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箱崎九大前

九 州 大 学 理 学 部
化 学 科 の ご 案 内

六本松

伊都キャンパス
空路

JR

●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

西鉄電車

●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

高速バス

●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
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高校生のみなさんへ

ご挨拶 Greeting

未知と浪漫にあふれる化学の世界
私たちの身の回りは、化学であふれています。私たち

込まれています。
私自身が研究する金属錯体を集積させ

化学科に入学すると、皆さんは化学（科学）の世界に足

皆さんは大学受験に向けて、
日々勉強に励んでいると

の世界に存在する物質は、原子、小分子、高分子、生体

た配位高分子は、元を辿ると1704年に発見されたプル

を踏み入れます。
この世界を歩んでいくために、大学では

思います。教科書や参考書を読む際に、ぜひ行間に注目し

高分子などが様々な階層で集積してできています。
この

シアンブルーと呼ばれる青色顔料に行きつきます。
ゴッホ

綿密なカリキュラムによる教育が行われます。学部の１年生

てください。たった一行の結論であっても、
それは科学者

ような物質の性質や振る舞いを、
ナノ
（10億分の1メート

や葛飾北斎など著名な画家が好んで使ったことで知ら

では、文系と理系の様々な科目に加えて、
プレゼンテー

が「問い」に対して数多くの実験をして事実を積み重ねて

ル）
の世界から、
フラスコの中、地球そして宇宙にいたる

れていますが、当時は構造がわからない化合物でした。

ションや考え方を学ぶセミナーを受講する基幹教育によ

実証して至った「結論」
です。単純に結論を覚えるのではな

まで、幅広いスケールで探究する学問が化学です。私た

20世紀になって、
プルシアンブルーはシアン化物イオンが

り、幅広い教養と知識を身につけます。2、3年生では、専門

く、問いから結論に至るまでの過程において、
「なぜそうな

ちの体の中で起きている現象は、全てが高度な化学現

鉄イオンをつないだ高分子のような構造をもち、様々な

教育により更に細分化された化学を学び、将来の足腰と

るのか」、
「なぜそれが言えるのか」
を常に考えることが肝

象の集大成です。
日頃何気なく使っているものにも、
たく

ユニークな性質を示すことが明らかとなりました。
そして

なる化学の基礎を鍛えつつ、専門性を深めていきます。4年

要です。
その上で、3つの「察」の力、観察、考察、洞察の力

さんの化学が詰まっています。例えば、エネルギーの観

現在では、顔料に限らず、放射性セシウム吸着材や二次

生からは研究室に所属して自分のテーマの研究を始め、

を身につけてください。大学の化学は高校とは違い、特に

点では、石油の精製に始まり、
カーボンニュートラル社会

電池用電極、バイオセンサー、光磁気材料など、様々な

研究者としての第一歩を踏み出します。
さらに、化学科卒

研究においては答えのないことがほとんどです。皆さんが

の実現に向けた太陽電池、水素と酸素から発電する燃

分野で基礎および応用研究が展開されています。温故

業生の8〜9割が大学院に進学します。大学院には、従来

自らの手で、試行錯誤しながら問題を追究し、解明してい

料電池や省エネルギーのLED照明など、化学の深化と

知新と言いますが、300年の時を越えて現在でも研究さ

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

きます。
そこでは、
目の前の現象を客観的に観察し、
それを

発展が現代の豊かな生活の基盤を支えています。
しか

れる化合物には、驚きとともに浪漫を感じます。皆さんが

います。先端学際科学者の育成を目的としたフロントリ

明らかにするために考察することで、物事の本質を見通す

し、世の中が便利になっても、未だに自分の体内ですら

これから出会う研究からも、
このような時を越える成果

サーチャー育成プログラムは、科学全体を俯瞰でき、未来

洞察に至ります。特に、観察から考察の過程で、疑問を抱

解明されていない事が数多く存在し、
解決すべき課題が

が生まれるかもしれません。九州大学の化学科で、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

き問題を提起して繰り返し考察できるか、がその洞察の質

山積しています。新型コロナ感染症は、人類に大きな課

に思いを馳せつつ、未知にあふれる化学の世界を皆さ

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

を左右します。原因と結果の因果関係を見極め、論理的に

題を突き付け、
私たちの生活を一変させました。
これだけ

んと共に歩む日を、
楽しみにしています。

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

説明することは、研究に限らず一般社会生活でも必要な

ながりを指向する学生のためのプログラムです。
また、大学

能力なので、ぜひ意識して実践してください。

科学技術が発展しても、依然として解決に至っていませ
ん。
正にリアルタイムで未知への挑戦が進行しており、
さら
なる化学
（科学）
の発展が求められています。
一方で、化学（科学）
には大きな浪漫があります。人類
未踏の知の開拓はもちろんのこと、時を越える浪漫もあ
ります。科学は人類の英知が積み重ねられたもので、最
先端の研究の中にも、
先人達が発見した原理や合成法
などが脈々と息づき、後世の研究に遺伝子のように組み

