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(57)【要約】

（修正有）

【課題】目視によりアニオン種の識別及び定量が可能な比色蛍光検出型アニオンセンサー
を提供する。
【解決手段】一方向巻きのらせん構造を有する下記式で表わされる光学活性ポリ（ジフェ
ニルアセチレン）化合物又はその塩、或いはその溶媒和物を含有する。
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式中、＊は不斉炭素原子を示し、ｎは１０以上の整数を示す。Ｒ，Ｒ
異なる基を示す。

及びＲ

は全て
20
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
一方向巻きのらせん構造を有する式（Ｉ）：
【化１】

10

［式中、
Ｒ１、Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ２

、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アルキル基、置換されていてもよいシクロ

20

アルキル基、置換されていてもよいアルコキシ基、置換されていてもよいアルキルチオ基
、トリ置換シリル基、トリ置換シロキシ基又は置換されていてもよいアシルオキシ基を示
し；
Ｒ、Ｒ

及びＲ

は、独立してそれぞれ、水素原子、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コキシカルボニル
基、置換されていてもよいアリール基又は置換されていてもよいヘテロアリール基を示し
；
＊

の付された炭素原子は、不斉炭素原子を示し；並びに

ｎは、１０以上の整数を示す。ただし、Ｒ、Ｒ

及びＲ

は、全て異なる基を示す。]

で表される光学活性ポリ（ジフェニルアセチレン）化合物又はその塩、或いはその溶媒和

30

物を含有する比色蛍光検出型アニオンセンサー。
【請求項２】
Ｒ、Ｒ

及びＲ

が、独立してそれぞれ、水素原子、Ｃ１−４アルキル基、Ｃ３−８

シクロアルキル基又はＣ６−１０アリール基である、請求項１に記載の比色蛍光検出型ア
ニオンセンサー。
【請求項３】
カルボン酸イオン、フッ化物イオン、塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン、
テトラフェニルホウ酸イオン、及び／又はリン酸イオンを検出するための、請求項１又は
２に記載の比色蛍光検出型アニオンセンサー。
40

【請求項４】
−４

識別対象のアニオンを、テトラヒドロフランを含む溶媒中に１０

Ｍ以上の濃度で含

有する試料溶液を作製し、それをｍ個に分ける工程、光学純度の異なるｍ個の、一方向巻
きのらせん構造を有する式（Ｉ）：

(3)
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【化２】

10

［式中、
Ｒ１、Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ２

、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コキシ基、置換されていてもよいアルキルチオ基
、トリ置換シリル基、トリ置換シロキシ基又は置換されていてもよいアシルオキシ基を示
し；
Ｒ、Ｒ

20
及びＲ

は、独立してそれぞれ、水素原子、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コキシカルボニル
基、置換されていてもよいアリール基又は置換されていてもよいヘテロアリール基を示し
；
＊

の付された炭素原子は、不斉炭素原子を示し；並びに

ｎは、１０以上の整数を示す。ただし、Ｒ、Ｒ

及びＲ

は、全て異なる基を示す。]

で表される光学活性ポリ（ジフェニルアセチレン）化合物のそれぞれを、テトラヒドロフ
ランを含む溶媒中に溶解させたｍ個のセンサー溶液１〜ｍを調製する工程、ｍ個の試料溶
液のそれぞれに、センサー溶液１〜ｍのいずれかを加えて、ｍ個の試験溶液１〜ｍを調製
する工程、テトラヒドロフランを含む溶媒中にｎ

種の特定されたアニオンを、前記試料

30

溶液と同濃度で含有する溶液を各アニオン種毎にｍ個ずつ作製し、そのそれぞれに、前記
センサー溶液１〜ｍのいずれかを加えて、ｍ個の標準試料溶液１〜ｍをｎ

セット調製す

る工程、並びに前記試験溶液１〜ｍと前記各標準試料溶液１〜ｍの色調及び／又は蛍光強
度を、それぞれ比較観測することにより、識別対象のアニオンの種類を特定する工程を含
み、前記ｍが、２〜１０の整数であり、且つ前記ｎ

が、２〜７の整数である、アニオン

種の識別方法。
【請求項５】
ｍが３〜５の整数である、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
テトラヒドロフランを含む溶媒が、テトラヒドロフラン、テトラヒドロフランとアセト
ンの混合溶媒、又はテトラヒドロフランとクロロホルムの混合溶媒である、請求項４又は
５に記載の方法。
【請求項７】
識別対象のアニオンが、カルボン酸イオン、フッ化物イオン、塩化物イオン、臭化物イ
オン、ヨウ化物イオン、テトラフェニルホウ酸イオン、及びリン酸イオンからなる群より
選択される、請求項４〜６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
濃度不明なアニオンを、テトラヒドロフランを含む溶媒中に含有する試料溶液をｍ
に分ける工程、光学純度の異なるｍ

個

個の、一方向巻きのらせん構造を有する式（Ｉ）：
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【化３】

10

［式中、
Ｒ１、Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ２

、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コキシ基、置換されていてもよいアルキルチオ基
、トリ置換シリル基、トリ置換シロキシ基又は置換されていてもよいアシルオキシ基を示
し；

20

Ｒ、Ｒ

及びＲ

は、独立してそれぞれ、水素原子、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コキシカルボニル
基、置換されていてもよいアリール基又は置換されていてもよいヘテロアリール基を示し
；
＊

の付された炭素原子は、不斉炭素原子を示し；並びに

ｎは、１０以上の整数を示す。ただし、Ｒ、Ｒ

及びＲ

は、全て異なる基を示す。]

で表される光学活性ポリ（ジフェニルアセチレン）化合物のそれぞれを、テトラヒドロフ
ランを含む溶媒中に溶解させたｍ

個のセンサー溶液１〜ｍ

試料溶液のそれぞれに、センサー溶液１〜ｍ
〜ｍ

個の

個の試験溶液１

を調製する工程、テトラヒドロフランを含む溶媒中に前記アニオンを、それぞれ異

なる特定の濃度で含有する溶液を、ｎ

種作製し、ｎ

そのそれぞれに、前記センサー溶液１〜ｍ
１〜ｍ

をｎ

液１〜ｍ

種の各溶液をｍ

のいずれかを加えて、ｍ

セット調製する工程、並びに前記試験溶液１〜ｍ

30

個に分け、

個の標準試料溶液
と前記各標準試料溶

の色調及び／又は蛍光強度を比較観測することにより、前記試料溶液中に含ま

れるアニオン濃度を決定する工程を含み、前記ｍ
ｎ

を調製する工程、ｍ

のいずれかを加えて、ｍ

が、２〜１０の整数であり、且つ前記

が、２〜１０の整数である、アニオンの濃度決定方法。

【請求項９】
ｍ

が３〜５の整数であり、且つｎ

が、３〜５の整数である、請求項８に記載の方

法。
【請求項１０】

40

テトラヒドロフランを含む溶媒が、テトラヒドロフラン、テトラヒドロフランとアセト
ンの混合溶媒、又はテトラヒドロフランとクロロホルムの混合溶媒である、請求項８又は
９に記載の方法。
【請求項１１】
アニオンが、カルボン酸イオン、フッ化物イオン、塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ
化物イオン又はリン酸イオンである、請求項８〜１０のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、一方向巻きのらせん構造を有するポリ（ジフェニルアセチレン）化合物を含

50
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有する比色蛍光検出型アニオンセンサー、並びにそれを用いるアニオン種の識別方法及び
アニオンの濃度決定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
塩化物イオンや硫酸イオンなどの無機アニオン、カルボキシ基やリン酸基等を有するア
ニオン性基質は、エネルギー代謝、膜輸送、細胞内外における浸透圧調整等の生体内にお
ける生命活動に関わる物質であるだけでなく、土壌汚染、河川、湖沼の富栄養化、酸性雨
などの環境汚染における重要な指標の一つであることが知られている。したがって、この
ようなアニオン種の選択的な検出は、各種疾患や環境汚染の発見につながるため、簡便か
つ精度の高いアニオン種の分析法の開発は不可欠である。

10

【０００３】
アニオン種を検出するための分析法としては、主に、イオンクロマトグラフィー、高速
液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）、ガスクロマトグラフィー（ＧＣ）等が知られてい
るが、これらはいずれも大型の装置が必要であり、測定に時間やコストを要する等の問題
を有している。近年、精密な機器分析を行う前の簡易スクリーニングとして、試料溶液の
色や蛍光強度の変化により試料溶液中に含まれるアニオン種を目視等の簡便且つ迅速な手
法により識別し得るセンサーの開発が注目を集めている。
【０００４】
これまでに、比色又は蛍光検出型アニオンセンサーとして機能する有機分子又は金属錯
体は、いくつか報告されている。

20

水溶液中のアニオン（ピロリン酸イオン、リン酸イオン、クエン酸イオン、ハロゲンイ
オン、及びヌクレオチドからなる群から選択される一種又は複数種のアニオン）を検出し
得る蛍光センサーとして、クマリン部位を側鎖として有する環状ポリアミンの金属錯体（
カドミウム（ＩＩ）錯体）が報告されている（特許文献１）。
過塩素酸イオン、テトラフルオロホウ酸イオン、硝酸イオン、ヘキサフルオロリン酸イ
オン、トリフルオロ酢酸イオン、ヨウ化物イオン、臭化物イオン又は塩化物イオン等を比
色検出し得るセンサーとして、二配位可能な特定の有機配位子を有する金属錯体（銅（Ｉ
Ｉ）錯体）が報告されている（特許文献２）。
トリアリールメタン色素型錯体（亜鉛、カドミウム又は水銀錯体）を含有する比色検出
型のシアン化物イオンセンサーが報告されている（特許文献３）。

30

蛍光プローブを導入したカリックスピロールが、アニオン認識能を示すことが報告され
ている（非特許文献１）。
比色又は蛍光検出型のフッ化物イオンセンサーとして、π−共役系有機ホウ素ポリマー
が報告されている（非特許文献２）。
比色検出型のアニオンセンサーとして、特定のキラルアミノ酸側鎖を有するポリアセチ
レン誘導体が報告されている（非特許文献３）。
【０００５】
しかし、上記公知のセンサーは、その合成に多段階を必要としたり、高価で有害な重金
属を使用したり、アニオン種の識別感度が低い等、それらの実用化には多くの問題点を有
していた。
【０００６】
本発明者らは、最近、一方向巻きのらせん構造を有する下記式：
【０００７】
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【化１】

10

【０００８】
［式中、
Ｒ１、Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ２

、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コキシ基、置換されていてもよいアルキルチオ基、
トリ置換シリル基、トリ置換シロキシ基又は置換されていてもよいアシルオキシ基を示し
；並びに
ｎは、１０以上の整数を示す。]
で表されるポリ（ジフェニルアセチレン）化合物の各カルボキシ基に、光学活性キラルア
ミン化合物を縮合させてアミド化すると、特定の溶媒中において、原料として使用した光
学活性キラルアミン化合物の光学純度や絶対配置の差異により全く異なる色調および蛍光

