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●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 又は 九大理学部停留所
　※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 又は 九大理学部停留所

●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 又は 九大理学部停留所

●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 又は 九大理学部停留所

●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 又は 九大理学部停留所

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



　皆さんはふだん意識していないかもしれません
が、皆さんの身の回りにあるものはすべて分子でで
きています。化学は分子の世界を探る学問であるこ
とから、身の回りのものすべてが化学の対象になる
わけです。このような考え方が確立したのは200年
ほど前のことです。皆さんもラボアジェやプルースト、
ドルトンなどの名前は知っているかと思います。さら
に分子のように非常に小さい世界、具体的にいうと
100億分の1メートル(0.1ナノメートル)程度の世界を
支配する物理法則、すなわち量子力学が見いださ
れたのは100年ほど前です。アインシュタインやボー
ア、シュレーディンガーなどの名前も聞いたことがあ
るでしょう。その後、これらの考え方に基づき化学と
いう学問が深化し、さらにそれを応用した化学工業
の発展があることは皆さんご存じの通りです。
　一方で長い間このような分子の世界を直接観測
することはできませんでした。しかし21世紀に入って
からの急速な分析技術の発展により、現在は分子
の世界をまさに体験できるようにもなっています。例
えば特殊な顕微鏡を用いれば分子一個一個を直
接見ることができます。また分子同士がくっついたり
離れたりする現象、すなわち化学反応は1兆分の1
秒程度の時間で起こっています。このような瞬間的
現象も現在はレーザーを利用した計測技術によりリ
アルタイムで観測することが可能になっています。さら
にコンピューターを用いれば、分子の世界を物理法
則に基づきディスプレイ上に再現することもできるよ
うにもなってきています。このように、分子の世界は

以前のような紙の上の化学式の羅列からリアルに
体験できるものになりつつあります。皆さんはこのよ
うに分子の世界を体験し理解できる最初の世代と
いえるでしょう。
　最初に書いたように身の回りのものがすべて分
子からできているということは、分子の世界の考え
方を身に付ければ世の中のあらゆるできごとを深く
理解できるようになるとういうことでもあります。身近
なところでは、食べ物や衣服、雑貨、建物などがど
のようにできていて、どのように機能するのかが分か
るようになります。さらに世の中に目を向ければ、エ
ネルギー、環境、感染症など数多くの問題をより深く
理解でき、自ら解決方法を探ることができるようにな
ります。皆さんも是非、九州大学の化学科で分子の
世界を体験し、それを生かして豊かな生活を送った
り、より良い世の中をつくるのに貢献したりしてみま
せんか？

高校生のみなさんへ

恩田　健
化学科長

1994年東京大大学院博士
課程修了。1994年博士（理
学）。東京工業大学助手、米
国ピッツバーグ大学研究員、
東京工業大学特任准教授な
どを経て、2017年九州大学
教授。専門は分光分析化学。
化学反応をリアルタイムで観
測する装置の開発と応用を
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

Contents

　理学部化学科では総合型選抜方式の入試を実施しています（定員8名）。総合型選抜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。個別学力検査を免除し、書類選考、大学入学共通テスト、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(https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/admission/faculty/selection/)の「令和4年度入学

者選抜概要」（7月末頃公表）および学生募集要項（一般選抜および国際理学コースについては「令和4年度学生募集要項一

般選抜〈前期日程・後期日程〉」〈12月中旬頃公表〉、総合型選抜については「令和4年度学生募集要項総合型選抜Ⅱ」〈8月上

旬頃公表〉）をご覧ください。

総合型選抜方式入学制度

　化学科でも平成30年4月から国際理学コースを設置しています。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、一般選抜（前期日程）を利用して行います。一般選抜（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

