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(57)【要約】

［式中、R5及びR8〜R10は同一又は異なって、置換され
ていてもよいアリール基を示す。R6は置換されていても
よい第一級アルキル基を示す。R7は置換されていてもよ
い脂肪族アルキル基、又は置換されていてもよいシクロ
アルキル基を示す。X1はハロゲン原子又は1価のアニオ
ンを示す。］
で表されるトリアゾリウム塩の存在下に、

［式中、R1〜R3は前記に同じである。］
で表される化合物と、シアン化金属とを反応させること
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
一般式（1）：
【化１】

10
1

2

［式中、R 及びR は異なり、置換されていてもよいアルキル基、置換されていてもよいシ
クロアルキル基、置換されていてもよいアルケニル基、又は置換されていてもよいアリー
ル基を示す。R3は有機基を示す。］
で表される光学活性化合物の製造方法であって、
一般式（2）：
【化２】

20

［式中、R5及びR8〜R10は同一又は異なって、置換されていてもよいアルキル基、又は置
換されていてもよいアリール基を示す。R6は置換されていてもよい第一級アルキル基を示
す。R7は置換されていてもよい脂肪族アルキル基、又は置換されていてもよいシクロアル
キル基を示す。X1はハロゲン原子又は1価のアニオンを示す。］
で表されるトリアゾリウム塩の存在下に、
一般式（3）：

30

【化３】

［式中、R1〜R3は前記に同じである。］
で表される化合物と、
シアン化金属とを反応させる反応工程

40

を備える、製造方法。
【請求項２】
前記一般式（1）及び（3）におけるR1及びR2がいずれも、置換されていてもよいアルキル
基、置換されていてもよいシクロアルキル基、又は置換されていてもよいアリール基であ
る、請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
前記一般式（1）及び（3）におけるR1及びR2がいずれも、置換されていてもよいアルキル
基又は置換されていてもよいシクロアルキル基である、請求項１又は２に記載の製造方法
。
【請求項４】
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前記シアン化金属がシアン化カリウムである、請求項１〜３のいずれかに記載の製造方法
。
【請求項５】
前記一般式（2）におけるR5及びR8〜R10がいずれも、置換されていてもよいアリール基で
ある、請求項１〜４のいずれかに記載の製造方法。
【請求項６】
前記一般式（2）におけるR6が、アルコキシ基で置換された第一級アルキル基である、請
求項１〜５のいずれかに記載の製造方法。
【請求項７】
前記一般式（2）におけるR10が、ハロゲン化アルキル基で置換されたアリール基である、

10

請求項１〜６のいずれかに記載の製造方法。
【請求項８】
一般式（4）：
【化４】

20
［式中、R1〜R2は前記に同じである。Xはハロゲン原子を示す。］
で表される光学活性化合物の製造方法であって、
請求項１〜７のいずれかに記載の製造方法で得られた光学活性化合物における−SO2R3基
をアラルキル基に置換した後に、該アラルキル基を−NH3X基に置換する工程
を備える、製造方法。
【請求項９】
一般式（5）：
【化５】
30

［式中、R1〜R2は前記に同じである。］
で表される光学活性化合物の製造方法であって、
請求項８に記載の製造方法で得られた光学活性化合物を中和する工程
を備える、製造方法。
【請求項１０】
一般式（2）：
【化６】

40

［式中、R5及びR8〜R10は同一又は異なって、置換されていてもよいアルキル基、又は置
換されていてもよいアリール基を示す。R6は置換されていてもよい第一級アルキル基を示
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す。R7は置換されていてもよい脂肪族アルキル基、又は置換されていてもよいシクロアル
キル基を示す。X1はハロゲン原子又は1価のアニオンを示す。］
で表されるトリアゾリウム塩からなるストレッカー反応用触媒。
【請求項１１】
前記一般式（2）におけるR5及びR8〜R10がいずれも、置換されていてもよいアリール基で
ある、請求項１０に記載の触媒。
【請求項１２】
前記ストレッカー反応は、
一般式（3）：
【化７】

10

［式中、R1及びR2は異なり、置換されていてもよいアルキル基、置換されていてもよいシ
クロアルキル基、置換されていてもよいアルケニル基、又は置換されていてもよいアリー
ル基を示す。R3は有機基を示す。］
で表される化合物と、

20

シアン化金属とを反応させて、
一般式（1）：
【化８】

［式中、R1〜R3は前記に同じである。］

30

で表される光学活性化合物を得る反応である、請求項１０又は１１に記載の触媒。
【請求項１３】
前記一般式（1）及び（3）におけるR1及びR2がいずれも、置換されていてもよいアルキル
基、置換されていてもよいシクロアルキル基、又は置換されていてもよいアリール基であ
る、請求項１２に記載の触媒。
【請求項１４】
一般式（2A）：
【化９】
40

［式中、R5及びR8〜R10は同一又は異なって、置換されていてもよいアルキル基、又は置
換されていてもよいアリール基を示す。R6Aはアルコキシ基で置換された第一級アルキル
基を示す。R7は置換されていてもよい脂肪族アルキル基を示す。X1はハロゲン原子又は1
価のアニオンを示す。］
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で表されるトリアゾリウム塩。
【請求項１５】
前記一般式（2）におけるR5及びR8〜R10がいずれも、置換されていてもよいアリール基で
ある、請求項１４に記載のトリアゾリウム塩。
【請求項１６】
前記R10が、ハロゲン化アルキル基で置換されたアリール基である、請求項１４又は１５
に記載のトリアゾリウム塩。
【請求項１７】
一般式（1A）：
【化１０】

10

［式中、R1及びR2は異なり、置換されていてもよいアルキル基、置換されていてもよいシ
クロアルキル基、置換されていてもよいアルケニル基、又は置換されていてもよいアリー
ル基を示す。R3Aはジアルキルフェニル基を示す。］
で表される光学活性化合物。

