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結晶中における分子間相互作用に着目したアキラルな分子の不斉結晶化メカニズムの解明
東邦大学薬学部薬品製造学教室 吉川 晶子 印
【背景・目的】
分子の形状および配座がもたらす重要な性質の一つにキラリティーがある．キラリティ
ーを有する分子，すなわち光学活性な分子は，医薬品分野だけでなく一般科学の観点からも
興味を持って研究されている．近年，キラル化剤を添加するなどの不斉場を経ず，結晶化の
みによって片方のエナンチオマーのみを得る手法である，自然分晶および不斉結晶化につ
いての研究が注目されている．
本研究では，固定された不斉要素を持たない有機化合物の不斉結晶化のメカニズムを解
明すべく，アキラルな芳香族スルホンアミドに対する研究を行った．スルホンアミド結合の
両末端に芳香環を有する芳香族スルホンアミドは，スルホンアミドの窒素-硫黄結合の回転
により，様々な立体配座を取りうる (Figure 1)．N-フ
ェニルベンゼンスルホンアミドに代表される芳香族
スルホンアミドは，結晶中 Ph–S–N–Ph のねじれ角
θ が ±(30 ～ 90)° で あ る (+)- お よ び (−)- の

synclinal 配座で存在することが知られており，エナ
ンチオマー対は，溶液中で速い平衡状態にある．これ
ら芳香族スルホンアミド誘導体は，結晶化によって配
座が固定されることにより，単一エナンチオマーから
成るキラルな結晶が得られる，不斉結晶化を示すこと
がある.1 本研究では，結晶内で分子間に働く相互作用
が，不斉結晶化現象にどのような影響を及ぼすか解明
することを目的とした．まず相互作用の限られた比較
的シンプルな構造なスルホンアミドの解析を基軸に，

Figure 1 芳香族スルホンアミドの配座．

段階を追って相互作用の種類を増やし，最終的に各相互作用が分子を配列させる際に，ホモ
キラルな集合状態 (符号が単一の synclinal 配座で構成) またはヘテロキラルな集合状態
(符号の異なる synclinal 配座が等量存在) のどちらを優先する傾向にあるかを評価し，そ
れぞれの相互作用が不斉結晶化現象に与える影響を明らかにした．
【結果と考察】
本論文では，3 系統 189 種類 (結晶多形を含めて 223 結晶構造) の芳香族第二級スルホ
ンアミドについて合成および構造解析を行った．各系統の構成は，Table 1 に示した．

Table 1. 本論文で扱ったスルホンアミドとその分類．スルホニル側の芳香環を S 環，アミン側の芳香環
を A 環と表し，それぞれに対する置換基を RS, RA (ハロゲンの場合は XS, XA) と表した．

第二章：アルキル群スルホンアミドの解析と水素結合パターンの分類
比較的弱い分子間相互作用しか持たない，アルキル群（メチル基，エチル基およびメトキ
シ基を有する）の 69 種類の第二級ベンゼンスルホンアミド化合物を系統的に合成し，結晶
多形を含む 85 種類の結晶構造解析を行うことで，本化合物群が 11% という高い割合で
不斉結晶化することを明らかにした．また最も優先していた分子間相互作用である，スルホ
ンアミドプロトンとスルホニル酸素間の水素結合相互作用について，キラリティーの観点
(synclinal 配座の符号という観点) で分類すると，ごく少数の例外を除いて ４ 種類のパタ
ーンに分類することができた (Figure 2)．

Figure 2. 水素結合パターンの分類 ①Dimeric 型, ②Zigzag 型, ③Helical 型, ④Straight 型．

この分類法において， Dimeric 型および Zigzag 型は，本質的にアキラルな結晶を与え
るパターンであり， Helical 型，Straight 型は，それぞれの水素結合によって得られる分
子の一次元連鎖が，ホモキラルな連鎖となるため，結晶がキラルになりうるパターンである
と分かった．後者のホモキラル連鎖が，最終的に水素結合以外の相互作用によってホモキラ
ルに集合するとキラルな結晶が得られる．このように，分子配列と不斉結晶化について議論
する観点で有用なパターン分類に成功した．
次に積極的に相互作用部位を導入したスルホンアミド (ハロゲン誘導体およびインドー
ル誘導体) について，不斉結晶化現象と分子間相互作用の関連を調べた．
第三章：ハロゲン群スルホンアミドの解析と Mchiral 値の導入
ハロゲン基を有する，ハロゲン群のスルホンアミド 64 個を合成し，76 種類の結晶構造
解析を行った．得られた全ての結晶中で水素結合相互作用が見られ，前章で定義した４種類
の水素結合パターンにて分類できたため，この分類の一般性が示された．この４種類の水素

