
北川宏・京大教授=京都市左京区、滝沢美穂子撮影

中国の弾道ミサイル5発、日本のEEZ
内に落下　外相会談急きょ中止
21:57

関連記事

中国軍、台湾東部の海域にミサイル発射　「す
べて目標に命中」

台湾囲む6エリア、中国が打つ有事への布石　軍
事演習を専門家が読む

「65歳未満で軽症、基礎疾患な
し」なら受診避けて 厚労相呼び
かけ
21:33

岩手・山形で2人安否不明　北陸
などで5日朝にかけて激しい雨の
所も
20:24

「またか…」住民は嘆いた　2年
前に続く氾濫、堤防の整備間に
合わず
21:14

「被害者として警察に相談した
のに」　寝屋川市議と決裂した
男が供述
20:34

自民・下村氏、旧統一教会の名
称変更「今となったら責任を感
じる」
19:15

韓国大統領「休暇中のため」ペ
ロシ氏と会わず　電話協議、中
国配慮か
19:35

注目の動画 一覧

アエラスタイルマガジン

【ワインに合う一品】たき火で作る大人
の焼きリンゴ

Aging Gracefully

闘病乗り越えた岡村孝子さんインタビュ
ー〈〈前編〉〉

＆Travel <ＰＲ特集>

美しい東京をゆく　そばにあるサステイ
ナブルな旅

私たちはなぜ学ぶのか

答えの見えない問い「正解」に近づく道
筋は　五輪メダリストの学び方

希望の音色～被爆バイオリンは今日も鳴る

原爆投下は「後悔していない」　そう言
い続けた祖父の心は揺れていた

あわせて読みたい

朝日新聞デジタル > 連載 > ほんまもん > 記事

化学嫌いの高校生が京大教授に　「現代の錬金術師」が語
る夢の叶え方

ＫＡＮＳＡＩ

聞き手・鈴木智之 写真・滝沢美穂子 2022年8月1日 8時00分

list

　金、銀、プラチナ（白金）などすべての
貴金属を混ぜ合わせた合金を世界で初めて
作った京都大大学院 理学研究科 の北川宏
教授（60）。「現代の錬金術師」は、好奇
心を大切に、社会での幅広い活用を目指し
て研究しています。

関西のおすすめコンテンツはこちらから

関西ニュースレター
関西発のおすすめニュースを週
１回お届けします。こちらから
登録できます。

　――子どもの頃から化学者を目指していたのですか。

　「高校の時は化学が嫌いでした。教師に『1モルは22・4リットルやから覚えとけ』と
言われ、納得できなかったんです。単位でつまずいたので、その後は全く理解できません
でした。3年生で受けた模擬試験の 偏差値 は35。でも、浪人して予備校で一からちゃん
と教えてもらいました。講師の『基礎ほど難しいことはない』という言葉は私も学生に言
っています」

　――そんな化学をなぜ大学で？

　「予備校の講師のおかげで化学が得意になっていたのですが、アポロ11号の月面着陸
をきっかけに 宇宙 への憧れを抱いていたので、最初は天文学の道に進みました。ただ1
年間かかって読むような専門書を1カ月で理解する同級生がいて『勝てない』と思い、化
学に進みました。化学に必要なのは、基礎知識や基礎学力ですが、最後は感性、直感で
す」

　――「現代の錬金術師」を名乗っていますね。

　「化学（chemistry）の語源は錬金術（alchemy）とされています。中世の錬金術師
は、安い金属を混ぜ合わせて金やプラチナを作ろうとしていました。エセ科学のようです
が、今につながる実験器具や方法が開発され、リスペクト（尊敬）している部分もありま
す。今の化学企業も安い原料から付加価値のある薬品にしたり化粧品にしたりしている。
安い原料から高い価値をという気持ちは同じだと思うんですよ」

