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専攻の連係協力関係図

物質・材料工学専攻

専攻長　三谷 誠司
物質 ･ 材料工学専攻では、筑波大学と国立研究開発法人物質・材

料研究機構の連係の下、機構の精鋭の研究者が、大学院教員として
博士課程の研究指導を行います。

物質・材料工学は、種々の応用に向けて材料を開発し適用するの
に役立つ基本的学問であり、エネルギー、環境、情報、通信、建
設、輸送、医療、福祉など現代の社会基盤を支える重要な工学分野
です。本専攻は、金属 ･ セラミック材料工学、ナノ材料工学、有機・
生体材料工学、物理工学、半導体材料工学の 5 分野を設置しており、
先端装置を用いた実際的な研究経験を通じて、物質・材料工学分野
における高度な研究型専門職業人を養成することを目指します。

なお、本専攻は博士後期課程だけの独立専攻ですが、博士前期課
程としては、数理物質科学研究科内の物理学専攻、化学専攻、電子・
物理工学専攻及び物性・分子工学専攻にそれぞれ「物質・材料工学
コース」が併設されています。

我々は、機構の第一線の研究活動に参画したいという意欲のある
大学院生を歓迎します。

1992年～
従来型連携大学院制度による助走期間
として学生指導協力の実績を積む。

2003年5月
物質・材料研究機構内に独立連係専攻
設立準備委員会設置。

2004年4月
新方式連係大学院「物質・材料工学専攻」
発足。教員18名、学生6名でスタート。

2005年4月
最先端の物質材料研究トピックスを紹
介する講義科目「ナノ材料工学特論」
開設。

2007年5月
教員数27名に増員。

2008年4月
前期課程「物質・材料工学コース」に
英語による専門講義科目設置。

2019年4月現在
教員25名が教育指導を行う

物質・材料工学専攻の沿革

2020 年 4 月より、筑波大学の改組再編により、現在の専攻から学位プログラムへ変更し
ます。大学院入学時点から新しい組織の学位プログラム所属となるため、出願する際に、現
在の研究科・専攻と学位プログラムの対応関係について十分ご確認ください。

他大学
修士取得者

外国人
留学生 社会人

物質・材料工学専攻
◆ 金属・セラミック材料工学
◆ ナノ材料工学
◆ 有機・生体材料工学
◆ 物理工学
◆ 半導体材料工学

筑波大学数理物質科学研究科
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筑波大学大学院  数理物質科学研究科

Graduate School of pure and Applied Sciences University of Tsukuba

専攻長挨拶
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本専攻では、物質・材料研究機構 (NIMS) の第一線
の研究者が教員となり、学生の教育研究指導にあたり
ます。学生は、NIMS の研究サイト（茨城県つくば市：
千現、並木、桜の 3 地区）をメインキャンパスとし、
その最先端の研究プロジェクトに携わりつつ、最新鋭
の装置、機器類を用いた研究指導を受けることができ
ます。講義は筑波大学で開講され、2008 年からは数
理物質科学研究科の博士課程前期「物質・材料工学コー
ス」として、本専攻の教員による英語での専門講義も
行われています。

加えて、学生の研究活動や成果について発表するセ
ミナーをカリキュラムのひとつとして組み入れていま
す。物質・材料工学専攻および物質・材料工学コース
に所属する博士課程前期と後期の全学生と全教員が参
加するセミナーで、発表も質疑応答もすべて英語で行
われ、指導教員以外の教員からも講評を受けます。こ
の研究発表セミナーでは、プレゼンテーション能力や
英語力の向上のほか、研究の進捗状況を確認し、学位
取得までのスケジュールを確かなものとすることを目
的としています。

研究に専念できるような支援制度や、筑波大学と物
質・材料研究機構の両方からのサポートがある充実し
た環境の下、様々な形で社会に広く貢献できる国際性
豊かな一流の研究人材の養成を目指しています。

数理物質科学研究科
博士前期課程における教員の専攻

（下記の４専攻に、 「物質・材料工学コース」があります。物質・材料
工学専攻所属の教員を指導教員として修士を受験する場合、志望教員
の所属する修士課程の専攻および「物質・材料工学コース」を選択し
てください）