20

【請求項１８】
前記一般式（1A）におけるR1及びR2がいずれも、置換されていてもよいアルキル基、置換
されていてもよいシクロアルキル基、又は置換されていてもよいアリール基である、請求
項１７に記載の光学活性化合物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、光学活性化合物の製造方法及びそれに触媒として用いられるトリアゾリウム
塩に関する。
【背景技術】

30

【０００２】
光学活性α四置換αアミノニトリル誘導体及び光学活性α四置換αアミノ酸は、医農薬
品合成の中間体に広く使用されている。α四置換αアミノニトリル誘導体及び光学活性α
四置換αアミノ酸の合成方法としては、例えば、ケトイミンを用いたシアノ化反応（スト
レッカー反応）を行う工程を使用した方法が知られている。しかしながら、ケトイミンは
反応性が低く、また、シアノ化反応（ストレッカー反応）における立体化学の触媒的な制
御が困難であり、収率及び立体選択率よく合成することは困難であった。このようなα四
置換αアミノニトリル誘導体及び光学活性α四置換αアミノ酸の合成方法としては、光学
活性な触媒の存在下、シアン化水素又はシリルシアニドを用いて反応を進行させる工程を
使用した方法も知られている（例えば、非特許文献１〜２等）。しかしながら、シアン化

40

水素は揮発性が高く取扱いが困難であり、シリルシアニドは高価であった。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】J. Am. Chem. Soc., 2002, 124, 10012.
【非特許文献２】J. Am. Chem. Soc., 2003, 125, 5634.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明は、光学活性α四置換αアミノニトリル誘導体又はその合成のための中間体を、
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簡便に、収率及び立体選択性よく得ることができる製造方法を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明者らは上記の課題を解決するために鋭意研究を行った。その結果、特定の1,2,3
−トリアゾリウム塩触媒の存在下、安価で取扱いの容易なシアン化金属をシアノ源とし、
特定のケトイミン誘導体と反応させることで、ケトイミン誘導体に対して直接シアノ化を
引き起こすストレッカー反応を起こさせることができることを見出した。この方法により
得られる光学活性化合物を使用することで、所望のα四置換αアミノニトリル誘導体を簡
便に、且つ収率及び立体選択性よく得ることができる。本発明者らは、このような知見に

10

基づき、さらに研究を重ね、本発明を完成した。すなわち、本発明は以下の構成を包含す
る。
【０００６】
項１．一般式（1）：
【０００７】
【化１】

20

【０００８】
［式中、R1及びR2は異なり、置換されていてもよいアルキル基、置換されていてもよいシ
クロアルキル基、置換されていてもよいアルケニル基、又は置換されていてもよいアリー
ル基を示す。R3は有機基を示す。］
で表される光学活性化合物の製造方法であって、
一般式（2）：
【０００９】
30

【化２】

【００１０】
［式中、R5及びR8〜R10は同一又は異なって、置換されていてもよいアルキル基、又は置
6

換されていてもよいアリール基を示す。R は置換されていてもよい第一級アルキル基を示
す。R7は置換されていてもよい脂肪族アルキル基、又は置換されていてもよいシクロアル
キル基を示す。X1はハロゲン原子又は1価のアニオンを示す。］
で表されるトリアゾリウム塩の存在下に、
一般式（3）：
【００１１】
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【化３】

【００１２】
［式中、R1〜R3は前記に同じである。］
10

で表される化合物と、
シアン化金属とを反応させる反応工程
を備える、製造方法。
【００１３】
項２．前記一般式（1）及び（3）におけるR1及びR2がいずれも、置換されていてもよい
アルキル基、置換されていてもよいシクロアルキル基、又は置換されていてもよいアリー
ル基である、項１に記載の製造方法。
【００１４】
項３．前記一般式（1）及び（3）におけるR1及びR2がいずれも、置換されていてもよい
アルキル基又は置換されていてもよいシクロアルキル基である、項１又は２に記載の製造

20

方法。
【００１５】
項４．前記シアン化金属がシアン化カリウムである、項１〜３のいずれかに記載の製造
方法。
【００１６】
項５．前記一般式（2）におけるR5及びR8〜R10がいずれも、置換されていてもよいアリ
ール基である、項１〜４のいずれかに記載の製造方法。
【００１７】
項６．前記一般式（2）におけるR6が、アルコキシ基で置換された第一級アルキル基で
ある、項１〜５のいずれかに記載の製造方法。

30

【００１８】
10

項７．前記一般式（2）におけるR

が、ハロゲン化アルキル基で置換されたアリール基

である、項１〜６のいずれかに記載の製造方法。
【００１９】
項８．一般式（4）：
【００２０】
【化４】

40
【００２１】
［式中、R1〜R2は前記に同じである。Xはハロゲン原子を示す。］
で表される光学活性化合物の製造方法であって、
項１〜７のいずれかに記載の製造方法で得られた光学活性化合物における−SO2R3基をア
ラルキル基に置換した後に、該アラルキル基を−NH3X基に置換する工程
を備える、製造方法。
【００２２】
項９．一般式（5）：
【００２３】
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【化５】

【００２４】
［式中、R1〜R2は前記に同じである。］
で表される光学活性化合物の製造方法であって、
項８に記載の製造方法で得られた光学活性化合物を中和する工程

10

を備える、製造方法。
【００２５】
項１０．一般式（2）：
【００２６】
【化６】

20

【００２７】
［式中、R5及びR8〜R10は同一又は異なって、置換されていてもよいアルキル基、又は置
換されていてもよいアリール基を示す。R6は置換されていてもよい第一級アルキル基を示
す。R7は置換されていてもよい脂肪族アルキル基、又は置換されていてもよいシクロアル
キル基を示す。X1はハロゲン原子又は1価のアニオンを示す。］
で表されるトリアゾリウム塩からなるストレッカー反応用触媒。
30