　――でも化学で金そのものを作ることはできません。

　「合金はできます。 紀元前 3千年の 青銅器時代 、一番最初にできたのが銅とスズを合
わせた青銅と言われています。その後、銅と ニッケル の白銅ができました。青銅は十円
玉、白銅は百円玉です。しかし、青銅から5千年もの歴史があるのに、人類は3割ぐらい
の金属の組み合わせしか自由に混ぜられないままでした」

　――長く不可能だった合金に挑戦しているのですね。

　「 九州大学 にいた15年ほど前、元素番号45の ロジウム と47の銀を混ぜたら46の パ
ラジウム のようなものができないかと考えました。学生の草田康平君（現・京大特定准
教授）に言ったら『錬金術じゃあるまいし、できないだろう』という反応でしたが、『と
りあえず混ぜてほしい』と頼みました。それから2年ぐらい色々試したんですけど全部失
敗。草田君は 修士課程 まで行ったんですけど『就職します』と。でも、『あともう少し
頑張ろう』って。そしたらまあ混ざったんです」

研究室で熱く語ってくれた北川さん。この後ついに「錬金術」の中身を教えてもら
いました。わくわくさせる夢の話も。

　――その方法は。

　「一度イオンにしたんです。銀とロジウムを溶かした混合水溶液を作ってから、200度
に熱した還元剤のトリエチレング リコール にスプレーで吹きかける。急速にイオンから
原子に戻すことで、通常は混ざらない銀とロジウムが混ざったんです。学校のクラスで先
生が『今すぐグループを作って』と言えば、考える間もなくいろんな生徒が混じった集団
ができる。そんなイメージです。最先端技術があるわけじゃありません」

　――そうして、合金の「人工パラジウム」ができたと。

　「科学的には貴重な発見でしたが、材料のロジウムがパラジウムより高いため、社会的
に活用される価値はありませんでした。そこで今度は、ロジウムのような金属を作れない
かと考えました。ロジウムは美しい金属光沢で知られ、金属アレルギーを引き起こしにく
く、指輪のコーティングにも使われています。車の排ガスを浄化する金属触媒でもあり、
今は値段が高騰しています。周期表でロジウムの両隣は ルテニウム とパラジウム。ロジ
ウムより安いです。博士課程に上がった草田君が1年半かかって成功。今は企業と共同開
発を進め、5年先ぐらいの実用化を目指しています」

　――他にはどんなものを作りましたか。

　「例えば 白金族 元素を混ぜた合金を作りました。これはルテニウム、ロジウム、パラ
ジウム、 オスミウム 、 イリジウム 、プラチナで、それぞれ産業界で触媒として使われ
る金属です。エタノールを電気化学的に 二酸化炭素 に変える複雑で高難度な反応での触
媒性能は、単体で一番優れていたパラジウムよりも良くなりました」

　――今年2月には、金や銀など貴金属8元素をすべて含む合金を世界で初めて作ったと
発表しました。

　「金と銀は一般に触媒にならず、化学産業ではあまり役に立たないので、期待していま
せんでした。しかし完成させて、水を 電気分解 して水素を発生させる反応の触媒として
試すと、単体で優秀な触媒になる5元素の合金よりも、苦手なはずの金や銀を含んだ方が
はるかに性能が良くなったんです」

　「化学には何が起こるかわからない意外性があります。混ぜるのが楽しい。この結果
は、人間や社会でも同じかもしれません。多様性があれば、違う考え方に触れて、新しい
発想が出てくるというわけです」

　――今後の研究は。

　「118種ある全元素を混ぜるのが夢です。今は40ほどは自在に原子レベルで混ぜられま
す。今年度から 環境省 による大型研究事業の代表として、大学や企業とともに、稲わら
からプロパンガスを作ったり、プラスチックをリサイクルしたりといった、難しい化学反
応用の触媒になる合金探しも始めています。新たにつくった合金作製装置は一部をロボッ
トのようにして全自動化しました。1日20種の合金をつくれます」