20

特性を示すことを報告した（特許文献４）。しかし、かかるアミド化されたポリ（ジフェ
ニルアセチレン）化合物が、アニオンセンサーとして利用された報告例はない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００３−２５４９０９号公報
【特許文献２】特開２０１３−３６９２４号公報
【特許文献３】特開２０１６−６１６９５号公報
【特許文献４】特開２０１６−１５５７８１号公報
【非特許文献】
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【００１０】
【非特許文献１】Miyaji, H. et al., Angew. Chem. Int. Ed., 2000, 39, No.10, p.177
7‑1780
【非特許文献２】Miyata, M. et al., Polym. J., 2002, 34, No.12, p.967‑969
【非特許文献３】Sakai, R. et al., Macromolecules, 2011, 44, p.4249‑4257
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
このような背景のもと、有毒な重金属を使用することなく、簡便に合成が可能で、アニ
オン種を大型の測定機器を用いることなく、迅速且つ感度良く識別することができる実用

40

的なアニオンセンサーの開発がますます求められている。
【００１２】
本発明の目的は、一方向巻きのらせん構造を有するポリ（ジフェニルアセチレン）化合
物を、光学純度のそれぞれ異なる光学活性キラルアミンと縮合させて得られるアミド化さ
れた光学活性ポリ（ジフェニルアセチレン）化合物を利用して、様々な種類のアニオン種
を、大型の装置を用いることなく、目に見える色調、及び／又は蛍光強度の変化を利用し
て迅速に識別及び定量することが可能な、簡便且つ実用的なアニオンセンサーを提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
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本発明者らは、かかる状況下、鋭意検討を重ねた結果、一方向巻きのらせん構造を有す
る下記式（Ｉ）：
【００１４】
【化２】

10

【００１５】
［式中、
Ｒ１、Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ２

、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アルキル基、置換されていてもよいシクロ

20

アルキル基、置換されていてもよいアルコキシ基、置換されていてもよいアルキルチオ基
、トリ置換シリル基、トリ置換シロキシ基又は置換されていてもよいアシルオキシ基を示
し；
Ｒ、Ｒ

及びＲ

は、独立してそれぞれ、水素原子、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コキシカルボニル
基、置換されていてもよいアリール基又は置換されていてもよいヘテロアリール基を示し
；
＊

の付された炭素原子は、不斉炭素原子を示し；並びに

ｎは、１０以上の整数を示す。ただし、Ｒ、Ｒ

及びＲ

は、全て異なる基を示す。]

で表される光学活性ポリ（ジフェニルアセチレン）化合物（以下、「化合物（Ｉ）」と称

30

することもある。）又はその塩、或いはその溶媒和物が、各種アニオン種を目視により迅
速且つ簡便に識別及び定量することができる実用的なアニオンセンサーとして有用である
ことを初めて見出し、本発明を完成するに至った。
【００１６】
すなわち、本発明は以下の通りである。
［１］一方向巻きのらせん構造を有する式（Ｉ）：
【００１７】
【化３】
40

50

(8)

JP 2019‑148517 A 2019.9.5

【００１８】
［式中、
Ｒ１、Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ２

、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コキシ基、置換されていてもよいアルキルチオ基
、トリ置換シリル基、トリ置換シロキシ基又は置換されていてもよいアシルオキシ基を示
し；
Ｒ、Ｒ

及びＲ

は、独立してそれぞれ、水素原子、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コキシカルボニル
基、置換されていてもよいアリール基又は置換されていてもよいヘテロアリール基を示し

10

；
＊

の付された炭素原子は、不斉炭素原子を示し；並びに

ｎは、１０以上の整数を示す。ただし、Ｒ、Ｒ

及びＲ

は、全て異なる基を示す。]

で表される光学活性ポリ（ジフェニルアセチレン）化合物又はその塩、或いはその溶媒和
物を含有する比色蛍光検出型アニオンセンサー。
［２］Ｒ、Ｒ

及びＲ

が、独立してそれぞれ、水素原子、Ｃ１−４アルキル基、Ｃ３

−８シクロアルキル基又はＣ６−１０アリール基である、上記［１］に記載の比色蛍光検

出型アニオンセンサー。
［３］カルボン酸イオン、フッ化物イオン、塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオ
ン、テトラフェニルホウ酸イオン、及び／又はリン酸イオンを検出するための、上記［１

20

］又は［２］に記載の比色蛍光検出型アニオンセンサー。
［４］識別対象のアニオンを、テトラヒドロフランを含む溶媒中に１０−４Ｍ以上の濃度
で含有する試料溶液を作製し、それをｍ個に分ける工程、光学純度の異なるｍ個の、一方
向巻きのらせん構造を有する式（Ｉ）：
【００１９】
【化４】

30

【００２０】
40

［式中、
１

Ｒ

、Ｒ

１

、Ｒ

２

２

、Ｒ

、Ｒ

３

、Ｒ

３

、Ｒ

４

及びＲ

４

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コキシ基、置換されていてもよいアルキルチオ基
、トリ置換シリル基、トリ置換シロキシ基又は置換されていてもよいアシルオキシ基を示
し；
Ｒ、Ｒ

及びＲ

は、独立してそれぞれ、水素原子、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コキシカルボニル
基、置換されていてもよいアリール基又は置換されていてもよいヘテロアリール基を示し
；
＊

の付された炭素原子は、不斉炭素原子を示し；並びに
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ｎは、１０以上の整数を示す。ただし、Ｒ、Ｒ

及びＲ

は、全て異なる基を示す。]

で表される光学活性ポリ（ジフェニルアセチレン）化合物のそれぞれを、テトラヒドロフ
ランを含む溶媒中に溶解させたｍ個のセンサー溶液１〜ｍを調製する工程、ｍ個の試料溶
液のそれぞれに、センサー溶液１〜ｍのいずれかを加えて、ｍ個の試験溶液１〜ｍを調製
する工程、テトラヒドロフランを含む溶媒中にｎ

種の特定されたアニオンを、前記試料

溶液と同濃度で含有する溶液を各アニオン種毎にｍ個ずつ作製し、そのそれぞれに、前記
センサー溶液１〜ｍのいずれかを加えて、ｍ個の標準試料溶液１〜ｍをｎ

セット調製す

る工程、並びに前記試験溶液１〜ｍと前記各標準試料溶液１〜ｍの色調及び／又は蛍光強
度を、それぞれ比較観測することにより、識別対象のアニオンの種類を特定する工程を含
み、前記ｍが、２〜１０の整数であり、且つ前記ｎ

が、２〜７の整数である、アニオン

10

種の識別方法。
［５］ｍが３〜５の整数である、上記［４］に記載の方法。
［６］テトラヒドロフランを含む溶媒が、テトラヒドロフラン、テトラヒドロフランとア
セトンの混合溶媒、又はテトラヒドロフランとクロロホルムの混合溶媒である、上記［４
］又は［５］に記載の方法。
［７］識別対象のアニオンが、カルボン酸イオン、フッ化物イオン、塩化物イオン、臭化
物イオン、ヨウ化物イオン、テトラフェニルホウ酸イオン、及びリン酸イオンからなる群
より選択される、上記［４］〜［６］のいずれかに記載の方法。
［８］濃度不明なアニオンを、テトラヒドロフランを含む溶媒中に含有する試料溶液をｍ
個に分ける工程、光学純度の異なるｍ

個の、一方向巻きのらせん構造を有する式（Ｉ

20

）：
【００２１】
【化５】

30

【００２２】
［式中、
Ｒ１、Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ２

、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コキシ基、置換されていてもよいアルキルチオ基

40

、トリ置換シリル基、トリ置換シロキシ基又は置換されていてもよいアシルオキシ基を示
し；
Ｒ、Ｒ

及びＲ

は、独立してそれぞれ、水素原子、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コキシカルボニル
基、置換されていてもよいアリール基又は置換されていてもよいヘテロアリール基を示し
；
＊

の付された炭素原子は、不斉炭素原子を示し；並びに

ｎは、１０以上の整数を示す。ただし、Ｒ、Ｒ

及びＲ

は、全て異なる基を示す。]

で表される光学活性ポリ（ジフェニルアセチレン）化合物のそれぞれを、テトラヒドロフ
ランを含む溶媒中に溶解させたｍ

個のセンサー溶液１〜ｍ

を調製する工程、ｍ

個の
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試料溶液のそれぞれに、センサー溶液１〜ｍ
〜ｍ

のいずれかを加えて、ｍ

個の試験溶液１

を調製する工程、テトラヒドロフランを含む溶媒中に前記アニオンを、それぞれ異

なる特定の濃度で含有する溶液を、ｎ

種作製し、ｎ

そのそれぞれに、前記センサー溶液１〜ｍ
１〜ｍ

をｎ

液１〜ｍ

種の各溶液をｍ

のいずれかを加えて、ｍ

セット調製する工程、並びに前記試験溶液１〜ｍ

個に分け、

個の標準試料溶液
と前記各標準試料溶

の色調及び／又は蛍光強度を比較観測することにより、前記試料溶液中に含ま

れるアニオン濃度を決定する工程を含み、前記ｍ
ｎ
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が、２〜１０の整数であり、且つ前記

が、２〜１０の整数である、アニオンの濃度決定方法。

［９］ｍ

が３〜５の整数であり、且つｎ

が、３〜５の整数である、上記［８］に記
10

載の方法。
［１０］テトラヒドロフランを含む溶媒が、テトラヒドロフラン、テトラヒドロフランと
アセトンの混合溶媒、又はテトラヒドロフランとクロロホルムの混合溶媒である、上記［
８］又は［９］に記載の方法。
［１１］アニオンが、カルボン酸イオン、フッ化物イオン、塩化物イオン、臭化物イオン
、ヨウ化物イオン又はリン酸イオンである、上記［８］〜［１０］のいずれかに記載の方
法。
【発明の効果】
【００２３】
一方向巻きのらせん構造を有する式（ＩＩ）：

20

【００２４】
【化６】

30
【００２５】
［式中、
Ｒ１、Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ２

、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コキシ基、置換されていてもよいアルキルチオ基
、トリ置換シリル基、トリ置換シロキシ基又は置換されていてもよいアシルオキシ基を示
し；並びに
ｎは、１０以上の整数を示す。]
で表される光学活性ポリ（ジフェニルアセチレン）誘導体（以下、「化合物（ＩＩ）」と

40

称することもある。）又はその塩、或いはその溶媒和物の各カルボキシ基と、式（ＩＩＩ
）：
【００２６】
【化７】

【００２７】
［式中、
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は、独立してそれぞれ、水素原子、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コキシカルボニル
基、置換されていてもよいアリール基又は置換されていてもよいヘテロアリール基を示し
；
＊

の付された炭素原子は、不斉炭素原子を示し；並びに

Ｒ、Ｒ

及びＲ

は、全て異なる基を示す。]

で表される光学活性キラルアミン化合物（以下、「化合物（ＩＩＩ）」と称することもあ
る。）との縮合（アミド化）により容易に合成可能な前記化合物（Ｉ）は、原料として絶
対配置や光学純度の異なる前記化合物（ＩＩＩ）を使用することにより、光学純度の異な
る光学活性体として、簡便に作り分けることが可能である。光学純度の異なる光学活性体

