
ナノテクノロジーおよび環境・エネルギー分野を支える「材料」と、
その製造プロセスの進展への寄与を目指すコースです。金属、
セラミックス、高分子などの材料工業は、わが国の基幹産業の
一つ。近年の材料工学分野のめざましい発展は、基礎技術の
十分な蓄積と優秀な人材の活躍による結果です。

資源およびエネルギー源の少ない日本には、現存の生産システ
ムの高効率化をはかるとともに、新原理の探求とその実現を通し
て世界に貢献することが求められています。これらすべての分野
を支えているのは各種材料そのものであり、そのために独創的
技術と先進的技術を開発できる研究者・技術者を養成します。

│現代社会に求められる「材料」を発展させる学問。 │人類の今と未来に対して、責務を持つ基幹技術。

3年次
コース専門科目

修士課程・博士後期課程

大学院工学院
材料科学専攻

1年次
（総合教育部）

4年次

│応用マテリアル工学コース　カリキュラム

全学教育科目

2年次

学科共通科目・コース専門科目

コース専門科目
●卒業研究 ●プレゼンテーション ●科学英語演習

●基礎科目（数学、物理、化学、生物）　
●情報学　

●材料量子力学
●材料物理学　
●材料熱力学
●相平衡論　　

●弾塑性学　
●マテリアル
　プロセス工学　
●強度物性学

●創造工学　　
●表界面物理化学

●材料物性学　
●材料工学実験Ⅰ・Ⅱ　
●加工プロセス工学　

●半導体材料学　
●材料機能学
●コンピュータ演習

●セラミック材料学

●教養科目（文学、芸術、歴史等）
●外国語科目　

など

●エネルギー構造材料工学特論
●強度設計学特論
●光熱エネルギー変換材料特論
●材料科学特別演習（修士課程）
●材料科学特別研究（博士後期課程）

●材料ナノ表面応用解析特論
●環境材料学特論
●高温腐食防食学特論
●ノーベルプロセシング工学特論
●組織設計学特論

●物質変換工学　
●材料デザイン工学　
●応用数学Ⅰ・Ⅱ　
●技術者倫理と安全　　

●移動速度論　
●材料組織学
●相変態論　

応用マテリアル
工学コース
Course of Materials Engineering

空想していた夢の新素材が、
現実になる日へ。
単なる物質を、機能を持った「材料」に変える。
そこには、研究者としての夢がある。
現代社会に求められるマテリアルを生み出して、人類のより良い未来に貢献しよう。

石でも切れる硬質材料、真っ赤に焼いても強さを失わ
ない耐熱材料、酸性環境でも錆びない耐食材料、電
気抵抗のない超伝導材料…。いろいろな材料の構造
や性能の不思議に興味のある人、それらの材料をもっ
と高性能なものに変えてみたい人、今までにないような
性能の新しい材料を発明してみたい人…。そんな人に
おすすめします。
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│学生の声

http://www.eng.hokudai.ac.jp/edu/course/mateeng/
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金属結晶の成長の
メカニズムを探求したい！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

│材料科学と工学全般について、広い理解力と応用力を習得。

材料をもっと
高性能に
変えてみたい

材料の構造
や性能の
不思議に
興味がある 今までに

ない材料を
発明したい

本コースでは、化学と物理を基礎学問とし
て、基礎から応用まで幅広く学習し、環境、
エネルギー、ニューテクノロジーの3つに大別
される領域での材料開発、材料創成を目指
す研究者・技術者を養成します。そのため
に、熱力学、材料創成プロセス、物性、組織、
強度、加工などの基礎学問を習得し、卒業
研究を通じて先進材料工学を学びます。専門

必修科目では、履修科目の演習を組み合わ
せることにより、講義内容を効率良く復習す
るとともに、専門科目の理解をより深めさせ
て、教育効率を上げる工夫を行っています。
学部共通科目、学科共通科目を履修するこ
とにより、材料科学と関連専門領域、工学全
般についての広い理解力と応用力を習得す
ることができます。   