　――膨大な組み合わせができそうです。

　「元素の種類や混ぜる割合など組み合わせの数が多すぎて、困るようになりました。も
ともとは嫌いだったデータ科学や 人工知能 も活用しようとしています。膨大なデータを
処理できますが、人間の勘が働かず、失敗をヒントにすることが少ない。そこで 非常識
だと思われる範囲まで合成条件を広げて、機械学習させています」

　――若い人に伝えたいことは。

　「私は大阪、奈良で生まれ育ち、淀川や雑木林で生き物を見て観察眼が養われました。
研究者に一番大切なことは好奇心を持って、欲しいものを一生懸命探すこと。子どものよ
うに常識にとらわれない心を持ち、教科書を信じすぎず、簡単に諦めないことです。それ
に、人と違う発想を持つには夢と想像力がいります。研究者である前に教育者である私
は、そんな研究者となる学生を今後も育てていきたいと思っています」（聞き手・鈴木智
之 写真・滝沢美穂子）

　　　　　◇

　きたがわ・ひろし　1961年生まれ。 京都大学 理学部卒業。 筑波大学 化学系 助教
授 、九州大学大学院理学研究院化学部門教授などを経て、2009年から現職。独自の合金
技術を駆使し、脱炭素化につながる触媒の開発を進める。
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近畿の魅力を再発見する新企画。社会・経済から文化・スポ
ーツまで、地元愛あふれるコンテンツをお届けします。[記
事一覧へ]

連載

ほんまもん

前の記事

野菜、肉、飲み物並ぶショーケ
ース　冷やすだけじゃない、節
電も
2022年7月23日8時00分

この連載の一覧を見る

関連ニュース

金も銀も8種の貴金属全部混ぜ
た合金　白金の触媒はるかに
超える力

研究力「復活しないと日本終
わり」 大学ファンドにかける
旗振り役

お金かけずに英語ペラペラ
「まずこれをやって」吉田麻
也の必勝勉強法

やんちゃだった僕を認めてく
れた先生　居酒屋で一緒に泣
いてくれた

お家芸の材料科学、AIロボで
世界へ　東大教授「二刀流を
育てたい」

1万種以上から選ぶ「究極」の
素材　次の電池めぐり、激化
する開発

ネコは同居するネコの名前が
分かる　「期待はずれ」利用
して証明

銀河鉄道で月や火星へ、人工
重力で生活も　京大と鹿島が
イメージ発表

こんな特集も

デジタル技術を使って社会課題を解決するビジネス募集中 (PR)

今を未来につなぐ希望の火を　京の盆行事「五山送り火」 (PR)

美しい東京をゆく　そばにあるサステイナブルな旅 (PR)

夏を安心して楽しむために免疫ケアで体を内側から守ろう (PR)

PR情報

【人事制度の浸透方法】元ユニクロ神保氏８・２３無料セミナー｜マイナビ

トップニュース 朝日新聞デジタルのトップページへ

「瞬く間に水が」　豪雨の新潟・関川村　降水量は過
去最大の2倍超

次々に消えるブタ、壁に残った血と足跡　わなに捕ま
ったのはあの動物

速報・新着ニュース 一覧

22:25 ペロシ米下院議長が日本到着　アジア歴訪、5日に岸田首相と面会予定

22:17 【速報中】中部ニコポリ住宅地に砲弾60発 多連装砲「グラード」か

22:06 3階席まで届け　合唱部では少数派?　マスク越しに響かせた男声合唱

22:00 囲碁の伊田篤史九段が天元挑戦者に　「七冠の相手」の屈辱から6年

22:00 福井のスキー場、宿泊客ら290人が足止め　有料道路の斜面崩落

    

    

Recommended by

注目の連載記事 もっと見る

PR 注目情報

アクセスランキング もっと見る

ソーシャルランキング もっと見る
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Facebook Twitter 記者ページ