10

として得られた化合物（Ｉ）は、それぞれ、アニオンと混合するだけで、アニオンの種類
や濃度に応答して、瞬時に目視で識別可能な程度の異なる色調及び／又は蛍光強度の変化
（消光ではなく蛍光強度の増強）を示す。それ故、本発明によれば、複数の光学純度の異
なる化合物（Ｉ）と、種類や濃度の異なるアニオン含有溶液を、それぞれ混合した際の色
調及び蛍光を、標準試料として安価なカメラやスマートフォンによる写真撮影後の画像解
析（ＲＧＢ解析により作成される検量線）しておくことにより、被験対象の試験溶液の色
調及び／又は蛍光強度を、標準試料のそれらと比較観測するだけで、目視によっても試料
溶液中に含まれるアニオンの種類や濃度を、簡便且つ感度良く識別、及び／又は定量する
ことが可能である。さらに、本発明によれば、前記したように、原料として使用する前記
化合物（ＩＩＩ）の光学純度を調節するだけで、化合物（Ｉ）の光学純度の調節が可能で

20

あることから、化合物（Ｉ）を用いる比色及び蛍光の二検出系において、非線形応答性を
自在に調節することが可能である。それ故、本発明は、色調又は蛍光強度のいずれかのみ
による識別が求められる従来の有機分子又は金属錯体を用いるアニオンセンサーと比較し
て、極めて精度の高く、目視によってもアニオンの識別及び定量が可能である実用的なア
ニオンセンサーを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ２０）、化合物
（Ｉ−１）（Ｓ４０）及び化合物（Ｉ−１）（Ｓ６０）を、それぞれＴＨＦに溶解させた
溶液(濃度：１．０×１０−３Ｍ)に、ＡｃＯ−、Ｆ−、Ｃｌ−、Ｂｒ−又はＢＰｈ４−（

30

それぞれのテトラｎ−ブチルアンモニウム塩として）のＴＨＦ溶液（濃度：１．０×１０
−３

Ｍ）を添加した後の２５℃下での混合溶液の外観の写真を示す。

【図２】図２の（ａ）〜（ｄ）は、化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）、化合物（Ｉ−１）（
Ｓ２０）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ４０）及び化合物（Ｉ−１）（Ｓ６０）を、それぞれＴ
ＨＦに溶解させた溶液（１．０×１０−３Ｍ）に、ＡｃＯ−又はＢＰｈ４−（それぞれの
テトラｎ−ブチルアンモニウム塩として）のＴＨＦ溶液（濃度：１．０×１０−２Ｍ）を
それぞれ添加した後の２５℃下での混合溶液のＣＤスペクトル及び吸収スペクトルを示す
。
【図３】図３の（ａ）〜（ｄ）は、化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）、化合物（Ｉ−１）（
Ｓ２０）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ４０）及び化合物（Ｉ−１）（Ｓ６０）を、それぞれＴ
−３

ＨＦに溶解させた溶液（１．０×１０

40

Ｍ）に、濃度の異なるＡｃＯ

−

（テトラｎ−ブ

チルアンモニウム塩として）のＴＨＦ溶液（濃度：０、０．１×１０−３Ｍ、０．５×１
０−３Ｍ、１．０×１０−３Ｍ、５．０×１０−３Ｍ、１０×１０−３Ｍ）を添加した時
の２５℃下での混合溶液の吸収スペクトルの変化を示す。
【図４】図４の（ａ）〜（ｄ）は、化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）、化合物（Ｉ−１）（
Ｓ２０）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ４０）及び化合物（Ｉ−１）（Ｓ６０）を、それぞれＴ
ＨＦに溶解させた溶液（１．０×１０−３Ｍ）に、濃度の異なるＡｃＯ−（テトラｎ−ブ
チルアンモニウム塩として）のＴＨＦ溶液（濃度：０、０．１×１０−３Ｍ、０．５×１
０−３Ｍ、１．０×１０−３Ｍ、５．０×１０−３Ｍ、１０×１０−３Ｍ）を添加した時
の２５℃下での混合溶液の外観の写真を示す。
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【図５】図５は、化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ２０）、化合物
（Ｉ−１）（Ｓ４０）及び化合物（Ｉ−１）（Ｓ６０）を、それぞれＴＨＦに溶解させた
溶液（１．０×１０−３Ｍ）と、濃度の異なるＡｃＯ−（テトラｎ−ブチルアンモニウム
塩として）のＴＨＦ溶液（濃度：０、０．１×１０−３Ｍ、０．５×１０−３Ｍ、１．０
×１０−３Ｍ、５．０×１０−３Ｍ、１０×１０−３Ｍ）の混合溶液の２５℃下での吸収
スペクトルにおいて、ＡｃＯ−の濃度に対し、５４０ｎｍ付近の吸収強度の変化をプロッ
トしたものを示す。
【図６】図６の（ａ）〜（ｄ）は、化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）、化合物（Ｉ−１）（
Ｓ２０）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ４０）及び化合物（Ｉ−１）（Ｓ６０）を、それぞれＴ
ＨＦに溶解させた溶液（濃度：１．０×１０−５Ｍ）に、ＡｃＯ−又はＢＰｈ４−（それ

10

ぞれのテトラｎ−ブチルアンモニウム塩として）のＴＨＦ溶液（濃度：１．０×１０−４
Ｍ）を、それぞれ添加した後の混合溶液について、励起光を２９８ｎｍに設定した際の２
５℃下での蛍光スペクトルの変化を示す。
【図７】図７の（ａ）〜（ｄ）は、化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）、化合物（Ｉ−１）（
Ｓ２０）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ４０）及び化合物（Ｉ−１）（Ｓ６０）を、それぞれＴ
ＨＦに溶解させた溶液（濃度：１．０×１０−５Ｍ）に、濃度の異なるＡｃＯ−（テトラ
ｎ−ブチルアンモニウム塩として）のＴＨＦ溶液（濃度：０、０．１×１０−３Ｍ、０．
５×１０−３Ｍ、１．０×１０−３Ｍ、５．０×１０−３Ｍ、１０×１０−３Ｍ）を、そ
れぞれ添加した後の混合溶液について、励起光を２９８ｎｍに設定した際の２５℃下での
20

蛍光スペクトルの変化を示す。
【図８】図８は、化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ２０）、化合物
（Ｉ−１）（Ｓ４０）及び化合物（Ｉ−１）（Ｓ６０）を、それぞれＴＨＦに溶解させた
溶液（１．０×１０−５Ｍ）と、濃度の異なるＡｃＯ−（テトラｎ−ブチルアンモニウム
塩として）のＴＨＦ溶液（濃度：０、０．１×１０−３Ｍ、０．２×１０−３Ｍ、０．５
×１０−３Ｍ、１．０×１０−３Ｍ、２．５×１０−３Ｍ、５．０×１０−３Ｍ、１０×
１０−３Ｍ）の混合溶液の２５℃下での蛍光スペクトルにおいて、ＡｃＯ−の濃度に対し
、２９８ｎｍ付近の蛍光強度の変化をプロットしたものを示す。
【図９】図９は、化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ２０）、化合物
（Ｉ−１）（Ｓ４０）及び化合物（Ｉ−１）（Ｓ６０）を、それぞれＴＨＦに溶解させた
溶液（１．０×１０−５Ｍ）と、濃度の異なるＢＰｈ４−（テトラｎ−ブチルアンモニウ
−３

−３

−３

−３

ム塩として）のＴＨＦ溶液（濃度：０、０．１×１０
−３

５×１０

−３

Ｍ、１．０×１０

Ｍ、２．５×１０

Ｍ、０．２×１０

×１０

Ｍ、０．

Ｍ、５．０×１０

−３
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Ｍ、１０

Ｍ）の混合溶液の２５℃下での蛍光スペクトルにおいて、ＢＰｈ４

−

の濃度に

対し、２９８ｎｍ付近の蛍光強度の変化をプロットしたものを示す。
【図１０】図１０の（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ化合物（Ｉ−１）（Ｓ２０）のＴＨＦ
溶液（１．０×１０−５Ｍ）に、濃度の異なるＡｃＯ−又はＢＰｈ４−（テトラｎ−ブチ
ルアンモニウム塩として）のＴＨＦ溶液（濃度：０、０．１×１０−３Ｍ、１．０×１０
−３

Ｍ、２．５×１０−３Ｍ、１０×１０−３Ｍ）を添加した後の混合溶液の２５℃下で

の蛍光の程度を示す外観の写真である。
【発明を実施するための形態】
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【００２９】
以下に本発明の詳細を説明する。
【００３０】
（定義）
【００３１】
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。
【００３２】
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
のアルキル基を意味し、特に炭素数範囲の限定がない場合には、好ましくは、Ｃ１−２０
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アルキル基であり、中でも、Ｃ１−１２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。
【００３３】
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１〜２
０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、トリデシル、エイコシル等が挙げられる。
【００３４】

10

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１〜１
２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。
【００３５】
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、

20

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。
【００３６】
本明細書中、「シクロアルキル（基）」とは、環状アルキル基を意味し、特に炭素数範
囲の限定がない場合には、好ましくは、Ｃ３−８シクロアルキル基である。
【００３７】
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
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。

30

【００３８】
本明細書中、「アルコキシ（基）」とは、直鎖または分岐鎖のアルキル基が酸素原子と
結合した基を意味し、特に炭素数範囲は限定されないが、好ましくは、Ｃ１−６アルコキ
シ基である。
【００３９】
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。

40

【００４０】
本明細書中、「アルコキシカルボニル（基）」とは、前記アルコキシ基が酸素原子とカ
ルボニル基に結合した基を意味し、特に炭素数範囲は限定されないが、好ましくは、Ｃ１
−６アルコキシ−カルボニル基である。

【００４１】
本明細書中、「アルキルチオ（基）」とは、直鎖または分岐鎖のアルキル基が硫黄原子
と結合した基を意味し、特に炭素数範囲は限定されないが、好ましくは、Ｃ１−６アルキ
ルチオ基である。
【００４２】
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〜

50

(14)

JP 2019‑148517 A 2019.9.5

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、Ｃ１−４アルキルチオ基が好ましい。
【００４３】
本明細書中、「アルキルスルホニル（基）」とは、直鎖または分岐鎖のアルキル基がス
ルホニル基に結合した基を意味し、特に炭素数範囲は限定されないが、好ましくは、Ｃ１
−６アルキルスルホニル基である。

【００４４】
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

10

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
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。
【００４５】
本明細書中、「アリールスルホニル（基）」とは、アリール基がスルホニル基に結合し
た基を意味し、特に炭素数範囲は限定されないが、好ましくは、Ｃ６−１０アリールスル

20

ホニル基である。
【００４６】
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。
【００４７】
本明細書中、「アルキルスルホニルオキシ（基）」とは、アルキルスルホニル基が酸素
原子に結合した基を意味し、特に炭素数範囲は限定されないが、好ましくは、Ｃ１−６ア
ルキルスルホニルオキシ基である。
【００４８】

30

本明細書中、「Ｃ１−６アルキルスルホニルオキシ（基）」とは、Ｃ１−６アルキルス
ルホニル基が酸素原子に結合した基を意味し、例えば、メチルスルホニルオキシ、エチル
スルホニルオキシ、プロピルスルホニルオキシ、イソプロピルスルホニルオキシ、ブチル
スルホニルオキシ等が挙げられる。
【００４９】
本明細書中、「アリールスルホニルオキシ（基）」とは、アリールスルホニル基が酸素
原子に結合した基を意味し、特に炭素数範囲は限定されないが、好ましくは、Ｃ６−１０
アリールスルホニルオキシ基である。
【００５０】
本明細書中、「Ｃ６−１０アリールスルホニルオキシ（基）」とは、Ｃ６−１０アリー

