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す ず き

鈴 木  
あきら

章    

北海道大学ユニバーシティプロフェッサー、名誉教授 

 

  

生 年 月 日       昭和５(1930)年９月 12 日 

出    身 北海道むかわ町  
 

学 歴 

昭和 29(1954)年３月 北海道大学理学部化学科卒業  
昭和 31(1956)年３月 北海道大学大学院理学研究科修士課程修了  
昭和 35(1960)年３月 北海道大学大学院理学研究科博士課程（化学専攻）修了 

  理学博士   
 

職 歴 等 

北海道大学理学部助手 （昭和 34(1959)年４月～昭和 36(1961)年９月）  
北海道大学工学部合成化学工学科助教授 （昭和 36(1961)年 10 月～昭和 48(1973)年３月） 

米国 Purdue 大学博士研究員 （昭和 38(1963)年７月～昭和 40(1965)年３月） 

（H. C. Brown 教授、昭和 54(1979)年ノーベル化学賞受賞者）  
北海道大学工学部応用化学科教授 （昭和 48(1973)年４月～平成６(1994)年３月）  

英国 Wales 大学招へい教授 （昭和 63(1988)年５月）   

北海道大学停年退官 （平成６(1994)年３月）   

北海道大学名誉教授 （平成６(1994)年４月）   

岡山理科大学教授 （平成６(1994)年４月～平成７(1995)年３月） 

倉敷芸術科学大学教授 （平成７(1995)年４月～平成 14(2002)年３月） 

米国 Purdue 大学招へい教授 （平成 13(2001)年３月）   
台湾中央科学院及び国立台湾大学招へい教授 （平成 14(2002)年９月）   
北海道大学大学院工学研究院特別招へい教授 （平成 18(2006)年４月） 

中国科学院上海有機化学研究所名誉教授 （平成 18(2006)年９月）   
北海道大学触媒化学研究センター特別招へい教授 （平成 22(2010)年 10 月） 

ギリシャ Ioannina 大学名誉学位 （平成 24(2012)年 4 月） 

西安交通大学名誉教授 （平成 26(2014)年 9 月） 

北海道大学ユニバーシティプロフェッサー （平成 27 年(2015)年 4 月） 

台湾国立成功大学栄誉教授 （平成 28(2016)年 3 月） 
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その他役職等 

平成 13(2001)年   アルゼンチン有機化学会名誉会員 
平成 17(2005)年    日本化学会名誉会員 
平成 17(2005)年    有機合成化学協会名誉会員 
平成 21(2009)年    英国化学会名誉会員 
平成 22(2010)年    日本学術会議連携会員 
平成 23(2011)年    日本学士院会員 
平成 24(2012)年    日本触媒学会名誉会員 
平成 24(2012)年    英国化学会名誉フェロー 

平成 27(2015)年    日本学術会議栄誉会員 

 

受 賞 歴 

昭和 61(1986)年  米国 Weissberger-Williams Lectureship Award 
昭和 62(1987)年  韓国化学会功労賞 
平成元(1989)年  日本化学会賞 
平成７(1995)年  米国 DowElanco Lectureship Award 
平成 12(2000)年  H. C. Brown Lecture Award (米国 Purdue 大学) 
平成 13(2001)年  The 2001 Distinguished Lecture Award (カナダ Queen's 大学、 

米国 Pfizer) 
平成 16(2004)年  有機合成化学特別賞 
平成 16(2004)年  日本学士院賞 
平成 17(2005)年  瑞宝中綬章 
平成 21(2009)年  スイス P. Karrer Gold Medal 
平成 21(2009)年  第 63 回北海道新聞文化賞（学術部門） 
平成 22(2010)年  文化功労者・文化勲章 
平成 22(2010)年  2010 年ノーベル化学賞 

平成 23(2011)年  米国化学会 H. C. Brown Award 
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業  績 

