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「ソフトパス理工学」をテーマに

地域に、そして世界に開かれた教育研究を展開

イノベーションの創出と

グローバルな理工学系人材を育成

Developing educat iona l  research that  i s  

open to the community  and the wor ld  at  large

with  the theme of  “Soft -Path Sc ience and Engineer ing ”

nurtur ing g lobal  ind iv idua ls  sk i l led in  sc ience and engineer ing

and creat ing innovat ion.

理工学部の目指すもの Goals of  the Faculty of  Science and Engineering
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　2016年春、岩手大学工学部は、およそ80年もの経験

と実績を持つ工学分野に理学分野を融合し、新たな知

の創造をめざして、地域にも世界にも開かれた学部として

大きな発展の時を迎えました。

　理学・工学の融合による新たな知の創造とは、真理を

求めて分析と探究を行う理学と、新たな発明・発見を求

めて創意工夫を重ねる工学とが、教育・研究の場で連携

を深めて相互の専門世界を活かしながら、これまでにな

い新しい知見や研究成果を得ることです。

　岩手大学理工学部は、これまで掲げてきた人間や環

境にやさしい工学体系、すなわちソフトパス工学の考えを

発展させた「ソフトパス理工学」の理念に基づき、理学と

工学の壁を越え、持続可能で安心安全な社会実現のた

めのグローバルな理工系人材を育成します。また、科学

技術の新たなイノベーションの創出、学際的な研究拠点

の形成、国際的な研究者や技術者の育成を目指します。

MOVIEを見よう！
スマートフォン／タブレット端末からiOSはAPP Store、
AndroidはPlayストアから「COCOAR2」を検索してインス
トール。「COCOAR2」を起動しスキャンマークをタップ。　
　　 マークの付いた写真にかざすと動画をご覧いただけます。

理工学部のシンボル「コアリング」

MOVIE

MOVIE

理工学部

 ｜ 化学・生命理工学科 ｜

　化学コース 

　生命コース 

 ｜ 物理・材料理工学科 ｜

　数理・物理コース 

　マテリアルコース 

 ｜ システム創成工学科 ｜

　電気電子通信コース 

　知能・メディア情報コース 

　機械科学コース 

　社会基盤・環境コース 

 ｜ 大学院 ｜

　工学研究科博士課程（前期）

　工学研究科博士課程（後期）

 ｜ 関連施設 ｜

　ものづくりエンジニアリングファクトリー

　ソフトパス理工学総合研究センター

　ものづくり技術研究センター

　地域連携推進センター

　地域防災研究センター
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理工学部・学びのエッセンス 理工学部の理工な話
Faculty of Science and Engineering – 
the essence of what you ’ l l  learn S m a r t  s t o r i e s  f r o m  t h e  F a c u l t y  o f  S c i e n c e  a n d  E n g i n e e r i n g

WE ARE
工学GIRLS!

　物理や生物、化学、数学が好きな

人なら、理工学部での勉強は興味を

持って取り組めると思います。学年が

上がるごとに実験が増えるので、実

験が好きな人にもぴったり。一つの

テーマをとことん追求し、深く学べる

のが魅力です。

　大学生活の実態や、学科ごとの講

義内容、どんな仕事に就けるのかな

ど、気になることはいろいろあると思

います。私たちが一つひとつにお答え

しますので、オープンキャンパスに気

軽に足を運んでくださいね。

　理工学部って、男子が多いイメー

ジがあると思います。でも、心配いり

ません。同じ環境にある女子学生同

士で仲良くなれますし、男子学生もや

さしいですよ。

　私たち工学ガールズは、オープン

キャンパスで女子高校生を主な対象

とした相談会を開いたり、学校訪問

を行ったりしていますので、疑問に

思っていることや不安に思っているこ

とは、何でも聞いてくださいね。大学

生活を楽しみたいと思っている人に、

どんどん参加してほしいです。

 〔  工学ガールズとは？ 〕
20 1 1年、工学部と大学院工学研究科の女子学生が中心となり活動を

開始。「女子学生が快適に学べる環境づくり」に取り組んでいます。オープ

ンキャンパスでは、女子高校生を対象にした相談会も実施しています。

理工学部パウダールーム

女子学生の私たちが

理工学部の魅力を

お伝えします。

疑問点や不安なことは

何でも私たちに

聞いてくださいね。

好奇心が発想の原点！

さあ、楽しく学ぼう

理工学の世界

大畑 桃子
応用化学・生命工学科
［岩手県 久慈高校出身］

佐藤 優香
マテリアル工学科

［岩手県 軽米高校出身］
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　「身の回りのものはなんでできているのだろうか？」「宇宙はどうやって

できたのだろうか？」「我々はどこから来てどこに行くのか？」そのような古

くからの人類の問いの答えを探すのが素粒子物理学です。20世紀の科学

技術の大きな進歩によって、素粒子物理学の研究は大きく発展しました。

しかしながら、宇宙にはまだいくつもの謎が残っています。元素など我々

が知っている物質は宇宙全体のわずか4%にすぎず、残りは暗黒物質・暗

黒エネルギーと呼ばれるもので、未だにその正体がわかっていません。ま

た、なぜ宇宙は物質と反物質のバランスが崩れているのかもわかってい

ません。

　宇宙のはじまりは非常に高温で素粒子が支配する世界だったと考えら

れています。そこで、加速器という装置を使って、粒子に大きなエネルギー

を与えて人工的に宇宙初期を再現し、そこで発生した素粒子を観測する

という実験が行われます。　

　つまり、一番小さな素粒子の性質や反応を調べることで、一番大きな

宇宙の姿を解明しようというのです。

　素粒子の反応を調べるには最新のエレクトロニクス技術が組み合わさ

れた測定器が使われています。測定器で重要となるのは、素粒子がどこ

を、どのタイミングで、どのくらいのエネルギーを持って通過したかを精度

良く求めることです。私たちはそのような高性能測定器を世界中のグルー

プと協力して開発し宇宙の謎に迫っています。

知ってる？ 2 宇宙の成り立ち、物質の起源
学びのテーマ：物理、素粒子、宇宙
物理・材料理工学科　数理・物理コース［成田晋也教授］

自然の階層性（ウロボロスの蛇）

暗黒エネルギー

73%

23%

4%

通常の物質

宇宙の組成

暗黒物質

　飛行機は一般的に、高度10,000ｍを時速1000km/hで飛んでいます。その飛

行の原動力である航空エンジンは、安全性、耐久性、経済性、環境適合性など非

常に高い基準をクリアしなければなりません。現在航空機産業は「燃料価格の

高騰」「騒音規制」「排ガス規制」等の問題を抱えています。課題解決のために求

められているのが、ジェットエンジンのさらなる高性能化です。エンジンの高性

能化の一つに低燃費化があり、エンジンの小型化・軽量化が進められています。

　ジェットエンジンの構成部品の中でも圧縮機・タービンはエンジンの中

で大きな重量を占めています。圧縮機やタービン内の損失を減らし、効率

よく回転させることができれば、エンジンの軽量化につながります。本学

では、日本を代表する企業と共同で圧縮機・タービン内の損失生成メカ

ニズムの解明や損失低減手法の研究を風洞を用いた実験と数値解析を

用いて行っています。

1知ってる？ ジェットエンジンの高性能化・軽量化
学びのテーマ：航空宇宙システム
システム創成工学科　機械科学コース　航空宇宙分野［船﨑健一教授］

航空エンジン回転試験装置オープンキャンパスで研究について説明する菊池史哉さん

クオーク

自然界のつながりは
ギリシャ神話の
ウロボロスの蛇に
例えられます。

原子核

原子

分子

細胞
生物　人間

構造物・山

地球

太陽系

星

宇宙
星雲
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復興への貢献
Con t r i b u t i n g  t o  t h e Rev i t a l i z a t i o n

東日本大地震、発生から5年。理工
学の学びを通して、一人のために、そ
して地域のために、何ができるのか。
私たちは問い続けています

　2011年３月11日、岩手県沿岸各地に甚大な被害

をもたらした「東日本大震災」。 およそ90km離れた

盛岡市にある岩手大学は幸いにも無事でした。しか

し「同じ岩手にある大学として、一緒に復興を進めて

いきたい」と、発生から21日後の4月1日に「岩手大学

東日本大震災復興対策本部」を設置。「今すぐ必要な

力」から 「未来のための力」まで、大学が持つさまざま

な知識、技術、人力をいかして、復興に向けた取り組

みを続けています。
被災地の中学生と岩手大学の学生が一緒に「3.11」
を振り返り、これからのまちづくりを話し合いました。
（岩手大学地域防災研究センターの取り組み）

境に大きく影響を受けます。

　当センターには、身近なフィールドとの長期的

な関わりを大切にし、地域の防災上の課題を発

掘しながらその改善に向けて実践的にアプローチ

している教員らが所属しています。

　当センターは「自然災害解析」、「防災まちづく

り」、「災害文化」という3つの部門で構成されて

います。

　所属する教員たちは、東日本大震災で被害を

受けた地域に入り、被災状況の調査や地震・津

波などの解析のほか、復興まちづくりの支援、子

どもたちへの教育や災害文化の伝承など、さまざ

まな分野での学際的な研究・教育を地域の人々

とともに進めています。

　地域防災研究の拠点であること、そして、被災

地の復興から地域の創生に向けて、多くの人と知

恵の交差するプラットホームであること。それが、

「岩手大学地域防災研究センター」の使命であ

ると考えています。

　東日本大震災からの復興への取り組みを加速さ

せるために、地域とともに研究・教育を進め、今

後の震災が危惧されている地域の大学との連携を

深めながら、過去・現在・未来を貫く相互の学

びの場の創出へとつなげることをめざしています。

岩手大学地域防災研究センター長

南
みなみ

 正
まさ

昭
あき

 教授

　「岩手大学地域防災研究センター」は、東日本

大震災から 1年を経た 2012年 4月より、工学

部附属組織から全学組織となり再出発しました。

全学からの多様な学問分野に身を置く教員や研

究員の参画のもと、防災や東日本大震災からの

復興に資する研究・教育を進めています。

　当センターの特徴は、その名前の示す通り、「地

域防災」に焦点を当てていることにあります。津波、

火山、地震、洪水、土砂崩れなど、災害は発生

から復旧・復興まで、その地域の自然・社会環

防災研究／防災教育 
地域防災・復興、そして地域創生の拠点づくりが使命1

1.
理工学部の特長

Features of the Faculty of
Science and Engineering
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1・2年生が沿岸被災地の被災状況と復興の取り組みを見学

魚型ロボット・さっしー

地域の漁業者の協力を得ながらウニのわたとりシステムの実験を行っ
ています

　本学では、1・2 年生を対象に被災地復興学習

を行っています。学生たちが被災地の現状や復興

の歩みに直接触れることで、自分で学んだ内容が、

この地域で生かせることもあるのだと感じてほしい

のです。災害を過去のことにしてしまわないため

に、自分に何ができるかを問いつづけるために。

被災地から帰り、引率した学生たちに私は問いか

けます。「何か自分たちで、できることみつけた？

今の自分に何ができる？」、もちろん学生のなかに

は、自分のテーマを持ち帰ってくる学生もいます。

しかし学生の多くは、復興のために自分に何がで

きるかの結論が出ないままに戻ってきます。とは

いえ何も考えていないのではありません。ある大

　三陸沿岸地域では従来、浅瀬域での水産資源

調査や管理は、潜水士による調査が行われてきま

した。しかし潜水士の高齢化、浅瀬域特有の危

険性に対しロボット技術の展開が求められていま

した。また、水産加工業従事者の高齢化や人手

不足解消のための省力化機器の開発が喫緊の課

題となっていました。沿岸地域漁業者のさまざま

な課題は、東日本大震災により、さらに顕在化、

深刻化していきました。水産業・水産加工業は

壊滅的なダメージを被ったのです。

切なことに気づいて帰ってきます。「今、私たちに

できるのは、学生の本分である勉強にまじめに取

り組むこと。そして、いつか社会の役に立てる学

問の力を身につけることです」。

　復興が進む被災地に立ち、学び続ける決意を

新たにする学生たち。私たち教員もまたフィール

ドに立ち続け、被災地復興支援の取り組みを行っ

ています。そのひとつとして、私が研究室の学生

と一緒に調査・実験を行っているのが、ウニのわ

た（内臓）を容易にとる作業支援システムの構築

です。漁業者のめんどうな手作業を簡単にできる

仕組みを考え実験を重ねています。いつまでも忘

れず、今後も変わることなく、学生たちと一緒に、

専門分野を生かしたものづくりの視点をもって、

沿岸被災地復興のお手伝いをしたいと考えていま

す。

　［3.11］の後、岩手の沿岸を支援する体制をつ

くりたい、水産業復興のお手伝いをしたいとの思

いをこめて、水産業の課題解決に向けて水産業

を支援するロボットの実用化（水産ロボティクス）

をめざしました。

　水産ロボティクスとしては、潜水士の調査を支

援する水産資源調査・管理ロボットの研究開発、

および水産加工業支援ロボットの研究開発を進め

ています。はじめに開発したのは、海に潜ってウ

ニや海藻などの量を調べる「魚型ロボット・さっ

しー」。海中での直進性能に優れ、海流の早い海

域での海洋調査にも適応が可能です。

　海中で静止しながら、さまざまなアングルで写

真撮影できる水中ロボット「FAN」は、ワカメや

ホタテなどの養殖観察に適応。「プロペラ（Fan）

で動く楽しい（Fun）水中ロボット」だから「FAN」

と命名しました。「手軽に」かつ「安全に」水産

資源管理を可能にする水中ロボットを研究開発し

たいと考えています。

被災地復興学習から未来をみつめる

システム創成工学科  知能・メディア情報コース

萩
はぎ

原
はら

 義
よし

裕
ひろ

 教授

システム創成工学科  機械科学コース

三
み

好
よし

 扶
たすく

 准教授

何ができるかを問いつづけるために現地に立つことが大切

水中ロボット「FAN-Ⅱ」

2

水産ロボティクスで水産業を支援したい
沿岸漁業環境や磯根資源の調査管理に活用展開が期待されるロボット技術3
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地域連携
Reg i o n a l  Co op e r a t i o n

多彩な分野の専門研究から生まれ
る優れたアイデアと研究成果が地域
に新しい力を与えています

　岩手大学は、地元民間企業や官公庁との研究プロ

ジェクトをはじめとする共同研究の数が全国でトップ

クラスです。理工学部においても産学官が連携した

さまざまな取り組みが行われています。知識や技術、

研究力を活かして地域の課題やニーズに取り組んで

います。多彩な分野の専門研究から生まれる優れた

アイデアと研究成果が、地域に新しい力を与えていま

す。

高周波溶解炉で溶かした鋳鉄を鋳型に流し込み鋳
鉄が作られます。鋳造技術研究センターの工場は、
鋳造技術の研究開発を行うものづくり研究棟として
地域企業にも開放しています。

　鋳造とは、鋳型の中に溶かした金属を入れて鋳

物を作るというもので、岩手県の伝統工芸文化で

ある「南部鉄器」はその代表例のひとつです。

　鋳鉄は工業製品のパーツとして利用されること

が多いことから、鋳鉄の研究開発の分野は、自動

車メーカーや部品メーカーとの共同研究に取り組

む機会が多い分野と言えるでしょう。

　国のプロジェクトである「戦略的基盤技術高度

化支援事業」では、岩手県内の鋳造企業との連

携により、より高性能な鋳鉄製造を研究し、自動

車のブレーキディスクやエンジン部分への応用を

図っています。特に力を入れてるのが、「薄肉強

靱鋳鉄」の研究です。鋳鉄の強度を増すことに

よって部品を薄く、かつ軽量化することができます。

それによって自動車の重量を軽くし燃費の向上を

図ります。

　鋳造技術研究センターの工場は、鋳造技術の

研究開発を行うものづくり研究棟として地域企業

にも開放しています。また、次世代のものづくり

人材の育成を図るために、高校生のための鋳造

体験実習を行っています。

　鋳造技術研究センターは、ものづくり技術研究

センターに設けられた 3つの研究センター（金型

技術研究センター、鋳造技術研究センター、複

合デバイス技術研究センター）の一つです。鋳造

技術の研究開発を通して、ものづくりに関わる地

域の産業振興を図る重要な役割を担っています。

日本のキャスティングバレー（Casting valley：鋳造の拠点）をめざして
鋳造技術の研究開発をすすめる拠点づくりを担う1

鋳造技術研究センター長

平
ひら

塚
つか

 貞
さだ

人
と

 教授

2.
理工学部の特長

Features of the Faculty of
Science and Engineering

工学への興味を誘う高校生のための鋳造体験実習。鋳造実験は学部
生にも人気の実験で、自分だけのものづくりを体験することができます。

FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING8



イオン交換の原理を用いると水道水を錆びない水に変えら
れます。写真のはさみは平成 15年から水の中で錆びない
まま置かれています。

デザイン系と工学の融合がテーマの研究棟「デザイン・メディア協
創工房」

タブレット端末を使ってお客様に似合った髪型を提案できるアプリを
地域企業と共同開発

　鉄は天然に金属状態で存在しません。砂鉄も

酸化物です。水と空気に囲まれた自然の中で、鉄

の本来あるべき姿は酸化物や水酸化物（錆）な

のです。錆びることを腐食といい、それを防ぐこと

を防食といいます。防食は、多くの場合、金属表

　メディア工学分野のなかに近年注目を集めて

いる研究にインタラクション工学があります。

インタラクション工学は、コンピュータと人間

のより良い関係を構築することを目的のひとつ

としています。インタラクション工学において、

ユーザーの人的操作に対するシステムからの適

切な反応を設計することをインタラクションデ

ザインといいます。

　特にコンピュータビジョンは、カメラからの

画像情報を基に、人工知能や進化計算を用いた

コンピュータビジョン、ヒューマンセンシング、

視覚情報処理などの基礎技術であり、インタラ

面に保護皮膜を形成させることによって達成され

ます。

　鋳造は原理こそ単純に見えますが、南部鉄器

の伝統的な工程は、職人技によるところが多く、

防錆処理法には「釜焼き」と呼ばれる方法がとら

れていましたが、均一な酸化皮膜の形成が難しい

という課題がありました。安定した酸化皮膜を作

るにはどうしたらよいのか。その課題に応えるた

めに地元企業との共同で開発したのが、高度に

制御された熱酸化処理による高耐食性鋳鉄製品

の製造技術です。テフロンやホーローなどの塗装

加工を行うことなく、緻密で均一な酸化皮膜を与

えることに成功、南部鉄器の風合いを生かしなが

ら、高耐食性の表面を得ることができました。本

技術を応用した鍋は「上等鍋」として商品化され、

好評を博しています。

　腐食とは金属が錆びる現象でしたね。一方電

気化学の分野で主に研究対象としているリチウム

電池は、金属が溶けたときに流れ出る電子を上手

に取り出し有効に使おうというものです。腐食も

電気化学（リチウム電池）も、どちらも金属が溶

けて起こる化学反応なのです。私たちの研究室で

は、腐食の研究で得た知識や経験をベースに、さ

まざまな分野での応用を考え、研究の領域を広

げています。地域から求められていることに応える

ことが地域貢献であり、理工学部の使命であると

考えています。

クションデザインには欠かせない技術です。

　このインタラクション工学の専門研究が地域

のニーズと出会って生まれたのが、「お客様に最

適なヘアスタイルを示すことができるタブレッ

ト端末用アプリ」です。進化的計算と呼ばれる

人工知能の一種を用いて、顔をセンシングする

技術が応用されています。タブレットを用いる

ことで、客と美容師が、こんな感じにしたいと

いうイメージを具体的に共有でき、相談しなが

ら美容師が客に髪型などを提案することができ

ます。研究者が長年蓄積してきた技術と企業が

培ってきた経験知を融合してソフトウェア化

腐食の研究で得た知識や経験をさまざまな分野で応用

化学・生命理工学科　化学コース

八
や

代
しろ

 仁
ひとし

 教授

南部鉄器伝統の防錆技法を工業的防錆に昇華させた化学の視点2

地域社会のニーズと専門研究がマッチング
最適なヘアスタイルを示すタブレット端末用アプリを共同開発3

システム創成工学科  知能・メディア情報コース

明
あか

石
し

 卓
たく

也
や

 准教授

し、美容の現場で活用できるアプリとして実用

化させた共同研究です。

　私は、基礎研究と同様に、コンピュータビジョ

ンやインタラクション工学の実用化研究にも学

術的な面白さがあると考えています。理工学部

では、上で述べたような様々な分野における地

域貢献を通じて、日ごろから培った基礎研究を

種（シーズ）として，地域企業の要望（ニーズ）

に応えています。
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先進研究
Advanc ed Res e a r ch

あくなき探究心こそが先進研究の原
動力。新たな課題への挑戦が知の
創造を可能にしています

　地域の未来を創り、地球規模の課題にも挑戦し続

ける岩手大学。理工学部の理学と工学の融合から生

まれる先進の研究成果は、新しい知の創造へとつづ

く道をひらく大きな力となっています。その原動力と

なっているのが、本学に学ぶ学生や優れた教育研究

を実践する研究者たちのあくなき探究心です。日々の

研鑽の中で行われる新たな研究課題への挑戦が、本

学独自の知の創造を可能にしています。

複合極限環境（極低温・強磁場・高圧力）を実験室で人工
的に作り、物質の本質的な特性、新規量子現象を探索する中
西研究室の学生達。極限環境下では固体中に存在する電子の
新しい集団状態が作り出されます。

は物質中の電子の状態で決定づけられます。電子

機器をはじめ我々の生活に欠かせない電子。しか

し、我々が生活している環境で電子はその本性を

殆ど見せてくれません。本性はおろか、電子が長く

存在出来る環境は、人間社会のほんの一部である

「真空中」と「固体中（物質中）」のみです。しかも人

間が生活出来ない極限環境でのみ、電子はその本

性を私達に見せてくれます。そうした特殊環境を実

験室で人工的に作り上げ、電子が集団として見せ

る量子現象（超伝導、磁性、重い電子系、量子臨界

性）を観測し、その観測データから新しい法則、新し

い物理学の構築に挑戦しています。新しい物性現

象の発見と解明は、これまでにない特徴（物性）を

有した特殊機能材料の設計にも繋がります。理学

の研究（使命）は主にここまで。その次は、この成果

を応用・開発する工学の研究へとリレーされます。

　最近の研究成果としては、希土類元素（Eu）を

含む物質で、液体ヘリウム温度（4. 2 K：マイナス

　皆さんは、世の中の物質の特性（個性）がそれを

構成する原子・分子により決定づけられていること

を御存知ですか？特に、素粒子の一つ「電子」が物

質の特性を特徴づける際、極めて重要な役割を果

たすことを御存知でしょうか？物質の特性（物性）

「極限環境下で物質が見せる新規電子物性現象の探索とその解明」
物質中の電子状態を明らかにする研究から特殊機能材料の設計へ1

物理・材料理工学科　数理・物理コース

中
なか

西
にし

 良
よし

樹
き

 准教授

3.
理工学部の特長

Features of the Faculty of
Science and Engineering

床下約２mの深さに掘られたピット内部に設置されている希釈冷凍機。
この装置を用いることで、絶対零度に限りなく近い～ 10 mK（絶対零
度から100分の 1℃の温度）の極低温の世界を作ることが出来ます。

269℃）まで冷やすことにより、金属が“プラスティッ

ク”あるいは“豆腐”の様に軟らかくなる現象を発見

したことです。人間の社会では味わえない「非日常

現象」が、極低温をはじめとする極限環境下では頻

繁に体験出来ます。「好奇心の限界」を私達と超え

てみませんか？
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　複数の送信アンテナと複数の受信アンテナを

使う「MIMO（マイモ）」（Multiple - Input 

Multiple - Output）という技術があります。今

まで電波の利用効率を上げる（スピードを上げる）

には電波の周波数（帯域）をたくさん使うしかあ

りませんでした。たくさん使い続けるといつか枯渇

してしまいます。そこで、少ない帯域でも情報を

高速に伝送することができる技術として開発され

　一般に、外界の情報を得る手段として、8割以

上は視覚に依存していると言われています。現状

では、いったん失明すると再び視覚機能を取り戻

す治療法はありません。

　外からの映像情報は、眼球の表面である角膜、

そしてレンズで焦点を調節し、網膜に投影されま

す。網膜には、外から入ってきた光を受け取る細

胞、光の情報を解析する細胞、電気信号に変え

る細胞（神経節細胞）などがあり、最終的に電

気信号として視神経を通って脳に情報が送られ、

映像が作られます。これら網膜の細胞のうち、光

を受け取る細胞だけが消失し、失明に至る病気

たのがMIMOという技術です。

　MIMO技術では、各アンテナの電波が干渉し

てしまうという問題があります。また、一旦電波

の飛び方を調べたとしても、人が動いたりするだ

けで電波の届き方が変わってしまいます。近くを

人が歩いたりするだけで電波の飛び方が変化する

のです。私たちは、その現象を応用することを考

えました。言わば逆転の発想から生まれたのが、

MIMOで感度を高めたマイクロ波生体センサー

です。

　また、マイクロ波を使って人間の心拍を計る研

究も進めています。これは見守りセンサといえるも

ので、お年寄りの心臓に異常が起きた際に警報を

鳴らすなど、一人暮らしの老人ケアに活用するこ

とが期待されています。

　私たちは、空間信号処理技術、電磁界解析技

術、アンテナの開発という 3つの基盤技術を活か

して、社会のニーズに応える人に優しいワイヤレス

コミュニケーションの世界を実現したいと考えてい

ます。

があり、中途失明原因の上位の疾患となっていま

す。残っている細胞に光を受け取る能力を付け加

えれば、視覚を回復できると考えられるのです。

　注目したのは緑藻類のクラミドモナスのもつ特

殊な光受容タンパク質です。１つのタンパク質で、

光を受け取る能力と、光を受け取ると細胞内に陽

イオンを透過させる機能があります。「細胞内に

陽イオンを透過させる」という機能が需要なので

す。

　クラミドモナスのもつタンパク質を網膜の神経

節細胞に導入すると、光を受けると電気信号を作

り出す細胞に変えることができます。神経節細胞

は、自身で光を受け取り脳へ光情報を伝達できる

ようになります。

　ウイルスを利用したラットへの導入実験では、

視覚が回復していることが判明しました。さまざ

まな課題をクリアしながら近い将来、私たちが開

発した合成遺伝子を目に注射するだけで、視覚が

回復するという、夢のような治療法に発展する可

能性があります。

社会のニーズに応えるワイヤレスコミュニケーション研究

化学・生命理工学科　生命コース

冨
とみ

田
た

 浩
ひろ

史
し

 教授

空間信号処理技術、電磁界解析技術、アンテナの開発の３つの基盤技術を活かし
人に優しい社会の実現をめざしています

電波を使って、ヒトの位置や状態を調べる実験を行っています。

2

「視覚機能を取り戻す」治療法の開発
目で見る感動をもう一度味わってほしい、研究が進む視覚回復のための遺伝子治療3

システム創成工学科　電気電子通信コース

本
ほん

間
ま

 尚
なお

樹
き

 准教授

網膜には、光を受け取る細胞、
情報を解析する細胞、電気信
号に変える細胞（神経節細胞）
があり、最終的に電気信号と
して視神経を通って脳に情報
が送られます。

電気信号に
変える細胞
（神経節細胞）

硝子体情報を解析
する細胞

光を受け
取る細胞

レンズ

網膜

角膜

視神経
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MES S AG E

新たな「知」の創造に向かって
―岩手大学理工学部の挑戦―

　人類の英知の増幅は留まるところを知りません。例えば、物理学の世界

では、超微細な素粒子の世界から宇宙スケールまでの新たな真理が、理論

の創造と最新の観測技術による膨大なデータの蓄積により探求されてい

ます。生命の分野では、iPS細胞の創造により再生医療や新たな創薬開発

が今後加速化されると期待されています。材料の分野では、青色LEDに代

表される理学と工学とが見事に協調することにより、劇的に寿命が延びし

かも省エネルギーな光源材料が開発されています。有機材料を用いた変

形可能なパネル状の照明なども研究開発が進み、その技術はスマートフォ

ンや大型ディスプレーなどにも応用されています。通信の分野では、無線の

技術が革新的に発展し、有線よりも高速かつ大量にデータ送信が可能に

なり、まさにユビキタス（どこでも情報が得られる）社会が到来しつつありま

す。航空の分野では、複合材で創られた低燃費、低騒音、低エミッションの

最新航空機が次々に開発され、日本でもホンダジェットや三菱MRJが世

界の空に羽ばたこうとしており、航空エンジンを含め、日本の技術力は世界

の航空宇宙産業に大いに貢献しています。また、電気自動車、自動運転自

動車など、環境にも高齢者にも優しい自動車が社会実装されつつあり、そ

れらを活かし、再生エネルギーなどを取り入れ大災害に備えた新たな街作

りなども構想されています。まさに、過去に思い描かれた「未来社会」が今

到来しつつあるようです。

　実はここに挙げた例は、岩手大学理工学部においても積極的に研究を

進めている分野でもあります。岩手大学理工学部は、平成２８年４月、７６

年余の伝統と実績のある工学部の改組により誕生した新しい学部です。持

続可能で安全安心な社会構築のための工学（ソフトパス工学）と日本の産

業に貢献するものづくりで定評ある工学部に理学的要素を加えることで、

基礎科学分野から応用展開までを学ぶことができる新たな教育体制に生

まれ変わりました。これにより、今後ますますグローバル化する社会で活躍

でき、新たな産業、雇用につながる革新的技術・構想（イノベーション）を創

出する理工系人材が岩手大学理工学部から巣立つことになるでしょう。

　皆さんも岩手大学理工学部で人類の新たな知のフロンティアの開拓と

未来社会創造に向けた科学技術の学びや研究に取り組んでみませんか。

皆さんの「挑戦」をお待ちしています。

岩手大学理工学部  学部長    船﨑  健一

学部長メッセージ

岩手大学は、地域における知の府としての役割

を果たす教育研究の場として、国際的な視野を

持ち、幅広い教養と深い専門性を備えて持続可

能な共生社会の形成に寄与する人材の育成に

取り組んでいます。

そのために、高等学校等における幅広い学びか

ら育成される基礎的な知識と思考力に加えて、

次のような能力・資質を備えた入学者を求めて

います。

〉〉 アドミッションポリシー

真理の探究や課題の解決に向けて主体
的に取り組む姿勢

地域社会や国際社会に貢献する意欲と
リーダーシップ

自然や人を思いやる心と倫理性

豊かな発想とチャレンジ精神、そして
コミュニケーション能力
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〉〉 岩手大学理工学部改組のポイント

1
2
3

｜  理学分野を加え、基礎から応用までの教育を強化・充実

｜  専門の深化と分野横断型教育を両立させる新たな学科構成

｜  「先端理工学特別プログラム」と「地域創生特別プログラム」を新設

CHANGE !

