
神谷・片瀬研究室 

物質理工学院 材料系 C 群 (無機材料分野) 

に属しています 

本研究室は、細野・平松・松石研究室と共同して運営しています 

◎ 29 年度の大学院の入試案内・募集要項は以下のサイトで入手できます。

http://www.titech.ac.jp/admission/graduate/guideline.html

◎ 昨年度まで (旧 物質科学創造専攻) の入学試験情報および過去問は、以下のサイトから

入手できます。

入学案内： http://www.iem.titech.ac.jp/?page_id=1106 

過去問  ： http://www.iem.titech.ac.jp/?page_id=39 

研究室の構成 
■ スタッフ

・ 神谷 利夫 教授
・ 片瀬 貴義 准教授
・ 井手 啓介 助教

■ 学生 (細野・平松・松石研含む)
・ 博士課程 8 名
・ 修士課程 17 名
・ 学部 4 年生 1 名

住所：〒226-8503 

神奈川県横浜市緑区長津田町 4259 

（すずかけ台キャンパス） 

東京工業大学 科学技術創成研究院 

フロンティア材料研究所 R3-D 棟 102 号室

Kamiya & Katase Laboratory

http://www.msl.titech.ac.jp/~tkamiya/



 

神谷・片瀬研究室マップ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
神谷 利夫  TEL 045-924-5357  E-mail tkamiya@msl.titech.ac.jp 
片瀬 貴義  TEL 045-924-5855  E-mail katase@lucid.msl.titech.ac.jp 
井手 啓介  TEL 045-924-5855  E-mail keisuke@lucid.msl.titech.ac.jp 
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一緒に学びたい学生を歓迎します 

 
私たちは、物質理工学院 材料系 に所属しています。大学院入試では出
身学科の問題を選択して受けられますので、現在どの学科で勉強してい
ても不利はありません。東工大の大学院は学部と違い、研究を中心に研
究者を育てる教育を行ないます。そのため、研究室を選ぶことが重要で
す。実際に訪問して自分にあった研究室を見つけてください。神谷・片
瀬研究室の見学はいつでも歓迎しますので、遠慮せずに連絡をください。 
 
 

東工大 3 年生の方へ 

4 年次に進級する際に、神谷・片瀬研究室を選択し卒業研究を行うこと
ができます。神谷・片瀬研への配属を検討の方は、気軽に神谷または片
瀬までご連絡ください 
 

大学院入試を受験する学部 4 年生・修士 2 年生の方へ 

修士課程から入学するためには、物質理工学院 材料系 の受検が必要で
す。入試に関する詳細は下記をご参照ください。博士後期課程での入学
を希望する方は、ご自分の指導教員とよく相談してください。下記、説
明会日時以外の研究室訪問も随時歓迎しています。お気軽に神谷または
片瀬までご連絡ください 
http://educ.titech.ac.jp/mat/admissions/ 
 
 
★オープンキャンパス・進学説明会日程 

 ２０１７年４月１５日（土） 
 物質理工学院 大学院進学説明会（すずかけ台） 

 ２０１７年５月１２日（金） 
 物質理工学院 大学院進学説明会（すずかけ台） 

 ２０１７年５月１３日（土） 
 物質理工学院 大学院進学説明会（すずかけ台） 

 ２０１７年６月１０日（土） 
 物質理工学院 大学院進学説明会（すずかけ台） 
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教授

神谷利夫
博士(工学)

准教授

片瀬貴義
博士(工学)

神谷・片瀬研究室

「太陽電池、エネルギー変換素子、ディスプレイなどの性能は
★新材料★ で決まります」

図１ IGZOを使った
透明フレキシブルトランジスタ

図３ 量子計算で描いた
SrGeO3の波動関数

Eu3+

Tb3+ Pr3+

図２ 室温でガラス上に作れる
無機発光薄膜

・使える新しい機能材料とデバイスの開発
例１： アモルファス酸化物半導体

2004年以前は、Si, GaN や ZnO のような結晶でないと「良い半導体」はできな
いと信じられていました。それに対して私たちは、 In-Ga-Zn を成分とする酸化物
IGZO が、 アモルファスであるにもかかわらず、高性能のトランジスタを作れるこ
とを実証し、図１のような 透明でフレキシブルな高性能トランジスタを発明しまし
た。この技術は、 iPad, Surface Pro4 や 77型有機EL TV などに使われています。
さらに最近では、図２のように、世界で初めて無機の発光薄膜の室温形成に成功し、
有機ELを超える新しい発光デバイス・ディスプレイの実現も視野に入ってきました。