鈴木 章名誉教授は、有機ホウ素化合物の研究を通じて、有機合成化学、有機金属化

学、触媒化学の広い分野で数多くの業績を挙げているが、中でも顕著な業績は「有機ホ

ウ素化合物のクロスカップリング反応」に関する研究である。鈴木名誉教授は有機ホウ

素化合物の重要性を世界に先駆けて認識し、昭和 40(1965)年以来一貫してホウ素化合物

の特性を利用した有機合成反応の開発研究を展開した。これらの研究の中で、昭和

54(1979)年に見出した有機ホウ素化合物のクロスカップリング反応は有機合成化学のみ

ならず、触媒化学や材料化学などの広い分野に多大な影響を及ぼしたものである。これ

に関する、鈴木名誉教授の業績は以下の３項目に要約される。 
（１）ビニル型ホウ素化合物のカップリング反応 

 天然に存在する生理活性物質などには、各種の共役ジエン構造をもつものが多い。ま

た、ビニル型ホウ素化合物はアルキンのヒドロホウ素化反応により簡便かつ立体選択的

に合成できる。従ってこれらの合成には、ビニル型ホウ素化合物とビニル型ハロゲン化

物とのカップリング反応が最も実用的であると考えられ、世界中で多くの試みがなされ

たが、炭素－ホウ素結合の高い共有結合性により成功しなかった。鈴木名誉教授はパラ

ジウム触媒と塩基の存在下、各種のビニル型ハロゲン化物と反応して、すべての共役ジ

エン異性体をほとんど定量的かつ立体選択的に合成する画期的な方法を開拓することに

成功した。その後、"Suzuki Coupling" として世界的に広く認知されるようになった反応

である。本反応は Leukotriene B4 （佐藤史衛）、 DiHETE（K. C. Nicolau）、 Chlorothricolide
（W. Roush）、Rutamycin B（D. A. Evans）などジエン、トリエン骨格を有する多くの天

然物合成に利用された。特に、ハーバード大学岸 義人氏により全合成が達成された海

産毒 Palytoxin の最終工程にこの反応が用いられたことによりその実力が世界的注目を

浴びた。 
 
（２）アリールボロン酸のカップリング反応 

 アリール型ボロン酸もまた種々の有機ハロゲン化物とカップリング反応を行う。特に、

ハロゲン化アリ－ルとの反応はビアリール誘導体の簡便な合成法となり、近年注目され

ている芳香族系機能性分子や材料開発に多大の貢献をなした。当時ビアリール合成は

Ullmann 反応を用いるのが一般的であったが、反応の制御が難しく副反応を伴うため一

般性に欠けていた。アリールボロン酸は水・空気に安定で取り扱い易いこと、また反応

は高い触媒効率、選択性や一般性を有しているなどの理由により Vancomycin の AB 環な

ど多くの天然物合成に応用され脚光を浴びた。また、ビアリールは芳香環に由来する安

定性と固定された分子構造により医薬品や液晶などの機能性分子骨格に数多く含まれ

る。実験室におけるコンビナトリアル合成やパラレル合成を用いた医薬品や機能材料の

探索研究のみならず、米国メルク社における血圧降下薬 Losartan、独国 BASF による農

薬 Boscalid、またドイツメルク社やチッソ化学における液晶など工業的スケールでの製

造法にも採用されている。また、芳香族ボロン酸のカップリング反応を用いる重合反応

の研究では、導電性高分子や有機 EL など分子設計に基づく -共役系高分子材料開発を

可能にした。 



4 

 
（３）アルキル型ホウ素化合物のカップリング反応 

 アルキル型ホウ素化合物はアルケンのヒドロホウ素化反応により簡便に合成できる。

これをアルキル化剤としてカップリング反応を行うとヒドロホウ素化反応とカップリン

グ反応が連続して進行する。本反応は、Johnson らによる PG（プロスタグランジン）、

Danishefsky らによる Epothilone、橘・佐々木らによる Gambierol など多くの生理活性天

然物合成を達成した。 
 以上のように、鈴木名誉教授は実用的反応開発をめざして世界をリードする多くの卓

越した業績を挙げ、合成化学の発展に極めて顕著な貢献をした。これらの成果は極めて

高く評価されており、これらの研究をまとめた総説 Chem. Rev., 95, 2457 (1995) の引用件

数は 4,660 件、またクロスカップリング反応関連の総引用件数は 20,000 件を越え、我が

国の学術の発展、国際交流に顕著な貢献を果たした。 
 
 


