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化学環境学専攻の紹介
化学環境学専攻は、「化学」を通じて自然環境と調和の取れた豊かな人間社
会を醸成していくことを目指しています。そのために、地球上の限られた資
源やエネルギーを有効に、高度に活用できる研究者や技術者を養成します。

21世紀の豊かな人間社会を実現するためには、より効率のよい生産プロセ
スを開発することや、資源の再利用を常に考えなくてはなりません。また、
環境における物質循環機構を深く理解し、環境に対する負荷が少ない循環シ
ステムを構築することも大切です。私たちの専攻はこのような基本理念に基
づいて組織されていますので、化学の知識をベースにして、環境・資源・エ
ネルギー・燃料・生命・反応・材料・プロセスなど、化学と環境に関わるさ
まざまな最新の知識を学ぶことが出来ます。
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修了後の進路
本専攻の修士および博士課程修了者の主な就職先

平成 年度

25

平成 年度

24

ポラテクノ、大和証券、千代田化工建設、日立製作所、JX 日鉱日石エネルギー、JFE
エンジニアリング、東海染工、ダイキン工業、BNP パリバ証券、ADEKA、寺岡製作所、

NE ケミキャット、セントラル硝子、極東貿易、三菱マテリアル、NTT 東日本、白元、
富士フィルム、田中貴金属、シマノ、櫻護謨、日清紡、プレス工業、旭硝子、ユーロフィ
ン日本環境、出光興産、長谷川香料、NTT データ、トヨタ自動車、オー・ジー、東芝、
三井化学、私立高校教員、小林製薬、ＷＤＢグループ
DIC、NTT データ、旭硝子、味の素ファインテクノ、アルプス電気、エア・ウォーター・ゾル、
エリーパワー、花王、川崎重工、キーエンス、甲南化工、三洋化成、星光ＰＭＣ、大日
本印刷、大陽日酸、高砂香料、東芝、東ソー、東洋インキ、デュポン、巴商会、長瀬産
業、バルチラ・ジャパン、富士フィルム、ブリヂストン、日清エンジニアリング、日本
触媒、日本バイリーン、三田証券、三菱商事、明治、ユニチカ
【修士】ADEKA、荒川化学工業、出光興産、NEC、NEC エナジーデバイス、花王、キヤノン、

平成 年度

一般企業

23

コニカミノルタ、サイバー セントラル キャピタル、材料科学技術振興財団、三洋化成、
新光電気工業、新日鉄化学、新日本製鐵、清水建設、住友化学、セイコーエプソン、積
水化学、DIC、電気化学工業、東ソー、東洋紡績、凸版印刷、豊田合成、東京応化工業、
東京ガス、東芝、日本触媒、日本精工、農中情報システム、富士フィルム、ブリヂスト
ン、本田技研工業、三菱ガス化学、三菱樹脂、三菱マテリアル、三菱レイヨン、ユニチ
カ、LIXIL
【博士】東芝、日本ゼオン

平成
年度

22

平成
年度

21

DIC、TIS、赤木屋証券、旭化成、旭硝子、味の素ファインテクノ、アデカ、出光興産、
イノアック・コーポレーション、オリンパス、花王、杏林製薬、コニカミノルタ HD、
小林製薬、敷島製パン、昭和シェル、新電元工業、新日鉄、住化分析センター、住友化
学、田中貴金属、東洋インキ、豊田自動織機、日油、日本写真印刷、日本精工、富士電
機ホールディングス、ブリヂストン、古河電工、三菱ガス化学、メルテックス、モメン
ティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン
曙ブレーキ工業、アデカ、いすゞ自動車

NTT コムウェア 、花王、新日鉄、スズキ、

住友化学、大日本印刷、大日精化工業、高畑精工、千代田化工、電源開発、天昇電気工
業、東京ガス、東京電力、東芝、トヨタ自動車、ニチレイロジグループ本社、日本原燃、
日本触媒、半導体エネルギー研究所、日立化成工業、富士ゼロックス、三木証券、明治
製菓、横浜油脂

官庁
公務員

厚生労働省、農林水産省、消防庁、国立印刷局、東京都環境保全局、神奈川県、埼玉県庁、
広島県教員、防衛省
東京工業大学、東京大学、神奈川大学、兵庫県立大学、Univ. of California at Berkley、茨城高専、

大学
研究機関

理化学研究所、科学技術振興機構博士研究員、日本学術振興会特別研究員、日本原子力研究
開発機構、
（財）産業創造研究所、
（財）食品薬品安全センター、
（財）日本食品分析センター、
（財）微生物化学研究会、
（財）野口研究所、
（財）国民生活センター、東京理科大学、青山学
院大学
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小畠・三重研究室
http://www.neobio.bio.titech.ac.jp/ja/

東工大

小畠

三重

検索

超生物機能タンパク質材料の創製

小畠 英理

教授

三重 正和

准教授

超生物機能材料への挑戦
生物は、様々な高次機能を発現する多彩な生体分子群を緻
密に制御することにより、精巧な生命活動を維持していま
す。生物が莫大な年月をかけて地球環境下で進化させてきた
生体分子は、究極の環境調和型分子とも言えます。これら多
くの生体分子の中でも、タンパク質は最も多様かつ高度な機
能を発現する分子です。タンパク質に代表される生体分子
を、我々人類が高機能材料として最大限に利用するために
は、単に天然の生体分子を利用するだけでなく、積極的に改
良・改造を施したり、あるいは全く新しくデザインしたりし