・科学者の常識を覆す新しい機能材料
例２： 共有結合を利用して、絶縁体のはずの材料を透明導電体にする
酸化ゲルマニウムは 6 eV 以上の大きなバンドギャップを持ち、非常に良い

絶縁体として知られています。しかし、図３のような量子計算によって電子構
造を正しく理解すると、立方晶構造の SrGeO3はバンドギャップが 2.7 eV へ
と極端に小さくなり、良い透明導電体になることが分かりました。このように、
計算機シミュレーションを援用することにより、物質に関する新しいセンスを
身につけ、 画期的な新材料を開発できます。

・今まではできないと信じられてきた材料を実現
例３： バンドギャップが 4 eV 以上のアモルファス半導体
上でも述べたように、アモルファス半導体の特性は良くないと信じられてきまし

た。私たちはこの迷信を AOS によって覆したわけですが、次には「バンドギャッ
プの大きいアモルファス半導体は作れない」という迷信がありました。私たちは,
アモルファス酸化物におけるドーピング機構と欠陥をきちんと理解することにより、
バンドギャップ 4.12 eVのアモルファス酸化物半導体の開発に成功しました。

酸化物を中心に新しい機能材料を創り、その特長を生かしたデバイスを開発しています。現在のコン
ピュータやディスプレイ、太陽電池などには、Si や GaN などの共有結合性半導体が使われています。し
かし、現在のSiでは、有機ELテレビや低コスト高効率の太陽電池を作るのが難しいなど、限界があります。
当研究室では、今まで使われてきた電子材料とは全く違った材料系で、今までは作れなかった光・電子・
エネルギーデバイスを実現できる新材料・デバイスの研究をしています。

◆研究目的

図4 超精密な薄膜合成法

・微少な熱から高効率にエネルギーを創る新材料
私たちの身の周りには「熱」という無限のエネルギーが至る所に存在します

が、現在は使うことができていません。微少な熱を電気に変えてエネルギーを回
収できる新材料を創れば、電池を必要としない電子通信デバイスをあらゆるモ
ノ・場所に配置する IoT社会が実現できます。このような高効率・超省電力デバ
イスを実現するため、当研究室では、超精密な薄膜化技術 （図4） を利用して、
新しい発想とメカニズムによって従来の性能を大幅に超える創エネ材料の研究を
進めています。

◆ 研究テーマ

Kamiya & Katase Laboratory

常識を覆す
新しい酸化物機能材料・デバイスを創る
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研究室集合写真等で自由にお使いください

写真写真

◆指導方針
・ 細野・平松・松石研究室と協力して研究をしています。
当研究室だけでなく, 総勢20名以上の学生がお互いに助け合いながら勉強・研究に取り組んでいます。

・ 当研究室の学生は, 物理, 電気, 化学など, 大きく異なる学科の卒業生ばかりです。そのため, 入学後に, ゼミ,
輪講などを通じて 研究を進めるのに必要な知識を学んでいきます。新しい分野に挑戦するのに最適な環境です。
・ 電子材料・環境・エネルギー分野に関連した研究開発に必要な技術と知識 （パルスレーザー堆積・スパッタ
リング・分子線エピタキシー法などの薄膜成長プロセス、薄膜トランジスタなどのデバイス作製・リソグラ
フィー加工, ホール効果や光吸収などの光・電子物性計測）を学ぶことができます。
・ 教科書を読むだけではなく, データベース, 計算ソフトなど, コンピュータ支援を積極的に使い, 電子構造, 物
性物理, デバイス動作機構などを学んでいきます。
私たちが独自に培ってきた材料設計の考え方を学び、実際の研究開発にどのように応用するかを習得していきま
す。

