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̶お知りになったのはいつごろですか？
根岸：米国に留学していたときでね．まだ教科書に載って
いなかったし，特に授業で習ったというわけではないので
すけど，彼らは1962年にノーベル賞を受賞したので，そ
ういうかたちで知ったわけですが，これはすごいと思いま
した．夢中になって勉強しましたよ．これはやっといたほ
うがよかったかなと，あのときは思いました．
̶二重らせんという形が見えたのがすごいと思われたの
ですか？
根岸：結局，形って構造でしょ．構造はX線構造解析から
わかる．X線構造解析の結果について特にすごいと思った
わけではありませんでした．クリックのところにワトソン
が行って，彼らはずっとDNAの構造についてディスカッ
ションを続けていたんですよ．そのちょっと前にDNAに
ついてわかってきていたさまざなことに基づいてね（関連
記事p.48参照）．それで，生化学・生物学の根底をつくる
ようなものを，頭の中から生み出したわけです．スカーッ
と論理的に．そこがすごいと思うんです．
ニュートンの法則やアインシュタインの理論，シュレー

ディンガーの量子力学に匹敵する発見だけども，もっとア
ピーリングでした．今までは丸覚えのことしかやってな
かった，遺伝にしたってメンデルの法則の程度だった生物
学が，これが基礎となってどんどん発展してね．

1963年に米国から帰ってきて帝人に戻ったとき，私の
下に7，8人の学士，修士がいて，一人二人博士の方もつ

頭の中から生み出す
̶DNA二重らせんモデルの衝撃̶

̶なぜ“化学”を選ばれたのですか？
根岸：それは非常に不純な動機ですね．「自分は文科系で
はない．理科系だ」というのは，中学のときからわかって
いました．でも医者になるのはいやだなと．人の体を開い
たりしなければいけないという可能性もあるし．理科の中
でも物理とか数学が好きだったんですね．化学よりは物
理，生物よりは化学で．花やら蝶やらは嫌いじゃなかった
んですけど，名前覚えたり分類覚えたり，生物って面白く
ないなと思っていたので，生物と化学の間には大きな差が
あったんです．
̶消去法だったんですね．
根岸：そうなんです．でも生物をやったほうがよかったか
なと思ったことはありましたよ．クリック，ワトソンの
DNA二重らせんモデルの発見．あれは生物学を変えまし
たから．
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思いました．自分にはそんな力はないと．それで，大学院
へ戻って勉強しようかと考えたわけです．でも授業料がい
るわけですよね．家が貧乏でしたから，私を大学へ送った
だけでもギリギリだったのを，それをまた大学院へ行きた
いっていうのはね．どうしようかなと思っているときに，
入社式で大屋社長が「フルブライトの奨学金を受けて通る
ようだったら，休職にして帝人のほうからも少し援助す
る」とおっしゃっていたのを思い出して，じゃあその線で
行こうかなと．
̶フルブライトの奨学金を獲得するのは，当時70人に
一人程度の倍率だったそうですね．海外にはもともと関心
があったのですか？
根岸：海外ということもありましたけれども，むしろ英語
に関心がありましたね．特に実践的な英語力．20歳ころ
から英語の時代がくるなというのをなんとなく感じ始めて
いました．実用の英語ができないということが不便で弊害
になってきていると．学部生3年のとき胃腸の病気をして中
間試験を受けられず留年したんですね．そのときにちょっ
と暇ができたので英会話を勉強し始めたんです．本を買っ
たりレコードを買ったり，友人と英会話のグループをつくっ
たり，そういう程度でしたが，会社に入る2年前から英語
の勉強をしていました．
帝人の研究所でも，大屋社長の影響からかアメリカ人や

イギリス人のネイティブの人をよんで，英会話の小さなク
ラスをつくってくれたんです．そうすると私が断突にでき
た．ネイティブの人も「ネギシはフルブライトのテストは
通る」って言ってくれたんですよ．それに勇気を得まし
て，だったらやろうっと．

米国で触れた“学問の深み” 

̶無事奨学金を得て米国で3年間学ばれ，帰国後，帝人
を辞めて再び米国に渡られたのはなぜですか？
根岸：やはり米国の大学院がすばらしかったからですね．
日本とは全然違って，本当に充実した内容でした．量子力