【００２８】
5

8

項１１．前記一般式（2）におけるR 及びR 〜R

10

がいずれも、置換されていてもよいア

リール基である、項１０に記載の触媒。
【００２９】
項１２．前記ストレッカー反応は、
一般式（3）：
【００３０】
【化７】

40

【００３１】
［式中、R1及びR2は異なり、置換されていてもよいアルキル基、置換されていてもよいシ
クロアルキル基、置換されていてもよいアルケニル基、又は置換されていてもよいアリー
ル基を示す。R3は有機基を示す。］
で表される化合物と、
シアン化金属とを反応させて、
一般式（1）：
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【００３２】
【化８】

【００３３】
［式中、R1〜R3は前記に同じである。］

10

で表される光学活性化合物を得る反応である、項１０又は１１に記載の触媒。
【００３４】
項１３．前記一般式（1）及び（3）におけるR1及びR2がいずれも、置換されていてもよ
いアルキル基、置換されていてもよいシクロアルキル基、又は置換されていてもよいアリ
ール基である、項１２に記載の触媒。
【００３５】
項１４．一般式（2A）：
【００３６】
【化９】
20

【００３７】
［式中、R5及びR8〜R10は同一又は異なって、置換されていてもよいアルキル基、又は置
換されていてもよいアリール基を示す。R6Aはアルコキシ基で置換された第一級アルキル
7

30

1

基を示す。R は置換されていてもよい脂肪族アルキル基を示す。X はハロゲン原子又は1
価のアニオンを示す。］
で表されるトリアゾリウム塩。
【００３８】
項１５．前記一般式（2）におけるR5及びR8〜R10がいずれも、置換されていてもよいア
リール基である、項１４に記載のトリアゾリウム塩。
【００３９】
項１６．前記R10が、ハロゲン化アルキル基で置換されたアリール基である、項１４又
は１５に記載のトリアゾリウム塩。
【００４０】

40

項１７．一般式（1A）：
【００４１】
【化１０】

【００４２】
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［式中、R1及びR2は異なり、置換されていてもよいアルキル基、置換されていてもよいシ
クロアルキル基、置換されていてもよいアルケニル基、又は置換されていてもよいアリー
ル基を示す。R3Aはジアルキルフェニル基を示す。］
で表される光学活性化合物。
【００４３】
項１８．前記一般式（1A）におけるR1及びR2がいずれも、置換されていてもよいアルキ
ル基、置換されていてもよいシクロアルキル基、又は置換されていてもよいアリール基で
ある、項１７に記載の光学活性化合物。
【発明の効果】
【００４４】

10

本発明によれば、特定の1,2,3−トリアゾリウム塩触媒の存在下、安価で取扱いの容易
なシアン化金属をシアノ源とし、特定のケトイミン誘導体と反応させることで、ケトイミ
ン誘導体に対して直接シアノ化を引き起こすストレッカー反応を起こさせることができる
。
【００４５】
この反応は、効率よく進行し、様々な光学活性化合物を、一段階で立体選択的に合成す
ることができる。
【００４６】
また、この反応により得られる光学活性化合物を中間体として、医薬中間体として有用
な所望のα四置換αアミノニトリル誘導体及びα四置換αアミノ酸を簡便に合成すること

20

も可能である。
【００４７】
このようにして得られるα四置換αアミノニトリル誘導体のうち一部の化合物は新規化
合物である。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
１．光学活性化合物の製造方法
本発明においては、特定のトリアゾリウム塩の存在下に、特定のケトイミン誘導体と、
シアン化金属とを効果的に反応させて、光学活性化合物を得ることができる。
【００４９】
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本発明においては、種々の基質化合物（ケトイミン誘導体）に対して、基質選択性広く
、シアノ基を導入することができるため、様々な光学活性化合物を得ることも可能である
。
【００５０】
本発明においては、通常、溶媒中、特定のトリアゾリウム塩の存在下に、特定のケトイ
ミン誘導体と、シアン化金属とを反応させて様々な光学活性化合物を得ることができる。
【００５１】
（1−1）基質化合物
反応に供される基質としての化合物としては、特に制限されないが、例えば、一般式（
3）：
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【００５２】
【化１１】

【００５３】
［式中、R1及びR2は異なり、置換されていてもよいアルキル基、置換されていてもよいシ
クロアルキル基、置換されていてもよいアルケニル基、又は置換されていてもよいアリー

50

(11)

JP WO2017/006929 A1 2017.1.12

ル基を示す。R3は有機基を示す。］
で表される化合物（以下、「化合物（3）と言うこともある」）を採用できる。
【００５４】
一般式（3）において、R1及びR2で示されるアルキル基としては、特に制限はなく、例
えば、メチル基、エチル基、n−プロピル基、イソプロピル基、n−ブチル基、イソブチル
基、sec−ブチル基、tert−ブチル基等の非環式脂肪族アルキル基（好ましくは炭素数1〜
10、特に炭素数3〜6の非環式脂肪族アルキル基）等が挙げられる。なお、非環式脂肪族ア
ルキル基を採用する場合、直鎖非環式脂肪族アルキル基を採用することもでき、分岐鎖非
環式脂肪族アルキル基を採用することもできる。これらアルキル基は、ハロゲン原子（フ
ッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等）、後述のアルコキシ基、後述のアルケニ

10

ル基、後述のアリール基、後述のアルコキシカルボニル基、後述のアリールオキシ基等の
置換基を1〜6個（特に1〜3個）程度有することもできる。つまり、このような置換基を有
するアルキル基は、ベンジル基、メチルベンジル基、フェネチル基、メチルフェネチル基
、ナフチルメチル基、メチルナフチルメチル基等のアラルキル基（好ましくは炭素数7〜2
0、特に炭素数7〜14のアラルキル基）等であってもよい。
【００５５】
一般式（3）において、R1及びR2で示されるシクロアルキル基としては、特に制限はな
く、例えば、シクロプロピル基、シクロプロピルメチル基、シクロブチル基、シクロブチ
ルメチル基、シクロペンチル基、シクロペンチルメチル基、シクロヘキシル基、シクロヘ
キシルメチル基、シクロヘキシルエチル基、アダマンチル基等のシクロアルキル基（好ま

