
　「光がどのように物質と相互作用するか」を明らかにすることは科学
における中心テーマの一つであり、その探求によって現代科学の礎が
築かれてきました。特に最近では、高い時空間コヒーレンスを持つ
レーザーの誕生によって光の様 な々パラメータを自在に操ることが可能
となり、光の性質を極限まで利用する新しい物質研究が大きな広がり
を見せています。これによって例えば原子や分子が、強いレーザー場
において「光の衣をまとった」状態となったり、アト秒領域の極めて短
い光パルスを発生するなど、弱い光の場とは本質的に異なる応答を示
すことが明らかとなっています。光物理化学研究室ではコヒーレントな
光の持つ性質を駆使し、先端的分光手法によるフェムト・アト秒領域
の超高速分子ダイナミクスの可視化、波形制御した高強度レーザー
パルスを反応場とした新奇化学反応過程の開拓と制御に向けた研究
を進め、物質科学の新たな展開を目指しています。

　分子性物質に「金属」や「超伝導」「強磁性」などのpropertyをつ
くりだす研究が大きく発展しましたが、近年、このような分子物性研
究の出口のひとつとして、有機トランジスタや有機太陽電池などに代
表される有機エレクトロニクスやスピントロニクスが関心を集めてい
ます。物性化学研究室では、分子物性研究で培われた有機ラジカル
などの特徴ある分子により、界面電気２重層などの新しい構造を取
り込んだ有機エレクトロニクスを提案するとともに、デバイス構造を
利用することによって新奇な分子物性を引き出す研究を推進してい
ます。最近では、高効率・高速の有機光電変換セルや高エネルギー
密度分子クラスター２次電池、電気２重層有機薄膜トランジスタな
どを開発しましたが、物性化学、固体物性、固体電気化学、スピン科
学などを融合し、基礎と応用においてWin-Winの関係を築く研究を
展開しています。

物性化学研究室　～有機エレクトロニクスの研究～

光物理化学研究室　～極限的な光による新奇現象の探索と物質制御～

　理学部化学科は､昭和１５年の学科創設以来､先導的
な研究成果を発表し､化学研究の新たな方向を指し示すな
ど､長年にわたり数多くの素晴らしい研究成果をあげ､世界
をリードしてきました。卒業生が日本国内はもちろん､世界に
雄飛して活躍していることは広く認められているところです。
また、中核的拠点形成（COE）プログラムでの卓越した成
果が認められ､平成１０年に物質科学国際研究センターが

創設されました。最近では、平成24年度からトランスフォー
マティブ生命分子研究所（ITbM）が化学系教員を中心に
設立され、次々に世界レベルでの目覚ましい成果をあげて
います。
　このように化学科では､研究・教育両側面での整備を着
実に進め､国内外を通じてトップクラスの研究・教育環境を
実現してきました。

世界をリードする、理学部化学科の研究分野と実績。

研究テーマ
化学科は、物理化学系、無機化学系、有機化学系の３つのグループのもとに、
光物理化学、物性化学、量子化学、物理化学、分子組織化学、無機化学、生物無機化学、
有機化学、機能有機化学、生物有機化学の10研究室・グループと、
ノーベル化学賞を受賞した野依教授が主宰する特別研究室があります。
以下に、各研究室の研究内容の概要を示します。

物性化学研究室の風景

光物理化学研究室の研究テーマ概要
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物理化学グループ　～ナノマテリアルを軸としたナノサイエンスの研究～
　物理化学研究室では、ナノメーター（10億分の1メートル）領域の
新しい物質を対象に、物質創製、構造解析、物性探索を縦断的に行
うことを通して、ナノサイエンスに新しい展開をもたらすこと目指して
います。カーボンナノチューブに代表される”ナノカーボン”、グラフェ
ン・遷移金属ダイカルコゲナイドを始めとする”原子層”などのナノス
ケールの物質では、量子閉じ込め効果によってバルク物質とは大き
く異なる物性が現れます。これらナノスケールに特徴的な物性を引き
出し・理解し・利用するため、化学気相成長法や分子線エピタキシー
法を用いた物質創製、電子顕微鏡やプローブ顕微鏡を用いた構造
解析、半導体微細加工技術を用いたナノデバイス作製と計測を連動
するアプローチで研究を進めています。

　各研究室の研究教育を支える支援組織として、化学事
務室、理学図書室、ガラス室、化学測定機器室があります。
また平成10年度には、化学系研究室が中心となって、物質
科学国際研究センターが、新しい物質の創造とその機能の
解明を目指して創立されました。有機物質合成研究、無機

物質合成研究、物質機能研究、生命物質研究、分子触媒
研究分野の5分野から構成され、化学系の各研究室は、教
育研究の両面においてこの物質科学国際研究センター
と密接に連携を保ちながら運営されています。