2 0 1 6年春、岩手大学工学部は
「理工学部」に変わりました。

　2016年春、岩手大学工学部は、およそ80年もの経験と実績を持つ工学分野に理学分野を追加し「理工学

部」として新しい一歩を踏み出しました。工学や理学の壁を越え、地域に、そして世界にも開かれた教育研究を

展開。イノベーションの創出とグローバルな理工系人材の育成に取り組みます。

〉〉 改組前（400名） 〉〉 改組後（440名）

改組の特長

社会環境工学科

機械システム工学科

電気電子・情報システム工学科

マテリアル工学科

応用化学・生命工学科 化学・生命理工学科（90名）
■  化学コース
■  生命コース

物理・材料理工学科（80名）
■  数理・物理コース
■  マテリアルコース

システム創成工学科（270名）
■  電気電子通信コース
■  知能・メディア情報コース
■  機械科学コース
■  社会基盤・環境コース

先
端
理
工
学
特
別
プ
ロ
グ
ラ
ム

地
域
創
生
特
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
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岩手大学理工学部・大学院工学研究科は、理工学部３学

科、大学院工学研究科は博士前期課程７専攻、博士後期

課程４専攻から構成されています。社会の持続可能な発展の

実現という、人類共通の課題に貢献するため掲げた「ソフトパ

スエンジニアリング」をテーマに、理工学教育の中で、それぞれ

が抱える具体的な問題を直視し、解決に向けて広い視野から
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連合農学研究科博士課程

工学研究科博士前期課程
Master's Program

工学研究科博士後期課程
Doctoral Program

専門教育の中核となる博士前期課程を受け、後期課程では４専攻を設
置。創造力の豊かな優れた研究開発力を持ち、産学官を通じたあらゆる
研究機関の中核を担う研究者や高度な教育能力を備えた大学教員を
養成します。

学部と大学院での一貫した教育研究を行う５専攻と、文理融合領域の
人材育成をめざす「デザイン・メディア工学専攻」、高度専門的ものづくり
人材を育成する「金型・鋳造工学専攻」を合わせて、７専攻で構成され
ています。

環境や生命と調和のとれた21世紀社会にふさわしい化学
技術基盤の担い手の育成を図ります。

応用化学・生命工学専攻
Chemistry and Bioengineering40

電気・電子・通信・情報の分野で、広範な専門基礎学力とも
のづくり能力を養います。

電気電子・
情報システム工学専攻
Electrical Engineering and Computer Science

41

フロンティア
材料機能工学専攻
Frontier Materials and Function Engineering
マテリアル創製、エネルギー科学、環境リサイクルの3つの
学際的な分野を柱に、教育研究を行います。

41

フロンティア
物質機能工学専攻
Frontier Matter and Function Engineering

3つの分野を柱に、学際的研究手法を身に付けた国際的な
研究者・高度専門技術者を養成します。

44

電気電子・
情報システム工学専攻
Electrical Engineering and Computer Science

電気・電子・通信・情報の領域において、先端的な新技術と
融合化技術の開拓をめざします。

44

機械・社会環境システム
工学専攻
Mechanical Engineering, Civil and Environmental Engineering

機械・社会環境工学分野における最先端の研究活動を通
じ、研究者・高度専門技術者を養成します。

45

デザイン工学とメディア工学の分野で、国際的に活躍でき
る人材を育成します。

デザイン・
メディア工学専攻
Design and Media Technology

45
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理論と実際の製造工程を知り、経営的センスを兼ね備えた
金型・鋳造の高度専門技術者を養成します。

金型・鋳造工学専攻
Die-Mold and Casting Engineering43
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ひとにやさしい環境と文化的な生活空間の構築に貢献す
る人材の育成をめざします。

デザイン・
メディア工学専攻
Design and Media Technology

43

社会環境工学専攻
Civil and Environmental Engineering

社会および環境の基盤に精通した建設技術者の育成を目指
し、安全・安心な社会システムの構築などに取り組みます。

42

機械システム工学専攻
Mechanical Engineering

21世紀のものづくりを主体的に担える人材を育成するため
に、機械システムに関する教育研究に幅広く取り組みます。

42

G

F

H

H

ペ
ー
ジ

ペ
ー
ジ

ペ
ー
ジ

IWATE UNIVERSITY 15



SPECIAL PROGRAMS
特 別 プ ロ グ ラ ム

Fostering international specialists with advanced expertise that are active in Japan and abroad.

平成28年度より設置される「特別プログラム」とは、理工学

部の通常の教育プログラムに加えて、さらに高度な専門性や

国際性、課題解決能力を身につけることを目的としたプログラ

ム。「先端理工学特別プログラム」「地域創生特別プログラム

（ものづくり系）（防災・まちづくり系）」の３つがあります。

より高度な専門性や国際性を身につけ国内外で活躍するスペシャリストを育成

先端理工学特別プログラム1

地域創生特別プログラム 〈ものづくり系〉2

地域創生特別プログラム 〈防災・まちづくり系〉3

先端理工学特別プログラムでは、理工学に対して高い興味と関心
を持った学生を選抜し、高度な専門性や国際性、課題解決能力、
リーダーシップ力を身につけるための特別な授業を行うことで、将
来、地域や日本のリーダーとして活躍できる科学者・技術者を育て
ます。

先端理工学特別プログラム

 ｜ 本特別プログラムの特徴 ｜
 所属コースの枠を越えた学生同士による学習
 専任教員によるチュートリアル指導
 研究室での課題実習
 大学院科目の先行履修
 国内外の研究機関でのインターンシップによる研修

 ｜ 本特別プログラム科目群 ｜
先端理工学特別プログラムでは、所属するコースの教育課程を通じて
教養及び専門性を修得します。同時に、より広範な理工学分野の学問
知科目、リーダーシップ、協調性を身につけるため、課題解決（PBL）科
目、国際水準での英語力を身につけるための英語科目や海外での研
修、研究機関等でのインターンシップなど、特別プログラム向け科目群
を履修します。

所属コースでの教育科目、専門科目

社
会
基
盤
・
環
境
コ
ー
ス

機
械
科
学
コ
ー
ス

知
能
・

メ
デ
ィ
ア
情
報
コ
ー
ス

電
気
電
子
通
信
コ
ー
ス

マ
テ
リ
ア
ル
コ
ー
ス

数
理
・
物
理
コ
ー
ス

生
命
コ
ー
ス

化
学
コ
ー
ス

専門性の深化、幅広い教養、
リーダーシップ、コミュニケーション力…

世界で活躍・地域の発展に貢献

高度な専門的素養とリーダーシップを持った人材

先端理工学特別プログラム

課題解決能力
コミュニケーション力
リーダーシップ
国際性

理工学専門分野
化学・生命
物理・材料
システム創成

理工学に強い興味があり
高い向学心を持った学生

特別プログラム科目群

1
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専門分野の基礎力育成 専門性・実践力育成 協調性・リーダーシップ力育成

1年次

2年次

3年次

4年次

社会基盤・環境コースの
履修モデルに準ずる

本特別プログラムは、防災・まちづくりに意欲を持つ学生を対象とし、
東日本大震災からの復興や今後想定される災害への備えに貢献
する人材を育成します。高い専門性と地域社会で活躍する実践力
を有する技術者を育成するために、防災・まちづくり分野の演習や
専門科目を多く取り入れた教育を行います。

ソフトウェア・電子回路・機械システムなど、ものづくりに携わることに強
い意欲をもつ学生を対象に、技術革新を求める地域企業のフロン
ティアリーダーや、きらりと光る最先端技術を持つ企業の中核エンジ
ニアとして活躍できる高度な専門技術を身につけた技術者を育成
します。

地域創生特別プログラム〈防災・まちづくり系〉

地域創生特別プログラム〈ものづくり系〉

 ｜ 本特別プログラムの特徴 ｜
 防災・まちづくりに関する演習や専門科目を
　 多く取り入れた実践力の養成
 防災・まちづくりに関する地域課題の解決への参画
 地域防災研究センターと連携した教育・研究指導
 特別プログラム教員による卒業までの一貫した指導　など

 ｜ 本特別プログラムの特徴 ｜
 実習や演習を多く取り入れた教育
 所属コースの枠を越えた学生同士による学習
 地域企業と連携したインターンシップ
 専任教員によるチュートリアル指導　など

 ｜ 本特別プログラム科目群 ｜
本特別プログラムでは、所属する社会基盤・環境コースの教育課程を
通じて教養及び専門性を修得します。同時に、専門性を深めるための防
災・まちづくり関連科目、防災・まちづくりに関する地域課題の解決を図
るための実践力、協調性やリーダーシップ力、マネージメント力を涵養す
るための演習科目など、特別プログラム向け科目群を履修します。

 ｜ 本特別プログラム科目群 ｜
本特別プログラムでは、所属するコースの教育課程を通じて専門技術
とそれを社会で役立てるための教養を修得します。また、独自技術の開
発に必要な力を身につけるため、所属コースの専門科目に加えて所属
外コースの基礎科目を履修します。さらに、課題解決能力を育むための
課外特別演習を専任教員の指導の下で行います。

独自技術の開発を通して社会に活力を

3

2

所属コース １年次 2年次 3年次 4年次

電気電子通信コース 一般プログラムの必修科目・選択科目に準ずる

卒業製作

知能・メディア情報コース 一般プログラムの必修科目・選択科目に準ずる

機械科学コース 一般プログラムの必修科目・選択科目に準ずる

特別プログラム必修科目
（各コース共通） 全学共通教育科目の指定科目（地域に関連する科目） 地域企業でのインターンシップ

課外特別演習
（専任教員による指導） ものづくりゼミナール、ものづくりエンジニアリングファクトリー学内カンパニー活動（ロボットの製作など）

プログラムイメージ

地域創生特別プログラム〈防災・まちづくり系〉科目

地域創生特別プログラム〈ものづくり系〉

機　械 電　気IT・コンピュータ・CG

地域のものづくりの活性化に意欲を持つ学生

復興・地域創生への貢献

防災・まちづくりへの強い興味

社会基盤・環境コースでの教育科目、専門科目

地域創生特別プログラム〈防災・まちづくり系〉
[特別プログラム科目]

防災・まちづくりに関する高い専門性、地域課題解決に挑む実践力

高大連携科目 入門地域創生論

地学
地質工学、地震・火山防災工学

公共政策学
耐震工学、

水・土砂防災工学

地域創生課題演習Ⅰ 初年次自由ゼミナール

地域創生課題演習Ⅱ

地域創生課題演習Ⅲ

卒業研究

□ 設計・解析技術等の実践 → 地域企業でのインターンシップ
□ 独自技術の開発に必要な実践技術の獲得 → 所属コース基礎・応用科目＋所属外コース基礎科目
□ 協調性・リーダーシップ力・マネジメント力の涵養 → 卒業製作
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化学・生命
理工学科
DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND

BIOLOGICAL SCIENCES

化学コース
Chemistry

生命コース
Biological Sciences
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化学・生命理工学科では、これまでの「応用化学」ある

いは「生命工学」という工学的な教育研究分野を、「基

礎化学」および「基礎生命科学」という理学的な教育研

究分野で拡充することにより、化学・生命分野における

技術開発に対して課題解決能力を身につけた専門技

術者、研究者および教育者を育成します。学科内に「化

学コース」と「生命コース」を設置し、コースごとに高度

な専門教育研究を行うとともに、コース間の連携によ

る学際的な教育研究も行います。「化学コース」では、

表面・エネルギー化学分野、有機・高分子化学分野、物

性化学・化学システム分野の3つの分野を柱として、また

「生命コース」では、生体機能分野、細胞工学分野、再

生医療工学分野、生命分子システム分野の4つの分野

を柱として、基礎から応用までの教育を行います。

生体機能分野

細胞工学分野

再生医療工学分野

生命分子システム分野

生命工学

化学コース 生命コース

表面・エネルギー化学分野

有機・高分子化学分野

物性化学・化学システム分野

応用化学

理学的素養と工学的課題解決能力

基礎生命科学基礎化学

〉〉 学科概念図 ｜ Conceptua l  D iagram o f  the  Depar tment

〉〉 学科概要 ｜ Depar tment  Overv iew

〉〉 人材育成像 ｜ Goa l  o f  Human  Resource  Deve lopment

化学・生命分野の理学的な基礎能力と工学

的な応用能力を身につけているとともに、関

連する工学的または医学的な課題の解決

能力を有し、地域社会と国際社会の持続可

能な発展に貢献できる人間性豊かな人材

1 _ 2 _ 3 _
基礎化学と応用化学およびその関連分野

に関する高度な専門性と幅広い知識を備

え、応用化学分野の持続的発展を実現させ

る上で、解決すべき諸問題に積極的に取り

組むことができる理学的素養と課題解決能

力を有する人材

基礎生命科学と生命工学およびその関連

分野に関する高度な専門性と幅広い知識

を備え、生命工学分野の持続的発展を実現

させる上で、解決すべき諸問題に積極的に

取り組むことができる理学的素養と課題解

決能力を有する人材

大
学
院
工
学
研
究
科

シ
ス
テ
ム
創
成
工
学
科

物
理
・
材
料
理
工
学
科

化
学
・
生
命
理
工
学
科

化　学
生物学
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Department of

Chemistry and

Biological Sciences

化学・生命理工学科

化学産業を支える人材を育成するためには、工学的な応用化

学の専門性の深化だけではなく、理学的な基礎化学との融合

がますます重要となります。本コースでは、無機化学を基盤と

した「表面・エネルギー化学分野」、有機化学を基盤とした「有

機・高分子化学分野」、物理化学を基盤とした「物性化学・化学

システム分野」の3つの教育研究分野を設置して、基礎化学か

ら応用化学までの高度な専門性を備え、地域社会と国際社会

の持続的発展に貢献できる化学技術者・研究者を育成します。

興味深い研究テーマと向き合い
知識を深められるのは魅力です

　講義を通し有機半導体製品の将来性について感

銘を受け、それがきっかけで有機エレクトロニクス

関連の研究に興味を持ちました。現在は有機機能

化学研究室に所属。有機反応に関わる電子の流れ

を制御し、目的の物質の作り出し方を学べるのは

魅力です。さらに高度な知識と技術を大学院で身に

つけて、将来はそれらを活かせる仕事に就きたいと

思っています。

　私は高校時代、目の前の勉強や部活をこなすの

に夢中で、進路を選択する際に悩んだ経験がありま

す。自分の将来について少しずつでも考える時間を

つくるのは、大切なことだと思います。

応用化学・生命工学科   ｜  小川 晋平 さん  ［岩手県 花巻北高校出身］

工
学
的
応
用
化
学

理
学
的
基
礎
化
学

高
度
専
門
性
を
有
す
る
化
学
技
術
者
・
研
究
者
の
育
成

表面・エネルギー化学分野

無機化学・分析化学

表面化学・電気化学

環境化学

有機・高分子化学分野

有機化学・高分子化学

有機反応化学・有機機能化学

高分子機能化学

物理化学・量子化学

反応工学・材料化学

機能材料化学

物性化学・化学システム分野

表面・エネルギー化学分野
無機化学の基礎知識をもとにして、分析化学、表面化学、電気化学、環境化
学などを学び、環境に配慮した機能性無機材料、高エネルギー密度電池用材
料、触媒などの表面機能制御などに関する教育研究を行います。

物性化学・化学システム分野
物理化学の基礎知識をもとにして、量子化学、反応工学、材料化学を学び、有
用な結晶の創製、構造材料・エネルギー変換材料・分子材料などの機能発現・
維持・制御、分子構造解析などに関する教育研究を行います。

有機・高分子化学分野
有機化学の基礎知識をもとにして、有機反応化学、高分子合成化学などを学
び、有機化学製品、医薬品、機能性高分子材料、有機電子材料などに関する
教育研究を行います。

単結晶 X線結晶構造解析装置

学ぶこと ｜ Content of  Study ｜

特色 ｜ Features ｜

化学コース
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1年次 2年次 3年次 4 年次

専

門

基
礎
科
目

●基礎数学
●微分積分学I
●微分積分学Ⅱ
●線形代数学
●物理学I
●物理学Ⅱ
●化学I
●化学Ⅱ
●生物学

○微分方程式
○ベクトル解析
○確率統計学

○フーリエ解析

化
学
コ
ー
ス
科
目 

●無機反応化学
●物理化学Ⅱ
●有機化学Ⅱ
●有機化学Ⅲ
●基礎高分子化学
●高分子合成化学
●化学理工学演習Ⅰ
●化学理工学演習Ⅱ
○無機物質化学Ⅰ
○分析化学
○化学工学Ⅰ
○分子構造解析学

●化学理工学実験Ⅰ
●化学理工学実験Ⅱ
○無機物質化学Ⅱ
○物性物理化学
○構造物理化学
○有機反応化学
○構造有機化学
○無機工業化学
○機器分析化学
○反応工学
○化学工学Ⅱ
○高分子材料化学
○有機工業化学

●化学理工学情報Ⅰ
●化学理工学情報Ⅱ
●化学理工学研修
●卒業研究

学

科

内

共

通

科

目

●化学生命研修Ⅰ
●無機構造化学
●基礎物理化学
●有機化学Ⅰ
○生化学

●基礎分析化学
●物理化学Ⅰ
●量子化学
●基礎化学工学
○神経科学概論
○発生生物学
○分子遺伝学

●化学生命研修Ⅱ
●科学英語Ⅰ
●科学英語Ⅱ
○化学生命概論
○有機合成化学　
○医薬品科学

学
部
内
共
通
科
目

●ソフトパス理工学概論 ●技術者倫理
○原子力工学
○工業経営管理論

○知的財産権概論
○特許法特講

○社会体験学習

○国際研修

化学はものづくりの基本となるだけでなく、環境問題、資
源・エネルギー問題、食糧・水問題といった現代社会が
抱える問題の解決に不可欠なため、化学系人材の社会
的要請は高く、安定して高い就職率が見込まれます。
また、より高度な専門性を身につけるため、大学院への
進学を推奨しています。

化学関連／電子部品・デバイス関連／食品・医薬品関
連／環境・エネルギー関連／自動車関連／教育関連／
公務員／大学院進学 など

FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING  ｜ 岩手大学理工学部

Chemistry

●必修科目 ◯選択科目

超電導核磁気共鳴装置 化学理工学実験（3年生）

教　授　大石　好行

教　授　嶋田　和明

教　授　白井　誠之

教　授　竹口　竜弥

教　授　平原　英俊

教　授　八代　　仁

准教授　宇井　幸一

准教授　呉　　松竹

准教授　是永　敏伸

准教授　芝﨑　祐二

准教授　土岐　規仁

准教授　横田　政晶

助　教　會澤　純雄

助　教　鈴木　映一

助　教　七尾　英孝

助　教　村岡　宏樹

高性能および機能性高分子材料の開発

含カルコゲン活性化学種の有機合成への応用

水と二酸化炭素を利用する触媒反応

燃料電池および金属・空気二次電池の開発研究

有機／無機複合材料の開発と応用

金属材料の腐食反応の評価と制御

高性能リチウム二次電池の研究

高性能ナノ構造体の創製と応用

医薬品の効率的合成を目指す新規触媒の開発

高性能および機能性高分子材料の開発

機能性微粒子の創製理論と評価

分子性結晶の創製理論と構造評価

層状化合物の新しい複合体の合成と反応性

分子の構造・機能・反応性に関する研究

自己組織化膜の潤滑特性の評価

新規多電子移動型分子の開発研究

教員紹介 ｜ Faculty Members ｜

進路 ｜ Career Paths ｜カリキュラム ｜ Curr iculum ｜

大
学
院
工
学
研
究
科

シ
ス
テ
ム
創
成
工
学
科

物
理
・
材
料
理
工
学
科

化
学
・
生
命
理
工
学
科
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本コースでは、物理、化学等の理工学分野の基礎知識を取り入

れた生命科学教育を行い、生命現象や生体機能などの基本的

側面から細胞工学、再生医療工学などの応用研究を展開しま

す。そこから、医薬品開発、福祉機器を含めた医療機器開発な

どの医療技術発展に貢献できる人材の育成をめざします。

勉強、部活、アルバイトに励み
充実した学生生活を送っています

　化学と生物が好きだったので、どちらにも関わる

この学科を志望しました。未だ謎の多い生命体のメ

カニズムに迫りたいという夢があります。

　勉強とともに、部活にも力を注いでいます。ラク

ロスに取り組んでいますが、顧問の先生はいません

し、ほとんどの人が未経験で入部します。コーチ探し

から大会運営まで、すべて学生の手で行わなければ

ならない中、2015年は初の決勝進出、準優勝に輝

いたので、努力の甲斐がありました。ラクロス部は朝

練のみなので、夜は勉強やアルバイトをしています。

時間を効率よく使えば、充実した学生生活が送れま

す。

応用化学・生命工学科   ｜  川端 雪白 さん  ［青森県 青森東高校出身］

生体機能分野
脳を中心とする神経系、体を動か
す筋肉系、生命を支える活動であ
る呼吸・心臓循環・内臓諸器官の
働き・しくみについて教育研究を行
います。

細胞工学分野
生物の基本単位である細胞のしく
みや細胞間のコミュニケーションを
理解する基礎分野に加えて、細胞改
変技術や細胞培養法の開発などの
応用分野の教育研究を行います。

再生医療工学分野
再生医療に関わる医療技術や医用
工学技術の基礎を学び、失われた
機能を再建するための遺伝子治療
や人工臓器によって機能を補う技
術に関する教育研究を行います。

生命分子システム分野
核酸やタンパク質等の生体分子の
機能・構造の基礎を学び、細胞や個
体の生命現象での働きを解明し、
制御に応用するための、技術・知識
に関する教育研究を行います。

細胞工学
バイオテクノロジー

生命分子システム
細胞機能と個体

再生医療工学
医療と医用工学

生体機能
脳機能と計測技術

生命分野の
専門学力・実験技術

健康な生活の
実現に応用できる

思考力

人材

医療機器

医薬品

福祉産業

健康産業の活性化・
質の高いヘルスケアサービスの提供

社会のニーズ

安心・安全で快適な生活
健康長寿社会の実現

生命コース
Department of

Chemistry and

Biological Sciences

化学・生命理工学科

学ぶこと ｜ Content of  Study ｜

ラットと給水器

特色 ｜ Features ｜
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1年次 2年次 3年次 4 年次

専

門

基
礎
科
目

●基礎数学
●微分積分学I
●微分積分学Ⅱ
●線形代数学
●物理学I
●物理学Ⅱ
●化学I
●化学Ⅱ
●生物学

○微分方程式
○ベクトル解析
●確率統計学
●化学実験

○フーリエ解析

生
命
コ
ー
ス
科
目 

●分子細胞生物学Ⅰ
●分子細胞生物学Ⅱ
●基礎生理学
●人体解剖学
●生命情報学
●生命理工学演習Ⅰ
●生命理工学演習Ⅱ
●英語論文購読Ⅰ
○生物統計学
○システム生理学

●分子細胞生物学Ⅲ
●英語論文購読Ⅱ
●生命理工学実験Ⅰ
●生命理工学実験Ⅱ
●生命理工学情報
○生体計測工学
○臨床生理学
○ブレインサイエンス
○バイオテクノロジー
○再生医療工学
○医療機器工学
○微生物学概論
○栄養化学

●卒業研究

学

科

内

共

通

科

目

●化学生命研修Ⅰ
●生化学
○無機構造化学
○基礎物理化学
○有機化学Ⅰ

●神経科学概論
●発生生物学
○基礎分析化学
○物理化学Ⅰ
○量子化学
○基礎化学工学
○分子遺伝学

●科学英語Ⅰ
●科学英語Ⅱ
○化学生命研修Ⅱ
○化学生命概論
○有機合成化学　
○医薬品科学

学
部
内
共
通
科
目

●ソフトパス理工学概論 ●技術者倫理
○原子力工学
○工業経営管理論

○知的財産権概論
○特許法特講

○社会体験学習

○国際研修

健康・福祉・医療に関わる機器・医薬品の開発や人と関
わる健康福祉産業、また、最新の生命科学の知識を活か
して教育関連分野での活躍が期待されます。

研究機関／医療産業／食品製造業／情報通信業／化
学石油製造業／小売業／公務員／大学院進学 など

FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING  ｜ 岩手大学理工学部

●必修科目 ◯選択科目

Biological Sciences

教　授　一ノ瀬充行

教　授　小栗栖太郎

教　授　冨田　浩史

教　授　福田　智一

准教授　荒木　功人

准教授　尾﨑　　拓

准教授　菅野江里子

助　教　坂田　和実

助　教　若林　篤光

＊ 所属予定

＊

＊

＊

脳波を用いた感性評価

神経機能素子の構造と機能

視覚再生と網膜変性症治療に関する研究

無限分裂細胞と人工多能性幹細胞に関する研究

視覚情報処理神経回路の確立

ミトコンドリアカルパインの機能解明とペプチド医薬の開発

加齢に伴う神経変性に対する治療法の開発

線虫の神経活動のシミュレーション

線虫行動異常変異体の解析

教員紹介 ｜ Faculty Members ｜

進路 ｜ Career Paths ｜カリキュラム ｜ Curr iculum ｜

神経軸索を標識するため、脂溶性色素の結晶を埋め込んだ脳 iPS細胞における蛍光免疫染色によるNanogタンパク質の可視化 

大
学
院
工
学
研
究
科

シ
ス
テ
ム
創
成
工
学
科

物
理
・
材
料
理
工
学
科

化
学
・
生
命
理
工
学
科
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物理・材料
理工学科
DEPARTMENT OF PHYSICAL SCIENCE

AND MATERIALS ENGINEERING

数理・物理コース
Mathematical Science and Physics

マテリアルコース
Materials Science and Engineering
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〉〉 学科概念図 ｜ Conceptua l  D iagram o f  the  Depar tment

〉〉 人材育成像 ｜ Goa l  o f  Human  Resource  Deve lopment

数理・物理科学に関する幅広い知識と高い

専門性を身に付け、数理科学分野や物理科

学分野の科学技術の発展、新産業の創出、

教育に貢献できる人材

1 _ 2 _ 3 _
数理・物理科学および材料科学に関する理

工学の基礎的素養や高い専門性を身に付

け、金属生産工学に関する加工プロセスや

金属リサイクルなどの技術開発により産業

発展や持続可能な社会に貢献できる人材

数理・物理科学および機能材料理工学に関

する基礎的素養や高い専門性を身に付け、

新材料や先端評価技術などの開発により

持続可能な社会に貢献できる人材

物理科学分野

数理科学分野

機能材料理工学分野

金属生産工学分野

数理・物理コース

計算物理学
数理物理学

科学技術の発展、新産業の創出、
持続可能社会の実現に取り組む人材を育成します。

数理科学

プロセス
シミュレーション

材料評価学

金属製錬工学
材料プロセス工学

マテリアルコース

基礎物理学
粒子線・極限計測学

物性物理学
電子材料学

有機材料学
エネルギー材料学

大
学
院
工
学
研
究
科

シ
ス
テ
ム
創
成
工
学
科

物
理
・
材
料
理
工
学
科

化
学
・
生
命
理
工
学
科

本学科では、エネルギー・環境問題をはじめ現代社会

が直面している解決すべき諸課題に問題意識をもち、

物理学・数学から材料科学まで、各分野の基礎力と専

門的知識を駆使し、自発的に解決しようと取り組む熱

意と強い信念、チャレンジ精神の旺盛な人材養成を目

指します。その目的を実現するため「数理・物理コース」

と「マテリアルコース」を併設し、「数理科学」「物理科学」

「物質科学」「材料工学」の基礎・応用科目を設け、次

世代産業の「イノベーション」創出と「ものづくり」の高

度化に貢献できる教育・研究を行います。

〉〉 学科概要 ｜ Depar tment  Overv iew
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自然に潜む法則を探求し、自ら体験することで物理学、数理科学の理

解を深め、数理・物理的な思考力およびセンスを身につけられるよう

豊富な教育科目が設けられています。「物理科学分野」では主に物質

の新規特性、新物質設計を探求する物性物理学および物質・宇宙の

起源を探求する現代物理学のカリキュラム、そして「数理科学分野」で

は、主に数理統計、複雑系科学、ゲーム理論等、物理現象と社会現象

を数学的なアプローチで紐解いていくカリキュラムを編成しています。

両分野の科目に加え、共通教育でマテリアルコースの科目履修も可

能。基礎学問に加え材料科学の工業・応用的な素養も身につけ、裾野

の広い知識と能力を修得できるコースです。

物質の特性（物性）を調べる大型実験を通じて
新しい量子現象を観測する喜びを知りました

　磁性物質、超伝導物質といった特殊材料に着目

し、その結晶構造および特性を様々な実験手段を通

して調べています。特に物質の硬さ・軟らかさを示す

弾性特性を、結晶中を伝わる「音の速度」から決定

しています。測定物質に応じて実験装置の条件を変

化させ、最適条件を見出さなければならないため難

しい実験ではありますが、その分、成功した後、特に

世界に一つだけの初データを自らの手で出した瞬

間の喜びは一入です。

　高校で学ぶ物理・化学の知識は、大学で習う学問

の重要な基礎になります。この基礎をしっかり身に

つけて大学の専門科目に繋げていってください。

マテリアル工学科   ｜  谷口 正弥 さん  ［岩手県 盛岡第三高校出身］

物理科学分野
物理学の基礎力を養うため、電磁気学、量子物理学、固体物理学などを学ぶ
ほか、物理学の応用展開力を身に付けるため、物性物理学と基礎物理学も学
びます。物性物理学では、超伝導、磁性、ナノ物性などを、基礎物理学では、素
粒子、原子核、宇宙とその観測法などを学びます。

数理科学分野
数理科学の根幹となる力を養うため、応用微分方程式、応用確率統計学、数
値解析学などを学びます。さらに、数理科学の応用展開力を身に付けるため、
複雑系科学、ゲーム理論などを学びます。

