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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
式：
【化１】
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[式中、
Ｒ１は、置換されていてもよいアルキル基、または置換されていてもよいアリール基を示
し、
Ｒ２は、置換されていてもよいＣ１−６アルキル基を示すか、または２個のＲ２は、互い
に結合して、それらが結合する窒素原子とともに環を形成してもよく、
Ａｒは、置換されていてもよい芳香環基を示し、および
Ｘ‑は、求核性のない対アニオンを示す。]
で表される化合物（ただし、Ｎ−（４，６−ジエトキシ−１，３，５−トリアジン−２−
イル）−Ｎ−ベンジル−Ｎ，Ｎ−ジメチルアンモニウム
【請求項２】

ペルクロラートを除く）。
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Ｒ１が、置換されていてもよいＣ１−２０アルキル基、または置換されていてもよいＣ
６−１０アリール基である、請求項１記載の化合物。

【請求項３】
Ｒ１が、置換されていてもよいフェニル基である、請求項１記載の化合物。
【請求項４】
Ｒ２が、Ｃ１−６アルキル基である、請求項１〜３のいずれか１項に記載の化合物。
【請求項５】
２個のＲ２が、互いに結合して、それらが結合する窒素原子とともに、４〜８員環を形
成する、請求項１〜３のいずれか１項に記載の化合物。
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【請求項６】
２個のＲ２が、互いに結合して、それらが結合する窒素原子とともに、モルホリン環を
形成する、請求項５記載の化合物。
【請求項７】
Ａｒが、置換されていてもよいフェニル基である、請求項１〜６のいずれか１項に記載
の化合物。
【請求項８】
Ｘ‑が、置換されていてもよいアルキルスルホナート、置換されていてもよいアリール
スルホナート、ペルクロラート、テトラフルオロボラート、ヘキサフルオロホスフェート
、ヘキサフルオロアンチモナート、テトラフェニルボラート、およびアルセナートからな
る群より選択される対アニオンである、請求項１〜７のいずれか１項に記載の化合物。
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【請求項９】
Ｘ‑が、ハロゲン原子により置換されていてもよいアルキルスルホナートである、請求
項８に記載の化合物。
【請求項１０】
Ｘ‑が、トリフルオロメタンスルホナートである、請求項９記載の化合物。
【請求項１１】
Ｎ−（４，６−ジフェノキシ−１，３，５−トリアジン−２−イル）−Ｎ−ベンジルモ
ルホリニウム

トリフルオロメタンスルホナートである、請求項１記載の化合物。

【請求項１２】
請求項１〜１１のいずれか１項に記載の化合物からなるアリールメチル化剤。
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【請求項１３】
請求項１〜１１のいずれか１項に記載の化合物を用いる求核化合物のアリールメチル化
方法。
【請求項１４】
求核化合物が、アルコール、チオール、アミン、セレノール、ホスフィン、芳香族化合
物、アミド、およびβ−ジカルボニル化合物からなる群より選択される化合物である、請
求項１３記載の方法。
【請求項１５】
求核化合物が、アルコールである、請求項１３記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、新規なトリアジン化合物、および該化合物を用いる新規なアリールメチル化
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
アリールメチル基（例えば、ベンジル基）は、ヒドロキシ基、メルカプト基、アミノ基
等の各種官能基の保護基として、また各種生物活性化合物合成におけるビルディングユニ
ットとして有用な基である。
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特に、ヒドロキシ基のベンジル化により生成するベンジルエーテル基（およびベンジル
部分が改変されたアリールメチルエーテル基）は、広範な実験条件下において安定で脱保
護されず、またパラジウム等の金属触媒を用いた接触還元（水素添加）条件下で容易に除
去可能であり、かつ除去後はトルエンになるので、脱保護された化合物の精製（濾過及び
蒸発）も容易であること等から、有機合成において、最も汎用かつ重要なヒドロキシ基の
保護基である。
【０００３】
ヒドロキシ基のアリールメチル化方法としては、これまで主に、（１）アルカリ金属ア
ルコキシドとハロゲン化ベンジルとのＳＮ２型反応による、ウィリアムソン（Ｗｉｌｌｉ
ａｍｓｏｎ）エーテル合成、および（２）トリフルオロメタンスルホン酸により促進され
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るベンジルトリクロロアセトイミデートを用いるカップリングによる方法の２つの代表的
な方法が知られている（非特許文献１）。しかし、上記方法は、強塩基性条件下、または
酸性条件下のいずれかで反応させることが必要であり、例えば、強塩基性または酸性で不
安定化するか、あるいは分解する官能基を分子内に含むアルコール類等の保護には適用す
ることができない。また、前記方法（１）で使用されるハロゲン化ベンジルは、発がん性
や催涙性があり、健康面等から好ましくない。
【０００４】
ハロゲン化ベンジルを用いるベンジル化方法の別法として、酸化銀（Ａｇ２Ｏ）を触媒
として用いる方法も報告されている（非特許文献２）。しかし、酸化銀が高価であるため
、コスト面での課題が大きい。
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【０００５】
上記以外のヒドロキシ基のアリールメチル化方法として、最近、２−ベンジロキシ−１
−メチルピリジニウム

トリフルオロメタンスルホナートを使用するヒドロキシ基へのベ

ンジル基導入方法が報告された（非特許文献３、非特許文献４、特許文献１、および特許
文献２）。当該方法は、中性条件下で反応が進行するので実験室レベルでは有用であるが
、トリフルオロメチルベンゼン中、２４時間加熱還流条件下（約１００℃）で行う必要が
あるため、大量合成には適さない。
【０００６】
一方、これまでに、Ｎ−トリアジニルメチルピペリジニウム塩、Ｎ−トリアジニルメチ
ルキヌクリジニウム塩、およびＮ−トリアジニルメチルモルホリニウム塩は、ペプチド合

30

成における縮合剤として有用であることが報告されているが（非特許文献５〜７）、アリ
ールメチル基の導入されたＮ−トリアジニルアンモニウム塩、Ｎ−トリアジニルピペリジ
ニウム塩、またはＮ−トリアジニルモルホリニウム塩の合成例については、いずれも報告
されていない。
【０００７】
ベンジル基の導入されたＮ−トリアジニルアンモニウム塩の合成を試みた例が１例報告
されているが（非特許文献８）、４級アミノ化反応の際の脱離基が対アニオンとなり、該
対アニオンがベンジル基を捕捉してしまうため、ベンジル基の導入されたＮ−トリアジニ
ルアンモニウム塩は、未だ合成されていない。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許第７７５４９０９号明細書
【特許文献２】米国特許第７９６０５５３号明細書
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition,
Vol.2, May 19, 2009, WILEY
【非特許文献２】Tetrahedron Lett., 1997, 38, p.5945‑5948
【非特許文献３】J. Org. Chem., 2006, 71, p.3923‑3927
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【非特許文献４】Chem. Commun., 2007, p.1436‑1437
【非特許文献５】Tetrahedron Lett., 1999, 40, p.5327‑5330
【非特許文献６】Tetrahedron Lett., 2002, 43, p.3323‑3326
【非特許文献７】J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, p.16912‑16920
【非特許文献８】Polish J. Chem., 2008, 82, p.2115‑2123
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
本発明の目的は、従来法に比較して取扱いが容易で、酸も強塩基も添加することなく、
中性緩和な条件下で速やかにアリールメチル化を行うことができる新規かつ実用的なアリ
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ールメチル化剤、およびそれを用いるアリールメチル化方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明者らは、かかる状況下、鋭意検討を重ねた結果、下記の式：
【００１２】
【化１】
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【００１３】
[式中、
Ｒ１は、置換されていてもよいアルキル基、または置換されていてもよいアリール基を示
し、
Ｒ２は、置換されていてもよいＣ１−６アルキル基を示すか、または２個のＲ２は、互い
に結合して、それらが結合する窒素原子とともに環を形成してもよく、
Ａｒは、置換されていてもよい芳香環基を示し、および
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‑

Ｘ は、求核性のない対アニオンを示す。]
で表される化合物［以下、化合物（Ｉ）と称する場合がある］が、取扱いが容易な固体と
して得られることを初めて見出した。本発明者らは、また化合物（Ｉ）が中性緩和な条件
下で、速やかに収率良く求核化合物のアリールメチル化反応を進行させることができるこ
とを見出し、新規なアリールメチル化剤として有用であることも初めて見出し、本発明を
完成するに至った。
すなわち、本発明は以下の通りである。
［１］

式：

【００１４】
【化２】
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【００１５】
[式中、
Ｒ１は、置換されていてもよいアルキル基、または置換されていてもよいアリール基を示
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し、
Ｒ２は、置換されていてもよいＣ１−６アルキル基を示すか、または２個のＲ２は、互い
に結合して、それらが結合する窒素原子とともに環を形成してもよく、
Ａｒは、置換されていてもよい芳香環基を示し、および
Ｘ‑は、求核性のない対アニオンを示す。]
で表される化合物。
Ｒ１が、置換されていてもよいＣ１−２０アルキル基、または置換されていても

［２］

よいＣ６−１０アリール基である、上記［１］記載の化合物。
［３］

Ｒ１が、置換されていてもよいフェニル基である、上記［１］記載の化合物。

［４］

Ｒ２が、Ｃ１−６アルキル基である、上記［１］〜［３］のいずれかに記載の化
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合物。
２個のＲ２が、互いに結合して、それらが結合する窒素原子とともに、４〜８員

