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主な進学先

最先端の研究成果を自ら創出できる学内研究施設と連携できます。9

当学科を母体とする大学院も設置。さらに専門性を高められます。8

高い就職率で、多くの卒業生が産業界で活躍しています。7

〒992-8510　山形県米沢市城南 4丁目3-16
TEL.0238-26-3100　FAX.0238-26-3410
email   p-shien@yz.yamagata-u.ac.jp

JR 米沢駅から南西約2.8km
JR 米沢駅から「市街地循環バス
右回り（青バス）」で山大正門下車
JR米沢駅前から「白布温泉」行き
バスで城南二丁目下車

山形大学工学部
高分子・有機材料工学科

グリーンマテリアル
成形加工研究センター

プラスチックやソフトマテリ
アルをはじめとする地球に
やさしい機能材料及び最
先端成形加工技術の研究・
開発を行う国際水準の「も
のづくり」研究拠点。地域
企業の製品開発も支援。

有機エレクトロニクス
研究センター

世界をリードする有機エレ
クトロニクス研究拠点。有
機EL、有機トランジスタ、
有機太陽電池で「基礎から
最先端」までの材料やデバ
イス等の研究開発を行い、
優れた学術成果を発信。

有機エレクトロニクス
イノベーションセンター

「応用開発」を担う技術の
橋渡し拠点。企業との共同
研究で、有機EL照明、ディ
スプレイ、太陽電池、Li電
池等の実用化に取り組む。
プリンタブルやフレキシブ
ル等の新たな価値を創造。

大学院 有機材料システム研究科

実証工房：
スマート未来ハウス

建築、照明デザイン、有機
エレクトロニクス他、多様
な専門家が集まり、20年
後の未来の家、生活、社
会のあるべき姿を想定し、
快適・健康な生活を実現す
る技術の実証研究を行う家。

有機材料システム
フロンティアセンター

「目指すべき将来の姿」から
のバックキャスティングと
異分野融合により、新たな
有機材料・デバイス・シス
テムで革新的な技術の創出
と社会実装を目指す国際
科学イノベーション拠点。

有機材料システム専攻

山形大学
大学院

他大学大学院

他の進学 1名

進学

卸売業・小売業

そ
の
他建設業

情報通信業

複合サービス業

その他の業種

大学院有機材料システム研究科有機材料システム専攻は、工学部高分子・有機材料工学科と直結する大学院です。
山形大学の強みである有機材料関連の教育・研究をさらに充実させるために、理工学研究科の3専攻を発展的
に統合して2016年4月に新設されました。現代社会を支える重要な材料群の１つである有機・高分子材料の
高性能化や新材料・新機能に関する研究成果は、便利でより豊かな社会の形成に役立ってきました。しかしな
がら、将来的には単なる材料開発に留まらず、他分野との境界領域における成果の有効利用、他分野との融合
による全く新しい展開など、有機材料を最大限に活用して新たな付加価値を産み出すことが期待されています。
そのような考え方に基づき、高度な専門知識と共に周辺分野に関わる幅広い知識とを兼ね備え、グローバルな
感覚を持った科学者・技術者を養成します。

アクセス

http://polymorg.yz.yamagata-u.ac.jp
詳しくは高分子・有機材料工学科ウェブサイトへ

博士前期課程

博士後期課程

定員 65名

定員 10名

入学定員

※高分子・有機材料工学科
の前身となる機能高分子工
学科の卒業生の2013年度か
ら3年間のデータです。

※前身となる理工学研究科博士前期課程機能高分子工学専攻および
有機デバイス工学専攻修了生の2013年度から3年間のデータです。

機能高分子工学科から

高分子・有機材料工学科へ新
生

未
来
を
創
る
人
に
な
ろ
う
。

トヨタ自動車（株）
パナソニック（株）
出光興産（株）
スズキ（株）
富士重工業（株）
ダイハツ工業（株）
矢崎総業（株）
信越化学工業（株）
（株）村田製作所
積水化学工業（株）
日本製紙（株）
（株）ジャパンディスプレイ
デクセリアルズ（株）
横浜ゴム（株）
三菱ガス化学（株）