40

ルスルホニル基が酸素原子に結合した基を意味し、例えば、フェニルスルホニルオキシ、
１−ナフチルスルホニルオキシ、２−ナフチルスルホニルオキシ等が挙げられる。
【００５１】
本明細書中、「アシル（基）」とは、アルカノイル又はアロイルを意味し、特に炭素数
範囲は限定されないが、好ましくは、Ｃ１−７アルカノイル基又はＣ７−１１アロイルで
ある。
【００５２】
本明細書中、「Ｃ１−７アルカノイル（基）」とは、炭素原子数１〜７の直鎖又は分枝
鎖状のホルミル又はアルキルカルボニルであり、例えば、ホルミル、アセチル、プロピオ
ニル、ブチリル、イソブチリル、ペンタノイル、ヘキサノイル、ヘプタノイル等が挙げら
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れる。
【００５３】
本明細書中、「Ｃ７−１１アロイル（基）」とは、炭素原子数７〜１１のアリールカル
ボニルであり、ベンゾイル等が挙げられる。
【００５４】
本明細書中、「アシルオキシ（基）」とは、アルカノイル基又はアロイル基が酸素原子
と結合した基を意味し、特に炭素数範囲は限定されないが、好ましくは、Ｃ１−７アルカ
ノイルオキシ基又はＣ７−１１アロイルオキシ基である。
【００５５】
本明細書中、「Ｃ１−７アルカノイルオキシ（基）」としては、例えば、ホルミルオキ

10

シ、アセトキシ、エチルカルボニルオキシ、プロピルカルボニルオキシ、イソプロピルカ
ルボニルオキシ、ブチルカルボニルオキシ、イソブチルカルボニルオキシ、ｓｅｃ−ブチ
ルカルボニルオキシ、ｔｅｒｔ−ブチルカルボニルオキシ、ペンチルカルボニルオキシ、
イソペンチルカルボニルオキシ、ネオペンチルカルボニルオキシ、ヘキシルカルボニルオ
キシ等が挙げられる。
【００５６】
本明細書中、「Ｃ７−１１アロイルオキシ（基）」としては、例えば、ベンゾイルオキ
シ、１−ナフトイルオキシ、２−ナフトイルオキシ等が挙げられる。
【００５７】
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）

20

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。
【００５８】
本明細書中、「ヘテロアリール（基）」とは、少なくとも１つの環原子がヘテロ原子で
あり、残りの環原子が炭素である、単環式、二環式または多環式芳香族基を意味する。単
環式ヘテロアリール基としては、限定されないが、５または６個の環原子を有する環式芳
香族基であって、少なくとも１つの環原子がヘテロ原子であり、残りの環原子が炭素であ
る環式芳香族基が挙げられる。窒素原子は任意に四級化されていてもよく、硫黄原子は任
意に酸化されていてもよい。本発明のヘテロアリール基としては、フラン、イミダゾール

30

、イソチアゾール、イソオキサゾール、オキサジアゾール、オキサゾール、１，２，３−
オキサジアゾール、ピラジン、ピラゾール、ピリダジン、ピリジン、ピリミジン、ピロリ
ン、チアゾール、１，３，４−チアジアゾール、トリアゾール、およびテトラゾールから
誘導されるものが挙げられるが、これらに限定されない。「ヘテロアリール」には、ヘテ
ロアリール環が、アリール環、シクロアルキル環、シクロアルケニル環、および別の単環
式ヘテロアリールまたはヘテロシクロアルキル環からなる群から独立して選択される１つ
または２つの環に縮合している、二環式または三環式の環も含まれるが、これらに限定さ
れない。これらの二環式または三環式のヘテロアリールとしては、ベンゾ［ｂ］フラン、
ベンゾ［ｂ］チオフェン、ベンズイミダゾール、イミダゾ［４，５−ｃ］ピリジン、キナ
ゾリン、チエノ［２，３−ｃ］ピリジン、チエノ［３，２−ｂ］ピリジン、チエノ［２，
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３−ｂ］ピリジン、インドリジン、イミダゾ［１，２−ａ］ピリジン、キノリン、イソキ
ノリン、フタラジン、キノキサリン、ナフチリジン、キノリジン、インドール、イソイン
ドール、インダゾール、インドリン、ベンゾオキサゾール、ベンゾピラゾール、ベンゾチ
アゾール、イミダゾ［１，５−ａ］ピリジン、ピラゾロ［１，５−ａ］ピリジン、イミダ
ゾ［１，２−ａ］ピリミジン、イミダゾ［１，２−ｃ］ピリミジン、イミダゾ［１，５−
ａ］ピリミジン、イミダゾ［１，５−ｃ］ピリミジン、ピロロ［２，３−ｂ］ピリジン、
ピロロ［２，３−ｃ］ピリジン、ピロロ［３，２−ｃ］ピリジン、ピロロ［３，２−ｂ］
ピリジン、ピロロ［２，３−ｄ］ピリミジン、ピロロ［３，２−ｄ］ピリミジン、ピロロ
［２，３−ｂ］ピラジン、ピラゾロ［１，５−ａ］ピリジン、ピロロ［１，２−ｂ］ピリ
ダジン、ピロロ［１，２−ｃ］ピリミジン、ピロロ［１，２−ａ］ピリミジン、ピロロ［
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１，２−ａ］ピラジン、トリアゾ［１，５−ａ］ピリジン、プテリジン、プリン、カルバ
ゾール、アクリジン、フェナジン、フェノチアゼン、フェノキサジン、１，２−ジヒドロ
ピロロ［３，２，１−ｈｉ］インドール、ピリド［１，２−ａ］インドール、および２（
１Ｈ）−ピリジノンから誘導されるものが挙げられるが、これらに限定されない。好適な
ヘテロアリール（基）としては、例えば、インドールから誘導されるもの（インドリル（
基））、イミダゾールから誘導されるもの（イミダゾリル（基））等が挙げられる。
【００５９】
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。
【００６０】

10

本明細書中、「アラルキル（基）」とは、アルキル基にアリール基が置換した基を意味
し、特に炭素数範囲は限定されないが、好ましくは、Ｃ７−１４アラルキルである。
【００６１】
本明細書中、「Ｃ７−１４アラルキル（基）」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。
【００６２】

20

本明細書中、「トリ置換シリル（基）」とは、同一又は異なる３個の置換基（例、Ｃ１
−６アルキル基、Ｃ６−１０アリール基等）により置換されたシリル基を意味し、当該基

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、ｔｅ
ｒｔ−ブチルジメチルシリル基等のトリアルキルシリル基（好ましくは、トリＣ１−６ア
ルキルシリル基）、ｔｅｒｔ−ブチルジフェニルシリル基、トリフェニルシリル基等が好
ましい。
【００６３】
本明細書中、「トリ置換シロキシ（基）」とは、トリ置換シリル基が酸素原子と結合し
た基を意味する。当該基としては、トリメチルシロキシ基、トリエチルシロキシ基、トリ
イソプロピルシロキシ基、ｔｅｒｔ−ブチルジメチルシロキシ基等のトリアルキルシロキ
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シ基（好ましくは、トリＣ１−６アルキルシロキシ基）が好ましい。
【００６４】
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、Ｃ１−７アルカノイル基、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
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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。
【００６５】
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）Ｃ１−７アルカノイ
ルオキシ、（１０）Ｃ７−１１アロイルオキシ、（１１）Ｃ１−７アルカノイル、（１２
）Ｃ７−１１アロイル、（１３）アジド、（１４）Ｃ１−６アルキルチオ、（１５）Ｃ６
−１０アリールチオ、（１６）Ｃ１−６アルキル基で置換されていてもよいカルバモイル
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、（１７）Ｃ１−６アルキルスルホニルオキシ基、（１８）Ｃ６−１０アリールスルホニ
ルオキシ基、（１９）トリＣ１−６アルキルシリル基、（２０）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、Ｃ１−６アルキル、Ｃ１−６アルコキシ、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、ｔ
ｅｒｔ−ブトキシカルボニルアミノ、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。
【００６６】
上記置換基は、さらに上記置換基で置換されていてもよい。置換基の数は、置換可能な

10

数であれば特に限定されないが、好ましくは１乃至５個、より好ましくは１乃至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。当該置換
基はまたさらにＣ１−６アルキル基、Ｃ３−８シクロアルキル基、Ｃ６−１０アリール基
、Ｃ７−１４アラルキル基、ハロゲン原子、保護されたアミノ基、カルバモイル基、シア
ノ基、ニトロ基、オキソ基等で置換されていてもよい。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乃至５個、より好ましくは１乃至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。
【００６７】
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。「

20

一方向巻きのらせん構造」を有する化合物は、分子中に光学活性な官能基を有さなくても
、片寄ったらせん構造のみに起因して光学活性を示す。
【００６８】
本明細書中、「光学活性」とは、光の平面偏光を回転させる性質、すなわち、旋光能を
有する状態を意味する。好ましくは、光学的に純粋な状態である。
【００６９】
本明細書中、「キラルアミン化合物」とは、中心性キラリティー、軸性キラリティー又
は面性キラリティーを持つ有機アミン化合物を意味し、具体的には、例えば、中心性キラ
リティー（不斉中心、すなわち、不斉炭素原子）を持つ前記式（ＩＩＩ）で表される有機
30

アミン化合物が挙げられる。
【００７０】
本明細書中、「光学活性キラルアミン化合物」としては、光の平面偏光を回転させる性
質、すなわち、旋光能を有する化合物であり、中心性キラリティー、軸性キラリティー又
は面性キラリティーを持つ有機アミン化合物が挙げられる。好ましくは、光学的に純粋な
不斉炭素原子を１つ有する前記式（ＩＩＩ）で表される第１級アミン化合物（すなわち、
化合物（ＩＩＩ））であり、分子量５００以下のものが本発明に適用可能であり、例えば
、光学的に純粋な両エナンチオマーが市販品として入手可能な１−フェニルエチルアミン
、１−シクロヘキシルエチルアミン、１−（１−ナフチル）エチルアミン、１−（２−ナ
フチル）エチルアミン、sec−ブチルアミン、１−フェニル−２−（p−トリル）エチルア
ミン、１−（p−トリル）エチルアミン、１−（４−メトキシフェニル）エチルアミン、

40

カルボキシ基を保護（エステル化）したアミノ酸等のキラルアミン化合物の光学活性体等
が挙げられる。中でも、１−フェニルエチルアミン、１−シクロヘキシルエチルアミン、
１−（１−ナフチル）エチルアミン及び１−（２−ナフチル）エチルアミンの光学活性体
が好ましく、１−フェニルエチルアミンの光学活性体が特に好ましい。「光学活性キラル
アミン化合物」には、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（光学的
に純粋な両鏡像体を適当な配合比で混合したもの）も包含される。
【００７１】
本明細書中、「ｅｅ」とは、鏡像体過剰率（ｅｎａｎｔｉｏｍｅｒｉｃ

ｅｘｃｅｓｓ

）の略称であり、キラルアミン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
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算出され、「％ｅｅ」で表される。
【００７２】
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。
【００７３】
本明細書中、「鏡像体」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、光学活性な化合
物が（Ｒ）−（＋）−１−フェニルエチルアミンである場合の鏡像体は（Ｓ）−（−）−
１−フェニルエチルアミンである。
【００７４】

