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材料・機械・熱・流体からなる４
エンジニアリング・センスを身に

廊下を自走
進行方向

研 究 室

進行方向

丸ベルトの
ねじり収縮で

機械工学系の学びの

※ HP：オナーズプログラム（次世代技術者育成プログラム）

結果

っかり習得し、基礎学力を養うことで多様な業種に対応できる技術者、研究者を育成します。

専門コース

［２つの特色あるコース］

「設計・解析コース」と「加工・制御コース」の２つの特色のあるコースを設置し、習得した工学基礎を

自動車工学研究室

応用展開することで高度な専門技術と最先端工学に適応するエンジニアリング・センスを身につけます。

設 計・解析コース

小平和仙 講師

ターボマシナリ・グループ

金子雅直 助教

指先押付け力
が変化する

人指構造を模倣した２関節
ロボットに丸ベルトねじり
駆動を適用

こちらは機械工学に基づくものづくり研究室です。専門は各種ロボットの制御手法を提
案することであり、ドローンなどの浮遊ロボットから悪路を走破できる走行ロボットま
で広範な研究領域に日々チャレンジしています。そのようなことから当研究室では、ロ
ボット駆動機構の設計製作や部品選定からそのロボットに最適な制御法を考案するとこ
ろまでの広く深い知識を得ることができます。当研究室が現在抱えるプロジェクトは
⑴ 生体模倣ロボット、⑵ 生活支援ロボット、⑶ 山岳地走行ロボット、⑷ 複数ドローン
による輸送システムの開発です。当研究室で楽しく真面目に研究を進めてみませんか。

広い工学領域の専門知識を必要とする機械工学系では、材料・機械・熱・流体からなる４つの力学をし

遠藤正樹 教授（宇宙工学HP）

つかむ物体の柔らかさを
判定するセンサシステム

人指の動きに近い5回/秒
の押付け動作を実現

［４つの力学の習得］

熱流体関連振動研究室

井上貴浩 准教授
ロボット設計製作と
それを上手く制御する
にはどうすれば良いか
を考える研究室です

機械工学系の目的と理念

制御工学研 究 室

流体工学研 究 室

榊原洋子 教授（宇宙工学HP）

航空用ガスタービンや自動車のエンジンなどの内燃機関は、燃焼とい
う反応過程より運動というエネルギーを取り出す装置です。このエネ
ルギー変換の過程では高速燃焼ガスの振動や、その結果として騒音が
生じますが、これらの現象はエネルギー変換のロスであり、機関の性
能低下に直結しています。本研究室では高温高圧のガスが高速で流動
する際に生じる振動現象のメカニズムを明らかにし、機関の性能の向
上に寄与することを目標としています。

素形材加工研究室

力学的解析技術に基づき機械をデザインする
TiAI 合金の反応焼結現象

機械を設計するには、正しい力学の知識とそれを具現化するための設計力を身につけなければなりません。

清水

透 特任教授

ターボ機械は航空エンジン、発電用ガスタービン、自動車に搭載され
る過給機など様々な機械に用いられていますが、環境・資源問題の深
刻化に伴い、さらなる高性能化が要求されています。本研究室では、
特にガスタービンや過給機を構成するターボ機械の空気力学的性能の
向上を目的に、その内部の流動現象を数値シミュレーションなどを用
いて調査しています。

材料工学研究室

原田陽平 准教授

木材より軽い
ステンレス鋼の発泡金属

頭に浮かんだ新しいアイディアを形にし、機能を持たせるには、高度な解析技術に裏付けされた設計が必要と

プロセス

特性

縦型高速双ロール鋳造法

なります。本コースでは、力学的解析技術に基づき機械をデザインするための基礎から応用までを学びます。
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金属 3D プリンタで作成した
多孔質チタン合金薄膜

CHAPTER

環境問題の解決に向けて

レーシングカーやレース用オートバイの他に、小型の模擬惑星探査機
など、エンジンやモーターなどの人工の動力源で動くもの全般を研究
対象としています。動力源がいかに変化しようとも、運動性能や効率
など様々な性能の向上が常に求められます。当研究室では、実際の開
発を通して性能はもちろん、材料や製作方法をはじめ基本コンセプト
から常識にとらわれない自由な発想によって実践的な研究・開発活動
を行っています。

昨今の環境問題の深刻化に伴い、二酸化炭素の
排出割合が高い自動車や航空機の低環境負荷化
が要求されています。この要求に応えるために、
本コースでは熱および流体力学的側面からそれ
らの機械システムを幅広く研究しています。
CHAPTER

