
https://www.kansai-u.ac.jp/nyusi/URL

関西大学入学試験情報総合サイトKan-Dai web
入試関連イベントの情報や最新情報など受験生を応援するコンテンツが満載！

イベント情報以外にも、研究紹介、学生インタビューなども随時更新しています。

https://www.kansai-u.ac.jp/Fc_sci/URL

システム理工学部のさらに詳しい情報、最新のトピックを知るには、「システム理工学部ホームページ」を

ご確認ください。研究できるテーマや特徴的な講義など、学部の学びがわかるコンテンツが満載です。

システム理工学部ホームページ

最新情報を手に入れよう!

システム理 工 学 部
URL https://www.kansai-u.ac.jp/Fc_sci/ 〒564‐8680 大阪府吹田市山手町3-3-35
Tel.（06）6368‐1121（大代表） e-mail k-kou@ml.kandai.jp
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阪急電鉄「大阪梅田」駅から、「北千里」行で
「関大前」駅下車（この間約２０分）、すぐ。また
は「京都河原町」行の場合「淡路」駅下車、
「北千里」行に乗り換えて「関大前」駅下車。

大阪（大阪梅田）からのアクセス 

Osaka Metro堺筋線（阪急電鉄に相互乗
り入れ）が阪急電鉄「淡路」駅を経て「関大
前」駅に直通しています。

Osaka Metro利用のアクセス 

阪急電鉄「大阪梅田」行で「淡路」駅下車、「北
千里」行に乗り換えて「関大前」駅下車、すぐ。

京都（京都河原町）からのアクセス 

大阪モノレール「大阪空港」駅から
「門真市（かどまし）」行で「山田」駅
下車、阪急電鉄に乗り換え「関大
前」駅下車（この間約３０分）、すぐ。

大阪国際（伊丹）空港からの
アクセス 

JR「新大阪」駅からOsaka Metro御堂筋
線「なかもず（方面）」行で「西中島南方」
駅下車、阪急電鉄に乗り換え「南方（み
なみかた）」駅から「淡路」駅を経て「関大
前」駅下車（この間約３０分）、すぐ。

新幹線「新大阪」駅からの
アクセス 

至大阪梅田

数学科
物理･応用物理学科
機械工学科
電気電子情報工学科
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関西大学の入試日程やポイントをチェック！
入試情報2

入試イベントの詳細を掲載！
イベント情報1

関西大学入試センター
公式Instagram

6
関西大学の最新ニュースをお届けします。
キャッチ！ Kan-Daiニュース3

学部別・日程別などで入試情報をわかりやすく紹介しま
す。入試シーズンは志願者・合格者数速報を掲載。

オープンキャンパスや入試説明会など、入試イベントの最新
情報と参加メリットをいち早くお伝えします。受験生は必見！

各種イベントやキャンパス風景などを切り取った写真・
動画を通し、関西大学の魅力を発信します。

4

5

4

パソコン・
スマートフォン
どちらからでも
アクセスできます。

3

6

6

1 2

1 2

3

入試関連イベントや関大生の
学生生活など、役立つ情報を
お届けします。 2次元コードを
読み取って、「友だち追加」を
してください。

5 関西大学入試センター
×LINE公式アカウント

DAILY VLOG
キャンパスライフをバーチャル体験！

4

関大生の1日を動画で体験！ キャンパスの雰囲気、ゼミ
やサークルの魅力を感じてみよう！

5

関西大学に関するニュースをまとめました。最新情報を
キャッチしよう！



導入教育
（機具を使った体験学習）年次

基礎教育
年次21より良い社会と

暮らしを実現する

システム理工学部

数学科（定員33名）
物理・応用物理学科（定員66名）
機械工学科（定員220名）
電気電子情報工学科
　　　　　　　　（定員182名）

100％
技術者、開発者、研究者、シス
テムエンジニア、コンピューティ
ングエンジニア、中学校・高等学
校教員、大学院、大学研究者　
など。

専門教育・
研究・開発

▶ しくみづくり・モノづくりの知識で世界に羽ばたこう！P.03-04へ！
▶ 学びのスタイルP.07-08へ！
▶ 満喫！リケジョライフ ▶ 工学のチカラで、未来への扉を開けようP.05-06へ！ 

▶ 就職／進路状況、OB・OGからの
　  メッセージP.19-22へ！

専門教育
年次3 年次4 大学院

大学院のパンフレットを
ご覧ください。

詳しくは ▶ 研究室の窓P.09-10へ！
▶ チャレンジできる研究テーマP.11-18へ！

詳しくは

詳しくは

学部卒業生および大学院修了生

進路
決定率

「しくみ」創造     のロードマップ

容器の形、容器内の障害物などによって変わる、
液体の流れ方を解析しています。液体の濾過や
分離について解明する基礎研究を行っており、医
療分野に役立つ可能性もあります。理系学部へ
の進学をためらう女子もいるようですが、もった

いない!興味があるならあきらめ
ず、一緒にトライしましょう。

工学の観点から医療に役立つ

大友涼子
機械工学科 助教

切削加工の実習授業などでは油まみれですが、
仲間と助け合って成し遂げる楽しみがあります。
私の研究は、大好きなロボットの開発。産業用ロ
ボットの手先を、卵が扱えるぐらいソフトにするの
が目標です。パワースーツに応用できる技術を学

んできたので、将来は介護機器
をつくりたいです。

ロボットの手先を繊細に

山路恵里奈 機械工学分野

生産加工システム研究室所属
博士課程前期課程 2021年3月修了

私は家庭教師のように生徒の学習をサポートす
るソフトウェアを開発中。生徒が学んできた内
容を解析してヒントを出し、正解に導くなどが可
能です。今後は理系にも介護や教育といった分
野の開発が増えてくることでしょう。数式や記号

は意外と難しくありません。やっ
てみると面白いですよ。

理系の力を教育分野に

小尻智子
電気電子情報工学科 教授

コミュニケーションが得意なAIを開発中です。
目標は、人と同じように考えることのできるロ
ボットづくり。プログラミングをして人とのテス
ト会話を重ねるというディープラーニングに取
り組んでいます。社会に求められ、最先端の世

界を切り拓く毎日。理想のロボ
ットは「ドラえもん」です。

AI技術の先端を走る!

田中杏奈 電気電子情報工学分野
　感性情報システム研究室所属

博士課程前期課程 2019年3月修了

高校までは教科書での勉強でしたが、大学では
自分で試行錯誤して探究し、答えをつかみとる喜
びや楽しみが味わえます。私は金属ラミネートさ
れたプラスチック包装について研究しています。
薬の錠剤に最適な形や深みになる加工を試みて

います。将来は、みんなが使いや
すいものづくりがしたいです。

使いやすさが私の目標

岩本麻初 機械工学分野

材料工学研究室所属
博士課程前期課程 2021年3月修了

F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  S c i e n c e

人の生活を豊かにするものごと   の「しくみ」を考え、創造する。
現代社会が安全で質の高い生活をめざして持続的に発展を続けるためには、優れた         機能をもち、安心して使える「システム＝しくみ」の創造が必要不可欠です。

リケジョライフ満喫!