先導的な研究を支える、さまざまな支援組織。

物理化学研究室での実験の様子

　理論及びコンピュータの先端技術を駆使して、化学反応や結合の
メカニズムを理解し予測などを行う研究に取り組んでいる。近年、量
子力学の方程式を高速計算できる技術（「量子化学計算」）が現れ、
触媒など様 な々系を対象に、化学反応や機能性を計算機上で精密に
シミュレートすることが実現されている。本研究室では、先端的な量子
化学計算法を駆使した理論研究を進める。そして、挑戦的な化学電
子論の問題に向けて、より高い適応性を有する先進的な理論とそのア
ルゴリズム、高性能ソフトウエアの開発研究を行う。計算の力を最大
限に利用し、実験研究者が抱える問題や未知なる化学や生物化学の
謎の解明に取り組み、原理や理屈を導き出すことを目指す。

量子化学研究室　～コンピュータを用いた理論化学とそのデジタルワールド～

量子化学計算を基盤とする理論化学の展開
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研究テーマ

受験生との一問一答。

O君・Sさん：
M教授：

K君：

M教授：

O君：

T君：

M教授：

名大の化学科に興味をもっているのですが、内容を説明していただけますか。
この学科の教育の特色を一口でいうと、徹底した少人数教育の実
践です。学科定員は50人ですが、それに対して35人の教員がいます。
４年生では、１年間の特別実験があり、各研究室に配属されて、実験
の指導を受けるようになっています。その際、教員が各々の学生の個
性を生かした教育をするようにつとめていますので、意欲ある学生に
は学びやすい体制だと思います。卒業生の社会的評価が高い例が
多いのもこのような教育体制が寄与しているものと自負しています。
３年生の時は、実験の時間が多くレポートが大変でしたが、４年生に
なって研究室に配属になってからは、自主性を尊重した教育、研究
指導が行われているので、腰を落ち着けて勉強しています。

化学科のもう一つの特色は、研究の環境、設備、業績、どれをとっても
国際水準を超えているということです。化学の勉強を深く進めたい学
生にとっては、恵まれた環境だと思います。
高校の教科書を見ると、化学は暗記物のように思えて、余り興味を
感じないのですが、大学ではどうでしょうか。
それは、誤解があります。大学の講義では、分子構造のような化学の
基本となる考え方がすぐに出てきて、高校の化学とは随分感じが違
います。今は、どの分野でも理論的基礎から積み上げて勉強しない
と、先に進めません。大学に入ってからも、化学はいうまでもなく物理
学、数学、生物学、地学などの広い勉強が必要です。
化学の勉強では、いろいろな実験を経験して、そこで起こっていること

化学科の実情を知るには、受験生の質問に応えるのが適当と思います。
質問者は高校生のO君とSさん、答えるのは化学科M教授、X教授、K君（４年生）、T君（大学院生）です。

　身の回りで用いられている物質は、地球上の限られた資源から
作られたものであり、その物質合成には触媒が大きな役割を果たし
ています。無機化学研究室では、触媒をキーワードに、新しい無機
化合物を作り、優れた触媒作用をもつ新物質を生み出す研究に取
り組んでいます。特に、燃料電池の要である電極触媒は、発電時の
燃料電池セルの中で起こる様々な現象、課題を、基礎から明らかに
しながら、新しい触媒材料の開発を進めています。また、化学反応
を促進する触媒のブラックボックスを開ける革新的な反応可視化
計測により、触媒活性を生み出す構造やその作用、仕組みや働きを
可視化すると共に、機械学習を利用して触媒機能の を解き明か
す研究も行っています。これまで観ることのできなかった触媒反応
の世界を視覚化する反応インフォグラフィー科学を、世界に先駆け
て切り拓き、次世代の物質開発につながる新しい研究領域の開拓
を目指しています。

独自の設計で触媒表面を創り、先端計測で触媒の姿・働きを可視化する

無機化学研究室　～触媒を創り、触媒の姿・働きを観る～

　今日まで合成化学は、個々の分子をいかに創るかを追い求め、さらにそ
れらの分子の電子構造に基づく物性や反応性を系統的に体系化してきま
した。一方、生体分子システムに目を転じると、個 の々分子だけではなく、多
種・多数の分子が組織化により新たな電子系を獲得し、高い機能を発現
していることに気がつきます。分子が組織化することにより、それぞれの電
子構造の足し合わせではなく、互いの分子が強く影響し合った新しい電子
系を生み出すことができることを表しています。よって、これからの合成化学
は、分子組織を巧みに操ることで、分子間の無限の組み合わせを制御し、
分子組織機能を創出することで大きな展開を見ると期待できます。
　分子組織化学研究室では、有機分子、金属錯体分子、高分子、生体分
子など、様々な分子を組織して、新しい人工機能分子システムを構築する
ことを目指しています。例えば、分子サイズの小さな孔が無数に空いた液体
を作り、新しい反応場を構築することや、金属錯体を高次に組織化して、エ
ネルギー変換に通じる新しい触媒を作り出すことにチャレンジしています。