［５］

環を形成する、上記［１］〜［３］のいずれかに記載の化合物。
２個のＲ２が、互いに結合して、それらが結合する窒素原子とともに、モルホリ

［６］

ン環を形成する、上記［５］記載の化合物。
［７］

Ａｒが、置換されていてもよいフェニル基である、上記［１］〜［６］のいずれ

かに記載の化合物。
Ｘ‑が、置換されていてもよいアルキルスルホナート、置換されていてもよいア

［８］

リールスルホナート、ペルクロラート、テトラフルオロボラート、ヘキサフルオロホスフ
ェート、ヘキサフルオロアンチモナート、テトラフェニルボラート、およびアルセナート
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からなる群より選択される対アニオンである、上記［１］〜［７］のいずれかに記載の化
合物。
Ｘ‑が、ハロゲン原子を有していてもよいＣ１−６アルキルスルホナートである

［９］

、上記［８］記載の化合物。
［１０］

Ｘ‑が、トリフルオロメタンスルホナートである、上記［９］記載の化合物。

［１１］

Ｎ−（４，６−ジフェノキシ−１，３，５−トリアジン−２−イル）−Ｎ−ベ

ンジルモルホリニウム

トリフルオロメタンスルホナートである、上記［１］記載の化合

物。
［１２］

上記［１］〜［１１］のいずれかに記載の化合物からなるアリールメチル化剤
30

。
［１３］

上記［１］〜［１１］のいずれかに記載の化合物を用いる求核化合物のアリー

ルメチル化方法。
［１４］

求核化合物が、アルコール、チオール、アミン、セレノール、ホスフィン、芳

香族化合物、アミド、およびβ−ジカルボニル化合物からなる群より選択される化合物で
ある、上記［１３］記載の方法。
［１５］

求核化合物が、アルコールである、上記［１３］記載の方法、

等に関する。
【発明の効果】
【００１６】
本発明によれば、化合物（Ｉ）を簡便かつ収率良く合成することができ、取扱いが容易

40

な固体として提供することができる。また、本発明の化合物（Ｉ）は、中性緩和な条件下
でアルコールをはじめとする種々の求核化合物のアリールメチル化を高収率で進行させる
ことができるので、アリールメチル化剤として有用である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
以下、本発明について詳細に説明する。
【００１８】
（定義）
【００１９】
本明細書中、「ハロゲン原子」とは、フッ素原子、塩素原子、臭素原子又はヨウ素原子
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を意味する。
【００２０】
本明細書中、「アルキル基」としては、直鎖状または分岐鎖状の炭素原子数１以上のア
ルキル基が挙げられ、特に炭素数範囲の限定がない場合には、好ましくはＣ１−２０アル
キル基であり、中でも、Ｃ１−１２アルキル基が好ましく、Ｃ１−８アルキル基がより好
ましく、Ｃ１−６アルキル基が特に好ましい。
【００２１】
本明細書中、「Ｃ１−２０アルキル基」とは、直鎖又は分岐鎖の炭素原子数１〜２０の
アルキル基を意味し、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソ
ブチル、ｓｅｃ−ブチル、ｔｅｒｔ−ブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、
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１−エチルプロピル、ヘキシル、イソヘキシル、１，１−ジメチルブチル、２，２−ジメ
チルブチル、３，３−ジメチルブチル、２−エチルブチル、ヘプチル、オクチル、ノニル
、デシル、ウンデシル、ドデシル、トリデシル、エイコシル等が挙げられる。
【００２２】
本明細書中、「Ｃ１−１２アルキル基」とは、直鎖又は分岐鎖の炭素原子数１〜１２の
アルキル基を意味し、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソ
ブチル、ｓｅｃ−ブチル、ｔｅｒｔ−ブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、
１−エチルプロピル、ヘキシル、イソヘキシル、１，１−ジメチルブチル、２，２−ジメ
チルブチル、３，３−ジメチルブチル、２−エチルブチル、ヘプチル、オクチル、ノニル
、デシル、ウンデシル、ドデシル等が挙げられる。
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【００２３】
本明細書中、「Ｃ１−８アルキル基」とは、直鎖又は分岐鎖の炭素原子数１〜８のアル
キル基を意味し、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチ
ル、ｓｅｃ−ブチル、ｔｅｒｔ−ブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、１−
エチルプロピル、ヘキシル、イソヘキシル、１，１−ジメチルブチル、２，２−ジメチル
ブチル、３，３−ジメチルブチル、２−エチルブチル、ヘプチル、オクチル等が挙げられ
る。
【００２４】
本明細書中、「Ｃ１−６アルキル基」とは、直鎖又は分岐鎖の炭素原子数１〜６のアル
キル基を意味し、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチ
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ル、ｓｅｃ−ブチル、ｔｅｒｔ−ブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、１−
エチルプロピル、ヘキシル、イソヘキシル、１，１−ジメチルブチル、２，２−ジメチル
ブチル、３，３−ジメチルブチル、２−エチルブチル等が挙げられる。
【００２５】
本明細書中、「アリール基」は、芳香族性を示す単環式あるいは多環式（縮合）の炭化
水素基を意味し、具体的には、例えば、フェニル、１−ナフチル、２−ナフチル、ビフェ
ニリル、２−アンスリル等のＣ６−１４アリール基を示す。中でもＣ６−１０アリール基
が好ましい。
【００２６】
本明細書中、「Ｃ６−１０アリール基」とは、例えば、フェニル、１−ナフチル、２−
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ナフチルを示し、フェニルが特に好ましい。
【００２７】
本明細書中、「置換されていてもよい芳香環基」における「芳香環」とは、Ｃ６−１４
芳香族炭化水素または芳香族複素環を示す。
本明細書中、「Ｃ６−１４芳香族炭化水素」とは、「Ｃ６−１４アリール基」に対応す
る環を示す。Ｃ６−１４芳香族炭化水素としては、「Ｃ６−１０アリール基」に対応する
環が好ましく、ベンゼンが特に好ましい。
本明細書中、「芳香族複素環」とは、「芳香族複素環基」に対応する環を示す。なかで
も、単環式芳香族複素環が好ましく、５または６員の単環式芳香族複素環が特に好ましい
。
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本明細書中、該「芳香環」は、置換可能な位置に、置換基を有していてもよい。置換基
の数は、置換可能な数であれば特に限定されないが、好ましくは１ないし５個、より好ま
しくは１ないし３個である。複数の置換基が存在する場合、各置換基は、同一でも異なっ
ていてもよい。
【００２８】
本明細書中、「芳香族複素環基」とは、環構成原子として炭素原子に加えて、酸素原子
、硫黄原子及び窒素原子から選ばれるヘテロ原子を１乃至４個含有する、芳香族性を示す
単環式又は多環式（縮合）複素環基を意味する。
【００２９】
本明細書中、「単環式芳香族複素環基」としては、例えば、フリル、チエニル、ピリジ
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ル、ピリミジニル、ピリダジニル、ピラジニル、ピロリル、イミダゾリル、ピラゾリル、
チアゾリル、イソチアゾリル、オキサゾリル、イソオキサゾリル、オキサジアゾリル（１
，２，４−オキサジアゾリル、１，３，４−オキサジアゾリル）、チアジアゾリル（１，
２，４−チアジアゾリル、１，３，４−チアジアゾリル）、トリアゾリル（１，２，４−
トリアゾリル、１，２，３−トリアゾリル）、テトラゾリル、トリアジニル等が挙げられ
る。中でも、５又は６員の単環式芳香族複素環基が好ましく、ピリジルが特に好ましい。
。
【００３０】
本明細書中、「多環式（縮合）芳香族複素環基」とは、上記単環式芳香族複素環基が、
単環式芳香族環（好ましくは、ベンゼン環又は単環式芳香族複素環）と縮合した基を意味
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し、例えば、キノリル、イソキノリル、キナゾリル、キノキサリル、ベンゾフラニル、ベ
ンゾチエニル、ベンズオキサゾリル、ベンズイソオキサゾリル、ベンゾチアゾリル、ベン
ゾイソチアゾリル、ベンズイミダゾリル、ベンゾトリアゾリル、インドリル、インダゾリ
ル、ピロロピリジル、ピラゾロピリジル、イミダゾピリジル、チエノピリジル、ピロロピ
ラジニル、ピラゾロピラジニル、イミダゾピラジニル、チエノピラジニル、ピロロピリミ
ジニル、ピラゾロピリミジニル、イミダゾピリミジニル、チエノピリミジニル、ピラゾロ
チエニル等が挙げられる。
【００３１】
本明細書中、「Ｃ７−１４アラルキル」とは、「Ｃ１−４アルキル基」に「Ｃ６−１０
アリール基」が置換した基を意味し、例えば、ベンジル、１−フェニルエチル、２−フェ
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ニルエチル、（ナフチル−１−イル）メチル、（ナフチル−２−イル）メチル、１−（ナ
フチル−１−イル）エチル、１−（ナフチル−２−イル）エチル、２−（ナフチル−１−
イル）エチル、２−（ナフチル−２−イル）エチル、ビフェニリルメチル等が挙げられる
。
【００３２】
本明細書中、「Ｃ２−６アルケニル基」とは、直鎖又は分岐鎖の炭素原子数２〜６のア
ルケニル基を意味し、例えば、エテニル、１−プロペニル、２−プロペニル、２−メチル
−１−プロペニル、１−ブテニル、２−ブテニル、３−ブテニル、３−メチル−２−ブテ
ニル、１−ペンテニル、２−ペンテニル、３−ペンテニル、４−ペンテニル、４−メチル
−３−ペンテニル、１−ヘキセニル、３−ヘキセニル、５−ヘキセニル等が挙げられる。

