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(57)【要約】

（修正有）

【課題】耐溶剤性に優れ、不斉選択性の切り替えが可能な実用的な光学異性体分離剤の提
供。
【解決手段】担体上に、一方向巻きらせん構造を有する下記式（Ｉ）で表されるポリアセ
チレン化合物を架橋させて固定化してなる固定化担体を用いる光学異性体分離剤。
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【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
担体上に、式（Ｉ）：
【化１】

10

［式中、
Ｒ１及びＲ１

は、独立してそれぞれ、置換されていてもよいＣ１−６アルキル基、ホル

ミル基、置換されていてもよいＣ１−６アルキル−カルボニル基、置換されていてもよい
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Ｃ１−６アルコキシ−カルボニル基、置換されていてもよいＣ１−６アルキルスルホニル
基、又は＊−Ｒ５−Ｏ−Ｒ６（ここで、＊は、酸素原子との結合位置を示し、Ｒ５は、Ｃ
７
−（Ｏ−Ｒ８）ｎ１−（ここで、Ｒ７は、Ｃ１−４アルキ
１−４アルキレン基又は−Ｒ
レン基を示し、Ｒ８は、Ｃ１−４アルキレン基を示し、ｎ１は、１乃至３の整数を示す。
）を示し、Ｒ６は、置換されていてもよいＣ１−６アルキル基を示す。）を示し；
２
９
９
９
９
９
９

Ｒ

は、ＯＲ
９

、ＳＲ

）、又はＣＯ２Ｒ

ルキル基を示し、Ｒ９
し、Ｒ９

、ＯＣＯＲ

、ＯＣＯＮ（Ｒ

（ここで、Ｒ

９

は、置換されていてもよいＣ１−３０ア

は、水素原子又は置換されていてもよいＣ１−６アルキル基を示

は、置換されていてもよいＣ１−３０アルキル基を示す。）を示し；
30

は、ＯＨ、ＳＨ又はＮＨ２を示し；

３

Ｒ

、ＣＯＮＨＲ

９

）（Ｒ

Ｒ２

、ＮＨＣＯＲ

３

、Ｒ

、Ｒ

４

４

及びＲ

は、独立してそれぞれ、水素原子、ハロゲン原子、置換さ

れていてもよいＣ１−６アルキル基、又は置換されていてもよいＣ１−６アルコキシ基を
示し；
ｒは、０．０５未満を示し；且つ
ｎは、１００以上の整数を示す。]
で表されるポリアセチレン化合物を、前記基Ｒ２

にて、架橋させて固定化してなること

を特徴とする、固定化担体。
【請求項２】
ｒが０．００２より大きく、０．０２未満の範囲である、請求項１記載の固定化担体。
【請求項３】
ポリアセチレン化合物が一方向巻きのらせん構造を有する、請求項１又は２に記載の固
定化担体。
【請求項４】
請求項１〜３のいずれか一項に記載の固定化担体からなる、クロマトグラフィー用充填
剤。
【請求項５】
請求項１〜３のいずれか一項に記載の固定化担体からなる、光学異性体分離剤。
【請求項６】
担体上に、一方向巻きらせん構造を有する式（Ｉ）：
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【化２】

10

［式中、
Ｒ１及びＲ１

は、独立してそれぞれ、置換されていてもよいＣ１−６アルキル基、ホル

ミル基、置換されていてもよいＣ１−６アルキル−カルボニル基、置換されていてもよい
Ｃ１−６アルコキシ−カルボニル基、置換されていてもよいＣ１−６アルキルスルホニル
基、又は＊−Ｒ５−Ｏ−Ｒ６（ここで、＊は、酸素原子との結合位置を示し、Ｒ５は、Ｃ
７
−（Ｏ−Ｒ８）ｎ１−（ここで、Ｒ７は、Ｃ１−４アルキ
１−４アルキレン基又は−Ｒ
レン基を示し、Ｒ８は、Ｃ１−４アルキレン基を示し、ｎ１は、１乃至３の整数を示す。
）を示し、Ｒ６は、置換されていてもよいＣ１−６アルキル基を示す。）を示し；
２
９
９
９
９
９
９

Ｒ

は、ＯＲ
９

）（Ｒ

、ＳＲ

）、又はＣＯ２Ｒ

ルキル基を示し、Ｒ
Ｒ２

、ＣＯＮＨＲ

９

９

し、Ｒ９

、ＮＨＣＯＲ

、ＯＣＯＲ
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、ＯＣＯＮ（Ｒ

（ここで、Ｒ

９

は、置換されていてもよいＣ１−３０ア

は、水素原子又は置換されていてもよいＣ１−６アルキル基を示

は、置換されていてもよいＣ１−３０アルキル基を示す。）を示し；

は、ＯＨ、ＳＨ又はＮＨ２を示し；

Ｒ３、Ｒ３

、Ｒ４及びＲ４

は、独立してそれぞれ、水素原子、ハロゲン原子、置換さ

れていてもよいＣ１−６アルキル基、又は置換されていてもよいＣ１−６アルコキシ基を
示し；

30

ｒは、０．０５未満を示し；且つ
ｎは、１００以上の整数を示す。]
で表されるポリアセチレン化合物を、架橋させて固定化してなる固定化担体の製造方法で
あって、一方向巻きらせん構造を有さない前記式（Ｉ）で表されるポリアセチレン化合物
が固定化された固定化担体を、光学活性な低分子化合物又はそれを含む溶液に固体状態で
含浸させた後、該低分子化合物を溶媒洗浄により除去する工程を含むことを特徴とする、
方法。
【請求項７】
請求項６記載の製造方法により得られる一方向巻きのらせん構造を有するポリアセチレ
ン化合物固定化担体を、請求項６で使用する低分子化合物の鏡像異性体若しくは異なる種

40

類の光学活性低分子化合物又はそれを含む溶液に固体状態で含浸させた後、該鏡像異性体
若しくは異なる種類の光学活性低分子化合物を溶媒洗浄により除去することにより、らせ
んの巻き方向を反転させる工程を更に含む、請求項６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、クロマトグラフィー法、特に液体クロマトグラフィーに用いられる光学異性
体分離剤及びその製造方法に関し、特に固体状態で不斉選択性を自在に切り替え可能なら
せん状高分子化合物を担体に固定化してなる担体、及びその製造方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
有機化合物には物理的、化学的性質、例えば沸点、融点、溶解度といった物性が全く同
一であるが、生理活性に差がみられる光学異性体が多く存在する。しかし、光学異性体の
物理的、化学的性質は全く同一であるが故に、通常の分離手段では分析が行えないため、
広範な種類の有機化合物の光学異性体を簡便、且つ精度良く分析する技術の研究が精力的
に行われてきた。それらの中でも、特に高速液体クロマトグラフィー（以下、ＨＰＬＣと
称することもある。）による光学分割法は、光学異性体分離機能を有する物質、すなわち
、光学異性体分離剤そのもの、或いは光学異性体分離剤を適当な担体上にコーティングす
ることにより担持させたキラル固定相を使用して光学異性体を分離するものである。例え
ば、低分子化合物である光学活性なクラウンエーテル化合物を担体にコーティングした充

10

填剤（特許文献１）、合成高分子である光学活性メタクリル酸トリフェニルメチルポリマ
ーを担体にコーティングした充填剤（特許文献２）、多糖の誘導体である三酢酸セルロー
スを担体にコーティングした充填剤（特許文献３）、安息香酸セルロースを担体にコーテ
ィングした充填剤（特許文献４）、セルロースフェニルカルバメートを担体にコーティン
グした充填剤（特許文献５）、セルロースあるいはアミロース誘導体（非特許文献１）、
タンパクであるオボムコイド（特許文献６）等が開発され、その高い光学分割能から商品
化され、広く使用されている。
【０００３】
また、本発明者らは、最近、一方向巻きのらせん構造を有するポリアセチレン化合物が
、優れた光学分割能を有し、且つ光学活性な低分子化合物の存在下、固体状態でらせんの

20

向きを自在に反転させることができること、及び該ポリアセチレン化合物を担体にコーテ
ィングにより担持してなる充填剤が、カラム充填後であっても充填剤中の該ポリアセチレ
ン化合物のらせんの巻き方向を自在に反転させることができることを報告した（特許文献
７）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭６２−２１００５３号公報
【特許文献２】特開昭５７−１５０４３２号公報
【特許文献３】特開昭６０−８２８５８号公報
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【特許文献４】特開昭６０−４０９５２号公報
【特許文献５】特開昭６０−１０８７５１号公報
【特許文献６】特開昭６３−３０７８２９号公報
【特許文献７】国際公開第２０１３／１６８６０１号
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Okamoto, Y., Kawashima, M. and Hatada, K. J.Am.Chem.Soc., 1984,
106, 5357.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
前述の通り、光学異性体分離剤を適当な担体上にコーティングすることにより担持させ
た充填剤は、有機化合物の光学異性体の混合物の分離剤として有用であることが知られて
いるが、単なるコーティングのみにより担持されているため、耐溶剤性が悪く、特に、液
体クロマトグラフィー用充填剤として用いる場合には溶離液として使用する溶媒に制限が
あった。従って、幅広い種類の有機化合物の光学異性体の混合物を簡便且つ安価に、精度
良く分析することができ、耐溶剤性も良好な、実用的な光学異性体分離剤の開発がますま
す求められている。
【０００７】
本発明の目的は、耐溶剤性に優れ、不斉選択性の切り替えが可能で、簡便且つ安価に光
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学異性体を効率良く分離することができる実用的な光学異性体分離剤を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明者らは、かかる状況下、鋭意検討を重ねた結果、担体上に、一方向巻きらせん構
造を有する下記式（Ｉ）：
【０００９】
【化１】
10

20
【００１０】
［式中、
Ｒ１及びＲ１

は、独立してそれぞれ、置換されていてもよいＣ１−６アルキル基、ホル

ミル基、置換されていてもよいＣ１−６アルキル−カルボニル基、置換されていてもよい
Ｃ１−６アルコキシ−カルボニル基、置換されていてもよいＣ１−６アルキルスルホニル
基、又は＊−Ｒ５−Ｏ−Ｒ６（ここで、＊は、酸素原子との結合位置を示し、Ｒ５は、Ｃ
７
−（Ｏ−Ｒ８）ｎ１−（ここで、Ｒ７は、Ｃ１−４アルキ
１−４アルキレン基又は−Ｒ
レン基を示し、Ｒ８は、Ｃ１−４アルキレン基を示し、ｎ１は、１乃至３の整数を示す。
）を示し、Ｒ６は、置換されていてもよいＣ１−６アルキル基を示す。）を示し；
２
９
９
９
９
９
９

Ｒ

は、ＯＲ
９

）（Ｒ

、ＳＲ

）、又はＣＯ２Ｒ

ルキル基を示し、Ｒ
Ｒ２

、ＯＣＯＲ

、ＯＣＯＮ（Ｒ

（ここで、Ｒ

９

は、置換されていてもよいＣ１−３０ア

は、水素原子又は置換されていてもよいＣ１−６アルキル基を示

は、置換されていてもよいＣ１−３０アルキル基を示す。）を示し；

は、ＯＨ、ＳＨ又はＮＨ２を示し；

３

、Ｒ３

Ｒ

、ＣＯＮＨＲ

９

９

し、Ｒ９

、ＮＨＣＯＲ

30

、Ｒ４及びＲ４

は、独立してそれぞれ、水素原子、ハロゲン原子、置換さ

れていてもよいＣ１−６アルキル基、又は置換されていてもよいＣ１−６アルコキシ基を
示し；
ｒは、０．０５未満を示し；且つ
ｎは、１００以上の整数を示す。]

40

で表されるポリアセチレン化合物（以下、「らせん化合物（Ｉ）」と称する場合がある。
）を、前記基Ｒ２

にて、架橋させて固定化してなる固定化担体を光学異性体分離剤とし

て使用することにより、固体状態でも効率良く、光学異性体を分離することができると共
に、該固定化担体のらせんの巻き方向を反転させることができ、また、耐溶剤性も良好で
あることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１１】
すなわち、本発明は以下の通りである。
［１］担体上に、式（Ｉ）：
【００１２】
50

(6)

JP 2016‑140845 A 2016.8.8

【化２】

10

【００１３】
［式中、
Ｒ１及びＲ１

は、独立してそれぞれ、置換されていてもよいＣ１−６アルキル基、ホル

ミル基、置換されていてもよいＣ１−６アルキル−カルボニル基、置換されていてもよい
Ｃ１−６アルコキシ−カルボニル基、置換されていてもよいＣ１−６アルキルスルホニル
基、又は＊−Ｒ５−Ｏ−Ｒ６（ここで、＊は、酸素原子との結合位置を示し、Ｒ５は、Ｃ
７

