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(57)【要約】
本発明は、下記式（Ｉ）：

［式中の各記号は、明細書に記載のとおりである。］で
表される光学活性ポリ（ジフェニルアセチレン）化合物
及びその製造方法、該ポリ（ジフェニルアセチレン）化
合物からなる光学異性体分離剤、並びに該光学異性体分
離剤を担体にコーティングしてなるキラルカラム用充填
剤に関する。本発明によれば、広範なラセミ化合物に対
し高い光学分割能を有する実用的な光学異性体分離剤及
び光学異性体分離方法を提供することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
式（Ｉ）：
【化１】
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［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
；
Ｘは、光学活性キラル化合物との縮合によりアミド化又はエステル化されたカルボキシ基
を示し；並びに

20

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）化合物又はその塩、或いはその溶媒和物。
【請求項２】
一方向巻きのらせん構造を有することを特徴とする、請求項１記載の化合物又はその塩
、或いはその溶媒和物。
【請求項３】
Ｒ１とＲ１

、Ｒ２とＲ２

、Ｒ３とＲ３

及びＲ４とＲ４

が、それぞれ同一の基で

ある、請求項１又は２に記載の化合物又はその塩、或いはその溶媒和物。
【請求項４】
Ｘが、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
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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、β−メチルフェネチルアミン、２−アミノ−１−ブタ
ノール、２−アミノ−１，２−ジフェニルエタノール、１−アミノ−２−インダノール、
２−アミノ−１−フェニル−１，３−プロパンジオール、２−アミノ−１−プロパノール
、ロイシノール、フェニルアラニノール、２−フェニルグリシノール、バリノール、ノル
エフェドリン、メチオニノール、１−ベンジル−３−アミノピロリジン、２−（メトキシ
メチル）ピロリジン、１−メチル−２−（１−ピペリジノメチル）ピロリジン、１−（２
−ピロリジノメチル）ピロリジン、１−フェニルエチルアルコール、１−フェニル−２−
プロパノール、１，２，３，４−テトラヒドロ−１−ナフトール、１−アセチル−３−ピ
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ロリジノール、１−ベンジル−３−ピロリジノール、２−ブタノール、α−ヒドロキシ−
γ−ブチロラクトン、３−ヒドロキシテトラヒドロフラン、１−メチル−３−ピロリジノ
ール、２−オクタノール、２−ペンタノール、１−（２−ナフチル）エタノール、メント
ール、ボルネオール、キニジン、キニン、キンコリン、キンコリジン、シンコニジン、シ
ンコニン及びカルボキシ基を保護したアミノ酸からなる群より選択されるキラル化合物の
光学活性体との縮合によりアミド化又はエステル化されたカルボキシ基である、請求項１
〜３のいずれか一項に記載の化合物又はその塩、或いはその溶媒和物。
【請求項５】
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、
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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って、且つＲ１とＲ１
３

、Ｒ

３

４

とＲ

及びＲ

４

とＲ

、Ｒ２とＲ２

が、それぞれ同一の基であり；

Ｘが、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、β−メチルフェネチルアミン、２−アミノ−１−ブタノ
ール、２−アミノ−１，２−ジフェニルエタノール、１−アミノ−２−インダノール、２
−アミノ−１−フェニル−１，３−プロパンジオール、２−アミノ−１−プロパノール、
ロイシノール、フェニルアラニノール、２−フェニルグリシノール、バリノール、ノルエ
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フェドリン、メチオニノール、１−ベンジル−３−アミノピロリジン、２−（メトキシメ
チル）ピロリジン、１−（２−ピロリジノメチル）ピロリジン及びカルボキシ基を保護し
たアミノ酸からなる群より選択される化合物の光学活性体との縮合によりアミド化された
カルボキシ基であり；並びに
ｎが、１０以上１００００以下の整数である、請求項１又は２に記載の化合物又はその塩
、或いはその溶媒和物。
【請求項６】
Ｒ１、Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ２

、Ｒ３、Ｒ３
１

、Ｒ４及びＲ４

素原子又はハロゲン原子であって、且つＲ
４

Ｒ

４

とＲ

とＲ

１

が、独立してそれぞれ水

２

、Ｒ

とＲ２

、Ｒ３とＲ３

及び
20

が、それぞれ同一の基であり；

Ｘが、（Ｓ）−（−）−１−フェニルエチルアミン又は（Ｒ）−（＋）−１−フェニルエ
チルアミンとの縮合によりアミド化されたカルボキシ基であり；並びに
ｎが、１００以上１００００以下の整数である、請求項１又は２に記載の化合物又はその
塩、或いはその溶媒和物。
【請求項７】
請求項１〜６のいずれか一項に記載のポリ（ジフェニルアセチレン）化合物からなる光
学異性体分離剤。
【請求項８】
請求項７記載の光学異性体分離剤を担体に担持してなる充填剤。
30

【請求項９】
担体がシリカゲルである、請求項８記載の充填剤。
【請求項１０】
請求項８又は９に記載の充填剤を充填して調製されるキラルカラム。
【請求項１１】
光学異性体の混合物の純度測定用又は分離用として使用する、請求項１０記載のキラル
カラム。
【請求項１２】
請求項２記載の化合物又はその塩、或いはその溶媒和物の製造方法であって、式（ＩＩ
）：
【化２】
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［式中、
Ｒ１、Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ２

、Ｒ３、Ｒ３

、Ｒ４及びＲ４

は、独立してそれぞれ水素
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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）化合物のカルボキシ基を光学活性キラル化合物
と縮合させて、アミド化又はエステル化する工程、及び
前記アミド化又はエステル化された化合物を加熱処理する工程を含むことを特徴とする、
方法。
【請求項１３】

10

加熱処理が、約９０℃で行われることを特徴とする、請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
光学活性キラル化合物が、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、β−メチルフェネチルアミン、２
−アミノ−１−ブタノール、２−アミノ−１，２−ジフェニルエタノール、１−アミノ−
２−インダノール、２−アミノ−１−フェニル−１，３−プロパンジオール、２−アミノ
−１−プロパノール、ロイシノール、フェニルアラニノール、２−フェニルグリシノール
、バリノール、ノルエフェドリン、メチオニノール、１−ベンジル−３−アミノピロリジ
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ン、２−（メトキシメチル）ピロリジン、１−メチル−２−（１−ピペリジノメチル）ピ
ロリジン、１−（２−ピロリジノメチル）ピロリジン、１−フェニルエチルアルコール、
１−フェニル−２−プロパノール、１，２，３，４−テトラヒドロ−１−ナフトール、１
−アセチル−３−ピロリジノール、１−ベンジル−３−ピロリジノール、２−ブタノール
、α−ヒドロキシ−γ−ブチロラクトン、３−ヒドロキシテトラヒドロフラン、１−メチ
ル−３−ピロリジノール、２−オクタノール、２−ペンタノール、１−（２−ナフチル）
エタノール、メントール、ボルネオール、キニジン、キニン、キンコリン、キンコリジン
、シンコニジン、シンコニン及びカルボキシ基を保護したアミノ酸からなる群より選択さ
れる化合物の光学活性体である、請求項１２又は１３に記載の方法。
【請求項１５】
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アミド化又はエステル化する工程が、アミド化する工程である、請求項１２〜１４のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
光学活性キラル化合物が、（Ｓ）−（−）−１−フェニルエチルアミン又は（Ｒ）−（
＋）−１−フェニルエチルアミンである、請求項１５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よる光学異性体の分
離に用いられる光学異性体分離剤及びそれを担持させてなる充填剤に関し、特に、広範な
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キラル化合物の光学異性体混合物の分離剤として有用な光学活性ポリ（ジフェニルアセチ
レン）化合物及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【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。医薬の技術分野では、
生体内の特定の受容体との結合のし易さによる薬理活性の違いがよく研究されており、光
学異性体の間で薬効、毒性の点で顕著な差が見られる場合が多いことが広く知られている
。このため薬物としてラセミ体を使用する場合には、それぞれの異性体について、吸収、
分布、代謝、排泄動態を検討しておくことが望ましい旨、厚生労働省の医薬品製造指針に
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も記載されている。
【０００３】
前述の通り、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
当な担体上に化学結合又は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填剤（特許文献１）、合成高分子である光学活
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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。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭６２−２１００５３号公報
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【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
【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
【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】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかし、光学異性体分離剤は、一般に非常に高価である。また、光学異性体分離剤は、
いずれも特定の対象物（ラセミ体）についての分離性能には優れるものの、光学分割可能
な化合物の範囲は極めて限定されていた。従って、光学分割可能な対象物の範囲を広げる
ためには、既存の光学異性体分離剤とは異なる化学構造を持ち、それによって異なる光学
分割特性を示す新たな光学異性体分離剤の開発が望まれていた。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者らは、かかる状況下、鋭意検討を重ねた結果、下記式（Ｉ）：
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【０００８】
【化１】
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【０００９】
［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
；
Ｘは、光学活性キラル化合物との縮合によりアミド化又はエステル化されたカルボキシ基
を示し；並びに
10