物理学専攻 化学専攻

竹内、内藤　

物性・分子工学専攻

陳、川上、田口、荏原

宝野、土谷、森、渡邊

佐々木、橋本

電子・物理工学専攻

桜井、三谷、高野、内田

武田、中山、唐、
吉川、石井

深田

宇治、胡、山口

物質・材料工学専攻
教員の専門分野

有機・生体材料工学

金属・セラミック材料工学

ナノ材料工学

半導体材料工学

物理工学

物質・材料工学専攻／物質・材料工学コース

National Institute of Materials Science

教育体制と研究指導
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物質・材料工学専攻（博士後期課程）
学位取得者数：141 名（平成 18 〜 30 年度）

本専攻では、平成 30 年 4 月現在、全学生の約 7 割が海外の出身者です。新入生オリエンテーションやセミナーなど、

専攻全体の行事は英語で行われます。また、筑波大学のイベントやプログラムはもちろん、物質・材料研究機構におい

て開催されるワークショップやシンポジウム、国際交流行事にも参加することができます。

近年では、海外の大学と合同セミナーも開催しており、国立シンクロトロン放射線研究センター（NSRRC）と共催

で、台湾５大学（国立清華大学、国立交通大学、国立中山大学、国立台湾科技大学、淡江大学）と合同セミナーや、タ

イ国立科学技術開発庁（NSTDA）と日本学術振興会（JSPS）の支援のもと、タイ国立ナノテクノロジー研究センター

（NANOTEC）と共催で二国間学術交流セミナーを行いました。また、大学内外のプログラムを利用して、在学期間中に

留学する学生も増えています。

知的刺激にあふれた国際的な研究環境の中、専門的な知識と関連分野に関した基礎知識、様々な社会的課題に対する

専門家としての見識、研究活動における倫理観、学会・論文発表を通じた国際的な研究成果の発信、海外の研究者と対

等な議論ができる英語でのコミュニケーション能力を養うことを目的としています。

修
了
者
の
進
路
先

研究所 物質・材料研究機構、産業技術総合研究所、理化学研究所、マックス・プランク鉄鋼研究所、サックレー研究所（フ
ランス）

大学

東京大学、東北大学、京都大学、慶應義塾大学、東京医科歯科大学、 University of Alberta （カナダ）、 
McMasterUniversity （カナダ）、 University of Minnesota （アメリカ）、University of Michigan（ア
メリカ）、University ofHong Kong、Fudan University（中国）、 University ofTechnology Malaysia

（ マ レ ー シ ア ）、NanyangTechnological University（ シ ン ガ ポ ー ル ）、King AbdullahUniversity 
of Science and Technology（ サ ウ ジ ア ラ ビ ア ）、University of Trento（ イ タ リ ア ）、 Eindhoven 
University ofTechnology（オランダ）

企業
東芝、フィリップス、テルモ、NEC、日産化学工業、サンディスク、コベルコ科研、日本ステントテクノロジー、
日本カンタム・デザイン、ジェック東理社、JX金属、日立化成、Mizkan J plus Holdings、Nanoforce 
Technology（イギリス）、Applied Materials（アメリカ）、Atotech Thailand（タイ）、帝人

筑波大学大学院  数理物質科学研究科

Graduate School of pure and Applied Sciences University of Tsukuba

国際的な学術交流と研究環境
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Qiao Li（ナノ機能集積研究室）
物質・材料工学コース（博士前期課程 電子・物理工学専攻）を修了後、
平成 28 年に物質・材料工学専攻（博士後期課程）へ進学。中国出身。

I am studying at International Center for Materials Nanoarchitectonics 
(MANA), which is a world representative international research center in the 
fields of nanotechnology and material science located in NIMS. During my 
four years staying in MANA, I found I could always get help on my research 
work or studying life from my supervisor or my colleges. MANA is equipped 
with world premier high-tech facilities, I can make my idea come true at this 
place. There are world-class scientists in material sciences and engineering 
I can easily reach and talk with them. In NIMS, we have many this kind of 
centers in different areas. Interdisciplinary collaboration could be easily 
established here.

All in all, NIMS provides a very supportive environment where you can 
pursue your career in science !

