
Kyushu University
Department of Chemistry, School of Science

Chemistry

Chemistry
2019

九州大学理学部 化学科のご案内
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西鉄電車

高速バス

伊都キャンパス

●福岡空港 →（地下鉄空港線）→地下鉄姪浜駅（JR筑肥線へ乗換）→
　九大学研都市駅→昭和バス→九大ビッグオレンジ前 又は 九大理学部前停留所
　※西唐津行き、筑前前原行きに乗車した場合は、姪浜駅での乗り換えは不要
●福岡空港 →（地下鉄空港線）→博多駅→西鉄バス→
　九大ビッグオレンジ前 又は 九大理学部前停留所

●JR博多駅→（地下鉄空港線）→地下鉄姪浜駅（あとは空路と同じ）
●JR博多駅→西鉄バス→九大ビッグオレンジ前 又は 九大理学部前停留所

●西鉄福岡（天神）駅→（地下鉄空港線）→地下鉄姪浜駅（あとは空路と同じ）
●西鉄福岡（天神）駅→西鉄バス→九大ビッグオレンジ前 又は 九大理学部前停留所

●天神バスセンター→（地下鉄空港線）→地下鉄姪浜駅（あとは空路と同じ）
●天神バスセンター→西鉄バス→九大ビッグオレンジ前 又は 九大理学部前停留所

お車でお越しの皆様へ
一時入構に際しては入構料(300円)をいただいております。
ビッグオレンジ前にある守衛所にて、所定の手続きをお願いします。
なお、タクシーで来学された方はそのまま入構できます。

〒819-0395 福岡市西区元岡744
【TEL】092-802-4125  【FAX】092-802-4126 

【電子メール】    kagaku@sci.kyushu-u.ac.jp
【ホームページ】 http://www.scc.kyushu-u.ac.jp

理学部化学科

六本松

箱崎九大前



　皆さんはこのタイトルを見て、化学を教える立場の人間
が何事かと驚かれるかもしれません。タイトルの説明をす
る前に、化学と他の分野、例えば物理や生物との関係に
ついて少し考えてみましょう。皆さんが高校の化学で勉強
する気体の状態方程式は物理でも習いますし、核酸やタ
ンパク質といった生体高分子は生物でも勉強します。つま
り重複した領域が存在しています。この傾向は大学でさら
に顕著になります。「化学結合」や「化学反応」といった化
学を代表するような概念を量子論で説明できることを学
び、生物は様々な分子や化学反応を利用して生命を維持
していることを勉強します。このように、最先端の化学は他
の分野と密接に関係するとともに、その境界も曖昧になっ
ています。実際に化学は生物や物理ばかりでなく、地学、
薬学、工学、農学、医学など多くの分野と関連しながら
「科学」の発展に貢献しているのです。
　ここでタイトルに話を戻しましょう。実はこれは私の恩師
である故橘和夫東大教授が1992年の「化学と工業」とい
う雑誌に寄稿されたエッセイのタイトルです。そのエッセイ
では、「化学という分野は他分野からの参入が困難であ
る一方、化学者は分野をまたぐことが得意である。した
がって、化学を学んだ者は他の科学分野に飛び込んで
（つまり化学ばなれをして）、化学者ならではの発想で新
しい研究や学問を切り開くことができる」という内容が述
べられています。つまり、「化学」は「科学」を理解するため
の重要かつ不可欠な手段であると捉え、化学を基盤とし
て境界領域もしくは他分野での研究を推進しようというと
いう考え方です。

　さて、皆さんの中には、化学以外に物理や生物、環境
問題にも興味があって、どの分野に進むか迷っていると
いう方も少なくないと思います。ここでこの冊子の後半に
ある化学科の研究室を見て下さい。「物理」「量子」や「生
物」「生体」といった名前のついた研究室がいくつもある
ことに気付くと思います。これらの研究室ではまさに化学
と物理や生物との境界領域で研究が行われています。そ
してそれ以外の研究室も、いわゆる「化学」だけではなく
様々な「科学」を取り入れて研究を行っています。つまり、
皆さんは化学科にいながら「化学ばなれ」「分野またぎ」
をすることができるのです。これは本化学科が全国的に見
ても極めて多様で幅広い研究室を持っているからこそ可
能な大きな特徴です。九州大学理学部化学科で化学を
学び、そのまま化学を究めるもよし、分野またぎをするもよ
し、化学を武器に皆さんの前に広がる大いなる「科学」の
世界に挑戦してみませんか。

高校生のみなさんへ

松森  信明
化学科長

1997年東京大学大学院理学系
研究科博士課程修了、博士（理
学）。東京大学博士研究員、MIT
在外研究員、大阪大学助手、助
教、准教授を経て、2014年から九
州大学教授。専門は生体分析化
学およびケミカルバイオロジーで、
膜タンパク質を含む生体膜の解
析を行っています。

　現在の科学技術は、自然を原子･分子のレベルで
理解するところから始まりました。さまざまな先端技術
に自然科学の知識がいかされていますが、それらは全
て先達の素朴な疑問や小さな発見から始まった自然
研究の成果なのです。自然には未発見の事象や、発見
されていてもその本質が解明されていない現象がたく
さん残されています。将来、私たちの生活を大きく変
える重要な発見もあるかもしれません。ひょっとした
ら、あなたがそんな発見をするかもしれないのです。
　青く輝く“水惑星”、緑あふれる大地、そこに住む私
たちにとって、今、環境問題の克服は重要な課題と
なっています。人類は産業革命以来これまで快適な
生活を求めて科学技術を発展させてきましたが、それ
にともなう自然の破壊にあまり注意を払ってきません
でした。しかし、私たちは、今後自然との調和をはかり
ながら生活していかなければなりません。そのために
も、複雑多様な自然の仕組みを充分に理解する必要

があります。
　例年、化学科卒業生の8～9割が大学院に進学しま
す。大学院には、従来の教育課程に加えて新しい教育
プログラムが設けられています。先端学際科学者の育
成を目的としたフロントリサーチャー育成プログラム
は、科学全体を俯瞰でき、未来に向けた新しい科学
を開拓する研究者の養成を目指しています。また、高
度理学専門家の育成を目指したアドバンストサイエン
ティスト育成プログラムは、卒業後に社会とのつながり
を指向する学生のためのプログラムです。これらのプ
ログラムと従来の教育課程を組み合わせることによ
り、科学全般に対する幅広い教養と化学に関する高
度な専門知識を兼ね備えた人材を育成します。
　自然を理解し、また自然と調和した科学技術の基
礎となる原理の理解を目ざして、大学院進学を視野に
入れながら、私たちとともに化学の最先端で活躍して
みませんか。

ご挨拶 Greeting
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　理学部化学科ではアドミッションオフィス（AO）方式の入試を実施しています（定員8名）。AO方式は旺盛な探究心と

自然科学者の素養を持ち、化学を専門とする研究者や上級技術者をめざす、意欲ある学生を受け入れるための選抜

方式です。一般入試を免除し、書類選考、大学入試センター試験、面接によって基礎学力、自然科学への素養や適性、

論理的思考能力などを総合的に評価します。

　選抜方法の詳細は、ウェブサイト(http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/admission/faculty/selection/)の「平成31年度入学