図2

改造転写因子タンパク質による分化誘導

バイオセンシングタンパク質材料の創製

て天然の生物機能を超える生体分子群を創出していくこと

設計・構築した超生物機能タンパク質分子材料を利用し

がカギとなります。我々はこれを「超生物機能材料工学」と

て、超高感度環境バイオセンシングシステム、分子間相互作

位置づけ、様々な新規超生物機能材料を創出しています。そ

用解析法、生細胞内分子計測法等、世界に先駆けて独創的な

の主なターゲットは、
「細胞機能制御」と「バイオセンシング」

研究開発を展開しています。
キメラタンパク質を利用したガンマーカーの高感度検出

です。

細胞機能制御タンパク質材料の創製

。
や、細胞発信情報のセンシングを実現しました（図 3）

成長因子、転写因子、細胞外マトリックス等を改造・設計
して構築した超生物機能タンパク質材料を利用して、接着、
伸展、増殖、分化等、様々な細胞機能を制御し、組織工学・
再生医療へのアプローチを図っています。

図3

キメラタンパク質によるセンシング

細胞内環境における分子間相互作用のイメージング（図 4）
や、タンパク質− DNA 複合体による分子検出等、新たなバ
イオセンシングシステム創製に取り組んでいます。

図1

新規タンパク質材料による細胞機能の制御

組織構築においては細胞、シグナル因子、足場が必要とさ
れています。私たちは、シグナル因子と足場が一体化した新
。
規機能タンパク質材料を創製しています（図 1）
改造転写因タンパク質による分化誘導（図 2）や、環境応
答タンパク質による DDS 構築にも挑戦しています。

図4

細胞内分子間相互作用のイメージング
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吉田・山田研究室
http://www.nylab.chemenv.titech.ac.jp/

アイソトポマー

検索

アイソトポマーを指標として地球環境物質循環像の構築を目指す

吉田 尚弘

教授

山田 桂太

准教授

環境物質の起源・循環を理解するために、地球化学的な解

物質の循環解明も研究テーマの 1 つです。様々な古環境プロ

析による研究を行っています。地球環境変化を引き起こす物

クシ、古環境シミュレーション、モダンアナログなどを通し

質循環の量的変化の中身を理解するには、環境物質の質的情

て地球環境変動を解析しています。平成 24 年度から世界トッ

報を知ることが重要です。

プレベル研究拠点（WPI）である地球生命研究所（Earth-Life

環境物質の主要構成成分である生元素には、種々の安定同
位体がある比率で存在しています。アイソトポマー
（isotopomer）
とは分子内に種々の同位体を含む分子種を指し、元素や分子
内位置の組合せによって、例えば温室効果ガスである二酸化
炭素には 12 種類存在します。

Science Institute, ELSI）に参画し、地球や生命の誕生・進化の
解明を目指した研究を加速します。

環境−食品−生体を通じた物質循環解析
地球規模の物質循環だけでなく、生体内、細胞レベルでの

本研究室では、環境物質の濃度に加え、安定同位体・アイ

物質循環研究も行っています。生体中の代謝有機分子のアイ

ソトポマー組成などの質的情報を得ることで、大気・海洋・

ソトポマー計測を行い、生化学的見地から代謝分子の生理学

陸域のさまざまな環境における物質循環の定量的な理解を

的指標性の評価を行っています。また、食の安心・安全や価

可能としています。

値保証の観点から、飲料・食品中の有機分子のアイソトポ
マー計測を利用した食品の産地推定や天然物・人工物の区別
を行っています。
以上のような研究を推進するため、質量分析法・赤外吸収
分光法・核磁気共鳴法などを利用した新規アイソトポマー計
測法の開発を行っています。開発した独自の計測法を駆使
し、微生物培養実験・光化学チャンバー実験などの模擬実験
から、さまざまな環境における時空間分布の観測、数値シ
ミュレーションによるモデル化を通じ、ミクロスケールから
マクロスケールまで地球環境物質循環の解明を目指してい
ます。また、安定同位体だけではなく、放射性核種の拡散に
関する研究にも着手しています。

図1

温暖化関連物質の循環イメージ

温暖化関連物質の循環の定量的解析
温暖化関連物質として重要な二酸化炭素・メタン・一酸化
二窒素・オゾン・硝酸・硫化カルボニル・二酸化硫黄・硫酸
などは、その発生源や生成・消滅過程に不明な点が多く、そ
のために全球収支が十分な精度で明らかになっていません。
そこで、大気・海洋・陸域のさまざまな環境でのアイソトポ
マー計測を利用した温暖化関連物質の循環解析の高精度化
を目指した研究を行っています。

地球と生命の関わりの研究
地球と生命は、その誕生から進化の過程で相互に深く関
わっています。現在だけではなく、過去の地球環境における
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図2

環境物質のアイソトポマーの例

吉田教授は、博士課程教育リーディングプログラム「環境
エネルギー協創教育院」（http://www.eae.titech.ac.jp/ ACEEES

/index-j.html）の担当教員であり、修士−博士一貫教育コース
を推進しています。

馬場・本倉研究室
http://www.chemenv.titech.ac.jp/lab/index.html

馬場本倉研

検索

資源・エネルギー有効利用のための触媒・酵素
環境問題に挑戦する新規な反応とそれを支える触媒の開

馬場 俊秀

教授

本倉

健

講師

酸化酵素によるラジカル生成機構の解明

発を本研究室の中心課題としています。触媒は新しい反応経

酸素（O2）が酸化酵素により活性化され、薬剤やヘルスケ

路を提供するため、環境問題の解決に本質的な役割を演じる

ア商品成分に含まれるカテコール誘導体と反応すると、反応

ことができます。そこで、環境問題を本質的に解決できる新

性の高いラジカル種が生成し、命を脅かすことがあります。

しい反応を生み出す固体触媒や生体触媒の開発に挑んでい

安全性の高い薬剤・ヘルスケア商品を開発できるよう、酸化

ます。

酵素によるカテコール誘導体の酸化反応におけるラジカル

糖・天然ガスからの選択的ブタジエン・プロピレ
ン合成

種生成機構を解明しています。

ブタジエン・プロピレンは重要な工業中間体です。研究室
では、バイオマスや天然ガスからの高選択的ブタジエン・プ
ロピレン合成に挑戦しています。例えば、グルコースやエタ
ノールをブタジエンへ変換するには、複数の反応を経る必要
があります。それぞれの反応をバランスよく進行させる触媒
として特殊な酸化物の合成に取り組んでいます。