笹間 陽介（先端電子材料研究室）
物質・材料工学コース（博士前期課程 電子・物理工学専攻）を修了後、
平成 29 年より物質・材料工学専攻（博士後期課程）に在学中。

私が本専攻に進学したきっかけは、NIMS の一般公開でした。NIMS で行われている

最先端の研究に心躍らされ、そして NIMS に連係大学院が設置されていることを知り

ました。この環境で研究に思いきり取り組みたいと強く感じ、本専攻を志望しました。

現在、私はダイヤモンド電子デバイスの研究を行っています。NIMS にはダイヤモンド

の成長装置やデバイス作製のためのクリーンルーム、低温でのデバイス評価のための冷

凍機など充実した研究装置が整っています。この研究環境を活かし、私は自分の手でダ

イヤモンドの成長、デバイスの作製、評価を行っています。狙い通りのデバイスが作製

できた時は、強い喜びを感じます。また、私はNIMSの卓球部の活動にも参加しています。

研究の合間に卓球をすることは、私にとって良いリフレッシュになっています。本専攻

に興味のある方は、ぜひつくばに見学に来てください。

物質・材料工学専攻／物質・材料工学コース

National Institute of Materials Science

在学生の声
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筑波大学大学院  数理物質科学研究科

Graduate School of pure and Applied Sciences University of Tsukuba

志望から入学までのスケジュール

6月

7月

8月

9月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

10月

募集要項
公開

募集要項
公開

出願期間

出願期間

入試

入試

合格発表

合格発表

入学

入学

８月期入試

２月期入試

翌年 4月入学
希望者対象

翌年 4月および
10 月入学希望者
対象

希望研究室の確認と問い合わせ
各教員の研究分野をよく確認の上、
メールにて希望する教員に連絡を取
り、履歴書をお送り下さい。

1

出願
教員から確認を取った後、出願期間
内に出願して下さい。募集要項はウェ
ブサイトに公開されます。出願時、 
TOEIC、TOEFL、IELTS いずれか
のスコア証明書の原本の提出が必要
となります。
英語能力試験の要件について、必ず
ウェブサイトの情報をご確認下さい。 

2

入試
入学試験は、筑波大学にて行われます。
●物質 ･ 材料工学専攻
　（3 年制博士課程）
口述試験は、修士論文又はそれと同
等と認められる研究内容についての
発表（15 分）と質疑応答（15 分）
です。
●物質 ･ 材料工学コース
　（博士前期課程）
各専攻ごとに試験内容は異なります
が、専門科目の筆記試験、面接、出
願時に提出された英語スコアまたは
英語試験をもとに採点がおこなわれ
ます。

3

合格発表
合否結果は筑波大学キャンパスで掲
示されるほか、受験生あて郵送にて
連絡されます。

4

入学
入学時期は、4 月と 10 月です。（10
月入学の募集は、2 月期入試のみ）

5

NIMS ジュニア
研究員制度

本専攻の学生は、学位論文研究とは別に、
NIMS ジュニア研究員としての活動の道も開
かれています。
この制度は、物質・材料研究機構で研究を行
う大学院生に、研究スタッフとして活躍して
もらうことを目的としています。また、生活費・
学費などの心配なく研究に専念することがで
きます。
NIMS ジュニア研究員の公募時期は、大学院
入学募集要項の公開時期よりも早くなってい
ます。通常、8 月期入試受験希望者の公募は
4 月ごろ開始、 2 月期入試受験希望者の公募
は 9 月ごろ開始しています。

ＮＩＭＳジュニア研究員の給与
 博士課程：月 19 万円程度
修士課程：月  7 万円程度

詳細はウェブサイトをご覧下さい。
（ www.nims.go.jp/graduate ）

早期修了プログラム
本専攻における研究領域と関連した研究業績
を有する社会人を対象にしたプログラムです。
社会人としての研究実績や経験を元に、指導
教員から指導を受けて、博士論文を完成させ
ます。通常 3 年かかるところを最短１年で修
了し、課程博士を取得する事ができます。
適用条件など詳細は、早期修了プログラム

（www.souki.tsukuba.ac.jp）、物質・材料
工学専攻ウェブサイト（ www.nims.go.jp/
graduate ）をご参照下さい。

2020 年 4 月より、筑波大学の改組再編に
より、現在の専攻から学位プログラムへ変更
します。大学院入学時点から新しい組織の学
位プログラム所属となるため、出願する際に、
現在の研究科・専攻と学位プログラムの対応
関係について十分ご確認ください。
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　筑波大学大学院 数理物質科学研究科 物性・分子工
学専攻（物質・材料工学コース）に修士学生として、
また、NIMS ジュニア研究員として磁性材料グループ
に 2006 年に加わり、修士課程を修了した後、物質・
材料工学専攻に進学して博士号を取得しました。
　修了後、NIMS でポスドク研究員として勤務した
後、米国カリフォルニア州にあるハードディスクメー
カーの研究所に入社しました。博士後期課程では、
磁性合金を使った巨大磁気抵抗効果の基礎研究をし
ていたのですが、会社では、それをハードディスク
の読み取りセンサーとして実用化するための材料開
発をしていました。2016 年、指導教員であった宝野
教授をグループリーダーとする磁性材料グループに
NIMS 主任研究員として戻ってきました。中谷さんは
現在、スピントロニクスという磁性とエレクトロニ
クスの融合分野でセンサーやメモリの研究をしてい
ます。

