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(57)【特許請求の範囲】

（４−メチルベンゾイル）−β−Ｄ−ガラクトピラノシ

【請求項１】

ド。

（２，３，４，６−テトラ−Ｏ−アセチ

ル−β−Ｄ−ガラクトピラノシル）−（１→３）−２−

【請求項５】

Ｏ−アセチル−６−Ｏ−ｔ−ブチルジフェニルシリル−

６−テトラ−Ｏ−アセチル−β−Ｄ−ガラクトピラノシ

４−Ｏ−（４−メチルベンゾイル）−Ｄ−ガラクトピラ

ル）−（１→３）−２−Ｏ−アセチルー６−Ｏ−ｔ−ブ

ノシルトリクロロアセトイミデート。

チルジフェニルシリル−４−Ｏ−（４−メチルベンゾイ

【請求項２】

４−メトキシフェニル

２−Ｏ−アセチ

【請求項６】

リル−β−Ｄ−ガラクトピラノシド。
４−メトキシフェニル

（２，３，４，

ル）−β−Ｄ−ガラクトピラノシド。

ル−３−Ｏ−アリル−６−Ｏ−ｔ−ブチルジフェニルシ
【請求項３】

４−メトキシフェニル

（２，３，４，６−テトラ−Ｏ−アセチ

ルーβーＤーガラクトピラノシル）−（１→３）−２−
２−Ｏ−アセチ

10

Ｏ−アセチル−６−Ｏ−ｔ−ブチルジフェニルシリル−

ルー３−Ｏ−アリル−６−Ｏ−ｔ−ブチルジフェニルシ

４−Ｏ−（４−メチルベンゾイル）−Ｄ−ガラクトピラ

リル−４−Ｏ−（４−メチルベンゾイル）−β−Ｄ−ガ

ノース

ラクトピラノシド。

【請求項７】

【請求項４】

４−メトキシフェニル

２−Ｏ−アセチ

ル−６−Ｏ−ｔ−ブチルジフェニルシリル−４−Ｏ−

反応式１により式２の化合物から式３の

化合物を得、式３の化合物から式５の化合物を得、式５
の化合物から式６の化合物を得、式６の化合物と式７の

( 2 )

特許第３２６８２９９号

3

4

化合物から式８の化合物を得、式８の化合物から式９の

化合物を合成する方法。

化合物を得、そして式９の化合物から請求項１に記載の

【化１】

【発明の詳細な説明】

キシロース、Ｓｅｒはセリンである。〕の製造に有用な

【０００１】

Ｇａｌ−Ｇａｌ糖供与体に関する。より具体的には受容

【発明の属する技術分野】本発明は、硫酸化・リン酸化
三糖セリンであるβ−Ｇａｌ（１→３）β−Ｇａｌ（６

体である式（１）の化合物と
40

−ＳＯ3 Ｎａ）（１→４）−β−Ｘｙｌ（２−ＯＰＯ3 Ｎ

【０００２】
【化２】

ａ2 ）Ｓｅｒ〔但し、Ｇａｌはガラクトース、Ｘｙｌは

【０００３】カップリングし、位置選択的に硫酸基を導
入することにより前記硫酸化・リン酸化三糖セリンを形

成しうる三糖鎖が得られる糖供与体に関する。
50

【０００４】

( 3 )
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【従来技術】細胞外マトリックスの主要成分であるプロ

