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本パンフレットでは，埼玉大学の学部組織である理学部基礎化学科，大学院理工学研究科・教育部に

属する博士前期課程化学系専攻基礎化学コース，および博士後期課程理工学専攻物質科学コースの

基礎化学系分野，において行われている教育研究活動，所属教員，研究室について紹介します。 

理学部基礎化学科は，昭和２４年に設置された文理学部理学科化学講座，理工学部化学科（昭和４１

年），理学部化学科（昭和５１年）を経て，平成７年度に新しい研究分野を加えて発足し，「合成化学講座」

と「解析化学講座」の２講座に所属する教員が教育と研究を行ってきました。平成１８年度からは大学院改

組に伴い，教員は大学院理工学研究科研究部・物質科学部門の「物質基礎領域（元素化学研究分野）」

と「物質機能領域（機能分子解析）」に所属していますが，引き続き基礎化学科の教育を担当しています。

また，最新の測定・分析機器が設置されている「科学分析支援センター」に所属する化学系教員も，基礎

化学科の講義や研究に協力しています。 

大学院理工学研究科・教育部の博士前期課程は６専攻に分かれており，基礎化学コースは応用化学

コースとともに化学系専攻を構成しています。この２コース間では授業が共通に開講されており，また理化

学研究所と産業技術総合研究所の研究員が連携教員として教育／研究に参加しています。 

大学院理工学研究科・教育部の博士後期課程理工学専攻は６コースに分かれており，基礎化学系の

教員は物質科学コースにおいて教育を担当しています。 

 

 

教 授 中林 誠一郎 （反応物理化学）表面界面での化学反応の動的な挙動と非線形科学 

教 授 石井 昭彦 （有機ヘテロアトム化学）14，15 および 16 族元素を含む特異な有機化合物の

合成と反応 

教 授 若狭 雅信 （光化学・スピン化学）有機・有機金属化合物の光物理化学と磁場効果 

教 授 高柳 敏幸 （理論化学・化学反応論）化学反応ダイナミックスにおける量子効果の研究 

教 授 二又 政之 （表面・界面化学）局所環境下における分子の挙動解明：手法の確立と適

用 

教 授 斎藤 雅一 （有機典型元素化学）有機典型元素化合物の合成，構造および反応 

准教授 長谷川 登志夫 （香料有機化学）香気植物の香気特性とその成分の構造と香りの関係の解明 

准教授 杉原 儀昭 （有機化学）含ヘテロアトム有機化合物の合成，構造，反応および機能性 

准教授 上野 啓司 （固体化学・表面物性化学）薄膜・ナノ構造形成とその物性探索 

准教授 前田 公憲 （量子生物物理化学）光・磁場・磁気共鳴による反応中間体のスピン動力

学，渡り鳥など，生物の磁気感受 

准教授 吉川 洋史 （光物理化学・生物物理化学）光学的手法によるソフトマターの操作・計測と

物理化学特性の解明 

講 師 齋藤 英樹 （結晶化学・物理化学）新しい機能性固体の合成，構造および物性 

講 師 佐藤  大 （有機化学）新しい芳香族化合物の合成，構造および反応 

助 教 中田 憲男 （有機化学）典型元素および遷移金属を含む有機化合物の合成と構造解明 

助 教 古川 俊輔 （有機化学）有機典型元素化学と有機エレクトロニクス材料の開発 

助 教 矢後 友暁 （物理化学）電子スピンをプローブとした光化学反応の研究 

助 教 川村 隆三 （高分子化学・生物物理化学）運動タンパク質の構造体形成と機能探索 

科学分析支援センター 

准教授 藤原 隆司 （無機化学・錯体化学）遷移金属錯体の合成，構造と機能性 

 

基礎化学科，基礎化学コースについて 

 専任教員の専門分野と主な研究テーマ（平成３０年度） 



 

 

基礎化学科では，「物質とは何か」について，すなわちさまざまな物質の反応や性質を研究し，構成原

子や分子の構造を調べ，新たな物質を合成しよう，という学問を行っています。6,000 万種以上という膨大

な数の物質が知られ用いられている現代社会においては，物質の性質や構造および機能を研究すること

は非常に重要です。現代の化学は，試験管とビーカーだけで実験するものではありません。最先端の技術

を駆使した機器や，精密な分析手法，コンピューターによるデータの処理等を活用して，新しい化合物を

探索し，新しい機能を持つ物質を開発しようとするのが最近の化学研究の方向です。 

私たちの学科は，全国で唯一の基礎化学科です。基礎化学科と言っても，化学の基礎だけを教育する

のではありません。物理化学，無機・分析化学，有機化学など化学研究の土台となる分野について重点を

置いて教育し，さらにそれを礎にして応用の分野まで幅広く教育しています。 

 

 

基礎化学科のカリキュラム体系図 

 

基礎化学科では，１）現代の化学を総合的に理解するための基礎知識の修得，２）化学の研究者，教

育者，技術者またはその周辺の化学を専攻する者に必要な基礎技術の修得，３）自然科学における「化

学」の役割を理解し，社会における重要性を認識した，広い視野をもつ社会人の育成，を目標に学生の

教育を行っています。上記の目標を効果的に達成するため，早期に化学の基礎知識を身につけ，現代化

学の全体像を理解して「化学」に自発的に興味がもてるようなカリキュラムを組んでいます。 

基礎化学科に入学すると，１年次には，基盤科目，外国語科目と並行して，化学を専門として学習・理

解するために必要な「数学」と「物理学」，化学の系統的専門科目の入門編として「物理化学」，「無機・分

析化学」，「有機化学」を学びます。また，「化学基礎実験 I」で化学実験の基本技術を修得します。２年次

と３年次には，「物理化学」，「無機・分析化学」，「有機化学」の３つの大きな系列を系統的に学びます。２

年次の「化学基礎実験 II」，３年次の「合成・解析化学実験」の授業を通して，化学実験の面白さや不思

議さを体験するとともに，卒業研究を行うための基礎技術の修得を行います。４年次の「卒業研究」では，

研究室に所属して一つの研究課題に取り組み，結果を出してそれを考察していく方法を修得します。 

これら授業をよりよく理解するためには，化学が本当に好きであることが大切であり，基礎化学科としては

化学と実験が好きな学生が多く入学してくれることを望んでいます。将来，幅広い視野を持った研究者，

教育者および技術者などになるためには，他の学問分野（例えば数学，物理学や生物学など）にも興味を

持つことと英語など外国語を使いこなせることが重要です。埼玉大学理学部基礎化学科で化学の知識や

技術を学び，物質の際限のない探究の世界にむけてはばたこうではありませんか。 

理学部基礎化学科の教育理念とアドミッションポリシー 



 

