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磁性研究グル-プ 

π電子リッチな側鎖を持つ星形ポルフィリン錯体 

高橋 正 

 

 

1. 研究目的 

二種類の分子がポリエンやポリインのように多数のπ電子によって結びつけられた混合

原子価化合物における電子移動は古くからよく研究されていた.最近ではこれを electronic 

communication として,例えばナノワイヤーや電子伝達系,光エネルギー移動などの視点から

注目されている.フェロセンは可逆的に酸化還元を行なうことができる分子で,これをエチ

ニル基,フェニレン基を介して,あるいは直接ベンゼンやポルフィリンに接続した分子が多

数研究されている. 

 

多数のフェロセンやエチニルフェロセンをベンゼンなどのコア分子に連結した星形の形

状をした分子において,仮に一つずつフェロセニル基が酸化していくと,正孔がπ電子系で

分子全体に広がる可能性があり興味深く,これまでにも多数の研究が行われてきた（しかし

比較的最近である）.  

この研究はエチニルフェロセンを 2 分子あるいは 4 分子接続したポルフィリンおよびそ

の金属錯体について,酸化還元挙動を明らかにすることを目的とする.ポルフィリンをコア

に用いるのは,ポルフィリン環の修飾や金属イオン（およびその電子状態）によってポルフ

ィリン環の構造や電子構造を変化させることが可能になり,コア部分とエチニルフェロセン

部分の相互作用を変化させることができる可能性があるからである.これまでの研究は,主

としてサイクリックボルタンメトリーによるものが多かったが,化学的な酸化,あるいは電

気化学的な酸化によりマクロ量の化合物を単離し,X 線構造解析や 57
Fe メスバウアー分光法

を含めて性質を明らかにする.エチニルフェロセンは電子供与的なので,ポルフィリン環の

メソ位の電子密度が増加することが期待でき,その金属錯体の電子配置も興味深い.この研

究は,2013 年度に予備実験を行っていたので,その成果も併せて報告する. 
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２．2014 年度の研究計画 

2014 年度は以下の項目について検討を進める. 

1) エチニルフェロセンを側鎖にもつフェロセン（5,15-ビスフェロセニルエチニル-10,20-

ジフェニルポルフィリン）の金属錯体の合成とキャラクタリゼーション 

2) ポルフィリン環内の Fe
3+の電子状態を軸配位子によって制御することによる酸化還元

挙動の制御の可能性の検討 

 

３．2014 年度の研究成果 

1. 5,15-ビスフェロセニルエチニル-10,20-ジフェニルポルフィリン錯体の合成 

当初 5,15-ビスフェロセニルエチニル-10,20-ジフェニルポルフィリン（H2DFDPP）を合成

したあとに金属を導入することを検討したが,H2DFDPP が加熱すると分解することがわか

ったため,5,15-ジブロモ-10,20-ジフェニルポルフィリンの金属錯体とエチニルフェロセンの

薗頭反応で合成した.アキシアル位に Cl が配位した 5 配位鉄(III)錯体 Fe(DFDPP)Cl が得られ

た.亜鉛,ニッケル錯体も得られているが,精製が不十分である. 
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2. Fe(DFDPP)Cl の性質 

Fe(DFDPP)Cl の UV-Vis スペクトルには 436 および 616 nm に吸収極大を観測した．436 nm

の Soret 帯の波長は,Fe(DBDPP)Cl（424 nm）よりも 12 nm 長波長シフトしている.これはエ

チルフェロセンが結合することで,共役系が拡張して HOMO–LUMO ギャップが減少したこ

とを示唆している. 

ジクロロメタン中で 0.1 M (TBA)PF6を支持電解質として測定したサイクリックボルタモ

グラムは,±2.0 V（vs SCE）の範囲を掃引（0.1 V s
–1）すると不可逆であった.フェロセン部

分だけを掃引すると E1/2 = 0.6 V の準可逆波が観測された.E1/2はエチニルフェロセンと変わ

らないことから,フェロセン部分とポルフィリン環の電子的な相互作用はなく,フェロセン

部分は 2 分子が同時に酸化されることがわかった. 

77 K において 57
Fe メスバウアースペクトルを測定したところ,2 種類のダブレットが観測

された（図 1）.メスバウアーパラメータは異性体シフト（δ：α-Fe 基準）0.10 mm s
–1

,四極分

裂（Δ）0.31 mm s
–1（サイト 1）および δ= 0.49 mm s

–1
, Δ= 2.36 mm s

–1（サイト 2）であった.