８

20

７

−（Ｏ−Ｒ ）ｎ１−（ここで、Ｒ は、Ｃ１−４アルキ
１−４アルキレン基又は−Ｒ
８
レン基を示し、Ｒ は、Ｃ１−４アルキレン基を示し、ｎ１は、１乃至３の整数を示す。
）を示し、Ｒ６は、置換されていてもよいＣ１−６アルキル基を示す。）を示し；
２
９
９
９
９
９
９
Ｒ

は、ＯＲ
９

、ＳＲ

、ＮＨＣＯＲ

）（Ｒ

）、又はＣＯ２Ｒ

ルキル基を示し、Ｒ９
し、Ｒ９
Ｒ２

、ＣＯＮＨＲ

９

、ＯＣＯＲ

、ＯＣＯＮ（Ｒ

９

（ここで、Ｒ

は、置換されていてもよいＣ１−３０ア

は、水素原子又は置換されていてもよいＣ１−６アルキル基を示

は、置換されていてもよいＣ１−３０アルキル基を示す。）を示し；

は、ＯＨ、ＳＨ又はＮＨ２を示し；

Ｒ３、Ｒ３

、Ｒ４及びＲ４

は、独立してそれぞれ、水素原子、ハロゲン原子、置換さ

れていてもよいＣ１−６アルキル基、又は置換されていてもよいＣ１−６アルコキシ基を

30

示し；
ｒは、０．０５未満を示し；且つ
ｎは、１００以上の整数を示す。]
で表されるポリアセチレン化合物（以下、単に「化合物（Ｉ）」と称する場合がある。）
を、前記基Ｒ２

にて、架橋させて固定化してなることを特徴とする、固定化担体。

１

及びＲ１

［２］Ｒ

が共に＊−Ｒ５−Ｏ−Ｒ６（ここで、＊は、酸素原子との結合位置

５

を示し、Ｒ

は、Ｃ１−４アルキレン基を示し、Ｒ６は、Ｃ１−６アルキル基を示す。）

であり、Ｒ２がＯＣＯＲ９（ここで、Ｒ９は、Ｃ４−２０アルキル基を示す。）又はＯＣ
ＯＮ（Ｒ９

）（Ｒ９

）（ここで、Ｒ９
２

６アルキル基を示す。）であり、Ｒ
４

は、水素原子を示し、Ｒ９

は、Ｃ１−

がＯＨであり、並びにＲ３、Ｒ３

、Ｒ４及びＲ

40

が共に水素原子である、上記［１］記載の固定化担体。

［３］Ｒ１及びＲ１

が共にメトキシメチル基であり、且つＲ２がペンタノイロキシ基又

はブチルカルバモイルオキシ基である、上記［２］記載の固定化担体。
［４］ｒが０．００２より大きく、０．０２未満の範囲である、上記［１］〜［３］のい
ずれかに記載の固定化担体。
［５］架橋させるための架橋剤がジカルボン酸誘導体である、上記［１］〜［４］のいず
れかに記載の固定化担体。
［６］担体がシリカゲルである、上記［１］〜［５］のいずれかに記載の固定化担体。
［７］ポリアセチレン化合物が一方向巻きのらせん構造を有する、上記［１］〜［６］の
いずれかに記載の固定化担体。
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［８］上記［１］〜［７］のいずれかに記載の固定化担体からなる、クロマトグラフィー
用充填剤。
［９］上記［７］記載の固定化担体からなる、光学異性体分離剤。
［１０］担体上に、一方向巻きらせん構造を有する式（Ｉ）：
【００１４】
【化３】

10

【００１５】

20

［式中、
Ｒ１及びＲ１

は、独立してそれぞれ、置換されていてもよいＣ１−６アルキル基、ホル

ミル基、置換されていてもよいＣ１−６アルキル−カルボニル基、置換されていてもよい
Ｃ１−６アルコキシ−カルボニル基、置換されていてもよいＣ１−６アルキルスルホニル
基、又は＊−Ｒ５−Ｏ−Ｒ６（ここで、＊は、酸素原子との結合位置を示し、Ｒ５は、Ｃ
７
−（Ｏ−Ｒ８）ｎ１−（ここで、Ｒ７は、Ｃ１−４アルキ
１−４アルキレン基又は−Ｒ
８
レン基を示し、Ｒ は、Ｃ１−４アルキレン基を示し、ｎ１は、１乃至３の整数を示す。
）を示し、Ｒ６は、置換されていてもよいＣ１−６アルキル基を示す。）を示し；
２
９
９
９
９
９
９

Ｒ

は、ＯＲ

）（Ｒ９

、ＳＲ

９

ルキル基を示し、Ｒ
９

し、Ｒ
Ｒ２

、ＮＨＣＯＲ

、ＣＯＮＨＲ

、ＯＣＯＲ

、ＯＣＯＮ（Ｒ

）、又はＣＯ２Ｒ９（ここで、Ｒ９は、置換されていてもよいＣ１−３０ア
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は、水素原子又は置換されていてもよいＣ１−６アルキル基を示

は、置換されていてもよいＣ１−３０アルキル基を示す。）を示し；

は、ＯＨ、ＳＨ又はＮＨ２を示し；

Ｒ３、Ｒ３

、Ｒ４及びＲ４

は、独立してそれぞれ、水素原子、ハロゲン原子、置換さ

れていてもよいＣ１−６アルキル基、又は置換されていてもよいＣ１−６アルコキシ基を
示し；
ｒは、０．０５未満を示し；且つ
ｎは、１００以上の整数を示す。]
で表されるポリアセチレン化合物を架橋させて固定化してなる固定化担体の製造方法であ
って、一方向巻きらせん構造を有さない前記式（Ｉ）で表されるポリアセチレン化合物が

40

固定化された固定化担体を、光学活性な低分子化合物又はそれを含む溶液に固体状態で含
浸させた後、該低分子化合物を溶媒洗浄により除去する工程を含むことを特徴とする、方
法。
［１１］上記［１０］記載の製造方法により得られる一方向巻きのらせん構造を有するポ
リアセチレン化合物固定化担体を、上記［１０］で使用する低分子化合物の鏡像異性体若
しくは異なる種類の光学活性低分子化合物又はそれを含む溶液に固体状態で含浸させた後
、該鏡像異性体若しくは異なる種類の光学活性低分子化合物を溶媒洗浄により除去するこ
とにより、らせんの巻き方向を反転させる工程を更に含む、上記［１０］記載の方法。
［１２］光学活性低分子化合物が、（Ｒ）−（−）−１−フェニルエチルアルコール又は
（Ｓ）−（＋）−１−フェニルエチルアルコールである、上記［１０］又は［１１］に記
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載の方法、に関する。
【発明の効果】
【００１６】
本発明によれば、前記化合物（Ｉ）が、担体上に架橋基を介して固定化されることによ
り耐溶剤性に優れた固定化担体を簡便に合成することができる。また、本発明によれば、
化合物（Ｉ）が担体上に化学結合により固定化され自由度が制限された状態でありながら
も、光学活性低分子化合物又はそれを含む溶液に固体状態で含浸させるだけという簡便な
操作により、担体上の化合物（Ｉ）に効率よく一方向巻きのらせん構造を誘起することが
できる。さらに、本発明によれば、当該一方向巻きのらせん構造を誘起された化合物（Ｉ
）（らせん化合物（Ｉ））は、先のらせん構造誘起の際に使用した光学活性低分子化合物
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の鏡像異性体（若しくは先のらせん構造誘起の際に使用した光学活性低分子化合物とは異
なる他の光学活性低分子化合物）又はそれを含む溶液に固体状態で含浸させるだけで、担
体上に固定化された状態にありながらも、らせんの巻き方向を効率良く反転させることが
できるという利点も有する。すなわち、本発明によれば、耐溶剤性に優れ、不斉誘起（ら
せん構造誘起）や不斉選択性の切り替えを簡便且つ安価に行うことが可能で、光学異性体
を効率良く分離することができる実用的な光学異性体分離剤を提供することができる。そ
して、本発明によれば、担体上に固定化される化合物として従来のように高価な光学活性
化合物を用いる必要がなく、また、固定化担体のらせんのキラリティーの誘起及び／又は
反転の際に使用する光学活性な低分子化合物も容易に回収、再利用可能であるため、簡便
20

かつ経済的な光学異性体の分離方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施例２で得られたカラムＡ１−ａ、Ａ１−ｂ及びＡ１−ｃによる３，３
フェニル−１，１

−ジ

−ビ−２−ナフトールのラセミ体の１０℃下でのキラル分離クロマト

グラム（流速：０．２ｍＬ／分、溶出溶媒：ヘキサン／２−プロパノール（９７：３，ｖ
／ｖ））である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
以下に本発明の詳細を説明する。
【００１９】
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（定義）
【００２０】
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
を意味する。
【００２１】
本明細書中、「アルキル（基）」とは、直鎖状または分岐鎖状のアルキル基を意味し、
「Ｃ１−４アルキル（基）」とは、炭素原子数１〜４のアルキル基であり、「Ｃ１−６ア
ルキル（基）」とは、炭素原子数１〜６のアルキル基であり、これらの例としては、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
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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−エチルブチルが挙げられる。また、「Ｃ１−３０アルキル（基）」とは、炭素原
子数１〜３０のアルキル基であり、「Ｃ８−３０アルキル（基）」とは、炭素原子数８〜
３０のアルキル基であり、「Ｃ４−２０アルキル（基）」とは、炭素原子数４〜２０のア
ルキル基であり、「Ｃ１０−２０アルキル（基）」とは、炭素原子数１０〜２０のアルキ
ル基であり、炭素原子数８以上のアルキル基の例としては、例えば、オクチル、ノニル、
デシル、ウンデシル、ドデシル、トリデシル、エイコシルが挙げられる。
【００２２】
本明細書中、「Ｃ３−８シクロアルキル（基）」とは、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。
【００２３】
本明細書中、「Ｃ１−６アルコキシ（基）」とは、直鎖または分岐鎖の炭素原子数１〜
６のアルキル基が酸素原子と結合した基を意味し、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、ペントキシ、イソペントキシ、ネオペントキシ、１−エチルプロポキシ、ヘキソキシ
、イソヘキソキシ、１，１−ジメチルブトキシ、２，２−ジメチルブトキシ、３，３−ジ
メチルブトキシ、２−エチルブトキシ等が挙げられる。
【００２４】
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〜
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６のアルキル基が硫黄原子と結合した基を意味し、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、ｔ
ｅｒｔ−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。
【００２５】
本明細書中、「Ｃ１−６アルキル−カルボニル（基）」とは、直鎖又は分岐鎖の炭素原
子数１〜６のアルキル基がカルボニル基に結合した基を意味し、例えば、メチル−カルボ
ニル（アセチル）、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（ペンタノイル）、イソブチル−カルボニル、ｓｅｃ−ブチル
−カルボニル、ｔｅｒｔ−ブチル−カルボニル（ピバロイル）、ペンチル−カルボニル、
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イソペンチル−カルボニル、ネオペンチル−カルボニル、１−エチルプロピル−カルボニ
ル、ヘキシル−カルボニル、イソヘキシル−カルボニル、１，１−ジメチルブチル−カル
ボニル、２，２−ジメチルブチル−カルボニル、３，３−ジメチルブチル−カルボニル、
２−エチルブチル−カルボニル等が挙げられる。
【００２６】
本明細書中、「Ｃ１−６アルコキシ−カルボニル（基）」とは、直鎖又は分岐鎖の炭素
原子数１〜６のアルキルオキシ基がカルボニル基に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、ペントキシ−カルボニル、イソペントキシ−
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カルボニル、ネオペントキシ−カルボニル、１−エチルプロポキシ−カルボニル、ヘキソ
キシ−カルボニル、イソヘキソキシ−カルボニル、１，１−ジメチルブトキシ−カルボニ
ル、２，２−ジメチルブトキシ−カルボニル、３，３−ジメチルブトキシ−カルボニル、
２−エチルブトキシ−カルボニル等が挙げられる。
【００２７】
本明細書中、「Ｃ１−６アルキルスルホニル（基）」とは、直鎖又は分岐鎖の炭素原子
数１〜６のアルキル基がスルホニル基に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、１−エチルプロ
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ピルスルホニル、ヘキシルスルホニル、イソヘキシルスルホニル、１，１−ジメチルブチ
ルスルホニル、２，２−ジメチルブチルスルホニル、３，３−ジメチルブチルスルホニル
、２−エチルブチルスルホニル等が挙げられる。
【００２８】
本明細書中、「Ｃ１−２０アルキレン（基）」とは、直鎖又は分岐鎖の炭素原子数１〜
２０のアルキレン基を意味し、例えば、メチレン、エチレン、プロパン−１，３−ジイル
、ブタン−１，４−ジイル、メチルエチレン、ペンタン−１，５−ジイル、ヘキサン−１
，６−ジイル、ヘプタン−１，７−ジイル、オクタン−１，８−ジイル、ノナン−１，９
−ジイル、デカン−１，１０−ジイル、ウンデカン−１，１１−ジイル、ドデカン−１，
１２−ジイル、テトラデカン−１，１４−ジイル、ヘキサデカン−１，１６−ジイル等を
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挙げることができ、直鎖のものが好ましい例として挙げられる。
【００２９】
本明細書中、「Ｃ１０−２０アルキレン（基）」とは、直鎖又は分岐鎖の炭素原子数１
０〜２０のアルキレン基を意味し、例えば、デカン−１，１０−ジイル、ウンデカン−１
，１１−ジイル、ドデカン−１，１２−ジイル、テトラデカン−１，１４−ジイル、ヘキ
サデカン−１，１６−ジイル等を挙げることができ、直鎖のものが好ましい例として挙げ
られる。
【００３０】
本明細書中、「Ｃ１−４アルキレン（基）」とは、直鎖又は分岐鎖の炭素原子数１〜４
のアルキレン基を意味し、例えば、メチレン、エチレン、プロパン−１，３−ジイル、ブ
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タン−１，４−ジイル、メチルエチレン等を挙げることができ、直鎖のものが好ましい例
として挙げられる。
【００３１】
本明細書中、「アリール基」とは、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。
【００３２】
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−
ナフチルを示し、フェニルが特に好ましい。

