
修士課程・博士後期課程
大学院工学院
機械宇宙工学専攻

大学院工学院
人間機械システムデザイン専攻

大学院工学院
エネルギー環境システム専攻

大学院工学院
量子理工学専攻

●宇宙材料学特論
●宇宙輸送工学特論

●計算固体力学特論
●人工衛星設計特論

●分子流体力学特論 

●システム最適設計特論
●スマート構造制御特論

●人間ｼｽﾃﾑ工学特論
●ロボットメカニズム特論

●固体・運動系バイオ
　メカニクス特論　

●原子力ｼｽﾃﾑ安全工学特論
●放射性廃棄物処分工学特論

●放射線物理学特論
●原子力・エネルギー材料特論　

●応用プラズマ数理工学特論
●粒子線治療工学特論

●加速器科学特論
●量子ビーム計測工学特論

●放射線医学物理工学
　特論　

3年次

学科共通科目・コース専門科目

1年次
（総合教育部）

4年次

│機械情報コース　カリキュラム

全学教育科目

2年次

学科共通科目・コース専門科目

コース専門科目
●卒業研究

機械情報コース
機
械
知
能
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│学生の声

https://www.eng.hokudai .ac. jp/course/?c=3010
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機械工学と原子工学を基盤として、制御工学、量子力学や情報
処理・電子工学などを応用し、ロボット、バイオエンジニアリング、
医療・福祉などの先端産業分野で活躍する技術者や研究者を
育成します。また、ナノ・マイクロ、エネルギー・環境等の新領域で
活躍できる人材の育成も目標としています。

機械力学、材料力学やプラズマ物理などの基礎知識を習得すると
ともに、科学技術の発展に対応できるようにするため、従来の機械
工学の範疇を超えた、新領域に対応するための基礎的知識に
関する教育を充実させています。また、学生自身の発想で課題
解決を行う創成型教育、先端研究を体験する卒業研究にも力
を注いでいます。

│バイオ工学やロボット工学などの新領域に取り組む。 │従来の機械工学を超えた、新領域に対応する教育を。
ロボット、自動車、人工臓器など「人間と調和する
機械」が今求められています。そのような開発を担
うのは、機械の基礎を学び、医療・福祉、量子ビー
ム科学などの最先端の科学・技術の知識や考え
方を身に付けた人材です。そんな時代の流れをリ
ードしたい人におすすめです。人間と一緒に働く機
械や人間と機械のかかわりに興味がある人、新し
い分析にかかわる物理・化学やコンピュータが好
きな人、機械をばらしたり組み立てたりするのが好
きな人に向いています。

│先端分野で幅広い視野をもって活躍できる人材を育成。

ロボットや
人工臓器を
作りたい

人間と機械
とのかかわりに
興味がある 機械を

ばらしたり
組み立てる
のが好き

機械情報コースと機械システムコースには、カ
リキュラム上も多くの共通点があります。機械
情報コース専門科目として、「ロボット工学」
「バイオエンジニアリング」などにより重点を置
いていますが、他方のコースの講義も聴講可

能です。両コース共通の科目は、各コースの
専門科目を理解するうえで必要な機械知能
工学の基礎科目を系統的に習得できるよう構
成。大学院進学時には、コースには関係なく
志望による専攻の選択が可能です。

