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カチオンーπ相互作用に基づく cis- スチルベン類の

[2+2] 光付加環化反応

　cis- スチルベン類の光二量化反応では、一般に

trans 体への異性化が進行するため、cis 体からの付

加生成物はほとんど生成しない。本研究では、カチ

オンーπ相互作用が溶液中において分子配列制御に

有効であることに着目し、cis- スチルベン類の光二量

化を達成できるものと考え検討したところ、従来見

られなかった cis-cis-trans 型生成物が得られることを

明らかにした。本生成物は、cis- スチルベン類の異性

化により生成した trans 体と cis 体とのカチオンー π

相互作用に基づく [2+2] 光付加環化反応により生成し

たものと考えられる。

Although i rradiat ion of  (Z) -s tyry lpyr id ines 

generally results in isomerization to (E)-alkenes, we 

speculated that the [2+2] photodimerization of (Z)-

styrylpyridines would undergo through a cation-

π interaction. We found that the cis-cis-trans 

cyclobutanes were produced by photodimerization 

of (Z)-4-styrylpyridine in 60% yield in the presence 

of HCl. A catalytic amount of HCl plays a key role 

in enhancing the [2+2] photocyclization reactions 

between (Z)- and (E)-4-styrylpyridines to give r-cct 

and r-ctc cyclobutane dimers through a cation-π 

interaction.

カチオンーπ相互作用／有機光反応／分子配向制御／固相光反応／立体選択的反応

cation-pi interaction ／ organic photochemistry ／ controlling molecular orientation ／ solid-state 

photochemistry ／ stereoselective synthesis

・S. Yamada, Y. Nojiri, M. Sugawara, “[2+2] Photodimerization of (Z)-4-styrylpyridine through a cation-
pi interaction:formation of cis-cis-trans dimers” , Tetrahedron Letters, 2010, 51, 2533-2535.
・A. Shimizu, T. Mori, Y. Inoue, S. Yamada “Combined Experimental and Quantum Chemical 
Investigation of Chiroptical Properties of Nicotineamide Derivatives” , Journal of Physical Chemistry 
A. 2009, 113, 8754-8764.
・S. Yamada, Y. Takahashi, “Stereoselective synthesis of N,N-acetals by cyclization of an N-acyliminium 
ion through interaction with an N-sufonyl group” , Tetrahedron Letters, 2009, 50, 5395-5398.
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　◆教育内容　／　Educational Pursuits

　◆メッセージ

　◆研究計画

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

「有機立体化学」では、有機化合物の立体化学の基礎

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。さらに、学生に立体化学に関連するテ

ーマを選択させ、最新の論文も含めた発表会と質疑

応答を行った。

[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. 

[Organic stereochemistry] 

In this class, I lectured basic technical terms related 

to stereochemistry, historical backgrounds of 

stereoselective synthesis, and modern synthetic 

methods.

将来の研究計画・研究の展望

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？
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