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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
式（Ｉ）：
【化１】

10

［式（Ｉ）中、
Ｓｇは、６員環糖、５員環糖、シクリトールおよびこれらを含むオリゴ糖からなる群よ
り選択される糖系化合物（ただし一部の水酸基が、アシル基で保護されていてもよく、あ
るいはエーテル基、アセタール基、シリルエーテル基、メトキシ基、およびエトキシ基か
らなる群から選択される基に変換されて保護されていてもよい）から水酸基を除いた１価
の糖系残基であり；
Ｕは、−（ＣＨ２）ｎ−、−ＣＨ２−Ｕ
ｎは１〜５の整数であり、Ｕ

−、または−Ｃ（＝Ｏ）−であり（ただし、

はＡｒと結合する炭素数１〜１０のアルキル基である）；
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Ａｒは、下記式（Ａ１）または（Ａ２）で表される基であり
【化２】

10
（式（Ａ１）および（Ａ２）中、
ＸはＳまたはＳＯ２であり、
Ｒは炭素数１〜４のアルキル基であり、
Ｒ１およびＲ２は、独立に炭素数１〜３のアルキル基であり、
ａは０または１、ｂは０〜３の整数であり、
＊はＵと結合していることを示す）；
Ｙはフッ素原子であり；
ｍは３である］
で表される、ジアリールエテン化合物。
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【請求項２】
前記Ｓｇがピラノースの水酸基を除いた１価の糖系残基である、請求項１に記載の化合
物。
【請求項３】
前記Ｓｇがピラノースの１位炭素原子上の水酸基を除いた１価の糖系残基である、請求
項１または２に記載の化合物。
【請求項４】
前記Ｓｇがシクリトールの水酸基を除いた１価の糖系残基である、請求項１または２に
記載の化合物。
【請求項５】
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請求項１〜４のいずれかに記載のジアリールエテン化合物の製造方法であって、
（１）６員環糖、５員環糖、シクリトールおよびこれらを含むオリゴ糖からなる群より
選択される糖系化合物から誘導され、１つの水酸基がハロゲン原子に置換され、かつ他の
総ての水酸基が前記のとおりに保護されたハロゲン化糖誘導体を準備する工程、
（２）前記ハロゲン化糖誘導体と式（ａ）で表される化合物とを反応させて、
【化３】
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［式（ａ）中、Ｕ、Ａｒ、Ｙ、およびｍは前記のとおり定義される］
式（ｂ）で表される化合物を生成するエーテル化工程、
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【化４】

［式（ｂ）中、Ｕ、Ａｒ、Ｙ、およびｍは前記のとおり定義され、ＰＳｇは、前記Ｓｇ
の総ての水酸基が保護されている基を示す］、ならびに
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（３）前記式（ｂ）で表される化合物を脱保護する工程、
を含む、前記製造方法。
【請求項６】
前記工程（１）を、Ａｇ２Ｏ存在下で実施する、請求項５に記載の製造方法。
【請求項７】
前記ハロゲン化糖誘導体におけるハロゲン原子が臭素原子である、請求項５または６に
記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は水溶性フォトクロミック分子に関し、より詳しくは水溶性ジアリールエテン化
合物に関する。
【背景技術】
【０００２】
フォトクロミック分子とは、特定の波長の光照射により、その分子量を変化させること
なく吸収スペクトルの異なる異性体へ変換される分子である。中でもジアリールエテン化
合物は、優れたフォトクロミック特性を有することが知られている（非特許文献１）。例
えばジアリールエテンは下記の構造を有しており、下記スキームに示すように光照射によ
り閉環開環反応を行なう。
【０００３】

30

【化１】

【０００４】
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従来、フォトクロミック分子は光学的情報記録が可能な光機能素子等としての研究が盛
んに行なわれてきた（特許文献１等）。このような用途では、フォトクロミック分子を有
機溶剤に溶解し基材の上に塗布すること等により素子を製造する。
ところで、近年、生体分子に蛍光色素分子を結合させて蛍光顕微鏡で観察することで像
を得るバイオイメージングが盛んに研究されている。従来、緑色蛍光たんぱく（ＧＦＰ）
を用いたバイオイメージングが知られているが（非特許文献２）、標識となる分子が大き
くタンパク質−タンパク質間の相互作用によりターゲットとしている生体分子に与える影
響が問題となっている。ジアリールエテン化合物は低分子量であるため、高精度のバイオ
イメージングを達成できる化合物として期待される。しかしながら、当該化合物を生体試
料へ導入するためには当該分子の水溶化が必要不可欠である。
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【０００５】
前述のように主として研究されていた光機能素子等の用途においてはジアリールエテン
化合物を水溶化するという必要がなかったため、特許文献１には水溶化ジアリールエテン
化合物に関する記載は一切ない。水溶化に関し、非特許文献３、４、および７にはイオン
性基や両親媒性基を導入したジアリールエテン化合物が記載されている。しかし、これら
の化合物は、水中で会合しやすいことや、強いイオン性相互作用のためにターゲット分子
への影響が過大になること等から、バイオイメージングへの適用は困難と考えられる。こ
のような状況から、他の手段により得られる優れた水溶性を有するジアリールエテン化合
物が望まれていた。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５−３２５０８７号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】M. Irie et al., Nature, 420, 759 (2002)
【非特許文献２】K. H. Jones and J. A. Senft, J. Histochem. Cytochem. , 33, 77 (1
985)
【非特許文献３】M. Takeshita, et al., J.Org. Chem., 63, 9306 (1998)
【非特許文献４】M. Matsuda, et al., Chem. Lett. 32, 1178 (2003)
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【非特許文献５】S. Kobatake, et al., J. Am. Chem. Soc. 121, 2380 (1999)
【非特許文献６】T. Yamaguchi, et al., J. Photochem. Photobio. A, 178, 162 (2006)
【非特許文献７】T.Hirose, M.Irie, K.Matsuda, Adv. Mater. 20, 2137 (2008)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
上記事情を鑑み、本発明は水溶性に優れるジアリールエテン化合物を提供することを課
題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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発明者らは、糖骨格を有するジアリールエテン化合物が水溶性に優れることを見出し、
本発明を完成した。すなわち、前記課題は以下の本発明により解決される。
［１］下記式（Ｉ）で表されるジアリールエテン化合物。
［２］前記［１］に記載のジアリールエテン化合物の製造方法であって、
（１）６員環糖、５員環糖、シクリトールおよびこれらを含むオリゴ糖からなる群より
選択される糖系化合物から誘導され、１つの水酸基がハロゲン原子に置換され、かつ他の
総ての水酸基が保護基によって保護されたハロゲン化糖誘導体を準備する工程、
（２）前記ハロゲン化糖誘導体と下記式（ａ）で表される化合物とを反応させて、下記
式（ｂ）で表される化合物を生成するエーテル化工程、ならびに
（３）式（ｂ）で表される化合物の保護基を除去する脱保護工程、
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を含む、前記製造方法。
【発明の効果】
【００１０】
本発明により水溶性に優れるジアリールエテン化合物を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施例１で得た化合物の水溶液のフォトクロミック特性を示す図
【図２】実施例２で得た化合物の水溶液のフォトクロミック特性を示す図
【図３】実施例３で得た化合物の水溶液のフォトクロミック特性を示す図
【図４】実施例４で得た化合物の水溶液のフォトクロミック特性を示す図
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【図５】実施例４で得た化合物のメタノール中のフォトクロミック特性を示す図
【図６】生体組織の蛍光標識特性を示す図
【図７】生体組織の蛍光標識特性を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
１．ジアリールエテン化合物
本発明のジアリールエテン化合物は式（Ｉ）で表される。
【００１３】
【化２】
10