20

【００３３】
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
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
。
【００３４】
本明細書中、「Ｃ６−１０アリール−カルボニル基」とは、「Ｃ６−１０アリール基」
がカルボニル基に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

30

トイル等が挙げられる。中でも、ベンゾイル基が好ましい。
【００３５】
本明細書中、「Ｃ６−１０アリールオキシ基」とは、「Ｃ６−１０アリール基」が酸素
原子に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。
【００３６】
本明細書中、「Ｃ６−１０アリールチオ基」とは、「Ｃ６−１０アリール基」が硫黄原
子に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。
【００３７】
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本明細書中、「Ｃ７−１４アラルキルオキシ基」とは、「Ｃ７−１４アラルキル基」が
酸素原子に結合した基を意味し、例えば、ベンジルオキシ、１−ナフチルメチルオキシ、
２−ナフチルメチルオキシ等が挙げられる。中でも、ベンジルオキシ基が好ましい。
【００３８】
本明細書中、「Ｃ６−１０アリールオキシ−カルボニル基」とは、「Ｃ６−１０アリー
ルオキシ基」がカルボニル基に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。
【００３９】
本明細書中、「Ｃ７−１４アラルキルオキシ−カルボニル基」とは、「Ｃ７−１４アラ
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ルキルオキシ基」がカルボニル基に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。
【００４０】
本明細書中、「Ｃ６−１０アリールスルホニル基」とは、「Ｃ６−１０アリール基」が
スルホニル基に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。
【００４１】
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

10

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
。
【００４２】
本明細書中、「保護されたアミノ基」とは、「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 Ｏｒ
ｇａｎｉｃ Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，Ｊｏｈｎ Ｗｉｌｅｙ ａｎｄ Ｓｏｎｓ刊（１９８０）
に記載のアミノ基の保護基を使用し得、例えば、Ｃ１−６アルキル基、Ｃ７−１４アラル
キル基、Ｃ６−１０アリール基、Ｃ１−６アルキル−カルボニル基、Ｃ１−６アルコキシ
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−カルボニル基、Ｃ７−１４アラルキル−カルボニル基、トリＣ１−６アルキルシリル基
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により更に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、メチル、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、ベンジルオキシカルボニル等が挙げられる。
【００４３】
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）ハロゲン原子、（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）Ｃ１−６アルコキシ
、（７）Ｃ６−１０アリール、（８）Ｃ７−１４アラルキル、（９）Ｃ１−６アルコキシ
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−カルボニル、（１０）Ｃ７−１４アラルキルオキシ−カルボニル、（１１）Ｃ１−６ア
ルキル−カルボニル、（１２）Ｃ６−１０アリール−カルボニル、（１３）Ｃ６−１０ア
リールオキシ−カルボニル、（１４）Ｃ１−６アルキルスルホニル、（１５）Ｃ６−１０
アリールスルホニル、（１６）ホルミル、（１７）アジド、（１８）Ｃ１−６アルキルチ
オ、（１９）Ｃ６−１０アリールチオ、（２０）Ｃ１−６アルキル基で置換されていても
よいカルバモイル、（２１）トリＣ１−６アルキルシリル基、（２２）保護されたアミノ
基等が挙げられる。中でも、ハロゲン原子、ニトロ、シアノ、Ｃ１−６アルキル、Ｃ１−
６アルコキシ、Ｃ１−６アルコキシ−カルボニル、アセチル、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、アセチルアミノ、ｔｅｒｔ−ブトキシカルボニル

40

アミノ、ベンジルオキシカルボニルアミノ等が好ましく、ハロゲン原子が特に好ましい。
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。
【００４４】
本明細書中、「一方向巻きのらせん構造」とは、右巻き又は左巻きのいずれかに片寄っ
たらせん構造であればよく、好ましくは完全に右巻き又は左巻きのらせん構造である。
【００４５】
本明細書中、「光学活性な低分子化合物」とは、光の平面偏光を回転させる性質、すな
わち、旋光能を有する低分子化合物であり、不斉中心、軸不斉、または面不斉を少なくと
も１つ有する分子量が５００以下の有機化合物を意味する。好ましくは、光学的に純粋な
不斉炭素原子を１つ有する化合物であり、例えば、（Ｒ）−（−）−１−フェニルエチル
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アルコール、（Ｓ）−（＋）−１−フェニルエチルアルコール、（Ｒ）−（−）−２−ブ
タノール、（Ｓ）−（＋）−２−ブタノール等が挙げられる。中でも、（Ｒ）−（−）−
１−フェニルエチルアルコール又は（Ｓ）−（＋）−１−フェニルエチルアルコールが特
に好ましい。該光学活性な低分子化合物としては、光学的に純粋な化合物だけでなく、光
学純度の低い化合物も包含される。該低分子化合物は、液体でも固体でもよく、好ましく
は、液体である。
【００４６】
本明細書中、「ｅｅ」とは、鏡像体過剰率（ｅｎａｎｔｉｏｍｅｒｉｃ

ｅｘｃｅｓｓ

）の略称であり、キラルな化合物の光学純度を表す。「ｅｅ」は、多い方の鏡像体の物質
量から少ない方の鏡像体の物質量を引き、全体の物質量で割った値に１００を掛けて算出

10

され、「％ｅｅ」で表される。
【００４７】
本明細書中、「光学的に純粋な」とは、９９％ｅｅ以上の光学純度を示す状態を表す。
【００４８】
本明細書中、「鏡像異性体」とは、光学活性な低分子化合物中の全ての不斉炭素原子の
立体配置が異なっている光学的対掌体を意味し、光学活性な低分子化合物と互いに右手と
左手との関係にある１対の光学異性体を構成している。具体的には、例えば、光学活性な
低分子化合物が（Ｒ）−（−）−１−フェニルエチルアルコールである場合の鏡像異性体
は（Ｓ）−（＋）−１−フェニルエチルアルコールである。
【００４９】

20

本明細書中、「らせんの巻き方向を反転させる」とは、一方向巻きのらせんを、それと
は逆方向巻きのらせんに反転させることを意味し、具体的には、例えば、右巻きのらせん
構造を左巻きのらせん構造へと反転させることである。なお、らせんの巻き方向を完全に
反転させることが望ましいが、「らせんの巻き方向を反転させる」とは、必ずしもらせん
の巻き方向を完全に反転させる態様のみを意味するのではなく、逆方向巻きに片寄ったら
せん構造（逆の符号の比旋光度を有する化合物へと変換されていればよい。）へと変換さ
せる態様も含まれる。
【００５０】
本明細書中、「低分子化合物（の鏡像異性体）又はそれを含む溶液に固体状態で含浸さ
せ」とは、低分子化合物（の鏡像異性体）が液体の場合には、それ自体に含浸させること

30

を意味し、低分子化合物（の鏡像異性体）が液体又は固体の場合には、該化合物を有機溶
媒に溶解させた溶液に含浸させることを意味する。
【００５１】
本明細書中、「光学異性体分離剤」とは、１つ以上の不斉中心、軸不斉、または面不斉
を有する低分子化合物の光学異性体の混合物を分離させる能力を有する物質であればよく
、特に限定されない。
【００５２】
本発明の光学異性体分離剤を用いて、光学活性化合物を光学分割する方法としては、特
に限定されるものではないが、例えば、ガスクロマトグラフィー、液体クロマトグラフィ
ー、超臨界クロマトグラフィー、薄層クロマトグラフィー、キャピラリー電気泳動等のク

40

ロマトグラフィー法及び膜分離による光学異性体分離等が挙げられる。
【００５３】
本発明の光学異性体分離剤は、担体上に架橋基を介して化学的に固定化されているので
、例えば、高速液体クロマトグラフィー用のカラム充填剤の固定相として使用する場合、
溶離液としては、特に制限はなく、ヘキサン−イソプロパノール等を用いる順相系、アル
コール−水等を用いる逆相系のいずれにおいても応用可能である。
【００５４】
本発明において、化合物（Ｉ）の固定化に用いられる担体としては、多孔質有機担体又
は多孔質無機担体が挙げられ、好ましくは多孔質無機担体である。多孔質有機担体として
適当なものは、ポリスチレン、ポリアクリルアミド、ポリアクリレート等からなる高分子
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物質であり、多孔質無機担体として適当なものは、シリカゲル、アルミナ、マグネシア、
ガラス、カオリン、酸化チタン、ケイ酸塩、ヒドロキシアパタイトなどである。特に好ま
しい担体はシリカゲルである。
【００５５】
担体としてシリカゲルを使用する場合のシリカゲルの粒径は０．１μm〜３００μm、好
ましくは１μm〜１０μmであり、平均孔径は１０Å〜１００μm、好ましくは５０Å〜５
００００Åである。
【００５６】
本明細書中、化合物（Ｉ）を担体上に固定化する際、化合物（Ｉ）と担体とを架橋させ
るのに用いられる架橋剤としては、化合物（Ｉ）中の基Ｒ２

（すなわち、ＯＨ、ＳＨ又

10

はＮＨ２）と反応して結合（エステル結合、チオエステル結合、ウレタン結合等）を形成
し得る化合物であればよく、例えば、ジカルボン酸誘導体、ジイソシアナート誘導体、ジ
エポキシ誘導体、ジビニル誘導体等が挙げられる。中でも、好ましい架橋剤は、ジカルボ
ン酸誘導体（例、Ｃ１−２０アルキレンジカルボン酸、Ｃ１−２０アルキレンジカルボン
酸の酸ハロゲン化物、Ｃ１−２０アルキレンジカルボン酸の酸無水物等）、ジイソシアナ
ート誘導体（例、ヘキサメチレンジイソシアナート）であり、特に好ましくは、ジカルボ
ン酸誘導体（例、Ｃ１０−２０アルキレンジカルボン酸（例、テトラデカン二酸等））で
ある。
【００５７】
本発明の充填剤は、ガスクロマトグラフィー、液体クロマトグラフィー、超臨界クロマ
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トグラフィー、薄層クロマトグラフィー、キャピラリー電気泳動などのクロマトグラフィ
ー法及び膜分離による光学異性体分離に用いるのが一般的であるが、特に液体クロマトグ
ラフィー法に応用するのが好ましい。
【００５８】
更に本発明の充填剤は、主として光学純度測定を目的に使用される高速液体クロマトグ
ラフィーの分析用キラルカラム、数ｍｇ〜数ｋｇの光学活性体取得を目的とする単カラム
方式の液体クロマトグラフィーの分取用キラルカラム、擬似移動床方式に代表される連続
式液体クロマトグラフィーの分取用キラルカラム等に好ましく使用される。
【００５９】
本発明の固定化担体からなる光学異性体分離剤を、充填剤、すなわち、キラル固定相、
として用いるキラルカラムにより分離することができる光学異性体の混合物としては、特
に限定されないが、分子量が５００以下の低分子化合物の光学異性体分離に好適に使用す
ることができる。該低分子化合物としては、例えば、置換されていてもよい１，１

