
第３０回有機合成化学セミナー 

主催 有機合成化学協会（中国四国支部） 

 

 第３０回有機合成化学セミナー（旧称：有機合成化学夏季大学）は中国四国支部が担当し，平成２５年９月

１７日〜１９日（２泊３日）に，岡山県倉敷市下津井にある「せとうち児島ホテル」を会場として開催いたし

ます。瀬戸大橋の袂の風光明媚な場所で，世界をリードする講師陣を囲み，有機合成化学について大いに学び，

議論し，交流を深めていただければ幸いです。とくに，若い参加者の方々に研鑽を積んでいただける場になる

と期待しています。ぜひこの機会に多数ご参加いただきますようお願いいたします。なお，一般募集のポスタ

ーセッション（６０件 ［ポスター申込締切７月５日（金）］）も設けますので，奮ってご参加下さい。 
 

http://achem.okayama-u.ac.jp/omc/socj/seminar.html 
 

日 時： ９月１７日（火）１３：００〜１９日（木）１２：３０ 

会場・宿泊先： せとうち児島ホテル 

     （岡山県倉敷市下津井吹上303-53，TEL: 086-473-7711，URL http://www.setouchi-kojima-hotel.jp/）  

 

【プログラム】 
_________________________________________________________________________________________________ 

M : Mukaiyama Award 受賞講演，L : Lectureship Award 受賞講演，I : 招待講演，A : 奨励賞受賞講演 
_________________________________________________________________________________________________ 

９月１７日（火） 

☆受付 12:00~13:00  開会 13:00 
 
(M-1) 13:10~14:10 

｢A New Approach to High-Performance Asymmetric Lewis Acid Catalysis｣ 

（Max Plank Institute）Benjamin List 

Lewis acids are important catalysts and that are widely used in academia and industry. Examples include 
the Friedel-Crafts-, Diels-Alder-, and Ziegler-Natta-reactions, which are all catalyzed by metal-based 
Lewis acids. Also, research on enantiopure Lewis acid catalysts has a long tradition going back to the 
pioneering studies of Yamamoto et al. and others during the 1980s. Interestingly though, the one common 
feature of the developed processes is that they require relatively high catalyst loadings of up to 20 mol%. 
We have recently designed a novel concept for asymmetric Lewis acid catalysis that is based on the 
powerful activity of silylium-catalysts and combined with the asymmetric counteranion directed catalysis 
principle.  
 