ｎは、１０以上の整数を示す。]
で表される光学活性なポリ（ジフェニルアセチレン）化合物（以下、「化合物（Ｉ）」と
称することもある。）又はその塩、或いはその溶媒和物、並びに化合物（Ｉ）の主鎖に一
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（以下、単に「化合
物（Ｉ−ｈ）」と称することもある。）又はその塩、或いはその溶媒和物が、広範なキラ
ル化合物の光学異性体混合物の分離剤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。
すなわち、本発明は以下の通りである。
［１］式（Ｉ）：
【００１０】
【化２】
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【００１１】
30

［式中、
１

Ｒ

、Ｒ

１

、Ｒ

２

２

、Ｒ

、Ｒ

３

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
；
Ｘは、光学活性キラル化合物との縮合によりアミド化又はエステル化されたカルボキシ基
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）化合物又はその塩、或いはその溶媒和物。
［２］一方向巻きのらせん構造を有することを特徴とする、上記［１］記載の化合物又は
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その塩、或いはその溶媒和物。
［３］Ｒ１とＲ１

、Ｒ２とＲ２

、Ｒ３とＲ３

及びＲ４とＲ４

が、それぞれ同一の

基である、上記［１］又は［２］に記載の化合物又はその塩、或いはその溶媒和物。
［４］Ｘが、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、β−メチルフェネチルアミン、２−アミノ−１−
ブタノール、２−アミノ−１，２−ジフェニルエタノール、１−アミノ−２−インダノー
ル、２−アミノ−１−フェニル−１，３−プロパンジオール、２−アミノ−１−プロパノ
ール、ロイシノール、フェニルアラニノール、２−フェニルグリシノール、バリノール、
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ノルエフェドリン、メチオニノール、１−ベンジル−３−アミノピロリジン、２−（メト
キシメチル）ピロリジン、１−メチル−２−（１−ピペリジノメチル）ピロリジン、１−
（２−ピロリジノメチル）ピロリジン、１−フェニルエチルアルコール、１−フェニル−
２−プロパノール、１，２，３，４−テトラヒドロ−１−ナフトール、１−アセチル−３
−ピロリジノール、１−ベンジル−３−ピロリジノール、２−ブタノール、α−ヒドロキ
シ−γ−ブチロラクトン、３−ヒドロキシテトラヒドロフラン、１−メチル−３−ピロリ
ジノール、２−オクタノール、２−ペンタノール、１−（２−ナフチル）エタノール、メ
ントール、ボルネオール、キニジン、キニン、キンコリン、キンコリジン、シンコニジン
、シンコニン及びカルボキシ基を保護したアミノ酸からなる群より選択されるキラル化合
物の光学活性体との縮合によりアミド化又はエステル化されたカルボキシ基である、上記
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［１］〜［３］のいずれかに記載の化合物又はその塩、或いはその溶媒和物。
［５］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って、且つＲ１とＲ１
Ｒ２

、Ｒ３とＲ３

及びＲ４とＲ４

、Ｒ２と

が、それぞれ同一の基であり；

Ｘが、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、β−メチルフェネチルアミン、２−アミノ−１−ブタノ
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ール、２−アミノ−１，２−ジフェニルエタノール、１−アミノ−２−インダノール、２
−アミノ−１−フェニル−１，３−プロパンジオール、２−アミノ−１−プロパノール、
ロイシノール、フェニルアラニノール、２−フェニルグリシノール、バリノール、ノルエ
フェドリン、メチオニノール、１−ベンジル−３−アミノピロリジン、２−（メトキシメ
チル）ピロリジン、１−（２−ピロリジノメチル）ピロリジン及びカルボキシ基を保護し
たアミノ酸からなる群より選択される化合物の光学活性体との縮合によりアミド化された
カルボキシ基であり；並びに
ｎが、１０以上１００００以下の整数である、上記［１］又は［２］に記載の化合物又は
その塩、或いはその溶媒和物。
[６]Ｒ１、Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ２

、Ｒ３、Ｒ３

、Ｒ４及びＲ４

１

水素原子又はハロゲン原子であって、且つＲ
４

びＲ

４

とＲ

とＲ

１

２

、Ｒ

が、独立してそれぞれ

とＲ

２

、Ｒ

３

３

とＲ
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及

が、それぞれ同一の基であり；

Ｘが、（Ｓ）−（−）−１−フェニルエチルアミン又は（Ｒ）−（＋）−１−フェニルエ
チルアミンとの縮合によりアミド化されたカルボキシ基であり；並びに
ｎが、１００以上１００００以下の整数である、上記［１］又は［２］に記載の化合物又
はその塩、或いはその溶媒和物。
［７］上記［１］〜［６］のいずれかに記載のポリ（ジフェニルアセチレン）化合物から
なる光学異性体分離剤。
［８］上記［７］記載の光学異性体分離剤を担体に担持してなる充填剤。
［９］担体がシリカゲルである、上記［８］記載の充填剤。
［１０］上記［８］又は［９］に記載の充填剤を充填して調製されるキラルカラム。
［１１］光学異性体の混合物の純度測定用又は分離用として使用する、上記［１０］記載
のキラルカラム。
［１２］上記［２］記載の化合物又はその塩、或いはその溶媒和物の製造方法であって、
式（ＩＩ）：
【００１２】
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【化３】

10
【００１３】
［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）化合物のカルボキシ基を光学活性キラル化合物
と縮合させて、アミド化又はエステル化する工程、及び

20

前記アミド化又はエステル化された化合物を加熱処理する工程を含むことを特徴とする、
方法。
［１３］加熱処理が、約９０℃で行われることを特徴とする、上記［１２］記載の方法。
［１４］光学活性キラル化合物が、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、se
c−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、β−メチルフェネチルアミ
ン、２−アミノ−１−ブタノール、２−アミノ−１，２−ジフェニルエタノール、１−ア
ミノ−２−インダノール、２−アミノ−１−フェニル−１，３−プロパンジオール、２−
アミノ−１−プロパノール、ロイシノール、フェニルアラニノール、２−フェニルグリシ
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ノール、バリノール、ノルエフェドリン、メチオニノール、１−ベンジル−３−アミノピ
ロリジン、２−（メトキシメチル）ピロリジン、１−メチル−２−（１−ピペリジノメチ
ル）ピロリジン、１−（２−ピロリジノメチル）ピロリジン、１−フェニルエチルアルコ
ール、１−フェニル−２−プロパノール、１，２，３，４−テトラヒドロ−１−ナフトー
ル、１−アセチル−３−ピロリジノール、１−ベンジル−３−ピロリジノール、２−ブタ
ノール、α−ヒドロキシ−γ−ブチロラクトン、３−ヒドロキシテトラヒドロフラン、１
−メチル−３−ピロリジノール、２−オクタノール、２−ペンタノール、１−（２−ナフ
チル）エタノール、メントール、ボルネオール、キニジン、キニン、キンコリン、キンコ
リジン、シンコニジン、シンコニン及びカルボキシ基を保護したアミノ酸からなる群より
選択される化合物の光学活性体である、上記［１２］又は［１３］に記載の方法。