結合パターンを示した結晶の割合は，非ハロゲン化物とほぼ変わらなかったが，不斉結晶化
率は顕著に低下した (11%→2.6%)．この原因を探るため，新たなパラメータとして Mchiral
値を提唱した．この値は，隣接する分子ペアが同符号の synclinal 配座を有する (= ホモキ
ラルである) 割合を示し，相互作用の種類によって顕著に値が変化することが分かった．結
果，いわゆるハロゲン結合の代表例となる X···X 結合より，Xπ···Xπ (ハロゲン原子の関与
する π···π) 結合 のほうがホモキラル集合に不利であることが分かった (Figure 3)．なお，
Br···O および Br···π 接触がホモキラル集合体の形成に対して有利であると示唆された．

Figure 3. 各相互作用がホモキラルまたはヘテロキラルに集合する割合．
グラフ上の数字は接触の個数．ホモキラル集合のバーが示す割合が Mchiral である．

第四章：インドール群スルホンアミドの解析と Mchiral 値の一般化
4, 5, 6, 7-インドリルスルホンアミド (インドール群) を 56 種類系統的に合成し，62 個
の結晶構造を解析したところ，21%という高い割合で不斉結晶化することを見出した
(Figure 4)．アルキル群, ハロゲン群との違いを理解するため，様々な相互作用について前
章で導入した Mchiral 値を用いて評価した．その結果，スルホンアミドプロトンの関与する
水素結合 amimde-HB の Mchiral 値は，置換基によって大きく変化しないことが分かった．
一方でインドリルプロトンの関与する水素結合 indole-HB の Mchiral 値が 62%と非常に
高く，この相互作用が不斉結晶化に重要であることが分かった．

Figure 4. 各スルホンアミドの不斉結晶化率

さらに，他の弱い相互作用に対しても Mchiral 値を評価したところ，各相互作用の Mchiral
値は，置換基にかかわらず，概ね似た値を示すことが分かった．多くの相互作用の Mchiral

値は，40-60%の範囲に分布し
ていたが (Figure 5 灰色のエ
リア),いくつかの相互作用がこ
の範囲から外れていた．この外
れた相互作用は，分子を配列さ
せる際に，ホモキラル集合を好
む 相 互 作 用

(indole-HB,

C(sp2)H···π，C(sp2)X···O)，ま
たはヘテロキラル集合を好む
相 互 作 用 (amide-HB, π···π,

Figure 5. 各相互作用の Mchiral 値

C(sp3)H···π) ということが示唆された．これらの傾向は，置換基に大きく影響されない，一
般性の高い傾向であり，今後のキラルな結晶を与える化合物のデザインに，有用かつ具体的
な知見を得ることができた．
【総括】
本研究では，不斉結晶化を示すアキラルな芳香族第二級スルホンアミドを網羅的に合成
し，その不斉結晶化率を確認した．比較のため，置換基の類似した化合物を系統的・網羅的
に合成し，それらの結晶解析を行うことにより，不斉結晶化と分子間相互作用との関係を，
化合物の割合として，統計的に整理することに成功した．その過程において，まず，重要と
考えられる水素結合相互作用に対し，キラリティーの観点を導入した新たな分類を提唱し
た．さらに，各相互作用に対する Mchiral 値 (相互作用によって隣接した分子ペアがホモキ
ラルに集合する割合) を導入することにより，相互作用が不斉集合に及ぼす影響を評価する
ことに成功した．このように，不斉集合の評価の指標となる新しいパラメータを利用するこ
とにより，今後，他の様々な化合物群についても，同様な解析・評価を通じて，不斉結晶化
現象を利用したキラル物質の創製に繋げることが可能になると考えられる．
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