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１．はじめに
光学活性化合物の高効率かつ高選択的な精密合成を可能にする不斉触媒反応の開発は極めて重要な研究課題である.
不斉触媒反応の実現の鍵は触媒の選択にあり,革新的な反応の実現には,新たな触媒の開発が必要不可欠である. 近年,キ
ラルブレンステッド塩基触媒が,安定で取り扱いが容易,温和な反応条件,回収・再利用が可能などの多くの利点を有する
環境調和型の優れた不斉触媒の一つとして注目を集めている. その一方で,一般に用いられるキラルブレンステッド塩基
触媒は総じて塩基性が低く,基質適用範囲の狭さが大きな課題となっている. この課題に対し,我々は触媒分子に強塩基
性を付与するという独自のアプローチにより,これまで不斉触媒反応に適用が困難であった酸性度が低い基質を用いた不
斉触媒反応の開発に成功している

1,2

. これらの成果は,光学活性化合物の新たな合成手法を与えるとともに,新たな不斉

触媒反応開発における触媒分子への強塩基性の付与の有効性を示すものである. しかしながら,そのような強塩基性触媒
の開発は途に就いたところであり,より多様な不斉触媒反応を実現するには,新たな分子設計に基づく次世代型の触媒の
開発が求められる.そこで本研究では,新たな強塩基性キラルブレンステッド塩基触媒の設計開発ならびにその触媒を用
いた不斉触媒反応の開発を目指した.

２．触媒設計
新たなキラルブレンステッド塩基触媒に求められるのは酸性度
が低い基質を適用するための『強塩基性』および反応における高度
な立体制御を実現するための『高い基質認識能』である. また,多
様な不斉分子変換反応に適用するには合成が簡便であることや触
媒構造の多様化が容易であることも求められる. これらの条件を
満たす新たな触媒分子モチーフとして,ウレアの脱プロトン化によ
って生じるアニオン種であるウレエートに着目した(図 1). 窒素上

図１．触媒設計

にアルキル基が置換したウレアの N-H プロトンの DMSO 中の pKa の値はおよそ 25 である. よって,ウレエートをブレン
ステッド塩基として利用した例は知られていなかったものの,ウレエートは強塩基性ブレンステッド塩基触媒として十分
機能するであろうと考えた. 一方,ウレアは水素結合供与体として広く用いられている分子であり,高い基質認識能を有
している. ブレンステッド塩基触媒反応においては,触媒分子そのものではなく触媒分子の共役酸が基質認識に重要な役
割を果たす. よって,ウレエートをブレンステッド塩基触媒として用いれば,基質を脱プロトン化することで生じる共役
酸の状態において,高い基質認識能をもつことが期待できる. さらに,キラルなウレアは入手容易な不斉源から収束的か
つ簡便に合成することが可能である.よって,合成の簡便性と触媒構造の多様性の要件も満たしている.

３．触媒分子の機能評価
この分子設計に基づき,まず側鎖に種々の配位性官能基を導入した C1 対称のキラルなウレア 1a-1c を合成した(図 2). そ
して,これらに対して NaOtBu を作用させて系中で発生させたナトリウムウレエートを,DMSO 中の pKa の値がおよそ 25
の α-フェニルチオアセトアミド 2a のフェニルビニルスルホン(3a)への付加反応に適用し,触媒機能の評価を行った. その
結果,いずれのウレエートを用いた場合も,定量的に目的生成物 4aa を与えた. さらに側鎖にシッフ塩基部位を導入した 1c
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に対して二当量の NaOtBu を作用させて発生させたウレエートを用いた場合に 26% ee と低いながらもエナンチオ選択性
の発現が見られた. なおこの反応の進行には強塩基性ブレンステッド塩基触媒を用いる必要があることを別途確認して
いる. よってこれらの結果から,期待した通りキラルウレエートが強塩基性キラルブレンステッド塩基触媒として機能す
ることが明らかとなった.
この結果に基づき触媒上の置換基について種々
検討を行ったところ,側鎖上にシッフ塩基部位に加
えキラルアミド部位を導入することでエナンチオ
選択性が大きく向上することがわかった. さらに、
ウレアとシッフ塩基部位を結ぶリンカー上のアリ
ール基の検討を行ったところ 1-ナフチル基を導入
したウレア 1d を触媒前駆体として用いることで,
エナンチオ選択性がさらに向上した. 最終的に,こ
のウレアを用い,反応温度を室温から-20℃に下げ
ることで、収率 98%、95% ee で目的生成物が得ら
れた.

図２．触媒機能の評価

４．基質適用範囲
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図３．求電子剤の適用範囲

５．まとめ
本研究では,ウレアの脱プロトン化により生じるウレエートの強塩基性を活用した新たな強塩基性キラルブレンステッ
ド塩基触媒の開発を行った. そして新たに開発した触媒が,酸性度が低い α-チオアセトアミドを基質とする種々の求電子
剤への不斉付加反応において高い触媒機能を示し,目的とする付加生成物を高収率かつ高エナンチオ選択性で与えること
を見いだした 3. 今後は開発した触媒の合成の簡便性と触媒構造の多様性を活かし,様々な基質を用いた新たな不斉触媒
反応の開発に取り組む予定である.
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