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　スウェーデンの王立科学アカデミーは、１０月１０日、２００１年のノーベル化学賞を本学理学研究科教授・物質科
学国際研究センター長である野依良治博士ら３氏に贈ると発表しました。野依教授の受賞対象となった研究業
績は「不斉水素化反応に関する研究」であり、日本人では１０人目の受賞となります。
  当日、午後６時３０分頃、野依教授に王立科学アカデミーから電話で連絡が入り、その直後にインターネット上
に受賞決定が発表されると、事務局や理学研究科などで教職員・学生から一斉に大きな拍手と歓声が沸き上が
りました。
  ５０人を超える報道陣の待つ会議室で、松尾総長、山下理学研究科長の同席のもとに記者会見の席に臨んだ野依
教授は「ノーベル賞は、自然科学の研究者にとって最大の栄誉であり、この上ない光栄です。しかし、大変な
ことになったというのが実感です。」と喜びを語っていました。
  記者会見後には、小泉総理大臣、遠山文部科学大臣、尾身科学技術担当大臣、白川及び江崎両ノーベル賞受賞
者からお祝いの電話があるなど、深夜まで祝福に包まれていました。
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　この度、名古屋大学大学院理学研究科教授の野依良治先生がノーベル化学賞を受賞されるという栄

誉に輝かれましたことは、誠におめでたいことでございます。

　先生は国内外の他の大きな賞を幾つも受賞されており、また、毎年ノーベル賞に一番近い候補とし

て挙げられていらっしゃいました。これが現実のものとなりまして、ご本人よりもたぶん私が一番興

奮している様な状況で、心からうれしく思っております。ことに、名古屋大学にとりましても、現職

の本学の教授が受賞されたという点で、大変名誉なことでございます。

　先生のご研究は、天然有機化合物におけるキラリティー、すなわち右手左手の関係を高度に区別す

る有機合成法の開拓を中心にするものでございまして、医薬品などの生理活性物質の創成にもきわめ

て大きな意義を有するものであります。

　この度の受賞によりまして、本学の研究教育活動が大いに奨励をされることは当然のことでありま

すが、併せて我が国における学術研究が更に一層強力に推進されることを、心から信じておりますし、

また期待をしているところであります。

《受賞決定の記者会見より抜粋》

祝　辞
総長　松　尾　　稔　　

平成１３年１０月１０日午後７時０５分　ノーベル賞受賞を総長に報告する。
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野依　大変、大勢の方に来ていただきまして恐縮しており