高校生のみなさんへ2
Chemi-Cafe 20213
TOPICS5
化学科での教育・カリキュラム8
学生生活9
化学科の研究室11

　・有機・生物化学講座

12 　・無機・分析化学講座
13 　・物理化学講座
14

　・複合領域化学講座15

進路・就職17
先生からのメッセージ16

卒業生からのメッセージ18

分子の世界を体験する

第２世代グラブス触媒
オレフィン・メタセシス反応の触媒として
有機合成化学で広く使用されているル
テニウム錯体。

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

ベンゼンの分子軌道
分子軌道は分子の中の電子を記述する
関数で、理論化学の中心的存在。図はベ
ンゼンの分子軌道の中でLUMO（最低
空軌道）と呼ばれるもの。

＜表紙を飾る分子の図について＞

2CHEMISTRY1 CHEMISTRY



上列左から、恩田健先生（分
光分析化学研究室）、堀切
奈 さ々ん（ソフト界面化学研究
室）、上原基希さん（無機反応
化学）

下列左から、久保田樹さん
（量子化学研究室）、福田しづ
かさん（生体情報化学研究
室）、岩井優大さん（錯体物性
化学研究室）、下田奈々子さ
ん（有機反応化学研究室）

ました。微生物による有
害元素の軽所のメカ
ニズムを調べていま
す。
久保田：私が所属す
る量子科学研究室で
は、主に金属原子数個か
ら数十個か、それ以上の集合
体である金属クラスターについて取り扱って
います。一般に金属クラスターはその構成原
子の個数によって構造や反応性などが変
化することが知られ、それが不思議で面白
いと感じたのでこの研究室を選びました。
下田：有機化学研究室では、新規触媒の
開発を通して、使い勝手のよい便利な反応
を開発することを目的として研究をしていま
す。3年次に受けた有機化学実験が面白く、

実験をやりたいと思ってこの
研究室を選びまし
た。一人ずつ違
うテーマに取
り組むので、
責任感は
求められま
すが、その
分の楽しさ
もありますね。
福田：私は生物

化学を学べる研究
がしたかったので、生体情

報科学研究室で出芽酵母を用いた生体膜
に関わる研究を行っています。
堀切：大学入学当初は教員を目指していま
したが、化学科で学ぶうちに企業の研究職
という選択肢も視野に入れるようになりまし
た。特に化粧品の開発や研究に興味があ
り、界面活性剤について研究できる現在の
ソフト界面化学研究室を選択しました。

高校と大学で学ぶ化学の違い。

上原：高校の化学は、いわば暗記が中心
です。大学の化学は、なぜその化学反応が
起こるのか、メカニズムについて学びます。
細かいメカニズムがわかることで、初見の
反応でも結果が予想できて、面白さ
を覚えました。私は現在、微生
物による有害元素の排除
のメカニズムを研究して
いますが、化学を学ぶ
ことで物質間の現象
を理解できるように
なって、ますます魅力を

感じています。
恩田：どのような学問でもそうか
もしれませんが、学ぶことで、も
のの見方が変わりますね。特に
化学は身の回りのものすべてが
対象であることから、化学を学ぶ

と、ふだん何気なく見ているものが、
実際にはミクロな世界の法則に基づいて

動き、変化していることが認識できるように
なります。さらに、それがどのようにつくられて
いるか、場合によっては自分でつくることもで
きるのですから、面白い学問ですよ。
下田:高校と大学の化学は、かなり違うとい
うのが実感です。大学では、身近にあるけど
日常生活ではなかなか考えない、根底を貫
く概念の基礎を学ぶ感じがします。
福田：日常的に使っている化粧品や洗剤
が、どのような原理でつくられているか。大
学ではそうしたことも学ぶし、化学だけでな
く、物理や生物の基礎知識も必要です。
岩井：大学で化学を学ぶようになって、習っ
た理論を結び付けて考えられるようになっ
たときの嬉しさは格別でした。学生実験もあ
るので、講義で習ったことを自分で実験して
考えることで、より理解を深められるように
なったと思います。
堀切：確かに大学で学ぶうちに、それ
ぞれ独立していると感じていた
分野が、重なっていることに気
づくようになりました。さまざ
まな事象について、多面的
な見方ができるようになっ
たと思います。

化学がひらく、未来
の可能性
これから化学を目指す、
高校生の皆さんへ。

司会：これから未来に向けて、化学の果た
す可能性や期待をどのようにお考えです
か？また、高校生の皆さんへのメッセージを
お願いします。
恩田：これまで化学は、暮らしを便利にする
さまざまな物質をつくりだしてきました。その
一方で、資源の枯渇や地球温暖化など数