者選抜概要」（7月末頃公表）および学生募集要項（一般入試および国際理学コースについては「平成31年度学生募集要項

一般入試（前期日程・後期日程）」（12月中旬頃公表）、AO入試については「平成31年度学生募集要項AO入試II」（8月上旬頃

公表））をご覧ください。

アドミッションオフィス方式入学制度

　平成３０年４月から化学科でも国際理学コースがはじまりました。理学の専門教育に加え、理学の分野で使える英語力の強

化、学際性を養うことを目指したコースです（p.8およびウェブサイト(https://www.sci.kyushu-u.ac.jp/admission/kokusai.html)

を参照してください）。国際理学コースの入学者選抜は、一般入試（前期日程）を利用して行います。一般入試（前期日

程）の化学科の合格者で本コースへの入学を希望する者の中から成績上位者（最大２名）を選抜します。

国際理学コース
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メタンハイドレート
水分子が作る正十二面体と十四面体
構造の隙間にメタンが入っている

チャンネルタンパク質（6BX4.pdb）
ホスファチジルコリンの二分子膜に、
フッ化物イオンを輸送する6BX4.pdb
が埋め込まれている様子

T-705（ファビピラビル）
エボラ出血熱の薬としての可能性が
期待されている抗インフルエンザ剤

＜表紙を飾る分子の図について＞
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後列左から、梅野圭太郎さん（生物有機化学研究室）、長尾正明さん（量子生物化学研究室）、西郷将生さん（分光分析化学研究室）、多田悠亮さん（構造機能生化学研究室）。
前列左から、満田るなさん（ソフト界面化学研究室）、松森信明教授（生体分析化学研究室）、前田迪子さん（錯体物性化学研究室）

―学科長と化学を語る―

2018
ケミ・カフェ

いるのですが、まさか化学科でマウスを使っ
て実験するとは想像もしませんでした。
松森：まさに間口が広いということですね。
長尾：確かに化学といっても分野を越境し
ている感覚ですね。僕がやっていることも、物
理生物化学研究という感じです。生物化学
の現象を物理化学の手法を用いてアプロー
チするというもので、生体分子の拡散現象
を、コンピュータを用いて研究しています。松
森先生の研究とも重なる部分がありますの
で、早く先生の実験に追いつけるよう頑張っ
ているところです。
松森：全く異なる研究室で共同研究できると
いうのも、化学の面白さではないでしょうか。
化学科内だけでなく、他の大学とも共同研究
することもあり、そうした研究生活は互いにイ
ンスパイアされるところがあり、刺激的です。
西郷：僕のところでは、工学部と共同研究し
ているのですよ。テレビなどすでに実用化さ
れている有機ＥＬについて、耐久性や効率
化面を改良すべく分光という手法を使って
挑んでいます。九大の中でも、うちの研究室
は化学反応がどのように起きるかを詳細に
追跡できることについては自信があります。僕
たちは高校の化学の教科書などで一行で
説明されている事象を、具体的にどのような
メカニズムで起きているのか、明らかするとい
うことに挑んでいます。

松森：原理を調べて、応用へとフィードバック
すること。原理を追求するというのは理学の
面白さでもありますよね。それを化学の言葉
で説明できるというのが、私たち化学者の醍
醐味だと思います。
前田：私は今、歯学部との共同研究の中で、
人工の細胞膜に包まれた空間の中で人工
骨を育てています。
松森：実は私も九大に赴任して、錯体の研
究室で細胞膜を扱うことを知って驚いたの
ですが、ここでは本当にいろんな分野が柔
軟にミックスしていますよね。境界を越えてさ
まざまな研究が進められるというのは、非常
に得難い環境です。

やるほどに興味が湧く研究

司会：皆さん、卒業研究のテーマはどのよう
にして決めましたか？
長尾：先生との会話の中で決めました。こちら
が興味を持てるように話してくださって、実際、

その研究を進めるほどに夢中になりました。
松森：最初はどうなるだろう、と不安に思って
いた研究も、自分で手を動かしてやっている
うちにどんどん興味がわいてくるというのは、
私にも経験があります。どんなに難しそうな
テーマでも、やってみると意外に何とかなるも
ので、いろいろ調べているうちに楽しくもなっ
てきます。
梅野：僕の研究テーマは先生から与えられ
たものですが、テーマそのものを理解するの
に半年くらいはかかりました。この研究の目
標は何だろう、と研究の背景まで深く掘り下
げて考えていったわけですが、今振り返って
もそれは決して無駄な時間ではなかったと
思っています。

高校生の皆さんへ
怖れることなく前へ進んで

司会：最後に高校生へのメッセージをいた
だけますか。
西郷：高校の化学の内容は分かりきったこ
とが多く、化学とはこういうものだと決めつけ
ている受験生もいるかもしれませんが、大学
では、そうした一つ一つについて、本当にそ
うだろうか、もっと詳しく説明するとどうだろ
う？と検証し、明らかにしていく面白さがあり
ますね。高校化学は暗記ばかりですが、大学
ではもっと論理的な考え方が求められるの
で、化学に対する印象が変わります。より深く
アプローチする感覚を味わっていただけれ
ばと思います。
満田：受験生の皆さんには、ただひたすら
頑張ってください、と応援するばかりです。高
校の化学と大学で習う化学はまったく別物
です。高校での知識がベースですが、大学で
しか味わえない喜びもありますので、化学が
好きな人には学んでほしいですね。
梅野：実は、今僕が行なっている研究は、ま
だ世界で誰もやっていないことです。でも、世
界で一番とか、世界で初めて！とかいうこと
は、意外にも科学の世界では身近にあって、
それを実現できるのが大学かな、と思います。
世界で一番になりたい人はぜひ来てくださ
い。なれる可能性は十分ありますよ。

長尾：高校や大学って、日々 心も成長し、いろ
んなことに興味が移り変わっていく時期なの
で、アンテナを張り巡らして過ごしてほしいで
すね。大学の研究というと、狭い世界をイメー

ジされるかもしれませんが、一つの分野を専
門的に突き詰めていくことで、逆にどんなこと
にも対応できる力を養えるのではないか、と
僕は思います。自分の興味のあることに力を
注いだ方が得るものも大きいはずですから。

前田：私は地元が島根なので、九大に入学
した当初は初めての土地に馴染めるかどう
かが心配でなりませんでした。でも４年経って
みると、そんな不安より新しいことに出会える
ワクワク感の方が圧倒的に多く、九州に来て
本当によかったと思っています。なので、高校
生の皆さんも自分の知らない土地でも恐れ
ずに楽しんでほしいと思います。そして勉強
では、ぜひ疑問を大事にしてほしいのです。
これは昨年、高校の教育実習に行った時に
強く感じたのですが、「これってどうして？」と
いう生徒たちの疑問は新鮮で、そうした気持
ちを忘れずに化学科に来ていただきたいと
強く願っています。
多田：大学の学部選びって、人生のターニン
グポイントのようなイメージが高校の頃の僕
にはあって、不安に思う受験生の気持ちをと
ても良く理解できます。でも今思うのは、大学
での最初の１年間は文系の分野も含め、幅
広く勉強できるので、もしも方向が間違った
と思えば、やり直す方法はあるということで
す。だから何も怖れることなく、自分の思った
道を進んで大丈夫。大きな気持ちで進んで
いただきたいと思います。
松森：いや皆さん、素晴らしくて私が加える
ことはありません。ただ冒頭にも申し上げたよ
うに私自身、化学好きではなかった人間でさ
え、こうして歩んでいるわけで、人それぞれ入
口があっていいということです。今や最先端
の化学の境界は曖昧で、その世界は極めて
多様です。そんな未知なる可能性に向けて、
これから受験される高校生の皆さんと一緒
に冒険できたらと思います。