ます。ノーベル賞は自然科学を学ぶ者、研究者にとっ

ては最大の栄誉とされておりますので、この上ない

光栄です。しかしながら、大変なことになったなと

いう実感でございます。

　　　　私も長い間、この道を歩んでまいりました。この

間非常に多くの先生方のご指導も受け、また多くの

研究者と一緒に仕事をさせていただきました。そう

いった諸先生方、先輩諸氏、それから一緒に共同研

究をしてくれた若い人たち、学生諸君への感謝の気

持をまず申し上げたいと思っております。

　　　　名古屋大学に来ましてから 33 年ほどたちます。大

変長い間、先輩の先生方、それから現職の先生方、

最近では特に総長には大変、研究・教育面で支援し

ていただきました。これをもってようやく名古屋大

学に借りを返せたかなという気がいたしております。

　　　　賞をいただくということは大変なことです。いい

研究をしていい論文を書けばそれで賞をいただける

というものでは決してありません。国際的に広く評

価され、成果を認めていただくということが第一で

ございます。30 年少し前にアメリカに初めて留学し

たわけですが、それから非常に多くの海外の諸先生

方、友人たちと巡り会うことができ、そういった方

がたが私の仕事を高く評価してくださったと思って

おります。海外の知人の方にもお礼を申し上げたい

と思っております。

――ノーベル賞の重みについてお聞きかせください。

野依　過去にノーベル賞をもらわれた多くの研究者が、

ノーベル賞と一緒に生きていくのは大変だというこ

とをおっしゃいます。世界最高の賞ですから、単に

栄誉だけでなくて、社会的な責任も伴ってくるとい

うことでございます。

――ノーベル賞の発表を待つお気持ちをお聞かせください。

野依　周りのスタッフや、総長はじめ事務局の方たちはも

しものことがあるということで待ちかまえておられ

ました。もう何年も（笑）、ご迷惑をおかけしてるん

じゃないかと思いますけれども、私はそういうもの

は期待していてもいただけるものではないと考えて

きました。それから一つ申し上げたいことは、私共、

大学人ですから基礎化学をやっているわけです。化

学の分野は非常に内容は多様です。いろんな重要な

テーマ、面白いテーマについて、多くの人が素晴ら

しい研究をやっているわけです。その中で、どれが

いいかという評価をすることは主観的なものであっ

て、１番から 10 番まで並べるというものではないわ

けです。ですから、今まで受賞された方は、それぞ

れ非常に立派なお仕事をされていて、また全く違っ

た課題のお仕事をされているわけです。たまたま今

回は不斉合成という私共の分野が認められて、その

　受賞決定に際して、平成１３年１０月１０日（水）午後７時

１０分から事務局第３会議室において記者会見が行われま

した。その記者会見内容の一部を紹介します。

記者会見（抄録）
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中で私が長く中心的役割を果たしてきたのですから、

代表していただいたということだろうと思います。

そういった意味で、国内外で同じ分野で研究してく

れた研究者たちは皆仲間として協力してくれたこと

になり、大変ありがたいと思っております。

　　　　それからこの分野は、日本が本当に強い分野です。

私が代表で受賞することになるわけですけれども、

非常にたくさんの優秀な、有能な、そして立派な仕

事をされた研究者が我が国にはたくさんいらっしゃ

るということをお伝えしておきたいと思います。

――今回の発見も、偶然というか、運命みたいなものがあっ

たのでしょうか？

野依　そうですね、しかし偶然というのをどういうふうに

捉えるかということです。犬も歩けば棒に当たると

か、そういう確率論ではないですね。私は 1960 年代

に京都大学工学部で野崎一先生のもとで助手をして

いましたが、そのときは違った目的で研究をしてい

たわけです。そのときに偶然、のちの不斉合成反応

の原理になる事実を見つけました。端緒をつかんだ

と言っていいかと思います。別の目的でやっていた

ことから幸運に端緒を得たということで、最初から

技術的ないし産業的に意味のあるような触媒を見つ

けようと思ってやっていたわけではないのです。

――名古屋大学在職中にノーベル賞を受賞したことについ

てのご感想をお聞かせください。

野依　先ほど申し上げましたように、名古屋大学に 1968 年

に着任して以来、30 年以上お世話になりました。そ

の間、存分に自由に研究する機会を与えていただい

たことを大変ありがたく思っております。何とかご

恩返しをしなければならないと、常々思って行動し

てまいりました。現役の間にノーベル賞を受賞する

ことができて、ほんの一部ではありますが、ご恩返

しできたのではないかと思っております。

　　　　一つ付け加えさせていただきますが、日本はノー

ベル賞の受賞が少ないと言われます。いろんな理由

があると思います。私が研究を始めた頃は、日本が

経済的に貧しくて、そういうところから大変長い道

を歩いてきました。困難な時代に見つけた一つの芽

をずっと育ててきました。それは私が少なからず自

負するところでもあります。それに比べますと、今

の名古屋大学はずっと恵まれています。十分とは言

わないまでも、多くの部局で欧米に近い研究環境が

与えられていると思っております。これから若い人

が高い志を持って学問研究にいそしんでいただきた

いと思います。そうすれば、もっともっと国際的に、

知的に存在感のある大学になっていくと思っており

ます。

――昨年の白川先生に続いて化学賞を２年連続して日本人

が受賞することについてどう思われますか？

野依　現在、受賞の可能性のある人が日本にもたくさんい

る。また、これから一生懸命長い間やっていれば報

われそうな研究があり、そして、それを担う人たち

もたくさんいると思うんです。ですから、あまり日

本は条件が悪いとか、日本人はだめだとか、そうい

う自虐的にならない方がいいと思っております。日

本人としての誇りを持って研究していただきたいと、

若い人には切に思う次第です。

　　　　手前味噌で恐縮ですが、化学というのは日本が相

当強い分野じゃないかと思っております。特にやは

り日本という国はモノづくりで生きていかなければ

ならない国と思っております。化学の中にはたくさ

んの分野がありますけれども、白川先生も私もモノ

づくりです。人工的に化合物を作り、優れた性質を

もつ物質を作るという分野なんです。

――先生が研究成果の産業への応用について考えだした時

期ときっかけをお聞かせください。
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野依　私が忘れてはならない先生に、平田義正先生という