40

中でも、特にＣ２−４アルケニル基が好ましい。
【００３３】
本明細書中、「Ｃ２−６アルキニル基」とは、直鎖又は分岐鎖の炭素原子数２〜６のア
ルキニル基を意味し、例えば、エチニル、１−プロピニル、２−プロピニル、１−ブチニ
ル、２−ブチニル、３−ブチニル、１−ペンチニル、２−ペンチニル、３−ペンチニル、
４−ペンチニル、１−ヘキシニル、２−ヘキシニル、３−ヘキシニル、４−ヘキシニル、
５−ヘキシニル等が挙げられる。中でも、Ｃ２−４アルキニル基が好ましい。
【００３４】
本明細書中、「Ｃ３−８シクロアルキル基」としては、炭素原子数３〜８の環状アルキ
ル基を意味し、例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシ
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ル、シクロヘプチル、シクロオクチル等が挙げられる。中でも、Ｃ３−６シクロアルキル
基が好ましい。
【００３５】
本明細書中、「Ｃ１−６アルコキシ基」とは、直鎖又は分岐鎖の炭素原子数１〜６のア
ルコキシ基を意味し、例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブト
キシ、イソブトキシ、ｓｅｃ−ブトキシ、ｔｅｒｔ−ブトキシ、ペンチルオキシ、イソペ
ンチルオキシ、ネオペンチルオキシ、ヘキシルオキシ等が挙げられる。中でも、Ｃ１−４
アルコキシ基が好ましい。
【００３６】
本明細書中、「Ｃ６−１０アリールオキシ基」とは、酸素原子に「Ｃ６−１０アリール
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基」が結合した基を意味し、例えば、フェノキシ、１−ナフチルオキシ、２−ナフチルオ
キシ等が挙げられる。中でも、フェノキシ基が好ましい。
【００３７】
本明細書中、「Ｃ１−６アルキルチオ基」とは、直鎖又は分岐鎖の炭素原子数１〜６の
アルキルチオ基を意味し、例えば、メチルチオ、エチルチオ、プロピルチオ、イソプロピ
ルチオ、ブチルチオ、イソブチルチオ、ｓｅｃ−ブチルチオ、ｔｅｒｔ−ブチルチオ、ペ
ンチルチオ、イソペンチルチオ、ネオペンチルチオ、ヘキシルチオ等が挙げられる。中で
も、Ｃ１−Ｃ４アルキルチオ基が好ましい。
【００３８】
本明細書中、「Ｃ６−１０アリールチオ基」とは、硫黄原子に「Ｃ６−１０アリール基
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」が結合した基を意味し、例えば、フェニルチオ、１−ナフチルチオ、２−ナフチルチオ
等が挙げられる。中でも、フェニルチオ基が好ましい。
【００３９】
本明細書中、「Ｃ１−６アルキル−カルボニル基」とは、−Ｃ＝Ｏ−に「Ｃ１−６アル
キル基」が結合した基を意味し、例えば、メチルカルボニル、エチルカルボニル、プロピ
ルカルボニル、イソプロピルカルボニル、ブチルカルボニル、イソブチルカルボニル、ｓ
ｅｃ−ブチルカルボニル、ｔｅｒｔ−ブチルカルボニル、ペンチルカルボニル、イソペン
チルカルボニル、ネオペンチルカルボニル、ヘキシルカルボニル等が挙げられる。中でも
、Ｃ１−４アルキル−カルボニル基が好ましい。
【００４０】

30

本明細書中、「Ｃ６−１０アリール−カルボニル基」とは、−Ｃ＝Ｏ−に「Ｃ６−１０
アリール基」が結合した基を意味し、例えば、ベンゾイル、１−ナフトイル、２−ナフト
イル等が挙げられる。中でも、ベンゾイル基が好ましい。
【００４１】
本明細書中、「Ｃ１−６アルコキシ−カルボニル基」とは、−Ｃ＝Ｏ−に「Ｃ１−６ア
ルコキシ基」が結合した基を意味し、例えば、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル
、プロポキシカルボニル、イソプロポキシカルボニル、ブトキシカルボニル、イソブトキ
シカルボニル、ｓｅｃ−ブトキシカルボニル、ｔｅｒｔ−ブトキシカルボニル、ペンチル
オキシカルボニル、イソペンチルオキシカルボニル、ネオペンチルオキシカルボニル、ヘ
キシルオキシカルボニル等が挙げられる。中でも、Ｃ１−４アルコキシ−カルボニル基が
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好ましい。
【００４２】
本明細書中、「Ｃ２−６アルケニルオキシ−カルボニル基」とは、−Ｃ＝Ｏ−に「Ｃ２
−６アルケニルオキシ基」が結合した基を意味し、例えば、ビニルオキシカルボニル、ア

リルオキシカルボニル、２−メチル−１−プロペニルオキシカルボニル、１−ブテニルオ
キシカルボニル、２−ブテニルオキシカルボニル、３−ブテニルオキシカルボニル、１−
ペンテニルオキシカルボニル、１−ヘキセニルオキシカルボニル等が挙げられる。中でも
、特にアリルオキシカルボニル基が好ましい。
【００４３】
本明細書中、「Ｃ６−１０アリールオキシ−カルボニル基」とは、−Ｃ＝Ｏ−に「Ｃ６
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−１０アリールオキシ基」が結合した基を意味し、例えば、フェノキシカルボニル、１−

ナフチルオキシカルボニル、２−ナフチルオキシカルボニル等が挙げられる。中でも、フ
ェノキシカルボニル基が好ましい。
【００４４】
本明細書中、「Ｃ７−１４アラルキルオキシ−カルボニル基」とは、−Ｃ＝Ｏ−に「Ｃ
７−１４アラルキルオキシ基」が結合した基を意味し、例えば、ベンジルオキシカルボニ

ル、１−ナフチルメチルオキシカルボニル、２−ナフチルメチルオキシカルボニル等が挙
げられる。中でも、ベンジルオキシカルボニル基が好ましい。
【００４５】
本明細書中、「Ｃ１−６アルキルスルホニル基」とは、−Ｓ（Ｏ）２−に「Ｃ１−６ア
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ルキル基」が結合した基を意味し、例えば、メチルスルホニル、エチルスルホニル、プロ
ピルスルホニル、イソプロピルスルホニル、ブチルスルホニル、イソブチルスルホニル、
ｓｅｃ−ブチルスルホニル、ｔｅｒｔ−ブチルスルホニル、ペンチルスルホニル、イソペ
ンチルスルホニル、ネオペンチルスルホニル、ヘキシルスルホニル等が挙げられる。中で
も、Ｃ１−４アルキルスルホニル基が好ましい。
【００４６】
本明細書中、「Ｃ６−１０アリールスルホニル基」とは、−Ｓ（Ｏ）２−に「Ｃ６−１
０アリール基」が結合した基を意味し、例えば、フェニルスルホニル、１−ナフチルスル

ホニル、２−ナフチルスルホニル等が挙げられる。中でも、フェニルスルホニル基が好ま
しい。
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【００４７】
本明細書中、「トリＣ１−６アルキルシリル基」とは、同一又は異なる３個のＣ１−６
アルキル基により置換されたシリル基を意味し、当該アルキル基としては、Ｃ１−４アル
キル基が好ましい。トリアルキルシリル基としては、トリメチルシリル基、トリエチルシ
リル基、トリイソプロピルシリル基、又はｔｅｒｔ−ブチルジメチルシリル基が好ましい
。
【００４８】
本明細書中、「保護されたアミノ基」は、「保護基」で保護されたアミノ基を意味する
。当該「保護基」としては、例えば、Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ Ｇｒｏｕｐｓ ｉｎ Ｏｒｇ
ａｎｉｃ Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，Ｊｏｈｎ Ｗｉｌｅｙ ａｎｄ Ｓｏｎｓ刊（１９８０）に
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記載のアミノ基の保護基を使用し得、Ｃ１−６アルキル基、Ｃ２−６アルケニル基、Ｃ６
−１０アリール基、Ｃ７−１４アラルキル基、Ｃ１−６アルキル−カルボニル基、Ｃ１−
６アルコキシ−カルボニル基、Ｃ２−６アルケニルオキシ−カルボニル基、Ｃ６−１０ア