図3 チロシナーゼ酸化反応系におけるラジカル種生成

触媒による二酸化炭素の変換反応
二酸化炭素は地球上に大量に存在する、安価な炭素資源で
す。触媒を用いる二酸化炭素からの有用物質の合成に取り組
んでいます。例えば、銅錯体触媒を用いると、二酸化炭素を
化学原料であるギ酸やアミドへ変換できます。

図1 固体触媒によるブタジエン・プロピレン合成

酵素によるアルカンからアルコールへの酸化反応
アルカンを炭素資源として有効利用するため、アルカン酸
化酵素により常温常圧でアルコールを合成しています。アル

図4

触媒を用いる二酸化炭素の変換反応

固体表面における協同触媒作用の創出

カン分子の位置と配向を認識する酵素のタンパク質分子構

相反する性質を有する触媒活性種は、溶液中では中和反応

造を解き明かすことで、アルコールの位置・立体異性体を自

によって失活します。しかし、二つの活性種を同一固体表面

在に作り分けることを目指しています。

の適切な距離に固定すると、中和せず、目的の触媒反応に協
同的に作用します。この現象を利用し、高効率触媒反応・新
反応の実現を目指しています。

図2 アルカン酸化酵素による直鎖アルカンの認識
図5

固体表面での協同触媒作用による結合形成反応
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小坂田・竹内研究室
http://www.res.titech.ac.jp/~shinkin/

小坂田

竹内

検索

新しい結合・反応・物性に基づく有機化学の構築
有機合成化学、高分子化学、超分子化学やこれらに関連す

小坂田耕太郎 教授 竹内 大介

准教授

有機金属超分子の合成と機能

るソフトマテリアルの分野で、有機金属化合物は重要な役割

遷移金属錯体の特徴ある反応性を活かし、錯体の特長を活

を果たしています。多彩な金属と配位子とからなる有機金属

かした超分子を独自の方法で合成しています。フェロセンを

化合物は、物質合成の鍵を握る一方で、その光化学、電気化

軸または環分子に導入することによって容易に得られるロタ

学などでは新機能材料として限りない可能性をもっていま

キサンは、これら有機金属分子がインターロックした構造を

す。本講座では、有機化合物、高分子化合物の「かたち（構

もち、フェロセンのレドックス活性、多数の芳香環の配置に

造）
」
、
「うごき（動的挙動から反応）」
「はたらき（機能）
」の

よる結晶の光学的性質など、有機金属化合物の特色を活かし

すべてに興味をもち、有機金属化合物を基軸にする研究を広

た超分子が多数得られています。単結晶の相転移によってそ

い視野からおこなっています。

の性質が大きくスイッチングするロタキサンを発見しました。

常に新しいものづくりをめざし、楽しくかつ集中して研究
することが何にもまして重要であるとのモットーのもとに

これは分子運動を示す世界で始めてのロタキサン結晶であり、
科学、技術両方の面から将来の可能性が注目されています。

日々活動しています。下に示すものを含めて多くの新しい課
題に挑戦しています。

14 属元素配位子をもつ単核、多核遷移金属錯体
有機ケイ素、ゲルマニウム化合物は遷移金属錯体で活性化
され、変換されます。パラジウム、白金、ロジウムなどを用
いて、1）単核、二核錯体による Si-Si, Ge-Ge, Si-Ge 結合形成
反応、及びこれに基づく高分子の新合成反応の開発、2）四
核以上の平面コアを有する錯体を基盤とする結合から反応

新しい連続構造を有する高分子の精密合成

までの理解、をめざしています。Pd4Si3 型の錯体はカップ

遷移金属錯体の特徴ある反応性を活かし、錯体触媒でなけ

リングにより八核錯体に変化する、多彩な反応性を示しヨウ

ればつくることのできない高分子を合成し、その各種機能を

化銅の付加によって五核錯体へと変換される他、ブレンス

探索しています。α，ω−ジエンやシクロペンテンなどの新

テッド酸との反応により可逆に鎖状錯体へ変化する、有機ジ

しくデザインされた単量体を立体選択的に連結させること

スルフィドの S − S 結合を活性化する、などのまったく新し

によって、精密に繰り返し構造が制御された高分子を多数合

い反応性を示します。

成しています。最近見出したパラジウム錯体触媒により得ら
れる官能性置換基の連続構造の制御された高分子は、これま
で有効な合成法がなかったものです。この反応を利用するこ
とにより、従来ほとんど例のなかった液晶性ポリオレフィン
の合成も可能となりました。高分子鎖上に多様な機能団を組
み込むことも可能であり、新しい機能性高分子としての可能
性が期待されます。

パラジウム−ケイ素新錯体の結合、構造、反応
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石谷研究室
http://www. res.titech.ac.jp/~organic/top_page.htm