20

しくは炭素数3〜10、特に炭素数5〜8のシクロアルキル基等が挙げられる。これらシクロ
アルキル基は、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等）、後述
のアルコキシ基、後述のアルケニル基、後述のアリール基、後述のアルコキシカルボニル
基、後述のアリールオキシ基等の置換基を０〜３個（特に１〜３個）程度有することもで
きる。
【００５６】
一般式（3）において、R1及びR2で示されるアルケニル基としては、特に制限はなく、
例えば、ビニル基、アリル基等のアルケニル基（好ましくは炭素数2〜11、特に炭素数4〜
7のアルケニル基）等が挙げられる。これらアルケニル基は、ハロゲン原子（フッ素原子
、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等）、前記のアルキル基、後述のアルコキシ基、前記

30

のアルケニル基、後述のアリール基、後述のアルコキシカルボニル基、後述のアリールオ
キシ基等の置換基を1〜6個（特に1〜3個）程度有することもできる。
【００５７】
一般式（3）において、R1及びR2で示されるアリール基としては、特に制限はなく、例
えば、フェニル基、トリル基（o−トリル基、m−トリル基、p−トリル基）、キシリル基
（o−キシリル基、m−キシリル基、p−キシリル基）、ナフチル基等が挙げられる。これ
らアリール基は、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等）、前
記のアルキル基、後述のアルコキシ基、後述のアルケニル基、前記のアリール基、後述の
アルコキシカルボニル基、後述のアリールオキシ基等の置換基を1〜6個（特に1〜3個）程
度有することもできる。

40

【００５８】
これらのR1及びR2のなかでも、収率、立体選択性等の観点から、置換されていてもよい
アルキル基、置換されていてもよいシクロアルキル基、置換されていてもよいアリール基
等が好ましく、置換されていてもよいアルキル基、置換されていてもよいシクロアルキル
基等がより好ましく、非置換非環式脂肪族アルキル基、非置換シクロアルキル基等がさら
に好ましい。また、一般式（3）において、R1及びR2は異なるものとする。
【００５９】
一般式（3）において、R3で示される有機基としては、特に制限されず、炭化水素基（
アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アリール基）、アルコキシ基、アルコキ
シカルボニル基、アリールオキシ基等が挙げられる。
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【００６０】
一般式（3）において、R3で示される有機基としてのアルキル基、シクロアルキル基、
アルケニル基及びアリール基としては、上記説明したものを採用できる。好ましい具体例
も同様である。
【００６１】
一般式（3）において、R3で示されるアルコキシ基としては、特に制限はなく、例えば
、メトキシ基、エトキシ基、n−プロポキシ基、イソプロポキシ基、n−ブトキシ基、イソ
ブトキシ基、sec−ブトキシ基、tert−ブトキシ基等の非環式脂肪族アルコキシ基（好ま
しくは炭素数1〜10、特に炭素数3〜6の非環式脂肪族アルコキシ基）等が挙げられる。な
お、非環式脂肪族アルコキシ基を採用する場合、非環式直鎖脂肪族アルコキシ基を採用す

10

ることもでき、非環式分岐鎖脂肪族アルコキシ基を採用することもできる。これらアルコ
キシ基は、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等）、前記のア
ルキル基、前記のシクロアルキル基、前記のアルコキシ基、前記のアルケニル基、前記の
アリール基、後述のアルコキシカルボニル基、後述のアリールオキシ基等の置換基を1〜6
個（特に1〜3個）程度有することもできる。
【００６２】
一般式（3）において、R3で示される有機基としてのアルコキシカルボニル基としては
、特に制限はなく、例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、n−プロポ
キシカルボニル基、イソプロポキシカルボニル基、n−ブトキシカルボニル基、イソブト
キシカルボニル基、sec−ブトキシカルボニル基、tert−ブトキシカルボニル基等の脂肪

20

族アルコキシカルボニル基（好ましくは炭素数2〜11、特に炭素数4〜7の脂肪族アルコキ
シカルボニル基）等が挙げられる。なお、脂肪族アルコキシカルボニル基を採用する場合
、直鎖脂肪族アルコキシカルボニル基を採用することもでき、分岐鎖脂肪族アルコキシカ
ルボニル基を採用することもできる。これらアルコキシカルボニル基は、ハロゲン原子（
フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等）、前記のアルキル基、前記のアルコキ
シ基、前記のアルケニル基、前記のアリール基、前記のアルコキシカルボニル基、後述の
アリールオキシ基等の置換基を1〜6個（特に1〜3個）程度有することもできる。
【００６３】
一般式（3）において、R3で示される有機基としてのアリールオキシ基としては、特に
制限はなく、例えば、フェノキシ基、トリルオキシ基（o−トリルオキシ基、m−トリルオ

30

キシ基、p−トリルオキシ基）、キシリルオキシ基（o−キシリルオキシ基、m−キシリル
オキシ基、p−キシリルオキシ基）、ナフチルオキシ基等が挙げられる。これらアリール
オキシ基は、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等）、前記の
アルキル基、前記のアルコキシ基、前記のアルケニル基、前記のアリール基、前記のアル
コキシカルボニル基、前記のアリールオキシ基等の置換基を1〜6個（特に1〜3個）程度有
することもできる。
【００６４】
これらのR3のなかでも、収率、立体選択性等の観点から、置換されていてもよいアリー
ル基が好ましく、置換アリール基がより好ましく、1〜3個のアルキル基で置換されたアリ
ール基がさらに好ましい。
【００６５】
このような条件を満たす基質としての化合物（3）としては、例えば、
【００６６】
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【化１２】
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【００６７】
等を使用することができ、
【００６８】
【化１３】