「やりたかった研究ができた！」「飛び込んでみてよかった!」
研究が楽しくて笑顔いっぱいのリケジョが集結!!

佐山友美 機械工学科

機械設計研究室所属 2019年3月卒業

もともと文系で、女子校出身。環境の変化に不安
はありましたが、大学の物理は面白く、男子の友
人もフレンドリーです。現在は試験装置の小型化
や性能の向上について研究しています。世の中
にない新しいものづくりは手探りだけに、成功し

たときは大きな感動があり、道を
切り拓く楽しみは尽きません。

新しいものづくりに夢中

※内容は取材当時のものです。

※Rikejo ／リケジョは、株式会社講談社の登録商標です。 Faculty of Engineering Science01 02



F a c u l t y  o f  E n g i n e e r i n g  S c i e n c e

しくみづくり・モノづくりの 知識で世界に羽ばたこう！

    グローバル社会で活躍できるエン
ジニア育成特別

プログラム

中原大学(台湾)で実施した海外大学体験研修のオープニングセレモニーの様子

国際会議で英語で討論する学生中原大学(台湾)で実施した海外大学体験研修でのポスター発表会の様子

ドレスデン工科大学(ドイツ)との
 『Erasumus+ プログラム協定』

関西大学の理工学研究科では、2015年度より、ドイツ・ドレスデン工
科大学（TU Dresden）と 『Erasumus+ プログラム協定』を締結して
います。数学科からドレスデン工科大学へ短期留学する学生、および
大学院生へのプログラム支援が行われます。また、合わせて TU 
Dresden の学生、および大学院生を関西大学で受け入れています。

国
際
化

専門性
英語運用能力の向上を支援する取り組みとして、1年次生全員にTOEIC®IPテストを実施。そのスコアを基準に個人の目標に
応じた指導を行います。電気電子情報工学科では2017年度から「グローバル人材育成プログラム」を開始。1年次のキャンパ
ス内留学体験、2年次の海外大学体験研修、3年次の短期留学、4年次や大学院での国際共同研究と段階的に国際的な人
材を育成。同プログラムは今後、他学科にも拡大する予定。在学中に、国際社会への対応力を養う良い機会となります。

新しいプログラムを導入し、
国際化に対応できる力を育成！

1年次
キャンパス内
留学体験

●共通教養科目
　グローバル科目群：
　「留学準備スキルアップ科目」
●留学生との交流
　・アクティビティ
　・外国語会話
　・交流会への参加
●海外の大学訪問イベントや
国際シンポジウムへの参加
（国際化担当学生として
受付や進行を担当）

●中原大学での短期滞在
プログラムへの参加
（選択科目2単位）
●全編英語の演習形式科目
（選択科目2単位）
・ゼミ、演習、プレゼンテ
ーション 等

●海外インターンシップ
（選択科目2単位）
・中原大学（台湾）
・キングモンクット工科大学
 トンブリ校（タイ）
・グダニスク工科大学
（ポーランド）等への短期
留学・研究室体験

2年次
海外大学

体験研修（3週間）

3年次
短期留学
（約1～2ヵ月）

4年次（→大学院）
国際共同研究

●海外研究室との
  共同研究テーマの実施
・研究、プロジェクト
・ディスカッション
・プレゼンテーション
・論文作成
・コミュニケーション力
・課題発見・解決力

◀滞在先のドレスデン工科大学でセミナーをする学生

グローバル
教育

A.「システム理工」とは?Q.はみだし
Q&A

この学部では「しくみづくり」に関係した教育と研究を行っています。システムの原理の「理」と、その原理を応用・工夫する「工」に大きく分かれます。
しくみをつくるには、その原理を解明・理解していることが重要ですので4つの学科は大変強い結びつきがあります。

04Faculty of Engineering Science03
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03

映画「君の名は。」のキーアイテム「組紐」と「ウェアラブルセンサ」のコラボが、パリで行われたプリミエール・
ヴィジョンで発表され、海外のマーケットで大きな話題に。それが世界初の「組紐センサ」です。伸び縮み、曲
げ伸ばし、ねじりといった体の動きによって発電し、キャッチした情報をスマートフォンなどに送信が可能。飾
り結びのアクセサリーにすれば、つけた人の脈拍、呼吸といった複数の情報を受け取れるため、離れたとこ
ろにいる高齢者やペットの見守りなど、さまざまな方面での実用化が期待されています。このファッショナブ
ルかつ先進的な開発は田實 佳郎先生の研究室と帝人株式会社との連携によるもの。「最先端のAIや
IoTを支える技術も、人の心に響かなければ社会に広まっていきません。学びの中で、柔軟な視点や発想も
育みたいですね」。詳細は、検索キーワード「圧電組紐　計測物性」でホームページへ。

狙った動きだけをキャッチできる世界初の組紐センサ。
先端の工学技術と京都の伝統美が、海外の人々を魅了。

電気電子情報工学科 田實 佳郎 教授

「手術中に患部の映像を執刀メンバーで共有し、メスを入れる範囲を示しながら検討できれば、どんなに
いいだろう」。京都大学医学部附属病院との連携による開発プロジェクトは、こんなニーズからスタート
しました。音声や視線で操作できることから、手袋をしたまま空間にディスプレイを出現させ、ソフトを立ち
上げて、電子カルテの閲覧、ジェスチャー入力も可能。内視鏡による手術では、患部の映像に視線でラ
インを引いて執刀メンバーの理解を高めれば、腫瘍を確実に取り除くことにつながります。小谷 賢太郎
先生はシースルー型ヘッドマウントディスプレイなどのハードを選び、アプリケーションソフトウェアをオリ
ジナルで作成し、手術に特化したシステムを構築してきました。「手術の精度を高める、達成感の大きい
開発。音声認識、通信速度などを向上させ、3年後の実用化をめざします」。

MR（ミックスド・リアリティ=複合現実）を駆使し、
音声と視線で操作できる手術支援システムを開発。

機械工学科 小谷 賢太郎 教授

京都大学医学部附属病院と連携
VRで内視鏡手術の歴史を変える

システム理工学部の各研究室は、常に幅広い視野で新しい    研究に取り組んでいます。そのうちの2例をご紹介しましょう。

工学のチカラで、未 来への扉を開けよう

レポート1 レポート2
映画「君の名は。」を彩った京組紐が
圧電センサとのコラボで、フランス・パリでデビュー

話題の
研究レポート

はみだし
Q&A A.数学や理科に苦手な科目がありますが大丈夫でしょうか？Q. 数学、物理学、化学などの科目の基礎学力向上を目的として、学習支援室を開設しています。