きました．そこで毎週クリック，ワトソンに関連した講義
をしました．私の講義に触発されて米国へ行った人もいま
した．

技術導入の時代と
英語の時代への予感

̶帝人はどういう会社でしたか．研究者を米国に送ると
いうことは，研究者を育てるという雰囲気があったという
ことですか？
根岸：当時の日本の企業には研究もヘチマもないです．
うーん．会社全体としてはその機運はゼロから高まってき
たという，立ち上がってきた感じはあったけど，そんなこ
とで帝人を支える研究がそう簡単にできるものではないと
いう雰囲気でしたね．
̶技術導入の時代ですね．
根岸：それしかないです．外国企業の ICI参りとか，モン
テカチーニ参りとかね．特許を買ってノウハウを買って工
場をつくって，そうすれば間違いない．「研究なんかして
無駄金を遣うなんて」という，要するに当時の日本の研究
者，研究所の力というのはおそまつなもので，研究で何か
新しいものをつくるなんてことは，そう簡単にはできなか
った時代なんですね．しかしそういう時代でありながら，
当時の帝人の大屋晋三社長は「これからの若者は海外へ出
るべきだ」とおっしゃいました．
　入社して6カ月ころに，上司から「君にはこういうこと
をやってもらおうと思ってるんだ」と言われたんです．
「誰が指導してくれるんですか？」と聞いたら，「いやそん
な人はいない．君がやるんだ．君が指導者になるんだ」と
（笑）．
̶どのような研究内容ですか？
根岸：帝人という会社はセルロース繊維を主体とする会社
だったんです．セルロースというのは綿とパルプです．パ
ルプから人造絹糸（人絹）ができる．その人絹はドイツで
起こったものなんですが，その技術をいち早く導入して，
日本で最初にパルプからレーヨンをつくったのが帝人で
す．それが戦前の話です．戦後は，東洋レーヨンがいち早
く純合成繊維ナイロンの技術を導入しまして，先行したわ
けですね．
私が頼まれたのはセルロースを化学的に修飾して新しい

かたちの繊維をつくるということ．もちろんこういうこと
はすでにやられていたわけです．一番代表的なのは，アセ
テートです．セルロースをアセチル化すると，アセテート
ができるわけですから．ただ，私は有機合成化学をほとん
ど知りませんでしたから，えらいことをおおせつかったと
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学の授業でC. A. クールソンのValence（化学結合論）と
いう本を，日本でも米国でも習ったんですけど，東京大学
3年のときは，ただ本の字面を追ってるだけで，授業を聞
いていてもちっともわからない．教えた先生も絶対わかっ
てない．われわれにそれはわかるわけですね．ところが，
それから3～ 4年たってペンシルベニア大学でまったく同
じ授業があったんですけど，これはよくわかりました．二
度目だからっていうんじゃなくて，先生がわかってるんで
す．先生がその学問をわかっていると同時に，教えるとい
うことにも徹してたんでしょうね．
大雑把にしか覚えてないですけど，クールソンの

Valenceというのは，わかっている人にはわかるけど，わ
かってない人にはわからない本ですよ．本だけでわかるよ
うには絶対なりません．日本の先生はわかってないのに，
それを使って教えられるわけがない．そのころの先生は，
戦中の生まれですから無理でしょう．でも，米国で教えて
くれた先生は本に1書いてあったら，5か6くらいのこと
をやりますから．
振返ってみると，私の行ったペンシルベニア大学はその

後，化学で3人のノーベル賞受賞者を出しています．導電
性高分子の白川英樹先生は，私が行ったあとにペンシルベ
ニア大学に行ってるんですが，そのきっかけは無機のマク
ダイアミッド先生が東京工業大学に来て白川先生の仕事を
知ってぜひ来ないかと招いたからです．私もマクダイア
ミッド先生の無機の授業を取りました．そういうすばらし
い授業は血肉になっているでしょうね．勉強しなければい
かんなと思って行ったわけですから当然ですが，米国では
ものすごく勉強が楽しかったですね．
それとやっぱり，ほかにもノーベル賞を取られたような

先生，ポーリングやヘモグロビンなどの構造解析をしたペ
ルツとケンドルーとか，そうそうたるメンバーが講演にい
らっしゃいました．まだノーベル賞は取ってないけど絶対
取るだろうというような有機合成のウッドワードとかね．
刺激になりましたね．その中でちょうどブラウン先生もい
らしたのです．

