理工学域

機 械 工 学 類
モノづくり工学で人類に貢献するエンジニア︑研究者をめざす
http://www.me.se.kanazawa-u/index.html

独創的な機械を設計・製作でき、
人類に貢献するエンジニア・研究
機械工学は、技術革新の牽引役。

材料消費やエネルギー消費に配慮した機械技術へ。

高度化・精密化する現代の産業社会では、技術革新の牽

今後は、経済と環境を両立させる持続型社会の構築が大

引役としての機械工学の重要性はますます高まっていま

きな課題となっています。
「機械工学類」では、自然や人間

す。
「機械工学類」では、産業技術の基盤となる機械技術

社会との調和を図りつつ、モノづくり工学の持つ社会的使

全般から持続発展が可能な社会実現のための消費に配

命と責任を果たし、工業・産業の広い分野で活躍できる機

慮した機械技術まで幅広く学びます。

械技術者・研究開発者を育成します。

こんな人を求めます！
◆機械工学（モノづくり）への興味と人間支援に対する高
い志を持つ人。
◆地球環境への関心が高く、グローバルな視野と外国語
能力の向上に意欲を持つ人。
◆独創性と創造性が豊かで自ら問題を解決する意欲を持つ人。
入試情報
募集は学類一括で行い、2年進級時に各コースに進みます。詳細は、金沢大学理工学域機械工学類のホームページ（http://www.
me.se.kanazawa-u.ac.jp/index.html）の「入試情報」をご覧下さい。

カリキュラムと進路
2年進級時コース選択 2年

1年
共通
教育
科目

導 入 科 目：初学者ゼミ、大学・社会生活論 …
総合・テーマ別：金沢学入門、海外異文化体験、機械のしくみ …
言

語：英語、中国語、朝鮮語、ドイツ語、フランス語 …

一

般：法学、経済学、哲学、倫理学、心理学 …

基

礎：数学、物理学Ⅰ・Ⅱ、化学、物理学実験 …

専門
基礎
科目

実践
科目

1〜3年次開講
工業力学、機械解析入門、ベクトル解析、微分方程式、
材料力学Ⅰ
・Ⅱ、振動工学Ⅰ、流れ学Ⅰ、熱量学Ⅰ、材料工学、加工学、
制御工学、情報処理演習、信頼性工学、確立・統計解析…

コース別
機械システムコース
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3年
2〜3年次開講
機械工学設計製図、機械工学実験、計算機プログラミン
機械工作実習、機械技術英語、技術英語演習、機械機能
機械解剖実習、機械機能探求、創造デザイン実習

専門
科目

2〜4年次開講
機械要素、機械設計学、
エレクトロニク

計測工学、生産システム工学、電熱学、
機械技術英語、技術と倫理、企業開放

専門科目（2〜4年次開講）

知能機械コース

人間機械コース

メカトロニクス

レーザー光学

人体科学

エネルギー変換工学

ロボット工学

生体計測

マイクロ･ナノメカニクス

航空宇宙工学

人間工学

固体物理学 …

トライボロジー …

スポーツ科学 …

、
者をめざす
次の点を重視した教育を実施します。
●工学の基礎となる数学・物理学を重視した基礎教育の実践。
●構造、計測・制御、材料・加工、熱流体など機械工学の基幹分野
の教育の徹底。
●コンピュータリテラシなどの情報利用技術に関する実践スキ
ルの獲得。
●国際コミュニケーション能力の開発。
●技術課題探求などの実践的学習を通した創造性、自主性、協
調性の育成および発表・報告能力の開発。
●技術者の社会的責任と技術倫理の自覚形成。

取得できる資格
学位：学士（工学）
資格：高等学校教諭・一種免許（工業）

学士の学位取得

4年

大学院
自然科学研究科

グ演習、

卒業研究

発見、

ス、材料設計学、

、 機械運動学、構造解析学、
講座…

エネルギー環境コース
環境学
エコマテリアル
エネルギー・環境工学
物質循環工学 …

機械科学専攻

進学

（博士前期課程2年間)

修士の学位取得

システム創成科学専攻

（博士後期課程3年間)