授業の復習、課題、勉強方法などに関する質問に学習支援室のスタッフが対応し、大学の講義が理解できるようフォローしています。

Faculty of Engineering Science05 06



学びのスタイル

解析学Ⅳ
3年次生科目

数学科3年次生向けの偏
微分方程式の講義。2年次
までの微分・積分などの知
識を総動員して、変数が２
つ以上ある微分方程式の
精緻な理論に触れます。波
や熱の伝わり方は偏微分
方程式でうまく説明できるこ
とを学び、数学が幅広く理
工学分野の役に立っている
ことが実感できます。

数学科 https://www.math.kansai-u.ac.jp/ 物理・応用物理学科 https://www.phys.kansai-u.ac.jp/

物理学・
応用物理学実験C
3年次生科目

3年次春学期の必修科目。1年次秋
学期から続く実験科目の集大成とし
て、また3年次秋学期から始まる研究
室活動の導入的科目として、自ら選
択した3つの実験テーマに取り組み
ます。1つの実験テーマに費やす期間
は1ヶ月。試料や装置、電子回路を自
ら作成し、その特性をじっくりと調べて
いく過程で研究活動に必要な探求力
を身に付けます。研究室と同じ性能の
機材を使用する本格的な実験です。

機械工学科 https://www.mec.kansai-u.ac.jp/

機械工学実験
3年次生科目

本科目では機械工学技術
者として必要となる知識や
技術や獲得することを目的
とした各種の実験を行いま
す。液体の流れと圧力、熱
伝導、物体の振動のよう
な、機械工学の基礎となる
力学に関する実験のほか、
シミュレーションによる構造
解析、モーター制御回路の
作製、ロボット制御、超精密
加工などのさまざまな実験
テーマに取り組みます。

システム理工学部の魅力

基礎プログラミング
1年次生科目

コンピュータをプログラムす
るために必要な基礎的な概
念を学習します。授業は講
義のパートと演習のパートに
分かれ、演習のパートでは実
際のプログラム作成を通し
て実践的なプログラミング技
術を養います。この時、大学
院生のティーチング・アシス
タントが受講生の作成した
プログラムを赤ペンで添削
し、正しいプログラミング技
法を個別に指導します。

電気電子情報工学科 https://www.ee.kansai-u.ac.jp/

1基礎・専門科目の内容を聞いてみました。 実験・実習科目が充実している！

はみだし
Q&A A.Q. 講義の特徴は？

大学の講義では各教員の研究をベースにした基礎から最新の理工学に関する内容が取り扱われます。
また学部の先輩たちがティーチング・アシスタントとして参加する講義・実習もあり、皆さんの理解、興味がより深まるようになっています。

※過年度撮影写真

07 08Faculty of Engineering Science



機械工学科の研究 電気電子情報工学科の研究

物理・応用物理学科の研究数学科の研究

研究室の窓

高性能太陽電池
の開発

研究テーマ： 

ドローンの衝突回避
アルゴリズムの開発

マイクロ流路を
利用した微粒子の
分離・制御

研究テーマ：
流体工学・物質移動学
P.16へ

システム理工学部の魅力 2研究のヤリガイや研究生活について聞いてみました。 忙しいが、充実している！

はみだし
Q&A A.特別研究とは何ですか?Q. 3年次の秋学期もしくは4年次の春学期から1年間、研究室に所属して研究を行います。

教員の指導を直接受け、未だ答えがわからない問題に取り組み、その結果を卒業論文としてまとめます。

P.12へ

ナノ材料の光学的・
電気的・磁気的特性

研究テーマ： 

P.18へ
自律移動システム

MCMC法による
分布の近似

研究テーマ：
確率過程論
P.11へ

原理を理解し、応用できる技術力と
問題解決能力を培う。
家電製品から自動車や飛行機さらには宇宙ロケットまで、多種多様な機械装置を製

作する場合、最も活躍できる人材は機械工学を専門とする技術者です。本学科で

は、エネルギー変換や振動現象などの理論、材料の特性、ねじや歯車などの知識、自

動車やロボットの仕組み、IoTなどの情報処理技術の修得など、機械作製に必要な

理論や専門知識の習得をめざします。特に実験・実習を重視し、自ら考えて問題を発

見し解決する力を養います。

私たちの生活を支える電気エネルギーの発生や輸送、トランジスタやICなどの半導

体、インターネットや携帯電話、人工知能、ロボット、画像・音の処理などの基礎知識

と技術を幅広く学びます。電気・電子回路の仕組みを理解する実験やプログラミング

の演習を通じて実践的な能力を養います。3年次から電気電子工学・情報通信工

学・応用情報工学の3コースに分かれて専門分野を学び、4年次に専門知識を生か

した卒業研究に取り組みます。

自然法則の理解と発見を通して、
未知の問題に挑戦できる力をはぐくむ。
ロケットなどの宇宙開発、スマートフォンなどの電子機器開発、IoTに代表される情報

技術など私たちの社会に欠かせない技術は、物理学を基盤としています。学生は講

義科目と実験科目をバランスよく学んだ上で研究活動に取り組みます。学生生活で

得た知識と研究成果を社会に還元することにより、世界の発展に貢献できる技術者･

研究者の育成をめざしています。卒業生は製造業だけでなく教育、金融など幅広い

分野で活躍しています。

マルコフ連鎖モンテカルロ法という理論を研究しています。これは、計算が困難な積分を
近似的に解くための強力な手法です。現実に起こる事象は、多くの要素が絡み合って簡
単には解けない場合が大半ですが、それを数学的に処理するには、正確性よりも実用性
の高い近似値を早く見いだすことが重要です。AIや機械学習の基となるこの理論をより
発展させて、新たな技術や理論の発見につなげたいと思います。

近年のAIや機械学習の基となる理論をさらに発展、
応用させることをめざす。

問題解決のための数学的構成能力、
論理的思考能力を培う。
人工知能(AI)、金融工学、統計的機械学習などに代表される新しい分野では、特に

数学的思考に基づいて現象の本質を解析する能力や数理的定式化を行う能力が

必要とされています。しかし、数学を知識として覚えるだけでは役に立ちません。数学

科では、問題解決のために必要となる新しい数学を基礎から理解し、さまざまな分野

で活用できるように、代数学、幾何学、解析学などの基礎を身に付けるための学習プ

ログラムを用意しています。

理工学研究科 システム理工学専攻　博士課程前期課程 2022年3月修了　山口 諒二

基板から多数の柱が突き出た「ナノロッド構造」をもつ太陽電池は、高い光電変換効率が期
待されています。そのナノサイズの柱に酸化チタンのコーティングを施すことで、更なる高効率
化と長寿命化をめざす研究を行っています。さらに私たちはこの太陽電池を低温で作成する手
法を開発。実用化されれば利用環境が広がり、大きな社会貢献につながると期待しています。

