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最 先 端 科 学 の
研 究 現 場 から
インタビュー／佐藤彰芳

第

5
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撮影／倉部和彦

「私は最近思うんです、いま農業をや

の触媒を選んだのも、実際のモノにまで

はり化学なんです。原子をコントロール

ったら本当に面白いだろうなって」

つなげられるからです。
そういう意味で、

できればある物質ができて、その物質も

みんなの役に立ち、今後の社会の役に立

いろんな順番で組織化されていて、その

出した水野哲孝教授の言葉だ。そのこ

つものにするにはどうしたらいいのか、

最たるものが人間です。だから物質を変

ころは、次のようなことだった。

工学系の化学にはそうしたポテンシャル

換する材料だけじゃなく、原子からたど

「化学的なモノづくりはゼロからつくる

があるんです」

れば何ができるのか、ということに非常

インタビューがはじまってすぐに飛び

わけで、化学でモノを生み出すことは、
自然がどのように循環しているかを知る
ことなんです。そういう意味では、化学

に興味を持ちました。

各分野の化学者の交流で、
化学研究は新たな展開を生む

――化学は、逆の方から自然を探究す
る学問であるわけですね。

のセンスを持って自然と向きあい、農業

化学を専攻するようになったのは、子

水野 そういう何かをつくる研究という

ができたらどれほど幸せかと思います」

どもの頃から自然で遊ぶことが好きだっ

のは、現在研究を進めている触媒化学

たからだと、水野教授はいう。

だけではなく、有機合成化学にも錯体

自然とは何かを考える。

水野 東大の理Ⅰに入っていろんな講

化学にもあります。そのためにはいろん

「ほんとは原子レベルでモノをつくって

義を受けたなかに触媒の講義がありまし

な分野にまたがった知識と研究能力が

も何もはじまらないのであって、やはり

た。私自身、何かを突き詰めていくこと

必要で、当時何ができるかはわかりませ

実際にモノになることが大事なんです。

が好きなんです。自然のなかにある物質

んでしたけれど、化学分野にはワクワク

工業的に使用されるためには、熱安定

を突き詰めていくと原子になり、その原

させられるものがありました。

性とか、硬度が大切です。私が工学系

子を制御、コントロールする分野は、や

――触媒研究の分野で、大きく飛躍す

具体的には 触媒 でモノをつくり、
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るきっかけは何だったのでしょうか。
水野 私はそれまで固体触媒の研究し
かやっていなくて、今までやっている研
究の延長線上ではないものを学びたい
と、1990年頃にオレゴン大学に留学し
ました。そこにはフィンキ（Finke）教
授（＊現在はコロラド州立大学教授で、
水野教授との共同研究も行なっている）
がいたからです。錯体は流行りでもあっ
たのですが、先生は酸化物クラスター錯
体を原子・分子レベルで合成すること
をやっていました。同時に、生物無機化
学によるビタミンの研究も進めていたの
で、先生のもとでなら錯体や生物無機
などの基礎的な学問が学べると思ったん
です。
ところが突然、北大の助教授のポス
トが決まったという連絡があり、10カ

化学物質や材料が文明社会の持続のために必須であることは論を俟たない。
物質・材料の合成をになう化学は、環境への悪影響を低減し、
質的向上としての変革が求められている。
水野哲孝教授は今、環境調和型
（グリーン）
触媒化学の必要性として、
過酸化水素や分子状酸素を用いる炭化水素の選択酸化反応を
特殊反応場を有する無機酵素を用いて行なう、
いわば生態系を超える無機酵素の合成を目指している。

る
を目指す
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研究室のミーティングは週に1回。研究成果や研究経過を
発表しあったり、あるいは研究論文を紹介し、水野教授が
質疑応答に答えるという形で開かれている。

