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１．熱潜在性 Lewis 酸－塩基錯体の設計：如何にして高反応性酸・塩基会合状態の発生を制御するか 1
化学結合は電子の授受によって形成される. 電子対を受け取る
分子を Lewis 酸 (LA), 電子対を供与する分子を Lewis 塩基 (LB) と
呼ぶ. Lewis 酸と Lewis 塩基は化学反応を理解するための基本的か
つ重要な概念の一つである. つまり, Lewis 酸は Lewis 塩基と反応し
化学結合の形成を伴いながら熱的に安定な酸・塩基付加体
(classical Lewis adduct, CLA) を形成する (図 1A). しかし, CLA の用
途はその高い安定性故に少なく, 『化学産業における廃棄物』とし
ばしば見なされている. 一方, 2006 年に Lewis 酸と Lewis 塩基の新
たな反応が発見された.2 即ち, 反応活性部位の周辺を嵩高い置換
基で覆われた Lewis 酸と Lewis 塩基は錯体を形成することができず,
二次的な相互作用を通して高反応性酸・塩基会合状態になる (図
2B). この分子対は Frustrated Lewis Pairs (FLPs) と名付けられ, 分子
間に働くフラストレーション (結合を形成したい, が, 立体障害の
ために形成できない) のために, 構成成分である Lewis 酸, Lewis 塩
基のそれぞれの反応性からは考えられない程に高い反応性を示す
ことが見出された.3 FLP を用いることで, 従来は金属を用いなけれ
ば困難であった分子変換反応を金属フリーの条件にて達成するこ
とが可能となった.

3

図 1. Lewis 酸と Lewis 塩基の反応.

これは環境調和性の高さ及び元素戦略の観点

からも好ましく, FLP 化学の発展が及ぼす学術的・社会的意義は大きいと期待される. しかし, FLP はその高い反応性故に
単離・保存することが難しく, 時には容易に分解してしまうため, 実用性の面で大きな課題を残していた.
本研究では, CLA のもつ『高い安定性』と FLP のもつ『高い反応性』の双方を一つの Lewis 酸, Lewis 塩基対から発現
させることが出来れば, より実用的な FLP 活用法を確立できると考え, これの開発に着手した. その結果, 外部刺激に応
じて活性部位周辺の立体環境を激変させることが出来る Lewis 塩基を開発し, これを組み込むことで CLA と FLP の相互
変換を誘起・制御することを達成した (図 1C).1
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目的とする反応系を実現するために, 新たな Lewis 塩基として PoxIm (1a) を合成した (図 2A). 1a は Lewis 酸である
B(C6F5)3 と反応して速やかに CLA である B-Pox (2a) を与える. 注目すべきことに 2a の形成時に 1a のホスフィンオキシ
ド部位が 180 度回転することで, 1a の反応点 (カルベン炭素) 周辺の反応空間が極度に狭い状態 (1a) から B(C6F5)3 と反
応出来る程十分な広さを獲得していることが伺われる (図 2B). 続いて, 種々の PoxIm を合成し, それらを用いて 2a, 2b,
2c の B-Pox を合成した. これらの化合
物と水素の反応を検討したところ, 全
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件を精密に制御することに成功した.
本再生機構は図 2D に示すように, B-
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Pox において熱刺激によりホスフィン
オキシドの回転が誘起され, これによ
り Lewis 酸部位 (B(C6F5)3) が追い出さ
れるように再生していると推定してい
る. これらの結果により, 高反応性酸・
塩基会合状態 FLP を自在に発生させる
手法を確立することに成功した.

図 2. PoxIm, B-Pox の合成と反応性.

2．謝辞と今後の展望：地球温暖化ガスの固定化と有機合成への応用を目指して
本研究は次のステージとして, B-Pox を用いた二酸化炭素やその他の地球温暖化ガスの固定化と有機合成への応用開発
へと進んでいる. 近い未来に, 本報告内容が礎となった応用反応系を報告したい. 本研究を遂行するに当たり, テーマの
重要性に理解を示して戴き, 多大なる援助を戴いた豊田理研スカラーに深謝の意を表したい.
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