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ここから社会が動き出す
Let's go forward into the future together！

2050年をどのような社会にしたいですか？
持続可能な社会の創造をめざして、
環境・エネルギー分野、
航空宇宙等の交通輸送分野、
ロボティクス分野、
分子・生命科学分野など材料機能、
システム・
構造の性能と信頼性を設計・評価する技術。限りある資源を有効に活用し、かつ持続可能なカタチで再生する、安全で安心な社会を実現するのが機
械知能•航空工学科の使命です。
豊かな発想と独創力、挑戦を継続する勇気。
私たちの豊かな社会をつくること。ここから未来が続いています。
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航空宇宙 コース

エネルギー環境 コース

Aerospace Engineering

Environment and
Energy Engineering

機械システム コース
Mechanical Systems

量子サイエンス コース
Quantum Science and
Energy Engineering

ロボティクス コース
Robotics

機械・医工学 コース
Mechanical /
Biomedical Engineering

ファインメカニクス コース
Finemechanics

国際機械工学 コース（国際共修型コース）
International Mechanical and
Aerospace Engineering Course (IMAC)
3

学生インタビュー

目標の大学、
学科、
そして憧れのサークルへ。
リーダーとしてWindnautsを率いる。
多くの経験、
心を動かす出来事が、
私の成長の源に。

テレビ画面から伝わる熱気、
感動。私も琵琶湖を見晴るかす
“ あの場所 ”へ。
図 書 館 に 並 ん で い た『Newton』

西村 文花

さん

（兵庫県立加古川東高等学校出身）
東北大学工学部機械知能・航空工学科
機械・医工学コース
（旧・バイオロボットシステムコース）3 年
〈東北大学学友会人力飛行部
「東北大学 Windnauts」学生代表〉

※所属・学年、内容は
取材時（2017 年 5 月）のものです。
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プロジェクトのまとめ役、マネジメント、
マスコミ対応などを担当しています。ま
た製作の現場では、駆動班の班長も担っ
ています。部員一人ひとり、サークル活

（ニュートン：科学雑誌）のページをめくっ

動に注ぐ熱量は異なりますから、いかに

ては宇宙ロケットの記事に読みふけって

マンパワーを最大化していくか、がリー

いた高校時代。大気圏を飛び出す飛翔

ダーとしての大きな任務になります。

があれば、はるか遠くの地平をめざす

人力飛行機というと、航空系の知見

※
飛揚もあります。
“鳥人間コンテスト”

や技術を駆使して…というイメージがあ

を通じて知った 東 北 大 学 のサークル

り、実際そのような局面が多いのですが、

Windnauts（ウインドノーツ）
。テレビ画

実は機体にどんな「材料」を使うかで、

面から伝わる活気と団結力、そして何よ

強度、耐久性、機能性、加工性等が大

りも生き生きと楽しそうな部員の姿をみ

きく異なってきます。材料分野への新た

て、私もチームの一員として、前人未到

な興味は、ウインドノーツでの活動がも

の記録をめざしてみたいと思うようにな

たらしてくれたものです。

りました。東北大学は、私が興味を持っ

「工学」は、社会や暮らしに有用な事

ていた航空宇宙工学を標榜する大学で

物や技術を創る学問であり、人間社会

す。高校の友だちには「東北大学に入っ

との距離の近さに魅力を感じてきまし

たら、ウインドノーツに入部して、テレビ

た。一方で、医学部に進んだ友人と話

に出るから見てて」となかば冗談で話を

をするなかで、人の役に立つという意味

していたものですが、気がつけばすべて

と意義を違う側面から考えるようになり

現実のものに。残る目標は、往復40キ

ました。新しい挑戦のフィールドは工学

ロメートル飛行、そして表彰台のてっぺ

と医学の融合領域「医工学」
。研究の最

んです。

前線へﬂy highです。

広がり深まる興味の対象。
新しい研究分野を
「医工学」に定めて。
ウインドノーツでは学生代表の立場で、

※

鳥人間コンテスト選手権大会。民放テレビ局が
主催する人力飛行機の滞空距離および飛行時
間を競う競技会。ウインドノーツは「人力プロペ

ラ機ディスタンス部門」で2006年以降６回の優
勝に輝いている（内2014年は参考記録）
。

英語による工学教育で言葉のハンデなく、
世界最高水準の学びと研究に専心。
将来は、
日本とタイを橋渡しするような
研究開発に取り組みたい。

ENJU JIRATH（エンジュ

ジラス）
さん

興味を抱き続けた国・日本で学
ぶ。機械工学の先進的な研究で
知られる東北大学へ。

東北大学工学部機械知能・航空工学科
機械システムコース4年

要請される背景には、電子機器やセン
サなどの小型・微小化、高性能化があ

“高度な科学技術で、世界をけん引し

ります。特に情報を取得するための高

続け、先進的で高品質なプロダクツを発

感 度・多 機 能 マ イクロ セン サ はIoT

信。経済大国であり、多くの日系企業が生

（Internet of Things：モノのインター

産製造拠点をタイに置いている… ”
日本に

ネット)の重要な要素技術です。こうし

ルーツ
（の半分）
を持つ私にとって、日本と

たセンサの精度を担保し、性能を向上

いう国は常に興味と関心の対象でした。

させるためにマイクロ冷凍機が不可欠

姉が日本の大学に留学していたことも

（タイ・バンコク出身）

組んでいます。こうした冷却デバイスが

です。

あり、私も早い時期から日本の大学への

開発は、デザイン設計から製作、評

進学を視野に入れていました。機械工学

価まで、一連の流れを自分の手で担い

の分野では、東北大学が特に著名で、独

ます。試行錯誤の連続ですが、多様な

創的な研究に取り組んでいる情報を得た

知識や能力を要求されるミッションをこ

のですが、何よりも言葉の不安がありまし

なしていくことは、自分の力を高めると

た。しかし幸いなことに本学科では、英語

実感しています。

の み の 授 業・研 究 指 導 が 行 わ れ る

将来は、日本企業の研究開発部門で

IMAC-U プログラムがあります。本当に

働きたいですね。前述の通り、多くの日

※

ラッキーでしたね。
英語に心配はありませんが、問題は日
本語です
（笑）
。日本語は文の構造や表記

本企業はタイと浅からぬつながりがあり
ますから、いずれ日本と母国を架橋する
仕事ができたらと思っています。

体系が複雑で難しいのですが、とにかく
たくさん話すことを心がけています。

設計から製作、評価まで。
トライアル&エラー、
でもやりがいも大きい。
※所属・学年、内容は取材時（2017 年 5 月）のものです。

現在はマイクロ冷凍機の開発に取り

※

IMAC-U：International Mechanical and
Aerospace Engineering Course（ Undergraduate Course）
。2011年10月 開 講、日
本で初めて学科教育を英語化した工学学位
コース。これまでは留学生が対象だったが、今
年（2017 年）秋から国際共修型コースとして日
本人を受け入れる。
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小さい頃に体験した“ものづくり”が原点。
身近であること、社会や暮らしにつながっていること、
が
私の研究開発の出発点です。
上岡 正也

