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-Dehydroamino acids have significant much attentions from researchers in chemistry, biochemistry, chemical
biology, and peptide and amino acid science research areas due to their potent synthetic and biological utilities.
-Dehydroamino acids differ from proteinogenic amino acids in terms of the presence of geometrical E- and
Z-isomers in the molecule bearing the same molecular formula. Synthesis of -dehydroamino acids have been
extensively studied due to their potential utilities. However most of the chemical outcomes have leaned toward the
selective generation of thermodynamically more stable Z-isomers. In contrast, the stereocontrolled synthesis of
E--dehydroamino acid esters has been quite limited and remained to be a synthetic task. In this study, we studied the
stereoselective synthesis of E--dehydroamino acid esters by the development of the new phosphonoglycine reagent.
We have established a facile synthetic method to access a variety of E--dehydroamino acid esters by a condensation
reaction of the novel reagent and easily available aldehydes.
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Fig. 1. Structures and synthesis of dehydroamino acids
with 3 and Schmidt reagent 4
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Scheme 2. Synthetic strategy to access E-Dhaa with 3
アイデアを検証するために、試薬 5 を新たに合
成し、さまざまなアルデヒドとの反応を試みた
Scheme 1. Proposed reaction mechanism

(Fig．2)。塩基として NaH または DBU、添加剤と

して NaI を用いると、芳香族アルデヒド類は高立

価、原子半径の大きさと直線的関係性を示さない。

体選択的に望む E-1 に変換できた。一方で、アル

さまざまな金属塩を試した中で、MgBr2･OEt2 およ
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新たに設計した試薬 5 を用いた E-Dhaa 1 の立体選

MgBr2･OEt2 あるいは ZnCl2 を用いることで、E-選
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択性を向上できた(Fig. 3)。一方で、NaI を用いる
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Entry

Substrate

Conditions

Yield (%)

E-1 : Z-2

1

6a

NaH、 NaI

93

97 : 3

2

6b

NaH、 NaI

100

97 : 3

ペプチドに組み込む場合を想定し、窒素上の保

3

6c

NaH、 NaI

70

96 : 4

護基や官能基の異なる基質との反応を試みた

4

6d

NaH、 NaI

75

90 : 10

(Scheme 3)。その結果、N-Ac および N-Boc 基を有

5

6e

NaH、 NaI

82

92 : 8

6

6f

DBU、 NaI

74

92 : 8

7

6g

NaH、 NaI

93

72 : 28

を収率よく与えた。N-Boc 体の場合は E-9 を立体

8

6h

DBU、 NaI

77

50 : 50

選択的に与えたが、N-Ac 体 10 では選択性が低か

9

6i

NaH、 NaI

100

52 : 48

10

6j

NaH、 NaI

81

67 : 33

11

6k

NaH、 NaI

82

81 : 19

Fig. 3.

Stereoselective synthesis of E-Dhaa.

する場合においても反応は円滑に進行し、E-Dhaa

Fig. 2. Condensation of 5 and 6 in the presence of
NaH / DBU and NaI.
選択性が低かった 6g をモデル基質として、金属
塩の効果を再調査した。金属塩を添加しない場合、
熱力学的に安定な Z-2 を立体選択的に与えた。金
属塩の添加は、多くの場合 E-選択性発現に作用す
るが、選択性向上の程度は、金属塩の種類、原子

Scheme 3. Synthesis of N-Ac- and N-Boc-E-Dhaa.
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がわかった。アミド型(Ac)で反応が進行すること
は、
本試薬を用いた E-Dhaa のペプチドへの組み込
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みの可能性を示唆している。
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考察
反応機構について、さらなる情報を得るために、
さまざまな基質で立体選択性を調べた。その結果、
立体選択性の発現には、窒素上のアシル基（N-Ac、
N-Boc、 N-Cbz）および -P(=O)(OPh)2 の両方が備
わっていること、ならびに、 MgBr2･OEt2、ZnCl2
あるいは NaI の添加剤が必須であることがわか
った。これにより、３つの要素の複合的な作用に
よって、高い E-選択性が成立していることが示さ
れた。
今回開発した反応は、条件が穏和であるため、
Boc 基、アセトニド、エステルなどの官能基が共
存できる。こうした特性は、より複雑な Dhaa 類
合成が可能なことを示唆している。実際に、ここ
で確立した方法論をもとに、より高度に官能基化
された β、β-ジ置換 Dhaa の立体選択的合成、Dhaa
を複数有する生物活性天然物、ホモプシン A、キ
ノコ毒アクロメリン酸 A の全合成と活性評価、
E-Dhaa を組み込んだ新規ペプチドの立体配座解
析などの挑戦的プロジェクトが進行中である。
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