−ビ

−２−ナフトール、コバルト錯体、ｔｒａｎｓ−スチルベンオキシド、トレガー塩基（Ｔ
ｒｏｅｇｅｒ

ｓ ｂａｓｅ）、モノ置換［２．２］パラシクロファン等が挙げられる。

【００６０】
（化合物（Ｉ））
担体上に架橋基を介して固定化させる、化合物（Ｉ）は、下記式（Ｉ）：
【００６１】
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【化４】

10

【００６２】
[式中の各記号は、前記と同義である。]
で表されるポリアセチレン化合物である。
【００６３】
以下、化合物（Ｉ）の各基について説明する。
20

【００６４】
１

Ｒ

１

及びＲ

は、独立してそれぞれ、置換されていてもよいＣ１−６アルキル基、ホ

ルミル基、置換されていてもよいＣ１−６アルキル−カルボニル基、置換されていてもよ
いＣ１−６アルコキシ−カルボニル基、置換されていてもよいＣ１−６アルキルスルホニ
ル基、及び＊−Ｒ５−Ｏ−Ｒ６（ここで、＊は、酸素原子との結合位置を示し、Ｒ５は、
Ｃ１−４アルキレン基又は−Ｒ７−（Ｏ−Ｒ８）ｎ１−（ここで、Ｒ７は、Ｃ１−４アル
キレン基を示し、Ｒ８は、Ｃ１−４アルキレン基を示し、ｎ１は、１乃至３の整数を示す
。）を示し、Ｒ６は、置換されていてもよいＣ１−６アルキル基を示す。）からなる群よ
り選択される基である。
【００６５】
Ｒ１及びＲ１

は、好ましくは、ともに＊−Ｒ５−Ｏ−Ｒ６（ここで、＊は、酸素原子
５

との結合位置を示し、Ｒ

30

６

は、Ｃ１−４アルキレン基を示し、Ｒ

は、置換されていても

よいＣ１−６アルキル基を示す。）であり、特に好ましくは、ともにメトキシメチル基で
ある。
【００６６】
Ｒ２は、ＯＲ９、ＳＲ９、ＮＨＣＯＲ９、ＣＯＮＨＲ９、ＯＣＯＲ９、ＯＣＯＮ（Ｒ９
）（Ｒ９

）及びＣＯ２Ｒ９（ここで、Ｒ９は、置換されていてもよいＣ１−３０ア

ルキル基を示し、Ｒ９
９

し、Ｒ

は、水素原子又は置換されていてもよいＣ１−６アルキル基を示

は、置換されていてもよいＣ１−３０アルキル基を示す。）からなる群より

選択される基である。
40

【００６７】
２

Ｒ

９

は、好ましくは、ＯＲ

９

、ＯＣＯＲ

９

及びＯＣＯＮ（Ｒ

）（Ｒ

で、Ｒ９は、置換されていてもよいＣ４−２０アルキル基を示し、Ｒ９
示し、Ｒ９

９

）（ここ

は、水素原子を

は、置換されていてもよいＣ１−３０アルキル基を示す。）からなる群よ

り選択される基であり、より好ましくは、ＯＣＯＲ９（ここで、Ｒ９は、置換されていて
もよいＣ４−２０アルキル基を示す。）又はＯＣＯＮ（Ｒ９
９

Ｒ

９

は、水素原子を示し、Ｒ

）（Ｒ９

）（ここで、

は、置換されていてもよいＣ１−６アルキル基を示

す。）であり、特に好ましくは、ペンタノイロキシ基又はｎ−ブチルカルバモイルオキシ
基である。
【００６８】
Ｒ２

は、ＯＨ、ＳＨ又はＮＨ２である。
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【００６９】
Ｒ２

は、好ましくは、ＯＨ又はＮＨ２であり、特に好ましくは、ＯＨである。

【００７０】
Ｒ３、Ｒ３

、Ｒ４及びＲ４

は、独立してそれぞれ、水素原子、ハロゲン原子、置換

されていてもよいＣ１−６アルキル基、及び置換されていてもよいＣ１−６アルコキシ基
からなる群より選択される基である。
【００７１】
Ｒ３、Ｒ３

、Ｒ４及びＲ４

は、好ましくは、全て水素原子である。

【００７２】
ｒは、０．０５未満であり、好ましくは、０．００２よりも大きく、０．０２未満であ

10

り、特に好ましくは、０．００５以上、０．０１５以下である。ｒは、ポリマー中に存在
するＲ２

基の割合を示す値であるが、ポリマー１分子中に含まれるＲ２
２

味するのではなく、全ポリマー中に存在するＲ

基の割合を意

基の割合の平均値を意味するものであ

る。
ｒが０．０５以上であると、担体上に化合物（Ｉ）を強固に固定化することが可能であ
るが、化合物（Ｉ）の自由度が著しく低下するため、らせんのキラリティーを誘起するこ
とが難しくなる。
【００７３】
ｎは、１００以上の整数であり、好ましくは、４００以上１００００以下の整数である
20

。
【００７４】
化合物（Ｉ）としては、以下の化合物が好適である。
［化合物（Ｉ−１）］
Ｒ１及びＲ１

が、ともに＊−Ｒ５−Ｏ−Ｒ６（ここで、＊は、酸素原子との結合位置

５

は、Ｃ１−４アルキレン基を示し、Ｒ６は、置換されていてもよいＣ１−６

を示し、Ｒ

アルキル基を示す。）であり；
Ｒ２が、ＯＲ９、ＯＣＯＲ９及びＯＣＯＮ（Ｒ９

）（Ｒ９

）（ここで、Ｒ９は、

置換されていてもよいＣ４−２０アルキル基を示す。）からなる群より選択される基であ
り；
Ｒ２
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が、ＯＨ又はＮＨ２であり；

３

Ｒ

３

４

、Ｒ

、Ｒ

４

及びＲ

が、全て水素原子であり；

ｒが、０．０５未満であり；並びに
ｎが、１００以上の整数である、化合物（Ｉ）。
【００７５】
［化合物（Ｉ−２）］
Ｒ１及びＲ１

が、ともに＊−Ｒ５−Ｏ−Ｒ６（ここで、＊は、酸素原子との結合位置

５

を示し、Ｒ

は、Ｃ１−４アルキレン基を示し、Ｒ６は、置換されていてもよいＣ１−６

アルキル基を示す。）であり；
Ｒ２が、ＯＣＯＲ９又はＯＣＯＮ（Ｒ９

）（Ｒ９

ていてもよいＣ４−２０アルキル基を示し、Ｒ９

）（ここで、Ｒ９は、置換され

は、水素原子を示し、Ｒ９

は、置

40

換されていてもよいＣ１−６アルキル基を示す。）であり；
Ｒ２

が、ＯＨであり；

３

、Ｒ３

Ｒ

、Ｒ４及びＲ４

が、全て水素原子であり；

ｒが、０．０５未満であり；並びに
ｎが、１００以上の整数である、化合物（Ｉ）。
【００７６】
特に好適な化合物（Ｉ）は、以下の化合物である。
［化合物（Ｉ−３）］
Ｒ１及びＲ１
Ｒ

２

が、ともにメトキシメチル基であり；

が、ペンタノイロキシ基であり；
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が、ＯＨであり；

３

、Ｒ３

Ｒ

、Ｒ４及びＲ４

が、全て水素原子であり；

ｒが、０．００２よりも大きく、０．０２未満；並びに
ｎが、４００以上１００００以下の整数である、化合物（Ｉ）。
【００７７】
［化合物（Ｉ−４）］
Ｒ１及びＲ１

が、ともにメトキシメチル基であり；

２

Ｒ

が、ｎ−ブチルカルバモイルオキシ基であり；

Ｒ２

が、ＯＨであり；

３

Ｒ

、Ｒ３

、Ｒ４及びＲ４

が、全て水素原子であり；

10

ｒが、０．００２よりも大きく、０．０２未満；並びに
ｎが、４００以上１００００以下の整数である、化合物（Ｉ）。
【００７８】
本発明に用いられる化合物（Ｉ）の数平均重合度（１分子中に含まれるビフェニルエチ
レン単位の平均数）は、１００以上であり、特に上限はないが、１００００以下であるこ
とが取り扱いの容易さの点で望ましい。
【００７９】
本発明に用いられる化合物（Ｉ）の立体規則性は、ほぼ１００％シス−トランソイドで
ある。
【００８０】

20

化合物（Ｉ）には、上記式（Ｉ）で表される化合物の他に、それらの塩（酸や塩基との
付加塩）、それらの水和物及び溶媒和物も包含される。
【００８１】
（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、以下の製造法に示さ
れるような工程を経て合成することができる。
【００８２】
本製造法に記載はなくとも、必要に応じて、慣用される方法を適宜選択し、官能基に保
護基を導入したり、脱保護を行う（例えば、T.W.Greene，P.G. Wuts，Protective Groups
in Organic Synthesis，第3版，1999年等）；官能基を前駆体として以下の工程に処し、

30

その後に所望の官能基に変換する等の工夫（例えば、ORGANIC FUNCTIONAL GROUP PREPARA
TIONS，第2版，ACADEMIC PRESS,INC.，1989年、Comprehensive Organic Transformations
，VCH Publishers Inc.，1989年等）により効率のよい製造を実施してもよい。
また、以下の工程において、反応後の処理は、通常行われる方法で行えばよく、単離精
製は、必要に応じて、慣用される方法を適宜選択し、また組み合わせて行えばよい。
【００８３】
本製造法に使用する原料化合物は、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（国際公開第２０１３／１６８６０１号）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。
【００８４】
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。
（製造法）
【００８５】
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【化５】

10
【００８６】
［式中の各記号は、前記と同義である。］
【００８７】
工程１
当該工程は、化合物１と化合物２を共重合させることにより、化合物（Ｉ）へと変換す
る工程である。使用する化合物１と化合物２のモル比によりｒの値が決定される。
当該反応は、反応に影響を及ぼさない溶媒中、窒素雰囲気下、塩基存在下で金属触媒を
用いて行われる。
【００８８】

20

金属触媒としては、例えば、２，５−ノルボルナジエンロジウム（Ｉ）クロリド二量体
（ビシクロ［２．２．１］ヘプタ−２，５−ジエン−ロジウムクロリド（Ｉ）ダイマー：
［Ｒｈ（ｎｂｄ）Ｃｌ］２）、シクロオクタジエンロジウム（Ｉ）クロリド二量体等のロ
ジウム／ジエン触媒が挙げられ、中でも［Ｒｈ（ｎｂｄ）Ｃｌ］２が好ましい。
該金属触媒の使用量は、化合物１及び化合物２の総量（１モル）に対して、通常０．０
０００１〜０．１モル、好ましくは、０．００１〜０．０５モルである。
【００８９】
塩基としては、例えば、トリエチルアミン等の有機塩基が挙げられ、中でもトリエチル
アミンが好ましい。
該塩基は、共溶媒として使用することもでき、該塩基の使用量は、化合物１及び化合物

30

２の総量（１モル）に対して、通常１〜１０００モルである。
【００９０】
溶媒としては、例えば、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）
）等のエーテル系溶媒が挙げられ、中でもテトラヒドロフランが好ましい。
【００９１】
当該工程で使用される溶媒の量は、例えば、化合物１及び化合物２の総濃度が０．００
１〜１Ｍ程度となる量が好ましい。特に０．１〜０．５Ｍ程度の濃度となる量が好ましい
40

。
【００９２】
反応温度は、通常−１０℃〜１００℃、好ましくは０℃〜４０℃である。
反応時間は、通常０．５〜２４時間である。
【００９３】
当該工程で得られる共重合体は、大量の貧溶媒（例、メタノール）で沈殿させ、遠心分
離により不溶部を回収することにより単離することができる。
【００９４】
上記方法により得られる化合物（Ｉ）のポリスチレン換算の数平均分子量（Ｍｎ）及び
分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）は、紫外可視吸光度検出器を用いたＳＥＣ測定により求めるこ
とができる。
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【００９５】
上記方法により得られる化合物（Ｉ）の立体規則性は、ほぼ１００％シス−トランソイ
ドである。
【００９６】
同位元素（例、２Ｈ、３Ｈ、１４Ｃ）などで標識された化合物も、化合物（Ｉ）に包含
される。
【００９７】
（担体上への化合物（Ｉ）の固定化方法）
化合物（Ｉ）は、前記した架橋剤の存在下で、従来公知の方法またはこれらに準ずる方
法に従って、化合物（Ｉ）のＲ２