40

［１５］アミド化又はエステル化する工程が、アミド化する工程である、上記［１２］〜
［１４］のいずれかに記載の方法。
［１６］光学活性キラル化合物が、（Ｓ）−（−）−１−フェニルエチルアミン又は（Ｒ
）−（＋）−１−フェニルエチルアミンである、上記［１５］記載の方法。
【発明の効果】
【００１４】
本発明の化合物（Ｉ）及び化合物（Ｉ−ｈ）は、広範なキラル化合物に対し優れた光学
分割能を有する。本発明によれば、化合物（Ｉ）及び化合物（Ｉ−ｈ）を簡便に合成する
ことができる。また、化合物（Ｉ）の製造に使用する光学活性キラル化合物として市販の
化合物を広く使用できるので、その種類や絶対配置を、分離対象物の種類や溶出順序に応
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じて容易に選択及び最適化することができるという利点を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】（ａ）は、ジメチルスルホキシド／Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド（２：１，ｖ
／ｖ）中で測定した化合物（Ｉａ）のＣＤおよびＵＶスペクトルであり、（ｂ）は、ジメ
チルスルホキシド／Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド（２：１，ｖ／ｖ）中で測定した化合
物（Ｉａ−ｈ）のＣＤおよびＵＶスペクトルである。
【図２】実施例２の（２）で得られたキラルカラム（Ｂ）による１，１

−ビ−２−ナフ

トールのラセミ体のキラル分離クロマトグラム（流速：０．１ｍＬ／ｍｉｎ、溶離液：ヘ
キサン／２−プロパノール（９０：１０，ｖ／ｖ））である。
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【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下に本発明の詳細を説明する。
（定義）
【００１７】
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。
【００１８】
本明細書中、「アルキル（基）」とは、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アル

20

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。
【００１９】
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。
【００２０】
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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。
【００２１】
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、
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１−エチルプロピル、ヘキシル、イソヘキシル、１，１−ジメチルブチル、２，２−ジメ
チルブチル、３，３−ジメチルブチル、２−エチルブチル等が挙げられる。
【００２２】
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。
【００２３】
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。
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【００２４】
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。
【００２５】
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。
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【００２６】
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。
【００２７】
本明細書中、「Ｃ１−６アルキルチオ（基）」とは、直鎖又は分岐鎖の炭素原子数１〜
６のアルキルチオ基を意味し、例えば、メチルチオ、エチルチオ、プロピルチオ、イソプ
ロピルチオ、ブチルチオ、イソブチルチオ、ｓｅｃ−ブチルチオ、ｔｅｒｔ−ブチルチオ
、ペンチルチオ、イソペンチルチオ、ネオペンチルチオ、ヘキシルチオ等が挙げられる。
中でも、Ｃ１−４アルキルチオ基が好ましい。
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【００２８】
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。
【００２９】
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
れる。
【００３０】
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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。
【００３１】
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。
【００３２】
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
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
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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。
【００３３】
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。
【００３４】
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

50

(11)

JP WO2014/126028 A1 2014.8.21

ール基が好ましい。
【００３５】
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。
【００３６】
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。
【００３７】
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
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−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。
【００３８】
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
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ましい。
【００３９】
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
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。
【００４０】
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）Ｃ１−６アルキル、（
３）Ｃ３−８シクロアルキル、（４）Ｃ１−６アルコキシ、（５）Ｃ６−１０アリール、

30

（６）Ｃ７−１４アラルキル、（７）Ｃ１−６アルキルチオ、（８）トリＣ１−６アルキ
ルシリル基等が挙げられる。中でも、ハロゲン原子、Ｃ１−６アルキル、Ｃ１−６アルコ
キシ、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
ルジメチルシリル等が好ましく、ハロゲン原子がより好ましい。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。
【００４１】
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。「
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。
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【００４２】
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。
【００４３】
本明細書中、「光学活性キラル化合物」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、分子量が１０００以下の有機化合物を意味し、
特に限定されるものではない。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、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

50

(12)

JP WO2014/126028 A1 2014.8.21

−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、β−メチルフェネチルアミン、２−アミノ−１−ブタノール、２−ア
ミノ−１，２−ジフェニルエタノール、１−アミノ−２−インダノール、２−アミノ−１
−フェニル−１，３−プロパンジオール、２−アミノ−１−プロパノール、ロイシノール
、フェニルアラニノール、２−フェニルグリシノール、バリノール、ノルエフェドリン、
メチオニノール、１−ベンジル−３−アミノピロリジン、２−（メトキシメチル）ピロリ
ジン、１−メチル−２−（１−ピペリジノメチル）ピロリジン、１−（２−ピロリジノメ
チル）ピロリジン、１−フェニルエチルアルコール、１−フェニル−２−プロパノール、
１，２，３，４−テトラヒドロ−１−ナフトール、１−アセチル−３−ピロリジノール、
１−ベンジル−３−ピロリジノール、２−ブタノール、α−ヒドロキシ−γ−ブチロラク
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トン、３−ヒドロキシテトラヒドロフラン、１−メチル−３−ピロリジノール、２−オク
タノール、２−ペンタノール、１−（２−ナフチル）エタノール、メントール、ボルネオ
ール、キニジン、キニン、キンコリン、キンコリジン、シンコニジン、シンコニン、カル
ボキシ基を保護したアミノ酸等のキラル化合物の光学活性体が挙げられる。中でも、（Ｒ
）−（＋）−１−フェニルエチルアミン又は（Ｓ）−（−）−１−フェニルエチルアミン
が特に好ましい。該光学活性キラル化合物としては、光学的に純粋な化合物を使用するの
が好ましいが、低い光学純度の化合物を用いてアミド化又はエステル化した化合物（Ｉ）
を使用しても、ポリ（ジフェニルアセチレン）主鎖に片寄ったらせん構造を誘起すること
は可能である。従って、「光学活性キラル化合物」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

20

ましくは、液体である。
【００４４】
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
され、「％ｅｅ」で表される。
【００４５】
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。
【００４６】
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

30

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）−（−）−２−フェニルグリシノールである場合の鏡像異性体は（
Ｓ）−（＋）−２−フェニルグリシノールである。
【００４７】
本明細書中、「キラル化合物」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化合物を意味し、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）を持つ化合物が挙げられる。
【００４８】
本明細書中、「ラセミ体」とは、キラル化合物の２種類の鏡像異性体（エナンチオマー
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）が等量存在することにより旋光性を示さなくなった状態の化合物を意味する。
【００４９】
本明細書中、「光学異性体分離剤」とは、キラル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。
【００５０】
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
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。
【００５１】
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本発明の光学異性体分離剤を、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、本発明の分離剤を溶解又はこれと反応す
る液体を除いて特に限定するものではなく、ヘキサン−２−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。
【００５２】
本発明において、化合物（Ｉ）又は化合物（Ｉ−ｈ）自体を光学異性体分離剤として使
用することもできるが、分離剤の耐圧能力の向上、溶媒置換による膨潤、収縮の防止、理
論段数の向上等の目的のため、何らかの担体に担持させることが好ましい。
【００５３】
本発明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

10

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。
【００５４】
本発明の化合物（Ｉ）又は化合物（Ｉ−ｈ）を担体に担持させる方法としては、物理的
方法でも化学的方法でもよく、特に限定されない。物理的方法としては、化合物（Ｉ）又
は化合物（Ｉ−ｈ）と多孔質無機担体又は多孔質有機担体を接触させる方法が例示される
。また、化学的方法としては、化合物（Ｉ）又は化合物（Ｉ−ｈ）の製造時にそのポリマ
ーの末端に官能基を付与し、多孔質無機担体又は多孔質有機担体の表面上の官能基と化学

20

的に結合させる方法が挙げられる。
【００５５】
本発明の化合物（Ｉ）又は化合物（Ｉ−ｈ）の担持量としては、用いる担体の種類、物
性により異なり、特に限定されるものではないが、担体の重量に対して、通常１〜１００
０重量％の範囲である。
【００５６】
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
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。
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【００５７】
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。
【００５８】
本発明の光学異性体分離剤は、上記した液体クロマトグラフィーの充填剤用途のみに限
らず、核磁気共鳴スペクトル（ＮＭＲ）のシフト試薬等としても利用可能である。
【００５９】
本発明の光学異性体分離剤、又は該光学異性体分離剤を担持させてなる充填剤をキラル
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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以下の広範な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、特に限定されないが、例えば、
置換シクロプロパン類、置換シクロブタン類、２−フェニルシクロヘキサノン、置換され
ていてもよいビナフトール、アルコール類、金属アセチルアセトナート錯体（例、コバル
ト等）等が挙げられる。
【００６０】
（本発明の化合物（Ｉ）及び化合物（Ｉ−ｈ））
本発明の化合物（Ｉ）は、下記式（Ｉ）：
【００６１】
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【化４】

