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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アミロース誘導体を含有する光学異性体用分離剤であって、
　前記アミロース誘導体が、アミロースの有する水酸基の水素原子の一部又は全部が下記
式（１）及び（２）で表される原子団で置換されてなり、かつ下記式（１）及び（２）に
おけるＲ１及びＲ２の単糖ユニット当たりの平均導入数の和が３．０を超える、光学異性
体用分離剤。
【化１】

 （式中、Ｒ１及びＲ２はそれぞれ、置換基を有していてもよい、炭素数が１～１８の一
価の脂肪族基、又は、置換基を有していてもよい、炭素数が６～１８の一価の芳香族基を
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表し、Ｘは、アミド結合を表す。）
【請求項２】
　Ｒ１及びＲ２が同じであることを特徴とする請求項１に記載の光学異性体用分離剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光学異性体用分離剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光学異性体は物理的、化学的性質が全く同一であるが、生体に対する作用に差異がみら
れるケースがある。そのため、医薬、製薬などの分野においては光学純度の高い化合物を
調製することが非常に重要な課題である。これらに応える手法として、光学異性体用分離
剤を用いる高速液体クロマトグラフィーによる分取法が知られている。
【０００３】
　数ある光学異性体用分離剤の中でも、特にセルロース、アミロースのカルバメート又は
エステル誘導体をシリカゲル上に担持させた分離剤は、極めて幅広い化合物に対し、不斉
識別能を有することが知られている。
【０００４】
　クロマト分取法では、クロマト分取生産性を向上させる検討が進められ、分取目的化合
物をさらによく分ける、すなわちより大きな分離係数（α値）を持った光学異性体用分離
剤が望まれている。
【０００５】
　光学異性体用分離剤としては、例えばアミロースのフェニルカルバメート誘導体が知ら
れている（例えば非特許文献１、特許文献１、及び特許文献２参照。）。アミロースのフ
ェニルカルバメート誘導体の光学分割能としては、アミロースにおけるピラノース環又は
フラノース環一つ当たりのフェニルカルバメート基の平均導入数が３以下である前記誘導
体の光学分割能が一般に知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第３１４８０３２号公報
【特許文献２】特開２００５－１７１７４号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｊ．Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒ．Ａ　６９４（１９９５）　ｐ．１０１－１
０９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、高い不斉識別能を有するセルロース誘導体又はアミロース誘導体を含有する
光学異性体用分離剤を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、セルロース誘導体やアミロース誘導体の光学異性体用分離剤の検討を行
った際に、同じ置換基が導入された誘導体間で異なる光学分割能が示される場合があるこ
とを発見し、この現象を解明すべく鋭意検討を行った結果、本発明に至った。
【００１０】
　すなわち本発明は、多糖誘導体を含有する光学異性体用分離剤であって、前記多糖誘導
体が、セルロース又はアミロースの有する水酸基の水素原子の一部又は全部が下記式（１
）及び（２）で表される原子団で置換されてなり、かつ下記式（１）及び（２）における
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Ｒ１及びＲ２の単糖ユニット当たりの平均導入数の和が３．０を超える光学異性体用分離
剤を提供する。
【００１１】
【化１】

【００１２】
　前記式中、Ｒ１及びＲ２はそれぞれ、置換基を有していてもよい、炭素数が１～１８の
一価の脂肪族基、又は、置換基を有していてもよい、炭素数が６～１８の一価の芳香族基
を表し、Ｘは、単結合又は二価の有機基を表す。
【００１３】
　また本発明は、Ｘがアミド結合を表す前記の光学異性体用分離剤を提供する。
【００１４】