 

理学部では学部卒業後，さらに大学院に進学する学生が増加しています。これは，科学技術の進歩に

ともない，専門家として社会に貢献するためには，学部段階での基礎的な知識の他に，研究者としての素

養を身につける必要があるためです。実際，企業で研究面での職種を希望する場合や，高校教員の採用

にあたっては，修士の学位取得者が有利になってきています。 

最近は，卒業生の約６０％が大学院へ進学しています（下グラフ参照）。進学先は埼玉大学大学院を含

め，国立大学法人および公立大学の大学院がほとんどです。専攻分野は化学が主ですが，物性物理学，

工学，環境分野，生命科学など，化学と関連する学問を含めた広い範囲にわたっています。これなども現

代の化学が自然科学の多くの分野から必要とされていることを示すものです。 

一方就職先ですが，企業からの求人は，化学関係企業からの求人が最も多くなっています。金属・鉄鋼，

精密機器，電気・電子，食品・衣料，資源・環境，機械・設備といった業種の企業からの求人でも，望まれ

ている人材は化学関連の職種であることが多く，それらを含めると「化学関係」が占める比率はさらに高くな

ります。実際に学部卒業生の就職先は，化学関係の企業，および情報関係の企業が多数を占めています。

高校教員や国家・地方公務員（主に化学系の研究所や試験所など）として教育・研究職に就く人は，ほと

んどの場合大学院を修了してからで，学部卒の人は少なくなっています。 

 

主な就職先・進学先（平成２７～２９年度） 
就職先：エコス，新日本科学 PPD，ジャステック，ちふれ化粧品，PCI ソリューションズ，いわき，日立 SC， 

DHC，コンセプトアンドデザイン，塩野香料，国立印刷局，大成ファインケミカル，シンシン，キシダ化学，

ユニチカ，ノジマ，ツリーベル，東日本旅客鉄道，ジヤトコエンジニアリング，武蔵野，埼玉県庁，埼玉県警

察，中・高等学校教員，など。 

進学先：埼玉大学大学院，北海道大学大学院，東北大学大学院，筑波大学大学院，東京大学大学院，

奈良先端科学技術大学院，など。

基礎化学科卒業生の進路 

基礎化学科卒業生の進路 

（最近 5 年間 242 人） 



 

 

入学試験（２０１９（平成３１）年度入学） 

１．推薦入学試験（１１月中旬） 

  定員５名：面接，大学入試センター試験 

２．前期日程試験（２月下旬） 

  定員１５名：大学入試センター試験，個別学力検査（総合問題） 

３．後期日程試験（３月中旬） 

  定員３０名：大学入試センター試験，個別学力検査（数学，理科（化学または物理学）) 

上記の他，私費外国人留学生特別選抜を実施しています。詳細は学生募集要項をご覧ください。 

 

 

 

埼玉大学大学院理工学研究科化学系専攻 基礎化学コースでは，「物質とは何か」というシンプルかつ

深淵なるテーマについて，理学的視点に立って教育および研究を行っています。すなわち，無機，有機を

問わずさまざまな物質の反応や性質を研究し，構成原子や分子の構造を調べ，新たな物質を合成し，さら

に機能性の発現を目指しています。6,000 万種以上という膨大な数の物質が知られ，実際に使用されてい

る現代社会においては，物質の性質や構造および機能を研究することは非常に重要です。 

教育においては，化学の研究者，教育者，技術者またはその周辺領域の科学を専攻するものに必要な

知識と技術の習得，問題を発見し解決できる能力の開発，さらに自然科学における「化学」の役割を理解

し，その重要性を認識した広い視野をもつ社会人の育成を目指しています。この目的を効果的に達成す

るために，専門分野の講義や学外の講師による特別講義，研究室における論文輪講や研究報告会が行

われています。さらに修士論文作成のために一つの研究課題に取り組み，研究の最前線を体得することを

目指しています。 

 

 

 

 基礎化学コースでは，創造性に富む優れた研究者，教育者あるいは専門技術者を目指すととも

に，社会貢献に対して情熱と意欲を持つ人，化学分野の基礎知識の他に，コミュニケーション能

力および基本的な語学力を有し，将来に対する明確な目標を持つ人，あるいは化学における未踏

の課題に対して興味を持ち，独創的かつ先端的研究を行うことに意欲を持つ人を受け入れ，教育・

研究指導を行います。 

 

 

 

埼玉大学大学院理工学研究科では，外部の５つの研究機関（理化学研究所，埼玉県環境科学国際セ

ンター，産業技術総合研究所，埼玉県立がんセンター，自治医科大学）と連携し，大学院組織を構成して

います。基礎化学コースでは，理化学研究所（理研）および産業技術総合研究所（産総研）の研究員が連

携教員として博士前期課程も兼担しており，教育・研究指導を行っています。基礎化学コース連携教員の

氏名・専門分野は次の通りです。 

 