電子

素粒子

原子核

原子
ナノ材料
ナノデバイス

人間

地球

銀河

太陽

宇宙

1030

1020

1010

10-10

10-20

1

（ｍ）

マクロからミクロまで
自然現象から社会現象、
そして材料工学も学べる

宇宙物理学

相対性理論

高エネルギー物理学

統計物理学

物性物理学

量子物理学

原子核物理学

天文学
超新星と中性子星

非線形現象とフラクタル

物質の未知の性質の探査

計算物理学と物質設計

ゲーム理論と社会現象への応用

超伝導研究と社会生活への応用

複雑系科学の生化学反応への応用

微分方程式の物理学・化学・
数理生物学への応用

希釈冷凍機および超伝導マグネット

学ぶこと ｜ Content of  Study ｜

数理・物理コース
Department of
Physical Science
and Materials
Engineering

物理・材料理工学科

特色 ｜ Features ｜
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1年次 2年次 3年次 4 年次

専

門

基
礎
科
目

●基礎数学
●微分積分学I
●微分積分学Ⅱ
●線形代数学
●微分方程式
●物理学
●化学I
●化学Ⅱ
○生物学

●ベクトル解析
●フーリエ解析
●物理学実験
●化学実験
○確率統計学
○地学
◎複素解析

数
理
・
物
理

コ
ー
ス
科
目 

○応用確率統計学
○幾何学Ⅰ
○幾何学Ⅱ
◎応用微分方程式

●物理数学演習Ⅰ
●物理数学演習Ⅱ
○粒子線計測学
○現代物理学Ⅰ
○現代物理学Ⅱ
○複雑系科学
○ゲーム理論
○応用解析学
◎量子物理学Ⅱ

●卒業研究

学

科

内

共
通
科
目

●物理･材料理工学基礎
　演習
●設計製図
●熱力学

●科学技術英語Ⅰ
●材料組織学Ⅰ
●電磁気学Ⅰ
●量子物理学Ⅰ
●統計物理学
○電気回路学
○光学
◎電磁気学Ⅱ

●科学技術英語Ⅱ
●数値計算法
●プログラミング学
●物理･材料理工学実験Ⅰ
●物理･材料理工学実験Ⅱ
●固体物理学
○特別講義Ⅰ
○特別講義Ⅱ
○工場見学
○電子物性学
○材料計測学
○誘電体材料学
○半導体理工学
○有機材料学
○磁性理工学
○超伝導理工学
○ナノ理工学

●専門英語セミナー
●特別研修

学
部
内
共
通
科
目

●ソフトパス理工学概論 ○原子力工学
○技術者倫理
○工業経営管理論

○知的財産権概論
○特許法特講

○社会体験学習

○国際研修

本質を追求する数理・物理的な思考力およびセンスは、
多様化、複雑化する現代社会において、問題解決能力と
して必要不可欠であり、研究・開発者として社会の幅広
い分野で活躍できます。大学院への進学も多く期待さ
れ、専門分野を更に詳しく学ぶことができます。

大学・高校、国立研究所など研究・教育機関／電気エレ
クトロニクス関連／金属素材関連／SE関連／金融関
連／情報サービス関連／県庁・市役所など官公庁、公
務員／大学院進学 など

 FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING  ｜ 岩手大学理工学部

●必修科目 ◯選択科目 ◎選択必修科目

極低温実験室 分子線エピタキシー（MBE）装置

教　授　尾台　喜孝

教　授　成田　晋也

教　授　西崎　　滋

教　授　花見　仁史

教　授　松川　倫明

教　授　宮島　信也

教　授　吉澤　正人

准教授　石垣　　剛

准教授　瓜生　誠司

准教授　川崎　秀二

准教授　中西　良樹

准教授　奈良　光紀

助　教　谷口　晴香

＊ 所属予定

代数的整数と素イデアル分解

素粒子・原子核反応における粒子線計測

原子核構造と高密度核物質の理論的研究

「かたちに潜む知恵」の解析と制御のための物理学

新規電子材料の物性評価と超伝導物質の開拓

行列問題の解に対する数値的検証法

固体中の電子の物理現象と新機能材料の研究

面分光装置の開発に基づく銀河活動の観測的研究

半導体・カーボンナノ材料の電子物性理論

時間－周波数局在性と確率変数極限定理

正則化、揺らぎ現象

極低温、強磁場での強相関係物質の磁性

偏微分方程式と数理モデルの理論研究

固体物理学、強相関電子系、圧力実験

教員紹介 ｜ Faculty Members ｜

進路 ｜ Career Paths ｜カリキュラム ｜ Curr iculum ｜

Mathematical Science and Physics

大
学
院
工
学
研
究
科

シ
ス
テ
ム
創
成
工
学
科

物
理
・
材
料
理
工
学
科

化
学
・
生
命
理
工
学
科

＊
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家族の支え、友達の励ましを糧に
大学での勉強を頑張っています

　私は材料に関する基礎研究に興味があったので、

マテリアルコースを選択しました。様々な講義を受け

る中で金属材料の分野への関心が高まり、現在は鋳

鉄について学んでいます。

　学生生活では勉強を頑張ることに重点を置いてき

ました。積み重ねてきた努力は、評価に表れていると

思います。やる気が起きない時や、勉強や研究で壁

にぶつかった時には、家族に話を聞いてもらったり、

友達と遊んだりして気分転換し、乗り越えました。勉

強と趣味と気分転換のバランスがうまくとれれば、

学生生活は充実したものになると思います。

マテリアル工学科   ｜  中村 有紗 さん  ［青森県 三本木高校出身］

金属生産工学分野
材料物理化学、材料組織学、金属構造材料学などの金属とセラミックスの物
理・化学的性質を基礎に、材料精製、材料強度、熱処理、材料加工を学びます。
また、薄膜プロセス技術による新規材料開発、金属製錬、金属リサイクル、鋳
造、溶接、粉末冶金等の材料プロセスおよび複合材料学について学びます。

機能材料理工学分野
電磁気学、固体物理学、半導体理工学などを基礎に、固体内での電子の振る
舞いや、固体の電気的、磁気的、熱的、結晶学的な性質について学びます。ま
た、機能性酸化物、超電導体、有機半導体、磁性体等の新しい機能材料、新た
なエネルギー材料や、先端構造材料の評価を非破壊に行う手法について学び
ます。

社会を支え、未来を創るマテリアル
鉄鋼・機械・自動車・電子・環境・エネルギー材料　など

社会の幅広い分野で活躍

金属製錬工学
材料プロセス工学

非鉄
製錬

資源
リサイクル

薄膜
プロセス

鋳造
溶接

粉末
冶金

有機材料学
エネルギー材料学

有機
半導体 超電導体

非破壊
診断

磁性体 機能性
酸化物

材料開発技術者・研究者の育成

金属生産工学分野 機能材料理工学分野

材
料
評
価
学

マテリアルコース
Department of
Physical Science
and Materials
Engineering

物理・材料理工学科

スマホ、自動車、東京スカイツリーはすべて材料（マテリアル）からでき

ています。ノーベル物理学賞を受賞した青色LED材料は社会を一変

しました。本コースで学べるマテリアル工学は、社会を支え、未来を創

る学問です。幅広い問題への対応能力をつけるため、本コースでは数

理・物理科学と材料工学を統合し、工学と理学を融合した教育プログ

ラムを編成しました。金属生産工学と機能材料理工学の２分野を設

置しており、材料プロセス・リサイクル技術や新材料・先端デバイス等

に関する知識が学べ、応用展開力が養えます。技術革新を担う材料開

発に貢献できる人材の育成、地域産業の課題から地球規模のエネル

ギー・環境・資源の課題まで対応できる人材の育成をめざします。 透過型電子顕微鏡

学ぶこと ｜ Content of  Study ｜

特色 ｜ Features ｜
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1年次 2年次 3年次 4 年次

専

門

基
礎
科
目

●基礎数学
●微分積分学I
●微分積分学Ⅱ
●線形代数学
●微分方程式
●物理学
●化学I
●化学Ⅱ
○生物学

●ベクトル解析
●フーリエ解析
●物理学実験
●化学実験
○複素解析
○確率統計学
○地学

マ
テ
リ
ア
ル

コ
ー
ス
科
目 

●材料物理化学Ⅰ
●金属構造材料学
○材料力学 
○材料物理化学Ⅱ
○材料組織学Ⅱ

●材料強度学
●電気化学
○半導体デバイス工学
○エコ材料学
○接合工学
○反応工学
○鉄鋼製錬
○非鉄製錬
○鋳造材料学
○複合材料学

●卒業研究

学

科

内

共
通
科
目

●物理･材料理工学
　基礎演習
●設計製図
●熱力学

●科学技術英語Ⅰ
●材料組織学Ⅰ
●電磁気学Ⅰ
●量子物理学Ⅰ
●統計物理学
○電気回路学
○電磁気学Ⅱ
○光学

●科学技術英語Ⅱ
●数値計算法
●プログラミング学
●物理･材料理工学実験Ⅰ
●物理･材料理工学実験Ⅱ
●固体物理学
○特別講義Ⅰ
○特別講義Ⅱ
○工場見学
○電子物性学
○材料計測学
○誘電体材料学
○半導体理工学
○有機材料学
○磁性理工学
○超伝導理工学
○ナノ理工学

●専門英語セミナー
●特別研修

学
部
内
共
通
科
目

●ソフトパス理工学概論 ○原子力工学
○技術者倫理
○工業経営管理論

○知的財産権概論
○特許法特講

○社会体験学習

○国際研修

材料開発や材料評価のできる人材は、あらゆる職種・分
野で必要とされています。したがって、今後も高い就職
率が期待されます。大学院への進学者も多く期待されま
す。

金属素材関連／自動車関連／機械製造関連／電気エ
レクトロニクス関連／IT関連／鋳造関連／運輸関連／
公務員／大学院進学 など

 FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING  ｜ 岩手大学理工学部

●必修科目 ○選択科目

Materials Science and Engineering

走査型電子顕微鏡 超電導バルク磁石実験

教　授　鎌田　康寛

教　授　平塚　貞人

教　授　藤代　博之

教　授　山口　勉功

教　授　吉本　則之

准教授　小林　　悟

准教授　内藤　智之

准教授　晴山　　巧

准教授　水本　将之

准教授　山口　　明

助　教　関本　英弘

磁気・超音波による材料評価技術の研究

高機能鋳鉄の創製と複合化技術の開発

超電導応用と新しい熱電変換材料の創製

非鉄金属製錬と金属リサイクル

有機電子デバイス開発のための有機薄膜制御

材料劣化の磁気的非破壊評価手法の開発

酸化物高温超伝導体の磁束状態と相転移

鋳造材料の高強度化と組織微細化技術の開発

金属基複合材料の高度複合化プロセスの開発

水素・燃料電池に関連する薄膜材料の開発

平衡論に基づく素材プロセスの研究

教員紹介 ｜ Faculty Members ｜

進路 ｜ Career Paths ｜カリキュラム ｜ Curr iculum ｜

大
学
院
工
学
研
究
科

シ
ス
テ
ム
創
成
工
学
科

物
理
・
材
料
理
工
学
科

化
学
・
生
命
理
工
学
科
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電気電子通信コース
Electrical, Electronic, and Communication Engineering

知能・メディア情報コース
Computer, Intelligence and Media Technology

機械科学コース
Mechanical Science and Engineering

社会基盤・環境コース
Civil and Environmental Engineering

システム創成
工学科
DEPARTMENT OF SYSTEMS 

INNOVATION ENGINEERING
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〉〉 学科概念図 ｜ Conceptua l  D iagram o f  the  Depar tment

〉〉 人材育成像 ｜ Goa l  o f  Human  Resource  Deve lopment

自然科学の知を活用した

新たな価値の創造と、工

学の各分野を有機的に結

び付け、複雑化・大規模

化する社会のさまざまな

課題を解決できる人材

1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _
電気・電子・通信技術につ

いて、ものづくりの実体験

を通して広く深く理解し、

新しい電気機器や方式を

開発するために必要な基

礎知識を備え、21世紀に

おける豊かな人間社会の

構築に貢献できる人材

知能情報工学やメディア

情報工学の基礎的な考

え方や知識を身に付け、

他者と協調しながら実践

的な「ものづくり」を行う

ための技術力と協創的

チーム活動力を持つ人材

高度な専門性、専門性の

深化や融合的な考えが

要求される機械科学の分

野において、研究・開発・

設計に貢献できる人材

社会基盤・環境工学の基

礎的な考え方や知識を身

に付け、環境に配慮しな

がら安心・安全に社会生

活を営むために不可欠な

社会基盤の技術開発、研

究、政策提供を行うこと

ができる人材

新しいシステムの創造と最適化

電気電子
通信
コース

機械科学
コース

知能・
メディア
情報コース

社会基盤・環境
コース

■ 通信・電子システム

　分野
■ 電子デバイス分野
■ 電気エネルギー分野

専
門
深
化

■ 航空宇宙分野
■ バイオ・

　ロボティクス分野
■ システム

　デザイン分野

■ 知能情報工学分野
■ メディア情報工学分野

■ 環境工学分野
■ 建設工学分野
■ 防災工学分野

防災・減災情報システム
自動運転システム

小型無人機

電気自動車 福祉ロボット

スマート環境発電システム

分 野 融 合

大
学
院
工
学
研
究
科

シ
ス
テ
ム
創
成
工
学
科

物
理
・
材
料
理
工
学
科

化
学
・
生
命
理
工
学
科

現在の工学に関連する分野は、電気、通信、情報、機

械、社会基盤、環境などを基礎としながら、それらの機

能を相互に連携・融合させ、システムとして機能を最適

化させることが求められており、分野横断的な教育研

究が必要とされています。したがって、今後も飛躍的な

発展が期待されるロボット、自動車、航空宇宙などの分

野においても、また我々の安全・安心につながる防災・

減災情報システムのスマート化などを考える上におい

ても、各工学基礎分野の垣根を越えた学習が重要とな

ります。システム創成工学科は、「電気電子通信コース」

「知能・メディア情報コース」「機械科学コース」「社会

基盤・環境コース」の4コースから構成され、専門深化と

分野融合を図りながら幅広い工学に関する専門知識

と応用展開能力を養うための教育研究を行います。

〉〉 学科概要 ｜ Depar tment  Overv iew
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Department of

Systems Innovation

Engineering

システム創成工学科

電気電子通信工学は、電気の性質を利用して、人類の持続的な発展

を可能にしたり、私たちの生活や社会活動に利便性を提供する重要

な役割を果たす学問分野です。本コースでは、電気エネルギーを安全

かつ環境に配慮して作り伝送・供給する技術、進化したセンサやイン

テリジェントな機能をもつ電子デバイスを創出する技術、安全・確実・

高速にデータを伝送することより快適な生活環境を提供する通信網

や無線の技術などを実現するため、電気・電子・計測・制御・通信など

の基礎から応用までを幅広く学びます。そして、現代社会における諸

問題を解決する技術力を持ち、グローバルに活躍できる技術者・研究

者を育成します。

実験に打ち込む毎日を送りながら
研究のおもしろさを感じています

　私が学んでいるコースは、電気・電子・電磁気はも

とより、ハードウェアやソフトウェアなどのプログラ

ム言語も学べるのが魅力です。また、身近に起こり

得る現象や応用例などに触れながら講義をしてくれ

る先生もいて、理解を深めやすいです。好きな科目は

電磁気学。物理的法則を知ることで、一つの問題に

対して様々な解答が得られ、おもしろさを感じたか

らです。

　今は卒業研究に力を入れています。研究に関する

知識を身につけるのはたいへんな一方、実験中心の

毎日はとても充実しています。将来は、自動車関係

の仕事に就くことを希望しています。

通信・電子システム分野
通信ネットワーク、デジタル集積回路、デジタル信号処理、計測・制御などを基礎
として、電子機器や電子応用システムに関する理論と技術を学びます。通信分野
においては、国家資格の取得など実践力育成教育が充実しています。

電気エネルギー分野
電気エネルギーの発生から送電・配電など電力の基礎から応用について、基本
から系統的に学びます。また、放電・プラズマ、高エネルギー粒子などの電気物
理現象に関して、基礎から応用にわたる理論と技術を学びます。

電子デバイス分野
エレクトロニクスの基盤となる電子材料、電子デバイスの理論と技術を学びま
す。半導体技術、人や環境の変化を感知する磁気センサ、これらの医療・健康分
野への応用、環境にやさしいデバイスなどの研究教育を展開します。

通信・電子
システム分野
通信・制御技術で

暮らしを見守ります！

■ 無線通信工学
■ システム制御工学
■ 電子計測工学

電気
エネルギー分野
持続可能な電気

エネルギーで、人と地球の
未来を創ります！
■ エネルギー変換工学
■ 高電圧プラズマ理工学
■ 電力工学

電子
デバイス分野
電子・磁性材料で
暮らしを支えます！

■ 半導体デバイス工学
■ 磁気センサ工学
■ 電子物性工学

人と地球に優しい
持続可能社会の

創造

スマートグリッド
スマートメーター

省エネルギー
技術

携帯機器
福祉・

ヘルスケア技術

電気電子通信コース

このトゲトゲは一体 !?  電波を吸収する電波暗室

学ぶこと ｜ Content of  Study ｜

特色 ｜ Features ｜

電気電子・情報システム工学科 電気電子工学コース   ｜  根城 大周 さん  ［青森県 八戸工業大学第二高校出身］
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1年次 2年次 3年次 4 年次

専

門

基

礎

科

目

●基礎数学
●微分積分学Ⅰ
●微分積分学Ⅱ
●線形代数学
●微分方程式
●物理学Ⅰ
●化学
○物理学Ⅱ

●ベクトル解析
●確率統計学
●フーリエ解析
○複素解析

電
気
電
子
通
信
コ
ー
ス
科
目 

●電気電子工学課題実習Ⅰ 
○電気数学
○電子材料物性学

●電気回路論Ⅱ
●電気回路論Ⅲ
●電磁気学Ⅱ
●電磁波工学
●ディジタル電子回路
●電気電子計測学
●電子デバイス工学Ⅰ
●エネルギー変換工学
●電気電子工学基礎実験
●プログラム言語及び演習
●電気電子工学英語研修Ⅰ
○情報通信理論
○電子デバイス工学Ⅱ

●応用電子回路
●コンピュータ工学
●制御システム工学
●電気機器工学
●電気電子工学応用実験
●組込ソフトウェア実習
●組込ハードウェア実習
○情報通信ネットワーク
○通信システム
○ディジタル信号処理
○半導体LSI工学
○光エレクトロニクス
○高電圧プラズマ工学
○発電工学
○送配電工学
○電気電子工学特別講義

●電気電子工学英語研修Ⅱ
●電気電子工学課題実習Ⅱ
●卒業研究
○電気設計製図
○電気法規
○電波法規

○電気電子工学専門研修

学

科

内

共

通

科

目

●電気回路論Ⅰ
●電磁気学Ⅰ
○情報工学基礎
○測量学

●アナログ電子回路
○離散数学
○論理回路
○材料力学Ⅰ
○機械力学
○機械設計学
○構造力学Ⅰ
○環境工学

学
部
内
共
通
科
目

●ソフトパス理工学概論 ○原子力工学
○技術者倫理
○工業経営管理論

○知的財産権概論
○特許法特講

○社会体験学習

○国際研修

電気電子通信系の人材は電気に関する分野だけでな
く、機械、化学、建設、金融、運輸など、あらゆる分野で必
要とされています。したがって、今後も高い就職率が期待
されます。また、高度な専門知識や実践力を習得するた
めに大学院への進学を推奨しています。

電機エレクトロニクス関連／エネルギー関連／通信関
連／自動車関連／IT関連／運輸関連／医療機器関連
／公務員／大学院進学 など

 FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING  ｜ 岩手大学理工学部

●必修科目 ○選択科目

Electrical, Electronic, and Communication 
Engineering

わかった！ グループで話し合いながら学ぶ学生実験 高電圧に注意！ 電気エネルギーを時空間的に圧縮する研究

教　授　長田　　洋

教　授　小林宏一郎

教　授　高木　浩一

教　授　恒川　佳隆

教　授　西館　数芽

准教授　秋山　雅裕

准教授　菊池　弘昭

准教授　大坊　真洋

准教授　本間　尚樹

准教授　向川　政治

助　教　叶　　榮彬

助　教　佐藤　宏明

助　教　高橋　克幸

助　教　三浦　健司

＊ 所属予定

温度の計測および制御システム

生体の電気・磁気信号の計測と解析

パルスパワーの発生と高度利用

超大規模集積回路での新コンピュータの研究

電子構造の解明

高電圧エネルギー変換装置の開発

磁気利用センシングの非破壊評価技術への応用

レーザー磁気計測システムの研究

高効率・高速無線通信システムの研究

非平衡プラズマと半導体プロセスプラズマ

薄膜二次電池・有機エレクトロニクス

実世界シミュレーションによる計測制御システム

大気圧放電プラズマの生成と応用

高周波磁気デバイスの研究

教員紹介 ｜ Faculty Members ｜

進路 ｜ Career Paths ｜カリキュラム ｜ Curr iculum ｜

大
学
院
工
学
研
究
科

シ
ス
テ
ム
創
成
工
学
科

物
理
・
材
料
理
工
学
科

化
学
・
生
命
理
工
学
科

＊

＊
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情報システムは複雑化する現代社会を支える基盤であり、その技術の

発展にはコンピュータや情報処理に関する幅広い知識が必要です。

知能・メディア情報コースは、情報システムの開発に携わる技術者・

研究者の育成のため、初心者でも段階的に高度なプログラミング技

法を習得できる一連のプログラミング演習、ハードウェアの動作を学

んでその設計を行うハードウェア実験とハードウェア設計演習、コン

ピュータ通信の仕組みを学ぶネットワーク実験など、多くの実践的な

授業を行います。さらに、チームの力を合わせてシステムを開発するプ

ロジェクト開発演習も行います。教育研究は、先端的な情報処理シス

テムに関する「知能情報工学分野」、コンピュータグラフィックスや音

響などメディア情報システムに関する「メディア情報工学分野」の2つ

に分かれ、これらを通して最先端の知識と技術を習得します。

４年間で蓄えた知識を強みにして
システムエンジニアを目指します

　私が所属する研究室では、音響に関する研究を

行っています。研究内容に興味はあったものの、最

初は理解できるか不安でした。でも、必要な知識や

プログラムは先生や先輩が教えてくださり、研究に

着手できました。現在は卒業研究に一生懸命取り

組んでいます。困難に直面することもありますが、一

緒に考えてくれる仲間がいるので心強いです。また、

学んだことを活かして問題が解決できた時には、う

れしく感じます。

　卒業後はシステムエンジニアとしてIT系企業に就

職する予定です。４年間で得た知識や経験を力に、

社会人として頑張りたいと思います。

電気電子・情報システム工学科　情報システム工学コース   ｜  熊林 咲 さん  ［岩手県 盛岡第二高校出身］

学ぶこと ｜ Content of  Study ｜

知能情報工学分野
信号処理、画像処理とパターン認識、人工知能、ロボティクスなど、未来
のコンピュータ社会を支える知能情報工学の基礎と応用を学びます。

コンピュータ・ネットワーク基礎
コンピュータのハードウェアとソフトウェア、コンピュータネットワークの理論
と技術、アルゴリズムやセキュリティなど、情報システムの基盤技術は上記の
どちらの分野でも共通に学びます。

メディア情報工学分野
コンピュータグラフィックス、メディアシステム、ヒューマンインタフェースなど、
コンピュータ社会を豊かにするメディア情報工学の基礎と応用を学びます。

高度情報化社会における安心・
安全で豊かな生活環境の構築

知能情報工学分野

コンピュータ・ネットワーク基礎
ハードウェア・ソフトウェア・ネットワーク

メディア情報工学分野

人工知能技術
知覚情報処理技術
システム制御技術

ビッグデータ解析技術

画像・映像・音響技術

インタフェース・
インタラクション技術

コンテンツ生成・蓄積・
流通技術

情報工学の専門的技術力 実践的な協創的チーム活動力

知能・メディア情報コース

知能・メディア情報コース
Department of

Systems Innovation

Engineering

システム創成工学科

特色 ｜ Features ｜

プログラミング
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1年次 2年次 3年次 4年次

専

門

基
礎
科
目

●基礎数学
●微分積分学Ⅰ
●微分積分学Ⅱ
●線形代数学Ⅰ
◎微分方程式
◎物理学
◎化学
◎生物学

●確率統計学
◎線形代数学Ⅱ
◎ベクトル解析
◎複素解析
◎フーリエ解析

知
能
・
メ
デ
ィ
ア
情
報
コ
ー
ス
科
目 

●プログラミング言語入門 
●創造プロジェクト

●データ構造とアルゴリズム
●数値計算
●ソフトウェア構成論
●プログラミング言語
　及び演習Ⅰ
●プログラミング言語
　及び演習Ⅱ
●ハードウェア実験
○集積回路
○データ解析
○ディジタル通信

●ディジタル回路設計
●コンピュータ
　アーキテクチャ
●コンピュータ
　ネットワーク
●オぺレーティング
　システム
●実用英語セミナー
●情報工学特別講義
●プログラミング言語
　及び演習Ⅲ
●ソフトウェア設計及び
　演習
●ネットワーク実験
●システム創成
　プロジェクト
○信号処理
○画像処理とパターン認識
○人工知能
○ロボティクス
○コンピュータ
　グラフィックス
○メディアシステム
○形式言語とオートマトン
○情報理論
○コンパイラ
○数理計画法

●キャリアセミナー
●ハードウェア設計及び演習
●情報工学専門実験
●卒業研究
○ヒューマンインタフェース
○データベース

学

科

内

共
通
科
目

●情報工学基礎
○電気回路論Ⅰ
○電磁気学Ⅰ
○測量学

●離散数学
●論理回路
○アナログ電子回路
○材料力学Ⅰ
○機械力学
○機械設計学
○構造力学Ⅰ
○環境工学

学
部
内
共
通
科
目

●ソフトパス理工学概論 ○原子力工学
○技術者倫理
○工業経営管理論

○知的財産権概論
○特許法特講

○社会体験学習

○国際研修

 FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING  ｜ 岩手大学理工学部

●必修科目 ○選択科目 ◎選択必修科目

Computer, Intelligence and Media Technology

教　授　安倍　正人

教　授　今野　晃市

教　授　西山　　清

教　授　萩原　義裕

教　授　藤本　忠博

准教授　明石　卓也

准教授　金　　天海

准教授　木村　彰男

准教授　永田　仁史

准教授　中谷　直司

准教授　吉森　　久

講　師　平山　貴司

助　教　佐藤　　信

助　教　藤岡　豊太

助　教　松山　克胤

助　教　山中　克久

助　教　盧　　　忻

ディジタル音響信号装置

３次元形状処理、計算機支援設計

最適化と推定、機械学習、高臨場感再生

画像処理、パターン認識、ロボティクス

コンピュータグラフィックス

コンピュータビジョン

ロボット、人工知能、最適化

単眼視画像処理、画像認識システム

音響・音声信号処理、アレイ信号処理

進化的アルゴリズム、コンピュータネットワーク

情報フォトニクス、光計測、統計光学

VLSIの論理設計

スモール・インテリジェント・システム

ディジタル音響信号処理

ブラウジングシステム、アニメーション技術

グラフ構造の符号化・列挙アルゴリズム

ビジュアルトラッキング

教員紹介 ｜ Faculty Members ｜

情報システム、情報メディアに精通した人材は、あらゆる
分野・職種で必要とされています。したがって、今後も高
い就職率が期待できます。

ITメディア関連／情報通信関連／電気エレクトロニク
ス関連／自動車関連／機械関連／公務員／大学院進
学 など

進路 ｜ Career Paths ｜カリキュラム ｜ Curr iculum ｜

ロボットの知能化 マルチカメラシステム

大
学
院
工
学
研
究
科

シ
ス
テ
ム
創
成
工
学
科

物
理
・
材
料
理
工
学
科

化
学
・
生
命
理
工
学
科
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ものづくりにおいて重要な役割を果たす機械工学に関する基

礎知識や考え方、実社会へ応用するスキルを身につけることが

できます。機械力学、材料力学、流体力学および熱力学を中心と

し、さらに専門性の深化が要求される技術の開発、融合的なも

のづくりを目指し、「航空宇宙分野」「バイオ・ロボティクス分野」

「システムデザイン分野」の３つの分野からなる教育研究を展

開し、産業分野で活躍できる技術者・研究者や、多様な地域産

業を支え、復興に貢献できる人材を育成します。

災害時に活躍するロボットを
作製するのが、自分の夢です

　この学科を選んだ理由は、ものづくりに興味が

あったことに加え、震災を経験し、災害時に人の代

わりに作業できるロボットを作製したいと思ったか

らです。現在の所属研究室ではロボット作りに取り

組んでいますが、一から作り上げたロボットが動い

た時は、とても感動します。

　サークル活動では今まで全く経験したことのない

音楽を始め、バイオリンを担当しています。最初は音

符を読むこともできませんでしたが、今ではパート

リーダーを務めています。重責を辛いと感じながら

も、それを乗り越え、演奏会をやりきった時の達成

感や楽しさは格別です。

機械システム工学科   ｜  佐藤 亘 さん  ［岩手県 大船渡高校出身］

航空宇宙分野
主に航空宇宙システムの課題に対応して、航空宇宙工学概論、航空流体工学、
固体力学、材料力学、システム制御工学、航空宇宙システム工学などを中心に、
機械工学や航空宇宙工学の基礎と幅広い実践能力を養います。

システムデザイン分野
主にシステムデザインの課題に対応して、自動車工学概論、生産加工学、燃焼工
学、環境とエネルギー、伝熱工学などを中心に、機械工学やシステムデザイン工
学の基礎と幅広い実践能力を養います。

バイオ・ロボティクス分野
主にバイオ・ロボットシステムの課題に対応して、ロボット工学概論、生体工学、
計測工学、精密工学、ロボティクス工学などを中心に、機械工学やバイオ・ロボッ
ト工学の基礎と幅広い実践能力を養います。