立派な先生がいらっしゃいました。理学部の教授で

フグ毒を研究された方です。その先生が「研究とい

うのはユニークじゃないとだめだよ、人まねではだ

めだよ」とおっしゃいましたので、私は独自性の強

い仕事をしたいと思いました。それから私の性格も

あるわけですけれども、研究は単純明快にしたいと

思って、できるだけ基礎的な、そして波及効果のあ

る研究をやりたいと思ってまいりました。また、私

には残念ながら言葉にハンディキャップがあるわけ

です。したがって、できるだけ分かりやすい形で国

際的に発信して来たつもりです。国際的に認められ

るためには、国籍を問わず、たくさんの信頼できる

友人たちを持つことが必要です。先ほども申し上げ

ましたように、いい研究をして、いいデータを出し

て、それを機械的に論文にしていれば認められると

いうことは決してありません。最終的にはやはり人

と人との友情であるとか、信頼関係が物をいいます。

　　　　化学というのは、純粋に学術的な面と、それから

科学技術に大変深い関係を持っています。そういっ

た意味で、産業界の方と議論をし、話をすると、何

が本質的に求められているかということはあるわけ

です。幸いにして産業界の方からいろんなご教示を

いただきました。ただ実験室や研究室に閉じこもっ

て、一人でやっていればいい研究ができるというこ

とではないです。ただし、外にばっかり耳を傾ける

と個性を失いがちです。そこのところはバランスを

とる必要があり、いい研究をするための方程式とい

うのはないと思います。

――日本の学術、化学の分野における学術レベルは非常に

高いと思いますが、逆に産業の競争力となると化学の

分野はそれほど強くないというのは、何が原因だと先

生は思われますか？

野依　構造的なものはあるかもしれません。今、産学協同

のことをお尋ねだろうと思うんですが、二つあると

思います。産学連携という意味は大変広いんですが、

大学で生まれた知的資産を産業界にうまく渡すこと

の重要性が強調されています。それが不十分であると、

その仕組みを考えねばならないということが一つあろう

かと思います。

　　　　もっと大事なことは、私共の高等教育が不十分で

あるということが、日本の産業界の力の不十分であ

ることの一番大きな原因だろうと思っております。

私共の育成した若い人たちが産業界に行くわけです

けれども、彼らの力が欧米に拮抗するだけのもので

ないということが、私は最大の問題だろうと思いま

す。もし、十分な人材育成があれば、大学で生まれ

ているものを産業界に寄こせということはそれ程必

要ないことなんです。そもそも大学と産業界の機能

は違うわけです。もちろん連携は必要です。私共が

培ったもの、持ってるものは、どんどん開示して使っ

ていただくことはやぶさかではない。しかし一番大

事なことは、大学は本来のあるべき教育と研究、特

に基礎研究あるいは学術研究をしっかりやることで

す。これが最大の使命です。産業界は自らの力で素

晴らしい産業技術を培って経済効果をもたらすとい

うことです。ですから、名古屋大学のような日本の

基幹大学は、高等教育、特に大学院教育をうんと充

実しなければいけないと思っております。

　　　　今の産業界の競争力がないということは我々の学

術レベルの問題とはちょっと違うと思うのです。

我々が優れた学術研究をするということと、産業界
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が競争力を持つということは、直接は関係がないわ