分子組織化学研究室　～分子を組織化して新しい分子機能を創り出す～

分子の相互作用を利用して分子組織機能を引き出す
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Sさん：

X教授：

をよく観察し、深く考えることが大切です。自然科学のどの分野でも
同じことがあてはまるのでしょうが、化学では特にそれがいえます。身近
な現象でもその背景には重要な学問的意味があることが多いと思い
ます。ある実験を進めている過程で思いがけない新事実が見つかった
り、新たな着想が芽吹くことは、化学では決して珍しくないのです。
同じ名大の中に工学部・農学部にも化学関連の学科がありますが、
理学部の化学科とどのように違うのでしょうか。
理学部では学問の基礎とする立場から研究・教育にあたっています。
「地球環境の危機」が真剣に論じられている現在では、視野を広く取
った基礎研究が重要なことには議論の余地はありません。ときには、
現在当然と思われていることに疑問をもたねばなりません。「フロンの
危険性」の指摘は、地道な基礎研究に基づく鋭い考察から生まれまし
た。建前として応用を考えなくてよい理学部が学問の進歩に果たす役
割は大きいと思います。

理学部では大学院に進学する場合が多いそうですが、どういう理由でしょうか。
卒業後も研究をしたい、研究者になりたいと思い、さらに化学の勉強を続け
ることを希望する学生が多いことがあげられます。正直なところ、学部の４
年生までに自分に合った場所を見出すのが困難な場合もあるでしょう。大
学院に進んで、ようやく自分の適性に気付くのは、珍しい例ではなく、健全な
ことだと思っています。名大理学部では１年生終了時に学科への分属が決
まります。世間の評判や周囲の雑音に影響されずに、自分の判断で進路を
決めましょう。遅すぎると考えてはいけません。その後も常に悩みながら人生
を送るのが「青春」の特権ではないでしょうか。一度しかない「青春」のかな
りの部分を過ごすにあたり、後に悔いが残らないような決定をして欲しいと
思います。どの専門に進んでも、その中に自分の能力と可能性を伸ばせる
余地が秘められていることを、一時も忘れないでください。
大学院まで視野の中に入れて進路をじっくりと考えたいと思います。
ありがとうございました。

O君：
X教授：

O君・Sさん：

　生物無機化学研究室では、金属蛋白質や人工核酸を利用する新
しい物質変換系や分子認識手法の開発を行っています。蛋白質の機
能改変では、遺伝子操作によって部位特異的にアミノ酸を置換する
手法や、ランダムにアミノ酸を置換して無数の変異体を作成し、目的の
機能をもった変異体をスクリーニングによって選び出す手法などが一
般的で広く行われていますが、我々の研究室では、金属酵素が対象と
している基質の偽物を酵素活性化分子として取り込ませる手法や、金
属蛋白質中でその機能の根幹となっている金属錯体を合成金属錯体
に置き換えることで、天然に存在する金属蛋白質の機能を大幅に変
更する手法などを開発しています。例えば、シトクロムP450と呼ばれる
鉄イオンを活性中心として持つ金属酵素に、「偽物の基質」（デコイ分
子）を取り込ませることで、ベンゼンをフェノールに変換可能なバイオ
触媒系を開発しました。デコイ分子を改良することによる活性の強化
などに取り組んでいます。

生物無機化学研究室　～生体活動をつかさどるタンパク質の理解と応用を目指して～
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研究テーマ

有機化学研究室　～分子をつなげて価値を生む合成化学～

　分子において、σ電子が原子どうしを連結させ、分子骨格を形づく
る根幹的役割を担うのに対し、π電子は、発色、発光、電子物性、磁性
など、分子の電子的性質を決定づけます。自然界に
もπ電子が となる機能分子が多く存在し、生物発
光、光合成、色の認識など多様な機能を生み出して
います。我々の課題は、このπ電子の特性をいかに自
在にあやつり、分子の機能を追求するかです。特に
我々のコダワリは、コンセプトの提案に重きを置いた
分子設計です。B, Si, P, Sといった典型元素の個性
を生かした分子デザインにより、従来のC，N，Oを中
心とする有機化学では実現できない物性・機能をも
つ分子系を創りだせます。また、π骨格の分子間相
互作用の制御も になります。これを自在に制御で
きれば、光・電子物性の大幅な修飾につながります。
これらの取り組みにより、有機LEDや有機太陽電池
などの未来エレクトロニクスを切り拓く有機半導体
材料や、バイオイメージングに革新をもたらす蛍光分