義は未だ解明されていない。

テオグリカン（ＰＧ）は、細胞間の情報伝達に重要な役

【０００６】リン酸化糖の生化学的な意義については、

割を持つことで近年注目されている。構造的にはＰＧ

フランソン（Franssson）らの報告から、前記仕分け機

は、コアタンパク質とそこから枝状に延びる直鎖のグリ

構を含めた糖鎖の伸長に何らかの影響を与えているもの

コサミノグリカン（ＧＡＧ）から構成されている。ＧＡ

と推測される〔J.Moses,Å,Oldberg,F.Cheng and L.Å,

Ｇ鎖は、二糖当たりの硫酸基０〜３個を持つ繰り返し単

Fransson,Eur.J.Biochem.,248,521 (1997)〕。こうした

位により、ヘパリン、ヘパラン硫酸、コンドロイチン硫

中で、天然から抽出した純粋な硫酸化糖は、既にヘパリ

酸、デルマタン硫酸、ケラタン硫酸に分類されている。

ンの抗血液凝固作用を持つ医薬品として市販されている

ＧＡＧは、コアタンパク質に結合した「共通四糖部分」
（Ｘｙｌ−Ｇａｌ−Ｇａｌ−ＧｌｃＡ）と、ウロン酸と

し、ＧＡＧの多彩な生化学的機構の解明といった分野で
10

多量の需要がある。ＧＡＧ糖鎖の生合成機構やその制御

アミノ糖の二糖単位が非還元側に続く「繰り返し二糖領

機構が明らかになれば、バイオ技術を駆使して効率的な

域」からなる。生合成においてＧＡＧは、コアタンパク

前記医薬品を含めて多くの新製品の開発に貢献できると

質のセリン（Ｓｅｒ）水酸基を起点として対応するＵＤ

考えられ、更なるバイオ関連の技術の発展をもたらすこ

Ｐ糖と糖転移酵素により順次非還元側に単糖単位で糖鎖

とは明らかである。しかし、前記したように天然からの

を延ばして行くと考えられている。繰り返し二糖領域は

単離中にリン酸基は脱落し易く、天然からの抽出によっ

ヘキソサミン（α−ＧｌｃＮＡｃとβ−ＧａｌＮＡｃ）

て得られる純粋なリン酸化糖だけでは前記需要を賄うに

の種類によってヘパリン型とコンドロイチン型に分類さ

は不十分である。従って、前記リン酸化糖を化学的に合

れ、それらの生合成過程における仕分け機構（還元末端

成できれば、前記酵素による反応による糖鎖伸長のメカ

五番目の異なる二種の糖転移制御）は未だ解明されてい

ニズムの解明に大きな貢献をすることになり、その結

ない。

20

果、バイオ技術を駆使した効率的な医薬品製造や多くの

【０００５】生化学情報の担い手は、主に繰り返し二糖

新製品の開発に貢献できることは明らかである。

領域にある。特に、糖鎖を構成している単糖の水酸基や

【０００７】これまで、ＧＡＧ還元末端リン酸化オリゴ

アミノ基の立体配置や糖の結合位置、加えてこれらを修

糖の合成については２つのグループからの報告がある。

飾している硫酸基の数と位置のバリエーションが膨大な

１．JacquinetらはＧＡＧ還元末端リン酸化二糖および

量の情報伝達を可能にしている。糖鎖の修飾は硫酸基が

四糖セリルグリシンの合成について報告している。しか

メインであり、ＧＡＧの一種であるヘパリンを中心にそ

し、このものはセリンのアミノ基がアセチル化されてお

の位置特異性と機能の発現の関連の研究が盛んに行われ

り、完全な天然型ではない〔S.Rio,J.‑M.Beau and J.‑

ている。リン酸基の存在の発見は比較的最近のこと（例

C.Jacquinet,Carbohydr.Res.,255,103(1994)〕。

えば、T.R.Oegema Jr,E.L.Kraft,G.W.Jourdian and T.