(I-1) 14:10~15:00 

「キラルブレンステッド酸触媒反応の新展開」 （学習院大理）秋山隆彦 

近年、数多くの不斉触媒が開発され、不斉触媒反応の進歩は目覚ましいものがある。中でも、キラルブレンス

テッド酸触媒は、弱い水素結合に基づくネットワークを利用した立体制御により、極めて幅広い種類の不斉反



応に適用できる事が明らかとなり、優れた不斉触媒として、大きな注目を集めている。本講演では、キラル環

状リン酸エステルをキラルブレンステッド酸触媒として用いた不斉触媒反応について、我々の 近の研究成果

を紹介する。 
 
(I-2) 15:00~15:50 

「キラルオニウム塩の分子設計に基づく触媒機能の創出と応用」 （名大院工）大井貴史 

第四級オニウム塩は、有機カチオンとの相互作用を介して、反応性アニオン種をそのままの形で制御できる

「有機イオン対触媒」としての可能性をもっている。本講演では、キラルな第四級オニウム塩を独自に設計・

合成し、適切な構造修飾によって多様な触媒機能を引き出すとともに、それを活かした選択的炭素－炭素及び

炭素－ヘテロ結合形成反応を開拓しようという一連の研究展開について、 近の成果を中心に紹介する。 
 
(I-3) 16:10~17:00 

「不斉有機触媒反応を活用する天然物合成」 （長崎大院医歯薬）畑山 範 

１０数年ほど前から有機触媒を用いる不斉反応が急速に発展し、金属触媒を用いる不斉反応と相補的な合成反

応として認知されるまでになってきた。しかし、天然物合成への活用という観点から見ると、まだその例は少

ない。有機合成セミナーでは、これまで我々が行って来たシンコナアルカロイド触媒やプロリン触媒を用いる

不斉分子構築法に基づく生物活性天然物の全合成研究について紹介する。 
 
(I-4) 17:00~17:40 

「直接フッ素化を用いたペルフルオロ化合物合成法"PERFECT"の開発と実用化」 （旭硝子）岡添 隆 

旭硝子（株）では、さまざまなペルフルオロ化合物を、フッ素化されていないアルコールから得ることができ

る画期的合成法「PERFECT」を開発した。炭素－水素結合を、フッ素ガスを用いて炭素－フッ素結合に変換す

る直接フッ素化反応を利用する。プロセスの工夫により、安全に製造でき、かつ溶媒を使用せず環境負荷が低

い方法とし、フッ素系潤滑油、および低環境負荷の重合用乳化剤の製造・事業化に至った。その経緯を中心に

紹介する。 
 
(I-5) 17:40~18:30 

「時間を空間で制御する合成化学」 （京大院工）吉田潤一 

フローマイクロリアクターでは、反応器の空間的長さを調節することにより反応時間をミリ秒～秒単位で精密

に制御できる。この精密滞留時間制御を利用した短寿命不安定活性種を中間体とする有機合成反応に焦点をあ

て、その原理と応用について述べる。また、フローマイクロリアクターを用いて中間体を単離生成することな

く複数の反応を連続して行う空間的反応集積化への展開についても紹介する。 
 
19:00-  Mukaiyama Award･Lectureship Award 授賞式・懇親会 

 

９月１８日（水） 

(I-6) 9:00~9:50 

「ニッケラサイクルを鍵中間体とする触媒的水素移動型反応と環化付加反応」 （阪大院工）生越専介 

ニッケラサイクルは多様な触媒反応の反応中間体として重要な役割を果たしているが、十分にその可能性を引

き出せてはいない。ヘテロ原子が存在する場合には複素環化合物を与える反応の構築が可能となり、合成可能

となる有用な化合物は飛躍的に多くなる。また、環状化合物における多点立体制御も一挙に達成できる優れた

反応中間体である。本講演では、ニッケラサイクルを経由する反応に関する我々の成果を紹介したい。 
 
(I-7) 9:50~10:40 

「有機合成における sp3-C–H 結合への２つの新しい視点」 （北大院理）澤村正也 

有機合成においては従来不活性結合とされてきた sp3-C–H 結合を触媒的に化学変換する研究が 近急速に発展

している。本講演では、この分野における演者らの研究として「固相担持触媒による sp3-C–H ホウ素化反応」

を紹介する。さらに、sp3-C–H 結合の化学に関するもう一つの話題として、非極性 sp3-C–H 結合による分子間

水素結合が、触媒的不斉合成における立体制御の重要な要素となる場合があることを、演者らの研究に基づき

議論する。 
 
(L-1) 11:00~12:00 

｢A Few of My Favorite Rings: Catalysis Inspired by Lactones and Lactams｣ 

（Dept. of Chemistry, UC Irvine）Vy M. Dong 

Lactones and lactams make up a range of structurally complex and functional compounds, from antibiotics to 

nanomaterials. Inspired by Nature's cyclic architectures, we are developing catalytic methods that feature stereoselective 



hydroacylation. Hydroacylation, the formal addition of an aldehyde C–H bond across an unsaturated functional group, is 

an ideal approach to carbonyl functionalities commonly found in bioactive molecules. We aim to advance hydroacylation 

as a unified strategy for transforming aldehydes into chiral esters, ketones, and amides. In this context, my lecture will 

discuss the design, scope, and mechanism for hydroacylation methods using both rhodium and ruthenium catalysis. Our 

long-term goal is to develop more green, versatile, and efficient strategies for constructing heterocycles, polyketides, and 

other biologically relevant motifs. 
 