　さらに本発明は、Ｒ１及びＲ２が同じである前記の光学異性体用分離剤を提供する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明は、セルロース誘導体又はアミロース誘導体における置換基の平均導入数が３．
０を超えるセルロース誘導体又はアミロース誘導体を用いることから、高い不斉識別能を
有するセルロース誘導体又はアミロース誘導体を含有する光学異性体用分離剤を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施例１で得られたアミロース誘導体１の1Ｈ－ＮＭＲスペクトルを示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の光学異性体用分離剤は多糖誘導体を含有する。本発明における前記多糖誘導体
は、セルロース又はアミロースの有する水酸基の水素原子の一部又は全部が下記式（１）
及び（２）で表される原子団で置換されてなる。すなわち前記多糖誘導体は、これらの原
子団によって前記水酸基の全ての水素原子が置換されていてもよいし、前記水酸基の一部
の水素原子が置換されていてもよい。
【００１８】
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【化２】

【００１９】
　前記多糖誘導体におけるセルロース又はアミロースの数平均重合度（セルロース又はア
ミロース１分子中に含まれるピラノース環又はフラノース環（単糖ユニット）の平均数）
は、多糖誘導体の高次構造形成の観点から、５以上であることが好ましく、１０以上であ
ることがより好ましい。また前記多糖の数平均重合度は、特に上限はないが、取り扱いの
容易さの観点から、１，０００以下であることが好ましい。これらの観点から、前記多糖
の数平均重合度は、５～１，０００であることが好ましく、１０～１，０００であること
がより好ましく、１０～５００であることがさらに好ましい。
【００２０】
　前記Ｒ１及びＲ２は、それぞれ、置換基を有していてもよい、炭素数が１～１８の一価
の脂肪族基、又は、置換基を有していてもよい、炭素数が６～１８の一価の芳香族基を表
す。Ｒ１とＲ２とは同じであってもよいし、異なっていてもよい。Ｒ１及びＲ２が有して
いてもよい置換基としては、例えば、炭素数１～１８のアルキル基、ハロゲン、アミノ基
、及び炭素数１～１８のアルコキシル基が挙げられる。前記アルキル基は鎖状でも環状で
もよい。このようなＲ１及びＲ２としては、例えば、メチル基、オクタデシル基、フェニ
ル基、ナフチル基、シクロヘキシル基、ノルボルネニル基、３－クロロ－４－メチルフェ
ニル基、３，５-ジクロロフェニル基、３，５－ジメチルフェニル基、５－クロロ－２－
メチルフェニル基、４－メチルフェニル基、及び４－クロロフェニル基が挙げられる。
【００２１】
　前記Ｘは、単結合又は二価の有機基を表す。Ｘは、「－Ｘ－Ｒ２」が、光学分割におい
て分離対象の光学異性体の光学分割に作用する官能基であることが好ましい。Ｘとしては
、例えば、アミド結合、ウレタン結合、エーテル結合、及びエステル結合、及びこれらの
結合を含む二価の基が挙げられる。
【００２２】
　本発明における前記多糖誘導体は、さらに、前記Ｒ１及びＲ２の平均導入数の和が単糖
ユニット当たり３．０を超える。単糖ユニット当たりのＲ１及びＲ２の平均導入数の和と
は、単糖ユニット当たりのＲ１の平均導入数とＲ２の平均導入数との和である。前記平均
導入数は、多糖誘導体内部の立体障害による過分な高次構造の変化の観点から、５．０以
下であることが好ましく、４．０以下であることがより好ましい。また前記平均導入数は
、平均導入数増加による十分な効果の観点から、３．０５以上であることが好ましく、３
．１以上であることがより好ましい。
【００２３】
　前記平均導入数は、例えばＮＭＲ分析によって測定することができる。例えば前記平均
導入数は、前記多糖誘導体の1Ｈ－ＮＭＲスペクトルにおける、Ｒ１やＲ２に特有の水素
原子由来のピーク面積と、多糖骨格に特有の水素原子由来のピーク面積とから求めること
ができる。
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【００２４】
　式（１）の原子団は、セルロース又はアミロースの水酸基と、式（１）の原子団に対応
するイソシアネート誘導体とを反応させることによって、セルロース又はアミロースに導
入することができる。このような式（１）の導入方法としては、例えば、多糖中の水酸基
を、対応するイソシアネート誘導体と反応させ、カルバメート結合を形成する公知の方法
（例えば、特許文献１及び非特許文献１参照。）を利用することができる。
【００２５】
　式（２）の原子団は、式（１）の原子団が導入されたセルロース誘導体又はアミロース