さん

（広島県・広島大学附属高等学校出身）
東北大学大学院 工学研究科
ロボティクス専攻（小菅・衣川研究室／荒井研究室）
博士課程前期 2 年

将来の道を拓く、充実した
キャリアサポートに支えられ、
就職活動を展開。
小学生の頃、DIYショップで体験し
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工場の組み立てラインの作業者補助に
向けたシステムならびにロボット研究
開発に取り組んでいます。企業側から

た木製のベンチづくりが思いのほか楽

は、作業時間・場所・ミスなどを削減し、

しく、将来は大工になりたいなと思っ

ひいてはコスト低減につなげていきた

ていました。高校生になると“ 最先端

いというシビアな要請があります。良

のものづくりを学びたい ”と考えるよう

いアイデアが 実現できるとは限らず、

になり、工学部をめざすように。数あ

予算や動線などの兼ね合いで、ボツに

る大学の中から本学を選択した理由の

なるケースも多々あります。現場が相

ひとつは、
「キャリアサポート（就職支

手なので、緊張感も大きいですね。プ

援）が手厚い」アンケート結果を目にし

ロジェクトが走り始めた頃、先方の担

たからで、就活時期を迎えている今、

当者から「学生気分では困る」と言われ

そのデータに間違いはなかったと強く

たことは忘れられません。

実感しています。

※所属・学年、内容は取材時（2017 年 5 月）のものです。

共同 / 協働研究プロジェクトに参画し、

ロボットは、見た目には華のある研

また、高校３年の時に参加した本学

究開発ですが、その 9 割は地味で地道

科のオープンキャンパスで、ロボットを

な試みの積み重ねです。しかし、現場

間近で見て触って、
「生活が便利になり

に実装される達成感と醍醐味はその苦

そうだ」と感動したことも志望した理由

労を補って余りあるものがあります。

です。この“ 身近な技術 ”であることは

将来的には研究開発マネジメントの

私にとって非常に重要で、社会の出口

仕事に携わりたいと思っています。も

に近い実用 / 応用的な研究開発を手掛

ちろん海外勤務も視野に入れて。研究

けたいと思う出発点になっています。

室にいる留学生とは日常的に英語で会

企業との共同研究プロジェクト
に参画。タフな現場で鍛えられ
た実践力。

話して、コミュニケーション力を鍛えて

学部４年生から、大手メーカーとの

います。

機械知能・航空工学科の学びを支える7 つの柱
機械知能・航空工学科は「時代を先導し、基盤を支える個性豊かなプロフェッショナルであれ」という理念の下に、教育を進めています。
未来を展望し、社会をつくる研究者や技術者は、幅広い学問領域の横断的理解と、専門分野の基礎知識を兼ね備えなければなりません。
そのため機械知能・航空工学科では、3 年次より７コース（機械システム、ファインメカニクス、ロボティクス、航空宇宙、量子サイエンス、エネルギー環境、機械・
医工学）に分かれ、学生個々の志向に応じた高度専門教育を展開。入学した皆さんが社会のリーダーとして活躍できるよう、きめ細かな学修体制を用意しています。
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幅広い分野から、社会に貢献する
自分の道を見つける！
自然と人間をつなぐ様々な方法を、熱と力と振動とその流れを

制御する機械工学と機械科学を基礎として創りだします。より豊

かで安全で安心な社会、自然と共存共栄できる社会の創造をめ

ざし、ロボット工学、航空宇宙工学、医療福祉工学、バイオ、エ
ネルギー、地球環境、機能性材料、エレクトロニクス、3 次元加
工工学、計測工学、情報工学など多様な分野に関する学問を幅
広く学べるので、勉強を進めながらやりたいことを見つけること
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ができます。

3
4
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充実したカリキュラムや学生支援体制が
整備されています！
●基盤的・先端的科目に関する講義だけでなく、機械システム
の体験的・実践的講義

●企業体験が可能な長期インターンシップ（ほぼ全員が受講）
●就職担当教員や機械系産学連携室などによる手厚いキャリア
支援

国際社会で活躍するチカラが身につきます！

輝く女性の機械・知能系 、
意欲のある女性を歓迎します！
※

●女性が活躍しやすい環境や制度の整備
●定期的な機械・知能系※女子学生の集い、オープンキャンパス
での女子高生を対象としたイベントの開催

●機械・知能系※の女子学生交流会学生スタッフやサイエンスエ
ンジェル活動による各種イベントの企画・開催

●女子学生・女性研究者の育成・支援のための工学系女性研究
者育成支援推進室 (ALicE)
●育児期間中の女性研究者をサポートする支援事業、学生も利
用可能な学内保育園や病後児保育室

●充実した海外留学、海外プロジェクト研究サポート
●外国人学生、研究者との交流による視野拡大
●英語での授業受講による学位取得が可能な国際コース
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研究に専念できる環境があります！
●充実したRA（リサーチアシスタント)、TA（ティーチングアシスタ
ント)制度、リーディング大学院奨励金などによる経済的支援

●「学都仙台」、
「杜の都仙台」と言われるような、勉学に適した環
境、かつ住みやすい生活環境（生活費も比較的安価）

自分を高める出会いがあります！
●共に学び切磋琢磨できる仲間に出会えます
●最先端研究を担うプロフェッショナルによる研究指導
●高校からの総合評価 11 年連続全国 1 位（朝日新聞出版「大学
ランキング 2019 年版」より）

世界最高水準の研究！
●「THE 世界大学ランキング日本版 2018」において、総合 3 位。
●イギリスのグローバル高等教育評価機関「クアクアレリ・シモン
ズ社」による「QS 世界大学専攻分野別ランキング 2018」にお
いて、工学－機械、航空、製造分野世界トップ 30 位

※機械・知能系とは、工学部機械知能・航空工学科と、大学院工学研究科の５専攻
および関連研究室の総称です。
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機 械システムコース
Mecha n ical S ys t e m s
研究室 ●微小機械構成学
●ナノ精度加工学
●ナノ界面制御工学
●新エネルギー変換工学
●流体システム工学
●熱制御工学
●表面・界面制御強度信頼性科学研究
●地殻システム研究
●エネルギー循環システム研究
●エネルギー環境社会マネジメント
●交通社会マネジメント
●分散エネルギーシステム学
●電磁機能流動
●伝熱制御
●先進流体機械システム
●エネルギー動態
●システムエネルギー保全
●流動システム評価
●固体イオニクス・デバイス研究
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あらゆる先端技術の基盤である機械工学の基礎を幅広く