けです。1980 年代にイギリスではずいぶんとたくさ

んのノーベル賞科学者が出ましたが、決して産業界

の力は強くなかった。私は日本の自然科学、あるい

は工学の分野ではずいぶん立派な研究者はいると思

います。しかし、技術というものは、それを束ねな

きゃいけないわけです。その一つの要素だけで大き

な産業が成り立つという時代は過ぎ去ったわけで、

いろんな要素を複合することによって、始めて技術

ができるわけです。やっぱりリーダーとして束ねる

人が欠けてるんじゃないかと思います。技術という

のはオーケストラなんです。大学というのはいい演

奏者、立派な歌手を育てるところだろうと思うんで

す。それを集めて立派なオーケストラにするという

ことはまた別で、こういった指揮者が欠けているの

ではないかと私は思っております。

――シャープレス先生のことについてお聞かせ下さい。

シャープレス博士とは来日されると相撲を観戦して、

ちゃんこ鍋をつつく仲だと以前お伺いしたんですが。

野依　シャープレス教授は、私がハーバード大学に博士研

究員で留学しているときに初めて知り合いました。

それから 30 年にもわたって一緒に同じ分野で研究

してきたので、非常に嬉しく思っております。会え

ばいつも 30 年昔に戻って打ち解けあえる仲です。１

年に１、２回は国際学会で会うという関係です。

――今後、何を励みに研究活動をしていかれますか、また、

意気込みといったものをお聞かせください。

野依　私は許されることであれば、研究を続けたいと思い

ます。しかし、同時に行政にも関わっておりまして、

後進の育成、あるいは大学のあるべき姿を考えると

いうことも現在の私にとって重要な仕事です。うま

くバランスを取って、社会のお役に立て、かつ自分

も楽しめればいいなと思っております。
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野　依　良　治
名古屋大学大学院理学研究科教授

名古屋大学物質科学国際研究センター長

略歴：
昭和１３年９月３日　兵庫県生まれ
昭和３６年３月　京都大学工学部工業化学科卒業
昭和３８年３月　同大学大学院工学研究科工業化学専攻修士課程修了
昭和３８年４月　京都大学工学部助手
昭和４３年２月　名古屋大学理学部助教授
昭和４４年１月～４５年３月
　　　　　　　米国ハーバード大学博士研究員
昭和４７年８月　名古屋大学理学部教授
昭和５４年４月～平成３年３月
　　　　　　　同大学化学測定機器センター長（併任）
平成３年１０月～８年９月
　　　　　　　新技術事業団創造科学推進事業「野依分子触媒プ

ロジェクト」総括責任者（併任）
平成４年４月～８年３月
　　　　　　　文部省科学官（併任）
平成５年９月～８年１２月
　　　　　　　九州大学有機化学基礎研究センター教授（併任）
平成８年２月～１３年１月
　　　　　　　文部省学術審議会委員
平成８年４月　名古屋大学大学院理学研究科教授
　　　　　　　（大学の組織換えに伴う）
平成９年１月～１１年１２月
　　　　　　　名古屋大学大学院理学研究科長・理学部長（併任）
平成１２年４月　名古屋大学物質科学国際研究センター長（併任）
平成１３年２月　文部科学省科学技術・学術審議会委員
平成１３年４月　日本学術振興会学術顧問

この間，昭和４２年９月工学博士取得。昭和 63 年～平成 2年度文部
省特別推進研究をはじめ，各種財団からの研究助成多数。平成７
年度から文部省中核的研究拠点 （ＣОΕ） 形成プログラム の研
究代表者。その他，平成８年度から日本学術振興会未来開拓学術
研究推進事業「高度プロセス」分野の研究推進委員長をつとめる。
平成９年２月～１１年１月有機合成化学協会会長。平成１３年２月日
本化学会次期会長。

発表論文：４００篇以上
総説および解説：１００篇以上
著書（共著を含む）：２篇
総引用回数：２２，０００以上
特許：１６０件以上
専門分野：
有機化学，とくに分子触媒化学を中心とする新方法論の開拓とそ
の応用に関する研究。

合成有機化学，反応有機化学，金属有機化学，分子触媒化学，新
反応媒体，環境調和型化学反応，物理有機化学，不斉合成，天然
および非天然生理活性物質の合成（テルペン，アルカロイド，プ
ロスタグランジン，アミノ酸，β ‐ ラクタム，糖質，核酸関連物質
など），生体内分子科学などの研究に従事。

所属学会：
日本化学会  （名誉会員，１９９８，次期会長，２００１）
日本薬学会
有機合成化学協会  （副会長，１９９４～１９９６， 会長， １９９７～１９９９）
近畿化学協会
東海化学工業会
アメリカ化学会
イギリス王立化学会  （名誉会員，2000）
米国科学振興協会 （AAAS）  （フェロー，1997）