多くの問題が残り、これらを解決す
るにもやはり化学の力が必要だ
と考えます。
　高校生の皆さんには、あり
きたりですが、できるだけ多く
本を読んでいただきたい。そ
れも一つの分野に偏るので

はなく、文学や社
会、歴史な幅広く
読んだ方がよい
と思います。また
機会を見つけて
文章をたくさん書
くことも重要です。
LineやTwitterのよう
な短文ではなく、ある程
度まとまった起承転結のある
文章を書く習慣をつけるとよいですね。
どのような分野でも知識は書かれた文章で
伝わることは、今後も変わらないと思いま
す。
堀切：悩むことも多いと思いますが、自分の
やってみたい思いや楽しいと感じる気持ち
を大事にしてほしいです。まずは、この瞬間
の高校生活を謳歌し、全力で勉強や部活
に励むこと。悔いのない選択ができるよう、
応援しています。
久保田：僕はただ化学が好き、という理由
だけで化学科を選びましたが、結果的に有
意義な４年間でした。「好き」が動機で大丈
夫です。不安にならずに頑張ってください。
岩井：やりたいことが見つかるタイミングは

人それぞれです。それまでは焦らず、す
べきことを一つずつこなし
てください。
恩田：化学は、最
初は覚えることも
多く、とっつきに
くいかと思いま
す。でも、ある程
度わかってくる
と、複雑で多様な
世界が、実は単純

なミクロの法則に基づ
いて、きれいに秩序立ってい

ることが感じられるようになります。また化学
のよいところは、そのような世界を、自分でつ
くりだせることなのです。皆さんもぜひ、化学
の世界を観たり、つくったりしてほしいと思い
ます。
司会：本日は貴重なお話をありがとうござ
いました。 

化学科を目指した理由。
化学に興味を持ったきっかけ
は？

司会：本日はよろしくお願いします。
まず、皆さんが化学に興味を持つようになっ
たきっかけを教えてください。

恩田：実は私は、化学と名の
付く学科や専攻で学ん
だことはないので
す。国際基督教
大学という、小
さな私立大学
の教養学部
理学科でし
た。手を動か
して何かをつ
くることが好き
で、理系、文系と

もに興味がありまし
たので、自然科学や社

会科学、人文も学べる、当時日
本では唯一の教養学部大学(Liberal Arts 
College)を選びました。　　
　そうして学ぶ中、化学合成の実験で、目に
見えない世界で何かが起こり、新しいもの
ができることが不思議で、面白かったのが

興味を抱いたきっかけです。
下田：私は中学生の時、理科の先生と楽し
くおしゃべりしたり、科学館が大好きだった
ことが影響していると思います。高校の化学
の先生の話も面白く、次第に化学の広さや
深さに憧れるようになり、しっかり学びたいと
考えました。
上原：僕は、すべての物質が原子の組み合
わせでできていることを知ったときです。そ
れから、どんどん引き込まれていきました。
司会：九大の化学科を選んだ理由は？
福田：九大の理学部は、実験がたくさんで
きそうで、研究職志望の私には魅力的でし
た。
下田：私は当初、理科教師を目指していま
したが、研究開発の仕事にも興味が出て、
その根本を学べる化学科なら、教員免許も
取得できてどちらにも対応できると志望しま
した。九大はキャンパスが壮大で、留
学できる環境も整っている点も
ポイントでした。
堀切：九大の化学科は研
究室の数がとても多く、自
分のやりたいことを研究
できる環境が整っている
ので選びました。

それぞれが取り組む、
多様な研究内容。

司会：現在、皆さんが取り組まれている研
究内容や、研究室を選ばれた動機につい
てお聞かせください。
恩田：私は分光分析化学研究室で、ミクロ
な世界で超高速で起こっている化学反応
を、「観る」ことのできる装置の開発とそれを
用いた機能性物質の分析を行っています。
分子の世界はだいたい100億分の1メート
ルの大きさ、1兆分の1秒の時間でさまざま
な現象が起こっています。このような現象
は、電磁波（広い意味での光）を化学物質
に照射して、出てきた光を分析(分光)するこ
とによって知ることができます。そこで、非常
に短い時間だけ光るレーザーを用いた分