【００１４】
（１）糖系残基Ｓｇ
当該化合物は糖系残基Ｓｇを有する。糖系残基とは、糖およびこれに類似する化合物に
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由来する基である。Ｓｇは６員環糖、５員環糖、シクリトールおよびこれらを含むオリゴ
糖からなる群より選択される糖系化合物から水酸基を除いた１価の糖系残基である。ただ
し糖系残基は、一部の水酸基が保護基により保護されていてもよい。以下、便宜上、糖系
化合物を単に「糖」と、糖系残基を単に「糖残基」とも称する。
【００１５】
６員環糖は６員環骨格を有する糖であり、その例にはグルコピラノース、アラビノピラ
ノース、キシロピラノース、リキソピラノース、アロピラノース、アルトロピラノース、
マンノピラノース、グロピラノース、イドピラノース、ガラクトピラノース、タロピラノ
ース、およびグルクロン酸等が含まれるが、これらに限定されない。
５員環糖は５員環骨格を有する糖であり、その例にはリボフラノース、アラビノフラノ
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ース、キシロフラノース、エリトロフラノース、トレオフラノース、およびリキソフラノ
ースが含まれるが、これらに限定されない。
シクリトールとはシクロアルカンポリオール（ポリヒドロキシシクロアルカン）すなわ
ち環状糖アルコールであり、その例にはイノシトール等が含まれる。
【００１６】
オリゴ糖とは６員環糖、５員環糖、およびシクリトール糖の化合物同士がグリコシド結
合等によって２〜１５個程度結合した化合物である。オリゴ糖の例には、スクロース、ラ
フィノース、スタキオース、トレハロース、ラクトース等が含まれるが、これらに限定さ
れない。
入手が容易であること等を考慮すると、本発明における糖としてはグルコピラノースが
好ましい。
【００１７】
Ｓｇはこれらの糖から水酸基を除いた１価の糖残基である。除かれる水酸基は任意であ
るが、合成が容易である等の観点から、環上の炭素原子に結合している水酸基が好ましく
、１位炭素原子上の水酸基（ヘミアセタール水酸基）であることがより好ましい。例えば
グルコピラノースのヘミアセタール水酸基を除いた糖残基は、グルコシル基であり、以下
の化学式で表される。
【００１８】
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【化３】
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【００１９】
グルコシル基は、α−グルコシル基、β−グルコシル基のいずれであってもよいが、立
体障害を低減させる観点からβ−グルコシル基が好ましい。
また前述のとおり、糖残基は水酸基の一部が保護されていてもよい。保護基については
後で詳しく説明するが、アセチル基等のアシル基が好ましい。保護基が存在する場合、そ
の数は糖残基１個当たり、１〜２個が好ましく、１個がより好ましい。
【００２０】
（２）芳香族基Ａｒ
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Ａｒは、下記式（Ａ１）または（Ａ２）で表される芳香族基である。
【００２１】
【化４】
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【００２２】
ＸはＳ、ＳＯ２、ＮＲ３（Ｒ３は炭素数１〜３のアルキル基）、またはＯであるが、優
れたフォトクロミック特性を得るために、ＳまたはＳＯ２が好ましい。特に、式（Ａ１）
においてＸはＳが好ましく、式（Ａ２）においてＸはＳまたはＳＯ２が好ましい。
Ｒは炭素数１〜４のアルキル基である。本発明おいて、アルキル基とは鎖状および分岐
状の基を含む。よって、炭素数１〜４のアルキル基は、具体的にメチル基、エチル基、ｎ
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−プロピル基、ｉ−プロピル基、ｎ−ブチル基、およびｔ−ブチル基である。
【００２３】
Ｒ１、Ｒ２は独立に炭素数１〜３のアルキル基である。独立にとは、Ｒ１、Ｒ２は同じ
であってもよいし、異なっていてもよいことを意味する。Ｒ１は式（Ａ１）中の５員環に
おける４位または５位の置換基である。ａはＲ１の数を示し０または１である。Ｒ１が存
在するとフォトクロミック特性が低下することがあるので、Ｒ１は存在しないこと（ａが
０）が好ましいが、Ｒ１が存在する場合は、嵩高くない方がフォトクロミック特性に優れ
るのでＲ１はメチル基が好ましい。
【００２４】
Ｒ２は炭素数１〜３のアルキル基であり、式（Ａ２）中の複素環における４〜７位の置
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換基である。ｂはＲ２の数を示し０〜３の整数である。Ｒ２が存在するとフォトクロミッ
ク特性が低下することがあるので、Ｒ２は存在しないこと（ｂが０）が好ましいが、存在
する場合、ｂは１または２が好ましく、１がより好ましい。Ｒ２が存在する場合、前述の
理由からＲ２はメチル基が好ましい。
【００２５】
式（Ａ１）において＊は５員環が連結基Ｕと結合することを意味する。立体障害を低減
させる観点から、５員環の５位の炭素原子がＵと結合することが好ましい。このときＲ１
が存在する場合は、Ｒ１は４位に結合する。同様に式（Ａ２）において＊はベンゼン環が
連結基Ｕと結合することを意味する。立体障害を低減させる観点から、６位の炭素原子が
10

Ｕと結合することが好ましい。
【００２６】
（３）連結基Ｕ
ＵはＳｇとＡｒをつなぐ連結基であり、−（ＣＨ２）ｎ−、−ＣＨ２−Ｕ

−、または

−Ｃ（＝Ｏ）−である。ｎは１〜５の整数である。ｎが大きいと得られるジアリールエテ
ン化合物の水溶性が低下する場合があるので、ｎは１〜３が好ましく１がより好ましい。
Ｕ