環境に配慮したエネルギーシステムの開発も

このコースでは、機械システムの基本である機械工学を重視しながら、新しい

これからの社会で機能する「機械システム」を創造するためには、革新的な新

分野を開拓するための基盤となる学力を養います。履修する科目でいうと、数

素材の開発や、環境や状況に応じて振る舞うことのできる知能システムへの応

学にはじまり、力学、電磁気学、流体力学、材料力学、計測工学、制御工学、

用が求められています。また太陽エネルギー、風力、水力などの環境適合性に

機械設計工学、ナノ加工学 etc. …と実に幅広いのが特徴。機械工学の基礎技

優れたエネルギーシステムの開発分野でも、本コースで学ぶ知識と技術が、大

術を身につけるために、機械知能・航空実験、機械知能・航空研修、計画及

いに発揮されることになるでしょう。これらの分野でリーダーとなる科学者や技

び製図なども実践します。

術者の育成をめざす。それが機械システムコースです。

ファインメカニクスコース
Finemechanics
研究室 ●知的計測評価学
●機械材料設計学
●知能システム工学
●破壊予知と破壊制御研究
●ナノ界面機能・信頼性設計学研究
●電力エネルギー未来技術共同研究部門
●オプトメカニクス
●精密ナノ計測学
●材料システム評価学
●非平衡分子気体流
●分子熱流動
●分子複合系流動
●量子ナノ流動システム
●グリーンナノテクノロジー
●表面物理プロセス研究

ナノ=10 億分の 1メートルの世界

幅広い分野で応用される技術

物質をナノメートルの領域、すなわち原子や分子のスケールで自在に制御する

本コースでは、ナノレベルの機械・加工技術を活用したデバイスや超精密部品

技術 =ナノテクノロジー。これをサイエンス（科学）からエンジニアリング（工学）

などのものづくり、ナノテクノロジーと一体化した材料の研究と開発、それらを

に展開するために必要な機械工学の基礎を学ぶのが、ファインメカニクスコー

総合したマイクロ・ナノ機械やマイクロ・ナノシステムを創り出し、大きな成果

スです。科目名で言えばナノメカニクス入門、機械設計工学、創成学、電子デ

を社会に還元してきました。これらは、自動車などの交通輸送工学、発電機器

バイス、破壊力学、トライボロジー（摩擦・摩耗・潤滑）、微小機械加工学、メ

などのエネルギー工学、医用工学、宇宙工学、微小電気機械工学など幅広い

カノプティクス（光学と機械工学を融合させた分野）などを学びます。

分野の基盤技術として、それらの発展の鍵を握っています。
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ロボティクスコース
Robotics
研究室 ●ロボットシステム学
●ニューロロボティクス
●フィールドロボティクス
●知能機械デザイン学
●イメージ解析学
●人間－ロボット情報学
●スマートシステム集積学
●分子ロボティクス
●知能制御システム学

ロボットのための様々な技術が集結

最高の研究・教育環境で未来を創る喜びを

ロボットはメカ、エレクトロニクス、ソフトウェアなど、様々な技術の融合・複

本コースでは、ロボット技術、マイクロ・ナノシステム技術、画像解析技術、

合です。ロボティクスコースでは、人とロボットが協調して作業を行うための研

人工知能技術などを世界的にリードする8 名の教授が在籍し、国内で最も充実

究、分子レベルの部品を設計してナノロボットをつくる研究、災害時に用いる

した教育・研究環境を実現しています。この恵まれた学びの環境で、世界最先

レスキューロボットの開発、高度な画像解析技術に関する研究などを行ってい

端の研究に携わることが可能です。ぜひ、ロボティクスコースに入学して、刺

ます。また、次世代ロボットに利用する各種センサーの研究、
「もの」のインター

激的な研究の世界を楽しんでください。

ネット（Internet of Things）を支えるマイクロ・ナノシステムの研究、それら
を利用した先進的なアプリケーションの開発なども行っています。
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航 空宇宙コース
Aerospace Engineering
研究室 ●計算空気力学
●材料・構造スマートシステム学
●実験空気力学
●推進工学
●宇宙探査工学
●宇宙構造物工学
●計算数理科学
●アーキテクチャ学
●高性能計算論
●航空宇宙流体工学
●複雑衝撃波
●高速反応流
●宇宙熱流体システム
●混相流動エネルギー
●計算流体物理
●将来宇宙輸送工学

大空への夢を現実に

研究の成果がフライトミッションに直結

学びと研究のキーワードは｢シミュレーションサイエンス｣と｢スペーステクノロ

本コースの教員の多くは、宇宙航空研究開発機構（JAXA）や航空機メーカーと

ジー｣。極限状態における気体の流れや、新素材を用いた構造のシミュレーショ

共同研究を行っていて、航空宇宙分野の第一線の研究や航空機開発に協力し

ン技術を研究し、新しい航空機や宇宙機の最適なデザインを探求します。また

ています。また、東北大学は「はやぶさ」サンプルリターンなどの宇宙探査プロ

深宇宙探査の主役である自律型の探査ロボット、宇宙ステーションのような大

ジェクトにも多数参加している他、独自に小型宇宙機の研究開発・軌道上運用

規模な宇宙構造体、宇宙空間に飛び出す宇宙機の新世代推進エンジンなどを

を行っています。このため、各研究室では、次世代の航空機や宇宙機開発に

テーマとして、最先端の｢スペーステクノロジー｣を学びます。そしてその成果は、

直結した魅力的なテーマの研究が数多く実施されています。

これまでも、これからも我が国の航空機開発および宇宙開発に大いに役立てら
れるのです。
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量 子サイエンスコース
Quantum Science and Energy Engineering
研究室 ●核融合・電磁工学
●核融合プラズマ計測学
●中性子デバイス工学
●炉システム工学
●原子力地質工学
●核エネルギーシステム安全工学
●エネルギー物理工学教育
●量子保全工学
●高エネルギー材料工学
●粒子ビームシステム工学
●応用量子医工学
●放射線高度利用
●核燃料科学
●先進原子核工学
●材料照射工学
●原子力材料工学
●量子機能材料工学
●アクチノイド物性工学
●エネルギーシステム
●加速器保健物理工学
●核放射線物理工学

総合工学を学び、応用力を養成

将来は先端的フィールドの研究者に

電子・原子核・原子といった量子レベルでの現象について理解を深め、原子

本コースを卒業すると、大半の学生は大学院に進学します。その後の進路は、

核反応によって生成される核エネルギーを制御し、有効に利用する原子炉およ

大学、国際研究機関、国立研究所、民間研究所等の最先端分野の研究者をは

び核融合炉の原理や仕組みを学習します。さらに、放射線の高度利用（医療診

じめ、インフラを支える電力・重電メーカーといったエネルギー基盤技術関連

断・新素材開発）についても学習します。このように、本コースでは、複数の

分野、医療診断・環境計測分野といった高度放射線応用分野、さらには、半導体・

学問を統合した総合工学を学ぶことができます。

自動車産業といった総合工学分野など多岐に渡り、先端的な企業での研究者、
技術者として、そして行政機関において行政官あるいは専門官として活躍して
います。
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エネルギー環境コース
Environment and Energy Engineering
研究室 ●地殻システム情報学
●地球開発環境学
●地球物質・エネルギー学
●資源エネルギー・セキュリティ学
●太陽地球計測学
●地殻エネルギー抽出学
●地殻複雑系設計学
●環境修復生態学
●環境共生機能学
●環境物理機能設計学
●物理再生プロセス学
●高温材料物理化学
●材料分離プロセス学
●環境素材デザイン学
●環境複合材料創成科学
●環境物質制御学
●地圏環境学
●環境情報学