10
【００６２】
［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
；
Ｘは、光学活性キラル化合物との縮合によりアミド化又はエステル化されたカルボキシ基
を示し；並びに
ｎは、１０以上の整数を示す。]

20

で表されるポリ（ジフェニルアセチレン）化合物であり、また本発明の化合物（Ｉ−ｈ）
は、化合物（Ｉ）のうち、そのポリマー主鎖に一方向巻きのらせん構造を有する化合物で
ある。
【００６３】
本発明の化合物（Ｉ）の塩（若しくは化合物（Ｉ−ｈ）の塩）とは、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
。
【００６４】
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
30

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
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。

40

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
等との塩が挙げられる。
本発明の化合物（Ｉ）の塩（若しくは化合物（Ｉ−ｈ）の塩）は、好ましくは、無機塩
基または有機塩基との塩である。
【００６５】
本発明の化合物（Ｉ）（若しくは化合物（Ｉ−ｈ））又はその塩の溶媒和物とは、本発
明の化合物（Ｉ）（若しくは化合物（Ｉ−ｈ））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、本発明の化合物（Ｉ）（若しくは化合物（Ｉ−
ｈ））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。
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【００６６】
以下、本発明の化合物（Ｉ）の各基について説明する。
【００６７】
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表
す。
【００６８】
Ｒ１、Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ２

、Ｒ３、Ｒ３

、Ｒ４及びＲ４

は、好ましくは、独立し

10

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
でも、水素原子又はハロゲン原子が特に好ましい。
【００６９】
Ｒ１、Ｒ１

、Ｒ２、Ｒ２

、Ｒ３、Ｒ３

Ｒ１

、Ｒ２とＲ２

、Ｒ３とＲ３

１

１

２

２

、Ｒ

、Ｒ

及びＲ４とＲ４

３

、Ｒ

、Ｒ３

、Ｒ

、Ｒ４及びＲ４

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

20

よい。
【００７０】
Ｘは、光学活性キラル化合物との縮合によりアミド化又はエステル化されたカルボキシ
基を表す。光学活性キラル化合物としては、前記例示した化合物が挙げられる。
【００７１】
Ｘは、好ましくは、光学活性キラルアミンとの縮合によりアミド化されたカルボキシ基
である。光学活性キラルアミンとしては、光学活性キラル化合物として前記例示した化合
物のうち、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

30

−メトキシフェニル）エチルアミン、β−メチルフェネチルアミン、２−アミノ−１−ブ
タノール、２−アミノ−１，２−ジフェニルエタノール、１−アミノ−２−インダノール
、２−アミノ−１−フェニル−１，３−プロパンジオール、２−アミノ−１−プロパノー
ル、ロイシノール、フェニルアラニノール、２−フェニルグリシノール、バリノール、ノ
ルエフェドリン、メチオニノール、１−ベンジル−３−アミノピロリジン、２−（メトキ
シメチル）ピロリジン、１−（２−ピロリジノメチル）ピロリジン、カルボキシ基を保護
したアミノ酸等の光学活性体が挙げられる。
【００７２】
Ｘは、より好ましくは、（Ｒ）−（＋）−１−フェニルエチルアミン又は（Ｓ）−（−
40

）−１−フェニルエチルアミンとの縮合によりアミド化されたカルボキシ基である。
【００７３】
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。
【００７４】
本発明の化合物（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

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、且つＲ１とＲ１
Ｒ

２

とＲ

２

、Ｒ

３

とＲ

３

及びＲ

４

とＲ

４

、

が、それぞれ同一の基であり；

Ｘは、光学活性キラルアミン（例、１−フェニルエチルアミン、１−シクロヘキシルエ
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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、β−メチルフェネチルア
ミン、２−アミノ−１−ブタノール、２−アミノ−１，２−ジフェニルエタノール、１−
アミノ−２−インダノール、２−アミノ−１−フェニル−１，３−プロパンジオール、２
−アミノ−１−プロパノール、ロイシノール、フェニルアラニノール、２−フェニルグリ
シノール、バリノール、ノルエフェドリン、メチオニノール、１−ベンジル−３−アミノ
ピロリジン、２−（メトキシメチル）ピロリジン、１−（２−ピロリジノメチル）ピロリ
ジン、カルボキシ基を保護したアミノ酸等の光学活性体）との縮合によりアミド化された
10

カルボキシ基であり；並びに
ｎが、１０以上の整数である、化合物（Ｉ）。
【００７５】
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

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、且つＲ１とＲ１
、Ｒ３とＲ３

及びＲ４とＲ４

、Ｒ２とＲ２

が、それぞれ同一の基であり；

Ｘは、光学活性キラルアミン（前記例示した化合物）との縮合によりアミド化されたカ

20

ルボキシ基であり；並びに
ｎが、１０以上１００００以下の整数である、化合物（Ｉ）。
【００７６】
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
１

素原子又はハロゲン原子であり、且つＲ
４

４

とＲ

、Ｒ４及びＲ４

とＲ

１

２

、Ｒ

は、独立してそれぞれ水

とＲ

２

、Ｒ３とＲ３

及びＲ

が、それぞれ同一の基であり；

Ｘは、（Ｒ）−（＋）−１−フェニルエチルアミン又は（Ｓ）−（−）−１−フェニル
エチルアミンとの縮合によりアミド化されたカルボキシ基であり；並びに

30

ｎが、１００以上１００００以下の整数である、化合物（Ｉ）。
【００７７】
本発明の化合物（Ｉ）のうち、その２次構造として主鎖に一方向巻きのらせん構造を有
する化合物（Ｉ−ｈ）がより好ましく、中でも、上記した化合物（ＩＡ）、化合物（ＩＢ
）及び化合物（ＩＣ）の主鎖に一方向巻きのらせん構造を有する化合物（ＩＡ−ｈ）、化
合物（ＩＢ−ｈ）及び化合物（ＩＣ−ｈ）が特に好ましい。
【００７８】
本発明の化合物（Ｉ）若しくは化合物（Ｉ−ｈ）の数平均重合度（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。

40

【００７９】
また、本発明の化合物（Ｉ）若しくは化合物（Ｉ−ｈ）は、同位元素（例えば、３Ｈ、
２

Ｈ（Ｄ）、１４Ｃ、３５Ｓ等）で標識されていてもよい。

【００８０】
（本発明の化合物（Ｉ）及び化合物（Ｉ−ｈ）の合成）
本発明の化合物（Ｉ）及び化合物（Ｉ−ｈ）の製造方法としては、特に限定されないが
、例えば、以下のような反応を経て合成することができる。
【００８１】
原料化合物は、特に述べない限り、市販品として容易に入手できるか、あるいは、自体
公知の方法またはこれらに準ずる方法に従って製造することができる。
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【００８２】
なお、以下の反応式中の各工程で得られた化合物は、反応液のままか粗生成物として次
の反応に用いることもできる。あるいは、該化合物は常法に従って反応混合物から単離す
ることもでき、再結晶、蒸留、クロマトグラフィーなどの通常の分離手段により容易に精
製することができる。
【００８３】
本発明の化合物（Ｉ）及び化合物（Ｉ−ｈ）は、例えば、以下の工程により製造するこ
とができる。
【００８４】
【化５】