化学科長

大場

正昭

1996年九州大学大学院理
学研究科博士後期課程修
了、
博士
（理学）
。
九州大学助
手、京都大学准教授を経て
2010年から九州大学教授。
専門は錯体化学、
無機化学。

院では国際学会への参加支援などにより、国際的な経験

コロナ禍によって世界に刻まれた傷跡は深く、元に戻る

も積むことができます。
これらのプログラムと従来の教育課

のは容易ではありません。皆さんのような若者が九州大学

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

理学部化学科で学び、
より良い世界を実現するための大

養と化学に関する高度な専門知識、
さらに国際性を兼ね

きな力となって活躍することを願っています。

備えた人材を育成します。

国際理学コース
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リン）の分子軌道と水和構造。
渦鞭毛藻が作るマイトトキシンという梯子状ポ
リエーテル天然物で、魚介類による食中毒の原
因物質の一つである。高分子を除き、構造が決
定されている最大の有機化合物でもある。

膵液に含まれる消化酵素のトリプシ
ンとその活性を阻害する化合物との
結合構造。
1
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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。

総合型選抜方式入学制度
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5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5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5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。
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―学科長と化学を語る―

リモート

ケミ・カフェ

2022

識を完全にインプットすることと、
解けなかっ

験を行っています。実在の実験では無いの

た問題を完全に解けるようにすることに注力

で、理想状態の実験もできます。
そのような

しました。
解けない問題だけをまとめた自作

状態から得られた結果が予想しなかった

の問題集を作成し、
完全に解答できるまで

結果だった場合、
新たな発見ができるので

解き直す作業を繰り返しました。
私は塾に通

面白いです。

わなかったので、
すべて自分で計画を立てま

末吉：光る物質や光をあてることでおきる反

した。
効率は悪かったかもしれませんが、
勉

司会：九大の理学部にはどんなイメージを

たいと思い、
錯体化学研究室で光増感剤と

抱いていましたか？

いう発光体で、
光のエネルギーによって反応

久保田：堅苦しいイメージがありましたが、

を起こす物質についての研究をしています。

いします。

立岡：私は将来、
化粧品関連の仕事をした

久保田：とにかく自分の力を信じて勉強を

たい研究を自分で考えた方法で実験をする

いので、
関連が深い界面化学の分野を学べ

姿を見て、
ここで研究をしたいと思いました。

る研究室を選びました。
現在、
2種の界面活

宗：研究室が多く、様々な研究ができるとこ

性剤を混合することで働く分子間相互作用

ろだと思いましたね。

を、
界面活性剤溶液の表面張力を測定する

はじめに、大場先生が化学科に進まれた
きっかけから教えください。

大場： 化学に興味を持ったのは、
中学生の

ときにイオンについて学んでからです。
金属
の銅から電子が抜けてイオンになると青色
の溶液ができることに興味を持ち、
なぜ電子
が抜けるのか、
なぜ青くなるのか、
自分で調
べました。
大学進学では理学部か工学部か
迷いましたが、
基礎研究からより本質に迫れ
ると思い、
理学部化学科を選びました。

もいいと思います。
頑張ってください。

河村：勉強や部活動など自分が向き合うべ

ものもあれば予想に反するものあり、
なぜそ

れ自分の興味も変化すると思っていたので、

うなるのか、
悩みながら答えを導き出す過程

できるだけ広い分野の研究室があったほう

が、
答えのある座学とは違った研究の醍醐

がいいと思いました。

味だと感じています。

大場：私自身が九州大学出身なので、
あまり

司会：大学で学ぶ化学の面白さについて

だから、
今までと違う県で生活してみたい…

らよく言われるのは、
九州大学の学生は素

もの、
やりたいことをやっていきましょう。

直で真面目だ、
ということです。
研究室で懸

久保田：高校の化学はどちらかというと、
覚

えることが多いような気がしますが、
大学の

命に研究に取り組む姿を見ると、
確かにそう

化学は
『なぜ』
にこだわっていると思います。

の間だからできることを頑張ってほしいで

司会：皆さんはどうですか。
どのような高校

思います。
やや控え目なところもありますが、

有機化学で考えても、A + B → Cという反

面倒見が良くて、
良い人間関係を作れる学

応式を高校の時はただ覚えるだけでした

久保田：高校時代は吹奏楽部に入ってい

生が多い印象です。
それに化学科において

が、
大学では、
それぞれどのように電子が移

時間をつくることも大切にしてほしいです。

いえば、
化学と名の付く講義がたくさんある

動して結合しているのか、
注目して考えます。

立岡：九大化学科は研究設備が充実し、
先

ことは魅力です。
それぞれの講義は細分化さ

宗：確かに大学では、
原理を学び、
それがど

生でしたか？

たので、
勉強よりも部活動の方が大好きでし
た(笑)。
ただ化学の授業は面白く、
化学系の
大学や職業に就きたいと思うようになりまし
た。
九大の化学科を選んだのは、
研究室が
多く、
身につけたい知識を学べると思ったか
らです。