司会：本日は貴重なお話をありがとうござい
ました。

入口は広くて、出口も広い！ 
懐の深い化学の世界

司会：今日はよろしくお願いします。まずは松
森先生が化学の道を志した理由から教えて
ください。
松森：実は、特に化学好きというのではなく、
積極的に志したわけでもありません。大学の
教養学部時代は、薬学か生物化学かぐらい
の漠然とした考えでした。ただ生物をするに
しても一度きちんと化学を学んだ方が役に
立つと思ったのがきっかけです。
司会：そこから今日までどのようにつながっ
たのですか？
松森：何となく歩んだ感じですが、大学院、
修士課程と進むうちに俄然、研究が面白く
なったのです。論文や学会で発表するたびに
反応があり、自分の研究が少しずつ認められ
ていく楽しさも覚えました。ですから、高校生
の皆さんには高校で習う化学がすごく得意
である必要はないよとお伝えしたいですね。
「エネルギー」「生物」「物理」…と化学の世界
は間口が広いし、出口も広いのでいろんな
方面に行くことも可能です。特に九大の場
合、多様な研究室が揃っている点が他には
ない魅力でしょう。

多田：僕も高校生の時は将来設計がまった
く描けませんでした。受験では理学部か工学
部か迷い、理学部の方がより広い分野の勉
強ができそうだと選びました。もともと物理化
学は好きだったのですが、入ってみると生物
系の化学が面白く、自分がやりたい研究も見
つかって今は満足しています。
前田：私も最初は薬学部と迷いましたが教
職を取りたかったので化学科に進みました。

長尾：僕の場合、高3の時の担任の先生と
の出会いが大きかったです。大学院まで出ら
れた化学の先生で、修士の研究テーマなど
を聞くうちに興味を持つようになりました。
梅野：中学・高校と科学部に所属し、顧問の
先生から有機化学を習ったことが化学科に
進むきっかけとなりました。高校では九大の
ＥＳＳＰ（世界に羽ばたく未来創成科学者育
成プロジェクトの知的探求型プログラム）に
参加していたので、九大の化学科を第一志
望に。馴染みのある環境でしたので、おかげ
でＡＯ入試ではリラックスして受験することが
できました。
満田：九大は両親の勧めもあり、中学のころ
から意識していました。行きたい学部がなか
なか決められなかったのですが、将来、基礎
化粧品の開発に携われたら、と化学科を志

望しました。
西郷：僕は数学か化学かで悩みました。でも
ちょっとでも手を動かす方がいいかなと思
い、化学科へ。実験もあり、理論も学べるので
やり甲斐があります。
松森：そうですね。化学者にはモノをいじれる
特技がありますよね。そうしたものを武器とし
て、自然現象を解明する。むしろサイエンスを
やるというスタンスでとらえていいと思います。

英語に物理、生物も必要!?  
意外な大学の化学

司会：皆さんの研究生活について教えてく
ださい。意外だったことはありますか？
満田：こんなに英語の文献を読むとは思い
ませんでした。
前田：研究室には海外からの留学生もいる
ので日常会話の練習にもなりますね。
松森：その一方で、日本語力も重要です。論
文で伝えるには、論理的な日本語で書かね
ば英語に訳せませんし。私が本格的に英語
を学んだのは留学してからですが、皆さんは
留学に興味はありますか？
満田：わたしの研究室の先輩もこの前半年
間アメリカに留学していました。羨ましいです。
松森：学部では留学推奨期間もありますし、
化学科では自分の研究に関係ある機関で
学べるサポートもありますね。
満田：はい。それに英語だけでなく、高校の
時の物理の知識ですね。私は相当苦労しま
したので。
梅野：生物の知識も必要ですよ。
多田：そうですね。僕は今、環境ホルモンの
ビスフェノールなどの影響について実験して
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トピック

TOPIC2 近赤外光で駆動する人工光合成

　昨今のエネルギー危機に伴い、太陽光、水力、風力、
地熱などの再生可能エネルギーに大きな期待が寄せ
られています。中でも、太陽光エネルギーは人類が消費
するエネルギーの約1万倍も地球に降り注いでおり、そ
の大規模な変換方法が確立されればエネルギー問題
は解決に向かうでしょう。一方、植物の光合成は、進化
の過程で獲得した高度な分子システムを用い、水と二
酸化炭素を原料にデンプンなどの高エネルギー物質
を作ります。

　このような背景の中、天然の光合成が達成している
太陽光エネルギーの化学エネルギーへの変換過程を、
人の手で実現する人工光合成に注目が集まっていま
す。中でも、錯体化学研究室（酒井 健 教授、小澤弘宜 
准教授、山内幸正 助教）では、太陽光をエネルギー源
として水を分解し水素（と酸素）を得る反応（2H2O→
2H2+O2）を、金属イオンとそれを囲う配位子からなる
金属錯体（錯イオン）を触媒として用い実現することを
目標にしています。水の分解反応は一見簡単そうです
がその実現のためには、高活性水素生成触媒、高活
性酸素生成触媒、高効率光捕集分子の開発、並びに
反応速度や反応効率の向上など多くの克服すべき課
題が存在します。特に、従来のモデルでは波長が
600nmまでの可視光領域しか利用することができず、
十分に太陽光エネルギーを活用できないという状況が
続いていました（図1）。

　最近同グループでは、分子内に3つのルテニウム中心
を含有する金属錯体（ルテニウム三核錯体）を光捕集
分子として採用することで、800nmまでの近赤外光を
用いた水素発生反応に世界で初めて成功しました（図
2）。これは従来のモデルよりもおよそ2倍の太陽光エネ
ルギーを利用可能にしたという点で非常に興味深い
結果であるといえます。また天然の光合成でも利用が
難しい長波長域の光を、人工分子システムで初めて利
用可能にしたことから、今後の実用可能な人工光合成
システムへの応用が期待されます。
　本稿では、高効率光捕集分子に関する研究成果に
ついてのみ紹介しましたが、優れた分子性触媒で組み
上げた分子システムによる人工光合成の実現を目指し
精力的に研究に取り組んでいます。

