０２４ｍ

40

ｍｏｌ）及び撹拌子を投入し、これに水（３．２ｍＬ）及びアセトニトリル（１２．８ｍ
Ｌ）を加え室温下３０分撹拌する。この触媒溶液にベンズアルデヒド（１ａ；４１μＬ，
０．４ｍｍｏｌ）及びα位にメチル基が置換したアリルボロネート（２ａ；９７μＬ，０
．４８ｍｍｏｌ）を順次投入し室温下でさらに１時間激しく撹拌する。飽和炭酸水素ナト
リウム水溶液を加え反応を停止した後、水層を酢酸エチルで３回抽出し、併せた有機層を
飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し無水硫酸ナトリウムで乾燥する。有機層を濃縮し、薄
層クロマトグラフィーで精製（展開液：ヘキサン／酢酸エチル＝４／１）することにより
対応する化合物４ａを収率８３％で得た。
シン体／アンチ体比は１Ｈ−ＮＭＲを測定し、文献値と比較することにより決定した。
この結果を下記の表２にエントリー１として示す。
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【実施例５】
【００４４】
ベンズアルデヒドの代わりに、下記の表２に示す対応するアルデヒド１ｂ−１ｋをそれ
ぞれ用いること以外は実施例４と同様の方法を行った。
この結果を下記の表２にエントリー２−１１として示す。
実施例４及び５の結果をまとめて、次の表２に示す。
【００４５】
【表２】
10

20

30
【００４６】
表２に示されるように、５ｍｏｌ％の水酸化亜鉛及び６ｍｏｌ％の配位子３ｄの存在条
件下、種々のアルデヒドに対してアリル化剤を作用させた所、何れもほぼ完全なα付加体
を中程度から高いジアステレオ選択性をもって目的とするホモアリルアルコールを得るこ
とができた。
【実施例６】
【００４７】
α位に各種の置換基が置換したアリルボロネートを用いた反応
次に示す反応式にしたがって、アルデヒド（１ａ）と、アリルボラン化合物（２ａ−２
ｄ）とを、アキラルなリガンド（３ｄ）の存在下に反応させて、光学活性ホモアリルアル
コール（４）を製造した。
【００４８】
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【化６】

【００４９】

10

α位にメチル基が置換したアリルボロネート２ａの代わりに、次の表３に示す対応する
置換型アリルボロネート２ｂ−２ｄをそれぞれ添加すること以外は実施例４と同様の方法
を行った。
実施例６の結果をまとめて、次の表３に示す。
【００５０】
【表３】

20

【００５１】
この結果、表３に示されるように、アリル化剤としてα位に各種の置換基を有する種々
のアリル化剤２ａ〜２ｄを用いてもほぼ完全なα付加体を高いジアステレオ選択性をもっ
て目的とするホモアリルアルコールを得ることができた。このように、本発明の方法は、
一般的なα置換アリルボロネートを使用することができるものであることがわかった。
【実施例７】
【００５２】

30

亜鉛又はスズを用いた方法
次に示す反応式にしたがって、ヒドラゾン誘導体と、アリルボラン化合物とを、アキラ
ルなリガンド（１又は３）の存在下に反応させて、光学活性ホモアリルヒドラジン化合物
を製造した。
【００５３】
【化７】

40

【００５４】
式中のｐｉｎはピナコリル基を示す。また、使用したアキラルなリガンドを次の化学式
で示す。なお、式中のＢｎはベンジル基を示す。
【００５５】
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【化８】

10
【００５６】
乾燥した１０ｍＬのナス型フラスコに各金属触媒（０．０４ｍｍｏｌ）及びＮ，Ｎ

−

ジベンジルエチレンジアミン（１１．５ｍｇ，０．０４８ｍｍｏｌ）及び撹拌子を投入し
、これに水（１．０ｍＬ）及びアセトニトリル（１．０ｍＬ）を加え室温下で５分撹拌す
る。
この触媒溶液にＮ

−（３−フェニルプロピリデン）ベンゾヒドラジド（５０．５ｍｇ

，０．２ｍｍｏｌ）及びα位にメチル基が置換したアリルボロネート（６１μＬ，０．３
ｍｍｏｌ）を順次投入し室温下でさらに６時間激しく撹拌する。飽和炭酸水素ナトリウム
水溶液を加え反応を停止した後、水層を酢酸エチルで３回抽出し、併せた有機層を飽和塩
化ナトリウム水溶液で洗浄し無水硫酸ナトリウムで乾燥する。有機層を濃縮し、薄層クロ