光装置を開発し、それを使って人工
光合成や有機発光ダイオー
ド、化学センサーなど応
用の観点から重要
な物質の分析を
行っています。
上原：環境の分
析に興味があっ
たので、無機反応
化学研究室を選び

―学科長と化学を語る―

2022
ケミ・カフェ

コロナ禍で、集まることは
なかなか難しい状況ですが、
オンラインと対面授業を
併用して化学科の学生も
頑張っています！
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トピック

TOPIC2 天然有機化合物の全合成と構造活性相関研究

　人類は遥か昔から薬となるような化合物「天然有機

化合物（天然物）」を自然界から探し続けてきました。

海洋性プランクトンの中には、分子量が1000から3000

にも達する巨大な天然物を産生しているものが存在し

ます。魚介類による食中毒の原因毒など、極微量で強

力な生物活性を示します。アンフィジノール３（図1）は、

抗真菌活性を示すことが知られていますが、赤血球を

破壊する副反応も示すため、そのままでは薬として使う

ことはできません。また、非常に複雑な構造であるた

め、一般的に用いられている機器分析法だけでは、構

造決定を行う上で大きな困難を伴いました。特に不斉

炭素原子の絶対配置を決定することが難題のひとつ

です。

　このような場合、化学合成（人工合成）を行うことが

解決手段となります。糖類や石油製品を原料にして天

然物を一から作り上げることを「全合成」といいます。

作るといっても一筋縄でいくものではなく、高度な技術

と経験が要求されます。全合成は山登りに例えられる

ことがあります。事前によく準備をして、予想される問題

に対処できるようにして臨みます。ベースキャンプに物

資を運び上げるように、十分な量の合成中間体を持ち

上げることも大変な作業です。そこから頂上（全合成の

完成）を目指してアタックします。しかしながら、途中で

断崖絶壁が現れるかの如く、予定していた反応が全く

進行せず、ルート変更を余儀なくされることもあります。

途中で物資（合成中間体）が無くなり、後退せざるを得

ないこともあります。世界で最初に頂上に辿り着いた人

が最も称賛され歴史に名を残すように、全合成の場合

も世界で最初に達成した人が最も称賛されます。生物

有機化学研究室では、天然から微量しか得られず、構

造が複雑で分子量が大きな天然物の全合成研究を

行っています。2020年に、アンフィジノール３の世界初の

全合成を達成しました。分子量が1328であるため、合

成に必要な総工程数は112段階に達しました。また、

全合成研究の過程で絶対配置の改訂が行われ、正し

い構造を明らかにすることができました。

　全合成ができるようになると、様々な類縁体を合成

することが可能になります。部分構造を変化させた化

合物を合成して生物活性の評価を行い、どの部分が

生物活性に重要であるかを調べる研究を「構造活性

相関研究」と言います。アンフィジノール３のように大き

な分子の場合、生物活性を示すために全ての構造が

必ずしも必要ではないと考えられます。実際に、分子の

末端から炭素数を20個減らした人工分子を合成して

抗真菌活性を調べた結果、天然物と同等な活性を示

すことが分かりました。さらに研究を進めることで、副反

応を示さない新しい抗真菌剤の開発につなげたいと

考えています。

トピック

TOPIC1 細胞から届く「分子からの手紙」

　私たちは分子を描くとき、原子同士を線でつなげて、

その構造を表します。分子模型も同様に、原子（球）を

化学結合（棒）でつなぎます。しかし、実際の化学結合

は棒のように剛直ではなく、伸びたり縮んだり、結合角

が広がったり狭まったり、はたまた捻れたりと、様々な形

で周期的に運動します。これを、分子振動と呼びます。

例えば水を例にとって考えると、H-O-Hの二つのOH結

合が同じタイミングで伸び縮みする（1）対称伸縮振動、

一方が延びると他方が縮む（2）逆対称伸縮振動、そし

て「く」の字の角度が変わる（3）変角振動の3種類の分

子振動（振動モード）があります。

　分子が振動する様子は肉眼で見ることはできません

が、光を用いることで間接的に“見る”ことができます。

例えば水に緑色のレーザーを照射すると、とてもうっす

ら、オレンジ色の光が散乱してきます（図1）。この光は、

緑色のレーザー光を注意深く取り除いておかないと気

づくことができない、微弱な光です。この現象は、緑色

の光のエネルギーの一部が水の振動に使われ、その

「おつり」がオレンジ色の光として散乱する、と考えるこ

とで理解できます。この現象はラマン散乱と呼ばれま