陽光の有効利用太

属錯体で人工光合成金

赤外光で水から水素近

トピック

TOPIC1 化学反応を1兆分の1秒で分析する

　原子や分子は非常に小さく、0.1ナノメール(100億分
の1メートル)程度の大きさです。現代では特殊な顕微
鏡を用いることによりこのような原子や分子の形を直
接見られるようになっています。それではこれらの原子
や分子はどのぐらいの時間で動いているでしょうか？
下の図には原子や分子が動く時間スケールをまとめて
みました。最も早いのは電子が原子核の周りをまわる
速さで0.1フェムト秒(1京分の1秒)程度です。また分子
内の原子がその場で振動する速さが0.1ピコ秒(10兆
分の1秒)、そのほか原子集団が動いたり、分子間で原
子を交換したりする時間は1ピコ秒(1兆分の1秒)から1
マイクロ秒(100万分の1秒)にわたります。これらの動き
を直接観測することはできるでしょうか？

　まず原子や分子を「見る」ためには光が必要です。さ
らにその光が光る時間を原子や分子の動きより短くす
る必要があります。これはレーザーという光源を用いれ
ば可能になります。現在最も短く光る光は50アト秒(2京
分の1秒)にも達しています。次に分子を「見る」とはどう
いうことでしょうか？最初に書いたように顕微鏡を用い
れば原子や分子の外形を知ることはできます。しかし
外形を見ただけでは分子の性質を知ることはできませ
ん。そこで分子内部の状態を観測する必要があります。

これには分子に様々な種類の光をあて、そこから出てく
る光の波長分布を調べることにより可能になります。こ
れを分光スペクトルと呼びます。分光分析化学研究室
では、このような１兆分の１秒だけ光るレーザー光を用
いて分子の分光スペクトルを測定することにより、分子
の動きを直接観測する研究を行っています。

　

　分光スペクトルのうち特に中赤外光(波長3-20マイクロ
メートル)を分子にあてて得られる赤外スペクトルは分子
の指紋とも呼ばれ、各分子固有の情報を持っています。
さらにそのパターンを解析することにより、構造や電子状
態など分子を理解する上で必要な情報を詳細に得るこ
とができます。図2（a）は、ある分子を光励起後120ピコ秒
で測定した赤外スペクトルです。このスペクトルを解析す
ることにより、図2（b）のように分子内のある部分が大きく
変形していることが分かりました。このような測定を1兆分
の1秒の時間分解能で測定することにより、分子が時々
刻 と々変化する過程すなわち化学反応過程をまるで映
画を見るように再現することができるようになります。

間分解赤外分光時

子や分子の動く時間原

兆分の１秒だけ光る光１

【図1】原子や分子の動く時間スケール

【図2】1兆分の1秒の時間分解能で測定した赤外スペクトル(a)
とその瞬間の分子構造(b)

【図2】近赤外光で水から水素を生成する分子システム

【図1】太陽光スペクトル（AM1.5）
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　炭素原子は最大四つの原子と結合できます。その四
つの原子は正四面体を形成するように配置されていま
す。四つの原子がすべて異なる分子について考えてみま
す。分子の構造には二つの可能性があります（図1）。一
見すると二つの分子は同じようにみえますが、右の分子
をどのように回転させても左の分子と重ね合わせること
はできません。従って、これらは異なる分子として扱われ
る必要があります。このような性質は右手と左手の関係
にたとえられます。このような関係の分子を鏡像異性体
とよび、一つの鏡像異性体からなる化合物を光学活性
化合物とよびます。

　光学活性化合物は特別なものではありません。私
たちの身体はタンパク質でできていますが、それを構
成するα-アミノ酸は光学活性化合物です。身体は光
学活性体であるといえます。仮に身体を右手であると
考えます。すると、ある光学活性化合物を身体に作用
させた場合、右手の化合物は身体と右と右の関係、
左手化合物は右と左の関係になります。つまり、右手
化合物と左手化合物は異なる生理活性を示すことに
なります。従って、医薬品のような生体に作用する化合
物を人工的に作り出す場合は、光学活性化合物とし
て合成する必要があります。

　鏡像異性体は旋光性以外のすべての性質が同じ
であるため、普通の化学反応で鏡像異性体を作り分
けることはできません。現在では不斉触媒を利用して
右手化合物と左手化合物が生成する過程に必要な
エネルギーに1～2kcal/molの差をつけることにより、
光学活性化合物を作り出すことができます。しかし、非
常に小さなエネルギー差を利用しているので、大きな
エネルギーを必要とする反応を使って光学活性化合
物を作り出すことは非常に難しいと考えられています。

　ベンゼン環は芳香族性をもち、非常に安定な官能
基です。そのため、芳香族性をなくす化学反応は非常
に大きなエネルギーを必要とします。そのような反応を
使って光学活性化合物を作り出すことは、現在でも有
機化学に残された挑戦的な課題の一つです。分子触
媒化学研究室では、新しい不斉触媒システムの設計
により、芳香環の不斉水素化を研究しています。すで
に、ナフタレンの不斉水素化に世界で初めて成功して
います（図2）。いま、有機化学の究極の目標の一つで
あるベンゼン環そのものの不斉水素化の実現を目指
しています。

　九州大学理学部化学科は全国でも有数の規模を誇っ
ており、11ページに述べられているように、化学に関連す
るほとんどすべての分野をカバーする研究室がそろって
います。
　化学科では設立以来、化学研究者、化学技術者のよう
な高度な化学的知識や思考を活かせる職業に携わり、
日本の中核的･指導的役割を担う人材の育成を目指して
います。そのためには、化学に関する幅広い基礎知識を
体得するだけではなく、自然科学一般の原理や現象に
対する理解力･洞察力を養わなくてはなりません。化学科
では、各種の分野を専門とする教員から、化学の幅広い
知識を直接学ぶことができます。また、自然科学の原理･
現象に対する理解力･洞察力を養うには、マンツーマン
の指導をとおし、国際的に通用する最先端の研究を体
験する必要があります。本化学科では幅広い分野の研

究室が揃っているので、自分が興味のある分野の研究
室で最先端の研究を体験することが可能です。
　高校生や一般の方でも、現在進行している研究の内
容を、色々な行事に参加することにより深く知ることがで
きます。毎年夏休みに開催される「九州大学オープン
キャンパス」では研究室が公開されます。また、年2回開
催される「特別談話会」も一般公開されています。化学
科のホームページにおいても、各研究室の研究概要が公
開されています。ぜひ一度、覗いてみてください。

化学科での教育

　１年生では基幹教育科目を中心に履修し、専門分野
を学ぶための基礎学力を養います。それと同時に、幅広
い学問に接して高い教養を身につけ、人間としての視野
を広げます。2年生からは専攻教育科目を中心に履修
し、化学のあらゆる分野の基礎を本格的に学びます。さ
らに、国際理学コース（p.2参照）では国際性を育む英語
による少人数教育や学際性を養うための専門教育を受
けることができます。
　4年生になると研究室に配属され、化学の最先端の研
究を肌で感じながら、与えられた研究課題を中心に研究

の進め方を学びます。最後に1年間の研究成果を口頭で
発表し、これに合格すると学士(理学)の学位が授与され
ます。さらに、より専門的なことや最先端の化学を学んだ
り、本格的に研究を続けたい場合は大学院に進学しま
す。本学科では、フロントリサーチャー育成プログラム、ア
ドバンストサイエンティスト育成プログラム、博士課程教
育リーディングプログラムなどの大学院生をサポートする
プログラムも充実しています。