さまざまな環境下で利用でき、
SDGsの達成に貢献する半導体ナノロッド太陽電池を開発。

理工学研究科 システム理工学専攻
博士課程前期課程 2020年3月修了　安藤 寛人

マイクロサイズの流路の設計・作製に取り組んでいます。流路の中には無数の障害物
があり、そこに微粒子を流したときの動きを調べ、特定の微粒子を分離できるようにす
ることが目標です。実現すれば、血液中の循環型がん細胞の分離や、赤血球を使った
ドラッグデリバリーシステムなどといった医療分野への活用が期待でき、大きなやりがい
を感じています。

マイクロサイズの流路を流れる微粒子の動きを研究し、
がん細胞の分離やドラッグデリバリーシステムに応用

機械工学科 2022年３月卒業　井上 大輝

そう遠くない将来、ドローンの自動運転が実現すると考えられています。その際、複数のドロー
ンが空中で衝突するのを回避するためのアルゴリズムについて研究しています。現在は先行
研究を検証するため、複数の機体の位置情報をもとに2次元平面でのシミュレーションを重
ねているところです。今後は実機を使った群飛行実験に取り組むことが目標です。

近未来において注目されるドローンの
相互衝突を回避するためのアルゴリズムを研究。

理工学研究科 システム理工学専攻
博士課程前期課程 2020年3月修了　 中川 健人

現代社会の先端科学技術を支える
幅広い視野と高い専門知識をもった人材を育成。
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数理統計学

