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研 究 実 績 

※本経費により行った研究実績及び成果を簡潔に記入してください。 

※外部資金を獲得しようとした内容を確実に記載してください。 

※成果報告書については、ホームページに掲載します。公研究成果報告書の内容に

未公開の知見が含まれるなど、公開に差し障りがある場合には、その旨を成果報

告書に明記してください。 

本研究の目標は，フッ素化合物の新リサイクル技術を確立することにあり，大きく分けて 2 つの戦

略で実施した。 

⚫ 芳香族 C-F 結合の切断と C-Si 結合形成反応を開発した（成果発表番号 6）。 

芳香族 C-F 結合を切断して他の官能基に変換する手法は古くから研究報告があり，その多くはアル

カリ金属を用いた強塩基条件による SNAr 型反応によるものである。高温条件が必要なものが多い

が，Li 塩基を用いるものでは低温での変換反応も可能である。しかしながら，様々な位置での脱プ

ロトン化などの副反応が起こり，ベンザインを生じて生成物が異性体混合物になるケースも多い。

今回，室温条件にて触媒を一切用いず，含フッ素芳香族有機化合物中におけるフッ素部分（C-F 結

合）だけを選択的に除去し，ケイ素物質（C-Si 物質）に変換する温和な条件での分子変換反応を見

出した。本手法は，地球環境汚染に関わるフッ素化合物からフッ素を取り出し，再利用する手法の

足がかりを築くものと期待出来る。 

 

⚫ 環境汚染物質フロン（HFC）を大量に Upcyclingする技術を開発した（成果発表番号 1－5）。 

フロン（HFC）は毒性がなく，安価で，冷媒などに用いられてきたが，地球温暖化係数が二酸化炭素

の数百～数万倍の高い温室効果を持つため，排出が厳しく制限されている。HFC は産業廃棄物として

焼却処理されているがコストがかかり，違法で大気中に放出されていることが懸念されている。も

っとも，HFC を有用物質に変換する手法は，当研究室をはじめ数多く試みられているものの，大量に

化学変換する技術はなかった。今回，我々は HCF23および HFC-125を用いて，フロー法を用いること

によって，大量に短時間で処理可能なペルフルオロアルキル化技術に成功した。この手法が工業的

に用いられれば，大量の HFC を速やかにエイズ治療薬原料など有用物質の原料へと変換することが

可能となり，地球温暖化防止への大きな功績となると期待出来る。 



 

本経費により行った研究成果発表（口頭発表も含む） 

※発表論文の場合、著者、題目、掲載誌名、巻号、頁、発表年（月）について記入してください。 

1. 第 67 回日本薬学会東海支部総会・大会 オンライン開催 2021 年 7 月 3 日（土）（口頭発表 (オ

ンデマンド(録画)型)）カルボニル類に対するフローペンタフルオロエチル化 [A-14] 

○ 住井裕司，小野誠，冨士平和，香川巧，三村英之，柴田哲男 

2. 第 52 回 中部化学関係学協会支部連合秋季大会（静岡）オンライン開催 2021 年 10 月 30 日（土）

－31 日(日)口頭発表）ペンタフルオロエタンを用いたカルボニル化合物に対するペンタフルオロ

エチル化反応 [A1-55] 

○ 冨士平和・平野和希・小野誠・香川巧・三村英之・柴田哲男 優秀賞獲得 

3. 日本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬学会東海支部 合同学術大会 2021 WEB 開催 2021 年 10

月 30 日（土）－11 月 7 日(日)（口頭発表(オンデマンド配信)）フルオロホルムを用いたエステル

に対するフロートリフルオロメチル化反応[B-4] 

○ 冨士平和，足立浩明，香川巧，柴田哲男 

4. 第 44 回フッ素化学討論会 オンライン開催 2021 年 11 月 15 日（月）～16 日（火）（ポスター発

表）HFC-125 を用いたカルボニル化合物に対するペンタフルオロエチル化反応[P-23] 

○ 冨士平和，平野和樹，小野誠，香川巧，三村英之，柴田哲男 優秀ポスター賞獲得 

5. 日本化学会第 102 春季年会(2022)オンライン開催 2022 年 3 月 23 日(水)～26 日(土)（口頭発表）代

替フロンを用いたペルフルオロアルキルケトンのフロー合成 [K5-1am-02] 

○ 岩﨑 皓斗，冨士平 和，足立 浩明，香川 巧，柴田哲男 

6. Silylboronate-Mediated Defluorosilylation of Aryl Fluorides with or without Ni-Catalyst, Zhou, J.; Zhao, Z.; 

Shibata, N.* Front. Chem. 2021, 9, 771473. DOI: 10.3389/fchem.2021.771473（25 October 2021 掲載） 

その他本経費により得られた成果（特許、受賞、招待講演、テレビ・新聞、セミナー、展示等） 

新聞 2 件 

1. 「フッ素化合物からフッ素のみ除去へ 名古屋工業大チームが手法開発」（朝日新聞デジタル

2021 年 10 月 28 日 13 時 30 分） 

2. 「分解難しいフッ素 取り除く新技術」(朝日新聞 2021 年 12 月 24 日夕刊 7 面) 

 

国際会議（招待 3 件）： 

1. Plenary: 2022.1.16-21; ACS 25th Winter Fluorine Conference, Hyatt Regency Hotel in St. Petersburg, 

Florida, USA, plenary lecture, “Transformations of organic fluorides to organosilicon compounds via 

selective C-F bond activation” （hybrid）. 

2. Invited: 2021.12.16-21; The International Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2021 (Pacifichem 

2021), Hawaii Convention Center (Honolulu, Hawaii, USA), "Contributions of Organofluorine Compounds 

to Pharmaceuticals and Agrochemicals ".(On line) 

3. Invited: 2021.11.29-30: the XXXV Edition of the Symposium “New Trends in Organic Synthesis” organized 

by the Department of Chemistry of Milan University and University of Milan Bicocca, Milan Polytechnic, 

University of Pavia, CNR and Bracco Company. Online meeting. "Transformations of organic fluorides to 

organosilicon compounds via selective C-F bond activation ". (on line) 

 

海外大学での講演（招待 1件） 
2022.03.31; Institute of Organic Chemistry, Research Centre for Natural Sciences (Budapest, Hungary), 

Transformations of organic fluorides to organosilicon compounds via selective C-F bond activation (On line) 

 

国内学会および大学(招待 2 件) 

1. 2022.03.16－18；フッ素循環社会を実現するフッ素材料の精密分解：C－Ｆ結合活性化反応

の開発，in シンポジウム「循環型社会実現のための結合・分解の精密制御に向けた動静脈

分野連携・融合の促」公益社団法人化学工学会 第 87 年会（ハイブリッド形式） 

2. 2021.10.06；「炭素フッ素結合の切断反応」奈良女子大学理学部化学科 

 

 