河村：僕は書道部で頑張りました。
書道も勉

強もそうですが、
何か一つのことに集中して

の自分の主軸になっています。 化学は身の
回りと関連が深く、
原理を知ることで見えな

通じます。
化学は他の教科に比べて、
「分か

のようにつながっていくのかを考えるというとこ

らに折り重なることで大きな力となります。
別

ろや物理や生物などの他分野とのつながりも

分野の話と思っていた内容がリンクして理解

あるところが違うと思います。

が深まっていくと、
化学がより楽しくなります。

末吉：大学では実験する機会が多いだけ

でなく、
行った実験について原理や背景を

なぜ？から始まる、
広がる世界。

最新の研究設備、
幅広い研究分野。

司会：現在、取り組まれている研究内容を

司会：受験勉強で特に力を入れたことはあ

教えてください。

れ、
専門性も高いので、
そこで得た知識がさ

かったものが見えていく感覚が魅力です。

取り組むことが好きで、
化学の実験もそこに

分野とつながりがあり、
入学後も進路選択の

教えください。

宗：ある温度を境に凝集したり解離したりす

調べたり、
深い考察を行ったりすることが多
く、
身近な現象と学習した化学の知識を結
びつける力が身に付くと思います。
化学の学
びに加えて、
実際に研究を始めると、
学会を
通して国内外の友人が増え、
世界がどんど

る特性を持つ生体分子を使い、
その分子を

ん広がります。
特に、
国際学会で海外の研

宗：代表的な化学反応式などの基礎は定

タンパク質に付加させてもその特性を保持

究者と議論したり交流を深めることは、
大き

できるかということを研究しています。
温度が

な楽しみの一つになります。

新垣：実は私は化学が苦手でした。
覚え物

うところをどうすれば解けるようになるのかを

低くなればもとに戻るという性質が面白く、

というイメージが強かったからです。
でも、
浪

考えました。

人を経て、
その考えは変わりました。
問題を

河村：化学の勉強は苦労しましたね。
「覚え

したいと考えていたので、
生体分子化学研

るべきこと」
と
「考えるべきこと」
を見分けるの

究室を選びました。

り、
消滅したりしない』
ということで十分だとわ

が難しく「
、何が分からないのか分からない」

河村：微生物から単離された天然有機化合

かったのです。
このように線がつながっていく

という状態によく陥ってしまっていました。
し

幅が広がりそうだと考えました。

りますか？

末吉：私は化学の基礎と専門知識、
実験の

やり方を身に付けたくて志望しました。

解く際、
覚えることは
『原子は新しく誕生した

C H E M I ST RY

宗：好きなことやしたいことがあってもなくて

も、
どんな自分になりたいかを考えてみるの

ことで調べています。
研究結果は予想通りの

る楽しさ」
があります。
生物や物理など様々な

3

続けてほしいと思います。

末吉：研究設備が整っていて、
幅広い分野

客観視できていませんが、
外部の先生方か

司会：本日はよろしくお願いします。

司会：最後に高校生へのメッセージをお願

の研究室があるところに惹かれました。
いず

下列左から、
河村正
（生物有機
化学研究室）
、
新垣怜央
（量子
生物化学研究室）
、
末吉史佳
（錯体化学研究室）
、
立岡千恵
（ソフト界面化学研究室）

先輩たちを魅了した、
化学の面白さ。

化学科を目指す、
高校生の皆さんへ

あった私は、
そのしくみについて深く理解し

オープンキャンパスなどで、
学生が自分のやり

上列左から、
大場正昭先生
（錯
体物性化学研究室）、久保田
颯(生体分析化学研究室)、宗
玲那 (生体分子化学研究室)

応といった、光がかかわる化学に興味が

強量で合格を勝ち取ったと思っています。

着させるようにしました。
何度も間違えてしま

合成実験だけではなく装置を使った分析も

きだと思うことに全力で取り組んでみてくだ
さい。
どのような進路選択をしても、
その経験
が価値のあるものになると思います。

新垣：人生は自分のものです。化学が好き
理由は何でもよいと私は思います。
興味ある

末吉：基礎的な学習や部活、行事など高校

す。
その中で、
将来どんなことをしたいか考えた
り、
実現するにはどうすればよいか考えたりする

生方の講義もとても素晴らしいものです。
た

だ大学での勉強や研究は自ら探求する姿
勢が大事なので、
日ごろから様々なことに疑
問を持ち、
調べることを習慣にするとよいと
思います。

大場：化学は様々な分野にまたがる学問な

ので、
学ぶことが多いのですが、
目の前の各
論にとらわれず全体を俯瞰してみると、
各事

象の関連性が見えてきて面白さが深まります。
さらに研究に取り組むと、
答えのない未知に
挑戦することになります。
ぜひ、
観察、
考察、
洞
察の３つの察を駆使して未知に挑む過程を
楽しんで欲しいと思います。
また化学の世界
では英語は必須です。
世界で活躍する化学
者になるべく、
英語もしっかり勉強して下さい。

