東北大学工学部

材料科学総合学科
Department of Materials Science and Engineering

材料科学が未来を変える

何を学ぶか

次世代の産業を支えたい
カギは新たな材料の研究開発

美しいディスプレイの携帯端末、環境に優しい燃料電池など、新しい工業製品が実現するためには必ず「新材料」の開発が必要
です。実際に、材料は石器時代・鉄器時代など文明を区別する重要なキーワードであり、新しい時代を創造する主役です。
本学科では、材料の性質を物理的・化学的に研究し、宇宙航空・情報高度化・環境保全・生体・エネルギーなどの分野で利
用できる素材・システム・製造プロセスに関して探索・設計・評価方法を総合的に学びます。本学科は、金属フロンティア工学・
知能デバイス材料学・材料システム工学・材料環境学の4コースからなり、国内最大規模の材料科学系総合学科として活発な教
育研究活動を行っています。その成果は世界的に広く認められ、材料科学系論文の被引用数では国内大学1位です。

次世代航空機・宇宙機器の
飛躍を目指して
新エレクトロニクスデバイスで
情報化社会・省エネに貢献
半導体結晶技術、超高速半
導体デバイス材料やスピント
ロニクス材料を研究開発して
い ま す。新 型 コ ン ピ ュ ー タ
（ノーマリーオフコンピュー
タ）や次世代小型通信機器（ス
マートフォン、タブレット）の創成に役立ちます。人工知能
（AI）の高性能化や瞬時にビッグデータを取り扱うことが可
能となり、エネルギーのスマート化や様々なものをインター
ネットと繋ぐ IoT（Internet of Things）を支えます。

1500℃以上の過酷な環境
に耐えられる超高温材料の開
発を進めています。また、航
空機体の接合技術やロケット
エンジンの主要部品を低コス
トで軽く強く造る技術の開発
も行っています。機体や燃料タンクに欠陥があっては困りま
すので、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の破壊の予測・
検知といった研究も行い、航空・宇宙機器の安全性・信頼性
向上にも貢献しています。

Department of Materials Science and Engineering

新材料が創る未来の都市
ものづくりを変えて、
環境問題解決
省エネルギー・低コス
トで、CO2 をほとんど出
さずに、高純度・高品質
の鉄をつくる技術を探求
し て い ま す。廃 エ ネ ル
ギーの再 利用や環 境に
悪影響を及ぼす化学物
質・重金属を排出させな
い仕組みも研究しています。リサイクルしやすい新材料の開
発、環境にやさしいものづくりのプロセス開発、廃棄物の無
害化処理の技術開発を目指し、研究を進めています。

クリーンエネルギーを
作る・貯める・使う
水 素エネルギーのため
の新材料も研究していま
す。燃料電池では、高価な
白金を使用しない電極触
媒や、H+ やO2- イオンが伝
導するセラミックスを開発
し、有機ハイドライドやメタンから水素を製造する新しい技
術も開発しています。スマートフォンや電気自動車に使われ
るリチウムイオン電池では、より安全で高性能な全固体型電
池を研究しています。電気自動車に使われる希土類系永久磁
石も作っています。高校で化学が好きなみなさん、クリーン
エネルギーのための新材料を作ってみませんか？

材料科学総合学科
教育・研究
環境

世界最大級の恵まれた材料研究施設群、
その数は国内最多。

材料科学総合学科の施設は、大学院・協力講座を含めると、全 45分野にのぼります。この数は、国内No.１で、世界でも有数の
研究施設群です。そこで研究する研究者・学生数も国内最多です。

●協力講座

●工学部材料科学総合学科
・ 金属フロンティア工学コース

・ 金属材料研究所

・ 知能デバイス材料学コース

・ 多元物質科学研究所

8 部門

・ 材料システム工学コース

・ 環境科学研究科

3 部門

・ 材料環境学コース

・ 学際科学フロンティア研究所

3 部門

●大学院工学研究科

・ 高度教養教育・学生支援機構

1 部門

18 分野

●共同研究講座

・ 金属フロンティア工学専攻

10 部門

・ 先進鉄鋼材料組織制御（JFE スチール）共同研究講座

・ 材料システム工学専攻

・インターコネクト・アドバンストテクノロジー共同研究講座

研究者・学生数も国内材料系学科最多です。

研究実績

分野

2 分野

・ 知能デバイス材料学専攻

●教授…………… 43名
●学部生………… 477 名

45

●准教授………… 31名
●大学院生……… 324 名

高い進学率

●助教…………… 49 名

92

%

論文被引用数国内大学No.1

(材料科学部門)

