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介機械システム工学科

ドローンをどこへでも、どこまでも。

私
“制御”が可能にする、ロボットとの共生。

[ めざせる資格・免許 ] ● 中学校教諭一種免許状（数学）（技術）　● 高等学校教諭一種免許状（数学）（工業）　◉ 技術士（機械部門）　◎ 技術士補※（機械部門）

●所定の単位を修得すると得られる資格（実務・研修・講習を含む）　◉卒業生全員が受験資格を得られる資格（所定の実務経験が必要）　◎卒業生全員が得られる資格　
※機械システム工学科はJABEE（日本技術者教育認定機構）認定を受けており、同学科を卒業すると技術士1次試験の受験を免除され、技術士補の資格を取得することができます。

● 本学科の独自カリキュラム　　● 専門を磨く6つの領域　　● 充実の知識・技術の体験機会[ 学科の特徴 ]

在校生の学科を選んだ理由を知りたい人は

89〜90ページへ▶LINKS ▶ もっと詳しく
資格・免許の詳細は

129ページへ▶

学びの領域は

31〜32ページへ▶
卒業後の仕事のイメージは

119〜128ページへ▶

機械・電気・制御工学を学び、先進的なエンジニアをめざす。

機械システム工学科の「未来に活きるKeywords」

機械システム工学科では機械工学、電気電子工学、制御工学の
３本柱からなる学問領域を体系的に学びます。これらの学
びの先にロボットなどの先進的な技術があります。こ
れら３本柱を基礎として、さらに広い視野から機
械システムを捉えていくことで、身の回りにロ
ボットがいるのが当たり前、そんな社会を
一緒に実現していきましょう。

機械・電気・制御

人と共存するロボット

理工学部　機械システム工学科　
高機能機械制御研究室

関口 和真 准教授
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工
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礎
科
目

前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期
微分積分学（1a）※MS
微分積分学（1b）※MS
線形代数学（1a）※MS
線形代数学（1b）※MS
物理学実験（a）
物理学実験（b）
化学（1）
情報リテラシー演習（a）
情報リテラシー演習（b）

微分積分学（2a）※MS
微分積分学（2b）※MS
線形代数学（2a）※MS
線形代数学（2b）※MS
物理学及び演習（1）
物理学及び演習（2）
物理学（3）
物理学（4）
電磁気学基礎
上級力学
化学（2）
化学実験
コンピュータ概論（a）
コンピュータ概論（b）
プログラミング基礎（a）
プログラミング基礎（b）
ことづくり（1）

微分方程式論
ベクトル解析学
数理統計学（a）※MS
数理統計学（b）※MS
代数学
生物学（1）
生物学実験（a）
生物学実験（b）
地学（1）
地学実験（a）
地学実験（b）
電気工学概論（実習含）
ことづくり（2）

フーリエ解析学
生物学（2）
地学（2）
数値解析
金属加工（製図・実習含）
ことづくり（3）

技術者倫理
ことづくり（4）

AI・ビッグデータ基礎
AI・ビッグデータ応用
ことづくり（5）

【学年配当しない科目】インターンシップ（1）／インターンシップ（2）／海外体験実習（1）／海外体験実習（2）

P
B
L
科
目

SD PBL（1） SD PBL（2） SD PBL（3）

専
門
科
目

専門教養

サイバーフィジカルDX
知的財産

理工学と生活
工業概論
原子力汎論
探究の進め方

量子力学入門
相対論入門

学部共通 Direct Current Electrical Circuit Analysis 電気化学（a）
電気化学（b）

電気電子通信計測応用

ひらめき
ことづくり

ひらめきづくり（1） ひらめきづくり（2） ひらめきづくり（3） ひらめきづくり（4） ひらめきづくり（5） Next PBL（1） Next PBL（2）

学科共通

機械工作概論及び実習（a）
機械工作概論及び実習（b）
工業力学及び演習
電気物理及び演習（a）

機械材料
電気物理及び演習（b）

機械システム 機械要素
振動工学

材料力学 材料力学（1）及び演習 材料力学（2） 強度解析学

熱流体
工学

熱力学（1）及び演習
流れ学（1）及び演習

熱力学（2）
流れ学（2）

伝熱工学 熱流体システム

電気電子工学 電気電子回路及び演習（a） 電気電子回路及び演習（b） 計測工学 電気機器

制御工学 システムダイナミックス及び演習（a）
システムダイナミックス及び演習（b）

制御システム設計 制御理論

ロボット工学 ロボット工学 ロボット工学応用

宇宙工学 航空宇宙工学概論
宇宙システム学

応用分野
科目 【学年配当しない科目】特別講義（1）／特別講義（2）／特別講義（3）

プログラミング
関連科目

プログラミング及び演習（a）
プログラミング及び演習（b）

数値シミュレーション ロボット制御プログラミング

実験実習科目 基礎設計製図 機械システム基礎実験 電気基礎実験 機械システム設計演習（1） 機械システム設計演習（2）

卒業研究
関連

事例研究 卒業研究（1） 卒業研究（2）

※上記の他、教養科目、語学科目などの学部・学科共通科目を設置しています。詳細はP.94をご覧ください。
※MSは数理科学分野
■字は選択科目　■字は必修科目　■字は選択必修科目　■字は「ひらめき・こと・もの・ひと」づくりプログラム受講者のみ選択可