基（すなわち、ＯＨ、ＳＨ又はＮＨ２）及び担体（例

10

、シリカゲル）上の水酸基と、架橋剤の両末端の反応性官能基（例、カルボキシ基、イソ
シアナート基等）とを、エステル結合又はウレタン結合を介して結合させることにより固
定化することができる。
【００９８】
化合物（Ｉ）のシリカゲルへの担持量は、熱重量分析を用いて確認することができる。
【００９９】
（担体上に固定化された化合物（Ｉ）への固体状態での一方向巻きのらせんキラリティー
の誘起方法とらせんキラリティー記憶の確認方法）
担体上に固定化された化合物（Ｉ）（以下、「化合物（Ｉ）固定化担体」と称すること
もある。）への固体状態での一方向巻きのらせんキラリティーの誘起は、例えば、以下の

20

方法により行うことができる。
【０１００】
化合物（Ｉ）固定化担体を、光学活性な低分子化合物又はそれを含む溶液に固体状態で
含浸させた後、該低分子化合物を除去することにより行うことができる。
【０１０１】
当該低分子化合物としては、前記例示した化合物が挙げられ、中でも、（Ｒ）−（−）
−１−フェニルエチルアルコール又は（Ｓ）−（＋）−１−フェニルエチルアルコールが
特に好適に使用される。当該低分子化合物は、液体でも固体でもよく、好ましくは、液体
である。
【０１０２】

30

当該光学活性な低分子化合物としては、光学的に純粋な化合物（９９％ｅｅ以上）を使
用するのが好ましいが、らせんのキラリティーを誘起し得る限りにおいては、光学純度の
低い化合物を使用することもできる。
【０１０３】
化合物（Ｉ）固定化担体への一方向巻きのらせんキラリティーの誘起方法としては、具
体的には、当該低分子化合物を、有機溶媒に溶解させた溶液に、化合物（Ｉ）固定化担体
を含浸させることにより、担体上に固定化された化合物（Ｉ）に一方向巻きのらせんキラ
リティーを誘起する方法であるが、当該低分子化合物が液体の場合には、無溶媒で化合物
（Ｉ）固定化担体を直接含浸させることにより、一方向巻きのらせんキラリティーを誘起
することもできる。

40

含浸させる時間は、使用する低分子化合物にもよるが、通常、数分間から１週間である
。
【０１０４】
低分子化合物を溶解させる有機溶媒としては、例えば、トルエン、アセトン、メタノー
ル、エタノール、２−プロパノール、アセトニトリル等が挙げられるが、中でも、トルエ
ンが特に好ましい。
【０１０５】
一方向巻きのらせんキラリティーが誘起された化合物（Ｉ）固定化担体を含む混合液か
ら光学活性な低分子化合物を除去することにより、担体上に固定化された化合物（Ｉ）に
一方向巻きのらせん構造が記憶された本発明の化合物（Ｉ）固定化担体を得ることができ
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る。
【０１０６】
前記混合液からの光学活性な低分子化合物の除去は、例えば、混合液を濾過後、光学活
性な低分子化合物を溶解する有機溶媒により１回以上（数回、好ましくは、２〜５回）、
化合物（Ｉ）固定化担体を洗浄することにより行うことができる。また、洗浄後の洗液か
ら溶媒を留去することにより、光学活性な低分子化合物を１００％回収することが可能で
あり、回収された光学活性な低分子化合物は再利用することができる。
【０１０７】
前記洗浄のための有機溶媒としては、例えば、アセトン、メタノール、エタノール、２
−プロパノールであり、好ましくは、メタノールである。

10

【０１０８】
（一方向巻きのらせん構造を有する化合物（Ｉ）固定化担体（らせん化合物（Ｉ）固定化
担体）のらせんの巻き方向を固体状態で反転させる方法）
らせん化合物（Ｉ）固定化担体のらせんの巻き方向を固体状態で反転させるには、前記
した一方向巻きのらせんキラリティーの誘起方法と同様の方法により行うことができる。
【０１０９】
具体的には、前記一方向巻きのらせんキラリティーの誘起方法における原料化合物とし
て、化合物（Ｉ）固定化担体に換えて、らせん化合物（Ｉ）固定化担体を用い、また、光
学活性な低分子化合物に換えて、該光学活性な低分子化合物の鏡像異性体又は該光学活性
な低分子化合物とは絶対配置の異なる他の光学活性な低分子化合物（好ましくは、該光学

20

活性な低分子化合物の鏡像異性体）を用いて行うことにより、逆の符号の比旋光度を示す
本発明のらせん化合物（Ｉ）固定化担体へと変換することができる。
【０１１０】
固体状態での反転の際に使用する該光学活性な低分子化合物の鏡像異性体、又は該光学
活性な低分子化合物とは異なる種類の（絶対配置の異なる他の）光学活性な低分子化合物
としては、光学的に純粋な化合物（９９％ｅｅ以上）を使用するのが好ましいが、らせん
のキラリティーを誘起し得る限りにおいては、光学純度の低い化合物を使用することもで
きる。
【０１１１】
本発明のらせん化合物（Ｉ）固定化担体は、それ自体を光学異性体分離剤として、キラ

30

ルカラムの固定相に使用することができる。
【０１１２】
本発明のらせん化合物（Ｉ）固定化担体（好ましくは、らせん化合物（Ｉ）固定化シリ
カゲル）をスラリー法（溶媒としては、ヘキサンが好ましい。）によりカラムに充填する
ことによりキラルカラムを調製することができる。
【０１１３】
本発明の一方向巻きのらせんキラリティーの固体状態での誘起方法、及びらせんの巻き
方向の固体状態での反転方法は、化合物（Ｉ）固定化担体自体を光学活性な低分子化合物
又はそれを含む溶液に含浸させて行う態様のみならず、化合物（Ｉ）固定化担体をクロマ
トグラフィー用充填剤として充填してなるカラムに光学活性な低分子化合物又はそれを含

40

む溶液を満たして静置して行う態様も含まれる。
【０１１４】
以下の実施例において、原料化合物として使用した化合物１ａは、自体公知の方法（国
際公開第２０１３／１６８６０１号）若しくはこれらに準ずる方法に従って製造したもの
を使用した。また、一方向巻きのらせん構造誘起の際に使用した光学活性低分子化合物で
ある、（Ｒ）−（−）−１−フェニルエチルアルコール（関東化学株式会社製）及び（Ｓ
）−（＋）−１−フェニルエチルアルコール（関東化学株式会社製）、並びに、光学分割
に使用したラセミ化合物（１，１

−ビ−２−ナフトール（Sigma‑Aldrich Co. LLC.製）

、３，３

−ビ−２−ナフトール（和光純薬工業株式会社製）、

６，６

−ジフェニル−１，１
−ジブロモ−１，１

−ビ−２−ナフトール（Sigma‑Aldrich Co. LLC.製）、コ
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バルト（ＩＩＩ）アセチルアセトナート（ナカライテスク株式会社製））は、市販品を使
用した。
【実施例】
【０１１５】
以下、本発明を実施例により詳細に説明するが、本発明はこれらより何ら限定されるも
のではない。
【０１１６】
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

ＥＣＡ５００を用い、重クロロホル

10

ム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、ｑｕ
ｉｎｔ＝クインテット、ｍ＝マルチプレット、ｄｄ＝ダブルダブレット、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て報告する。
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６０
Ｎを用いて行った。
平均分子量はゲル浸透クロマトグラフィー（日本分光製高速液体クロマトグラフィーポ
ンプ

ＰＵ−２０８０、日本分光製紫外可視検出器

ーブン

ＣＯ−１５６０、Ｓｈｏｄｅｘ製カラム

ＵＶ−９７０、日本分光製カラムオ
ＫＦ−８０５Ｌ）によりポリスチレン
20

換算で算出した。
光学分割能の測定には日本分光製高速液体クロマトグラフィーポンプＰＵ−２０８０、
日本分光製紫外可視検出器

ＭＤ−２０１８、及び日本分光製円二色性検出器

０９５を用いた。赤外吸収測定は、日本分光製赤外分光光度計

ＣＤ−２

ＦＴ／ＩＲ−４６０を用

いて行った。熱重量分析は、SIIナノテクノロジー製ＴＧ／ＤＴＡ６２００を用いて行っ
た。
以下の実施例中の「室温」は通常約２５℃を示す。混合溶媒において示した比は、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。
【０１１７】
実施例１
30

化合物（Ｉ−１）の合成
【０１１８】
（１）（２，２

−ビス（メトキシメトキシ）−４

−ヒドロキシ−４−ビフェニルイル

）アセチレン（化合物１ｂ）の合成
【０１１９】
【化６】

40

【０１２０】
窒素雰囲気下、４

−（トリイソプロピルシリル）エチニル−２，２

−ビス（メトキ

シメトキシ）ビフェニル−４−オール（化合物１ａ）（７．９ｇ，１７ｍｍｏｌ）を脱水
ＴＨＦ（３００ｍＬ）に溶解し、１．０Ｍ テトラブチルアンモニウムフルオリド（ＴＢ
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ＡＦ）‑テトラヒドロフラン溶液（２０．３ｍＬ，２０．３ｍｍｏｌ）を加え、０℃で１
時間撹拌した。反応溶媒を酢酸エチルで希釈し、１Ｎ塩酸、水で洗浄し、有機層を無水硫
酸ナトリウムで脱水後、溶媒を減圧留去した。残渣をカラムクロマトグラフィー（酢酸エ
チル：ヘキサン＝１：５）で精製することにより、化合物１ｂ（４．２ｇ，収率８０％）
を淡黄色透明油状物として得た。
ＩＲ（ＫＢｒ，ｃｍ−１）：３２７６（≡ＣＨ），２１０５（Ｃ≡Ｃ）；
１

Ｈ−ＮＭＲ（５００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，ｒｔ）：δ７．３４（ｓ，１Ｈ，Ａｒ−Ｈ）

，７．１９−７．１８（ｍ，３Ｈ，Ａｒ−Ｈ），７．０８（ｄ，Ｊ＝８．２Ｈｚ，１Ｈ，
Ａｒ−Ｈ），６．７６（ｄ，Ｊ＝２．３Ｈｚ，１Ｈ，Ａｒ−Ｈ），６．５４（ｄｄ，Ｊ＝
５．９Ｈｚ，２．３Ｈｚ，１Ｈ，Ａｒ−Ｈ），５．０５（ｄ，Ｊ＝６．４Ｈｚ，４Ｈ，Ｏ

10

ＣＨ２Ｏ），４．７８（ｂｒｓ，１Ｈ，ＯＨ），３．３６（ｄ，Ｊ＝１．８Ｈｚ，６Ｈ，
ＯＣＨ３），３．０８（ｓ，１Ｈ，Ｃ≡Ｃ−Ｈ）；
１３

Ｃ−ＮＭＲ（１２５ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，ｒｔ）：δ１５６．３８，１５５．９０，

１５４．９１，１３２．０３，１３１．８４，１３０．０６，１２５．８４，１２２．０
９，１２０．８４，１１９．２０，１０８．７７，１０３．３２，９５．３６，９５．２
４，８３．７５，７７．１９，５６．１１，５６．０７．
【０１２１】
（２）（２，２

−ビス（メトキシメトキシ）−４

−ブチルカルバモイル−４−ビフェ

ニルイル）アセチレン（化合物１ｃ）の合成
【０１２２】
【化７】

20

30
【０１２３】
窒素雰囲気下、化合物１ｂ(０．４７ｇ，１．５１ｍｍｏｌ)を脱水ジクロロメタン（２
０ｍＬ）に溶解した。トリエチルアミン (３滴)、ｎ‑ブチルイソシアナート(０．２５ｍ
Ｌ，２．３ｍｍｏｌ)を加え、室温で3時間撹拌した。反応溶媒を減圧除去した後、残渣を
ヘキサンで希釈し、１Ｎ塩酸、水で洗浄し、有機層を無水硫酸ナトリウムで脱水した。溶
媒を減圧留去した後、残渣をカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル：ヘキサン＝１：５
）で精製することにより、化合物１ｃ（０．５１ｇ，収率８３％）を淡黄色透明油状物と
して得た。
ＩＲ（ＫＢｒ，ｃｍ−１）：３２４１（≡ＣＨ），２１０６（Ｃ≡Ｃ），１７１２（Ｃ＝
Ｏ）；
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１