地球と共生できる人類の未来を「工学」の視点から考察

地球と人類、両者に最適なシステムを研究

地球環境の保全と、地球環境と調和した社会の発展が強く求められているいま、

地球環境と調和する社会を築くためには、地球を構成する様々なサブシステム

地球をシステムとしてとらえ、地球と共生できる人類の未来をどのように築くべ

を理解する必要があります。地球を理解し、そこに棲む生物や生態系を理解し

きか、そのためには何ができるかを「工学」の視点から学びます。クリーンな自

た上で、自然の叡智をどのように技術に取り込んでいくか。また地球を利用す

然エネルギー（地熱、風力、太陽光等）の開発、水素エネルギーなどの新エネ

るシステムをどのように構築することが地球にとって優しく、人類にとって快適

ルギーシステムなど、
「地球」を舞台に「環境」と「エネルギー」をキーワードに、

かを研究し、これからの環境社会とエネルギーを考える総合力を養います。

新たな人類社会を考えます。
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機 械・医 工学コース
Mechanical / Biomedical Engineering
研究室 ●医用ナノシステム学
●ナノデバイス医工学
●バイオデバイス工学
●医療福祉工学
●生体機能創成学
●生体流体力学
●ライフサポート工学
●融合計算医工学
●生体ナノ反応流
●生体流動ダイナミクス

機械工学をベースに生体・医療を学ぶ

拡がる機械・医工学の未来

本コースでは、医療や福祉に役立つ工学の基礎を学びます。数学・力学・制

高齢化が加速する日本では、世界に先駆けて効率的な医療システムを創る必

御をしっかりと身に付けたうえで、生体の構造と機能を、細胞から臓器システ

要があり、機械工学的なものづくり技術の役割も重大です。例えば健康状態

ムに渡るマルチスケールで理解し、その機械工学との接点を把握して説明でき

を把握する新しいセンサや遠隔治療技術の開発はもちろん、iPS 細胞による

るようになります。さらに、最新の医工学研究に接する機会も豊富に用意され

再生医療などにも、培養や移植技術に機械工学のアプローチが求められてい

ています（講義としては生体医工学など）。研究を通して、医用材料の開発や加
工、医用デバイス・機器の開発、医用シミュレーションなどについて、医療技
術の進展と合わせて学ぶことができます。
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ます。本コースでの学修と研究活動を通し、健康で安心な社会の実現に不可欠な、
“ 生体・医療に通じた ”科学者あるいは技術者として巣立ってくれることを期待
しています。

国 際機 械工学コース（国際共修型コース）
International Mechanical and Aerospace Engineering Course (IMAC)

世界の仲間と学ぶ国際共修型英語での工学学士コース（IMAC-U※）

大学院 (IMAC-G※※) も英語工学教育を実現

本コースは、世界最高水準の研究と教育の場を世界中の若者に提供することを目

英語教育は大学院に進学しても連続して受けることができます。既にIMAC-U

的に、日本で初めて学科教育を英語化した工学学位コースで、2011年10月に

の第一期生は2015年3月に3.5年の早期卒業生を輩出し、全員機械系の大

開講しました。現在は留学生を対象とし、世界各国から日本の文化や科学技術に

学院前期課程（修士課程）に進学しています。これまでIMAC-Gを修了した学

興味をもって日本で学びたい意欲のある学生が集っています。2017 年10月から

生の中には日本企業に就職した先輩も多数出ています。また博士号を取得し、

は、世界最先端学術・研究拠点における英語教育、研究指導の環境を日本人に

助教として教員として活躍し始めている先輩もいます。国際共同研究やダブル

も開放し、日本で初めて国籍、ジェンダーを問わない、英語教育を基盤とした国
際共修工学コースに衣替えしました。日本語コースと教育内容は同一ですので、

ディグリー制度など海外の一流大学との様々な交流プログラムも充実しており、
「世界に開かれた、ワールドリーディングユニバーシティー」としての確固とした

日本にいながら英語での工学教育を受けることができます。なお、卒業研究は本

基盤を構築しつつあります。是非、世界中に同級生を持つ、世界の研究開発

学科の他の７コースにそれぞれ分かれて日本語コースの学生と同一環境で取組ん

をリードする研究者あるいは技術者を本コースでめざしてください。

でもらいますが、研究指導も英語で実施します。

※※IMAC-G: International Mechanical and Aerospace Engineering Course (Graduate Course)

※IMAC-U: International Mechanical and Aerospace Engineering Course（Undergraduate Course）
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研究室
PICK UP