より高い専門性が要求される産業分野で活躍できる人材
多様な地域産業を支え、復興のために貢献できる人材

多様な要求に
柔軟に対応できる
機械技術者

先端的ものづくりへの要望

人間に優しいロボット

環境調和型機械システム

次世代医療技術

環境負荷の低減

柔軟で総合的な課題解決能力

豊かな人間性・高い倫理観

国際的理解力・発信力

多様な課題に対応できる専門的能力

機械工学の基礎学力の取得 社会貢献の基盤となる教養の取得

深化した各分野の専門性の獲得
分野融合による柔軟な視野の獲得

バイオ・ロボティクス分野

システムデザイン分野

航空宇宙分野

機械科学コース

機械科学コース
Department of

Systems Innovation

Engineering

システム創成工学科

学ぶこと ｜ Content of  Study ｜

特色 ｜ Features ｜

環境風洞

多様
柔軟に
機械技術

先端的ものづくりへの要望

人間に優しいロボット

環境調和型機械システム

世代医療技術

荷の低減

礎学力の取得 社会貢献の基盤と

した各分野の専門性の
融合による柔軟な視野の

バイオ・ロ

システムデザイン分野

野

機械科学コース
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1年次 2年次 3年次 4年次

専

門

基
礎
科
目

●基礎数学
●微分積分学Ⅰ
●微分積分学Ⅱ
●線形代数学
●物理学Ⅰ
●物理学Ⅱ
●化学

●微分方程式
●ベクトル解析
●フーリエ解析
●物理学実験

●複素解析
●確率統計学

機
械
科
学
コ
ー
ス
科
目 

●機械工作実習
●初年次機械ゼミナール
●機械基礎製図Ⅰ
●ＣＡＤ実習
○自動車工学概論
○ロボット工学概論
○航空宇宙工学概論

●機械基礎製図Ⅱ
●機械設計製図
●材料力学演習
●機械材料学
●水力学
●水力学演習
●機械力学演習
●熱力学
●熱力学演習
●機械加工学
●ＦＯＲＴＲＡＮ実習
○生産加工学
○材料力学Ⅱ
○粘性流体工学
○数値計算法

●機械科学実験
●制御工学
●Ｃ言語実習
●機械科学特別講義Ⅰ
●工業英語
●機械科学研修Ⅰ
○機械科学特別講義Ⅱ
○伝熱工学
○燃焼工学
○環境とエネルギー
○生体工学
○精密工学
○システム制御工学
○計測工学
○固体力学
○基礎計算力学
○航空流体工学

●機械科学研修Ⅱ
●卒業研究
○トライボロジー
○ロボティクス工学
○航空宇宙システム工学

学

科

内

共

通

科

目

○電気回路論Ⅰ
○電磁気学Ⅰ
○情報工学基礎
○測量学

●材料力学Ⅰ
●機械力学
●機械設計学
○アナログ電子回路
○離散数学
○論理回路
○構造力学Ⅰ
○環境工学

学
部
内
共
通
科
目

●ソフトパス理工学概論 ●技術者倫理
○原子力工学
○工業経営管理論

○知的財産権概論
○特許法特講

○社会体験学習

○国際研修

大学院への進学のほか、機械工学に関する知識とスキ
ルを身につけた人材は、あらゆる職種・分野で必要とさ
れています。したがって、今後も高い就職率が期待されま
す。

機械製造関連／航空機械関連／運輸機械関連／重機
械関連／医療・生活支援機械関連／電気エレクトロニ
クス関連／公務員／大学院進学 など

●必修科目 ◯選択科目

 FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING  ｜ 岩手大学理工学部

Mechanical Science and Engineering

教　授　上野　和之
教　授　廣瀬　宏一
教　授　船﨑　健一
教　授　水野　雅裕
教　授　柳岡　英樹
准教授　小野寺英輝
准教授　佐藤　　淳
准教授　清水　友治
准教授　西村　文仁
准教授　三好　　扶
准教授　湯川　俊浩
准教授　吉野　泰弘
准教授　吉原　信人
准教授　脇　　裕之
助　教　内舘　道正
助　教　加藤　大雅
助　教　佐々木　誠
助　教　末永　陽介
助　教　谷口　英夫
助　教　西川　尚宏
助　教　福江　高志
助　教　北條　智彦

航空宇宙関連流れの研究開発

さまざまな環境下での対流熱伝達の研究

航空エンジン・ロケットエンジン等の高性能化

高精度スライシング加工

多様な熱流動現象の解明

風力エネルギーの利用の研究

システム制御理論および航空宇宙システムへの応用

金型技術と金型を使った製品開発に関する研究

機能性材料の材料設計と熱・力学挙動の解析

水産ロボティクス

ロボットの機構／要素／システムの研究開発

特殊環境における機械構造材の摩擦摩耗特性の解明

精密加工に関する研究

先進高温材料の機械的特性評価法と破壊の研究

トライボロジー表面のモデリングと評価

多分野・多目的設計最適化手法の研究

ヒューマンインタフェースの開発とリハビリ支援への応用

燃焼現象の基礎とその応用に関する研究

流れの不安定と乱流遷移に関する研究

人と環境にやさしい電気防錆加工法

最先端電子機器の熱問題の研究

自動車の軽量化と衝突安全性の向上を可能に

する材料の研究開発

教員紹介 ｜ Faculty Members ｜

進路 ｜ Career Paths ｜カリキュラム ｜ Curr iculum ｜

燃焼実験室 水中ロボット

大
学
院
工
学
研
究
科

シ
ス
テ
ム
創
成
工
学
科

物
理
・
材
料
理
工
学
科

化
学
・
生
命
理
工
学
科
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自然災害が多発する我が国では、災害に強いハードウェア（構

造物）と人や地域・環境に配慮したソフトウェア（防災教育、環

境意識）の両側面を持つ総合的な防災・減災対策が求められ

ています。一方、地方には少子高齢化による過疎化の進行、都

市機能の拡散など急激な社会構造の変化が生じており、地域

や環境に合わせた社会基盤整備の在り方が問われています。

未曾有の東日本大震災を経験した今、社会基盤・環境コース

では、建設・環境・防災の3つの柱からなる教育研究を展開し、

「安全・安心な社会の構築」と「人と環境に優しい持続可能な

社会の創出」を担う技術者・研究者の育成をめざします。

学ぶこと ｜ Content of  Study ｜

勉強、サークル、アルバイト、
何でも経験できるのが楽しいです

　高校生の時に東日本大震災を経験し、震災復興

に関連する研究を行っているこの学科を選択しまし

た。技術者に必要な様々な分野について学ぶことが

でき、卒業時に技術士補という資格が取得できるの

が魅力です。

　勉強だけでなく、サークル活動にも力を入れてい

ます。マンドリンクラブに所属し、週３日練習に励

んでいますが、課題が多い時期やテスト期間に演

奏会があると、本当に忙しいです。でも、それを乗り

切った時の達成感ややりがいはひとしおです。勉強、

サークル、アルバイトなど、いろいろな経験ができる

のが、大学生活の楽しさだと思います。

社会環境工学科   ｜  阿部 詩穂 さん  ［岩手県 遠野高校出身］

環境工学分野
大気・水・土壌などの環境問題が顕在化し、環境負荷が大きくなっています。ま
た、人と自然とが共生する循環型社会を構築するための課題は山積みです。環境
工学分野では、環境工学、資源循環工学などさまざまな環境工学に関する学問
を学びます。

防災工学分野
東日本大震災からの復興と地域の持続的発展に向け、防災・まちづくりの知
識を高めることは重要です。防災工学分野では、都市計画学、水・土砂防災工
学、地域創生課題演習などさまざまな防災工学に関する学問を学びます。

建設工学分野
災害に強いハード対策を行うには、耐久性を考慮した構造・材料を適用し、長期
にわたる診断・補修補強・維持管理が不可欠です。建設工学分野では、構造力
学、建設材料学、施設維持管理工学などさまざまな建設工学に関する学問を学
びます。

ハイドロ・ラボ

安全・安心な
社会の構築

環境工学
分野

防災工学
分野

建設工学
分野

循環型社会システムの
構築

災害メカニズムの解明

安全で機能的な
社会基盤整備

■ 資源リサイクル
■ 温暖化対策
■ 環境浄化

■ 地震・津波・火山・
　土砂災害
■ 地域コミュニティ
■ 復興まちづくり

■ 高機能建設材料
■ 維持管理計画
■ 構造設計

人と環境に優しい
持続可能な社会の創出

社会基盤・環境コース
Department of

Systems Innovation

Engineering

システム創成工学科

特色 ｜ Features ｜

FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING38



1年次 2年次 3年次 4年次

専

門

基
礎
科
目

●基礎数学
●微分積分学Ⅰ
●微分積分学Ⅱ
●線形代数学
●物理学Ⅰ
●物理学Ⅱ
●化学Ⅰ
●化学Ⅱ

●微分方程式
●物理学実験
●化学実験
◯ベクトル解析
◯確率統計学
◯地学

◯フーリエ解析

社
会
基
盤
・
環
境
コ
ー
ス
科
目 

●地域創生課題演習Ⅰ
○入門地域創生論

●測量学実習Ⅰ
●測量学実習Ⅱ
●構造力学Ⅱ
●コンクリート工学
●鉄筋コンクリート工学
●水理学Ⅰ
●水理学Ⅱ
●土質力学Ⅰ
●土質力学Ⅱ
●都市計画学
●交通計画学
●上下水道工学
○地域創生課題演習Ⅱ

●社会基盤・
　環境工学実験
●社会基盤・
　環境プログラミング演習
●科学技術英語Ⅰ
●構造力学演習
●設計製図
●施工法
○地域創生課題演習Ⅲ
○数値計算法
○鋼構造学
○建設材料学
○施設維持管理工学
○水理学演習
○水工学
○土質力学演習
○地質工学
○地盤工学
○耐震工学
○地震・火山防災工学
○水・土砂防災工学
○公共政策学
○水環境工学
○大気環境工学
○地盤環境工学
○生態環境保全学
○資源循環工学
○特別演習

●科学技術英語Ⅱ
●卒業研究

学

科

内

共
通
科
目

●測量学
○電気回路論Ⅰ
○電磁気学Ⅰ
○情報工学基礎

●構造力学Ⅰ
●環境工学
○アナログ電子回路
○離散数学
○論理回路
○材料力学Ⅰ
○機械力学
○機械設計学

学
部
内
共
通
科
目

●ソフトパス理工学概論 ●技術者倫理 ○原子力工学
○工業経営管理論

○知的財産権概論
○特許法特講

○社会体験学習

○国際研修

教　授　海田　輝之
教　授　大塚　尚寛
教　授　出戸　秀明
教　授　中澤　　廣
教　授　羽原　俊祐
教　授　南　　正昭
准教授　伊藤　　歩
准教授　大河原正文
准教授　大西　弘志
准教授　小笠原敏記
准教授　小山田哲也
准教授　越谷　　信
准教授　齊藤　　貢
准教授　山本　英和
助　教　石川　奈緒
助　教　鴨志田直人
助　教　小山　　猛
助　教　晴山　　渉
助　教　松林由里子

河川、湖沼や都市の水環境の改善・保全・評価

開発・建設に伴う環境影響評価

有限要素法による構造物の応力解析

廃棄物からの有価物の回収、汚染土壌の浄化

セメント化学およびコンクリート工学に関する研究

都市・交通システムの計画と管理

微生物や機能性材料を利用した環境浄化法の開発

斜面崩壊の機構解明と防止技術の開発

鋼構造の耐久性や健全性の評価に関する研究

氾濫流下での建物耐力評価に関する研究

コンクリート構造物の凍害劣化の原因とその対策

地震発生層の地殻構造の解明

大気汚染物質の捕集・測定法の開発

地震危険度予測、簡便な地盤探査法の開発

土壌・水環境中での元素の挙動

岩盤の破壊と地盤の液状化に関する研究

ロボット技術を利用した生活支援機器の開発

地下水・土壌汚染修復技術の開発

波浪場の流体運動を予測する数値シミュレーション

教員紹介 ｜ Faculty Members ｜

水、ガス、電気、通信ならびに道路、鉄道、空港、港などの
交通ネットワークであるインフラストラクチャーは、社会
生活そのものを支える社会基盤です。安心・安全かつ豊
かに社会生活を営むために不可欠な社会基盤を、環境
に配慮しながら計画・設計・建設・維持管理できる人材
が必要とされています。今後も関連するさまざまな分野
での活躍が期待されます。

総合建設業／建設・環境コンサルタント／インフラ関連
／運輸関連／技術系上級公務員／大学院進学 など

進路 ｜ Career Paths ｜カリキュラム ｜ Curr iculum ｜

●必修科目 ◯選択科目

橋染設計実習 水質環境分析（LC/MS/MS）

 FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING  ｜ 岩手大学理工学部

Civil and Environmental Engineering

大
学
院
工
学
研
究
科

シ
ス
テ
ム
創
成
工
学
科

物
理
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料
理
工
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科
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学
・
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命
理
工
学
科
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工
学
研
究
科
博
士 

｜ 

前
期
課
程

学部と大学院での一貫した教育研究を行う 5専攻

と、文理融合領域の人材育成をめざす「デザイン・

メディア工学専攻」、高度専門的ものづくり人材

を育成する「金型・鋳造工学専攻」を合わせて、

7 専攻で構成されています。

工学研究科博士後期課程

専門教育の中核となる博士前期課程を受け、後

期課程では 4 専攻を設置。創造力の豊かな優れ

た研究開発力を持ち、産学官を通じたあらゆる研

究機関の中核を担う研究者や高度な教育能力を

備えた大学教員を養成します。

工学研究科博士前期課程

Master ' s  Program Doctora l  Program

応用化学・生命工学専攻

化学と生命工学の融合で、
人と環境にやさしい技術開発へ
新しい有用物質の創製、新エネルギーシステムの開発、生命現象、生命情報
機構などの研究は、地球環境や生命との調和を目指す21世紀の社会にとっ
て、欠かすことのできない科学技術基盤です。従来の化学分野と生命工学分
野が融合した応用化学・生命工学専攻では、人と環境にやさしい機能性物
質、化学プロセス、生命体情報等をテーマに教育研究を展開。２年間の学び
を通して、化学および生命現象における物質基盤と、その作動原理を十分に
理解し、高度で複合的な問題に対する解決能力を有した国際的に通用する
高度専門技術者の育成を目指します。本専攻では、有機・高分子化学コース、
無機・物理化学コース、生命工学コースの３コースを設定。各コースの連携の
もとで個々の研究テーマを深め、専門性を身に付けていきます。

味覚受容の分子メカニズムの探索
現在でも全体像が明らかになっていない塩味と
酸味の味覚受容体（レセプター）の分子的実体
を解明するため、マウスや線虫を用いた分子遺
伝学的な手法やライブイメージングなどを組み
合わせて研究に取り組んでいます。

相形成速度と表面近傍における挙動
のリアルタイム観察装置の開発研究
ナノ構造体をビルドアップ的に配合・配列・パ
ターニング制御することにより、次々世代のデバ
イス開発へ繋げるため、マクロスコピックな世
界では得られなかった電気・電場・磁性応答の
達成を目指し、相形成速度と表面近傍における
挙動をリアルタイム観察する装置の開発研究を
進めています。

Chemistry and Bioengineering

有機・
高分子化学コース
有機および高分子化合物
の設計、合成、分析、およ
び新規化合物・新素材開
発への応用展開

生命工学
コース

生命体構成物質の解析、
生理機能物質の合成・応
用、生理機構・生命情報機
構の解明

無機・
物理化学コース
無機物質の分析・合成・応
用、界面制御技術、物理化
学現象の解析・応用、化学
装置の設計

人や環境に優しい機能性物質・化学プロセス・生命体情報に関わる
技術開発能力を有する高度専門技術者育成プログラム

連携連携

連携

大 学 院 工 学 研 究 科
GRADUATE SCHOOL OF ENG INEER ING

TOPICS
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工
学
研
究
科
博
士 

｜ 

前
期
課
程

工
学
研
究
科
博
士 

｜ 

前
期
課
程

フロンティア材料機能工学専攻

電気電子・情報システム工学専攻

幅広い学問分野を融合し、
グローバルに活躍できる人材を育成
従来の「フロンティア材料機能工学専攻」と「材料物性工学専攻」を統合した
新しい専攻です。分野横断的な教育理念を継承・発展させ、材料工学と機能
工学に関し、さらに幅広く内容豊かな教育研究を進めています。科学技術や
産業の進歩が加速化かつグローバル化している昨今、化学、マテリアル（物
質・材料）、エレクトロニクス、情報、エネルギー、環境・リサイクルなどの従来
の学問分野を融合することによって、課題探索・解決能力および国際通用性
のある高度専門技術者、研究者の養成を目指します。具体的には「マテリアル
創製」「エネルギー科学」「環境リサイクル」の3つを柱として、材料工学と機能
工学の基礎理論から応用展開に関する専門的な教育研究を行います。

電気電子工学と情報システム工学の、
高度な専門技術者を養成
電気・電子・通信・情報の分野は、対象となる学問分野が広いだけでなく、そ
の技術進歩が極めて速く、関連する産業界では短期間で先端技術製品が陳
腐化してしまうことも珍しくありません。本専攻では、先端技術はもちろん、広
い視野、そしてしっかりとした基礎知識に裏付けされた専門的な能力を重視。
極めて関連性の高い「電気電子工学」と「情報システム工学」専攻を統合する
ことで、これまで以上に質が高く、かつ多様化する現場のニーズに十分応え得
るような教育研究体制を整備しました。工学部教育で培われた教養教育と専
門基礎教育の上に、より専門性の高い科目を体系的に配置するとともに、多
様な課題探索・柔軟な解決能力を身に付けた人材の育成を目指します。

分野融合（学際）型
講演会を開催
「材料工学」と「機能工学」を基盤に、多様な分
野への展開を図ることで、持続可能な社会を実
現できる研究者・技術者の育成を目的に、分野
融合（学際）型講演会を開催しています。

小型クラスタPCによる
並列画像処理システム
組込み機器などに用いられる低消費電力型の
CPUを複数個搭載した小型並列コンピュータ
の試作や、これを使った実践的な画像処理／認
識システムを構築するための研究開発を行って
います。

フロンティア材料機能工学
研究発表会を開催
特別研修の一環として年1回、フロンティア材料
機能工学研究発表会を開催しています。修士論
文の研究テーマに対する理解を深めるため、ポ
スターセッションの形式で討論。学外機関と共
同で開催することで、学術交流能力を高めるこ
とにも取り組んでいます。

人工カミナリできのこ増産
広がる農工融合研究
キノコのホダ木に高電圧（人工カミナリ）をかけ
て、キノコの増産につなげるなど（上：電気刺激
なし、下：あり）、電気の特性を上手に利用し、植
物の成長や食品の保存、加工などに役立てる研
究に取り組んでいます。

Frontier Materials and Function Engineering

Electrical Engineering and Computer Science

マテリアル
創製

エネルギー
科学

融　合

環境
リサイクル

電気電子・
情報システム
工学専攻

電気
エネルギー
プラズマ・
新エネルギー

電子
デバイス
半導体・

高機能デバイス

システム
情報工学
知的情報処理・
パターン認識

コンピュータ
工学

ハードウェア・
ソフトウェア

電子
システム
計測制御・
信号処理・通信

TOPICS

TOPICS

大
学
院
工
学
研
究
科

シ
ス
テ
ム
創
成
工
学
科

物
理
・
材
料
理
工
学
科

化
学
・
生
命
理
工
学
科

IWATE UNIVERSITY 41



工
学
研
究
科
博
士 

｜ 

前
期
課
程

機械システム工学専攻

多様なニーズに対応できる
機械技術者を養成
機械工学の分野では、生産の低コスト化や環境負荷低減、機械システムの最
適化・知能化・統合化・ユニバーサル化など多様な要素が求められます。その
ため、個々の専門性の深化とともに、他分野との融合などを通じて新たな分
野を創造するための横断的な展開能力が必要となります。本専攻では、機械
工学に関する基礎事項の修得を前提に「機械科学・航空分野」「機械知能・ロ
ボティクス分野」の２分野を設置し、教育研究を展開。また、机上の議論に留
まらず、修得した知識を具体的なものづくりや創造的生産活動の場、研究の
場で実践的に活用することを重視しています。その過程で、新たな課題探索・
解決能力を培い、国際的にも通用する、高い専門性と社会性を持ち併せた高
度専門技術者、研究者を養成します。

ロボットに高い知能と認識力を
与える研究に取り組む
機械知能・ロボティクス分野では、人工知能や
認識など幅広い分野とのコラボレーションによ
り、ロボットをはじめとする知能機械に高い知
能や認識力、人との対話能力を与えることを目
指し、研究を行っています。

環境調和型の電気防錆加工法を開発
「日本機械学会奨励賞」
「砥粒加工学会賞熊谷賞」受賞
切削や研削加工に使う加工液（油や潤滑剤）の
替わりに、水を使うシステムを開発。加工液処分
の手間やコストの省略、環境負荷を軽減できる
ほか、水は浄化して再利用が可能です。また、その
フィルターはセシウム除去効果も期待できます。

Mechanical Engineering

機械科学

創造的生産活動・
課題探索・解決能力及び
国際通用性のある高度技術

機械知能

基礎的知識の修得及び
技術者教育・環境教育（学部教育）

知財管理・企業家精神の修得
環境・安全・倫理への理解

横断的
展開能力航空宇宙 ロボティクス機械科学・

航空分野
機械知能・

ロボティクス分野
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社会環境工学専攻

安全・安心な社会基盤を構築できる
高度な専門技術者を養成
少子高齢化、環境問題のグローバル化と局地化、大規模な自然災害の多発
などを背景に、安全・安心な社会基盤や質の高い自然、都市環境をどのように
築き、持続していくかが、建設工学の役割としてさらに重要になっています。こ
うした課題を解決するには、建設、環境、防災、福祉の専門的素養とともに、
深化した専門的知識を統合し、総合的かつ柔軟に対応できる能力を備えた
高度な専門技術者が求められます。本専攻では、座学やゼミナールなどで専
門的知識を学ぶとともに、指導教員によるマンツーマンの指導により、課題探
求、研究計画、研究方法および論文作成など研究に不可欠な手法を修得して
いきます。これらを通して、安全・安心な社会および社会基盤を構築できる高
度な専門技術者や研究者を養成します。

地域の抱える課題を
工学的手法で解決する
研究課題の多くは、大学の外（フィールド）にあ
ります。都市交通の計画立案、河川への環境影
響調査などは、その一部に過ぎません。地域の
課題を住民と協力して解決する。そんな研究が
ここにはあります。

地域防災研究センターと連携し
幅広い分野から防災を研究
社会環境工学専攻に所属する多くの教員は、地
域防災研究センターと連携して、地震、津波、火
山、洪水など地域の自然災害を軽減するための
多くの研究を行っています。

Civil and Environmental Engineering

持続可能な社会

安全・安心な社会の構築

横断的展開能力
課題探索・解決能力及び
国際通用性のある

高度専門技術者あるいは
研究者の養成

社会基盤
工学分野
建設・防災

環境福祉
工学分野
環境・福祉

TOPICS
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金型・鋳造工学専攻

理論と実践的技術、経営センスを
兼ね備えた技術者を養成
本専攻は、日本のものづくりを支える金型と鋳造の基盤技術に特化した、日
本で初めての大学院です。岩手地域の金型産業は、時計部品、電気機械工
業、自動車製造などに関して高い水準にあるほか、鋳造も南部鉄器などの工
芸品の伝統を背景に、自動車エンジンや機械部品として高い水準を持ってい
ます。これらの分野で世界の拠点となるには、人材の育成が急務です。本専攻
では、理論と実際の製造工程を知り、経営的センスを兼ね備えた専門的高度
技術者を養成。地域のニーズに密着しながらも日本のものづくりの発展進化
も視野に入れ、世界に通用するものづくり地域の形成と、日本のものづくりの
発展・継承に貢献することを目指します。

長期インターンシップ
６ヶ月にわたる長期のインターンシップを実施。
その期間、教員が訪問して進捗状況の把握と指
導を行い、修士論文を作成します。

最新設備を用いた実習
極細線ワイヤ放電加工機（金型コース）、Ｘ線マ
イクロアナライザ（鋳造コース）など、国内最新
鋭の設備を導入。先端技術を習得できます。

Die-Mold and Casting Engineering

経営的人材大学院

研究開発人材

製造現場の
マネージメント新規

人材

技
術
的
ス
キ
ル

経営的スキル

TOPICS

工
学
研
究
科
博
士 

｜ 

前
期
課
程

デザイン・メディア工学専攻

デザイン工学とメディア工学を柱に
高度なデザイナーと技術者を養成
ユニバーサルデザインやユニバーサルコミュニケーションをキーワードとす
る、ひとにやさしい環境と文化的な生活空間など心の豊かさに対する社会的
ニーズをふまえ、本専攻では＜環境、プロダクト、およびコンテンツ＞のデザイ
ンにかかわる「デザイン工学」と、その基盤技術である「メディア工学」を主要
な教育研究分野としています。両分野に貢献できるデザイナーや技術者を養
成するために、分野融合、複数教員による指導体制を実施し、学位論文の内
容に従って「工学」か「芸術工学」の学位を授与します。相互の分野を理解し
協働でき、社会や産業から期待されるデザイナーや技術者の養成を目指し、
融合的で高度な教育・研究を行います。

メディア工学分野
ネットワーク、インタラクション、コンテンツに関
わるメディア工学を専門とし、ネットワークシス
テム、イメージシンセシス、コンピュータビジョ
ン、3次元形状表現、コンピュータアニメーショ
ンの教育研究を担当します。

デザイン工学分野
環境、プロダクト、コンテンツにかかわるデザイ
ン工学を専門とし、環境ネットワークシステム、
地域デザイン、プロダクトデザイン、情報デザイ
ン、映像メディア表現、ランドスケープデザイン
の教育研究を担当します。

Design and Media Technology

TOPICS

ネット
ワーク
システム

コンピュータ
ビジョン

イメージ
シンセシス

コンピュータ
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情報
デザイン

ランド
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デザイン

映像
メディア
表現

環境
ネットワーク
システム

プロダクト
デザイン

地域
デザイン

デザイン工学

デザイン・メディア
工学専攻

メディア工学
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電気電子・情報システム工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻

新技術と融合化技術で
「持続可能な社会」へ
本専攻は、電気・電子・通信・情報に関する広範囲な領域とその境界領域にお
いて、先端的な新技術と融合化技術を開拓するための教育・研究を行ってい
ます。なかでも、環境やエネルギー危機を解決するための「持続可能な社会」
への転換や、高度に電子情報化された「ユビキタス社会」の到来予想などを配
慮して、既存の技術体系を組み直す新しい技術開発の研究を重視。博士前期
課程で培われた専門基盤教育の上に、より専門性の高い科目を基礎から応
用まで幅広く、かつ体系的に学ぶとともに、企業との共同研究などを通じて研
究マネージメント、課題探索・解決能力および国際通用性のある高度専門技
術者や研究者を養成します。

表面界面制御、先端材料制御、
極限計測の研究基盤の上に
従来の「フロンティア材料機能工学専攻」と「物質工学専攻」を統合した新し
い専攻です。岩手大学のポテンシャルである「表面界面制御」「先端材料制御」
「極限計測」の研究基盤の上に、エネルギーと環境の問題解決を手がかりに
しながら、新しい理論的枠組みに基づく物質の創製、ならびにその機能の活
用と諸材料のプロセスの開発について研究教育を行います。具体的には「環
境エネルギー」「マテリアル創製」「フロンティア化学」の３分野を柱として、そ
れぞれを横断する共同研究を通し、科学技術の体系化された教育を実践。北
東北をはじめ国内外の産業の将来の展開を見据え、産業のレベルアップと質
的な構造改革に寄与できる、倫理観があり視野の広い人材の育成を目指しま
す。

高度に電子情報化された
社会への対応
音響・音声情報や画像情報などのパターン情報
処理システム、光情報処理システム、人工知能
や知識情報処理などの知的情報処理システム、
学習機能を持つ人工ニューラルシステムなどの
開発に取り組んでいます。

新しい理論的枠組みのもと
新たな物質の創製に取り組む
物性という観点から材料の機能を解明するとと
もに、材料の物理・化学的性質に基づいた新素
材の創製と製造プロセスを含めた機能の制御
など、広域かつ高度な研究を行っています。

電子デバイス分野での
高度な教育研究
高性能伝道薄膜や新機能磁性材料などの各種
電子材料の開発と、これらを利用した新しいデ
バイスの開発や、デバイスの高機能化を目指し
た高度な教育研究に取り組んでいます。

環境エネルギーを視野に
最先端の研究を展開
物質シミュレーション手法によるナノ構造領域
の材料制御および界面制御、環境安全科学・環
境毒性学および機能性材料や微生物機能を用
いた汚染環境の浄化・修復に関わる教育研究
を行っています。

Electrical Engineering and Computer Science

Frontier Matter and Function Engineering

電気電子・
情報システム
工学専攻

電気
エネルギー
プラズマ・
新エネルギー

電子
デバイス
半導体・

高機能デバイス

システム
情報工学
知的情報処理・
パターン認識

コンピュータ
工学

ハードウェア・
ソフトウェア

電子
システム
計測制御・
信号処理・通信

環境
エネルギー

フロンティア
化学

マテリアル
創製

フロンティア
物質機能工学専攻

フロンティア材料機能工学専攻
エネルギー科学

フロンティア材料機能工学専攻
環境リサイクル

博士前期課程
応用化学・生命工学専攻

博士前期課程
金型・鋳造工学専攻

フロンティア材料機能工学専攻
マテリアル創製

TOPICS

TOPICS
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機械・社会環境システム工学専攻

デザイン・メディア工学専攻

社会をリードする課題解決能力と
課題探索能力を修得
機械・社会環境システム工学に関わる分野は近年、ますます複雑化、高度化、
融合化、国際化の様相を呈しています。加えて、地球環境の問題や科学技術
が社会や自然に及ぼす影響、エネルギー問題など、地球規模での複合的、多
層的課題が顕在化しています。こうしたことから、本専攻では、技能水準や安
全・安心、ソフトパスに関する知見をふまえ、社会をリードする課題解決能力・
課題探索能力を修得。さらには、創造性・独創性に富み、科学技術の側面では
指導者として、社会的側面では人間や自然とのネゴシエーターとして、また研
究開発の全体構想を立案するプランナーとして活躍できる高度専門技術者、
研究者の養成を目指します。

協創活動と
国際的な活躍のできるデザイナーと
専門技術者を養成
本専攻は、ユニバーサルデザインやユニバーサルコミュニケーションをキー
ワードとする、ひとに優しい環境と文化的な生活空間などの心の豊かさに対
する社会的ニーズをふまえ、＜環境、プロダクト、およびコンテンツ＞のデザイ
ンにかかわる「デザイン工学」とその基盤技術である「メディア工学」を、主要
な教育研究分野としています。融合的で高度な教育・研究を行うことにより、
相互の分野を理解し協働できる高度なデザイナーと専門技術者を養成。社
会や産業から期待される、リーダー的立場で国際的に活躍できるチーム活動
力のある人材の育成を目指します。本専攻では学位論文の内容に従い、「工
学」か「芸術工学」の学位を授与します。

建設、環境、防災、福祉に
特化した研究を展開
社会環境工学の柱ともいえる建設、環境、防
災、福祉に特化した高度な研究を通して、社会
基盤の整備に貢献します。

メディア工学分野
ネットワーク、インタラクション、コンテンツに関
わるメディア工学を専門とし、ネットワークシス
テム、イメージシンセシス、コンピュータビジョ
ン、3次元形状表現、コンピュータアニメーショ
ンの教育研究を担当します。