│こんな人におすすめ

好奇心旺盛な人大歓迎！

最適設計により良い
モノづくりを実現したい。

未来 へと続く道がある

未来 を一緒に目指したい

未来
│カリキュラムの特徴

に進む若者がいる

今世紀後半には、生物型ロボットが部屋を掃除し、
福祉ロボットが人々を介護するようになるだろう。
変貌し続ける新しい社会に貢献できる能力をここで身に付けよう。

どこまでも人にやさしく、
それも工学のミッション。

●教養科目（文学、芸術、歴史等）
●外国語科目　

●基礎科目（数学、物理、化学、生物）　
●情報学　　

●機械知能工学入門　
●工業倫理　
●コンピュータ演習　
●設計工学　

●CAD・CAM演習　
●計測工学実験　
●応用数学Ⅰ・Ⅱ
●電磁気学　

●量子力学　
●機械力学　
●振動工学　
●材料力学Ⅰ　

●熱力学Ⅰ
●流体力学Ⅰ　
●安全工学　
　

●設計演習Ⅰ・Ⅱ
●ラボラトリーセミナー
●工業英語演習　
●材料力学Ⅱ　
●材料科学

●伝熱工学Ⅰ・Ⅱ
●制御工学Ⅰ・Ⅱ　
●電気・電子回路　
●メカトロニクス実習　
●原子物理　

●プラズマ物理
●統計力学　
●材料強度学　
●計算工学A・B
●バイオエンジニアリング　　

など

など

など

など

など

など

など

など

Course of Mechanics and Information

機械知能工学科では、航空宇宙工学やロボ
ット工学、生体工学やMEMS工学など、多岐
にわたる分野に触れることが出来ます。近年
注目の集まる環境問題に対して、どのような
工学的アプローチを経て社会に貢献する機
械を「創造」するのか、という事まで学べる事
も本学科の魅力の一つであり、「モノを作る
能力」だけではなく、社会が求める機能をいか
に取り入れていくかを重要視しています。ヒト
と地球に優しいモノ作りを目指し、自然に囲ま
れた豊かな環境で、仲間と共に日々勉学に
励んでいます。

私はハイブリッドロケットの実用化に向けた
研究をしています。自分達で設計、組立を
行った装置を用いて燃焼実験を行い、その
データを解析、燃焼現象のメカニズム解明
を目指します。私のメインは燃焼学ですが
研究には流体、画像解析、プログラミング
など様々な知識が必要です。そんなとき他
研究室の先生方にそれぞれの専門家とし
ての観点から助言を頂けるのは、幅広い分
野の研究室を持つ機械知能工学科のい
いところだと思います。色んな経験をしたい
好奇心が旺盛な方にはこの学科はぴった
りなのではないでしょうか。

西原 由宇太
機械知能工学科 機械情報コース 3年
（京都府立桃山高等学校出身）

深田 真衣
大学院工学院 機械宇宙工学専攻
博士後期課程1年
（東京都鷗友学園女子高等学校出身）

北の大地で豊かに学ぶ

幅広い知識・スキルが身に付きます

│大学院生の声

未来 を描く若者がいる

ペットボトル形状
除草ロボット
スポーツ用具の力学
飽きのこない意匠
ロケットノズル
複合材料構造
知的制御
最適設計
雪道環境の自動運転
ナノデバイスプロセス
量子ビーム
ナノ材料
加速器中性子線源
プラズマ
原子力材料

核融合
原子力
脱レアメタル
環境・エネルギー政策
リサイクル可能な構造
さび防止
省資源設計
核燃料サイクル
原子力安全
放射性廃棄物処理・処分
破壊予測
土壌環境
中性子による材料診断
臨床バイオメカニクス
癌放射線治療

人工臓器
医療診断工学
生物型ロボット
生体組織
生体適合表面
動作・筋力解析
人間の感性計測
ユニバーサルデザイン
乗り心地・振動制御
移動ロボット
雪路用電動車椅子
感性
音の制御
福祉機器
振動制御
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│産業別就職状況
航空・宇宙、自動車、原子力、電気機器、製鋼・素材産業、精密機器、食
品、繊維、化学、石油、プラントエンジニアリング等の製造業のほか、運輸・
通信サービス、電力・ガス等のエネルギー企業で活躍しています。最近
は、コンピュータ、メカトロニクス、宇宙機器などの電子機器・情報関連産
業や運輸・通信サービス産業への就職も多くなってきています。これらの
分野において、開発設計製造、研究、企画、管理等の中枢的部分にお
いて活躍しています。教育および研究公務員へ進む者も多数います。

