


　茨城大学工学部は、工学のほぼ全ての分野を幅広くカバーし、先端的な研究機関・企業と連携した教育と研究を行っ
ています。
　令和２年度工学部卒業生のうち、約７割の学生が大学院博士前期課程へ進学しました。就職についても、就職希望
者の就職率98％を誇り、そのうち64％が大手優良企業※へ就職しています。
　現在、時代を先取りした教育内容（情報教育の強化、加速器などの先端技術への対応、土木と建築の融合など）
に改革し、大学院を含めた教育・研究の強化を進めています。

先進の教育と研究を推進する ５つの学科！

カリキュラムイメージ

機械システム工学科
AI やロボットなどの「機械システム」の情報化に対応でき、機械システム分野で活躍できる人材を育成します。

電気電子システム工学科
ＩｏＴ等の電気電子工学と情報通信工学の融合に対応でき、電気電子システム工学分野で活躍できる人材を育成します。

物質科学工学科
さまざまな物質の構造と機能を原子・分子レベルで理解し、物質のハイブリッド化にも対応でき、材料工学、応用化学、
生命工学の分野で活躍できる人材を育成します。

情報工学科
ビッグデータや情報セキュリティなどの分野を支え、コンピュータ科学分野で活躍できる人材を育成します。

都市システム工学科
土木・建築両分野における専門知識を有し、地域の防災・減災、まちづくり分野で活躍できる人材を育成します。

民間企業：日立グループ、マツダ㈱、京セラ㈱、

キヤノン㈱、ソフトバンク㈱、JX金属㈱、

JR東日本コンサルタンツ㈱など

研究機関・公務員：国土交通省、厚生労働省、

茨城県庁、群馬県庁、静岡県庁など

就職希望

者のうち、

７６％が

大手優良

企業※へ

就職

※大手優良企業：Ullet 掲載企業と従業員1,000人以上の大企業
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1－ －

身の回りの金属製品の多くは機械により製
造されてます．しかし機械の運転には人間
が必要なため，機械加工≠自動加工です．

本研究室では切削加工を対象に，機械を
自律的に動作することによる完全自動加工
を目指しています．
工作機械と加工シミ
ュレータを融合させ
ることで，シミュレ
ーション結果に基づ
く自律化技術を研究
しています．

機械 金子 和暉 研究室

シミュレーションを使った
機械加工の自律化の研究

分 野

キーワード 工作機械，シミュレーション

生産工学，切削加工

工具

工具に作用する
力のシミュレーション

加工対象

加工形状の
シミュレーション 工具の経路



2－ －

電磁アクチュエータとは、電気エネルギー
を機械エネルギーとして変換するもので，
応答性が高く、制御が容易といった特長か
ら、ロボット・自動車・家電など幅広く応
用されています。当研究室では、電磁アク
チュエータの構造提案および磁界解析ソフ
トを用いた最適化に
取り組んでいます。
電磁アクチュエータ
以外にも、磁気ダン
パや電磁式振動観測
装置などの開発を行
っています。

電気 加藤 雅之 研究室

電磁アクチュエータの開発

分 野

キーワード 電磁アクチュエータ、電磁界解析

電気機器工学、メカトロニクス



3－ －



4－ －

光エネルギーは最も身近なクリーンエネル
ギーの１つです。光による分子活性化は、
熱活性化では実現困難な化学現象を促進で
きます。私たちは光反応や光スイッチ触媒
の開発など「光」を基盤とする研究を行っ
ています。

物質 近藤 健 研究室

「光」を基盤とするオリジ
ナル反応・分子の開発

分 野

キーワード 環境調和型合成、精密有機合成、不斉合成

有機化学、触媒化学、光化学、超分子化学

また、オリジナル
反応による光学材
料 有機発光体や
発光ポリマー の
創製研究なども
行っています。



5－ －



6－ －

生き物はどのように
環境に適応するので
しょうか？
私たちは、ちいさな
線虫を対象として、
最先端の計測技術を
使い、分子、細胞、
生物個体の生命現象
に迫っています。
いっしょに超異分野
融合にチャレンジし
ましょう！

物質 倉持 昌弘 研究室

分子から生物個体まで
先端計測で紐解く生命現象

分 野

キーワード

http://kuramochi-lab.msae.ibaraki.ac.jp/

線虫、脳神経、タンパク質、熱ゆらぎ、X線計測

生物物理、神経科学、分子生物
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8－ －

自動車エンジンが日々進化を遂げている一
方、ガソリンや軽油は昔からほぼ変わって
いません。石油会社、自動車会社の人たち
と一緒に、二酸化炭素やすすの排出量を限
りなく０にすることができる新しい燃料、
その製造方法について研究しています。