│こんな人におすすめ

材料でエネルギー問題の
解決に貢献したい

未来 へと続く道がある

未来 を一緒に目指したい

未来
│カリキュラムの特徴

に進む若者がいる

など

など

など

など

本コースでは主に金属を取り上げ、各種環
境下における熱・腐食・機械的な強度特性
や物理化学・システム工学・エネルギー工
学といった様々な視点から材料を見つめま
す。社会の至るところに用いられる金属の
多様な特性を学ぶことで、住居や自動車・
通信機器と言った身近な製品にさえも工
学が詰まっていることを知り、「学び」の楽
しさを感じることができるでしょう。材料の構
造や性能に好奇心を感じる皆さんを、お待
ちしています。　　　　　　　　　　

私が所属する研究室では、電気化学という
学問の知識を生かした材料の研究を行って
います。例えば、腐食やめっき、電池などで
す。私は水の電気分解を用いたトリチウム
処理を研究しています。水電解はクリーンで
貯蔵可能な水素を簡単に作り出せるだけ
ではなく、トリチウムという水素同位体を分
離しトリチウム水処理をすることもできます。
研究を通して得た材料や水素エネルギーの
知識を生かし、持続可能な社会の実現へ
貢献できるエンジニアになりたいです。　　
　

中村 天飛
応用理工系学科 応用マテリアル工学コース4年
（北海道札幌国際情報高等学校出身）

佐藤 遥
大学院工学院 材料科学専攻 環境材料学研究室
修士課程２年 （北海道旭川東高等学校出身）

材料の持つ魅力を学ぶ

水を電気分解して環境問題解決へ　

│大学院生の声

未来 を描く若者がいる

エネルギー変換材料
水素エネルギー材料
エネルギー貯蔵材料
エネルギー炉用材料
レアメタル代替
金属資源リサイクル
超軽量材料
有害物質代替
超耐熱材料
超長寿命材料
各種構造用材料
人工生体材料
形状記憶合金

ドラッグデリバリー
バイオマテリアル
バイオイメージング
バイオミメティクス
生体適合材料
生体福祉材料
バイオセンサ
半導体・誘電体材料
耐食性材料
電子材料
電池材料
高強度構造材料
新奇複合材料

セラミックス
蛍光材料
磁性材料
電子情報材料
傾斜機能材料
ナノ電子材料
磁性材料
接合材料
超高温材料
ナノマテリアル
超伝導材料
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Laboratory
information

│応用マテリアル工学コース　研究室紹介

│卒業後の進路 │産業別就職状況

│取得可能な資格
■中学校教諭一種免許状（理科）
■高等学校教諭一種免許状（理科・工業）

※資格の取得には指定科目の修得が必要です。

卒業生の職場は、日産1万トンに及ぶ大規模な溶鉱

炉から金属、セラミックスなどの原子配列の乱れを

電子顕微鏡で探る研究まで広きにわたり、鉄鋼・非

鉄金属製造、自動車関係、重工業、電気電子産業

の科学技術者、機械・航空機産業の技術者、金属

製造業の経営者など幅広い分野の第一線で活躍

しています。

│主な就職先（50音順）  

※産業別就職状況・主な就職先は、2021年3月卒業者・大学院修了者を集計したもの。

高効率材料製造プロセスの開発
教授　岩井 一彦│准教授　大参 達也

電磁・応用プロセシング研究室
http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/zaihan/

■主な研究テーマ

生産量数百万トンの巨大な鉄鋼製造プロセスか
ら、新材料の創生を可能にするマイクロプロセスま
で、その成否は運動量、熱および物質移動の精密
なコントロールにあります。この命題に電磁場をツー
ルとした新規プロセス開発と新規マイクロプロセス
創生の二つの面から、取り組んでいます。

電気化学による材料表面科学の革新
准教授　菊地 竜也

エコプロセス工学研究室
http://labs.eng.hokudai.ac.jp/labo/ecopro/

新規な材料を創製するためには必ず「革新的なプ
ロセス」が必要です。電気化学プロセスに基づいた
材料表面科学を用いて新しい機能性材料作製法
の開発に挑戦し、工業化・応用展開を目指します。