大
学
入
試

入
　  

　
学

卒
　  

　
業 修士号取得

博士号取得

フロントリサーチャー育成プログラム

（5年一貫）

アドバンストサイエンティスト

育成プログラム
（
学
士
号
取
得
）

大学院
修士課程
（2年）

大学院
博士後期課程

（3年）

基幹教育科目
（1年生～2年生）

卒業研究
（4年生）

業
績
報
告
会

基礎科学・数学
外国語・文学歴史
政治経済の講義
化学・情報処理

スポーツの基本的な実習

専攻教育科目
（1年生～3年生）

分析化学・無機化学
有機化学・生物化学
量子化学・物理化学
各分野の講義・実験

●九州大学オープンキャンパス（理学部他）　
　平成30年8月4日（土）
●特別談話会（前期）　　　　　
　平成30年8月3日（金）

EDUCATION

カリキュラム CURRICULUM

トピック

TOPIC3 化学反応を制御する

子の世界の右と左分 学活性化合物を作り出す光

応しない官能基：
ベンゼンから光学活性化合物を

反

学活性化合物の役割光

【図1】二つの鏡像異性体

【図2】ナフタレンの触媒的不斉水素化
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　入学式、オリエンテーション、上級生との新入生歓迎コンパ
などで大学生活が始まります。
　勉学の第一歩は基幹教育から始まります。ここで、化学を学
ぶために必要な数学、物理学や外国語などの基礎学力を養い
ます。また、文科系分野の科目も開講されており、これらを学
ぶことで、人間や社会についてのしっかりとした理解をもてるよう
に大学生としての教養を深めます。大学では、自主的に問題を
提起し、探究し、解決していくことが重要です。この時期を漠然
とすごすのではなく、自主的に目標を立てて活動することが次
の飛躍につながります。

　2年生からは専攻教育が中心となり、専門的な化学を学びま
す。午前中は講義、午後は月曜日から金曜日まで実験がありま
す。3年生の後期まで続く講義、実験は化学科の教員全員に
よって行われます。私たちの化学科は全国でも有数の規模にあ
り、したがって講義内容も広く、化学のほとんど全ての分野を網
羅しています。学生実験では、研究に対する心構えと基礎的技
術を具体的に学びます。

　必要単位を修得し4年生に進級すると、いずれかの研究室
に配属され、指導教員のもとで卒業研究に取り組みます。研究
を進めるにあたっては、その目的を十分理解し、外国語の参考
文献を読みこなし、的確な実験計画を立てることが大切です。
実験結果を自分自身で整理し、その意味するところを教員や
先輩と議論できるようになると、研究者としての自信がわいてき
ます。研究室では、毎週交代で研究報告がなされ、4年生が報
告することもしばしばです。緊張はしますが、自分の考えを理
解してもらうよい機会であり、発表の準備にも熱が入ります。学
年末には化学科全員の前で研究成果を発表する業績報告会
があります。これに合格すると新しい学士（理学）の誕生です。

　卒業してそのまま就職する人もいますが、多くの人は卒業後
に大学院修士課程に進学します。なお、3年生までの専門科目
の成績が特別に優秀な学生を対象にして、4年生を経ずに大学
院修士課程に進学できる飛び級制度もあります。修士課程の
講義では、より高度で研究に直結した最新情報が扱われま
す。これをどの程度自分のものにできるかが、大学院修了後に
研究者として成功するかどうかの鍵になります。大学院生になる
と、研究成果を国内外の学会で発表するようになります。さらに
博士課程では、研究者としての独自性、すなわち独自の考えに

基づいた新規な研究テーマの設定が求められます。もちろん、研
究成果は学会や専門誌に発表することになりますから、その準
備に忙しくなります。原則的に修士課程は2年間、博士課程は3
年間で論文をまとめて提出し、論文講演会での審査を受け、試
験に合格すると、修士（理学）と博士（理学）の学位がそれぞれ
授与されます。

　このように、九州大学理学部化学科では充実した教育プログ
ラムを用意しています。多くの研究室がそれぞれの専門分野で独
立に活動している一方で、化学科全体のソフトボール大会や講
演会などの行事を通して、学科が一丸となって学生生活を支援
しています。

学生生活 CAMPUS LIFE

62名62名 19名

講義・学生実験

IFE
AMPUSC
L学生生活

　なお、理学部は平成27年秋に箱崎キャンパスから伊都キャン
パスへの移転が完了しました。

10CHEMISTRY9 CHEMISTRY



　九州大学理学部化学科は、昭和14年（1939年）の理学
部創立時に三つの研究室でスタートしました。その後、だんだ
ん規模が大きくなり、現在では17の研究室で構成されてい
ます。17の研究室のうち、無機化合物や金属錯体を研究対
象とする「無機・分析化学」の研究室が五つ、分子や分子集
合体の構造と挙動を詳しく解析する「物理化学」の研究室が
四つ、有機化合物や生体内の化学反応を研究対象とする
「有機・生物化学」の研究室が四つ、科学の様々な分野を
融合した「複合領域化学」の研究室が四つあります。これら
の研究室では、化学の新しい領域を切り開く革新的な研究
が行われています。次ページより、各研究室で行われている
研究の内容を紹介します。

化学科の研究室 RESEARCH

分散系物理化学研究室
量子化学研究室
構造化学研究室

界面物理化学研究室

物理化学講座物理化学講座

錯体化学研究室
錯体物性化学研究室
生体分析化学研究室
分光分析化学研究室
無機反応化学研究室

無機・分析化学講座無機・分析化学講座

有機・生物化学講座有機・生物化学講座

生体情報化学研究室
生物有機化学研究室
物性有機化学研究室
構造機能生化学研究室

複合領域化学講座複合領域化学講座

理論化学研究室
触媒有機化学研究室
分子触媒化学研究室
量子生物化学研究室

無機・分析化学講座

光合成は地上のあらゆる生命活動を担う重要な役割を果たしています。

中でも水からの電子の引き抜きとそれに基づく高エネルギー物質の生成が

重要であり、これらの反応を効率良く促進する触媒開発が人類の未来を

切り拓くとすら言われています。当研究室では、太陽光を用いた水からの

水素ガスと酸素ガスの発生反応を中心とした人工光合成システムの開発を

試みています。

■ 分子性触媒を用いた人工光合成システムの構築

■ メゾサイズ機能空間
生体分子を組込んだ金属錯体と脂質二重層小胞体（リポソーム）を複合化して、メゾサイズ

（5-100 nm;1 nmは1 mの10億分の1）の高機能な空間を創出する。

生体系には金属酵素など様々な金属錯体が存在しており、
これらは生命の根幹に関わる重要な役割を担っています。
当研究室では、金属イオンと有機配位子の組織化がもたらす
機能や物性に焦点を絞り研究を行っています。金属原子間の
相互作用と化学反応性の相関、水からの光水素発生機能を
備えた光分子デバイス、及び酸素発生触媒が研究対象です。
実用可能な機能性金属錯体の開発を目指し、新規錯体の
合成、構造解析、及び機能評価を進めています。

