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化学のスペシャリストを育成する 

分子レベルでの性質解明と生命機能解明をするための知

識、材料特性の設計、エネルギー変換、情報交換・伝達を

学び、工学材料の開発、創薬や生体材料、環境調和性の高

い材料や生命機能に学んだ様々な機能性材料の開発のため

の高度な知識・技術を習得します。



生命・物質化学分野

ソフトマテリアル分野

環境セラミックス分野

カリキュラム



生命・物質化学分野
分子論的立場から優れた機能を有する物質をデザイン・合成し、その機能を

解析･評価する基礎的知識・技術を習得します。化学の基盤となる、分析化

学、物理化学、無機化学、有機化学、高分子化学、化学工学および生化学の

7分野について学びます。

ソフトマテリアル分野
人々の暮らしや生命科学・支援に関わる材料創製に資する人材を育成するた

め、ソフトマテリアル（有機・高分子材料）に関し、その合成・設計、物理

化学、構造などの分子特性、またそれらと強い相関を持つ材料物性・機能発

現までの基礎的知識・技術を学びます。

環境セラミックス分野
情報通信、エネルギー、医療等の多くの産業を支えるセラミックス材料の開

発に必要な材料の構造や機能、材料設計・開発のため、セラミックス構造評

価、機能性材料、ナノ構造設計・ハイブリッド構造設計、環境調和セラミッ

クス、生体セラミックス材料等の基礎的知識・技術を学びます。

工学研究科工学専攻 生命・応用化学系プログラム



博士前期課程 進路先一覧（抜粋）

アイカ工業（株） アイシン・エィ・ダブリュ（株） アイシン精機（株） 旭化成（株）

旭硝子（株） （株）アドマテックス NOK（株） オリンパス（株）

花王（株） 化成工業（株） 兼松（株） 関西ペイント（株）

北川工業（株） （株）キャタラー 京セラ（株） コバレントマテリアル（株）

三和油化工業（株） JSR（株） JXエンジニアリング（株） （株）JCU

シャープ（株） 住友精化（株） 住友電装（株） 住友理工（株）

セイコーエプソン（株） セメダイン（株） ソニーイーエムシーエス（株） 大日本印刷（株）

太平洋工業（株） 高砂電気工業（株） 竹本油脂（株） 中部電力（株）

（株）槌屋 帝人（株） TDK（株） DIC（株）

（株）デンソー 東邦ガス（株） 東洋エンジニアリング（株） （株）常盤産業

（株）トクヤマ 凸版印刷（株） トヨタ自動車（株） （株）豊田自動織機

トヨタ紡織（株） 長瀬産業（株） ニチバン（株） 新田ゼラチン（株）

（株）日本触媒 日本特殊陶業（株） 日本ペイント（株） 浜松ホトニクス（株）

（株）パロマ 日立化成（株） ブラザー工業（株） ホーユー（株）

ポッカサッポロフード＆ビバ
レッジ（株）

三菱自動車工業（株） 三菱重工業（株） 三菱樹脂（株）

三菱マテリアル（株） （株）村田製作所 矢崎総業（株） ユシロ化学工業（株）

ユニ・チャーム（株） ライオン（株） （株）LIXIL （株）リコー

リンナイ（株） YKK AP（株） 赤磐市 国土交通省

生命・応用化学系プログラム



生命・物質化学分野

ソフトマテリアル分野

環境セラミックス分野

カリキュラム紹介



生命・物質化学分野

化学の７つの基礎分野である、分析化学・物理化学・
無機化学・化学工学・有機化学・高分子化学・生化学
の研究グループから構成されています。

化学を基礎に、分子論的立場から優れた機能を有す
る物質をデザイン・合成し、その機能を解析・評価する
専門知識・技術を習得します。生体物質や生命機能に
対して分子レベルで解明に取り組み、工学や医学へ応
用することを目指し、人類の幸福と持続可能な社会を
目指した科学技術の発展と｢ものづくり｣に貢献できる
人材を育成します。