10

本明細書中、「アニオンセンサー」とは、試料溶液中で特定のアニオンに対して十分に
強い親和性を有し、且つそのアニオンを捕捉することにより分子の色調、及び／又は蛍光
強度を変化させる能力を有するセンサー分子を意味する。本明細書中、「アニオンセンサ
ー」を利用したアニオンの識別、定量を行うことを「アニオンセンシング」という。
【００７５】
本明細書中、「センサー溶液」とは、本発明の化合物（Ｉ）又はその塩、或いはその溶
媒和物を含むアニオンセンサーを、特定の溶媒に溶解させた溶液を意味する。
【００７６】
本明細書中、「光学純度の異なるｍ個の、一方向巻きのらせん構造を有する式（Ｉ）で
表される光学活性ポリ（ジフェニルアセチレン）化合物」は、一方向巻きのらせん構造を

20

有する前記化合物（ＩＩ）又はその塩、或いはその溶媒和物の各カルボキシ基と、光学活
性キラルアミン化合物（化合物（ＩＩＩ））との縮合（アミド化）により化合物（Ｉ）を
合成する際に、原料として、ｍ種類の、絶対配置や光学純度の異なる前記光学活性キラル
アミン化合物（化合物（ＩＩＩ））を使用することにより、簡便に作り分けることが可能
である。絶対配置や光学純度の異なる化合物（ＩＩＩ）は、化合物（ＩＩＩ）の両鏡像体
を光学的に純粋な形（すなわち、（Ｒ）体と（Ｓ）体）で入手可能な場合は、両鏡像体の
配合比を調整するだけで光学純度の異なる前記光学活性キラルアミン化合物を調製するこ
とが可能である。例えば、６０％ｅｅの（Ｓ）体の光学活性キラルアミン化合物を得るた
めには、光学的に純粋な（Ｓ）体と光学的に純粋な（Ｒ）体を、８０：２０の配合比で混
合すればよい。

30

【００７７】
本明細書中、「比色検出」とは、被験（識別）対象であるアニオン種を発色物質に変化
させ、その発色の度合を、目視又は適当な波長の可視光線を用いて吸光度により比色定量
する方法である。本発明における「比色検出」には、目に見える色の変化を利用した検出
方法、及び紫外・可視吸収スペクトルを利用した検出方法も包含される。
【００７８】
本明細書中、「蛍光検出」とは、被験（識別）対象であるアニオン種を蛍光物質に変化
させ、その蛍光強度の変化を、目視又は蛍光スペクトル測定により定量する方法である。
【００７９】
本明細書中、「ＲＧＢ」とは、色の表現法の一種で、赤（Ｒｅｄ）、緑（Ｇｒｅｅｎ）

40

、青（Ｂｌｕｅ）の三つの原色を混ぜて幅広い色を再現する加法混合の一種である。ＲＧ
Ｂは三原色の頭文字である。デジタルカメラ等で画像再現に使われるものである。
【００８０】
本明細書中、「非線形応答性」とは、被験（識別）対象となるアニオンの濃度と、当該
アニオンを捕捉したアニオンセンサー分子の特定吸収領域の吸光度及び／又は蛍光強度の
変化が比例関係に無いことを意味する（後述する図５及び図８参照）。特定のアニオン濃
度領域における吸光度及び／又は蛍光強度の変化量を、線形応答の場合（比例関係にある
場合）と比較して大きくすることが可能であるため、アニオンセンシングの精度を向上さ
せるための技術として用いられる。
一般に、アニオンセンサー分子が特定のアニオン濃度領域において非線形応答性を示す
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か否かについては、分子構造から予測することは極めて困難である。非線形応答性を精密
に制御できるアニオンセンサーの報告例は、本発明者らの知る限り皆無である。
【００８１】
本明細書中、「テトラヒドロフランを含む溶媒」とは、テトラヒドロフランを含む溶媒
であれば特に限定されないが、好ましくは、テトラヒドロフラン、テトラヒドロフランと
アセトンの混合溶媒、又はテトラヒドロフランとクロロホルムの混合溶媒であり、より好
ましくは、テトラヒドロフランである。テトラヒドロフランを含む溶媒には、センサー分
子（化合物（Ｉ））やアニオン種（金属塩等）の溶解性に応じて、更に水やアルコール（
例、メタノール、エタノール等）等を適量混合したものも包含される。
10

【００８２】
（本発明の比色蛍光検出型アニオンセンサー）
本発明の比色蛍光検出型アニオンセンサーは、化合物（Ｉ）、すなわち、そのポリマー
主鎖に一方向巻きのらせん構造を有する下記式（Ｉ）：
【００８３】
【化８】

20

【００８４】
［式中、
Ｒ１、Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ２

、Ｒ３、Ｒ３

、Ｒ４及びＲ４

は、独立してそれぞれ、水

30

素原子、ハロゲン原子、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コキシ基、置換されていてもよいアルキルチオ基
、トリ置換シリル基、トリ置換シロキシ基又は置換されていてもよいアシルオキシ基を示
し；
Ｒ、Ｒ

及びＲ

は、独立してそれぞれ、水素原子、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コキシカルボニル
基、置換されていてもよいアリール基又は置換されていてもよいヘテロアリール基を示し
；
＊

の付された炭素原子は、不斉炭素原子を示し；並びに

ｎは、１０以上の整数を示す。ただし、Ｒ、Ｒ

及びＲ

は、全て異なる基を示す。]

40

で表される光学活性ポリ（ジフェニルアセチレン）化合物又はその塩、或いはその溶媒和
物を含有することを特徴とする。
【００８５】
化合物（Ｉ）の塩とは、化合物（Ｉ）と塩を形成するものであればいかなる塩でもよく
、例えば、無機酸との塩、有機酸との塩、無機塩基との塩、有機塩基との塩、アミノ酸と
の塩等が挙げられる。
無機酸との塩として、例えば、塩酸、硝酸、硫酸、リン酸、臭化水素酸等との塩が挙げ
られる。
有機酸との塩として、例えば、シュウ酸、マレイン酸、クエン酸、フマル酸、乳酸、リ
ンゴ酸、コハク酸、酒石酸、酢酸、トリフルオロ酢酸、グルコン酸、アスコルビン酸、メ
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タンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、p‑トルエンスルホン酸等との塩が挙げられる。
無機塩基との塩として、例えば、ナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩、マグネシ
ウム塩、アンモニウム塩等が挙げられる。
有機塩基との塩として、例えば、メチルアミン、ジエチルアミン、トリメチルアミン、
トリエチルアミン、エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、エ
チレンジアミン、トリス（ヒドロキシメチル）メチルアミン、ジシクロヘキシルアミン、
Ｎ，Ｎ

−ジベンジルエチレンジアミン、グアニジン、ピリジン、ピコリン、コリン、シ

ンコニン、メグルミン等との塩が挙げられる。
アミノ酸との塩として、例えば、リジン、アルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸
10

等との塩が挙げられる。
【００８６】
化合物（Ｉ）又はその塩の溶媒和物とは、化合物（Ｉ）又はその塩に、溶媒の分子が配
位したものであり、水和物も包含される。例えば、化合物（Ｉ）またはその塩の水和物、
エタノール和物、ジメチルスルホキシド和物等が挙げられる。
【００８７】
以下、化合物（Ｉ）の各基について説明する。
【００８８】
Ｒ１、Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ２

、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コキシ基、置換されていてもよいアルキルチオ基

20

、トリ置換シリル基、トリ置換シロキシ基又は置換されていてもよいアシルオキシ基を表
す。
【００８９】
Ｒ１、Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ２

、Ｒ３、Ｒ３

、Ｒ４及びＲ４

は、好ましくは、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アルキル基、置換されていて
もよいアルコキシ基、トリアルキルシリル基又はトリアルキルシロキシ基であり、より好
ましくは、独立してそれぞれ水素原子、ハロゲン原子、ハロゲン原子により置換されてい
てもよいＣ１−６アルキル基、ハロゲン原子により置換されていてもよいＣ１−６アルコ
キシ基、トリＣ１−６アルキルシリル基又はトリＣ１−６アルキルシロキシ基であり、中
30

でも、水素原子又はハロゲン原子が特に好ましい。
【００９０】
Ｒ１、Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ２

、Ｒ３、Ｒ３

Ｒ１

、Ｒ２とＲ２

、Ｒ３とＲ３

１

１

２

、Ｒ

２

、Ｒ

、Ｒ

３

、Ｒ

、Ｒ４及びＲ４

及びＲ４とＲ４

、Ｒ３

は、好ましくは、Ｒ１と

が、それぞれ同一の基である。Ｒ

、Ｒ４及びＲ４

の全てが同一の基であっても

よい。
【００９１】
Ｒ、Ｒ

及びＲ

は、独立してそれぞれ、水素原子、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コキシカルボニ
ル基、置換されていてもよいアリール基又は置換されていてもよいヘテロアリール基を表
し、且つＲ、Ｒ

及びＲ

40

は、全て異なる基を表す。

【００９２】
Ｒ、Ｒ

及びＲ

は、好ましくは、独立してそれぞれ、水素原子、Ｃ１−４アルキル

基（例、メチル、エチル）、Ｃ３−８シクロアルキル基（例、シクロヘキシル）又はＣ６
−１０アリール基（例、フェニル、ナフチル）であり、且つＲ、Ｒ

異なる基である。Ｒ、Ｒ

及びＲ

及びＲ

の全てが

は、より好ましくは、独立してそれぞれ、水素原子

、Ｃ１−４アルキル基（例、メチル、エチル）又はＣ６−１０アリール基（例、フェニル
、ナフチル）であり、且つＲ、Ｒ

及びＲ

の全てが異なる基である。

【００９３】
ｎは、１０以上の整数であり、好ましくは、１００以上１００００以下の整数である。
【００９４】
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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、Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ２

、Ｒ３、Ｒ３

、Ｒ４及びＲ４

が、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アルキル基、置換されていてもよいアルコ
キシ基、トリアルキルシリル基又はトリアルキルシロキシ基であり、且つＲ１とＲ１
Ｒ２とＲ２

、Ｒ３とＲ３

Ｒ、Ｒ

及びＲ

及びＲ４とＲ４

、

が、それぞれ同一の基であり；

が、独立してそれぞれ、水素原子、Ｃ１−４アルキル基（例、メチ

ル、エチル）、Ｃ３−８シクロアルキル基（例、シクロヘキシル）又はＣ６−１０アリー
ル基（例、フェニル、ナフチル）であり、且つＲ、Ｒ

及びＲ

の全てが異なる基であ
10

り；並びに
ｎが、１０以上の整数である、化合物（Ｉ）。
【００９５】
より好適な化合物（Ｉ）は、以下の化合物である。
［化合物（ＩＢ）］
Ｒ１、Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ２

、Ｒ３、Ｒ３

、Ｒ４及びＲ４

が、独立してそれぞれ水

素原子、ハロゲン原子、ハロゲン原子により置換されていてもよいＣ１−６アルキル基、
ハロゲン原子により置換されていてもよいＣ１−６アルコキシ基、トリＣ１−６アルキル
シリル基又はトリＣ１−６アルキルシロキシ基であり、且つＲ１とＲ１
、Ｒ３とＲ３
Ｒ、Ｒ

