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Unsymmetric bis(heteroaryl) HetAr–X–HetAr' compounds have flexible and rigid groups, and are expected to exhibit
various biological activities by interacting with proteins and nucleic acids. Unsymmetric HetAr- X-HetAr' compounds
were efficiently synthesized by rhodium-catalyzed heteroaryl exchange reactions. This method allows synthesis of
unsymmetric HetAr–X–HetAr compounds (X = CH2, O, S) from heteroaryl aryl ethers and heteroaryl reagents. The
rhodium-catalyzed heteroaryl exchange reaction was also applied to the synthesis of unsymmetric di(heteroaryl)ureas
such as HetAr–NHCONH–HetAr’ from two symmetric ureas, HetAr–NHCONH–HetAr and HetAr’–NHCONH–HetAr’.
The equilibrium in some of the reactions can be shifted to the formation of unsymmetric ureas by the aggregation of the
dimers formed by inter- and intramolecular hydrogen bonding. The synthesis has a broad applicability, which gives a
diversity of novel unsymmetric HetAr–X–HetAr' and HetAr’–NHCONH–HetAr’ compounds containing five- and sixmembered heteroarenes. In addition, this rhodium-catalyzed method can be carried out in a homogeneous system in water,
and provides chemically modified peptides and proteins. Synthetic compounds for biostimulants and pharmaceuticals
have been developed using designed unsymmetric bis(heteroaryl) compounds, which have flexible and rigid HetAr groups
containing heteroatoms capable of interacting with biomacromolecules, and exhibit various biological activities.
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Figure 1. (a) DLS analysis of 1, 2, and 3 at 90 ℃ in
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(1.0 mM).
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