司会：本日は貴重なお話をありがとうござい

ました。

物の部分構造の合成を行っています。
大学

の有機化学の授業で学んだことが直接的に

感覚が惹かれたきっかけです。

かし試行錯誤する中で、
他の単元とのつな

立岡：私の高校生時代は、
とにかくいろんな

がりや一般性を見出せるようになると面白

生かせることが面白さの一つだと思います。

ことを手当たり次第に行動した3年間でし

いと思えるようになりました。

新垣：量子生物化学研究室で、原子・分子

た。
失敗もたくさんしましたが、
その経験は今

立岡：受験勉強では、学校の教科書の知

の動きをプログラミングで書き、
疑似的な実

C H E M I ST RY
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トピック

TOPIC

プ

1 ナノサイズのジャングルジム

ルシアンブルー

レベルでの合成アプローチは、
レゴブロックに例えられ
ることもあります。

脂

2

脂質の機能を分析する

質の多様性

葛飾北斎の富嶽三十六景を見たことはあるでしょう

皆さんは脂質と聞いて何を思い浮かべるでしょうか？

か。絵の中で、青色はプルシアンブルーと呼ばれる顔料

栄養素の一つであり、
また細胞膜の主要な構成成分で

を用いて描かれています。
プルシアンブルーは、300年前

あることは知っていると思います。
またある種の脂質はホ

に開発され、約50年前に結晶構造が明らかとなりまし

ルモンのような働きをします。一方で、
生物は数万種類

た。鉄（II）
イオンと鉄（III）
イオンの周りに6つのシアノ基

の脂質を持っていると言われています。
しかし、上で述

が配位して、鉄イオン間をつないだジャングルジ
（CN ）

べたような脂質の役割だけではこれほど多様な脂質は

ムのような構造をもつ金属錯体です。一般的な組成式

必要ないように思われます。
これは脂質多様性の謎と

で書くと Fe4[Fe（CN）6]3 であり、[鉄イオン＋ヘキサシア

言われ、
現在でもこの謎は解明されていません。

−

ノ鉄錯体分子] の組み合わせと考えることもできます。

さて、
細胞膜には脂質以外に膜タンパク質と呼ばれ

300年の時を経て、現代化学の発展によりプルシアン

る一群のタンパク質が存在しています。
この膜タンパク質

ブルーは色だけではない様々な機能性を示す無機材

は細胞内への分子やイオンの取り込みや排出、
シグナ

料であることが明らかになっています。例えば、
ジャング

ル伝達など生命維持に欠かせない働きをしています。
最

ルジム骨格の隙間を用いて、
イオンを出し入れすること
も可能であり、
イオン吸着剤・除去剤や、電極材料として
の応用の可能性が見出されています。

分
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トピック

TOPIC

子のレゴブロック

未

踏の機能性材料を目指して

近、
脂質は膜タンパク質と相互作用することで、
膜タンパ
ク質の機能を制御していることがわかってきました。
した

分子のレゴブロックは、無機材料の構造と機能の設

がって、
多様な膜タンパク質の機能を制御するために多

計性に優れていることから世界中で活発に研究され、

様な脂質が必要なのではないか、
という仮説が考えら

多くの新物質が生み出され続けています。
しかしなが

れます。
しかし、
この相互作用の観察は非常に難しく、
仮

ら、誰もが親しんでいるレゴブロックのように、
「 次はこ

説の検証はなかなか進んでいません。

金属イオンはジャングルジムの節にあたり、骨格の構

の分子をつなげて…さて次はこれと…」
というように

造や電子状態を司る重要な構築素子です。
そのため、

様々な部品（分子）
を思った通りに組み合わせて無機

金属イオンを変える、金属イオンの酸化数を変える、組

材料を作るのは未だとても難しく、
そのような逐次的な

み合わせを変えるといった手法により、様々な機能性を

組み上げは夢の合成技術とも言えます。
その領域に到

もつ新しい物質を作り出すことができます。

達するには、過去を学び、新物質を生み出し、理解し、

の相互作用を分析する方法を開発しました。
ここでは表

最近、私たちは [鉄イオン＋テトラシアノパラジウム錯

議論することを通じた、学問を深める努力が不可欠で

面プラズモン共鳴
（SPR）
法と呼ばれる分析法を利用し

ジャ
体分子] から組み上がる Fe[Pd（CN）4] を合成し、

す。錯体物性化学研究室では、究極の無機材料とも呼

ています。
この方法ではセンサー上の分子のごく微小な

ングルジムを斜めから潰したような結晶構造であること

べる物質を生み出すべく、
日々研究しています。

質量変化を敏感に感知することができます。
ただSPR法

脂

と膜タンパク質の相互作用を簡便に分析することが可
能になりました。

【図1】脂質―膜タンパク質相互作用解析法

バ

クテリオロドプシン

このようにして開発した方法を高度好塩菌が生産す
るバクテリオロドプシン
（bR）
という膜タンパク質に適用
しました。
この膜タンパク質は光を吸収して水素イオンを
汲み出す働きをします。
高度好塩菌の持つ脂質とbRの
相互作用をこの方法で解析したところ、
S-TGA-1と呼
ばれる脂質が最も強く相互作用することがわかりました