リール−カルボニル基、Ｃ７−１４アラルキル−カルボニル基、Ｃ６−１０アリールオキ
シ−カルボニル基、Ｃ７−１４アラルキルオキシ−カルボニル基、Ｃ６−１０アリールス
ルホニル基、ベンズヒドリル基、トリチル基、トリＣ１−６アルキルシリル基、９−フル
オレニルメチルオキシカルボニル基、フタロイル基等の保護基が挙げられる。上記の保護
基は、ハロゲン原子、Ｃ１−６アルキル基、Ｃ１−６アルコキシ基又はニトロ基でそれぞ
れ置換されていてもよい。当該アミノ基の保護基の具体例としては、アセチル、トリフル
オロアセチル、ピバロイル、ｔｅｒｔ−ブトキシカルボニル、２，２，２−トリクロロエ
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トキシカルボニル、ベンジルオキシカルボニル、９−フルオレニルメチルオキシカルボニ
ル、ベンズヒドリル、トリチル、フタロイル、アリルオキシカルボニル、ｐ−トルエンス
ルホニル、ｏ−ニトロベンゼンスルホニル、トリメチルシリルエトキシカルボニル等が挙
げられる。
【００４９】
本明細書中、「置換されていてもよい」とは、１個以上の置換基を有していてもよいこ
とを意味し、該「置換基」としては、（１）ハロゲン、（２）ニトロ、（３）シアノ、（
４）Ｃ１−６アルキル、（５）Ｃ３−８シクロアルキル、（６）Ｃ２−６アルケニル、（
７）Ｃ２−６アルキニル、（８）Ｃ１−６アルコキシ、（９）Ｃ１−６アルキレンジオキ
シ、（１０）Ｃ６−１０アリール、（１１）Ｃ７−１４アラルキル、（１２）Ｃ１−６ア
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ルコキシ−カルボニル、（１３）Ｃ７−１４アラルキルオキシ−カルボニル、（１４）Ｃ
１−６アルキル−カルボニル、（１５）Ｃ６−１０アリール−カルボニル、（１６）Ｃ６
−１０アリールオキシ−カルボニル、（１７）Ｃ１−６アルキルスルホニル、（１８）Ｃ
６−１０アリールスルホニル、（１９）ホルミル、（２０）アジド、（２１）Ｃ１−６ア

ルキルチオ、（２２）Ｃ６−Ｃ１０アリールチオ、（２３）Ｃ１−６アルキル基で置換さ
れていてもよいカルバモイル、（２４）トリＣ１−６アルキルシリル基、（２５）保護さ
れたアミノ基等が挙げられる。中でも、ハロゲン、ニトロ、シアノ、Ｃ１−６アルキル、
Ｃ１−６アルコキシ、メチレンジオキシ、Ｃ１−６アルコキシ−カルボニル、アセチル、
ベンゾイル、ホルミル、カルバモイル、アジド、トリメチルシリル、トリエチルシリル、
トリイソプロピルシリル、ｔｅｒｔ−ブチルジメチルシリル、ジメチルアミノ、アセチル
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アミノ、ベンジルオキシカルボニルアミノ、ｔ−ブトキシカルボニルアミノが好ましい。
また、複数の置換基が存在する場合、各置換基は、同一でも異なっていてもよい。
【００５０】
本明細書中、「求核化合物」とは、孤立電子対をもつ化合物、またはアニオン類を意味
し、該「求核化合物」としては、例えば、アルコール類、チオール類、アミン類、セレノ
ール類、ホスフィン類、フェノール類、芳香族化合物、アミド類、β−ジカルボニル化合
物等が挙げられる。
【００５１】
（本発明の化合物）
本発明の化合物は、下記式（Ｉ）で表されるトリアジン化合物（化合物（Ｉ））である
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。
【００５２】
式（Ｉ）
【００５３】
【化３】
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【００５４】
[式中、
Ｒ１は、置換されていてもよいアルキル基、または置換されていてもよいアリール基を示
し、
Ｒ２は、置換されていてもよいＣ１−６アルキル基を示すか、または２個のＲ２は、互い
に結合して、それらが結合する窒素原子とともに環を形成してもよく、
Ａｒは、置換されていてもよい芳香環基を示し、および
Ｘ‑は、求核性のない対アニオンを示す。]
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で表される化合物である。
【００５５】
以下、化合物（Ｉ）の各基について説明する。
【００５６】
Ｒ１は、置換されていてもよいアルキル基、および置換されていてもよいアリール基か
らなる群より選択される基を表し、Ｒ１の選択により、化合物（Ｉ）の溶解性、反応性等
を制御することが可能である。
【００５７】
Ｒ１は、好ましくは、Ｃ１−２０アルキル基、またはＣ６−１４アリール基であり、中
でもＣ１−１２アルキル基、またはＣ６−１０アリール基が好ましく、Ｃ１−８アルキル
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基、またはフェニル基がより好ましく、フェニル基が特に好ましい。各基は、それぞれ前
述した置換基により置換されていてもよく、複数の置換基を有する場合、それらは、同一
でも異なっていてもよい。
【００５８】
Ｒ２は、置換されていてもよいＣ１−６アルキル基を表すか、または２個のＲ２は、互
いに結合して、それらが結合する窒素原子とともに形成される環を表す。
【００５９】
Ｒ２は、好ましくは、Ｃ１−４アルキル基であるか、または２個のＲ２が、互いに結合
して、それらが結合する窒素原子とともに形成される４乃至７員単環式非芳香族複素環基
である。４乃至７員単環式非芳香族複素環基としては、例えば、環構成原子として炭素原
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子以外に酸素原子、硫黄原子（該硫黄原子は酸化されていてもよい）および窒素原子から
選ばれるヘテロ原子を１乃至４個含有する、４乃至７員（好ましくは、５または６員）の
単環式非芳香族複素環基が挙げられ、例えば、アゼチジニル基、ピロリジニル基、ピペリ
ジル基、モルホリニル基、チオモルホリニル基、ピペラジニル基、アゼパニル基等が挙げ
られる。各基は、それぞれ前述した置換基により置換されていてもよく、複数の置換基を
有する場合、それらは、同一でも異なっていてもよい。
【００６０】
Ｒ２は、特に好ましくは、メチル基、またはモルホリニル基である。
【００６１】
20

Ａｒは、置換されていてもよい芳香環基を表す。
【００６２】
Ａｒは、好ましくは、置換されていてもよいＣ６−１４アリール基に対応する環基であ
り、より好ましくは、置換されていてもよいＣ６−１０アリール基に対応する環基であり
、ベンゼンが特に好ましい。該環基は、前述した置換基により置換されていてもよく、複
数の置換基を有する場合、それらは、同一でも異なっていてもよい。
【００６３】
Ｘ‑は、求核性のない対アニオンを表し、好ましくは、例えば、置換されていてもよい
アルキルスルホナート、置換されていてもよいアリールスルホナート、ペルクロラート、
テトラフルオロボラート、ヘキサフルオロホスフェート、ヘキサフルオロアンチモナート
、テトラフェニルボラート、およびアルセナートからなる群より選択される対アニオンで

30

ある。
【００６４】
Ｘ‑は、より好ましくは、トリフルオロメタンスルホナート、ペルクロラート、または
テトラフルオロボラートであり、特に好ましくは、トリフルオロメタンスルホナートであ
る。
【００６５】
化合物（Ｉ）としては、以下の化合物が好適である。
［化合物（ＩＡ）］
Ｒ１が、置換されていてもよいＣ１−８アルキル基、または置換されていてもよいフェ
40

ニル基であり；
２

Ｒ

が、Ｃ１−４アルキル基であるか、または２個のＲ

２

が、互いに結合して、それら

が結合する窒素原子とともに形成される４乃至７員単環式非芳香族複素環基であり；
Ａｒが、置換されていてもよいＣ６−１０アリール基に対応する環基であり；および
Ｘ‑が、置換されていてもよいアルキルスルホナート、置換されていてもよいアリール
スルホナート、ペルクロラート、テトラフルオロボラート、ヘキサフルオロホスフェート
、ヘキサフルオロアンチモナート、テトラフェニルボラート、またはアルセナートである
、化合物（Ｉ）。
【００６６】
［化合物（ＩＢ）］
Ｒ１が、メチル基、またはフェニル基であり；

50

(12)

JP 5896407 B2 2016.3.30

Ｒ２が、メチル基であるか、または２個のＲ２が、互いに結合して、それらが結合する
窒素原子とともに形成される６員単環式非芳香族複素環基であり；
Ａｒが、ハロゲン原子、Ｃ１−６アルキル基、Ｃ１−６アルコキシ基、ニトロ基、また
はシアノ基により置換されていてもよいフェニル基に対応する環基であり；および
Ｘ‑が、１乃至３個のハロゲン原子で置換されていてもよいアルキルスルホナート、ペ
ルクロラート、テトラフルオロボラート、ヘキサフルオロホスフェート、ヘキサフルオロ
アンチモナート、テトラフェニルボラート、またはアルセナートである、化合物（Ｉ）。
【００６７】
［化合物（ＩＣ）］
Ｒ１が、フェニル基であり；

10

Ｒ２が、メチル基であり；
Ａｒが、フェニル基に対応する環基であり；および
Ｘ‑が、トリフルオロメタンスルホナート、ペルクロラート、またはテトラフルオロボ
ラートである、化合物（Ｉ）。
【００６８】
［化合物（ＩＤ）］
Ｒ１が、フェニル基であり；
２個のＲ２が、互いに結合して、それらが結合する窒素原子とともにモルホリニウム基
を形成し；
20

Ａｒが、フェニル基に対応する環基であり；および
‑

Ｘ が、トリフルオロメタンスルホナート、ペルクロラート、またはテトラフルオロボ
ラートである、化合物（Ｉ）。
【００６９】
化合物（Ｉ）は、より好ましくは、Ｎ−（４，６−ジフェノキシ−１，３，５−トリア
ジン−２−イル）−Ｎ−ベンジルモルホリニウム