中谷　友也
物質・材料研究機構
磁性・スピントロニクス材料研究拠点
磁性材料グループ主任研究員

修士課程の学生としての2年間はどの様に過ごされましたか？

　修士 1 年生の頃は、週数日は午前中から午後にかけて筑波大学で講義を受け
て、その後 NIMS で実験をしていました。修士 2 年生ではほぼ NIMS での実
験が主でした。研究生活以外では登山をしていました。当時の自分は、「大学
院生活 = 研究」と思っていましたので、研究に打ち込む一方、授業にはあまり
熱心ではなかったです。今振り返ると、数理物質科学研究科では様々な分野の
講義が受けられますので、もっと勉強しておけばよかったと思います。

中谷さんは修士課程・博士課程のNIMSジュニア研究員だった頃と合わせると、
すでに7年以上、NIMSのメンバーとして在籍しています。修士学生のころか
らの研究室での勤務経験、後々の中谷さんの研究活動にどのような影響を与え
ていると思いますか？

　NIMS は研究機関ですので、修士論文のテーマあっても国内外の学会で評価
される研究であることが期待されています。そのため、修士学生の頃から、プ
ロの研究者と同等のクオリティの研究を目指す姿勢がつきました。

現在、本プログラムで多くの修士と博士課程の学生が学んでいます。中谷さん
のころと比べて、どんなところが変わったと思いますか？

　当時は修士課程の学生はほぼ全員日本人だったと思います。その後、修士課
程の講義も一部が英語で行われるようになって、海外からの修士課程学生が増
え、より国際的な環境になったと思います。

このNIMS筑波大学の連係大学院を考えている人へのアドバイスはありますか？

　NIMS は研究のための人的・設備環境は国内の大学・研究機関でもずば抜け
て優れていますので、博士課程まで進学して研究者・技術者を目指す人には理
想的な環境ではないでしょうか。

中谷さんと同じようなキャリアを考えている人へのアドバイスはありますか？

　まず在学中に自分の研究分野で頭角をあらわすことを目標にして下さい。卒
業後に違う分野や環境（特に海外留学）に身をおくことは貴重な経験になります。

磁性材料研究室　前期課程　物性・分子工学専攻
データストレージ、スピントロニクス、エネルギー・
環境分野で用いられる磁性材料に関する研究。具体的
には、次世代ハードディスクドライブ用磁気記録媒体・
再生ヘッド用磁気センサーの開発、重希土類元素を使
わない高特性磁石材料の開発を最先端の原子レベル解
析手法を駆使しつつ行う。

教授
宝野　和博

国際的な環境で世界的に活躍できる
研究者の育成をめざしています。

www.nims.go.jp/mmu

磁気特性と微細構造の関係を理解して、優れた
特性を持つ磁性材料を開発するKazuhiro.HONO@nims.go.jp

千現地区

物質・材料工学専攻／物質・材料工学コース

National Institute of Materials Science

卒業生インタビュー

金属・セラミック材料工学 筑波大学大学院  数理物質科学研究科
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TSUCHIYA.Koichi@nims.go.jp

千現地区

構造的機能材料研究室　前期課程　物性・分子工学専攻
チタン合金、金属間化合物、形状記憶合金などの金属
系構造材料、機能材料の特性発現機構解明、ならびに
加工プロセス・相変態を利用した多機能化、高機能化
に関する研究。

教授
土谷　浩一

一緒に“アクティブ”な金属材料を開発しよう

www.nims.go.jp/group/msdg/index-j.html

非晶質／ナノ結晶 TiNi

Fe-Ga 合金の巨大磁歪

SAKURAI@yuhgiri.nims.go.jp

千現地区

Ｘ線分光計測研究室　前期課程　電子・物理工学専攻
Ｘ線分光イメージング分析の新計測手法、新装置、新
データ解析法の開発とそれらを活用した物質研究。具
体的には、放射光やＸ線自由電子レーザーなどの新光
源や研究室で開発したＸ線機器を活用した「超」のつ
く高度な計測により、ものづくりや機能発現の時々刻々
の過程を原子レベルで解明する。