質と膜タンパク質の相互作用

そこで生体分析化学研究室では脂質と膜タンパク質

を明らかにしました。
さらに、無機物質としては異常に

をそのまま使うだけでは脂質と膜タンパク質の相互作

柔らかいことを見出しました。
この新物質は、鉄（II）
と

用解析は難しいので、
以下の工夫をしました。
まずセン

パラジウム
（II）
イオンの周りに４つのシアノ基が配位して

サーの表面を細胞膜に似せた状態にして、
そこに膜タン

います。
つまり、鉄イオンと組み合わせる錯体分子ユニッ

パク質を結合させました
（図１）
。
また水溶性の低い脂質

トに着目し、予めシアノ基の数を分子レベルで制御する

を溶かす工夫をしました。
脂質がセンサー上の膜タンパ

ことで、新たな構造体創出に至りました。
このような分子

ク質に相互作用するとわずかに重くなるので、
この変化

C H E M I ST RY

から相互作用の強さを見積もります。
このようにして脂質

（図２）
。
さらに、
この脂質はbRが水素イオンを汲み出す
働きを高めることがわかりました。
このように脂質が膜タ
ンパク質の機能を高めることを実際に確認できました。
生体分析化学研究室では、
この方法をさまざまな膜タ
ンパク質に適用し、
脂質多様性の謎の解明に取り組ん
でいます。

【図2】脂質S-TGA-1によるbRの活性向上

C H E M I ST RY
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トピック

TOPIC

3

金属クラスター中の電子の振る舞いを
“可視化”する

化学科での教育

EDUCATION

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

電

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。

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

子の振る舞い

います。

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

化学科では設立以来、化学研究者、化学技術者のよう

電子は原子核の周りに形成される殻に収容され、殻
はさらに以下のような“原子軌道”に分類されることが
知られています。
この実験では、
レーザーの電場は空間の一定方向
に振動しています（図中の両矢印ε）。
その場合、球状
に分布している5s軌道の電子は、電場の方向に揺り動
かされ、
その方向に、
より多くの電子が飛び出します
（ε
と直交する方向には電子が1つも検出されません）。つ

高校生や一般の方でも、現在進行している研究の内
きます。夏休みに開催される「九州大学オープンキャンパ

な高度な化学的知識や思考を活かせる職業に携わり、

ス」では例年研究室が公開されます。また、年2回開催さ

日本の中核的･指導的役割を担う人材の育成を目指して

れる「特別談話会」も一般公開されています。化学科の

います。そのためには、化学に関する幅広い基礎知識を

ホームページにおいても、各研究室の研究概要が公開さ

体得するだけではなく、自然科学一般の原理や現象に

れています。ぜひ一度、覗いてみてください。

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

“軌道”というからには、原子核を中心に電子が周回運

まり、
この結果は、放出前の電子が5s軌道にいたことの

の指導をとおし、国際的に通用する最先端の研究を体

動している様子を想像すると思いますが、
そのイメージ

確かな証拠なのです。

験する必要があります。本化学科では幅広い分野の研

●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） 2022年8月10日
（水）
http://www.scc.kyushu-u.ac.jp/（化学科ホームページ）

は正しくありません。例えば、s軌道の形は、上図のよう
に球で描かれますが、p軌道、d軌道の形は複雑になり
ます。
ここでは、最も単純なs軌道の電子の様子を、実際
に知ることができるか見てみましょう。