錯体化学研究室

化学はその名の通り物質の変化を扱う学問です。しかし実際にその
変化が起こっている状態を実時間で観測することは現在でも困難で
す。しかしもし、このようなことが可能になれば、化学反応や機能性物
質の理解が飛躍的に深まり、その設計が容易になることが期待され
ます。そこで当研究室では、基礎あるいは応用面で重要な物質系を
対象に、その動的過程を観測可能な超高速分光分析装置を開発し、
様 な々物質の変化する過程を詳細に解明する研究を行っています。

分光分析化学研究室

金属錯体は、無機化合物の元素と電子状態の多様性と、有機化合物
の優れた分子性・設計性を兼ね備えた化合物です。当研究室では、
金属錯体の電子構造や空間配列を制御し、さらに脂質二分子膜等と
複合化して特異なメゾサイズ機能空間を構築し、有機材料や無機材
料単独では実現できない新しい機能・物性の発現を目指しています。

錯体物性化学研究室
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生体膜は内部器官と外界を仕切る単なる壁でなく、受容体を介
した情報伝達など様々な生理的機能をもっています。特に、薬剤
の多くが膜タンパク質を標的にしていることや、生体膜が種々の
病気にも関与することから、生体膜解析の重要性が増していま
す。私たちは、最先端の分析化学手法を用いて生体膜を研究し、
生体膜そのものを理解するとともに、生体膜に作用する薬や生体
膜が関与する病気の機構解明を目標にしています。

生体分析化学研究室

脂質膜系の構造および相互作用に対して、種々の分析

手法でアプローチしています。



物理化学講座物理化学講座

水の中における金属イオンは、“裸”のイオンではなく水分子によって取り囲まれた

“クラスター”として振る舞っています。

■ 金属イオンの水和

イオンの水和は身の回りでいつも起こっている化学
現象です。イオンと水との相互作用は古くから研究
されていますが、現在でも未解明な点が多く残って
います。私達は、分光実験と理論計算を用いること
により、イオンを取り囲む溶媒分子のミクロ構造やイ
オン－溶媒分子間の相互作用を分子レベルで解明
することを目指して研究しています。

構造化学研究室構造化学研究室

わずか数個から百個程度の原子や分子が集合した
極微小な粒子を「クラスター」と呼んでいます。携帯電話
の中のICチップなど、最先端の微細加工の大きさは
1ナノメートル（100万分の1ミリメートル）程度ですが、
これらはさらに小さな物質です。原子一つの違いで
クラスターの物理的・化学的性質が劇的に変わることに
注目し、希少元素の代替となる新物質の探索など、
究極のナノ物質科学の開拓に取り組んでいます。

量子化学研究室

質量分析法で原子数(サイズ)が決まったクラスターを作り、レーザーなど最先端の実験

技術を使った世界に一つの手作りの装置で、サイズ特有の構造や性質を探究します。

■ 究極の微小物質「クラスター」

量子化学研究室

シャボン玉にお化粧品にドレッシングにコンピュータ
基板に．．．。これらに共通のキーワードは？そう混じり
合わないものが接している境界領域－界面といいます
－です。界面が関与する自然現象を正しく理解し、また
興味ある界面特有の性質を引きだすことを目的とした
研究を行っています。

界面物理化学研究室

シャボン玉や泡の膜は、界面活性剤の2枚の単分子膜層とそれらにはさまれ

た水の層からできています。膜の中で分子はどのように配列するのか、どうし

て色の違う部分ができるのか、どのような厚さで膜は安定になるのかなど、

界面が関与する現象の真理を求めるためのとても重要な研究材料です。

■ シャボン玉と泡

界面物理化学研究室

（a）ゲルは高分子を架

橋した網目状の物質で

保水することができる。

(b)体温付近で透明な

ゲルを形成する高分子。

（c）体温付近で透明な

ゲルを用いた代用水晶

体と豚水晶体との比

較。レンズ効果が確認

できる。

ゲルは体の中の至る所に存在して、私たちの生命活動の維持に重要
な役割を果たしています。例えば、水晶体など視覚を司る目の組織、
さらに衝撃吸収や潤滑を担う粘弾性体である関節軟骨もゲルです。
生体機能は、これらの生体ゲルが、体内の環境変化に応答してその
性質を変化させることで発現しています。私たちはこの“ゲル”という
物質を通して、生命機能の原理に近づこうと研究を進めています。さ
らに生体を手本とし、その機能を代替したり模倣したりする材料・シ
ステムを、ゲルを使って人工的に設計・構築することを試みています。

分散系物理化学研究室分散系物理化学研究室 a b

c

有機・生物化学講座

様々な分子構造をもった有機化合物が、それぞれ特定のタンパク質に作

用して強い生物活性を発現します。

■ 生物活性物質の3次元構造

動植物や微生物から単離された有機化合物の中には、生
体膜や特定のタンパク質に作用して強力な生物活性を示
す物質が存在し、抗生物質や制癌剤として利用されていま
す。これらの化学物質が活性を発現する原理を明らかに
することによって、新しい薬剤の設計・合成を行う研究に
取組んでいます。

生物有機化学研究室

生命の基本単位である細胞は、その遺伝子に蓄えら
れた情報を基に、非常に複雑で多様な化学反応を
操縦・操作し、自己を複製したり独自の機能を発揮し
ます。当研究室では、この細胞の神業を生体膜の構
築という面から研究しています。

生体情報化学研究室

細胞内には生体膜で区画化された多様なコンパートメントが存在し（図A）、生体膜上で細胞の生命活動維持

に必要な様々な化学反応が進行します。したがって、生体膜の構築・維持機構を明らかにすることは、細胞の神

秘を解き明かすための非常に重要な基礎研究です。図Bには、生体膜の基本構造が模式的に示されています。

福島第一原発から環境中に放出され

た核燃料由来ウラン酸化物。左上図：

U-Zr酸化物固溶体ナノ粒子の電子顕

微鏡像と元素マップ。左下図：Fe酸化

物ナノ粒子とそれに含有されたU酸化

物ナノ粒子の電子顕微鏡像。右図はそ

れを拡大した高分解能原子像。鉄原子

の配列とウラン原子の配列が連なって

いることが分かります。

当グループでは環境問題への科学的貢献を目標
としています。世界最先端の原子分解能顕微鏡
技術と先進的なバルク分析法を駆使して、環境
中における有害元素や放射性核種の挙動を原
子、分子レベルで明らかにしていきます。そのた
めにフィールド調査、室内実験も行い、マクロな
自然現象を俯瞰しながら環境問題の本質的な
解明を目指しています。

無機反応化学研究室

（a）光を当てると結晶の色が黄色からオレンジ色に変化し、暗所に放置すると元の黄

色に戻ります。 （b）イオンを箸で掴むようにして運ぶ機能を持つ金属錯体です。 （c）原

料の立体化学に依存することなく、反応剤Aを用いるとどちらの原料からもトランスア

ジリジンが、反応剤Bを用いるとシスアジリジンが選択的に得られます。

高機能性物質の開発にも不可欠な有機化合物
の理解を深めるために、光や熱の作用で色が変
わる有機分子結晶やイオンを捕捉する有機金属
錯体を設計・合成し、物性と構造との関連を明ら
かにする研究を行っています。また、多様な原料
を利用する立体選択的合成反応の開発研究も
行っています。