20

マトグラフィーで精製（展開液：ヘキサン／酢酸エチル＝２／１）することにより対応す
る化合物を得た。
シン体／アンチ体比は１Ｈ−ＮＭＲを測定し、文献値と比較することにより決定した。
この結果を下記の表４にエントリー２、５、８、又は１１として示す。
【実施例８】
【００５７】
Ｎ，Ｎ

−ジベンジルエチレンジアミンを添加しないこと以外は実施例７と同様の方法

を行った。
この結果を下記の表４にエントリー１、４、７、又は１０として示す。
【実施例９】
【００５８】
Ｎ，Ｎ

−ジベンジルエチレンジアミンの代わりに、２，９−ジメチルフェナントロリ

ンをそれぞれ添加し、反応を２時間で停止すること以外は実施例７と同様の方法を行った
。
この結果を下記の表４にエントリー３、６、９、又は１２として示す。
実施例７〜９の結果をまとめて、次の表４に示す。
【００５９】
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【表４】

10

【００６０】
このように亜鉛、塩化亜鉛、スズ、塩化スズに関しても、位置選択的な付加を確認する
ことができた。何れも金属種触媒量のリガンド存在下に高いα選択性を見いだした。特に
２，９−ジメチルフェナントロリン（ネオクプロイン）を配位子として用いた場合、スズ

20

、塩化スズとも高いα選択性で目的物を与えるが、そのジアステレオ選択性はスズの時に
は高いアンチ選択性だが、塩化スズの場合には高いシン選択性で目的物を与えた。
【実施例１０】
【００６１】
各種の金属を用いた反応
次に示す反応式にしたがって、ヒドラゾン誘導体と、アリルボラン化合物とを、アキラ
ルなリガンドの存在下に反応させて、光学活性ホモアリルヒドラジン化合物を製造した。
【００６２】
【化９】
30

【００６３】
式中のｐｉｎはピナコリル基を示す。
下記の表５及び表６に示す各種の金属触媒を用いて、配位子を添加する場合は２，９−
ジメチルフェナントロリンを用い、下記の表５及び表６の脚注に表記してある場合（ａ）
は反応を２時間で停止すること以外は、実施例９と同様の方法を行った。
実施例１０の結果をまとめて、次の表５及び表６に示す。
【００６４】
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【表５】

10

【００６５】
【表６】
20

【００６６】

30

表５及び表６の左側はリガンドを添加しない場合を示し、右側はリガンドを添加した場
合を示す。
この結果、このようなゼロ価の金属が触媒量で有機合成反応を触媒することがほとんど
知られていないにもかかわらず、スズや亜鉛を含めた種々ゼロ価金属存在下での反応性及
び選択性が十分であることがわかった。特に、亜鉛、ゲルマニウムの他、カドミウムに著
しい加速効果が認められ、得られた目的物もα型のものが主生成物であった。また、マグ
ネシウムはフェナントロリン系のリガンドと組み合わせた際に、著しい反応加速効果が観
測された。
【実施例１１】
【００６７】
ヒドラゾンに対するα−付加型アリル化反応
次に示す反応式にしたがって、ヒドラゾン誘導体と、アリルボラン化合物とを、リガン
ドの不存在下に反応させて、光学活性ホモアリルヒドラジン化合物を製造した。
【００６８】

40
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【化１０】

【００６９】
式中のｐｉｎはピナコリル基を示す。
金属亜鉛、ゲルマニウム、カドミウム、塩化スズ、及び臭化鉛の各種の金属触媒を用い

10

て、配位子の不存在下に、反応を８時間で停止すること以外は、実施例９と同様の方法を
行った。
その結果、金属亜鉛では８６％の収率で目的の生成物が得られ、ゲルマニウムでは７７
％の収率で目的の生成物が得られ、カドミウムでは８４％の収率で目的の生成物が得られ
、塩化スズでは７７％の収率で目的の生成物が得られ、臭化鉛では８０％の収率で目的の
生成物がそれぞれ得られた。
【実施例１２】
【００７０】
ケトエステルのα−付加型アリル化反応
次に示す反応式にしたがって、ケトエステル（６）と、アリルボラン化合物（２ａ）と