確率微分方程式モデルと解過程の
サンプルパス

株価や動物の行動といった時系列データから情報を

抽出するために用いられる、確率微分方程式モデルの

統計手法を中心に研究しています。また、確率微分方

程式モデルのシミュレーションのための乱数生成手法

の研究、およびソフトウェア開発も行っています。

上原 悠槙  助教

▲

チャレンジできる研究テーマ

数学科
https://www.kansai-u.ac.jp/Fc_sci/
department/math/teacher.html

詳細は

物理・応用物理学科
https://www.kansai-u.ac.jp/Fc_sci/
department/phys/teacher.html

詳細は

2022年4月現在

電磁波・宇宙工学

模擬推進薬の3次元X線CT画像

固体燃料ロケット推進薬と医療診断マイクロ波CT

技術を研究機関・企業と共同開発しています。X線

CTで推進薬の性質や構造を分析し、電波CTで体

内の癌組織や血流状態を診る医療診断技術に挑戦

するなど、学生が中心となって応用物理学の新しい

研究を進めています。

山口 聡一朗  教授

▲

ナノ材料の光学的・電気的・磁気的特性

独自開発したナノ構造間相互作用精
密制御装置（PICSN）

電子は物質の性質を決定するキーファクターです。

本研究室では物理学の知識とナノテクノロジーを

用いて物質中の電子の状態を制御することで、医

療やエネルギー問題など、私たちの生活と密接に

関係する分野に活用できる物質の創成に取り組ん

でいます。

稲田 貢  教授

▲

加速器・放射光科学

光の衝撃波が電子によって誘起され
る過程

電子が運動すると光子が生まれます。光子が電子に

衝突すると、電子ははじき飛ばされます。このような

電子と光子がお互いに及ぼしあう影響を、実験とコ

ンピュータ・シミュレーションによって調べます。研究

成果は強力なレーザーや高エネルギー物理実験用

加速器に応用されます。

淺川 誠  教授

▲

確率解析学

2次元ブラウン運動の軌跡

さいころを振り続けると1の目が出る確率が1／6

になるのはなぜでしょう？また、コインを投げ続ける

と表の出る確率も1／2となるのはなぜでしょう？ 

この疑問に答えるのが確率論です。このような不規

則な現象の系列から規則性を見付け出す研究を行

います。

上村 稔大  教授

▲

天才ガウスもびっくり！！▲

微分幾何学

世の中のさまざまな図形やそれらを数学的に抽象

化したものの中から、特に幾何学的に興味深いも

のに注目し、それらがなぜそのような形をしている

のか、あるいは、どのような性質を持っているの

か、といったことを主として微分法を用いて研究し

ています。

藤岡 敦  教授

代数学、特に組合せ論的可換代数

Miller-Sturmfels著
『Combinatorial Commutative 
Algebra』より。

「代数学」は、数学の一分野ですが、物事をその「構

造」から捉える姿勢が強いものです。広大な領域で

すが、本研究室では、可換環の組合せ論的側面を中

心に、層や導来圏の応用など独自の手法も用いて研

究しています。「マトロイド」等、一部の応用数学とも

関連します。

柳川 浩二  教授

▲

可積分系

離散KdV方程式とそのソリトン解

普通ならうまく解けないはずの方程式が、なぜか厳

密に解ける現象を可積分系といい、その数学的な背

景を研究しています。可積分系はコンピュータシ

ミュレーションとの相性がよく、細胞の増殖や交通渋

滞など、一見数学とは縁遠い分野への応用も注目さ

れています。

神吉 雅崇  准教授

▲

流体物理

乱流の可視化・メカニズムの解明

流体の動きを、物理法則や流体力学・数値シミュレー

ションを用いて解析し、可視化しています。「浸透圧」

を流体力学の枠組みに取り込む試み（溶液の流体力

学の構築）や、地球深部の対流を研究テーマとして

扱っています。

板野 智昭  教授

▲

計算物性科学

量子伝導シミュレーションによる
TMR磁気ヘッドの性能予測

電子の持つ電荷とスピンをうまく利用することで、新

たなメモリやトランジスタを開発し、究極に省電力な

コンピュータを実現しようと研究を行っています。研

究には、ミクロな世界を支配する量子力学に基づい

たコンピュータ・シミュレーションを用いています。

伊藤 博介  教授

▲

原子核物理学

α、β、γ線

微小粒子の高速な流れを放射線と呼び、α、β、γ

線、中性子線などがその代表例です。放射線を

物質に照射する過程を計算機上でシミュレー

ションし、工業、医療等への放射線応用に必要な

基礎データの理論的研究を行っています。

伊藤 誠  教授

▲

流体物理

微小血管内の赤血球運動と
物質輸送の経路

陸上競技のヤリや弓道の矢は、周りの空気から

力を受けて複雑な飛び方をします。血管内の赤

血球も周囲の流体からの力で大きく変形しな

がら流れています。私たちはこのような「ス

ポーツ」や「バイオ」の分野で見られる流体現象

の解明を研究テーマとしています。

関 眞佐子  教授

▲

超音波物理

ガラス円柱の振動モードの
光学的可視化像

超音波の不思議なふるまいを、光を使って可視化

し、その性質を新しい医療診断装置の開発に役立

てます。超音波が作った水中のバブルは、数千度・数

百気圧になり発光します。そのバブルの性質や能力

を調べて、飲料水の殺菌装置に応用する研究をし

ています。

山本 健  教授

▲

量子多体物理学

超重元素生成過程の模式図

原子や原子核など量子力学によって支配される

ミクロな世界の現象を理論的に研究します。コン

ピュータを駆使して難解な数式をグラフやアニ

メーションで表現します。生命など物理以外の問

題にも数理に基づいたアプローチでチャレンジし

ます。

和田 隆宏  教授

▲

物理教育

不等速な円運動に関する探究のため
の実験装置（試作）

科学的思考を育む物理教育のための実験教材開発

とその指導法の研究をしています。物理量の測定に

センサーを用いてデータ収集する方法を取り入れな

がら、探究的な活動を促す実験教材を開発し、協力

校での授業実践を通して有用性を検証する実践的

な教育研究です。

本管 正嗣  准教授

▲

計算物性科学

磁壁移動型メモリのイメージ図

新しい物理現象を用いた記憶素子や演算素子の実

現のため、電磁気学や量子力学を用いて研究をして

います。磁化の向きが低電流で制御されるナノサイ

ズの磁石を記憶素子に用いることができれば、ス

マートフォンのバッテリーの保ちを長くすることがで

きます。

本多 周太  准教授

▲

A.講義や実習が多く、忙しいと聞いたのですが？Q.はみだし
Q&A

理工系学部は講義が多いだけでなく、実験・実習にも力を入れているため、予習・復習などの時間を含めると、自由な時間が作りにくいかも知れません。
しかしながら、クラブ活動やボランティアなど課外活動と両立させている学生は数多くいます。

幾何解析

さまざまな自然現象の原理を数式で記述することが

主な目的です。その現象を考察する舞台として多様

体という便利な空間を扱い、その自然現象を多様体

上の何らかの偏微分方程式の解によって記述しま

す。それらの情報から得られる幾何学的量を研究し

ております。

庄田 敏宏  教授

▲トーラスから2点を除いた曲面に見え
ますか？

整数論

楕円曲線やその高次元化であるアーベル多様体に関

する研究を行っています。y2＝「xの３次式」という式で
定義される代数曲線を楕円曲線と言います。これは、

ゼータ関数を通して、保型形式と深い関係を持ってい

ます。また、情報セキュリティに関する暗号理論との

関連でも研究されています。

村林 直樹  教授

▲

表現論

2コサイクル（2cocycle）

円周、線分、球面、多面体などの図形をゴムや粘土

の柔らかい素材でできていると思って伸縮させて

研究する数学の分野にトポロジーがあります。当研

究室では、トポロジーをベクトルや多項式などの計

算に反映させて研究しています。

和久井 道久  教授

▲

確率過程論

マルコフ連鎖（待ち行列）

ランダムな時間発展のモデルのなかに、「現在の

情報が分かっていれば、未来の確率情報は過去

の情報に依らない」という性質を持つマルコフ過

程と呼ばれるクラスがあります。マルコフ過程か

ら定義されるさまざまな確率量を解析する研究

を行っています。

竹田 雅好  教授

▲

計算科学

新規化学反応機構「反応座標スイッチ
ング」の概念図 (Phys.Rev.Lett. 
115, 093003 (2015))

グレブナー基底に代表される計算代数のアルゴリズ

ムの開発およびその特異点論、ハミルトン力学系、

化学反応動力学、プログラム検証等への応用などを

行っています。

寺本 央  准教授

▲

 

トピックス

右の図のx y平面上の曲線に沿って f（x , y）はどの
ように変化するでしょうか？ これは高校で習う1変数
関数の微分を多変数関数に拡張することで調べるこ
とができます。右のような絵を描きながら、まずは2
変数関数の場合からイメージを掴んでみましょう。