７つの研究グループ

分析化学：

・合成高分子材料および有機物試料の分析評価技術

・クロマトグラフィーとその関連技術の開発

・電気化学センサーおよび機能性デバイスの開発

物理化学：

・光受容体タンパク質のエネルギー変換・情報変換の機構解明

・新しい超分子の構築と機能発現

・界面活性分子の構造と物性

・脂質二分子膜と麻酔分子の相互作用

・プロトン移動反応に関する理論的研究

・太陽電池への応用を目指した新規色素材料の開発



有機化学：

・フッ素化学を基軸とした有機合成（創薬・機能性材料）

・新規不斉触媒の開発とその応用

・糖およびペプチドを基盤とした機能性分子の有機化学的構築

・環境調和型有機反応の開発

無機化学：

・ナノ炭素材料（ﾌﾗｰﾚﾝ，ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ）の機能化

・リチウム電池界面反応の研究

・表面修飾によるエネルギー変換素子の開発

・金属酵素の本質と設計触媒への応用



高分子化学：

・光合成機能の解明と人工光合成への応用

・導電性高分子ナノ薄膜の作製と有機電子デバイスへの応用

・核酸医薬のための非ウイルス系ナノ粒子の開発とDDS
・外部刺激応答性蛋白質の構築と利用

化学工学：

・攪拌槽の開発と性能評価

・粘弾性流体の流動・伝熱解析

・水透過膜の選択的輸送メカニズム解析

生化学：
・代謝による生体内化学構造、化学反応に関する研究
・遺伝情報の維持と発現調節の分子レベルでの機能解明
・疾病に関するバイオマーカーやサプリメントの開発



教員組織（教授）

青木 純 高分子合成、工業物理化学

伊藤 宏 生化学

大北 雅一 超分子化学

大谷 肇 分析化学、クロマトグラフィー、質量分析

小澤 智宏 生物無機化学、錯体化学

加藤 禎人 化学工学、攪拌・混合

川崎 晋司 固体無機化学、炭素材料科学

神取 秀樹 生物物理学

北川 慎也 機器分析

柴田 哲男 含フッ素化合物の不斉合成研究

高田 主岳 電気化学、分析化学、機能性材料

出羽 毅久 生命機能化学・光合成・ドラッグデリバリーシステム

中村 修一 有機合成化学、生理活性物質合成、生物有機化学

山下 啓司 高分子化学、生体機能関連化学、廃棄物リサイクル

山村 初雄 生物有機化学、有機化学、合成化学



教員組織（准教授）

猪股 智彦 錯体化学、電気化学、表面科学
岩田 修一 化学工学、非ニュートン流体力学、高分子成形加工
小笠原 理紀 分子生物学、運動・栄養科学、骨格筋生物学

小野 克彦 有機半導体、有機太陽電池、有機EL
志田 典弘 理論化学、量子化学、計算化学
園山 範之 無機化学
南雲 亮 化学工学、膜工学、計算機化学
花井 淑晃 運動生理、生理学

平下 恒久 有機合成化学、有機金属化学、グリーンケミストリー
廣田 雄一郎 化学工学、膜工学、触媒反応工学
古谷 祐詞 生物物理学、生体分子科学、赤外分光法
水野 稔久 タンパク質化学、生体機能関連化学、生理活性材料
宮川 淳 糖鎖工学、生理活性分子、生体関連高分子
柳生 剛義 錯体化学、有機金属化学

安井 孝志 分析化学
山本 靖 界面物性化学、熱分析、偏光軟X線吸収
吉野 明広 コロイドおよび界面化学、物理化学、構造化学



教員組織（助教）

飯國 良規 分析化学

石井 陽祐 無機化学、電気化学

片山 耕大 生物物理学、構造生物学

近藤 政晴 生体機能関連化学、光合成

住井 裕司 天然物化学、化学系薬学、有機合成化学

古川 陽輝 化学工学、撹拌・混合



生命・物質化学分野

環境セラミックス分野

カリキュラム紹介

ソフトマテリアル分野



ソフトマテリアル分野

ソフトマテリアル（有機・高分子材料）に関し、その合
成・設計、物理化学、構造などの分子特性、またそれ
らと強い相関を持つ材料物性・機能発現までの基礎的
知識・技術を学び、人々の暮らしや生命科学・支援に
関わる材料創製に資する人材を育成します。

有機材料は人間生活を支える最も重要な素材です。
汎用プラスチックや合成繊維に代表されるような構造
材料としての利用はもちろん、導電性高分子等の高度
な性能や機能を発現する高分子材料が注目されてい
ます。ソフトマテリアル分野では、人間生活を支える新
しい高分子材料の開発や、生体のしくみを模倣した自
己組織的ものづくりに意欲的にチャレンジしています。



