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この資料は、サイエンスライター 佐藤健太郎先生の御許可と御協力をいただき、佐藤先生のＨＰ「有機

化学美術館」より引用して作成しております。 

 

☆炭素をつなぐ最良の方法・鈴木-宮浦カップリング☆ 

 様々な有機化合物は（いくつかのタンパク質を除けば）、ほとんど全て有機化学者が化学的手法を使って人

工合成してきたものばかりです。化学者たちは「有機合成」という武器を駆使して天然化合物のみごとな仕組

みを次々と解明し、それに負けないほどの機能を持った化合物を数え切れないほど作り出してきました。丈夫

なプラスチックも病苦を和らげてくれる医薬も、全ては「有機合成」という確立された技術の上に立って生み

出されたものであるわけです。 

ではその「有機合成」つまり化合物を組み立てるというのは、具体的にどういう技術なのでしょうか？ 

 

丈夫な繊維ナイロン（上）も、複雑な構造を持つ 

抗ガン剤ビンブラスチン（右）も、有機合成の力に 

よって作り出された化合物です。 

 有機化合物の基本骨格は炭素で作られていますから、要するに炭素同士をつないで骨組みを作り、そこに酸

素や窒素などを含む「官能基」（一定の性質を持ったいくつかの原子のグループ）を整えてやれば、必要な分

子が完成するということになります。となれば「炭素と炭素をつなぐ」という方法論が、有機合成化学におい

て大きなウェイトを占めるのは当然のことでしょう。この需要に応えるためこれまで数多くの「炭素－炭素結

合生成反応」が開発されており、現在でもこの分野は有機化学におけるメインストリームであり続けています。 

 ところが有機化学の基本であるはずの「炭素同士をつなぐ」というのは、実はなかなか難しい反応なのです。

炭素と炭素の結合は、粘土細工のように好きなところに好きな大きさの分

子をくっつけて作る、というようなわけにはいかないのです。例えば右図

のように、何もないところにいきなり炭素の枝を生やすのは不可能です

が、炭素－酸素の二重結合（「ケトン」という官能基）があれば、これを

足がかりにその隣の炭素から枝を伸ばすことが可能になります。このよう

に炭素－炭素結合を作るには何かしら「官能基」の存在が必要であり、多

くの官能基の反応性を知り尽くしてそれを巧みに使い分け、制御できるの

が優れた合成化学者であるといえます。 

 こうした制約だけならまだしも、炭素と炭素の結合は「切れにくいが出来にくい」という厄介な性質があり

ます。C-C 結合は一度できてしまえば非常に丈夫で切れにくい反面、作ろうと思うと往々にして高熱や強い塩

基（アルカリ）など、非常に激しい条件が必要になります。特に作ろうとする分子が複雑なものになってくる

と、炭素をつなぐための強い反応条件で分子内の他の官能基が余計な反応を起こしてしまい、狙ったところだ

けに炭素－炭素結合を作ることが難しくなってきます。また強い条件の反応というのは当然制御が難しく、実

験者には高度な技術が要求されることになります。 

 結局有機合成の世界において求められる反応というのは「他の官能基と反応せずに狙ったところにだけ結

合を作ることができ、難しい実験技術を必要とせず、毒物など始末に困る副成物ができない反応」ということ

になるでしょう。さらに反応に使う試薬が高価でなく、安定で長期保存が利き、工夫次第でいろいろと応用範

囲が広がる――となれば言うことはありません。 



 星の数ほどある炭素－炭素結合生成反応の中で、現在この理想に最も近い反応と思われるのが、今回取り上

げる「鈴木-宮浦カップリング」反応です。反応に名前を残すのは化学者にとって非常に大きな名誉ですが、

中でもこの鈴木-宮浦カップリングは日本人の名のついた反応中、現在最も有名なものといってよいでしょう。 