連携教授（理研） 加藤 礼三 （分子物性化学）有機分子や金属錯体分子を用いた新しい分子性

金属・分子性超伝導体の設計，合成，物性評価  

基礎化学科入試情報 

大学院理工学研究科化学系専攻 基礎化学コースの教育／研究目標 

理工学研究科 連携教員について 

基礎化学コースのアドミッションポリシー 



連携教授（理研） 侯  召民 （有機金属化学）新しい分子触媒の創製とそれを活用した有機合成

反応や重合反応の開拓 

連携教授（理研） 袖岡 幹子 （有機合成化学）タンパク質リン酸化・脱リン酸化を制御する分子の

創製，細胞死抑制剤の開発とその分子機構の解明 

連携教授（理研） 田原 太平 （分子分光学）先端的分光法による凝縮相分子の機能・反応・ダイ

ナミックスの研究 

連携教授（理研） 金   有洙  （表面界面科学）走査プローブ顕微鏡を用いた分子界面の物性計

測と制御 

連携教授（産総研） 佐藤 一彦 （元素化学）環境共生化学，環境に優しい酸化反応の開発 

連携准教授（理研）   村中 厚哉 （物理有機化学）パイ共役系化合物の合成と電子構造解析 

 

 

博士前期課程修了後，多くの学生は化学関連企業に就職したり，技術系の地方公務員，あるいは教

員になったりしています。一部の学生は博士後期課程に進学し，さらに高度な専門教育を受け，博士号取

得を目指しています。 

 
博士前期課程修了生の就職先 

平成２６年度 

信越化学工業(2)，東ソー，日立製作所，コニカミノルタ，日立化成，森永乳業，凸版印刷，横河電機，

セメダイン，ADEKA，アズビル，ケミトックス，横浜ゴム，ツムラ，アグレックス，キビラ，日興リカ，ジェーエ

ムエーシステムズ，日立フーズ＆ロジティクスシステムズ，新潟県環境衛生中央研究所，共和電業，三

栄源エフ・エフ・アイ，綜研化学，DIC 
 

平成２７年度 

花王，川上産業，パナソニック，日本電産コパル，デュポン，太陽ホールディングス，日本ペイントホー

ルディングス，伊勢化学工業，オカモト，日産化学工業，DIC(2)，経済産業省，イーピーエス，西川計

測，埼玉県庁，日新製薬，亜細亜工業，北海道庁，武蔵野香料化学研究所，山下ゴム，信越化学工

博士前期課程修了後の進路 

博士前期課程化学専攻修了生の進路 

（最近 5 年間 141 人） 



業，富士通ミッションクリティカルシステムズ，フコク， NTT データビジネスシステムズ，高等学校教員 
 

平成２８年度 

DOWA ホールディングス，東亜ディーケーケー，トッパン TDK レーベル，凸版印刷(2)，サイデン化学，

ADEKA，リクルート住まいカンパニー，ネクストエナジー・アンド・リソース，アウトソーシングテクノロジー，

東邦化学工業，理研香料工業，信越化学工業，コニカミノルタ，TANAKA ホールディングス，新電元

工業，日産化学工業，日立マクセル，東洋クオリティワン，エリーパワー，フコク，ルネサス エレクトロニ

クス，理研香料ホールディングス，オーク製作所，日立化成，横河電機，高等学校教員(2)  

 

平成２９年度 

キミカ，関東化学，日立化成(2)，理研香料ホールディングス，コニカミノルタ，越谷市職員，田中貴金

属工業，日興リカ，TDK，太陽ホールディングス，Z 会，プライムアース EV エナジー，ADEKA，WDB

エウレカ，学究社，東ソー分析センター，共同印刷，DIC(2)，ノリタケカンパニーリミテド，三栄源エフ・

エフ・アイ，パナソニック，キーエンス，IHI 検査計測，マツダ，横河電機，池田糖化工業 
 

 

 

大学院理工学研究科（博士前期課程及び博士後期課程）の入試関係情報につきましては，大学院理

工学研究科の Web ページをご覧下さい。例年，筆答試験は８月下旬に行われています。欠員が生じた場

合には，２月に第２次募集が行われることもあります。 

基礎化学コースでは筆答試験または口述試験（筆答試験免除）で合否を決定します。筆答試験免除と

なるかどうかは，学部における成績や志望理由書などを総合的に判断し，決定します。 

 
 

 

１０ページからは，基礎化学科・基礎化学コースの教育・研究を担当している，各専任教員の研究室紹

介を掲載しています。研究室によっては，より詳細な研究室案内を Web ページで公開しています（基礎化

学コース・基礎化学科の Web ページからリンクをたどれます）。連携教員の研究室については，理化学研

究所および産業技術総合研究所の Web ページを参照してください。 

 

【Web ページアドレス】 

埼玉大学理学部基礎化学科・大学院理工学研究科化学系専攻基礎化学コース 

  http://www.chem.saitama-u.ac.jp/ 

埼玉大学総合研究機構 科学分析支援センター 

  http://www.mlsrc.saitama-u.ac.jp/ 

埼玉大学大学院理工学研究科 

  http://www.saitama-u.ac.jp/rikogaku/ 

埼玉大学 

  http://www.saitama-u.ac.jp/ 

理化学研究所 

  http://www.riken.jp/ 

産業技術総合研究所 

  http://www.aist.go.jp/ 

Web ページについて 

大学院入試情報 



 

 

 

 

 

埼玉大学理学部１号館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎化学科の実験風景 

 

 

 

 

 

 



 

金属錯体の化学 

 金属原子を中心に，他の分子やイオンが規則的に結合（配位）したものが錯体です．構造や電

子状態，反応性などが多様で，面白い性質をもつものが多く存在します．そのような錯体の本質的

な特徴を探り，新しい素材となりうる物質を開発するための基礎研究として，様々な新しい錯体を

合成し，機器測定や反応解析を通じて，構造や電子状態および反応性を調べることで，錯体の機

能や物性を解明しています． 

 