教授
桜井　健次

どこにも売っていない新しい計測・解析装置を
自分たちで組み立て、実際に使って研究します。

www.nims.go.jp/xray/lab

超薄膜内部にナノ粒子を同心円状に配列
させる技術の開発に成功 (2016 年 9 月）

筑波大学大学院  数理物質科学研究科

Graduate School of pure and Applied Sciences University of Tsukuba

金属・セラミック材料工学

MITANI.Seiji@nims.go.jp

千現地区

スピントロニクス研究室　前期課程　電子・物理工学専攻
高度な薄膜成長プロセスを用いた原子レベルの構造制
御、および、新規磁性体やナノスケール構造体の創製
を行う。微細加工によるデバイスの作製や先端的な磁
気・スピン物性の測定も行い、スピン輸送を中心とし
たスピントロニクス分野の新機能の探索・特性改善や
次世代スピントロニクス素子の開発を行う。

教授
三谷　誠司

世界と競う先端研究を味わいましょう。

http://www.nims.go.jp/spintronics/indexJ.html

高スピン分極合金
を用いたスピン注
入磁化反転

強磁性トンネル接合素子
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物質・材料工学専攻／物質・材料工学コース

National Institute of Materials Science

ナノフロンティア材料研究室　前期課程　電子・物理工学専攻
高温超伝導体、ダイヤモンド超伝導体、鉄系超伝導体、
BiS2 超伝導体の基礎研究。ナノテクノロジーを応用し、
材料の特徴を利用した新機能デバイスの開発。超伝導
体、ダイヤモンド、カーボンナノチューブ等を用いた
光素子、電界効果素子、量子ビット等の研究開発も行う。

教授
高野　義彦

www.nims.go.jp/NFM

超伝導体の浮上実験

超伝導ダイヤモンドＳＥＭ像

自然という大きな書物の新しい１ページを
一緒に開きましょう。

TAKANO.Yoshihiko@nims.go.jp

千現地区

Mori.Takao@nims.go.jp

並木地区

機能性無機材料研究室　前期課程　物性・分子工学専攻
構造的な秩序（トポロジー）が強く作用する化合物の
原子のネットワーク構造配列の制御、新規材料創製、
ナノ・ミクロ構造制御などをとおして、有用な熱電材
料や電池材料などの環境・エネルギー材料の新規開発
を行っている。特に世界で初めての広範囲実用化に資
する熱電材料の開発を目指している。

教授
森　孝雄

初めての広い実用化をかなえる新規な熱電材料
などの高機能材料を一緒に開発しよう！

www.nims.go.jp/group/g_inorganic-nanostructure

原子ネット
ワーク構造配

列制御

熱電材料の
必要性

金属・セラミック材料工学

WATANABE.Ikumu@nims.go.jp

千現地区

数理材料設計研究室　前期課程　物性・分子工学専攻
航空機・自動車用構造材料を中心に原子レベルの材料
挙動から成形加工プロセスまで複数のスケールに渡る
現象を数理モデルとして扱い材料挙動および材料特性
を評価・予測する。数理モデルと数理最適化法を組み
合せることで新たな材料研究・開発指針を掲示するア
プローチの開発を目指す。

准教授
渡邊　育夢

数学と理論を駆使して材料研究・開発の
新たなアプローチを創造しましょう。

www.nims.go.jp/group/sdg
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ナノファンクション研究室　前期課程　電子・物理工学専攻
超高速分光計測による無機・有機ナノ光学材料の非線
形光学特性、過渡的光学応答、局所場光物性の研究。
先進的イオンビーム技術を駆使したナノ構造の制御及
び有機・無機材料の表面改質・機能化、生体分子を用
いたナノ粒子配列化技術を利用した機能性光学材料の
物性研究。