受賞および顕彰など：
平成１０年　文化功労者顕彰
平成１２年　文化勲章受章

昭和４６年　日本化学会進歩賞
昭和５３年　松     永     賞
昭和５７年　中 日 文 化 賞
昭和６０年　日 本 化 学 会 賞
昭和６３年　台北プロスタグランジン会議および中国中央研究院賞
平成元年　内藤記念科学振興賞
平成元年　センテナリーメダル（イギリス王立化学会）
平成元年　フルカ賞（スイス）
平成２年　東レ科学技術賞　
平成２年　メルク・シューハルト・チェア（ベルギー）
平成３年　カークウッド賞（アメリカ化学会・エール大学）
平成５年　朝　日　賞
平成５年　テトラヘドロン賞（イギリス）
平成６年　マックス・ティシュラー賞（アメリカ合衆国・ハーバー

ド大学）
平成６年　生命科学啓明賞
平成７年　日本学士院賞
平成８年　Ａ． Ｃ． コープ学術賞（アメリカ化学会）
平成８年　ボン化学賞（ドイツ）
平成９年　Ａ． Ｃ． コープ賞（アメリカ化学会）
平成９年　キラリティーメダル（キラリティー識別国際会議）
平成９年　Ｇ． ケナー賞（イギリス・リバプール大学）
平成１１年　キング・ファイサル国際賞（サウジアラビア）
平成１１年　Ｃ． Ｓ．ハミルトン賞（アメリカ合衆国・ネブラスカ大学

�略歴等�
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リンカーン校）
平成１２年　引用最高栄誉賞（化学部門）（ＩＳＩ－トムソン・サイ

エンティフィク）
平成１３年　有機合成化学協会特別賞
平成１３年　ウォルフ賞（イスラエル）
平成１３年　Ｒ . アダムス賞（アメリカ化学会）
平成１３年　ノーベル化学賞（スウェーデン）

平成７年　ミュンヘン工科大学名誉博士授与（ドイツ）
平成８年　アメリカ科学振興協会（ＡＡＡＳ）フェロー選出
平成１０年　日本化学会名誉会員選出
平成１２年　レンヌ大学名誉博士授与（フランス）
平成１２年　イギリス王立化学会名誉会員選出
平成１３年　アメリカ芸術科学アカデミー外国人名誉会員選出

昭和５６年　Ｋ . フィスター記念客員教授（アメリカ合衆国・マサ
チューセッツ工科大学）

昭和５７年　太平洋沿岸講演者（アメリカ合衆国・カナダ）
昭和５９年　Ｖ . Ｊ . チェンバース記念講演者（アメリカ合衆国・ロ

チェスター大学）
昭和６３年　レミュー記念講演者（カナダ・オタワ大学）
平成元年　メルク・シューハルト講演者（ドイツ）
平成２年　Ａ . Ｊ . バーチ講演者（オーストラリア国立大学）
平成２年　Ｇ . Ｆ . ベーカー記念講演者（アメリカ合衆国・コーネ

ル大学）

平成３年　Ｈ . Ｃ . ブラウン記念講演者（アメリカ合衆国・パデュー
大学）

平成３年　Ｍ . Ｓ . カラーシュ記念客員教授（アメリカ合衆国・シ
カゴ大学）

平成４年　Ｋ . フォーカーズ記念講演者（アメリカ合衆国・ウィス
コンシン大学）

平成６年　メルク講演者（イギリス・ケンブリッジ大学）
平成６年　Ｋ . チーグラー記念客員教授（ドイツ・マックスプラン

ク石炭研究所）
平成８年　Ｒ . Ｂ . サンディン記念講演者（カナダ・アルバータ大

学）
平成１０年　Ｍ . カルビン記念講演者（アメリカ合衆国・カルフォル

ニア大学バークレー校）
平成１１年　ボールマン記念講演者（ドイツ・ベルリン工科大学）
平成１１年　Ｇ . ヴィティヒ記念講演者（ドイツ・ハイデルベルグ大

学）
平成１２年　Ｋ . アルダー記念講演者（ドイツ・ケルン大学）
平成１２年　Ｗ . Ｇ . バッハマン記念講演者（アメリカ合衆国・ミシ

ガン大学）
平成１３年　Ｇ . Ａ . オラー記念講演者（アメリカ合衆国・南カリフォ

ルニア大学）

主な国際学会およびレクチャーシップによる招待：１５０件以上
刊行物編集：３０件以上
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　すべてのものの形は二つに分類できる。鏡に映した形（鏡