及びＲ４とＲ４

及びＲ

、Ｒ２とＲ２

が、それぞれ同一の基であり；

が、独立してそれぞれ、水素原子、Ｃ１−４アルキル基（例、メチ

20

ル、エチル）又はＣ６−１０アリール基（例、フェニル、ナフチル）であり、且つＲ、Ｒ
及びＲ

の全てが異なる基であり；並びに

ｎが、１０以上１００００以下の整数である、化合物（Ｉ）。
【００９６】
更に好適な化合物（Ｉ）は、以下の化合物である。
［化合物（ＩＣ）］
Ｒ１、Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ２

、Ｒ３、Ｒ３

、Ｒ４及びＲ４

１

素原子又はハロゲン原子であり、且つＲ
４

４

とＲ

が、それぞれ同一の基であり；

Ｒ、Ｒ

及びＲ

とＲ１

が、独立してそれぞれ水

、Ｒ２とＲ２

、Ｒ３とＲ３

及びＲ

が、独立してそれぞれ、水素原子、Ｃ１−４アルキル基（例、メチ

30

ル、エチル）又はＣ６−１０アリール基（例、フェニル、ナフチル）であり、且つＲ、Ｒ
及びＲ

の全てが異なる基であり；並びに

ｎが、１０以上１００００以下の整数である、化合物（Ｉ）。
【００９７】
化合物（Ｉ）の数平均重合度（前記ｎ）（１分子中に含まれるジフェニルエチレン単位
の平均数）は、１０以上、好ましくは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。
【００９８】
また、化合物（Ｉ）は、同位元素（例えば、３Ｈ、２Ｈ（Ｄ）、１４Ｃ、１８Ｏ等）で
標識されていてもよい。

40

【００９９】
本発明の比色蛍光検出型アニオンセンサーは、化合物（Ｉ）又はその塩、或いはその溶
媒和物を含有していればよく、化合物（Ｉ）のみからなるものでもよい。また、本発明の
効果を損なわない限り、アニオンの検出に使用できる他の試薬等と併用してもよい。
【０１００】
（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、前記した特許文献４（特開２
０１６−１５５７８１号公報）に記載の自体公知の方法又はそれに準ずる方法に従って、
縮合剤存在下で、化合物（ＩＩ）と化合物（ＩＩＩ）とを反応させる方法により製造する
ことができる。
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【０１０１】
（本発明のアニオンセンサー（化合物（Ｉ））によるアニオン種の識別方法）
【０１０２】
化合物（Ｉ）は、溶液中でその側鎖上の光学活性キラルアミド部位と被験（識別）対象
である特定のアニオンとの間の非共有結合的相互作用により溶液の色調、及び／又は蛍光
強度を、アニオンの種類に応じて特徴的に変化させることができることから、被験対象の
アニオンの種類を識別することができる。具体的には、前記非共有結合的相互作用の際に
、特定のアニオンは、化合物（Ｉ）の側鎖上の光学活性キラルアミド部位の絶対立体配置
や光学純度の僅かな差異に応答して、化合物（Ｉ）と特定のアニオンとの混合溶液の色調
、及び／又は蛍光強度に顕著な変化が観測される。そして、当該混合溶液の色調、及び／

10

又は蛍光強度の顕著な変化をカメラやスマートフォン又は目視により観測して、同濃度の
既知の特定されたアニオンと化合物（Ｉ）の混合溶液（標準試料溶液）の色調、及び／又
は蛍光強度と比較することにより、識別対象であるアニオンの種類を正確に識別すること
が可能である。
【０１０３】
本発明の被験（識別）対象であるアニオンの種類の識別方法は、特に限定されないが、
例えば、以下の工程を含む。
【０１０４】
（工程１）識別対象のアニオンを、テトラヒドロフランを含む溶媒中に１０−４Ｍ以上の
濃度で含有する試料溶液を作製し、それをｍ個に分け、試料溶液１〜ｍを調製する工程、

20

（工程２）光学純度の異なるｍ個の化合物（Ｉ）のそれぞれを、テトラヒドロフランを含
む溶媒中に溶解させた、ｍ個のセンサー溶液１〜ｍを調製する工程、
（工程３）工程１で調製した試料溶液１〜ｍのそれぞれに、工程２で調製したセンサー溶
液１〜ｍのいずれかを加えて、ｍ個の試験溶液１〜ｍを調製する工程、
（工程４）テトラヒドロフランを含む溶媒中にｎ

種の特定されたアニオン（種類が特定

されたアニオン）を、前記試料溶液と同濃度で含有する溶液を各アニオン種（ｎ

種のア

ニオン）毎にｍ個ずつ作製し、そのそれぞれに、前記センサー溶液１〜ｍのいずれかを加
えて、ｍ個の標準試料溶液１〜ｍをｎ
（工程４

セット調製する工程、

）工程４で調製した各標準試料溶液の吸光度及び／又は蛍光強度、あるいは写

真画像のＲＧＢ解析結果から検量線を作成する工程、並びに
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（工程５）工程３で調製した試験溶液１〜ｍの色調及び／又は蛍光強度を、目視又は写真
画像のＲＧＢ解析により前記各標準試料溶液の色調及び／又は蛍光強度（各標準試料溶液
の吸光度及び／又は蛍光強度、あるいは写真画像のＲＧＢ解析結果から作成された検量線
）と比較観測することにより、識別対象のアニオンの種類を識別する工程、
を含む。
【０１０５】
前記ｍは、２〜１０の整数を示し、ｍは、好ましくは３〜５の整数である。また、前記
ｎ

は、２〜７の整数を示し、ｎ

は、好ましくは２〜５の整数である。

【０１０６】
識別対象のアニオンは、特に限定されないが、カルボン酸イオン、フッ化物イオン、塩

40

化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン、テトラフェニルホウ酸イオン、及びリン酸
イオンからなる群より選択されるアニオンは、感度良く識別することができる。中でも、
酢酸イオン、フッ化物イオン、塩化物イオン、又は臭化物イオンは、色調や蛍光強度の変
化が顕著であることから、好適に識別することができる。また、テトラフェニルホウ酸イ
オンは、化合物（Ｉ）と混合しても、その溶液の色調及び蛍光強度のいずれにおいても変
化が見られず、他のアニオン種とは異なる特徴を示す点で識別することが可能である。
本発明のアニオン種の識別方法においては、化合物（Ｉ）の光学純度を微調整すること
により、試験溶液の色調や蛍光強度を自在に調整することが可能であることから、適切な
センサー分子（化合物（Ｉ））を選択することにより、１種類のアニオンの識別のみなら
ず、試験溶液中に含まれる複数種のアニオンを識別することも可能である。
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【０１０７】
識別対象のアニオンは、塩の形態で、テトラヒドロフランを含む溶媒に溶解させて使用
することができる。前記溶媒に可溶であれば、塩の種類は、特に限定されないが、アルカ
リ金属塩（例、ナトリウム塩、カリウム塩等）、四級アンモニウム塩（例、アンモニウム
塩、テトラアルキルアンモニウム塩等）等が好ましく、四級アンモニウム塩がより好まし
く、テトラアルキルアンモニウム塩（例、テトラｎ−ブチルアンモニウム塩）が特に好ま
しい。
【０１０８】
テトラヒドロフランを含む溶媒としては、特に限定されないが、好ましくは、テトラヒ
ドロフラン、テトラヒドロフランとアセトンの混合溶媒、又はテトラヒドロフランとクロ

10

ロホルムの混合溶媒であり、より好ましくは、テトラヒドロフランである。混合溶媒にお
ける混合比は、試料の溶解し得る範囲で適宜設定することができる。また、試料の溶解性
に応じて、更に水やアルコール（例、メタノール、エタノール等）等を適量混合すること
もできる。
【０１０９】
光学純度の異なるｍ個の化合物（Ｉ）は、前記した通り、化合物（Ｉ）の合成の際に、
原料として光学活性キラルアミン化合物（化合物（ＩＩＩ））の絶対配置や光学純度の異
なるものを、化合物（ＩＩ）との縮合反応に使用することにより、容易に合成することが
できる。絶対配置や光学純度の異なる光学活性キラルアミン化合物（化合物（ＩＩＩ））
は、前記した通り、化合物（ＩＩＩ）の両鏡像体を光学的に純粋な形（すなわち、（Ｒ）

20

体と（Ｓ）体）で入手可能な場合は、両鏡像体の配合比を調整するだけで光学純度の異な
る前記光学活性キラルアミン化合物を調製することが可能である。
【０１１０】
本発明のアニオン種の識別方法は、低濃度（１．０×１０−４Ｍ以上）のアニオン種を
、目視によって識別することができる。また、公知のアニオンセンサーの多くは、アニオ
ン種との相互作用により蛍光が消光する傾向にあるのに対し、本発明の化合物（Ｉ）は、
アニオン種との非共有結合的相互作用（分子認識）により蛍光強度が増強する点で精度の
高いアニオン種の識別が可能である。
【０１１１】
また、本発明のアニオン種の識別方法には、目視や写真画像のＲＧＢ解析による方法だ

30

けでなく、紫外・可視吸収スペクトル、円二色性（ＣＤ）スペクトル、及び／又は蛍光ス
ペクトルのデータと組み合わせて、識別する方法も包含される。
【０１１２】
本発明のアニオン種の識別方法の別の態様として、光学純度の異なるｍ個の化合物（Ｉ
）のそれぞれを、溶媒（化合物（Ｉ）を溶解する溶媒であれば、特に限定されない）中に
溶解させた、ｍ個のセンサー溶液１〜ｍに、試験紙を浸して、化合物（Ｉ）を試験紙に十
分吸着させた後に乾燥させることにより、センサー吸着試験紙を作製し、当該試験紙を前
記識別方法の（工程３）のセンサー溶液に代えて使用し、センサー吸着試験紙の色調や蛍
光強度の変化を観察することにより、アニオン種を識別することもできる。具体的には、
前記センサー吸着試験紙を、前記試料溶液１〜ｍのそれぞれに浸すか、又は前記センサー

40

吸着試験紙上に前記試料溶液１〜ｍのそれぞれを滴下若しくは噴霧することにより、試験
紙上の色調や蛍光強度の変化を、予め作製しておいた標準試料の試験結果と比較観測する
ことにより、アニオン種を識別することができる。
【０１１３】
前記試験紙は、化合物（Ｉ）を吸着し得るものであればよく、例えば、ろ紙、樹脂、布
等が挙げられるが、好ましくは、ろ紙である。
【０１１４】
本発明は、試験紙としての利用も可能な実用性の高いアニオンセンシングの手法を提供
することができる。
【０１１５】
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（本発明のアニオンセンサー（化合物（Ｉ））による濃度不明なアニオンの比色蛍光定量
方法）
【０１１６】
化合物（Ｉ）は、溶液中でその側鎖上の光学活性キラルアミド部位と被験対象である特
定のアニオンとの間の非共有結合的相互作用により溶液の色調、及び／又は蛍光強度を、
溶液中のアニオンの濃度に応じて特徴的に変化させることができる。具体的には、前記非
共有結合的相互作用の際に、特定のアニオンは、その溶液中の濃度に応じて、化合物（Ｉ
）の側鎖上の光学活性キラルアミド部位の絶対立体配置や光学純度の僅かな差異に応答し
て、溶液の色調、及び／又は蛍光強度（特に、溶液の色調）に顕著な変化を生じさせるこ
とができる。それ故、濃度不明な被験対象のアニオンの濃度（若しくは濃度範囲）を簡便