助教

井手啓介
修士(工学)

◆ゼミ、学会発表を通して「伝える力」を養う
・ ゼミは10名程度の少人数で行います。そのため, 十分な時間を取って, 学生が自分で考えるとともに, 専門的
な考え方を学ぶことができます。
・研究では、「自分のやったことがどれだけすごいか」、「何をやろうとしているのか」、「そのためにど
のような工夫をしたのか」を、他人に「わかりやすく」説明する必要があります。
・これは就職活動でも同じことです。「どんなすごいことをできたのか」、「何をやりたいのか」、「何が
できるか」を、わかりやすく」説明し、「納得してもらう」ことが必要です。
・ゼミ・学会発表などは、実験結果を発表するだけの場ではありません。「わかりやすい説明・発表」がで
きるように指導します。
・修士学生は、卒業までに最低一回、国内学会で発表をしています。博士学生は、毎年一回以上、国際学会
で発表をしています。
・修士学生でも、成果が出れば、国際学会で発表したり、国際英文誌に英語で筆頭著者として論文を書いて
います。英語が不得意と言っていた学生も、国際学会で発表したり英語論文を書くと、すぐに英語でコ

ミュニケーションが取れるようになります。頑張って挑戦してください。

・コンピュータを利用した材料科学・材料設計
新しい材料を見つけるというのは、大変な仕事です。化学組成を変えてたくさんの物質
を合成するというのは有効な研究方法ですが、それだけなら大学院で勉強する必要はあ
りません。当研究室では、「なぜこの材料がいい特性を示すのか」を理解し、「もっと
特性をよくするためにはどうしたらよいのか」を予測（期待）し、「実際に材料を合成
して確かめる」ということを学んでもらいたいと考えています。しかし、そのようなこ
とをいうと「科学というと難しい」「量子力学はわからない」と思うかもしれません。
確かに、教科書には、わざと難しく書いているのではないかと思うほど、わかりにくい
ものがあります。また、教科書に書いてある方程式は、実際に私たちが扱う実際の材料
についての電子構造や物性について、何も教えてくれません。幸いなことに、現在のコ

ンピュータやソフトウェアを使うと、教科書に書いてあることを「視て簡単に理解でき
る」ようになります。また、コンピュータを使うことにより、実際の材料について、結
晶構造、原子配列、電子構造、電子分布、波動関数の形や、半導体に重要な物性がわか
るようになっています。新しい材料を創るためには、実験が一番大事ですが、実験をし
ながら、必要な場合にはコンピュータによる理論計算をして、実験と理論の両面から研
究を進める必要があります。当研究室では、分子動力学法、第一原理量子計算、デバイ
スシミュレータなどを使いながら、研究を進めています。一つの例が、図5です。普通の
半導体では電子は原子の上を動いて電気伝導を起こします。ところが、0.4 nm のかご構
造からできているC12A7では、電子はかごの中にいて、この電子がかごからかごへ動く
ことで、いろいろな電子デバイスを動作させていることが、量子計算からわかるのです。

図 5 セ メ ン ト 半 導 体
C12A7の原子配列（結晶構
造）と、第一原理プログラム
で計算した波動関数。
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学生の活躍 