ナノ空間触媒

検索

夢を実現する地球環境触媒化学

石谷 暖郎

地球環境問題やエネルギー問題を解決し持続可能な工業

講師

担持ベースメタル系高機能触媒の開発

体系を構築することは、人類の大きな夢であり、課題でもあ

シリカナノ多孔体の均一で平坦な表面は、精密有機合成の

ります。私達は、地球に対する負荷を軽減し、最小のエネル

ための金属活性点の構築に適していると考えられます。私達

ギーで最大の効率を発揮させるため、
「触媒」をキーワード

は、チタンや銅を担持したメゾ多孔体上に不斉環境を構築で

として物理化学、無機、有機化学の視点から研究を続けてい

きることを見出し、これを高機能な不均一系不斉触媒として

ます。現在、
「有害廃棄物を排出しないグリーン有機合成」、

広く展開することを試みています。すでに、銅担持体を用い

「担持ベースメタル系高機能触媒」、
「全触媒化バイオマスリ

て、パラジウムやロジウム錯体などの貴金属均一系触媒に匹
敵する不斉選択性を獲得しており、現在はこの触媒系でのみ

ファイナリー」の研究に取り組んでいます。

有害廃棄物を排出しないグリーン有機合成化学
私達の生活を支えている化学製品、医薬品や先端科学材料
を原料から供給するためには、多くのエネルギーが必要で

可能な新反応の開発に取り組んでいます。

全触媒化バイオマスリファイナリーの構築
地球温暖化防止や石油枯渇問題から、再生可能なバイオマ

す。またそのプロセスには、様々な廃棄物が排出されます。

スを原料とする化学工業の構築が世界的に喫緊の課題に

私達は、固体触媒を用いる収率・選択率 100％の反応が実現

なっています。私達はすでにバイオエタノールを選択的にプ

できれば、必要とするエネルギーや廃棄物を大幅にカットで

ロピレンに転換する触媒プロセスの開発に成功し、バイオマ

き、地球環境にかかる負担を軽減することができると考えて

ス資源からバイオプラスチックが生産できることを示しま

います。最近ほぼ純粋なシリカが、ナノ多孔体構造を形成す

した。最近では、杉の鉋屑（かんなくず）のような木質系バ

ると固体酸触媒として機能することを見出しました。これ

イオマスそのものを触媒によって処理するとリグノセル

は、ナノ多孔体が反応剤と弱く相互作用しながら、その細孔

ロース全量を水溶液化できること、またその方法を工夫する

の中で効率の良い反応場を提供していることの表れです。現

と、構成成分であるリグニンやセルロース、ヘミセルロース

在、これらの触媒作用の有機合成化学への展開、酸特性発現

成分に分離できること、さらに気相に水素を共存させると

機構の解明を目指しています。

種々の炭化水素へ直接変換できることを世界で初めて明ら
かにしています。これらの成果は、食糧と競合しない新しい
バイオマスリファイナリーの構築や持続可能な社会の実現
に貢献できると考えています。

図

地球環境改善を実現する触媒化学
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西山・宍戸研究室
http://www.bmw.res.titech.ac.jp/
http://www.polymer.res.titech.ac.jp/

西山伸宏

宍戸厚

検索

医療・フォトニクスを指向した機能性高分子材料・デバイスの創製
精密合成高分子をプラットフォームとした高機能
医薬の創製（西山研究室）

教授

宍戸

厚

准教授

光液晶分子配列の開拓とソフトメカニクスの探求
（宍戸研究室）

分子生物学、細胞生物学及びその他関連分野とバイオテク

作製に多量のエネルギーが必要な従来の固い材料に替わ

ノロジーの飛躍的な進歩により、タンパク質、ペプチド、核

り、省エネルギープロセス型で人体にも優しいソフトかつフ

酸などの様々な生体機能性分子や化合物が見出され、それら

レキシブルな高分子が、低環境負荷で安全安心な社会を支え

の医療分野への応用が期待されています。しかしながら、こ

る次世代材料として近年注目されています。しかしながら、

れらの分子は、単独では、生体内で狙った機能・効果を得る

エレクトロニクス・フォトニクスデバイスにおける機能発現

ことは困難であり、ときには副作用の発現が大きな問題とな

の要である分子配列については、低い配向度や分子構造の制

ります。また、優れた機能・効果を得るために、複数の分子

約など多くの課題が残されているのが現状です。加えて、材

を化学的に結合する試みがなされていますが、多くの場合、

料設計においてはソフトな材料の力学（ソフトメカニクス）

それぞれの機能が損なわれ、十分な効果を発揮することがで

が必要になりますが、硬い材料を対象とする従来の材料力学

きません。当研究室では、リビング重合によって分子量、組

をそのまま適用することには難があります。従ってソフトメ

成、官能基の位置を精密に制御した高分子材料をプラット

カニクスの開拓自体も大きな問題です。

フォームとして、上述の生体機能性分子や標的指向性機能や

これらの課題を解決するため、わたしたちは、光と分子配

環境応答機能といった任意の機能を位置選択的に創り込む

列の特異的な相互作用に着目し、高機能・高性能な高分子材

ことによって、生体内で高度な機能を狙いどおりに発現させ

料の創製を目指して，分子設計・合成・物性評価からデバイ

ることができる理想的な薬剤の開発を目指しています。この

スの作製・評価まで，基礎と応用の両面にわたり幅広く研究

ような精密合成高分子を基盤とする医薬品開発（高分子創

を行っています。本研究室では、光による新たな分子配列法

薬）は、我が国が世界をリードしている研究分野です。当研

を開拓するとともにソフトメカニクスを探求し、既存の常識

究室では、
（1）効果に優れ、副作用の少ないがん治療、（2）

を打ち破る次世代材料の提案を行います。

次世代バイオ医薬品（抗体、オリゴ核酸など）の実用化、
（3）

その応用は、フレキシブルディスプレイ・ホログラム・立

高感度な生体機能イメージング、
（4）医療機器との融合によ

体動画などのフォトニクス材料から力学設計を基盤とした

る超低侵襲治療の実現に向けて、高分子医薬の研究開発を

エレクトロニクス材料・医療機器まで多岐に渡ります。詳し

行っています。

くは HP をご覧下さい。

当研究室では、自分自身の手で新しい医薬品を開発するこ
とを経験して頂きたいと考えており、高分子合成から培養細
胞および実験動物を用いた機能評価までのすべてを行うこ
とができる実験環境・設備を整えています。詳しくは HP を
ご覧下さい。
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西山 伸宏

