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磁性研究グル-プ 

ケイ素官能基によって連結された 2つのポルフィリンユニットを持

つ超分子ホスト分子の合成研究 

松川 史郎 

 

1. 研究目的 

 ポルフィリンは 18π 電子系を有する大環状芳香族化合物であり, 様々な研究に用いられ

る分子である.分子内にポルフィリンユニットを複数有し, π-π 相互作用や中心金属の軸配位

を通じてフラーレンやジアミンなどのゲスト分子を効果的に包接する化合物が知られてい

る.2 つのポルフィリンユニットをつなぐ部分であるスペーサーの立体的性質に依存してポ

ルフィリンユニット間の距離は制御され, 包接可能なゲスト分子のサイズも変化する.一般

的にスペーサーには芳香族ユニットやエステルなどがよく使われてきたが, 我々は様々な

幾何構造をとるケイ素化合物をスペーサーとする新規ホスト分子 1および 2を設計し, その

合成に成功した. 

 

 

Figure 1. ケイ素官能基をスペーサーとするポルフィリンホスト分子 

 ホスト 1 とヘキサメチレンジアミンの錯形成反応を予備的に検討した結果, 錯体の形成

を示唆する結果を得たが, ホスト 1 の収量の低さゆえに詳細な検討を行うことができなか

った.そこで本研究では, ホスト分子 2 と種々のジアミン類との錯形成反応を検討した.ホス

ト 2が持つジシロキサン結合は強固であるが, Si-O-Si結合角は非常に柔軟(130–180°)であり, 

分子の形をある程度自由に変えることができる.このことは様々なサイズのゲスト分子を包

接できる可能性を示唆する.またケイ素はルイス酸性をもつため, 求核剤（溶媒など）と反

応して超原子価状態となり, 立体化学を三方両錐構造へと変化すると期待できる.その結果, 

包接サイズが小さくなり, 適合するゲストのサイズも小さくなると期待できる.このような

機能の発現を期待して検討を行った. 
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Figure 2. ケイ素官能基の立体化学の変化に伴う包接サイズの変化 

2. 2016 年度の研究計画 

2016 年度は以下の項目について検討を行った． 

1) 紫外可視(UV-vis)吸収分光法を用いた錯形成挙動の検討 

2) 核磁気共鳴(NMR)分光法を用いた錯形成挙動の検討 

3. 2016 年度の研究成果 

1) 紫外可視(UV-vis)吸収分光法を用いた錯形成挙動の検討 

 ホスト分子 2 とピラジン(C4H4N2)の錯形成挙動を紫外可視(UV-vis)吸収分光法を用いて検

討した.ピラジンの滴定実験 (0-100 eq.)では, ポルフィリンの吸収(400-600 nm)に大きな変化

は観測されなかった. 

 

Figure 2.ホスト分子 2に対するピラジンの滴定実験におけるUV-visスペクトル (ジクロ

ロメタン) 
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錯形成時の反応が遅いことを考慮し, さらに過剰のピラジン (200 eq.)を加えて, 経時変化

を追跡した.しかし時間が経つにつれて, ポルフィリンの Soret 帯の吸収の減少が観測され, 

20 時間後には吸光度が 0.9 から 0.6 にまで減少し, さらに 42 時間後には, Soret 帯(420 nm)の

吸収がほとんど観測されなくなった.この結果から過剰のピラジンによるポルフィリン環の

分解が示唆された. 

 

Figure 3. ホスト分子 2 に対して大過剰量のピラジン(200 eq.)加えた際の UV-vis スペクト

ル(ジクロロメタン) の経時変化. 緑：20 時間後, 青：42 時間後. 

次に, p-フェニレンジアミン (C6H4(NH2)2)をゲストとする滴定実験 (1-10 eq.) を行ったが, 

スペクトルの大きな変化は観測されなかった.以上の結果から UV-Vis スペクトル測定は, ホ

スト分子 2 に対する滴定実験には適していないことがわかった. 