２．Nilssonらは２〜４糖を合成しているが、メチルグ

R.Van Valen,J.Biol.Chem.,259,1720 (1984).K.Sugahar

30

リコシドであり非天然型である〔M.Nilsson,J.Westman

a,Y.Ohi,T.Harada,P.de Waard and J.F.Vliegenthart,

and C.‑M,Svahn,J.Carbohydr.Chem.12,23(1993）〕。こ

J.Biol.Chem.,267,6027(1992).）である。このことは、

れらの報告ではいずれも、リン酸基と硫酸基とを同時に

リン酸基が天然から糖を単離する際に脱落し易かったた

持ち合わせた糖鎖を得ていない。

めと分かっている。また、ＧＡＧにおけるリン酸基の存

【０００８】本発明者は、一般式２

在は、前記リン酸基の存在の発見後、その位置は還元末

【０００９】

端（セリン水酸基に結合）のキシロース（Ｘｙｌ）の２

【化３】

位に限定されていることは確認されたが、生化学的な意

【００１０】で示す天然型の天然型の単糖セリン（１）

合成しカップリング手法により目的の化合物を得てい

および二糖セリン（２）および（３）の合成方法を既に

る。また、一般に、糖鎖の伸長に及ぼす保護基、脱離

開発している〔Bioorganic & Medicinal Chemistry Let

基、リン酸基などの影響、作用・効果は実際に合成を試

ters,1911‑1914, 9(1999)：以下、文献Ａ〕。そこで

行錯誤で行うことによってしか得られないところに、糖

は、リン酸基で置換し、更に硫酸基置換のＧａｌ−Ｘｙ

鎖の合成の難さがある。従って、前記文献に、リン酸基

ｌ−Ｓｅｒ生成物を得るために、その目的に合うように

で置換し、更に硫酸基置換のＧａｌ−Ｘｙｌ−Ｓｅｒ生

適切に設計された糖供与体であるガラクトシルドナーを

50

成物を得る方法が開示されているけれども、硫酸化・リ

( 4 )
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ン酸化三糖セリンの合成において、二糖鎖の合成までに