Ｈ−ＮＭＲ（５００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，ｒｔ）：δ７．３５（ｓ，１Ｈ，Ａｒ−Ｈ）

，７．２１−７．１６（ｍ，３Ｈ，Ａｒ−Ｈ），７．０２（ｄ，Ｊ＝１．８Ｈｚ，１Ｈ，
Ａｒ−Ｈ），６．８６（ｄｄ，Ｊ＝８．５，２．１Ｈｚ，１Ｈ，Ａｒ−Ｈ），５．０６（
ｓ，４Ｈ，ＯＣＨ２Ｏ），５．００（ｔ，１Ｈ，ＮＨ），３．３５（ｄ，Ｊ＝２．７Ｈｚ
，６Ｈ，ＯＣＨ３），３．２９（ｄｄ，Ｊ＝１３．３，６．９Ｈｚ，２Ｈ，ＮＣＨ２），
３．０８（ｓ，１Ｈ，Ｃ≡Ｃ−Ｈ），１．６１−１．５４（ｍ，２Ｈ，ＣＨ２），１．４
１（ｍ，２Ｈ，ＣＨ２），０．９６（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，３Ｈ，ＣＨ３）；
１３

Ｃ−ＮＭＲ（１２５ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，ｒｔ）：δ１５５．２２，１５４．７０，

１５４．４０，１５１．３７，１３１．５１，１３１．３０，１２９．５３，１２５．６
０，１２５．０２，１２２．２２，１１８．８５，１１４．８０，１０９．０８，９５．
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０９，９５．０８，８３．５２，７７．１３，５５．９５，５３．４２，４０．９５，３
１．８７，１９．８９，１３．７２．
【０１２４】
（３）化合物１ｂと化合物１ｃの共重合による化合物（Ｉ−１）の合成
（ｉ）化合物（Ｉ−１ａ）（ｒ＝０．０１）の合成
【０１２５】
【化８】

10

【０１２６】
窒素雰囲気下、重合管に化合物１ｂ（１ｍｇ，３μｍｏｌ）及び化合物１ｃ（１３０ｍ
ｇ，０．３１ｍｍｏｌ）を入れ、１時間真空乾燥させた。脱水ＴＨＦ（０．２０ｍＬ）を
加えてモノマーを溶解させた後、トリエチルアミン（０．１３ｍＬ）を加え、モノマー溶
液を調製した。［Ｒｈ（ｎｂｄ）Ｃｌ］２（５．５ｍｇ，１２μｍｏｌ）を脱水ＴＨＦ（

20

２．３ｍＬ）に溶解し、触媒溶液を調製した。触媒溶液０．３ｍＬをモノマー溶液に加え
てすぐに撹拌し、重合を開始した（［モノマー］＝０．５Ｍ，［モノマー］／［Ｒｈ］＝
１００）。３０℃の恒温槽で３時間静置した後、大量のメタノールに再沈殿させ、遠心分
離により不溶部の化合物（Ｉ−１ａ）（１２６ｍｇ）を収率９６％で回収した。得られた
化合物（Ｉ−１ａ）のＳＥＣ測定により求めたポリスチレン換算の数平均分子量Ｍｎは３
．３×１０５であり分散度Ｍｗ／Ｍｎは２．８０であった。また、化合物（Ｉ−１ａ）の
１

Ｈ−ＮＭＲスペクトル（５００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３中，５５℃で測定）より、化合物（

Ｉ−１ａ）の立体規則性は、ほぼ１００％シス−トランソイドであることが分かった。
ＩＲ（ＫＢｒ，ｃｍ−１）：１７２０（Ｃ＝Ｏ）；
１

Ｈ−ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，５５℃）：δ７．５０−６．７１（ｂｒ，４

30

Ｈ，Ａｒ−Ｈ），６．５９（ｂｒ，１Ｈ，Ａｒ−Ｈ），６．４２（ｂｒ，１Ｈ，Ａｒ−Ｈ
），５．９８（ｂｒ，１Ｈ，Ｃ≡Ｃ−Ｈ），５．２１（ｂｒ，１Ｈ，ＮＨ），４．７４（
ｂｒ，４Ｈ，ＯＣＨ２Ｏ），３．２２（ｂｒ，２Ｈ，ＮＣＨ２），３．０５（ｂｒ，６Ｈ
，ＯＣＨ３），１．５８−１．３４（ｂｒ，４Ｈ，２ＣＨ２），０．９４（ｔ，３Ｈ，Ｃ
Ｈ３）．
【０１２７】
（ｉｉ）化合物（Ｉ−１ｂ）（ｒ＝０．０２）の合成
窒素雰囲気下、重合管に化合物１ｂ（２ｍｇ，６μｍｏｌ）及び化合物１ｃ（１３０ｍ
ｇ，０．３１ｍｍｏｌ）を入れ、１時間真空乾燥させた。脱水ＴＨＦ（０．２０ｍＬ）を
加えてモノマーを溶解させた後、トリエチルアミン（０．１３ｍＬ）を加え、モノマー溶

40

液を調製した。［Ｒｈ（ｎｂｄ）Ｃｌ］２（５．５ｍｇ，１２μｍｏｌ）を脱水ＴＨＦ（
２．３ｍＬ）に溶解し、触媒溶液を調製した。触媒溶液０．３ｍＬをモノマー溶液に加え
てすぐに撹拌し、重合を開始した（［モノマー］＝０．５Ｍ，［モノマー］／［Ｒｈ］＝
１００）。３０℃の恒温槽で３時間静置した後、大量のメタノールに再沈殿させ、遠心分
離により不溶部の化合物（Ｉ−１ｂ）（１３０ｍｇ）を収率９９％で回収した。得られた
化合物（Ｉ−１ｂ）のＳＥＣ測定により求めたポリスチレン換算の数平均分子量Ｍｎは３
．５×１０５であり分散度Ｍｗ／Ｍｎは２．２４であった。また、化合物（Ｉ−１ｂ）の
１

Ｈ−ＮＭＲスペクトル（５００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３中，５５℃で測定）より、化合物（

Ｉ−１ｂ）の立体規則性は、ほぼ１００％シス−トランソイドであることが分かった。
ＩＲ（ＫＢｒ，ｃｍ−１）：１７２０（Ｃ＝Ｏ）；
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１

Ｈ−ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，５５℃）：δ７．０３−６．７０（ｂｒ，４

Ｈ，Ａｒ−Ｈ），６．５９（ｂｒ，１Ｈ，Ａｒ−Ｈ），６．４３（ｂｒ，１Ｈ，Ａｒ−Ｈ
），５．９８（ｂｒ，１Ｈ，Ｃ≡Ｃ−Ｈ），５．１９（ｂｒ，１Ｈ，ＮＨ），４．７３（
ｂｒ，４Ｈ，ＯＣＨ２Ｏ），３．２２（ｂｒ，２Ｈ，ＮＣＨ２），３．０５（ｂｒ，６Ｈ
，ＯＣＨ３），１．６１−１．３３（ｂｒ，４Ｈ，２ＣＨ２），０．９５（ｔ，３Ｈ，Ｃ
Ｈ３）．
【０１２８】
実施例２
（１）化合物（Ｉ−１ａ）の担体（シリカゲル）上への固定化とカラム充填
（ｉ）化合物（Ｉ−１ａ）の担体（シリカゲル）上への固定化

10

実施例１の（３）（ｉ）で得られた化合物（Ｉ−１ａ）（９０ｍｇ）をＴＨＦ（４ｍＬ
）に溶解し、ＨＰＬＣ用のシリカゲル（５９０ｍｇ、ダイソー製：粒径５μｍ）に物理的
に吸着させ、化合物（Ｉ−１ａ）担持シリカゲルを得た。熱重量分析によりシリカゲル上
の有機物の割合を算出したところ、１３％であった。
窒素雰囲気下、前記化合物（Ｉ−１ａ）担持シリカゲル（６００ｍｇ）をジメチルスル
ホキシド（１２ｍｌ）に分散させた。テトラデカン二酸（２７０ｍｇ，１．０ｍｍｏｌ）
、Ｎ，Ｎ−ジメチル−４−アミノピリジン（２５０ｍｇ，２．１ｍｍｏｌ）、１−エチル
−３−（３−ジメチルアミノプロピル）カルボジイミド塩酸塩（４００ｍｇ，２．１ｍｍ
ｏｌ）を加え、室温で５時間撹拌した。反応終了後、吸引濾過によりシリカゲルを回収し
、ジクロロメタンとテトラヒドロフランを用いて洗浄することで、固定化できなかったポ

20

リマーを除去した。真空乾燥後、得られた粉末状物質（５１０ｍｇ）をメタノールに分散
させた。２．０Ｍトリメチルシリルジアゾメタン−ジエチルエーテル溶液（０．３ｍＬ，
０．６ｍｍｏｌ）を加えて５時間振盪機で撹拌を行った。溶媒を溜去した後、ジクロロメ
タンとテトラヒドロフランを用いて洗浄した。真空乾燥後、化合物（Ｉ−１ａ）固定化シ
リカゲル（５０７ｍｇ）を回収した。熱重量分析によりシリカゲル上の有機物の割合を算
出したところ、９％であった。
（ｉｉ）化合物（Ｉ−１ａ）固定化シリカゲルの充填によるカラム調製
前記（１）（ｉ）で得られた化合物（Ｉ−１ａ）固定化シリカゲルをスラリー法（溶媒
：ヘキサン）により長さ２５ｃｍ、内径０．２０ｃｍのステンレスカラムに充填し、カラ
ム（以下、「カラムＡ１」という）を作製した。

30

【０１２９】
（２）化合物（Ｉ−１ｂ）の担体（シリカゲル）上への固定化とカラム充填
（ｉ）化合物（Ｉ−１ｂ）の担体（シリカゲル）上への固定化
実施例１の（３）（ｉｉ）で得られた化合物（Ｉ−１ｂ）（９３ｍｇ）をＴＨＦ（４ｍ
Ｌ）に溶解し、ＨＰＬＣ用のシリカゲル（６００ｍｇ、ダイソー製：粒径5μｍ）に物理
的に吸着させ、化合物（Ｉ−１ｂ）担持シリカゲルを得た。熱重量分析によりシリカゲル
上の有機物の割合を算出したところ、１３％であった。
窒素雰囲気下、前記化合物（Ｉ−１ｂ）担持シリカゲル(６００ｍｇ)をジメチルスルホ
キシド（１２ｍｌ）に分散させた。テトラデカン二酸（２７０ｍｇ，１．０ｍｍｏｌ）、
Ｎ，Ｎ−ジメチル−４−アミノピリジン（２５０ｍｇ，２．１ｍｍｏｌ）、１−エチル−

40

３−（３−ジメチルアミノプロピル）カルボジイミド塩酸塩（４００ｍｇ，２．１ｍｍｏ
ｌ）を加え、室温で５時間撹拌した。反応終了後、吸引濾過によりシリカゲルを回収し、
ジクロロメタンとテトラヒドロフランを用いて洗浄することで、固定化できなかったポリ
マーを除去した。真空乾燥後、得られた粉末状物質（６００ｍｇ）をメタノールに分散さ
せた。２．０Ｍトリメチルシリルジアゾメタン−ジエチルエーテル溶液（０．３ｍＬ，０
．６ｍｍｏｌ）を加えて５時間振盪機で撹拌を行った。溶媒を溜去した後、ジクロロメタ
ンとテトラヒドロフランを用いて洗浄した。真空乾燥後、化合物（Ｉ−１ｂ）固定化シリ
カゲル（５４０ｍｇ）を回収した。熱重量分析によりシリカゲル上の有機物の割合を算出
したところ、１２％であった。
ポリマー中に含有するフェノール性水酸基の割合を２％に高めることにより、前記（１
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）（化合物（Ｉ−１ａ）の固定化）の場合（９％）と比べてより、効率良くポリマーを固
定化できることが分かった。
（ｉｉ）化合物（Ｉ−１ｂ）固定化シリカゲルの充填によるカラム調製
前記（２）（ｉ）で得られた化合物（Ｉ−１ｂ）固定化シリカゲルをスラリー法（溶媒
：ヘキサン）により長さ２５ｃｍ、内径０．２０ｃｍのステンレスカラムに充填し、カラ
ム（以下、「カラムＡ２」という）を作製した。
【０１３０】
実施例３
化合物（Ｉ−２）の合成
10