はＡｒと結合する炭素数１〜１０のアルキル基である。炭素数が多いと得られるジ

アリールエテン化合物の水溶性が低下する場合があるので、炭素数は１または２が好まし
く１がより好ましい。前述のとおりアルキル基は直鎖状および分岐状の基を含む。
【００２７】
（４）エテン骨格
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式（Ｉ）における−（ＣＹ２）ｍ−は、当該化合物が脂環骨格を有することを示す。Ｙ
は水素原子またはハロゲン原子である。優れたフォトクロミック特性を得るために、Ｙは
ハロゲン原子が好ましく、フッ素原子がより好ましい。ｍは３〜５の整数であるが、同様
の理由から３であることが好ましい。
【００２８】
２．製造方法
本発明のジアリールエテン化合物は任意の方法で製造されるが、以下、好ましい製造方
法を説明する。
【００２９】
２−１．第一の製造方法
（１）６員環糖、５員環糖、シクリトールおよびこれらを含むオリゴ糖からなる群より選
択される糖系化合物から誘導され、１つの水酸基がハロゲン原子に置換され、かつ他の総
ての水酸基が保護基によって保護されたハロゲン化糖誘導体を準備する工程、
（２）前記ハロゲン化糖誘導体と式（ａ）で表される化合物とを反応させて、式（ｂ）で
表される化合物を製造するエーテル化工程、
（３）式（ｂ）で表される化合物の保護基を除去する脱保護工程、を含む。
当該方法のスキームを以下に示す。
【００３０】
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【化５】
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【００３１】
以下に詳細を説明するが、説明を簡便にするため、ハロゲン化糖誘導体がアシルハロゲ
ン化糖であり、エーテル化工程にてグリコシル化反応を行なう場合を例にして説明する。
【００３２】
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（１）アシルハロゲン化糖の準備工程（ハロゲン化糖誘導体の準備工程）
本発明で用いるアシルハロゲン化糖は、６員環糖、５員環糖、シクリトールおよびこれ
らを含むオリゴ糖からなる群より選択される糖から誘導され、一つの水酸基がハロゲン原
子に置換され、かつ他の総ての水酸基が保護基によって保護されたアシルハロゲン化糖で
ある。上記スキームにおいて、アシルハロゲン化糖はＰＳｇ−ｈａｌｏと示されている。
ハロゲン原子に置換される水酸基はアノマー位の水酸基が好ましい。
保護基とは糖中の水酸基が副反応を起こさないように、水酸基を保護するための基であ
る。本発明においては、水酸基の保護に通常使用される基を用いることができる。このよ
うな保護基の例には、アシル基、アセタール基、およびシリルエーテル基が含まれる。中
でも、脱保護しやすいため、アシル基が好ましく、アセチル基がより好ましい。
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【００３３】
アシルハロゲン化糖は公知の方法で調製できる。例えば、ペンタアセチルグルコピラノ
ースをＨＯＡｃ−ＨＢｒ（臭化水素−酢酸溶液）と反応させることで製造できる。通常は
アノマー位の水酸基（１位炭素原子上の水酸基）がハロゲン化される。前記の工程は保護
された糖を臭化水素−酢酸溶液に溶解させ、密栓して一昼夜反応させることで実施できる
。好ましいアシルハロゲン化糖は下記式（ｓ１）で表される。
【００３４】
【化６】
40

【００３５】
（２）グリコシル化工程（エーテル化工程）
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１）式（ａ）で表されるジオール体
本工程ではアシルハロゲン化糖と式（ａ）で表されるジオール体とを反応させる。
【００３６】
【化７】

10

【００３７】
式（ａ）中、Ｕ、Ａｒ、Ｙ、およびｍは前記のとおり定義される。しかしながら、本製
造方法においてＵは、−（ＣＨ２）ｎ−または−ＣＨ２−Ｕ

−が好ましい。

当該ジオール体は公知の方法で調製できる。例えば、下記スキームに示すように、式（
ｊ）のジアリールエテン化合物の芳香族基Ａｒに−Ｕ−ＯＨ基を導入すればよい。
【００３８】
【化８】
20

【００３９】
具体的には式（ｊ）のジアリールエテン化合物とジクロロメチルメチルエーテルとをＡ
ｌＣｌ３等の存在下で反応してＡｒ基にホルミル基を導入し、さらに当該ホルミル基を還

30

元すれば、−Ｕ−ＯＨ基として−ＣＨ２−ＯＨが導入されたジオール体が得られる。
式（ｊ）のジアリールエテン化合物であって、Ａｒがチオフェン骨格である化合物は、
例えば非特許文献５に、また、Ａｒがベンゾチオフェン骨格である化合物は例えば非特許
文献６に開示されている。
【００４０】
２）式（ｂ）で表される中間体
式（ａ）のジオール体とアシルハロゲン化糖を反応させることでグリコシル化反応が生
じ、式（ｂ）で表される中間体が生成する。
【００４１】
【化９】

40

【００４２】
式（ｂ）中、Ｕ、Ａｒ、Ｙ、およびｍは前記のとおり定義される。ＰＳｇは、前記Ｓｇ
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の総ての水酸基が保護されている糖残基である。
この反応は、式（ａ）の化合物の水素原子とアシルハロゲン化糖のアノマー位のハロゲ
ンが脱離することで生じるため、水素原子とハロゲンの脱離を促進する反応促進剤の存在
下で実施することが好ましい。当該反応促進剤の例には、Ａｇ２Ｏ等の酸化銀、およびＨ
ｇＢｒ２、Ｈｇ（ＣＮ）２等の水銀塩が含まれる。本発明においては反応をより促進しや
すいという理由からＡｇ２Ｏを用いることが好ましい。Ａｇ２Ｏの使用量は、式（ａ）の
化合物1ｍｏｌに対して５〜１０ｍｏｌが好ましい。
【００４３】
さらに、脱水剤を併用することでより反応を促進できる。公知の脱水剤を使用できるが
、除去が容易なモレキュラーシーブ等の脱水剤が好ましい。モレキュラーシーブ４Åの使

10

用量は、０．１０ｇ／溶媒２ｍＬ程度が好ましい。
本工程で使用する溶媒は限定されないが、前述のとおり系中から水を除去すると反応が
より促進されるので、水の溶解度が低い溶媒が好ましい。好ましい溶媒の例には、塩化メ
チレン等の塩素系炭化水素およびトルエン等の芳香族炭化水素等が含まれる。中でも塩素
系炭化水素がより好ましい。
反応温度は、反応促進と副反応抑制の観点から適宜決定される。本発明においては１０
〜４０℃が好ましい。
【００４４】
合成が容易である等の理由から、１位炭素原子上の水酸基がハロゲン化され、かつ他の
水酸基が保護されたアシルハロゲン化糖を用いることが好ましいことは既に述べたが、こ

20

のようなアシルハロゲン化糖には、α体およびβ体の異性体が存在する。当該アシルハロ
ゲン化糖は隣接する２位の水酸基がアシル基で保護されているため隣接基関与により、β
−グリコシル体を優先的に与える。よって、例えば、前述の式（ｓ１）のアシルハロゲン
化糖を用いた場合、得られる式（ａ）の化合物におけるＰＳｇ基は、β−グリコシル基に
由来する基である。
【００４５】
（３）脱保護工程
本工程では式（ｂ）で表される中間体の保護基を除去する。保護基の除去は公知の方法
で行なうことができる。例えば、アセチル基等のアシル基で水酸基が保護されている場合
は、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等のアルカリと反応させることで

30

容易に保護基を除去できる。本発明においては水酸化リチウムを使用することが好ましく
、その使用料は式（ｂ）で表される中間体１ｍｏｌに対して５〜１０ｍｏｌがより好まし
い。
本反応に使用する溶媒も限定されないがメタノール等のアルコールが好ましい。反応温
度も限定されないが、１０〜３０℃が好ましい。
【００４６】
２−２．第二の製造方法
（１）６員環糖、５員環糖、シクリトールおよびこれらを含むオリゴ糖からなる群より選
択され、１つの水酸基を除く他の総ての水酸基が保護基によって保護された保護化糖化合
物を準備する工程、
（２）前記保護化糖化合物と式（ｐ）で表される化合物とを反応させて、式（ｑ）で表さ
れる化合物を製造するエステル化工程、
（３）式（ｐ）で表される化合物の保護基を除去する脱保護工程、を含む。
前述の理由から、以下、保護化糖化合物を単に「保護化糖」とも称する。当該方法のス
キームを以下に示す。
【００４７】
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【化１０】

10

【００４８】
20

（１）保護化糖の準備工程
保護化糖は、スキームにおいてＰＳｇ−ＯＨと示してある。保護化糖は、１つの水酸基
を除いた他の総ての水酸基が保護基で保護されている糖である。保護基としては前述のも
のを使用できるが、本製造方法においてはアセタール基が好ましく、メトキシメチル基が
より好ましい。
保護化糖は公知の方法で調製できる。例えば、フラノース等の糖に保護基を導入するこ
とで製造できる。アノマー位の水酸基（１位炭素原子上の水酸基）以外の総ての水酸基が
保護されることが好ましい。
本発明で用いる好ましい保護化糖としては下記式（ｓ２）で表される化合物が挙げられ
る。式（ｓ２）において、Ｒ