 炭素と炭素をくっつけるにはどうすればよいか。いろいろの反応があっても原理はほとんどどれも共通で、

要するに「炭素の陽イオンに、炭素の陰イオンを作用させる」という一点に尽きます。  

 陽イオンになりやすい元素としては金属元

素、陰イオンになりやすい元素としてはハロ

ゲン類（フッ素、塩素、臭素、ヨウ素）があり

ます。要するに炭素－金属結合を持った化合

物（有機金属化合物）と、炭素－ハロゲン結合

を持った化合物を混ぜてやれば結合の組み替

えが起こり、炭素同士がくっつくということ

です（実際にはそこまで単純ではありませんが）。 

 ところがこの方法では、ベンゼン環など二重結合を持った炭素（sp2 炭素といいます）はうまく結合してく

れません。このため、こうしたベンゼン環が

２つ連結した「ビアリール骨格」は、以前は

大変作りにくい構造とされていました。 

 転機が訪れたのは 1972 年のことです。 

京都大学の熊田誠・玉尾皓平らのチームは、

有機 Mg 化合物と有機ハロゲン化物だけを混ぜるのでは全く反応しないのに、少量の Ni や Pd(パラジウム)化

合物を添加してやるとこれが両者の仲立ちを果たし、極めて効率よく両者が結合（カップリング）することを

見出したのです。この場合の Ni や Pd のように、反応の仲立ちの役割をする化合物を「触媒」と呼びます。 

 熊田－玉尾カップリングが開発されるまでは、A と B のパーツを結合させようとしても A-A や B-B が同時

にできてしまうことが多く、このように A-B だけが選択的に作れる反応は例があまりありませんでした。こ

うした違うパーツ同士を結合させる反応を「クロスカップリング」と呼び、当然ながら有機合成化学者にとっ

て非常に有用性の高い反応ということになります。ともあれこの反応は、この後爆発的に進展した遷移金属触

媒の化学の先駆けとして、時代を画する研究と評価されることになりました。 

 この後、熊田－玉尾カップリングで用いられていた Mg に替えて亜鉛を使う「根岸カップリング」、スズを

使う「Stille（または右田－小杉－Stille）カップリング」、銅を使ってアセチレンを結合させる「薗頭（その

がしら）カップリング」などが続々と開発され、それぞれ優れた反応として広く使われていくことになります。

名前からもわかる通りこの分野での日本人化学者の功績は非常に大きく、クロスカップリング反応は日本の

お家芸ともいうべきジャンルとなってゆきました。 

 こうした状況の中、真打ちともいうべき存在として登場してきたのが「鈴木-宮浦カップリング」です。鈴

木教授は有機ホウ素化学の権威である H.C.Brown 教授の元に留学し、ホウ素を用いた新しい反応の開発に取

り組んだ経験がありました。 帰国した鈴木教授はこれをさらに進展させ、ホウ素の性質を生かして炭素－炭

素結合を作るというテーマに挑みます。具体的には、それまで用いられていた不安定で危険な有機金属化合物

に替え、安定で取り扱いやすい有機ホウ素化合物をクロスカップリング反応に導入しようと考えたのでした。 

 しかし安定であるということは、裏を返せば反応を起こしにくいということでもあります。安定でありすぎ

る有機ホウ素化合物は、とうてい炭素－炭素結合生成反応には使えないというのが当時の常識でした。 

 しかし鈴木教授は、それまでクロスカップリング反応には用いられることがなかった「塩基（アルカリ）」

を反応系中に加えることにより、有機ホウ素化合物がスムーズにカップリング反応を起こすことを発見した

のです。これはなんでもないことのようでいて、実は決定的ともいうべき大きな改良でした。 

触媒！ 



 

 

 

 

鈴木カップリング概念図。左の分子の〇はホウ素、右の分子の●は臭素またはヨウ素。 

 