10

に決定することができる。
【０１１７】
本発明のアニオンの比色蛍光定量方法（好ましくは、比色定量方法）は、特に限定され
ないが、例えば、以下の工程を含む。
【０１１８】
（工程１）濃度不明なアニオンを、テトラヒドロフランを含む溶媒中に含有する試料溶液
をｍ

個に分け、試料溶液１〜ｍ

（工程２）光学純度の異なるｍ

を調製する工程、

含む溶媒中に溶解させた、ｍ

個の化合物（Ｉ）のそれぞれを、テトラヒドロフランを
個のセンサー溶液１〜ｍ

（工程３）工程１で調製した試料溶液１〜ｍ
溶液１〜ｍ

のいずれかを加えて、ｍ

を調製する工程、

のそれぞれに、工程２で調製したセンサー

個の試験溶液１〜ｍ

20

を調製する工程、

（工程４）テトラヒドロフランを含む溶媒中に被験対象のアニオンを、それぞれ異なる特
定の濃度で含有する溶液を、ｎ

種作製し、ｎ

れぞれに、工程２で調製したセンサー溶液１〜ｍ
料溶液１〜ｍ
（工程４

をｎ

種の各溶液をｍ

個に分け、そのそ

のいずれかを加えて、ｍ

個の標準試

セット調製する工程、

）工程４で調製した各標準試料溶液の吸光度及び／又は蛍光強度、あるいは写

真画像のＲＧＢ解析結果から検量線を作成する工程、並びに
（工程５）工程３で調製した試験溶液１〜ｍ

の色調及び／又は蛍光強度を、目視又は写

真画像のＲＧＢ解析により、工程４で得られた各標準試料溶液の色調及び／又は蛍光強度
（若しくは工程４

で得られた各標準試料溶液の吸光度及び／又は蛍光強度、あるいは写

30

真画像のＲＧＢ解析結果から作成された検量線）と比較観測することにより、被験対象の
アニオンの濃度（若しくは濃度範囲）を決定する工程、
を含む。
【０１１９】
前記ｍ
前記ｎ

は、２〜１０の整数を示し、ｍ
は、２〜１０の整数を示し、ｎ

は、好ましくは３〜５の整数である。また、
は、好ましくは３〜５の整数である。

【０１２０】
被験対象のアニオンは、特に限定されないが、カルボン酸イオン、フッ化物イオン、塩
化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン又はリン酸イオンが挙げられる。中でも、濃
度変化に対する色調や蛍光強度の変化が顕著な酢酸イオン、フッ化物イオン、塩化物イオ

40

ン、又は臭化物イオンが好ましく、酢酸イオンが特に好ましい。
【０１２１】
識別対象のアニオンは、塩の形態で、テトラヒドロフランを含む溶媒に溶解させて使用
することができる。前記溶媒に可溶であれば、塩の種類は、特に限定されないが、アルカ
リ金属塩（例、ナトリウム塩、カリウム塩等）、四級アンモニウム塩（例、アンモニウム
塩、テトラアルキルアンモニウム塩等）等が好ましく、四級アンモニウム塩がより好まし
く、テトラアルキルアンモニウム塩（例、テトラｎ−ブチルアンモニウム塩）が特に好ま
しい。
【０１２２】
テトラヒドロフランを含む溶媒としては、特に限定されないが、好ましくは、テトラヒ
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ドロフラン、テトラヒドロフランとアセトンの混合溶媒、又はテトラヒドロフランとクロ
ロホルムの混合溶媒であり、より好ましくは、テトラヒドロフランである。混合溶媒にお
ける混合比は、試料の溶解し得る範囲で適宜設定することができる。また、試料の溶解性
に応じて、更に水やアルコール（例、メタノール、エタノール等）等を適量混合すること
もできる。
【０１２３】
本発明のアニオンの比色蛍光定量方法は、試験溶液の色調の変化を目視により観察する
ことにより、試験溶液中のアニオンの濃度範囲を簡便に決定することが可能である。
【０１２４】
また、本発明のアニオンの比色蛍光定量方法には、目視や写真画像のＲＧＢ解析による

10

方法だけでなく、紫外・可視吸収スペクトル、円二色性（ＣＤ）スペクトル、及び／又は
蛍光スペクトルのデータと組み合わせて、アニオンを定量する方法も包含される。
【０１２５】
本発明のアニオンの比色蛍光定量方法の別の態様として、光学純度の異なるｍ

個の化

合物（Ｉ）のそれぞれを、溶媒（化合物（Ｉ）を溶解する溶媒であれば、特に限定されな
い）中に溶解させた、ｍ

個のセンサー溶液１〜ｍ

に、試験紙を浸して、化合物（Ｉ）

を試験紙に十分吸着させた後に乾燥させ、センサー吸着試験紙を作製し、当該試験紙を前
記比色蛍光定量方法の（工程３）のセンサー溶液に代えて使用し、センサー吸着試験紙の
色調や蛍光強度の変化を観察することにより、被験対象であるアニオンの濃度範囲を決定
することもできる。具体的には、前記センサー吸着試験紙を、前記試料溶液１〜ｍ
れぞれに浸すか、又は前記センサー吸着試験紙上に前記試料溶液１〜ｍ

のそ

20

のそれぞれを滴

下若しくは噴霧することにより、試験紙上の色調や蛍光強度の変化を、予め作製しておい
た標準試料の試験結果と比較観測することにより、被験対象であるアニオンの濃度（若し
くは濃度範囲）を決定することができる。
【０１２６】
前記試験紙は、化合物（Ｉ）を吸着し得るものであればよく、例えば、ろ紙、樹脂、布
等が挙げられるが、好ましくは、ろ紙である。
【０１２７】
本発明のアニオンの比色蛍光定量方法は、試験紙としての利用も可能な実用性の高いア
ニオンの定量方法を提供することができる。

30

【０１２８】
本発明のアニオンセンサーは、従来公知のセンサー分子と比較して、以下の優れた特徴
を有する。
＜１＞原料として、両鏡像体を光学的に純粋な形（すなわち、（Ｒ）体と（Ｓ）体）で入
手可能な化合物（ＩＩＩ）を使用することにより、光学純度の異なる化合物（Ｉ）を簡便
且つ迅速に合成することが可能である。
＜２＞化合物（Ｉ）は、比色検出のみならず、より感度の高い蛍光検出も可能な二検出系
のアニオンセンサーである。
＜３＞化合物（Ｉ）は、蛍光検出において、特定のアニオンとの非共有結合的相互作用に
より、一般的に見られる消光挙動ではなく、蛍光強度の増強挙動が見られるので、アニオ

40

ンの識別が、従来法と比較して、より容易且つ精度良く行える。
＜４＞化合物（Ｉ）は、その側鎖上の光学活性キラルアミド部位の絶対配置や光学純度を
調節するだけで、被験対象のアニオンの濃度に対する、色調、及び／又は蛍光強度の変化
における非線形応答性を自在に調節することが可能である。かかる非線形応答性は、従来
のアニオンセンサーにおいては知られていない特性であり、この特性により、適切な光学
純度の化合物（Ｉ）をセンサーとして使用すれば、目視によっても被験対象のアニオンの
種類の識別や溶液中に含まれるアニオンの濃度（濃度範囲）を簡便且つ精度良く決定する
ことができる。
【実施例】
【０１２９】
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以下、本発明を実施例及び試験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。
【０１３０】
１

Ｈ−ＮＭＲスペクトルは、日本電子株式会社製ＪＭＭ−ＥＣＡ

５００を用い、内部

標準として、テトラメチルシランを用いて、重クロロホルム又は重ジメチルスルホキシド
／重水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（ｂｒ＝ブロード）、積分及び割当てとして報告する。
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

10

換算で算出した。
円二色性（ＣＤ）測定は日本分光製円二色性分散計
日本分光製紫外可視分光光度計

Ｊ−７２５、紫外可視吸収測定は

Ｖ−６５０、蛍光測定は、日本分光製分光蛍光光度計

ＦＰ−８５００を用いて行った。
写真撮影は

Ａｐｐｌｅ社製ｉＰｈｏｎｅ（登録商標）６Ｓを用いた。撮影した画像の

ＲＧＢ解析はアプリケーションのＰｉｘｅｌ

Ｐｉｃｋｅｒを用いて行った。

以下の実施例中の「室温」は通常約１０℃ないし約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。
また、原料化合物である式（ＩＩ−１）：
【０１３１】
【化９】

20

30
【０１３２】
で表される一方向巻きのらせん構造を有する化合物（光学活性体）（以下、「化合物（Ｉ
Ｉ−１）」と称することもある。）は、特許文献４（特開２０１６−１５５７８１号公報
）の実施例１に記載の方法に従い、合成した。その際の合成前駆体であるジヘプチルエス
テル体としては、ゲル浸透クロマトグラフィーの測定結果が数平均分子量Ｍｎ＝１．１４
×１０４、分散度Ｍｗ／Ｍｎ＝１．７４（ポリスチレン換算）であるものを使用した。ま
た、以下の化合物（Ｉ−１）の合成においては、化合物（ＩＩ−１）として、円二色性ス
ペクトル測定を行った際に、光学純度を示す３９５ｎｍのΔε値が１９〜２１の範囲のも
のを使用した。
【０１３３】
実施例１
光学純度の異なる化合物（Ｉ−１）の合成（代表例）
【０１３４】
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【化１０】

10

【０１３５】
５ｍＬのナスフラスコに、化合物（ＩＩ−１）（１０．０ｍｇ，３７．６μｍｏｌ）、
ｅｅを調整した１−フェニルエチルアミン（１８．２ｍｇ，１５０μｍｏｌ）、４−（４
，６−ジメトキシ−１，３，５−トリアジン−２−イル）−４−メチルモルホリニウムク
ロリド（ＤＭＴ−ＭＭ）（４１．５ｍｇ，１５０μｍｏｌ）、及びＴＨＦ／水＝４／１（
ｖ／ｖ）（１．０ｍＬ）を加え、室温下で一晩撹拌を行った。反応液にメタノール／水＝
１／１（ｖ／ｖ）溶液を加え、再沈殿させた後、遠心分離とメタノール／水＝１／１（ｖ

20

／ｖ）溶液による洗浄を繰り返した後、凍結乾燥を行うことにより、標題化合物（化合物
（Ｉ−１））を黄色固体として得た。上記ｅｅを調整した１−フェニルエチルアミンとし
て、Ｒ体（以下、「Ｒ１００」という。）、２０％ｅｅのＳ体（以下、「Ｓ２０」という
。）、４０％ｅｅのＳ体（以下、「Ｓ４０」という。）、又は６０％ｅｅのＳ体（以下、
「Ｓ６０」という。）を用いて、同様の操作を行うことにより、異なるｅｅの１−フェニ
ルエチルアミンを導入した化合物（Ｉ−１）をそれぞれ得た。以下、光学純度の異なる１
−フェニルエチルアミン（Ｒ１００、Ｓ２０、Ｓ４０又はＳ６０）を用いて合成した化合
物（Ｉ−１）を、それぞれ化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ２０）
、化合物（Ｉ−１）（Ｓ４０）又は化合物（Ｉ−１）（Ｓ６０）と称する。
【０１３６】