考えてみましょう！
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ナノ材料・ナノデバイスの物理

二次元材料と相転移材料からなる新
原理トランジスタ

ナノメートルサイズの物質は、エレクトロニクスや

エネルギーなどさまざまな分野へと応用可能な魅

力的な性質を持ちます。本研究室では、ナノ材料に

現れる特異な物理現象を実験的手法で探求しま

す。また、ナノ材料の物理的性質を活用した新しい

デバイス原理・構造の開拓を行います。

山本 真人  准教授

▲

チャレンジできる研究テーマ

ナノ構造形成、ナノメモリー素子、3次元配線技術

ナノホール二次元配列（40nm径）

自己組織化法によるナノ構造体の形成やそれを用

いた新規メモリー素子や高感度センサーの研究を

行っています。また、3次元LSIに必要な3次元金属

配線構造の湿式エッチングや無電解めっき法等を

用いた新規な形成技術を研究しています。

新宮原 正三  教授

▲

ナノ物理計測

超音波ＡＦＭによるＰＺＴ圧電
セラミック粒界欠陥電荷イメージ

大気汚染防止・CO2排出抑制のために、いま自動車の電動

化が急速に進展しています。その最大の技術課題が蓄電

池の高性能化です。電池は内部でイオンが動くことで動作

するので、その動きを高分解能で捉えることが、研究の進

展のために必須です。私達は、独自に考案した新計測方法

で、電池高性能化のための研究に取り組んでいます。

高田 啓二  教授

▲

機械工学科
https://www.kansai-u.ac.jp/Fc_sci/
department/mec/teacher.html

詳細は

生体情報処理

ファントムセンセーションを用いた空気
噴流による非接触型触覚ディスプレイ

生体の情報をいろいろな方法で検出し、製品の設計

や開発に生かそうとする研究領域です。応用分野とし

ては、新しい視野計測システムや、空気の力で皮膚表

面に情報を与えることで、実際に触れなくても文字や

絵の分かる触覚ディスプレイ（右図）と言った装置の

開発を行っています。

小谷 賢太郎  教授

▲

計算力学・材料工学

固体材料の計算力学シミュレーション
（分子動力学／粒子法）

原子や分子などのミクロな世界でのコンピュータシ

ミュレーションを実施して、これからの自動車、航空機・

宇宙往還機、エネルギー機器などに用いられる材料

の強さや機能をあらかじめ予測したり、材料開発や材

料加工を理論的にサポートする研究を行っています。

齋藤 賢一  教授

▲

ナノ材料工学

シリコン基板上に形成したゲルマニウ
ムナノワイヤー配列

各種センサや太陽電池などさまざまなところで半

導体が使われています。この半導体材料はnmサ

イズまで小さくなると、大きなときとは性質が変化

します。本研究室では半導体材料を小さく加工す

る方法とそれらを利用した新機能素子に関する研

究を行っています。

清水 智弘  教授

▲

ロボット・マイクロシステム工学

3D光造形で作製した蚊を
生体模倣したマイクロ針

進化の過程で最適化されている生体（人間も含む）の

機能を工学的に模倣する研究を行っています。ロボッ

トの研究では人間の知覚機能を模倣して人工知能を

利用した自立ロボットを開発し、マイクロマシンの研

究では蚊を模倣した痛みの少ない注射針の開発を

行っています。

青柳 誠司  教授

▲

光応用計測

走査電子顕微鏡における
モアレ縞画像

測定対象の形状・物性などの情報を光の干渉縞の

ような縞画像として記録し、その縞画像から物理情

報を高い分解能で非接触に三次元解析することが

できる測定法（形状であれば数nmの分解能）の開

発をめざしています。

新井 𣳾彦  教授

▲

ナノ機能工学

セミの翅にあるナノ構造を模倣した
抗菌材に付着した大腸菌

生物、生体分子の持つ特異的な機能を工学的に利

用する試みを行っています。例えば、セミの翅にある

ナノ構造に着目し、人工的に模倣することで従来に

ない新しい素材の開発を行っています。また、病気と

関連する体内の分子を測定するセンサも開発して

います。

伊藤 健  教授

▲

音響、波動、振動現象の解析と制御

音や波、振動を発生する研究対象

自動車や鉄道車両などの動く機械では、振動と騒

音が重要な設計課題です。人の体では心臓と脈の

関係が、機械と同じ波動現象で表現できます。さら

に楽器の発音機構も機械工学で説明できます。こ

のように音響、波動、振動を基礎に種々の研究を

行っています。

宇津野 秀夫  教授

▲

熱工学・混相流

中性子線を用いた熱流動現象の定量
評価

液体窒素、フロン、加圧水といろんな種類の流体が、

加熱管の中を流れながら沸騰する強制流動沸騰現

象。この現象の理解を通して、冷凍機、空調機、空気

分離装置、ボイラ、原子炉という身の回りのさまざ

まな機器を安全に効率よく使うために必要な知識

を追い求めます。

梅川 尚嗣  教授

▲

メカトロニクス

小型環境発電機

近い将来、全ての物がインターネットに繋がるIoT

（Internet of things）の社会が到来すると考えられ

ています。そのIoT用のデバイスとして、スズメバチほ

どの大きさの羽ばたき飛翔ロボットや小型環境発電

機の研究を行っています。

小金沢 新治  教授

▲

2022年4月現在

実験・実習の科目では、どのように授業が進められますか？Q.はみだし
Q&A

少人数のグループに分かれ、実験を行います。実験の結果は、グラフや表を用いて説明し、レポートとして提出します。
理解が難しい理論も、具体的に触れることで実現象として理解することができる重要な科目です。A.

熱工学・伝熱工学

渦流燃焼器を用いた過熱蒸気発生器

市販の調理用オーブンには、過熱蒸気の調理機能が

あります。写真は渦流火炎という新しい燃焼方式を用

いた蒸気発生器の試作機です。高温の都市ガス燃焼

により多量の蒸気を発生することができ、新たなガス

機器の開発につながります。

松本 亮介  教授

▲

材料設計システム

診断技術と材料設計（デザイン）の
概念図

「自動車などに取り付けたセンサから得た情報でダ

メージを診断する技術」や「センサから得た情報の

特徴、材料の特性が書き込まれたデータベース、人

工知能を使って新しい材料をデザインする技術」に

関する研究を行っています。

宅間 正則  教授

▲

ナノトライボシステム

インテリジェントタイヤ用摩擦帯電セ
ンサの開発

身の回りの摩擦を減らすことや、摩擦から発電す

る発電機やセンサの開発などを研究しています。

例えば、タイヤと路面の摩擦を検出して安全な自

動運転に役立てる、摩擦発電機を靴に組み込み発

電する技術などユニークな研究です。

谷 弘詞  教授

▲

超精密・超微細加工学

マイクロ加工機械の一部であるマイ
クロツールデバイス

スマホのカメラレンズやBD・DVDレコーダ、液晶

ディスプレイ等に搭載されている小型光学部品は、

0.1μm（髪の毛の太さの約1000分の1）精度で、

その形を作る必要があります。そのような高精度な

ものを作るのに必要な機械装置に関する開発・研究

を行っています。

山口 智実  教授

▲

流体工学・バイオメカニクス

圧子押し込み時のマイクロカプセル
の変形と計算結果の比較

細胞や赤血球の力学特性の研究を行っています。図

はこれらを模擬するマイクロカプセルをピペットで押

し込む実験と変形形状の理論解（破線）です。変形形

状より変形能を求めることができます。赤血球の変形

能の測定は糖尿病や高血圧などのメカニズムの解明

に役立ちます。

板東 潔  教授

▲

知能ロボティクス

実世界センシングに基づく
人適応システム開発

知能ロボットの視覚となるカメラからの画像やLiDAR

の計測データの情報処理技術、移動ロボットやロボッ

トアームをはじめとするロボットシステムの知能化、機

械学習などAI技術を応用した人や個々人に適応した

人支援システムなどの研究を通し、AI時代における人

と機械が調和した知能システムを探究しています。

前 泰志  教授

▲

超精密・超微細加工学

超微細加工機上での超精密切削の
様子

高機能な複雑形状を作ることができる3Dプリン

タ（AM、付加製造）は足し算の技術ですが、超精

密加工は寸法・表面精度に優れる引き算の技術で

す。航空・宇宙・自動車から医療機器・半導体・携帯

機器まで、さまざまな分野の製造に欠かせない加

工技術についての研究を行っています。

古城 直道教授

▲

材料強度メカニクス

鉄合金中の疲労き裂先端の透過型電
子顕微鏡写真

ものが「壊れる」とはどういうこと？破壊に対す

る「強弱」はどう表現するの？電子顕微鏡を使っ

て「破壊の仕組み」をミクロのレベルから解き

明かしたり、「強さの法則」を探求して、より安全

な社会の実現へとフィードバックする研究を

行っています。

高橋 可昌  教授

▲

振動工学・スマート構造

圧電素子を用いた振動制御（スマート
構造）

エンジンなどで発生する振動を抑える技術、地震

や路面の凹凸による振動を伝えにくくする技術、

振動によって空間に放射された騒音を低減する

技術の研究と、機械の振動や空間内の騒音を正

確に予測するための振動・音響の解析に関する研

究を行っています。

山田 啓介  教授

▲

マイクロ・エレクトロメカニクス（MEMS工学）

光導波路を用いたMEMS光スイッチ
の概略

目に見えないほど細かな構造を持つ新しい材料や

機械部品を作製する研究を行っています。また、そ

れらを組み合わせてロボットの動きを計測するセン

サー、振動エネルギーを電気エネルギーに変換す

る小型発電機、小型医療器械などを作製する研究

も行っています。

鈴木 昌人  教授

▲

NEWS

機械データサイエンス教育プログラム（機械工学科）、データサイ
エンティスト育成プログラム（電気電子情報工学科）がスタートし
ました。

AI・IoT時代のモノづくりをリードする専門家を
育成するための教育プログラムを設置！
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熱工学・熱流体工学