金

属クラスター中の電子と超原子

カリキュラム

現在我々は、金属原子が数個から数百個凝集した

CURRICULUM

金属クラスターを研究対象にしています。金属クラスター
は、
構成原子数や元素の種類
（組成）
が1個変わるだけ

１年生では基幹教育科目を中心に履修し、専門分野

の進め方を学びます。最後に1年間の研究成果を口頭で

で、
その性質が劇的に変化します。
数と種類の組み合わ

を学ぶための基礎学力を養います。それと同時に、幅広

発表し、これに合格すると学士（理学）の学位が授与され

我々、量子化学研究室が最近開発した「光電子イ

せは膨大ですので、
新奇な性質を有し、
人類にとって有

い学問に接して高い教養を身につけ、人間としての視野

ます。さらに、より専門的なことや最先端の化学を学んだ

メージング装置」
を使うことで、電子の振る舞いを“可

益な金属クラスターの発見・開発が世界中で期待され

を広げます。2 年生からは専 攻 教育科目を中心に履修

り、本 格的に研究を続けたい場合は大学院に進学しま

視化”できます。電子を検出するため、装置内部は真空

ています。
そこで重要となるのが、金属クラスター中の電

し、化学のあらゆる分野の基礎を本格的に学びます。さ

す。本学科では、フロントリサーチャー育成プログラム、ア

に保たれています。
その装置に測りたい
状態（10−5 Pa）

子の振る舞いです。
電子はあらゆる物質の物理的・化学

らに、国際理学コース（p.2参照）では国際性を育む英語

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

試料を入れ、強力なレーザーを当てます。
その際試料

的性質を決めるからです。

による少人数教育や学際 性を養うための専門教育を受

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

けることができます。

実しています。

光

電子イメージング

から放出される電子の様子を、特殊な検出器とカメラ

上図（右）は、銀18個からなる陰イオンクラスター

を使って撮影します。
ここでは一例として、銀（原子番号

に、
先と同様の実験を行った時に撮影された画
（Ag18−）

り、Ag18にも原子と似た“s型”の軌道があるのです。Ag18

在します。負電荷を担う電子は最外殻の5s軌道に収容

のように、
原子と似た性質を持つクラスターは“超原子”と
れています。我々は、世界に唯一の実験装置を用い、金

点として見えますが、約100万個検出すると、右段上図

属クラスターや超原子中の電子の振る舞いを明らかに

C H E M I ST RY

することで、
次世代科学への貢献を目指しています。

専攻教育科目

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

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

（1年生〜2年生）

（1年生〜3年生）

卒業研究
（4年生）

業績報告会

出します。電子1個を検出すると、
カメラ上では1個の輝

学

呼ばれ、基礎・応用の両面から、近年特に興味が持た

大学入試

され、
レーザーを当てると、
その電子が真空中に飛び

基幹教育科目

業

の電子親和力を持つので、Ag −は真空中で安定に存

卒

しており、左の画像と分布（形）
が似ていませんか？つま

究を肌で感じながら、与えられた研究課題を中心に研究

入

高校化学ではあまり登場しませんが、
銀は約126 kJ/mol

（左）
の画像が浮かび上がります。

7

像です。
レーザー電場の方向により多くの電子が飛び出

︵学士号取得︶

47）
の陰イオンAg−を取り上げます。

4年生になると研究室に配属され、化学の最先端の研

ラム
プログ
ー育 成
ャ
チ
ー
トリサ 5 年 一 貫 ）
フロン
（
ト
ティス
イエン
サ
ト
ム
ンス
アドバ 成プログラ
育
取得
博士号
取得
修士号

大学院
修士課程
（2年）

大学院
博士後期課程
（3年）
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学生生活
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

CAMPUS LIFE

C
L

AMPUS
IFE
学生生活

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

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

験に合格すると、修士（理学）
と博士（理学）の学位がそれぞれ

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

授与されます。

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

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

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

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

の飛躍につながります。

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

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

しています。

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

62名

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

62名

19名

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

講義・学生実験

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

9
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化学科の研究室

RESEARCH GROUP

錯体物性化学研究室

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

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

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

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、

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

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

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

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

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

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。

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

■ メゾサイズ機能空間

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

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。

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。下記より、各研究室で行われている
研究の内容を紹介します。

生体分析化学研究室
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

無機・分析化学講座

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

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

有機・生物化学講座

複合領域化学講座

生体情報化学研究室
生物有機化学研究室
動的生命化学研究室
構造機能生化学研究室

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

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。

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。

分光分析化学研究室
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、
様々な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。

無 機・分析化学講座

錯体化学研究室

無機反応化学研究室

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、

当グループでは環境問題への科学的貢献を目標

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。

としています。世界最先端の原子分解能顕微鏡

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

■ 分子性触媒を用いた人工光合成システムの構築

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

中における有害元素や放射性核種の挙動を原

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。

子、分子レベルで明らかにしていきます。そのた

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。

11

技術と先進的なバルク分析法を駆使して、環境
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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。