トリフルオロメタンスルホナート、Ｎ

−（４，６−ジフェノキシ−１，３，５−トリアジン−２−イル）−Ｎ−ベンジル−Ｎ，
Ｎ−ジメチルアンモニウム

トリフルオロメタンスルホナート、またはＮ−（４，６−ジ

メトキシ−１，３，５−トリアジン−２−イル）−Ｎ−ベンジルモルホリニウム

トリフ

ルオロメタンスルホナートであり、特に好ましくは、Ｎ−（４，６−ジフェノキシ−１，
３，５−トリアジン−２−イル）−Ｎ−ベンジルモルホリニウム

トリフルオロメタンス

30

ルホナートである。
【００７０】
（化合物（Ｉ）の合成）
化合物（Ｉ）の製造方法としては、特に限定されないが、例えば、以下のような反応を
経て合成することができる。
【００７１】
原料化合物は、特に述べない限り、市販品として容易に入手できるか、あるいは、自体
公知の方法またはこれらに準ずる方法に従って製造することができる。
【００７２】
化合物（Ｉ）は、例えば、以下の工程により製造することができる。
【００７３】
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【化４】

10

【００７４】

20

［式中、Ｍは、金属原子または４級アンモニウム基を示し、Ｘは、前記Ｘ‑に対応する基
を示し、Ｒ３は、置換されていてもよいアルキル基または置換されていてもよいアリール
基を示す。他の記号は、前記と同義である。］
【００７５】
工程（ａ）
当該工程は、式（Ｉ−１）で表される塩化シアヌル（以下、化合物（Ｉ−１）と略称す
る。）の２個のクロロ基をＯＲ１基で置換することにより、式（Ｉ−２）で表される化合
物（以下、化合物（Ｉ−２）と略称する。）を製造する工程である。
当該反応は、反応に影響を及ぼさない溶媒中、塩基の存在下、ＯＲ１基に対応するアル
コール類、またはフェノール類を用いて行われる。

30

該アルコール類、またはフェノール類の使用量は、化合物（Ｉ−１）１当量に対して、
通常２〜４当量である。
【００７６】
塩基としては、例えば、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の水酸
化アルカリ金属；水酸化マグネシウム、水酸化カルシウム等の水酸化アルカリ土類金属；
炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の炭酸アルカリ金属；炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カ
リウム等の炭酸水素アルカリ金属；トリメチルアミン、トリエチルアミン、ジイソプロピ
ルエチルアミン（Ｎ−エチル−Ｎ−イソプロピルプロパン−２−アミン）、ピリジン、ピ
コリン、Ｎ−メチルピロリジン、Ｎ−メチルモルホリン、Ｎ，Ｎ−ジメチルアニリン、１
，５−ジアザビシクロ［４．３．０］−５−ノネン、１，４−ジアザビシクロ［２．２．

40

２］オクタン、１，８−ジアザビシクロ［５．４．０］−７−ウンデセン（ＤＢＵ）、テ
トラメチルグアニジン等の有機塩基類等が挙げられ、中でも水酸化ナトリウム、ジイソプ
ロピルエチルアミン等が好ましい。
該塩基の使用量は、化合物（Ｉ−１）１当量に対して、通常２〜４当量である。
【００７７】
溶媒としては、例えば、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、トリクロロエチ
レン等のハロゲン化炭化水素類；ジオキサン、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）、ジエチル
エーテル、ｔｅｒｔ−ブチルメチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、エチレングリコ
ール−ジメチルエーテル（ＤＭＥ）、ジエチレングリコールジメチルエーテル（ジグリム
（ｄｉｇｌｙｍｅ））等のエーテル類；ヘキサン、ベンゼン、トルエン等の炭化水素類が
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挙げられ、中でもジクロロメタン、クロロホルム、ＤＭＥ等が特に好ましい。
【００７８】
反応温度は、通常−３０〜１２０℃、好ましくは０〜１００℃である。
反応時間は、通常０．１〜３０時間である。
【００７９】
工程（ｂ）
当該工程は、化合物（Ｉ−２）のクロロ基をヒドロキシ基へと変換することにより、式
（Ｉ−３）で表される化合物（以下、化合物（Ｉ−３）と略称する。）を製造する工程で
ある。
当該反応は、反応に影響を及ぼさない溶媒中、カルボン酸塩および３級アミンを用いて

10

行われる。
カルボン酸塩および３級アミンの使用量は、化合物（Ｉ−２）１当量に対して、通常１
〜３当量であり、好ましくは、１〜２当量である。
【００８０】
カルボン酸塩としては、カルボン酸のアルカリ金属塩またはアンモニウム塩であればよ
く、カルボン酸の種類は問わない。具体的には、例えば、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム
、酢酸リチウム、酢酸テトラエチルアンモニウム、安息香酸ナトリウム、安息香酸カリウ
ム、安息香酸リチウム、安息香酸テトラエチルアンモニウム等が挙げられるが、実用的観
点から、酢酸ナトリウムが特に好ましい。
【００８１】

20

３級アミンとしては、化合物（Ｉ−２）と反応して脱水縮合能を有するトリアジニルア
ンモニウム塩を形成するものであればよく、具体的には、例えば、４−メチルモルホリン
、メチルピペリジン、ジエチルメチルアミン、トリメチルアミン、ジメチルエチルアミン
、キヌクリジン、メチルピロリジン等が挙げられ、中でも４−メチルモルホリンが特に好
ましい。
【００８２】
溶媒としては、反応基質を溶解するものであればよく、例えば、ＴＨＦ等のエーテル類
、ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素類、アルコール系溶媒、水、水−アルコール系
混合溶媒等が挙げられ、中でもアルコール系溶媒が好ましい。
【００８３】

30

アルコール系溶媒としては、例えば、メタノール、エタノール、プロパノール、イソプ
ロパノール（２−プロパノール）、ブタノール、ｔｅｒｔ−ブタノールが挙げられ、中で
もメタノールが特に好ましい。
【００８４】
反応温度は、通常−３０〜１２０℃、好ましくは０〜１００℃である。
反応時間は、通常０．１〜３０時間である。
【００８５】
工程（ｃ）
当該工程は、化合物（Ｉ−３）のヒドロキシ基を置換されていてもよいアルキルスルホ
ニルオキシ基または置換されていてもよいアリールスルホニルオキシ基（Ｒ３ＳＯ２−Ｏ

40

基）へと変換することにより、式（Ｉ−４）で表される化合物（以下、化合物（Ｉ−４）
と略称する。）を製造する工程である。
当該反応は、反応に影響を及ぼさない溶媒中、アルキルスルホニル化剤またはアリール
スルホニル化剤を用いて行われ、塩基の存在下で行うのが好ましい。
該アルキルスルホニル化剤またはアリールスルホニル化剤としては、置換されていても
よいアルキルスルホン酸無水物、置換されていてもよいアルキルスルホン酸ハロゲン化物
（クロリド、ブロミドまたはヨージド）、置換されていてもよいアリールスルホン酸無水
物、置換されていてもよいアリールスルホン酸ハロゲン化物等が挙げられる。該アルキル
スルホニル化剤またはアリールスルホニル化剤の使用量は、化合物（Ｉ−３）１当量に対
して、通常１〜３当量であり、好ましくは、１〜２当量である。該アルキルスルホニル化
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剤またはアリールスルホニル化剤としては、トリフルオロメタンスルホニル化剤が好まし
く、中でも、トルフルオロメタンスルホン酸無水物が特に好ましい。
【００８６】
塩基としては、例えば、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の水酸
化アルカリ金属；水酸化マグネシウム、水酸化カルシウム等の水酸化アルカリ土類金属；
炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の炭酸アルカリ金属；炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カ
リウム等の炭酸水素アルカリ金属；トリメチルアミン、トリエチルアミン、ジイソプロピ
ルエチルアミン（Ｎ−エチル−Ｎ−イソプロピルプロパン−２−アミン）、ピリジン、ピ
コリン、Ｎ−メチルピロリジン、Ｎ−メチルモルホリン、Ｎ，Ｎ−ジメチルアニリン、１
，５−ジアザビシクロ［４．３．０］−５−ノネン、１，４−ジアザビシクロ［２．２．

10

２］オクタン、１，８−ジアザビシクロ［５．４．０］−７−ウンデセン（ＤＢＵ）、テ
トラメチルグアニジン等の有機塩基類等が挙げられ、中でもトリエチルアミン、ジイソプ
ロピルエチルアミン等が好ましい。
該塩基の使用量は、化合物（Ｉ−３）１当量に対して、通常１〜３当量であり、好まし
くは、１〜２当量である。
【００８７】
溶媒としては、例えば、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、トリクロロエチ
レン等のハロゲン化炭化水素類；ジオキサン、ＴＨＦ、ジエチルエーテル、tert‑ブチル
メチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ＤＭＥ、ジグリム等のエーテル類；ヘキサン
、ベンゼン、トルエン等の炭化水素類が挙げられ、中でもジクロロメタン、クロロホルム

20

等のハロゲン化炭化水素類が特に好ましい。。
【００８８】
反応温度は、通常−３０〜１２０℃、好ましくは０〜１００℃である。
反応時間は、通常０．１〜３０時間である。
【００８９】
工程（ｄ）
当該工程は、化合物（Ｉ−４）とアリールメチルアミンとの反応により、Ｘ‑が置換さ
れていてもよいアルキルスルホナートまたは置換されていてもよいアリールスルホナート
である化合物（Ｉ）を製造する工程である。
当該反応は、反応に影響を及ぼさない溶媒中、アリールメチルアミンを用いて行われる