ガスタービン翼周りの伝熱・流動シ
ミュレーション

ジェットエンジンや自動車エンジンに見られる複雑

な熱と流れの移動現象を解明し、それらを予測・制

御することを目標に、最先端のシミュレーション技

術や計測技術の開発、それらを駆使した現象の解

明に挑んでいます。

小田 豊  准教授

▲

熱工学・沸騰伝熱

管内を上昇する単一気泡

火力・原子力発電において高温高圧の蒸気を生成

する蒸気発生器や、液化天然ガスを気化させる気

化器のような、社会基盤を支える熱機器で生じる

さまざまな沸騰伝熱現象を研究対象とし、機器の

省エネルギー化や安全性の向上につながる研究

を行っています。

網 健行  准教授

▲

チャレンジできる研究テーマ

数値流体工学

固体斜面上を滑落する液滴のシミュ
レーション

傘は水を弾く方が好ましいですが、湯沸器の加熱部

が水を弾くと熱すぎて溶けるのでダメです。固体表

面が液に濡れやすいかどうかは工業的に非常に重

要な問題です。この「濡れ」が関係する液体のふる

まいを正確に予測できるシミュレータの開発を行っ

ています。

山本 恭史  教授

▲

ヒューマンファクター

操作意図を検出するステアリングシ
ステム

「ヒト」にはまだよく分かっていないことがたくさんあ

ります。世間では自動運転に注目が集まっています

が、完全な自動運転は目標にするべきではないとも

言われています。そこで人にフレンドリーな運転支援

をめざして、自動車人間工学でヒトのことを解明する

研究をしています。

朝尾 隆文  助教

▲

トライボロジー・表面科学

表面電位による摩擦係数の
能動的制御

機械の摩擦損失低減には、摩擦表面における潤滑剤

の吸着構造の理解が非常に重要です。そこで、潤滑剤

の吸着構造の評価や吸着構造の能動的制御を中心

に研究しています。また、最近では、化粧品やコンタク

トレンズ、飲み込み力など人体に関わる摩擦も研究し

ています。

川田 将平  助教

▲

流体工学・物質移動学

膜の微細構造を模擬した粒子モデル

ろ過フィルター、燃料電池等に含まれる触媒、生体組

織などにみられる繊維層内部の物質移動に関する研

究をしています。繊維層中を微粒子と液体が流れる

現象をシミュレーションし、微粒子が流れる速さや拡

がり方といった移動特性と繊維層形状との関係を調

べています。

大友 涼子  助教

▲

金属材料・計算力学

真空雰囲気で合成した硫化物

機械の部品として使用される金属製品の中には、金

属粉末を焼き固める「焼結」という技術を使ったもの

があります。当研究室では、金属粉末やそれ以外の粉

末を混合させることで新しい機能を発揮する材料に

ついて研究し、その製造方法と機能について評価し

ています。

佐藤 知広  准教授

▲

システム工学

半導体露光装置の最適移動順路

病院における看護師の勤務表や、機械工場におけ

る生産スケジュールを作成するシステムを扱って

います。条件を満たす解が存在しない場合でも最

適な答えを複数求める方法や、計算時間の短縮な

どを目的にシステム作りを行っています。

村上 佳広  専任講師

▲

流体工学・バイオメカニクス

機械工学を基に最適化した脳動脈瘤
治療用NCVCカバードステント

自動車や飛行機などの流れを実験的に調べてその

性能を向上させるような機械工学的な方法を使っ

て、人工心臓弁やステントと呼ばれる血管の治療に

使うための新しい治療器具を開発したり性能を向上

させたりする研究や、病気の発症と血流による力学

的刺激の関係を研究します。

田地川 勉  准教授

▲

生活支援工学・制御工学

リハビリ用足踏み式車いす
「Joyfum」

機械をあらかじめ定められた目的に沿うように操るこ

とを、「制御」といいます。機械単体でも、機械と機械、

あるいは、機械と人間との複合体もその対象となりま

す。「制御」のための新しいデバイスや方法を生み出

し、機械を含んだシステム全体の性能を向上させて

いきます。

倉田 純一  准教授

▲

トライボロジー・表面界面制御

分子配向による低摩擦機構の解明

摩擦を大幅に低減できる技術をめざし、超低摩擦を

持つ機能性潤滑材料および表面を創成し、そのトライ

ボメカニズムを物理・化学的に理解・解明することによ

り、機械システムにおいてエネルギーを最大限活用

できるトライボ界面制御技術に関する研究を行って

います。

呂 仁国  教授

▲

人間工学・生体医工学

冬眠中のクマの非接触バイタルサイ
ンモニタシステム

携帯電話のような安全な電波を用いて、人の心拍や

呼吸などの情報を身体に一切触れずに計測する方法

を提案しています。これを病気の診断や健康状態の

評価、さらに自動運転中のドライバのモニタ、動物園

の野生動物や宇宙での実験動物のモニタなどへの応

用を検討しています。

鈴木 哲  准教授

▲

ハンドリングロボット・マイクロマシン

真空グリッパによる瓶の把持

多様な物体を把持する汎用ロボットハンドを研究し

ています。このハンドがあれば物流センタや工場で

は製品の搬送や組立の自動化、医療分野ではロ

ボット手術における臓器の把持などが可能になりま

す。現在は生物を模倣する技術を主に利用して実

現をめざしています。

高橋 智一  准教授

▲

アクチュエータ

振動発生の様子

圧縮空気を駆動源とする空気圧機器は軽量であり、

空気圧の圧縮性による柔軟性を持ち、医療ロボットや

パワーアシスト機器などへの応用が行われています。

これらの機器をコントロールするために、振動を利用

した新しい原理の制御機器の研究を進めています。

廣岡 大祐  准教授

▲

2022年4月現在

A.IT環境は？Q.はみだし
Q&A

大学の施設としてITセンターがあります。それ以外にも利用できるパソコンは講義用だけで学部内に数百台あり、
高速インターネットや主要なソフトウェアを使える環境が提供されています。さらに、学内の無線LAN「KU Wi-Fi」を用いて、
自分のノートパソコンや携帯情報端末を学内ネットワークに接続し、インターネットを利用することができます。