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

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。

解明を目指しています。

C H E M I ST RY
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物理化学講座

有機・生物化学講座

分散系物理化学研究室

a

b

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。

生命の基本単位である細胞は、その遺伝子に蓄えら
（a）ゲルは高分子を架

れた情報を基に、非常に複雑で多様な化学反応を

橋した網目状の物質で

操縦・操作し、自己を複製したり独自の機能を発揮し

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

（c）体温付近で透明な

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。

ゲルを用いた代用水晶
体と豚 水 晶 体との 比

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

較。レンズ効果が確認

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

できる。

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。

量子化学研究室

生物有機化学研究室

わずか数個から百個程度の原子や分子が集合した

天然有機化合物の中には、特定のタンパク質や生体膜に

極微小な粒子を
「クラスター」
と呼んでいます。
携帯電話

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

の中のICチップなど、最先端の微細加工の大きさは

られています。天然からは極微量しか得られない天然有

1ナノメートル（100万分の1ミリメートル）程度ですが、

機化合物の構造解明および全合成を行うとともに、生物

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。

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
■ 究極の微小物質「クラスター」

薬剤の設計・合成を行う研究に取り組んでいます。

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

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。

に作用して強い生物活性を発現します。

光物理化学研究室

動的生命化学研究室

生命現象は、細胞内の様々な生体分子が協力し合いなが

本研究室では、化学の原理を考案・応用することで、合成蛍
光分子でタンパク質を化学標識・可視化するケミカルバイオ
ロジーの技術を開発しています。
この技術を用いて、生きた

クな物理・化学現象です。従って、生命現象の究極的な理

細胞の中でタンパク質がいかにして動き、生命現象を制御し

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

ているかを明らかにします。
さらには、化学標識技術を駆使

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

して、
タンパク質に加え、核酸や糖鎖の制御する生命現象を

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。

■ 天然有機化合物の３次元構造

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

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

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。

解明するとともに、生体分子の機能を自在に制御することを
目指しています。

■ タンパク質の化学標識と生細胞可視化

構造化学研究室

構造機能生化学研究室

イオンの水和は身の回りでいつも起こっている化学

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

現象です。イオンと水との相互作用は古くから研究

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

されていますが、現在でも未解明な点が多く残って

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

います。私達は、分光実験と理論計算を用いること

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。

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。

■ 金属イオンの水和
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。
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生体情報化学研究室
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■ 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
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。

C H E M I ST RY
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先生からのメッセージ

複合 領域 化学講座

MESSAGES

理論化学研究室
桑野

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

良一

（分子触媒化学研究室・教授）

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

■ 分子軌道

反応をはじめ、化学現象の多様な世界を理

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。

論的に明らかにしようとしています。

この軌道を求めることによって、分子の性質

化学と関係なさそうなことも、
化学が大きく関わっています。
最近ではmRNAワクチ
ンが話題になりましたが、
その実現には有機化学や高分子化学が大きく関わって
おり、
成分として多くの有機化合物を含んでいます。
化学の新発見がすぐに世の中
の進歩につながることは稀ですが、
その発見が遠い未来の進歩に不可欠なものに
なることはあります。
こういったことを考えながら、
化学に取り組んでみませんか？

や化学反応などを理解することができます。

大橋

和彦

（構造化学研究室・准教授）

触媒有機化学研究室

「なぜだろう？」
と感じる好奇心が大切です。素朴な疑問から研究が始まることも
あります。仲間と議論し、理論を組み立て、実験を繰り返す。
そうして見つけた
「答
え」
はまだ世界中の誰も知らない新発見！みなさんも研究者の仲間入りをしてみ
ませんか。

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

宇都宮

も積極的に取り組んでいます。

理学の研究では、
自然界で起きている現象を正しく理解することも大きな目標の
一つです。原子スケールで観察すると、時に思ってもいなかった反応が起きてい
ることが分かります。誰も見たことのないものを世界で初めて見る衝撃的な感動
を、
これからの若い学生に経験してほしいと思っています。
それが科学を発展さ
せる原動力になると信じています。

分子触媒化学研究室
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。

聡

（無機反応化学研究室・准教授）

■ 有機合成反応の進行と
エネルギーとの関係

荒川

エネルギーの山が高いために
（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

現在に至るまで、多くの科学者が自然現象を探究し、
『我々はどこから来たのか。
我々は何者か。我々はどこへ行くのか。』
という問いを追究してきました。化学は、
そんな壮大な問いに分子スケールで挑む学問です。疑問を解決する度に新たな
謎が生まれ、世界は
「誰も知らないこと」
で溢れています。次々に現れる未知に向
き合う日々は、古代からの知の蓄積に貢献する悦びに満ちています。

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。

量子生物化学研究室
生体での化学反応の主役は、蛋白質等の生体高

桶谷

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。
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雅

（量子化学研究室・助教）

反 応 物 が 山 を越 えら れ ない

亮介

（光物理化学研究室・助教）
この描像から、 溶媒が大きな役割を果たすこの描像へ

■ 真空中の2つの巨大分子と溶媒中の2つの巨大分子
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。

工学部応用物理学出身の私が所属していることは、化学科が広い間口を持って
いる証の一つだと思います。化学科では化学、物理学、生物学、医学、工学など、
さまざまな分野の知識と技術を融合して最先端の研究を行っています。分野横
断的な研究をやってみたい、
その出発点として化学を学びたい、
という人には最
適だと思います。
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進 路・就職