30

試験例１
異なる光学純度の化合物（Ｉ−１）（化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）、化合物（Ｉ−１
）（Ｓ２０）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ４０）及び化合物（Ｉ−１）（Ｓ６０））を用いる
アニオン種の識別
化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ２０）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ
４０）及び化合物（Ｉ−１）（Ｓ６０）を、それぞれＴＨＦに溶解させ(１．０×１０−
３

Ｍ)、当該溶液に、アニオン（酢酸イオン（ＡｃＯ−）、フッ化物イオン（Ｆ−）、塩

化物イオン（Ｃｌ−）、臭化物イオン（Ｂｒ−）又はテトラフェニルホウ酸イオン（ＢＰ
ｈ４−））を、テトラブチルアンモニウム塩の形でそれぞれ1当量（１．０×１０−３Ｍ
）添加した後の混合溶液の色調の変化を観察した。

40

【０１３７】
その結果を図１に表として示した。図１によれば、化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）に関
しては、いずれのアニオンを添加しても赤色のままで殆ど色調の変化は見られなかった。
一方、化合物（Ｉ−１）（Ｓ２０）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ４０）及び化合物（Ｉ−１）
（Ｓ６０）に関しては、ＢＰｈ４−を除く他のアニオンとの混合溶液は、いずれも橙色や
黄色への変化が確認された。また、Ｓ体が過剰になるにつれてアニオンに対する応答性が
向上することが分かった。このように側鎖上のキラルアミド部位の光学純度を変化させる
ことによってアニオンの認識能が大きく異なるため、複数の光学純度の化合物（Ｉ−１）
を組み合わせることにより、多種類のアニオンの識別が目視により可能であることが確認
された。
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【０１３８】
試験例２
異なる光学純度の化合物（Ｉ−１）（化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）、化合物（Ｉ−１
）（Ｓ２０）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ４０）及び化合物（Ｉ−１）（Ｓ６０））を用いる
酢酸イオン（ＡｃＯ−）とテトラフェニルホウ酸イオン（ＢＰｈ４−）の識別
化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ２０）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ
４０）及び化合物（Ｉ−１）（Ｓ６０）を、それぞれＴＨＦに溶解させた溶液（１．０×
１０−３Ｍ）に、１０当量のアニオン（ＡｃＯ−又はＢＰｈ４−）をそれぞれ添加した後
のＣＤスペクトル及び吸収スペクトルを測定した。
10

【０１３９】
その結果を図２に示した。図２によれば、ＢＰｈ４−を添加した場合には、ＣＤスペク
トル及び吸収スペクトルのいずれにおいても、アニオン無添加の場合と殆ど差異が見られ
なかったのに対し、ＡｃＯ−を添加した場合には、短波長シフト（ブルーシフト）が観測
された。
【０１４０】
試験例３
異なる光学純度の化合物（Ｉ−１）（化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）、化合物（Ｉ−１
）（Ｓ２０）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ４０）及び化合物（Ｉ−１）（Ｓ６０））を用いる
酢酸イオン（ＡｃＯ−）の簡易的な比色定量
化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ２０）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ

20

４０）及び化合物（Ｉ−１）（Ｓ６０）を、それぞれＴＨＦに溶解させた溶液（１．０×
１０−３Ｍ）に、濃度の異なるＡｃＯ−を添加した時の吸収スペクトルを測定すると共に
、混合溶液の色調を観察した。
【０１４１】
吸収スペクトルの測定結果、及び混合溶液の写真を、図３及び図４にそれぞれ示した。
また、化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ２０）、化合物（Ｉ−１）
（Ｓ４０）及び化合物（Ｉ−１）（Ｓ６０）を、それぞれＴＨＦに溶解させた溶液（１．
０×１０−３Ｍ）と、濃度の異なるＡｃＯ−の混合溶液の吸収スペクトルにおいて、Ａｃ
Ｏ−の添加量に対し、５４０ｎｍ付近の吸収強度の変化をプロットしたものを図５に示し
30

た。
−

図３によれば、ＡｃＯ

の添加量に応じ、段階的に吸収スペクトルが短波長シフト（ブ

ルーシフト）し、化合物（Ｉ−１）のＳ体が過剰になるにつれて、ＡｃＯ−に対して鋭敏
に応答することが確認された。
また、図４によれば、化合物（Ｉ−１）（Ｓ２０）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ４０）及び
化合物（Ｉ−１）（Ｓ６０）は、それぞれ５当量、１当量、及び０．５当量のＡｃＯ−を
添加することにより混合溶液の色調が赤色から黄色へと変化した。また、図４によれば、
化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）は、１０当量のＡｃＯ−を添加することにより混合溶液の
色調が赤色から橙色へ変化し、さらに添加量を増やすと黄色になると考えられる。図４に
おいて見られるＡｃＯ−の濃度の変化に伴う色調の変化は目視でも容易に確認することが
できることから、化合物（Ｉ−１）の側鎖上のキラルアミド部位の光学純度を適切に調節

40

し、非線形応答性を調節することで、化合物（Ｉ−１）が識別対象のアニオンの濃度を簡
易的に目視で定量することができる比色センサーとして機能することを確認することがで
きた。
【０１４２】
試験例４
異なる光学純度の化合物（Ｉ−１）（化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）、化合物（Ｉ−１
）（Ｓ２０）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ４０）及び化合物（Ｉ−１）（Ｓ６０））を用いる
蛍光強度の変化によるアニオンの識別
化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ２０）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ
４０）及び化合物（Ｉ−１）（Ｓ６０）を、それぞれＴＨＦに溶解させた溶液（１．０×
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１０−５Ｍ）に、１０当量（１．０×１０−４Ｍ）のアニオン（ＡｃＯ−又はＢＰｈ４−
）をテトラブチルアンモニウム塩の形でそれぞれ添加した後の混合溶液について、励起光
を２９８ｎｍに設定した際の蛍光スペクトルを測定した。
【０１４３】
その結果を図６に示した。図６によれば、ＢＰｈ４−を添加した場合には、蛍光スペク
トルにおいても、アニオン無添加の場合と殆ど差異が見られなかったのに対し、ＡｃＯ−
を添加した場合には、５１０ｎｍ付近の蛍光強度が増加した。また、図６によれば、化合
物（Ｉ−１）（Ｒ１００）は、Ｓ体過剰の化合物（Ｉ−１）（Ｓ２０）、化合物（Ｉ−１
）（Ｓ４０）又は化合物（Ｉ−１）（Ｓ６０）と比較して、ＡｃＯ−を添加した際の蛍光
強度の増加の程度が少なかった。

10

【０１４４】
また、化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ２０）、化合物（Ｉ−１
）（Ｓ４０）及び化合物（Ｉ−１）（Ｓ６０）を、それぞれＴＨＦに溶解させた溶液（１
．０×１０−５Ｍ）に、濃度の異なるＡｃＯ−を添加した時の混合溶液の蛍光スペクトル
の変化を測定した。
【０１４５】
その結果を図７に示した。更に、化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）、化合物（Ｉ−１）（
Ｓ２０）、化合物（Ｉ−１）（Ｓ４０）及び化合物（Ｉ−１）（Ｓ６０）を、それぞれＴ
ＨＦに溶解させた溶液（１．０×１０−３Ｍ）と、添加量の異なるＡｃＯ−の混合溶液の
吸収スペクトルにおいて、ＡｃＯ−の添加量に対し、５１０ｎｍ付近の蛍光強度の変化を

20

プロットしたものを図８に示した。
図７によれば、ＡｃＯ−の添加量に応じ段階的に混合溶液の蛍光強度が増加するＴｕｒ
ｎ−ｏｎ型の挙動を示すことが確認された。また、図７及び図８によれば、ＡｃＯ−が低
濃度の場合には、Ｓ体が過剰の化合物（Ｉ−１）の方が鋭敏に応答することが確認された
。一方、ＡｃＯ−が高濃度になると、Ｓ体が過剰の化合物（Ｉ−１）は、蛍光強度の変化
がほとんど見られないのに対し、化合物（Ｉ−１）（Ｒ１００）の蛍光強度は著しく増加
することが確認された。
以上のように、蛍光スペクトル測定においても、化合物（Ｉ−１）の側鎖上のキラルア
ミド部位の光学純度を適切に調節し、非線形応答性を制御することが可能であることが確
認され、化合物（Ｉ−１）が検出感度の高い蛍光検出型アニオンセンサーとして機能する

30

ことが確認された。
また、図６及び図７からも明らかなように、化合物（Ｉ−１）の蛍光スペクトルは、ア
ニオンの種類や濃度の変化に応じて変化の大きな５１０ｎｍの領域と変化の少ない４３０
ｎｍ領域が存在する。かかる挙動は、化合物（Ｉ−１）が、濃度調整の誤差を補正できる
ことで有用な二波長レシオ型の蛍光アニオンセンシングに利用できる可能性を示唆するも
のである。
【０１４６】
一方、ＡｃＯ−の添加の場合と同様に、ＢＰｈ４−の添加量に対し、５１０ｎｍ付近の
蛍光強度の変化をプロットしたものを図９に示した。図９によれば、ＢＰｈ４−に対して
は、いずれの光学純度の化合物（Ｉ−１）を用いても、蛍光強度において相関は見られず

40

、殆ど変化が見られなかった。
また、化合物（Ｉ−１）（Ｓ２０）の溶液（１．０×１０−５Ｍ）に、ＡｃＯ−又はＢ
Ｐｈ４−を添加後の混合溶液の蛍光の写真を図１０に示した。図１０によれば、ＡｃＯ−
添加後は、混合溶液の蛍光強度が増加する様子が目視によっても確認されたことから、化
合物（Ｉ−１）の蛍光強度の変化を観測することによっても、２種類のアニオン種を目視
により識別できることが分かった。
【産業上の利用可能性】
【０１４７】
光学純度の異なる化合物（Ｉ）は、それぞれ、アニオンと混合するだけで、アニオンの
種類や濃度に応答して、瞬時に目視で識別可能な程度の異なる色調及び／又は蛍光強度の
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変化（消光ではなく蛍光強度の増強）を示す。本発明によれば、複数の光学純度の異なる
化合物（Ｉ）と、種類や濃度の異なるアニオン含有溶液を、それぞれ混合した際の色調及
び蛍光を、標準試料として安価なカメラやスマートフォンによる写真撮影後の画像解析（
ＲＧＢ解析により作成される検量線）しておくことにより、被験対象の試験溶液の色調及
び／又は蛍光強度を、標準試料のそれらと比較観測するだけで、目視によっても試料溶液
中に含まれるアニオンの種類や濃度を、簡便且つ感度良く識別、及び／又は定量すること
が可能である。さらに、本発明によれば、化合物（Ｉ）の合成の際に、原料として使用す
る化合物（ＩＩＩ）の光学純度を調節するだけで、化合物（Ｉ）の光学純度の調節が可能
であることから、化合物（Ｉ）を用いる比色及び蛍光の二検出系において、非線形応答性
を自在に調節することが可能である。それ故、本発明によれば、色調又は蛍光強度のいず
れかのみによる識別が求められる従来の有機分子又は金属錯体を用いるアニオンセンサー
と比較して、極めて精度の高く、目視によってもアニオンの識別及び定量が可能な実用的
なアニオンセンサーを提供することができる。

【図１】

【図２】

【図３】
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