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It has been predicted that perfluorocubane (1) has high electron affinity owing to eight * orbitals gathering in 
the cubane skeleton. In this research, we aimed at synthesis of charge-transfer complexes using 1 as an electron-
acceptor. Direct fluorination of cubane using fluorine gas and the following derivatizations gave 1, and the 
structural analysis was done by x-ray diffraction analysis. Although high electron affinity of 1 was implied by 
the electro-chemical measurement, complexation with electron-donor could not be attempted due to its high 
volatility. Instead, perfluoroadamantane (6) was used for the synthesis of a charge-transfer complex: However, 
the electron affinity of 6 was not enough for complexation.  

 
１．背景・目的 
  フッ素は電気陰性度が最大の元素であるが，単純なフッ化物であるテトラフルオロメタンの電子親和力は小さい[1]．

これは C-F 結合を形成しているσ軌道がフッ素側に偏っており F 上の電子密度が大きく，これ以上新たな電子を捕捉す

ることはできないからである．箱型構造の分子であるペルフル

オロキュバンは，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．この

ため箱の内側で*軌道の重なりが生じ，結果として最低空軌道

のエネルギーが低下すると理論的に予測されている（図１）．こ

の新しいフッ素化合物は電子親和力が約 1.6 eV と見積もられて

おり，電子を捕捉する箱として作用すると考えられる． 
秋山はこの理論的予測を実証すべく，2019 年度スカラー研究においてペルフルオロキュバン(1)の合成に取り組み，合

成中間体であるヘキサフルオロキュバン(5)の合成および単離に成功した．柳瀬は 1 をアルカリ金属や電子供与性の分子

と組み合わせることにより，これまでに見られなかったラジカル陰イオンと陽イオンで構成される新しい電荷移動錯体

を作り出せるのではないかと秋山に提案し，今回の共同研究に至った．1 を用いた電荷移動錯体ができれば，平面分子が

一般的であった電荷移動錯体の分野に箱型分子という新しい概念を提供でき，材料開発の道が広がると考えられる． 
本研究では有機化学の専門家である秋山と固体化学の専門家である柳瀬が協力して，1 の合成から電荷移動錯体の作製

およびその物性評価までの一連の流れを確立し，箱型分子を用いた電荷移動錯体という新しい分野を開拓することを目

的とした．このような複合領域における研究では異分野の専門家が密に連携し，効率的に研究を遂行することが重要であ

ると考える．次の 3 つを本研究の具体的な目標とした：①ペルフルオロキュバンの合成と電子親和性の評価，②電荷移動

錯体の作製，および③電荷移動錯体の結晶構造決定と電子物性評価である． 
 
２．ペルフルオロキュバンの合成および単離 
 2019 年度スカラー研究で確立した合成法によりヘキサフルオロキュバン 5 を合成し，この変換反応によってペルフル

オロキュバン 1 の合成を試みた．求電子フッ素化剤である N-フルオロベンゼンスルホンイミド（NFSI）の存在下，5 に

図１．ペルフルオロキュバンの電子捕捉機能 
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It has been predicted that perfluorocubane (1) has high electron affinity owing to eight s* orbitals gather-
ing in the cubane skeleton. In this research, we aimed at synthesis of charge-transfer complexes using 1 
as an electron-acceptor. Direct fluorination of cubane using fluorine gas and the following derivatizations 
gave 1, and the structural analysis was done by x-ray diffraction analysis. Although high electron affinity 
of 1 was implied by the electro-chemical measurement, complexation with electron-donor could not be 
attempted due to its high volatility. Instead, perfluoroadamantane (6) was used for the synthesis of a charge-
transfer complex: However, the electron affinity of 6 was not enough for complexation.

強塩基を作用させることで，水素原子がフッ素に置換したペルフルオロキュバン 1 が生成し，収率 5%で単離することに

成功した（式１）．19F および 13C NMR，および単結晶 X 線構造解析によって構造を決定した． 
 

 

式１．ペルフルオロキュバンの合成および単離 

 
３．ヘキサフルオロキュバンおよびペルフルオロキュバンの電子親和性評価 
 合成に成功したヘキサフルオロキュバン 5 およびペルフルオロキュバン 1 の電子親和性を評価するために，電気化学

測定を行った．5 はフェロセンの酸化電位を基準として−2.7 V から 0.3 V の測定範囲で還元波を示さなかったのに対し， 
1 は−2.2 V に不可逆な還元ピークを示した．この結果は，フッ素が多く置換するほど電子親和力が上がるという理論予測

とよく一致するものである．一方で，1 の還元ピークが不可逆であったことから，生成する還元種は室温溶液中で不安定

であることが分かった． 

 
４．1H-ペルフルオロアダマンタンおよびペルフルオロアダマンタンを用いた電荷移動錯体形成の検討 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により，ペルフルオロキュバン合成の進捗が当初

の予定よりも遅れてしまった．また，ペルフルオロキュバン 1 の合成は成功したものの，

昇華点の低さから，固体状態で多くの量を単離するのは困難であった．これらのことか

ら，電荷移動錯体形成の検討は標的化合物を変更して行うこととした．かご型構造であ

るアダマンタンが全フッ素化されたペルフルオロアダマンタン 6の電子親和力は 1.46 eV
であると予測されている[2]．既報の 6 および 1H-ペルフルオロアダマンタン 7 を文献[3]に

従って合成し，実験を行った． 
6 および 7 について，基板への蒸着と電荷移動錯体形成を試みた．蒸着では試料の蒸気圧が比較的高く，室温では基板

に分子が付着しなかったため，p-型有機半導体との界面における電子移動を評価できなった．よく用いられる電子供与体

であるテトラチアフルバレン（TTF）と混合して，電荷移動錯体形成を試みたものの色の変化などはなく，当初想定して

いた電子移動反応などは起こっていないと推測される．これはペルフルオロキュバンでは*軌道の重なりが大きく電子

求引性が大きいが，フッ素化アダマンタンでは*軌道の重なりが不十分であり，電子親和性がそれほど大きくないため

と考察している．当初の予定通りペルフルオロキュバンを用いることが，電荷移動錯体形成に重要であると思われる． 

 

５．結言 
本研究によって，ペルフルオロキュバン 1 の合成，単離，構造決定に成功した．また，電気化学測定により 1 が理論計

算による予想通り，高い電子親和力を持つことを確認した．このことから，1 は電子受容体として電荷移動錯体形成を行

うポテンシャルがあると考えられる．以上の通り，当初の目的①は達成された．一方で，1 の昇華性の高さから，単離方

法に課題が残った． 
目的②に対し，当初標的化合物としていた 1 の代替としてペルフルオロアダマンタン 6 を用い，電荷移動錯体形成を

検討した．残念ながら今回検討したペルフルオロアダマンタンは電荷移動錯体を形成しなかったが，より電子親和力の高

いペルフルオロキュバン 1 を用いれば，電荷移動錯体形成の可能性は残されている．今後は 1 を一定量，固体として単

離する方法を確立し，電荷移動錯体形成を行うことにより目的③を達成したい． 
 

図 2．フッ素化アダマンタン 

図１　ペルフルオロキュバンの電子捕捉機能．
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式１　ペルフルオロキュバンの合成および単離．
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