材料科学総合学科が研究・発表した論文の被引用数は、大学としては国内１位を誇ります。東北大学工学部材料科学総合学科が
世界最先端の高度な研究を進めていることが実証されています。
国際的COEとして材料科学総合学科は、東北大学のひとつの「学科・系」でありながら、他大学の「学部」に匹敵します。

1 位 （国）物質・材料研究機構

2位

東北大学

3 位 （国）産業技術総合研究所
4位

東京大学

123,624

94,227

学術受賞
● 文化勲章

75,446

● 文化功労賞

75,039

● 学士院賞

（2008年 1月1日～2018年 12月 31日実績）

典拠：トムソン・ロイター、2017年版「被引用数による日本の研究機関ランキング」

3名
4名
9名
その他学会賞等多数

STUDENT’S

VOICE

材料科学総合学科で、
学ぶということ。

大学は社会へとつながる最終ステージ…と考えるならば、大学・
学部・学科選びは、なかなか難しい選択だ。先生からアドバ
イスをいただいた、友だちの意見も聞いた、情報収集もした…
それでもまだ迷っているのなら、在学生の“生の声”に耳を傾

材料の
先端研究なら、
ここ

けてみよう。そこには、リアルな体験談がある、クールな事実

知能デバイス材料学コース4年

がある、伝えたい思いがある、そしてまぎれもない学生たちの

（神奈川県出身）

部活と勉強の
両立を目標に
金属フロンティア工学コース4年

新保 遼

（神奈川県出身）

五藤 愛

等身大の姿がある。

実験って
おもしろい！
知能デバイス材料学コース4年

門脇 万里子
（三重県出身）

サークルの
立ち上げに奔走

英語力を磨き、
世界へ

材料環境学コース4年

材料システム工学コース4年

（福島県出身）

（茨城県出身）

程 宏輝

橋本 舞

（撮影：2015 年 5 月 20 日）

「材料科学総合学科で、学ぶということ」を探

高い研究志向を抱く回答もありました。

本学科に入ってよかった点としては、
『教授陣』
、 （30.6％）
』
。一方、大学の海外留学プログラム

るべく、在学生にアンケートとインタビューを実施。
まず、進路選択の際、本学科を選んだ決め手と

続 い て『材 料 の 研 究・開 発 に 従 事してい た い

『研究設備』が同率１位（約 33％）
。
「世界の材料

などを利用して、海外での見聞を広げる学生さん

しては『ホームページなどをみて』を挙げる人が最

研究の第一線で活躍されている“権威”なのにと

も増えています。今後は『海外で活躍していたい

も多く32.7％。次に『先生や保護者・先輩に勧

てもフレンドリー」な先生の下、
「最先端の充実し

（16.3％）
』の比率上昇も期待されます。インタ

められて（27.2％）
』
。
「東北大の材料研究は世界

た実験装置・器具」という恵まれた環境で学べる

ビューの詳しい内容は、ウェブサイトで紹介して

的に有名」とアドバイスされたという学生さんがと

利点は大きいですね。

います。下記 QRコードからからご覧ください。

10 年後の自分のイメージとしては、
『企業など

ても多いのです。
「ものづくりの根幹となる“材料”
という存在に興味がある。新材料を開発したいと

でリーダーシップを発揮してい たい（34.7％）
』
、

学生インタビューはこちらから ▶

金属フロンティア工学コース

知能デバイス材料学コース

現代の工業を支える
金属素材産業に貢献する研究を

次世代を見通した機能材料や
デバイス技術を開発

金属素材産業は現代の工業を支えています。その最も基本となる粗金
属から不純物を取り除いたり、様々な元素を配合する際の溶融金属内の
化学反応（物理化学）、温度や組成の違いがもたらす材料特性の変化を予
測する方法（材料組織学）、溶けた金属から精密な形状の製品を造るため
の伝熱・流体の力学、製造した金属材料の原子構造や組成を分析する結
晶回折学や分析科学等を学びます。