│機械情報コース　研究室紹介

│卒業後の進路 │主な就職先 （50音順）

│取得可能な資格
■高等学校教諭一種免許状（理科・工業）
■甲種消防設備士（受験資格）
■建設機械施工管理技士（受験資格）
■建築施工管理技士（受験資格）
■電気工事施工管理技士（受験資格）
■管工事施工管理技士（受験資格）

●IHI
●アドバンテスト
●インターネット
　イニシアティブ
●宇宙技術開発
●兼松
●キーエンス
●クボタ
●静岡市役所
●ジャフコグループ
●シマノ
●清水建設
●スズキ
●住友電気工業
●住友重機械工業
●タミヤ
●デンソー
●電通北海道
●東海旅客鉄道
●東芝エレベータ
●東北電力

│卒業生からのメッセージ

2004年3月  工学部 機械工学科 卒業
2006年3月  大学院工学研究科 機械科学専攻 修士課程 修了
2009年3月  大学院工学研究科 人間機械システムデザイン専攻 博士後期課程 修了

財団法人鉄道総合技術研究所で、鉄道車両の走
行性能の向上、乗り心地のさらなる向上のための
研究開発に携わっています。新たな開発品の提案
や基礎的検討、研究所内の特色ある試験設備を
活用した試験のほか、走行試験の結果評価なども
行っています。高校生時代は「モノづくり」の中でも
動くモノを作ることにかかわる仕事がしたいという希
望を持っており、工学部の中でも機械工学科（現：機
械知能工学科）を選びました。入学後は振動学へ
の興味が深まり、機械力学分野（現ロボティクス・ダ

イナミクス研究室）で連続体の振動解析法につい
ての研究に取り組みました。私の携わっている鉄道
システムは、機械、土木、建築、電気、制御、信号通
信、情報、材料、環境、防災をはじめ工学で扱う分
野の組み合わせで成り立っており、いずれかが欠
けてもうまく機能しません。学生時代に研究として取
り組んだことはもちろんですが、周辺領域として学ん
だことが現在の業務に活きていることを実感してい
ます。皆さんも、幅広い分野で活躍できる工学部か
ら、社会を支える一歩を踏み出してみませんか？

研究所内の試験車両を背景に

「工学」で社会を支える！

未来 に挑む先輩がいる

石栗 航太郎さん
財団法人鉄道総合技術研究所 車両構造技術研究部 研究員

未来 に挑む先輩がいる
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未来へと続く道は、

研究室から始まる。

快適なロボットシステムを実現する。

よりスマートな機械システムを目指す。

プラズマの新しい可能性を開く。

地球環境の未来を担う技術を学ぼう。

血管にやさしい新たなステントや人工膝靭帯などの先端医療機器の開発。
モバイルデバイス応用へ向けた新材料開発と金属材料の塑性解析。航空
機構造への適用を目的とした先端複合材料および局所異方性を有する
新機能複合材料の最適設計。機械学習による異常検知・振動制御。

Laboratory
information

▶曲線状繊維を有する新機能複合材

▶セメント材料に収着した放射性核種の定量分析

▶世界的にも数少ない
高透過力X線小角散
乱装置

▶北海道大学病院陽子
線治療センター縮小モ
デル

材料強度研究で基盤技術を支える
教授　中村 孝│准教授　高橋 航圭│助教　藤村 奈央

機械宇宙工学専攻 材料機能工学研究室
https://mfm.eng.hokudai.ac.jp/

力学的合理性を有する新しい材料概念の提案
教授　佐藤 太裕│准教授　加藤 博之

機械宇宙工学専攻 材料力学研究室
https://mech-hm.eng.hokudai.ac.jp/~sm/

宇宙環境で機械構造物を安全に運用するた
めに、超高真空、紫外線、放射線などが材料
の強度や機械特性に及ぼす影響を調べてい
ます。これらの極限環境で得られた知見を、地
上での材料開発や強度評価にフィードバック
することにより、基盤技術の発展を支えます。