す。ラマンはインドの科学者で、この現象の発見で1930

年にノーベル物理学賞を授与されています。ラマン散

乱の色分布（スペクトルと呼びます）を測ることで、振動

する分子の情報がわかり、それによりその分子の構造

がわかります。著名な物理化学者が、「スペクトルは分

子から来た手紙である」というロマンティックな言葉を

のこしています。

　生きた細胞や生体組織も分子から組み上がってい

ます。従って、レーザー光照射により細胞からも「分子か

らの手紙」が届きます（図2）。光物理化学研究室では、

生細胞内で機能する分子の情報を非線形ラマン分光

イメージングという手法で取得し、生命現象の分子科

学的理解を目指して研究を進めています。

 

胞から届く「分子からの手紙」細

動する分子振

マン散乱とラマンスペクトルラ

図1.水の入ったガラス瓶に左からレーザー光を照射
し、レーザー光だけをカットするフィルターを通して真
横から撮影

図2.生きたHeLa細胞のラマンスペクトル（上）と分裂期のラマンイ
メージング（下；紡錘糸は第二高調波発生という信号で取得）

図１.アンフィジノール３

物活性天然有機化合物生

造活性相関研究構

合成全
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この部分が省略可能



　生体内ではタンパク質やDNA、糖鎖といった生体

分子が、水やイオン、脂質などさまざまな分子に囲まれ

て生命活動をおこなっています。そのため、生体分子の

はたらきを知るためには、生体分子そのものだけでな

く水・イオン・脂質などとの関わりを知る必要がありま

す。例として、生体で起こる酵素反応を考えて見ましょ

う。（図1）酵素反応では、まず基質分子がタンパク質と

結合することで反応が始まります。（この過程は「分子

認識」と呼ばれています。）一般に分子認識過程では、

タンパク質は特定の基質分子のみを選択的に結合し

ます。その選択性は、タンパク質の結合部位と基質分

子の形が、鍵と鍵穴のようにぴったり合うことが重要と

されています。一方、タンパク質の鍵穴には、基質分子

が結合する前には水分子がつまっていることから、水

分子との相互作用も重要になってきます。酵素反応の

次の段階は、タンパク質内での化学反応です。ここで

は、基質分子の化学結合が切れたり、あらたに生成し

たりします。この反応はタンパク質の影響を受けること

で効率良く進みます。化学結合は分子中の電子の様

子で記述されますので、タンパク質が基質分子の電子

に及ぼす影響を考慮する事が必要となります。

　このように複雑な生体内過程はどのような物理法

則に従っているのでしょうか。まず、分子認識が起こる

かどうかは、基質分子がタンパク質に結合する前後で

の自由エネルギー変化によって決定されます。この自

由エネルギー変化には、タンパク質・基質分子・水分

子の間の静電相互作用や分子間力はもちろんのこ

と、それらの構造変化やエントロピー変化などが含ま

れます。静電相互作用や分子間力は、電磁気学や量

子力学によって記述されますし、エントロピー変化は分

子の集団的な運動に関係する物理量ですので、統計

力学による記述が必要です。また、化学反応は電子の

状態を知る必要がありますので、量子力学が必要とな

ります。さらに、タンパク質が重金属元素を含む場合

は、相対論効果も考慮する必要があります。

　量子力学や統計力学に基づく方程式を解くことが

できれば、生体分子機能を予測することが可能となり

ます。残念ながら、これらの方程式は一般に解くことが

できません。そこで、さまざまな工夫をこらしてコンピュー

タによって近似解を求めることになります。

　理論化学研究室では、複雑な生体分子過程をコ

ンピュータで予測することを目的として、新しい理論の

開発、そして独自のソフトウェアの開発を行っていま

す。また、これらを用いて、生体分子機能解明や予測

に取り組んでいます。生体分子機能を理解すること

で、新薬の開発や生体分子材料開発への展開が期

待できます。

　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。夏休みに開催される「九州大学オープンキャンパ
ス」では例年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、ダ・ヴィンチ
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
　https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/admission/opencampus/

