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折り畳みπスタック高分
子を基盤とする一重項分
裂材料の探索

26620109 2014年4月1日〜
2016年3月31日
(予定)

岡本 専太郎 神奈
川大学・工学部・教
授 (00201989)

高分子化
学

挑戦的萌芽
研究

神奈川大
学

2014年度:2470000
(1900000, 570000)

2015年度:1430000
(1100000, 330000)

触媒的環化付加反応を
基盤とする新しい精密重
合反応の開発

25288057 2013年4月1日〜
2016年3月31日
(予定)

岡本 専太郎 神奈
川大学・工学部・教
授 (00201989)

高分子化
学

基盤研究(B) 神奈川大
学

一般 6760000 5200000 1560000 2013年度:4680000
(3600000, 1080000)
2014年度:2080000
(1600000, 480000)

新低原子価チタン反応剤
による炭素ー酸素，窒
素ー硫黄結合解裂反応
の開発と合成利用

22550103 2010年4月1日〜
2013年3月31日
(予定)

岡本 専太郎 神奈
川大学・工学部・教
授 (00201989)

エポキシド  オキ
セタン  スルホン
アミド  チタナト
ラン  ラジカル反
応  低原子価チ
タン反応剤  有
機化学  有機合
成化学  結合解
裂  脱保護法

合成化学 基盤研究(C) 神奈川大
学

一般 4810000 3700000 1110000 2010年度:2210000
(1700000, 510000)
2011年度:1300000
(1000000, 300000)
2012年度:1300000
(1000000, 300000)

本研究で当初目的とした(i)エポキシドのラジカルC-O解裂による還元法の 開発,(ii)エポキシドC-O解
裂によるラジカル分子内・分子間C-C結合生成反応の開発,(iii)スルホンアミド(N-SO2R)の還元的N-S
解裂反応の開発については，研究が良好な進展をし，昨年度までに研究を完了し，論文発表も行な
い，学会報告をした。本年度は，この新しい低原子価チタン反応系を用いるさらなる反応探索・開発を
行なってきた。その成果として，以下が挙げられる。(1) 従来までのチタン種では反応しないオキセタン
類のラジカル還元開環反応を見いだし，カルボニル化合物の二炭素増炭型合成手法として確立した。
この成果は，学会発表を行なった。さらに，論文発表準備中である。(2)トリオール型アルコキシ基から
なるチタン錯体を用いる事で，三価チタン種を選択的に発生できる反応系を構築できた。この成果は，
学会発表を行なった。さらに，論文発表準備中である。(3) 幾つかの反応系でチタンについての触媒化
が可能である事を明らかにした。即ち，アリルエーテルやプロパルギルエーテルのC-O解裂反応，トリ
イン化合物の分子内環化付加三量化による縮環ベンゼン類の合成，エポキシドやオキセタンルインの
ラジカルC-O解裂反応などの反応で触媒化が可能である事が明らかになった。(4) 芳香族ニトリルとの
反応で，ニトリルが還元されながらMcMurry型のカップリングを起こし，対応するジアリールエテンが生
成するというこれまでに無い反応を見いだした。

これら(3)および(4)については，今後継続して研究を行っていく予定である。

低原子価チタンの新発生
法と結合生成・解裂反応
への利用

New Low Valent
Titanium Reagents and
Their Application to
Bond-Forming and-
Cleaving Reactions

19550113 2007年度〜2008
年度

岡本 専太郎
(OKAMOTO,
Sentaro) 神奈川大
学・工学部・教授
(00201989)

McMurry反応
アルキン[2+2+2]
環化付加  エポ
キシドラジカル
解裂  ラジカル
環化反応  低原
子価チタン  有
機金属触媒  置

合成化学 基盤研究(C) 神奈川大
学

一般 4810000 3700000 1110000 2007年度:2990000
(2300000, 690000)
2008年度:1820000
(1400000, 420000)

チタンアルコキシド[Ti(OR)_4]と金属Mg粉末が少量のハロゲン源[Me_3SiClやMgBr_2など]の存在下で
反応し、低原子価チタン反応剤を温和に発生すること、および、この反応剤によって種々の結合生成
反応や結合解裂反応が進行することを見いだした。(i) アリルエーテル、プロパルギルエーテルの切
断、(ii) アルキンの[2+2+2]型環化付加反応、(iii) 室温付近で均一系として使用できるMcMurry反応剤、
(iv) イミンの1,2-ジアミンへの還元的二量化剤、(v) エポキシドのC-O結合をラジカル的に解裂し、(vi)
その生じるラジカルによってアルケンとの分子内環化反応が進行した。

アザチタナサイクルの生
成を基盤とするα-分岐
アミン類の立体選択的合
成

Stereoselective
Synthesis of a-
Branched Amines
Based on Formation of
Azatitanacyclic
Compounds

16550102 2004年度〜2005
年度

岡本 専太郎
(OKAMOTO,
Sentaro) 神奈川大
学・工学部・助教授
(00201989)

2価チタン  3-
pyrroline  3-ピ
ロリン
azatitanacyclop
entane
azatitanacyclopr
opane  divalent
titanium  imine
pyrrole
pyrrolidine
reductive
coupling  アザチ
タナシクロプロ
パン  アザチタ
ナシクロペンタ
ン  イミン  ビロリ
ジン  ピロリヂン
ピロール  光学
活性  還元カッ
プリング

合成化学 基盤研究(C) 神奈川大
学

一般 3700000 3700000 0 2004年度:2300000
(2300000, 0) 2005
年度:1400000
(1400000, 0)

α-分岐アミノ構造は,多くの天然物や医薬品などの生理活性化合物の構成部分であり,またその多く
は光学活性体である。従って,これらの立体選択的な合成手法の開発は有意義である。イミンなどの
C=N結合化合物への求核付加反応は,α-分岐アミノ構造を構築する有効な合成法の一つであり,特に
その不斉反応が近年盛んに研究されている。この場合,イミノ化合物は親電子剤である。一方,筆者ら
は2価チタンと等価に働く反応剤Ti(O-i-Pr)_4/2i-PrMgXとイミンとの反応でアザチタナシクロプロパン
が生成することを見いだしている。このアザチタナシクロプロパンを基盤とするアミン類の選択的合成
について検討した。(1)アザチタナシクロプロパンとアルキンやプロパルギル化合物とを反応させると,ア
リルアミンおよびアレニルアミンがそれぞれ生成することを見いだし,さらに後者は,触媒量のCu(OTf)_2
と反応させると効率良く3-ピロリンに変換されることを見いだした。(2)分子内にイミンとアルケンを有す
る基質と2価チタン反応剤との反応を検討したところ,環化が進行し,対応するアザチタナシクロペンタン
が発生すること,さらに,これにホルムアルデヒドを反応させると縮環ピロリヂンがエンーイミンよりone-
potで合成できることを見いだした。(3)あるイミンより生成したアザチタナシクロプロパンに対し,異なるイ
ミンを反応させて還元的イミン交差カップリングを検討した。(4)イミンの還元による分岐アミンの生成に
おいて,触媒量Ti(O-i-Pr)_4を存在させる事で,これまで有機化合物の還元には用いられる事の無かっ
たCaH_2をヒドリド源とする還元が容易に進行することを見いだした。(5)イミン-チタン錯体と3,3-ジエト
キシプロピンとの反応により,1段階で2-アリールピロールが得られる事を見いだした。以上の内,(2),(4)
は論文発表済み。(1)(5)については,論文投稿中。

Since amines with a-branched structure are widely distributed in natural and artificial biologically active compounds and many
of them exist as their optically active form, development of their synthetic method is desired. Imine-based synthesis of them,
that is nucleophilic addition and reduction reaction of imines, is one of the useful methods, where imines act as an
electrophilic substrate. Whereas, we have found that (η^2-imine)Ti(O-i-Pr)_2 complexes which can be generated from imines
and a divalent titanium reagent, Ti(O-i-Pr)_4/2i-PrMgCl, react with a variety of electrophiles such as aldehydes, imines,
nitriles, alkynes, where the complexes, i.e., starting imines, can act as a nucleophile. Based on such type complexes having
their unique umpoling reactivity, the investigation purposing development of new stereoselective method for synthesizing α-
branched amines was carried out and we could found the following reactions : (1)The (η^2-imine)Ti(O-i-Pr)_2 complexes
reacted with propargyl alcohol derivatives to give α-allenylamines, where the reaction of complexes starting from chiral
imines proceeded in a highly diastereoselective manner. The efficient Cu-catalyzed cyclization reaction of the resulting a-
allenyl amines to 3-pyrrolines has also been developed. (2)The (η^2-imine)Ti(O-i-Pr)_2 complexes reacted smoothly with
3,3-diethoxypropyne to afford 2-arylpyrroles. One-pot procedure for preparing 2-arylpyrroles from arylaldehydes, primary
amines, 3,3-diethoxypropyne and a Ti(O-i-Pr)_4/2i-PrMgCl reagent has also been developed. Mechanistic investigation by the
reaction with a deuterated starting imine and/or quenching with D_2O revealed that the reaction involves formation of 4-
titanated 2-arylpyrrole intermediates. (3)The reaction of molecules having ene and imine structures with a Ti(O-i-Pr)_4/2i-
PrMgCI reagent proceeded via formation of the corresponding (η^2-imine)Ti(O-i-Pr)_2 complex and its insertion reaction
with alkene to provide the bicyclic titanacyclopentanes, which reacted with formaldehyde to yield bicyclic pyrrolidines in good
yields with a high stereoselectivity. (4)The reaction of arylaldehyde imines with 0.6-0.7 equivalent of a Ti(O-i-Pr)_4/2i-PrMgCl
reagent proceeded through the corresponding (η^2-imine)Ti(O-i-Pr)_2 complexes to give 1,2-diaryl-1,2-diamines with a high
dl-selectivity. (5)It was found that imines and ketones could be reduced to the corresponding amines and alcohols by a
combination reagent CaH_2/ZnX_2 in the presence of Ti(O-i-Pr)_4. The reaction with ketimines provided α-branched amines
in an excellent yield. This was the first example for direct use of CaH_2 to reduce organic molecules.

2価チタンによる連続分
子間-分子内カップリン
グ:一段階多結合生成反
応

Tandem Inter-
/intramolecular
Coupling Mediated by
a Ti(II) Reagent : One-
step Multibond-
forming Reactions

14550819 2002年度〜2003
年度

岡本 専太郎
(OKAMOTO,
Sentaro) 神奈川大
学・工学部・助教授
(00201989)

alkaroids
bicyclic
compounds
cyclization  low
valent  steroids
tandem
reactions
titanium  vitamin
D_3  アルカロイ
ド  アルカロド
ステロイド  チタ
ン  ビシクロ化合
物  ビタミンD3
低原子価  環化
反応  連続反応

合成化学
→合成化
学

基盤研究(C) 東京工業
大学→神
奈川大学

一般 3500000 3500000 0 2002年度:2100000
(2100000, 0) 2003
年度:1400000
(1400000, 0)

1,4-ジインとアリル化合物を2価チタン等価反応剤Ti(0-i-Pr)_4/2i-PrMgClと反応させると分子間-分子
内で連続的に反応が進行し,対応する環化物を系中に生成する反応を見いだしている
(J.Am.Chem.Soc.2001,123,4857-4858.)。これは、その後抄録誌(Chemtract 2001,631)に取り上げられ
た。

本研究では,この反応を基にして,反応の拡張および天然物合成等への応用利用を鋭意検討した。そ
の結果,生成する5-5員環性チタン化合物を利用するさらなる炭素延長反応を見いだした。さらに,5-6
員環性チタン化合物の生成を見いだした。

さらに,分子内-分子内のdomino型連続環化反応をみいだし,効率的なbicyclo環の構築法を開発した
(投稿準備中)。

これらは,これまで例のない単一の金属活性種による連続分子間-分子内反応で,極めて効率性の高い
反応である。

さらに、この化学の総合的な展開として,2価チタン等価反応剤による分子間あるいは分子内アリルカッ
プリング反応の立体化学を明らかにし,新規ビシクロ環構築反応や不斉合成への展開を行った
(J.Org.Chem.2002,67,1024-1026.Tetrahedron Lett.2002,43,6511-6514.Tetrahedron Lett.2003,44,653-
657)。また,アルカロイドやステロイドCD環合成への応用を行った(Tetrahedron Lett.2002,43,8635-
8637.Tetrahedron Lett.2003,44,2113-2115.J.Org.Chem.2003,68,9767-9772.Org.Lett.2003,5,523-525)。
連続反応への足がかりとして,チタン-イミン錯体とアルキン類との反応による光学活性アリルアミンの
合成法を開発した(Org.Chem.2003,5,2145-2149.)。

We have developed efficient inter-and intramolecular cyclization reactions of unsaturated compounds mediated by a divalent
titanium reagent. Based on these reactions, in this project we developed Ti(II)-mediated tandem or domino inter-and
intramolecular coupling reactions of unsaturated compounds which enable multiple bond-forming in one-pot.

Thus, 1,4-diynes reacted with the Ti(II)-reagent and allylic compounds to provide allyltitanated intermediate and this was
further reacted with one more equivalent of the Ti(II)-reagentin situto provide cyclic bistitanated organic molecule in good
yield, which was reacted with a various kind of electrophiles such as H+, D+, I+ and aldehydes to afford the corresponding
hydrolysis, deuteriolysis, iodolysis and carbonyl addition compounds. The reactions involved maximum five-bond forming in a
single vessel.

Extensively, the method was applied to intra-/intramolecular domino reactions such as bicyclization of functionalized 2,7-
enynes to bicyclo[3.3.0]-, [4.3.0]-carbo-and heterocyclic compounds.

Considering efficiency, economical advantage and/or high stereoselectivity of the reactions developed here and also non-
toxity and inexpensiveness of the Ti(II)-reagent, we believe that the methods might be useful as a powerful tool in organic
synthesis.

2価チタン反応剤を用い
る実用的精密有機合成
反応

Practical Synthetic
Reactions for Tine
Chemical Using a
Divalent Titanium
Reagent

12450359 2000年度〜2002
年度

佐藤 史衛(SATO,
Fumie) 東京工業大
学・大学院・生命理
工学研究科・教授
(50016606)

岡本 専太郎 東
京工業大学・大
学院・生命理工
学研究科・助手
(00201989)

占部 弘和
(URABE,
Hirokazu) 東京
工業大学・大学
院・生命理工学
研究科・助教授
(10176745)

2価チタン  3量
化  acetylene
anymmetric
synthesis
benzene
cyclization
cyclohexane
divalent titanium
organotianium
vitamin D_3  ア
セチレン  グリ
ニャール反応剤
シクロヒキセノン
シクロヘキサン
スルホニルアセ

合成化学 基盤研究(B) 東京工業
大学

一般 15700000 15700000 0 2000年度:7700000
(7700000, 0) 2001
年度:4000000
(4000000, 0) 2002
年度:4000000
(4000000, 0)

我々の開発したTi(O-i-Pr)_4と2当量のi-PrMgClの反応で得られる2価チタン反応剤は、安価かつ毒性
のないこと、さらにその高い反応性から有機合成化学の分野で広く利用される反応剤となってきてい
る。本研究では、さらにその反応の適用拡大を行った結果、次のような成果を得ることができた。

1)2価チタン反応剤によるビス不飽和化合物の環化反応を基軸として新しい実用的な活性型ビタミン
D_3およびその誘導体の合成法を開発した。

2)光学活性アリル化合物およびプロパルギル化合物と2価チタンの反応により光学活性アリルおよび
アレニルチタンの簡便合成法の開発に成功し、これらチタン化合物の反応特性を利用した新規な不斉
合成手法を拓いた。

3)2価チタンと内部アセチレンおよび末端アセチレンの反応により得られるチタナシクロペンタジエンを
経由するmetalative Reppe反応の開発に成功した。その結果、従来例のない型のベンゼンおよびピリ
ジン化合物の合成法が確立できた。

4)2価チタン反応剤を用いることにより容易に合成可能となった1,4-ジヨードー1,3-アルカジエンを利用
して、多置換ジエン誘導体およびナノ材料として興味を持たれている共役オリゴマーの実用的合成法
を確立した。

A divalent titanium reagent developed by us which can be prepared from Ti (O-I-Pr)_4 and two equivalents of I-PrMgCl is
non-toxic and inexpensive, and has versatile reactivity. The reagent therefore, has become widely used by many synthetic
chemists.

Further study of the reactions using the reagent opens up new efficient synthetic methods mentioned below.

1) Practical synthetic method for preparing 1α, 25-dihydoxy-vitamin D_3 in which cyclization of bis-unsaturated compounds
mediated by the reagent is a key reaction.

2) Synthetic method of chiral allyl and alleyl titanium reagent from optically active allyl and propargyl compounds, respectively,
and their synthetic utilization.

3) Development of metalative Reppe reaction from internal and terminal acetylene and the reagent, which allows easy access
to benzene and pyridine derivatives.

4) Practical method to prepare 1,4-diiodo-1,3-alkadienes and their utilization for synthesizing polysubstituted conjugated
dynes and π-conjugated linear oligomers.

イミン類と高選択的に反
応するキラルホモエノ
ラート等価体の開発とそ
の利用

Development of A
Chiral Homoenolate
Equivalent which
Reacts Selectively
with Imines

12650847 2000年度〜2001
年度

岡本 専太郎
(OKAMOTO,
Sentaro) 東京工業
大学・大学院・生命
理工学研究科・助
手 (00201989)

allyl  anti-HIV
asymmetric
synthesis
homoenolate
imine  low
valent  titanium
γ-amino acid
γ-アミノ酸  ア
リル  イミン  チ
タニウム  ホモエ
ノラート  不斉合
成  低原子価
低原子化  抗
HIV

合成化学 基盤研究(C) 東京工業
大学

一般 3700000 3700000 0 2000年度:2200000
(2200000, 0) 2001
年度:1500000
(1500000, 0)

初めてイミンと高選択的に反応するキラルホモエノラート等価体の開発に成功した。すなわち、acrolein
1,2-dicyclohexylethylene acetalと低原子価チタニウム反応剤[Ti(O-i-Pr)4/2i-PrMgCl]とから発生する
アリルチタン化合物がイミン類とホモエノラート等価体として高選択的に反応することを見出した。種々
のイミンを用いて反応を検討した結果,反応はイミン基質について高い一般性を持っていることがわ
かった(Teng, X.; Takayama, Y.; Okamoto, S.; Sato, F.J.Am.Chem.Soc.1999,121,11916-11917)。本研究
では,この知見をもとに、5員環,6員環の環状イミンとの反応を行ったところこの場合も高い光学純度
(78%ee以上)の付加物が得られること,α-アルコキシイミンでの重複不斉反応制御が可能であること,さ
らにこの反応を利用して抗HIVポリグアニジンアルカロイドbatzenadine Dが容易に合成できることを明
らかにした(Okamoto, S.; Teng, X.; Takayama, Y.; Sato, F.J.Am.Chem.Soc.2001,123,3462-3471)。本反
応は光学活性γ-アミノカルボニル化合物の新しい不斉合成の道を拓いたと考えている。この反応は
用いる基質が入手容易であり,また低原子価チタン反応剤は安価かつ無毒性であることから大量合成
にも耐えうる実用性が高い反応である。

また,本研究で得られた結果は,アクロレインアセタールとTi(0-i-Pr)4/2i-PrMgClとの反応によるアルコ
キシアリルチタンの発生とそのイミンへの立体選択的付加反応(Okamoto, S.; Fukuhara, K.; Sato,
F.Tetrahedron Lett.2000,41,5561-5564),およびアルキニルアセタールとTi(0-i-Pr)4/2i-PrMgClとの反
応による二置換フランの合成法(Teng, X.; Wada, T.; Okamoto, S.; Sato, F.Tetrahedron
Lett.2001,42,5501-5503)の開発に有益な知見を与えた。

A chiral allyltitanium compound, prepared in situ by the reaction of optically active acrolein 1,2-dicyclohexylethylene acetal
with a divalent titanium reagent, Ti(O-i-Pr)_4/2i-PrMgCl, reacts with a variety of acyclic and cyclic imines in a regiospecific
way to afford cc-addition products as a mixture of the E- and Z-isomers in good combined yield, where the former is
predominant in a ratio of 92:8 to >95:5. The mixture of (E)- and (Z)-adducts and pure (E)-adducts which could be isolated in
several cases were respectively converted to the corresponding β-amino esters to confirm the absolute configuration and
enantiomeric purity. The ee of the newly-formed asymmetric center is more than 78 % for the mixture of (E)- and (Z)-addition
products and more than 96 % for pure (E)-isomer. By taking advantage of the versatility of the vinyl ether moiety in reaction
products, optically active γ-amino aldehydes, γ-amino aldehyde acetals, y-amino acids, β-amino esters,
andpyrrolidinoisoquinolines were readily prepared. In the reaction of the allyltitanium with optically active cc-silyloxyimine,
remarkable double stereodifferentiation was observed; thus, the reaction of the allyltitanium derived from (S,S)- or (R,R)-1,2-
dicyclohexylethylene acetal provided syn- and anti-adducts in a ratio of 55 : 45 or 0 : 100 respectively. Meanwhile, the
stereochemistry of the product in the reaction with β-silyloxyimine was controlled mainly by the allyltitanium. The reaction
could be effectively applied to prepare 4-amino-6-hydroxypentadecanal dimethyl acetal, a key intermediate for the synthesis
of batzelladine D.
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近年、我々はTi(O-i-Pr)_4と2等量のi-PrMgX(X=Cl,Br)の反応で得られる錯体η^2-propene)Ti(O-i-
Pr)_2(1)が二価チタン反応剤として働き、オレフィンやアセチレンなどの不飽和炭化水素との反応でこ
れら炭素-炭素不飽和結合がチタンに配位した有機チタン化合物が得られること、そして生成した有機
チタン化合物がそのまま、あるいは他の有機チタン化合物に分子内変換された後カルボアニオン種と
して作用する一連の反応を開発してきている。。

この反応剤を用いて達成できる反応は4つに大別される。ひとつはアセチレンとの反応でアセチレン-
チタン錯体を生成させ、それを1,2-ビスメタロアルケンとして用いるもので、ふたつめは、アリルアル
コール誘導体と1からアリルチタン反応剤を、そしてプロパルギルアルコール誘導体と1からアレニルチ
タン反応剤を直接合成し、アリル化剤およびプロパルギル化剤(場合によってはアレニル化剤)として、
それぞれ利用するものである。三つめは、1を用いる不飽和エステル類の分子内求核アシル置換反応
である。四つめは、ジエン、エンイン、およびジインの分子内カップリング反応であり、生成したチタン化
合物の反応性を利用した環状化合物の新規合成法である。

これらの反応を利用して含窒素へテロ環化合物およびその前駆体の合成を行った結果、1)キノロン、
ピロール、インドールの簡便合成、2)アミノ酸を原料とする光学活性含窒素化合物の合成、3)ピロール
-2-オンの合成、4)光学活性ピペリジン、ピロリジンの合成、5)β-ラクタムの合成、6)α-ヒドラゾアルキ
ンの合成、7)アミノ糖の合成、8)各種α-アミノカルボニル化合物の合成に成功した。

A new titanium complex (ηィイD12ィエD1-propene)Ti(O-i-Pr)ィイD22ィエD2 (1), generated in situ by treatment of Ti(O-i-Pr)ィ
イD24ィエD2 with 2 equiv of i-PrMgX (X = Cl or Br), nicely acts as a versatile titanium(II) equivalent to effect the following
unique transformations. Thus, alkynes react with 1 to afford the alkyne-titanium complexes of type (ηィイD12ィエD1-
alkyne)Ti(O-i-Pr)ィイD22ィエD2, which could be utilized as a vicinal vinylic dianion equivalent in the reactions with various
kinds of electrophiles. Allyl- and allenyltitaniums could readily be prepared from allylic or propargylic alcohol derivatives by
the reaction with 1 through an oxidative addition pathway. While acetylenic esters resulted in an intramolecular nucleophilic
acyl substitution (INAS) reaction to afford α,β-unsaturated carbonyl compounds, olefinic esters undergo tandem INAS and
intramolecular carbonyl addition reactions to give cyclopropanols. Ene-ene, ene-yne, and yne-yne coupling reactions proceed
in an intra- or intermolecular way via a cyclometallation reaction, and the generated titanacyclic complexes react with a
variety of electrophiles in a chemo-, regio-, stereoselective way.

By utilizing these reactions, we have now succeeded in synthesizing N-heterocycles and/or their precursors, which include
quinolones, pyrroles, indoles, optically active N-heterocycles, 2,6-disubstituted piperodines, β-lactams, azasugars and γ-
amino carbonyl compounds.
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2価チタン錯体の合成とその反応性を利用した有機合成に関心が集まっているが、あまり大きな成果
は得られていない。我々は近年、Ti(O^iPr)_4と2当量の^iPrMgClとの反応で2価のチタン錯体(η^2-
propene)Ti(O^iPr)_2が定量的に得られることを見出した。そしてこの錯体が予想通りの高い反応性を
示すことを明らかにし、その結果として「2価チタン錯体を経由する有機合成」のまったく新しい分野の
化学を拓くことができた。本研究ではこの分野の化学をさらに発展させ、実践的有機合成手法としての
確立を図ることを目的とした。その結果、次の成果を得ることができた。

(1)環状アリル化合物と(η^2-propene)Ti(O^iPr)_2の反応で環状アリルチタン化合物を合成し、これとア
ルデヒドやイミンの選択的付加反応を達成することができた。この反応は環状化合物への側鎖の選択
的導入法として利用価値が高い。

(2)2価チタン錯体と不飽和エステルやカーボネートを反応させると従来あまり例のない分子内求核アシ
ル置換反応が起こり、有機チタン化合物を与えることを明らかにし、さらにこの知見を利用しヘテロ環
化合物の合成を行った。

(3)Ti(O^iPr)_2とアセチレン類の反応でチタン-アセチレン化合物が得られること、またこのアセチレン化
合物はアルデヒドと定量的に反応しアリルアルコールを与えることを見出し、さらに光学活性アルデヒ
ドを用いて反応を行い、光学活性アリルアルコールの合成を行った。

(4)アレニルアルコールのエステル体と2価チタン錯体の求核アシル置換反応が起こることを見出し、さ
らにアレニル基の不斉を利用した光学活性化合物の合成を行った。

Organic synthesis using titanium (II) complexes has remained unexplored because of the lack of a practical method for
synthesis of them. Recently, we have found that the reacition of Ti (O-i-Pr)_4 with 2 equivalent of i-PrMgX provides (eta^2-
propene) Ti (O-i-Pr)_2 (1) in essentially quantitative yield and it acts as versatile titanium (II) equivalent. We have now
revealed the following synthetically useful reactions using 1.

1) Reaction of cyclic allylic compounds with 1 provides the corresponding cyclic allyltitanium complexes, which in turn react
with aldehydes and imines highly stereoselectively.

2) Reaction of 1 with unsaturated esters or carbonates results in intramolecular acyl substitution reaction, thus opening up a
new entry cyclic compounds, including N-heterocycles.

3) 1 reacts with alkynes to afford titanium-alkyne complexes which in turn react with optically active aldehydes
stereoselectively afforeling allylic alcohols in chiral form.