はメチル基またはエチル基であるが、脱保護しやすいため

メチル基が好ましい。

30

【００４９】
【化１１】

40

【００５０】
（２）エステル化工程
１）式（ｐ）で表されるジカルボン酸体
本工程では保護化糖と式（ｐ）で表されるジカルボン酸体とを反応させる。式（ｐ）中
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、Ａｒ、Ｙ、およびｍは前記のとおり定義される。式（ｐ）のジカルボン酸体は公知の方
法で調製できる。例えば、第一の製造方法で述べたように、式（ｊ）のジアリールエテン
化合物の芳香族基Ａｒにホルミル基を導入したジホルミル体を得て、当該ホルミル基を酸
化することで、式（ｐ）のジカルボン酸体を製造できる。
【００５１】
２）式（ｑ）で表される中間体
式（ｐ）のジカルボン酸体と保護化糖との反応により式（ｑ）で表される中間体が生成
する。式（ｑ）中、Ａｒ、Ｙ、ｍ、およびＰＳｇは前記のとおり定義される。この反応は
、エステル化反応であるので、公知の反応促進剤の存在下で実施することが好ましい。当
該反応促進剤の例には、ＤＣＣ等の脱水剤が挙げられる。ＤＣＣの使用量は、式（ｐ）の

10

化合物１ｍｏｌに対して２〜５ｍｏｌが好ましい。
本工程で使用する溶媒は限定されないが、前述のとおり系中から水を除去すると反応が
より促進されるので、水の溶解度が低い溶媒が好ましい。好ましい溶媒は既に述べたとお
りである。
反応温度は、反応促進と副反応抑制の観点から適宜決定される。本発明においては１０
〜４０℃が好ましい。
【００５２】
（３）脱保護工程
本工程では式（ｑ）の中間体の保護基を除去する。保護基の除去は公知の方法で行なう
ことができる。例えば、保護基がアセタール基である場合は、過剰量の塩酸等の酸により

20

脱保護することができる。本反応に使用する溶媒も限定されないがメタノール等のアルコ
ールが好ましい。反応温度も限定されないが、１０〜３０℃が好ましい。
この結果、目的化合物を得ることができる。当該化合物は式（Ｉ）で表され、かつ連結
基Ｕが−Ｃ（＝Ｏ）−である化合物である。
【００５３】
３．用途等
本発明のジアリールエテン化合物は水または水系溶媒に可溶である。すなわち、本発明
では、水、または水の濃度が７０重量％以上、好ましくは８０重量％以上、より好ましく
は９０重量％以上の水／有機溶媒（混合溶媒）に溶解することを水溶性であるという。
また、本発明のジアリールエテン化合物は糖残基を有するので、糖残基をさらに修飾し

30

て標識性や生体親和性を高めることも可能である。よって本発明のジアリールエテン化合
物は生体試料に容易に導入が可能であり、高精度のバイオイメージングを達成しうる。
【００５４】
さらに本発明のジアリールエテン化合物は、超解像顕微鏡（ＰＡＬＭ／ＳＴＯＲＭ）と
の組合せにおいてより高精度のバイオイメージングを達成しうる。具体的には、ジアリー
ルエテン化合物を導入した生体試料について、少数の分子のみを紫外線照射により閉環体
として蛍光観察し、その位置を精密に決定し、その後可視光により開環体にすることを繰
り返すことで、より精密な像を取得できる。
【実施例】
【００５５】
［実施例１−１］チオフェン型化合物の合成
反応スキームを以下に示す。
【００５６】
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【化１２】

10

【００５７】
１）アシルハロゲン化糖の合成
アシルハロゲン化糖としてグルコピラノースの１位の炭素原子上の水酸基をＢｒに置換
し、他の総ての水酸基をアセチル基で保護した化合物（ブロモテトラアセトグルコース）

20

を準備した。具体的に、当該化合物は次のようにして合成した。ペンタアセチルグルコピ
ラノース（ＴＣＩ社製）を過剰量の臭化水素−酢酸溶液（臭化水素：酢酸＝１：１（ｍｏ
ｌ比））に溶解し、密栓して室温にて一昼夜反応させることにより定量的にブロモテトラ
アセトグルコースを得た。
【００５８】
２）式（ａ１）のジオール体の合成
当該化合物はチオフェン環の５位に連結基Ｕ（メチレン基）が結合しているジオール体
である。当該ジオール体は以下の反応により調製した。
【００５９】
【化１３】

非特許文献５に記載の方法で準備した式（ｊ１）の化合物から、式（ｋ１）のジホルミ

30
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ル体を得た。当該ジホルミル体（６６７μｍｏｌ）のＴＨＦ−ＭｅＯＨ（３ｍＬ／３ｍＬ
）溶液に、０℃でＮａＢＨ４（５１ｍｇ、２ｅｑ．）を２回に分けて加え、０℃で４時間
撹拌した。反応液を酢酸エチルで希釈し、有機層を水（３回）、飽和食塩水（１回）で順
次洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。乾燥剤をろ別して溶媒を減圧留去し、残渣をカラ
ムクロマトグラフィー（ヘキサン：酢酸エチル＝２：１）で精製し、式（ａ１）のジオー
ル体を得た。
【００６０】
３）式（ｂ１）で表される中間体の合成
式（ａ１）のジオール体（６９ｍｇ、０．１６ｍｍｏｌ）とブロモテトラアセトグルコ
ース（１９７ｍｇ、０．４８ｍｍｏｌ）をＣＨ２Ｃｌ２（３ｍＬ）に溶かし、さらにモレ
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キュラーシーブス４Å（ナカライテスク株式会社製）０．２ｇを加えて室温で１時間撹拌
した。さらにアルゴン気流下、室温で遮光してＡｇ２Ｏ（１１１ｍｇ、０．４８ｍｍｏｌ
）を加え２４時間撹拌した。反応終了後、不溶物を吸引ろ過して除き、ろ液を減圧濃縮し
、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（ヘキサン：酢酸エチル＝２：１〜１：１
）で分離精製し、式（ｂ１）で表される中間体（９６ｍｇ、収率５２％）を得た。
当該中間体を、質量分析装置（型番ＪＭＳ−Ｔ１００ＬＣ、日本電子社製）を用いて分
析したところ［Ｍ＋Ｎａ］＋＝１１１１というピークを得た。当該分析はＥＳＩポジティ
ブモードで測定したため、目的物に溶媒またはガラス由来のＮａ（原子量２３）付加物と
して得られる。よって、このピークは目的物の質量１０８８に起因するので、得られた化
合物が式（ｂ１）の化合物であることを確認した。

10

【００６１】
ESI‑MS m/z: 1111 [M + Na]+.
HR‑ESI‑MS m/z: 1111.21787 [M + Na]+ (Calcd for C45H50F6NaO20S2, 1111.21387).
【００６２】
４）式（Ｉ−１）の化合物（目的化合物）の合成
三つ口フラスコに、３８ｍｇ（０．０３ｍｍｏｌ）の式（ｂ１）で表される化合物、お
よび２ｍＬのメタノールを装入し撹拌して均一な溶液とした。フラスコ内に１３ｍｇの炭
酸カリウム（０．３ｍｍｏｌ）を装入し、室温で１５時間反応を行なった。反応混合物を
Ｂｉｏ−Ｇｅｌ