日々の研究が、
そのままエネルギーの
未来とつながる醍醐味。
機械システムコース

研究室
PICK UP

成果や知見を直接社会に
フィードバックできる、
工学研究の喜び。

川田 達也 教授

ファインメカニクスコース

宿題、課題と名のついたものは、でき

例えば、履き続けていると少しずつ減っ

れば先送りにしたい……と考えるのが人

ていく靴 底 … …「な ぜ？ どうしてだろ

の 性。しか し、東 日 本 大 震 災 を 機 に、

う？」と思える出来事には仕組みが隠れて

さが

“21世紀最大の課題”と言われるエネル

います。仕組みを解き明かすのが科学で

ギー・環境問題を、他人事ではなく、わ

あり、科学を生かすのが技術開発です。

が事のように考える人が増えているように

二つの物体（固体同士、あるいは固体と

思います。現在、使われているエネルギー

液体）が接するところには「摩擦」が起き、

源には、一長一短があります。一つの方

固体表面に「摩耗」が生じます。これが靴

法に偏るのではなく、バランスよく組み合

底のすり減りの原因。それを軽減あるい

わせて使用することは、持続可能性の面

は予防してくれるのが、
「潤滑（剤 / 油）
」で

から、またエネルギーセキュリティ対策としても重要です。そんなエネルギーの多様性を支える存

す。この「摩擦」
「摩耗」
「潤滑」に関連する科学技術分野をトライボロジーといいます。

在と目されるのが「燃料電池」です。2014 年末には、日本の自動車メーカーが量産型としては世

機械要素のトラブル・故障の多くは、接触面の「摩耗」が大きく関係しています。この摩耗量や

界初となる燃料電池自動車（FCV）を発売し、大きなニュースとなりましたが、2016年度末には

程度を見積もることができれば、安全性の向上、資源の有効活用や経済性につながります。そこ

家庭用燃料電池の出荷も20 万台を超えるなど、燃料電池の普及が着実に進んでいる状況です。

でトライボロジーの出番、となるわけですが、あまりにも複雑で多様な摩擦の影響（条件や因子）

燃料電池は、水素やメタン等の燃料が酸素と反応するときの化学エネルギーを、直接電気エ

を受ける摩耗は、予測が非常に困難だったのです。世界中の研究者が頭をかきむしる中、研究

ネルギーに変えます。その方式には数種類ありますが、単独の発電装置としては、最も発電効率

の面白さに導かれて、実験を繰り返していた研究者がいました。私です（笑）
。ややこしい摩耗現

の高いSOFC（Solid Oxide Fuel Cell、固体酸化物形燃料電池）のポテンシャルに注目が集まっ

象の発生条件をひとめでわかるようにまとめた「摩耗形態図」
（wear map）は、世界初の提案。

ています。SOFCはその名（固体酸化物形）の通り、電解質を含め発電素子中に液体が存在しま

ケンブリッジ大学をはじめとする多くの大学の教科書に載録され、トライボロジーの発展に大きく

せん。でも固体の電解質の中を、スルスルと酸素イオンが伝導していきます。この不思議な現象

貢献することができました。

の舞台となっているのが、特殊なセラミック
（固体イオニクス材料）です。私たちの研究室では、

次なる使命に掲げたのが、研究成果の社会還元。特に重点を置いたのは、地方経済をけん引

固体イオニクス材料のなかで繰り広げられる“見えない ”酸素の動きをさまざまな手法を用いて視

する中小企業との協働です。
「すばる望遠鏡（国立天文台ハワイ観測所）
」にも採用されているす

る研究や、セラミックで構成されるSOFCの機械的な耐久性・信頼性を向上させるための精密な

べり軸受、すべりにくい靴やサンダル、低摩擦ボブスレーランナー（刃）
、究極の掴みやすさを追

解析などに、産学官の協同プロジェクトで取り組んでいます。
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堀切川 一男 教授

求した箸など、
「仙台（福島）
・堀切川モデル」によって生み出された独創的な新製品は88を数え

日本は燃料電池の技術開発の分野で、世界を大きくリードしています。ですから学生さんの卒

ます。
「取引先が増えました」という企業からの報告、
「便利ですね」という消費者の声、うれしい

業研究が、そのまま世界初の成果となることも珍しくないのです。日々の地道な取り組みを通じて、

ですね。国の成長戦略の柱として「技術革新」が掲げられる今、研究・開発への期待はこれまで

エネルギーの未来とつながる……燃料電池の研究にはそんなやりがいと醍醐味がもれなくつい

以上に大きくなっています。みなさんと一緒に次代の「研究者 / 技術者像」を考え、実践していき

てきます。

たいと思っています。

研究室
PICK UP

過酷な災害現場にあっても、
タフで“ 使える”
ロボットを目指して。

研究室
PICK UP

ロボティクスコース 田所 諭 教授

誰もが気軽に
大気圏を超える…
そんな近未来を私たちの手で。
航空宇宙コース 吉田 和哉 教授

ハードボイルド小説に出てくる探偵はこ

出会いが人生をつくる、といいます。

う言います。
『タフでなければ生きて行け

進路の道しるべとなってくれた出会いやで

ない。優しくなれなければ生きている資

きごと――みなさんにも心あたりはありま

格がない』
（レイモンド・チャンドラー『プレ

せんか？ 私の場合は、アポロ11号によ

イバック』
）
。まさに災害現場を探偵するか

る人類初の月面到達でした（1969年）
。

のようなレスキューロボットも、タフさや

テレビに映し出されるモノクロームの世

ロバスト性（外乱の影響を阻止する仕組

界、1/6Ｇのゆっくりとした動き、ヒュー

み。堅牢性）を備えていなければ、災害

ストンとの交信音声…「いつか行ってみた

の現場で働く資格がありません。

いな」と8 歳の幼心を躍らせた月、そして

さて、ひと口にロボットといっても、工

宇宙という存在。宇宙探査ロボットという

場などで製造を担う産業用、医療 / 福祉を支援するもの、また人とコミュニケーションを図るもの

研究を通じて、小惑星探査機「はやぶさ」や小型衛星（雷神、雷神2）の開発に携わり、いよいよ

など、多様な種類や役割があります。最近、特に人気を集めているのは、お掃除ロボットでしょうか。

「Google Lunar XPRIZE（グーグル・ルナ・エックスプライズ）
」への挑戦で、地球から38万 4

これらのロボットの多くは、室内などのあらかじめ想定された環境下で、プログラムされたタスク

千キロ離れた月面を見据える今、夢や目標を抱き続けることの大切さを感じています。もちろん

をこなしたり、パフォーマンスを発揮したりしています。一方、レスキューロボットの活躍の場は、

夢が実現したとは言えません。私自身がまだ月面に立っていませんから（笑）
。
「Google Lunar

様々な自然条件にさらされる屋外、階段やガレキが積る不整地、あるいは未知の閉鎖空間。刻々

XPRIZE」は、民間（ここがポイントです）が開発した無人探査機を月面に着陸させ、ロボットによ

と変化する過酷な環境の中で、情報収集などのミッションをクリアしなければなりません。どんな

る探査ミッションに挑むものです。当初、世界から30を越すチームが参戦。現在は最終候補が

状況にあっても“ 使える”ロボットにするための高度な技術的困難に向き合うのが、大学の使命で

わずか 5チームに絞り込まれています。私が最高技術責任者を務める日本チーム「HAKUTO ／

あり、得られた知見を社会に還元していくのが私たちの責務であると思っています。

ハクト」は、研究の拠点を本学に置き、本研究室所属の学生諸君と世界中から集まった研究者、

ロボットは、機械工学、電気・電子工学、情報工学の知識や技術を融合・統合させることで初

そして宇宙探査ビジネスをめざして起業したベンチャー会社を軸として、世界で一番乗りのゴー

めて成りたちますが、レスキューロボットの場合は、それらにプラスして操作時のヒューマンエラー

ルを狙っています。最先端の科学技術を統合する航空宇宙は「工学の総合デパート」といわれま

を防ぐための人間工学の知識が必須です。また、災害現場でのスムーズな導入を考えた場合、

す。プロジェクトに参画するメンバーは、自身の専門を探究し、求められる要素技術を磨き上げ

平時から社会に組み込むシステムを俯瞰していくことも必要でしょう。私が「ものづくり」を超えた

る一方、プロジェクト全体を俯瞰し、自分の担当している分野が全体と調和し、高度に機能して

「ことづくり」と表現しているゆえんです。最近も、新しいコンセプトによる無人飛行機（ドローン）

いるかを判断するスタンスも要求されます。まさに“虫の目、鳥の目”というわけですね。今後、

をマスコミ発表しましたが、高校を出て６年という大学院生が開発に携わりました。ロボット開発

このような民間による宇宙開発が加速することで、技術的な革新が一気に進むことが期待されま

は、みなさんから遠く隔たったものではありません。ぜひ一緒にレスキューロボットの未来を描い

す。そして競争原理が導入されることで、選ばれし者だけではなく、誰もが気軽に大気圏を超え

ていきましょう。

る時代が訪れるかもしれません。宇宙を手の届く存在に…それを実現する若き力と情熱が待ち望
まれています。
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研究室
PICK UP