■ 過去 5 年間における学生の受賞歴

国内だけでなく、国際学会においてもその研究と発表が認められ、毎年多くの学

生が受賞しています。

2017 年   M2 渡邉君    物質科学創造専攻  土肥賞 

D2 金君 井上研究奨励賞 

2016 年 D2 金君 応用物理学会講演奨励賞 

M1 岸田君 国際学会 ITC2016 Poster Paper Award 

M2 Tang 君 物質科学創造専攻 土肥賞 

D2 Kim 君 物質科学創造専攻 土肥賞 

D3 Xiao 君 物質科学創造専攻 土肥賞 

2015 年  D2 Kim 君 薄膜材料デバイス研究会 スチューデントアワード 

D2 Chris 君 国際学会 TOEO9 Gold award  

2014 年 M2 石川君 薄膜材料デバイス研究会 スチューデントアワード 

B4 Johaness 君 EPL Poster Award of ITC2014 

2013 年  D1 佐藤君 応用物理学会講演奨励賞 

M2 松田君 新学術領域若手の会 優秀ポスター賞 

2012 年  M2 井上君 IMFEDK Student Paper Award 

D3 片瀬君 超電導科学技術賞 

ITC2016@台湾での 
ペーパーアワード授賞式 

(左端が岸田君）

薄膜材料デバイス研究会@京都
での授賞式  

(右端がキム君）
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■ 学生の過去 5 年間における国際学会口頭発表 

学生自身が国際学会で口頭発表しています。ポスター発表も含めるともっと多く

の学生が国際学会の場で積極的に研究発表を行い活躍しています。 

2016 年 M2 岸田君  International Thin-Film Transistor Conf. (台湾 新竹) 

    M2 渡邉君     iMiD2016 (韓国 済州) 

2015 年 D2 Kim 君  STAC9 (つくば) 

    D2 Kim 君  TOEO9 (つくば) 

    M2 菊池君  TOEO9 (つくば) 

    D1 Tang 君  TOEO9 (つくば) 

    M2 Tang 君  Int. Meeting on Information Display (韓国 デグ) 

    D3 Xiao 君  MRS Spring Meeting (アメリカ サンフランシスコ) 

    M2 Tang 君  International Conference on HAXPES (台湾 新竹) 

2014 年 M2 井上君    The 1st E-MRS/MRS-J Bilateral Symposia (横浜) 

 M2 Tang 君   The 1st E-MRS/MRS-J Bilateral Symposia (横浜) 

 D2 金君      STAC8 (横浜) 

2013 年 M2 金君      ISIEM2013 （フランス レンヌ） 

 M1 羽生君     Int’l Thin-Film Transistor Conference （東京） 

2012 年 M2 宮瀬君     米国材料学会（アメリカ ボストン） 

  D1 Xiao 君     STAC7（横浜） 

 

 

 

 

 

  

2015 年：TOEO-9 国際会議参加 
（Chris 君、Tang 君、菊池君、小林君、渡邉君、
岸田君） 

2016 年：IMID 2016 国際会議参加 
（井手助教、キム君、渡邉君） 
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■ 学生が執筆した筆頭著者の英語論文 (抜粋) 
10 報 (2016 年), 10 報 (2015 年) 
2017 年現在 

・Kim 君 (卒業後) NPG Asia Mater. 
 
 2016 年 

・D2 Kim 君   AIP Advances 
・D2 Kim 君   Thin Solid Films 
・D2 Kim 君   J. Ceram. Soc. Jpn. 
・D1 Tang 君   Thin Solid Films 
・M2 井上君   Chem. Mater. 
・D2 Chris 君   Appl. Phys. Lett. 

・Xiao 君（卒業後）Appl. Phys. Lett. 
 
 2015 年 

・D1 Tang 君   J. Appl. Phys. 
・M2 井上君   J. Appl. Phys. 
・D3 Xiao 君   Phys. Chem. Chem. Phys. 
・M2 大類君   J. Display Technology 
・D3 Xiao 君   Appl. Phys. Lett. 

 
 2014 年 

・M2 Tang 君   J. Ceram. Soc. Jpn. 
・D2 金君     J. Ceram. Soc. Jpn. 

・D3 Xiao 君   J. Am. Chem. Soc. 
・M2 宮瀬君   ECS JSS 
・M2 羽生君   J. Displ. Technol. 

 

 2013 年 
・M2 羽生君   Appl. Phys. Lett. 
・D1 Xiao 君   Thin Solid Films 
・M2 金君    Thin Solid Films 
・D3 安部さん  Thin Solid Films  

 
 2012 年 

・D2 安部さん Phys. Rev. B 
・D3 李さん   J. Appl. Phys. 