環境・エネルギー問題などの
課題に創造的に取り組む
高効率・無公害の熱・流体エネルギー・代替エ
ネルギーの利用や開発などの研究を通して、エ
ネルギー問題などの地球規模の複合的、多層
的課題の解決に向け、機械システム工学の立場
から研究を進めます。

デザイン工学分野
環境、プロダクト、コンテンツにかかわるデザイ
ン工学を専門とし、環境ネットワークシステム、
地域デザイン、プロダクトデザイン、情報デザイ
ン、映像メディア表現、ランドスケープデザイン
の教育研究を担当します。

Mechanical Engineering, Civil and Environmental Engineering

Design and Media Technology

社会環境工学

根幹的知的財産の
発展的継承の担い手

機械工学

体系的かつ実践的な教育研究を通じて
得た知識・技術水準

創造性・独創性・指導力・倫理観・マネジメント能力
調整力・構想力・国際感覚の修得

他分野との
融合

環境・建設
防災・福祉

システム技術・
環境科学

社会環境
工学分野

機械システム
工学分野

TOPICS

TOPICS

ネット
ワーク
システム

コンピュータ
ビジョン

イメージ
シンセシス

コンピュータ
アニメーション

3次元
形状表現

情報
デザイン

ランド
スケープ
デザイン

映像
メディア
表現

環境
ネットワーク
システム

プロダクト
デザイン

地域
デザイン

デザイン工学

デザイン・メディア
工学専攻

メディア工学

大
学
院
工
学
研
究
科

シ
ス
テ
ム
創
成
工
学
科

物
理
・
材
料
理
工
学
科

化
学
・
生
命
理
工
学
科
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ものづくりエンジニアリングファクトリー Monozukuri-engineering
factory

ものづくりや実験のための環境を整備し、

さらに、起業家をめざす学生を学部の教育

プログラムの中で支援することを目的に設

立されたのが「ものづくりエンジニアリング

ファクトリー」です。学内カンパニー活動を

通し、課題解決能力、プロジェクトマネジメ

ント力、コミュニケーション力、リーダーシッ

プ力など、起業家に求められる能力を身に

つけることができます。

学内からの種々の加工、試作に応じるとともに、も
のづくり教育に関する企画立案とその実践を目的
に、国立大学の中でも有数のものづくり環境を進め
ています。

高度試作加工センター ものづくり総合実験センター

理工学部として組織的に実験教育を行う体制を整
えるとともに、機器導入等を行い設備の拡充を図る
ことを目的としています。

ものづくり起業家支援室

学内カンパニー（教職員や学生が代表者となる仮
想企業）のための活動支援を行うとともに、その活
動場所の整備も進めています。

ものづくりエンジニアリングファクトリー
ものづくり
実践的教育・試作、
デジタル
エンジニアリング、
創造工学

長期
インターンシップ、
商品開発

教育支援
技術支援

学内カンパニー

学内カンパニーＡ

学内カンパニー B

工学
研究科

理工学部

工学研究科・
理工学部教員

高度試作加工センター
◎高度試作◎高精度加工
◎超微細加工
◎スチューデント創作工房

ものづくり総合実験センター
◎環境エネルギー教育研究
◎機能・特性測定
◎スチューデントサイエンススペース

も
の
づ
く
り
起
業
家

支
援
室

岩手マイスター
◎金型コース
◎鋳造コース
◎デバイスコース

ものづくり技術研究センター
◎金型技術研究センター（北上）
◎鋳造技術研究センター（奥州）
◎複合デバイス技術研究センター（花巻）

ソフトパス理工学総合研究センター Soft-path science and engineering
research center

岩手大学工学部は、持続可能な社会づくりのための新しい工学を「ソフ

トパス工学（Soft-Path Engineering）」と名付け、2009年に研究・教育

の理念として掲げました。また、この理念の実現のために、2011年に「安

全・安心分野」「未来工学分野」「新材料・エネルギー分野」の3分野から

なるソフトパス工学総合研究センター（SPERC）を設置しました。当セン

ターでは、“有限な地球”という認識に立ち、環境負荷の少ない高機能素

材の開発や新しい材料評価技術、材料プロセスの開発、生命・生体工学

に基づく福祉システムの構築、高度情報化システムの構築などの技術課

題を取り上げ、ソフトパス工学の実現を推進する研究組織として活動し

てきました。2015年からは、「グローバル研究推進部門」に加えて、「イノ

ベーション創出研究部門」を新たに設置し、ロボティクスに関する意欲的

な研究プロジェクトにも取り組んでいます。本センターでは、ソフトパス工

学の理念の下で所属する教員が研究レベルを高め、同時に研究分野間

の相乗効果や社会との連携を深めることで実践的な研究を実施します。

新しい研究活性化の仕組みを取り入れ、地方大学にありながら世界レベ

ルの研究拠点の形成を目指します。

ソフトパス工学総合研究センター（SPERC）

グローバル研究推進部門  （戦略的研究推進部門）

イノベーション創出研究部門  （萌芽的研究推進部門）

安全・安心分野

未来工学分野

新材料・エネルギー分野

ものづくり技術
研究センター

グローバル
ものづくり

人材育成センター

教育研究戦略立案

研究戦略の両輪

ものづくり
エンジニアリングファクトリー
学内カンパニー

学内カンパニー C

学内カンパニー X
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地域防災研究センター

FACILITIES RELATED WITH 
THE FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING

Research center for
regional disaster management

自然災害、特に火山、地震、斜面崩壊、津波、洪水などの発生メ

カニズムとその地域特性を明らかにし、産学官住のネットワークを

活用した防災・減災手法の開発を行うとともに、防災意識の啓発や

防災教育の支援などを行います。

ものづくり技術研究センター Research center for
manufacturing technology

岩手大学理工学部が得意とする金型・鋳

造・デバイスの研究開発分野を融合化し、

複合化した研究開発を行うためのセンター

です。各技術の高度化、新産業・新製品の

創出、学際的な研究拠点の形成、国際的な

研究者や技術者の育成をめざし、地域連携

融合型のものづくり拠点の構築に取り組ん

でいます。

鋳造技術研究センターは地域と大学との連携のも
と、鋳造技術の研究開発を通して、ものづくりに関
わる地域の産業振興をはかります。
［研究内容］超微細高強度鋳鉄の創製／強靭鋳鉄
の組織高次制御に関する研究など

※ 組織変更により内容を変更する場合があります

鋳造技術研究センター 複合デバイス技術研究センター

ものづくりの基盤であるデバイス分野の研究拠点を
形成し、技術教育・研究、地域産業の活性化、人
材育成など産学官のニーズに対応することを目的に
設置されました。
［研究内容］プリント配線基板の開発／太陽電池複
合型リチウムイオン二次電池など
（組織変更により生産技術研究センターに名称変更予定）

金型技術研究センター

大学における「金型技術」をテーマとする日本初の
センターです。金型技術に関わる技術研究の高度
化、国際的な拠点の確立などを目的に設置されま
した。
［研究内容］マイク成形機の研究開発／金型摩耗に
関する研究など

新技術応用展開部門

鋳造技術研究センター
〈水沢サテライト〉

複合デバイス技術研究センター
〈花巻サテライト〉

金型技術研究センター
〈北上サテライト〉

ものづくり技術研究センター

基礎研究部門

鋳造技術研究センター

複合デバイス技術研究センター

金型技術研究センター

理工学部

工学
研究科

地域連携推進センター Center for regional collaboration 
in research and education

「地域に開かれた大学」として、岩手大学の教育研究の進展に寄

与するとともに、知的財産を産業界や住民に還元し、地域振興と

住民の生涯学習に貢献することを通じて「知的創造サイクル」の

確立を目指すことを目的とした組織です。

産学官連携活動

創業支援活動

知的財産移転活動

生涯学習推進活動   ほか

◎自治体との連携によ
る特色有る研究開発
の推進
◎盛岡市産学官連携
研究センター（コラボ
MIU）の活用

◎いわて未来づくり機
構への参加

岩手大学が目指す知的創造サイクル
知財の権利化

利益相反マネジメント

研究開発の推進

戦略的研究開発
ロードマップに
基づく

マネジメント

保護

創生 活用

◎北東北・県内大学連携による
　知的財産活用

◎大学発ベンチャー
◎リエゾンⅠ

◎県内外企業への
　技術移転

地域振興

新事業の創出

他大学との連携

技術移転
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※ ２次元バーコードは研究室などのwebサイトアドレスです。
＊ 理工学部所属予定

教員紹介
Faculty Members

電気電子・情報システム工学専攻

デザイン・メディア工学専攻機械システム工学専攻

機械・社会環境システム工学専攻

社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］

デザイン・メディア工学専攻

金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科

A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科

C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科

E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

會澤 純雄｜AISAWA Sumio

A■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／無機工業化学 Inorganic Industrial Chemistry
 無機材料化学 Inorganic Materials Chemistry
 環境材料化学 Environmental Materials Chemistry
 粘土科学 Clay Science

無機層状化合物を基材とした
新しいナノ複合体の合成とその応用
無機層状化合物の層間は様々なイオンや分子をナノレベルで取り込む性質を
もっています。私はこの性質を利用し、生体や環境にやさしい無機／有機ナノ
複合体の合成とその応用に関する研究に取り組んでいます。最近では、生体分
子や薬剤を層間へ取り込み、分子コンテナ、生体分子キャリア、ドラッグデリバ
リー材料への応用を目指した研究にも挑戦しています。

宇井 幸一｜UI Koichi

A■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／物理化学 Physical Chemistry
 電気化学 Electrochemistry
 無機化学 Inorganic chemistry

「材料を制するものが電池を制する」

「材料を制するものが電池を制する」という言葉があります。電池は多くの材料から構成され、
それらが電池性能に影響を与えています。そこで、各材料の特徴を生かし、それらを組み合わ
せて評価し、新たな問題点を見つけ出し、解決することを繰り返すことで、電池の高性能化を
進めていきます。また、現在のリチウム二次電池の電解質には、有機溶媒系電解質が用いられ
ていますが、その可燃性が安全性の上で問題視されています。そこで、不揮発性及び不燃性と
いう“室温イオン液体”を電解質に適用し、“燃えない電池”を設計する研究も行っています。

大石 好行｜OISHI Yoshiyuki

A■ 役職／教授 Professor
■ 専門／高分子化学 Polymer Chemistry
 高分子材料化学 Polymer Material Chemistry
 機能性高分子化学 Functional Polymer Chemistry

先端産業の発展を支える
機能性高分子の開発

様々な機能性を有する新しい高分子材料が、宇宙航空分野や情報通信分野
などのハイテク産業を支える先端材料として期待されています。このような
ニーズに応えるために、種々の機能団を有する機能性モノマー（高分子の原
料）の合成と、高選択的で高効率な精密重合法の開発を行っています。最近で
は、高耐熱性高分子、高透明性高分子、高屈折率高分子、有機／無機複合材
料、ガス分離膜などの機能性材料を創製しています。

呉 松竹｜KURE-CHU Song-Zhu

A■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／機能性表面工学 Functional Surface Finishing Engineering
 応用電気化学 Applied Electrochemistry
 材料化学 Chemistry of Materials
 ナノ材料の創製 Fabrication of Nanomaterials

機能性ナノ材料の創製と
実用表面技術の開発
種々の表面処理手法（アノード酸化、電気・無電解めっき、ゾル・ゲル法、スパッタ蒸
着）の活用により、金属（Al, Ti, Zr, Cu, Fe）とガラス材料の上に、様々な酸化物
（Al2O3, TiO2, TiO2-TiN, ZrO2）と金属（Sn/Ag3Sn, Ni-Pd, Sn-TiO2, Fe族
-Pt, Ni, Pd, Ptなど）のナノ材料（ワイヤ、チュープ、ポーラス膜、積層膜）を創製する
とともに、自動車端子・コネクタ、車エンジン部品、LEDデバイス、Liイオン電池・燃
料電池、光触媒、太陽電池、垂直磁気記録媒体などへの実用研究を行っています。
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是永 敏伸｜KORENAGA Toshinobu

A■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／有機合成化学 Synthetic Organic Chemistry
 均一系触媒化学 Homogeneous Catalytic Chemistry
 計算化学 Computational Chemistry

元素戦略に基づいた
新規触媒反応の開発とその理論的解明

医薬品や機能性材料の合成に欠かせない金属錯体触媒には、多くの場合レア
メタルが使用されています。私たちのグループでは、「元素戦略」に基づいた未
来型触媒の開発による効率的有機合成法の確立を目指し、理論計算を駆使
した分子設計による超高活性金属錯体触媒の開発（減量戦略）や金属フリー
な新規有機分子触媒の開発（代替戦略）を行っています。さらに開発した触媒
を医薬品の工業生産に利用する試みを企業と共に進めています。

芝﨑 祐二｜SHIBASAKI Yuji

A■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／有機化学 Organic chemistry
 高分子合成化学 Polymer chemistry

有機化学を基盤とした
素材の研究開発

私たち生物を構成する有機物を知ることは、有機化学を理解することから始
まります。私たちの研究グループでは、この有機化学を基盤として、新素材開
発、高強度・高弾性樹脂の開発、機能性素材の開発、生体適合材料の開発な
どを研究しています。化学という純粋な学問の追求とともに、我が国の産業が
より一層発展し、私たちの生活がより豊かで充実したものとなるような発展研
究を行っています。

嶋田 和明｜SHIMADA Kazuaki

A■ 役職／教授 Professor
■ 専門／有機合成化学 Synthetic Organic Chemistry
 複素環化学 Heterocyclic Chemistry
 有機ヘテロ原子化学 Organic Heteroatom Chemistry

有用有機化合物の簡便供給のための、
環境負荷の小さな新合成反応の実現を目指す

本研究室では、含カルコゲン複素環化合物やヘテロ原子を含む活性化学種の高
い化学反応性が、巧妙な制御によって化学種の合成化学的利用が可能になる点
に着目し、多様な有用有機化合物の簡便供給に直結する、環境負荷の小さな新合
成反応の実現を目指しています。更にこの考え方に基づき、カルコゲン原子と炭素
原子の多重結合を含む活性化学種の効率的発生と、それらを用いる生理・薬理活
性化合物（医薬品のもととなる物質）の短段階合成について研究を行っています。

白井 誠之｜SHIRAI Masayuki

A■ 役職／教授 Professor
■ 専門／触媒化学 Catalytic Chemistry
 表面化学 Surface Science
 超臨界流体 Surpercritical Fluid
 グリーンケミストリー Green Chemistry

水と二酸化炭素を利用する
グリーンケミストリー
環境や人体に有害な化学物質の使用や排出を極力押さえ、かつ従来法よりも
高効率で反応を進行させる触媒化学の研究を行っています。具体的には、超
臨界状態を含む高温高圧状態の水と二酸化炭素を、有機溶媒や無機酸の代
替として用い、バイオマスや有機系廃棄物などの未利用資源を有用化学物質
へ変換する触媒技術を開発しています。企業、国研そしてインドなどのアジア
諸国とも連携して研究を進めています。

鈴木 映一｜SUZUKI Eiichi

A■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／分子分光学 Molecular spectroscopy
 量子化学 Quantum chemistry 

分子間相互作用と
光励起状態の分子分光学

分子同士が弱く結合した錯体の構造や電子状態は、化学反応のしくみを知り
新たな反応を設計する上で重要です。私たちは希ガス低温固体中に分子錯体
を捕捉し、各種スペクトルと量子化学計算を用いてその性質を調べています。
また、分子の励起状態の光物理化学的性質は分子周囲の微細環境によって
大きく影響されます。私たちは環境による励起状態の安定化に着目し、有機分
子の励起エネルギー失活過程について詳しく調べています。

竹口 竜弥｜TAKEGUCHI Tatsuya

A■ 役職／教授 Professor
■ 専門／電気化学 Electrochemistry
 触媒工学 Catalysis Engineering
 環境科学 Environmental Science

燃料電池用電極触媒と
次世代二次電池の開発

エネルギーの効率的変換により、環境負荷を低くすることを実現するために、
燃料電池、および、金属・空気二次電池の研究を行っています。家庭用燃料電
池・エネファームに用いられるPt-Ru合金触媒の合金化度を最大値まで高め、
高効率発電を実現。また、次世代の電気自動車に用いる、エネルギー容量の
大きな金属・空気二次電池について、RP型ペロブスカイト酸化物を空気極
（＋）に用いて理論値での充電・放電を実現しました。
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教員紹介
Faculty Members

電気電子・情報システム工学専攻

デザイン・メディア工学専攻機械システム工学専攻

機械・社会環境システム工学専攻

社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］

デザイン・メディア工学専攻

金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科

A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科

C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科

E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

土岐 規仁｜DOKI Norihito

A■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／化学工学 Chemical engineering
 結晶化学 Crystal chemistry

機能性結晶の創製と
結晶化技術の開発

結晶が析出するのは、結晶相が溶液相よりもエネルギー的に有利（安定）だか
らです。しかし、その結晶化メカニズムは複雑で、特定の機能性を持った結晶
の創製や、生成結晶の高度分離、高純度化の研究解明が、医薬品、食料品、化
粧品等の多岐に渡る分野で所望されています。そこで、論理的な結晶構造の
予測と、様々な機能を発現する新規な結晶の創製技術、工業プロセスに応用
できる新しい結晶化法に関して研究しています。

七尾 英孝｜NANAO Hidetaka

A■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／トライボロジー Tribology
 表面化学 Surface Chemistry 

潤滑を極める

トライボロジーとは、簡単に言うと摩擦・摩耗・潤滑に関する科学技術です。省エネル
ギー・省資源をはじめとする環境問題改善はもちろんのこと、人体の関節から宇宙ス
テーションの安定稼働など、幅広い分野で欠くことのできない技術です。摩擦や摩耗と
いったダイナミックな現象は、まさに動いている状態で捉えないと実際の摩擦面で何が
起きているのかわかりません。そこで表面分析装置と摩擦試験機を組み合わせ、摩擦面
で起こっている分解や反応といった現象を解析・検討し、研究を進めているところです。

平原 英俊｜HIRAHARA Hidetoshi

A■ 役職／教授 Professor
■ 専門／分析化学 Analytical chemistry
 無機工業化学 Inorganic industrial chemistry
 無機材料化学 material chemistry
 無機有機ハイブリッド・接着 Inorganic-organic hybrid・Adhesion

無機化合物と有機化合物を複合化
または接着させ、新機能を持つ素材を作る
無機層状化合物（粘土）は生活の中で、家電、自動車、容器、製紙、建築材などで大量に
使用されています。私たちは、地球上に豊富にある無機化合物と有機化合物（ポリマー
やゴムなど）を複合化または接着することで、単独では実現できない機能を持つ素材
を作り出す研究をしています。また、有価金属を回収する研究も行っています。持続発
展社会を実現するため、有限資源から循環型資源への原材料の転換を考え、地球環
境に対応した大きな役割を果たす接着複合化学材料の研究開発を進めています。

村岡 宏樹｜MURAOKA Hiroki

A■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／有機合成化学 Organic synthetic chemistry
 有機構造化学 Organic structural chemistry
 有機機能化学 Organic function chemistry

星型π共役系分子の合成と
環境応答性の発現

ドナー性アリール基（D）-チオフェン（π）-含窒素複素環コア（A）で構成され
る星型π共役系分子の創製とD-π-A型分子特有の分子内電荷移動特性を
利用した環境応答性の発現を目的として研究を行っています。これら環境応
答性分子は、溶媒極性変化、プロトン濃度変化、金属イオンに対する応答を溶
液色・発光色変化として視覚的に検出可能であり、新しい分子センサーとして
の応用が期待できます。

Addition of acid

~ Acid (proton) sensing ~

Hex DCM ACE DMF

~ Solvatochromism ~

Solvent polarityLow High
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八代 仁｜YASHIRO Hitoshi

A■ 役職／教授 Professor
■ 専門／腐食防食工学 Corrosion Engineering
 電気化学 Electrochemistry

金属材料の腐食研究を通して
社会貢献を目指す

金属材料の腐食は私たちの暮らしの安全・安心に対する脅威と大きな経済損
失をもたらします。なぜ錆びるのか、どうしたら防止できるのか、どうしたら検
出できるのかなど、社会のニーズは山積しています。私の研究は、化学の知識
をベースとしてこれらを解決し、社会に貢献することを目指しています。最近は
エネルギー材料に特に力を入れており、ヒートポンプシステム、燃料電池、リチ
ウムイオン電池材料などに関連する研究を進めています。

横田 政晶｜YOKOTA Masaaki

A■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／化学工学 Chemical Engineering

無限の可能性を秘めた結晶の研究

目的生成物と複数の副生成物の中から高純度の目的化合物を生成させる、新しい結晶化
技術の開発が重要な課題となっています。私の研究テーマは、結晶の構成成分となる分
子の合成技術に加え、分子の性質を最大限に生かすよう分子を並べる結晶合成という技
術の開発です。分子がある規則に従って配列している結晶には、無限の可能性が秘められ
ています。論理的背景に基づいた予測とともに、様々な特殊機能を発現する新規な結晶の
創製技術、そして量産化を目的とした新しい結晶化法に関する研究に取り組んでいます。

荒木 功人｜ARAKI Isato

B■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／発生生物学 Developmental Biology
 神経科学 Neuroscience
 分子生物学 Molecular Biology

高レベル軸索性RNAに関する研究

神経細胞の軸索にはRNAが輸送され（軸索性RNAと呼ばれる）、局所的なタ
ンパク質合成が起こり、それが神経回路発生や軸索再生において重要な役割
を果たします。哺乳類では軸索性RNAの存在量は少ないのですが、本研究室
ではニワトリ後期胚の脳で軸索性RNAを大量に含む神経細胞があることを
発見し、その機能を調べています。この研究は神経発生機構のより正確な理
解に加え、神経再生治療への貢献も期待されます。

一ノ瀬 充行｜ICHINOSE Mitsuyuki

B■ 役職／教授 Professor
■ 専門／神経科学 Neuroscience
 生理工学 Physiology
 神経免疫学 Neuroimmunology

中枢神経系および
自律神経の解析による感性評価

工学の発展は、小さい・軽い・早いなどで表現される技術が最優先されてきま
した。しかし、現在の環境問題や人口減・高齢社会を考えると、持続可能な社
会の発展のためには人に優しい工学が求められています。そのためには安心・
安全・快適・健康・便利な工学技術の進歩が必須です。研究室では、このような
工学技術の進歩に必要な人間の快適性を評価する方法について研究してい
ます。健康の維持・未病の改善にもつながる研究です。

小栗栖 太郎｜OGURUSU Taro

B■ 役職／教授 Professor
■ 専門／神経科学 Neuroscience
 生化学 Biochemistry

神経機能素子の構造と機能

チャンネル連結型受容体の一種であるGABA受容体ρ3サブユニットを発見
し、チャンネル機能や視覚経路での発現を明らかにしました。現在はサブユ
ニットの集合機構をタンパク質レベルで研究しています。また、神経機能に必
要である可能性のある機能未知タンパク質を遺伝情報処理により検索し、研
究しています。現在までにシナプスにおける神経伝達物質の放出に必要なタン
パク質を発見し、その機能を研究しています。

尾﨑 拓｜OZAKI Taku 
＊

B■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／生化学 Biological Chemistry
 細胞生物学 Cell Biology
 動物生理学 Animal Physiology

ミトコンドリアカルパインの機能解明と
ペプチド医薬の開発

我々ヒトを含めた生物は１つ１つの細胞から構成されています。その細胞の中
では数多くのタンパク質が存在して、想像を超える精密さで様々な生命現象を
制御しています。その複雑な生命現象の一端を解明するべく、私の研究室で
は、ミトコンドリアに存在する「カルパイン」というタンパク質に着目した基礎
研究を行っています。そこで得られた知見は、網膜や脳の疾患に対する治療薬
の開発といった応用研究へと展開しています。
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教員紹介
Faculty Members

電気電子・情報システム工学専攻

デザイン・メディア工学専攻機械システム工学専攻

機械・社会環境システム工学専攻

社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］

デザイン・メディア工学専攻

金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科

A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科

C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科

E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

坂田 和実｜SAKATA Kazumi

B■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／神経科学 Neuroscience
 生物物理学 Biophysics

線虫の神経回路をコンピュータ上で再現、
生体中の神経回路の信号処理・伝達のしくみを研究

線虫の神経細胞の数は302個で、高等生物と比べ非常に少ない数です。さらに、全ての神
経細胞に名前が付けられて区別されているだけでなく、神経細胞同士の接続の種類と数、
加えて接続の場所までが全て明らかにされています。本研究では、コンピュータ上での線
虫の神経回路を再現し、その回路を使って、生体中の神経回路での信号処理・信号伝達が
どのように行われているのかを詳細に調べています。これまでの結果から、前進運動の際
に頭部と胴体部分の運動を上手に連携させるために必要な条件が分かってきました。

菅野 江里子｜SUGANO Eriko 
＊

B■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／細胞工学 Cell engineering
 視覚科学 Visual science

加齢に伴う
神経変性に対する治療法の開発

網膜を構成する神経細胞の中で、最初に光を受け取る細胞は視細胞です。こ
の細胞は一旦変性してしまうと回復させることができず、失明に至ります。我々
はオプトジェネティクスを応用して、視細胞変性後も残存する網膜の最終アウ
トプット細胞に光を受容する能力を与え、もう一度視覚を取り戻す研究をして
います。この研究では緑藻類の遺伝子を応用しているため、様々な動物種を用
いて安全性を検討しています。

冨田 浩史｜TOMITA Hiroshi

B■ 役職／教授 Professor
■ 専門／視覚神経科学 Visual Neuroscience
 分子生物学 Molecular Biology
 神経科学 Neuroscience 

人工網膜や緑藻類の遺伝子を利用し、
失明者の視覚機能再建を目指す

外界からの情報の80％以上は「眼」を通して得られると言われるように、眼は生活
への貢献度が大きい器官です。毎年約16000人がさまざまな疾患によって失明に
至っていますが、現状ではその視覚機能を回復させる治療法はありません。そこ
で、失明者の視覚機能再建を目指し、眼内へのLSIチップ埋め込みによる人工網膜
や緑藻類の遺伝子を利用した治療研究を行っています。また、これらの研究を通し
て、複雑な視覚情報処理システムの各々の役割を明らかにしたいと考えています。

福田 智一｜FUKUDA Tomokazu 
＊

B■ 役職／教授 Professor
■ 専門／細胞工学 Cell Engineering
 分子遺伝学 Molecular Genetics
 幹細胞生物学 Stem Cell Biology
 動物遺伝学 Animal Genetics

無限分裂細胞と
人工多能性幹細胞に関する研究
我々は幅広い動物種において、細胞周期に関連する共通した３つの遺伝子を
導入することで、元の細胞のゲノム状態や性質を保持したまま無限に細胞分
裂を誘導できることを見出しました。また近年、発展の著しい人工多能性幹細
胞（iPS細胞）技術を動物に適用し、個体や機能の再生と利用を進めています。
これらの細胞における技術を用いて新たな細胞を作り出し、世界中の研究者
と共有の研究資産として利用しています。
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若林 篤光｜WAKABAYASHI Tokumitsu

B■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／分子遺伝学 Molecular genetics
 神経科学 Neuroscience

遺伝学的な研究により、
動物が味を感じるしくみの解明に取り組む

我々ヒトが普段、何気なく感じている五感のうち、におい物質を感じる嗅覚、
味物質を感じる味覚をまとめて化学感覚とよびます。このうち、味覚を検出す
る生物学的なメカニズムについては、現在でも未解明の問題が多く残されて
います。私たちは、高等動物と同様の化学感覚を持っているモデル生物・線虫
を用いた遺伝学的な研究により、動物が味を感じるしくみの解明に取り組ん
でいます。

石垣 剛｜ISHIGAKI Tsuyoshi

C■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／天文学 Astronomy
 天文光学 Astronomical optics

面分光装置の開発に基づく
銀河活動の観測的研究

銀河からの可視光線や赤外線などを分光することによって、銀河を構成する
星やガスの運動状態・物理状態に関する情報が得られます。近年、非常に遠方
の銀河の観測が可能となり、銀河がどのように現在の姿に進化してきたのか
を推測できるようになってきました。本研究室では、銀河のように空間的に広
がった天体からの光を効率良く分光するための面分光装置の開発を行いなが
ら、銀河の観測的研究を進めています。

瓜生 誠司｜URYU Seiji

C■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／物性理論 Theoretical Condensed Matter Physics

ナノ単位の物質や構造を持つものの
電子や光に関する性質を研究

ナノは10-９を意味する接頭語ですが、１ナノメートル（10億分の１メートル）程
度の長さを表す言葉としても用いられます。私たちは炭素のナノ物質、半導体
や金属のナノ構造などの電子や光に関する性質を明らかにする理論研究を
行っています。この微小な世界では、従来の古典的な力学では説明できない不
思議な現象が現れます。私たちの研究は、エレクトロニクスをはじめとする幅
広い分野での応用の基礎になると期待されます。

尾台 喜孝｜ODAI Yoshitaka

C■ 役職／教授 Professor
■ 専門／数学（整数論） Mathematics（Number theory）

代数的整数と素イデアル分解

整数を拡張した概念である「代数的整数」の研究をしています。整数において
素数や素因数分解が研究対象になるように、代数的整数においては「素イデ
アル」や「素イデアル分解」と呼ばれるものが研究対象になります。純粋数学の
中でも長い歴史を持つ伝統的な分野ですが、近年は暗号理論など実用的な
分野への応用も盛んになって来ました。

川崎 秀二｜KAWASAKI Shuji

C■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／時系列解析 Time series analysis
 確率モデル Stochastic models
 応用数学全般 Applied mathematics

時間－周波数局在性と
確率変数極限定理正則化、揺らぎ現象

時系列のウェーブレット解析（WA）の研究に、理論と応用の両面から取り組ん
でいます。従来の確率変数極限定理では、相関が強くなると漸近分布は古典
的な正規分布では無くなりますが、ウェーブレットは時系列の相関を断ち切る
特徴があり、ウェーブレットドメインでの相関の理論的評価を定式化します。ま
た、WAの最も基礎的対象となる自己相似過程や1/f揺らぎ過程クラスの記述
する、様々な物理系の相転移メカニズムを特徴付ける事が課題です。

谷口 晴香｜TANIGUCHI Haruka

C■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／超伝導 Superconductivity
 磁性 Magnetism
 圧力効果 Pressure effect