「脱炭素化」加速へ　世界の先進企業と共に

高良健吾さん　アナログな「時」を楽しむ旅へ

一条ゆかりさんの金言集 刺さる珠玉の言葉

五郎丸が語るラルフ ローレンの最大の個性

茂木健一郎が語る　これからの教育のあり方

「漢方相談」　若々しい100歳を目指して

ドイツ観光局お勧め。食べてととのう新しい旅

ＣＯ２削減めざせ　神戸の大学生が未来へ行動

電力不足の夏　自宅で「エコ発電」はいかが？

すべての人の「学び」を応援！【寺子屋朝日】

灯は先祖の霊を送る道しるべ　「五山送り火」

漫画サバイバル、福井県の恐竜博物館を紹介

グランドセイコーが作るインセクトホテルとは

「大学ランキング」編集者に聞く大学の選び方

市川紗椰さんに聞く、クラシックの楽しみ方

全ては患者さんのために　社長インタビュー

百貨店の物産展、セール情報はこちらから！

デジタル技術でイノベーションの波を起こそう

【学びの最前線】学習院大学の「史学の神髄」

香港に「絵のように美しい農村」があった！

宙に浮いているようなストレスフリーの寝心地

MBA、夢じゃない 社会人大学院

求職者から選ばれるための採用革新｜マイナビ

最低限知っておきたい「相続のキホン」とは？

コウさん注目、国産の無添加ポークウインナー

知っていますか？「ひとにやさしい」がん治療

バックオフィスはデジタルでどう進化する？

注目コンテンツ ご案内

動画ランキング 動画一覧

写真 フォトギャラリー

国際・外交 タイムライン

【速報中】中部ニコポリ住宅
地に砲弾60発 多連装砲「グラ
ード」か

三谷幸喜のありふれた生活

ほのぼの「悪禅師」の最期は

家の売値、知りたくない？
無料！３ステップで査定額チェック
２つの方法から選べてカンタン安心

第九条の会ヒロシマ
核兵器禁止条約の批准を求め、国境
を越え憲法九条を拡げ恒久平和を！

この夏を安心して楽しむために
免疫ケアで体を内側から守ろう！

夏休みもサバイバル！
クイズに答えてこの街の未来を救おう！

プレモル×池井戸潤
「半沢直樹」コラボ企画が公開中！

ペロシ氏訪台、中国なぜ激怒？　習氏の
青写真くじいた「最悪の時期」
朝5時、段ボール集める老後　大丈夫？
声かける39歳　韓国の貧困
「友達人事」迷走、大統領逆切れ？　上
がり下がった韓国政権の支持率
お金かけずに英語ペラペラ「まずこれを
やって」吉田麻也の必勝勉強法
泥水に浸かる学校、住宅地…街一面が茶
色に　道路は寸断、土砂崩れも

馳浩・石川知事、白山で孤立状態　県企
画で登山中、無事下山したが 458

「太陽が地球のまわりを回っている」
35%が信じる　ロシア世論調査 350

旧統一教会の名称変更、なぜ認められ
た　「関心高い」異例の大臣報告 333

【＆Travel】

気になるピンクのハート
上から撮るか、下から撮るか

【＆ｗ】

福岡で堪能　極上イートイン
このパンがすごい！

【＆Travel】

香港のイメージ通りの場所で
永瀬正敏フォト・ワークス

【＆M】

変わりゆく「紳士」の定義
Lorenzo STYLE

【＆ｗ】

カレーから始まった恋
東京の台所２

好書好日

上白石萌音が訳す赤毛のアン
翻訳家河野万里子と往復書簡

論座

カルトの献金強要と既成宗教
今日の編集長おすすめ記事

アエラスタイルマガジン

いま見たい海外ドラマ！
『マニフェスト』

Aging Gracefully

更年期の対処法とは
スペシャル対談 Vol.4〈前編〉

GLOBE＋

20年遅れて国交正常化
中韓、天安門事件後の同床異夢

sippo

間違った犬のしつけは「罰」
犬も人も成長し、本当の家族に

働き方・就活

転職情報　朝日求人ウェブ

ウクライナ情勢 速報 朝刊 夕刊 連載 ランキング コメント お申し込み ログイン

トップ 社会 経済 政治 国際 スポーツ オピニオン IT・科学 文化・芸能 ライフ 教育・子育て 医療・健康 地域

「朝日新聞デジタルを試してみたい！」というお客様にまずは1カ月間無料体験

お申し込みはこちら

『SHERLOCK/シャーロック』いま観るべき、おしゃれな海外ドラマとは？ #24 (アエラスタイ
ルマガジン)