新大陸を発見し徹底的に探究する

根岸：当時，ブラウン先生はハイドロボレーションという
反応を発展させて数年後でしたから，その話をしたわけで
す．ホウ素は周期表では炭素のすぐ隣ですけど，どえらい
違いがありますから，ボロンの化学って新鮮でしたね．そ
れを聞いて非常に感動して，また，それがきっかけで有機
金属というのを考えるようになったんです．
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周期表を見ると100くらいの元素があるけど有機化学で
は水素に炭素，窒素に酸素，ハロゲンが四つくらい，それ
から硫黄とリンと10くらいの元素しか使わない．あとの90

くらいは金属です．当時はほとんど金属を使わないで合成
してたんです．マグネシウムやリチウム，ナトリウム，せ
いぜいその程度．ですから，なんで金属を使わないんだろ
うって思ったんです．100近くあるんだから，全部使って
有機合成をやったらどうなるんだろうと．
̶当時というと1960年代ですよね．現在は「元素戦略」
という，周期表のいろんな元素を使おうという視点は一般
的になりましたが．
根岸：私はその走りかもしれない（笑）．
̶当時すでにそういう発想をもっておられたのは先進的
だったと思うのですが，どうしてそういう発想をもたれた
のでしょう．
根岸：確かにあれは誰から学んだというものでもないです
ね．周期表を見てたら，そういう発想になった．周期表は
化学の世界だから，しょっちゅう見ているわけですよ．私
はなんでも網羅的に考えたいっていうのがあってね．極端
にいえば生まれつきの性格としかいいようがない．有機合
成で周期表の前後左右を見ながらやった人って私より前に
はいないんじゃないでしょうか．
̶研究のやり方にはブラウン先生の影響が大きかったで
すか？
根岸：そうですね．ブラウン先生のやり方の基本はexplo-

ration （探求） です．新発見をして新大陸に赴く探検家．
未知のところを行くのは大変ですけど，すべてが新しい知

見だと．右に行こうか左に行こうか，何があるかを調べ
る．変なことが起きても，それはこっちに行ったら行き止
まりということがわかるということで，そうしたら引き返
せばいいわけです．失敗というのではない．そういうこと
をずっとつなぎ合わせていくと全貌が見えてくる．地図が
できてくるわけですね．緻密でもあるし手抜きがない．
̶ブラウン先生はボロンを新大陸としましたが，根岸先
生は周期表を新大陸としたように思えます．根岸先生ご自
身は研究室の学生さんをどのように指導していらっしゃい
ますか．
根岸：一緒にやるときはよほど駄目な人でなければ，手抜
きはしませんね．指導としては徹底して厳しいですよ．研
究室にいる間に好かれなくてもよろしい．帰られてから
徐々に徐々に「あそこへ行ってけっこうよかった」と思っ
てもらえればいいと思ってます．

研究は極めることこそが大事

̶以前，根岸先生は「有機合成は奥義を極めた者だけの
ものにしていては駄目で，技術者が使えるものにしなけれ
ばいけない」とおっしゃっていたように思いますが，研究
に対するその考えには，企業で研究した経験が多少なりと
も影響を与えていると思われますか．
根岸：あるとは思いますけどね．最初に言いましたが，企
業での研究は技術導入の時代で，ノウハウを買って必ず儲
けにつながるっていうようなことでしたから，そういう考
え方はいやだったんです．しかし，過去何世紀かを振返っ
てみれば，隆盛してた国というのは研究も盛んだった，国

中国での講演から戻られた直後の根岸
英一博士に話を聞いた．幼少期，中国
大陸で過ごされた博士は，ご自身を
「大陸的というか非日本的．ブラウン
先生にも，お会いした二日目に『お前
みたいな日本人は初めてだ』と言われ
ました」と話された．
（2011年3月6日，羽田エクセルホテル東
急にて）
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が栄えたから研究が盛んになったのか，またその逆なの
か，私は両方相まってアップダウンしたんじゃないかと思
いますが，本質的に“研究”というのは，利益につながら
なければやる必要ないんだろうと思います．個々の研究
じゃなくて，“研究”全体という意味ですよ．なぜ人類は
研究するのだろうかということを考えたときに，人類の生
活レベルとか，物質的な幸福度といったものが向上するか
らこそ，研究をするのだろうと思うんですよね．
̶アカデミックでは，利益を生むかどうかを考えずに，
自分の興味に基づいてやるのが大事という人もいますが，
根岸先生はそうお考えではないということですか．
根岸：いやいや．自分の興味に基づいてやるのが一番いい
と思います．自分の興味に基づいてどれだけ科学的に価値
のあるものができるか．とことん自分の興味を追究して，
とことん高いところまで行けば，どんな基礎的なものでも
必ずや利益につながるはずだと，そう信じたいですね．最
初に話しましたけど，クリックとワトソンは非常に興味を
もって，ずっとディスカッションを重ねてDNA構造モデル
へ到達しました．そして現在，医学など生物に関連するも
のの基礎になっている．あれが今までにもたらした利益っ
て膨大でしょ．自分が好きだからちょっとやってそれで満
足というのが駄目なんです．
炭素と炭素を結合させる私のクロスカップリング反応の