●特別談話会 (前期)    2021年8月7日 (土)
　http://www.scc.kyushu-u.ac.jp/ (化学科ホームページ）

EDUCATION

カリキュラム CURRICULUM

トピック

TOPIC3 生体分子のはたらきをコンピュータで予測する

体分子をとりまく環境生

ンピュータで方程式を解くコ

命活動の物理法則生

図1. 酵素反応の模式図
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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
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アンフィジノール３ 吸入麻酔薬 局所麻酔薬 

　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16の研究室で構成されてい
ます。16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」の研究室が三つ、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
光物理化学研究室
構造化学研究室

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
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

（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天然有機化合物が、特定のタンパク質や生体膜

に作用して強い生物活性を発現します。

■ 天然有機化合物の３次元構造

天然有機化合物の中には、特定のタンパク質や生体膜に
作用して強力な生物活性を示す物質が存在することが知
られています。天然からは極微量しか得られない天然有
機化合物の構造解明および全合成を行うとともに、生物
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り組んでいます。

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

透明なラット角膜上皮のラマンイメージ（上）及びラマンスペクトル

（下）。生体組織・生細胞内の分子情報を、レーザー光を照射するだけで取

得できます。

生命現象は、細胞内の様々な生体分子が協力し合いなが
ら機能を発現させることで生じる、とても複雑でダイナミッ
クな物理・化学現象です。従って、生命現象の究極的な理
解のためには、生細胞内で機能する分子をそのまま可視化
する必要があります。私たちは、ラマンスペクトルという「化
学の眼」を通して細胞内分子をそのまま可視化し、生命現
象を物理化学的に捉えることで、その本質に迫ろうとして
います。

光物理化学研究室
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
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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

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

Le Ouay Benjamin
（錯体物性化学研究室・助教）

理学部化学科は、化学に関係すれば何でもできるのが特徴です。役に立たなくて
もいい、もちろん役に立つのもいい。純粋な化学を極めてもいい、工学、農学、薬
学、医学など関連分野に進出してもいい。化学科で合成や分析と、その背景の学
理を学ぶと、次世代の科学者、技術者として多方面で活躍することができます。

徳永 信
（触媒有機化学研究室・教授）

Chemistry is fascinating because you start from about 100 atoms, and 
you assemble them into all the matter around us. It is always a 
stimulating challenge to find new ways to organize atoms and molecules, 
and to obtain materials with new properties.

個々の分子の性質は原子核を取り巻く電子の分布で決定されます。電子の分布
はシュレーディンガー方程式に則っていますので、計算機を使って方程式を数値
的に解くことにより分子の性質や化学現象を理解、さらには予測することができ
ます。統一的な原理・原則から多彩な物質の個性を知ることで、多様な物質の作
り上げる世界を探訪しましょう。

私たちは広く化学に関する研究を展開しています。合成して化学物質を「創造」する、
理論から化学物質の挙動を「予測」する、光や電気を使って化学物質を「測定」する
など、色 な々基礎技術を私たち自身が開発しています。最終的には、細胞や環境中で
化学物質がどんな働きをしているのかを解き明かす応用研究までを行っています。
果てしない化学の世界を皆さんと一緒に探検できる日を楽しみにお待ちしています。

川井　隆之
（生体分析化学研究室・准教授）

酒井　健
（錯体化学研究室・教授）

この世のあらゆる物質と現象が化学者の研究対象です。裾野が広いがゆえに今
後化学者には様々な方面で活躍すべき使命と責任があります。持続可能な社会
を達成するうえで依然人類は未熟であり、基礎研究を継承し、発展させる優れた
人材が必要となります。未来は若い皆さんにかかっています。高い志をもって臨ん
で下さい。