（株）カネカ
日立化成（株）
東洋ゴム工業（株）
デンカ（株）
ミズノテクニクス（株）
日油（株）
アイカ工業（株）
ポリプラスチックス（株）
コニシ（株）
オカモト（株）
アキレス（株）
キヤノン化成（株）
東北パイオニア（株）
日本カーリット（株）
他

蓄電デバイス
開発研究センター

「化学の力で電池を変え
る」をテーマにリチウムイオ
ン電池の電池試作・材料
開発・性能評価・リバース
エンジニアリングを具体的
商品化、産業化を想定した
規模と連携で行う開発拠点。

主な就職先

主な就職先

2013年度
から
3年間の
進路状況 公務員
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募集定員

名140
30名増員で門戸が
さらに広がりました！

山形大学工学部

高分子・有機材料工学科

学科案内 2017

（株）朝日ラバー NOK（株） 富士通（株）
（株）アドバネクス 協栄産業（株） 山形パナソニック（株）
（株）アントンパール・ジャパン スタンレー電気（株） ヤマト運輸（株）
（株）クレハ分析センター ソニーセミコンダクタ（株） リケンテクノス（株）
（株）コスモス薬品 第一化成（株） 経済産業省
（株）セゾンファクトリー 大成ラミック（株） 酒田市役所
（株）大昌電子 田島ルーフィング（株） 豊田市役所
（株）高木化学研究所 タマホーム（株） 大石田町役場
（株）東北芝浦電子 天昇電気工業（株） 警視庁
（株）ノエビア 東海化学工業（株） 仙台市消防局
（株）ミルボン 日本郵便（株） 他

山形大学大学院
北陸先端技術大学大学院
東北大学大学院



伊藤研究室 熊木（治）研究室

約30名もの科学者が結集。トップレベルの研究や開発に携われるチャンス。 高分子・有機材料の専門家を養成する充実したカリキュラム。

光・電子材料を中心とした高分子・有機材料の分子
設計ならびに高次構造制御とデバイス化、構造・機
能評価技術に関する教育を行います。さらに、有機
EL、有機トランジスタ、有機太陽電池の高性能化や
新機能光・電子材料に関する研究を行います。

光・電子材料専修コース
多様な高分子・有機材料の物性・構造評価、成形
加工とその解析技術に関する教育を行います。さら
に、高分子鎖の構造評価、高分子・低分子の高次
構造制御によるに機能発現、機能材料に適した成形
加工システムの設計に関する研究を行います。

物性工学専修コース
多様な高分子・有機材料の合成に必要な化学反応、
構造・特性解析手法、機能性評価に関する教育を行
います。さらに、求める性能や機能が発揮できるよ
うな分子構造の探索と、その分子を用いた新機能材
料の合成に関する研究を行います。

山形大学工学部の前身となる米沢高等工業
学校は、1910年の染織科等の設置に端を
発しており、1913年には日本で初めてレー
ヨンの製造に成功するなど、有機材料の基
盤技術と産業化への貢献の精神が脈々と受
け継がれています。2011年以降には、さま
ざまな学内研究施設を開設し、有機エレク
トロニクスを核とした工学技術の世界的研究
拠点として加速度的に発展しています。

合成化学専修コース

高分子（プラスチック）・有機材料に関する物理から
化学、そして、基礎から応用まで幅広く取り組んで
いる日本でも数少ない教育・研究拠点です。エレクト
ロニクス関連の材料からバイオ・食品・生化学関連の
高分子まで研究は多彩で、そのレベルは世界的に見
てもトップクラスです。