誘導体のアミノ基と、「－Ｘ－Ｒ２」に対応する化合物とを反応させることによって、セ
ルロース誘導体又はアミロース誘導体に導入することができる。このような式（２）の原
子団の導入方法としては、例えば、「－Ｘ－Ｒ２」に対応するイソシアネート誘導体と式
（１）中のアミノ基の水素原子とを反応させアロファン酸エステルを生成する方法、及び
、「－Ｘ－Ｒ２」に対応する酸無水物又は酸塩化物と式（１）中のアミノ基の水素原子と
を反応させてアシル化する方法、が挙げられる。
【００２６】
　Ｘがアミド結合を表す場合では、式（１）の原子団に対応するイソシアネート誘導体と
「－Ｘ－Ｒ２」に対応するイソシアネート誘導体とは、それぞれイソシアネート誘導体と
なる。このため、前記の場合では、式（１）に対応するイソシアネート誘導体をセルロー
ス又はアミロースと反応させた後に、「－Ｘ－Ｒ２」に対応するイソシアネート誘導体を
さらに反応させることによって、Ｘがアミド結合を表す多糖誘導体を得ることができる。
或いは、前記イソシアネート誘導体の両方を、セルロース又はアミロースの水酸基に、前
記カルバメート結合を形成する公知の方法に比べて総量でより過剰な量で反応させること
によって、カルバメート結合の形成とアロファン酸エステルの生成とが同時に行われ、Ｘ
がアミド結合を表す多糖誘導体を得ることができる。
【００２７】
　Ｘがアミド結合を表し、かつＲ１及びＲ２が同じである場合では、式（１）の原子団に
対応するイソシアネート誘導体と「－Ｘ－Ｒ２」に対応するイソシアネート誘導体とに同
じイソシアネート誘導体を用いることができる。このため、前記の場合では、対応するイ
ソシアネート誘導体を、セルロース又はアミロースの水酸基に、前記カルバメート結合を
形成する公知の方法に比べてより過剰な量で反応させることによって、カルバメート結合
の形成とアロファン酸エステルの生成とが同時に行われ、Ｘがアミド結合を表し、かつＲ
１及びＲ２が同じである多糖誘導体を得ることができる。
【００２８】
　このような多糖誘導体の合成において、前記イソシアネート誘導体の使用量は、系内の
水分によるイソシアネート失活の観点から、セルロース又はアミロースの全水酸基に対し
て１．３当量以上であることが好ましく、２．５当量以上であることがより好ましく、３
．０当量以上であることがさらに好ましい。前記イソシアネート誘導体の使用量の上限は
特に限定されないが、効果の頭打ちの観点から、１０当量以下であることが好ましい。
【００２９】
　また、前記の多糖誘導体の合成において、反応温度は、前記カルバメート結合を形成す
る公知の方法における通常の温度よりも低くするか、又は通常の温度の中でも低めの温度
とすることが、カルバメート結合の形成とアロファン酸エステルの生成とを同時に行う観
点から好ましい。このような観点から、前記反応温度は、６０℃から１１０℃であること
が好ましく、７０℃から９０℃であることがより好ましい。
【００３０】
　また、前記の多糖誘導体の合成において、多糖は、前記平均導入数を高める観点から、
アミロースであることがより好ましい。
【００３１】
　本発明の光学異性体用分離剤は、前記多糖誘導体を含有する形態であれば特に限定され
ない。前記光学異性体用分離剤は、前記多糖誘導体のみからなっていてもよいし、前記多
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糖誘導体が担体に担持されてなっていてもよい。
【００３２】
　前記多糖誘導体のみからなる光学異性体用分離剤は、前記多糖誘導体をカラム管に収容
される円柱状の多孔質体に成形することによって製造することができる。また、前記多糖
誘導体のみからなる光学異性体用分離剤は、前記多糖誘導体そのものを破砕及び又は球形
化することによって製造することができる。前記光学異性体用分離剤の粒子は、球形化処
理した粒子であることが分離度を高める上で好ましく、さらに粒度が揃えられた粒子であ
ることが好ましい。光学異性体用分離剤の破砕及び球形化処理は公知の方法によって行う
ことができる。また粒度は分級や分級品の混合等によって調整することができる。
【００３３】
　前記多糖誘導体が担体に担持されてなる光学異性体用分離剤は、多糖誘導体を担体に担
持することにより製造することができる。前記担体は、前記多糖誘導体を担持することが
できるものであれば特に限定されない。このような担体としては、前述したクロマトグラ
フィーで使用されることが知られている種々の担体を用いることができ、例えば多孔質有
機担体や多孔質無機担体等が挙げられ、好ましくは多孔質無機担体である。前記多孔質有
機担体としては、例えばポリスチレン、ポリアクリルアミド、ポリアクリレート及びこれ