カリキュラムは2022年4月現在のもので、一部変更される場合があります。

1 年 2 年 3 年 4 年

学
び
の
ス
テ
ッ
プ

工学分野の基礎固め
2年次前期までは、機械システム工学の
土台となる、数学・物理・情報分野の科目
を中心に学び、基礎をしっかりと固めます。

機械システム工学の追究
2年次後期からは、機械工学や各種システム関
連科目など、専門分野の基礎科目から学修を
始め、本格的に機械システム工学を追究します。

数学・物理・情報分野を身につける 機械システム工学としての
学びをスタート

 ● 材料強度学 ● 機械制御工学 ● 航空宇宙工学
 ● 熱流体工学 ● 計測電機制御工学 ● ロボティクス 卒業研究

6領域の専門性を高める
3・4年次では、機械システム工学を構成する6領域それぞれをさらに深く学ぶとともに、分
野間の有機的な統合について体系的に学修します。

▍強度設計システム研究室
航空機、自動車、産業機器などに用いられる

「材料」の「強さ」やその評価方法の研究

▍熱流体システム研究室
最先端の熱流体解析技術をもとに自動
車・医療機器・塗布プロセスの計算設計
手法や高性能機器を開発

▍高機能機械制御研究室
車の自動運転やドローンのオートパイロッ
ト、惑星探査ローバー誘導制御などの最
先端制御を研究

▍計測電機制御研究室
「電荷」「電界」「磁界」などの物理量を
可視化する計測装置とベアリングレス
モーターを開発

▍宇宙システム研究室
新たな宇宙システムの創出に向け、
構造・推進・帯電を研究

▍ロボティックライフサポート研究室
ヒューマノイドロボット・ホームロボットの全
身運動の生成と制御、各種メカトロニク
ス機器の制御技術の研究

[ 専門的に学べる研究室 ]

理工学部

たち人類の未来は「ロボットが人

と共存する社会」へと向かって

いるといってよいでしょう。自

動走行車両や自律走行する電動車いすなど、

ロボットが日常生活の中で活躍し、人々の暮

らしをより豊かにしてくれる存在となるので

す。そして、私が研究しているドローンもそ

のひとつ。現在でもドローンは様々な場

所で活躍しています。今後さらに求

められることは増えてくると思いま

すが、人の身近で活躍するロボットとい

う意味で、「安心」であること、その前提に

「安全」があることが大事だと考えています。

私の研究室では、ドローンの「ロバスト化」と

「自己位置推定技術」の技術開発を行っていま

す。ロバスト化とは、物資配送におけるフラ

フラ飛行やそれによる目標位置のロストを防

ぎ、安全に飛行するための技術です。さらに、

自己位置推定技術はセンサーを用いることで

ドローンが自己位置を正確に取得し、自律飛行

をするための安心・安全を支える技術で、日々

の実験を通じて検証しています。

どちらも物理モデルの構築やアルゴリズム開

発、実機を使った制御実験といった機械システ

ム工学ならではの学びが満載で、こうした研

究・開発に携わることの醍醐味といえる

でしょう。もちろん、理論通りに飛ば

ないことや、材料や重さなどに制限

されることなど、乗り越えなければなら

ない壁はたくさんあります。重要なのは、モー

ターひとつから全体を動かすための理論まで、

事実に基づき構成要素一つ一つの意味につい

て考え尽くすこと。ハードと制御を構築する理

論の両輪で、技術の限界にチャレンジしていく

のがこの研究室の真のテーマでもあるのです。

笠井 茉莉（4 年）
東京都大森学園高等学校出身

機械、電気、情報、そして制御と4つの分野すべてを学べるのがこ
の学科の魅力。プログラミング、機械システム設計、シミュレーショ
ン…様々な授業や実習を通じて私がたどり着いたのは、自律稼働
型ロボットなどに関わる制御システムの分野でした。

　　　 　 Student VOICE ▶ 学科の学びと私の未来

まずはいろいろ学んでみよう。
その中で芽生えた、夢のカタチ。 ■ 自律稼働型ロボットの開発に携わる ■ プログラミング及び演習

高校での授業は基礎の基礎だっ
たことを痛感。普段、何気なく
使っていた電子回路の式や数式
などを、アルゴリズムに直してプ
ログラムとして構築する楽しさを
知りました。

自律稼働型機器を日常生活に普及さ
せるのが私の目標です。そのために、
学科で身につけた基礎力はもちろん、
想像力や応用力をこれから鍛えていき
たいです。

      Pick up!

＜成長につながった授業＞

研究室 
 Pick up！

世田谷キャンパス

私の未来に向けて変えること
hangehange
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