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Self-assembly is a widely applicable, reliable synthetic strategy for the construction of nano-sized entities in both
biological and artificial systems. Although protein quaternary structure, cell wall, and viruses are constructed based on
self-assembly and to date a variety of artificial self-assembled structures have been prepared, their formation mechanism
remains poorly understood. In this study, a general method that can experimentally investigate a mechanism of
self-assembled coordination complexes has been developed and we applied this method to a self-assembly of an
octahedron-shaped capsule complex, Pd618·(OTf)12 that is formed from a metal complex, PdPy4·(OTf), possessing four
pyridines as a monodentate ligand and organic ligand bearing three 3-pyridyl groups, 1. The self-assembly was
monitored by 1H NMR spectroscopy and was analyzed using two defined parameters, n and k, that characterize Pd(II)
complexes intermediately formed in the process. After 20 min, (n, k) was reached (2.9, 0.75) and then stayed until 360
min. This result indicates that a intramolecular ligand exchange reaction of Pd618Py1·(OTf)12 complex leading to
Pd618·(OTf)12 capsule complex is the rate-determining step. This finding is intelligible under the consideration that van
der Waals interaction between the neighboring ligands, 1, should accelerate the formation of the intermediate,
Pd618Py1·(OTf)12, but energy barrier of the intramolecular ligand exchange in Pd618Py1·(OTf)12 should be enhanced due
to structural rigidity of the complex.
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ここで、Ncは金属イオンMの配位数である．
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