ース、Ｘｙｌはキシロース、Ｓｅｒはセリンである。）

前記公知の合成方法がそのまま応用できないということ

の製造に有用な、特に位置選択的に硫酸基が導入される

だけでなく、糖供与体、受容体の化学構造を工夫すると

ような化学構造のリン酸化三糖セリンが得られる、Ｇａ

ころまでさかのぼってリン酸化三糖セリンを製造する方

ｌ−Ｇａｌ二糖供与体、および前記二糖供与体の合成方

法を確立することにより、また、糖供与体、受容体の化

法を確立することであり、また、更に前記二糖供与体の

学的構造を工夫するところまでさかのぼって位置選択的

製造に有用な保護基を有する中間体である糖誘導体を提

に硫酸基が導入されるような化学構造のリン酸化三糖セ

供することである。

リンが得られる製造方法を確立することが必要である。

【００１２】

よって、β−Ｇａｌ（１→３）β−Ｇａｌ（６−ＳＯ3
Ｎａ）（１→４）−β−Ｘｙｌ（２−ＯＰＯ3 Ｎａ2 ）Ｓ

【課題を解決するための手段】本発明の第１は、（２，
10

３，４，６−テトラ−Ｏ−アセチル−β−Ｄ−ガラクト

ｅｒの三糖セリンを得るにも、前記のことは例外でな

ピラノシル）−（１→３）−２−Ｏ−アセチル−６−Ｏ

く、前記三糖セリンを得ることができる、特に位置選択

−ｔ−ブチルジフェニルシリル−４−Ｏ−（４−メチル

的に硫酸基が導入されるような化学構造のリン酸化三糖

ベンゾイル）−Ｄ−ガラクトピラノシルトリクロロアセ

セリンがを得ることができる、糖供与体、糖受容体の化

トイミデート（以下、「Ｇａｌ−Ｇａｌ二糖供与体」と

学的構造を工夫することが必要である。

いう。）である。本発明の第２〜第６は、前記Ｇａｌ−

【００１１】

Ｇａｌ二糖供与体を合成するのに有用な新規な中間体で

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、硫酸

ある。また、本発明の第７は、反応式１により前記Ｇａ

化・リン酸化三糖セリンであるβ−Ｇａｌ（１→３）β

ｌ−Ｇａｌ二糖供与体を合成する方法に関する。

−Ｇａｌ（６−ＳＯ3 Ｎａ）（１→４）−β−Ｘｙｌ

【００１３】

（２−ＯＰＯ3 Ｎａ2 ）Ｓｅｒ（但し、Ｇａｌはガラクト

20

【化４】

( 5 )
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【００１４】

供与体を合成する方法を提供することである。本発明

【本発明の実施の態様】本発明を詳細に説明する。硫酸

は、前記硫酸化・リン酸化三糖セリンの合成には単糖、

化・リン酸化三糖セリンの合成には、前記本発明者が公

二糖の糖供与体、受容体の化学構造を工夫するところま

表している二糖セリンまでの製法が、リン酸化および硫

でさかのぼなければならなかったところにある。

酸化・リン酸化三糖セリンを製造する際の二糖セリンま

【００１５】前記のことは以下の多くの試みの不成功か

での製法に適用できなかったことである。従って、前記
したように、硫酸化・リン酸化三糖セリンの製造に有用

らも理解されよう。すなわち、前記硫酸化・リン酸化三
40

糖セリンを製造するのに、前記文献Ａに記載の糖鎖の逐

なＧａｌ−Ｇａｌ二糖供与体を提供すること、更に前記

次的カップリング反応により、反応式Ｚに従い

Ｇａｌ−Ｇａｌ二糖供与体を合成するのに有用な新規な

【００１６】

中間体を提供すること、および前記Ｇａｌ−Ｇａｌ二糖

【化５】

( 6 )
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【００１７】化学式（Ａ）のリン酸化三糖セリンを合成

また、反応式Ｘ、またはＸ

し、脱ベンジリデン化により、位置選択的に硫酸化可能

【００１８】

な化学式（Ｂ）を得るという試みもされているが、化学
式（Ｂ）への反応が進まないために実現されていない。

30

【化６】

を経由する

( 7 )
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【００１９】糖鎖の逐次的カップリング反応による合成

を経由する試みは、反応式Ｙ

の試みも、目的化合物（Ｃ）が得られないために実現で

【００２０】

きなかった。更に、更に、反応式Ｙによる受容体の合成

【化７】

【００２１】ために実現できなかった。前記本発明の特

Ｉ．本発明の目的化合物である式１α、βの化合物を製

徴および前記工夫については、具体的には、実施例に記

造する方法を反応式１にしたがって説明する。

載の反応工程から理解されるであろう。

【００２３】

【００２２】

【化８】

【実施例】実施例１

に至る

( 8 )
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【００２４】式Ｓ2 の化合物から式２の化合物（４−メ

l，2.48mol）を加え３０分間加熱還流した。放冷後トリ

トキシフェニル

エチルアミン（350ml）を加え、溶媒を留去し、残渣に

２，４，６−トリ−Ｏ−アセチル−３

−Ｏ−アリル−β−Ｄ−ガラクトピラノシド）を得る市

ピリジン（300ml）と無水酢酸（300ml）を加え、室温で

販の１，２，３，４，６ーペンタアセチルーβーＤーガ

一晩撹拌した。この溶液に破砕氷（100g）を加え数時間

ラクトピラノース（Ｓ1 ）から文献〔F. Goto and T. Og

撹拌した。反応液をクロロホルムで希釈して、有機層を

awa, Tetrahedron Lett., 33 (35) 5099 (1992)〕に従
って得られる式Ｓ2 の化合物（54.1g，165mmol）をトル

飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄
40

し、無水硫酸マグネシウムで乾燥、ろ過後、溶媒を減圧

エン（400ml）とＴＨＦ（400ml）に懸濁させ、酸化ｎ−

留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー

ジブチルすず（49.6g，199mmol）を加え、水分分離装置

（Ｃ−２００，1200g，ヘキサン−酢酸エチル１：１〜

を装着し６時間加熱還流した。放冷後溶媒を留去し、残

１：５）で精製し、式２の化合物（58.4g、72％）を得

渣にＴＨＦ（400ml）、テトラｎ−ブチルアンモニウム

た。

ブロミド（5.31g，16.5mmol）、アリルブロミド（210m
式２の化合物
Ｒｆ

０．６４

融点

１３０−１３１℃

〔α〕D
元素分析

（トルエン−酢酸エチル１：３）
（ヘキサン−酢酸エチルから再結晶）

＋２３．６０（ｃ １．５２、クロロホルム）
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計算値（C2 2 H2 8 01 0 ）
実測値