らの誘導体等の高分子物質が挙げられる。前記多孔質無機担体としては、例えばシリカゲ
ル、アルミナ、マグネシア、ガラス、カオリン、酸化チタン、ケイ酸塩、及びヒドロキシ
アパタイトが挙げられ、特にシリカゲルが好ましい。
【００３４】
　前記担体は、カラム管に収容される円柱状の多孔質体であってもよいし、粒子状の担体
であってもよい。前記担体の粒径は０．１μｍから１０ｍｍであることが好ましく、１μ
ｍ～３００μｍであることがより好ましく、１μｍ～７５μｍであることがさらに好まし
い。多孔質の担体における平均孔径は、１ｎｍから１００μｍであることが好ましく、５
ｎｍ～５，０００ｎｍであることがより好ましい。担体がシリカゲルの場合、シリカゲル
の表面は残存シラノールの影響を排除するために表面処理が施されていることが望ましい
が、全く表面処理が施されていなくてもよい。前記表面処理は公知の方法によって行うこ
とができる。
【００３５】
　前記担体への前記多糖誘導体の担持の形態は特に限定されない。このような形態として
は、例えば、担体への多糖誘導体の物理的な吸着、担体と多糖誘導体との間の化学結合、
担体上の多糖誘導体同士の化学結合が挙げられる。
【００３６】
　前記物理的な吸着としては、例えば、前記多糖誘導体を可溶性の溶剤に溶解し、例えば
得られた溶液に担体を浸漬して溶液を担体に塗布し、減圧下、加温下、又は気流下におい
て担体から溶剤を留去させる方法が挙げられる。前記化学結合としては、例えば、担体と
多糖誘導体との間に第三成分を介在させた化学結合、及び、担体に吸着された多糖誘導体
への光照射、放射線照射、及びこれらによるラジカル反応による担体と多糖誘導体との結
合が挙げられる。前記多糖誘導体の担体への担持は、公知の方法によって行うことができ
る。
【００３７】
　前記担体への前記多糖誘導体の担持量は、光学異性体の分離方法や担体の種類に応じて
異なるが、担体に対して１～１００重量部であることが好ましく、５～６０重量部である
ことがより好ましく、１０～５０重量部であることがさらに好ましい。
【００３８】
　本発明の光学異性体用分離剤は、光学異性体を分離する用途に応じた適当な形態とする
ことによって、光学異性体を分離する種々の用途に用いることができる。例えば、光学異
性体用分離剤の形態が粒子や円柱状多孔質体であれば、光学異性体用分離剤をカラムに収
容して用いる方法に用いることができる。このような方法としては、例えば、ガスクロマ
トグラフィー、液体クロマトグラフィー、超臨界クロマトグラフィー、及び、擬似移動床
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クロマトグラフィーが挙げられる。また、光学異性体用分離剤の形態が粒子であれば、薄
層クロマトグラフィーに用いることができる。
【００３９】
　また、本発明の光学異性体用分離剤は、前記多糖誘導体を膜に担持することによって、
膜分離に用いることができる。さらに、本発明の光学異性体用分離剤は、キャピラリーカ
ラムに前記多糖誘導体をコーティングすることによって、キャプラリーカラムに用いるこ
とができる。
【実施例】
【００４０】
　以下、本発明の方法を実際の例によって説明するが、本発明がこの例の範囲に限定され
ないことは言うまでもない。
【００４１】
［実施例１］
［アミロース誘導体１の合成］
　窒素雰囲気下、アミロースとアミロース中の水酸基に対して４当量の３－クロロ－４－
メチルフェニルイソシアネートとを乾燥ピリジン中、１１０℃で２４時間攪拌を行い、ア
ミロース誘導体１を得た。得られたアミロース誘導体１を、重水素化ジメチルホルムアミ
ドを溶媒とした1Ｈ－ＮＭＲで測定した。得られた1Ｈ－ＮＭＲスペクトルを図１に示す。
【００４２】
　得られたアミロース誘導体１の単糖ユニット当たりの３－クロロ－４－メチルフェニル
基の平均導入数Ｒは、前記1Ｈ－ＮＭＲの測定結果から下記式（１）により算出したとこ
ろ、３．２であった。なお、下記式（１）において、Ａはアミロース骨格のメチレン及び
メチンの水素に由来のピーク面積（δ＝４．０～６．０ｐｐｍ）を表し、Ｂはベンゼン環
の水素に由来のピーク面積（δ＝６．５～７．８ｐｐｍ）を表し、Ｓはベンゼン環の水素
の数を表している。図１より、Ａは７．０であり、Ｂは９．７であり、アミロース誘導体
１の化学構造より、Ｓは３である。
　Ｒ＝７Ｂ／（Ｓ×Ａ）　　　（１）
【００４３】
［光学異性体用分離剤１の製造］
　前記の合成例で得られた５ｇのアミロース誘導体１を３０ｍＬのテトラヒドロフラン（
ＴＨＦ）に溶解させ、このＴＨＦ溶液を粒径５μｍのシリカゲル２０ｇに均一に塗付し、
その後、ＴＨＦを留去することで、アミロース誘導体１がシリカゲルに担持されてなる光