▶宇宙空間に存在する原子状酸
素により劣化したプラスティック
表面

■主な研究テーマ

■主な研究テーマ

■主な研究テーマ

機械構造物の変形や破壊現象について材料力学、構造力学を用いて
探求し、そこから得られる科学的根拠をベースに合理性の高い力学的
機能を有する新しい材料・構造概念、設計法の開発を目指しています。

医療機器・複合材構造の最適デザイン
教授　佐々木 克彦│准教授　本田 真也│助教　武田 量

人間機械システムデザイン専攻  変形制御学研究室
https://ldc.eng.hokudai.ac.jp/

■主な研究テーマ

量子ビーム・放射線を人類の未来のために
准教授　松浦 妙子│准教授　宮本 直樹│准教授　高尾 聖心

量子理工学専攻  量子ビーム応用医工学研究室
https://labs.eng.hokudai.ac.jp/labo/qsre/QSciEngjp/

めざすは放射性廃棄物の安全な処分と放射能で汚染した環境の修
復。原子力工学、地球科学の知識と放射性物質取扱技術を駆使し
て、環境中の放射性物質の移行挙動を把握し、地下埋設処分の超長
期にわたる安全性の予測や、新しい環境修復技術の評価を行います。

物質・材料・生体・原子核物理・素粒子物理・輸送機器・エネルギー・情報
通信・考古学などの発展の基盤となる、電子加速器を用いた「中性子ビ
ーム利用技術」の開発研究とその実利用・産学連携を展開しています。

■主な研究テーマ

放射能から地球環境の未来を守る
教授　小崎 完│准教授　渡辺 直子│助教　植松 慎一郎

エネルギー環境システム専攻  原子力環境材料学研究室
https://nucl-mater.hokkaido.university/

物質内部の微細構造を解析可能な３つの
量子ビーム（電子・X線・中性子）全てをイン
ハウスで使える環境を駆使して、様々な製
品のナノ構造と特性との関係を解明します
（A研究室）。革新的な放射線検出器・計測
機器の開発と医療・原子力を中心とした産
業応用を目指しています。（B研究室）

原子力から食品まで～量子ビーム革命～
教授　大沼 正人（A）│准教授　金子 純一（B）│助教　平賀 富士夫（A）

量子理工学専攻  量子ビーム材料工学研究室(A/B) 
http://toybox.qe.eng.hokudai.ac.jp/

▶構造材料の破壊を力学的に予測し、
適切に対処することができれば、計り
知れない経済効果が期待できます

●金属材料の超高サイクル疲労機構
●超高真空中における金属疲労
●地震荷重を受けた構造材料の残存寿命評価
●Cyclic Press法を用いた表面改質技術
●高分子材料の宇宙環境における劣化機構
●耐宇宙環境性高分子材料
の開発
●炭素繊維強化複合材料の
環境強度

■主な研究テーマ
●自律ロボットのナビゲーション
●センサデータの非線形信号
処理
●社会基盤設備点検ロボット
の開発
●柔軟構造物の運動と振動
の制御
●鉄道車体や農業機械の振
動解析

●三次元屈折率分布の非破壊計測システムの開発
●間欠照射医療用CTの画像再構成
●発芽玄米中のGABA含有量に与えるプラズマ照射の影響
●核融合炉内のプラズマー壁相互作用の解明と制御および炉内
構造物の開発

●ヘリカル型装置における高速イオンの閉じ込めに関する研究
●核融合プラズマ解析及びプラズマ生体応用のための自由境界
電磁流体 (MHD) コードの開発

●新しい多体問題解析手法
　（二体相互作用近似法）の開発 
●電磁場中の高速荷電粒子
　（電子、陽子およびプラズマ）の量子力学
●プラズマ／イオンビームを用いた材料改質技術の開発
●核融合環境下におけ
るプラズマ表面相互
作用の解明と制御