・D3 李君    Electrochemical and Solid-State Letters  
・M2 井手君  J. Appl. Phys. 
・M2 井手君  Thin Solid Films 
・D2 安部さん Thin Solid Films 
・D3 李さん   Thin Solid Films 
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研究設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子線蒸着装置 

超高真空スパッタリング装置 

パルスレーザー堆積装置 

分子線エピタキシー装置 

エキシマレーザー 高出力 Nd:YAG レーザー 
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高速昇温炉 

高真空加熱炉 

管状炉 

ボックス炉 

グローブボックス 化学機械研磨機 
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電子線リソグラフィ装置 

UV&オゾンクリーナー ワイヤーボンダー 

イオンエッチング装置 
各種マニュアルプローバー 

マスクアライナー露光装置 
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高分解能 X 線回折装置 粉末 X 線回折装置 

蛍光 X 線分析装置 

原子間力顕微鏡 

紫外可視近赤外分光光度計 

分光蛍光光度計 
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AC ホール効果測定装置 

DC ホール効果測定装置 

物理特性測定装置（PPMS） 

磁気特性測定システム 
(SQUID-VSM) 
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最近のイベント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

卒業生＆秘書さん 追いコン 

卒業式（2015 年度） 

懇親会 
スノボレク 

卒業式（2016 年度） 
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応用物理学会講演奨励賞 & 井上研究奨励賞を受賞して 

D2 金 正煥 

 博士課程での研究業績が評価され、応用物理学会

講演奨励賞および井上研究奨励賞を受賞しました。

応用物理学会講演奨励賞は、応用物理学の発展に貢

献しうる優秀な一般講演論文として、井上研究奨励

賞は、理学・医学・薬学・工学・農学全ての分野で優

れた博士論文を提出した研究者（合計 40 名のみ）に

授与される、非常に名誉のある賞です。私は、超ワイ

ドバンドギャップアモルファス酸化物半導体を独自

のアイデアで実現してきました。これまで絶縁体と

知られていた非晶質酸化ガリウムのキャリア生成を阻害する欠陥を見つけ出し、それを制御

する方法を見いだすことで、半導体化することに成功しました。些細な変化でさえ、必ずそ

こには原因があるはずで、そこに着目すればきっと普段見えていなかったものが見えてくる、

それが私の思う科学の魅力です。神谷研究室で学んだことを活かして、世の中に役に立つ材

料やデバイスを開発していきたいと思います。 

 

It was great honor to receive “土肥賞”  
as a result of master-course in Kamiya-Lab.  

M2 Tang Hao-Chun 

It’s my great honor to receive ”土肥賞” given from the 

Department of Innovative and Engineered Materials 

after receiving the master degree in Kamiya-Lab. 

During the two-year master course, I mainly focused 

on the researches relating to the defect states in 

amorphous In–Ga–Zn–O semiconductors. In addition 

to conducting my own researches, I also attended 

many international conferences to present my results. 

Those are priceless experiences in my life. I am happy 

to say I am one the members in Kamiya-Lab. 
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D2 金正煥 

２０１６年５月にアメリカのサンフランシスコで開

催された Society for Information Display (SID)の

Display Week に参加し、”NBIS-Stable Oxide TFTs 

using Ultra-Wide-Bandgap Amorphous Oxide 

Semiconductors”というタイトルで口頭発表しま

した。SID 学会は、企業からの参加者が大半であり、

学界と産業界の活発なコミュニケーションができる

点が最大の魅力です。企業の研究所からも大勢参加

しますので、量産化に向けた現実的な問題点など、

大学では聞けないような話を直接聞くことができま

した。また、どのような材料が産業界にとって魅力

的か、直接的なニーズも聞くこともでき、世の中に

役に立つ材料を目指す私にとっては、非常に有意義

な会議となりました。今後も、世界中の情報が集ま

る学会へ参加し、世の中の動向を把握するとともに、潮流を生み出す革新的な研究

に取り組んでいきたいと思います。 

 

 