(A-1) 13:10~13:50 

「ケイ素の特性を活用した効率的分子変換法の開発と新分子の創出」 （九大先導研）井川和宣 

一般に“保護基”として広く利用されているシリル基を適切に分子に組み込むと、ケイ素の特性によって様々

な反応性や物性が発現する。我々は、このケイ素の特性を基盤とする新しい分子変換法やキラル分子の創出を

目指して研究を行い、アルキン類やアルケン類の高効率的な官能基化法を開発するとともに、ケイ素不斉中心

を有する様々なキラルケイ素分子の不斉合成に成功している。本講演では，それらの結果の詳細について紹介

する。 
 
(A-2) 13:50~14:30 

「ルイス酸触媒および有機分子触媒を活用した含ハロゲン化合物の高エナンチオ選択的合成法の開発」 

 （豊橋技科大院工）柴富一孝 

フッ素原子の特異な性質を利用した薬物の分子設計は、創薬おける有効な戦略の一つとして知られている。我々

はこれまでにキラルフッ素化合物の不斉合成を主に研究してきた。本講演では同一炭素上にフッ素原子と塩素原

子を有する gem-クロロフルオロ化合物の不斉合成、及び得られたクロロフルオロ化合物の塩素原子を脱離基とし

た SN2型の置換反応を中心に、キラルハロゲン化合物の合成に関する我々の 近の研究成果を紹介する。 
 
(A-3) 14:30~15:10 

「遷移金属試薬による官能性炭素−炭素多重結合の制御を利用する新規合成手法の開発」 

 （東工大院生命理工）秦 猛志 

遷移金属試薬と炭素－炭素多重結合を用いる有機合成反応は、効率的に炭素骨格を構築する手法として多用さ

れているが、炭素－炭素多重結合に官能基が導入された場合、その利用が合成的に有用であるにもかかわらず、

金属試薬に対する耐久性等の問題があった。演者は、遷移金属試薬と官能性炭素－炭素多重結合の相互作用や

反応性に着目し、効率的に多官能性化合物を合成する手法を開発した。本講演では、それらの詳細を紹介する。 
 
(A-4) 15:20~16:00 

「生物活性天然物の全合成を起点とした生体機能分子創製への展開」 （筑波大数理物質）早川一郎 
医薬品リード化合物や生命科学解明のツールとなる生体機能分子の開発は、昨今のケミカルバイオロジー分野

の勃興により重要な研究課題である。天然物は美しい構造と特異な生物活性を有し、全合成ターゲットとして

だけではなく、生物活性の面からも興味深い。我々は、天然物の全合成、構造活性相関、その構造活性相関に

基づいた天然物アナログの設計を行い、天然物よりも高活性な生体機能分子の開発を目標に研究を行っている。

本講演では我々の 近の研究成果を紹介する。 
 
(A-5) 16:00~16:40 

「おわん型 π共役分子バッキーボウルの合成」 （分子研）東林修平 

近年、有機合成化学的な手法を用いて三次元的のπ共役構造を持つ新たなπ電子系分子を創出する研究とその

物性研究が進展してきており、従来のπ電子系分子に加えて新たな物質分野の開拓が期待される。本講演では

おわん型π電子系分子バッキーボウルの中でも、演者らが世界に先駆けて達成したキラリティを有するキラル

バッキーボウル、窒素原子を有するアザバッキーボウルの合成研究とその性質について紹介する。 
 
17:00~19:30  ショートトークおよび夕食 

20:00~21:30  ポスターセッション 

 