2) 核磁気共鳴(NMR)分光法を用いた錯形成挙動の検討 

上述の通り, UV/Vis スペクトルは滴定実験に適さないとわかったので, 
1
H NMR を用いて実

験を行った.ゲストとしてp-フェニレンジアミンを用いた.亜鉛ポルフィリンに配位したアミ

ンのピークは環電流効果の影響を受けて, 高磁場シフトして観測される.過剰のジアミンを

加えた際に, ジアミンのピークは, フリーなジアミンに比べて, 高磁場シフトして観測され

た.この高磁場シフトは亜鉛ポルフィリンに配位したジアミンとフリーなジアミンのピーク

が平均化されているためであると考えることができ, この結果はジアミンが亜鉛ポルフィ

リンに配位していることを示唆した.またジアミンを 0.9当量加えた際の δ3.48のピークは当

量を増やすごとに低磁場側へとシフトした.2.1 当量以上の定量的な測定は行っていないが, 

当量を増やしていけば, 過剰量加えたピークに近づいていくと予想でき, このピークはジ

アミンのフェニレン部分のプロトンであるとわかり, そのシフト幅 (Δδ = -3.09 ppm) から

ポルフィリンに配位していることを強く支持する結果となった.このピークは 0.6 当量以下

ではブロードニングしてしまい観測することはできなかった. 
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Figure 4. ホスト分子 2 への p-フェニレンジアミンの滴定実験における 1
H NMR スペクト

ル(CDCl3, 400 MHz). 実線はジアミンピークのシフト幅を示す. 破線はジアミンのフェニレ

ン部分のプロトンのシフトを示す. 

 

 

Figure 5. ホスト分子 2 とフェニレンジアミンの錯体の予想構造 

 芳香族領域の各ピークの高磁場シフトが観測された.これは, 二つのポルフィリンが接近

し, 他方のポルフィリンの遮蔽領域にプロトンが位置したためである.また特にシフト幅が

大きかったのが Haである (0 eq.：δ8.09 → 1.2 eq.：δ7.74, Δδ = -0.35).これは, p-フェニレンジ

アミンが配位した際に, このプロトンがアミンのベンゼン環もしくは他方のポルフィリン

環の遮蔽領域に位置しているためだと考えている.また, 各ピークのシフトは 1.2 eq.以上の

当量では, あまり観測されなかった.このことは, ポルフィリンホスト分子とジアミンが 1：

1 で錯体を形成していることを支持した. 
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Figure 6. ホスト分子 2 への p-フェニレンジアミンの滴定実験における 1
H NMR スペクトル

(CDCl3, 400 MHz)の芳香族領域の拡大図. 破線はピークのシフトを示す. 

 p-フェニレンジアミンとの錯形成反応では, ホストとゲストの芳香族プロトンが重なる

ために, これ以上の詳細な検討ができなかった.そこで, 脂肪族プロトンだけを持つ DABCO

との錯形成挙動を検討した.DABCO の滴下量が 0.1-0.5 当量のとき, DABCO のメチレンプ

ロトン Ha は非常に高磁場に観測された (δ2.78 → δ−4.84, Δδ= −7.62).これは DABCO が亜

鉛に配位し, ポルフィリン環の遮蔽領域に入ったためである. 

 

 

Figure 7. ホスト分子 2 への DABCO の滴定実験における 1
H NMR スペクトル(CDCl3, 400 

MHz). DABCO の脂肪族プロトンの変化を示す. 

 また, ポルフィリンの芳香族プロトンにも高磁場シフトが観測された.この結果は錯形成

によってポルフィリン環同士が互いの遮蔽領域に入るような構造 (1 : 1錯体A) の形成を示

唆している.0.6 当量以上では, DABCO 及びポルフィリンのピークは徐々に低磁場シフトし
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た.これは 1 : 1 錯体 A だけではなく, DABCO の増加に伴って 1 : 2 錯体 B が生成し平衡状態

で存在していることを示唆した.以上のことから 1 : 1 錯体 A は形成するものの, その錯形成

定数はそれほど大きくないと考えている. 

 

 

Figure 8. ホスト分子 2 と DABCO の錯体の予想構造 

4. 成果公表リスト 

原著論文 

なし 

学会発表 シンポジウム講演 

なし 