山口・田巻研究室
http://www.res.titech.ac.jp/~zairyosys/yamaguchilab/index.html

山口・田巻

検索

持続発展可能な明るい未来社会作りのために
地球環境と持続的発展可能社会のための
高機能化学システムの構築

山口 猛央

教授

田巻 孝敬

講師

バイオマテリアル
従来の人工材料では分離・反応など一定の機能を定常的に

環境問題、エネルギー・資源枯渇問題など地球規模の問題

示しますが、生体では時間・環境によって同じ細胞や生体膜

の解決、豊かな生活持続のための医療・医薬技術の進展など、

が異なる機能を示します。生体自身を人工的に作ることは困

どの分野でも新しい機能材料・デバイスの開発が必要不可欠

難ですが、生体の持つシステムから発想して新しい人工材料

です。これらの分野では、単純でなく精緻で複雑な機能を示

を作ることは可能です。未来の人工臓器、薬物送達システム、

す材料及びデバイスが要求されています。これら高機能な化

医薬品合成のためのマイクロリアクタを考えると、この生体

学システムは、最先端の要素技術とこれらを統合する画期的

システムは良い見本となります。生体システムを模倣し、細

なアイデアにより生まれます。分子レベルから材料を合成

胞、組織、器官へと発展させた材料システムの構築を目指し

し、デバイス化、プロセス化を俯瞰的に考え、社会および地

ています。

球のために真に必要な科学技術のブレークスルーを目指し
ます。
材料自身をシステムとしてとらえ、複数の素材を有機的に
結びつけ、新機能を発現する 機能材料システム および、
そのデバイス・プロセス化までを対象とします。具体的には、
燃料電池、バイオマテリアルの創製から、持続発展可能な地
球環境保全技術へと展開します。

材料機能のシステム設計
燃料電池
固体高分子形燃料電池は、自動車、家庭用定置型電源とし
て注目されています。我々は世界で初めて、数十 nm の多孔
膜細孔中に電解質ポリマーを充填すると新しい構造、機能が
発現することを発見しました。触媒カーボン担体へのグラフ
ト重合、ナノ粒子キャッピング手法、燃料電池状態での触媒

未来の燃料電池材料と燃料電池

表面解析など、世界でも例をみないナノレベルからの新しい
発想や化学合成手法が生まれています。また、白金を用いな
い全固体アルカリ型燃料電池に期待は高まっていますが、電
解質膜が存在しないために開発が止まっています。この分野
でも、新規な発想による電解質膜の開発に挑戦し、成功しつ
つあります。さらに、グルコースなど生体内物質を生体膜と
同様にエネルギーへと変換するバイオ燃料電池など、さらに
未来の技術開発に向かっています。
研究室全体として、有機化学・無機化学・電気化学・化学
工学・触媒化学、機械工学まで幅広い学問領域を駆使し、技
術のブレークスルーを目指しています。

生体システムから発想した新しいバイオマテリアル
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山元・今岡研究室
http://www.res.titech.ac.jp/~inorg/

無機機能化学部門

高分子と錯体の融合による分子設計できる機能材料創製
新元素戦略：金属の自在集積と精密金属ナノ材料の
創製

検索

山元 公寿

教授

今岡 享稔

准教授

とによって高輝度発光と高エネルギー変換効率を達成しま
した。これはデンドリマーを利用した有機太陽電池の初めて
の例です。
分子内のポテンシャルを自在にプログラミングできる特
徴を活かし、電子をより多く、より遠くに、正確に移動させ
ることが出来る新材料の開発を行っています。この基盤原理
の確立により、エネルギー変換デバイスのみならず、メモ
リー素子やスピントロニクス素子などへの展開が考えられ
ます。

金属イオンが規則正しく錯形成できる配位サイトを導入し
］を
た独自の高分子（デンドリマー）
［Nature, 415, 509（2002）
用い、これを基盤とした様々な機能材料創製を展開していま
す。金属元素の原子数や組成が精密かつ自在に設計・制御で
きるようになると、従来の古典的な無機化学では成し遂げら
れなかった単分散でサブナノメートルオーダーの金属、半導
体、酸化物、多元素合金クラスター化合物、いわゆる「精密
金属ナノ材料」の化学が拓かれます。燃料電池触媒への応用

有機 - 無機ハイブリッドデバイス（太陽電池、EL 素子）

バイオミメティック機能創発

例として、わずか 12 個の白金原子からなるサブナノクラス

タンパクは主に単結合からなる柔らかい分子に見えます

ターの精密合成に成功し、既存の白金ナノ粒子触媒（粒径 3

が、αヘリックス、βシートなど折りたたみ形成によって一

nm）を凌駕する酸素還元触媒能を見出しているほか、世界最

部がバネのように強固になり、化学刺激が増幅・伝達される

小の酸化チタンサブナノドット作成にも成功、これによって

巧みな協同機能が発現します。この高度な分子内連携は従来

発現する量子サイズ効果を世界で初めて直接観測しました。

の高分子材料では実現不可能でしたが、硬い（適度な可動性
も併せ持つ）分子骨格のデンドリマーで初めて実現され、分
子形状認識などに利用することが可能になりました。
また、デンドリマーをナノカプセルと見立て、鉄貯蔵タン
パクであるフェリチン類似の、鉄イオンの個数を決めて内包
／放出を精密に制御することにも成功しています。
これをさらに拡張することで 100％合成分子による人工酵
素の創製を目指しています。新しい生体模倣材料として、触
媒・分子センサー・薬剤運搬材料（DDS）などへの応用が期
待されます。

エレクトロニクスデバイスへの展開
デンドリマー錯体（メタロデンドリマー）を有機薄膜デバ
イスとして有機 EL 素子及び色素増感太陽電池に組み込むこ
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久堀・若林研究室
http://www.res.titech.ac.jp/~junkan/index-j.html