30

40
【００６９】
等が好ましく、
【００７０】
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【化１４】

10

【００７１】
等がより好ましい。
【００７２】
（1−2）シアン化金属
本発明においては、上記した基質化合物（化合物（3））にシアノ基を導入するため、
シアン化金属を使用する。シアン化金属としては、シアン化カリウム、シアン化ナトリウ

20

ム等のシアン化アルカリ金属；シアン化カルシウム、シアン化マグネシウム等のシアン化
アルカリ土類金属等が挙げられる。なかでも、収率、立体選択性等の観点から、シアン化
アルカリ金属が好ましく、シアン化カリウムがより好ましい。本発明においては、シアン
化水素のような取扱いが困難なシアノ化剤を使用せずともシアノ化反応を進行させること
ができる。
【００７３】
シアン化金属の使用量は、特に制限されず、収率、立体選択性等の観点から、例えば、
化合物（3）1モルに対し、通常、0.5〜20モル程度が好ましく、1〜10モル程度がより好ま
しい。
【００７４】

30

（1−3）トリアゾリウム塩
本発明において、触媒として使用されるトリアゾリウム塩は、一般式（2）：
【００７５】
【化１５】

40

【００７６】
［式中、R5及びR8〜R10は同一又は異なって、置換されていてもよいアルキル基、又は置
換されていてもよいアリール基を示す。R6は置換されていてもよい第一級アルキル基を示
す。R7は置換されていてもよい脂肪族アルキル基、又は置換されていてもよいシクロアル
キル基を示す。X1はハロゲン原子又は1価のアニオンを示す。］
で表されるトリアゾリウム塩である（以下、「トリアゾリウム塩（2）」と言うこともあ
る）。
【００７７】
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一般式（2）において、R5で示されるアルキル基及びアリール基としては、上記したも
のを採用することができる。置換基の種類及び数も同様である。なかでも、収率、立体選
択性等の観点から、置換されていてもよいアリール基が好ましく、置換アリール基がより
好ましく、1〜6個、特に1〜3個のハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ
素原子等）、前記アリール基等で置換されたアリール基がさらに好ましい。具体的には、
収率、立体選択性等の観点から、
【００７８】
【化１６】
10

【００７９】
［式中、Phはフェニル基を示す。以下同様である。］
等が好ましい。
【００８０】
一般式（2）において、R6で示される第一級アルキル基としては、特に制限されず、例
えば、メチル基、エチル基、n−プロピル基、n−ブチル基、イソブチル基等の非環式脂肪

20

族第一級アルキル基（好ましくは炭素数1〜6、特に炭素数1〜4の非環式脂肪族第一級アル
キル基）等が挙げられる。これら第一級アルキル基は、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素
原子、臭素原子、ヨウ素原子等）、前記のアルコキシ基、前記のアルケニル基、前記のア
リール基、前記のアルコキシカルボニル基、前記のアリールオキシ基等の置換基を1〜6個
（特に1〜3個）程度有することもできる。つまり、このような置換基を有する第一級アル
キル基は、ベンジル基、メチルベンジル基、フェネチル基、メチルフェネチル基、ナフチ
ルメチル基、メチルナフチルメチル基等のアラルキル基等の芳香族第一級アルキル基（好
ましくは炭素数7〜20、特に炭素数7〜14のアラルキル基等の芳香族第一級アルキル基）等
も挙げられる。なお、非環式脂肪族第一級アルキル基を採用する場合、直鎖非環式脂肪族
第一級アルキル基を採用することもでき、分岐鎖非環式第一級脂肪族アルキル基を採用す

30

ることもできる。なかでも、収率、立体選択性等の観点から、置換されていてもよい芳香
族第一級アルキル基が好ましく、置換されていてもよいアラルキル基がより好ましく、置
換アラルキル基がさらに好ましく、1〜3個のアルコキシ基等で置換されたアラルキル基が
特に好ましい。
【００８１】
一般式（2）において、R7で示されるシクロアルキル基としては、上記したものを採用
することができる。置換基の種類及び数も同様である。
【００８２】
一般式（2）において、R7で示される脂肪族アルキル基としては、特に制限されず、例
えば、メチル基、エチル基、n−プロピル基、イソプロピル基、n−ブチル基、イソブチル

40

基、sec−ブチル基、tert−ブチル基等の非環式脂肪族アルキル基（好ましくは炭素数1〜
6、特に炭素数1〜4の非環式脂肪族アルキル基）等が挙げられる。なお、非環式脂肪族ア
ルキル基を採用する場合、直鎖非環式脂肪族アルキル基を採用することもでき、分岐鎖非
環式脂肪族アルキル基を採用することもできる。これら脂肪族アルキル基は、ハロゲン原
子（フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等）、前記のアルコキシ基、前記のア
ルケニル基、前記のアリール基、前記のアルコキシカルボニル基、前記のアリールオキシ
基等の置換基を1〜6個（特に1〜3個）程度有することもできる。
【００８３】
一般式（2）において、R8及びR9で示されるアルキル基及びアリール基としては、上記
したものを採用することができる。置換基の種類及び数も同様である。なかでも、収率、

50

(16)

JP WO2017/006929 A1 2017.1.12

立体選択性等の観点から、置換されていてもよいアリール基が好ましく、非置換アリール
基又は1個の前記ハロゲン原子で置換されたアリール基がより好ましく、フェニル基又は
クロロフェニル基がさらに好ましい。R8とR9は同一でもよいし、異なっていてもよい。
【００８４】
一般式（2）において、R10で示されるアルキル基及びアリール基としては、上記したも
のを採用することができる。置換基の種類及び数も同様である。なかでも、収率、立体選
択性等の観点から、置換されていてもよいアリール基が好ましく、非置換アリール基又は
2個の前記アルキル基（好ましくはハロゲン化アルキル基、特にパーフルオロアルキル基
）、前記アルコキシ基等で置換されたアリール基がより好ましく、フェニル基、ジメトキ
シフェニル基、ビス（トリフルオロメチル）フェニル基がさらに好ましい。