研究内容 

無機化学・錯体化学 

 1. 機能性金属錯体の合成と物性 

 2. 錯体の結晶構造，溶液内反応の解析 

 3. 金属元素を含む生体物質の反応 

 4. 錯体による新素材と反応場の構築 
 
研究概要 

金属原子を中心に，他の分子やイオンが規則的に結合（配位）したものが錯体です。金属錯体は

非常に機能性の高い化合物であり，工業製品のみならず天然物の中にも多く存在しています。例え

ばヘモグロビン中には鉄イオンが含まれており，その働きの重要な役割を担っています。また，白金

イオンとある種の有機物の組み合わせによる白金錯体は制ガン剤として実際に用いられています。 

このような金属錯体の合成や構造・物性・反応性などの基礎的な性質を調べることは，金属イオン

が関わる自然の仕組みを解明することのみならず、種々の機能性金属錯体の開発を行うためにも非

常に重要な研究テーマです。我々の研究室では，このような実際に応用されている物質を開発する

ための基礎的研究として，様々な新しい錯体を合成し，いろいろな機器測定を通じてその分子の形

や電子の状態を調べることで，錯体の反応性や機能などの解明を行っています。

藤原研究室（無機化学，錯体化学） 

■ 刺激に応答して発光色を変化させる金属錯体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalton Trans. (2016) ■ポリマー合成の触媒となるニッケル錯体 

 

Dalton Trans. (2015) 

■溶液媒介相転移を発現する白金錯体の多形 

  現象と発光色変化 

 

Inorg. Chem. (2017) 



教授 石井昭彦，助教 中田憲男 

広い意味で炭素と水素以外の典型元素のことをヘテロ

原子と言います。炭素と水素からなる炭化水素にヘテロ

原子が官能基として加わることで，アルコールやアミンのよ

うな様々な性質をもつ有機化合物が派生しますが，さらに

そこに遷移金属元素が加わると，また違った面白い性質

が現れます。私たちは，ヘテロ原子のみならず，それと遷

移金属元素を組み合わせることで，従来にない性質をも

つ物質の合成と，そのような性質をもたらすヘテロ原子と

遷移金属元素の相乗効果を解明する研究を行っていま

す。炭素骨格-ヘテロ原子-遷移金属元素の組合せは無

限にあり，このような研究は無限の可能性を秘めていると言えます。 

[最近の研究から] 

①酸素と硫黄をドナー原子とする新規な四座

配位子を開発し，これらを有する一連の金属錯体

を合成しています。また，これらの錯体はオレフィ

ン類の重合反応における触媒として作用し，対応

するポリオレフィンを超高活性かつ立体特異的に

生成することを見出しています。 

例えば，ジルコニウム錯体は，1–ヘキセン，4–メ

チル–1–ペンテンならびにプロピレンの精密重合

反応の触媒となり，従来の触媒には見られない広

い基質適応性を示しました。最近では，光学活性ポリマーの生成や極性モノマーのイソ特異的重合に

も成功しており，新しい高分子材料としてさらなる応用展開が期待できます。 

②ジベンゾバレレンと呼ばれる炭素骨格とヘテロ原子を

含む化合物が強い蛍光を発することを見出しました。E

の部分が周期表 16 族元素の O，S，Se，Te の化合物を

合成し，光物性をはじめとする諸物性を実験と理論計

算の両面から系統的に比較することで，16 族元素の特

徴を明らかにしました。また，この系では，置換基 R1 と

R2 の電子的性質をチューニングすることで，蛍光を青

色から赤色〜近赤外に変化させることができます。さら

に E の部分が 14 族の炭素とケイ素，15 族のリンの化合

物も合成し，ヘテロ原子の種類により物性がどのように

変化するか研究しています。 

これらのルミネッセンス化合物は機能性電子材料や

化学センサーとしての様々な応用も期待されます。 

 

石井研究室(有機ヘテロ原子化学・有機金属化学) 

E

R2

R1

E = O, S, Se, Te
CR2, SiMe2
P(X)R

in hexane in PS film

光ルミネッセンス（溶液中）

S

NMe2

CN

NC



 

白檀 ベチバーフランキンセンス パチュリー

嗅覚細胞

olfactory sensory neuron

odorant

におい分子

におい分子受容体
odorant receptor

化学信号 電気信号

においとして
認知

化学的解明 生物化学的解明

香りは、人々の生活にとってなくてはならないものです。日常生活

における香りは、人々にやすらぎや喜びをもたらせてくれます。では、

人がにおいを感じるということはどんなことでしょうか。また、何が香りを

もたらしているのでしょうか。香りのもとは「におい分子」という有機分

子です。においを感じる始まりは、この「におい分子」と「におい分子

受容体」との化学的な相互作用です。この相互作用が電気信号に変

わり、脳でにおいとして認知されることで、はじめて人は香りを感じま

す。この一連のにおい認識のメカニズムにおいて、「におい分子」を研

究対象としているのが、香料有機化学です。具体的な研究内容は、天然に存在する香気素材から得ら

れる精油の成分分析を行って、その香気素材における香気成分の相互作用から生み出される香気特

性の解明およびその重要な香気成分の構造と香りの関係を調べることです。 

                     ＜においを感じるメカニズム＞ 

 

 

 

 

 

 

日本では西洋の香水に代表される香りの文化とは異なった「お香」という独特のにおいの文化が育ま

れ、現在に至っています。このお香には、白檀をはじめフランキンセンス(乳香)、パチュリー、ベチバー

など、さまざまな香気をゆっくりとおだやかに発する植物素材が使われています。 

 

 

 

 

 

 

これらの香材の香りは特徴的であり、東洋的香りを有しています。このため、それらの植物体から得ら

れる精油は、世界中で多くの香水や化粧品などに使われています。古くから知られているにもかかわら

ず、これらのにおいの原因となる「におい分子」はほとんどわかっていません。それは、これらの香りが多

くの成分からなる複合臭のためです。日本古来の香りを形成している化

合物の特定とその独特の香りを発する構造要因を明らかにすることを目

的に研究を行っています。 

さらに、日本独特の嗜好品である緑茶についてもその香気の研究を

行っています。緑茶の発する緑茶らしい香りの正体、実はまだよくわかっ

ていません。緑茶の香気解明にお香の研究で用いた研究手法を使い研

究を行っています。 

長谷川研究室（香料有機化学） 

埼玉県の代表的お茶 

「さやまかおり」 



 