●量子ビーム利用による材料基礎研究
●過酷環境用先進材料の開発
●高効率量子エネルギー変換材料および原子力エネ
ルギーに関する材料開発
●水素化物系エネルギー変換材料（固体電解質／水
素センサー／水素吸蔵合金）の研究開発

●食い違いや循環（格子回転）
　の弾性力学モデル
●形状記憶合金の変形  
●ナノ材料の塑性変形
●転位の数値解析モデル
●カーボンナノチューブの
特異な変形挙動

●プラントミメティクスの材料力学的アプローチ
　（竹、樹木などの形態の力学的合理性探求）
●空間周期特性の
　構造安定論的解釈

●小角散乱法による材料や食品のナノ構造の解明（A）
●インハウスX線および中性子小角散乱装置の性能
向上と利用法の開発（A）

●耐放射線ダイヤモンド放射線検出器・半導体デバイ
スの開発（B）
●医療・産業用酸化
物シンチレーターの
開発と応用(B)

●高精度・低侵襲な陽子線がん治療システムの研究
●がんの位置を把握するリアルタイムイメージングの研究
●生物学的効果を考慮した線量評価手法の研究
●小型加速器に基づくホウ素中性子補足療法の研究

医療と生活を支えるエンジニアリング
教授　東藤 正浩│助教　山田 悟史

人間機械システムデザイン専攻  バイオメカニカルデザイン研究室
https://lbd.eng.hokudai.ac.jp/

ロボット技術の開発と応用
准教授　江丸 貴紀

人間機械システムデザイン専攻  ロボティクス・ダイナミクス研究室
https://mech-hm.eng.hokudai.ac.jp/~rd/

生体の力学的機能を探るバイオメカニクス
に基づき、生体の分子・結晶、組織、臓器・器
官、全身に及ぶ階層的な力学的特性を明ら
かにし、筋骨格系における疾患原因の解明
や治療・診断機器、生活・福祉機器の実現
を目指しています。

▶生体骨の構造・力学
解析

■主な研究テーマ

環境情報を得るためのセンシング、さらに
その信号処理などを中心にロボットの自律
化を行い、誰にでも使いやすいロボットシ
ステムの実現を目指します。また柔軟構造
や不安定な構造を持つロボットなどの機械
システムの動的挙動解析と制御系設計に
取り組みます。

●石灰化骨マトリックスのマルチスケールメカノ構造に
関する研究
●骨梁強度特性と分子・結晶構造特性に基づく海綿
骨強度予測モデル
●付加製造法およ
びコーティング法
による多孔質イン
プラント設計

スマートな機械システムの開発
教授　梶原 逸朗│准教授　原田 宏幸

人間機械システムデザイン専攻  知的構造システム研究室
https://s3.eng.hokudai.ac.jp/

スマート構造およびその制御、レーザーを応用した制御・計測、スマート材
料を用いたロボット機構などの研究を通じて、よりスマートな機械システムの
開発、および新しい制御・計測・解析技術の開発を目指しています。

▶スマートHDDヘッドアクチュエータの制御システム

▶各種センサを搭載した
実験用移動ロボット

■主な研究テーマ
●センサ／アクチュエータ／情報処理機能を融合
したスマート構造およびその知的制御
●レーザー応用技術（レーザーによる移動体の遠
隔駆動／制御、レーザー加振技術）

●移動ロボット ●動力学的問題における最適設計
●運動と振動／音の制御

●バルーン拡張型ステントの新機能開発
●モバイルデバイス応用へ向けた新材料開発
●新機能複合材料による航空機構造の最適設計
●機械学習による異常検知・振動制御
●膝関節靭帯のバイオメカニクスによる医療応用