子の開発など、材料科学から生物学までの広範な分野の発展の駆動
力となる有機化学を展開したいと考えています。

　我々の夢は、合成化学の力を結集させて画期的な機能性分子を世
に送り出すことです。この究極のゴールを念頭に、触媒
が拓く新合成化学を基軸としたものづくり研究を行
なっています。例えば、有機分子に遍在する炭素水素
結合を活性化し、様々な分子を自在に連結する画期
的な触媒を多数開発しました。それらは新しい生命機
能分子の開発に応用することができ、既に世界中の企
業の開発研究や製造工程で利用されている他、植物
成長を制御する分子や動植物の生物時計を制御する
分子の開発にもつながっています。また、最短カーボン
ナノチューブ分子CPPの合成を達成するとともに、これ
を鋳型に用いたカーボンナノチューブの直径制御ボト
ムアップ合成に世界で初めて成功しました。さらに最
近、化学者にとって長年の夢の分子であったカーボン
ナノベルトの合成を達成しました。精密にナノカーボン
を合成する新手法の開発も行っており、我々の研究室

から「分子ナノカーボン科学」という新潮流が生み出されています。

機能有機化学研究室　～革新的機能性分子の創製に挑む～

光・電子機能性π電子系の創出に向けたアプローチ
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　卒業生の行き先は、大学の教員、高校の教員、国家・地
方公務員、民間企業の研究員などの広範囲にわたってい
ます。企業の業種としては、化学だけでなく、食品・電気・機
械、ときには金融・サービス業にまでおよんでいます。この状
況は、卒業生の「物質」に関する幅広い知識・考え方の習
得が評価されているためと思われます。2020年度の実績
は進学45名、企業等8名となっています。この割合は毎年
ほとんど同じです。最近は、より高度の研究・教育を求めて

大学院への進学率が高くなっています。修了後の就職問
題は重要ですが、現在の博士課程前期修了者に対する
求人は十分多く、心配しなくてもよいでしょう。後期課程修
了者については、特定の研究室に長く所属して「専門家」
になっている点をどう評価されるかがポイントです。結果から
みると、目的意識をしっかり持ち、たゆまぬ努力とともに意見
をはっきり述べることができる学生は希望通りの就職先を
得ているようです。

化学科卒業生の進路

特別研究室　～「完全化学反応」の実現に挑戦する～
　収率１００％かつ選択制１００％の「完全化学反応」の達成は、学
術的に重要であるだけでなく、将来の化学産業を支える礎にもなりま
す。さらに、地球環境を蝕み続けてきた未熟な化学反応を用いる工業
プロセスを完全化学反応に切り替えることは、化学に対する社会的な
要請です。
　特別研究室では、この観点に立脚して、有機金属化学に基づく新し
い反応剤および触媒を開拓することにより、完全化学反応の実現に
取り組んでいます。その成果として、これまで生物的手法によってのみ
可能とされてきた光学活性化合物の選択的合成に成功しました。こ
の「不斉反応」の技術は、世界最大規模の香料（-）-メントールやβ-ラ
クタム系抗生物質の工業生産の実現に大きく貢献しました。また、特
別研究室では、優れた機能をもつ物質の創造にも挑戦しています。た
とえば、人体の循環器系や消化器系の恒常性を保つために不可欠な
化合物群にプロスタグランジン類がありますが、これらと全く異なる生
理機能をもつ人工類縁体の合成を可能にしました。分子触媒と光学活性医薬関連物質

生物有機化学研究室　～化学を基盤とする核酸医薬品の開発～

 Ship in a bottleの概念による生体内有機化学反応

　生命現象に影響を与える生理活性分子および機能性分子の設計
原理を有機化学と分子生物学の両観点から研究している。具体的に
は核酸誘導体を合成し、創薬を志向したタンパク質機能制御および
遺伝子発現制御法の開発を行っている。有機化学によるこれらの合
成と分子生物学による機能評価は両分野に精通している研究室なら
ではの研究である。これらの分子は生命科学における基礎研究に利
用できると同時に、医薬品としての応用も期待されている。しかし低分
子医薬品と比較すると細胞への導入が困難であるため、生体分子の
医薬品としての利用はハードルが高い。よって当研究室ではこれを解
決し生体分子の医療応用を実現するため高分子の細胞導入を容易
にする化学修飾の研究開発も行っている。遺伝子の世紀と言われる
21世紀において核酸研究の重要性は日々増しており、当研究室ではこ
の分野に基礎と応用の２つの切り口から研究を行っている。
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