 私たちの研究室では，有機硫黄化合物，特に硫黄原子を含む環状有機化合物の合成，構造および

反応性に関する研究を行っています．最近は，硫黄原子を含む 3 員環有機化合物であるチイランを研

究対象としています．  

 3 員環有機化合物は，環内結合角が 60°に近くなり，分子が歪みをきたすため，合成することが困難

な化学種です．しかしながら，その歪みの解消を反応促進力として働かせられることから，合成中間体と

して有用化合物合成に応用されることが期待されている化合物です．3 員環有機化合物のうち酸素原

子や窒素原子を含むオキシラン (2) やアジリジン (3) は，アルケン (1) に過酸やニトレン等価体など

の活性化学種を反応させれば一段階で合成することができ，これまでに多くの医薬品や有用化合物の

合成中間体として活用されてきました．チイラン (4) に関しても，アルケン (1) からの一段階合成法が

現在までにいくつか報告されていますが，いずれの方法も，反応が基質特異的である，反応条件下で

チイランからアルケンへの逆反応が進行する，チイランと反応試薬がさらに反応する，などの問題を持ち，

一般性に欠けていました．しかしながら，チイラン (4) は，酸素や窒素原子にくらべ他の置換基を導入

することを容易にする硫黄原子を持つことから，合成中間体としてオキシラン (2) やアジリジン (3) より

も有用であると考えられます．また，チイラン環を持つ化合物がある種の酵素の阻害剤として働くことや，

チイランをモノマーとして使用したポリマーが高屈折率のプラスティックレンズとして有用であることもわか

ってきました．効率的かつ実用性のあるチイランの合成法が確立できれば，チイランの有用性は現在よ

りもはるかに高まることが期待されます． 

 私たちは現在，加硫剤や加硫促進剤としてゴム工業で使用されている安価な (5)〜(7)や，(5) から

容易に調製される (8) を硫化試薬として用いたアルケン (1) からチイラン (4) の一段階合成法の開

発を検討しています． (1) を (4) へ効率的に変換する硫化試薬の開発についても研究しています．ま

た，チイラン (4) に求電子試薬を反応させ，他の含硫黄環状化合物に効率よく変換させる方法を検討

しています． 

 

 

 

杉原研究室（有機化学） 



 

 

 
 Philosophy  近代のめざましい科学技術の発展によって，これまで不可能とされてきた様々なこと

が実現できる世の中になってきました．この不可能を可能にする科学の力の源は，科学的検証によっ

て裏付けられた“学理”にあり，科学技術の更なる飛躍のためには，これまでの常識を打ち破る新学理

の構築が必要不可欠です． 

 私たちは，C, H, N, O といった元素をメインプレーヤーとする有機化学に，元素固有のユニークな性

質を持つ典型元素を巧みに融合させることで，これまでにな

い新たな学理の構築を目指しています．また，そこから生み

出される新物質の機能・物性にも焦点を当て，マテリアルズ

サイエンス分野に革新をもたらす研究を展開していきます 

 

 Research  芳香族化合物の代表格として知られるベンゼンは，その主骨格が炭素原子（周期表

の第 2 周期）からできています．これまでの“芳香族性”の概念は，このような炭素骨格が主な研究対

象となっており，高周期元素を含んだ芳香族化合物に関しては，多くのミステリーが残されたままにな

っていました．私達は，分子骨格中に高周期元素であるスズや鉛原子を導入した環状化合物，ジ

リチオスタンノール及びジリチオプルンボールの合成に初めて成功しました．また，これらが

炭素電子系骨格にスズや鉛を含む初めての芳香族化合物であることを示しました．このこと

は，一部の例外を除いて第２周期までの元素で構築されている芳香族性の概念が遠く第６周期

の元素の系まで成り立つことを示しており，化学の教科書に新しい１ページを刻む重要な学理

となりました．ジリチオプルンボールの研究成果は大変権威のある Science 誌に掲載され，

Nature誌や国内の新聞などでも紹介され，国内外に大きな反響を呼びました． 

 新たな概念は，新たな機能をも発現します．最近では，ジリチオスタンノールがリチウム電

池の新たな陽極活物質として有用であることを見いだしました．私達が生み出す新たな分子・

概念は，人々の生活を支える，ひいては大きく変える，想像を越えた可能性を秘めています． 

   

斎藤雅一研究室（有機典型元素化学） 



 

物質は凝固点以下で固体になりますが，多くのものは結晶にな

ります。ガラスなど非晶質固体になる方が普通のものもあります。 

結晶とは，原子や分子が 3 次元方向（上下・左右・前後）に周期

的に規則正しく積み重なったもので，その最小の単位構造は

10–9m 程の仮想的な小さな箱（単位格子）で考えます。この小さな

箱の中に原子や分子はきちんと決まった位置関係で配置していて，

それを結晶構造と言います。その箱と同じものが 3 次元に非常に

多数積み重なって出来たものが結晶です。物質はそれぞれ固有の

結晶構造をもっています。 

物質の結晶構造は，Ｘ線回折という現象を使って実験で調べま

す。この実験法をＸ線結晶構造解析といいます。 

Ｘ線結晶構造解析によって物質の結晶構造が

決まりますと，単位格子中の原子・分子の配置が

分かり左のような図が描けます。配置と共に各原

子の熱振動の様子も分かります。この絵では，原

子の熱振動の様子（大きさと方向）を回転楕円体

で表しています。左の図の物質は，p–メチルベン

ジルアルコールですが，赤色で描いてある OH

基の酸素原子の熱振動が一方向に大きいことが

分かります。 

右の図は，スチルベンの 4 カ所を OH

基で置換した分子の結晶です。メタノー

ルから結晶化させたこの結晶は，分子 1

分子当たり 2 分子の水を含んでいました。

Ｘ線結晶構造解析によって水素原子の

位置も決めることが出来て，ピンクの線

で示したところに分子間の水素結合を

確認することが出来ます。この測定は，

100K で行ったので熱振動を示す回転

楕円体の大きさが小さく描かれます。温

度を下げると熱振動が小さくなることが

良く分かります。 

なぜ物質の結晶構造を調べる必要があるのでしょうか。物質の結晶構造は，分子が分かっていてもど

の様に積み重なって結晶になるかは先ずほとんどの場合に完全には予測が出来ないからです。そして，

固体（結晶）のいろいろな性質は，その結晶構造と関係があるからで，光学的な性質・電気的性質・熱

的性質などやさらには生命科学的な性質を研究していくときに，その構造の情報から議論することが必

要になったりするからで，科学的に重要な知見であるのです。 

齋藤 英樹 講師 

齋藤英樹研究室（結晶化学・物理化学） 



 