C:58.39，H:6.26
C:58.38，H:6.25

Ｈ−NMRデータ：シフト値はppm、結合定数（Ｊ）はHzで

の化合物を得る式２の化合物（590.6mg、1.31mmol）を

表す。基準はテトラメチルシラン〔(ＣＨ3 )4 Ｓｉ=０pp

メタノール（4ml）に溶解し、トリエチルアミン（2m

m〕。測定は重クロロホルム（ＣＤＣｌ3 ）中２５℃で行

l）、水（2ml）を加えて室温で１６時間撹拌した。減圧

った。

留去した残渣をジメチルホルムアミド（8ml）に溶解

４．８６（Ｈ−１）、５．３４（Ｈ−２、Ｊ1 , 2 ＝８．

し、イミダゾール（216.6mg、3.18mmo1）とｔ−ブチル

０５、Ｊ2 , 3 ＝１０．０１）、３．５９（Ｈ−３、Ｊ3 , 4

クロロジフェニルシラン（0.55ml、2.11mmol）を加え１

＝３．６６）、５．４６（Ｈ−４）、３．９０〜３．９
６（Ｈ−５，６ａ）、４．１３〜４．２４（Ｈ−６ｂ、

９時間撹拌した。反応液を酢酸エチルで希釈し、炭酸水
10

素ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有

ＯＣＨ2 ＣＨＣＨ2 ）、５．７５〜５．８５（ＯＣＨ2 Ｃ

機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順

ＨＣＨ2 ），５．１７〜５．２８（ＯＣＨ2 ＣＨＣ

次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥、ろ過後、溶媒

Ｈ2 ），２．０８，２．１１，２．１７（３ＯＣＯＣ

を減圧留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラ

Ｈ3 ），３．７７（ＯＣＨ3 ），６．７９〜６．８３，

フィー（Ｃ−２００，40g，トルエン−酢酸エチル２

６．９３〜６．９７（Ｐｈ）。

０：１〜１：１）で精製し、式３の化合物（670.6mg、8

【００２５】式２の化合物から式３の化合物および式４

5％）と式４の化合物（77.0mg、10％）を得た。

式３の化合物
Ｒｆ

０．６５

（トルエン−酢酸エチル

融点

１１６℃

（ヘキサンー酢酸エチルから再結晶）

〔α〕D

２：１）

＋３．９６０（ｃ ０．９１、クロロホルム）

元素分析
計算値（C3 4 H4 2 SiO8 ）
実測値

C:67.29，H:6.69

C:67.41，H:7.02

式４の化合物
Ｒｆ

０．３９

〔α〕D

（トルエン−酢酸エチル

２：１）

−１３．２０（ｃ １．１４５、クロロホルム）

元素分析
計算値（C3 2 H4 0 SiO8 ）
実測値

C:68.04，H:7.15

C:67.77，H:7.18

【００２６】式３の化合物から式５の化合物を得る式３
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素ナトリウム水溶液を加え、有機層を飽和炭酸水素ナト