■主な研究テーマ
●アノード酸化を用いた自
己規則化ナノマテリア
ルの作製
●高速超親水・滑落性制
御型超撥水金属材料
の開発
●ナノ構造の最適設計に
よる機能性金属材料の
創製

▶未来の高エネルギー炉（核融合炉）
の概念図

■主な研究テーマ

●鉄中における空孔-水素複合体と移動転位の相互作用
●純鉄中の空孔の移動度に及ぼす不純物の影響-密度汎関数
によるアプローチ
●高エネルギー炉用高熱伝導性
鉄系複合材料の創製

●グラフェン金属ナノ粒子の水素
化特性評価

●AB複合化による高機能水素貯
蔵物質の創製

●ボロハイドライドの熱分解過程
における微視的理解

材料をデザインする
教授　三浦 誠司│准教授　池田 賢一│助教　瀧澤 聡

強度システム設計研究室
https://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/lmsm/

環境に優しい社会の実現に貢献するために、
1500℃級超耐熱合金や、軽量高強度合金などを
開発しています。最短経路での合理的な合金開発
のために、物性と組織、組織と合金組成の関係を計
算科学も含めた『実験的』な追求と『理論的』な理解
を通じて、物性・機能実現のための組織設計・組成
設計の確立を目指しています。

▶左図：微少靱性計測のた
めのマイクロカンチレバー
試験　

　右図：アルミニウム合金の
再結晶過程その場観察

▶汚染物質を吸着した後の回収を容
易にする磁性強化ゼオライト

●高効率材料製造プロセスの開発
●電磁振動によるマイクロ流動誘起
●触媒反応用金属系マイクロリアクターと高効率熱交換システ
ムの開発
●電磁場による合金の濃度分布制御
●ミリスケール流路における気
液二相流の遷移現象の調査
●磁場を利用した結晶配向によ
る高機能材料の創製

表面・界面を制御して新材料を創る
教授　米澤 徹│准教授　坂入 正敏│助教　石田 洋平│助教　Nguyen Thanh Mai

先進材料ハイブリッド工学研究室
http://labs.eng.hokudai.ac.jp/labo/limsa/

■主な研究テーマ

材料の表面・界面を原子レベルで制御して、新しい
優れた機能・性能をもつ材料を創製し、日本の産業
基盤の強化に努めています。例えば、新規ナノ材料
の設計・機能発現を目指して戦略的に原子の操作を
行い、これまでにない新材料を創製します。また、材料
の表面・界面の特性を解明し、制御することにより、
新性能の発現、環境負荷の低減を目指して、よりエ
コロジカルな材料創製を目指します。

▶ナノ粒子の原子分解STEM像

●新規金属ナノ粒子の合成と新しい機能の発現
●酸化しない遷移金属ナノ粒子の合成と電子部品部材への応用展開
●ナノ材料のバイオ分野ならびに
質量分析分野への応用展開

●溶液フロー型微小液滴セルに
よる新材料設計と材料改質
●金属の腐食挙動の詳細解
明と実材料への応用展開

高温・過酷環境で用いられる材料
教授　林 重成

先端高温材料工学研究室
http://labs.eng.hokudai.ac.jp/labo/AHTM/

■主な研究テーマ

▶耐熱合金の組織と保護皮膜および耐
エロージョン・コロージョンコーティング

●耐高温耐酸化性に優れるオーステナイト系耐熱鋼の開発
●廃棄物発電ボイラ過熱管の高温エロージョン・コロージョン
●ガスタービン部材の高温腐食挙
の解明
●地熱発電用蒸気取り出し管の耐
食性向上

●Ni基超合金の組織と耐酸化性の
関係

モデリングによる材料設計　
教授　大野 宗一│助教　山田 亮

組織制御学研究室
https://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/LMC/

材料を構成するナノ・ミクロの複雑な組織を自由
にコントロールし、今までにない優れた特性を持つ
材料を創生することが私たちの目標です。モデリ
ングとシミュレーションを駆使して、材料内部のダイ
ナミックスを解き明かし、特に強靭な新構造材料
を開発することに取り組んでいます。