20

を、リガンドの存在下に反応させて、光学活性ホモアリルアルコール（７）を製造した。
【００７１】
【化１１】

30

【００７２】
乾燥した３０ｍＬのナス型フラスコに水酸化亜鉛（２．０ｍｇ，０．０２ｍｍｏｌ）及
び（１Ｒ、２Ｒ）−Ｎ，Ｎ

−ジベンジル−１，２−ジフェニルエチレンジアミン（９．

４ｍｇ，０．０２４ｍｍｏｌ）及び撹拌子を投入し、これに水（３．２ｍＬ）及びアセト
ニトリル（１２．８ｍＬ）を加え室温下３０分撹拌する。この触媒溶液にベンジル２−オ
キソプロパノエート（６；７１．３ｍｇ，０．４ｍｍｏｌ）及びα位にメチル基が置換し

40

たアリルボロネート（２ａ；９７μＬ，０．４８ｍｍｏｌ）を順次投入し室温下でさらに
４時間激しく撹拌する。飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え反応を停止した後、水層を
酢酸エチルで３回抽出し、併せた有機層を飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し無水硫酸ナ
トリウムで乾燥する。有機層を濃縮し、薄層クロマトグラフィーで精製（展開液：ヘキサ
ン／酢酸エチル＝９／１を２回展開）することにより対応する化合物７を収率９２％で得
た。
シン体／アンチ体比は１Ｈ−ＮＭＲを測定し、文献値と比較することにより決定した。
エナンチオ選択性はダイセル工業株式会社製のChiralpac AS‑Hをカラムとした高速液体
クロマトグラフィーにて決定した。
展開液：ヘキサン／２−プロパノール＝５００／１、流速：０．５ｍＬ／ｍｉｎ．、
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少量生成物）、

２８．４ｍｉｎ，（アンチ体

主生成物）、

３５．０

ｍｉｎ．（シン体

少量生成物）、

４５．１

ｍｉｎ．（アンチ体

主生成物）。

【実施例１３】
【００７３】
アルデヒドのα−付加型アリル化反応
次に示す反応式にしたがって、アルデヒド（１ａ）と、アリルボラン化合物（２ａ）と
を、リガンドの存在下に反応させて、光学活性ホモアリルアルコール（４ａ）を製造した
。

10

【００７４】
【化１２】

20

【００７５】
原料化合物としてベンズアルデヒドを用い、リガンドとして前記反応式で示されるジピ
リジン誘導体を用い、金属触媒の水酸化亜鉛の量を１０モル％とし、水を０．０２５モル
とし、反応時間を１時間として、実施例１２と同様な方法を行った。
収率は７５％で、４ａ／５ａ比は５２／４８であり、シン体／アンチ体比は９７／３で
あり、シン体についてのｅｅは６６％であった。
【実施例１４】

30

【００７６】
ケトンのα−付加型アリル化反応
次に示す反応式にしたがって、ケトンと、アリルボラン化合物とを、リガンドの不存在
下に反応させて、光学活性ホモアリルアルコールを製造した。
【００７７】
【化１３】

40

【００７８】
乾燥した１０ｍＬのナス型フラスコに金属カドミウム（４．５ｍｇ，０．０４ｍｍｏｌ
）及び撹拌子を投入し、これに水（２．０ｍＬ）を加える。これにアセトフェノン（２３
μＬ，０．２ｍｍｏｌ）及びα位にメチル基が置換したアリルボロネート（６１μＬ，０
．３ｍｍｏｌ）を順次投入し室温下でさらに２４時間激しく撹拌する。飽和炭酸水素ナト
リウム水溶液を加え反応を停止した後、水層を酢酸エチルで３回抽出し、併せた有機層を
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飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し無水硫酸ナトリウムで乾燥する。有機層を濃縮し、薄
層クロマトグラフィーで精製（展開液：ヘキサン／酢酸エチル＝１９／１の２回展開）す
ることにより対応する化合物を収率４７％で得た。
シン体／アンチ体比は１Ｈ−ＮＭＲを測定し、文献値と比較することにより決定した。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
本発明は、高収率で、かつ高立体選択的にα付加生成物となった光学活性ホモアリルア
ルコールや光学活性ホモアリルヒドラジン化合物を製造するための工業的に優れた方法を
提供するものである。
本発明の方法によって製造される光学活性ホモアリルヒドラジン化合物は、その窒素−
窒素結合を切断することにより、対応する光学活性アミノ化合物に誘導することができ、
様々な光学活性α−アミノ化合物を合成できることから光学活性医薬品や食品類などや、
その中間体の製造方法として有用であり、本発明は産業上の利用可能性を有している。
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