久堀

若林

光合成と微生物の能力を生かした新しい生物化学の創成
光合成生物のエネルギー代謝とレドックス制御

検索

久堀

徹

教授

若林 憲一

准教授

タータンパク質ダイニンが微小管に対して滑り力を起こす

ATP 合成酵素は、分子モーターとしても知られている生体

ことで運動します。私たちは、このダイニンの活性がレドッ

に必須のエネルギー変換装置で、細菌、動植物など真核生物

クス調節を受けていることや、走光性の正と負が細胞内レ

のミトコンドリア、植物の葉緑体で、呼吸や光合成で得られ

ドックス状態の変化によって入れ替わることを明らかにし

るエネルギーを ATP の化学結合のエネルギーに変換していま

ました。つまり、光合成活性による細胞内レドックス状態の

す。しかも、ATP を合成する際には、分子が回転しながら働く

変化→鞭毛へのレドックス情報の伝播→運動変化という経

という非常にユニークな分子モーターです。呼吸や光合成に

路によって、細胞内の代謝の情報が鞭毛に伝えられ、より生

よる ATP の合成と供給は、動植物の生命を維持するために非

存に適した光環境に移動するという、エネルギー獲得とは別

常に重要ですが、葉緑体での ATP 合成は光合成反応が起こる

の光の利用のしくみがあるのではないかと考えています。そ

ときだけしか働くことができないので、その機能が精密に制

こで、鞭毛運動と光合成の両方の研究分野で優れた実験材料

御されています。私たちは、ATP 合成酵素の制御機構を分子

である単細胞緑藻クラミドモナスを用いて、この経路を分子

レベルで解明する研究、さらにはこれを発展させて分子モー

レベルで明らかにし、「運動」の視点から光合成生物の営み

ターを自在に操ることを目指した研究を行っています。

を理解することを目指しています。

ATP 合成酵素をはじめとして植物体内の代謝系は、光合成
反応で生じる還元力を利用して精密に制御されていて、これ
をレドックス制御機構と言います。この制御の主役は、ジチ
オール−ジスルフィド交換反応によって還元力の受け渡しを
するチオレドキシンです。生体内には、還元力の受け渡しを
行うレドックスネットワークという情報伝達システムがあっ
て、いろいろな代謝系が協調して働いているわけです。また、
生体内では過剰な電子が活性酸素を発生して他のタンパク質
システムを攻撃したり、これを防御するために還元力が働く

光合成微生物を利用した物質生産

ことも最近わかってきました。私たちは、このレドックスネッ

地球上では人類がかつて経験したことのない環境変動や

トワークの全体像を分子レベルで理解し、将来、光合成生物

エネルギー資源枯渇など、さまざまな問題が起こっていま

の機能をうまく制御し利用出来るようにすることを目指して

す。これらを解決する方法はまだ見つかっていませんが、問

研究を進めています。

題を引き起こした私たち人類には、これを解決する責任があ
ります。そんな思いから、私たちは、これまでの ATP 合成酵
素やレドックス制御システムの基礎研究で培ってきた知識
や技術を、応用研究に発展させる道を探っています。特に、
注目しているのは光合成微生物です。光合成微生物は、太古
の時代に現在の地球環境を作った立役者です。私たちは光合
成微生物が持っている機能を遺伝子操作技術により発展・向
上させることで、新たな物質生産のプラットホームにするこ

光合成微生物の細胞運動とレドックス制御
運動性をもつ緑藻類の多くは、鞭毛を巧みに操り、光に向

とを目指しています。このプロジェクトは、平成 23 年 10 月
から科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業（CREST）
の「藻類・水圏微生物の機能解明と制御によるバイオエネル

かう正の走光性と、逆に光から逃げる負の走光性の両方を示

ギー創成のための基盤技術の創出」領域に採択されました。

す性質を持っています。この性質は、光合成に最適な光環境

詳しくは、下記のホームページをご覧下さい。

に移動するために重要であると考えられます。鞭毛は、モー

http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/ryoiki/bunyah22-4.html
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穐田・吉沢研究室
http://www.res.titech.ac.jp/~smart/smartj.html

外部刺激や環境に応答する

スマート

あきたよしざわ研

な分子の開発

新しい分子材料や触媒の創製を目指して、外部刺激や環境

検索

穐田 宗隆

教授

吉沢 道人 准教授

分子カプセル・チューブ

変化に応答するスマートな分子（＝かしこい分子）の開発に挑

フラーレンなどのπ共役骨格に囲まれたナノ空間内では、

戦しています。その設計のポイントは、
「π共役分子」と「金属

特異な化学現象が発現します。私達はその構造に着目して、

イオン」の利用です。それらを必要な数だけ狙いの位置で連結

パネル状のπ共役分子（アントラセン）を 3 次元的に配置した

したナノサイズの三次元分子は、個々のユニットでは見られな

新しい 分子カプセル の創出を目指しています。これまでに、

い性質を発現します。私達は外部刺激として特に「光」に着目

金属配位点を導入したπ共役分子と金属イオンの自己組織化

して、このクリーンな刺激（エネルギー）に応答する三次元ナ

により、球状の分子カプセルの構築に成功しました。また、

ノ構造体を開発しています。構造体の設計から効率的な合成

金属イオンを使わないカプセルも作製しています。このナノ

法の開発、立体構造の理解、そして機能の開拓までを行ってい

空間には、様々な化合物が選択的に取り込まれることから、

ます。以下に、最近の研究内容の一部を紹介します。

分子ワイヤー
世界最小の電子回路を組み立てる 1 つのアプローチとし

「分子フラスコ」として活用しています。さらに、筒状のπ共
役骨格からなる 分子チューブ の機能開発を目指した研究
も展開しています。独自に設計した ナノ空間 の構築とそ
れを活用した特異な化学現象の創出に挑戦しています。