金属、セラミックス、半導体の原子構造、電子状態、電気化学反応等
を学ぶことによって、熱的性質、電気的性質、磁気的性質、機械的強度、
耐食性といった物性の生まれる仕組みを理解し、様々なデバイス、たと
えば電子デバイス、磁気デバイス、光デバイス、熱関連デバイス、燃料
電池等のエネルギー材料等に応用するための基礎を学びます。

Course of Metallurgy

●溶液の物理化学
●材料反応速度論
●結晶回折学
●伝熱・流体の力学

●金属製錬工学
●鉄鋼精錬学
●材料分析科学 等

代表的な科目

代表的な科目

●材料組織学
●材料強度学
●材料電子化学
●材料物理化学

Course of Materials Science

●材料組織学
●材料強度学
●材料電子化学
●結晶回折学

●物性学基礎
●固体物性論
●表面・界面の物理学
●電子材料学

●磁性材料学
●セラミックス材料学
●腐食・防食学
●材料解析学 等

データでみる

材料科学のホントのところ。
Q1

高校生から多く寄せられる 3 つの質問に関して、4 年生を対象にアンケート
を実施。
学科選択に際してはホームページなどを参考した学生さんが最多。
ぜ
ひ QR コードからアクセスしてみてください。

材料科学総合学科を選んだ理由は？

Q2

材料科学総合学科に入って良かった点は？
⑤その他

⑤その他

①ホームページなどを
みて

11％
④模擬授業・出張講義を
聞いて

④教育・留学プログラム

33％

3％

①教授陣

33％

11％

4％

③オープン
キャンパスに
参加して

③先輩、伝統

20％

25％
学生の声

世界の材料研究の第一線で活躍
されている教授陣のもとで材料
を学べること自体、幸せであるし、
学びに対する安心感がある。

27％

ものづくりが好きで、製品開発の根幹
である材料に興味を持った。友達の誘
いもあって、O.C. に参加したところ、研
究成果はもちろん、学生の学びに対す
る真摯な態度に刺激を受け、本学科に
受験を決めた。

②研究設備

学生の声

②先生・親・先輩に
勧められて

33％

⑤その他
④海外で活躍したい

①企業などでリーダーシップを
発揮していたい

2％

35％

16％

③実験に没頭していたい

16％
学生の声

②材料の研究・開発に
従事していたい

企業に入って、製品開発に没頭して
いたい。そこで、東北大学で学べた
ことを生かせればなお、うれしい。
自分の創り出したものを世の中で
役立ててもらうことが目標であり、
10 年後のイメージである。

31％
Q3

10年後の自分のイメージは？

材料システム工学コース

Course of Materials Processing

工業製品を
「材料」の視点から研究

●高分子・生体物質
の物理化学 等

20 世紀の人類社会は、大量の資源とエネルギーを消費して、製品と
ともに環境汚染物質を排出してきました。21 世紀には、省資源・省エ
ネルギー型の材料製造技術、リサイクル技術、地球環境への負荷の小さ
い材料、材料の全ライフサイクルにわたる環境負荷評価技術の開発が求
められています。本コースでは、これらの技術を開発し、持続可能な発
展を実現するために必要な材料工学の基礎を学びます。
代表的な科目

代表的な科目

●接合工学
●材料計測評価学
●構造材料学
●材料破壊力学

Course of Eco Materials Science

省資源・省エネルギー型の
材料製造技術、リサイクル技術を学習

工業製品は様々な素材や部品からできていますが、それぞれの材料の
特徴を活かし組み合わせて使う材料設計手法や、材料を機械部品や使用
しやすい板材や線材にする加工技術、近年注目されるマイクロスケール
の加工技術、医学的応用や生体に学ぶ新材料の開発に結びつく科目を学
びます。