電子間相互作用の強い物質が示す
新奇現象の探索と解明

超伝導はゼロ抵抗や完全反磁性という現象の華々しさで有名ですが、そのメ
カニズムも魅力的です。超伝導状態では固体中の電子が相互作用して集団運
動しており、量子力学の効果がマクロに発現する珍しい例として注目を集めて
います。このような電子系における新奇な磁気・輸送特性の発見・解明を目指
し、私たちは電荷・軌道・スピンという電子の３つの自由度に着目しながら超伝
導体やモット絶縁体などの研究を行っています。
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教員紹介
Faculty Members

電気電子・情報システム工学専攻

デザイン・メディア工学専攻機械システム工学専攻

機械・社会環境システム工学専攻

社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］

デザイン・メディア工学専攻

金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科

A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科

C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科

E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

中西 良樹｜NAKANISHI Yoshiki

C■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／強相関電子系物理 Strongly correlated electron systems
 磁性 Magnetism／エキゾチック超伝導 Exotic Superconductivity
 多重極限環境下物性測定 Solid state physics under multiple extreme conditions

極限環境下における
新規量子現象の探索と発現機構の解明

身の回りに存在する物質の特性は、その多くが物質中にある素粒子の一つ電
子によって決定づけられています。その電子も集団となり、互いに相関し合うこ
とで一つの電子自身がもつ特徴からは考えられない多種多様な特性を示しま
す。この多電子系の究極的な姿である超伝導、磁性、等の新規量子現象の探
索およびその発現機構について、極低温・強磁場・高圧力と呼ばれる多重極限
環境下で研究しています。

奈良 光紀｜NARA Mitsunori

C■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／数理科学 Mathematical Science

偏微分方程式と
数理モデルの理論研究

偏微分方程式は、様々な自然現象・物理現象を背景にもち、それらの理論的
側面からの理解に不可欠なものです。私の研究では、特に数理生物学や生理
学に関係の深い反応拡散型方程式（非線形放物型偏微分方程式の一種）の
理論研究を行っています。数値シミュレーションを併用しながら、定常解や進
行波などの特別な特性を持つ解の安定性・解の時間漸近挙動の解析、界面現
象のダイナミクスの解明に取り組んでいます。

成田 晋也｜NARITA Shinya

C■ 役職／教授 Professor
■ 専門／高エネルギー物理学 High Energy Physics
 粒子測定器開発 Particle Detector R&D
 凝集計画科学 Condensed Matter Nuclear Science

高エネルギー加速器による
素粒子物理学の研究

根源物質の探索や宇宙の成り立ちを調べる素粒子物理学の研究を行ってい
ます。特に、加速器ニュートリノ実験や国際リニアコライダー実験において、物
質と反物質の対称性の破れ、ヒッグス粒子の性質、暗黒物質・暗黒エネルギー
などを、より詳しく精度良く観測するための粒子測定器の開発に取り組んでい
ます。他に、固体中での新奇な低エネルギー原子核反応の機構解明を目指し
た研究も行っています。

西崎 滋｜NISHIZAKI Shigeru

C■ 役職／教授 Professor
■ 専門／理論核物理学 Theoretical Nuclear Physics

原子核構造と
高密度核物質の理論的研究

原子核は、原子の中心に位置する極微の粒子ですが、陽子と中性子が核力に
よって結合した量子多体系で、多様な運動様式を示します。この原子核の基底
状態や励起状態を微視的模型に基づいて研究しています。また、核物理学の
手法を用いて、巨大な原子核とも言える中性子星の内部の高密度核物質や恒
星の最期を飾る超新星爆発後に生まれる高温高密度核物質の諸性質の解明
に取り組んでいます。
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花見 仁史｜HANAMI Hitoshi

C■ 役職／教授 Professor
■ 専門／宇宙物理学 Astrophysics
 森羅万象の数理物理学 Mathematical Physics for Nature

「かたちに潜む知恵」の解析と
制御のための物理学

銀河進化の研究をしていますが、望遠鏡なども生物のように振る舞い、森羅万
象の「かたち」に潜む機能＝「知恵」を感じるようにもなりました。そこで、構造
体を拘束多体系と捉えて、座標に依存しない幾何代数による物理学を整備し、
「かたち」の多様性を表す「形状空間」とそれを不変に保つ運動学的「変換」と
に分離するなど、森羅万象のゲージ理論の構築も目指しています。

松川 倫明｜MATSUKAWA Michiaki

C■ 役職／教授 Professor
■ 専門／物性物理学 Solid state physics
 超伝導理工学 Superconductor science and engineering
 電子材料学 Electronic materials science

材料作成プロセスの改良による
超伝導特性の向上を目指した研究

本研究室では、金属的二重鎮を有する銅酸化物Pr247において、還元熱処理に
より超伝導を示すことを世界ではじめて発見。現在、材料作成プロセスの改良に
よる超伝導特性の向上を目指した研究を行っています。また、磁場誘起の絶縁体
金属転移を示す物質においても、物理的なフラストレーションと超巨大磁気抵抗
効果の関係を調査し、マルテンサイト変態に類似したステップ状の格子変形を発
見。この物質の形状記憶材料、磁気メモリー素子への応用も検討しています。

宮島 信也｜MIYAJIMA Shinya 
＊

C■ 役職／教授 Professor
■ 専門／行列解析 Matrix Analysis
 数値解析 Numerical Analysis
 数値計算 Numerical Computation

行列問題の解に対する
数値的検証法

計算機を用いた数値計算では、その計算は正確には行われません。四則演算
の結果はその都度有限桁に近似され、極限を含む無限演算は全て有限演算
に近似されます。計算結果から正しい結論を得るためには、計算結果の誤差
評価を行って厳密解の存在範囲を確定する必要があります。計算機上でこれ
を行う手法が数値的検証法です。行列問題の解に対する新たな数値的検証
法の構築が主な研究の興味です。

吉澤 正人｜YOSHIZAWA Masahito

C■ 役職／教授 Professor
■ 専門／物性物理学 Solid State Physics
 低温物理学 Low-temperature Physics
 材料物理学 Materials Physics

固体中の電子が織りなす機能の解明と
それを用いた新しい電子デバイスの開発・研究

固体中の電子が織りなす機能の解明とそれを用いた新しい電子デバイスの開発
を研究しています。具体的には、金属や酸化物、有機物の中で強い相互作用のも
と運動する電子の状態を極限状況で計測し性質を解明するほか、分子エピタキ
シー（MBE）装置を用いて、新しい物質の創製に取り組んでいます。MBEで作ら
れた二硼化マグネシウム（MgB2）超伝導体はデバイスに加工され、生体から発す
る磁場の測定に用いられます。将来は、心疾患の診断に利用されることでしょう。

鎌田 康寛｜KAMADA Yasuhiro

D■ 役職／教授 Professor
■ 専門／金属物性 Physical metallurgy
 非破壊評価 Nondestructive evaluation
 磁性薄膜 Magnetic thin-film

金属材料の新しい非破壊劣化診断法と
品質検査法の研究

発電所など社会インフラの老朽化が進んでおり、それらを安全に維持し保つ
“保全”の取り組みが重要となっています。そのため構造物を壊さず（非破壊）
に健康診断をする方法の開発が必要です。金属の内部では原子配列の乱れ
（格子欠陥）が生じ劣化が進みます。私は格子欠陥に敏感な磁気や超音波を
用いた新しい非破壊劣化診断の研究を行っています。この技術は自動車をは
じめとする様々な金属製品の非破壊品質検査にも応用できます。

小林 悟｜KOBAYASHI Satoru

D■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／磁性物理学 Physics of Magnetism
 非破壊評価 Nondestructive evaluation

磁気的非破壊検査技術に関連する
研究

高技術社会を維持するために、構造物や工業製品の非破壊検査による品質管
理がますます重要になっています。研究室では、材質劣化によって生ずる「格子欠
陥」と「磁性」の相関を利用した「磁気的非破壊検査技術」に関連する研究を進め
ています。具体的には、強磁性構造材料の非破壊劣化診断に有効な「磁気ヒステ
リシス・スケーリング解析法」の基礎開発や、非磁性であるステンレス鋼の経年劣
化における「磁気的非破壊検査法」の有効性の検証などに取り組んでいます。
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教員紹介
Faculty Members

電気電子・情報システム工学専攻

デザイン・メディア工学専攻機械システム工学専攻

機械・社会環境システム工学専攻

社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］

デザイン・メディア工学専攻

金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科

A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科

C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科

E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

関本 英弘｜SEKIMOTO Hidehiro

D■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／材料熱力学 Materials thermodynamics
 材料電気化学 Materials electrochemistry
 金属製錬工学 Extractive Metallurgy

平衡論に基づく
素材プロセスの研究

私たちの生活は、さまざまな金属材料によって支えられています。金属材料は、
鉱石を採鉱し、製錬され供給されていますが、近年、鉱石品位の低下や枯渇、
政治的情勢などにより、金属の供給が逼迫。従来のやり方では、“もの”を作る
素材の調達が困難になりつつあります。このような状況で、サスティナブル（持
続可能）な社会を実現するため、各種金属の新製錬プロセスや金属リサイク
ル、廃棄物処理方法の研究を行っています。

内藤 智之｜NAITO Tomoyuki

D■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／超伝導理工学 Pure and applied physics of superconductivity
 低温物理学 Low temperature physics

超伝導体分野において、
企業との共同研究も積極的に実施

超伝導体分野において、小型・可搬型装置で６テスラを超える補足磁場を実現
するバルク超伝導体の新しい着磁方法を開発しています。温度と磁場の同時測
定により着磁現象を明らかにするこの研究は、汚水処理に用いる磁気分離など
の超伝導応用分野における先端的な研究であり、企業との共同研究にも積極的
に実施しています。また新しいタイプのバルク超伝導体の結晶成長を行い、種々
の酸化物超伝導体の低温・強磁場での熱物性データベースを構築しています。

晴山 巧｜HAREYAMA Takumi

D■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／鋳造工学 Casting engineering
 金属材料学 Metallic materials engineering
 接合工学 Bonding engineering

高機能金属材料の研究開発

鋳造とは溶けた金属を鋳型に流し込み形を得る金属加工法のひとつで、南部
鉄器、自動車・トラック部品、マンホール蓋など身近なところで鋳造材料は利用
されています。また、金属を溶かす工程があるため、様々な元素を添加すること
が容易で、新しい高機能金属材料の開発に適しています。私たちの研究グルー
プでは、鋳造・溶解技術を活用することにより、これまでにない金属材料の開
発、摩擦攪拌接合技術の開発に取り組んでいます。

平塚 貞人｜HIRATSUKA Sadato

D■ 役職／教授 Professor
■ 専門／鋳造工学 Casting Engineering

◎鋳鉄の高強度化・高機能化
◎鋳鉄と異種材料との複合化

エンジンブロック、ピストンリングなどの自動車部品は、鋳造（溶けた金属を鋳
型の中に流し込み、冷やして目的の形状に固める金属加工法）によって作られ
ています。自動車部品の薄肉軽量化のために鋳鉄をより強くする高強度化・高
機能化の研究を行っています。また、自動車部品や機械材料に用いる鋳鉄と
軟鋼やステンレス鋼などの異種材料との複合化の研究にも取り組んでいます。
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藤代 博之｜FUJISHIRO Hiroyuki

D■ 役職／教授 Professor
■ 専門／電子材料学 Electrical materials
 超電導理工学 Superconductor science and engineering
 応用物理学 Applied physics 

エネルギー危惧や自然環境破壊に対して、
材料研究の立場から取り組む

来たるべきエネルギー危惧や自然環境破壊に対して、材料研究の立場から取
り組んでいます。超伝導分野では、永久磁石の10倍以上強力な「超伝導バル
ク磁石」を開発。環境浄化用磁気分離や医療用ドラッグデリバリーシステムへ
の応用を目指しています。熱電エネルギー分野では、全一次供給エネルギーの
70％を占める廃熱を効率よく電気エネルギーに変換する材料開発を行ってい
ます。また、多くの企業や国内外の研究機関との共同研究も行っています。

水本 将之｜MIZUMOTO Masayuki

D■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／複合材料学 Composite Materials
 鋳造工学 Casting Engineering
 接合工学 Joining Engineering

金属と異種材料の複合化および
接合技術の開発

金属とセラミックス等の異なる材料を組み合わせた金属基複合材料（MMC）
は、高い強度および熱伝導率など様々な特性に優れることから、次世代の輸
送機器や産業機械への適用を中心とした幅広い分野への応用が期待されて
います。そこで、MMCのさらなる高性能化のために、金属とセラミックスを理
想的に接合する技術や、MMCを従来の技術よりも安価に大量生産すること
を可能にする技術の開発に関する研究に取り組んでいます。 

山口 明｜YAMAGUCHI Akira

D■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／薄膜材料学 Thin Film Materials
 水素活用材料 Hydrogen Materials
 エコマテリアル Eco Materials

新しい機能を持つナノ構造の
薄膜創製に挑戦

反応性同時スパッタリング法などの成膜法を駆使して、全く新しい金属やセラ
ミックス、それらを複合させた薄膜等を作製し、その構造や性質に関する研究
を行っています。特にこれまで全く想像できなかったナノ構造の組織を有する
薄膜を創製すること、その薄膜に新しい機能を持たせたりするなどに果敢に
挑戦しています。具体的には新たな水素透過薄膜、それを用いた透明度が変
化する窓材料、エコ材料全般の研究などを行っています。

山口 勉功｜YAMAGUCHI Katsunori

D■ 役職／教授 Professor
■ 専門／非鉄製錬 Non-Ferrous Extractive Metallurgy
 冶金熱力学 Thermodynamics of Materials
 高温熱量測定 High Temperature Calorimetry

非鉄金属製錬と金属リサイクル

機能性材料の開発と製造には、銅、鉛、亜鉛などのベースメタルと貴金属やレア
アースなどのレアメタルが不可欠です。日本は金属資源の大消費国であります
が、そのほぼ全ての金属資源を海外からの輸入に頼る資源小国です。我が国の
先端産業を支えるベースメタルとレアメタルのリサイクルは持続可能な社会形
成に不可欠な技術となっています。現在、非鉄製錬や貴金属の企業と共同で、
銅製錬や白金族金属やレアアースのリサイクル技術の開発を行っております。

吉本 則之｜YOSHIMOTO Noriyuki

D■ 役職／教授 Professor
■ 専門／有機機能材料学 Organic materials science

有機半導体薄膜の結晶成長と
構造評価

有機半導体は将来の電気製品の中核となる機能材料として期待されていま
す。私たちは、有機半導体の高品質な結晶性薄膜の作製を目指し、Ｘ線回折に
よって有機半導体分子の凝集過程と薄膜内の結晶構造を明らかにする研究
を行っています。Ｘ線実験のために、大型放射光施設スプリング８で使用する
ための成膜観察装置も私たちの研究室で独自に作製、開発して研究を行って
います。

秋山 雅裕｜AKIYAMA Masahiro 
＊

E■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／高電圧工学 High voltage engineering
 放電プラズマ工学 Discharge plasma engineering

パルスパワー発生装置の開発と
液中プラズマの研究

瞬間的に高電圧を発生させるパルスパワー発生装置に、制御システムを組み
込む研究開発を行っています。プログラミングを用いるため色々な制御を作る
ことができ、様々な応用分野に適応させて大きな結果に繋げることを目指して
います。その他に、水の中でプラズマを生成する研究にも取り組んでおり、液中
のプラズマの発生・進展・バブル形成・衝撃波形成などの機構解明を研究して
います。
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※ ２次元バーコードは研究室などのwebサイトアドレスです。
＊ 理工学部所属予定

教員紹介
Faculty Members

電気電子・情報システム工学専攻

デザイン・メディア工学専攻機械システム工学専攻

機械・社会環境システム工学専攻

社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］

デザイン・メディア工学専攻

金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科

A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科

C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科

E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

叶 榮彬｜YE Rongbin

E■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／電子デバイス Electronics Devices
 有機エレクトロニクス Organic Electronics
 環境発電 Energy Harvesting

環境発電を活用するための
薄膜二次電池・太陽電池の開発

近年、最も注目される環境発電（エネルギー・ハーべスティング）は、身の回りにある光や熱、
振動、電波のエネルギーを電気エネルギーに変換し、電池やケーブル等による電力供給を
必要とせずに機器等を駆動させる技術です。私たちは、微小電力を貯める薄膜二次電池と
室内光で発電する薄膜太陽電池の開発に取り組んでいます。今まで電源がなかった場所
に微小電力を安定して供給することによって新しい機能を発現させ、長時間持続可能なメ
ンテナンスフリーの電源として、さまざまな応用分野への適用が期待されています。

長田 洋｜OSADA Hiroshi

E■ 役職／教授 Professor
■ 専門／計測・制御工学 Measurement and Control Engineering
 センサ工学 Sensor Engineering
 電子デバイス・電子機器 Electric Device/Electric Equipment

生体由来の発熱制御機構の解明と
工学的温度制御システムの開発

岩手県等の寒冷地に自生する、氷点下を含む外気温度の変動にも関わらず体
温を20℃程度に維持できるザゼンソウという恒温植物を材料に、連合農学研
究科との共同研究により、生体由来の発熱制御機構の解明と、それに基づく
工学的温度制御システムの開発に取り組んでいます。また、酸化亜鉛という紫
外線領域で動作する物質に関して、その結晶作製から次世代光デバイスであ
る紫外線LEDや紫外線センサ等の開発にも取り組んでいます。

菊池 弘昭｜KIKUCHI Hiroaki

E■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／磁気応用 Applied magnetics
 非破壊評価 Non-destructive evaluation
 磁気利用センシング Magnetic sensing

磁気利用センシングと
電磁非破壊評価応用

磁石の性質を示す材料（強磁性材）の特性変化や電磁現象を利用し、さまざま
な物理・情報量を検出する磁気利用センシング技術の開発に取り組んでいま
す。そのキーデバイスである磁場の強さや方向を検出する磁界センサーの高
機能化を目指すとともに、大型構造物の劣化や鋼材の微小な欠陥を破壊せず
に検査する非破壊評価技術に応用する研究を進めており、人々が安心して暮
らせる社会の実現に貢献することを心がけて研究を行っています。

小林 宏一郎｜KOBAYASHI Koichiro

E■ 役職／教授 Professor
■ 専門／生体磁気計測 Biomagnetic measurement
 電子計測工学 Electronic measurement engineering
 信号処理工学 Signal processing
 生体計測工学 Biomeasurement engineering 

生体センシング技術の開発と
信号処理に関する研究
主に、心臓から発生する磁界を超高感度磁気センサ（SQUID磁束計）で検出
し記録する心磁図計測システムの開発を行っています。具体的には、SQUID
磁束計の制御用電子回路や生体センシング機器の設計・製作、生体信号計
測、解析プログラムの作成などが研究テーマです。さらに、鉄筋コンクリート構
造物の塩害を検査する非破壊検査装置の開発にも取り組んでいます。
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佐藤 宏明｜SATO Hiroaki

E■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／計測制御工学 Measurement and Control Engineering
 システム工学 Systems Engineering
 ディジタル信号処理 Digital Signal Processing

制御装置の最適な設計に応用するための
シミュレーション＆Virtual-Reality

実世界のシステムをコンピュータ上に再現し、それを制御装置の最適な設計
に応用するためのシミュレーション＆Virtual-Reality技術に関する研究をお
こなっています。この技術は自動車などの工業製品の開発、人工衛星など宇宙
技術の開発といった場面でシステムの設計・検証を短時間で完了することに
役立っています。また、信号処理技術を用いて生体から発せられる生体信号を
分析処理し、生体活動を効果的に計測する研究にも取り組んでいます。

大坊 真洋｜DAIBO Masahiro

E■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／光電子工学 Opto-electronic system
 電磁気学 Electromagnetics
 電子計測工学 Electronic measurement engineering

ベクトル・ポテンシャル・コイルの研究

ベクトル・ポテンシャルは、磁場や電場の元となる量であり、量子力学の領域で
は電子の位相をシフトさせる能力があります。最近、我々は磁場を発生させず
にベクトル・ポテンシャルを発生させる特殊なコイルを開発し、ベクトル・ポテ
ンシャルが高い透過性を持つことを発見しました。ベクトル・ポテンシャルに
よって対象内部に非接触で電圧を発生させることにより、物体内部や体の内
部を検査する新しい装置の開発に挑戦しています。

高木 浩一｜TAKAKI Koichi

E■ 役職／教授 Professor
■ 専門／電磁エネルギー工学 Electromagnetic energy engineering
 高電圧パルスパワー工学 High-voltage pulsed power engineering
 プラズマ工学 Plasma engineering

プラズマを生成するため
パルスパワー技術の研究開発

放電プラズマや高電圧工学は電子デバイスやエネルギー変換など、ユビキタス社
会や低環境負荷社会の構築に大きく貢献しています。近年は医療、バイオ、農業
分野や環境保全など、新しい応用分野が広がっており、私たちは、各応用に適し
たプラズマを生成するための電源（パルスパワー）技術や、環境保全、農業・食品、
材料分野への応用研究をおこなっています。また、明日の地球と地域と人づくりの
ため、小学校や科学館と連携したエネルギー環境学習にも取り組んでいます。

高橋 克幸｜TAKAHASHI Katsuyuki 
＊

E■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／高電圧パルスパワー工学 High-voltage pulsed power engineering
 プラズマ工学 Plasma engineering
 静電気工学 Electrostatic engineering 

放電プラズマを用いた汚水の浄化

高電圧を用い、水中で放電プラズマを発生させると、ヒドロキシラジカルなど
の非常に酸化力が高い化学的活性種が生成されます。これを利用することに
よって、従来の汚水処理技術では分解が困難であった難分解性有機化合物
を、選択制無く高速で分解処理することができます。この技術の確立と普及実
現のため、放電現象の理解、電源によるプラズマの制御、有機化合物分解効果
の実証、処理システムの検証など幅広く取り組んでいます。

恒川 佳隆｜TSUNEKAWA Yoshitaka

E■ 役職／教授 Professor
■ 専門／ディジタル信号処理 Digital Signal Processing
 システム工学 System Engineering
 計算機工学 Computer Architecture

ディジタル信号処理の応用と
ハードウェアアルゴリズムの開発

高度情報化社会の形成において、「ディジタル信号処理」の重要性は益々高
まってます。本研究室では、ディジタル信号処理の基礎から応用まで、さらには
高性能ＬＳＩプロセッサの研究開発を行っています。また、映像処理や暗号処
理の分野など高速性が求められる各種のアプリケーションにおいて、これまで
とは異なる、並列実現を前提とする新たなハードウェアアルゴリズムの研究開
発を行っています。

西館 数芽｜NISHIDATE Kazume

E■ 役職／教授 Professor
■ 専門／電子デバイス Electronic Device Physics

最新の科学理論とスーパーコンピュータを
駆使し、物質の電子構造を探る

私たちの現代生活を支える半導体。その性質は、バンドギャップや欠陥準位、
不純物レベルといった電子構造に由来します。私たちの研究室では、最新の科
学理論とスーパーコンピュータを駆使して、物質の電子構造を探っています。
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＊ 理工学部所属予定

教員紹介
Faculty Members

電気電子・情報システム工学専攻

デザイン・メディア工学専攻機械システム工学専攻

機械・社会環境システム工学専攻

社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］

デザイン・メディア工学専攻

金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科

A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科

C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科

E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

本間 尚樹｜HONMA Naoki

E■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／無線通信工学 Wireless communication
 アンテナ工学 Antenna engineering
 電磁波工学 Radio wave engineering

電波枯渇問題を解決する
アンテナシステム技術の研究

携帯電話に代表される「ワイヤレスコミュニケーション」の普及にともなう電波
枯渇問題を解決するアンテナシステム技術に取り組んでいます。特に注目して
いるのは「MIMO（Multiple-Input Multiple-Output）伝送」。これは、利用
周波数を増やさずに大容量伝送を実現する画期的技術です。また、人と人だ
けではなく物どうしの通信や、ワイヤレスコミュニケーション技術の非通信分
野への適用についても検討を行っています。

三浦 健司｜MIURA Kenji

E■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／磁気応用工学 Applied magnetics
 電子デバイス工学 Electronic device engineering
 環境電磁工学 Electromagnetic compatibility

マイクロ波帯電磁複合材料
作製・評価とその応用

スマートな情報通信社会実現のため、高速通信だけでなくセンシングや電力
伝送に電波を利用する試みが進んでいます。私たちは誘電特性と磁気特性を
高周波帯で併せ持つ電磁複合材料とその応用デバイスに関する研究を行って
います。応用のひとつとして、混練型木質プラスチックを母材とした電波吸収
体を提案しており、電波干渉が起こっている空間でも違和感なく設置できる、
内・外装材と一体化した電波吸収体の実現を目指しています。

向川 政治｜MUKAIGAWA Seiji

E■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／放電プラズマ工学 Discharge Plasma
 半導体工学 Semiconductor
 素粒子物理 Particle Physics

放電プラズマの生成と応用

放電プラズマの生成と応用を主な研究対象としています。放電プラズマは、各
種材料の表面改質や半導体デバイスプロセスなどに幅広く用いられています。
現在は主に、プラズマから基板の熱流束の測定や、低誘電率薄膜、大気圧プラ
ズマ、マイクロプラズマの研究、および放電プラズマに関する各種計算を行って
います。また、大気圧プラズマの応用として、高分子材料表面処理（親水化、疏
水化、窒化）の研究に、学内外の研究者とともに携わってきました。

明石 卓也｜AKASHI Takuya

F■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／メディア情報学 Media Informatics
 コンピュータビジョン Computer Vision
 ヒューマンインタフェース Human Interface
 ヒューマンセンシング Human Sensing

マシンと人間のよりよい関係の構築

ロボットなどのマシンと人間のよりよい関係の構築のために重要な、マシンが
人間を理解するための技術（HS:ヒューマンセンシング）や、マシンと人間の境
界（HI:ヒューマンインタフェース）。本研究室では、基礎研究として人工知能や
進化計算を用いたコンピュータビジョン、HS、視覚情報処理を研究。応用研究
では、生理学・心理学的知見に基づくHI、人物追跡、ロボットの自律動作のた
めの視覚情報処理システムなどの研究を行っています。
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安倍 正人｜ABE Masato

F■ 役職／教授 Professor
■ 専門／情報工学 Information Science

振動を利用した物体中の
欠陥診断の研究

振動を利用した物体中の欠陥の診断について研究しています。現在は防波堤に用
いられる大規模コンクリート建造物ケーソンに穴が開いていないかを、水中に潜ら
ずに診断する方法を研究しています。ケーソンに穴が開いている場合、表面を打撃
すると音が反射して戻ってきます。この反射波を検出し穴の有無を診断しますが、
実際には構造物の壁や表面を伝わる波も同時に検出されるため、診断が困難でし
た。しかしこれら不要な波を除去する方法を開発し、診断が可能となりました。

金 天海｜KIM Chyon Hae

F■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／ロボティクス Robotics
 人工知能 Artificial intelligence
 最適化 Optimization

ロボットにとって
最適な知能に関する研究

人や動物とは異なる第三の知的構造物であるロボットの知能は未だ発展の
途上であり、その最適なあり方を探求する必要があります。ヒト型ロボット、水
上ロボット、自動走行車などが必要とする環境認識技術や自動制御技術の開
発を通じて知能の新しい体系を研究しています。また、これらより得られた基
礎技術をもとに産業応用を積極的に進めています。

木村 彰男｜KIMURA Akio

F■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／画像認識 Image Recognition
 コンピュータビジョン Computer Vision

多様な分野に応用できる
画像処理技術の研究開発

コンピュータを利用した画像処理技術の研究を幅広く行っており、特に生産ライン
での不良検査や製品の自動組み立てなどに応用される「画像認識」に力を入れて
います。これまでに、カメラ視点に依存しない形状認識、成長変形を伴った牛の鼻
紋パターン認識などのアルゴリズムを開発してきており、最近では、一枚の画像か
ら３次元的な情報を抽出するアルゴリズムの研究や、小型軽量のカメラ搭載型ラ
ジコンヘリコプターを利用して3次元復元を行う研究などにも取り組んでいます。

今野 晃市｜KONNO Kouichi

F■ 役職／教授 Professor
■ 専門／メディア情報学 Media Informatics
 情報考古学 Archaeological Informatics

データ圧縮・転送技術、
バーチャルリアリティの研究

インターネットを通じて３次元データのやり取りを容易かつ高速に実現するた
めのデータ圧縮・転送技術、バーチャルリアリティの研究を行っています。具体
的には、遠隔地にある３次元データをバーチャルな空間に転送し、そこにある
物体に触ったり、掴んだりすることでリアリティのある展示環境を構築する手
法が求められています。たとえば、博物館などでショーケースに入れられて展
示されているものに、自由に触れられるようにするシステムを開発しています。

佐藤 信｜SATOH Makoto

F■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／情報工学 Information Engineering

日常的な感覚での
ソフトウエア開発を可能にする研究

自然からの知見に基づき、ソフトウエアに必要な特徴を紡ぎ出す研究をしてい
ます。ソフトウエアを創造する場合に、特徴の類似性をコンピュータで取り扱う
ことを可能にし、日常的な感覚でのソフトウエア開発を可能にすることが研究
のテーマです。また、スモール・インテリジェント・システムでの並行・分散処理
ソフトウエア・パターンをテーマとした、スモール・コンピュータ・システムのた
めの研究もしています。

永田 仁史｜NAGATA Yoshifumi

F■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／情報工学 computer science
 音響信号処理 audio signal processing

音響信号処理の新たな領域への展開

雑音抑圧、音源方向推定、音の伸縮変換処理など、従来から行ってきている可
聴音領域の研究課題に加え、超音波によるコミュニケーションや超音波源の
発見と可聴化など、超音波に関するテーマに新たに取り組んでいます。また、
地域課題として南部風鈴の音色設計に関して研究を行っています。
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＊ 理工学部所属予定

教員紹介
Faculty Members

電気電子・情報システム工学専攻

デザイン・メディア工学専攻機械システム工学専攻

機械・社会環境システム工学専攻

社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］

デザイン・メディア工学専攻

金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科

A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科

C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科

E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

中谷 直司｜NAKAYA Naoshi

F■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／計算機システム・ネットワーク Computer Systems and Network

進化的アルゴリズムを用いた
未知ウイルスの検出

情報化社会を支えるコンピュータネットワークやセンサネットワークの研究を
行っています。特にセキュリティに関わるコンピュータウイルスについて研究を
進めており、生物の進化にヒントを得た進化的アルゴリズムを用いて、未だ知
られていない新しいウイルスの検出に挑戦しています。最近は、コンピュータウ
イルスの特徴を形状と色で表現し可視化することで、ウイルスの解析や検出に
役立てようという研究にも取り組んでいます。