物性有機化学研究室
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触媒は医薬品などのファインケミカル合成から、石油化学
におけるバルクケミカル合成など、あらゆる場面で利用さ
れています。私たちは、金属錯体や有機分子などの均一
系触媒や酸化物担持ナノ粒子などの固体触媒を用いた
反応開発を行っています。また、ナノ粒子を用いた脱硫手
法による香りの制御やリチウムイオン電池の中で生じる有
機反応解析など、触媒化学の学問の枠を超えた研究に
も積極的に取り組んでいます。

触媒有機化学研究室

生体での化学反応の主役は、蛋白質等の生体高
分子です。しかし、その主役達は「適切な溶媒」と
いう重要な脇役があってはじめて本来の機能を
発揮できます。例えば胃の中のペプシンという蛋
白質は酸性の胃液中でこそ酵素として働きます。
そうした脇役＝溶媒たちの作る魅力的なサイドス
トーリーを理論的側面から発掘することが本研
究室の目標です。

量子生物化学研究室

巨大分子の間にはしばしば、排除体積効果による引力～浸透圧の様な引力が働きま

す。真空中では全く働かないこうしたエントロピー駆動の力は、巨大分子の組み合わせ

や溶媒の種類によっては、非常に強くなります。

■ 真空中の2つの巨大分子と溶媒中の2つの巨大分子

この描像から、 溶媒が大きな役割を果たすこの描像へ

複合領域化学講座

分子のように小さな世界では、第一原理に基
づいた基礎方程式を具体的に書くことができ
ます。また、実際にこの方程式をよい精度で
数値的に解くこともできます。理論化学研究
室では、これらの方程式の解法を探り、化学
反応をはじめ、化学現象の多様な世界を理
論的に明らかにしようとしています。

理論化学研究室

分子中の電子は、原子の束縛を離れ、分子全

体に広がった軌道に入っています。

この軌道を求めることによって、分子の性質

や化学反応などを理解することができます。

■ 分子軌道

細胞の表面、内部、核内など、様々なところにたくさんの「受容体」があります。そし
て、特異的に結合するホルモンなどの「リガンド」が、それらの受容体を介した情報
伝達を制御しています。私たちは、特に細胞核内で遺伝子転写を制御する核内受
容体、痛みや鎮痛に関わる神経ペプチドとその受容体について、受容体／リガンド
の分子認識および活性化機構解明など、受容体化学の研究を行っています。

構造機能生化学研究室

脳神経系や生殖系に悪影響をおよぼすと報告されている内分泌撹乱物質・ビスフェノールＡに、非常に強く結合する

核内受容体ERRγを発見し、その結合構造を世界で初めて解明しました。

■ ビスフェノールＡと核内受容体ERRγの結合体のX線結晶構造解析

エネルギーの山が高いために

反応物が山を越えられない

（反応しない）場合でも（青）、パラジウム（Pd）という遷移金属の錯体を加えれば山は低くな

り、反応物はPdと一緒に簡単に山を越す（反応する）ことができます（赤）。私たちの大きな

テーマの1つは、遷移金属の力を借りることにより新しい反応を開発することです。

■ 有機合成反応の進行と
エネルギーとの関係

有機化合物は現代の快適な生活を支える重
要な化合物です。その有機化合物を作り出
す技術が有機合成です。私たちは、パラジウ
ムやルテニウムなどの遷移金属が有機化合
物に示す多彩な反応性を利用し、これまでに
ない新しい有機合成反応の開発を目指して
います。

分子触媒化学研究室

先生からのメッセージ

小澤　弘宜
（錯体化学研究室・准教授）

自然には、まだ人類によって明らかにされていない不思議なことや、人類にとって
有用な物質がたくさん隠されています。好奇心を持ってその謎を解きほどいてい
くことは、困難も多いですが非常に楽しいことです。広い分野の化学・科学を学
び、一緒に研究しましょう。

大石　徹
（生物有機化学研究室・教授）

科学技術は日々進歩し、私たちはその恩恵を享受して生活しています。科学の進
歩を観客としてスタンドから観戦するだけでなく、実際に選手としてフィールドに立
ち、自らの手で科学の進歩につながる研究をしてみませんか？化学科では、そのよ
うな世界最先端の研究が行えます。

現在、エネルギー資源や環境汚染の問題など、人類が初めて直面する課題が多
く顕在化しています。化学という学問は、これらの身近な大問題に立ち向かうため
に不可欠な武器の一つです。“変化”を根源から追求し究める化学科で、未来を
切り拓く力を共に育んでいきましょう！

「原子や分子の視点で事象を理解する」のが化学のモノの見方です。従って、化学
は基礎・応用を問わず、あらゆる種類の物質科学の謎や課題にアタックするため
の「武器」たりえます。皆さんも、化学を学んで、一緒に様々な問題に挑戦してみま
せんか？

槇　靖幸
（分散系物理化学研究室・准教授）

宮田　潔志
（分光分析化学研究室・助教）
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卒業生からのメッセージ MESSAGES進路・就職 PLACEMENT

学部卒業生の約79％が大学院修士課程に進学し、さらに約16％が博士課程に進学しています。また、修士課程や博士課
程修了後、民間企業の研究所や官公庁に就職する割合も高くなっています。卒業生の進路の内訳については、男女学生
間に差はありません。

平成１9年度　化学科卒業

北海道大学大学院 理学研究院 化学部門
助教

吉田 将己

　こんにちは。私も今から15年ほど前にはみなさんと同じように、この
パンフレットを読みながらまだ見ぬ化学科での大学生活に期待と不
安を膨らませていました。気がつけば時間が経つのは早いもので、九
州大学で化学を学んだのち、現在は九州から遠く離れた北海道で教
員として働いています。
　私は現在、有機ELや蛍光染料などに使われる「光る分子」を合成
し、その性質を解明する研究に取り組んでいます。このような研究をす
るためには、分子を作るだけでも性質を測るだけでもなく、幅広い分
野にまたがった知識が必要になります。九州大学の理学部化学科で
は、無機化学・有機化学・物理化学・生物化学という幅広い領域の
化学をまんべんなく学ぶことができるので、この時の経験が現在研究
を進める上で大きな糧になっていると感じています。また、研究室に配
属されてからは世界の第一線で活躍されている先生方から、世界を
相手に研究を進めるためにしっかり鍛えていただきました。化学科で
は学生に対するサポートも手厚く、成果によっては国際学会での研究
発表もできるのも私にとって大きな魅力の一つでした。
　私自身、高校時代はまだ漠然と「化学は面白いな」としか思ってお
らず自分の将来像を描けていたわけではなかったのですが、化学科
で世界トップの先生方や高い目標を持つ友人たちと出会えたことで、
未熟ながらも研究者としての一歩を踏み出すことができました。みなさ
んも化学科に入って化学の面白さを追究してみませんか？