▶コンピュータで予測した
　凝固組織の多様な形態

■主な研究テーマ

●材料組織のモデリングと数値解析　
●原子シミュレーションによる高温相変態の解析　
●鉄鋼材料強靭化のための組織制御法の開発　
●データ科学による組織
予測の高度化　

表面の制御でロングライフ材料を
教授　上田 幹人│准教授　松島 永佳│助教　熊谷 剛彦

環境材料学研究室
http://labs.eng.hokudai.ac.jp/labo/CorrLabo/

光を使って表面をナノスケールで観察し、耐食性表
面や反応界面における微細な構造を明らかにしま
す。レアメタルなどのリサイクルや高純度化プロセス
を考え、国内における金属資源の循環を目指します。

■主な研究テーマ

●非水系電解液を用いたアルミニウムやアルミニウム合金
の電解めっき技術の開発
●金属表面に形成される耐食
性表面の研究
●使用済み二次電池からの金
属資源のリサイクル
●水電解や燃料電池などの水
素エネルギーデバイスの応用
研究
●原子間力顕微鏡によるダイナ
ミックな金属原子の直接観察

■主な研究テーマ

●耐火金属基超耐熱合金の組織・組成設計
●超軽量金属材料を目指すアルミニウム合金や
　マグネシウム合金の設計
●結晶性材料の組織形成過程・変形機構の解明
●計算機シミュレーションによるモデル合金内での原子の
　拡散や状態変化の追跡

▶電解めっきによって形成されたAl
平滑表面に反射する北大の校章

未来エネルギー実現のための材料開発
教授　橋本 直幸｜准教授　礒部 繁人｜助教　岡 弘

機能材料学研究室
http://labs.eng.hokudai.ac.jp/labo/loam/

材料の本来の機能・特性の発現とその実用化をテ
ーマに掲げ、高エネルギー粒子線を用いた材料の微
細構造変化の評価や高い照射耐性を有する材料
の創製及び高機能化、また水素エネルギー社会に
対応した材料のナノ構造や非平衡相形成に関して、
電子顕微鏡法を用いた研究を行い、得られた基礎的
知見を材料開発及び改良に役立てています。

電子顕微鏡×シミュレーションによる材料解析
准教授　坂口 紀史│助教　國貞 雄治

マルチスケール機能集積研究室
http://www.caret.hokudai.ac.jp/LIFM/

■主な研究テーマ

原子レベルの構造評価、ナノ計測技術、計算機シミ
ュレーションを組み合わせ、材料特性が決まる要因を
解明し、新規機能性材料の設計指針を構築していま
す。特に、「材料解析手法の開発」、「機能性セラミッ
クス」、「省貴金属化」をキーワードに、各種プロセス
の省エネルギー化や水素エネルギー社会の実現を目
指しています。

▶電子顕微鏡と
シミュレーション
を組み合わせた
触媒開発

●プラズモニックナノ構造材料の開発
●ステンレス鋼の酸化被膜の極微細構造の解明
●新規高性能酸素吸蔵セラミックスの開発
●省貴金属・長寿命な触媒材料の開発
　

光や熱のエネルギーを利用する材料の開発創製
教授　渡辺 精一│准教授　沖中 憲之│助教　 張 麗華

光・熱エネルギー変換材料研究室
https://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/carem/lhtm/

■主な研究テーマ

物質の多様な物性を材料科学の立場から最大限に
活用し、高効率で低環境負荷な光エネルギー変換、
熱電エネルギー変換のための高度な機能を持つ新
しい材料の開発創製研究を進めています。なかでも
太陽電池や発光素子などの光電変換、光触媒・光
反応効果の特性を有する光デバイス材料創製や高
効率の熱電材料開発など、ナノ構造に由来する新
規機能材料の創出を目的としています。