30

。
該アリールメチルアミンの使用量は、化合物（Ｉ−４）１当量に対して、通常１〜３当
量であり、好ましくは、１〜２当量である。
【００９０】
溶媒としては、例えば、ジオキサン、ＴＨＦ、ジエチルエーテル、ｔｅｒｔ−ブチルメ
チルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ＤＭＥ、ジグリム等のエーテル類が挙げられ、
中でもテトラヒドロフラン、ジエチルエーテル等のエーテル類が好ましく、２種のエーテ
ル類の混合溶媒（例えば、テトラヒドロフラン−ジエチルエーテル混合溶媒等）が特に好
ましい。
【００９１】

40

反応温度は、通常−７８〜４０℃、好ましくは−４０〜２０℃である。
反応時間は、通常０．１〜３０時間である。
【００９２】
工程（ｅ）
当該工程は、化合物（Ｉ−２）とアリールメチルアミンとの反応により、Ｘ‑が置換さ
れていてもよいアルキルスルホナートおよび置換されていてもよいアリールスルホナート
以外の求核性のない対アニオンである化合物（Ｉ）を製造する工程である。
当該反応は、反応に影響を及ぼさない溶媒中、ＭＸ存在下、アリールメチルアミンを用
いて行われる。
該アリールメチルアミンの使用量は、化合物（Ｉ−２）１当量に対して、通常１〜３当
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量であり、好ましくは、１〜２当量である。
【００９３】
ＭＸで表される反応剤におけるＭは、金属原子、または４級アンモニウム基を示し、具
体的には、例えば、リチウム、カリウム、ナトリウム、セシウム等のアルカリ金属；マグ
ネシウム、カルシウム等のアルカリ土類金属、金、銀等の貴金属、タリウム等の重金属、
テトラメチルアンモニウム基等が挙げられ、中でも好ましくは、ナトリウムまたは銀であ
る。
【００９４】
ＭＸで表される反応剤におけるＸは、前記Ｘ‑に対応する基のうち、置換されていても
よいアルキルスルホニルオキシ基および置換されていてもよいアリールスルホニルオキシ

10

基以外の求核性のない基を示し、具体的には、例えば、ペルクロラート、テトラフルオロ
ボラート、ヘキサフルオロホスフェート、ヘキサフルオロアンチモナート、テトラフェニ
ルボラート、アルセナート等が挙げられる。
【００９５】
該ＭＸの使用量は、化合物（Ｉ−２）１当量に対して、通常１〜３当量であり、好まし
くは、１〜２当量である。
【００９６】
溶媒としては、例えば、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、トリクロロエチ
レン等のハロゲン化炭化水素類；ジオキサン、ＴＨＦ、ジエチルエーテル、ｔｅｒｔ−ブ
チルメチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ＤＭＥ、ジグリム等のエーテル類；ヘキ

20

サン、ベンゼン、トルエン等の炭化水素類；それらの混合溶媒等が挙げられ、中でもジク
ロロメタンが特に好ましい。
【００９７】
反応温度は、通常−３０〜１００℃、好ましくは０〜４０℃である。
反応時間は、通常０．１〜３０時間である。
【００９８】
化合物（Ｉ）が、光学異性体、立体異性体、位置異性体等の異性体を有する場合には、
いずれか一方の異性体も混合物も化合物（Ｉ）に包含される。例えば、化合物（Ｉ）に光
学異性体が存在する場合には、ラセミ体から分割された光学異性体も化合物（Ｉ）に包含
される。これらの異性体は、自体公知の合成手法、分離手法（例、濃縮、溶媒抽出、カラ

30

ムクロマトグラフィー、再結晶）によりそれぞれを単品として得ることができる。
【００９９】
化合物（Ｉ）は、溶媒和物であっても、無溶媒和物であってもよい。
【０１００】
化合物（Ｉ）はまた、同位元素（例、３Ｈ，１４Ｃ等）などで標識されていてもよい。
さらに、化合物（Ｉ）は、重水素変換体であってもよい。
【０１０１】
本発明の化合物（Ｉ）は、固体として得られるので、取扱いが容易であり、以下に示す
ように、各種求核化合物のアリールメチル化剤、特にベンジル化剤、として有用である。
【０１０２】

40

（化合物（Ｉ）を用いる求核化合物のアリールメチル化方法）
本発明の化合物（Ｉ）は、各種求核化合物（例えば、アルコール、チオール、アミン、
セレノール、ホスフィン、芳香族化合物（例えば、置換されていてもよいベンゼン類、置
換されていてもよいナフタレン類、置換されていてもよいアントラセン類、置換されてい
てもよいインドール類、置換されていてもよいピロール類等）、アミド、β−ジカルボニ
ル化合物（例えば、β−ジケトン類、β−ケトエステル類、β−ジエステル等）等）のＣ
−またはＯ−アリールメチル化剤、特にベンジル化剤として使用することができる。例え
ば、以下のように実施することができる。
【０１０３】
以下に化合物（Ｉ）を用いる求核化合物のアリールメチル化方法の代表例として、アル
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コールのアリールメチル化方法について説明する。一方、アルコール以外の求核化合物、
すなわち、β−ジカルボニル化合物（ジメドン）や芳香族化合物（ペンタメチルベンゼン
）、についても同様の反応条件下でベンジル化反応が収率良く進行することは、後述する
試験例３、４に記載の通りである。
【０１０４】
【化５】

10

【０１０５】
［式中、Ｒは、置換されていてもよいアルキル基を示し、他の記号は、前記と同義である
。］
【０１０６】
アルコール類のアリールメチル化反応は、反応に影響を及ぼさない溶媒中、塩基存在下
、室温にてアルコール類（Ｒ−ＯＨ）と化合物（Ｉ）と反応させることにより進行する。

20

【０１０７】
当該アリールメチル化方法に使用する塩基としては、反応系中で発生する対アニオン（
Ｘ‑）の共役酸を中和できるものであれば特に限定されない。該塩基の具体例としては、
例えば、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の水酸化アルカリ金属；
水酸化マグネシウム、水酸化カルシウム等の水酸化アルカリ土類金属；炭酸ナトリウム、
炭酸カリウム等の炭酸アルカリ金属；炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム等の炭酸水
素アルカリ金属；トリメチルアミン、トリエチルアミン、Ｎ，Ｎ−ジイソプロピルエチル
アミン、ピリジン、ピコリン、Ｎ−メチルピロリジン、Ｎ−メチルモルホリン、Ｎ，Ｎ−
ジメチルアニリン、１，５−ジアザビシクロ［４．３．０］−５−ノネン、１，４−ジア
ザビシクロ［２．２．２］オクタン、１，８−ジアザビシクロ［５．４．０］−７−ウン

30

デセン（ＤＢＵ）、テトラメチルグアニジン等の有機塩基類等が挙げられるが、実用的観
点から、炭酸水素ナトリウムまたは酸化マグネシウムが特に好ましい。
該塩基の使用量は、化合物（Ｉ）１当量に対して、通常１当量である。すなわち、対ア
ニオン（Ｘ‑）の共役酸の中和目的のみに使用されるので、反応条件としては中性条件で
ある。
【０１０８】
溶媒としては、例えば、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ｔｅｒｔ−ブチ
ルメチルエーテル、ＤＭＥ、ＴＨＦ、ジグリム、ジオキサン等のエーテル類、ジクロロメ
タン、１，２−ジクロロエタン、クロロホルム、四塩化炭素、トリクロロエチレン等のハ
ロゲン化炭化水素類、またはそれらの混合溶媒が好ましく、中でもジエチルエーテル、Ｄ

40

ＭＥ、ジクロロメタン、クロロホルム、ジオキサン、ジグリム、ジエチルエーテル−クロ
ロホルム（１：１）混合溶媒が好ましく、ＤＭＥが特に好ましい。好適な塩基である炭酸
水素ナトリウムまたは酸化マグネシウムは、上記好適な溶媒には溶解しないが、アリール
メチル化反応の化学収率等に影響を及ぼさない。
【０１０９】
反応温度は、通常室温である。
反応時間は、通常０．１〜２４時間である。
【０１１０】
本発明のアリールメチル化方法は、含水条件下で行うとジベンジルエーテルの副生によ
り化学収率が低下するので、無水条件下で行うのが好ましい。
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【０１１１】
本発明のアリールメチル化方法によれば、中性条件下で反応を行うことができるので、
１級アルコールのみならず、酸性条件下で脱離反応等の副反応が起こりやすい３級アルコ
ールや、塩基性条件下で加水分解が進行するアセトキシ基を有するアルコールのベンジル
化も収率良く進行する（後述する試験例２の表２参照）。
【０１１２】
以下に実施例及び試験例を挙げて、本発明を更に具体的に説明するが、これによって本
発明が限定されるものではなく、また本発明の範囲を逸脱しない範囲で変化させてもよい
。
以下の実施例中の「室温」は通常約１０℃ないし約３５℃を示す。混合溶媒において示

10

した比は、特に断らない限り容量比を示す。％は、特に断らない限り重量％を示す。
【実施例】
【０１１３】
反応は、Ｍｅｒｃｋ

６０

Ｆ２５４

シリカゲルプレート（厚さ０．２５ｍｍ）を用

いて、薄層クロマトグラフィーによりモニターした。
１

Ｈ及び１３Ｃ−ＮＭＲスペクトルは、ＪＥＯＬ

ＥＣＳ４００を用い、重クロロホル

ムまたは重メタノールを溶媒として測定した。１Ｈ−ＮＭＲについてのデータは、化学シ
フト（δｐｐｍ）、多重度（ｓ＝シングレット、ｄ＝ダブレット、ｔ＝トリプレット、ｑ
＝カルテット、ｍ＝マルチプレット、ｄｄ＝ダブルダブレット、ｄｔ＝ダブルトリプレッ
ト、ｂｒｓ＝ブロードシングレット）、カップリング定数（Ｈｚ）、積分及び割当てとし

