


卒研先決定について考慮する要素
（基本的には就職先決定と同じです）

• 本人の興味、希望、志望動機
→ 意欲的に取り組むか（ネガティブ要素は排除）

• ３年までの学業成績（これまでの実績）と見合っているか
→ 裏付けはあるか、裏付けがないと続かないよ

• １年間通えるか（通学時間等々）
→ 日常生活を送る上での障害はないか

• 「中の人」になれるか
→ 相手にされないのはつらいです…

• 集団行動できるか
→ ゼミ学生全体の連絡、お世話の必要もあります
（例）アルバム委員、卒パ委員

＋（内研の場合）

社会で生きていくための意欲と自信、
基本的なスキルを身につけて欲しい！



学業・仕事

余暇食事・入浴等

睡眠



分子構築学講座での研究内容

典型元素化学

遷移元素化学

無機化学、錯体化学、有機金属化学、
触媒化学、有機化学、etc.
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（多元素を用いた）合成化学





•

•

•

•



• 多核錯体構築のためのピラゾリル基を有する架橋配位
子の合成

• cis-二置換ビス(トロポロナト)ルテニウム錯体の合成
• トリスピロシクロトリホスファゼン三座キレート配位

子の合成研究
• ホスフィノフェノキシ基をもつ光学活性ジスピロシク

ロトリホスファゼン配位子の合成
• 4,4’,6,6’-テトラキス（ホスフィノ）スピロビフェ

ノキサシリンの合成と金属錯体への展開

• トリケトナト配位子を用いたパラジウム単核錯体の合
成と性質

• 異なるβ-ジケトナト配位子を組み合わせた単核銅錯体
の合成

具体的テーマの例（平成26年度卒論題目）
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教授： 弓削 秀隆 （無機化学）
人工酵素（多核錯体，ポルフィリン錯体）

准教授： 梶山 和政 （有機典型元素化学）
5配位リン化合物・シクロトリホスファゼン

助教： 吉田 純 （錯体化学）
液晶化学

助教： 神谷 昌宏 （有機金属化学）
触媒化学

講座構成員



（弓削）
人工酵素: オキシゲナーゼをヒントにしたものつくり

C─H C─O─H
あくまでモチーフとして。
マネではない、似て非なる構造・機能の化合物を展開した
い。

Bio-inspired Chemistry



自然分晶

平成20年度 旭修士論文 （2009年3月）
H. Yuge, S. Asahi, T. K. Miyamoto, Dalton Trans., 2287 (2009)

不斉な多核錯体
～合理的合成法の開拓と機能制御を目指して～



平成21年度 中臺卒業論文 （2010年3月）： 種をまいた

平成22年度 北澤卒業論文 （2011年3月）： 水をやって育てた

平成27年度 布施卒業論文 （2016年3月予定）： 実を実らせた？

今年度のハイライト



嵩高い

５配位リン化合物 [ホスホラン] 〜ビス（ホスホラニド）錯体〜

４配位リンアニオン
[ホスホラニド]

コンパクトな
ホスホラニドKajiyama, K. et al. Chem. Lett. 2000, 29, 784–785. Kajiyama, K. et al. Eur. J. Inorg. Chem. 2009, 5516–5521.

嵩高いホスホラニド配位子を

コンパクトにすることによって、

二つのホスホラニド配位子を

もつ錯体の合成に成功しました

梶山 和政



シクロトリホスファゼン 〜トランス-ジスピロシクロトリホスファゼン〜

トランス
[ラセミ]

＜キラル＞

シス
[メソ]

＜アキラル＞

ジスピロ体；トランス体のみ生成

嵩高い置換基

トランス-ジスピロシクロトリホスファゼン
Kajiyama, K. et al. Inorg. Chem. Commun. 2013, 35, 330–332.

ジスピロシクロトリホスファゼンの合成

トランス体生成比の向上

梶山 和政

嵩高い置換基間の

立体反発を利用して

トランス体のみを狙っ

て合成できました



梶山 和政
＜研究分野＞

典型元素化学

錯体化学有機金属化学

反応有機化学 構造有機化学新規化合物
合成・構造・反応
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光学活性スピロシラン

光学活性二核錯体

トランス-ジスピロ
シクロトリホスファゼン

光学活性
シクロトリホスファゼン錯体



@ Canada

@ S号館屋上











新規鉄錯体の合成と触媒反応開発

（神谷）

鉄錯体 触媒

有機合成

新しい発見
（基礎研究）

・鉄錯体 ・触媒 ・有機合成

・有機化合物の水素源としての利用を目指した鉄触媒系の構築

・均一系鉄触媒による環境低負荷型有機合成反応の開発

・重い 14 族元素化合物の革新的合成手法の探索（来年度新規）

研究テーマ

３つのキーワードを主軸に

・各種分光学的手法
・単結晶X線構造解析
・ 多核NMR、二次元NMR測定
・ 密度汎関数法を用いた遷移構造探索

・・・などを利用して研究を推進！

神谷 （右）と
アメリカ時代のボス
（Mindiola 教授,左）

今年から着任・研究再スタートしました



副生成物

酸化剤

＋
・ 酸化剤利用のコスト

・ 酸化剤/副生成物の毒性

・副生成物の分離アルコール ケトン
（アルデヒド）

研究内容①：アルコールからの水素発生型酸化反応

課題

・ 添加物不要

・副生成物の除去操作不要

・水素貯蔵への利用

・鉄触媒の利用

利点

古典的アルコール酸化法：酸化剤利用によるアルコールの酸化

研究課題：アルコールの水素発生型酸化反応（AAD反応）

(CrO3など)