10

20

30

【００８５】
［式中、Ｙ及びＹ
７

基を示し、Ｒ

は、ハロゲン原子、トリフルオロメタンスルホニルオキシ基等の脱離
７

及びＲ

40

は、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

アリール基、置換されていてもよいアラルキル基を示し、他の記号は、前記と同義である
。］
【００８６】
工程１
当該工程は、化合物１をエステル化して、化合物２を製造する工程である。
当該反応は、自体公知の方法（例えば、酸ハライドへと変換後、アルコール（Ｒ７ＯＨ
）と反応させる方法、縮合剤及び塩基存在下でアルコール（Ｒ７ＯＨ）と反応させる方法
等）により行われる。
【００８７】
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酸ハライドへの変換に使用するハロゲン化剤としては、例えば、塩化チオニル、塩化オ
キサリル等が挙げられる。
溶媒としては、例えば、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類；ジエチルエーテル
、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類；クロロホルム、ジクロロメタン等の
ハロゲン化炭化水素類等あるいはそれらの混合物が挙げられる。
反応温度は、通常−１０℃〜３０℃、好ましくは０℃〜２０℃であり、反応時間は、通
常１〜３０時間である。
【００８８】
縮合剤としては、ジシクロヘキシルカルボジイミド（ＤＣＣ）、ジイソプロピルカルボ
ジイミド（ＤＩＣ）、Ｎ−エチル−Ｎ

−[３−（ジメチルアミノ）プロピル］カルボジ

10

イミドおよびその塩酸塩（ＥＤＣ・ＨＣｌ）、ヘキサフルオロリン酸（ベンゾトリアゾー
ル‑1‑イルオキシ）トリピロリジノホスホニウム(ＰｙＢｏｐ)、Ｏ−（ベンゾトリアゾー
ル−１−イル）−Ｎ，Ｎ，Ｎ

，Ｎ

−テトラメチルウロニウム

テトラフルオロボレー

ト（ＴＢＴＵ）、１−［ビス（ジメチルアミノ）メチレン］−５−クロロ−１Ｈ−ベンゾ
トリアゾリウム３−オキシド
リアゾール−Ｎ，Ｎ，Ｎ

ヘキサフルオロホスフェート（ＨＣＴＵ）、Ｏ−ベンゾト

，Ｎ

−テトラメチルウロニウム

ヘキサフルオロボレート（

ＨＢＴＵ）等が挙げられる。
縮合剤の使用量は、化合物１（１当量）に対して、１〜１０当量使用することができ、
好ましくは１〜５モルである。
溶媒としては、例えば、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類；ジエチルエーテル

20

、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類；クロロホルム、ジクロロメタン等の
ハロゲン化炭化水素類等あるいはそれらの混合物が挙げられ、中でも、トルエン、テトラ
ヒドロフラン等が好ましい。
反応温度は、通常−１０℃〜３０℃、好ましくは０℃〜２０℃であり、反応時間は、通
常１〜３０時間である。
【００８９】
工程２
当該工程は、化合物２の脱離基Ｙ（好ましくは、ヨウ素）を薗頭カップリング条件下で
トリメチルシリルエチニル基に置換して、化合物３へと変換する工程である。
当該反応は、反応に影響を及ぼさない溶媒中、塩基存在下、金属触媒を用いて行われる

30

。
【００９０】
金属触媒としては、例えば、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（０）
（Ｐｄ（ＰＰｈ３）４）、トリス（ジベンジリデンアセトン）ジパラジウム（０）（Ｐｄ
２（ｄｂａ）３）、ジクロロビス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（ＩＩ）（Ｐｄ

（ＰＰｈ３）２Ｃｌ２）、ジクロロビス（アセトニトリル）パラジウム（ＩＩ）（（ＣＨ
３ＣＮ）２ＰｄＣｌ２）等のパラジウム化合物が挙げられ、中でも、ジクロロビス（トリ

フェニルホスフィン）パラジウム（ＩＩ）が好ましい。
該金属触媒の使用量は、化合物２（１当量）に対して、通常０．００１〜１当量である
40

。
【００９１】
塩基としては、例えば、トリエチルアミン等の有機塩基やアンモニア等の無機塩基が挙
げられ、中でもトリエチルアミンが好ましい。
該塩基は、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２（１当量）に
対して、通常１０〜１０００当量である。
【００９２】
当該工程においては、必要に応じてヨウ化銅や臭化銅等の銅化合物、２−ジシクロヘキ
シルホスフィノ−２

，４

，６

−トリイソプロピルビフェニル等のホスフィン化合物

等の添加物を添加してもよい。
【００９３】
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溶媒としては、例えば、テトラヒドロフランや１，４−ジオキサン等のエーテル系溶媒
、アセトニトリルやジメチルホルムアミド等の極性溶媒、又はベンゼン等の炭化水素溶媒
が挙げられ、中でも、テトラヒドロフランが好ましい。
【００９４】
反応温度は、通常−１０℃〜１００℃、好ましくは０℃〜５０℃である。
反応時間は、通常０．５〜２４時間である。
【００９５】
工程３
当該工程は、化合物３のトリメチルシリル基を除去することにより、化合物４へと変換
10

する工程である。
当該反応は、反応に影響を及ぼさない溶媒中、塩基又はフッ化テトラ‑n‑ブチルアンモ
ニウム等のフッ化物イオン源を用いて行われる。
【００９６】
塩基としては、例えば、炭酸カリウム、炭酸セシウム、炭酸ナトリウム等の無機塩基が
挙げられ、中でも、炭酸カリウムが好ましい。
該塩基の使用量は、化合物３（１当量）に対して、通常１〜１０当量である。
【００９７】
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）

20

）等のエーテル系溶媒、メタノール、エタノール等のアルコール系溶媒、テトラヒドロフ
ランとメタノール、ＤＭＥとメタノールのような混合溶媒等が挙げられ、中でもテトラヒ
ドロフランとメタノールの混合溶媒が好ましい。
【００９８】
反応温度は、通常−２０℃〜１００℃、好ましくは−１０℃〜４０℃である。
反応時間は、通常０．５〜２４時間である。
【００９９】
工程４
当該工程は、化合物２

の脱離基Ｙ

（好ましくは、ヨウ素）を薗頭カップリング条件

下で化合物４とカップリング反応を行い、化合物５へと変換する工程である。

30

【０１００】
当該カップリング反応は、工程２と同様の反応形態及び反応条件により行うことができ
る。
【０１０１】
工程５
当該工程は、化合物５を重合させることにより、化合物６へと変換する工程である。
当該反応は、反応に影響を及ぼさない溶媒中、窒素雰囲気下、金属触媒を用いて行われ
る。
【０１０２】
金属触媒としては、塩化タングステン（ＶＩ）及びテトラフェニルすず（ＩＶ）の混合

40

触媒が好ましい。
該金属触媒の使用量は、化合物５（１当量）に対して、通常０．０００１〜０．２当量
、好ましくは、０．００１〜０．１当量である。
【０１０３】
溶媒としては、例えば、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類；テトラヒドロフラ
ン、ジオキサン等のエーテル類等あるいはそれらの混合物が挙げられ、中でも、トルエン
等が好ましい。
【０１０４】
当該工程で使用される溶媒の量は、例えば、化合物５が０．００１〜１Ｍ程度の濃度と
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。
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【０１０５】
反応温度は、通常−１０℃〜２００℃、好ましくは１０℃〜１２０℃である。
反応時間は、通常０．５〜３０時間である。
【０１０６】
工程６
当該工程は、化合物６のエステルを加水分解して、化合物（ＩＩ）に変換する工程であ
る。
当該反応は、反応に影響を及ぼさない溶媒中、塩基を用いて行われる。
【０１０７】
塩基としては、例えば、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム等の無機塩基が挙げられ、

10

中でも、水酸化カリウムが好ましい。
該塩基の使用量は、化合物６（１当量）に対して、通常１〜１００当量である。
【０１０８】
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と水の混合溶媒等が挙げられ、中でもテトラヒドロフランと水の混
合溶媒が好ましい。
【０１０９】
反応温度は、通常０℃〜１００℃、好ましくは１０℃〜８０℃である。

20

反応時間は、通常０．５〜３０時間である。
【０１１０】
工程７
当該工程は、化合物（ＩＩ）のカルボキシ基を光学活性キラル化合物との縮合反応によ
りアミド化又はエステル化して化合物（Ｉ）に変換する工程である。
【０１１１】
当該エステル化は、アルコールとして光学活性キラルアルコール（好ましくは、例えば
、光学活性キラル化合物として前記例示した化合物のうち、１−フェニルエチルアルコー
ル、１−フェニル−２−プロパノール、１，２，３，４−テトラヒドロ−１−ナフトール
、１−アセチル−３−ピロリジノール、１−ベンジル−３−ピロリジノール、２−ブタノ