[研究内容] 

① 非ベンゼン系芳香族化合物の合成・反応・性質 

 ベンゼンやナフタレンは代表的な芳香族化合物です。

一方，ベンゼン環以外の形（６角形以外）で芳香族性をも

つものを非ベンゼン系芳香族（非ベンゼノイド）といいます。

アズレン１などがこれに相当し，ベンゼノイドとは異なる特

徴を有する興味深い化合物群です。  

 私達は，アズレンの骨格に硫黄原子を導入した化合物

２や３を合成し，それらの反応性や誘導体の性質を調べ

ています。２は１と単体硫黄の，３はトロポロンメチルエ

ーテルとチオ尿素の反応からそれぞれ得られます。その中で，２の還元/（チオ)カルボニル化および縮

合反応から４を，３とマロン酸ジメチルとの反応から５を合成することに成功し，それぞれの電子供与

および電子受容能力を評価しました。 

 また，５-ブロモ-２-メトキシトロポン６の求核置換反応についても研究し，試薬の種類や反応条件によ

って置換位置（２-または５-位）が異なる，興味深い性質を明らかにしました。例えば，６とアミン類との反

応ではメトキシ基が置換された２-窒素置換体が生成するのに対して，チオール類ではブロモ基が置換

された５-硫黄置換体が生じます。これにより，様々なトロポノイド誘導体を位置選択的につくり分けること

が出来るようになりました。 

 

② アミノトロポンイミン系デンドリマーの合成と性質 

 規則正しい枝分かれ構造（世代）をもつデンドリマー

は，分子一つで明確な空間形態をつくることができる，

注目される化合物です。 

 アミノトロポンイミン（ＡＴＩ）系デンドリマー７のＡＴＩ部

は，様々な遷移金属イオンへの配位能を有しています。

また，中心硫黄原子部分をカルコゲニド金属クラスター

に組み込むこともできます。これらの特性を生かして誘

導した金属錯体の機能性には興味が持たれます。 

 ７を構築するには，メルカプト基を持つアミノトロポン

イミン１１の合成法を開発しなければなりません。トロポ

ロンをカンファースルホン酸/エチレングリコールで処理

して生じるトロピリウムカチオンに対してアミン類を反応させると，アミノトロポンイミン８が効率的に生成

することを見出しました。８を位置選択的に臭素化（９），チオアセチル化（１０）した後，過溶媒分解

することでチオール１１へ導くことができました。１１に対してパラジウムを用いたカップリング反応を行

うことで，ＡＴＩ系デンドリマー７（第一世代）の合成に成功しました。 

佐藤研究室(非ベンゼノイド化学・有機化学) 



 