月で日本に戻ることになってしまったん

という言葉よりも、
「反応速度」という

たので、今でもわからないことがあった

です。普通は1年はいるのですが、その

わけです。つまり単純な一つのことを表

ら電話をかけて聞けばいい、ということ

短い10カ月間で5報の論文を仕上げて帰

す言葉であっても、意味やニュアンスが

も学習しました（笑）
。また、そういう

ってきました。10カ月で5報の論文っ

違うんです。

先生たちが知らないことであったら、や

もう一つは、それぞれの分野で研究す

っぱりみんながわからないことなんで

る人には強味と弱味があるということで

す。だからもうギリギリのところで、何

で活躍する錚々たる人たちに出会う。触

す。私は固体触媒の出身であったので、

がわかっていて、何がわからないことな

媒化学研究センターの林民生教授

固体表面がいかにわかりにくいかという

のかということもよくわかります。これ

（ 現 ・ 京 大 理 学 部 ）、 小 澤 文 幸 教 授

ことを理解していて、どんなふうにそれ

はとても大切なことです。

（現・京大化学研究所）や魚住泰広教授

を整理すれば人にわかってもらえるかと

――垣根を越えたボーダーレスな研究環

（現・分子科学研究所）
、薬学部の柴崎

いう手法を持っていました。しかし、有

境が北大にはあったということですね。

正勝教授（現・東大薬学部）や笹井宏

機金属の研究者たちにとっては、固体

水野

明教授（現・阪大産業科学研究所）な

の表面は規則性はほとんどないわけです

医薬品をつくるような触媒があります。

ど多くの有望な若手研究員が集まって

から、わかりにくいものなんです。そう

私はそれまでは、化学工業基盤の触媒

いた。北大では工学部、理学部、薬学

すると、固体触媒の概念を有機金属の

づくり一辺倒だったわけですが、そうい

部など学部や大学院の枠を越え、化学

中に持ち込んだら面白いことが起こるか

う薬品をつくるための触媒もやってみた

を研究する人たちの勉強会が定期的に

もしれないな、と新たな発想も浮かぶん

いと刺激を受けました。若い時にそうい

開かれていた。

です。自分を活かすためにいろんなこと

う同じ世代の人たちを通して知る力って

水野 勉強会では自分の研究を発表し

を学んだし、どういう攻め方があるかも

大きいんです。そのまま行けば、当然み

たりしているんですが、化学というテー

考えさせられました。留学先で習った錯

んなそこそこ偉くなりますが、偉くなっ

マで集まった勉強会には各分野のいろん

体合成なども含めた研究を展開してい

たとしても昔を知ってるので全然こだわ

なささやきが聞こえてきます。

こうと思っていましたから、それを上手

りもない。今でも一緒にお酒を飲んで

く融合させて勝負できるようになるには

は、そこは本音で語っているんです。

どうしたらいいか、と。

――他の方とは研究目的が違うからフ

て、ちょっと自慢かな（笑）
。
北海道大学で、現在の化学研究分野

例えば、化学というのは分野が違うと
使う言葉も違います。当然、元素は共
通用語としてあります。固体触媒では
「活性」といいますが、錯体では「活性」
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そしてそこには、それぞれの分野では
トップランナーの先生たちが集まってい