Ｐ−２

Ｇｅｌ（Ｂｉｏ−Ｒａｄ社製）でゲル濾過精製し、式（Ｉ−１

）の化合物であって、２つの水酸基がアセチル基で保護された化合物を得た。脱保護反応

20

における収率は５６％であった。
【００６３】
５）水溶性の評価
少量（５０μＬ）のメタノールを混合した水溶液を準備し、当該溶液に２．５ｍｇの式
（Ｉ−１）の化合物を加えたところ、赤紫色の溶液が得られ、溶解することを確認した。
同様にして、メタノールを含まない水に式（Ｉ−１）の化合物を溶解したところ、赤紫色
の溶液が得られ、溶解することを確認した。さらに、メタノール少量（０．２ｍＬ）に化
合物（Ｉ−１）を溶解し、蒸留水（４ｍＬ）を加えて９５％水溶液を調製し、図１の吸収
スペクトル（株式会社日立製作所製、Ｕ−４１００を使用）を得た。開環体のスペクトル
を破線１０で示した。紫外光（３１３ｎｍ）を照射すると溶液は紫色に着色し、実線２０

30

で表わされるスペクトルを観察した。
【００６４】
［実施例１−２］チオフェン型化合物の合成
脱保護工程において、炭酸カリウム（０．３ｍｍｏｌ）の代わりに水酸化リチウム（ジ
アリールエテン１モルに対して５モル当量）を使用した以外は、実施例１−１と同様にし
て式（Ｉ−１）の化合物を製造した。その結果、式（Ｉ−１）の化合物であって、２つの
水酸基がアセチル基で保護された化合物を得た。２つのアセチル基を含む化合物を得た。
脱保護反応における収率は５６％であった。
【００６５】
［実施例２］ベンゾチオフェンスルホン型化合物の合成
反応スキームを以下に示す。
【００６６】
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【化１４】

10

【００６７】
１）式（ａ２）のジオール体の合成
当該化合物はベンゾチオフェン環の６位に連結基Ｕ（メチレン基）が結合しているジオ
ール体である。当該ジオール体は以下の反応により調製した。
【００６８】
【化１５】

20

30
【００６９】
非特許文献６に記載の方法で準備した式（ｊ２）の化合物をホルミル化して式（ｋ２）
のジホルミル体を得た。
当該ジホルミル体（３５０ｍｇ、６６７μｍｏｌ）のＴＨＦ−ＭｅＯＨ（３ｍＬ／３ｍ
Ｌ）溶液に、０℃でＮａＢＨ４（５１ｍｇ、２ｅｑ．）を２回に分けて加え、０℃で４時
間撹拌した。反応液を酢酸エチルで希釈し、有機層を水（３回）、飽和食塩水（１回）で
順次洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。乾燥剤をろ別して溶媒を減圧留去し、残渣をカ
ラムクロマトグラフィー（ヘキサン：酢酸エチル＝２：１）で精製し、式（ａ２）のジオ
ール体（２２０ｍｇ、６２％収率）を淡赤色アモルファスとして得た。当該化合物の質量
分析結果は次のとおりであった。
【００７０】
ESI‑MS m/z: 551 [M + Na]+.
HR‑ESI‑MS m/z: 551.05427 [M + Na]+ (Calcd for C25H18F6NaO2S2, 551.05501).
【００７１】
２）式（ａ３）のジオール体の合成
当該化合物は以下の反応により調製した。
【００７２】
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【化１６】

10
【００７３】
ａ２のジオール体（５０ｍｇ、９５μｍｏｌ）に酢酸（２．５ｍＬ）を加え、加温して
溶解させた。反応溶液に過酸化水素水（３５％、３７０μＬ）を加え、９０℃で２時間撹
拌した。放冷後、反応液を酢酸エチルで希釈し、有機層を希重曹水（３回）、飽和食塩水
（１回）で順次洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。乾燥剤をろ別して溶媒を減圧留去し
、残渣をカラムクロマトグラフィー（ヘキサン：酢酸エチル＝２：１〜１：１）で精製し
、式（ａ３）のジオール体（３９ｍｇ、７０％収率）とモノアセチル体（６．９ｍｇ、１
２％収率）をそれぞれ淡黄色アモルファスとして得た。式（ａ３）のジオール体の質量分
20

析結果は以下のとおりである。
【００７４】
ESI‑MS m/z: 615 [M + Na]+.
HR‑ESI‑MS m/z: 615.03291 [M + Na]+ (Calcd for C25H18F6NaO6S2, 615.03467).
【００７５】
３）式（ｂ３）で表される中間体の合成
式（ａ３）のジオール体（１４ｍｇ、０．０２４ｍｍｏｌ）とブロモテトラアセトグル
コース（９７ｍｇ、０．２４ｍｍｏｌ）をＣＨ２Ｃｌ２（２ｍＬ）に溶かし、さらにモレ
キュラーシーブス４Å（０．１ｇ）を加えて室温で１時間撹拌した。さらにアルゴン気流
下、室温で遮光してＡｇ２Ｏ（５６ｍｇ、０．２４ｍｍｏｌ）を加え２４時間撹拌した。
反応終了後、不溶物を吸引ろ過して除き、ろ液を減圧濃縮し、残渣をシリカゲルカラムク

30

ロマトグラフィー（ヘキサン：酢酸エチル＝２：１〜１：１）で分離精製し、淡緑色アモ
ルファスとして式（ｂ３）で表される中間体（１６ｍｇ、６４％収率）を得た。
当該化合物について実施例１と同様にして質量分析したところ［Ｍ＋Ｎａ］＋＝１２７
５というピークを得た。このピークは目的物の質量１２５２に由来するので、得られた化
合物が式（ｂ３）で表される中間体であることを確認した。
【００７６】
+

ESI‑MS m/z: 1275 [M + Na]

.

HR‑ESI‑MS m/z: 1275.22742 [M + Na]+ (Calcd for C25H18F6NaO6S2, 1275.22483).
【００７７】
40

４）式（Ｉ−２）の化合物（目的化合物）の合成
式（ｂ３）で表される中間体（１０ｍｇ、０．００８ｍｍｏｌ）をメタノール（２ｍＬ
）に溶かし、室温で水酸化リチウム（３ｍｇ、０．０８ｍｍｏｌ）を加え２４時間撹拌し
た。反応終了後、反応液を減圧濃縮し、残渣をＢｉｏ−Ｇｅｌ

Ｐ−２

（Ｈ２Ｏ）で分

離精製し、反応混合物を得た。反応混合物を質量分析したところ、９１７というピークを
得た。このピークは目的化合物の質量９１６に由来するので、得られた化合物が式（Ｉ−
２）の化合物であることを確認した。
ESI‑MS m/z: 917 [M + H]

+

.