30

ール、α−ヒドロキシ−γ−ブチロラクトン、３−ヒドロキシテトラヒドロフラン、１−
メチル−３−ピロリジノール、２−オクタノール、２−ペンタノール、１−（２−ナフチ
ル）エタノール、メントール、ボルネオール、キニジン、キニン、キンコリン、キンコリ
ジン、シンコニジン、シンコニン等）を使用する以外は、工程１と同様の反応形態及び反
応条件により行うことができる。
【０１１２】
当該アミド化は、自体公知の方法に従い、縮合剤存在下で化合物（ＩＩ）と光学活性キ
ラルアミン（好ましくは、前記例示した化合物である。）とを反応させる方法等により行
われる。
当該反応は、反応に影響を及ぼさない溶媒中、必要に応じて縮合添加剤存在下、縮合剤

40

を用いて行われる。
【０１１３】
縮合添加剤としては、１−ヒドロキシベンゾトリアゾール（ＨＯＢｔ）、１−ヒドロキ
シ−１Ｈ−１，２，３−トリアゾール−５−カルボン酸エチルエステル（ＨＯＣｔ）、１
−ヒドロキシ−７−アザベンゾトリアゾール（ＨＯＡｔ）等が挙げられる。
縮合添加剤の使用量は、化合物（ＩＩ）１当量に対して、好ましくは０．０５〜１．５
当量である。
【０１１４】
縮合剤としては、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）、ジシクロヘキシルカルボジイミド
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（ＤＣＣ）、ジイソプロピルカルボジイミド（ＤＩＣ）、Ｎ−エチル−Ｎ

−［３−（ジ

メチルアミノ）プロピル］カルボジイミドおよびその塩酸塩（ＥＤＣ・ＨＣｌ）、ヘキサ
フルオロリン酸（ベンゾトリアゾール‑1‑イルオキシ）トリピロリジノホスホニウム(Ｐｙ
Ｂｏｐ)、Ｏ−（ベンゾトリアゾール−１−イル）−Ｎ，Ｎ，Ｎ
ウロニウム

，Ｎ

テトラフルオロボレート（ＴＢＴＵ）、１−［ビス（ジメチルアミノ）メチ

レン］−５−クロロ−１Ｈ−ベンゾトリアゾリウム−３−オキシド
フェート（ＨＣＴＵ）、Ｏ−ベンゾトリアゾール−Ｎ，Ｎ，Ｎ
ロニウム

−テトラメチル

，Ｎ

ヘキサフルオロホス
−テトラメチルウ

ヘキサフルオロボレート（ＨＢＴＵ）等が挙げられるが、水系溶媒中でも使用

可能なＤＭＴ−ＭＭが特に好適である。
縮合剤の使用量は、化合物（ＩＩ）１当量に対して、１〜１０当量使用することができ

10

、好ましくは１〜５当量である。
溶媒としては、例えば、水；ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）；トルエン、キシレン
等の芳香族炭化水素類；ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテ
ル類；クロロホルム、ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素類等あるいはそれらの混合
物が挙げられ、中でも、水とＤＭＳＯの混合溶媒等が好ましい。
反応温度は、通常０〜４０℃、好ましくは０℃〜室温であり、反応時間は、通常１〜３
０時間である。
【０１１５】
工程８
当該工程は、化合物（Ｉ）の主鎖に一方向巻きのらせん構造を形成させて、化合物（Ｉ

20

−ｈ）に変換する工程である。
当該反応は、反応に影響を及ぼさない溶媒中で化合物（Ｉ）を加熱処理して行われる。
【０１１６】
溶媒としては、例えば、ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、ジメチルスルホキシド（Ｄ
ＭＳＯ）、ジメチルアセトアミド（ＤＭＡ）、又はそれらの混合溶媒が挙げられ、中でも
、ＤＭＦ／ＤＭＳＯ混合溶媒が好ましい。
反応温度は、通常１０℃〜２００℃、好ましくは８０℃〜１００℃であり、反応時間は
、通常１〜３０時間である。
【０１１７】
化合物（Ｉ）に一方向巻きのらせんキラリティーが誘起されたか否か（すなわち、化合

30

物（Ｉ−ｈ）が形成されたか否か）は、ＣＤ及びＵＶスペクトルを測定することにより確
認することができる。
【０１１８】
化合物（Ｉ）にどの程度の光学純度で一方向巻きのらせんキラリティーが誘起されたか
どうか（すなわち、化合物（Ｉ−ｈ）のらせんキラリティーの片寄りの程度）は、ＣＤス
ペクトルのピーク強度（Δε）を測定することにより確認することができる。すなわち、
ピーク強度が大きいほど、らせんの巻き方向が一方向に片寄っていることを示す。
【０１１９】
（本発明の化合物（Ｉ）又は化合物（Ｉ−ｈ）を担持してなるキラルカラム用充填剤、及
び該充填剤が充填された高速液体クロマトグラフィー用キラルカラムの製造方法）

40

本発明の化合物（Ｉ）又は化合物（Ｉ−ｈ）は、それ自体を光学異性体分離剤として使
用することもできるが、通常、多孔質有機担体又は多孔質無機担体等の担体に担持させる
ことが好ましい。
【０１２０】
本発明に用いられる最も好ましい担体はシリカゲルであり、シリカゲルの粒径は０．１
μｍ〜３００μｍ、好ましくは１μｍ〜１０μｍであり、平均孔径は１０Å〜１００μｍ
、好ましくは５０Å〜５００００Åである。
【０１２１】
本発明の化合物（Ｉ）又は化合物（Ｉ−ｈ）のシリカゲルへの担持方法としては、最も
簡便には、本発明の化合物（Ｉ）又は化合物（Ｉ−ｈ）をアセトン／テトラヒドロフラン
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混合溶媒に溶解し、シリカゲルにコーティングして担持させる方法が挙げられる。
【０１２２】
本発明の化合物（Ｉ）又は化合物（Ｉ−ｈ）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。
【０１２３】
本発明の化合物（Ｉ）又は化合物（Ｉ−ｈ）が担持された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。
【実施例】
10

【０１２４】
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。
【０１２５】
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

ム、重ジメチルスルホキシド及び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（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、ｑｕｉｎｔ＝クインテット、ｍ＝マルチプレット、ｄｄ＝
ダブルダブレット、ｄｔ＝ダブルトリプレット、ｂｒｓ＝ブロードシングレット）、カッ

20

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

換算で算出した。
調製した本発明の化合物（Ｉ）の分離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
検出器

ＭＤ−９１０、日本分光製旋光

ＯＲ−９９０を用いた。円二色性（ＣＤ）測定は日本分光製円二色性分散計

−７２５、紫外可視吸収測定は日本分光製紫外可視分光光度計
定は、日本分光製赤外分光光度計

Ｊ

30

Ｖ−５７０、赤外吸収測

ＦＴ／ＩＲ−４６０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。
【０１２６】
実施例１
化合物（Ｉａ）の合成
【０１２７】
（１）４−ヨード安息香酸ヘプチル（２ａ）の合成
【０１２８】
【化６】

40

【０１２９】
窒素雰囲気下、４−ヨード安息香酸（１ａ）（１０．６ｇ，４２．９ｍｍｏｌ）を脱水
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ジクロロメタン（１４０ｍＬ）に溶解し、脱水Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミドを数滴加え
た。その後、０℃で塩化オキサリル（４．５０ｍＬ，４２．４ｍｍｏｌ）を加え室温で１
０時間撹拌した。溶媒除去した後、脱水ピリジン（７０ｍＬ）とｎ−ヘプタノール（７．
０ｍＬ，４９．４ｍｍｏｌ）を加え、７０℃で５時間撹拌した。反応溶媒を除去した後、
酢酸エチルで希釈し、蒸留水と飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄し、有機層を無水硫
酸ナトリウムで脱水した。溶媒を減圧除去し、残渣をカラムクロマトグラフィー（酢酸エ
チル：ヘキサン＝１：１９）で精製することにより、４−ヨード安息香酸ヘプチル（２ａ
）（１４．５ｇ、収率９７％）を油状液体として得た。
【０１３０】
（２）４−［（トリメチルシリル）エチニル］安息香酸ヘプチル（３ａ）の合成