西谷 泰昭｜NISHITANI Yasuaki

F■ 役職／教授 Professor
■ 専門／計算機科学 Computer Science
 アルゴリズム理論 Algorithm Theory

「並列・分散」をキーワードに、
アルゴリズムやシステムの研究開発を行う

「並列・分散」をキーワードにアルゴリズムやシステムの研究開発を行っています。
並列・分散の計算原理は、一人より多人数でやるほうが早いという簡単なもの。計
算の速さも魅力ですが、それぞれの計算機の単純な動作を工夫すれば、全体をコ
ントロールしなくても目的の仕事ができるところに面白さがあります。下のグラフ
は、校庭に散らばった子どもたちが円形に並ぶ過程を表示したもの。子どもは円の
中心を知らず、提示する先生もいません。お互いの位置関係だけで移動します。

西山 清｜NISHIYAMA Kiyoshi

F■ 役職／教授 Professor
■ 専門／情報工学 Information Engineering

推定理論と機械学習に基づく
システムの知能化

急速にシステム化が進み、人間が行ってきたことを機械やコンピュータが担う
機会が増えている現代社会。このような要求に応えるためには、人間のように
学習能力や認識能力を持ったシステムの開発が欠かせません。当研究室では、
最適化と推定をキーワードに、さまざまなシステムの知能化に取り組んでいま
す。特に、脳の知覚特性を利用した高臨場感の再生と伝送やロボットの遠隔
操作に関する研究に力を注いでいます。

萩原 義裕｜HAGIHARA Yoshihiro

F■ 役職／教授 Professor
■ 専門／パターン認識・情報処理工学 Pattern Recognition and Information Processing
 ロボット工学 Robotics
 三次元コンピュータグラフィックス 3D Computer Graphics

脳・視覚－計測、認識、理解と
その制御に関する最先端の研究

未来のロボットやコンピュータには、周囲の状況への理解力、知識発見能力、
論理的思考力、情報を補ってイメージする能力が必要になります。私たちは、こ
れらの能力の実現を目指すとともに、CG作成ソフトや3Dゲームに役立てた
り、ロボット制御に応用したり、医師を始め高度な訓練を受け専門的な知識や
スキルを持つ技術者に準じた判断能力を実現することにより、社会で役立つ
ロボットやソフトウエアを開発しています。
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平山 貴司｜HIRAYAMA Takashi

F■ 役職／講師 Lecturer
■ 専門／計算機科学 Computer Science

ディジタルシステムの自動設計ソフトウェア

昔は技術者が図面を引いて設計していたディジタル回路も、現代はコンピュー
タに計算させて自動設計します。そのため、自動設計ソフトウェアがいかに上
手に計算するかが、回路の品質を左右します。本研究室では、ますます大規模
化するディジタル回路設計に対応するために、より計算効率の良い自動設計ソ
フトウェアを開発することを目標に研究をしています。特に、「EXORゲート」と
いう素子を活用した回路の自動設計の研究に取り組んでいます。

藤岡 豊太｜FUJIOKA Toyota

F■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／ディジタル信号処理 Digital signal processing
 音響工学 Acoustical engineering

スピーカの高調波ひずみ率測定法や
構造物の非破壊検査法に関する研究

スピーカの高調波ひずみ率測定法や構造物の非破壊検査法に関する研究を
行っています。スピーカ再生音で主要な歪み成分は高調波ひずみであり、高調
波ひずみ率を短時間で正確に測定できることはスピーカを使用する際に重要
となります。また、構造物の非破壊検査では、外部からの音（振動）を用いて、コ
ンクリート構造体やボルトなどさまざまなサイズの構造体の内部異常を簡単・
正確に検査する手法の研究開発を行っています。

藤本 忠博｜FUJIMOTO Tadahiro

F■ 役職／教授 Professor
■ 専門／情報工学 Computer Science

モノの形を
コンピュータ上でいかに表現するのか

モノの「形（形状）」をコンピュータ上でいかに表現するかを研究のテーマにしてい
ます。人為による幾何学的なものから自然界に見られる複雑なものまで、多種多
様な形状の特徴や規則性をとらえ、より少ない情報量で効率よく表現したり、効
率的に取り扱うための方法を考えることを目標にしています。現在は、複数のカメ
ラで撮影した実映像から３次元形状を復元するモデリング技術と、任意の視点
から観た映像を生成するレンダリング技術に関する研究に取り組んでいます。

松山 克胤｜MATSUYAMA Katsutsugu

F■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／コンピュータグラフィックス Computer Graphics
 コンピュータビジュアリゼーション Computer Visualization
 インタフェースデザイン Interface Design

ユーザインタフェースと
リアルタイムアニメーション

ソフトウェアを効率的に操作することや、対象の理解を促すことを目的に、新し
いインタフェースのデザインと開発を行っています。主に、地図や投影図、３次
元形状を対象に、視点の切り替えや多視点的な表示ができるようなインタ
フェースを開発しています。また、コンピュータグラフィックスの研究も行って
います。これまでに、リアルタイムにアニメーションを生成する技術や、リアルタ
イムに効果音を生成する技術を開発しました。

三輪 譲二｜MIWA Jouji

■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／知能情報 Computer Information Sciences

「情報技術」「音声情報処理」の応用研究で
人に優しいコンピュータシステムを構築

人に優しいヒューマンインタフェースのコンピュータ利用を目的とした「情報技
術」「音声情報処理」の応用研究を行っています。情報技術の応用研究では、先
進的マルチメディア処理を用いた統合型キャンパスシステム「iCampus」の
e-Learningシステムを構築し、授業や試験などで実際に利用しています。音声
情報処理では、音声認識、音声合成、音声分析などの要素技術を組み合わせ
た発音評価やWeb読み上げなどの新しいシステムを研究開発しています。

山中 克久｜YAMANAKA Katsuhisa

F■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／理論計算機科学 Theoretical computer science
 アルゴリズム理論 Algorithm theory
 離散数学 Discrete mathematics
 グラフ理論 Graph theory

「あみだくじ」を列挙する
超高速アルゴリズムを開発
アルゴリズムやグラフ理論に興味を持っています。主に、列挙や符号化に関する高
速なアルゴリズムを設計することが研究テーマです。最近では「あみだくじ」を列挙
する超高速なアルゴリズムを開発しました。あみだくじは、日本人にとってなじみ深
いだけでなく、代数学や幾何学の分野に登場する重要なオブジェクトでもあるの
です。設計したアルゴリズムは、理論的にはこれ以上改善できないほど高速にあみ
だくじを列挙します。すなわち世界で一番高速なアルゴリズムとなっているのです。
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＊ 理工学部所属予定

教員紹介
Faculty Members

電気電子・情報システム工学専攻

デザイン・メディア工学専攻機械システム工学専攻

機械・社会環境システム工学専攻

社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］

デザイン・メディア工学専攻

金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科

A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科

C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科

E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

吉森 久｜YOSHIMORI Kyu

F■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／情報フォトニクス Information Photonics
 光工学 Optical Engineering
 統計光学 Statistical Optics

光の干渉現象を利用した
「ディジタル分光ホログラフィー」を開発

私たちの生活にとって身近な光は、物体のもつ３次元の位置情報と色情報を
伝えるという大切な役割を担っています。本研究室では、光の干渉現象（ふたつ
の光波が重なった時に光が強め合ったり弱め合ったりする現象）を利用し、光
の干渉縞から物体の持つ３次元位置情報と色情報を、コンピュータによって同
時に再生する新しい計算イメージング技術「ディジタル分光ホログラフィー」を
開発しました。現在、この技術の実用化を目指して研究を進めています。

盧 忻｜LU Xin

F■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／統計的パターン認識 Statistical pattern recognition
 多変量時系列解析 Multivariate time series analysis
 コンピュータビジョン Computer vision

確率的な解析手法を用いてロバストな追跡法を
研究、新たなヒューマンインタフェースの開発を行う

コンピュータが車両や人物と言った対象を視覚的に追跡するとき、対象が急激
に変化すると追跡性能が低下します。その問題を解決するために、確率的な解
析手法を用いてロバストな追跡法を研究し、新たなヒューマンインタフェース
の開発を行っています。具体的には、手足の不自由な人などがパソコンを操作
する方法として、安価なWebカメラのみで口や目などの動きを追跡することに
より、マウスカーソルと同等な操作性を有するカメラマウスを開発しています。

上野 和之｜UENO Kazuyuki

G■ 役職／教授 Professor
■ 専門／流体力学 Fluid Dynamics
 航空宇宙工学 Aerospace Engineering
 材料電磁プロセッシング Electromagnetic Processing of Materials

空気の流れ・水の流れ・
融けた金属の流れ

流体力学（水や空気の流れ）を基礎にしていろいろな研究をしています。研究
対象は航空宇宙関係、金属材料プロセス関係、固液・気液相変化を伴う流れ
などです。実験的研究では新型飛行船の開発と風洞の磁気支持天秤の開発
に取り組んでいます。数値シミュレーションでは大気圏突入カプセルまわり流
れから樹枝状結晶まわりのミクロ流動までいろいろなスケールの流れの予測
を試みています。

内舘 道正｜UCHIDATE Michimasa

G■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／機械工学 Mechanical engineering
 サーフェスメトロロジー Surface metrology
 トライボロジー Tribology

最適な表面テクスチャを作成するための
コンピュータ解析

機械システムにおいては、摩擦によってエネルギー損失が生じ、摩耗によって
材料表面が劣化することで機器が寿命を迎えます。例えば、自動車では摩擦
を数％制御するだけで年間何万トンものCO２削減につながります。研究では、
表面の微細な凹凸（テクスチャ）が摩擦や摩耗に与える影響に着目し、最適な
表面テクスチャを作成するためのコンピュータ解析を行っています。また、水を
始めとする潤滑環境下での材料の劣化に関する研究にも取り組んでいます。
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小野寺 英輝｜ONODERA Hideki

G■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／流体工学 Fluid Engineering
 風力エネルギー工学 Engineering for Wind Energy
 産業考古学 Industrial Archeology

小型風車の最適設計をメインとした
自然エネルギーの利用に関する研究

自然エネルギーの利用に関する研究、特に小型風車の最適設計に関する研究を行っ
ています。風力エネルギーの利用において、大型風車は風速や景観の問題から、今後
急速な普及は見込みにくいといえます。本研究室では、ビル周辺の高風速を利用した
非常用電源、山岳部や砂漠における独立電源としての利用を念頭に置いた小型風車
を課題としています。特に、高速回転が特徴の小型風車の欠点といえる風切り音の
低減、少ない回転数でパワーの出る垂直軸風車の性能向上に取り組んでいます。

加藤 大雅｜KATO Hiromasa

G■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／航空宇宙工学 Aerospace Engineering

解析データの処理を直感的にする方法や、
設計最適化全体を効率化する方法を研究

最近の航空機用エンジンは、CADシステムを軸に流体、構造、熱伝導など多分野の連
成数値解析に助けられて設計されます。設計最適化は、解析結果を基に設計を改善
し、高性能化を効率的に行うものですが、計算性能の向上とともに解析過程は複雑
化、データ量も急激に増えたため、解析データの処理を直感的にする方法や、設計最
適化全体を効率化する方法を研究しています。また、近年の複雑化した数値解析環境
におけるソフトウェアエンジニアリング手法の有用性についても研究を進めています。

佐々木 誠｜SASAKI Makoto

G■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／生体工学 Bioengineering
 リハビリテーション工学 Rehabilitation Engineering
 ヒューマンインタフェース Human Interface
 ロボット工学 Robotics

人の生活を豊かにする
ライフサポートテクノロジー
本研究室では、医学系研究機関との連携により、高齢者や障害者の自立生活
やリハビリテーションを支援する様々な研究、たとえば，舌の運動で電動車い
すやPC等を制御するための重度四肢麻痺者用インタフェースの開発、摂食嚥
下障害者の口腔機能訓練や聴覚障害者の発話訓練を支援する新しいリハビ
リテーションシステムの開発、個々人に適した口腔ケア技術を習得するための
シミュレータ開発などに取り組んでいます。

佐藤 淳｜SATOH Atsushi

G■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／制御工学 Control Engineering
 航空宇宙工学 Aerospace Engineering

システム制御理論および
航空宇宙システムへの応用

今日、ものづくりの現場から個 の々製品にいたるまでの様 な々場面で自動制御が
必要とされています。システム制御理論では制御対象が持つ動的な性質を明ら
かにするとともに、これを利用して適切に操るための手法を研究します。佐藤研
究室ではハイブリッドシステムの制御や、LMIアプローチ等の数値最適化手法を
利用した制御に関する研究を行っており、JAXA等の外部組織と連携して無人
航空機（UAV、ドローン）などの航空宇宙システムの研究にも取り組んでいます。

清水 友治｜SHIMIZU Tomoharu

G■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／金型技術 Die and mold technology
 品質工学 Robust Quality Engineering
 トライボロジー Tribology

不良品の発生を高精度に検出する手法の
考案、実証研究を行う

金属を金型で押しつぶすプレス加工は、さまざまな形状を作り出し、多くの部品
加工を効率よく生産するために使われる、大量生産に最も適した加工法。自動車
部品や情報機器など最先端の産業にも広く使われています。しかしごくまれに、
さまざまな要因で不良品が発生することがあり、問題への対応が強く求められて
きました。そうしたニーズに応えるため、不良品の発生を高精度に検出するAE
（アコースティック・エミッション）という手法の考案、実証研究を行っています。

末永 陽介｜SUENAGA Yosuke

G■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／燃焼工学 Combustion engineering

燃焼現象の基礎と
その応用に関する研究

自動車や航空機のエンジンは、燃料を燃焼させて動力を得ています。エンジン
の高性能化には、燃焼現象の基礎を理解し、新たな燃焼技術の開発に役立て
ていく必要があります。当研究室では、複雑な流れ場および濃度場に着目した
燃焼現象の基礎研究に取組んでいます。研究成果は、超小型燃焼器やバイオ
マス燃焼ボイラの開発にも応用されており、鉄・非鉄金属の超微粉末材料の
製造を可能とする超音速燃焼器の開発にも役立てられています。
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社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］

デザイン・メディア工学専攻

金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科

A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科

C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科

E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

谷口 英夫｜TANIGUCHI Hideo

G■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／流体力学 Fluid dynamics
 乱流遷移 Laminar-turbulent transition
 流体機械 Fluid Machinery

翼周りの非定常流れ挙動の解明

流体機械の性能向上を目的に、流れの不安定性や乱流遷移に関する研究を
行っています。主に、風洞実験により航空エンジンの低圧タービンや軸流圧縮
機における翼まわりの非定常流れを熱線流速計、多孔圧力プローブ、粒子画
像流速測定法、流れの可視化などを利用して調べています。

西川 尚宏｜NISHIKAWA Naohiro

G■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／生産機械工学 Production Mechanical Engineering
 マイクロ加工学 Micro-Machining
 廃水処理 Liquid Waste Treatment

機械加工の加工液を開発。
問題だったサビを防ぐ

従来の機械加工（切削・研削）に使われる加工液には、油や界面活性剤などの薬
剤が含まれ、作業者の健康被害が懸念されたり、廃液の処理（焼却など）にかか
るコストや温室効果ガスの排出という問題があります。そこで開発したのが加工
液に水のみを使用する「電気防錆加工法」。水で加工する場合に問題だったサビ
を、加工対象（鉄材）に微弱電流を流すことで防ぎます。このほか、金属を削るの
ではなく堆積させる「付着加工」によるマイクロ加工についても研究しています。

西村 文仁｜NISHIMURA Fumihito

G■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／計算固体力学 Computational Solid Mechanics

数値シミュレーションにより、材料内部の
ミクロ挙動とマクロ挙動の関係を解析する

複雑な熱・力学的負荷が作用する大型の形状記憶合金素子の実用化を目的とし
て、数値シミュレーションによる材料内部のミクロ挙動とマクロ挙動の関係の解
析を進めています。また、高精度プレス加工や射出成形加工には金型の変形を無
視できないことから、成形加工の数値シミュレーションにより加工中における金
型の温度分布、熱変形状態を解析。金型温度や部品レイアウト、加工プロセスの
最適化により、加工精度を向上させるための手法の研究にも取り組んでいます。

廣瀬 宏一｜HIROSE Koichi

G■ 役職／教授 Professor
■ 専門／熱工学 Thermal Engineering

熱の移動が原因で起こる
様 な々自然現象を計算を通して研究

熱の移動が原因で起こるいろいろな自然現象を、実験やコンピュータを用いた
計算を通して研究しています。例えば、氷が解けたり固まったりする時の氷の形
状とその周りの水の流れとの関係を調べています。プラスチック製品を作る際、
金属を彫り込んで形を造り（金型と呼ばれます）、その中で樹脂を固めて製品を
作りますが、そのときの樹脂の流れるようす、金型を冷やすことによる樹脂の固
まり方などを調べ、より良い金型の作り方を探るなどの研究をしています。
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福江 高志｜FUKUE Takashi

G■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／伝熱工学 Heat Transfer
 流体工学 Fluid Engineering
 熱工学 Thermal Engineering
 電子機器の熱設計 Thermal Design of Electronic Equipment 

熱エネルギーの高効率制御法の創生と
次世代電子機器への展開
電気や光など、我々が日常使用するエネルギーは最終的に全て「熱エネル
ギー」に変わります。よって持続可能な社会の構築に向けた「ものづくり」のた
めに、熱効率の向上が重要です。当研究室では、自然界に学んだ「脈を打つ流
れ」や、ミクロジェットを用いた新しい省エネ冷却技術を提案しています。次世
代の電気自動車やコンピュータ、タブレットなどの放熱に対する応用を目指し
て研究を進めています。

船﨑 健一｜FUNAZAKI Kenichi

G■ 役職／教授 Professor
■ 専門／機械工学 Mechanical Engineering
 ターボ機械 Turbomachinery
 航空宇宙工学 Aerospace Engineering

高性能で環境に優しく
低燃費なエンジンに関する研究

航空宇宙に関する研究、特に、高性能で環境に優しく低燃費な航空エンジンや高
信頼性ロケットエンジンに関する研究を、風洞実験装置や最新鋭の測定機器高
性能コンピュータを用いて行っています。また、研究の基礎となっている流体工学
の知識やコンピュータシミュレーション技術を用いて、高効率発電システムや低
騒音ファンに関する研究もしています。これらの多くは企業等との協同研究であ
り、研究活動を通じて基礎から応用まで幅広い知識を身に付けることができます。

北條 智彦｜HOJO Tomohiko

G■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／材料力学 Materials Mechanics
 機械材料 Mechanical Materials 

地球温暖化防止に貢献する
自動車部品用の鉄鋼材料の開発

交通事故のとき、乗員を守る高い衝突安全性と、自動車車体の軽量化による
燃費向上、地球温暖化ガス排出量削減を達成することのできる自動車衝突安
全部品用の鉄鋼材料の開発に関する研究を行っています。本研究によって開
発された鉄鋼材料が多くの自動車に適用されるようになれば、街には壊れにく
くて安全性が高く、燃費の良い経済的な自動車が増えると期待されます。

水野 雅裕｜MIZUNO Masahiro

G■ 役職／教授 Professor
■ 専門／精密工学 Precision engineering
 精密加工 Precision machining

金型の自動研磨装置の
開発に取り組む

いろいろな工作機械（機械部品をつくる機械）の開発に取り組んでいます。特に力を
入れているのは、金型（部品を作るための型）の自動研磨装置です。複雑な形状の
金型は、一般的に熟練技能者の手作業によって研磨されていますが、今後金型形
状の微細化が進み、手作業での研磨は困難になると考えられます。現在開発中の
研磨装置は、３個の積層型圧電素子（電圧によって伸縮する素子）で工具に微小振
動を与え、その動きとダイヤモンドペーストで金型表面を鏡面に磨き上げます。

三好 扶｜MIYOSHI Tasuku

G■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／ロボット工学 Robotics
 生体模倣工学 Bio-mimetics
 水産ロボティクス Fisheries Robotics

海洋および水産資源の
調査・管理に向けた水中ロボット開発

海・水中の資源調査や管理は最先端の工学が結集しなければなりません。一
方、海・水中では人間による調査は不可能です。私たちはこの不可能を可能に
すべく、特に生物特有の運動機能を模倣した生体模倣ロボットの研究開発に
より、海・水棲動物のような動きの獲得を目指しています。さらには水産物・水
産加工物のような、柔軟物体の操作を可能にするロボットハンドの研究開発
にも挑戦しています。

柳岡 英樹｜YANAOKA Hideki

G■ 役職／教授 Professor
■ 専門／熱流体工学 Thermal and Fluids Engineering
 数値流体力学 Computational Fluid Dynamics

多様な熱流体の輸送現象を解明し、
環境問題の解決に挑む

流れや伝熱、燃焼の現象は、自動車や航空機などの様々な機械システムで見ら
れます。エンジンの低燃費化や排気浄化を図るためには燃焼や微粒化特性を
調べる必要があり、熱交換機の性能向上のためには熱伝達特性が重要です。
また、生物が動くことにより発生する流動を工学的・環境学的に利用できる可
能性があります。この研究室では、このような多様な熱流体の輸送現象を解明
する研究を行い、エネルギー問題や環境問題の解決に取り組んでいます。
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工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻
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A   化学コース
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物理・材料理工学科
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H   社会基盤・環境コース

湯川 俊浩｜YUKAWA Toshihiro

G■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／ロボット工学 Robotics
 機構学 Theory of Mechanism
 制御工学 Control Engineering

高齢化社会や持続型社会に対応した
テクノロジー教育にも取り組む

バイオロボティクス部門では、基礎研究として、手術支援ロボットの新機構、高
機動型ロボットの新機構、多用途無段変速機の新機構、新型高感度センサの
設計、および制御理論の構築をおこなっており、応用研究として、医療福祉ロ
ボットのシステム開発と介護用移動ロボットの実用化を検討しています。これ
らの研究を通して、高齢化社会や持続型社会に対応したテクノロジー教育に
も取り組んでいます。

吉野 泰弘｜YOSHINO Yasuhiro

G■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／機械工学 Mechanical Engineering
 トライボロジー Tribology
 低温工学 Cryogenic Engineering 

機械構造物の接触界面で生じる
摩擦・摩耗・潤滑現象を調査・研究

機械構造物の接触界面で生じる摩擦・摩耗・潤滑現象について、表面の硬さ
や摩擦発熱を測定することによって調査しています。特に当研究室では、摩擦
環境を低温（絶対零度近傍：4.2K）まで冷却できる技術があり、磁気浮上列車
用超電導マグネット構造材の摩擦発熱評価を行ってきました。近年では、この
ような特殊材料だけでなく、産業界の基幹材料である金型材料まで幅広く
扱っています。

吉原 信人｜YOSHIHARA Nobuhito

G■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／精密工学 Precision engineering
 精密加工 Precision machining

機械加工の高精度化・高能率化を
実現し、加工メカニズムを解明

デジタルカメラなど精密機器の普及に伴って、高精度な加工が求められるよう
になっています。また高能率化・低コスト化も求められており、これらの要求に
対応するためには機械加工が適しています。本研究室では、機械加工の高精
度化・高能率化を実現することを目的として、加工メカニズムを明らかにする
研究を行っています。また、解明した加工メカニズムをもとに工作機械の新た
な設計指針を提案しています。

脇 裕之｜WAKI Hiroyuki

G■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／材料力学 Mechanics of Materials
 破壊力学 Fracture Mechanics
 材料強度学 Strength of Materials 

ガスタービンやジェットエンジン材料の
高温強度の研究

セラミック遮熱コーティングは、ガスタービンやジェットエンジン翼の超合金
を高温環境から保護するもので、エンジンの高温化・高効率化のキーテクノロ
ジーです。研究室では、損傷機構の把握に不可欠な、遮熱コーティングの弾性
特性、残留応力や強度などの機械的性質を評価する高精度法の提案を行って
います。また、共鳴超音波やレーザスペックルなどを利用した新しい評価法の
開発、新材料の高温機械特性の解明に取り組んでいます。
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石川 奈緒｜ISHIKAWA Nao

H■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／環境科学 Environmental science
 土壌科学 Soil science 

土壌・水環境中での元素の挙動を
明らかにし、環境影響評価に役立てる

水の汚染は土壌の、土壌の汚染は水の汚染につながり、さらにそこに生息してい
る植物や生物に影響を与えます。ここでは、主に土壌・水環境中でのさまざまな
元素の挙動を明らかにし、環境影響評価に役立てます。下水処理に関連し、下
水から下水汚泥、下水焼却灰中へのさまざまな物質の移行について実験を行っ
ています。汚泥や焼却灰にはリンなどの有用な資源のほか、有害物質も多量に
含まれています。この研究は汚泥や焼却灰の有効活用を考える上で重要です。

伊藤 歩｜ITO Ayumi

H■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／上下水道工学 Water supply and sewerage system engineering
 水環境工学 Water environment engineering

汚水処理から生じる汚泥の
再資源化技術の開発

私達が使用した水は汚水となり、処理場で浄化されますが、汚れ成分の多く
は汚泥という形で残ります。この汚泥は、有機物やリンなどの有用物質を含ん
でおり、エネルギー源や肥料原料として利用できます。しかし、汚水に由来する
重金属や有機化学物質などの微量汚染物質も同時に含まれています。そこ
で、微生物や酸化剤あるいは光触媒の機能を利用した汚染物質除去や有用
物質回収のための新しい技術の開発にチャレンジしています。

海田 輝之｜UMITA Teruyuki

H■ 役職／教授 Professor
■ 専門／水環境工学 Water environment engineering
 環境衛生工学 Environmental sanitary engineering
 水・排水処理工学 Water and wastewater treatment engineering

河川、ダム湖や湖沼の
水環境の評価、水質浄化に関する研究

河川、ダム湖や湖沼の水環境の評価や水質の浄化に関する研究を行っています。
具体的には、下水処理水の河川への放流や改修工事による河川の水質、河床に生
息する水生昆虫への影響、貯水池の富栄養化に伴う水質の変化や富栄養化対
策、重金属汚染による付着藻類や水生昆虫等の河川生態系への影響等について
の研究です。また、下水処理過程でのヒ素重金属の挙動、地下水に含まれるヒ素
を、バクテリアを使い効率よく除去する処理装置の開発にも取り組んでいます。

大川井 宏明｜OKAWAI Hiroaki

■ 役職／教授 Professor
■ 専門／生体計測学 Biological Measurement Engineering
 循環器内科学 Circulatory Internal  Medicine
 生活科学一般 General Life Science

人文科学、社会科学を
一体にした科学を創ります

個の健康⇒家族の健康⇒社会の健康がテーマです。日常生活で多くの時間を
過ごす住居にいながら、こころや身体の調子、感じている満足を検知する手法
を創りました。この手法を特に①高齢者の日常の健康見守り、②自然環境や
住居環境が人に与える影響の評価に活用しています。このように、人文科学、
社会科学を一体にした科学を創る、ここに工学の魅力があります。

大河原 正文｜OKAWARA Masafumi

H■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／地盤工学 Geotechnology
 土質力学 Soil mechanics

地盤の破壊現象の
メカニズムに関する研究

地すべり・斜面崩壊など地盤の破壊現象のメカニズムに関する研究をおこなってい
ます。この分野において、いよいよ地盤を構成する物質のゲノム解析（Geo-
Genomics）に関する国際共同研究が始まります。土粒子（固体）、水（液体）、空気（気
体）の三相混合体がミクロの世界においてどのような挙動・性質を示すのか？最先端
の分析・解析機器を駆使することで次第に明らかになるでしょう。従来の方法とは一
線を画した新しい測定法、対策工法の原理が発見されるものと期待されています。

大塚 尚寛｜OTSUKA Naohiro

H■ 役職／教授 Professor
■ 専門／環境保全工学 Environmental assurance engineering
 骨材資源工学 Aggregate resources engineering
 大気環境工学 Atmospheric environmental engineering

ＶＲシステムを用いた景観シミュレーションで
景観変化を予測・評価

大規模な開発や建設行為に伴う景観の変化は、地域景観を阻害する場合が
あります。そこで、地域景観の保全を目的とした環境アセスメントにおいて、
バーチャルリアリティシステムを用いた景観シミュレーションをおこなうことに
より、景観変化を予測・評価する方法について研究しています。また、景観対象
領域がどこから見えるかを、GISとリモートセンシングデータを組み合わせて
予測する可視領域解析法の開発に取り組んでいます。
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教員紹介
Faculty Members

電気電子・情報システム工学専攻

デザイン・メディア工学専攻機械システム工学専攻

機械・社会環境システム工学専攻

社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］

デザイン・メディア工学専攻

金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科

A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科

C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科

E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

大西 弘志｜ONISHI Hiroshi

H■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／維持管理工学 Maintenance Engineering
 構造工学 Structural Engineering
 橋梁工学 Bridge Engineering

小型ＦＷＤを用いた
橋梁簡易点検システムの開発

インフラ構造物の老朽化は社会基盤の利便性を確保するために解決するべき
大きな問題の一つとなっています。特に道路網を構成する構造物の一つである
橋梁は劣化現象の顕在化とその対策の検討が大きな問題となっていて、いか
に簡易で効果的な対策をとれるのかが問題解決に向けて必要となっています。
本研究では橋梁構造の性能を簡易に計測できるシステムを開発していて、高
速道路等の橋梁に対する調査と対策計画の立案に活用しています。

小笠原 敏記｜OGASAWARA Toshinori

H■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／海岸工学 Coastal engineering
 水工学 Hydro engineering

津波氾濫流に粘り強い建物の
安全照査可能な数値水槽の開発

岩手県三陸沿岸地域は津波常襲地帯であり、2011年東北地方太平洋沖地震に伴
う巨大津波では、二万三千戸以上の建物が被害を受けました。低頻度であるが大災
害を引き起こす津波に対し、生命・財産を守ることは必須であり、建物の安全性の評
価基準を確立することが要求されます。研究では、段波発生装置開水路を用いた実
験より得られる氾濫流条件を基に、MPS法を用いた流体－建物連成解析が可能な
数値水槽を開発し、粘り強い建物の安全照査を可能にすることを目的としています。

小山田 哲也｜OYAMADA Tetsuya

H■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／建設材料学 Construction material engineering
 コンクリート構造工学 Concrete structural engineering
 道路工学 Highway engineering

