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　◆研究キーワード　／　Keywords

　◆研究内容　／　Research Pursuits

　◆主要業績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総数（3）件

1．カチオンーπ相互作用に基づくアザカルコン類
の [2+2] 光付加環化反応
共役ケトン類の一つであるカルコン類の光二量化
反応は、一般に収率が悪く、複数の生成物が得ら
れるため、様々な工夫が行われてきている。例え
ば包接化合物の利用、テンプレートなどの反応
場が利用されてきた。我々は、カチオンーπ相
互作用が結晶の分子配列制御の有効な手法となり
得ることを明らかにし、カチオンーπ相互作用
に基づく固相光反応による位置および立体選択的
[2+2] 光付加環化反応の新たな方法論を提出した。

2．ピリジニウムへのアルキンの付加による置換基効
果
ピリジニウムへのアルキン類の付加反応はよく知
られているが、ピリジン置換基の付加反応の位置
選択性に及ぼす効果についてはこれまで明らかに
されていなかった。本研究では、1、2- 付加体と 1、
6- 付加体の安定性が位置選択性に関与しているこ
とを見出し、置換基によりその安定性が逆転する
ため、置換基効果が見られることを証明した。

1. We demonstrated that a cation-pi interaction 
serves as a powerful tool to control the crystal 
pack ing modes .  The  cat ion-p i  contro l led 
photodimerization reactions of the 4-azachalcones 
exclusively provided the synHT dimers, in which 
only the protonation of the pyridine part is critical 
to the attainment of the excellent selectivity. These 
observations would provide a valuable insight into 
the field of organic photochemistry as well as in 
the field of crystal engineering.

2. A substituent at the 3-position on a pyridine ring 
significantly affects the regioselectivity during 
the addition of alkynes to pyridinium salts. When 
the substituent is an electron-withdrawing group, 
1,6-adducts are predominantly produced, whereas, 
1,2-adducts become the major products when the 
substituent is an electron-donating group. The 
changes in the regioselectivity dependng on the 
substituent can be explained by the difference in 
the product stabilities.

・S. Yamada, Y. Tokugawa, “Cation-pi Controlled Solid-State Photodimerization of 4-Azachalcones” , J. Am. 
Chem. Soc. 2009, 131, 2098-2099.

・S. Yamada, A. Toshimitsu, Y. Takahashi, “A significant substituent effect on the regeoselectivity in addition of 
alkynes to 3-substituted pyridines” , Tetrahedron, 2009, 65, 2329-2333.

・S. Yamada, E. Ohta, “An Unusual Reaction of a Pyridinium Ylide with 1,1-Dicyanoethylene Derivatives” , 
Chem. Lett. 628-629 (2008).
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　◆教育内容　／　Educational Pursuits

　◆メッセージ

　◆研究計画

現在の主な研究テーマは以下の 3 つです。いずれも新しい有機分子の立体配座および分子配向の制御方法や
システムを研究し、それを基盤とするものです。
1）カチオンーπ相互作用の利用
2）選択的 [2+2] 光付加環化反応の研究
3）新規固相有機反応

ほとんどの研究は基礎的なものですが、将来以下のような領域で役立つことを期待しています。
1）位置および立体選択的合成
2）新しい構造や性質を持った分子の創製
3）生理活性化合物の創製

　私たちの身の回りをながめると、ほとんどのものは化学的に合成された化合物が関係していることに気が付
くでしょう。新しい化合物を創り出すことは、「化学」の最も得意とすることの一つです。現在までに数千万
の化合物が合成されて来ましたが、その可能性は無限にあります。あなたも自分の手で、この世に存在しない
分子を創り出してみたいと思いませんか？

学部
「反応有機化学」、「合成有機化学」の講義では、有
機化学の教科書「ブルース有機化学下巻」、すなわ
ち芳香族化合物、カルボニル化合物、アミン等の
合成、構造、反応、さらに Wooward-Hoffman 則
について講義した。さらに、「有機化学実験」では、
基礎的な合成操作、分離精製、構造決定の方法に
ついて、実習と講義を行った。

大学院
「物理有機化学」では、有機化合物の光反応に関す
る基礎から立体選択的反応まで、最近のトピック
スも含めて講義した。

[Organic reaction chemistry], 
[Synthetic organic chemistry]. 

In these classes, I lectured synthesis, reaction 
and structure of organic compounds that have an 
oxygen containing functional group and amines 
and so on.

[Expeliment of organic chemistry] 
Basic methods for organic synthesis, separation 
and purification methods were instructed. 

[Physical Organic Chemistry]
In this class, I lectured the photochemistry of 
organic compounds such as the basic theory of 
organic photochemistry, the application to organic 
synthesis and the recent topics of this field.