教授
武田　良彦

www.nims.go.jp/group/ionbeam

Nanostructures with Ion beam technology

Femtosecond laser spectroscopy

Surface modification & nano-assembly

一緒に未知の分野を切り開いて行きましょう。

TAKEDA.Yoshihiko@nims.go.jp

桜地区

ソフト化学研究室　前期課程　物性・分子工学専攻
グラフェン類似の新しい 2 次元ナノ物質の創製と、そ
のエレクトロニクス、環境・エネルギー分野への応用
を目指した研究。具体的には独自の層状物質剥離技術
を用いて酸化物を中心としたナノシートを合成すると
ともに、これを人工集積することで、高機能誘電体、
触媒等、新奇な機能性材料を開発する。

教授
佐々木　高義

www.nims.go.jp/softchem

新しい物質、未知の特性を見つけ出す楽しさを
味わって下さい。

SASAKI.Takayoshi@nims.go.jp

並木地区

スピンカロリトロニクス研究室　前期課程　電子・物理工学専攻
スピントロニクス物理と熱エネルギー工学の融合領
域「スピンカロリトロニクス」に関する研究を主に行
う。最先端の熱輸送・スピン物性計測技術を駆使して、
磁性材料やスピントロニクス素子に特有の新奇エネル
ギー変換原理と、その応用に向けた基盤技術を構築す
る。

准教授
内田　健一

www.nims.go.jp/mmu/scg/index.html

オンリーワン・ナンバーワンの研究で、
新しい分野を切り拓いていきましょう。

UCHIDA.Kenichi@nims.go.jp

千現地区

異方性磁気ペルチェ効果の世界初の観測

スピンカロリトロニクス現象のイメージング計測

筑波大学大学院  数理物質科学研究科

Graduate School of pure and Applied Sciences University of Tsukuba

金属・セラミック材料工学
ナノ材料工学
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ナノ機能集積研究室　前期課程　電子・物理工学専攻
走査型マルチプローブ顕微鏡および最新のナノ関連手
法の開発と応用。これにより、極微世界に潜む興味深
い物性を発掘し、それを応用する複合材料や次世代ナ
ノデバイス、神経ネットワーク模倣構造にナノスケー
ル機能を組み込んだ人工知能材料などの研究開発を行
う。

教授
中山　知信

www.nims.go.jp/NanoFIG/index-j.html

【 上 】 多 探 針 走
査プローブ顕微
鏡とナノ計測。 

【下】単分子レベ
ルメモリ（実験
データ）と神経
細胞網模倣ネッ
ト ワ ー ク 材 料

（CG）。

世界をリードするためには、自由な発想と挑戦する意
気込みが必要です。出来ないかも知れないと心配する
前に、出来ると信じて挑戦する・・・そんな学生を心
から歓迎します。

NAKAYAMA.Tomonobu@nims.go.jp

並木地区

一次元ナノ材料研究室　前期課程　電子・物理工学専攻　
一次元構造を持った新たなナノ材料を創製・評価を行
い、新型高機能ナノ材料およびデバイス材料の探索・
特性解明とその応用を目指している。特にカーボンナ
ノチューブや希土類ホウ化物単結晶ナノワイヤの電子
機器への応用を進めている。

教授
唐　捷

www.nims.go.jp/1Dnanomaterials

電子顕微鏡解析研究室　前期課程　物性・分子工学専攻
透過型電子顕微鏡の観察手法やシステムの開発とそれ
らを用いた材料観察。特に、環境・エネルギー材料の
その場観察に向けたシステムの構築を目指している。

准教授
橋本　綾子

www.nims.go.jp/group/g_electron-microscopy

ナノ材料を社会の役に立てましょう。

先端材料の構造や現象を原子レベルで
解き明かしましょう！

HASHIMOTO.Ayako@nims.go.jp

千現地区

TANG.Jie@nims.go.jp

千現地区

【上】グラフェン上の
単原子の高分解能
電子顕微鏡写真

【下】その場観察の
ために開発したガス
雰囲気加熱試料ホ
ルダーシステム

物質・材料工学専攻／物質・材料工学コース

National Institute of Materials Science

ナノ材料工学
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ナノメカニカルセンサ研究室　前期課程　電子・物理工学専攻
新たな分子検出センサ／システムを確立し、五感で唯
一未踏の「嗅覚」の世界標準化を目標とする。さらに
応用展開として、モバイル機での呼気診断や血液検査
などヘルスケアや医療への貢献を目指す。物理・化学・
生物学・工学・経済学・文化人類学を融合。