学異性体用分離剤１を得た。
【００４４】
［光学異性体分離用カラム１の製造］
　前記の光学異性体用分離剤１をスラリー充填法により内径０．４６ｃｍ×長さ２５ｃｍ
のステンレスカラムに充填し、光学異性体分離用カラム１を得た。
【００４５】
［評価］
　光学異性体分離カラム１を用い、高速液体クロマトグラフィー法により、下記式(ｒａ
－１)に示すトランススチルベンオキシド、及び下記式(ｒａ－２)に示すビナフトール、
下記式(ｒａ－３)に示すWiland-Micscher ketone、下記式(ｒａ－４)に示すBenzoyloxy-2
-azetidinone、下記式(ｒａ－５)に示すフェノプロフェンのラセミ体を分離した。この光
学分割の分離条件は、(ｒａ－１)及び(ｒａ－２)については溶離液にｎ－ヘキサン／２－
プロパノール＝９０／１０（体積比）を用い、(ｒａ－３)については溶離液にｎ－ヘキサ
ン／２－プロパノール＝８０／２０（体積比）を用い、(ｒａ－４)については溶離液にア
セトニトリルを用い、(ｒａ－５)については溶離液にアセトニトリル／トリフルオロ酢酸
＝１００／０．１（体積比）を用い、溶離液の流速は全て１．０ｍＬ／ｍｉｎとした。そ
して、得られたクロマトグラムから、より弱く吸着される成分（ラフィネート成分）の保
持係数ｋ’1、より強く吸着される成分（エクストラクト成分）の保持係数ｋ’2、及び分
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トラクト成分の保持係数ｋ’2は下記式（３）から求め、分離係数αは下記式（４）から
を求めた。下記式中、ｔ0はデッドタイム（トリ－ｔｅｒｔ－ブチルベンゼンの溶出時間
）を表し、ｔ1はラフィネート成分の溶出時間を表し、ｔ2はエクストラクト成分の溶出時
間を表す。光学分割の結果を表１に示す。
　ｋ’1＝（ｔ1－ｔ0）／ｔ0　　　（２）
　ｋ’2＝（ｔ2－ｔ0）／ｔ0　　　（３）
　α＝ｋ’2／ｋ’1　　　（４）
【００４６】
【化３】

【００４７】
【表１】

【００４８】
　また、光学異性体分離カラム１を用い、高速液体クロマトグラフィー法により、下記式
（ｒａｃ－６）に示すγ－フェニル－γ－ブチロラクトン、下記式（ｒａｃ－７）に示す
チアプロフェニックアシッド、及び下記式（ｒａｃ－８）に示すジプロフィリンのラセミ
体を分離した。この光学分割の分離条件は、（ｒａｃ－６）については溶離液にｎ－ヘキ
サン／２－プロパノール＝８０／２０（体積比）を用い、（ｒａｃ－７）についてはｎ－
ヘキサン／２－プロパノール／トリフルオロ酢酸＝９０／１０／０．１（体積比）を用い
、（ｒａｃ－８）についてはｎ－ヘキサン／２－プロパノール＝６０／４０（体積比）を
用い、溶離液の流速は全て１．０ｍＬ／ｍｉｎとした。そして、得られたクロマトグラム
からラフィネート成分の保持係数ｋ’1と分離係数αを求めた。結果を表２に示す。
【００４９】
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【００５０】
【表２】

【００５１】
［比較例１］
　３－クロロ－４－メチルフェニルイソシアネートの使用量を減らす以外は、実施例１と
同様に多糖誘導体を合成して、３－クロロ－４－メチルフェニル基の平均導入数Ｒが３．
０であるアミローストリス（３－クロロ４－メチルフェニルカルバメート）を合成し、シ
リカゲル量を１５ｇにする以外は、実施例１と同様に光学異性体用分離剤Ｃ１を作製し、
光学異性体分離用カラムＣ１を得、光学分離能を評価した。光学分割の結果を表１及び２
に示す。
【００５２】
　表１及び２から明らかなように、Ｒの平均導入数がより高いアミロース誘導体を有する
光学異性体分離用カラム１は、光学異性体分離用カラムＣ１に比べて、前記の種々のラセ
ミ体の全てにおいてより高い光学分離能を示すことから、光学異性体分離カラムＣ１に比
べて、様々な光学異性体に対してより大きな分離係数を示すことが期待される。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明では、式（２）の原子団は、光学分割において分離対象の光学異性体に作用する
二以上の官能基を合体させることで構成することができることから、従来より知られてい
る式（１）の原子団や式（２）における「－Ｘ－Ｒ２」の光学分割能に対して、光学分割
能のさらなる向上や新たな光学分割能の発現が期待される。よって、本発明によれば、光
学異性体の製造の生産性のさらなる向上や、新規の光学異性体の製造技術の確立が期待さ
れる。
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