3年次から専修コースを選択。少人数教育でより高度な専門性を体得。

新たな分子・材料をつくる 有機エレクトロニクス 材料から製品・システムへ

微積分解法
数学Ｃ
物理学基礎
化学Ｃ
物理化学基礎
有機化学基礎
高分子工学

専門基礎科目 専門基礎科目 専門科目 専門科目

1年次 3年次 4年次
小白川キャンパスにて、「基盤教
育科目」を学び、幅広い教養を身
に付け、「専門基礎科目」によって
大学4年間の基礎を形成します。

専修コースを選択し、より高度な「専門科目」へ
学びを深めていきます。さらに進んだ演習や実
験に加え、輪講も行います。後期からは研究室
に配属されます。

配属された研究室に
おいて「卒業研究」に
取り組みます。

導入科目／基幹科目／教養科目／共通科目／展開科目

物理化学Ⅱ
物理化学演習Ⅱ
有機化学Ⅱ
有機化学演習Ⅱ
合成化学概論
光・電子材料概論

高分子経済学
卒業研究

物性工学概論
構造解析・分析法Ⅰ
構造解析・分析法Ⅱ
高分子・有機材料工学実験
学外実習（インターンシップ）Ｉ
学外実習（インターンシップ）Ⅱ

無機化学
高分子熱・統計力学
高分子合成化学Ⅰ
高分子合成化学Ⅱ 
有機量子化学
光・電子材料合成化学
有機光・電子物性学
高分子表面科学
レオロジー
高分子固体力学

合成化学専修コース 合成化学演習／合成化学実験／合成化学輪講

基盤教育科目

光・電子材料専修コース 光・電子材料演習／光・電子材料実験／光・電子材料輪講

物性工学専修コース 物性工学演習／物性工学実験／物性工学輪講

2年次
米沢キャンパスに移動し、高分子・有機材料を学ぶ上で基礎とな
る「専門基礎科目」、「専門科目」を中心に学習し、関連する演習や
実験も行います。

卒業生から高校生へのメッセージ
山形大学では、ていねいな指導を受け、充実し
た設備で多くのことを学ぶことができます。ま
た、自然が豊かでアットホームな雰囲気の大学
ですので、のびのびと学生生活を送れます。将
来自分がやりたいことをじっくり考えるにはとて
も良い環境でしたし、新しいことにもたくさん
挑戦できました。まだ何がしたいかわからない・
どんな仕事をするのかイメージできないと思う人
も、山形大学での学生生活を通して、ぜひ自
分のやりたいことを見つけてください。

大学院生から高校生へのメッセージ
山形という土地柄か、とにかく先生方が優しいです。学部時代
には、基礎から応用まで親切丁寧に指導していただけます。さ
らに研究室配属後には研究はもちろんのこと、進路や将来のこ
ともとても親身になって相談にのっていただきました。大学院で
も学部での教育方針はそのままに、豊富な実験設備でより専門
的な研究を行えます。現在は、得られた知識・経験を活かして、
国内外問わず多くの学会で研究発表をさせていただいています。
さらに、他大学とのシンポジウム、グローバル企業への短期イ
ンターンシップ、半年間のフランス留学等、専門的な研究だけ
でない多くの貴重な経験をすることができました。みなさんも山
形大学で充実した学生生活を過ごしてみませんか。

学部生から高校生へのメッセージ
皆さん！「高分子材料」というものが実は
身の回りにたくさんあるということを知って
いますか？ 例えば、コンビニのレジ袋、タ
イヤのゴム、紙などは高分子材料ですし、
プラスチックと言われるものは全て高分子
材料です。この学科では、新しい高分子材
料を開発するのも可能！ 最先端の施設で
光る有機材料の研究をするのも可能！ 加
工がしやすい高分子材料で、独自の製品
開発をすることもできます。皆さんも日々新
しい発見のあるこの学科で学びませんか？