▶結晶光合成法により構造制御さ
れたZnOのナノペンシルフラワー

●光反応の材料科学基礎 ●光誘起ナノ材料創製（結晶光合成）
●光電変換材料のナノ科学
●微細構造制御による熱電材
料の性能向上

●酸化物熱電材料の非化学量
論制御と輸送特性の評価

革新的エネルギーメディア変換材料の探求
准教授　 能村 貴宏

エネルギーメディア変換材料研究室
http://anergy.caret.hokudai.ac.jp/

■主な研究テーマ

ホメオスタシス社会の創製を究極の目的として、エネ
ルギーを高密度に貯蔵、輸送、高効率に変換する材
料の開発を行うとともに、エクセルギー理論によるシ
ステムの評価・設計を行っています。

●革新的蓄熱材料の開発
●再生可能エネルギー利用のためのエネルギー貯蔵システムの開発
●次世代製鉄プロセスの探求
●各種機能性酸化物の合成

│卒業生からのメッセージ

1995年3月  工学部 金属工学科 卒業
1997年3月  大学院工学研究科 物質工学専攻 修士課程 修了

私は三菱重工に入社し、主に高速増殖炉や核融
合炉等の設計に従事してきました。現在は福島第
一原発事故対応も加わり、全ての分野で欧州企業
と協業しています。彼らとの打合せで常に心掛けて
いる事は、「文化の違いを意識し、堂 と々主張する」
ことです。多様化するグローバル社会では、文化の
違いを理解することからリスク対策は始まります。同
じ欧州でもフランス人とドイツ人で考え方が違いま
すから、相手を見て自分の対応を変えるしかありま
せん。また、多くの日本人は自己表現が苦手です。

これが欧米人に自信の無さと受け取られ、相手に
主導権を握らせる要因となるため注意が必要で
す。会社も同じで、入社当時は機械系の多い職
場の中で萎縮していました。しかし、出身学科など
殆ど関係なく、高いモチベーションと何事も貫く姿
勢が大切である事を知りました。社会に出てから
学ぶ事の方が遥かに多いのですから、北大で学
んだ「考え方」や「人脈」を更に広げ、皆様が夫々
の道で活躍される事を期待しています。

パリOECD本部にて（右が私です）

世界を相手に北大魂で勝負

未来 に挑む先輩がいる

黒目 和也さん
三菱重工業㈱ 原子力事業部　
新型炉プラント設計課 課長

未来へと続く道は、

研究室から始まる。

生産システムの高効率化をはかる。

新素材の開発で世界に貢献する。

わが国の基幹産業を背負って立つ。

ここには、研究者の夢がある。

応用マテリアル工学コース
研究室紹介

●愛知製鋼
●アクセンチュア
●アルプスアルパイン
●神戸製鋼所
●コベルコ科研
●JFEスチール
●スマートキャンプ
●住友電気工業
●先端力学
　シミュレーション研究所
●大同特殊鋼
●大日本印刷
●デンソー
●デンソー北海道
●東京エレクトロン
●東芝エネルギーシステムズ
●DOWAホールディングス
●豊田自動織機

高温かつ過酷環境で用いられる耐熱材料、耐高温
腐食コーティングの開発を行っています。材料組織
学・熱力学・強度学などの材料科学をベースに、発
電ボイラー、ガスタービン等の熱変換機器等、高温
かつ過酷環境下で用いられる材料の高温強度・耐
高温酸化腐食向上に関する基礎研究を進めてい
ます。

●トヨタ自動車
●トヨタ自動車北海道
●日産自動車
●日鉄ケミカル＆マテリアル
●日鉄ソリューションズ
●ニトリ
●日本コンサルタンツ
●日本製鉄
●パナソニック
●日立建機
●日立製作所
●古河電気工業
●北海道電力
●牧野フライス製作所
●三菱マテリアル
●ワールドインテック

未来 を拓く知が集まる
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情報・通信
3名

運輸・エネルギー 
2名

メーカー
32名

計41名

その他  2名
専門・技術サービス
2名

民間企業
41名