サイト 1 は典型的な高スピン Fe
3+のパラメータで,ポルフィリン環内の Fe

3+に帰属できる.サ

イト 2 はフェロセン部分に帰属できるが,そのパラメータはフェロセンの値 δ= 0.50 mm 

s
–1

,Δ= 2.46 mm s
–1とあまり変わらず,ポルフィリン環中の Fe

3+とフェロセン部分の電子的相

互作用は,小さいことが明らかになった.この結果は,サイクリックボルタンメトリーの結果

と一致している. 

 

 

Fig. 1 Fe(DFDPP)Cl の 57
Fe メスバウアースペクトル（77 K） 

 

3. 6 配位錯体 Fe(DFDPP)L2合成の検討 

Fe
3+のポルフィリン錯体 Fe (Por)Clにイミダゾールや tert–ブチルイソシアニドのようなド
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ナー性が高い配位子Lを加えると,低スピン6配位錯体Fe(Por)L2
+が生成することが知られて

いる.低スピン錯体においては Fe
3+と相互作用するポルフィリン環のフロンティア軌道が異

なるので,その影響がエチニルフェロセン部分にも現れることが期待できる.そこで軸配位

子としてピリジン,イミダゾール,4-ジメチルアミノピリジン,tert-ブチルイソシアニドを用い

て,
1
H NMR スペクトルから検討した. 

Fe(DFDPP)Cl の CDCl3溶液に室温で過剰量のイミダゾール(HIm)を加えると,Fe(DFDPP)Cl

の β-ピロールの信号が 79.8, 78.3 ppm から–16.5 および–17.6 ppm に大きく低磁場シフトし

た.Fe(TPP)Cl では，80.5 ppm から–17.3 ppm にシフトして,Fe(TPP)(HIm)2
+となることが報告

されており,これと同じ傾向が見られたので,低スピン錯体 Fe(DFDPP)(HIm)2
+が生成したも

のと判断した. 

4-(N,N-ジメチルアミノ)ピリジン（DMAP）を同様の条件で過剰に加えると,同様に -ピロ

ールの信号が–16.5 および–18.4 ppm に観測された.これも Fe(TPP)(DMAP)2
+（–39.6 ppm）の

ときと同じ傾向であり,DMAP錯体の生成が示唆された.しかしながら 1
H NMRスペクトルに

は 14.3および 13.5 ppmに μ-oxo二量体の β-ピロールと思われる信号が観察され,混合物とな

っていることがわかった. 

tert–ブチルイソシアニド（t
BuNC）錯体の検討は,一旦 THF 錯体 Fe(DFDPP)(THF)2

+として

から CD2Cl2中で t
BuNC と反応させることで行った.反応後の 1

H NMR スペクトルには 9.39

と 8.57 ppm に β-ピロールの信号が観測され,同時に–0.37 ppm に環電流効果で低磁場シフト

した t
Bu 基の信号が観測された .これらのことから t

BuNC の配位が確認された .なお

Fe(TPP)(
t
BuNC)2

+の β-ピロールは 10.00 ppm に観測されることが報告されている. 

フェロセニル基のシクロペンタジエニル環の信号にも変化が見られた.Fe(DFDPP)Cl では

6.34 (4H),5.13 (10 H), 3.83 ppm (4H)であったものが,HIm 錯体では 3.57 (4H), 3.47 (10H), 3.29 

(4H)に,
t
BuNC 錯体では 4.88 (4H), 4.68 (4H), 4.42 ppm (10H)に観測され,大きくシフトしてお

り,Fe
3+のスピン状態の変化が,フェロセニル基にまで影響を受けていることが分かった. 

ピリジン錯体の生成も検討したが,過剰量加えてもスペクトルは Fe(DFDPP)Cl とフリーの

ピリジンのスペクトルの重ね合わせであり,ピリジンは配位しないことが分かった. 

HImおよび t
BuNC錯体では,紫外可視スペクトルを測定した.Fe(DFDPP)Clでは 430 （Soret

帯）と 617 nm（Q 帯）であったものが，HIm を過剰に加えた溶液では 437 nm と 615 nm

に観測され,
t
BuNC を過剰に加えた溶液では 446 nm と 635 nm に観測され,

t
BuNC では明瞭に

レッドシフトしており,共役系が広がったことが示唆された. 

以上のことから,Fe
3+の電子状態を変化させると,その影響がフェロセニル基にまで及んぶ

ことが確認された.今後は,錯体の単離および構造解析,更にはCVによる酸化還元挙動の解明

に進みたいと考えている. 

 

4. 成果公表リスト 
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