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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 CO2 by Lewis Acids and Their Fixation to Aromatic compounds : We recently found
that aromatic hydrocarbons are efficiently carboxylated with CO2 in the presence of AlX3 and R3SiCl. The
reaction mechanism has been proposed based on the observation of reaction intermediates. Furthermore,
this method has been successfully applied to hetero-aromatic compounds.
2. Control of Chiral Discrimination by the Dielectric Property of Solvent : We have succeeded in
controlling the diastereoselectivity in the optical resolution of 1,1’
-binaphtalene-2,2’
-dicarboxylic acid via
1-phenylethylamides by the dielectric property of solvent.
3. Development of Thiacalixarene- and Sulfur-Bridged Oligophenol-Based Functional Molecules : To
acquire novel functions of thiacalix[4]arene-based molecular hosts, we have studied on the transformation of
the hydroxy groups into amino functions and developed a practical method for the preparation of 1,3-diamin
othiacalixarene. We have also succeeded in the precise separation of alcohol mixtures and efficient synthesis
of dinuclear metal complexes by using thiacalixarene and its derivatives. Functions of novel sulfur-bridged
oligophenol-based molecules have also been investigated.

研究の概要

Feasible reaction mechanism of the carboxylation of
toluene by the CO2-AlX3-R3SiX system.

2.誘電率による反応選択性の制御
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Control of the optical resolution of 1,1’
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X-Ray structure of an oligo ( benzoic acid )，
which has high ex trac tion abilit y toward
lanthanide ions
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