機能物理化学

合成

構造

物性有機・高分子材料
ソフトマテリアル

超分⼦

バイオミメティックス
バイオテクノロジー

インテリジェントマテリアル

⾃⼰組織化
⾼分⼦アロイ
コロイド結晶

精密⾼分⼦合成
テーラードポリマー

有機ＥＬ

エネルギー変換
エネルギー貯蔵
物質分離材料

ペプチド
無機錯体
光電物性

溶液物性
レオロジー
⾼性能⾼分⼦



機能

合成

超分⼦

6つの研究キーワード

新規な人工分子マシーンの設計，合成

らせん分子を基盤とする機能性ナノ材料の開発

固相場を活用する新構造高分子の合成

環境適合型ポリエステル合成

有機π－電子系を用いた新規な集積型超構造体の開発と機能化

機能性ポリペプチド材料の開発

電子光機能を付与した芳香族ポリアミド，オリゴアミドの合成

太陽電池やトランジスタへの応用を指向したπ電子系材料の創成

有機分子触媒を用いたビニルモノマーの極性転換反応と高分子合成

認識多様性を有する新規センシングシステムの構築

ナノ微粒子集合体の微細構造制御による機能発現

生物模倣材料開発のための物性解析と材料設計



物理化学

構造

物性

刺激応答性ポリペプチドを用いたミセル・ゲルの構造・物性特性

ブロック共重合体を用いたフォトニック結晶の創成

ブロック共重合体と金属，無機・微粒子の複合化

熱伝導性・導電性ナノコンポジットの創製と物性評価

小角X線散乱法による高分子階層構造形成のその場観察

高分子超薄膜の規則構造解析に関する研究

結晶及び液晶性高分子材料の高次構造と物性

磁気共鳴法による極小空間における高分子の動的挙動に関する研究

高分子膜の透過・分離機能

形状記憶能を有する高分子材料

天然高分子ブレンドフィルムの創製と機能化

バイオマスを活用した新規生分解材料の設計



稲井 嘉人 生体関連高分子の分子設計、合成、構造機能

猪股 克弘 高分子構造

鈴木 将人 高分子合成、合成化学、超分子化学

高須 昭則 高分子合成、高分子構造・物性

築地 真也 ケミカルバイオロジー、生体分子工学、創薬化学

永田 謙二 高分子複合材料、天然高分子材料

樋口 真弘 高分子構造・物性、機能性分子材料

教員組織（教授）



石井 大佑 界面化学、生物模倣工学、高分子物性

岡本 茂 高分子構造・物性

迫 克也 構造有機化学、超分子化学、有機エレクトロニクス

塩塚 理仁 錯体化学、超分子化学、光物性化学

杉本 英樹 機能性高分子、高分子物性、有機・無機複合材料

高木 幸治 高分子合成、合成化学

信川 省吾 高分子レオロジー、誘電物性、複屈折

松岡 真一 高分子化学、有機合成化学

山本 勝宏 高分子構造・物性（含繊維）、高分子合成

吉里 秀雄 分子生物学的神経内分泌

吉水 広明 高分子物理化学、核磁気共鳴分光学、膜物性

江口 裕 有機合成、高分子化学、トライポロジー

林 幹大 高分子物性、機能性ソフト材料、超分子材料

吉井 達之 ケミカルバイオロジー、超分子化学

教員組織（准教授）

教員組織（助教）



生命・物質化学分野

カリキュラム紹介

ソフトマテリアル分野

環境セラミックス分野



環境セラミックス分野

人と地球に優しく、持続発展可能な将来の循環
型社会の構築に貢献しうるセラミックス材料の開
発を目指した教育研究を行っています。

優れた機能を有するセラミックス系材料の開発
を実現するために、ナノスケールでの構造制御を
可能とした「ものづくり」技術の確立や、最先端
機器分析・材料シミュレーション技術を駆使した
基礎的観点から材料特性の理解を深めています。
セラミックス科学を中心にして、環境への調和を
意識した材料の構造や機能、合成する方法を総合
的に学び、国際的に通用する人材を育成します。





複数指導体制を目指した連携

・フランス
リモージュ大学
セラミックス大学院大学（ENSCI)

・ドイツ
エルランゲン大学

・イギリス
インペリアルカレッジ

ヨーロッパにおける
セラミックス科学研究の拠点

仏；リモージュ市

［国際連携］

名古屋工業大学

生命・応用化学系プログラム
環境セラミックス分野

［地域連携］名古屋市熱田区

（財）ファインセラミックスセン
ター （JFCC)