鈴木　聡
（理論化学研究室・助教）

先生からのメッセージ MESSAGES
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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73％が大学院修士課程に進学し、さらに約8％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23年度　化学科卒業

立教大学理学部化学科　助教

中薗 孝志

　私は研究者になることを志し、当時のAO入試によって入学しました。現在
は立教大学理学部で助教として、学生の指導を行うと同時に、太陽光を用
いた水の分解反応の研究を行っています。その目的は、無尽蔵にある太陽
光エネルギーを用いて水を分解し、水素を得ることにあります。即ち、この技
術を達成することは、エネルギー・環境問題の根本的な解決に繋がると考え
られています。
　私は金属錯体を触媒に用いてこの反応を実現しようと研究しています。金
属錯体は無機化学という分野に属しています。しかし、その化合物を合成する
ためには有機化学の知識と合成技術が必要です。さらに、その物性評価、性
能評価には分析化学、物理化学、計算化学に関する知識が重要になります。
さらに、分子のデザインには生体内で機能している酵素を参考にすることもあ
ります。このように、一つの研究をするためには専門分野だけでなく、多岐に渡
る幅広い知識が必要です。九州大学理学部化学科では、各分野の最前線
で活躍される先生方が在籍しており、トップレベルの研究に幅広く、しかも身近
に触れることができます。さらに、研究設備も最新のものがそろっており、卒業
研究では実際に自身で使うことができます。そこで得られる最先端の知識は、
大学の研究者になりたい方、企業の研究職に就きたい方だけではなく、化学
の道を志す全ての方 に々とって、大きな刺激を与えてくれることででしょう。
　大学生活で学ぶことは人生における重要な基礎となり、自身の将来はそ
の上に築かれます。ぜひ九州大学理学部化学科でその可能性を追求して
行って下さい。

ダイキン工業株式会社　技術営業職

坂本 理沙

　私は現在、機械・化学メーカーで営業業務をしています。専攻内容と現
在の業務に関連はありませんが、化学科で過ごした６年間の経験は私
の人生に大きく影響を与える貴重な時間でした。
　高校までの化学とは異なり、大学時代に学ぶ化学は本当に「深く、幅
広い」です。例えば、高校では語呂合わせで物性や化学反応式を覚えて
いましたが、大学では原理を知ることでさらに好奇心を覚えました。また、
高校理科でいう生物分野や物理分野とも化学はリンクし、幅広く学ぶこ
とができます。私自身、もともと有機化学や無機化学ばかりを想像して化
学科に入学しましたが、講義で生物化学に興味を持ち、生体内での物
質の作用機構の研究に取り組みました。化学科では入学後にも幅広い
分野の知識を肥やすことができる点も魅力のひとつです。様々な学問を
極めた先生方から多くを学び、自分がのめり込める分野を是非見つけて
欲しいです。
　研究室に配属後は毎日新たなことを勉強し、自分の研究に活かす
日々です。予想外の実験結果に悩むこともありますが、仲間や先生方と
討論し、新たな可能性を思索していく日々はかけがえのない時間です。
卒業生同士の繋がりも強く、今でも頼れる先生方や仲間の存在は一生
の財産となっています。皆さんが九州大学理学部化学科で、有意義なキ
ャンパスライフを送られることを心待ちにしております。