20

て報告する。
高分解能質量スペクトル解析（ＨＲＭＳ）は、ＪＥＯＬ

ＪＭＳ‑ＳＸ１０２Ａを用い

て実行した。
融点（ｍｐ）測定は、柳本微量融点測定器を用いて行った。
元素分析は、Ｙａｎａｃｏ

ＣＨＮ

Ｃｏｒｄｅｒ

分取薄層クロマトグラフィーは、Ｍｅｒｃｋ

６０

ＭＴ−５を用いて実行した。
Ｆ２５４

シリカゲルプレート（

厚さ０．２５ｍｍ）を用いて行った。フラッシュクロマトグラフィーは、関東化学株式会
社（日本、東京）のシリカゲル６０Ｎを用いて行った。
【０１１４】
30

（実施例１）
Ｎ−（４，６−ジフェノキシ−１，３，５−トリアジン−２−イル）−Ｎ−ベンジルモ
ルホリニウム

トリフルオロメタンスルホナート（化合物（Ｉａ））の合成

（１）２−クロロ−４, ６−ジフェノキシ−１, ３, ５−トリアジンの合成
【０１１５】
【化６】

40
【０１１６】
塩化シアヌル（１４．８ｇ，８０ｍｍｏｌ）のジクロロメタン（８０ｍＬ）溶液に氷冷
下でＮ，Ｎ−ジイソプロピルエチルアミン（２７．９ｍＬ，１６０ｍｍｏｌ）、フェノー
ル（１５．１ｇ，１６０ｍｍｏｌ）のジクロロメタン溶液（８０ｍＬ）を加え０℃、窒素
雰囲気下で１時間反応させた。反応終了後、０．１Ｎ塩酸、飽和食塩水で洗浄した。有機
層を硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去した。残渣を酢酸エチル−ヘキサン溶液か
ら再結晶し、２−クロロ−４，６−ジフェノキシ−１，３，５−トリアジン（１８．４ｇ
，収率７７％）を得た。
１

Ｈ−ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）：δ

７．３３−７．４４（ｍ，４Ｈ），７

．２１−７．３０（ｍ，２Ｈ），７．０９−７．１６（ｄ，４Ｈ）；

50

(19)

JP 5896407 B2 2016.3.30

ＥＩ−ＭＳ：ｍ／ｚ＝２９８（Ｍ＋）．
（２）６−ヒドロキシ−２，４−ジフェノキシ−１，３，５−トリアジンの合成
【０１１７】
【化７】

10

【０１１８】
２−クロロ−４，６−ジフェノキシ−１，３，５−トリアジン（１１．０ｇ，３６．７
ｍｍｏｌ）、メタノール（１２０ｍＬ）、酢酸ナトリウム（３．３１ｇ，４０．４ｍｍｏ
ｌ）、Ｎ−メチルモルホリン（４．４４ｍＬ，４０．４ｍｍｏｌ）を混合し、該混合液を
室温で３０分間撹拌した。反応終了後、沈殿をろ過し溶媒を減圧留去した。残渣にクロロ
ホルムを加えて０．１Ｎ塩酸、飽和食塩水で洗浄した。得られた有機層を硫酸ナトリウム
で乾燥し、白色固体（９．８０ｇ）を得た。得られた６−ヒドロキシ−２，４−ジフェノ
キシ−１，３，５−トリアジンは精製する事なく次の反応に用いた。
（３）４，６−フェノキシ−２−トリフルオロメトキシ−１，３，５−トリアジン６−ヒ
ドロキシ−２，４−ジフェノキシ−１，３，５−トリアジンの合成

20

【０１１９】
【化８】

【０１２０】
上記（２）で得られた６−ヒドロキシ−２，４−ジフェノキシ−１，３，５−トリアジ
ン（９．８０ｇ、粗生成物）のジクロロメタン（９１ｍＬ）溶液に、Ｎ，Ｎ−ジイソプロ
ピルエチルアミン（７．０６ｍＬ，４０．４ｍｍｏｌ）を加え、氷浴で冷却した。該混合

30

液に、氷冷下でトリフルオロメタンスルホン酸無水物（６．７９ｍＬ，４０．４ｍｍｏｌ
）を加え、０℃、窒素雰囲気下で１．５時間撹拌した。反応終了後、反応液を飽和塩化ア
ンモニウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、得られた有機層を硫酸ナトリウムで乾燥後、溶
媒を減圧留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで分離精製し、４，６−
ジフェノキシ−２−トリフルオロメトキシ−１，３，５−トリアジン（９．９ｇ，収率６
５％（２−クロロ−４，６−ジフェノキシ−１，３，５−トリアジンからの収率））を得
た。
白色固体；
１

Ｈ−ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）：δ

７．４６−７．３８（ｍ，４Ｈ），７

．３４−７．２７（ｍ，２Ｈ），７．１９−７．１２（ｍ，４Ｈ）；
ＨＲＭＳ（ＦＡＢ）：計算値（Ｃ１６Ｈ１１Ｆ３Ｎ３Ｏ５Ｓ１（Ｍ＋Ｈ）＋）：４１４．
０３７２；実測値：４１４．０３７１．
（４）Ｎ−（４，６−ジフェノキシ−１，３，５−トリアジン−２−イル）−Ｎ−ベンジ
ルモルホリニウム
【０１２１】

トリフルオロメタンスルホナート（化合物（Ｉａ））の合成
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【化９】

【０１２２】
−４０℃、窒素雰囲気下で、４，６−ジフェノキシ−２−トリフルオロメトキシ−１，
３，５−トリアジン（７．８６ｇ，１９．０ｍｍｏｌ）のテトラヒドロフラン（１９ｍＬ

10

）−ジエチルエーテル（１９ｍＬ）溶液に、Ｎ−ベンジルモルホリン（３．５ｍＬ，２０
．９ｍｍｏｌ）を加え、同温度で１３時間撹拌した。反応終了後、反応混合液にジエチル
エーテル（１００ｍＬ）を加え、沈殿を吸引ろ取し、Ｎ−（４，６−ジフェノキシ−１，
３，５−トリアジン−２−イル）−Ｎ−ベンジルモルホリニウム

トリフルオロメタンス

ルホナート（化合物Ｉａ）（１０．３ｇ，収率９２％）を得た。
白色固体；
１

Ｈ−ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）：δ

７．６０−７．０８（ｍ，１１Ｈ），

７．００（ｍ，４Ｈ），５．１０（ｓ，２Ｈ），４．３２（ｍ，２Ｈ），４．１６（ｍ，
２Ｈ），３．９８（ｍ，２Ｈ），３．５９（ｍ，２Ｈ）；
ＨＲＭＳ（ＦＡＢ）：計算値（Ｃ２６Ｈ２５Ｎ４Ｏ３（Ｍ−ＣＦ３Ｏ３Ｓ）＋）：４４１

20

．１９２７；実測値：４４１．１９２９；
元素分析（Ｃ２７Ｈ２５Ｆ３Ｎ４Ｏ６Ｓ）：計算値：Ｃ，５４．９１；Ｈ，４．２７；Ｎ
，９．４９．実測値：Ｃ，５４．７８；Ｈ，４．３２；Ｎ，９．５３．
【０１２３】
（実施例２）〜（実施例４）は、上記（実施例１）の工程（４）と同様の方法により、
４，６−ジフェノキシ−２−トリフルオロメトキシ−１，３，５−トリアジンまたは４，
６−ジメトキシ−２−トリフルオロメトキシ−１，３，５−トリアジンと、Ｎ−ベンジル
ピペリジン、Ｎ−ベンジル−Ｎ，Ｎ−ジメチルアミン、またはＮ−ベンジルモルホリンと
の反応により化合物（Ｉｂ）〜（Ｉｄ）を合成した。化合物（Ｉｂ）〜（Ｉｄ）の化学収
30

率、及び物性データを以下に示す。
【０１２４】
（実施例２）
Ｎ−（４，６−ジフェノキシ−１，３，５−トリアジン−２−イル）−Ｎ−ベンジルピペ
リジニウム

トリフルオロメタンスルホナート（化合物（Ｉｂ））

【０１２５】
【化１０】

40
【０１２６】
収率８９％、白色固体；
１

Ｈ−ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）：δ

７．５３（ｍ，１Ｈ），７．３９（ｍ

，６Ｈ），７．３２（ｍ，２Ｈ），７．０６（ｍ，２Ｈ），６．９３（ｍ，４Ｈ），４．
９９（ｓ，１Ｈ），４．２３（ｍ，２Ｈ），４．１５（ｍ，２Ｈ），１．８７（ｍ，２Ｈ
），１．８６−１．７８（ｍ，１Ｈ），１．６７（ｍ，１Ｈ），１．４０（ｍ，２Ｈ）；
ＨＲＭＳ（ＦＡＢ）：計算値（Ｃ２７Ｈ２７Ｎ４Ｏ２（Ｍ−ＣＦ３Ｏ３Ｓ）＋）：４３９
．２１３４；実測値：４３９．２１３０；
元素分析（Ｃ２８Ｈ２７Ｆ３Ｎ４Ｏ５Ｓ）：計算値：Ｃ，５７．１４；Ｈ，４．６２；Ｎ
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，９．５２．実測値：Ｃ，５６．９６；Ｈ，４．７２；Ｎ，９．５７．
【０１２７】
（実施例３）
Ｎ−（４，６−ジフェノキシ−１，３，５−トリアジン−２−イル）−Ｎ−ベンジル−Ｎ
，Ｎ−ジベンジルアンモニウム