注目の動画 注目の動画

旧統一教会の信者だ
ったライターが語
る　教団の実態と…

政治家・安倍晋三の
突然の死に思う～政
治における「貴族…

両親は「施主最高
齢」。木の香りのす
る新築の家に

街じゅうがフォトス
ポット！　バージニ
ア州（前編）

広い室内と使い勝手
の良さが魅力のバン
コン

再出発の「あいち」
国際芸術祭　先住
民・非欧米…最先…

京の盆行事「五山送
り火」　今年は全灯
予定＜PR＞

ココナツ香る、アジ
アン風味のゴーヤ炒
め

いま見たい海外ドラ
マ『マニフェスト』

食べるたび新たな感
動　老舗の貫禄「新
宿中村屋」

（外国語の扉）６４歳の留
学、やりたい時がやる時　う
つみ宮土理さん

50代「洗顔だけで…、すご
い…」お1人様1回限りの豪華
セット
ヴァーナル

Promoted

彬子さまが新型コロナ感染　
京都の病院に入院

３階席まで届け　合唱部では
少数派?　マスク越しに響か
せた男声合唱

5月以降、議会欠席　国政3度
挑戦、写真集発売も　逮捕の
寝屋川市議

「変わりましたか」伊藤詩織
さんが投げかけた問い　判決
確定で会見

伊勢丹新宿店 メンズ館6階メ
ンズコンテンポラリー スタイ
リスト 羽二木理子さんこの…
から買いたい、この一品アエラスタイルマガジン

3％台の超難関テスト、出費、
体力消耗……過酷な女子プロ
ゴルフ界で際立つ鉄人・小…
さくら。アエラスタイルマガジン

「ひいらぎ」のたい焼き 自慢
の手土産　＃84
アエラスタイルマガジン

ACE.豪雨への備えと高温多湿
な風土に即した全天候型バッ
グ。【機能派バッグの最適…
解。】アエラスタイルマガジン

COACH気品漂うルックスに
寄与するマグネット開閉。
【機能派バッグの最適解。】
アエラスタイルマガジン

女子ゴルフ騒動で注目のプロ
キャディー……気になる報酬
額と求められる能力。
アエラスタイルマガジン

自転車を思わせるフレームの
街乗りバイク「ホンダ・ロー
ドパル」
&M

犬の歯磨きは簡単って本当？
獣医が開発した歯磨きがすご
い！
Dr.Dental Wan

Promoted

アメックス欲しいんだけど年
会費がなぁ。えっ？1円使え
ばタダになる？
セゾンカード

Promoted

河瀨直美監督への文春砲で見
えてきた全能感と甘え上手が
ちょっと痛い
論座

眞子さん・小室さん会見への
違和感──使われた言葉から
見える二人の違い
論座

横断歩道で停止した車に対し
て子供にお辞儀をさせる気持
ち悪さ
論座

精神病を偽造する医師たち　
薬づけで人生を奪われる人々
～反省なき精神衛生教育…
【下】論座

株で2億円を稼いだ現役サラ
リーマンの教え「貯金1万を
1000万に増やす裏技」
カイザー

Promoted

愛子さま“絶賛会見”に「女性
宮家」「女性天皇」の言葉が
なかった意味
論座

読まれています 昨日のトップ５

フェイスブック はてなブックマーク

鉄橋崩落、冠水で
280世帯孤立も　2
人安否不明　新...

「またか…」「車が
つかった」 最上川
の浸水被害が相...

次々に消えるブタ、
壁に残った血と足
跡　わなに捕まっ...
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「水俣病」を深く知
るために

遠藤、守田、田中の
デュエル

震災から11年、当
時と今

らでぃっしゅぼーや
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