教授  中林誠一郎, 准教授  吉川洋史， 助教  川村隆三 

＜研究内容＞ 

性質の異なる物質の境界である界面は，物理・化学・生物を問わず面

白い現象の宝庫です。当研究室は，電気化学・顕微計測・生物物理化

学などを駆使して，界面で起こる様々な現象の理解と制御を目指して研

究を進めています。 

非線形電気化学振動子：電気的な界面は，エネルギーが物質へ，

物質がエネルギーへと変化する特殊な反応場であり，フラスコや

試験管の中とはまた一味違った反応が期待されます。例えば，硫

酸水溶液に鉄線を漬け，対極との間の電位を規制すると，電流が

勝手にパルス化します。図は，その電流パルスの時空間パターン

を，24 組の電極の空間配置により制御している様子です。本結果

は，クラゲのようにパルス管理を司る脳がない生物では，もしかする

と，その運動が神経ネットワークの空間配列のみで制御されている

のではないか？ということを示唆しています。 

細胞接着現象の物理化学的解明：私たちの体は約 60 兆個の

細胞で構成されており，細胞はそれぞれ適切な場所で接着し

つつ秩序だった生命個体を形成しています。我々は，このよう

に生体内で巧みに制御されている細胞接着の機構を，化学の

手法を用いて調べています。右図は，異なる化学処理を施した

基板上の細胞の側面図です。細胞が，親水基を修飾した基板

表面より，タンパク質を修飾した表面で強く接着していることが

わかります。このようにして細胞接着を制御する物質や構造を詳細に調べることで，臓器形成やがん転

移など、接着が重要である様々な生命現象メカニズムの解明に繋がることが期待できます。 

モータータンパク質を利用した動的な生物界面モデルの設計と応用：

細胞骨格・モータータンパク質は，多数の分子が協同的に運動すること

で細胞の変形を実現しています。私たちは，これらの分子を生体試料か

ら取り出し，協同的な運動を発現する界面の構築に取り組んでいます。

運動界面で生きた細胞に力学刺激を与えると、特異な変形が観測（右

図）され，細胞の動的性質を理解する新手法になる可能性が見えています。 

液中周波数変調原子間力顕微鏡の開発と固液界面

現象の原子スケール探索：原子間力顕微鏡（AFM）

は，原子レベルで鋭く尖った針（探針）を用いて，表面

構造を高分解能で観察することができる顕微鏡技術

です。特に近年開発された，液中周波数変調 AFM

（FM-AFM）では，液中の表面構造を 1 原子・1 分子レ

ベルで直接観察することができる唯一のナノ計測技術です。当研究室では，自作の液中 FM-AFM を

用いて装置の性能向上や表面の構造と物性（電子状態、電位分布、粘弾性など）を同時に観察するこ

とができる技術の開発に取り組んでいます。 

＜その他現在進行中の主な研究課題＞非線形電気化学振動子の集団挙動（同期およびカオス）

の解明，レーザーによる結晶化制御法の開発，高輝度発光性ナノ粒子の開発とバイオの応用 

中林・吉川研究室（解析化学・物理化学） 

運動界面 

細胞 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

世の中には，磁場（磁石）を利用した製品がたくさん販売されています。しかし，それらのうちのいく

つかは，科学的に根拠のないものであったり，実証試験に疑いがあったりします。これに対して，我々

は，真に科学的（量子化学的）現象である，ラジカル対のスピン状態の変化を利用した，化学反応

の磁場効果の研究を，光化学反応を対象に行っています。 

化学反応用としては世界最高磁場を発生できる３０テスラパルスマグネットとナノ・ピコ秒パ

ルスレーザーを用いて，３０テスラ超強磁場下でレーザー光を吸収した物質（分子）が，化学反応を起

こして変化していく過程を，マイクロ秒の時間領域で直接観測をしています。磁場をかけることで，生成

物の量が数倍になったり，半分になったりします。 

最近注目されている光触媒反応の反応効率や有機ＥＬの発光強度も磁場によって変化します。ま

た，ナノサイズの細孔をビーカーにみたて，ナノ細孔中で光反応を行うと，大きな磁場効果が観測でき

ます。さらに，信じられないかもしれませんが，磁場中で光反応を行うと，

同位体濃縮が起きます。これまで，我々は，ケイ素-29，硫黄-33，ゲル

マニウム-73 の同位体濃縮に成功しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（研究課題） 

１． 30T 超強磁場下での磁場効果 

２． ピコ秒領域の化学反応の磁場効果 

３． 光触媒反応の磁場効果 

４． ナノ細孔中での光反応と磁場効果 

５． 磁気同位体効果による同位体濃縮 

６． イオン液体の科学 

光化学反応を 
 直接見たことはありますか？ 
 

磁場で化学反応は 
   変わると思いますか？ 
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（スタッフ）   教授 若狭 雅信    

 助教 矢後 友暁 
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若狭研究室（スピン化学・光化学） 



 

COT の 3 次元ポテンシャルエネルギー 

曲面（緑）と波束の動き（青） 

ヘリウムに囲まれた銀を励起した時のダイナミクス 

 

コンピューターを使った化学 

 「化学」と聞くと、ビーカーやフラスコを使って実験するというイメージを思い浮かべると思います。しか

し、私たちはコンピューターを使って、化学反応がなぜ、どのように起こるのかについて研究をしていま

す。化学反応は、原子間の結合の組み換えとと

らえることができ、この組み換えは電子の動きに

よって引き起こされます。そのため電子の動きを

記述する量子力学方程式を解くことで、化学反

応のメカニズムを分子レベルで理解することがで

きます。また、極低温や超高圧、短寿命などの

実験が難しい系や反応でも、シミュレーションで

あれば行うことができます。 

 

反応の様子を可視化する 

ヘリウムは極低温において、非常に特異的な性質をもちます。その中の一つに、ヘリウムがいくつか

集まって中に原子や分子を取り込むというものがあります。ヘリウムの中に取り込まれた原子や分子もま

た、特有のふるまいをします。実際に、ヘリウムに取り込まれた銀を励起すると外側に飛び出すダイナミ

クスが得られました。この現象は実験でも観測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

反粒子が関与する化学反応 

反粒子とは、ある粒子と比較して質量やスピンが等し

く、電荷など正負の属性が逆の粒子のことを言います。

この反粒子は、通常の粒子と衝突するとすぐに大きなエ

ネルギーを放出して対消滅する性質を持っています。

私たちは量子化学に基づいた実時間シミュレーションに

より、電子の反粒子である陽電子が水素化リチウム分子

に衝突すると、対消滅が起こる前に分子が解離反応を

起すことを見出しました。 

 

教授 高柳 敏幸 

高柳研究室（理論化学・量子化学） 

陽電子(e+)が水素化リチウム分子

に衝突して解離する反応 



 

教授 二又 政之 

研究内容 

 複雑な形状を有する表面・界

面で起こる化学反応や物性を

理解するためには，個々の分子

のダイナミックな挙動を周囲との

相互作用を含めて解明する必

要があります。この目的には，従

来の分光法，特に振動分光法

の超高感度化・超解像化が必

須です。我々は，金属ナノ構造

を形成し，その表面プラズモン

(LSP, ステンドグラスの赤色は

金ナノ粒子の LSP による）を利

用して，単一分子感度の実現

や，幅広い応用につながる成果を得ました。現在，増強度の一層の改善とともに，再現性・定量性の高

い SERS デバイス開発や，燃料電池用触媒反応の解明などを進めています。 

最近の研究成果 

 増強メカニズムに関して，(1)近接金属ナノ粒子の接合部に分子が存在するとき，LSP の光励起により

巨大な SERS 信号が得られることを，①弾性散乱の付加的ピークの出現や，②SERS 信号の揺動が熱的

に活性化されることや，③金属電子の非弾性散乱により見出しました（上図）。(2)接合部の吸着分子と

金属との電子的相互作用が，ハロゲン

化 物 イ オ ン 等 に よ り 活 性 化 さ れ ，

102-103 の付加的な SERS 増強を与える

メカニズムを，初めて明らかにしました

（左図）。これらの成果に基づいて，(3)

電子ビームや誘電体ナノ粒子を用いて，

基板上に金属ナノ構造配列を形成し，

10-12M 溶液中の目的化学種のラマンス

ペクトルが，再現性よく検出できることを

確かめています。 

研究計画 

 さらに高感度で定量性の高い SERS

基板形成を行い，状態分析用チップへ

の適用を進めます。また，近接場光学と複合し，単一分子感度とナノメータスケールの空間分解能を持

った振動分光法の開発を進めます。これにより，燃料電池触媒や生体分子と溶液の界面でおこる局所

的な反応過程を，単一分子レベルで直接解明できるようになるものと考えています。 

二又研究室（表面・界面化学） 



 