科学技術の未来を
書き換えていく。
夢をユメで終わらせない。
量子サイエンスコース

橋爪 秀利 教授

エネルギー環境コース 土屋 範芳 教授

“夢のエネルギー源”というカッコつき

地球科学を専門とする私は、これまで

で語られる技術のひとつに「核融合炉」が

様々な辺境をフィールドワークで巡ってきま

あります。アニメや SF 小説、映画といっ

した。
「その中で最も印象に残っている場

たフィクションの世界では、動力源として

所は？」
と問われたならば、一も二もなく

使われていたりしますが、リアルの世界で

「南極」
と答えます。日本から14,000km

は、核融合炉はとても難しい巨大科学と

離れた当地には、南極地域観測隊の一員、

して、私たち研究者の前に立ちはだかっ

また調査隊隊長として、三度訪れる機会

ています。

を得ました。氷点下30℃のテント生活の

核融合炉は、原子核融合という現象を

中で体感した極限の世界、そこで目にし

利用してエネルギーをつくります。恒星が

た光景は、感動という言葉がおよそ陳腐

光り輝く仕組みも基本的には同じであるため、核融合炉には「地球上の太陽」という輝かしい

に感じられるほど、深く心を震わせるものがありました。地球最古の岩石を含む南極大陸と降り

キャッチフレーズが付いています。生み出されるエネルギー量が膨大なうえに、二酸化炭素を排

積もった雪が堆積した3000mに達する大陸氷床は，地球の記憶の保管庫です。こうした人間が

出しない、核分裂炉で使われるようなウランを利用しないため高レベル放射性廃棄物を出さない、

有する時間軸とは異なる、地質学的スパンへの理解と視点は、私たちの研究には不可欠なもの

などの多くの利点があります。核融合炉の技術的課題の筆頭に挙げられるのが、超高温・高圧

です。

の反応プラズマの閉じ込めです。その温度は1億度以上。この超高温プラズマを閉じ込める設計

地球は“水の惑星”といわれます。宇宙から見た青々とした地球画像や、水の大循環（蒸発－

方式のひとつが「トカマク型」であり、現在、ITER国際熱核融合実験炉（フランス）において、国

雲の形成－降水－地表流－海）を思い浮かべる方もいるかもしれませんね。しかし、こうした地

際協力の下（※2013年12月、東北大学は日本の大学では初となる学術交流協定を締結）、世界の英知を集

球の表層環境だけではなく、地球内部のマントルにも相当量の水が含まれていることが、近年の

めた研究・開発が行われています。一方、トカマク型よりも複雑な設計が要求されるものの、プ

研究で明らかになってきました。地震の発生や火山の爆発といった地球のダイナミクスも、この

ラズマを安定的に閉じ込める磁場をつくれる装置が「ヘリカル型」で、これは日本の核融合科学

水の影響を考慮することで解明が進むことも考えられます。本学の工学部で唯一、地質系を標榜

研究所と国内大学の協働によって、世界をリードする取り組みが進められています。このヘリカル

する私たちは、こうした岩石と流体の相互作用による挙動を解明することにより、工学的に活用

型の鍵となる要素技術が、高温超伝導導体です。私たちの研究チームは、最大電流10 万アンペ

する研究を進めています。それは持続可能なエネルギーとして、東日本大震災以降、再評価され

アという高温超伝導導体の製作に成功。これは前述のITERで使われている低温超伝導導体の電

ている地熱エネルギーの探査であり、さらに深部にある高温高圧岩体（超臨界地熱貯留層）を利

流値6万8千アンペアを大きく上回る性能です。産業機器向けの高温超伝導コイルとしての展開

用した未来型地殻エネルギーの探究です。

も期待され、その工学的な可能性に注目が集まっています。
未来技術には、前例もマニュアルもありません。実現のために必要なのは、革新（に挑む勇気）
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研究室
PICK UP

“ 環境の世紀 ”において、
地球と共に生きる
技術を探究する。

私たちの研究は、フィールドに出て“地球 ”を感じることから始まります。そこで得た調査結果
や情報を室内実験 /シミュレーションへと反映させ、地球物質・活動の真の姿を理解することに

と確信（を抱き続ける心）
、科学への敬意です。
“夢をユメで終わらせないための”私たちの挑戦

つなげています。人類と地球との調和ある共存、共生に向けた模索と試みが続く
“環境の世紀”