て、分子を利用した数ナノサイズの 情報伝達素子 の開発
が期待されています。これまでに私達は、1 次元の鎖状π共
役分子の両端に金属錯体を連結することで、拡張した共役系
を有する新しい化合物を構築しました。これらは最小の情報
伝達素子 分子ワイヤー として機能し、一方の金属で受け
た化学的刺激（酸化還元・光照射など）が、π共役鎖を介し
て他方の金属に伝わることを明らかにしました。また、2 次
元に分岐した 分子ジャンクション の構築、外部刺激によ
る情報伝達のスイッチングやチューニング機能を備えた分
子ワイヤーの開発も行っています。さらに、情報伝達の方向
性の制御や機能の集積化による、高次な機能性素子の創製に
も取り組んでいます。

太陽光を活用した触媒反応
光は、熱では進行しない反応を実現する魅力的なツールで
す。特に太陽光（可視光）を利用した触媒反応の開発は、環
境負荷の少ないクリーンなもの作りに繋がる重要なテーマ
です。私達は、フォトレドックス触媒と呼ばれる分子触媒を
利用して、太陽光下で進行するアルケン類の触媒的オキシト
リフルオロメチル化反応やラジカル反応を開発しました。こ
のような新奇な光触媒システムの開拓と新反応を活用した
医薬品（抗ガン剤など）の中間体や生理活性物質の創出を目
指しています。
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上田・関研究室
http://www.res.titech.ac.jp/~pse/home.html

東工大 上田宏

関

検索

新規生物・化学プロセスの創成と高度化
変化の激しい現代の産業社会では、真に新しい生物・化学
プロセスの創成とその高度化が求められています。例えば、

上田

宏

教授

関

宏也

准教授

各種機能性タンパクの創製
任意の物質を補因子として認識しうるアロステリック酵

生物の主体であるタンパク質の中には、人工的に模倣しがた

素、簡便な融合タンパク構築法の創出など、高い新規性と有

い高い分子認識能や触媒能を持つものが数多くありますが、

用性を併せもつ機能性タンパク質とそれを生かしたプロセ

それらは応用の観点から必ずしも最適な性質を持つとは限

スの創製を目指して研究を進めています。

りません。我々はここにタンパク質工学の醍醐味があると考

特に最近、代表的な発光生物であるホタルの発光酵素ルシ

え、さまざまなタンパク質の、遺伝子工学的、ケミカルバイ

フェラーゼの反応機構に基づいた、迅速高感度な蛋白質間相

オロジー的手法を駆使した創製を試みています。これによ

互作用検出法の開発に成功しました。使いやすく信頼性の高

り、医療・環境・資源など様々な分野で社会に貢献できるバ

い薬剤探索ツールへの応用、診断デバイスの実用化を目指し

イオプロセスが構築できるものと期待しています。

て研究を進めています（図 3）。

抗体を用いた新規検出素子・測定法の開発
抗体は現代のバイオテクノロジーを牽引するタンパク質
です。我々は、抗体に抗原が結合すると安定化する現象を発
見し、これを原理とする、各種ホルモンなどの低分子を高感
度かつ容易に測定可能な免疫診断法（オープンサンドイッチ
法、OS 法，図 1）を世界に先駆け提案し、その環境分析や疾
患の早期診断への応用を試みています。また最近その発展型
として「抗原結合により光る」蛍光標識抗体 Quenchbody の

図3

新規相互作用検出法 FlimPIA の模式図

開発に成功し、その特長を生かした各分野への展開に力を入
。
れています（図 2）

化学生産プロセスの高度化
環境や安全を守りながら、高度な生産活動を維持するため
の次世代生産システムに関する研究を行っています。化学工
学の 1 分野であるプロセスシステム工学をベースとして、循
環型社会の構築に代表されるような人間社会と環境の調和
の実現に貢献することを目標とします。対象システムの数式

図 1 オープンサンドイッチ法の原理
抗体の先端部分を分割し，それらの相互作用を測定する。

図 2 新規免疫測定素子 Quenchbody の作動機構
混合し蛍光を測定するだけで，低分子から蛋白質まで検出が可能。

モデルの構築、解析、シミュレーションなど計算機を用いた
数理的なアプローチを主として、研究教育に取り組んでいま
す。

図4

化学生産プロセスのフロー図
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侯研究室（理研連携講座）
http://www.riken.go.jp/r-world/research/lab/wako/organometallic/index.html

侯研究室

検索

新触媒・新反応・新機能性材料

侯

召民

教授

私たちは、有機金属化学、錯体化学を基盤として、新しい

CH 結合活性化反応に希土類触媒が有効であることを明らか

分子触媒、特に希土類金属を中心とした新触媒をデザインし

にしました。また、アルキンの選択的二量化反応などを新た

て創製し、それを活用した新しい有機合成反応や重合反応の

に開発し、これを用い、単一有機分子発光材料としては初め

開拓を行っています。従来の触媒では実現困難な新しい物質

ての白色発光有機 EL デバイスの作成に成功しました。二酸

変換プロセスやより効率的・選択的な重合反応、有機合成反

化炭素の固定化にも取り組んでおり、銅触媒を用いたカルボ

応の開発、さらに新規機能性材料の創製を目指しています。

キシル化（-COOR）反応を開発しました。

1．高機能ポリマーの創製を目指した新規精密重合
触媒の開発
―New Catalysts for Regio- and Stereospecific
Polymerization―
私たちは、従来合成・単離が困難とされてきた、ハーフサン
ドイッチ型・非メタロセン型など、様々な希土類ジアルキル錯
［B
（C6F5）
体の合成を達成しました。これらの錯体は［Ph3C］
4］
等の助触媒と組み合わせることで従来の遷移金属触媒には見
られない特異な重合活性を示すことを明らかにしました。

図2

有機合成触媒による新しい材料開発、CO2 の有効利用

3．多核希土類ポリヒドリド錯体の創製と反応基質
に対する多点協同活性化
―Polynuclear Rare Earth Metal Polyhydride

Complexes Showing Cooperative Effects多核希土類ポリヒドリドクラスターの合成と構造解析を
初めて達成しました。これらのポリヒドリドクラスターは
種々の不飽和化合物に対し特異な反応性を示し、一酸化炭素
からエチレンを生成したり、金属カルボニル錯体と反応し、
異種多核金属メチル／オキソ錯体等を与えたりすることを
明らかにしました。