10

【００８５】
一般式（2）において、X1で示されるハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、ヨ
ウ素原子等を採用し得る。
【００８６】
一般式（2）において、X1で示される1価のアニオンとしては、フェノキシド、カルボキ
シラート、テトラフルオロホウ酸イオン等を採用し得る。
【００８７】
なかでも、X1としては、収率、立体選択性等の観点から、ハロゲン原子が好ましく、塩
素原子、臭素原子等がより好ましく、臭素原子がさらに好ましい。
【００８８】

20

このような条件を満たすトリアゾリウム塩（2）としては、具体的には、
【００８９】
【化１７】

30
【００９０】
［式中、Bnはベンジル基を示す。以下同様である。］
等が挙げられる。
【００９１】
これらトリアゾリウム塩（2）は、公知又は市販の化合物を使用することもできるし、
既報（J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 1307‑1309.等）に記載の方法に準じて合成するこ
ともできる。
【００９２】
トリアゾリウム塩（2）の使用量は、特に制限されず、収率、立体選択性等の観点から
、例えば、化合物（3）1モルに対し、通常、0.002〜0.1モル程度が好ましく、0.005〜0.0
5モル程度がより好ましい。
【００９３】
このようなトリアゾリウム塩（2）は、本発明の製造方法のみに限られず、ストレッカ
ー反応用触媒として使用することができる。また、トリアゾリウム塩（2）のうち、一般
式（2A）：
【００９４】
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【化１８】

10

【００９５】
5

7

［式中、R 、R 〜R

10

1

及びX は前記に同じである。R

6A

は前記アルコキシ基で置換された前

記第一級アルキル基を示す。］
で表される化合物は文献未記載の新規化合物である。
【００９６】
（1−4）他の添加物及び反応条件
溶媒としては、例えば、水；トルエン、キシレン、ベンゼン、メシチレン等の芳香族炭
化水素；ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン等の脂肪族ハロゲ
ン化炭化水素；ジエチルエーテル、ジメトキシエタン、ジイソプロピルエーテル、tert−
ブチルメチルエーテル等の鎖状エーテル；酢酸エチル、プロピオン酸エチル等のエステル
；アセトン、メチルエチルケトン等のケトン等が挙げられる。これらは、1種のみを用い

20

ることもでき、2種以上を組合せて用いることもできる。なかでも、収率、立体選択性等
の観点から、水と芳香族炭化水素類との混合溶媒が好ましい。
【００９７】
本発明において、水と芳香族炭化水素類との混合溶媒を採用する場合、その含有量比は
、特に制限されず、収率、立体選択性等の観点から、体積比で、水：芳香族炭化水素類が
1：5〜100、特に1：10〜50となるように調整することが好ましい。
【００９８】
なお、本発明においては、塩基を使用せずとも反応を進行させることが可能である。
【００９９】
本発明は、不活性ガス雰囲気（窒素ガス、アルゴンガス等）下で行うことが好ましく、

30

反応温度は、通常、−78℃〜室温（25℃）程度、好ましくは−70〜20℃程度、より好まし
くは−60〜0℃程度、さらに好ましくは−50〜−20℃程度である。反応時間は、反応が十
分に進行する時間とすればよく、通常、10分〜72時間程度、好ましくは1〜48時間程度で
ある。
【０１００】
反応終了後は、必要に応じて通常の単離及び精製工程を経て、目的化合物を得ることが
できる。
【０１０１】
（1−5）生成物
このようにして得られる光学活性化合物は、一般式（1）：

40

【０１０２】
【化１９】

【０１０３】
［式中、R1〜R3は前記に同じである。］
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で表される化合物である。このうち、一般式（1A）：
【０１０４】
【化２０】

10
【０１０５】
［式中、R1〜R2は前記に同じである。R3Aはジアルキルフェニル基（3,5−ジメチルフェニ
ル基、2,5−ジメチルフェニル基等のジメチルフェニル基；ジエチルフェニル基等）を示
す。］
で表される化合物はいずれも文献未記載の新規化合物である。特に、後述の実施例で得ら
れる光学活性化合物は、いずれも文献未記載の新規化合物であり、医農薬品合成の中間体
に有用である。
【０１０６】
２．光学活性化合物を用いた製造方法
上記した本発明の製造方法により、光学活性化合物（1）を得た後、常法にしたがって

20

3

、シアノ基をカルボキシ基に変換するとともに、−SO2R 基をアミノ基又は−NH3X基（Xは
塩素、臭素、ヨウ素等のハロゲン原子）に変換することで、所望のアミノ酸を得ることも
できる。例えば、J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 2548.等に記載のスルホニル基の除去
、Org. Proc. Res. Dev., 2008, 12, 298.等に記載のニトリル基の加水分解等にしたがっ
て、光学活性化合物（1）からアミノ酸を得ることができる。
【０１０７】
このようにして得られるアミノ酸は、一般式（4）：
【０１０８】
【化２１】
30

【０１０９】
［式中、R1〜R2は前記に同じである。Xはハロゲン原子を示す。］
で表される光学活性化合物である。
【０１１０】
このようにして光学活性化合物（4）を得た後、常法にしたがって、中和することで、
所望のアミノ酸を得ることもできる。