は続きます。

において、私たちにできることは何か、自問し続けていきたいと思います。

研究室
PICK UP

医学と工学を結びながら、
人びとの健康と
未来をつないでいく。
機械・医工学コース

田中 真美 教授

研究室
PICK UP

英語で学び
探究する機械工学。
世界を舞台に輝くために。
国際機械工学コース 陳 迎 教授

テレビＣＭから聞こえてくる「ふんわり」

東北大学工学部機械知能・航空工学科は、日本

「さらさら」
「しっとり」のうたい文句。確か

一の機械工学科として更なる教育研究の質の向上

に触り心地や使用感＝触感は、私たちが

に努め、国際的なトップクラスの教育研究拠点を目

商品を選ぶ際の決め手になったりします

指しています。教育のグローバル化の潮流を受け、

ね。企業やメーカーが、
「触感を商品設計・

世界中の優秀な留学生向けの国際機械工学コース

開発に生かしたい」
、
「手触りを定量的に

IMACが 2011年に開設されてから8年目になりま

精度よく測定する機器が欲しい」と考える

した。

のは当然のことでしょう。ヒトの手や指先

IMAC（International Mechanical and Aero-

の触覚・触感を持ったセンサやアクチュ

space Engineering Course）は、国内でも数 少

エータがあれば、そうした試みを力強く

な い 工 学 系 の 英 語での 学 位コースです。学 士

サポートできます。
しかし、ヒトの触感を通じて得られる感覚・情報というのはとても複雑かつ多様。

（IMAC-U）から修士課程・博士課程（IMAC-G）ま

従来、そのメカニズムを明らかにし、認識機構をモデル化するには大きな困難があったのです。

で一貫した人材育成を行っている点が最大の特徴

私は、ヒトがものに触るときの動作や、パチニ小体などのヒトの触感感覚受容器の特性に着目し、

で、世 界 各 国 から優 秀 な 学 生 が 集っています。

触感に関連する振動刺激の振幅や周波数などの波形情報を分析することで、触感情報の検出・

2015年3月に全員で大学院IMAC-Gに進学した

評価が可能であることを見出しました。センサを開発する際には素子として、パチニ小体とよく似

IMAC-U第1期生の中のうち、2017 年3月に4 人

た応答をする高分子圧電材料を使ったことも大きな工夫です。

は修士課程を修了して日本の一流企業に就職、2

これまでに手掛けた産学共同/ 協働研究には、布の風合い評価（下着などの衣類の開発）
、肌

人は博士課程に進学しました。IMACの教育・研

のコンディション診断（スキンケア効果をみる）
、毛髪の手触り測定（ヘアケア剤の評価）などがあ

究の質の高さ、アドバンテージの背景となっているのが、本学科の大規模かつ多彩な学問領域

ります。みなさんが今お使いの製品の開発や品質管理にも一役買っているかもしれませんね。そ

（100を超える研究室）と、世界に問う先駆的研究を担い、教育のグローバル化に情熱を持つ教

して、独自の成果と新しいアイデアを基に、医療福祉・ヘルスケア分野への展開も始めています。

授陣です。学生は最高水準の教育と研究を世界標準言語である英語で受けながら、日本語や日

医療の現場での重要な診断法といえば“触診”があります。実はこの触診、とても高度で複雑な

本文化にも親しみを感じることができます。

暗黙知（言葉で説明できない身体の感覚）なのです。高精度な触診を担えるセンサやプローブを

IMACはこれまで留学生を対象としてきましたが、2017 年度から日本人を対象としたグローバ

開発できれば、医療従事者のキャリアや経験に左右されない診断ができますし、若手医師のトレー

ル入試を導入し、英語での工学教育を基盤とした国際共修環境において将来、世界のリーダー

ニングなどにも応用できます。抵抗感を持たれがちな部位の検診にも有用ですね。医学と工学を

として活躍する研究者あるいは技術者を育成します。ここでの異文化交流は、多様な価値観、国

架橋する医工学は、人びとの健康と幸せを支える学問です。私の取り組みがいずれ誰かの（願わ

際感覚・センス、広い視野など、グローバル人材に必要とされる多くの教養と知識を育んでくれ

くは多くの人たちの）役に立てると思えることは、私自身の幸せでもあります。
「科学の力」を技術

ることでしょう。自身の新しい可能性と出会い、国際人としての能力を磨き鍛え、世界というフィー

によって豊かな未来につなげていきたいですね。

ルドで先導的な役割を果たしてほしいと願っています。
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大学院紹介

GRADUATE

SCHOOL

未来を担うトップリーダー養成
工学部機械知能・航空工学科の卒業生の 80％以上は大学院に進学し、より専門的な知識や技術を学んでいきます。
多様化する工学分野に対応できるように、本学科からは大学院研究科の壁を超えて、様々な専攻へ進学できるシステムになっています。
大学院では、工学研究科の機械機能創成専攻、ファインメカニクス専攻、ロボティクス専攻、航空宇宙工学専攻、量子エネルギー工学専攻、
技術社会システム専攻、情報科学研究科、環境科学研究科、医工学研究科、大学内の各研究所やセンターが協力し、
企業や外国の研究機関とともに連携して、世界のリーダーをめざすカリキュラムを実施しています。

博士課程教育リーディングプログラム

大学院入試

「博士課程教育リーディングプログラム」は、優秀な学生を俯瞰力と独創力を備え広く産学官にわたり

修 士 課 程（2年）

グローバルに活躍するリーダーへと導くため、国内外の第一級の教員・学生を結集し、産・学・官
の参画を得つつ、専門分野の枠を超えて博士課程前期・後期一貫した世界に通用する質の保証され

機械機能創成専攻

た学位プログラムを構築・展開する大学院教育の抜本的改革を支援し、最高学府に相応しい大学院

ファインメカ ニ クス 専 攻

の形成を推進する事業です。

災害科学国際研究所・文学研究科・理学研究科・工学研究科・情報科学研究科・環境科学研究科・

航空宇宙工学専攻

医工学研究科等の研究者が連携して、自然災害を中心とした多様なリスクに対して「安全安心

部

を知る」、
「安全安心を創る」、そして「安全安心に生きる」ことに貢献できるグローバル安全学トッ

（4年）

プリーダー人材を養成することを目的としています。（http://g-safety.tohoku.ac.jp/）

マルチディメンジョン物質理工学リーダー養成プログラム
文学研究科・理学研究科・工学研究科・情報科学研究科・環境科学研究科等の研究者が連携
して、日進月歩で新しい機能、プロセス、デバイス、特性が求められる物質・材料分野において、
世界的な視野で日本の優位性を維持し、発展させるために、多角的な視点や手法で物質・材
料を理解することで常に俯瞰的にその対象物質が置かれる状況を把握し、迅速かつ的確に社会
のニーズに対応できるリーダーを育成することを目的としています。
（http://m-dimension.tohoku.ac.jp/）

就職

博士 課 程（ 3 年 ）

ロ ボ ティクス 専 攻

学

グローバル安全学トップリーダー育成プログラム
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就職・進学

工 学 研 究 科

量子エネルギー工学専攻
技 術 社 会システム専 攻
先 端 材 料 強 度 科 学 研 究 センター
情報基礎科学専攻
システム情 報 科 学 専 攻

情報科学研究科

応用情報科学専攻
先進社会環境学専攻

環境科学研究科

医工学専攻

医 工 学 研 究 科

卒業生紹介

MESSAGE

from

OB

学ぶことは、みらいの自分をつくること。
大学は社会に飛翔する助走期間。
東北大学工学部機械知能・航空工学科という最先端研究がかなう学びの庭で、
たくさんの事に出会い、時には試行錯誤し、自分を磨き鍛えてほしい。
そうした日々を重ねることが、卒業後、社会のどんなフィールドにあっても、しなやかにそして強靭に、
自分自身の可能性を発揮する力になっていくのだと卒業生は語ります。

アイデアと実現可能性を架橋する
研究・開発で、新価値創造を目指す。

微細加工技術と新しいアプローチで、
医療の現場で役立つ機器の開発を。

“工学”とは、より良い社会や暮らしに向けて、

京

谷

KOUHEI

浩

平

さん

KYOYA

勤務先：株式会社日立製作所
研究開発グループ
機械イノベーションセンタ
熱流体システム研究部
専 攻：バイオロボティクス専攻
卒業年：2014年3月 修士課程修了
出身校：宮城県仙台第一高等学校
※所属部署、内容は取材当時（2018年３月）のものです。

現在所属している研究室を知ったのは高校生

便利で快適、安全なモノや環境を構築する学

の時。機械系といえば、ロボットや宇宙開発、

問といわれます。知見や技術を社会実装して

自動車産業などが想起されますが、オープン

いく中で、生活者に最も身近に感じていただ

キャンパスで訪問した芳賀研究室では、微細

けるものが「家電」なのではないでしょうか。

加工技術を利用した医療機器の開発に取り組

私は就職活動時期、博士課程に進学するか、

んでおり、おもしろそう！と興味を持ちました。

社会に出るかで悩んでいたのですが、当社の

本学科は幅広い研究分野・領域を有しており、

研究部門で働く先輩社員からの話を聞く内に、

入学後も様々な機会を通じて、見聞を広げ、

自身の知的好奇心を製品開発につなげていき

打ち込みたいテーマを探すことができます。私

たいと思うようになりました。企業での研究・

たちの研究は、医学部と協働で進める分野融

開発は、ユーザーニーズを反映させるための

合的な取り組みです。使い手である臨床医の

技術的課題に、工学的妥当性のある解答を出
さなければなりません。製品開発サイクルも短
く、厳しさもありますが、それ以上にやりがい
があります。昨年からは家電とIT の融合（IoT）
に携わっています。目標は、少子高齢化など
社会の課題を解決するイノベーション、新しい
価値の創造です。