2

振動工学研究室

数値解析技術

航空機のジェットエンジンや自動車に搭載され

CHAPTER

るターボチャージャを構成する流体機械の開発

Project Spec

Mach1

6.2×10

02

cm

松谷

巌 准教授

生産工学研究室

山崎敬則 准教授（宇宙工学HP）

材料力学研究室
軽量発泡金属

3

渡利久規 教授

中空ドライブシャフト

軽量 Mg 合金ヒートシンク

ます。目にすることは少ないかもしれません
が、衝撃波は身の回りの多くの機械の内部

音速を超える
非常に高速な流れ場を
調査しています

0.1%

ターボ機械の効率を
0.1％でも向上させる
ために日夜研究に
衝撃波は気体分子の
励んでいます
平均自由行程
ぐらいの厚さです
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機械要素 研 究 室

材料は 社会基盤の要 であり、社会の発展は材料の進歩と共にありました。今後、
材料には高機能化・省エネルギー性・持続可能性が求められます。アルミニウムはリサ
イクルに適した材料でありますが、リサイクルされた合金は純度が悪く、機械的特性の
低下が問題でした。そこで、リサイクル合金の急冷凝固によって不純物を無害化し、高
性能な材料へと生まれ変わらせる技術を開発しています。プロセスとミクロ組織ならび
に材料特性が密接に関係する材料工学の学問を追求し、新しいプロセス、工法を駆使す
ることで、これまで社会になかったモノ、社会で望まれるモノの創成を目指します。

流れの流速が音速を超えると衝撃波が生じ

コースでは、この技術を習得するため、理論を
い、流れの挙動を自らの手で解明します。

治 教授（宇宙工学HP）

素形材加工とは金属を中心とした材料に形を与えることです。具体的には鍛造・
鋳造そして粉末冶金解いた技術が該当します。本研究室では、軽量材料を中心と
した素形材加工に取り組んでいます。軽量材料としてはチタンやチタン・アルミ
ニウム合金といった材料がありますが、加工が難しいため、粉末冶金による加工
を目指して研究を行っています。さらに、金属を発泡構造にすることにより軽量
化する研究も進めています。また、最近出現した金属 3D プリンタを用いて発
泡構造を作成することも試み、軽量かつ丈夫な素形材の実現も目指しています。

組織

超音速流れ

には、数値解析技術が多用されています。本
学ぶだけでなく、実際にシミュレーションを行

古屋

航空機のジェットエンジンから噴出する排気噴流や、レーザー加工の
アシストガス、コールドスプレーなどに使われる超音速流れの内部で
は、膨張波、圧縮波、衝撃波等を含んだ複雑な波動現象が起きていま
す。本研究室では超音速噴流の振動現象や衝撃波による固体の破壊過
程など、高速な流れに関連した様々な現象を光学システムによる可視
化実験やコンピューターシミュレーションを用いて解明していくこと
を目的に研究を行っています。

3D プリンタで作成可能な
多孔質構造

キーワード
軽 量 化

で生じ、その性能に影響を及ぼしています。

軽量コンプレッサ部品

本コースでは、衝撃波が発生する非常に高
速な流れ場についても研究を行っています。
急冷凝固実験装置

CHAPTER

4

地震多発国である我が国では、構造物への耐震技術の適用は必須となっ
ています。その他にも、強風から微振動まで身の回りには様々な振動
問題があります。研究室では、構造物の揺れの低減や地震に耐える力
の向上とともに、経済性やコンパクト化なども考慮したより安全な次
世代振動制御技術について、研究室の学生とともに数多くの学外機関
との連携・共同研究をベースに実験と解析の両面から進めています。
得られた研究成果は、大学院生などと国内外の学会で毎年発表します。

ディスカッションの場

日々の努力により得られた研究成果は、学会発
表などを通して社会に公表することで初めて意
味を持ちます。本コースの学生は、国内外の学
会において積極的に研究成果を発表しています。
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光や超音波といった波動現象を利用して、新しい計測原理の確立や新奇な
センサ、機械要素について研究開発をしています。対象とするアプリケー
ションは非常に多岐に渡っていて、大きいスケールでは建築構造物の層間変
位や距離位置センシング、微小スケールでは iPS 細胞や ES 細胞などの再
生医療応用や、ナノスケールの振動計測に取り組んでいます。本研究室では、
機械要素や波動、電気・電子の基礎を深く身につけたうえで、様々な分野の
専門家と協働してセンサ開発等の応用展開を図ることを意識しています。

自動車や携帯電話など、生活に欠くことのできない工業製品のほとん
どは工作機械で作られています。工作機械は、金属を削って部品を作
る機械で、母なる機械と呼ばれています。当研究室では、100 mm
程度の加工物を 10 nm（十万分の 1 mm）の精度で位置決めできる
工作機械送り駆動系（加工物を移動させる機構）の実現を目的とした
研究を中心に、さまざまな産業機械の挙動を解析し、精度を向上させ
るための基礎的な研究に日々取り組んでいます。