40

【０１１１】
このようにして得られるアミノ酸は、一般式（5）：
【０１１２】
【化２２】

【０１１３】
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［式中、R1〜R2は前記に同じである。］
で表される光学活性化合物である。
【実施例】
【０１１４】
以下、本発明について、実施例を挙げて具体的に説明するが、本発明は、これらの実施
例に何ら制約されるものではない。
【０１１５】
［合成例1：ケトイミン誘導体の合成］
【０１１６】
【化２３】

10

【０１１７】
［式中、Meはメチル基を示す。t‑Buはtert−ブチル基を示す。Etはエチル基を示す。Arは
3,5−ジメチルフェニル基を示す。以下同様である。］
3,3‑ジメチルブタン‑2‑オン（1.5 g, 15 mmol）及び3,5‑ジメチルベンゼンスルホンア
ミド（1.4 g, 7.5 mmol）のトルエン（75 mL）溶液に、テトラエトキシチタン（Ti(OEt)4

20

; 4.7 mL, 22.5 mmol）を、攪拌しながら添加した。反応混合物を還流下に加熱した。20
時間還流した後、黄色混合物を室温まで冷却し、NaOH水溶液（0.5 M, 75 mL）をゆっくり
と添加した。チタン酸化物の白色ゲルをセライトパッドでろ過して二層のろ液を得た。有
機層を分離し、水層をジエチルエーテル（Et2O）で抽出した。合わせた有機抽出物をかん
水で洗浄し、Na2SO4で乾燥した。減圧下にろ過及び濃縮を行い、目的物を黄色固体として
得た（706 mg, 3.5 mmol, 47 %収率）。
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.58 (2H, s), 7.20 (1 H, s), 2.55 (3H, s), 2.39 (6H,

s), 1.17 (9H, s)。
【０１１８】
［合成例2：トリアゾリウム塩の合成］

30

合成例2−1：トリアゾリウム塩1a・Brの合成
トリアゾリウム塩1a・Br：
【０１１９】
【化２４】

40

【０１２０】
［式中、4−OMeC6H4は4−メトキシフェニル基を示す。3,5−CF3C6H3は3,5−ジ（トリフル
オロメチル）フェニル基を示す。以下同様である。］
を、既報（J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 1307‑1309.）に記載の合成方法に準じて（原
料の置換基等を変更すること等以外は同様の方法で）合成した。
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1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 10.4 (1H, brs), 9.88 (1H, brs), 8.77 (2H, s), 7.95‑7.

89 (4H, m), 7.71 (1H, t, J = 7.3 Hz), 7.53‑7.50 (2H, m), 7.39 (2H, t, J = 7.8 Hz
), 7.31‑7.25 (3H, m), 7.11‑7.08 (3H, m), 7.03 (2H, t, J = 7.3 Hz), 6.93 (2H, d,
J = 6.8 Hz), 6.94‑6.85 (2H, m), 6.70 (2H, d, J = 8.7 Hz), 6.51 (2H, d, J = 8.7 H
z), 4.85 (1H, d, J = 14.6 Hz), 4.79 (1H , d, J = 14.6 Hz), 3.77 (3H, s), 1.64 (3
H, d, J = 7.2 Hz);

13

C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 165.0, 160.8, 142.9, 140.4, 139.2

, 138.7, 135.8, 134.5, 132.7, 132.6, 131.7, 131.7 (q, JC‑F = 33.9 Hz), 131.4, 13
0.6, 129.7, 129.4, 128.9, 128.8, 128.8, 128.5, 128.5, 128.3, 128.1, 127.6, 127.2
, 125.2, 123.2 (q, JC‑F = 277 Hz), 121.8, 120.3, 114.6, 69.9, 65.7, 55.5, 54.9,
15.7;

19

F NMR δ ‑62.3 ppm; HRMS (ESI) Calcd for C46H37F6N4O2 ([M]+) 791.2815. F

10

ound 791.2806。
【０１２１】
合成例2−2：トリアゾリウム塩1b・Brの合成
トリアゾリウム塩1b・Br：
【０１２２】
【化２５】

20

【０１２３】
を、既報（J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 1307‑1309.）に記載の合成方法に準じて（原

30

料の置換基等を変更すること等以外は同様の方法で）合成した。
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.47 (1H, s), 8.27 (2H, s), 8.08 (1H, dd, J = 7.8, 1.

4 Hz), 8.01 (1H, s), 7.56 (2H, d, J = 7.3 Hz), 7.43 (1H, td, J = 7.3, 1.4 Hz), 7
.39‑7.32 (5H, m), 7.28‑7.24 (3H, m), 7.19‑7.17 (3H, m), 7.04‑7.01 (2H, m), 6.97
(2H, d, J = 7.8 Hz), 5.79 (1H, q, J = 7.3 Hz), 5.54 (1H, s), 1.30 (3H, d, J = 7.
3 Hz);

13

C NMR (125 MHz, CDCl3) δ 162.7, 146.0, 141.7, 140.4, 139.3, 136.6, 134

.5, 132.4 (q, JC‑F = 34.2 Hz), 130.3, 129.1, 128.9, 128.9, 128.6, 128.4, 128.4,
128.3, 128.3, 128.2, 128.2, 127.9, 127.6 (q, JC‑F = 4.2 Hz), 127.2, 125.4 (sept,
JC‑F = 3.7 Hz), 123.0 (q, JC‑F = 272 Hz), 122.3, 68.4, 63.0, 15.9, one peak for
aromatic carbon was not found probably due to overlapping;
+

19

F NMR δ ‑62.8 ppm

; HRMS (ESI) Calcd for C38H28F6N4O ([M+H] ) 671.2240. Found 671.2233。
【０１２４】
［実施例1：ケトイミン誘導体の不斉シアノ化］
実施例1−1
【０１２５】
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【化２６】