トリフルオロメタンスルホナート（化合物（Ｉｃ））

【０１２８】
【化１１】

10

【０１２９】
収率８３％、白色固体；
１

Ｈ−ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）：δ

７．５７−７．５１（ｍ，１Ｈ），７

．４９−７．３５（ｍ，６Ｈ），７．３３−７．２７（ｍ，２Ｈ），７．２４−７．１８
（ｍ，２Ｈ），７．１３−７．０６（ｍ，４Ｈ），５．０５（ｓ，２Ｈ），５．６７（ｓ
，６Ｈ）；
ＨＲＭＳ（ＦＡＢ）：計算値（Ｃ２４Ｈ２３Ｎ４Ｏ２（Ｍ−ＣＦ３Ｏ３Ｓ）＋）：３９９
．１８２１；実測値：３９９．１８０２； 元素分析（Ｃ２５Ｈ２３Ｆ３Ｎ４Ｏ５Ｓ・２

20

／３ Ｈ２Ｏ）：計算値：Ｃ，５３．５７；Ｈ，４．３８；Ｎ，１０．００．実測値：Ｃ
，５３．８２；Ｈ，４．４５；Ｎ，１０．１６．
【０１３０】
（実施例４）
Ｎ−（４，６−ジメトキシ−１，３，５−トリアジン−２−イル）−Ｎ−ベンジルモルホ
リニウム

トリフルオロメタンスルホナート（化合物（Ｉｄ））

【０１３１】
【化１２】
30

【０１３２】
収率４１％、白色固体；
１

Ｈ−ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤ３ＯＤ）：δ

７．５１（ｍ，１Ｈ），７．４０（ｍ

，２Ｈ），７．１６（ｍ，２Ｈ），５．０２（ｓ，２Ｈ），４．５５（ｍ，２Ｈ），４．
１３−４．０４（ｍ，２Ｈ），４．０５−３．９４（ｍ，２Ｈ），３．８２−３．７４（
ｍ，２Ｈ）；ＨＲＭＳ（ＦＡＢ）：計算値（Ｃ１６Ｈ２１Ｎ４Ｏ３（Ｍ−ＣＦ３Ｏ３Ｓ）
＋

）：３１７．１６１４；実測値：３１７．１６２０；

元素分析（Ｃ１７Ｈ２１Ｆ３Ｎ４Ｏ６Ｓ）：計算値：Ｃ，４３．７８；Ｈ，４．５４；Ｎ
，１２．０１．実測値：Ｃ，４３．４９；Ｈ，４．４９；Ｎ，１２．０１．
【０１３３】
（試験例１）
化合物（Ｉ）を用いるアルコール（３−フェニル−１−プロパノール）のベンジル化反
応
【０１３４】
［Ａ法］（炭酸水素ナトリウムを塩基として使用する方法）
【０１３５】
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【化１３】

【０１３６】
試験管に化合物（Ｉａ）（１５５．８ｍｇ，０．２６４ｍｍｏｌ）、炭酸水素ナトリウ
ム（２２．２ｍｇ，０．２６４ｍｍｏｌ）、ジエチルエーテル（１３２μＬ）、および３
−フェニル−１−プロパノール（１８．０μＬ，０．１３２ｍｍｏｌ）を加え、該混合液
を室温、窒素雰囲気下で１６時間撹拌した。反応終了後、反応混合液に酢酸エチルを加え

10

て希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム、飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を硫酸マグネシ
ウムで乾燥し、溶媒を減圧留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製
し、１−ベンジルオキシ−３−フェニルプロパンとジベンジルエーテル（３１．３ｍｇ，
ＮＭＲ収率９７％）を得た。
【０１３７】
［Ｂ法］（酸化マグネシウムを塩基として使用する方法）
【０１３８】
【化１４】
20

【０１３９】
試験管に化合物（Ｉａ）（２３６．２ｍｇ，０．４００ｍｍｏｌ）、酸化マグネシウム
（１６．１ｍｇ，０．４００ｍｍｏｌ）、１，２−ジメトキシエタン（ＤＭＥ）（２００
μＬ）、および３−フェニル−１−プロパノール（２７．２μＬ，０．２００ｍｍｏｌ）
を加え、該混合液を室温、窒素雰囲気下で２時間撹拌した。反応終了後、反応混合液に酢
酸エチルを加えて希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム、飽和食塩水で順次洗浄した。有機層
を硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグ
ラフィーで精製し、１−ベンジルオキシ−３−フェニルプロパン（４８．９ｍｇ，ＮＭＲ

30

収率９６％）を得た。
１

Ｈ−ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）：δ

７．１４−７．２０（ｍ，１０Ｈ），

４．５１（ｓ，２Ｈ），３．４９（ｄｔ，Ｊ＝１．４，６．５Ｈｚ,２Ｈ），２．７２（
ｄ，Ｊ＝７．７Ｈｚ,２Ｈ），１．８８−２．０２（ｍ，２Ｈ）．
【０１４０】
下記表１に示すように、上記Ａ法またはＢ法において、化合物（Ｉａ）の代わりに化合
物（Ｉｃ）または化合物（Ｉｄ）を使用してもアルコール（３−フェニル−１−プロパノ
ール）のベンジル化が進行することが分かった。
【０１４１】
【表１】
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【０１４２】
（試験例２）
化合物（Ｉａ）を用いる各種アルコール類のＯ−ベンジル化反応
【０１４３】
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化合物（Ｉａ）をベンジル化剤として用い、試験例１のＡ法またはＢ法により各種アル
コール類のＯ−ベンジル化を検討した。結果を表２に示した。
【０１４４】
【表２】
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【０１４５】
表２に示すように、化合物（Ｉａ）をベンジル化剤として使用することにより、１級ア
ルコールのみならず、酸性条件下で脱離反応等の副反応が起こりやすい３級アルコールや
、塩基性条件下で加水分解が進行するアセトキシ基を有するアルコールのベンジル化も収
率良く進行することが分かった。
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【０１４６】
（試験例３）
化合物（Ｉａ）を用いるβ−ジカルボニル化合物（ジメドン）のＯ−ベンジル化反応
【０１４７】
【化１５】

10

【０１４８】
試験管にジメドン（１０．０ｍｇ，０．０７１３ｍｍｏｌ）、クロロホルム（３５７μ
Ｌ）、炭酸水素ナトリウム（１２．０ｍｇ，０．１４３ｍｍｏｌ）、および化合物（Ｉａ
）（６６．５ｍｇ，０．１４３ｍｍｏｌ）を加え、該混合液を室温、窒素雰囲気下で２４
時間撹拌した。反応終了後、該反応混合液に酢酸エチルを加えて希釈し、飽和炭酸水素ナ
トリウム、飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧
留去した。残渣を分取薄層クロマトグラフィーで精製し、ジメドンのベンジルエーテル（
１０．１ｍｇ，収率６２％）を得た。
１

Ｈ−ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）：δ

７．４０−７．２９（ｍ，５Ｈ），５

．４２（ｓ，１Ｈ），４．８８（ｓ，２Ｈ），２．３２（ｓ，２Ｈ），２．２０（ｓ，２
20

Ｈ），１．０９（ｓ，６Ｈ）．
【０１４９】
化合物（Ｉａ）をベンジル化剤として使用することにより、β−ジカルボニル化合物の
Ｏ−ベンジル化反応も中性、緩和な条件下で収率良く進行することが分かった。
【０１５０】
（試験例４）
化合物（Ｉａ）を用いる芳香族化合物（ペンタメチルベンゼン）のベンジル化反応
【０１５１】
【化１６】

30

【０１５２】
試験管にペンタメチルベンゼン（２９．６ｍｇ，０．２００ｍｍｏｌ）、ＤＭＥ（２０
０μＬ）、酸化マグネシウム（１６．１ｍｇ，０．４００ｍｍｏｌ）、および化合物（Ｉ
ａ）（２３６．２ｍｇ，０．４００ｍｍｏｌ）を加え、該混合液を室温、窒素雰囲気下で
２時間撹拌した。反応終了後、該反応混合液に酢酸エチルを加えて希釈し、飽和炭酸水素
ナトリウム、飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減
圧留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、ベンジルペンタメチ
ルベンゼン（４６．５

40

ｍｇ，収率９７％）を得た。

ｍｐ：１１４−１１５℃；
１

Ｈ−ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３）：δ

６．９０−７．３０（ｍ，５Ｈ），４

．１０（ｓ，２Ｈ），２．２４（ｓ，９Ｈ），２．１６（ｓ，６Ｈ）．
【０１５３】
化合物（Ｉａ）をベンジル化剤として使用することにより、芳香族化合物のＣ−ベンジ
ル化反応も中性、緩和な条件下で収率良く進行することが分かった。
【産業上の利用可能性】
【０１５４】
本発明の化合物（Ｉ）は、取扱いが容易な固体として得られ、中性緩和な条件下でアル
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コールをはじめとする種々の求核化合物のアリールメチル化を高収率で進行させることが
できるので、アリールメチル化剤として有用である。
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