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It has been predicted that perfluorocubane has high electron affinity owing to its eight * orbitals gathering in
the cubic skeleton. However, no one has confirmed this hypothesis experimentally because there is no synthetic
It has been predicted that perfluorocubane has high electron affinity owing to its eight s * orbitals
method for perfluorocubane. In this research, we aim at synthesis of perfluorocubane and investigation of its
gathering in the cubic skeleton. However, no one has confirmed this hypothesis experimentally because
electron affinity. Direct fluorination of cubane using fluorine gas has been developed, in which six fluorine
there is no synthetic method for perfluorocubane. In this research, we aim at synthesis of perfluorocubane
atoms are introduced into cubane dicarboxylic acid diester at the same time. The following derivatization
and investigation of its electron affinity. Direct fluorination of cubane using fluorine gas has been developed,
afforded hexafluorocubane (3), and its crystal structure was successfully obtained.

in which six fluorine atoms are introduced into cubane dicarboxylic acid diester at the same time. The
following derivatization afforded hexafluorocubane (3), and its crystal structure was successfully obtained.

１．緒言
「電子は単離できるだろうか？」—2008 年に「電子を閉じこめる箱」の存在を示唆する注目すべき報告があった．箱型
分子キュバンに 8 つのフッ素が置換したペルフルオロキュバンが，内部に電子を閉じこめ安定に保持するというもので
ある[1]．この分子では，全原子の中で最も電気陰性であるフッ素の影響で，C–F 結合の*軌道が炭素側に大きく張り出し
ている．８つの*軌道が箱の内部に集合しており，ここに入った電子が熱力学的かつ速度論的に安定化されることが提
唱されている（図１）
．
電子受容体として有名な分子に，有機薄膜太陽電池に利用さ
れるフラーレンがある．フラーレンはカゴ状分子であり一見す
ると電子を閉じこめそうであるが，フラーレンが受け取った電
子はカゴの表面に分布しており[2]，カゴの中に閉じこめられて
いるわけではない．これに対し，ペルフルオロキュバンが受け
取った電子は箱の内部に分布することが予想されている．箱型
分子に電子を閉じこめることができれば，電子をかつてないほ

図１．ペルフルオロキュバンの電子捕捉機能

ど安定に単離できると考えられ，その性質に興味がもたれる．将来的には新たな電子材料・磁性材料への発展も考えられ
る．ところが「ペルフルオロキュバンが電子を閉じ込める」という仮説は，実験的に証明されていない．なぜならペルフ
ルオロキュバンそのものの合成手法が存在しないからである．
そこで本研究では，箱型分子ペルフルオロキュバンの合成とその電子捕捉機能の解明を目指した．この目的に対して最
初の課題は，ペルフルオロキュバンの合成である．これまで報告されているキュバンのフッ素化の有機合成的手法は，複
数の段階をかけて 1 つのフッ素を導入する段階的フッ素化に限られており，最大でふたつのフッ素しか導入されておら
ず，収率も低い[3]．段階的フッ素化を用いて 8 つのフッ素をキュバンに導入するのは効率的ではないと考えた．そこで本
研究では，フッ素ガスを用いて炭化水素の全ての C–H 結合を C–F 結合に変換できる直接フッ素化法[4]をキュバンに適用
することとした．この手法を用いれば，一段階で複数のフッ素を同時に導入できる．本稿では，キュバンの直接フッ素化
反応およびその後の変換反応の検討について報告する．

２．フッ素ガスを用いたキュバンジカルボン酸ジエステルのフッ素化反応
フッ素ガスを用いる直接フッ素化法を用いて，キュバンジカルボン酸ジエステルを出発原料としたヘキサフルオロキ
ュバンジカルボン酸ジエステルの合成に成功した．キュバンジカルボン酸ジエステルを原料とし，フッ素化溶媒中でフッ
素ガスと反応させることで，6 つの水素がフッ素に置換された目的化合物が得られた．原料エステルのペルフルオロ置換
基 R は，原料のフッ素化溶媒への溶解性を向上させるために重要な役割を果たすことが報告されていた．今回の検討で，
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この置換基 R の構造がフッ素化効率に影響を与えることを見出した．すなわち，より嵩高い置換基の導入により，目的
化合物の収率が 49%まで向上した（式１）
．直接フッ素化法はラジカル反応であるため，ひずみがある小員環化合物では
C–C 結合の開裂が問題になり得る．嵩高い置換基が速度論的に C–C 結合開裂を抑制したために，フッ素化の収率が向上
したと考えている．