M2 渡邉脩人 

２０１６年 8 月に韓国の jeju で開催された

International Meeting on Information 

Display (iMiD 2016)に参加しました。自身初

の 国 際 会 議 で し た が 、 “ Light-Emission 

Properties and Electronic Structure of 

Amorphous Oxide Thin film Phosphor, a-

GaOx:Eu” という題目で口頭発表する機会を

頂きました。開催場所も韓国とあって、LG や

SAMSUNG といった韓国の大企業が自社の新

作のディスプレイを展示しており、非常に感動

したのを覚えております。私が本学会で発表し

た材料は現状では実用化に程遠いものですが、将来的に使用される可能性があるこ

とを考えると、日々の研究に身が入る想いです。また、当研究グループでは学術的

に興味深い材料を研究するだけでなく、実際に世の中に使える材料の開発に力を注

いでいます。実際に当研究グループが開発した a-IGZO が有機 EL に応用されるな

ど、その成果は非常に身近な存在となっております。未だ見ぬ材料の開発が世の中

を変える。それを自分の手で出来るのが、当研究室の魅力だと日々実感しています。 

海外渡航記 
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2011 年修士卒 菊池優友 

私は神谷研究室で、IGZO-TFT のフレキシブルデバイスへの応用展開を目指した

低温熱処理効果の研究に従事していました。

IGZO-TFT の大面積化を視野に、スパッタリン

グやデバイス作製を最適化する過程で、しきい

値電圧の異常シフトを発見し、その原因を明ら

かにすることで、国際学術論文に発表してきま

した。さらに、その IGZO-TFT を酸素やオゾン

雰囲気での熱処理により特性が大幅に改善す

ることを見出し、国内・国際会議に計 3 件発表

してきました。 

神谷研を卒業後、半導体メーカーに就職し、本社研究所で化合物半導体ウェハー

に関する一連の OJT を受けた後に、工場への技術移管を行っています。神谷研で「得

た課題を解決する能力」は、就職後も大いに役立っています。新規の案件では前例

の無いトラブルが発生することが多々あります。それを解決するためには「自分な

りの見立て」を持ってデータと向き合い、文献を調べて、周囲の協力を得ながら解

決策を考えて、進めていく必要があります。神谷研で身に付けた研究に取り組む姿

勢が活かされた一例であると考えています。修士課程では、二年目から一日の殆ど

を実験に当てられるようになります。ゼミ前や学会発表前の準備で泊り込むことも

ありましたが、普段は規則正しい生活を意識していました。可能な限り日中は実験

や資料作成を行い、往復の電車内で論文や資料を読むことを心掛けていました。私

は基本的に夜型でしたが、朝型の生活をお勧めします。 

神谷研での研究生活は、研究テーマを通じて、課題解決能力の向上、また知識の

幅を広げられる良い機会だったと思います。IGZO の材料やプロセスの知識だけで

はなく、知的財産関連の話（例えば特許や商標について）を理解する助けにもなり

ました。私は他大学の理学部物理学科出身で卒研テーマが理論系だったため、初め

は相当な不安がありました。当然初めは大変に思うことや、思い通りの結果が得ら

れないことも多々ありました。しかし継続的に取り組むことで、学会で発表できる

データが得られたときは非常に嬉しく思いました。さらにはなんと、卒業後に周囲

の人から研究テーマやその周辺知識について聞かれる機会が非常に多く、IGZO の

社会的な役割、インパクトを実感しています。 

興味を持たれた方は是非、神谷研の門を叩いてください！ 

卒業生の声 
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2014 年修士卒 井上岳士 

【神谷研究室で学んだこと】 

当時の研究は SnS(硫化スズ)を用いた太

陽電池の作製と p-n 接合の界面状態の物

性評価、および SnSe(セレン化スズ)の物

性調査、準安定相のエピタキシャル成長

でした。成果を出すために、粘り強く取り

組む姿勢の重要さを学びました。地道な

データ取りが続いたり、自分の予想と反

する結果が出るときも多々ありました。色々と壁にぶつかりましたが、まずは自分

で考察し、その後先生や同期との議論を行うことで新たな見方を得て、再度実験に