10

【０１３１】
【化７】

20
【０１３２】
窒素雰囲気下、４−ヨード安息香酸ヘプチル（２ａ）（１０．１ｇ，２９．３ｍｍｏｌ
）を脱水トリエチルアミン（５０ｍＬ）に溶解し、Ｐｄ（ＰＰｈ３）２Ｃｌ２（０．０８
２０ｇ，０．１１７ｍｍｏｌ）、トリフェニルホスフィン（０．１２６ｇ，０．４８０ｍ
ｍｏｌ）、ヨウ化銅（Ｉ）（０．１３５ｇ，０．１９２ｍｍｏｌ）、トリメチルシリルア
セチレン（ＴＭＳＡ）（４．３０ｍＬ，３１．７ｍｍｏｌ）を加え、室温で２０時間撹拌
した。反応溶液をセライトろ過した後、溶媒を減圧除去し、残渣をカラムクロマトグラフ
ィー（酢酸エチル：ヘキサン＝１：３０）で精製することにより、４−［（トリメチルシ
リル）エチニル］安息香酸ヘプチル（３ａ）（９．２３ｇ、収率９８％）を油状液体とし
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て得た。
【０１３３】
（３）４−エチニル安息香酸ヘプチル（４ａ）の合成
【０１３４】
【化８】

40

【０１３５】
４−［（トリメチルシリル）エチニル］安息香酸ヘプチル（３ａ）（１０．４ｇ，３２
．８ｍｍｏｌ）をテトラヒドロフラン／メタノール（３／１，ｖ／ｖ）（４００ｍＬ）に
溶解し、炭酸カリウム（１．００ｇ，７．２４ｍｍｏｌ）を加え、−１０℃で１時間撹拌
した。反応溶媒を濃縮した後、酢酸エチルで希釈し、１Ｎ塩酸、飽和炭酸水素ナトリウム
水溶液で洗浄し、有機層を無水硫酸ナトリウムで脱水した。溶媒を減圧除去し、残渣をカ
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ラムクロマトグラフィー（酢酸エチル：ヘキサン＝１：２５）で精製することにより、４
−エチニル安息香酸ヘプチル（４ａ）（６．５８ｇ、収率８２％）を油状液体として得た
。
【０１３６】
（４）ビス［（４−へプチロキシカルボニル）フェニル］アセチレン（５ａ）の合成
【０１３７】
【化９】

10

20
【０１３８】
窒素雰囲気下、４−ヨード安息香酸ヘプチル（２ａ）（３．６４ｇ，１０．５ｍｍｏｌ
）を脱水トリエチルアミン（８．６ｍＬ）に溶解し、脱水テトラヒドロフラン（４．０ｍ
Ｌ）、トリフェニルホスフィン（３９．３ｍｇ，０．１５０ｍｍｏｌ）、ヨウ化銅（Ｉ）
（４３．８ｍｇ，０．２３０ｍｍｏｌ）、Ｐｄ（ＰＰｈ３）２Ｃｌ２（２７．９ｍｇ，０
．０３９７ｍｍｏｌ）を加えた。その後、４−エチニル安息香酸ヘプチル（４ａ）（２．
６４ｇ，１０．８ｍｍｏｌ）を脱水テトラヒドロフラン（２．０ｍＬ）に溶かした溶液を
ゆっくり滴下し、室温で３時間撹拌した。反応溶液をセライトろ過し、減圧除去した後、
酢酸エチルで希釈し、水、飽和食塩水で洗浄し、有機層を無水硫酸ナトリウムで脱水した
。溶媒を減圧除去し、残渣をカラムクロマトグラフィー（酢酸エチル：ヘキサン＝１：１

30

０）で精製した。続いてメタノール／エタノール（５：１，ｖ／ｖ）で再結晶を行い、ビ
ス［（４−へプチロキシカルボニル）フェニル］アセチレン（５ａ）（４．６４ｇ、収率
９５％）を白色固体として得た。
ｍｐ：６１．３−６２．４℃；
ＩＲ（ＫＢｒ，ｃｍ−１）：１９４３（Ｃ≡Ｃ），１７０７（Ｃ＝Ｏ）；
１

Ｈ

ＮＭＲ（５００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，ｒｔ）：δ８．０４（ｄ，Ｊ＝８．６Ｈｚ，

４Ｈ，Ａｒ−Ｈ），７．６０（ｄ，Ｊ＝８．０Ｈｚ，４Ｈ，Ａｒ−Ｈ），４．３３（ｔ，
Ｊ＝６．６Ｈｚ，４Ｈ，２ＯＣＨ２ＣＨ２），１．７６（ｑｕｉｎｔ，Ｊ＝６．６Ｈｚ，
４Ｈ，２ＯＣＨ２ＣＨ２），１．２５−１．４７（ｍ，１６Ｈ，８ＣＨ２），０．９０（
ｔ，Ｊ＝６．９Ｈｚ，６Ｈ，２ＣＨ３）；
１３

Ｃ

ＮＭＲ（１２５ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，ｒｔ）：δ１６６．１９，１３１．７６，

１３０．４６，１２９．６８，１２７．３８，９１．４９，６５．５６，３１．８８，２
９．１１，２８．８５，２６．１５，２２．７５，１４．２３；
元素分析：Ｃａｌｃｄ

ｆｏｒ

Ｃ３０Ｈ３８Ｏ４：Ｃ，７７．８９；Ｈ，８．２８．Ｆ

ｏｕｎｄ：Ｃ，７７．６０；Ｈ，８．３７．
【０１３９】
（５）化合物（５ａ）の重合による化合物（６ａ）の合成
【０１４０】
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【化１０】

10

【０１４１】
窒素雰囲気下、シュレンク管にビス［（４−へプチロキシカルボニル）フェニル）］ア
セチレン（５ａ）（６００ｍｇ，１．３０ｍｍｏｌ）、塩化タングステン（ＶＩ）（５１
．６ｍｇ，０．１３０ｍｍｏｌ）、テトラフェニルすず（ＩＶ）（５５．５ｍｇ，０．１
３０ｍｍｏｌ）を入れ、真空蒸留した脱水トルエン（２．６ｍＬ）を加えた。その後、１
１０℃で２４時間撹拌した。室温まで冷却後、大量のメタノールに再沈殿させ、遠心分離
により黄土色固体を得た。続いて、少量のトルエンに溶解させ、大量のテトラヒドロフラ
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ン／メタノール（３：１，ｖ／ｖ）混合溶媒に再沈殿させ、遠心分離によりポリ（ジフェ
ニルアセチレン）へプチルエステル（化合物（６ａ））（４０４ｍｇ、収率６７％）を黄
土色固体として回収した。ゲル浸透クロマトグラフィー測定により求めた化合物（６ａ）
のポリスチレン換算の数平均分子量Ｍｎは１．４６×１０４であり分散度Ｍｗ／Ｍｎは１
．５８であった。
ＩＲ（ＫＢｒ，ｃｍ−１）：１７２１（Ｃ＝Ｏ）；
１

Ｈ

ＮＭＲ（５００ＭＨｚ，ＣＤＣｌ３，５０℃）：δ７．１６−７．２８（ｂｒ，４

Ｈ，Ａｒ−Ｈ），６．４１−６．７１（ｂｒ，２Ｈ，Ａｒ−Ｈ），５．９２−６．１５（
ｂｒ，２Ｈ，Ａｒ−Ｈ），４．０３−４．４８（ｂｒ，４Ｈ，２ＯＣＨ２ＣＨ２），１．
６０−１．９３（ｂｒ，４Ｈ，２ＯＣＨ２ＣＨ２），１．２５−１．４７（ｂｒ，１６Ｈ
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，８ＣＨ２），０．７９−１．０４（ｂｒ，６Ｈ，２ＣＨ３）；
元素分析：Ｃａｌｃｄ