の化合物（497.3mg、0.819mmol）をピリジン（5ml）に

リウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグ

溶解し、塩化ｐ−メチルベンゾイル（0.32ml、2.46mmo

ネシウムで乾燥、ろ過後、溶媒を減圧留去した。残渣を

l）と触媒量のジメチルアミノピリジンを加えて室温で

シリカゲルカラムクロマトグラフィー（Ｃ−２００，50

一晩撹拌した。この溶液にメタノール（1ml）を加え４

g，ヘキサン〜ヘキサンー酢酸エチル

時間撹拌した。反応液をクロロホルムで希釈し、炭酸水

し、式５の化合物（576.4mg、97％）を得た。

２：１）で精製

式５の化合物
Ｒｆ

０．５０

〔α〕D

（ヘキサン−酢酸エチル

２：１）

＋33．50（cl．55、クロロホルム）

元素分析
計算値（C4 2 H4 8 SiO9 ）
実測値

C:69.58，H:6.69

C:69.66，H:6.69

【００２７】式５の化合物から式６の化合物を得る触媒

浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥、ろ過後、溶媒を減

量のイリジウム錯体〔Ｉｒ（COD）（Ph2 MeP）2 PF6 〕をT

圧留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ

HF（5ml）に懸濁させ、水素置換して赤色が消失するま

ー（Ｃ−２００，１２ｇ，ヘキサン−酢酸エチル

で撹拌した。その後。脱気、アルゴン置換を数回行い、

０：１〜１：１）で精製し、式６の化合物（322.7mg、9

化合物５（346.2mg、0.478mmol）のＴＨＦ（６mL）を加

9％）を得た。

え、室温で一晩撹拌した。氷冷して水（7.2ml）、炭酸

式６の化合物

水素ナトリウム（1.52g、18.1mmol）、ヨウ素（242mg、

Ｒｆ

0.95mmol）を順次加え撹拌した。３０分後反応液をクロ

〔α〕D

ロホルムで希釈して、有機層をハイポ、飽和食塩水で洗

50

３

０．４８ （ヘキサン−酢酸エチル1：1）

元素分析

−０．２３０（ｃ １．７２、クロロホルム）

( 10 )

特許第３２６８２９９号
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計算値（C3 9 H4 4 SiO9 ・0.1H2 0）
実測値

C:67.89，H:6.47

【００２９】式８の化合物から式９の化合物を得る式８

C:67.89，H:6.45

の化合物（312.0mg、0.307mmol）のアセトニトリル（20

【００２８】式６の化合物と式７の化合物から式８の化

mL）と水（5mL）の溶液に硝酸二アンモニウムセリウム

合物を得る式７の化合物〔公知化合物：P.H.Amvam‑Zoll

（843mg、1.54mmol）を加え、０℃で５０分間撹拌し

o and P.Sinay,Carbohydr.Res.,150,199(1986)〕（195.

