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光機能性研究グル-プ 

側鎖に配位部位を導入した光学活性銀食い分子による不斉誘起の試み 

幅田 揚一・池田 茉莉 

 

 

1. 研究目的 

 サイクレンは窒素原子を 4 個持つ 12 員環のポリアミンである．サイクレンに 4 枚または

2 枚の芳香環側鎖を導入したアームドサイクレンでは，銀イオンと錯体を形成するとサイク

レン部位によって錯形成された銀イオンを芳香環側鎖が包み込むような挙動を示す．本研

究では，キラルなアームドサイクレンとアキラルなアームドサイクレンを混合物が銀イオ

ンを形成するとキラル増幅作用する有機素材の開発を目的として，芳香環側鎖としてフェ

ニルピリジン導入したキラルおよびアキラルなアームドサイクレンを合成した． 

 

2. 2014 年度の研究計画 

2014 年度は以下の項目について検討を行った． 

1) フェニルピリジンを導入したキラルなサイクレンの合成． 

2) 溶液中における銀錯体の構造． 

3) 溶液中におけるキラル増幅作用． 

4) 銀錯体の結晶構造． 

 

3. 2014 年度の研究成果 

 

これまで当研究室では Ag
+と錯体を形

成するとハエトリソウのように包み込む

テトラアームドサイクレン （銀食い分

子）について研究を行い，様々な機能を

付与してきた．光学活性な側鎖を導入し

た銀食い分子（(R)-(+)-1，(S)-(–)-1）は Ag
+

を包み込む方向を制御し，側鎖に配位部

位を導入した銀食い分子（2）は Ag
+の量

論に依存して二量体（配位子 : Ag
+
 = 2:2）

や三つ葉型錯体（配位子 :Ag
+
 = 3:5）の間

を可逆的に構造変化することを見出した．

そこで，これら二種類の機能を兼ね備え

た化合物では不斉を制御した三つ葉型錯
図 2. 三つ葉型錯体の 

X 線結晶構造解析 

図 3. 研究目的 

図 1. (R)-(+)-3 の設計 
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体を形成するのではないかと考え(R)-(+)-3 を設計した．2 が三つ葉型錯体を形成すると３個

のサイクレンの側鎖が同一方向に Ag
+を包み込むことが X 線結晶構造解析からわかってい

る（図 2）．キラルな(R)-(+)-3 とアキラルな 2 を混合した場合，２種類の配位子が一つの三

つ葉型錯体を形成することが考えられ，キラルな配位子(R)-(+)-3 がアキラルな配位子 2 の構

造を制御し不斉誘起現象が起こることが期待される（図 3）．本研究では，混合配位子によ

る不斉誘起についても併せて検討した． 

はじめに(R)-(+)-3 が三つ葉型錯体を形

成することを確認するために，CD スペ

クトル滴定実験を行った（図 4）．(R)-(+)-3

の溶液に Ag
+を添加していくと，1 当量ま

では定量的に CD スペクトル強度が増大

し，1 当量以上 Ag
+を添加していくと長波

長側の CD スペクトル強度が増大し，形

が変化した．これは Ag
+を 1 当量まで添

加したときと 1 当量以上添加したときで

異なる錯体を形成することを示唆してい

る．また滴定曲線では[AgOTf]/[(R)-(+)-3] 

= 1.0 と 1.7 で変曲点を与えた．

[AgOTf]/[(R)-(+)-3] = 1.7 は，およそ

(R)-(+)-3:Ag
+
 = 3:5 であり，この結果は

溶液中で三つ葉型錯体が形成している

ことを示している．また UV-Vis 滴定実

験でも[Ag
+
]/[(R)-(+)-3] = 1.0, 1.7 で変曲

点を与え，溶液中で三つ葉型錯体が形

成することを支持した．さらに cold 

ESI-MS を用いて錯体構造の量論を検

討したところ，[Ag
+
]/[(R)-(+)-3] = 1.0 では

観測されなかった三つ葉型錯体を示す

[3(R)-(+)-3+5Ag
+
+3OTf

–
]

2+
 (m/z = 1544) の

分子イオンピークが [Ag
+
]/[(R)-(+)-3] = 

1.7 では観測された（図 5）．以上の結果

から [Ag
+
]/[(R)-(+)-3] = 1.7 の条件で

(R)-(+)-3 が三つ葉型錯体を形成すること

がわかった． 

次に，(R)-(+)-3 の錯体構造に対する溶

媒の影響を検討するために ClCH2CH2Cl

（DCE）/CH3CN（AN）の比率を変え，

CD スペクトルの測定を行った (図 6)．

[Ag
+
]/[(R)-(+)-3] = 1.7 の条件で AN の含

有率を下げていくと CD スペクトル強度

 

図 4.CD スペクトル滴定実験 

図 5. Cold ESI-MS 上段: 1.7 当量 AgOTf, 下段: 1.0 当量 AgOTf 

 

図 6. CD スペクトル滴定実験 

 

 

図 7. 不斉誘起実験 
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が増大した．さらに DCE/AN = 99.5/0.5 の条件では CD スペクトルの強度及び形が大きく変

化した．この結果から AN の含有率が少ないときに三つ葉型錯体を形成することがわかった．  

以上の結果から(R)-(+)-3 はアセトニトリルの含有率が低く，[AgOTf]/[(R)-(+)-3] = 1.7 の条

件で三つ葉型錯体を形成することがわかった．そこで三つ葉型錯体を形成する条件でキラ

ルな配位子 (R)-(+)-3 及びアキラルな配位子 2 の混合系を用いて不斉誘起実験をおこなった 

(図 7)．x 軸に[(R)-(+)-3]/([2]+[(R)-(+)-3])，y 軸に分子楕円率 (θ) をとりプロットすると非線

形性となった．この結果は不斉誘起現象が起こっていることを示している．また，DCE/AN 

= 1/4 の比率で同様の実験をおこなったところ，(R)-(+)-3 の含有率と θの関係は線形になり

不斉誘起現象は起こらなかった．以上の結果より DCE/AN の比率を変化させることで，溶

液中での三つ葉型錯体の形成及び不斉誘起現象を制御できることがわかった． 
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