【００７８】
５）水溶性の評価
実施例１と同様にして式（Ｉ−２）の化合物の水溶性を評価し、水溶性であることを確
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認した。具体的に、メタノール少量（０．２ｍＬ）に（Ｉ−２）の化合物を溶解し、蒸留
水（４ｍＬ）を加えて９５％水溶液を調製し、図２の吸収スペクトル（株式会社日立製作
所製、Ｕ−４１００を使用）を得た。破線１０で示す開環体のスペクトルが得られた。紫
外光（３１３ｎｍ）を照射すると溶液は黄色に着色し、実線２０で示すスペクトルが得ら
れた。また、当該化合物は紫外光の照射で蛍光を示し、実線３０で示すスペクトルが得ら
れた。
【００７９】
［実施例３］チオフェン型化合物（第二の製造方法）
反応スキームを以下に示す。
【００８０】
【化１７】

10

20

【００８１】
１）保護化糖の合成
２，４，６−トリ−Ｏ−ベンゾイル−ミオイノシトール１，３，５−オルトアセテート

30

（2,4,6‑Tri‑O‑benzoyl‑myo‑inositol 1,3,5‑orthoacetate）（ｒ１）の合成
【００８２】
【化１８】

40

【００８３】
ミオイノシトール（東京化成工業株式会社製、１１．０ｇ、６１．１ｍｍｏｌ）、トリ
エチルオルトアセテート（１６．５ｍＬ、９０．５ｍｍｏｌ）を乾燥ＤＭＦ（８０ｍＬ）
に加えた。１００℃で３０分還流した後、ｐ−トルエンスルホン酸モノハイドレード（p‑
toluenesulfonic acid monohydrade）（東京化成工業株式会社製、１．１４ｇ、５．９９
ｍｍｏｌ）を乾燥ＤＭＦ（１０ｍＬ）に溶かしてから加えた。そのまま内容物を１００℃
で７．５時間還流した。内容物の温度を室温に戻し、トリメチルアミン（東京化成工業株
式会社製、４．０ｍＬ、２８．９ｍｍｏｌ）を加えて３０分撹拌した。さらにベンゼン（
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１０×２ｍＬ）を加え、溶媒を減圧除去した。そこにピリジン（６０ｍＬ）を加えた。内
容物を０℃に冷却し、そこにベンゾイルクロライド（東京化成工業株式会社製、２４．２
ｍＬ、２１０ｍｍｏｌ）を１時間かけて滴下した。内容物の温度を室温に戻し、１６時間
撹拌した。メタノールで再結晶させて白色固体として化合物ｒ１（２１．２ｇ、４１．０
ｍｍｏｌ、６７．１％）を得た。当該化合物のＮＭＲ（日本電子株式会社製、ＧＳＸ４０
０）および質量分析（株式会社島津製作所製ＧＣＭＳ−ＱＰ２０１０）の結果は以下のと
おりであった。
【００８４】
1

H NMR (400 MHz, CDCl3): δ1.63 (s,3H), 4.68‑4.70 (m, 2H), 4.91‑4.94 (m, 1H), 5.

65 (m. 1H), 5.81 (m, 4H), 7.17‑7.21 (m, 1H), 7.46‑7.51 (m, 4H), 7.60‑7.64 (m, 1H

10

), 7.85‑7.87 (m, 4H), 8.16‑8.19 (m, 2H)
MS (FAB) m/z = 516 [M]+
【００８５】
ミオイノシトール−１，３，５−オルトアセテート（myo‑Inositol‑1,3,5‑orthoacetat
e）（ｒ２）の合成
【００８６】
【化１９】

20

【００８７】
窒素雰囲気下で式（ｒ１）の化合物（１８．０ｇ、３４．８ｍｍｏｌ）、イソブチルア
ミン（東京化成工業株式会社製、１４．０ｍＬ、４９．９ｍｍｏｌ）を、フラスコ内の乾
燥ＭｅＯＨ（６０ｍＬ）に加えた。内容物を６５℃で２４時間還流した。溶媒を減圧除去

30

し、ジエチルエーテルを加え、氷浴で冷却した。生じた沈殿を吸引ろ過し、白色粉末とし
て化合物ｒ２（６．１６ｇ、３０．２ｍｍｏｌ；８６．７％）を得た。分析結果は以下の
とおりであった。
【００８８】
1

H NMR (400 MHz, CD3OD): δ1.36 (s, 3H), 4.07‑4.09 (m, 4H), 4.36‑4.38 (m, 2H)

MS (FAB) m/z = 204 [M+]
【００８９】
２−Ｏ−ｔｅｒｔ−ブチルジメチルシリル−ミオイノシトール−１，３，５−オルトア
セテート（2‑O‑tert‑Butyldimethylsilyl‑myo‑inositol‑1,3,5‑orthoacetate）（ｒ３）
の合成
【００９０】
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【化２０】

10
【００９１】
窒素雰囲気下で式（ｒ２）の化合物（３．２６ｇ、１６．０ｍｍｏｌ）、ｔｅｒｔ−ブ
チルジメチルクロロシラン（東京化成工業株式会社製、２．３９ｇ、１５．９ｍｍｏｌ）
、２，６−ルチジン（東京化成工業株式会社製、５．０ｍＬ、４２．９ｍｍｏｌ）をフラ
スコ内の乾燥ＤＭＦ（３０ｍＬ）に溶かした。内容物を３６時間室温で撹拌した。溶媒を
減圧除去し、水（３０ｍＬ）を加えた。氷水で冷却し、生じた沈殿をろ過し、化合物ｒ３
（２．９２ｇ、９．１７ｍｍｏｌ、５７．８％）を得た。分析結果は以下のとおりであっ
た。
【００９２】
1

H NMR (400 MHz, CDCl3); δ 0.15 (s, 6H), 0.95 (s, 9H), 1.45 (s, 3H), 4.14‑4.16

20

(m, 2H), 4.18‑4.20 (m,1H), 4.21‑4.23 (m, 1H), 4.52‑4.54 (m, 2H)
MS (FAB) m/z = 319 [M+1]+
【００９３】
２−Ｏ−ｔｅｒｔ−ブチルジメチルシリル−４，６−ビス（Ｏ−メトキシメチル）−ミ
オイノシトール−１，３，５−オルトアセテート（2‑O‑tert‑Butyldimethylsilyl‑4,6‑bi
s(O‑methoxymethyl)‑myo‑inositol‑1,3,5‑orthoacetatｅ）（ｒ４）の合成
【００９４】
【化２１】
30

【００９５】
窒素雰囲気下で式（ｒ３）の化合物（１．７７ｇ、５．５６ｍｍｏｌ）をフラスコ中の
乾燥ＤＭＦ（３０ｍＬ）に溶かした。そこにＮ，Ｎ−ジイソプロピルエチルアミン（東京

40

化成工業株式会社製、４．０ｍＬ、４０．７ｍｍｏｌ）を加え、メトキシメチルクロライ
ド（東京化成工業株式会社製、２．５ｍＬ、３３．２ｍｍｏｌ）を滴下した。内容物を６
５℃で３６時間還流した。溶媒を減圧除去し、酢酸エチルで抽出した。硫酸マグネシウム
で乾燥させた後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー（展開溶媒；クロロホルム：メタ
ノール＝８：１）で精製し、化合物ｒ４（１．６９ｇ、４．１６ｍｍｏｌ、７４．８％）
を得た。分析結果は以下のとおりであった。
【００９６】
1

H NMR (400 MHz, CDCl3); δ0.13 (s, 6H), 0.94 (s, 9H), 1.45 (s, 3H), 3.34 (s, 6H

), 4.11‑4.13 (m, 2H), 4.16‑4.17 (t, J = 2.0 Hz, 1H), 4.27‑4.29 (m, 1H), 4.35‑4.3
7 (m, 2H), 4.40‑4.42 (m, 4H)
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MS (FAB) m/z = 407 [M+1]+
【００９７】
４，６−ビス（Ｏ−メトキシメチル）−ミオイノシトール−１，３，５−オルトアセテ
ート（4,6‑Bis(O‑Mehoxymethyl)‑myo‑inositol‑1,3,5‑orthoacetate）（ｓ３）の合成
【００９８】
【化２２】