【０１３１】
（１）（２，２

−ビス（メトキシメトキシ）−４

−ペンタノイロキシ−４−ビフェニ

ルイル）アセチレン（化合物１ｄ）の合成
【０１３２】
【化９】

20

【０１３３】
窒素雰囲気下、化合物１ｂ(１．１７ｇ，３．７２ｍｍｏｌ)を脱水ジクロロメタン（２
０ｍＬ）に溶解した。ペンタン酸 (０．４９ｍＬ，４．５ｍｍｏｌ)、Ｎ，Ｎ−ジメチル
−４−アミノピリジン（５５０ｍｇ，４．５ｍｍｏｌ）、１−エチル−３−（３−ジメチ
ルアミノプロピル）カルボジイミド塩酸塩（８６０ｍｇ，４．５ｍｍｏｌ）を加え、室温
で３時間撹拌した。反応溶媒を減圧除去した後、残渣をヘキサンで希釈し、１Ｎ塩酸、水
で洗浄し、有機層を無水硫酸ナトリウムで脱水した。溶媒を減圧留去した後、残渣をカラ

30

ムクロマトグラフィー（酢酸エチル：ヘキサン＝１：５）で精製することにより、化合物
１ｄ（１．２９ｇ，収率８７％）を淡黄色透明油状物として得た。
ＩＲ（ＫＢｒ，ｃｍ−１）：３２５９（≡ＣＨ），２１０３（Ｃ≡Ｃ），１７６１（Ｃ＝
Ｏ）；
１

Ｈ−ＮＭＲ（５００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，ｒｔ）：δ７．３５（ｓ，１Ｈ，Ａｒ−Ｈ）

，７．２１−７．１８（ｍ，３Ｈ，Ａｒ−Ｈ），６．９７（ｄ，Ｊ＝２．３Ｈｚ，１Ｈ，
Ａｒ−Ｈ），６．８１（ｄｄ，Ｊ＝６．０，２．３Ｈｚ，１Ｈ，Ａｒ−Ｈ），５．０６（
ｓ，４Ｈ，ＯＣＨ２Ｏ），３．３５（ｄ，Ｊ＝１．４Ｈｚ，６Ｈ，ＯＣＨ３），３．０９
（ｓ，１Ｈ，Ｃ≡Ｃ−Ｈ），２．５７（ｔ，Ｊ＝７．８Ｈｚ，２Ｈ，ＣＯＣＨ２），１．
７４（ｑｕｉｎｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，２Ｈ，ＣＨ２），１．４４（ｍ，２Ｈ，ＣＨ２），

40

０．９７（ｔ，Ｊ＝７．３Ｈｚ，３Ｈ，ＣＨ３）；
１３

Ｃ−ＮＭＲ（１２５ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，ｒｔ）：δ１７２．２４，１５５．４１，

１５４．２７，１５１．０７，１３１．５０，１３１．４６，１２９．４５，１２５．６
６，１２５．５５，１２２．３６，１１８．９４，１１４．７９，１０９．０４，９５．
１８，９５．１４，８３．５２，７７．３４，７７．２１，７７．０２，７６．７０，５
５．９９，３４．１４，２６．９６，２２．２７，１３．７５．
【０１３４】
（２）化合物１ｂと化合物１ｄの共重合による化合物（Ｉ−２）の合成
（ｉ）化合物（Ｉ−２ａ）（ｒ＝０．０１）の合成
【０１３５】

50

(25)

JP 2016‑140845 A 2016.8.8

【化１０】

10
【０１３６】
窒素雰囲気下、重合管に化合物１ｂ（１ｍｇ，３μｍｏｌ）及び化合物１ｄ（１３０ｍ
ｇ，０．３３ｍｍｏｌ）を入れ、１時間真空乾燥させた。脱水ＴＨＦ（０．２１ｍＬ）を
加えてモノマーを溶解させた後、トリエチルアミン（０．１４ｍＬ）を加え、モノマー溶
液を調製した。［Ｒｈ（ｎｂｄ）Ｃｌ］２（５．８ｍｇ，１３μｍｏｌ）を脱水ＴＨＦ（
２．４ｍＬ）に溶解し、触媒溶液を調製した。触媒溶液０．３１ｍＬをモノマー溶液に加
えてすぐに撹拌し、重合を開始した。３０℃の恒温槽で３時間静置した後、大量のメタノ
ールに再沈殿させ、遠心分離により不溶部の化合物（Ｉ−２ａ）（１２４ｍｇ）を収率９
５％で回収した。得られた化合物（Ｉ−２ａ）のＳＥＣ測定により求めたポリスチレン換
算の数平均分子量Ｍｎは２．７×１０５であり分散度Ｍｗ／Ｍｎは１．８０であった。ま

20

１

た、化合物（Ｉ−２ａ）の

Ｈ−ＮＭＲスペクトル（５００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３中，５０

℃で測定）より、化合物（Ｉ−２ａ）の立体規則性は、ほぼ１００％シス−トランソイド
であることが分かった。
ＩＲ（ＫＢｒ，ｃｍ−１）：１７５８（Ｃ＝Ｏ）；
１

Ｈ−ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，５５℃）：δ７．０９−６．６９（ｂｒ，４

Ｈ，Ａｒ−Ｈ），６．５５（ｂｒ，１Ｈ，Ａｒ−Ｈ），６．４５（ｂｒ，１Ｈ，Ａｒ−Ｈ
），５．９９（ｂｒ，１Ｈ，Ｃ≡Ｃ−Ｈ），４．７４（ｂｒ，４Ｈ，ＯＣＨ２Ｏ），３．
０４（ｂｒ，６Ｈ，ＯＣＨ３），２．４８（ｂｒ，２Ｈ，ＯＣＯＣＨ２），１．７５−１
．３６（ｂｒ，４Ｈ，２ＣＨ２），０．９５（ｔ，３Ｈ，ＣＨ３）．
【０１３７】

30

（ｉｉ）化合物（Ｉ−２ｂ）（０＜ｒ＜０．００５）の合成
窒素雰囲気下、重合管に化合物１ｂ（０．２ｍｇ，０．６３μｍｏｌ）及び化合物１ｄ
（１００ｍｇ，０．２５ｍｍｏｌ）を入れ、１時間真空乾燥させた。脱水ＴＨＦ（０．１
６ｍＬ）を加えてモノマーを溶解させた後、トリエチルアミン（０．１０ｍＬ）を加え、
モノマー溶液を調製した。［Ｒｈ（ｎｂｄ）Ｃｌ］２（４．４ｍｇ，９．７μｍｏｌ）を
脱水ＴＨＦ（１．９ｍＬ）に溶解し、触媒溶液を調製した。触媒溶液０．２４ｍＬをモノ
マー溶液に加えてすぐに撹拌し、重合を開始した。３０℃の恒温槽で３時間静置した後、
大量のメタノールに再沈殿させ、遠心分離により不溶部の化合物（Ｉ−２ｂ）（９６ｍｇ
）を収率９６％で回収した。得られた化合物（Ｉ−２ｂ）のＳＥＣ測定により求めたポリ
スチレン換算の数平均分子量Ｍｎは４．７×１０５であり分散度Ｍｗ／Ｍｎは１．７８で

40

あった。また、化合物（Ｉ−２ｂ）の１Ｈ−ＮＭＲスペクトル（５００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ
３中，５０℃で測定）より、化合物（Ｉ−２ｂ）の立体規則性は、ほぼ１００％シス−ト

ランソイドであることが分かった。
ＩＲ（ＫＢｒ，ｃｍ−１）：１７５９（Ｃ＝Ｏ）；
１

Ｈ−ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，５５℃）：δ７．０５−６．６５（ｂｒ，４

Ｈ，Ａｒ−Ｈ），６．５６（ｂｒ，１Ｈ，Ａｒ−Ｈ），６．４６（ｂｒ，１Ｈ，Ａｒ−Ｈ
），６．００（ｂｒ，１Ｈ，Ｃ≡Ｃ−Ｈ），４．７４（ｂｒ，４Ｈ，ＯＣＨ２Ｏ），３．
０４（ｂｒ，６Ｈ，ＯＣＨ３），２．４７（ｂｒ，２Ｈ，ＯＣＯＣＨ２），１．７８−１
．３７（ｂｒ，４Ｈ，２ＣＨ２），０．９５（ｔ，３Ｈ，ＣＨ３）．
【０１３８】
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（ｉｉｉ）化合物１ｄの重合による化合物（Ｉ−２ｃ）（ｒ＝０）の合成
窒素雰囲気下、重合管に化合物１ｄ（３００ｍｇ，０．７５ｍｍｏｌ）を入れ、１時間
真空乾燥させた。脱水ＴＨＦ（０．４８ｍＬ）を加えてモノマーを溶解させた後、トリエ
チルアミン（０．３０ｍＬ）を加え、モノマー溶液を調製した。［Ｒｈ（ｎｂｄ）Ｃｌ］
２（１３ｍｇ，２９μｍｏｌ）を脱水ＴＨＦ（５．７ｍＬ）に溶解し、触媒溶液を調製し

た。触媒溶液０．７２ｍＬをモノマー溶液に加えてすぐに撹拌し、重合を開始した。３０
℃の恒温槽で３時間静置した後、大量のメタノールに再沈殿させ、遠心分離により不溶部
の化合物（Ｉ−２ｃ）（２６７ｍｇ）を収率８９％で回収した。得られた化合物（Ｉ−２
ｃ）のＳＥＣ測定により求めたポリスチレン換算の数平均分子量Ｍｎは３．３×１０５で
あり分散度Ｍｗ／Ｍｎは４．５であった。また、化合物（Ｉ−２ｃ）の１Ｈ−ＮＭＲスペ

10

クトル（５００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３中，５０℃で測定）より、化合物（Ｉ−２ｃ）の立体
規則性は、ほぼ１００％シス−トランソイドであることが分かった。
ＩＲ（ＫＢｒ，ｃｍ−１）：１７５８（Ｃ＝Ｏ）；
１

Ｈ−ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，５５℃）：δ６．９６−６．３６（ｂｒ，６

Ｈ，Ａｒ−Ｈ），６．０５−５．９０（ｂｒ，１Ｈ，Ｃ≡Ｃ−Ｈ），４．９１−４．５５
（ｂｒ，４Ｈ，ＯＣＨ２Ｏ），３．２０−２．８９（ｂｒ，６Ｈ，ＯＣＨ３），２．５５
−２．４０（ｂｒ，２Ｈ，ＯＣＯＣＨ２），１．７５−１．６４（ｂｒ，２Ｈ，ＣＨ２）
，１．４７−１．３６（ｂｒ，２Ｈ，ＣＨ２），１．００−０．９０（ｂｒ，３Ｈ，ＣＨ
３）．

【０１３９】

20

実施例４
（１）化合物（Ｉ−２ａ）の担体（シリカゲル）上への固定化
実施例３の（２）（ｉ）で得られた化合物（Ｉ−２ａ）（９０ｍｇ）をＴＨＦ（４ｍＬ
）に溶解し、ＨＰＬＣ用のシリカゲル（５９０ｍｇ、ダイソー製：粒径５μｍ）に物理的
に吸着させ、化合物（Ｉ−２ａ）担持シリカゲルを得た。熱重量分析によりシリカゲル上
の有機物の割合を算出したところ、１３％であった。
窒素雰囲気下、前記化合物（Ｉ−２ａ）担持シリカゲル（６００ｍｇ）をジメチルスル
ホキシド（１２ｍｌ）に分散させた。テトラデカン二酸（２７０ｍｇ，１．０ｍｍｏｌ）
、Ｎ，Ｎ−ジメチル−４−アミノピリジン（２５０ｍｇ，２．１ｍｍｏｌ）、１−エチル
−３−（３−ジメチルアミノプロピル）カルボジイミド塩酸塩（４００ｍｇ，２．１ｍｍ