式１．フッ素ガスによるキュバンの直接フッ素化反応

３．ヘキサフルオロキュバンジカルボン酸ジエステルの変換反応
ペルフルオロキュバンの合成を目指し，
フッ素化後のヘキサフルオロキュバン化合物 1 の変換反応を検討した
（式２）．
1 とフルオレニルメタノールをルイス酸触媒存在下で加熱し，エステル交換反応により化合物 2 を収率 78%で合成した．
得られた 2 を塩基と反応させると，
Fmoc 基の脱保護に続いて速やかに脱炭酸反応が起こり，
ヘキサフルオロキュバン
（3）
が収率 51%で得られた．3 については単結晶 X 線構造解析を行い，6 つのフッ素がキュバン骨格に導入された構造を確認
できた（図２）
．

式２．ヘキサフルオロキュバンジカルボン酸ジエステルの変換反応

図２．ヘキサフルオロキュバンの結晶構造

3 の脱プロトンが進行することを確認している．発生させたアニオン種と求
低温条件下，結城強塩基を用いることで
3 は低温条件下，有機強塩基を用いることで脱プロトンが進行することを確認している．発生させたアニオン種と求電
電子フッ素化剤の反応によって残りふたつのフッ素を導入すれば，ペルフルオロキュバンの合成が達成できる見込みで
子フッ素化剤の反応によって残りふたつのフッ素を導入すれば，ペルフルオロキュバンの合成が達成できる見込みであ
ある．
る．

４．結言
ペルフルオロキュバンの合成および電子捕捉機能の解明を目指して研究を行った．フッ素ガスを用いてキュバン骨格
に同時に 6 つのフッ素を導入する手法を確立した．また，その後の変換反応によってヘキサフルオロキュバン（3）の合
成，構造決定にも成功した．この化合物は，現在報告されている中で最も高度にフッ素化されたキュバンであると言える．
今後は 3 のふたつの水素をフッ素に変換する反応を検討し，ペルフルオロキュバンの合成を行う．合成した 3 およびペ
ルフルオロキュバンの電子受容能を評価し，電子材料・磁性材料への応用可能性を検討する．

REFERENCES
REFERENCES

[1]
K. K. stellation:
Irikura, Sigma
Aelectron
design boxes
strategy
for electron
boxesChem.
J. Phys.
Chem.
112 (2008) 983-988.
[1] Sigma
A designstellation:
strategy for
Irikura,
K. K. J. Phys.
A 2008,
112,A,
983–988.
[2]
A.
Kromer,
U.
Wedig,
E.
Roduner,
M.
Jansen
and
K.
Y.
Amsharov,
Counterintuitive
Anisotropy
Electron
Transport
[2] Counterintuitive Anisotropy of Electron Transport Properties in KC60(THF)5⋅2THF Fulleride Kromer, A.; of
Wedig,
U.; Roduner,
E.;Properties
Jansen, M.;
in KC60K.(THF)
Fulleride,
Angew.
Chem. Int. Ed., 52 (2013) 12610-12614.
Amsharov,
Y. Angew.
Chem.
Int. Ed. 2013,
52, 12610–12614.
5 ⋅ 2THF
[3]
E. W. Della
N.13J.C Head,
Synthesis
and 19of
F 4-Substituted
and 13C NMR
Studies of Resonance
a Series ofDependence
4-Substituted
Resonance
[3] Synthesis
and 19and
F and
NMR Studies
of a Series
Fluorocubanes:
of 19FFluorocubanes:
Chemical Shifts in
a Saturated
19
Dependence
of
F
Chemical
Shifts
in
a
Saturated
System,
J.
Org.
Chem.,
60
(1995)
5303-5313.
System Della, E. W.; Head, N. J. J. Org. Chem. 1995, 60, 5303–5313.
[4]
T. Okazoe, Development
of the
“PERFECT”
Method
and itsOkazoe,
Industrial
J. Fluor.
Chem., 174
[4] Development
of the "PERFECT"
Direct
FluorinationDirect
MethodFluorination
and its Industrial
Applications
T. J. Applications,
Fluor. Chem. 2015,
174, 120–131.
(2015) 120-131.