准教授
吉川　元起

y-genki.net/homejp/

未来の標準となる世界初のセンサを、一緒に楽しく、
そして真剣に開発しましょう！

YOSHIKAWA.Genki@nims.go.jp

並木地区

ナノ光科学研究室　前期課程　電子・物理工学専攻
波長より小さなナノ構造を設計することで、新奇光学
特性を創出したり、光の非放射過程を利用した光電変
換や光熱変換の基礎特性評価と応用に関する研究。具
体的にはシミュレーションと実験を行い、メタマテリ
アルを開発したり、太陽光や太陽熱の高効率利用を目
指した研究を行う。

准教授
石井　智

https://samurai.nims.go.jp/profiles/sishii?locale=ja

ナノ構造になって初めて発現する
光学特性や光機能を研究していきましょう。

sishii@nims.go.jp

並木地区

高分子研究室　前期課程　化学専攻
分子認識能、光・電子機能性、動的な挙動を示す有機
分子・高分子・超分子及びその集合体の「デザイン」「合
成」「機能評価」を通して、将来に残る新規なコンセプ
トを見いだし、ナノ有機化学分野を創出する。

教授
竹内　正之

www.nims.go.jp/macromol

π 共役系分子集合体の構築

超分子化学的手法を用いた
高分子の新規配列手法

新しいコンセプトを用いて実用的な新規有機、
高分子材料を創りあげましょう。

TAKEUCHI.Masayuki@nims.go.jp

千現地区

筑波大学大学院  数理物質科学研究科

Graduate School of pure and Applied Sciences University of Tsukuba

ナノ材料工学
有機・生体材料工学
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医用材料研究室　前期課程　物性・分子工学専攻
生体組織を低侵襲で治療・再生する医療材料に関する
基礎研究。生体内の環境下でゾルからゲルへ変化する
材料を合成し、これらの材料と細胞・薬剤とを組み合
わせることにより組織接着剤、細胞接着剤、薬剤徐放
性ステント等へ展開している。

教授
田口　哲志

www.nims.go.jp/research/group/biopolymer 組織接着剤 細胞凝集塊

医学応用を目指してユニークな材料を
研究しましょう。

TAGUCHI.Tetsushi@nims.go.jp

並木地区

医療応用ソフトマター研究室　前期課程　物性・分子工学専攻
医薬品をはじめとするライフサイエンス関連材料設計
の基礎となる有機材料の物理化学や界面化学に普遍的
視点で深く切り込み、基礎学問の深化に貢献しつつ医
薬品開発にも直結する研究を進める。

教授
川上　亘作

http://www.nims.go.jp/group/medsoftmatter/index.html

人の健康に貢献する材料の中に潜むサイエンスを
探ってみませんか？

KAWAKAMI.Kohsaku@nims.go.jp

並木地区

生体膜成分のみで作成している粒子材料は
医薬品や化粧品への応用が見込まれます。

ひとくちにアモルファスと言っても、その構造はさ
まざま。僅かな立体構造や分子間相互作用の違い
で異なる性質が現れます。

生体材料研究室　前期課程　物性・分子工学専攻
先進医療への貢献を目指し、組織再生足場材料と幹細
胞機能制御材料の研究を行う。生体吸収性高分子から
なる多孔質材料及び複合材料、細胞外マトリックス由
来の生体模倣材料、生体機能分子のナノ・マイクロパ
ターン化材料、生体機能性ナノ粒子を創出し、細胞・
生体との相互作用や組織再生について調べる。

教授
陳　国平

www.nims.go.jp/bmc

生体吸収性高分子の多孔質体を用いた
軟骨組織の再生

生体吸収性の
多孔質体

再生軟骨

トウモロコシから人間の体を再生する研究を
楽しみましょう。

Guoping.CHEN@nims.go.jp

並木地区

物質・材料工学専攻／物質・材料工学コース

National Institute of Materials Science

有機・生体材料工学
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量子輸送研究室　前期課程　物理学専攻
世界レベルの低温強磁場装置を利用し、様々な超伝導
体、強相関電子系、有機導体の伝導・磁気特性などの
物性測定を行い、新規量子効果を探索しさらにそのメ
カニズムを解明する。

教授
宇治　進也

www.nims.go.jp/nqt/index.html

一緒に研究を楽しみましょう。
新規量子現象を見つけましょう！

UJI.Shinya@nims.go.jp

桜地区

スマートポリマー研究室　前期課程　物性・分子工学専攻
刺激に応答して性質を変化させる特殊な素材スマート
ポリマーに関する研究。病院などの医療機関との共同
によって、特に途上国や被災地などの低インフラ地域
でも利用可能な医療材料を創製。