●材料力学
●素形材工学
●塑性加工学
●材料システム力学

材料環境学コース

●材料物理化学
●材料電子化学
●材料反応速度論
●材料組織学

●材料強度学
●環境材料プロセス学
●環境工学概論（共通）等

平成 30年度 マテリアル・開発系 就職 (進路 )状況
●学部卒業生120名
（３月卒業者120名）

●修士課程117名

●博士課程26名

（９月修了者10名・３月修了者107名） （９月修了者6名・３月修了者20名）
その他 6％

鉄鋼・非鉄・金属
2％
その他
19％

化学・素材
3％

鉄鋼・非鉄・金属
25％

進学
18％
進学 92％

自動車・機械
20％
電子機器
18％

80%以上が
大学院へ進学

その他
34％

化学・素材
8％
電子機器
8％

大学・研究機関
（博士研究員含む）
38％

鉄鋼・非鉄・金属
35％

就職希望者118人に対して有名企業（約200社）からの求人枠（学校推薦）が2500名以上！
主な就職先

五十音順

材料系の就職先は素材、自動車、電気、化学と幅広い

鉄鋼・非鉄・金属

化学・素材

神戸製鋼所／JFEスチール／住友電気工業／大同特殊鋼／
DOWAホールディングス／日本製鉄／日立金属／三菱マテリアル など

旭化成／旭硝子／住友化学／東レ／日立化成／ブリヂストン など

大学・研究機関

自動車・機械
IHI／川崎重工業／小松製作所／スズキ／SUBARU／デンソー／
トヨタ自動車／日産自動車／日本発条／日立建機／マツダ／
三菱自動車工業／三菱重工業／ヤマハ発動機 など

NTT物性科学基礎研究所／大阪大学／産業技術総合研究所／
鉄道総合技術研究所／電力中央研究所／東京工業大学／東北大学／
物質・材料研究機構 など

その他

電子機器
NEC／LGエレクトロニクス／オムロン／オリンパス／キヤノン／京セラ／
サムスン電子／セイコーエプソン／ソニー／東京エレクトロン／
パナソニック／日立製作所／ファナック／三菱電機 など

卒業生のメッセージ Message

伊藤忠商事／大阪ガス／国土交通省／JR東海／JR東日本／住友商事／
中部電力／東京ガス／日本ガイシ／日本航空／野村総合研究所／北陸電力／
ヨネックス／LIXIL など

of OB

納得するまで、
疑問を突き詰めたい。
世界有数の製鉄所で道を拓く
女性エンジニア
幼い頃は幼稚園の先生になりたい、普通の女の子でした。
中学校で数学が得意だと気づき理系の道を選択しました。
東北大学大学院工学研究科では「酸素透過膜による燃焼
効率向上の方法」
、つまりエネルギーに関する材料の研究
を行い、材料工学の奥深さ、難しさを学びました。
現在は製鉄メーカーの技術室で「現場のエンジニア」とし
て勤務しています。仕事の目的は、生産工程の効率と製品

朝倉

詩乃

JFEスチール株式会社
東日本製鉄所千葉地区ステンレス部
ステンレス技術室
平成23年 東北大学大学院工学研究科
知能デバイス材料学専攻修了

安倍 知宏
NECトーキン・ENC事業部・第一製品技術部
平成22年 金属フロンティア工学専攻修士課程修了

材料と聞くとただ単に金属やプラスチッ
クを思い浮かべる人が多いと思います。
しかし、例えば高温への耐性のある材料

の品質を高めること。時には難題にぶつかることもあります

がなければ自動車のエンジンを製造する

が、東北大学大学院で学んだ「疑問を突き詰めて考える姿

ことはできませんし、半導体素子を構成

勢」が、今も私を支えてくれています。わからないことをそ

する材料の改善なしに今日のパソコン、

のままにせず、粘り強く考え続けることが、壁を乗り越え、

携帯電話の発展はなかったでしょう。こ

新しい課題に立ち向かわせてくれるのです。私は東北大学

の様に材料は社会になくてはならない製

大学院に入ったからこそ、トップクラスの企業、あらゆる業

品を支える存在であり、また性能を決定

界で活躍するOB・OGにリードしていただき、現在の自分

する重要な要素です。あなたも材料開発

があると感じています。今度は自分が、未来の後輩を導け

によって世の中をより便利にしてみません

る先輩になりたいです。

か？

東北大学 工学部

材料科学総合学科

Department of Materials Science and Engineering

〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-02
Tel.022-795-7340
http://www.material.tohoku.ac.jp/dept/index.html
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