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１．背景と目的
金属元素を用いないキラルメタルフリー触媒による物質変換は有用な医農薬品を供給することが可能であるため、有
機合成におけるプロセス化学において重要性を増している。特に、キラルメタルフリー触媒を用いた変換工程を環境に配
慮した実験条件で、連続して実施できれば、従来の合成反応と比較して、生成物の単離、精製工程、エネルギーの省力化
や時間の短縮化に繋がるため、サスティナブルケミストリーに基づく、無駄のない、高効率な物質合成が実現できる。実
際、キラルメタルフリー触媒を用いた生理活性化合物の連続合成による高効率な有用物質合成の実用化が期待されている
が、連続合成に適した固定化触媒 1 に求められる要求は高く、その開発は十分とはいえない。
そこで本研究では、スルホン酸基をコロナ部に有する単分散コア－コロナ高分子微粒子を合成し、これとカチオン性
キラルメタルフリー触媒の反応により、
低分子触媒と同等以上の立体選択性と不均一系触媒の回収・再使用性を併せ持つ
キラルメタルフリー触媒の反応により、低分子触媒と同等以上の立体選択性と不均一系触媒の回収・再使用性を併せ持つ
コアーコロナ高分子微粒子固定化キラルメタルフリー触媒を合成することを目的とした。また、CCC
を用いた不斉反応
コア－コロナ高分子微粒子固定化キラルメタルフリー触媒（CCC）を合成することを目的とした。また、CCC
を用い
をバッチ法および連続フロー法で行い、その触媒性能を評価した。
た不斉反応をバッチ法および連続フロー法で行い、その触媒性能を評価した。

２．コア－コロナ高分子微粒子固定化キラルメタルフリー触媒(CCC)の合成 2,3

図１．コア－コロナ高分子微粒子固定化メタルフリー触媒の合成
図１ コア─コロナ高分子微粒子固定化メタルフリー触媒の合成．
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図１に合成スキームを示す。モノマーの沈殿重合によるベンジルブロミド基を導入したコア高分子微粒子を合成にお
いて、架橋モノマーであるジビニルベンゼンを 20 mol%以上用いた場合、均一粒径のコア高分子微粒子が得られること
が分かった。コア高分子微粒子に導入したベンジルブロミド基を開始剤とした表面開始原子移動ラジカル重合(SI-ATRP)
では、コロナ部のグラフト密度は沈殿重合におけるベンジルブロミド型モノマー濃度により、コロナ鎖長やスルホン酸部
位導入量は SI-ATRP におけるモノマーと開始剤の比やスルホン酸モノマー導入量により、精密設計が可能であることが
明らかとなった。また、コア－コロナ型高分子微粒子と有機分子触媒の中和反応は特定の溶媒を用いた場合に迅速かつ高
収率で進行し、目的とする CCC が得られた。これまでに、キラルメタルフリー触媒として、キラルイミダゾリジノン触
媒（MacMillan 触媒）
、シンコナアルカロイド四級塩、Maruoka 触媒およびキラルピロリジン触媒を導入した CCC の合
成に成功している。

３．CCC による光学活性化合物の合成
キラルイミダゾリジノン触媒を導入した CCC
をシンナムアルデヒドとシクロペンタジエンの
Diels-Alder 反応に用い、バッチ法および連続フ
ロー法における触媒性能を評価した。バッチ法に
おいて、粒径、コロナ鎖長、コア部およびコロナ
部の組成が反応性や選択性に与える影響を詳細
に検討した結果、コア部、コロナ部が架橋ポリス
チレンで 1 m 程度のコア粒径を有し、コロナ鎖
の分子量が 5,000 程度の CCC が最も高い触媒性
能を示すことが分かった。連続フロー法による
Diels-Alder 反応において、バッチ法で高い触媒
性能を示した CCC と高分子触媒の触媒性能を比
較した結果、コロナ部にキラルイミダゾリジノン
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触媒を導入した CCC が高い収率およびエナンチ
オ過剰率を示した（図 2）。また、バッチ法で５
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図 2．Diels-Alder
反応における触媒性能の比較
反応における触媒性能の比較．
図２ Diels-Alder

回程度の再使用に相当する基質を連続送液した場合でも、その触媒活性を損なうことなく、対応する光学活性化合物を与
えることが明らかとなった。
その他、シンコナアルカロイド四級塩および Maruoka 触媒を導入した CCC ではグリシン誘導体の不斉ベンジル化反
応、キラルピロリジン触媒を導入した CCC では不斉 Michael 付加反応において、連続フロー法による光学活性化合物の
合成に成功している。4

４．まとめ
連続フロー法において高い触媒性能を有するコアーコロナ高分子微粒子固定化キラルメタルフリー触媒の合成に成功
した。
今後、
複数の CCC を用いた連続フロー合成や実用性の高い生理活性物質の連続フロー合成に取り組む予定である。
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