［地域連携］茨城県つくば市

独立行政法人
物質・材料研究機構（NIMS）

［地域連携］名古屋市守山区

産業技術総合研究所（AIST）



安達 信泰 磁気工学、磁性材料、複合材料、磁界センサー

井田 隆 粉末Ｘ線回折、シンクロトロン光利用

岩本 雄二 ケミカルプロセスを駆使した機能材料創製

柿本 健一 誘電体、圧電材料、機能性セラミックス

春日 敏宏 再生医療、人工骨、歯科用バイオマテリアルの開発

中山 将伸 リチウム電池、理論計算と実験の融合

橋本 忍 高温構造材料、廃棄物・天然資源の有効活用

羽田 政明 触媒化学、酸化物ナノ粒子、自動車排ガス浄化触媒

早川 知克 高効率蛍光体、ナノ結晶創成、非線形光学ガラス

福田 功一郎 生体イオン伝導性材料、結晶化学、固体電解質

藤 正督 界面化学に基づく機能性粒子と材料の創製

前田 浩孝 環境浄化材料、生体機能性セラミックス

教員組織（教授）



浅香 透 構造物性、磁性材料、電子材料

小幡 亜希子 生体用セラミックス材料

籠宮 功 無機物性、混合導電性セラミックス

白井 孝 粉体表面評価、マイクロ波化学、機能性材料創製

大幸 裕介 燃料電池、超小型イオン銃、高活性触媒

教員組織（准教授）

教員組織（助教）

漆原 大典 誘電体、結晶構造解析

谷端 直人 全固体電池、ナトリウムイオン伝導体

渕上 輝顕 機能性ナノ粒子、医療に向けた有機無機ハイブリッド構造

本多 沢雄 セラミックスの熱・機械特性チューニング



生命・応用化学系プログラム 環境セラミックス分野は、日本のセラ

ミックス産業の中心にあって、セラミックス科学を基軸とした教育・

研究を専門に行っている我が国でも数少ない存在です。

これまでも新しいセラミックスの創出を目指した教育・研究を通し世

界水準の多くの成果を挙げてきています。

岐阜県

愛知県

●名古屋キャンパス（昭和区御器所町）

●先進セラミックス研究センター
（岐阜県多治見市）

研究拠点



名古屋工業大学

Life Science and Applied Chemistry



受け入れの目安 59人程度

入学者選抜方法

生命・応用化学系プログラム

博士前期課程 推薦入試

入学者の選抜は、口述試験、推薦書、成績証明書

及び志望理由書を総合して判定します。なお、希望

教員は、面接等で再度確認しますが、第1希望となら

ないことがあります。



入学者選抜方法

生命・応用化学系プログラム

博士前期課程 一般入試

入学者の選抜は、学力検査成績、面接及び成績証

明書を総合して判定します。本学が指定するすべて

の学力検査及び面接試験を受験しなければなりま

せん。なお、希望教員は面接等で再度確認しますが、

第1希望とならないことがあります。

受け入れの目安 104人程度



問題番号 出題科⽬ 出題範囲

1 有機化学 有機化合物の構造、性質、反応、合成

2 ⽣体・⾼分⼦化学 合成⾼分⼦、⽣体⾼分⼦、⽣化学、分⼦⽣物学

3 無機・分析化学 ⼀般無機化学、錯体化学、電気化学、化学平衡、分離
分析、分光分析

4 物理化学・化学⼯学 基礎化学、化学結合論、化学⼯学基礎、輸送現象

■生命・物質化学分野：全４題を必須とする。

生命・応用化学系プログラム

専門試験の出題科目及び出題範囲

募集要項１３ページ



問題番号 出題科⽬ 出題範囲

5 ⾼分⼦合成 連鎖重合、逐次重合、⾼分⼦反応、キャラクタリゼー
ションなど

6 ⾼分⼦物理化学 ⾼分⼦溶液・液体・固体の物理化学、⾼分⼦構造など

7 ⾼分⼦材料物性 ⾼分⼦材料の特徴、ゴム弾性、粘弾性、時間・温度換
算則など

生命・応用化学系プログラム

専門試験の出題科目及び出題範囲

■ソフトマテリアル分野：全３題を必須とする。

募集要項１３ページ



■環境セラミックス分野：全３題を必須とする。

問題番号 出題科⽬ 出題範囲

8 無機材料合成
材料化学など無機材料の基礎、及び熱⼒学、組織制御
学、セラミックス界⾯化学、結晶性材料やアモルファ
ス材料の合成など

9 無機構造解析・評価 無機構造化学、量⼦化学、結晶学、構造解析、材料解
析など

10 無機材料物性 電⼦物性、物性科学、材料強度学など、無機材料の物
性の発現とその機構

生命・応用化学系プログラム

専門試験の出題科目及び出題範囲

募集要項１３ページ



注意事項

1. 教員の研究内容と所属分野をHPで確認

2. 希望指導教員と必ず連絡を取る

3. 募集内容は『学生募集要項』で確認し

不明点は入試課に問い合わせる

問い合わせ先（入試課）

電話：052-735-5083
Eメール：nit.nyushi@adm.nitech.ac.jp