研究もスタートは遊びです．発想はレゴゲームですから．
Aに突起があってBに穴があって，AとBをはめればくっ
つく．ペンシルベニア大学時代，有機合成をやり始めてみ
たら難しくて，もっとうまくいく方法はないかなと考えて
の発想です．手前味噌ですけど，私どもの開発した反応
は，おそらく今まで開発された有機合成反応の中で最も広
範囲に当てはまる反応だと思います．これを使った利益を
考えると，はかりしれないと思いますよ．

研究には緩急をつけることも大事

̶現在は炭素–炭素不斉合成の開発も精力的に研究され
ていらっしゃいますが，研究上の困難に対する根岸流リカ
バリー法などありますか．
根岸：ZACA反応という反応は，キラルなジルコニウム触
媒で不斉な炭素–炭素結合をつくる反応で，現在私の研究
グループの中心的な研究活動になっています．これは研究
を始めて17年後にやっと発表することができた反応なん
です．1978年にアセチレンでの反応を見つけました．ア
セチレンでは生成物は不斉にはなりませんから，オレフィ
ンに移行させるというだけなのですが，17年もかかった

んです．
だけど，17年間ずっとやっていたわけじゃないんです．

私はそういうやり方はだめだと思ってます．極端にいえば
1カ月でいい．1カ月失敗し続ける，そういうことは研究
にはあります．しかし1カ月間20～ 30回失敗したら，ま
ず一旦はその研究をやめなきゃいけない．棚上げしなさ
いと指導しています．そうしていつも頭の中で「どうして
あれはうまくいかないんだろう」と考える．そしていい考
えが浮かんだらやってみる．まただめだったらまた棚上げ
して．

ZACA反応は絶対いけるはずだという信念があったの
で，17年間何度もやっては棚上げ，またやっては棚上げし
て，5～ 7人目くらいでしょうか，ロシア人のポスドクが
少しずつ掴みながら1年ちょっとかけて開発しました．

研究すべき地平はまだ残されている

根岸：キラル触媒による不斉反応は非常に先端的な研究で
す．2001年にノールズ先生と野依良治先生とシャープレス
先生がノーベル賞を受賞しました．ノールズ先生と野依先
生の反応は炭素と水素の不斉をつくるというもの，シャー
プレス先生の反応は炭素と酸素の不斉をつくるというもの
です．するとあとは，炭素と炭素の不斉合成が必要という
ことになる．クロスカップリングも炭素と炭素をつなげる
反応なわけですけど，炭素–炭素結合は有機合成の骨格を
つくっていくわけで，一番重要で一番難しい．それが今ぼ
ちぼちできるようになっている．ZACA反応はかなりよい
反応だと思ってます．
̶未知の化学反応や基礎的な研究テーマ，大きく開ける
テーマはまだたくさんあると思いますか？
根岸：そう思いますね．当たり前のことなのに，実はよく
わからないということだってたくさんありますしね．たと
えばわれわれが触媒に使ってるのはほとんどd–ブロック
遷移元素ですよね．元素そのものでもいいし化合物で
もいい．なぜd–ブロックなのか？ 私はそれがようやくわ
かってきました．わかってみるとなんということはない，
福井謙一先生のフロンティア軌道理論そのものずばりなん
ですよね．でもd–ブロックがなぜいいのかと聞かれて答
えられる人は何人いるでしょうか．
本当に基礎的なことでも知らないことって多いと思いま

すよ．だから，新しい発見がある．まだまだ，手がつけら
れていない新大陸はあると思います．
̶本日はありがとうございました．
 （現代化学編集グループ）