4) Intramolecular acyl substitution of allenylic carbonates affords a new methodology for synthesizing optically active
compounds
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本研究では,XTi(O-i-Pr)_3(X=O-i-Pr,Cl)と2当量のi-PrMgClより発生する二価チタン等価体(η^2-
propene)Ti(O-i-Pr)_2を利用する合成反応の開発の一つとして,不飽和結合を有するエステル類との反
応がTi-不飽和錯体を経由する分子内求核アシル置換反応として進行し環状カルボルニル化合物を
与えることを見出し,この反応を利用する各種環状カルボニル化合物を合成するものである。即ち,3-お
よび4-アルキニルカーボナ-トよりα-アルキリデン環状ラクトンが,3-および4-アルケルニルカーボナ-
トよりα-アルキル環状ラクトンが,また4-および5-アルキニルカルボン酸エステルよりα-アルキリデン
環状ケトンがそれぞれ収率良く得られた。さらに,置換基を有する基質,特に多環性の生成物を与えるも
のへの適用を行った結果,クマロン類などの6-6および6-5ビシクロ環の構築に適用でき,また酸素など
のヘテロ原子を有する環構築にも適用でき,種々の環状カルボニル化合物の合成に有用であることが
わかった。(2)については時間の都合もありよい結果は無くさらに現在検討中である。本反応は,(1)従来
ほとんど例の無い分子内求核アシル置換反応を効率よく達成している点,(2)合成上有用な環状カルボ
ニル化合物の全く新規な合成法を提供した点,(3)生成物は加水分解前には有機チタン化合物でありこ
の反応性を利用するさらなる展開を行える点で学術的に意義が深いと思われ,また(4)安価で毒性の無
い試薬を用い,(5)操作も簡便であることから高い実用的も持っている。