■主な研究テーマ

●素粒子加速器を利用した中性子源の開発
●中性子輸送光学素子・中性子画像検出器の開発
●分光型中性子イメージング法の開発
●中性子とX線の融合連携イメージング法の開発
●量子ビームを利用したマテリアル研究
●宇宙放射線ソフトエラーの防止に関する産学連携
▶北海道大学の電子加速器駆動オンデマンド中性子ビーム
利用施設「HUNS」

▶サイクロトロン運動する
陽子の確率密度分布。
量子論効果により円軌
道全体に分布している。

▶電子、イオン、レー
ザーを同時に照射
して材料・物質のナ
ノレベルの観察や
解析が出来る複合
量子ビーム超高圧
電子顕微鏡

■主な研究テーマ

工学・理学・医学を支える中性子ビームの発生と利用
教授　加美山 隆｜准教授　佐藤 博隆

量子理工学専攻  中性子ビーム応用理工学研究室
https://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/QBMA/

私たちは、レーザーやプラズマを応用した材
料の創成や改質によって環境低負荷なエネ
ルギー変換システムを構築しグリーンイノベー
ションに貢献することを目指します。

■主な研究テーマ

量子ビームによる材料機能創成
教授　柴山 環樹│助教　中川 祐貴

プラズマ中で生じている基礎過程に関する
新しい視点での理論的研究、多体衝突現
象の高速計算技術、プラズマを用いて材料
表面を改質する研究、および、それらの核融
合研究への応用について研究しています。

プラズマで未来を切り拓く
准教授　及川 俊一│准教授　富田 健太郎│助教　信太 祐二

量子理工学専攻  プラズマ材料工学研究室
https://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/ppel_jp/

■主な研究テーマ

▼玄米へのプラズマ照射の様子

光、放射線などの電磁波やプラズマは様々な工業分野で利用されており、「核融合炉」のよう
な将来のエネルギー源の研究開発でも利用されています。これらにとどまらず近年では、医療
分野や農業分野など「生体」に対しても応用の幅が広がりはじめています。このような様々な
応用に向けて、電磁波やプラズマが照射された材料や生体、電磁波やプラズマそのものの
挙動や特性を『実験と理論解析の両面』から明らかにすることが当研究室の目標です。
■主な研究テーマ

新たなプラズマ・光応用技術の探索と実現
教授　富岡 智│准教授　山内 有二│助教　松本 裕

量子理工学専攻  プラズマ生体応用工学研究室
https://fusion.qe.eng.hokudai.ac.jp/

量子理工学専攻  量子エネルギー変換材料研究室
https://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/carem/ryoshicarem

機械情報コース
研究室紹介

※資格の取得には指定科目の修得や、卒業後に実務経験が必要なものもあります。

医療用加速器を用いた高精度な陽子線
照射技術、様々なモダリティのイメージン
グ技術、高度な線量評価技術、これらの
研究開発を通じて、量子ビームの医療応
用を推進し、医工連携による先端医療技
術の実現を目指しています。

計57名

公務員等 1名

教育・研究機関 
1名

その他 2名

メーカー 42名

専門・技術サービス
1名

運輸・
エネルギー
7名

建築・不動産
1名

情報・通信 2名

※産業別就職状況・主な就職先は、2021年3月卒業者・大学院修了者を集計したもの。

●土壌環境中における放射性セシウムの収脱着挙動に関する研究
●地質媒体中での放射性核種の化学形態とそれらの移行に関する研究
●地下深部の処分環境下における人工バリア材料の長期健全性評価
●原子力施設の廃止措置に関するシナリオ評価と技術・コストの最適化

民間企業
55名

●トヨタ自動車
●NICHIJO
●日産自動車
●日本電気
●野村総合研究所
●パナソニック
●日立インダストリアルプロダクツ
●日立製作所
●北海道ガス
●北海道大学
●北海道電力
●ボッシュ
●本田技研工業
●マツダ
●三菱電機
●三菱重工業
●三菱マテリアル
●三菱マテリアル
　加工事業カンパニー
●ミネベアミツミ
●村田製作所
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未来 を拓く知が集まる