機械 酒井 康行 研究室

カーボンニュートラルに挑戦
燃焼化学研究

分 野

キーワード 熱機関・燃料・燃焼化学・計算化学

熱工学

生成・多環化・酸化 クラスタリング

燃料 一次粒子 二次粒子

O

酸化・熱分解 凝集

核

結合・凝縮
成長・酸化



9－ －

深層学習（ディープラーニング）の手法を
使って、自然言語処理や画像処理の様々な
問題を解決する研究を行っています。特に
近年は、 に代表される事前学習済み
モデルを利用した転移学習に関する研究を
行っています。これにより、少数の訓練事
例から精度の高い言語処理システムが構築
できます。

情報 新納 浩幸 研究室

深層学習を利用した自然言語
処理と画像処理

分 野

キーワード 深層学習、自然言語処理、画像処理

情報工学、情報科学

https://arxiv.org/abs/1810.04805



10－ －



11－ －

告白するときに好き・嫌いを誰にも伝えず
に両思いである・両思いでないだけを確か
めることはできるでしょうか？一見すると
そんなことは不可能に思えますが、秘密計
算を使うと解決できます。本研究室では秘
密計算プロトコル
に関して研究をし
ています。特に右
のようなカード組
を用いて秘密計算
を実現する研究を
しています。

情報 品川 和雅 研究室

秘密情報を隠しながら計算
を実現する秘密計算の研究

分 野

キーワード 暗号理論、秘密計算、カードベース暗号

情報工学、情報科学

人の生活 文化は，掃除，組み立て，楽器
演奏，工芸など，様々な身体技能に支えら
れています．これらの技能の「コツ」はう
まく言葉にできないので，初心者にはわか
りにくいものです．

情報 柴田 傑 研究室

ＶＲを活用した
身体動作の伝承支援

分 野

キーワード コミュニケーション，民俗芸能，身体技能

ＶＲ，ヒューマンインターフェース，三次元計測

そこで，技能を計
測し，「コツ」を
解析し，ＶＲを
使って分かりやす
く伝える技術の研
究に取り組んでい
ます．



12－ －

機械 稲垣 照美 研究室

伝熱科学と感性科学の 化
ー地球熱環境保全への処方箋と人間工学の探索ー

伝熱科学，感性科学，光科学，コンピュータ科学
を融合させた経済的かつ独創的なエンジニアリン
グを展開する一方，DX(Digital Transformation)技
術に着想した人体や社会インフラ基盤に対する新
しい診断技法の開発や，色相工学を援用した芸術
造形物の新たな解析・評価法も開発しています．

分 野

キーワード 潜熱蓄熱，乱流輸送，光計測，感性情報計測＆処理，

伝熱科学，環境科学，光科学，計測・診断法，感性科学

新しい多段型潜熱蓄熱式熱交換システム

高温流体

低温流体

印象派絵画 睡蓮
クロード・モネ



13－ －

都市 小林 薫 研究室

環境と防災を両立するキャ
ピラリーバリア技術の研究

分 野

キーワード

http://wwwgeo.civil.ibaraki.ac.jp/

SDGs、環境、地下水、塩類化、斜面防災、堤防

地盤環境、地盤防災、不飽和地盤工学、土質力学

粗粒な土は、水を通しやすく見えますが、
細粒な土の下に重ねて置くと、地表面からの
雨水浸透水はその境界面上で遮断・貯留され
るというキャピラリーバリア(CB)機能の不思議

に魅せられ、塩類化・
砂漠化等の地球規模
の環境問題の解決に
取り組んでいます。
また、貝殻型CB堤防

による非常時越水に
対する粘り強い堤防
の開発も推進中です。

植物（根） 対象は半乾燥地

塩分濃度 キャピラリーバリア機能のイメージ

薄
い

濃
い

留学生が日本語を使って専門的な学習をし
たり様々な社会や共同体にコミットしてい
くための日本語教育について研究していま
す。また、外国人と日本人が共にコミュニ
ケーションについて学べる地域日本語教育
のあり方についても探求しています。大学
も、その周りの
地域も多文化共生
社会となっていま
す。工学を含め、
どの分野でも多様
性を豊かさにする
研究が必要です。

数理
応用 福村 真紀子 研究室

日本語教育学、言語教育学

分 野

キーワード 地域日本語教育、多文化共生、実践研究

日本語教育学、言語教育学



14－ －

日本は地震などの災害が多い国です。建物
が地震に耐えることだけでなく、地震から
人々を守ることも建物の役目の一つです。
この研究室では、建築構造の観点から地震
に強い建物について
研究しています。ま
た、地震時の人間の
行動や室内被害に関
する調査・実験を行
い、人々を守るため
の建築のあり方につ
いて研究しています。

