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１．諸言
近年分子量が 500〜2000 程度の中分子医薬品が低分子医薬品とバイオ医薬品の双方のメリットを併せ持つものとして
期待されている。特に、-アミノ酸が環状に連結した環状ペプチド類は、分子量わずか 1200 程度にも関わらず免疫抑制
剤として有効に機能することが知られている。この環状ペプチドの構成成分は光学活性-アミノ酸であるが、自然界から
供給可能な天然型に加え、非天然型の-アミノ酸を組み込むことが機能発現に重要であることがわかっている。しかしな
がらこのような非天然型-アミノ酸、特にその光学活性体の量的供給は合成化学における未解決課題の一つであり、新た
な合成法の開発が現在でも強く望まれている。
窒素は比較的大きな電気陰性度と非共有電子対を有するため、通常は求核的に振る舞う。Strecker 反応に代表されるよ
うに、この特性を利用した、いわゆる求核的アミノ化による-アミノ酸の合成はこれまでに活発に研究されてきている
（図 1、上段）
。これに対し我々は、窒素
上に適切な脱離基を配置することで、窒
素を求電子的に機能させる（窒素の極性
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図１．光学活性-アミノ酸の合成：従来法と本手法
図１
光学活性α -アミノ酸の合成：従来法と本手法．

２．結果と考察
出発基質として入手
容易な-不飽和エス
テル 1、求電子的アミノ
化試薬として窒素上に
酸素型脱離基を配置し
たヒドロキシルアミン
誘導体 2、そして水素

図２．求電子的アミノ化を鍵とする不斉銅触媒ヒドロアミノ化による光学活性-アミノ酸の合成
図２
求電子的アミノ化を鍵とする不斉銅触媒ヒドロアミノ化による光学活性α -アミノ酸の合成．
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（ヒドリド）源として H–Si(OEt)3 を用い、目的とする非天然型光学活性-アミノ酸誘導体 3 を与える不斉銅触媒系を探
索した（図 2）
。その結果、酢酸銅水和物（Cu(OAc)2•H2O）と(R)-Xyl-BINAP から調製された銅錯体が有効であり、目的と
する 3 が収率 81%, エナンチオマー比 97:3 で得られることを見出した。また、良好な収率を得るにはピバル酸セシウム
（CsOPiv）の添加が必須であることもわかった。残念ながらジアステレオ選択性（syn/anti）は低く、満足のいくものでは
なかったが、幸いなことに両ジアステレ
オマーはクロマトグラフィーで分離す
ることができた。
本手法で得られた光学活性-アミノ
酸のいくつかを図３に示す。生物活性分
子として知られるトリプトファン誘導
体や、位に二つのアルキル基及びアリ
ール基を有する非天然-アミノ酸のエ
ナンチオ選択的合成にも本手法は適用
できる。また、近年ペプチドミメティク
スの構成分子として注目される位ホウ
素置換ならびにケイ素置換-アミノ酸
も高選択的に合成できる。さらに、生物
活性を有する複雑アミンを組み込んだ
-アミノ酸の合成をも可能とした。

図３．本手法によって合成された光学活性-アミノ酸の例
図３
本手法によって合成された光学活性α -アミノ酸の例．

上述したように、本手法ではジアステレオ選択性を触媒的に完全に制御することはできなかった。そこで、不斉補助基
の利用を検討した。その結果、入手容易な(-)-8-Ph-menthol と(S)-Xyl-BINAP 配位子を組み合わせた二重不斉誘起が有効で
あり、目的とする 5 を 91:9 のジアステレオ選択性で生じた（図４）
。続く不斉補助基の除去（回収率 81%）と官能基変換

を経て非天然-アミノ酸である N-Boc--メチルフェニルアラニン 6 を純粋なエナンチオマーとして得ることに成功した。

図４ 不斉補助基と不斉配位子との二重不斉誘起による非天然α -アミノ酸の不斉合成．
図４．不斉補助基と不斉配位子との二重不斉誘起による非天然-アミノ酸の不斉合成

３．結言
本研究では、窒素の極性転換の概念を利用した求電子的アミノ化を鍵とする銅触媒不斉ヒドロアミノ化反応を開発す
ることで、入手容易な-不飽和エステルからの非天然型光学活性-アミノ酸の不斉合成に成功した。本手法により、こ
れまでは合成が困難であった複雑な置換様式を有する非天然-アミノ酸への効率的なアプローチが可能となる。現在、
ジアステレオ選択性の完全な触媒的制御や、立体網羅的不斉合成の達成に向けた更なる検討を続けている。一方で、本稿
では誌面の都合上割愛したが、水素（ヒドリド）に代えてケイ素基を導入できる類似の銅触媒不斉シリルアミノ化の開発
にも成功しており(2)、より多様な非天然-アミノ酸への触媒的アプローチが期待される段階にある。
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