 
 
 

 

●主な研究目標 

○層状物質の高品質なバルク単結晶，超薄膜の成長 

○層状物質を利用した新しい光・電子素子の開発 

○層状物質のさまざまな物性探索 

 

二硫化モリブデン（MoS2），セレン化ガリウム（GaSe），グラファイトや

黒リンといった層状物質の結晶は，平面状に広がった単位層が弱い結

合力，いわゆる「ファンデルワールス力」を介して結合し，積み重なった

層状構造を持っています。上野研究室では，さまざまな層状物質のバ

ルク単結晶や，1 単位層～数単位層厚の超薄膜，いわゆる「原子層」を

用いて，さまざまな機能性を持つ新奇な光・電子素子を開発することを

目指しています。研究課題の例は次の通りです。 
 

① MoS2，GaSe，黒リンといった層状物質のバルク単結晶を人工的に合成するとともに，不純物の添

加によって各単結晶が示す物性を制御する研究。 
② さまざまな層状物質の原子層を，バルク単結晶の剥離や，分子線エピタキシー（MBE）法，化学気

相成長（CVD）法，原子層堆積（ALD）法といった薄膜成長手法により形成する研究。 
③ 層状物質の原子層を利用し，電界効果トランジスタ，太陽電池，ガスセンサーといった機能性光・電

子素子を開発する研究。 
④ 異なる種類の層状物質の原子層を積み重ねること（ヘテロ積層）により，新しい物性の発現や素子

開発を試みる研究。 
⑤ グラファイトの単位層であるグラフェンの薄膜を，溶液塗布により形

成する手法の研究。 
⑥ 層状物質のバルク単結晶や原子層の構造，組成，電子帯構造など

を，X 線回折，ラマン分光，電子分光などの測定手法を用いて調べ

る研究。 
⑦ 原子間力顕微鏡や走査型トンネル顕微鏡といった，いわゆる走査型

プローブ顕微鏡を用いて層状物質表面の構造，物性を解析する研

究や，ナノスケールでの表面加工を行う研究。 

上野研究室（固体化学・表面物性化学） 

層状物質 MoS2 の結晶構造 

超高真空 MBE 装置

●実験装置の例：超高真空 MBE 装置 

1 気圧の大気中と比べて 1013 分の 1 程度しか気体分子が存在

しない，宇宙空間と同程度の「超高真空」を容器内につくり，その

中で MBE 法を用いて薄膜成長を行う装置。原子 1 個の精度で

厚さを制御して薄膜を成長することができる。成長中の薄膜表面

構造をその場で調べるための「反射高速電子線回折装置」，表

面組成や電子帯構造を調べるための「電子分光装置」などが付

属している。 
本装置の他に，化学気相成長装置，原子層堆積装置，走査

型電子顕微鏡，走査型プローブ顕微鏡，マスクレスフォトリソグラ

フィー装置，半導体特性評価装置，層状物質単結晶合成装置

などの実験装置を所有している。 
（研究室 Web： http://surface-www.chem.saitama-u.ac.jp/） 

層状物質 WS2 の薄片を用いて
形成した電界効果トランジスタ 

准教授 上野啓司 



 

准教授 前田公憲 

分子システムの磁気感受と電子スピン共鳴 

近年磁場を感じることが出来る，動物が次々と見つかっています．そして，それらの中に化学反応

への磁場の影響を用いている事を示唆する状況証拠が見つかり，化学反応と動物の磁気感受との

関連が語られる様になってきました．同時にこの生物の中での化学反応の磁気感受のメカニズムが，

量子力学に従うと考えられることから，生物が量子力学を利用している可能性についての議論が進

んでいます．この様な生物の分子磁性の利用と同時に，化学反応と磁場，磁気との関連から新しい

電子デバイスへの試みも進んでいます． 

私たちの研究室は 2014 年 4 月に前田准教授が着任した事による，出来立ての研究室です．生体

分子から，人工分子にまたがり光化学反応系を，磁気や電子スピンをキーワードにして研究を進め

ていきます．理論と実験との両方を行い，理論のための実験，実験の為の理論を極めて行く事によ

り，生物，化学，物理の広い範囲にインパクトを与える分子ダイナミクスの解析や発見を求めて研究

を行います．実験手法は，分光学的測定の磁場や電磁波の効果，電子スピン共鳴を生体分子系や

そのモデル系のためにチューニングしてゆきます．理論はスピンダイナミクス計算と分子動力学計算

を融合し，極力現実的なモデルに近づけてゆきます．  

研究内容 

1. 動物の磁気感受に関連した生体分子系の磁場効果，過渡電子スピン共鳴，光学的（反応収

率）検出磁気共鳴，スピン物理化学．  

2. スピンダイナミクスと化学反応ダイナミクスとの相関の探索，量子効果．  

3. さまざまな反応環境場における，フラビン系-タンパク質系の光化学とスピンダイナミクス． 

4. 時間分解 ESR，パルス電子スピン共鳴法の高度化．  

5. 生体分子系の磁場効果測定に特化し，チューニングした高感度過渡分光装置の製作． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前田研究室（量子生物物理化学） 



 

6. 生体分子系の磁場効果測定に特化し，チューニングした高感度過渡分光装置の製作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通案内 

交通機関 

JR 京浜東北線 北浦和駅（西口） 「埼玉大学」行バス（終点下車）約 15 分 

JR 埼京線 南与野駅  「埼玉大学」行バス（終点下車）約 10 分 

JR 武蔵野線 北朝霞駅  「南与野駅西口」行バス （「埼玉大学」で途中降車）約 20 分 

東武東上線 志木駅（東口） 「南与野駅西口」行バス （「埼玉大学」で途中降車）約 20 分 

バス乗降場 

理学部基礎化学科 

大学院基礎化学コース 

理学部１号館１・２階 



 

 


