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有機触媒とは

金属元素を含まず、炭素・窒素・酸素などの典型
元素から構成された、有機反応の「触媒」として
機能する低分子量の有機化合物のこと。

取扱いやすい （空気や水に対して安定）

回収・再利用しやすい

などのメリットがあり、環境への負荷を軽減する
分子変換技術の観点からも注目を集めている。

日本化学会 編 『有機分子触媒の化学―モノづくりのパラダイムシフト』 2016 化学同人
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有機触媒を用いる物質合成

1970年代～現在 金属触媒

2000年頃～現在 有機触媒 （急速に展開）

既に海外・国内試薬メーカーから市販されている
有機触媒もある。

丸岡触媒 簡素化丸岡触媒 秋山・寺田触媒

『THE CHEMICAL TIMES』 2018 No.2 (通巻248号) 関東化学
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有機触媒に期待される未来像

医薬品

香料・染料

農薬・食品

機能性材料

金属触媒

生体触媒

有機触媒
・安全性
・取扱い容易
・再利用可能

環境負荷軽減型分子変換

入手容易な原料から

有用な物質を合成する



5

新規有機触媒としてのTAPS

• テトラアリールホスホニウム塩（TAPS）1)を独自
に修飾し、有機触媒としての機能を付与した2) 。

1) Charette, A. B. et al. J. Org. Chem. 2008, 73, 590. See also: Adv. Synth. Catal. 2008, 350, 2967.
2) Toda, Y. et al. ACS Catal. 2016, 6, 6906.  See also: Org. Lett. 2017, 19, 5786. 

容易に合成可能
（カラム精製不要）

フェノール誘導体トリフェニルホスフィン
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CO2固定化反応を利用した
環状カーボネート合成

• CO2は「安価・低毒性・
不燃性・再利用可能」
という特徴がある。

• CO2を有機化合物中の
C1炭素源として用いる
「CO2固定化反応」が
活発に研究されている。 環状カーボネート

・ ポリカーボネートの原料
・ 非プロトン性極性溶媒
・ リチウムイオン電池の電解液

尿素

サリチル酸

C1炭素源
CO2・CO・COCl2
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TAPSを用いる環状カーボネート合成

• 既存の反応には、下記のような課題がある。

高圧のCO2条件を要する場合が多い

有機触媒の使用例が比較的少ない

• 新技術では、常圧のCO2雰囲気下で反応が
進行し、環状カーボネートを合成できる。

エポキシド
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実施例 （15 mol %, 120 ℃, 12 h）
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実施例 （グラムスケール合成）

反応の様子 環状カーボネート
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オキサゾリジノン骨格をもつ医薬品

リバーロキサバン
（イグザレルト®）

経口抗凝固薬 抗菌薬

リネゾリド
（ザイボックス®）

• N-アリール置換のオキサゾリジノン骨格は、
薬理活性物質中に数多く含まれる。

• 医薬品開発の観点から、同骨格の簡便かつ
効率的な合成法の開発が重要といえる。
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エポキシドとイソシアネートからの
オキサゾリジノン合成

• 高原子効率…原料のすべての原子が生成物に
変換される

• 収束的合成…置換基 R1と R2を変更しやすい

• 既存の反応は実用性に欠ける

（反応条件・実験操作・イソシアネートの一般性）

エポキシド イソシアネート

TAPS触媒
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実施例
（グラムスケール合成 ・ 基質一般性）

トロキサトン
（抗うつ作用）
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ホスホニウムイリドの合成
および新規有機触媒としての利用

• TAPSを水酸化ナトリウムで処理すると、収率
良くホスホニウムリドが得られる3)。

⇒ エステル化反応の触媒として利用
3) Toda, Y. et al. ACS Catal. 2017, 7, 6150.



14

第一級アルコール選択的な
エステル化反応：一般的な触媒との比較

イソ酪酸無水物

イソ酪酸エステルアルコール

ホスホニウムイリド

変換率 85% （24時間後）

エステルの生成比 >20:1
第一級アルコール由来
のエステル vs. 第二級

変換率 94% (15分後)

エステルの生成比 3:1
第一級アルコール由来
のエステル vs. 第二級ジメチルアミノ

ピリジン
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実施例①

ホスホニウムイリド

ジオール

1,2- および 1,3-ジオールの第一級ヒドロキシル基を選択的にエステル化
することができる。従来法では1,2-ジオールの適用が難しい場合がある。
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実施例②

改良型ホスホニウムイリド

ジオール

第一級ヒドロキシル基の選択性に低下が認められるジオールについては、
改良型ホスホニウムイリドを用いると選択性が向上する。



17

実施例③
塩基非存在下での反応

無水酢酸

無水酢酸を用いる場合には、塩基（トリエチルアミン）を使用しない条件で
反応が進行する。

ホスホニウムイリド
触媒 (10 mol%)

ホスホニウムイリド
触媒 (10 mol%)
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想定される用途

• 本技術の特徴を生かすためには、医薬品合成
に適用することで有機触媒を使用するメリット
（有毒物質を使用しない・環境低負荷など）が
大きいと考えられる。

• 必要な原料（エポキシド・ジオール）や得られる
物質（カーボネート・エステル）に着目すると、
「基礎化学品」や「機能性材料」の合成に展開
することも可能と思われる。
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実用化に向けた課題

• 現在、触媒合成に関しては、合成手法を確立
している。しかし、触媒活性の向上による触媒
量の低減という点が未解決である。

• また、触媒の回収および再利用について実験
データを取得し、大量合成に適用していく場合
の条件設定を行っていく。

• 実用化に向けて、触媒の固相担持なども検討
する必要もあり。
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企業への期待

• 有機材料・溶剤・樹脂または医農薬原料など
の合成における本技術の導入（既存プロセス
の代替）

• また、新有機材料・溶剤・樹脂などを開発中の
企業には、本技術の導入が有効と思われる。
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：イオン性求核触媒および
これを用いたアシル化方法

• 出願番号 ：特願2017-161926

• 出願人 ：信州大学

• 発明者 ：戸田泰徳、菅博幸

坂本智行、小見山裕崇



22

お問い合わせ先

株式会社信州TLO

ＴＥＬ 0268－25－5181

ＦＡＸ 0268－25－5188

e-mail info＠shinshu-tlo.co.jp


