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We have recently reported an unprecedented photo-promoted skeletal rearrangement reaction of three-
coordinate triarylboranes bearing a phosphorous atom at the ortho-position as a neighboring Lewis base moiety, 
which can be regarded as an intramolecular Frustrated Lewis Pair (FLP). In this study, photoreactivity of 
various three-coordinate triarylboranes bearing a neighboring Lewis base moiety such as ether, amine, and 
sulfide was investigated toward development of new skeletal rearrangement reactions and functional materials. 
It was disclosed that o-anisyldimesitylborane underwent skeletal rearrangement under photoirradiation 
conditions to give (2-benzyl-4,6-dimethylphenyl)mesitylborinic acid after hydrolysis through C–H abstraction 
and radical coupling via a triplet excited state. The conversion of a cyclic phosphonium-borate compound to a 
cyclic phosphonium-borane, which bears three-coordinate boron atom as a Lewis acidic moiety, was also 
developed toward the development of stimuli-responsive functional materials. This study disclosed unique 
reactivity and synthetic utility of triarylboranes depending on the neighboring Lewis base moiety. 
 
１．緒言 

骨格内にホウ素原子を組み込んだパイ共役系化合物は，ホウ素の空の p 軌道に起因してユニークな光物性や酸化還元

特性，外部刺激応答性を示すことから機能性分子として利用価値が高い。特に，ホウ素とルイス塩基性原子（酸素や窒素

など）を別々にコアとなるパイ共役系骨格内に導入した Ambiphilic パイ共役系化合物は，酸点，塩基点両方の性質と反

応性を兼ね備えた機能性分子として極めて有望である。筆者は最近，分子内にルイス酸性ホウ素部位を併せもつ３級ホス

フィン 1 に対して光照射を行うと，リンとホウ素上に発生したラジカルペアを経由して，ホスホニウム-ボラート 2 が高

収率で生成することを見出した 1。これは，炭素-炭素結合に対する“ホウ素の挿入”を実現した驚くべき分子変換である

とともに，これまでほとんど例の無い 1,4-ホスファボリン誘導体の効率的合成法として有用性が高い。これは，リン−ホ

ウ素複合化合物の新たな光反応性を明らかにするとともに，Ambiphilic パイ共役系化合物の基本骨格の迅速合成を可能

にするものとして，大きな意義を持つ。そこで本研究では，これらの予備的知見を起点として，様々なホウ素／ルイス塩

基複合化合物（Ambiphilic 化合物）の光反応性を調査し，新たな骨格転位反応を開発することを目指した。また，得られ

た Ambiphilic パイ共役系化合物の機能性分子としての利用を見据えた検討も行った（図１）。 

 

２．実験および結果 

２−１．環状ホスホニウム-ボラート化合物２の変換反応 

環状ホスホニウム-ボラート化合物の変換反応について検

討した結果，2 に対してトリフルオロメタンスルホン酸を作

用させると，ホウ素上のメシチル基をプロトン化して除去で

きることを見出した（図２）。これにより，3 配位ホウ素をも

つ環状ホスホニウム 3 を合成することが可能である。さら
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２−１．環状ホスホニウム-ボラート化合物２の変換反応

図１　Ambiphilicホスフィン-ボラン化合物の光骨格転位反応．

図２　環状ホスホニウム-ボラートの変換反応．
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に，用いる溶媒によって，対アニオンがホウ素に配位したボラート構造と，配位していない 3 配位構造を結晶構造中で作

り分けられることも見出している。今後，このホウ素のルイス酸性を活かした分子認識や光機能の発現に向けた研究を進

めていく予定である。 

２−２．ルイス塩基性部位の効果：C–H/C–O/C–B 結合の切断を伴う新規骨格転位反応の開発 

ルイス塩基性部位として様々なヘテロ原子をもつ Ambiphilic 化

合物の光反応性を調査した。その結果，ホウ素のオルト位に MeO 基

を持つエーテル体 4 に対して光照射を行うと，2 に対応する環状オ

ニウム-ボラート化合物は生成せず，加水分解処理後にボリン酸 5 が

得られることを見出した（図３）。加水分解前には，対応するボリン

酸メチルエステルが生成しているものと考えている。これは，

Ambiphilic 化合物 4 のホウ素上の o-アニシル基がメシチレンの o-

位メチル基上に転位し，なおかつ sp2C-O 結合が切断された新しい形

式の光骨格転位反応（C–H/C–O/C–B 結合切断を伴う骨格転位反応）で

ある。また，対応するスルフィド体 6 の場合には，同様の反応が進

行してボリン酸 5 が痕跡量生成するのに対し，アミン体 7 では反応

が全く進行しないことがわかった。すなわち，ルイス塩基部位の構

造によって，環状オニウム−ボラートとなる場合と，C–H/C–O/C–B 結

合切断骨格転位を起こす場合とで，反応経路が劇的に変化すること

を明らかとした 2。 

反応機構に関する知見を得るべく，メトキシ基の p-位にフッ素を持つエーテル体 8 を用いて反応を行ったところ，メ

シチル基の o-位メチル基上に m-フルオロフェニル基を持つボリン酸 9 が生成することがわかった（図４）。この結果は，

ホウ素が置換したイプソ位炭素 C2 がメシチル基上に転位

したことを示唆している。本反応の反応機構は，現在以下

のように推定している。光照射により生じたエーテル体の

励起三重項状態において，メトキシ基のイプソ位炭素がメ

シチル基の o-位メチル基上の水素を引き抜くことでビラ

ジカル A が発生し，これがラジカルカップリングを起こす

ことでボラサイクル B が生成する。その後，ホウ素による

メトキシ基の活性化と脱離による芳香化を経てボリン酸

エステルならびにボリン酸 5 となる。今後，消光実験や理

論計算により反応活性種や反応機構の詳細を明らかとし，

またルイス塩基部位やその他の置換基についてさらに検

討を行うことで，本反応系の一般化と光反応性の解明を進

めたいと考えている。 

３．結語 

ルイス塩基部位とルイス酸部位を併せ持つ Ambiphilic 化合物は Frustrated Lewis Pairs（FLPs）と呼ばれ，有機合成

化学における有用な触媒や反応剤として広く利用されているが，その光反応性に着目した研究はほとんどなかった。今

回，このような Ambiphilic 化合物の光反応性について広く検討した結果，ルイス塩基性部位の違いにより反応経路が大

きく異なることを明らかとし，特にエーテル体を用いることでこれまでとは異なる C–H/C–O/C–B 結合の切断を伴う新規

骨格転位反応が進行することを見出した。また，環状ホスホニウム-ボラート化合物とプロトン酸との反応により，3 配

位ホウ素をもつ環状ホスホニウムへと変換できることを見出し，ホウ素のルイス酸性を活かすことができる機能性分子

の創製につながる知見を得ることができた。 
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図３　Ambiphilic O/B化合物の光骨格転位反応．
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２−２．ルイス塩基性部位の効果：C–H/C–O/C–B結合の切断を伴う新規骨格転位反応の開発

 

図４　反応機構に関する検討．
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