大利拓海
機能高分子工学科
（2014 年入学）

4

身近にある高分子・有機材料。2

時代を拓く先端産業の技術展開に
不可欠な高分子・有機材料。

1

高分子・有機材料関連分野で世界的に
注目されている教育・研究拠点。

3

5

6

プラスチック ゴム 化学繊維 接着剤

塗料 レジスト材料 医療材料 光学材料

有機ELの黎明期から商品化
が進む現在に至るまで、材料
化学をベースとして、世界トッ
プレベルの研究成果を挙げて
います。また、近年急速に研
究が発展している有機薄膜太
陽電池への展開も始めてお
り、「有機エレクトロニクス」
全体を視野に入れた、新たな
挑戦を行っています。

城戸・笹部研究室
有機半導体を用いた有機トラ
ンジスタを基礎とした薄くて
軽くて柔軟な電子デバイス、
つまり、フレキシブルエレクト
ロニクスの研究開発を進めて
います。たとえば、フレキシ
ブルディスプレイ、フレキシブ
ルメモリー、フレキシブルバイ
オセンサーなどがその代表的
な例で、多くの企業が注目し
ている研究分野です。

時任・熊木（大）・松井研究室
マイクロ・ナノスケールのプラ
スチック成形加工に着目し、
超薄肉成形、マイクロ・ナノ
表面構造体の成形、極微小
成形、超精密成形、機能性
複合材料加工などについて研
究しています。さらに、マイク
ロスケールやナノスケールのプ
ラスチック機械部品、光学素
子などの高付加価値・高機能
部材の開発も行っています。

原子間力顕微鏡を用いて、特
に2次元膜（Langmuir-Blodgett
膜等）を観察することで、高
分子を分子鎖レベルで直接観
察することに世界に先駆けて
成功し、高分子鎖が形成する
様々な構造・特性を明らかに
して来ました。高分子を文字
通り分子鎖レベルで研究でき
るのは、世界的にも極めて限
られた研究室だけです。

プラスチック製品の製造工程にお
いて特に重要であるレオロジー（溶
けた材料の流れ方に関する学問）や
プラスチック成形の研究を行ってい
ます。プラスチックの成形技術を食
品加工という異分野に応用すること
で、これまで不可能とされてきた米
粉100%による製パンを他に先駆け
て成功させました。企業との共同研
究も多く進めており、各分野からの
注目度が非常に高い研究室です。

西岡・香田・宮田研究室

旧米沢高等工業学校本館

Be a specialist.

エレクトロニクス関連の材料からバイオ・食品・生化学関連の高分子まで研究は多彩で、そのレベルは世界的に見てもトップクラスです。

高分子科学の目覚ましい進歩によって、生活はより便利に豊かに。

高分子・有機材料の
スペシャリストになろう。

専門科目

学生生活を通して、自分の
やりたいことを見つけてください。

榎本航之
山形大学大学院理工学研究科 
博士後期課程有機材料工学専攻　
フロンティア有機材料システム創成
フレックス大学院
（2013 年入学）

丁寧な教育・ハイレベルな研究・
貴重な経験、山形から世界へ。

独自の製品開発が可能！
日々新しい発見があります。

数学Ⅰ
数学Ⅱ
数学Ⅳ
物理学Ⅰ
物理学Ⅱ
物理学実験
物理化学Ⅰ

物理化学演習Ⅰ
有機化学Ⅰ
有機化学演習Ⅰ
化学・バイオ工学概論
情報エレクトロニクス概論
機械システム概論
英語Ａ

英語Ｂ
基礎専門英語
スキルアップセミナー
技術者倫理
キャリア形成論
キャリアプランニング

先端高分子工学
環境高分子科学
有機合成化学
分子集合体化学
ソフトマテリアル工学
高分子計算科学
高分子成形加工学
高分子材料学
研究開発プロポーザル
知的財産権概論

福山小百合
BASFジャパン株式会社

2007年機能高分子工学科卒業
2009年山形大学大学院
理工学研究科博士前期課程
有機デバイス工学専攻修了