平成29年度　化学科卒業

平成25年度　化学科卒業

大阪大学産業科学研究所
複合分子化学研究分野 助教

高田 悠里

　私は理学部化学科を卒業後、修士課程(理学)、博士課程(薬科学)を修
了し、英国ケンブリッジ大学博士研究員を経て、大阪大学産業科学研究所に
助教として勤務しています。
　私達の身の回りには、有機分子があふれています。医薬品はその一例です。
その多くは、天然から見出された化合物そのものではなく、これまでに科学者
が作り出した化合物です。私は、特異な活性を示す化合物のデザイン・合成・
機能評価を基盤に、新たな価値を付加したユニークな物質を創出することを
目指して研究をしています。
　理学部化学科では、化学に関する知識は勿論のこと、幅広い分野で活躍
できる基盤が得られることが強みの一つだと思います。化学は医学、薬学、工
学、農学等様 な々分野とのつながりが深く、化学をしっかり学ぶ皆さんは、各々
が興味を持った様 な々分野で将来活躍することが期待されます。また、化学
は、物理化学、無機化学、分析化学、有機化学、生命化学等、様 な々科目に学
ぶ上で分かれていますが、これらは研究する上で、切り離すことはできません。
研究を進めていくと、様 な々科目の知識が必要になります。その点でも、一度広
く深く化学を学ぶことは皆さんにとって大きなアドバンテージになるでしょう。
　皆さんは、どのような世界で生き、どのようなことを成し遂げたいですか。明ら
かにしたいことや作り出したいものがある人、また化学を使って世界を明るくし
たい人、化学に興味がありより深く追求したいと思う人であれば、化学科でご
自身の可能性を広げることができると思います。多くの良い刺激を受け、多くの
経験をご自身の力に変えて、新しい道を切り拓いていってください。

三菱電機株式会社　先端技術総合研究所
マテリアル技術部

猿楽　峻

　いま私はメーカーで研究開発の仕事をしています。この仕事は、数年後
や更に未来の新製品を見据えて、新しい技術を創る営みです。特に私は金
属材料を開発していて、材料に必要な性能を持たせるため、どんな組成の
材料をどのように使うか、試作品を実際に作って実験しています。
　私は小さい頃から実験で起こる現象を眺めるのが大好きです。化学科
を志望したのも目の前に起こる現象を理解したいという気持ちがあったか
らです。化学科では希望通り多くのことを勉強しましたが、学べば学ぶほど
新たな疑問が増え、尽きることがありません。ついには、まだ答えの見つか
っていない問題を私自身で研究するようになりました。
　大学で始まる化学の「研究」は、あなたにとって、きっとこれまで経験した
ことのない刺激的な活動になるでしょう。化学は「変化の科学」。1兆分の1
秒より短い時間で変化するものから数千年以上をかけて変化するものま
で、化学にはまだまだ解明されていない現象がたくさんあります。その中か
ら興味のあるものを取り上げ、仮説を自分で立てて、実際に検証、解明す
る。そうやって化学の最前線を少しずつ前進させていく知的活動に、あな
たも携わってみませんか。
　九州大学理学部化学科は、各分野の最前線で活躍される先生方が在
籍しており、研究への第一歩を踏み出すのにとても適した環境です。かつ
て私にとってそうであったように、これから化学の道に進むあなたにとって
も、その一歩をより充実したものにできる場所だと確信しています。

平成23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
味の素
アドバンテック
荒川化学工業
出光興産
宇部興産
AGC
花王
関西ペイント
協和キリン
クラシエフーズ
クラレ
三洋化成工業
JX金属
資生堂
昭和電工
信越化学工業
住友化学
積水化学工業
ダイセル
大日本印刷
帝人
東ソー

TOTO
東レ
東洋インキSC
東洋紡
トクヤマ
日亜化学工業
日揮触媒化成
日本触媒
日本製鉄
日本ゼオン
日本たばこ産業
日本ロレアル
日立化成
富士フイルム
ブリヂストン
丸善石油化学
三井化学
三菱ガス化学
三菱ケミカル
森永乳業
ユニチカ
（他）

アステラス製薬
アスビオファーマ
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
再春館製薬所
沢井製薬
CSLベーリング
塩野義製薬
白鳥製薬
ゼリア新薬工業
大鵬薬品工業
武田薬品工業
田辺三菱製薬
中外製薬
東洋新薬
ネオス
ファイザー
（他）

麻生情報システム
NECソリューションイノベータ
NTT西日本
九電ビジネスソリューションズ
KDDI
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
（他）

九州電力
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
富士通
堀場製作所
（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
73%

進学
8%

情報系 官公庁研究・教育系

電気・機械系

※進学率は令和2年度卒業・修了生の実績。
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