10

【００９９】
式（ｒ４）の化合物（１．５９ｇ、３．９１ｍｍｏｌ）をフラスコ中のＴＨＦ（１５ｍ
Ｌ）に溶かした。そこに１．０ｍｏｌ／Ｌのテトラブチルアンモニウムフロライド（東京
化成工業株式会社製）−ＴＨＦ溶液（５．１ｍＬ、５．１ｍｍｏｌ）を加え、１６時間撹
拌した。水（１０ｍＬ）で反応を止め、ジエチルエーテルで抽出し、硫酸マグネシウムで

20

乾燥させた。シリカゲルカラムクロマトグラフィー（展開溶媒；ヘキサン：酢酸エチル＝
６：１〜４：１）により精製し、化合物ｓ３（０．８２ｇ、２．８１ｍｍｏｌ、７１．８
％）を得た。分析結果は以下のとおりであった。
【０１００】
1

H NMR (400 MHz, CDCl3); δ 1.45 (s, 3H), 2.99 (d, J = 12 Hz, 1H), 3.39 (s, 6H),

4.01‑4.05 (m, 1H), 4.21‑4.23 (m, 2H), 4.26‑4.29 (m, 1H), 4.43 (t, J = 3.8 Hz, 2
H), 4.67‑4.74 (m, 4H)
MS (FAB) m/z = 293 [M+1]+
【０１０１】
２）式（ｐ１）のジカルボン酸体の合成

30

式（ｋ１）のジホルミル体より、以下の手順にて式（ｐ１）のジカルボン酸体を得た。
【０１０２】
【化２３】

40

【０１０３】
ＣｒＯ３（３．１９ｇ、３１．９ｍｍｏｌ）を水（４．５ｍＬ）に溶かし、氷浴で冷却
しながら濃硫酸（３．０ｍＬ）と水（９．０ｍＬ）を加えＪｏｎｅｓ試薬を調製した。次
に式（ｋ１）の化合物（３．２２ｇ、７．５９ｍｍｏｌ）をフラスコ中のアセトン（８０
ｍＬ）に溶かした。前記Ｊｏｎｅｓ試薬をフラスコ内にゆっくり滴下し、内容物を１７時
間撹拌した。２−プロパノール（２０ｍＬ）で反応を止めた。ジエチルエーテルで抽出し
、硫酸マグネシウムで乾燥させた。溶媒を減圧除去し、酢酸エチル／ヘキサンからの再結
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晶し、白色粉末としてｐ１（３．０７ｇ、６．７３ｍｍｏｌ、８６．７％）を得た。分析
結果は以下のとおりであった。
【０１０４】
1H NMR (400 MHz, CD3OD): 1.99 (s, 3H, Me), 7.72 (s, 1H, thienyl)
MS (EI) m/z = 456 [M]+
【０１０５】
３）式（ｑ１）で表される中間体の合成
【０１０６】
【化２４】
10

【０１０７】

20

窒素雰囲気下で、式（ｐ１）のジカルボン酸体（３２０ｍｇ、０．７０１ｍｍｏｌ）、
Ｎ，Ｎ

−ジシクロヘキシルカルボジイミド（０．４１５ｍｇ、２．０１ｍｍｏｌ）、４

−ジメチルアミノピリジン（３０ｍｇ、０．２４６ｍｍｏｌ）を乾燥ＣＨ２Ｃｌ２（６ｍ
Ｌ）に溶かし、室温で３０分撹拌した。
そこに式（ｓ３）の保護化糖（４８０ｍｇ、１．６４ｍｍｏｌ）を乾燥ＣＨ２Ｃｌ２（
２ｍＬ）に溶かして加え、室温にて終夜撹拌した。生じた固体を吸引ろ過し、ＣＨ２Ｃｌ
２で洗浄した。溶媒を減圧除去し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー（展開溶媒；ジ

クロロメタン：酢酸エチル＝４：１）で精製し、式（ｑ１）の中間体（４０５ｍｇ、０．
４０３ｍｍｏｌ、５８％収率）を淡黄色粉末として得た。ＮＭＲ（日本電子株式会社製、
ＧＳＸ４００）および質量分析（株式会社島津製作所製ＧＣＭＳ−ＱＰ２０１０）の結果

30

は以下のとおりであった。分析結果は以下のとおりであった。
【０１０８】
1

H NMR (400 MHz, CDCl3): d 1.48 (s, 3H), 2.01 (s, 3H), 3.43 (s, 6H), 4.33 (sep,

J= 1.6 Hz, 1H), 4.42‑4.43 (m, 2H), 4.46 (t, J = 3.8 Hz, 2H), 4.71‑4.78 (m, 4H),
5.43 (t, J= 1.8 Hz, 1H), 7.83 (s, 1H)
MS (FAB) m/z = 1004 [M+]
【０１０９】
４）式（Ｉ−３）の化合物（目的化合物）の合成
式（ｑ１）で表される中間体（２９０ｍｇ、０．２８９ｍｍｏｌ）をメタノール（５ｍ
Ｌ）に溶解した。そこに６ｍｏｌ／Ｌの塩酸（２５ｍＬ）を加え、５５℃で６時間還流し

40

た。その後、炭酸ナトリウムで塩化水素をトラップしながら溶媒を減圧除去した。逆相シ
リカゲルカラムクロマトグラフィー（展開溶媒；メタノール：水＝４：１）で精製し目的
とする式（Ｉ−３）の化合物（２１０ｍｇ、０．２６９ｍｍｏｌ、９３％収率）を得た。
分析結果は以下のとおりであった。
【０１１０】
1

H NMR (400 MHz, CD3OD): d 2.07 (s, 3H), 3.60‑3.62 (m, 5H), 5.56 (s, 1H), 7.73 (

s, 1H)
MS (FAB) m/z = 780[M]+
【０１１１】
５）水溶性の評価
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実施例１と同様にして式（Ｉ−３）の化合物の水溶性を評価し、水溶性であることを確
認した。
このようにして得た水溶液の吸収スペクトル（株式会社日立製作所製、Ｕ−４１００を
使用）を図３に示す。曲線１０は式（Ｉ−３）の化合物（開環体）のスペクトルであり、
極大吸収波長は２５４ｎｍであった。次いで、式（Ｉ−３）の化合物の水溶液に２５４ｎ
ｍの光を照射し、それ以上閉環反応が進行しない状態の光定常状態（ＰＳＳ）とした。こ
の状態でのスペクトルを曲線２０として示す。閉環体の極大吸収波長は５９５ｎｍであっ
た。６００ｎｍ以上の可視光を照射することにより元のスペクトルに戻ったことから、可
逆的なフォトクロミズム（下記スキーム）を確認した。
【０１１２】
【化２５】

10

20
【０１１３】
［実施例４］ベンゾチオフェンスルホン型化合物
反応スキームを以下に示す。
【０１１４】
【化２６】

30

【０１１５】
１）式（ｐ２）のジカルボン酸体の合成
反応スキームを以下に示す。
【０１１６】
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【化２７】