鶴

岡

NORIKO

典

子

さん

TSURUOKA

先生からフィードバックをいただいたり、国内
外の研究コミュニティでアイデアを出し合った

勤務先：東北大学大学院医工学研究科（ロボティクス専攻） りしながら可能性を探っています。新しいアプ
芳賀・松永・鶴岡研究室 助教
ローチで治療やヘルスケアを支援する…私たち
専 攻：学部-バイオロボットシステムコース、
の挑戦は続きます。
大学院-医工学研究科 医工学専攻
卒業年：2015年3月 博士課程後期修了
出身校：学校法人仙台育英学園 秀光中等教育学校
※所属部署、内容は取材当時（2018年５月）のものです。
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キャリア サ ポ ート

CAREER

SUPPORT

卒業後の進路
機械知能・航空工学科の卒業生は、80%以上の学生が大学院に進学し、博士課程前期2年の課程を修了後に、社会に出て活躍しています。
卒業生の活躍の場は非常に幅広く、様々な分野で社会に貢献しています。

就職 7%
外部進学 2%

大学院機械・知能系
博士課程後期修了生の進路

大学院機械・知能系
博士課程前期修了生の進路

学部卒業生の進路

公務員等 1%

サービス業 0%
博士課程への内部進学
学術研究、
その他 7%
7%
専門・技術サービス業 4%
建設業 0%
卸売業・小売業 2%

その他

10%

内部進学

81%

運輸業・郵便業 4%

その他

12%

教育、学習支援業

27%

情報通信業 5%
電気・ガス・
熱供給・水道業 3%

製造業 67%

製造業 31%

学術研究、
専門・技術サービス業
27%
情報通信業 3%

おもな進路・就職先等
■建設業：新日本空調、日揮 など
■製造業：ＡＢＢ、
ＪＦＥスチール、
ＴＯＴＯ、アイシン精機、いずゞ自動車、オリンパス、キヤノン、
クボタ、セイコーエプソン、ソニー、ダイハツ工業、テルモ、トヨタ自動車、
ファナック、マツダ、ヤンマー、花王、
ＩＨＩ、LIXIL、SUBARU、アシックス、クラレ、

■運輸業・郵便業：全日本空輸、四国旅客鉄道、東海旅客鉄道、東日本旅客鉄道、
日本航空 など
■情報通信業：シーエーシー、日立製作所、ラック、
ＮＥＣソリューションイノベータ、
東日本電信電話、ファーウェイ・ジャパン、日本電信電話 など

ジェイテクト、デンソー、ブリヂストン、リコー、資生堂、小松製作所、神戸製鋼所、

■電気・ガス・熱供給・水道業：北海道電力、東北電力、東京ガス、中国電力、電源開発 など

島津製作所、本田技術研究所、京セラ、三菱自動車工業、三菱重工業、三菱電機、

■卸売業・小売業：LIXIL、三菱商事、兼松、アクセンチュア など

住友化学、住友電気工業、出光興産、新日鐵住金、新明和工業、川崎重工業、

■学術研究、専門・技術サービス業：電力中央研究所、豊田中央研究所、

大日本印刷、帝人、東レ、日産自動車、日本車輌製造、日本精工、日野自動車、

鉄道総合技術研究所、土木研究所、東北大学、

本田技研工業 など

筑波大学、東京工業大学、東京大学、国立天文台、
産業技術総合研究所、国立環境研究所 など

22

ピック アップ

PICK

UP

学科トピックス
最近の学科のニュース

院生会・サイエンスエンジェル

女子学生へのサポートも充実！

グローバル入試I期入学予定学生のプレ教育がスタート

学生の自主性を活かす組織

女子学生交流会を開催

2017年度から国際機械航空工学コース (IMAC-U)を日本人学生

工学部では、大学院生が中心となってイベント等

他学科にはない特徴として、機械知能・航空工学

にも開放して、グローバル入試（10月入学）を実施しています。グ

を運営する『院生会』
という組織があります。各コー

科では、コースや研究室が違う女子学生同士、女

ローバル入試の入学予定者に10月までの半年間「学部入学前研修

ス・専攻ごとに毎年新入生歓迎会や、研究室対

性の先輩、先生方と気軽に交流できる場として、

生」の身分を付与し、基礎学力強化、英語での数学・物理準備教育、

抗のスポーツ大会、テクノフェスティバル（企業説

定期的に女子学生交流会を開催しています！

英語研修などからなるプレ教育を行います。今年度のグローバル入

明会）
、卒業式謝恩会などを開催しています。

試I期合格者に対してプレ教育がスタートし、4月に2週間の英語で
の数学物理の集中講義を行いました。高密度な内容を緊張感もあ

毎年開催される、工学部とその関連部局の運動
▲ネイティブスピーカーの教員による数学の講義の様子

る中、英語のネイティブスピーカーの先生が楽しく教えてくれました。その後３ヶ月間に渡る数学物理学演

会「工明会大運動会」では、選手の選抜から運動
会の運営、打ち上げの企画までを行います。

習の通信教育を行いました。

学生の活躍
国内・国際学会での発表や受賞

女子静養室を設置しています

大学院生になると、国内の学会に限らず、国際学会などでの発表の機会
も増えます。学会発表のために海外へ行くことも少なくありません。専門
分野の研究者の前で発表するため、学生は先輩や教員の指導のもと、研

▲運動会の様子

究室で何度も発表練習をしたり、入念な準備をして臨みます。そのような

サイエンスエンジェル

努力の結果、数々の学会で学生が受賞しています。

本学科には東北大学サイエンスエンジェルとして

青葉山コンサート
～学生教職員の手作りコンサート

スキルアップを図っている女子学生が沢山います。

女子学生が安心して仮眠をとったり休憩できるよ
う、本学科では専用の女子静養室を設置してい
ます。

活躍し、科学のおもしろさを伝え、同時に自分の

東日本大震災後の「心の復興」のために、機械系同窓会よりグランドピアノ
一台をご寄贈いただきました。そのピアノは青葉記念会館のロビーに置か
れ、本学の学生教職員は誰でも弾くことができます
（月～金、9時半から
19時半まで）
。このピアノを中心にして、年3回程度、学内コンサートを開
催しています。
プロ顔負けの学生から、
聞く方がスリル満点の教授先生まで、
さまざまな人がいろんなジャンルの音楽を演奏します。機会があったらぜ
ひのぞいてみてください。

本学科の女子学生・女性研究
者への取り組みは、日本工学
教育協会の業績賞を受賞して
います。
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