 その後も鈴木-宮浦カップリング反応は着実な進歩を遂げ、2010 年にはついにノーベル化学賞を受賞するま

でに評価されるようになりました。鈴木カップリングの何がそんなに優れているのでしょうか？ 

鈴木－宮浦カップリングは、他のカップリング反応で用いられていた有機金属化合物の代わりに、有機ホウ

素化合物を使う反応であると述べました。そしてこのホウ素を使うという一見小さな改良は、今までの有機化

学の常識をひっくり返すほどの巨大なメリットをもたらしたのです。 

 有機金属化合物は一般に反応性が高く、いろいろな反応に応用できますが、このことは裏を返せばデメリッ

トにもつながります。つまり有機金属化合物は反応させたい相手（ハロゲン化物）だけでなく、カルボン酸・

エステル・アミド・アルコール・アルデヒドなど多くの官能基とも反応してしまうので、これらが共存する分

子相手には使えないのです。有機ホウ素化合物はこれらの官能基とは反応しませんので、カップリング相手を

選ばず、保護など余計な手間を必要としないというメリットがあります。また有機金属化合物は反応させたい

相手だけでなく、水や空気とも反応してしまいます。よく用いられる有機マグネシウム試薬は空気や溶媒に含

まれるごくわずかの水分だけで簡単に分解してしまいますし、有機亜鉛化合物に至っては空気に触れるだけ

で発火してしまう極めて危険な化合物です。このためこれらを用いる時には実験器具や溶媒から細心の注意

を払って水分を除き、空気に触れないよう乾燥した窒素ガスでフラスコを満たすなど、様々の配慮と熟練した

技術が必要になります。 

 これに対して有機ホウ素化合物は水や空気に対して全く安定であり、多くは結晶性の固体として長期間の

保存が可能です。反応を行う時も神経質に水分を除く必要はなく、それどころか水を溶媒に使ってさえ問題な

くカップリングが進行します。こんな炭素－炭素結合生成反応は他にほとんど例がありません。また副生成物

はホウ酸塩なので毒性はなく、しかも水洗いで簡単に目的物から除けるため、全くの初心者が実験しても問題

なく目的物が得られるほど操作も簡便です。こうした特長は実験室レベルではもちろん、工業的規模で反応を

行う時に特に大きなメリットとなります。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 鈴木－宮浦カップリングの最も得意とするビフェニル骨格の形成は、経済的に付加価値の高い化合物の合

成に直接結びつきます。例えば電卓などの液晶表示に用いられる 5-CB の生産に用いられていますし、新しい

光源として現在大きな注目を集める有機エレクトロルミネッセンス（有機 EL）の材料にもこの構造を持つも

のが少なくありません。資源の少ない国である日本の未来はこうした新技術の開発にかかっていると言って

も過言ではありません。鈴木カップリングという優れた反応は日本の未来を支える基礎技術であるわけです。 

 

 

 

 

 

（左）液晶表示に用いられるペンチルシアノビフェニル（5-CB) （右）有機 EL の電子輸送材料 PBD 

 

また鈴木－宮浦カップリングは強力な血圧降下剤であるバルサルタンや、殺菌剤ボスカリドの合成などにも

大規模に使用されており、近年では巨大なプラントでトン単位でのカップリング反応が行われています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（左）アンジオテンシン II 拮抗剤バルサルタン    （右）殺菌剤ボスカリド 

※矢印で示したのが鈴木カップリングで作った結合。 

 

 鈴木－宮浦カップリングは医薬の探索にも大きな威力を発揮しています。医薬を創る第１段階は、標的とな

るタンパク質に最もフィットする化合物を見つけることですので、我々研究者は分子のあちこちをいろいろ

と取り替えた化合物をたくさん合成し、評価する作業を繰り返すことになります。特に 90 年代以降は自動化

された機械によって多数の化合物をまとめて作る「コンビナトリアル・ケミストリー（コンビケム）」という

技術が発達し、飛躍的に数多くの化合物が作り出せるようになりました。 

といってもこのコンビケムに用いる反応には高い信頼性が要求されるため、炭素-炭素結合生成反応として

は鈴木カップリングが使用可能なほぼ唯一の反応となっています。これに対応するため有機ホウ素化合物が

試薬として大量に市販されるようになり、ほんの 10 年前には十数種類しかなかった有機ホウ素試薬は現在数

千種が市販され、売り上げも毎年２ケタペースの伸びを示しているそうです。鈴木カップリングのための試薬

をまとめて販売する専門のベンチャー企業まで現れていますから、大げさに言えばこの反応は、ひとつ新しい

産業を生み出してしまった、とさえいえるでしょう。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 もちろん最先端の精密有機合成の分野にも、鈴木カップリングは大きな影響を与えました。有名な例として