た。この溶液にクロロホルムと適当量の飽和食塩水を加

9mg、0．398mmol）と式６の化合物（169.5mg、0.247mmo

え、クロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗

1）のジクロロメタン（10ml）溶液に乾燥モレキュラー

浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥、ろ過後、溶媒を減

シーブスAW300（1．2g）を加え、室温で35分間撹拌し

圧留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ

た。この懸濁液を−２００℃に冷却し、トリフルオロメ
タンスルホン酸トリメチルシリル（50μL、0.28mmol）

ー（Ｃ−２００，２５ｇ，ヘキサン−酢酸エチル
10

４：

１〜１：５）で精製し、化合物９（260.5mg、93％）を

を加えた。２時間で連続的に８０℃まで昇温させ、反応

得た。式９の化合物はそれ以上精製せず、そのまま次の

液をクロロホルムで希釈して、適当量の飽和炭酸水素ナ

反応に用いた。

トリウム水溶液を加えた。不溶物をろ別し、クロロホル

式９の化合物

ムで抽出した。有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶

Ｒｆ

液、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで

【００３０】式９の化合物から式１β及び１αの化合物

乾燥、ろ過後、溶媒を減圧留去した。残渣をゲルろ過

を得る式９の化合物（260.5mg、0.287mmol）のジクロロ

（Ｓ−Ｘ１，2．8φ×８９ｃｍ、トルエン）で分離後、

メタン（6mL）溶液にトリクロロアセトニトリル（1.6m

シリカゲルカラムクロマトグラフィー（Ｃ−３００，１

L）を加え０℃に冷却し、撹拌しつつ１，８−ジアザビ

０g，ヘキサン−酢酸エチル

シクロ〔5.4.0〕−７−ウンデセンを１滴を加え、同温

４：１〜１：３）で精製

し、式８の化合物（108.8mg、43％）を得た。

20

式８の化合物
Ｒｆ

（ヘキサン−酢酸エチル１：１）

で３０分、室温で２０分間撹拌した。反応液は直接シリ
ｇ，ヘキサン−酢酸エチル

＋２６．４０（ｃ １．１２、クロロホルム）

１０：１〜１：１）で精製

し、化合物１（279.3mg、93％）〔βとαの混合物（積

元素分析

分比で約７：３）〕を得た。式１β及び１αの混合物は

計算値（C5 3 H6 2 SiO8 ・0.5H2 0）
実測値

１：１）

カゲルカラムクロマトグラフィー（Ｃ−２００，６０

０．２６

〔α〕D

０．１８ （ヘキサン−酢酸エチル

C:62.15, H:6.21

互いに分離できなかったのでそれ以上精製せず、そのま

C:62,24，H:6.16

ま次の反応に用いた。

式１（β）の化合物
Ｒｆ

０．３９，０．２９

（ヘキサン−酢酸エチル

1

タ（400MHzを用いた Ｈ ＮＭＲ）を示す。シフト値はpp

１：１）

1

【００３１】ここに、前記目的化合物のＨ−ＮＭＲデー

（Ｇａｌ −２、Ｊ2 , 3 ＝１０．４９）、４．３８（Ｇａ
30

1

1

ｌ −３、Ｊ3 , 4 ＝３．４２）、５．８８（Ｇａｌ −
1

1

m，結合定数（Ｊ）はＨｚで表す。基準はテトラメチル

４）、４．３４（Ｇａｌ −５）、３．６８（Ｇａｌ −

シラン〔（ＣＨ3 ）Ｓｉ4 =0ppm〕。重クロロホルム（Ｃ

６ａ、Ｊ5 , 6 a ＝６．８３、Ｊ6 a , 6 b ＝１０．７３）、

ＤＣｌ3 ）中２５℃で行った。プロトンについては、例

３．７７（Ｇａｌ −６ｂ、Ｊ5 , 6 b ＝６．１０）、４．

1

2

2

えばＧａｌ −３の如く表示し、これは還元末端から２

７２（Ｇａｌ −１、Ｊ1 , 2 ＝７．８１）、５．０９（Ｇ
2

2

番目のガラクトース残基の３位のプロトンを意味する。

ａｌ −２、Ｊ2 , 3 ＝１０．４９）、４．９６（Ｇａｌ

化合物１β

−３、Ｊ3 , 4 ＝３．４２）、５．３３（Ｇａｌ −４）、

2

1

2

５．８７（Ｇａｌ −１、Ｊ1 , 2 ＝８．２９）、５．６０

３．９１（Ｇａｌ −５、Ｊ5 , 6 a ＝Ｊ５，６ｂ＝７．２

1

2

（Ｇａｌ −２、Ｊ2 , 3 ＝１０．００）、４．０８（Ｇａ
1

０）、４．０４〜４．１９（Ｇａｌ −６）、８．６５

1

ｌ −３）、５．７５（Ｇａｌ −４、Ｊ3 , 4 ＝３．１
1

（ＮＨ）。１βと１αのどちらのものとは断定できない
1

７）、３．９９（Ｇａｌ −５）、３．７４（Ｇａｌ −

40

1

以下のピークも認められた。０．９９〔Ｃ（Ｃ

６ａ、Ｊ5 , 6 a ＝６．５９）、３．８３（Ｇａｌ −６

Ｈ3 ）3 〕，１．９２，１．９３，１．９４，２．０５，

ｂ、Ｊ5 , 6 b ＝５．６１、Ｊ6 a , 6 b ＝１０．７３）、４．

２．０５，２．０８，２．０８，２．０８，２．１０，

2

６５（Ｇａｌ −１、Ｊ1 , 2 ＝７．８１）、５．０３（Ｇ
2

ａｌ −２、Ｊ2 , 3 ＝１０．４９）、４．９２（Ｇａｌ

２．１１（ＯＣＯＣＨ3 ），２．４２（ＰｈＣＨ3 ），

2

７．２３〜７．４０，７．５４〜５．６１，７．８８，

2

−３、Ｊ3 , 4 ＝３．４２）、５．３２（Ｇａｌ −４）、

７．９０（Ｐｈ）。

2

３．８７（Ｇａｌ −５、Ｊ5 , 6 a ＝Ｊ5 , 6 b ＝７．５

【００３２】

2

７）、４．０４〜４．１９（Ｇａｌ −６）、８．６８

【発明の効果】以上述べたように、本発明は、新規なオ

（ＮＨ）。

リゴ糖を得るのに有用な糖供与体、受容体を提供するも

化合物１α

のであり、オリゴ糖のライブラリーの豊富化に役立つこ
1

６．６２（Ｇａｌ −１、Ｊ1 , 2 ＝３．６６）、５．４４

50

とによって、ＧＡＧの生合成機構の解明や新しい医薬品

( 11 )

特許第３２６８２９９号

21
の開発を始めとする生化学・医学・薬学分野へ効果がも

22
たらされる。
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