30

ｏｌ）を加え、室温で５時間撹拌した。反応終了後、吸引濾過によりシリカゲルを回収し
、ジクロロメタンとテトラヒドロフランを用いて洗浄することで、固定化できなかったポ
リマーを除去した。真空乾燥後、得られた粉末状物質（５６０ｍｇ）をメタノールに分散
させた。２．０Ｍトリメチルシリルジアゾメタン−ジエチルエーテル溶液（０．３ｍＬ，
０．６ｍｍｏｌ）を加えて５時間振盪機で撹拌を行った。溶媒を溜去した後、ジクロロメ
タンとテトラヒドロフランを用いて洗浄した。真空乾燥後、固定化シリカゲル（５５０ｍ
ｇ）を回収した。熱重量分析によりシリカゲル上の有機物の割合を算出したところ、１３
％であった。
【０１４０】
（２）化合物（Ｉ−２ｂ）の担体（シリカゲル）上への固定化
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実施例３の（２）（ｉｉ）で得られた化合物（Ｉ−２ｂ）（９０ｍｇ）をＴＨＦ（４ｍ
Ｌ）に溶解し、ＨＰＬＣ用のシリカゲル（５９０ｍｇ、ダイソー製：粒径５μｍ）に物理
的に吸着させ、化合物（Ｉ−２ｂ）担持シリカゲルを得た。熱重量分析によりシリカゲル
上の有機物の割合を算出したところ、１３％であった。
窒素雰囲気下、前記化合物（Ｉ−２ｂ）担持シリカゲル（５００ｍｇ）をジメチルスル
ホキシド（１０ｍｌ）に分散させた。テトラデカン二酸（２２０ｍｇ，０．８５ｍｍｏｌ
）、Ｎ，Ｎ−ジメチル−４−アミノピリジン（２１０ｍｇ，１．７ｍｍｏｌ）、１−エチ
ル−３−（３−ジメチルアミノプロピル）カルボジイミド塩酸塩（３３０ｍｇ，１．７ｍ
ｍｏｌ）を加え、室温で５時間撹拌した。反応終了後、吸引濾過によりシリカゲルを回収
し、ジクロロメタンとテトラヒドロフランを用いて洗浄することで、固定化できなかった
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ポリマーを除去した。真空乾燥後、得られた粉末状物質（４４０ｍｇ）をメタノールに分
散させた。２．０Ｍトリメチルシリルジアゾメタン−ジエチルエーテル溶液（０．３ｍＬ
，０．６ｍｍｏｌ）を加えて５時間振盪機で撹拌を行った。溶媒を溜去した後、ジクロロ
メタンとテトラヒドロフランを用いて洗浄した。真空乾燥後、固定化シリカゲル（４２０
ｍｇ）を回収した。熱重量分析によりシリカゲル上の有機物の割合を算出したところ、２
％であった。
【０１４１】
（３）フェノール性水酸基を有さない化合物（Ｉ−２ｃ）担持シリカゲルの調製
実施例３の（２）（ｉｉｉ）で得られた化合物（Ｉ−２ｃ）（１３０ｍｇ）をＴＨＦ（
６ｍＬ）に溶解し、ＨＰＬＣ用のシリカゲル（８４５ｍｇ、ダイソー製：粒径５μｍ）に

10

物理的に吸着させ、化合物（Ｉ−２ｃ）担持シリカゲルを得た。熱重量分析によりシリカ
ゲル上の有機物の割合を算出したところ、１３％であった。化合物（Ｉ−２ｃ）担持シリ
カゲル（５０ｍｇ）をジクロロメタンとテトラヒドロフランを用いて洗浄した。真空乾燥
後、回収したシリカゲル上の有機物の割合を熱重量分析により算出したところ、０．２％
であった。
【０１４２】
実施例５
（１）カラム内における化合物（Ｉ−１ａ）固定化シリカゲルへの一方向巻きのらせんキ
ラリティーの誘起（らせん化合物（Ｉ−１ａ）固定化シリカゲルへの変換）と、当該カラ
20

ムを用いたＨＰＬＣによる不斉識別
（ｉ）カラム内における化合物（Ｉ−１ａ）固定化シリカゲルへの一方向巻きのらせんキ
ラリティーの誘起
実施例２の（１）（ｉｉ）により調製したステンレスカラム（カラムＡ１）に、光学的
に純粋な（Ｒ）−（−）−１−フェニルエチルアルコール／トルエン（１／１（ｖ／ｖ）
）を送液し、カラム内を満たした。２５℃で２４時間静置した後、ヘキサン／２−プロパ
ノール＝９７／３（ｖ／ｖ）を流し、カラム内を置換して、（Ｒ）−（−）−１−フェニ
ルエチルアルコールを除去することによりカラムＡ１−ａを調製した。
【０１４３】
（ｉｉ）カラムＡ１−ａを用いたＨＰＬＣによる不斉識別
上記（ｉ）の操作で調製されたキラルカラム（カラムＡ１−ａ）を用いて、３，３
ジフェニル−１，１

−

30

−ビ−２−ナフトールの光学分割をＨＰＬＣにより行った（カラム

温度：１０℃）。溶離液にはヘキサン／２−プロパノール＝９７／３（ｖ／ｖ）を用いて
、流速は０．２ｍＬ／分とした。また、溶離液がカラムを素通りする時間ｔ０は１，３，
５−トリ−ｔｅｒｔ−ブチルベンゼンの溶出時間から求めた。その結果、ｋ１＝２．０８
（−）、α＝１．３５と見積もられた（図１）。
カラムＡ１−ａを用いて、様々な化合物のラセミ体の光学分割をＨＰＬＣにより行った
。その結果を表１にまとめて示した。流速は０．２ｍＬ／分とした。また、溶離液がカラ
ムを素通りする時間ｔ０は１，３，５−トリ−ｔｅｒｔ−ブチルベンゼンの溶出時間から
求めた。
【０１４４】
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【表１】

10

【０１４５】
ここで保持係数ｋ１とは、最初に溶出するエナンチオマーが充填剤とどの程度強く相互
作用しているかどうかを表す指標であり、具体的には、式：ｋ１＝（ｔ１−ｔ０）／ｔ０

20

（式中、ｔ１：最初に溶出するエナンチオマーの溶出時間、ｔ０：充填剤と全く相互作用
しない物質（１，３，５−トリ−ｔｅｒｔ−ブチルベンゼン）が溶出してくる時間）で表
される式により算出される。また、分離係数αとは、両エナンチオマーの保持係数の比を
意味し、具体的には、式：α＝ｋ２／ｋ１（式中、ｋ１：先に溶出するエナンチオマーの
保持係数、ｋ２：後から溶出するエナンチオマーの保持係数）で表される式により算出さ
れる。一般には、αが１の場合、溶出時間が全く同じで分離されないことを意味し、α＞
１であれば、両エナンチオマーが分離可能であることを示し、一般にαが１．２以上であ
れば、ピークの裾まで完全に分離可能であることを示す。
【０１４６】
表１によれば、本発明のらせん化合物（Ｉ−１ａ）固定化シリカゲルをＨＰＬＣカラム

30

のキラル固定相として使用することにより、ビナフトール類やコバルト錯体等のキラル化
合物のラセミ体を極めて効率良く分離できることが確認された。
【０１４７】
（２）光学異性体の溶出順序の反転化
上記（１）（ｉ）の操作で調製されたカラムＡ１−ａに、光学的に純粋な（Ｓ）−（＋
）−１−フェニルエチルアルコール／トルエン（１／１（ｖ／ｖ））を送液し、カラム内
を満たした。２５℃で２４時間静置した後、ヘキサン／２−プロパノール＝９７／３（ｖ
／ｖ）を流し、カラム内を置換して、（Ｓ）−（＋）−１−フェニルエチルアルコールを
除去することによりカラムＡ１−ｂを調製した。カラムＡ１−ｂを用いて、３，３
フェニル−１，１

−ジ

−ビ−２−ナフトールの光学分割をＨＰＬＣにより行った（カラム温

度：１０℃）。溶離液にはヘキサン／２−プロパノール＝９７／３（ｖ／ｖ）を用いて、
流速は０．２ｍＬ／分とした。また、溶離液がカラムを素通りする時間ｔ０は１，３，５
−トリ−ｔｅｒｔ−ブチルベンゼンの溶出時間から求めた。その結果、ｋ１＝２．０６（
＋）、α＝１．３４と見積もられた（図１）。図１の３，３

−ジフェニル−１，１

−

ビ−２−ナフトールの分割クロマトグラムから、各光学異性体の溶出順序が逆転したこと
が確認された。また、上記の操作で得られたカラムＡ１−ｂを用いて、様々なラセミ体の
光学分割をＨＰＬＣにより行った。その結果を表２にまとめて示した。
【０１４８】
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【表２】

10

【０１４９】
表２によれば、いずれの化合物においても各光学異性体の溶出順序が逆転したことが確
20

認された。
【０１５０】
（３）光学異性体の溶出順序の再反転化
上記（２）の操作で調製されたカラムＡ１−ｂに、光学的に純粋な（Ｒ）−（−）−１
−フェニルエチルアルコール／トルエン（１／１（ｖ／ｖ））を送液し、カラム内を満た
した。２５℃で２４時間静置した後、ヘキサン／２−プロパノール＝９７／３（ｖ／ｖ）
を流し、カラム内を置換して、（Ｒ）−（−）−１−フェニルエチルアルコールを除去す
ることによりカラムＡ１−ｃを調製した。カラムＡ１−ｃを用いて、３，３
ル−１，１

−ジフェニ

−ビ−２−ナフトールの光学分割をＨＰＬＣにより行った（カラム温度：１

０℃）。溶離液にはヘキサン／２−プロパノール＝９７／３（ｖ／ｖ）を用いて、流速は
０．２ｍＬ／分とした。また、溶離液がカラムを素通りする時間ｔ０は１，３，５−トリ
−ｔｅｒｔ−ブチルベンゼンの溶出時間から求めた。その結果、ｋ１＝２．１３（−）、
α＝１．３４と見積もられた（図１）。図１の３，３

−ジフェニル−１，１

−ビ−２

−ナフトールの分割クロマトグラムから、各光学異性体の溶出順序が再度逆転したことが
確認された。また、上記の操作で得られたカラムＡ１−ｃを用いて、様々なラセミ体の光
学分割をＨＰＬＣにより行った。その結果を表３にまとめて示した。
【０１５１】
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【表３】

10

【０１５２】
表３によれば、いずれの化合物においても各光学異性体の溶出順序が再度逆転したこと
が確認された。

20

【０１５３】
（４）カラム内における化合物（Ｉ−１ｂ）固定化シリカゲルへの一方向巻きのらせんキ
ラリティーの誘起と、当該カラムを用いたＨＰＬＣによる不斉識別
（ｉ）カラム内における化合物（Ｉ−１ｂ）固定化シリカゲルへの一方向巻きのらせんキ
ラリティーの誘起
実施例２の（２）（ｉｉ）により調製したステンレスカラム（カラムＡ２）に、光学的
に純粋な（Ｒ）−（−）−１−フェニルエチルアルコール／トルエン（１／１（ｖ／ｖ）
）を送液し、カラム内を満たした。２５℃で２４時間静置した後、ヘキサン／２−プロパ
ノール＝９７／３（ｖ／ｖ）を流し、カラム内を置換して、（Ｒ）−（−）−１−フェニ
ルエチルアルコールを除去することによりカラムＡ２−ａを調製した。
【０１５４】
（ｉｉ）カラムＡ２−ａを用いたＨＰＬＣによる不斉識別
上記（ｉ）の操作で調製されたカラム（カラムＡ２−ａ）を用いて、様々な化合物のラ
セミ体の光学分割をＨＰＬＣにより行った。その結果を表４にまとめて示した。流速は０
．２ｍＬ／分とした。また、溶離液がカラムを素通りする時間ｔ０は１，３，５−トリ−
ｔｅｒｔ−ブチルベンゼンの溶出時間から求めた。
【０１５５】
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【表４】

10

【０１５６】
表４によれば、化合物（Ｉ−１ｂ）固定化シリカゲルは、化合物（Ｉ−１ａ）固定化シ
リカゲルに比べ、効率良くポリマーが固定化され、耐溶剤性は向上するが、いずれのラセ

20

ミ化合物を用いた場合にも十分な光学分割能が得られないことが確認された。この結果か
ら、ポリマーが担体上に強固に固定化され過ぎるとポリマー自体の自由度が失われ、らせ
んのキラリティーを十分に誘起することができなくなることに起因するものと推察される
。
【産業上の利用可能性】
【０１５７】
本発明によれば、耐溶剤性に優れ、担体上に固定化された固体状態で不斉誘起（らせん
構造誘起）や不斉選択性の切り替えが簡便且つ安価に行うことが可能で、且つ光学異性体
を効率良く分離することができる実用的な光学異性体分離剤を提供することができる。ま
た、本発明によれば、担体上に固定化される化合物として光学活性化合物を用いる必要が
なく、また、らせんのキラリティーの誘起及び／又は反転の際に使用する光学活性な低分
子化合物も容易に回収、再利用可能であるため、簡便かつ経済的な光学異性体の分離方法
を提供することができる。
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【図１】
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