は、イワスナギンチャクが作り出す最強レベルの海産毒・

パリトキシンの全合成があります。1994 年にハーバード

大学の岸教授らによって達成されたこの全合成は今でも

有機合成化学の金字塔として讃えられていますが、この

鍵ともいえる段階、巨大なユニット同士を接合させるス

テップに鈴木－宮浦カップリングが採用されたのです

（ J. Am. Chem. Soc., 1989, 111, 7530 ）。こうした極め

て複雑で多数の官能基を抱える化合物の合成に適用され

たという事実は、鈴木－宮浦カップリングの高い信頼性

を全世界に印象づける結果となりました。 

 

 

 

パリトキシン全合成中間体。矢印で示したのが鈴木カップリングで作った結合。 

 

 



 

 こうした大きなパーツ同士のカップリング反応では、反応点同士が出会う確率が低くなるため非常に反応

が遅くなります。岸らはこの点について様々な検討を行い、水酸化タリウムという特殊な塩基を用いると反応

速度が 1000 倍にも上がることを発見し、この大きな難関を乗り越えました。新しい反応が、天然物全合成と

いう厳しい条件の場に投入されることで鍛えられ、改良された典型的なケースといえるでしょう。もちろんこ

うした情報は実用的な化合物の合成にフィードバックされ、我々の生活を支える有用な化合物を生み出すこ

とになります。一見無駄な化合物を手間暇かけて作っているだけに見える全合成というジャンルの、ひとつの

大きな存在意義です。 

 近年、鈴木－宮浦カップリングの応用はさらに増え、適用範囲もどんどん広がっています。鈴木カップリン

グは sp2 炭素（二重結合を持つ炭素）同士の結合に有用であると述べましたが、これが sp3 炭素（単結合の４

本の腕を持つ炭素）にも適用されるようになってきました。これはもともと鈴木教授自身も報告していたこと

ではありますが、近年の多くの研究によって磨きがかかり、さらに実用性を増しています。こうした反応は他

のクロスカップリング反応では実現できないケースが多く、鈴木カップリングだけが持つ大きな長所です。 

 最近達成された佐々木らによるギムノシン A の全合成では、このアルキル鈴木カップリングが分子内の５

ヶ所で効果的に用いられました。難攻不落の巨城を思わせる化合物ですが、これを陥落させる主要兵器として

その威力を存分に発揮したといえるでしょう（ J. Am. Chem. Soc., 127, 4326 (2005)）。 

 

Gymnocin A。矢印はアルキル鈴木カップリングで作った結合。 

 

 また、以前はカップリングの相手はヨウ化物、臭化物に限られていましたが、近年 Buchwald・Fu らによ

って触媒の改良が急速に進み、反応性の低い塩化物も十分カップリングに適用できるようになってきました。

塩化物はコストが安く、また触媒の量も減らせるため、工業的にも大きな意味を持つ改良といえます。 

 

 

高機能配位子の例。かさ高く、電子豊富である点が重要。 

 

 鈴木－宮浦カップリングによって有機ホウ素化合物の有用性が見直された結果、これを用いた新たな反応

も研究が進んでいます。不斉 1,4-付加や銅を用いた炭素－窒素結合生成反応（Angew. Chem. Int. Ed., 2003, 

42, 5400）など優れたものも多く、これらも広い意味で鈴木カップリングから派生した反応と考えることもで

きるでしょう。優れた研究のもたらす、大きな波及効果の一例です。 

 