10

【０１１７】
式（ｊ３）の化合物は、非特許文献６に準じて合成した。式（ｊ４）の化合物は、実施

20

例２の２）に記載の合成方法に準じて合成した。式（ｊ５）の化合物は、ヨウ素とＨ５Ｉ
Ｏ６を用いて定法により式（ｊ４）の化合物にヨウ素を導入して合成した。
【０１１８】
式（ｊ５）の化合物（４５０ｍｇ、０．４５０ｍｍｏｌ）と４?ホルミルフェニルボロ
ン酸（１９９ｍｇ、１．３３ｍｍｏｌ）をＴＨＦ（１０ｍＬ）に溶かした。これにトリス
（ジベンジリデンアセトン）ジパラジウム（０）（９５ｍｇ、０．１０４ｍｍｏｌ）、炭
酸カリウム水溶液（１０ｍＬ）、トリシクロヘキシルホンフィンの１８％トルエン溶液（
０．１ｍＬ）を加え、室温で２０分撹拌した。反応生成物を塩酸で処理した後、クロロホ
ルムで抽出した。抽出物を硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を除去し、シリカゲルカ
ラムクロマトグラフィー（展開溶媒：ヘキサン／酢酸エチル＝４／１、２／１）で精製し
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、式（ｋ３）の化合物を得た。収量は３５３ｍｇ（０．４５９ｍｍｏｌ）、収率は８２．
９％であった。分析結果は以下のとおりであった。
MS (EI) m/z = 768 [M+]
【０１１９】
式（ｋ３）の化合物（２００ｍｇ、０．２６０ｍｍｏｌ）をアセトン（１０ｍＬ）に溶
かし、調整したＪｏｎｅｓ試薬（０．６ｍＬ、１．１７ｍｍｏｌ）をゆっくり滴下し、一
晩撹拌した。２?プロパノール（２ｍＬ）で反応を止め、溶媒を減圧除去した。反応生成
物を酢酸エチルで抽出し、抽出物を硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を除去した。酢酸エ
チルとヘキサンにより再結晶を行い、式（ｐ２）の化合物を得た。収量は１２２ｍｇ（０
．１５２ｍｍｏｌ）、収率は７３．３％であった。分析結果は以下のとおりであった。
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MS (ESI) m/z = 823.0865 [M+Na]+
【０１２０】
２）式（ｑ２）の中間体の合成
式（ｐ２）の化合物（３６６ｍｇ、０．４５７ｍｍｏｌ），Ｎ，Ｎ−ジシクロヘキシル
カルボジイミド（２８３ｍｇ、１．３７ｍｍｏｌ）、４−ジメチルアミノピリジン（１９
ｍｇ、０．１５２ｍｍｏｌ）を窒素雰囲気下にし、乾燥ジクロロメタン（ＤＣＭ）（１２
ｍＬ）に溶かし、室温で３０分撹拌した。前述のとおりに準備した式（ｓ３）の化合物（
４０１ｍｇ、１．３７ｍｍｏｌ）を乾燥ジクロロメタン（１ｍＬ）に溶かした溶液を調製
し、前記式（ｐ２）の化合物を含む混合物に添加し、一晩撹拌した。沈殿を吸引ろ過で取
り除き、溶媒を減圧除去した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー（ジクロロメタン：
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酢酸エチル＝４：１）で精製し、式（ｑ２）の化合物を得た。収量は６５ｍｇ（０．０４
８ｍｍｏｌ）、収率は１１％であった。分析結果は以下のとおりであった。
MS (ESI) m/z = 1371.2971 [M+Na]+
【０１２１】
３）式（Ｉ−４）の化合物（目的化合物）の合成
式（ｑ２）の化合物（５０ｍｇ、０．０３７ｍｍｏｌ）をＴＨＦ（１ｍＬ）に溶かし、
メタノール（１ｍＬ）、６ＭのＨＣｌ（５ｍＬ）を加えた。６０℃で６時間還流し、トル
エン（１０ｍＬ）を加え、溶媒を減圧除去した。逆相カラムクロマトグラフィー（メタノ
ール：水＝４：１）で精製し、目的化合物を得た。分析結果は以下のとおりであった。
MS (ESI) m/z = 1147.1922 [M+Na]+
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【０１２２】
４）評価
この化合物約０．５ｍｇを、０．５ｍＬの水／メタノール（９０／１０重量比）、およ
び０．５ｍＬのメタノール単独に溶解し溶液を調製した。便宜上、前者を水溶液、後者を
メタノール溶液とも称する。溶液の吸収スペクトルを図４、５に示す。曲線１０は式（Ｉ
−４）の化合物（開環体）のスペクトルである。メタノール溶液では、極大吸収波長は４
５０ｎｍで、モル吸光係数は３９０００Ｍ−１ｃｍ−１であった。この吸収は可視光照射
により消失し、元の無色の溶液に戻った。曲線２０は閉環体のスペクトルである。閉環体
は黄緑色の蛍光（曲線３０）を示し、発光極大は５２０ｎｍ、蛍光量子収率は０．７１で
あった。また、開環体に戻すと蛍光は消光した。以上より式（Ｉ−４）の化合物は、メタ
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ノール中で可逆的なフォトクロミズムと蛍光のスイッチングを示すことが明らかとなった
。
【０１２３】
水溶液では、閉環体の極大吸収波長は４５８ｎｍで、モル吸光係数は３６０００Ｍ−１
ｃｍ−１であった。この吸収は可視光照射により消失し、元の無色の溶液に戻った。閉環
体では黄色の蛍光（曲線３０）を示し、発光極大は５４０ｎｍ、蛍光量子収率は０．４４
であった。また、開環体に戻すと蛍光は消光した。以上より式（Ｉ−４）の化合物は、水
／メタノール（９０／１０重量比）混合溶媒中においても以下に示す可逆的なフォトクロ
ミズムと蛍光のスイッチングを示すことが明らかとなった。
【０１２４】
【化２８】
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【０１２５】
［実施例５］
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式（Ｉ−４）のジアリールエテン約０．５ｍｇを、０．５ｍＬのメタノールに溶解し、
それに水を加えて水/メタノール（５／１重量比）混合液を調製した。この溶液をアフリ
カツメガエルの４細胞期胚に注入した。注入直後の様子を図６（ａ）に示す。左上の割球
の黒い点が注入部位である。注入後、約１時間放置して細胞分裂させた（３２細胞期）。
当該細胞に４７０〜４９５ｎｍの波長のＵＶを照射した。その後、蛍光の有無を調べたと
ころ、注入部位周辺に蛍光が確認された（図６（ｂ））。
【０１２６】
［実施例６］
実施例５で調製した溶液を、１０μｍにスライスしたアフリカツメガエルの尾芽胚頭部
載せ、室温で３０分間放置した。その後、尾芽胚頭部を１０％メタノール水溶液で洗浄し
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、４７０〜４９５ｎｍの波長を照射した。明視野下を図７（ａ）に示す。このとき、暗視
野下にて、５１５〜５５０ｎｍの波長を検出したところ図７（ｂ）のようにほとんど発光
はみられなかった。続いて３６０〜３７０ｎｍの波長のUVを３０秒間照射した後、再度５
１５〜５５０ｎｍの波長を検出した（図７（ｃ））。図７（ｃ）に示すとおり、蛍光シグ
ナルは特に胚の表皮の外層に観察された。
【符号の説明】
【０１２７】
１０

開環体のスペクトル

２０

閉環体のスペクトル

３０

蛍光スペクトル
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【図１】

【図３】

【図２】

【図４】

(26)
【図５】

【図６】

【図７】
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