寒冷地のコンクリート構造物の
品質・耐久性確保に関する研究

積雪寒冷地域の道路には冬場の交通安全の確保のため凍結防止剤が散布さ
れています。一般的な凍結防止剤には塩化ナトリウムが使用されています。塩
化ナトリウムは、コンクリート構造物を劣化させる要因が含まれています。コン
クリート構造物の長寿命化のため、施工時のコンクリート構造物の品質確保
の方法を提案するとともに発生し得る劣化現象を列挙してそれぞれのメカニ
ズムを考察し、それらの対策を見出そうとしています。

鴨志田 直人｜KAMOSHIDA Naoto

H■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／岩盤力学 Rock Mechanics
 地盤耐震工学 Geotechnical Earthquake Engineering

私たちのエネルギーを支える
巨大トンネル

皆さんは、地下の巨大トンネルに石油を備蓄する施設が岩手県久慈市にある
ことを知っていますか。これは石油のほとんどを輸入に頼っている日本におい
て、安全保障上極めて重要な施設です。岩盤トンネル方式の石油備蓄基地は、
石油用３施設と石油ガス用２施設が日本にはあります。私は、将来のエネル
ギーを担うと考えられている天然ガスや液体水素など、低温液化燃料を備蓄
するための巨大トンネルを造るための研究を行っています。
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越谷 信｜KOSHIYA Shin

H■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／地質学 Geology
 自然災害科学 Natural Disaster Science

東北日本奥羽脊梁山脈周辺の
活断層の地下地質構造

日本には多くの活断層があります。ところが、すべての活断層の位置がわかっ
ているわけではなく、まして地震を発生する地下深部の構造がわかっている活
断層は多くありません。私たちは、東北日本奥羽脊梁山脈周辺に発達する活
断層の地下における構造やその側方への連続性、つまり、震源断層としての広
がりを地表地質調査や地球物理学的手法を用いて明らかにし、将来の災害へ
備えるための基礎データの提供を目指しています。

小山 猛｜KOYAMA Takeshi

H■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／ロボット工学 Robotics
 福祉工学 Assistive Technology
 ロボット教育 Education by robotics

ロボットによる活動の支援

ロボットを使って人間の活動を支援する機器を開発しています。農林水産分
野では持続可能な水産業の構築を目指した養殖に関する研究、工業分野で
は工場における重労働の軽減を目指した研究、福祉介護分野では脊髄を損傷
した人の歩行機能の回復や再建を支援する研究、を行なっています。

齊藤 貢｜SAITO Mitsugu

H■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／大気環境工学 Atmospheric Environment Engineering
 環境影響評価 Environmental Impact Assessment
 環境動態解析 Environmental Dynamic Analysis

大気環境の新規なモニタリング法の
開発と可視化技術

地球温暖化や酸性雨を“地球環境”問題とするなら、ゴミや騒音、自動車排ガスの
問題は、街や地域に根付く“地球環境”問題と言えます。自動車排ガス中の窒素酸
化物が酸性雨の原因となるように、環境問題の蓄積が地球環境問題へと発展し
ていきます。こうした観点から、環境汚染物質の捕集・測定法の開発をテーマに、
地域の大気汚染を簡単にモニタリングする方法を開発。ミクロ繊維シートを利用
した大気汚染物質のモニタリングと推定濃度分布の可視化に取り組んでいます。

出戸 秀明｜DETO Hideaki

H■ 役職／教授 Professor
■ 専門／構造工学 Structural Engineering
 橋梁工学 Bridge Engineering
 維持管理工学 Maintenance Engineering

木製の実橋における各種試験で、
橋の静的・動的特性と剛性を明らかに

主に木橋を対象に、実橋において打撃試験・トラック走行試験・トラック載荷試験
を実施して数値解析を行い、橋の静的・動的特性、剛性を明らかにしています。木
橋には温かみがあり、地元の森林資源の保護と育成にも寄与するというメリット
があります。大断面の集成材を使用した場合、強度的には問題がないものの、コン
クリート橋と比べ寿命の短さは否めません。今後は森林資源の活用や人間へのや
さしさといった面も加味した、総合的なコスト判断が必要になると考えます。

中澤 廣｜NAKAZAWA Hiroshi

H■ 役職／教授 Professor
■ 専門／環境工学 Environmental Engineering
 廃棄物処理工学 Waste Treatment Engineering
 鉱物処理工学 Mineral Treatment Engineering

有価物を分離回収する技術の研究

廃棄物には、金属等の有価物が含まれています。これらをリサイクルするために
は、有価物を他の不要なものと分離して回収しなければなりません。そこで、物質
の密度、磁性、電気伝導性の違いを利用して、有価物を分離回収する技術の研
究を行っています。たとえば、鉄やニッケルは磁石を用いることで他の物質と分
離することができます。また、上記の分離技術を応用することで汚染土壌に含ま
れる重金属を除去し、汚染土壌を浄化する方法の開発にも取り組んでいます。

羽原 俊祐｜HANEHARA Shunsuke

H■ 役職／教授 Professor
■ 専門／セメント化学 Cement Chemistry
 コンクリート工学 Engineering and Mix Design of concrete
 建設材料科学 Materials Science of Construction Materials

コンクリートの耐久性についての研究

東日本大震災においてコンクリート構造物の堅牢性は再認識され、「人を守るコ
ンクリート」は今後も建設材料の主役を務めます。その耐久性は環境や供用条件
によって大きく変わり、新しい現象である硫酸塩による劣化現象や、寒冷地帯で
の凍結融解による劣化も大きな課題であることから、コンクリートの耐久性につ
いて研究を進めています。また、21世紀は「混合セメントの時代」と呼ばれ、CO２

排出量を低減した新しい混合セメントの在り方についても研究をしています。
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教員紹介
Faculty Members

電気電子・情報システム工学専攻

デザイン・メディア工学専攻機械システム工学専攻

機械・社会環境システム工学専攻

社会環境工学専攻 ［連合農学研究科］

デザイン・メディア工学専攻

金型・鋳造工学専攻

［人文社会科学研究科］

理  工  学  部

応用化学・生命工学専攻

工学研究科博士前期課程

電気電子・情報システム工学専攻

工学研究科博士後期課程

フロンティア材料機能工学専攻

フロンティア物質機能工学専攻化学・生命理工学科

A   化学コース

B   生命コース

物理・材料理工学科

C   数理・物理コース

D   マテリアルコース

システム創成工学科

E   電気電子通信コース

F   知能・メディア情報コース

G   機械科学コース

H   社会基盤・環境コース

晴山 渉｜HAREYAMA Wataru

H■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／環境工学 Environmental engineering
 廃棄物処理工学 Waste treatment
 分離工学 Separation engineering

有機塩素化合物による
汚染の浄化法の開発

地下水・土壌汚染は、全国各地で現在も新たに発見されています。地下水・土
壌汚染の浄化手法は、既に存在しますが、その低コスト化と環境負荷の低減
化が望まれています。そこで、太陽光や微生物といった自然の力を利用した、有
機塩素化合物による汚染の浄化法の開発を行っています。また、上記手法に
廃棄物を用いることで浄化を低コスト化する研究や、難分解性の有機化合物
含有廃水の処理に応用する研究にも取り組んでいます。

松林 由里子｜MATSUBAYASHI Yuriko

H■ 役職／助教 Assistant Professor
■ 専門／海岸工学 Coastal engineering
 水工学 Hydraulic engineering

河口地形変化が
サケ遡上におよぼす影響

岩手県で放流されるサケの回帰率は年々低下しており、回帰率の向上に向け
た対策が行われています。サケの回帰には、海水温などの沿岸の環境が大きく
関係していますが、その中で、河口の幅や水深の減少が、河川への遡上を妨げ
ているのではないかと言われています。河口閉塞が観測される河川での回帰
率がほかの河川より低いことがわかっており、その原因と対策について研究を
進めています。

南 正昭｜MINAMI Masaaki

H■ 役職／教授 Professor
■ 専門／都市計画 City Planning
 交通計画 Transportation Planning
 社会基盤計画 Infrastructure Planning

人々が安全で快適に暮らせる
都市空間の形成を目指す

人々が安全で快適に暮らせる都市空間の形成を目的に研究を行っています。
「安全・安心なまちづくり」という視点からは、防災まちづくりや避難計画の立
案支援、通学路における子どもの安全確保など、また「誰もが暮らしやすいま
ちづくり」という視点からは、高齢者や障がい者に配慮したバリアフリー街路
網計画の支援、過疎地方部での生活交通の確保、地域景観形成などを研究
テーマとしています。

山本 英和｜YAMAMOTO Hidekazu

H■ 役職／准教授 Associate Professor
■ 専門／地震工学 Engineering Seismology
 物理探査工学 Gephysical Prospecting
 自然災害科学 Natural Disaster Science 

物理探査の手法を用い、
目に見えない地下の状態を解明

ビルや橋などの地上構造物、トンネルなどの地下構造物の安全性は地盤の性質に
左右されるため、人間の豊かで安全な暮らしのためには地盤の性質を知ることが重
要と言えます。こうした視点から、目で見ることのできない地下の様子・状態を物理
探査の手法を用いて解明することを目的に研究しています。また、大地震発生時に
おけるある区域内での詳細な震度分布を知るため、住民個人に対するアンケートを
行い、どこがどのように揺れるのかという地震危険度の予測にも取り組んでいます。
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研究テーマを17に分類しています。興味の
あるテーマアイコンをクリックすると、その
テーマを研究している先生を検索すること
ができます。

テーマ
環境、エネルギー、物理、化学、数学、知能、情
報、電気、電子、機械・航空、金属、宇宙、ロボッ
ト、建設、医療、生命、防災

学部案内パンフレットに掲載しきれなかった
「プロフィール」や「教育ポリシー」などを追
加情報として掲載しています。

CLICK !

CLICK !

より詳しい「学科情報」や動画、各コー
スのホームページへのリンクが掲載さ
れています。

岩手大学理工学部WEB〈教員INDEX〉

http://www.se.iwate-u.ac.jp/

より詳しい
教員情報を
ゲットしよう！

パソコン・スマホで
理工学部を
覗いてみよう！

キミの興味のある
テーマで
検索しよう！

※WEBデザインは変更する場合があります。

※2016年4月以降に着任した教員の情報は、理工学部WEB〈教員INDEX〉に掲載しています。



岩手大学大学院工学研究科
応用化学・生命工学専攻

佐々木  ひかる さん
岩手大学工学部応用化学・生命工学科 ［2015年3月卒業］

株式会社クレイジー  ティブィ
映像技術部  編集2課  アシスタントエディター

小関  実 さん
岩手大学工学部材料物性工学科
大学院工学研究科フロンティア材料機能工学専攻 ［2012年3月修了］

興味あるものと出会えたことが
大学時代の大きな収穫でした

　私が映像編集に関心を持ったきっかけの一つは、大学の研究室で

のプレゼンテーションでした。複雑な物理現象をイラストやアニメー

ションを用いて分かりやすく伝えるのは、試行錯誤しつつも楽しかっ

たです。もう一つのきっかけは、水泳部の部長を務めていた時に、先

輩の卒業祝いとして部活の思い出を収めた映像を制作したこと。どう

すれば笑ってくれるか、かっこよくなるかと考えながら作業するのは

おもしろく、先輩方はじめ部員にも喜んでもらえました。

　現在の仕事は、主にテレビ番組やCMなどの映像編集作業です。

撮影された映像素材を加工し、テロップなどの装飾を加え、オンエア

規格のフォーマットに仕上げていきます。技術を磨き、多くの人の心

を動かすような映像を作ることが目標です。

　将来どのような職業に進もうと、大学での研究や人との関わりは

大いに価値のあるものです。それは単純に専門的な知識を得るだけ

ではなく、その過程にこそ大きな意味があるからです。大切なのは、何

事にも一生懸命取り組むこと。そして、たくさんの刺激やエネルギー、

価値観を得ることです。大学で多くの経験をし、将来の夢を見出して

ください。

将来の活躍の場を広げるために
専門性と語学力を磨いています

　大学院進学は、大学入学前から考えていました。応用化学・生命工

学科では４年生から研究室に配属され、研究に取り組めるのは1年

間だけなので、大学院でより専門的な知識を身につけたいと思った

からです。

　私は、有機機能化学研究室で発光について研究しています。有機

化合物がなぜ発光するのかということを、特に勉強してきました。現

在は新たな化合物の合成を行っており、実験を繰り返し、きちんと成

果を出したいです。また、英語の語彙力やコミュニケーションの勉強

もして、将来に生かしたいです。英語力向上を目指し、夏休み期間の

約1ヶ月、大学が実施している国際研修にも参加しました。カナダの

バンクーバーでホームステイしながら、現地の大学に通学。日常英語

から理系英語まで身につけることができ、英語でのプレゼンテーショ

ンの仕方も学びました。土日はクラスメイトと観光に出かけるなど、楽

しみも。この研修で、海外へも堂 と々出ていける自信がつきました。国

際研修は多くの貴重な経験ができるので、興味のある人はぜひ参加

してほしいと思います。
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東日本旅客鉄道株式会社
東北工事事務所  信号システム連動更新課

昆  亜耶 さん
岩手大学工学部福祉システム工学科
大学院工学研究科電気電子・情報システム工学専攻 ［2012年3月修了］

株式会社菊池製作所
ものづくりメカトロ研究所  RT開発課

浅石  健太 さん
岩手大学工学部機械システム工学科
大学院工学研究科機械システム工学専攻 ［2015年3月修了］

幅広い知識と、研究の醍醐味に
触れることができました

　大学在学中、進路について考え始めた時期に東日本大震災が発

生し、電気やガス、水道、鉄道などの社会インフラが機能しなくなった

ことで、それらの必需性を改めて実感しました。生まれ育った東北地

方で、人々の生活を支える仕事がしたいと考えて就職活動を行い、鉄

道会社に入社。現在は、鉄道における信号工事の設計業務を担当し

ています。

　私が学んだ福祉システム工学科は、電気や力学、生物、福祉工学

と幅広い分野について学ぶことができ、今に役立っています。また、大

学院時代の研究では、思うような結果が出ず苦労した末、修了間際

に成果が表れ、取り組み続けることの大切さや、研究の醍醐味を知る

経験となりました。

　将来就きたい仕事を見つけるには、大学時代から多くの社会人と

接して、いろいろな考え方に触れることをおすすめします。そして、人

脈づくりができるのも、大学生活の大きな魅力。サークル活動などで

趣味を同じにする仲間や、学科や研究室で同じ目標に向かい研究に

励む仲間は、一生の友になるかもしれません。人とのつながりを楽し

んでください。

大学で身につけた研究姿勢は
ものづくりの基本になっています

　岩手大学工学部の魅力は、実習を通じて確かな知識を身につけ

られるところだと思います。私は人間の補助を行うロボットについて

研究していましたが、その研究のために、今まで直接教わったことの

ない人間の体について知る機会を得たり、様々な実験装置の使い方

を、実践的に覚えたりできました。さらに、自分の研究を相手に伝え、

理解してもらえる楽しさを知ったのも、ここで学んだからこそと思って

います。

　設計開発業務に携わりたいと思い、多くの研究開発テーマを掲げ、

それらの製品化に取り組む会社に就職しました。今はマッスルスーツ

やドローンの製品組み立て等に従事しています。業務に必要な資格

の取得にも挑戦し、もっと広い視野でものづくりができる技術者を目

指しています。

　自分自身の経験から、大学時代は興味あることを積極的に調べて、

実際にチャレンジしてみることが重要だと思います。その際に、いま

蓄えるべき知識、新たに学ばなくてはならないことが明らかになるの

で、それをしっかり勉強していくと、自分を支える力になります。

卒 業 生
メッセージGRADUATES
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キャンパス
ラ イ フ

日本全国、さまざまな出身地の学生が集う岩手大学。大学入

学を機にひとり暮らしを始める学生がたくさんいます。快適なひと

り暮らしは充実したキャンパスライフの第一歩。理工学部の現

役学生に「ひとり暮らし」について聞きました。

CAMPUS LIFE

実家を離れての生活は
どうですか？

佐野●私はアパートで一人暮らしをしていますが、最

初は家事に戸惑いました。実家では親にほとんどやっ

てもらっていたので、いざ自分でやるとなると、分から

ないことだらけで…。でも、今まで自分がやったことの

ないことに触れられたり、自由度の高い生活の中でや

りたいことに打ち込めたりするのは、一人暮らしの良

さです。いろいろな経験ができたなと思っています。

澤村●私は寮生活です。１人部屋とはいえ、ドアを開

ければほかの人たちが身近で生活しているという環

境は、慣れるまで戸惑うことが多かったです。ほかの

寮生の人たちと仲良くなり、寮内での交流が増えてか

らは、寮にいることがすごく楽しくなりました。

今の生活環境で
気に入っていることは
何ですか？

佐野●現在のアパートは、合格発表が終わってすぐ、

大学生協で行っている新入生サポートで探しました。

すでに予約が埋まっている物件もありましたが、気に

入ったアパートが見つかって良かったです。大学周辺

は坂が多いので、冬季の通学のことも考えて、通学路

に坂が入らないことと、大学へのアクセスの良さを重

視しました。広さも自分に合っていますし、スーパーも

近くにあって便利です。

澤村●寮生活の良さは、何といっても学校に通いやす

いということ。通学時間が短い分、勉強や部活、趣味

などに使える時間が増えるのは、大きなメリットだと

思います。共同生活なので、先輩後輩含め、たくさん

の人と知り合うことができるのもいいですね。授業の

内容や就活、アルバイトなどの情報交換が手軽にでき

て、役立っています。

アルバイトや部活は
していますか？ 

佐野●アルバイトはしています。バイトのある日は、夕

方５時から夜９時まで働いています。サークル活動は

３年生までしていました。４年間の大学生活でいろい

ろなことを経験し、自分の成長の機会になればと思っ

ていましたが、アルバイトやサークル活動を通じて得

るものもたくさんありました。

澤村●スーパーで品出しのアルバイトをしています。バ

イトのある日は17時から21時まで働いています。サー

クルは、フットサルとサッカーに所属しています。

佐野実咲さんのとある 1 日澤村健人さんのとある 1 日

● 寮費／1.8万円
● アルバイト／スーパーの品出し（週12時間程度）

● アパート家賃／3万円
● アルバイト／飲食店接客（週12時間程度）

1：00 0：00

7：30
7：00

就寝 就寝

授業 授業授業

昼食 昼食

授業

サークル
バイト

勉強等 勉強等

起床・通学 起床・通学一時帰宅

8：40 8：40

12：00 12：0013：00 13：00

16：15 16：15

17：00

21：00
21：00

1日の
スケジュール

1日の
スケジュール

● 電気電子・情報システム工学科
情報システム工学コース

佐野 実咲 さん
青森県 三本木高校出身

● 社会環境工学科

澤村 健人 さん
岩手県 遠野高校出身

Q2

Q1

Q3

学部生の
ひとり暮らし

快適！
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安心・充実の学生生活をサポートします。

岩手大学には、男子３つ、女子１つの学生寮があります。高松地区（北謳寮・紅梅寮）は2003年度に、上田地区（自
啓寮・同袍寮）は2010年度に、全面改修工事を行いました。全寮が外国人留学生も一緒に暮らす混在型で、国際
交流・国際感覚を培う施設としての一翼も担っています。

盛岡市内のアパート・下宿・パンション等の料金は、地域差や部屋の新旧など
によって違いがありますが、おおむね下記の通りです。（光熱費は含まない）

● 奨学金制度
日本学生支援機構奨学金は、候補者として本学が推薦した者を機構が審査し
採用を決定します。

● 相談体制
学生生活のなかで生じるさまざまな問題について相談できる「学生何でも相談
室」、専門のカウンセラーによる「学生相談室」など、さまざまな相談体制を
整えています。
● 入学料（282,000円）授業料（267,900円／期）免除制度
本人から申請があり、本学で定めた要件に該当した場合、選考により免除す
る制度があります。授業料免除の申請受付は前期と後期各期ごとで、それぞ
れ全額、半額または１／４免除します。

● 生協管理アパートなら生協が大家さん代わり
大家さんに代わって、生協の専任管理スタッフが毎週巡回したり、廊下や階段な
どの共用部の清掃を定期的に行っています。防犯性の高い「安心マーク物件」や
入居時費用、退去時費用負担ゼロの「ゼロシステム物件」もご用意しています。
●「自炊が不安…」な学生もこれで安心「ミールカード」
「ミールカード」とは、前払い式の学食年間利用券のこと。設定された金額内
なら、１日何度でも学食を利用可能です。利用履歴は毎月家族に届けられるの
で、離れていても食生活を把握できます。

〈生活費のめやす〉  岩手大学の学生のうち、アパートやパンション（食事付きマンション）に住
んでいる下宿生は７割。大学生協調べによると、下宿生の１カ月あたりの生活費は約10万円。
寮生は約８万強、自宅生は５万弱という結果が出ています。

大学生協 理工学部食堂

自啓寮

紅梅寮

区分 家賃 条件

下宿 50,000円～ 2食付（日・祝日はつかない）、風呂・トイレ共同

パンション 60,000円～ 2食付（日・祝日はつかない）、風呂・トイレ個室

アパート

50,000円～ 新築、冷暖エアコン付、風呂・トイレ個室

45,000円～ 冷暖エアコン付、風呂・トイレ個室

43,000円～ 給湯システム、風呂・トイレ個室

40,000円～ 湯沸かし器（台所）、風呂・トイレ個室

35,000円～ 風呂・トイレ個室

第一種貸与月額
45,000円・30,000円［自宅］

51,000円・30,000円［自宅外］

第二種貸与月額 30,000円～120,000円［自宅外］

寄宿料／14,000円〔光熱水料、共益費等（自啓寮は月額500円程度、同袍寮、北謳寮、紅梅寮は月額1,000円程度）も徴収
します。〕　※毎月の諸経費のほかに、寮自治会の運営費などかかる場合もあります。

学 生 寮

アパート・下宿 大学生協のサポート体制

岩手大学の各種制度

地区 上田地区

寮名
男子寮 男子寮

自啓（じけい）寮 同袍（どうほう）寮

入寮定員数 91（うち身障者用1） 131（うち身障者用1）

所在地 盛岡市上田3-18-15（キャンパス内）

寮タイプ 2人部屋、自炊 個室、自炊

入寮期間 修業年限 2年

室内設備 ベッド、机、ミニキッチン、トイレ、冷蔵庫、吊り戸棚、FF暖房機、インターネット

共用施設 浴室、シャワー室、ランドリー室、談話室、ラウンジ

地区 高松地区

寮名
男子寮 女子寮

北謳（ほくおう）寮 紅梅（こうばい）寮

入寮定員数 89（うち身障者用1） 154（うち身障者用1）

所在地 盛岡市高松4-17-18（大学まで約2km）

寮タイプ 個室、自炊

入寮期間 2年

室内設備 ベッド、机、ミニキッチン、トイレ、冷蔵庫、吊り戸棚、洗面台、ロッカー、FF暖房機、インターネット

共用施設 浴室、シャワー室、ランドリー室、談話室、集会室
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就職率92.2%

就職・資格 After graduat ion - Licences

※上記以外にも、「学内個別企業説明会」、各都道府県教育委員会による「学内教員採用説明
会」、「学内公務員採用説明会」を開催しています。

2015年3月卒業生の進路状況
※専修専門学校進学および留学または進学・公務員予定

卒業後の進路としては、民間企業等への就職と大学院への進学に大きく分けられます。就
職では、化学工場、精密機械、電気電子、情報、土木、環境、福祉など広範な分野で活
躍。各産業界からの期待も高く、全国から求人が寄せられています。また、大学院に進学し、
さらに専門性を高めた後に企業の技術者・研究者を目指す学生も増加しています。

応用化学・生命工学科
［民間企業］（株）日立ソリューションズ／関東化学（株）／キヤノン電子（株）／オリンパスソフ
トウェアテクノロジー（株）／東京エレクトロン（株）／岩手東芝エレクトロニクス（株）／ニプロ
（株）／JR東日本東北総合サービス（株）／山崎製パン（株）／日新製薬（株）／ユニ・チャーム
（株）   ［公務員］岩手県／青森県   ［大学院］岩手大学大学院／筑波大学大学院

マテリアル工学科
［民間企業］ JFEテクノリサーチ／WING／アイメタルテクノロジー／岩手県交通／大森ク
ローム工業／川本製作所／サンポット／多加良製作所／東京エレクトロン東北／日本ケミ
コン／日本郵便／東日本旅客鉄道／フジキン／真岡製作所／三菱電機ビルテクノサービス  
［公務員］ 一関市／岩手県／大館市／五戸町／盛岡工業高等学校／盛岡市   ［大学院］ 岩
手大学大学院／東京工業大学大学院／東北大学大学院

電気電子・情報システム工学科
● 電気電子工学コース
［民間企業］ アルプス電気／NTTドコモ／NTTファシリティーズ／鹿島建設／電源開発／
東芝／東京エレクトロン／東北電力／トヨタ自動車東日本／東日本電信電話／東日本旅客
鉄道／日産自動車／日本電気／日本無線／日立製作所／富士電機／北海道電力／本田技
研工業／三菱電機／盛岡セイコー／横河電子機器／ユアテック  ［公務員］ 盛岡市／八戸
市／教員  ［大学院］ 岩手大学大学院／東北大学大学院

● 情報システム工学コース
［民間企業］ アイシーエス／アルプスシステムインテグレーション／インクリメントP／エクナ
／SEC／沖ソフトウェア／北日本銀行／クレスコ／新東電算／DNP情報システム／テクノ
スジャパン／テクノセブン／テクバン／ニッセイコム／ワイズマン／三菱電機インフォメー
ションネットワーク／ビッツ／東日本旅客鉄道  ［公務員］ 盛岡市役所／東北地方整備局 
［大学院］ 東北大学大学院／岩手大学大学院

機械システム工学科
［民間企業］ JUKI電子工業／NOK／SMC／朝日工業社／伊藤鉄工／岩手製鉄／角館芝
浦電子／川本製作所／熊谷機械設計／ケーヒン／斎久工業／ジェイアール東日本ビルテッ
ク／月鳥機械／東北発電工業／トヨタ自動車東日本／日本郵便／日立ビルシステム／ヒロ
セ電機／富士ホーニング工業／やまびこ／山本製作所／横河電子機器  ［公務員］ 岩手県
／自衛隊／遠野市／山形県  ［大学院］ 岩手大学大学院／東北大学大学院

社会環境工学科
［民間企業］ 大成建設／戸田建設／若築建設／鉄建建設／一条工務店／応用地質／太平
洋セメント／ピーエス三菱／ユアテック／ネクスコ・エンジニアリング東北／ 東日本旅客鉄
道／セントラルコンサルタント／パシフィックコンサルタンツ  ［公務員］国土交通省東北地方
整備局／国土交通省北海道開発局／岩手県／宮城県／東京都／盛岡市／仙台市／気仙
沼市  ［大学院］岩手大学大学院

□ 化学コース／❷❸❹❾10111213141617
□ 生命コース／❷❸
□ 数理・物理コース／❶❷11
□ マテリアルコース／❷❸11
□ 電気電子通信コース／❶❸❺❻19202122
□ 知能・メディア情報コース／❶❸18
□ 機械科学コース／❶❸151617232425
□ 社会基盤・環境コース／❷❸❼❽❾12131417262728

❶高等学校教諭一種免許状（数学）、 ❷高等学校教諭一種免許状（理科）、 ❸高等学校教
諭一種免許状（工業）、 ❹毒物劇物取扱責任者、 ❺第一級陸上特殊無線技士、 ❻第二級・
第三級海上特殊無線技士、 ❼測量士補、 ❽技術士補、 ❾技術士、 10火薬類取扱保安責
任者、 11危険物取扱者（甲種）、 12作業環境測定士（1種・2種）、 13公害防止管理者、 14廃
棄物処理施設技術管理者、 15ボイラー技士（2級）、 16ボイラー・タービン主任技術者（第
1種・第2種）、 17冷凍空調技士（第一種）、 18情報処理技術者、 19電気主任技術者（一種・
二種・三種）、 20電気通信主任技術者、 21第一級陸上無線技術士、 22第二種電気工事士、 
23自動車整備士（3級）、 24消防整備士、 25建設機械施工技士（2級）、 26測量士、 271級・
2級土木施工管理技士、 281級・2級建設施工管理技士

卒業後の進路

取得可能な資格（予定）

卒業生はさまざまな工学分野に就職し活躍しております。これは、

個々の学生が各学科において専攻分野を深く学び、専門性を高

めた結果であり、そのベースには、多くの先輩達が築き上げてきた、

企業そして社会からの高い評価があるといえるでしょう。理工学部で

は、学生の就職・進学をバックアップするため、ガイダンスやセミナー

等を開催。各種サポートは１年次からスタートします。

（就職者166名のうち、164名（98 . 8％）が正規雇用）

卒業生
415

大学院進学
221

※その他
28

就職
166

製造業
43

公務
37

情報通信業25

建設業18
運輸業15

その他3

卸売・小売業5
金融・保険業1電気・ガス・水道業12

専門技術業7

サポート項目

1
・
2
年
次

● キャリアガイダンス
● キャリア関連科目の開講
● ジョブシャドウ

3
年
次

● 各学部就職ガイダンス
● 業界（企業）研究講座（基礎・応用）
● 自己分析講座
● SPI模擬試験
● エントリーシート対策講座（基礎・応用）
● エントリーシート実践講座
● 面接対策講座
● 面接実践講座（個別・集団・グループディスカッション）
● 学内合同企業説明会
● 理工学部インターンシップ
● 理工学部国際研修
● 理工学部同窓会（一祐会）主催の合同企業説明会

4
年
次

● 面接実践講座（個別・集団・グループディスカッション）
● 学内合同企業説明会
● 公務員関係説明会
● 東北各県・盛岡市等職員採用試験説明会
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岩 手 大 学 理 工 学 部 オ ー プ ン キャン パ ス

あこがれの大学のことをもっと深く知ろう！

2016年8月10日（水）・10月15日（土）
入学後の学問内容がイメージできる模擬授業や、

在学生による見学ツアーなど、

イベントも盛りだくさん。

OPEN CAMPUS 2016
※当日は、図書館や岩手大学ミュージアム本
館、農業教育資料館（旧盛岡高等農林学校本
館）の公開も行っています。岩手大学をもっと深
く知りたいなら、緑豊かなキャンパスを散策し
ながら、こうした施設もぜひご覧ください。
※理工学部学生食堂も営業しています。

■ 学部学科概要説明・入試説明会
■ ミニ講義
■ 学科質問コーナー
■ 進路懇談会
■ 研究室公開

内

　容
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〒020-8551 岩手県盛岡市上田4-3-5
TEL 019-621-6303　FAX 019-621-6314
http://www.se.iwate-u.ac.jp

国立大学法人  |  岩手大学