10
【０１２６】
試験管に合成例1で得たケトイミン誘導体2（267 mg, 1 mmol）及び合成例2−1で得たト
リアゾリウム塩1a・Br（0.01 mmol, 8.7 mg）を入れ、トルエン（5 mL）に溶解させ、‑40
℃に冷却した。続いて、シアン化カリウム（130 mg, 2 mmol）と水（250μL）とを順次投
入した後、‑40℃のまま9時間激しく攪拌した。水（10 mL）を入れ、分液漏斗に移した後
、酢酸エチル（10 mL×3）で抽出した。乾燥後、エバポレーターで溶媒を留去し、粗生成
物を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（EtOAc）=
4: 1）で精製し、生成物3を得た（274 mg, 0.93 mmol, 99 %収率, 93 %エナンチオ選択
率）。この結果は、後述の表１のentry 2に相当する。
1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.55 (2H, s), 7.23 (1H, s), 4.85 (1H, brs), 2.39 (6H,
s), 1.59 (3H, s), 1.08 (9H, s)。

【０１２７】
実施例1−2
基質化合物として種々の化合物を用い、触媒として合成例2−1〜2−2で得たいずれかの
トリアゾリウム塩を用いたこと以外は上記実施例1−1と同様の処理を行った。その結果、
以下の表１に示す置換基を有する光学活性化合物が得られたことを確認した。結果を表１
に示す。
【０１２８】
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【表１】

10

20

30

40

【０１２９】
entry 1:

1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.54 (2H, s), 7.22 (1H, s), 4.85 (1H, brs),

2.39 (6H, s), 1.93‑1.81 (4H, m), 1.73‑1.65 (2H, m), 1.60‑1.56 (1H, m), 1.58 (3H,
s), 1.29‑1.04 (5H, m)。
entry 3:

1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.55 (2H, s), 7.23 (1H, s), 4.98 (1H, brs),

2.39 (6H, s), 1.68‑1.61 (1H, m), 1.58 (3H, s), 1.56‑1.50 (1H, m), 1.39‑1.25 (3H,
m), 1.00 (3H, t, J = 7.3 Hz), 0.97 (3H, t, J = 7.3 Hz)。
entry 4:

1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.55 (2H, s), 7.22 (1H, s), 4.86 (1H, brs),
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2.39 (6H, s), 2.09 (3H, br), 1.74‑1.61 (12H, m), 1.56 (3H, s)。
entry 5:

1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.55 (2H, s), 7.23 (1H, s), 4.89 (1H, brs),

2.40 (6H, s), 1.93 (1H, dq, J = 14.1, 7.3 Hz), 1.87 (1H, dq, J = 14.1, 7.3 Hz),
1.63 (3H, s), 1.06 (3H, t, J = 7.3 Hz)。
entry 6:

1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.56 (2H, s), 7.21 (1H, s), 4.84 (1H, brs),

2.38 (6H, s), 2.06‑1.98 (1H, m), 1.92‑1.84 (1H, m), 1.83‑1.76 (5H, m), 1.69‑1.64
(1H, m), 1.25‑1.08 (5H, m), 0.94 (3H, t, J = 7.3 Hz)。
entry 7:

1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.40 (2H, d, J = 7.3 Hz), 7.32 (1H, s), 7.28

‑7.24 (2H, m), 7.21 (2H, t, J = 7.8 Hz), 7.15 (1H, d, J = 7.8 Hz), 5.19 (1H, brs
10

), 2.60 (3H, s), 2.21 (3H, s), 1.93 (3H, s)。
entry 8:

1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.65 (1H, dd, J = 5.5, 3.4 Hz), 7.24‑7.21 (4

H, m), 7.15 (1H, d, J = 7.8 Hz), 6.93 (1H, dd, J = 5.5, 3.4 Hz), 5.08 (1H, brs),
2.58 (3H, s), 2.25 (3H, s), 2.21 (3H, s), 2.14 (3H, s)。
【０１３０】
［実施例2：ケトイミン誘導体の不斉シアノ化］
【０１３１】
【化２７】

20

【０１３２】
［式中、TFAはトリフルオロ酢酸を示す。BzClは塩化ベンゾイルを示す。DCMはジクロロメ
タンを示す。］
試験管に実施例1−1で得た化合物3（29.4 mg, 0.1 mmol）、トリフルオロ酢酸（0.9 mL
）、チオアニソール（0.1 mL）及びメタンスルホン酸（10μL）を投入し、室温で10時間
攪拌した。反応後、エバポレーターで濃縮し、粗生成物が入った試験管にジクロロメタン

30

（0.5 mL）、水（0.5 mL）及び炭酸カリウム（55.3 mg, 0.4 mmol）を投入し、塩化ベン
ゾイル（20μL, 0.15 mmol）を滴下した。室温で18時間攪拌した後、水（10 mL）を加え
、酢酸エチル（10 mL×3）で抽出した。乾燥後、エバポレーターで溶媒を留去し、粗生成
物を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（EtOAc）=
4: 1）で精製し、生成物4を得た（16.4 mg, 0.071 mmol）。
【０１３３】
ナスフラスコに得られた化合物4（16.4 mg, 0.071 mmol）及び6 N塩酸（1 mL）を入れ
、還流管を接続し、120℃のオイルバスで24時間加熱した。室温まで冷却した後、ジエチ
ルエーテル（5 mL×2）を用いて分液し、有機化合物を水相から除去した。その後、水溶
液をエバポレーターで濃縮し、生成物5を得た（12.9 mg, 0.071 mmol）。
1

H NMR (400 MHz, D2O) δ 1.53 (3H, s), 1.08 (9H, s);

13

C NMR (125 MHz, D2O) δ 1

74.8, 67.4, 36.0, 25.4, 18.5; HRMS (ESI) Calcd for C7H16NO2 ([M‑Cl]+) 146.1175.
Found 146.1176。
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【要約の続き】
で、光学活性α四置換αアミノニトリル誘導体又はその合成のための中間体を、簡便に、収率及び立体選択性よく得
ることができる。
（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。
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