９月１９日（木） 

(I-8) 9:00~9:50 

「新規カルベンの合成検討とその展開」 （広島大院理）山本陽介 

三重項カルベンは非常に不安定な中間体であり、純粋な三重項カルベンの固体状態での単離は達成されていな

い。我々は６配位炭素合成の骨格アレンの二電子酸化による三重項カルベンの合成を検討してきた。まだ安定

な三重項カルベンの合成には到達していないが、アクリデン誘導体アレンの酸化で生じた副生成物が、一重項



ビラジカル性を持ち、二光子吸収断面積の大幅な増強を示すことがわかった。この現象は、産総研鎌田教授、

阪大基礎工中野教授が以前から理論的に予想していた現象であり、その実験的検証を行えたことになった。ま

た、 近、新規一重項カルベンの合成検討も行っているので、その予備的知見についてもお話ししたい。 
 
(I-9) 9:50~10:40 

「生物活性環状デプシペプチド天然物の全合成，誘導体合成，活性評価，機能構造解析」 

 （東北大院薬）土井隆行 

天然から単離・構造決定される環状デプシペプチドは、ユニークな構造をもち興味深い生物活性を示すものが

ある。それらの誘導体を合成し構造活性相関を明らかにすること、また活性な三次元構造を明らかにすること

ができれば、創薬シードの創製に有用と考えられる。加えて新規な作用機序を示す場合、新たな創薬ターゲッ

トの探索にも展開できる。我々は、誘導体合成を主眼とした全合成研究、活性評価，ペプチドミメティクス創

製、分子プローブ合成から標的タンパク質複合体解析について研究を行なっている。これらについて紹介する。 
 
(M-2) 11:00~12:00 

「Catalyst-Enabling Chemistry toward Transformative Molecules」 

（WPI-ITbM and Grad. School of Science, Nagoya Univ.）Kenichiro Itami 

Our goal is to develop “transformative molecules”, innovative functional molecules that make a marked change in the 

form and nature of science and technology, and ultimately society. With such goal in mind, the work of our group has 

centered on catalyst-enabling synthetic chemistry with broad directions, including pharmaceuticals, plant/animal chemical 

biology, π-materials, and nanocarbons. This talk will highlight elements of our efforts to address some of the grand 

challenges in the chemistry of arene-assembled molecules. 
 

☆12:00~12:30  ポスター賞授賞式・閉会式 

 _________________________________________________________________________________________________ 
 
【ポスター発表】 

一般募集： ６０件 ［申込締切７月５日（金）］ 
要旨原稿締切： ７月１９日（金） 
ポスター発表希望の方は，まず参加登録をお済ま

せ下さい。その際，参加登録フォーム（Excel フ

ァイル）の中の「ポスター発表」の欄にチェック

を入れて下さい。ポスター発表者には支部事務局

より個別に発表要旨のテンプレートをお送りし

ます。優秀な発表にはポスター賞を授与いたしま

す。（３件程度） 
 
【広告・展示】 

講演要旨集に企業広告を掲載させていただきま

す。広告料 50,000 円（A4・白黒）， 30,000 円（A4
半頁・白黒）。広告原稿締切７月３１日。講演会

場内に展示スペースを設けます。 展示料 100,000
円（宿泊費，食費を含む）。広告および展示につ

いては事務局にご連絡下さい。 
 
【参加登録費】 

企業関係 60,000 円，大学・官公庁関係 40,000 円，

学生 25,000 円，シニア会員 25,000 円 （要旨集，

宿泊費［2 泊］，食費［朝 2 回，昼 1 回，夕 2 回］，

懇親会費含む） 
 
【参加募集定員】 ２００名 
 
 

【参加申込み方法】 
下記のＨＰ内にある参加登録フォーム（Excel フ

ァイル）をダウンロードし，必要事項を記入の上,
事務局宛（ema@cc.okayama-u.ac.jp）にメールをお

送りください。なお，件名は「参加申込－参加代

表者名」として下さい。研究室ごとにまとめて申

し込んでいただけると助かります。 
http://achem.okayama-u.ac.jp/omc/socj/seminar.html 
参加申込み締切： ７月１９日（金） 

 
◇送金先： 

郵便振込にて承ります。 
郵便振替 01320-0-95619 「社団法人有機合成化学

協会中国四国支部事務局」 
恐れ入りますが，手数料はご負担ください。 

 
◇問合せ先： 

第３０回有機合成化学セミナー実行委員会 
〒700-8530 岡山市北区津島中 3-1-1 
岡山大学大学院自然科学研究科 
実行委員会委員長 髙井和彦 
TEL: 086-251-8097 / FAX: 086-251-8094 
E-mail: ktakai@cc.okayama-u.ac.jp 

 
事務局連絡先： 

有機合成化学協会中国四国支部 依馬 正 
TEL: 086-251-8091 / FAX: 086-251-8092 
E-mail: ema@cc.okayama-u.ac.jp 

 

＊ 有機合成セミナー前日の９月１６日（月･祝）に岡山で中国四国支部設立４０周年記念講演会が開かれます。 

http://achem.okayama-u.ac.jp/omc/socj/40_anniversary.html 