取り組むことで、成果に近づくことができました。最後には先生方の多大なご協力

をいただき、学術論文を 2 報発表することが出来ました。 

【社会人になって】 

社会人になり目標達成に対して何度も壁にぶつかりましたが、そこで諦めずに、見

方を変えるなどして突破口を探す、という姿勢は神谷研で培ったと思います。社会

人になると、自分から提案していく機会も自然と増えます。私が学生の頃は、興味

の持った材料の研究がしてみたい、という一心で、先生に色々と提案させていただ

く機会もありました。このような姿勢が、社会人となった今でも役立っていると思

います。 

【当時の学生生活】 

研究に没頭するタイプだったので、気が済むまで実験に取り組んでいました。毎週

のゼミは勿論ありましたが、学生が自主的に集まって勉強会を開くこともありまし

た。さまざまな分野を強みとした学生が神谷研には来るため、自分の強みの分野の

話をしてもらうことで、新たな知見や、興味を持つ機会が増えるよい機会だったと

思います。気分転換する時は、研究室のメンバーでご飯を食べに行ったり、スポー

ツしたりしていました。また、一人で気分転換をする時は、美術館巡りなどしてい

ました。  

【最後に】 

やってみたいことを、とことん追求できます！神谷研では、やりたいことができる

環境が整っています。とことん勝負させてもらえます。先生方の豊富な知識、研究

室の実験設備。会社でも、こんなに環境のよいところは滅多にないと思います。 

卒業生の声 
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2016 年修士卒 菊池満帆 
 神谷研究室では、アモルファス IGZO の膜

密度に着目し、欠陥密度がトランジスタの性

能に与える影響の研究を 2 年間行っており

ました。薄膜デバイス材料研究会を始めとす

る国内学会で 2 度発表し、国際学術論文も 2

報発表しました。  

 私は現在、関西の総合電機メーカーで家電

の機構設計を行っております。現在の仕事では院生時代に得た半導体の知識を活か

す機会は殆どありませんが、分野は違えども研究も開発も“考え方”は共通すると感

じています。仮定したことを実験で確かめその結果から再度新たな仮定をたて検証

していくといった流れです。設計開発職であっても、このような一連の流れによっ

て納期やスペックを達成します。神谷研でこの姿勢・考え方を身につけておいたお

陰で、今の会社での成果につながっていると感じます。特に神谷研の特徴は、高性

能な研究設備が非常に多く、自由に使えることです。一つの実験結果だけでなく、

データを組み合わせることで多面的な考察能力を養える環境にあり、シミュレーシ

ョンと実験の両観点から物事を見る力も養えると思っております。 

 大きな会社でも開発の仕事は納期が厳しく常に人手が足りない環境にあるので、

シミュレーションを用いて理論予測し、最適解を見つけるまでの時間を少しでも短

縮する流れは、IT の発展とともに今後も加速していくと思います。この感覚を学生

時代に体験できるのは財産になると思いますし、また神谷研ならではの特徴だと思

っております。 

 学生生活を振り返ると、本当に研究環境に恵まれた 2 年間だったと思います。世

界中見てもこれだけ装置の揃っている研究室は他にないと思います。2 年間で 10 種

類ほど装置を使い研究を行うことができましたが、それでもほんの一握りしか使っ

ていません。自分がやりたいと思えば、何でもできる環境があると思います。学生

のみならず、スタッフの方もたくさんいるので、様々なバックグラウンドと強みを

持った方と議論できることもこの研究室の特徴かなと思います。社会人生活も研究

生活も一人でなし得ることは非常に少ないと思います。ぜひ自分で調べられるとこ

とは自分で行い、分からない部分は周りの方に助言をもらいながら、自分のできる

領域を少しずつ広げていってほしいと思います。その環境が神谷研究室であれば卒

業生として嬉しく思います。 

  

卒業生の声 
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卒業後の進路 

東京工業大学、パナソニック、キャノン、コニカミノルタ、凸版印刷、東芝、日本

GE、シャープ、トヨタ自動織機、フジクラ、村田製作所、ソニー、旭硝子、NEC、

シチズン、富士通、サムソン電子など 
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