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Fine synthetic organic chemistry must be adapted to environment. For this purpose, we have been
engaged in the development of synthetic processes based on new reactions and/or methodologies,
besides the improvement of existing synthetic methods. Design and synthesis of high-performance
functional molecules have also been studied.
1. Activation of Heterocumulenes by Lewis Acids and Their Fixation to Aromatic Hydrocarbons : We
recently found that aromatic hydrocarbons are efficiently carboxylated with CO2 in the presence of
AlX3 and an excess of TMSCl. The efficiency has been improved by optimizing the silylating agent.
2. Development of Solvent-Free CIAT : The method to obtain an optically active compound from a
racemic or diastereomeric mixture by selective crystallization of one isomer and simultaneous
isomerization of the other is called Crystallization-Induced Asymmetric Transformation（CIAT）.
We have succeeded in extending the method to solvent-free conditions.
3. Development of Thiacalixarene- and Sulfur-Bridged Oligophenol-Based Functional Molecules : To
acquire novel functions of thiacalix[4]arene-based molecular hosts, as well as to gain insight into the
molecular mechanisms for realizing the functions, we have studied on the conformational behaviors
of its oxidized derivatives, transformation of the hydroxy groups into amino and iodo-functions, and
so on. Functions of novel sulfur-bridged oligophenol-based molecules have also been investigated.

研究の概要
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本分野では，環境に負荷をかけずに欲しいものだけを効
率的に作るための新しい有機合成化学的方法論や新規
合成反応の開拓，環境に適合した機能性分子素子の創
製とその機能開発を行っている。

２．無溶媒CIAT法の開発
有機合成化学のグリーン化のための重要な課題の一つは，
揮発性有機溶媒の使用量の削減であり，代替溶媒の開
発と共に，無溶媒反応に期待がもたれている。ラセミ体あ
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