像）がもとの形（実像）と同じものと違うものである。例

えば、眼鏡、紅茶茶碗、椅子などは、その鏡像を仮に取り

出して回転すれば実像と重なる。一方、手袋、ワインオー

プナー、かざぐるまの羽根などの鏡像は実像と一致しない。

互いに鏡像関係にある二つのものは、それらが単独に存在

するときには違いがない。しかし、相互作用すると、様子

が変わる。例えば、右手同士の握手はしっくりするが、右

手と左手では妙な握手になる。この右と左の相違は目に見

える世界に限らず、一メートルの十億分の一、すなわちナ

ノメートル単位の分子の世界でもとても重要である。とく

に生命現象や生物現象に関わる医薬や農薬のような分子に

おいては社会問題にも発展することがある。今から４０年前

にサリドマイド事件が起きた。サリドマイドには右左の関

係にある分子がある。右型分子は、大変に優れた鎮静剤で

あるが、その鏡像となる左型分子は催奇性をもつ。市販さ

れたサリドマイド薬は右と左５０：５０の混合物であり、これ

を服用した妊婦から奇形児が生まれるという大惨事となっ

た。この一例からだけでも、分子の右と左をつくり分ける

方法、すなわち不斉合成反応が絶対に必要であることがよ

くわかる。しかし、１５０年前にパスツールの言にあるように、

作り分けには生物の力が必須であるというのが常識であり、

実際に、つい２０年程前まで、酵素反応や微生物を使ったバ

イオテクノロジーに頼って鏡像的に純粋な分子が供給され

てきた。酵素の限界を越え、多種多様な分子の右左をつく

り分けることができる人工的な不斉合成法の創出は、化学

者の夢であり、２０世紀最大の重要課題の一つであった。野

依良治氏はその夢を現実のものとしたのである。

　同氏は、１９６６年に、世界で初めて「分子触媒による不斉

合成反応」の原理を発見した。名古屋大学に有機化学の国

際的基盤を築いた故平田義正名古屋大学名誉教授らの尽力

により、１９６８年に２９才の若さで名古屋大学理学部の講座担

当助教授に抜擢された。その伝統の上に、野依氏の発見し

た芽は育まれ、２０年、３０年たち、それが本質的なものであ

ることが立証されたのである。野依法の力量は極めて高く、

生理活性物質の合成に次々と革新をもたらした。

　文部省をはじめ各省庁は、わが国が科学技術立国として

また知的存在感のある国として先導的な立場で国際社会に

貢献する上で、野依氏の「分子触媒」は鍵となると早くか

ら認識し、恒常的かつ強力に研究支援を行ってきた。平成

７年度からは、ノーベル賞級の科学者を本格的に支援・育

成していく文部省・学術審議会の”卓越した研究拠点（COE、

センター・オブ・エクセレンス）”の一つに「名古屋大学分

子不斉研究ユニット」を選定し、さらには、その発展型と

して「物質科学国際研究センター」を創設した。現在、野

依良治教授をセンター長として、有機物質合成、無機物質

合成、物質機能、生物機能の四研究部門を組織し、各分野

で蓄積された知識・技術を融合し、新しい機能をもつ物質

の創製へと同氏の研究は着々と展開されている。今回の

ノーベル賞受賞の決定は、同教授にとっての栄誉であるば

かりでなく、わが国社会の付託に応えたものといえる。今

後のさらなる発展が期待される。

野依良治教授の業績概要

「右と左の分子をつくり分ける」

�研究業績概要�



�写真で追う喜びの日�

ノーベル財団から受賞の知らせの電話が入る

小泉総理から祝福の電話を受ける

新聞の号外を手にする

愛知県知事（代理：副知事）の祝福を受ける

平成１３年１０月１０日��

総長に報告

理学研究科での祝福の宴

理学研究科を代表して郷評議員らからの花束贈呈

記者会見で報道機関に報告する総長

祝宴での乾杯

物質科学国際研究センター職員及び学生から花束
贈呈

受賞記念祝賀会中にもマスコミの生中継インタ
ビューに応える

受賞を祝う垂幕

平成１３年１０月１１日��


