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Department of Chemistry

子科学課程では、「化学 (Chemistry) 」をキーワードとして、様々な
物質の示す多様な構造と性質を実験と理論の両面から解明すると

ともに、美しい構造や優れた機能を有する新しい物質を設計し、創造する
サイエンスを学びます。物質を構成する基本単位である分子の合成・構造・
反応性・機能・物性を探求する分子科学は、あらゆる先端科学の基盤となる
科学です。また、資源、環境、エネルギーといった人類が直面する様々な課題
を解決するうえで中心的役割を果たすものと考えられています。
　旺盛な知的好奇心とフレッシュな感性に満ち溢れたみなさん！大好きな
化学を学ぶことを通して、サイエンスのフロンティアを一緒に旅して
みませんか。

分子科学課程では
どのようなことを
学ぶのか

■無機化学演習
■有機化学演習
■物理化学演習など

■分子科学実験
■分子科学課題実習など

■無機化学
■有機化学
■物理化学
■科学英語
■分子構造解析など

◆分子科学を学ぶ基礎となる化学、数学、物理学、
生物学および英語、情報系科目などを学びます。

分子科学課程のコア科目群

学類教育の集大成

最先端の分子科学の世界へ！最先端の分子科学の世界へ！

実験

演習

講義

分子機能科学分野
分子解析科学分野

分子創製科学分野

分子科学専攻
大学院理学系研究科

卒業研究

専門基礎科目
基盤科目

専門科目

子科学課程では、無機化学・有機
化学・物理化学、分析化学などを
中心に、物質そのものの科学であ

る分子科学を学んでいきます。百あまりの
元素が様々に組み合わさって構成される
分子たちの示す多彩な構造や性質を、個々
の事実の単なる羅列として暗記するので

はなく、「なぜこのような構造をしている
のか」、「どうしてこのような機能・性質が
現れるのか」を考え、理解することを重視
しています。さらにそれらをふまえて、４
年次の卒業研究では、新しい構造や性質を
有する分子の設計と合成、新しい化学反応
の開拓、分子の示す性質の理論的解明と
いった最先端の研究にとりくみます。

業では、講義・演習に加えて豊富な
実験メニューが準備されており、
教科書にとりあげられている化学

反応や現象を実際に体験しながら学んで
いくことができるようになっています。これ
らの科目を履修することを通して、分子科学
はもとより、様々な関連分野や応用領域へ
踏み込んでいくことのできるしっかりと
した基礎力を身につけるとともに、「論理
的な思考力」と「明快にコミュニケーション
をとる能力」とを鍛錬するカリキュラムが
編成されています。※

快にコミュニケーションをとる
能力」のトレーニングでは、ツー
ルとしての英語力とその基盤と

なる国語力とを特に重視しています。化学
の英文テキストや英語化学論文を読んで
内容を的確に把握し、わかりやすい日本語
で表現する訓練を、２年次から４年次まで
継続的に実施します。

年次での卒業研究を終えると卒
業生の大部分は大学院に進学し
ます。大学院には分子科学課程で

の教育プログラムと密接に連携した大学
院分子科学専攻のカリキュラムが整備さ
れています。学類４年次と大学院（博士前
期課程・後期課程）とを通じて最先端の分
子科学研究に携わりつつ、高度な専門知識
と技術とを身につける体制が整えられて
います。special subject

http://www.c.s.osakafu-u.ac.jp/

分子科学課程の特色
Feature

Department of Chemistry

課程の特色

※分子科学課程の授業時間割（学年毎、学期毎）、各科目の内容や講義資料、レポート課題等を
　ホームページで公開しています。分子科学課程での学びの一端を疑似体験してみませんか？　

http://www.c.s.osakafu-u.ac.jp/curriculumlist

理 学 類

分子科学課程

分 子 科 学 課 程

分 子 科 学 課 程

Key Point

Interview

分 子 科 学 課 程

分子科学課程とは？

先生へインタビュー
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分子科学課程

17 18

 

ご担当しておられる授業を教えてください。
物理化学演習１と物理化学３、実習の化学実験、分子科学実験IとIIです。

ご専門の研究内容をわかりやすく教えてください。
水やメタノール、アンモニアといった簡単な分子から、組織・生命系に至った化学進化の過程を
分子レベルで理解するために、実験装置を独自に開発しながら研究しています。複数の分子が
協調的に連動する分子認識と化学反応を調べています。

その研究はどのような役にたつのですか？
化学進化に関する分子科学研究において発見した現象を応用して、これまで測れなかった少ない試料でも瞬時に鏡像体
過剰率を決定できる定量分析法を開発しました。医薬品の開発現場などで活用されることを期待しています。
理学で研究していますので、課題解決型の役に立つ研究開発と共に、将来どのように発展するのかすぐには予測できない
けれど、幅広い分野の多くの研究者・技術者の発想と探究心を刺激することができる独創的な基礎研究を目指しています。

最後に本課程を目指す学生さんへのメッセージをお願いします。
普段の生活では色 と々便利な物があり何でも分かっているような気になってしまいますが、サイエンスの世界に少しでも
踏み入ると、ほんと分かっていないことだらけで驚くはずです。本学の分子科学課程には強力な先生と人材育成プログラム
が揃っており、皆さんがグローバルに活躍する場がたくさん用意されています。分子科学課程で私達と共に化学の
プロフェッショナルになりましょう！

（分子科学課程・准教授）



分野紹介 進路・先輩メッセージ

生物活性が期待される三環性ラクタム

特異な分子変換機能を有する二核錯体

物理有機化学／生体触媒化学研究室

http://www.c.s.osakafu-u.ac.jp/careerlist

イオン移動度分析法による構造解析

Career Paths

　私は有機反応化学の柳・福山研究室に所属してい
ました。研究テーマは、遷移金属錯体触媒を活用し、
安価で入手可能な化学原料から機能性を有する有機
化合物を原子効率の良い手法で合成する新しい反応
を開拓することでした。分子科学課程には、研究を

行う上で学生と真摯に向き合ってくださる先生方が数多くおいでになり、日々
自分自身の成長を感じつつ最先端の化学研究にとりくむことができたと実感
しています。幸にも私は、在学中にいくつかの新規反応を見出し、国際学会等
で発表する機会を頂きました。これも熱心にご指導いただいた先生方のおかげ
であると感謝しています。
　本文を読まれている受験生の中には、大学の学部やその先の進路について悩
まれている人もいると思います。私も悩んでいました。化学に興味がある一方で、
将来は薬学関係の職に携わりたいと考えていました。高校生のときには、化学
系と薬学系で学ぶ内容がどれほど密接に関わり合っているのかということが理
解できておらず、それらが全く異なるものであると思っていたのです。ですが、
実際には分子科学課程で化学を学ぶことで、製薬会社に職を得ることができま
した。分子科学課程で学ぶ化学は、化学を活用して人間社会に貢献する工学、
農学、薬学など、あらゆる応用分野にとって必要不可欠な基盤となっています。
「学びたい」という強い気持ちを持ち続けることが大事だと思います。みなさん
も分子科学課程で化学を学び、ガンガン最先端の化学研究をしてみませんか？

ヤーイー チェンさん

大学院分子科学専攻
博士前期課程 2017年3月修了
株式会社小林製薬勤務

杉森大樹さん
　私は、2013年4月に理学系研究科分子科
学専攻博士後期課程に入学し、2016年3月
に博士号を取得しました。現在は、化学会社
の研究員として勤務し、ポリマーの開発を
行っています。大阪府立大学へは、修士課程

２年生のときに交換留学生として所属した研究室で行った有機化学の
研究に大変興味を持ったため、博士後期課程から入学することを決意
しました。所属する研究室では、主に面不斉遷移金属錯体を配位子と
する触媒的不斉合成の研究を行いました。３年間という短い期間では
ありましたが、これまでで最も高い性能を示す触媒系を開発すること
ができ、国際的に高く評価されている学術誌に発表しました。さらに、
私の行ったこれらの成果に対して、ハワイで行われた国際学会にて
ポスター賞をいただいたり、新聞でも取り上げていただいたりする
など、多くの方に興味をもっていただいたことを今でも大変嬉しく
思っています。もちろん、このような成果にたどり着くまでに、指導
教授と多くの議論を積み重ねて、多くの実験を繰り返し、繰り返し行い
ました。しかし、こうして得た数々の経験は、現在の会社における研究
においても大いに役立っていることを実感しています。
　この分子科学課程では、学生に対して数多く、かつ質の高い研究
教育の機会が提供されていると思います。化学に興味ある皆さん、
この分子科学課程で自分のやりたい研究を見つけて、実り多い学生
生活を送ってみませんか！

大学院分子科学専攻
博士後期課程2016年3月修了

DIC株式会社勤務

触媒設計反応化学研究室
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３年次前期までに履修する実験科目（化学実験、分子
科学実験Ⅰ・Ⅱ）では、受講生全員が同じテーマの実験
を行ないます。これに対して、３年次後期に履修する
「分子科学課題実習」では、受講生が以下に示す分子科
学課程の各研究室に分かれ、研究室毎に異なるテーマ

の実験を実施します。分子科学課題実習は、翌年度（４
年次）に履修する「卒業研究」への接続科目として位置づ
けられており、分子科学課題実習を履修した研究室で、
引き続き卒業研究を行うことが前提となっています。

　卒業生の大部分は大学院・博士前期課程（２年間）に進学します。そして、科学と技術とが
急速に進展を続ける現代において、社会に出て様々な分野に進んでいく基盤となるしっかり
した基礎力にさらに磨きをかけます。
　博士前期課程修了者の大部分は、化学系を中心に、エネルギー、製薬、化粧品、電器、機械
など様々な業種のメーカーに就職し、主として研究・開発の担い手として活躍しています。ま
た修了者の一部は博士後期課程（3年間）に進学して、ひき続き最先端の分子科学研究にとり
くみ、博士号取得後は化学系企業や各種研究機関で研究活動の中核的な存在となっています。

大学院博士後期課程進学、石原産業、三井化学、宇部
興産、クラレ、住友ゴム工業、ダイセル、アース製薬、
ＧＳユアサ、三洋化成工業、日本合成化学工業、トン
ボ鉛筆、雪印メグミルク、住化分析センター、日本特
殊陶業、高圧ガス工業、大阪印刷インキ製造、コーデ
ンシ、エア・ウォーター、MORESCO、NSC、ACN、
安治川鉄工、高校理科教諭

2018年 月 の (大学院分子科学専攻）



研究分野紹介

特認教授

教授・松原 浩　講師・小島秀夫　助教・牧野泰士

教授・松坂裕之　准教授・竹本 真　准教授・亀尾 肇
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豊富な炭素資源である一酸化炭素やアルケン、アルキンを用い、
ラジカル種や遷移金属の特性を活かして、社会に有用な有機化
合物を合成するための新反応の開発を行っています。環境調和
型（グリーン）化学反応の開拓にもとりくんでいます。

当研究室の人工知能 (SYNSUP) を利用して、次世代型医薬品（世の中にないクスリ）を
超効率的につくる方法を探索しています。
また、実験を通して得られた情報を人工知能にフィードバックして、人工知能の進化に
役立てています。

フッ素で高度に置換されたフルオラス化合物を利用する新たな反応剤や反応場の
開発研究を行っています。また、生体触媒を利用する有用物質合成や蛍光性基質
を用いた酵素の高感度活性測定法の開発に取り組んでいます。

有機化合物と無機化合物の双方の特長を融合した新たな分子の合成と機能開拓にとりくんで
います。特に、分子内に複数の金属中心を有する「有機金属クラスター錯体」の合成と反応性
の解明を目指しています。

※2018年4月1日現在の情報です

※

高度にフッ素化された化合物や生体触媒を利用する有機合成、酵素反応の
解明と利用

人工知能を利用する医薬品のワンポット合成

反応物理化学

触媒的不斉合成、および湾曲構造を有する拡張π電子系の創成

学

学

理 学 学

学 学

導電性や光応答性、磁性、太陽電池特性などの優れた機能性を有する新しい
有機分子材料の開拓とその物性解明を行っています。

科学

複雑な分子の集合体、およびタンパク質や酵素などの生体
分子について、量子化学計算や分子動力学シミュレーション
などを行い、多種多様な物性の発現機構や反応のメカニズム
の解明をめざしています。

学

キラル医薬品などを化学合成する際に必要な基盤技術となる触媒的不斉合成法の開発、および
湾曲構造を有するπ共役系化合物の合成とその物性の解明に取り組んでいます。

学

フルオラス溶媒を用いた新しい合成手法(Phase Vanishing 法)によるアルケンの臭素化
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教授・神川 憲　助教・津留﨑陽大

准教授・藤原亮正　助教・岩本賢一

教授・藤原秀紀　助教・酒巻大輔

理論計算により、分子の電子状態や、分子の示すさまざまな性質の解明、機能性材
料の設計に取り組んでいます。さらに、新しい理論計算プログラムの開発も行って
います。

理 学

分子雲における生体関連分子の構造と反応性を研究しています。イオン
分子反応、イオン移動度、質量分析、分光学的手法を用いて、宇宙や地球
の分子雲におけるキラル認識と化学反応、化学進化の解明に取り組んで
います。

理 学

Laser 1

Laser 2

宇宙や地球の分子雲の分光解析装置
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