CAREER

卒業生からのメッセージ

学部卒業生の約78％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

京都大学エネルギー理工学研究所
エネルギー機能変換研究部門 特定助教

大日本印刷株式会社
生活空間事業部 製造本部

間に差はありません。

安東 航太

岡田 萌水（旧姓：木村）

平成24年度

平成30年度

化学科卒業

私は現在、京都大学エネルギー理工学研究所で水の電気分解による水素製造
について研究しています。理科の実験で水を電気分解すると電極に泡がたくさん
つくのを見た経験があると思います。泡がいると電解質が電極へと近づきにくくな
り、電気分解に余分な電力を必要とします。泡の発生場所や挙動と電極構造との
対応関係を調べ、電極上の泡を減らす方法について考えています。
九州大学理学部化学科では最初の3年間で有機化学、無機化学、物理化学と
化学について幅広く学びます。講義はもちろんのこと全分野の実験も行います。現
在の私の研究は電気化学と呼ばれる物理化学の一分野に含まれます。学生時代
は物理化学の他の分野に興味があり、大学院では全く異なる研究をしていました
が、
そのときに培った光計測技術や装置設計ノウハウが役立つということで現在
の研究を始めました。現在の研究では泡の観察はもちろんですが、電気化学測定
も行います。
また今まで馴染みのなかった電気化学分野の論文も大量に読みます。
講義や実験で教わった測定法や技を頻繁に使ったり、論文の内容を理解するの
に昔の教科書を引っ張り出したりと学生時代に学んだ知識、経験が活かされてい
ます。私のように化学の範疇とはいっても全然想像もしなかった分野に将来関わる
人が皆さんの中にもきっといるでしょう。最先端の研究といっても流行っているのは
数年で、
その知識で一生食べていける保証はありません。工学部や農学部でより専
門的な化学知識を身につけるのも一つの選択肢ですが、理学部化学科で多種多
様な化学に触れておくのも決して悪くない選択肢だと思います。
最後になりますが、化学を学ぶには数学と英語がとても大切です。
また、科学の
世界では数値データを基に議論し、論文は全て英語で書かれます。化学だけでなく
数学と英語もしっかり勉強してください。入学試験での配点も大きいので勉強して
損はありませんよ。

進学

進学

立教大学理学部化学科

※進学率は令和3年度卒業・修了生の実績。

■ 主な就職先
化学系
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
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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）

製薬系
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）

技術第1部

化学科卒業

私は現在、
メーカーで生産技術の仕事をしています。業務内容は専攻内

容とは異なりますが、化学科で培った思考・分析能力や経験が活かされ

ていると感じる場面は多々あります。

私は小さい頃から化学実験が大好きで、大学ではもっと化学を専門的

に学びたいという思いから化学科への進学を決めました。大学での学び

は、
これまでとはスケールも専門性も桁違いでとても刺激的でした。化学と
言っても、有機・無機・量子・生物など様々な分野に分かれており、
それぞ

れが深く勉強できる環境と機会が広がっているのです。座学では、各分野

の第一線で活躍されている先生の授業や、図書館での膨大な資料で知

識を深められます。研究室では、数多くの分析機器や化合物に触れること

ができ、学会では最新の研究を知ることができるといった、
自分の知りた
い！をとことん追究できる機会があります。

化学科で学びを進める中で、今現在明らかになっていないことは意外

にも多く、
それを明らかにしていく環境や機会が九州大学化学科は整って
いると実感しました。私は、勉強や研究で行き詰ることも多々がありました
が、
その時は先生方や友人のサポートで乗り越えることができました。
その

ような方々に出会えたことも化学科に在籍できて本当に良かったと思う点
の一つです。

化学に関して知識を深めたい・最先端の研究をしたいと思う方には九

州大学化学科は最適な場所だと思います。皆様が化学科で有意義なキャ

ンパスライフを送ることができることを心待ちにしています。

8%

78%
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MESSAGES

情報系
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）

電気・機械系
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）

研究・教育系
大学法人・学校法人

その他研究機関

・北海道大学

・国立環境研究所

・筑波大学

・産業技術総合研究所

・金沢大学

・分子科学研究所

・新潟大学

・物質・材料研究機構

・東京理科大学

・化学物質評価

・東京工業大学
・東北大学
・愛知教育大学
・京都大学
・大阪大学

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

・九州大学

・先端医療振興財団

・福岡大学

・化血研

・山口大学

・福岡県工業技術

・佐賀大学
・福岡女子大学

センター
・九州環境管理協会

・京都工芸繊維大学 （他）
（他）
公立・私立
高校・中学校教員

官公庁
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）

ダイキン工業株式会社

助教

中薗 孝志

坂本 理沙

平成23年度

平成29年度

化学科卒業

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

技術営業職

化学科卒業

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

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

の人生に大きく影響を与える貴重な時間でした。

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

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

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

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

られています。

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、

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

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

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。

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

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

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

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々にとって、
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

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
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

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。

行って下さい。
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