添加物不要かつ鉄触媒の利用＞低コスト・低環境負荷！



平成27年度（今年）の研究状況
新規多官能性鉄触媒の合成とその触媒反応に関する研究

中間体の単離・構造決定
DFT計算による触媒機構の解明

新しい触媒の決定
錯体合成・触媒反応の検討

解析・調査

4年生 小林君

来年度予定

全く別の新しい錯体
合成＆触媒反応にも
チャレンジしてもらう
予定です。興味があ
れば質問にきてくださ
い。

By 神谷

新触媒は僕が作りました。

分子機能化学（再履）で左
前付近（茶髪）にぽつんと
座ってます。質問ある人は
お気軽に！



ポリシロキサン（シリコーン）

直鎖状化合物
（接着剤、オイルなど）

課題：現行法では構造制御が不可能！

環状化合物（シャンプーなど）

①構造制御

環状化合物 直鎖状化合物

②配列制御新規鉄触媒

研究内容 >構造制御に加えて異なる 14 族元素の配列制御が可能になる触媒技術を開発
できれば、高い機能性を兼ね備えた材料を安価に製造可能に！（目標）

シャンプー、コンタクトレンズ、オイル、ゴ
ム、調理器具 ・・・etc.

様々な分野に利用

現行の製造法
（色々作ってから分ける）

研究内容②：高選択的なポリシロキサン合成法の確立

興味のある人は是非直

接質問に来てください
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弓削ゼミ在籍者数

年度 21 22 23 24 25 26 27 28

教 員 3 4 4 4 4 4 (3) 4 4

修士 2年 1 3 1 3 3 4 2 2

1年 3 1 3 3 4 2 2 2+α

内研 12 13 13 9 8 7 7 8+α

相模原 6 8 5 1 1 6 2

白金 5 3 4 4 4 3

外研 2 2 2 5 3 3 6

4年 計 20 28 23 19 16 20 18

4年
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弓削ゼミ進路(1)

平成21年度
北里大院理、東大院総合文化、東工大院総合理工、
静岡県立大院薬食生命科学総合
日本紡績検査協会、大日本住友製薬、アステラス製薬、三友プラントサービス、
千代田計装、日本ベーリンガーインゲルハイム、イーピーエス、サイゼリヤ、丸玉屋

平成22年度
北里大院理、北里大院感染制御、東大院理、横市大院生命ナノシステム、
東理大院イノベーション、早稲田大院ファイナンス
私立高教員、国家公務員（税関）、日本ゼトック、メディサイエンスプランニング、
大和電機工業、沢井製薬、アストラゼネカ、セイシン企業、館山市役所、山の手国際
特許事務所

平成23年度
北里大院理、北里大院感染制御、東工大院総合理工、筑波大院数理物質科学
陽進堂、教員、スズケン、エルエムエス、大日本住友製薬、武田薬品工業、関電プラ
ント、協和医科器械、常盤産業、プライムデリカ

赤字：修士課程修了者、斜体： 内外研および外研



弓削ゼミ進路(2)

平成24年度
北里大院理、北里大院感染制御、北里大院薬、首都大院理工、筑波大院数物
東京都教員、キッコーマンソイフーズ、横浜市教員、私立高教員、アルコニックス、
常盤産業、科研製薬、たいまつ食品

平成25年度
北里大院理、北里大院感染制御、東大院理、東工大院総合理工、横国大院工
トリケミカル研究所、アース環境サービス、 JBSテクノロジー、ミドリ安全、
テバ製薬、和光純薬工業、中外製薬、城南信金、私立中高教員

平成26年度
北里大院理、北里大院薬、北里大院感染制御、東工大院総合理工、横国大院工
(独)東京都立産業技術研究センター、アトテックジャパン、エイプス、公立中教員、
巴工業、第一三共、ゼリア新薬、テバ製薬、北里メディカルサービス、
東京消防庁、武蔵野、ニチビ、オリンパスメディカルサイエンス販売、
岩井機械工業、学校図書

赤字：修士課程修了者、斜体： 内外研および外研



平成27年度
北里大院理、北里大院感染制御、東大院理、京大院薬、横国大院工、首都大院理工、
北陸先端科学技術大学院大学、
上村工業、大伸化学、イビデン、東邦システムサイエンス、和光純薬工業、
防衛省陸上自衛隊（幹部候補生学校）、アース環境サービス、

赤字：修士課程修了者、斜体： 内外研および外研弓削ゼミ進路(3)
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