薬学系の先生が使う触媒には、

ランクに付き合えるのでしょうか。
水野 それぞれの人が研究には一つの柱

Mizuno
を持っていて、化学の中でも向かってい

るベクトルはそれぞれ違います。でも、
それぞれの目的に向かうためには、何を

化学研究の本質は、新しい反応
新しい現象を見つけること

しいものを使おうとすれば、それは水で
あったり、無溶媒であったりすればいい
わけです。あるいは均一系の触媒じゃな

取り込まなければいけないかということ

――最近の研究の流れとして、グリーン

く、回収できて何度も利用できるような

は当然あるわけです。そういう時に分野

ケミストリーが注目されていますが。

固体触媒を使うとか、そういう方法はあ

が違う人にコメントをもらったり、
「ど

水野 確かにヨーロッパは環境先進国

ると思います。

ういう分析方法があるのか」
「どうやっ

なので、お金がかかっても新しいプロセ

原子効率の高い反応系をつくるとい

たら実証できるか」と聞ける関係は、研

スに取り組み、環境に悪いような金属は

うことは、例えば一つの反応でも原子効

究者にとっては大事です。

使わないことを率先してやっています。

率が高ければいいわけです。あるいは、

ただし、それは化学の大きな流れの一つ

多段階にわたる反応を1ポットで効率的

いた時は均一系の不斉触媒の人でした

であることは間違いありませんけれど、

に行なうことです。このような研究の流

が、最近はポリマーを使って担持する触

流れの一つでしかないことも事実です。

れはグリーンケミストリーと呼ばれてい

媒とか金属を分散させた触媒の研究を

化学の本質は、新しい反応、新しい

やっています。そのへんの固体を解析す

現象を見つけることです。だから化学反

――専門は固体触媒の開発ですが、具

るのは、私のほうがいろいろと知ってい

応でグリーンケミストリーといってしま

体的な研究テーマを教えてください。

るわけです。逆に私は最近、魚住教授

うと、それは大衆にはわかりやすい言葉

水野 大きくわけて3つの柱があります。

がやっていた均一系の不斉触媒に近い

ですが、専門的にはグリーンケミストリ

一つ目は、工業的使用を目指した金

触媒もやっています。だから話してみる

ーとは何？ということになります。有機

属イオンを高表面積の単体の上に担持

と魚住教授の方がよく知っているんで

溶媒ではなく、例えば水を使う反応だと

する触媒をつくることです。これは有機

す。もちろんお互い、持っている材料も

説明しても、では水は本当に環境にいい

合成用の触媒だけではなく、自動車用

使える方向性も全然違うんですが、そう

のか？となる。水の中にppbレベルの不

排ガス浄化触媒あるいは燃料電池の触

いう持っている力を補完しあえれば、ど

純物があったらそれは毒じゃないか、と。

媒などあらゆることに利用できます。

んどん研究を進めることができるし、面

むしろ除きにくいんじゃないのか、と。

例えば、魚住教授はそれこそ北大に

白い研究もできるかなと思います。

ます。

二つ目は、酸化物クラスターを使い、

ですから、原子を無駄にしないような

触媒の活性点構造をきちんと規定して

効率的な反応をつくることが大事なので

やることで酵素類似、もしくは酵素を上

す。そのために溶媒も含めて環境にやさ

回るような触媒をつくりたいと思ってい
Vol.05
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ます。

そして三つ目が、これらをうまく組織

属2個なんですが、この、たかが2個の

化してナノサイズの空間を持った触媒を

金属を並べてやったら、どんなことがで

つくることです。ナノサイズの空間には

きるのか、と。

反応する物質を濃縮する能力がありま

――それによって新しい触媒につながっ

す。ナノサイズの空間で濃縮することで

て行くわけですね。

反応速度の向上が期待できます。また、

水野 今、私たちは酸化物のクラスタ

分離材料としても使えます。

ー上にメタン酸化酵素に類似した金属2

――固体触媒の例を教えていただけま

個が酸素で架橋された活性点を構築す

すか。

ることに成功しました。酸化物クラスタ

水野 固体触媒には様々な形状があり

ーは、金属の周りの配位子は全部酸素

ます。例えば、自動車触媒にはハニカム

です。そうすると有機金属というのは、

状のものがよく知られています。実は、

配位子はあるんですがフワフワしてい

ほんとに素晴らしい究極の自動車触媒

る。だからその柔軟性が酵素での物質取

もあるんですが、まだつくられていませ

り込みなどに活かされるわけです。将来

ん。それは一酸化窒素（NO）を窒素

的にはこういう酸化物で、バナジウムだ

（N2）と酸素（O2）に低温で分解できる

ったらバナジウムの2個の活性点だけを

触媒なのですが、これは酸素があると活

持ったものをつくってやれば、反応が速

性が低下するとか、いろいろな問題があ

い、すごい触媒になり、面白いことが起

り、まだ開発されていません。でもその

こるはずです。

触媒の活性点というのは、単純に銅が2
個の酸素で架橋された構造になっていま
す。この活性点構造自体は、鉄2個が酸
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酵素だ」と思っているんです。たかが金