図1

新しい重合触媒による新規高分子化合物

2．高効率・高選択的な有機合成を目指した新規有
機金属触媒の開発
―New Catalysts for Efficient Organic Synthesis―
従来の遷移金属触媒では困難な非対称内部アルキン、内部
アルケンの位置選択的メチルアルミ化反応や、位置選択的
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図3

希土類ヒドリド錯体の特異な反応

化学環境学専攻のカリキュラム
化学環境学専攻は、
「化学」を通じて自然環境と調和の取れた豊かな人間社会を醸成していくことができる人材
養成を目指しています。本専攻では、化学と環境の広範な科学技術の分野を理解し、新たな領域を切り拓き先導
していく人材を養成するため、化学に関する十分な基礎学力と理工学の基礎専門力を習得できる「授業科目」と、
実験を通じて独創的な科学者・技術者としての素養を身につける「研究指導」を両輪として、教育と研究を一体
としたプログラムに基づく学習課程を構成しています。

修士課程
主な授業科目

化学環境学特論第一・同第二（ともに必修 )

先進反応化学 後学期（西暦偶数年度開講 )

環境基礎群・環境科学 前学期（必修）

先進錯体化学 後学期（西暦偶数年度開講 )

環境基礎群・生命と化学 前学期（選択必修 )

先進高分子材料化学 後学期（西暦奇数年度開講 )

環境基礎群・物理化学 前学期（選択必修）

先進環境化学 後学期（西暦奇数年度開講 )

環境基礎群・有機化学 前学期（選択必修）

先進化学工学 後学期（西暦奇数年度開講 )

環境基礎群・無機化学 前学期（選択必修）

化学環境学特別講義

環境基礎群・化学工学 前学期（選択必修）

化学環境学専攻インターンシップ

先進有機合成戦略論 後学期（西暦偶数年度開講 )

その他、英語専門科目を後学期に複数開講します。

主な大学院教養・共通科目群

環境安全教育 前学期（必修）

極微量物質論 後学期

エネルギー化学環境学特論；エネルギー最前線 前学期
（選択必修 )
リーダーシップ論 後学期（西暦奇数年度開講 （
）選択必修）

環境分解化学論 後学期
そのほか、大学院総合科目、大学院留学生科目など

博士後期課程
主な授業科目

化学産業ものづくり特論 後学期（必修）

化学環境学専攻インターンシップ

化学環境学特別講義

そのほか、
「 GCOE 地球たち」に関連する講義

修士カリキュラム
の一例

先進環境化学

環境基礎群・環境科学

環境基礎群・生命と化学

先進化学工学

環境基礎群・化学工学

先進反応化学

環境基礎群・物理化学

先進無機・錯体化学

環境基礎群・無機化学

先進高分子材料化学

環境基礎群・有機化学

先進有機合成戦略論

化学環境学特論第一

化学環境学特論第二

機器分析特論
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入学案内

平成 26 年度（平成 27 年度入学）の本専攻の入学試験は、下記の要領で実施する予定です。詳細は募集要項お
よび化学環境学専攻ホームページで確認してください。

募集人員

修士 40 名

A 日 程

書類選考で対象者を選抜し、口述試験によって合格者を決定します。

B 日 程

口述試験の対象にならなかった方は、筆答試験と口頭試問によって合否を決定します。

博士 16 名

筆答試験の試験科目
課程

科目

出題範囲

外国語

修士

生物化学、化学工学（選択）

外国語

〒 152-8550

1 時間

物理化学、有機化学、無機化学、

専門科目

博士

照会・募集要項の
請求先

英語

試験時間

英語（科学論文等の読解、作文）

2 時間 30 分
1 時間

東京都目黒区大岡山 2-12-1 W8-103
東京工業大学学務部入試課大学院入試グループ
電話 03-5734-3990

（郵送により募集要項を請求する場合には返信用封筒が必要ですので、封筒のサイズ、返信用切手等につ
いて問い合わせてください）

オープン
キャンパス

問い合わせ先

平成

26 年 5 月 16 日（金）・17 日（土）

10：00 〜 10：30 すずかけホール 2 階 集会室 1 にて説明会
（説明会終了後、研究室見学）
このほかにも専攻説明会を予定しています。
詳細については、化学環境学専攻のホームページをご覧ください。

【平成 26 年度化学環境学専攻長】
〒 226-8503

横浜市緑区長津田町 4259-R1-3
東京工業大学

大学院総合理工学研究科

化学環境学専攻
教授

小坂田

耕太郎

電話 045-924-5224
専攻ホームページ

chair@chemenv.titech.ac.jp
http://www.chemenv.titech.ac.jp/
化学環境
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検索

交通機関案内
すずかけ台キャンパスまでの主な経路

（平均的乗換え時間を含む所要時間）

新横浜駅
東京駅

JR 横浜線

JR 山手線

羽田空港

京急空港線

羽田空港

連絡バス

長津田駅
乗換

渋谷駅
乗換

横浜駅
乗換

東急田園都市線

東急田園都市線

JR横浜線

たまプラーザ
乗換

すずかけ台駅（30分）
下車

すずかけ台駅（75分）
下車

長津田駅
乗換

すずかけ台駅 （70分）

東急田園都市線

下車

すずかけ台駅 （90分）

東急田園都市線

下車

すずかけ台駅

R1
G1

東京工業大学
大学院総合理工学研究科
化学環境学専攻 2014 年度
http://www.chemenv.titech.ac.jp/

専攻ホームペ
ページ

htttp://
//w
//
/www.che
emenv
v.ttite
ech..ac
c.jjp//