 

 



 ただし鈴木－宮浦カップリングも完全無欠の反応ではなく、課題も残っています。現在のところ技術的に大

きな問題は、触媒 Pd の存在です。普通触媒は基質に対して 0.1～数％も加えれば反応は進行しますが、それ

でも Pd は高価であるため工業レベルではコストに大きく影響してきます。また医薬品や有機 EL などの分野

では生成物に ppm 単位の Pd が残存しても品質に大きな影響を与えるので、これをなんとかして減らす努力

が続けられています。 

 2003 年 Leadbeater らは、マイクロ波を照射しながら（要するに電子レンジです）反応を行うと、Pd 触媒

を全く加えなくても鈴木カップリング型の反応が進行すると報告し、世界を驚かせました。結局のところこれ

は塩基として用いた炭酸ナトリウムに混入していたごくごく微量（１千万分の１オーダー）の Pd によるもの

だったと訂正されましたが、やりようによってはこれだけ微量の触媒でも反応が進行するということでもあ

り、これも注目に値する結果ではあります（J. Org. Chem. 2005, 70, 161）。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 鈴木－宮浦カップリングの有用性と、広い応用範囲を見てきました。様々な面から見て最も完成度の高い有

機反応の一つであり、2010 年ノーベル化学賞を受賞したのもうなずけます。 

 皮相的な見方かも知れませんが、鈴木－宮浦カップリングという反応は全くのオリジナルで編み出された

反応というわけではなく、先達による優れた研究の上に生み出された成果です。とはいえ鈴木教授は「クロス

カップリング反応」という新しく出現した反応の有用性を見抜き、そこに自身の高いレベルの経験（Brown 研

でのホウ素化学）を組み合わせ、さらに自分なりの工夫（塩基を加えるなど）を凝らすことができたからこそ、

これだけの素晴らしい発見をしたともいえます。 

 実際のところ科学の世界には真にオリジナルな研究といえるものはそうあるわけではなく、何かの下地や

ヒントがあって生み出される場合がほとんどです。新しい潮流を見逃さない感性、広い範囲の経験と素養、そ

こから導き出される自分なりの創意工夫。鈴木－宮浦カップリングという仕事の流れをつぶさに見ていくと、

我々研究者にとって大きなヒントがそこに示されているようにも思えます。そこにさらに「運」が加わりさえ

すれば、筆者の如き凡百の研究者にも（鈴木カップリングほどではないにしろ）それなりの発見のチャンスは

転がっている――のかも知れません。その日を目指し、我々もせいぜい精進するとしましょう。 

 

ＳＳ応用化学実験研修会（クロスカップリング反応） 事前連絡 

 ・１３時１５分までに職員玄関までお越しください。 

・白衣、実験メガネはこちらで用意します。 

・名鉄豊田市駅から徒歩１５分です。 

  

 



ＳＳ応用化学実験研修会（クロスカップリング反応） 事前学習ワークシート 

 

事前学習資料を読み込んで、以下のことについてまとめなさい。 

 

①「有機合成の力によってつくりだされた化合物」を教科書などで５つ調べなさい。 

物質名 
     

化学式 

     

利用法 
     

 

②有機合成反応の基本は･･･ ○○○○をつなぐこと！  ○○○○とは？  （         ） 

③②を実現することは困難である。なぜか？ 

 

 

④②の反応の中で最も理想に近い反応は何か。 

 

 

⑤②の反応の原理を簡単に説明しなさい。 

 

 

 

⑥１９７２年 京都大学の２人が見いだした「②の反応を促進する物質」は何か。 

 

 

⑦④の反応は他の方法とくらべて何が優れているか。 

 

 

⑧④の反応で最も得意とするのは何をつくることか。また、そのとき生成物の利用法も調べよ。 

 

 

⑨コンビケムとは何か。 

 

 

 

⑩④の反応の課題を１つあげなさい。 

 

 

                 高校   年 氏名                 