Ti (O-i-Pr) 4/2i-PrMgBr reagent mediates the intramolecular nucleophilic acyl substitution (INAS) reactions of unsaturated
compounds to afford organotitanium compounds containing functional groups. Because of the versatility of organotitanium
compounds, the chemistry developed here provides an efficient, general method for the synthesis of butenolides, butanolides,
vinyl cyclic ketones, alpha, beta-unsaturated ketones, and furans. Moreover, the reaction is practical, since the starting
reagents, Ti (O-i-Pr) _4 and i-PrMgBr, are inexpensive and available in bulk, and the reaction procedure is operationally
simple. Thus, the reaction would find widespread usage in synthetic organic chemistry.
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次のIで前周期遷移金属錯体Cp_2TiCl_2を用いる炭酸ガス固定の基礎的知見を得、IIで同Ti錯体によ
る不斉炭酸がス固定を実現した。I.グリニャール試薬存在下種々の側鎖・置換形式を有するジエンと
Cp_2TiCl_2から発生させるCp_2(η^3-アリル)Ti錯体の炭酸ガス固定における挙動について次のi〜iv)
に分類できることを見出し、考察した。i)ジエンが全くTi錯体に取り込まれない場合(シクロオクタジエ
ン)、ii)ジエンが取り込まれても中間の錯体が分解する場合((2-(1-メトキシ-あるいは2-メトキシアルキ
ル)-1,3-ブタジエン)、iii)ジエンが取り込まれたCp_2(η^3-アリル)Ti錯体の生成が確認できるが炭酸ガ
スと反応しない場合(1-ビニル-1-シクロヘキセン)、iv)ジエンからCp_2(η^3-アリル)Ti錯体を経て炭酸
ガス固定が進行する場合(ii以外の2-アルキル-1,3-ブタジエンあるいはシクロペンタジエン)。
II.Cp_2TiCl_2に不斉を導入し実施する不斉炭酸ガス固定につき、Cp^*(*:不斉要素)として単座性のも
のより2座性のしかもC_2対称を有するものが、またCp^*より嵩高くTi原子周辺での不斉場構築に役立
つη^5-インデニル基(Ind^*)を有するものが有効と考えた。この設計方針に従いいくつかの文献既知
の2座性C_2対称(Ind^*)_2TiCl_2を合成し、実際に炭酸ガス固定を行なった。このうち(1S,2S,4S,5S)-
2,5-ジイソプロピル-1,3-ジインデニルヘキサンを有するTi錯体と2-ノニル-1,3-ブタジエン(I-iv)参照)か
ら発生させたη^3-アリルチタン錯体による炭酸ガス固定が最高の不斉収率を示した。すなわち、得ら
れた2-メチル-3-ノニル-3-プテン酸はS体で96〜97%eeを示し、ほぼ完璧な不斉炭酸ガス固定が実現
できた。生成物の絶対構造を(Ind^*)_2TiCl_2錯体のそれと照合し、反応の経路について立体化学的に
考察した。
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前年度からひきつづき(1S,2S,4S,5S)-2,5-ジイソプロピル-1,3-ジインデニルシクロヘキサンを配位子と
して有する光学活性(Ind)_2^*TiCl_2(1)(Ind:上記η^5-インデニル基、*不斉要素)とジエンからi-PrMgBr
存在下発生させた(Ind)_2^*(η^3-アリル)チタン反応種による不斉炭酸ガス固定につき総合的に検討
した。すなわち1と2-ノニルブタジエンから上記反応を経てS-2-メチル-3-ノニル-3-ブテン酸を96〜
97%eeで得たのと同様に、ミルセンから対応するカルボン酸をオレフィン部位を損なうことなく94%ee、収
率67%で得た。しかし、シクロペンタジエンでは対応するカルボン酸が得られなかった。これはシクロペ
ンタジエンからカルボン酸を与えるCp_2TiCl_2の場合と対照的である。立体的に嵩高いインデニル基
の影響でシクロペンタジエンのチタン錯体への取り込みが進行しないものと考えられる。チタン錯体1
の絶体構造と生成したカルボン酸のそれを比較すると、反応は(Ind)_2^*Ti部位の不斉ポケットに基質
(ジエンとCO_2)が入り込む経路で進行しているとしてうまく説明できた。本反応は炭酸ガスの不斉固定
のみならず、CO_2と等電子的なアルデヒドにも拡張できCO_2と同様の高い位置選択性でホモアリルア
ルコールが得られた(収率61%〜quant)。反応はアキラルなCp_2(η^3-アリル)Ti反応種の場合と同様に
アルデヒドによらずthreo選択的(threo/erythro=71:29〜95:5)で、この主生成物で炭酸ガス固定と同程
度の高い不斉誘起(94〜97%ee)が実現された。また、不斉付加のセンスもthreo体・erythro体ともに炭
酸ガスの場合と同様である。ただし、erythro体でのeeが極端に低く(13〜46%ee)、生体物を与える立体
化学規制が、ジエンから(Ind)_2^*(η^3-アリル)チタン錯体生成の際のπ-アリル面の選択で専ら決ま
るのではなく、アルデヒドをとり込んだ反応中間体のπ-アリル面の反転を含む再構築が無視できない
ことがわかった。
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第三アリルアルコ-ルは天然物や医薬品などによく見られる構造である。当然天然物や医薬品は光学
活性体のものが多く、第三アリルアルコ-ルの光学活性体を合成する方法の開発は重要課題である。
本研究では、一般性の高い光学活性アリルアルコ-ルの合成の開発に成功し、その応用としてプロス
タグランジン誘導体の合成に成功した。即ち、容易に得られるγー位にトリメチルシリル基を有するエ
ポキシアルコ-ルをエポキシケトンに変換した後、得られた付加物のエポキシアルコ-ルに各種求核剤
を作用させたところ、位置選択的にシリル基側からエポキシ環が開き、続いてピ-タ-ソン脱離反応が進
行し、各種第三アリルアルコ-ルが高収率で得られることを見出した。中でもγー位にトリブチルスズ
基、シアノ基あるいはフェニルチオ基を有する第三アリルアルコ-ルの合成が可能になったことは特筆
されることと考えている。一方、我々は二成分連結法によるプロスタグランジンの合成法を開発してき
たが,プロスタグランジン誘導体のなかには第三アリルアルコ-ルをωー鎖として有したものが知られて
いる。そこで今回合成が可能になったγートリプチルスズ第三アリルアルコ-ルを用いてリチオ化、クプ
ラ-トへの変換、そしてシクロペンテノンへの共役付加反応、即ち二成分連結合成法を行ない、対応す
るプロスタグランジン誘導体を合成した。従来、この型のプロスタグランジンの合成は多工程を要し、さ
らにエピマ-の分離を行なわなくてはならないなど大きな問題を抱えていた。それゆえ二成分連結法に
よる実用的な合成法の成功は、抗潰瘍剤として医薬品化が有望視されているアルバプロスチルのより
実用的合成法となるだけでなく、新しい各種誘導体の合成も可能にする成果である。

Tertiary allylic alcohols are incorporated in the structures of a variety of natural products and commercially important
pharmaceuticals. Equally significant is the latent faculties of tertiary allylic alcohols as versatile synthetic intermediates. Only
a few methods, however, are available for preparation of them in a chiral form and these methods so far developed suffer
from some disadvantages such as low optical purity and/or lack of generality. We have now succeeded in developing practical
and general synthetic method of tertiary allylic alcohols.

Thus, the reaction of beta-trimethylsilyl-alpha, beta-epoxyketones, readily prepared in a chiral form by using the Sharpless
kinetic resolution of gamma-trimethytsilyl secondary allylic alcohols as a key reaction, with Grignard reagents proceeds highly
diastereoselectively to afford optically active gamma-trimethylsilyl-beta, gamma-epoxy tertiary alcohols. gamma-
Trimethylsilyl-beta, gamma-epoxy tertiary alcohols reacts with nucleophils affords the corresponding tertiary allylic alcohols
via regionspecific ring opening followed by the Peterson olefination reaction. The application of the tertiary allylic alcohols
thus obtained to the synthesis of prostaglandin derivative, Arbaprostil was carried out.