都市 肥田 剛典 研究室

地震災害から人々を守る
ための建築のあり方

分 野

キーワード 地震、人的被害、構造ヘルスモニタリング

建築構造、地震防災

地震時の建物の揺れと室内被害

建築空間で「人は何をどのように感じなが
ら活動するのか」を手掛かりに、空間や環
境をデザインする方法を研究しています。
飛沫によるウイルス感染の危険を音によっ
て評価する方法や、誰もが利用しやすいサ
インはどのようにデザインすればよいか、
創造力が膨らむオフィ
スはどうすれば実現で
きるかなど、人の心理
に基づいた建築環境の
設計手法を探求してい
ます。

都市 辻村 壮平 研究室

人の感覚や心理に基づいた
建築環境デザイン手法の研究

分 野

キーワード オフィス、集合住宅、鉄道駅、案内放送、サイン、
知識創造、感染症対策

建築環境工学、環境心理学、建築音響学

光、熱、視覚情報変化による快適性向上の
評価手法を確立することで、スマートシ
ティ実装への挑戦を行い、Well-beingの実現

を試みています。ひとりひとりの行動と地
域環境負荷（エネルギー・ゴミ・水、交通
等）とを結び付け、環境品質（Quality）を
上げ、環境負荷（Load）を少なくする手法、
災害対策・BCPと将来の
人口減少を見越したカー
ボンニュートラルなスマ
ートシティ実装を試みます。

都市 吉田 友紀子 研究室

未来のために行動変革デザイ
ンに関する研究をしています

分 野

キーワード

https://info.ibaraki.ac.jp/Profiles/117/0011662/profile.html

スマートシティ、カーボンニュートラル、サステイ
ナブルキャンパス、SDGs、環境シミュレーション

建築・都市デザイン、建築設備、建築環境工学



15－ －



16－ －

実数や複素数には加法や乗法という演算が
あります。また、ベクトルには加法とスカ
ラー倍という演算があります。このような
集合とその演算の枠組み（群・環・体・加
群）を研究する学問が代数学です。
当研究室では、一
見、抽象的なこれ
らの枠組みを有向
グラフ（点と矢印）
を用いて研究して
います。

情報 宮本 賢伍 研究室

有向グラフを用いた代数の構
造論の研究

分 野

キーワード 箙の表現論、加群、群・環・体、ベクトル空間

数学（多元環の表現論、代数学）



17－ －



18－ －

電気 鵜野 克宏 研究室

回折イメージングの研究
物体にコヒーレントなビームを照射し、その遠
方回折場から、物体の 次元形状を推定する研
究を行なっています。撮像素子の解像度に依存
しない高解像な画像を遠隔で得ることができま
す。

分 野

キーワード 回折、反復位相回復、フーリエタイコグラフィー

光計測、光情報処理



19－ －



20－ －

数理工学は数理に基礎をおきコンピュータ
を援用して、理工学における諸問題をその
数理構造に着目して研究する分野です。

複雑系の仕組みを、シンプル
な数理モデルで解き明かす。

分 野

キーワード κエントロピ、情報幾何、量子ウォーク

数理工学、一般化統計力学、情報幾何

複雑系の仕組みを、
幅広い分野に共通
する基本的でシンプ
ルな数理モデルに基
づき研究を行ってい
ます。

擬球表面上の等角航路

電気 和田 達明 研究室



Ibaraki University

21－ －

就職先に占める従業員数 1,000 名以上の企業等の割合

主な進路・就職先
【機械システム工学科 / 機械システム工学専攻】
マツダ㈱、㈱ SUBARU、スズキ㈱、いすゞ自動車㈱、日立
Astemo㈱、ボッシュ㈱、東日本旅客鉄道㈱、三菱重工業㈱、
ソニー㈱、㈱日立製作所、日本電産㈱、キヤノン㈱、㈱日立ハ
イテク、花王㈱、三菱マテリアル㈱、㈱日立システムズ、㈱日立
産業制御ソリューションズ、NTTエレクトロニクス㈱、㈱竹中
工務店、警視庁　等

【物質科学工学科 /量子線科学専攻】
JX金属㈱、スズキ㈱、キヤノン㈱、㈱日立ハイテク、京セラ㈱、
三菱ケミカル㈱、住友金属鉱山㈱、田中貴金属グループ、凸版
印刷㈱、日立 Astemo㈱、ダイハツ工業㈱、JFEスチール㈱、
㈱フルヤ金属、日本原子力発電㈱、ミネベアミツミ㈱、マブチ
モーター㈱、㈱ツムラ、積水メディカル㈱、日本ペイントホー
ルディングス㈱、㈱ADEKA　等