近年、欧州では電気自動車（EV）シフトが加速しています。ノルウェー、オラン
ダは 2015 年まで、スウェーデンとドイツは 2020 年までに、また、イギリスと
フランスは 2040 年までにガソリン車等の販売を全面的に禁止する政策を発表し
ました。自動車はこれまで以上に軽量化が求められる時代になってきたと言えます。
当研究室ではマグネシウム（Mg）合金やアルミニウム（Al）合金、発砲金属、等
の開発や加工法を研究し、軽くすることで環境にやさしい社会の形成に貢献するこ
とを目標にしています。
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Future

卒業生の進路

つの力学を体系的に学ぶことで基礎学力をしっかり習得し、高度な専門技術と最先端工学に適応する
つけることで、自ら問題を発見し解決できる技術者あるいは研究者の育成を目的とします。

大学院進学・就職

ポイント

所属する研究室の指導教員だけでなく経験豊富な進路担当教員が皆さんの
進路についての悩みを親身になって相談にのってくれます。４人に１人の
学生は大学院への進学後に就職しています。就職では大学の推薦制度を利
用する学生が非常に多く、学部生は約 50％、大学院生はほぼ 100％推

教育体制

薦により内定を得ています。機械工学は、ものづくりにはなくてはならな

［大学院生と小人数グループ教育］

い学問分野なので、輸送機などの製造業を中心に幅広い分野の様々な業種

基礎学力を定着させ応用力を養う少人数グループによる演習科目などでの問題発見と解決能力を高める

に就職しています。

ため、大学院生と一緒に学ぶ教育環境を整えています。このような教育体制により、工作実習や実験な
どの科目での安全で細やかな教育を実現しています。

次世代技術者育成
運輸業

不動産業
情報通信業
4％
商社
4％

専門学校

1％

証券業

1％

1％

［複合領域での活躍］

機械工学系の多くの講義が他学系の講義とともにオナーズプログラム（次世代技術者育成プログラム）の単位
として認められます。機械分野での専門力・応用力を習得し、複合領域で活躍できる基礎力を身につけます。

その他

3％

加 工・制御コース

4％

機械の運動を精密にコントロールする

機械の運動を制御する方法には、パッシブ形式とアクティブ形式があります。また、これらの制御方式

専門・技術サービス業

機械工学系

5％
建設業
13％

2021年度
進 路

は、大きく機械式、電気式に大別されます。いずれの方式も機械をコントロールし設計仕様を満足する

製造業

37％

大学院進学

27％

Student’s 修士１年 福田博一さん
Voice

性能を与えることや安全性を保つ上で欠かせない技術です。本コースでは、機械の運動を精密にコント
ロールするための基礎から応用までを学びます。
CHAPTER

1

機械加工の基礎を習得

機械加工の第一歩として旋盤やフライス盤など
の汎用工作機械を自ら使用できるように技術の
習得を行います。機械加工の技術は、機械を設
計する上で欠かせない経験であり、金属を加工
する感覚は一生忘れることがありません。

2

CHAPTER

制御系設計と実装

Student’s 修士２年 岸 智裕さん
Voice

授業や実験で得た知識を生かして自ら制御系を
設計し、制御するための機械に実装することで
応用力を養います。応用技術は、自動走行や地
震対策まで幅広く活用されます。

0.01mm

私は大学院推薦合格者を対象とした研
修プログラムに参加し、台湾の中原大
学へ短期留学しました。アメリカ、イ
ンドネシア、マレーシアなどの多くの
国の友人ができ、一緒に様々な課題に
取り組みました。帰国後は英語を話す
ことへの抵抗感がなくなり、交流の少
なかった学内の留学生達とも今では友
人です。
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機械部品の組み
合わせには優れた
加工精度が必要

研究成果を発表するためにアイルランドで開催された学会に
参加しました。国際会議では様々な国から集まった研究者た
ちと肩を並べ、英語でのディスカッションも体験しました。
同じ研究分野の人達との議論はとても刺激的で帰国してから
の研究の励みになっています。

Project Spec

100万回

0.01

長期間使用する
秒
機械では、繰り返しに
高速で動く機械を
対する耐力が重要
制御するためには
信号処理も短時間
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CHAPTER

振動実験から性能を検証

最先端の振動制御技術を適用した試験体を用い
た振動実験から実際の振動制御効果を検証し実
機に展開します。振動実験では、実際の地震入
力などを再現し性能を評価します。研究された
技術の高さを元に海外との共同研究が積極的に
実施されています。
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CHAPTER

加工と制御の集大成

自ら製図の技術を生かして図面を描き、描かれ
た図面から機械加工を行い組み立てる。さら
に、組み立てた機械を動かすための制御系を設
計し、実装して性能を評価する。これらの一連
の流れの集大成として製作したフォーミュラー
カーが世界大会で技術力の高さを何度も表彰さ
れています。
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