博士の学位取得

就職

機械にかかわる
あらゆる分野へ

主な就 職 先
自 動 車 ･･･トヨタ自動車、本田技研工業、
日産自動車、スズキ、マツダ、デンソー
機
械 ･･･三菱重工業、川崎重工業、コマツ、
ヤマハ発動機、クボタ、豊田自動織機
精密･工作機械 ･･･キヤノン、セイコーエプソン、
ファナック、ヤマザキマザック、森精機
電
機 ･･･日立製作所、東芝、三菱電機、
パナソニック、村田製作所、シャープ
素
材 ･･･新日本製鐵、ＪＦＥスチール、ＹＫＫ、
ブリヂストン、京セラ、日本ガイシ
医 療 機 器 ･･･テルモ、島津製作所、パラマウントベッド、
オムロンヘルスケア
社 会 基 盤 ･･･北陸電力、中部電力、関西電力、
ＪＲ西日本、ＪＲ東海、ＮＴＴ関連
地 元 企 業 ･･･ＰＦＵ、澁谷工業、津田駒工業、
中村留精密工業、不二越、セーレン
公務員関連 ･･･国家公務員、地方公務員、大学、高専、
研究所
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機械システムコース

メカニカルサイエンスから
ナノテクノロジーへ
キーワード
システムデザイン、メカトロニクス、自然エネルギー、
ナノテクノロジー、アドバンスドマテリアル、
トライボロジー、精密機械

しっかりとした基礎に基づく新しい機械システムの開拓。
盤石な基礎なくして独創的な機械を生み出すことはできません。モノづくり工学の基礎となる数学や物理
学に強い興味と優れた能力を持ち、これらを工学に応用して機械の高度化、システム化、ナノテク化を図り、
新しい機械システムを開発する能力と熱意のある人材の育成をめざします。

現代社会が直面する技術的課題の切り札として。
現代社会が直面している技術的課題の解決の切り札として、
「システムデザイン」、
「生産工学」、
「自然エネ
ルギー」、
「ナノテクノロジー」、
「新材料」などの関連する新しい諸学問も学びます。

教育

数学や物理などの工学の基礎となる科目を重視した教育を行います。
「 材料力学」、
「 振動工学」、

「流体力学」、
「熱力学」、
「材料加工学」、
「材料科学」を基にしながら、先進技術の開発のために、応用的な「生
産工学」、
「メカトロニクス」、
「伝熱工学」、
「エネルギー変換工学」、
「固体物理学」、
「マイクロ・ナノメカニクス」
等を習得します。

研究

機械の高度化、知能化、ナノテク化を目指し、機械技術を根本から変えていくような基礎的研究を

多く行っています。

Advanced Mechanical Engineering Course

ジャイロミル型風車の風洞実験

金属疲労のメカニズムの解明
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自動結索機

原子スケール計算機実験

パーセプトロンの素子数決定法

原子力間顕微鏡による摩擦測定

キーワード
航空宇宙システム、知的計測制御、ロボティクス、
インテリジェントビークル、レーザー工学、光計測、
最適問題

機械工学の先端的分野を実践的に極める。
機械工学と深く関連する諸分野の中で、近 年飛 躍的な発展を遂げ ている「ロボティクス」、
「 シミュレー
ション工学」、
「 航 空宇宙工学」などの 先 端 分野を積 極的に取り込 んだ、先 進的・実 践的な 教育・研究を

知能機械コース

光テクノロジーから
インテリジェントビーグルへ

行っています。

急速に発展する現代技術のフロンティアを拓く。
対象は、ロボット、自動車の知能化はもちろん、様々な状況で利用可能な情報伝達デバイス、レーザー利用
の新しい計測法など、古典的機械工学の範疇に属さない領域に及びます。これらの教育・研究を通して、急
速に発展する現代技術の担い手となり、新しい分野に、斬新なアイデアと強い意欲で果敢に挑戦する人材
の育成をめざしています。

教育

基礎科目を修得した後、実践的な機械工学の能力の習得を重視した教育を行います。現代工学の

先端分野である、
「ロボット工学」、
「レーザー工学」、
「航空宇宙工学」、
「機械解析工学」、
「応用数理解析」等を
中心として学びます。工学知識の総合的な運用能力をたかめる「工学戦略論」も用意されています。

研究

レーザー工学、ロボット、無人自動運転自動車など機械工学の先進分野の研究を行っています。

ウェアラブルロボットハンド

２色光による高速高精度形状測定

金属粉末のレーザー焼結加工

ロボットによる布の展開作業

Intelligent Mechanical Engineering Course

無人自動運転自動車

無人航空機の風洞試験
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人間機械コース

ヒューマンテクノロジーから
生体工学へ
キーワード
生体工学、ロボティクス、医用工学、人間支援技術、
創造工学、バイオメカニクス、スポーツ工学、
福祉工学、ヒューマンダイナミクス