イーピーエス株式会社
医薬品安全性情報管理職

當銘 萌子

　私は現在、医薬品開発受託機関（CRO）にて、安全性情報職に就いて
います。具体的には、医療機関や患者さんから収集したくすりの副作用情
報について、評価や規制当局への報告を行っています。こうして蓄積され
た情報をもとに、添付文書（くすりの投与で起こりうる副作用等が記載され
た文書）が改訂されることもあり、くすりの適正使用や安全対策に繋がる、
やりがいのある仕事だと感じます。
　高校の頃、化学は化学反応の暗記という印象が強く、決して好きな科
目、得意科目ではありませんでした。しかし大学では、なぜこんな反応が起
きるのか、その理由から勉強できたことで、化学の印象が大きく変わり、化
学反応を面白いと感じるようになりました。特に生体内での化学反応に興
味を持ち、生物化学の研究室に所属しました。実験はうまくいかないことも
多く、地道な試行錯誤の繰り返しでしたが、先生方の手厚いサポートと切
磋琢磨できる友人たちの存在は研究の大きな支えとなり、今となっては大
変貴重で充実した時間だったと感じます。
　九州大学化学科は、有機化学、無機化学、生物化学、物理化学、量子
化学、分析化学と、幅広く化学を学ぶことができることが大きな特徴だと思
います。そのため、将来の具体的な目標がまだ見つかっていない方でも、入
学後にいろいろな選択肢を残しておくことができます。皆さんもぜひ、九州
大学で、高校とは一味違う化学に触れていただき、ご自身の可能性を広げ
てみてください。

平成24年度　化学科卒業

平成26年度　化学科卒業 

横浜市立富岡東中学校 
教諭

石田 早百合
理学府 化学専攻　博士課程3年

安東 航太

　私は現在、横浜市の中学校で教員をしています。２年生の担任をも
ち、理科を教えています。学部４年間を九州大学で過ごしました。（箱崎
キャンパス、最後の年でした。）
　化学科で勉強させていただいたことは多くありますが、その中でも、
４年生のときに、実際に研究に携わらせてもらえたことが何よりの経験
だと、今になって感じます。先生方や研究室の方々に助言を頂きなが
ら、どうしたら反応がうまく進むのか考えて、その理論が実際にはうまく
いくのか、試行錯誤しながら研究を行っていました。右も左もわからな
い中で、実験を行う際の基本的な考え方やプロセスを学ばせていただ
きました。この経験は、現在も生徒に伝える機会が多くあります。そのよう
な、自分自身が実際に経験した話は、いつも、子供たちもとても興味深
そうに聞いています。
　現在、多くの子供たちに囲まれて、毎日充実した生活を送ることがで
きています。私にとって、子供たちとともに、理科について勉強する時間
は、かけがえのない大切な時間です。様 な々問題が起こったり、うまくい
かないことも多くありますが、一生懸命目の前のことに向き合うことで、
気持ちは目の前の子供たちに伝わるんだ、と感じることが多くあります。
　私自身、まだまだ教員としては未熟ですが、自分自身学び続けなが
ら、子供たちの成長に携われるのは本当に幸せなことだと日々 感じて
います。どんな経験も無駄になることはないと思います。自分自身と向き
合い、道を拓いていってください。

　皆さんは将来何を目指していますか。このパンフレットを読んでいる
ということは、化学に興味は持ちつつも、まだ学部選びで悩んでいる
のではないでしょうか。もしかしたら「理学部で行われる基礎研究は
本当に役に立つの？」との疑問から理学部と工学部の間で気持ちが
揺れているのかもしれません。
　現在、私はナノ物質よりも更に小さい、数個から数十個程度の原子
で構成される「クラスター」を対象に研究を行っています。クラスターの
興味深い点は、構成原子数に依存して、その物理的・化学的性質が
変化することです。そのため様々な構成原子数のクラスターを作り分け
る試みが数多く行われてきました。実はそんな中、偶然見つかったの
が、炭素原子60個からなるフラーレンでした。そしてフラーレンの大量
合成研究の過程で、今度はカーボンナノチューブが発見され、その高い
強度や伝導性から半導体や材料分野への応用が進められています。
　このように基礎研究は全く新しい物質や概念を生み出す、非常に
重要な役割を果たしています。最初から応用を想定した研究ではなく
とも、素朴な疑問を丹念に調べていった結果、大発見に繋がったの
です。純粋な好奇心から始めた研究が、社会の役にまで立つなんて
研究者冥利に尽きると思いませんか。人生は一度きりです。後悔の無
いよう、自分の気持に正直になって夢を追いかける選択肢も是非検
討してみて下さい。

平成24年度　化学科卒業

大学法人・学校法人
・北海道大学
・筑波大学
・金沢大学
・新潟大学
・東京理科大学
・東京工業大学
・東北大学
・愛知教育大学
・京都大学
・大阪大学
・九州大学
・福岡大学
・山口大学
・佐賀大学
・福岡女子大学
・京都工芸繊維大学
（他）

公立・私立
高校・中学校教員

その他研究機関
・国立環境研究所
・産業技術総合研究所
・分子科学研究所
・物質・材料研究機構
・化学物質評価
研究機構
・日本原子力研究
開発機構
・材料科学技術
振興財団
・先端医療振興財団
・化血研
・福岡県工業技術
センター
・九州環境管理協会
（他）

化学系

■ 主な就職先

旭化成
旭硝子
味の素
アドバンテック
荒川化学
出光興産
宇部興産
花王
関西ペイント
協和発酵
クラシエフーズ
クラレ
三洋化成工業
JT
資生堂
昭和電工
信越化学工業
住友化学
住友金属工業
積水化学工業
ダイセル化学工業
大日本印刷

帝人
東洋インキ製造
東洋紡
トクヤマ
東ソー
TOTO
東レ
日鉱金属
日本触媒
日本ゼオン
日立化成工業
フジフイルム
ブリヂストン
丸善石油化学
三井化学
三菱化学
三菱レイヨン
ユニチカ
ロレアルジャパン
三菱ガス化学
森永乳業
（他）

アスビオファーマ
アベンティス・ベーリング
アステラス製薬
イーライリリー
エーザイ
大塚製薬
小野薬品工業
杏林製薬
小林製薬
再春館製薬
沢井製薬
塩野義製薬
白鳥製薬
ゼリア新薬工業
大鵬薬品
武田薬品工業
田辺三菱製薬
中外製薬
東洋新薬
万有製薬
ファイザー製薬
ネオス
（他）

麻生情報システム
NECソフトウェア
NTT西日本
九電ビジネスソリューションズ
ジャステック
セイコーエプソン
日本IBM
日立ソフトウェア
KDDI
（他）

京セラ
ソニー
ダイキン工業
TDK
東芝
ニコン
日本分光
浜松ホトニクス
日立製作所
堀場製作所
富士通
九州電力
（他）

財務省
農水省
防衛省
国税庁
特許庁
福岡県
長崎県
佐賀県
熊本県
鹿児島県
愛媛県
福岡市
北九州市
広島市
久留米市
長崎市
糸島市
大牟田市
宇美町
山口県庁
（他）

製薬系

進学
79%

進学
16%

情報系 官公庁研究・教育系

電気・機械系

※進学率は平成28年度卒業・修了生の実績。
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