【情報工学科 /情報工学専攻】
ソフトバンク㈱、㈱東芝、東日本旅客鉄道㈱、㈱ LIXIL、㈱
日立ハイテク、富士通㈱、NECネッツエスアイ㈱、㈱スタッフ
サービス、㈱アドバンテスト、エクシオグループ㈱（旧：㈱協和
エクシオ）、㈱ NTT東日本 -南関東、京セラコミュニケーショ
ンシステム㈱、㈱メイテック、㈱日立産業制御ソリューション
ズ、NTTデータ先端技術㈱、㈱日産オートモーティブテクノ
ロジー、㈱日立ソリューションズ東日本、トヨタカローラ南茨
城㈱、日本プロセス㈱、㈱茨城計算センター　等

【電気電子システム工学科 /電気電子システム工学専攻】
㈱日立製作所、㈱日立産業制御ソリューションズ、㈱日立パ
ワーソリューションズ、㈱ NTTドコモ、京セラ㈱、㈱小糸製作
所、シャープ㈱、セイコーエプソン㈱、中日本高速道路㈱、日本
電気㈱、日本無線㈱、㈱フジクラ、古河電気工業㈱、本田技研
工業㈱、㈱村田製作所、ルネサスエレクトロニクス㈱、北海道
電力㈱、北陸ガス㈱、茨城県庁、厚生労働省　等

【都市システム工学科 / 都市システム工学専攻】
JR東日本コンサルタンツ㈱、パシフィックコンサルタンツ㈱、
㈱オリエンタルコンサルタンツ、国際航業㈱、三建設備工業
㈱、八千代エンジニアリング、オリエンタル白石㈱、水 ing㈱、
㈱水工エンジニアリング、㈱日立パワーソリューションズ、東
京電力ホールディングス㈱、㈱安藤・間、㈱長谷工コーポレー
ション、㈱シーラカンスアンドアソシエイツ、中日本高速道路
㈱、㈱ミカミ、鈴縫工業㈱、独立行政法人鉄道建設・運輸施
設整備支援機構、国土交通省関東地方整備局、茨城県庁、群
馬県庁、静岡県庁　等

（令和２年度実績）就職・進学状況

茨城大学工学部では、首都圏の企業を
はじめ、地域の特性を活かした
日立グループ企業や近隣の企業、

研究機関等と数多くの
インターンシップを実施しています。

進路決定率

大手優良企業※への就職率

98％

学部卒業生

64％

99％

大学院修了生

76％

※令和３年度入社実績

【学部】

建設業
　3％

サービス業 １％
金融・不動産業 １％
卸売業・小売業 １％
運輸業、郵便業 １％
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チェックしてみて下さい。

　　ドラッグストアまで 400m

大学生協・食堂・購買部・書店
正門を入って左側の建物にある大学

生協や購買部では、食品から教材、専門
書などを学内で揃えることができます。
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のイートインスペースも併設
されています。 大学院生考案の休憩所（兼バス停）

本学・大学院理工学研究科の大学院生
のアイデアがベースとなり、地域の方 と々
の交流の場ともなる休憩所（兼バス停）が
あります。※茨城大学創立70周年記念事業と
して整備されました。

ものづくり教育研究支援ラボ IT基盤センター

様々な工作機械があり、学生に
よる実習や研究に必要な備品など
を専門の技術職員に作ってもら
えます。また、創造的なものづくり
教育の一環として、自分のアイデ
アを形にして、デザインコンテスト
やロボコンに参加しています。

各種サーバ・クラウド情報サービス・キャンパス情報ネット
ワークを提供しています。在学中は、マイクロソフトOfficeを
含む様々なMicrosoft 365のサービスを利用できます。ま
た、キャンパス内のどこでも自分のPCを高速無線LANに接
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育館、武道場、弓道場があり、体
育の授業やサークル活動で利用
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について
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工学部の学生が2年次から学ぶ日立キャンパスは、海と山に囲まれた自然豊かな環境にあります。専門分野の

研究や技術を習得する施設はもとより、様々なスポーツ施設や大学生活共同組合などの福利厚生施設が充実

しています。さらに近隣には世界レベルのハイテク施設もある刺激的な環境でもあります。
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録で検索ができます。また、全国大学図書館の相互協力により、必要
な文献や情報を迅速に提供しています。
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士で自発的なグループワークを行ったり、
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