新しい機械技術創造で、人間と機械の融合をめざす。
近年、急速に進む少子・高齢化社会を背景に、人間支援・医療技術支援など「人間」と関わりのある分野での
エンジニアの活躍が期待されています。こうしたニーズに応えるため、人間と機械の融合をめざす新しい機
械技術を創造するエンジニアを育成します。

人間工学と生体工学の専門家をめざして。
人間生活に密接に関わるロボットや医療・健康機器、介護・福祉機器、生体や生物の機能に学ぶ機械デザイ
ンを修得し、人間と機械・技術との融合を図るヒューマンテクノロジーの分野、さらには、工学技術を医療へ
応用する生体工学の分野の専門家を育成します。

教育

機械工学の基礎・応用科目はもちろん、特に、人間の特性や感性、人間を支援する技術に関わる科

目を多く開講するとともに、技術者倫理や社会的責任について教育することにより、人間と社会を重視した

Human and Mechanical Systems Engineering Course

技術者の養成をめざします。また、
「モノづくり」の実践教育として「創造デザイン実習」をはじめとした実
習・デザイン型科目が充実しています。

研究

医療福祉機器、生活支援機器など、
「人間」に密着した機械の研究を行っています。

人工骨の力学解析

無響音室でのプリンタ騒音計測
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野球バットの解析

脳外科手術用マニピュレータ

ヘルスモニタリングシステム

多指ロボットハンド

キーワード
新エネルギー技術、省エネルギー、
クリーンエネルギー、環境機械、循環型社会、
エコマテリアル、流体機械、生産システム

持続型社会を実現する機械エンジニアを育てる。
環境保全と産業発展の調和を図る持続社型社会のためには、資源の有効活用と環境に優しいエネルギー
技術が不可欠です。そのため、社会や地球環境に配慮するエコロジカルな視野を備え、持続的な発展が可
能な社会を実現する機械系エンジニアの育成をめざします。

地球に優しい機械工学技術を考える。
「モノづくり」の基本となる機械工学をベースに、エネルギーの視点から機械工学にアプローチし、エネル
ギーと環境との学際領域について深く学びます。それによって、地球に優しい機械技術をめざします。

教育

機械工学の基盤分野を学習した後、エネルギーの流れを取り扱う「伝熱学」、
「流れ学Ⅱ」などを修得

エネルギー環境コース

エネルギー・環境から
エコテクノロジーへ

するとともに、
「環境計測学」、
「物質循環工学」、
「エネルギー・環境工学」、
「エコマテリアル」、
「環境機械」な
どエネルギー・環境分野に関するコア科目を学びます。このようなカリキュラムを通じて、エコロジカルな視
点に立った機械工学の応用能力を身につけます。
新エネルギーの開発や環境の保全を目指し、
「 環境と調和する機械システム」の研究を行ってい

ます。

ソーラークーリング

トンネル内の火災実験

藻類バイオマス生成システム

３Ｋ作業の自動化

炭素繊維強化材の断面観察

熱音響冷却システム

Energy and Environmental Engineering Course

研究
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？
？

ってなに？
「機械工学」

その答えを自動車に例えて説明します！
加工

GAS

精密な技術がもたらす高性
能な機械

エコ環境
バイオエネルギー

人間支援
乗り降りをアシスト

工場では
ロボットが大活躍！

制御

材料

ハイブリッド・コント
ロール

軽くて丈夫なボディ
摩擦特性に優れるタイヤ

設計

リサイクル

衝突しても安全な車体

部品・素材の再利用

物理・数学

熱流体

数理科学に基づく信頼
できる技術

抵抗の少ないフォルム
高性能なエンジン

ここがおもしろい、機械工学類
精密機械、高精度加工、ロボット工学、航空宇宙工学、応用数理
解析、熱流体工学、新エネルギー技術、環境機械、環境計測学、
人体科学、福祉機器、工学戦略論など非常に広い分野をカバー
しているので、専門科目選択の幅が広く、自分の能力や興味を
活かしながら高度な専門技術を深めることができます。

金沢大学

理工学域

〒920-1192

機械工学類

金沢市角間町

TEL. 076-234-4663 FAX. 076-234-4664
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