自然のなかで観察眼を磨くこと
それは実験室の中でも同じこと

素で架橋された活性点構造を有するメ

――研究の内容がどんどん広がっている

タン酸化酵素と類似しています。今はま

ようですが、研究に関して最も大切なこ

だ、金属2個が酸素で架橋したものとい

とは何でしょうか。

うのはあまり知られていません。このよ

水野 一番大切なのはやはり、継続は

うに、酵素が有している金属活性点構

力なり、です。一つの流れの研究を途中

造が人工的な自動車触媒に類似してい

で断ち切るのはとても簡単なんですけ

るのは、学問的にも興味深いものです。

ど、断ち切ってしまうと、やはりそこで

私たちは、鉄2個が酸素で架橋された

情報も途切れるし、やる気もなくなって

触媒をつくりましたし、最近、銅2個を

しまうので、その研究は遅れてしまいま

架橋したものも合成しました。ほかに、

す。データがでなくても自分で考えなが

バナジウム2個が酸素で架橋した構造の

ら地道にやってると、やっぱりいつか面

ものを合成しましたが、それは自然界に

白い結果が出てくると思います。当然、

も存在しません。有機金属錯体でも存

研究なんていい時もありますし、谷底み

在しません。これは過酸化水素を効率

たいな時もあります。

的に活性化して、いろいろな反応に使え

――新しい発想というのは、どこから生

ます。私たちは本当に「これこそ人工の

まれるのでしょうか。

金属2個を酸素で架橋されたものをつくることで、
過酸化水素を効率的に活性化させることに成功。
これこそが「人工の酵素」
ではないか。

Mizuno
水野 前の日本化学会の会長をやって

た御園生先生は、寝ていても考えてい
る、と言うんです（笑）
。本当は寝てた
ら考えられませんけど……。
私もいつも、こんなことがあったら面
白いのにな、ということを考えていま

す。また、学生が実験をやっていて、
「あれ、これは考えたことと違うな」と
いう結果が出たときは面白いと思いま
す。最近の学生は懐に入れて無かったこ
とにしたり、わからないことが起こると
誰にも言わないで黙っている。そうじゃ
ないんですね、自分が今考えていること
と違うことが起こるということは面白い
じゃないか、と。だからそれを見逃さな
いことだし、自分でよく考えるべきなん
です。実験室の中は宝の山なんですよ。
――趣味は釣り（毛鉤を使うフライフ
ィッシング）だそうですが、渓流などで
は、研究室とは違った時間を過ごしてい
るのですか。
水野 いえ、同じです。継続は力なり、
は釣りでも一緒です。やはり同じ場所に
何度も行っていないと釣れる場所はわか
りません。同じ川でも時間帯や天気が違
えば、釣れるときもあれば、釣れないと
きもあります。太陽の向きで変わる川面
に映る人の影で、魚は人の気配を察し

「研究はバーチャルの世界ではありません。やはり自分で試して結果を出すしかない。予想通りじゃない結果が出たときに、なぜだと考
えることが大事だし、若い時にやらなければならないのは、ダメでもいいから面白そうなことには挑戦していく姿勢です」
（水野教授）

ます。秩父の川が私のフィールドです
が、人が荒らした後の午後に入渓して
も、釣れることもわかりました。逆にど

です。

の後ろにいて見ていれば、大切なことが

んなに美しい川でも、魚がいなければ釣

――研究姿勢として大切なことはなん

いろいろ見えてきます。釣りだって誰も

れません（笑）
。天候が崩れ、危険なと

でしょうか。

が流す川の筋じゃ釣れなくて、その脇の

きは引き返します。

水野 大切なことは、やはり考えたこと

10センチ違うところに流すと魚が飛び

こうしたことは研究でも一緒で、同じ

をフィードバックして研究すること、そ

出しきたりする。これだって上手い人の

実験をやったとしても、湿度や環境の違

してその姿勢ですね。例えば、面白そう

釣りを見ていれば習得できるからです。

いで違う結果が出ることがあります。違

だと思ったら、隠れて実験したっていい

いつも状況が変わる自然をじっくり観

った結果が出たとき、自分なりに、なぜ

んです。そして研究テクニックは教わる

察することで釣果があがるように、研究

違うのかを考え、次なる戦術を練ること

のではなく、盗むこと。実験の上手い人

に関しても観察眼を養うことです。
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