准教授
荏原　充宏

www.nims.go.jp/bmc/group/smartbiomaterials

“人が想像できることは必ず人が実現できる”。 
一緒に夢をかなえましょう！

EBARA.Mitsuhiro@nims.go.jp

並木地区

マルチマテリアル科学研究室　前期課程　化学専攻
航空機・自動車・船舶・インフラ構造物等で用いられ
る接着・コーティング材料に関する研究。具体的には、
新規接着剤・コーティング剤の開発を最先端の表面解
析・最新重合技術・プロセス加工等を駆使して行う。

教授
内藤　昌信

https://samurai.nims.go.jp/profiles/naito_masanobu

マルチマテリアル研究の
キープレイヤーになりませんか？

NAITO.Masanobu@nims.go.jp

千現地区

筑波大学大学院  数理物質科学研究科

Graduate School of pure and Applied Sciences University of Tsukuba

有機・生体材料工学
物理工学
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先端電子材料研究室　前期課程　物理学専攻
ダイヤモンドや有機結晶などの先端電子材料で発現す
る超伝導や量子伝導現象の基礎研究と機能性デバイス
への応用研究。例えば、高温超伝導の発現を目指した
ダイヤモンド表面電気伝導の電界制御。マイクロ・ナ
ノ微細加工技術を使った試料作製と、広い温度範囲に
おける特性評価を行う。

准教授
山口　尚秀

www.nims.go.jp/personal/yamaguchi-takahide/

原子レベルで平坦なダイヤモンド表面を使った
電気 2 重層トランジスタ

カーボン系電子材料の新しい物性・機能を
一緒に開拓しよう！

YAMAGUCHI.Takahide@nims.go.jp

並木地区

機能性半導体ナノ構造物質研究室　前期課程　電子・物理工学専攻
半導体ナノ材料を高度に複合化した高速・低消費電力
を特徴とする次世代の半導体トランジスタ材料、高効
率太陽電池材料、および高容量 Li イオン二次電池用負
極材料を開発するための基礎・応用研究。

教授
深田　直樹

samurai.nims.go.jp/FUKATA_Naoki-j.html

ナノ構造を利用して Si 系材料に新しい機能を
発現させましょう！

FUKATA.Naoki@nims.go.jp

並木地区

物性理論研究室　前期課程　物理学専攻
物理学の基礎から出発し、物性物理・物質科学の新し
いフロンティアの開拓を通じて、優れた量子機能の実
現を探索している。最近ではトポロジーをキーワード
として、物質中の電子状態や周期媒体での波動現象の
トポロジカル特性の創成と解明に取り組んでいる。

教授
胡　暁

www.nims.go.jp/mana/lab/theorphys

量子ドットを含む SQUID 構造を用いた電子の
非局所的量子絡み合い状態の操作

現象のからくりの解明から新物質・新機能の創成へ

Hu.Xiao@nims.go.jp

並木地区

物質・材料工学専攻／物質・材料工学コース

National Institute of Materials Science

物理工学
半導体材料工学
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NIMSで研究しながら
学位をとろう
NIMSで研究しながら
学位をとろう

筑波大学大学院
数理物質科学研究科・博士課程
前期　物質・材料工学コース
　　　物理専攻/電子・物理工学専攻/化学専攻/
　　　物性・分子工学専攻
後期　物質・材料工学専攻

筑波大学大学院　数理物質科学研究科
国立研究開発法人　物質・材料研究機構
WWW.nims.go.jp/graduate

つくば駅

研究学園駅

万博記念公園駅

みどりの駅

荒川沖駅

桜土浦IC

つくばJCT

つくば牛久IC

谷田部IC
ひたちの
うしく駅

つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス

Ｊ
Ｒ
常
磐
線

常磐自動車道

NIMS
桜地区

NIMS
並木地区

国道
354
号

国
道
６
号

NIMS
千現地区

筑波大学

つくばセンター

国
道
４
０
８
号

東大通り

西
大
通
り

土浦
学園
線

筑波大学大学院　数理物質科学研究科
物質・材料工学専攻
〒305-0003　茨城県つくば市桜3-13
TEL : 029-863-5348  FAX : 029-863-5394
E-Mail : nims_admin@pas.tsukuba.ac.jp

www.nims.go.jp/graduate