ｆｏｒ

Ｃ３０Ｈ３８Ｏ４：Ｃ，７７．８９；Ｈ，８．２８．Ｆ

ｏｕｎｄ：Ｃ，７７．４０；Ｈ，８．４２．
【０１４２】
（６）化合物（６ａ）の加水分解による化合物（ＩＩａ）の合成
【０１４３】
【化１１】

40

【０１４４】
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化合物（６ａ）（４００ｍｇ）をテトラヒドロフラン（１５ｍＬ）に溶解し、４Ｎ水酸
化カリウム水溶液（３５ｍＬ）を加え、８０℃で２時間撹拌した。その後、テトラヒドロ
フランを留去し、４Ｎ水酸化カリウム水溶液（３０ｍＬ）を加え、８０℃で２４時間撹拌
した。反応溶液に蒸留水を加えた後、ジエチルエーテル、クロロホルムで洗浄した。水層
に１Ｎ塩酸水溶液を加えて酸性にし、析出した固体を遠心分離により回収し、その後、蒸
留水で洗浄することによりポリ（ジフェニルアセチレン）カルボン酸（光学不活性体）（
化合物（ＩＩａ））（１８０ｍｇ、収率７８％）を褐色固体として得た。
ＩＲ（ＫＢｒ，ｃｍ−１）：１７０１（Ｃ＝Ｏ）；
１

Ｈ

ＮＭＲ（５００ＭＨｚ，ｄ６−ＤＭＳＯ／Ｄ２Ｏ（１：１，ｖ／ｖ），８０℃）：

δ７．１９−６．８８（ｂｒ，４Ｈ，Ａｒ−Ｈ），６．５３−６．３１（ｂｒ，２Ｈ，Ａ

10

ｒ−Ｈ），６．１２−５．８２（ｂｒ，２Ｈ，Ａｒ−Ｈ）；
元素分析：Ｃａｌｃｄ

ｆｏｒ

（Ｃ１６Ｈ１０Ｏ４・２．１Ｈ２Ｏ）ｎ：Ｃ，６３．２

０；Ｈ，４．７１．Ｆｏｕｎｄ：Ｃ，６３．０４；Ｈ，４．５５．
【０１４５】
（７）化合物（ＩＩａ）と（Ｓ）−（−）−１−フェニルエチルアミンとの縮合による化
合物（Ｉａ）の合成
【０１４６】
【化１２】
20

30

【０１４７】
化合物（ＩＩａ）（１２０ｍｇ，０．４５１ｍｍｏｌ）をジメチルスルホキシド／水（
５：１，ｖ／ｖ）（２１ｍＬ）に溶解し、（Ｓ）−（−）−１−フェニルエチルアミン（
２２３μＬ，１．８８ｍｍｏｌ）、ＤＭＴ−ＭＭ（５２０ｍｇ，１．８８ｍｍｏｌ）を加
え、室温で１６時間撹拌した。反応溶液を大量のヘキサン／エタノール（５：１，ｖ／ｖ
）混合溶媒に再沈殿し、遠心分離により回収した後、ヘキサンで洗浄することにより化合
物（Ｉａ）（１２５ｍｇ、収率６０％）を黄色固体として得た。
【０１４８】
（８）化合物（Ｉａ）の加熱処理による一方向巻きのらせん構造を有する光学活性な化合
物（Ｉａ−ｈ）の合成
【０１４９】
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【化１３】
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【０１５０】
前記（７）により得られた化合物（Ｉａ）（１５０ｍｇ）をジメチルスルホキシド／Ｎ
，Ｎ−ジメチルホルムアミド（２：１，ｖ／ｖ）（１６ｍＬ）に溶解し、９０℃で１５時
間加熱した。反応液を濃縮後、大量のメタノールに再沈殿させ、遠心分離により化合物（
Ｉａ−ｈ）（１４７ｍｇ）を収率９８％で得た。得られた化合物（Ｉａ−ｈ）をジメチル
スルホキシド／Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド（２：１，ｖ／ｖ）に溶解し、ＣＤおよび
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ＵＶスペクトルを測定した結果を図１に示した。９０℃で加熱することで主鎖の吸収領域
に、強い誘起ＣＤが発現することが確認された。これにより化合物（Ｉａ）に一方向巻き
のらせん構造が誘起され、一方向巻きのらせん構造を有する光学活性な化合物（Ｉａ−ｈ
）が生成したことが確認できた。
【０１５１】
実施例２
カラムの調製と不斉識別能評価
【０１５２】
（１）化合物（Ｉａ）を担持させた光学分割用キラルカラム（Ａ）の調製
化合物（Ｉａ）（１５０ｍｇ）をアセトン／テトラヒドロフラン（４：１，ｖ／ｖ）（
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５ｍＬ）に溶解し、メンブランフィルター（０．２μｍ）によりろ過を行った後、ＨＰＬ
Ｃ用のシリカゲル（ダイソー製：粒径７μｍ）に担持した。得られたポリマー担持ゲルを
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
ムに充填した。
【０１５３】
（２）化合物（Ｉａ−ｈ）を担持させた光学分割用キラルカラム（Ｂ）の調製
化合物（Ｉａ−ｈ）（１５０ｍｇ）をアセトン／テトラヒドロフラン（２：１，ｖ／ｖ
）（５ｍＬ）に溶解し、メンブランフィルター（０．２μｍ）によりろ過を行った後、Ｈ
ＰＬＣ用のシリカゲル（ダイソー製：粒径７μｍ）に担持した。得られたポリマー担持ゲ
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
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カラムに充填した。
【０１５４】
（３）キラルカラム（Ａ）、（Ｂ）を用いた１，１

−ビ−２−ナフトールの光学分割

上記（１）、（２）の操作で調製されたキラルカラム（Ａ）、（Ｂ）を用いて、１，１
−ビ−２−ナフトールのラセミ体の光学分割をＨＰＬＣにより行った（室温：約２０℃
）。溶離液にはヘキサン／２−プロパノール＝９０／１０（ｖ／ｖ）を用いて、流速は０
．１ｍＬ／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、キラルカラム（Ａ）を用い
た場合には、ｋ１＝１．５２、α＝１．３４と見積もられ、キラルカラム（Ｂ）を用いた
場合には、ｋ１＝０．８０、α＝１．５３と見積もられた（表１、図２（キラルカラム（
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Ｂ）による分離結果））。
【０１５５】
（３）ＨＰＬＣによるキラルカラム（Ａ）、（Ｂ）の不斉識別能の確認
上記（１）、（２）の操作で調製されたキラルカラム（Ａ）、（Ｂ）を用いて、様々な
化合物のラセミ体の光学分割をＨＰＬＣ（流速は、０．１ｍＬ／分（ヘキサン／２−プロ
パノール＝９０／１０又は９９／１）により行った。その分離条件と結果を表１に示した
。いずれのカラムを用いても光学分割は可能であるが、キラルカラム（Ｂ）を用いた方が
、分離係数（α）の値が増加していることから、加熱処理により主鎖にらせんのキラリテ
ィーを誘起することにより光学分割能がより顕著に向上することが確認できた。
【０１５６】
【表１】

10

20

30

【０１５７】
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
（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
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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。
【０１５８】
表１によれば、本発明の化合物（Ｉ）又は化合物（Ｉ−ｈ）をＨＰＬＣカラムのキラル
固定相として使用することにより、アミド、ケトン、フェノール、アルコール、金属錯体
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等の広範な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。
【産業上の利用可能性】
【０１５９】
本発明によれば、光学活性なポリ（ジフェニルアセチレン）化合物（化合物（Ｉ））及
びその主鎖に一方向巻きのらせんキラリティーを誘起した化合物（化合物（Ｉ−ｈ））を
簡便に合成することができる。本発明の化合物を用いれば、広範なキラル化合物の光学分
割が可能であり、かつ分離能も高いため、簡便かつ実用的な光学異性体の分離方法を提供
することができる。さらに、化合物（Ｉ）の製造に使用する光学活性キラル化合物として
市販の化合物を広く使用できるので、その種類や絶対配置を、分離対象物の種類や溶出順
序に応じて容易に選択及び最適化することができるという利点を有する。

【図１】

【図２】
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【国際調査報告】
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