電気電子情報工学科
https://www.kansai-u.ac.jp/Fc_sci/
department/ee/teacher.html

詳細は

スマートセンシング for IoT

飾り結び圧電組紐センサ（チョーカ）
で脈動計測（Wi-fi通信）

「インターネットにつながる衣服」といわれる身に着

けやすくファション性の高いウェアラブルセンサの

研究をしています。センサとは変換器のことで、現

実世界とインターネットの情報をつなぐ役割をして

います。このセンサを通して得られた情報がAI解析

により、社会に有益な知見になります。

田實 佳郎  教授

▲

音に関する信号処理・人工知能技術

オーディオスポットシステム

騒音をスピーカからの音で消音するノイズキャンセリ

ング技術、耳形状の個人差を利用して音で個人認証

を行う耳認証システム、人工知能を利用してスマート

フォン向けのマイクロスピーカの設計を支援するシ

ステムなど、音に関わる研究を行っています。

梶川 嘉延  教授

▲

波動情報工学

高周波デバイスの特性測定

メタマテリアルとは、自然界の物質には無い振る舞い

をする人工物質のことであるが、人間の耳はその寸

法からは想像できないような機能をもち、メタマテリ

アルとして捉えることができるのではないかというこ

とで、そのメカニズムについて研究を行っています。

北村 敏明  教授

▲

電気機器

電気自動車

電気と磁気（磁石）の作用を使ってクリーンな状態

で物を動かしたり、浮かしたりする新しいシステム

の研究を行っています。電車や電気自動車、さらに

リニア地下鉄、超電導リニアモーターカーの実現に

利用されている技術です。

大橋 俊介  教授

▲

コンピュータ・サイエンス

メニーコア・コプロセッサ搭載
計算サーバ

効率の良い荷物の配送方法や人が移動する場合の

最適な交通手段や経路を見つけるアルゴリズム（プ

ログラムを作る上での考え方）について研究してい

ます。機械学習（ディープラーニング）を使ったアル

ゴリズムや高性能計算サーバを使った並列で処理す

るアルゴリズムを研究しています。

榎原 博之  教授

▲

感性情報工学

協調デザイン支援ロボット

人の感性や感情を理解したり、感情を表現した

りすることのできるコンピュータシステムやロ

ボットの実現をめざして、人の個性や好みを分

析する技術や、生き物らしいふるまいや感情表

現を自動生成する進化計算モデルなどの研究

を行っています。

徳丸 正孝  教授

▲

ダイナミクスコンピューティング

動的システムの軌道設計

さまざまな自然現象、生命現象や電子回路などの人

工物に見られる複雑で豊富な振動パターンの数理的

解析に基づいて、柔軟で臨機応変なソフトウェアやモ

ノの振る舞いを生み出す「賢い数式」をコンピュータ

で自動設計する方法の探究を行っています。

伊藤 秀隆  教授

▲

知的活動支援システム

ICT面接トレーニング

人が頭を使いながら行う「知的な活動」を支援する

ことを目的にしています。上手くいかない理由を考

え、上手くいかないことを代わりにやってくれたり、

上手くいかないことを解決できるような能力を育

成するトレーニングシステムを作っています。

小尻 智子  教授

▲

レーザー工学・エネルギー

太陽光直接励起レーザー

太陽光から作られる人工の光（電磁波）と金属を用

いたエネルギーサイクルを研究しています。ここで

得られる金属ナノ粒子焼成板は、通常の金属とは

大きく異なる性質を持ち、高性能な金属空気電池、

低コストな電子回路、発光素子や磁気材料等に応

用されます。

佐伯 拓  教授

▲
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情報回路システム

指文字認識システム

生物の脳をモデルにした情報処理システムである

ニューラルネットワークと自己組織化マップを画像

認識などへ応用する研究を行っています。その際

に、脳の活動を模倣する仕組みを組み込むことで、

より実際の脳に近いニューラルネットワークの開発

をめざしています。

肥川 宏臣  教授

▲

チャレンジできる研究テーマ

学部長からのメッセージ

システム理工学部長 

宅間 正則 教授

　関西大学システム理工学部では、快適・安全・安心で持続可能な社会を支える科学技術システムの
創造に取り組んでいます。例えば、近年急成長を見せるAIやIoTのような最先端分野に関する研究を網
羅しているほか、スマートフォンなどの情報通信技術について多様な視点からアプローチを試みることも
可能です。激動する社会に対応し、世界で求められているモノを研究対象として捉え続けています。
　本学部では、産学官連携での研究活動を通して、社会や企業のニーズを見極め、それに応えていく
力を身に付けることができます。加えて、文理融合のキャンパスで多様な個性と出会い、文系の教養科
目を学べることも特色のひとつ。文理の枠にとらわれない幅広い学びのなかで豊かな人間性を備えた研
究者・技術者を育てます。多くの専門的知識や技術を身に付けられる環境を整えて、自ら学び興味・関
心を突き詰めようとする覚悟を持った学生を待っています。
●AI…人工知能
●IoT …モノのインターネット（情報通信機器に限らずあらゆる“モノ”がインターネットにつながること）

電気応用工学・生体電磁工学

感電時の体内電界分布の数値計算例

人体に電圧・電界・磁界などがかかると、有益な効果

が現れる場合と悪影響が現れる場合があります。悪

影響を抑えて有益な効果だけを得るため、数値解

析と実測に基づき、生体内外の電磁界を自在にあ

やつる方法を考え、電気機器・設備の性能と安全性

を高める研究を行います。

濱田 昌司  教授

▲

光情報システム

コンピュータで合成したホログラムの
再生像

３次元立体画像を表示するホログラムをコン

ピュータ技術により作り出す研究や、同様にコン

ピュータを用いて光を制御する技術、さらに光の

情報をコンピュータに取り込んだり、コンピュー

タ内でシミュレーションしたりする研究をしてい

ます。

松島 恭治  教授

▲

コンピュテーショナルインテリジェンス

ロボットの実験の様子

人間に代表される生体系の高度な情報処理機能や知

能を解明するという観点から、Computational 

intelligenceの電子回路での実現、ドローン、ロボッ

トの制御や信号処理への応用に関する研究を行って

います。
▲

　田 裕 教授

確率的情報処理

真の教師、教師、生徒から構成される
三階層のモデル

確率、統計、物理の知識を使って情報に関わる種々の

問題の解明に取り組んでいます。知的な喜びがモチ

ベーションですが、最終的には、賢い知能システム、ド

ローンの自律飛行、高性能な音響系、高精細なカメラ

の実現など我々の生活が豊かになることをめざして

います。

三好 誠司  教授

▲

ワイヤレスネットワーキング

群ロボットネットワーク用実験プ
ラットフォーム

センサを取り付けたロボットが群れを作って互いに通

信しながら移動し有害物質等の探索を行う移動セン

シング技術や、構造物・人体・道路・農地等さまざまな

場所に取り付けたセンサの情報を低消費電力で収集

する通信技術等、IoT社会を支える通信技術に関す

る研究を行っています。

四方 博之  教授

▲

情報通信工学

次世代インターネットへの取り組み

情報転送を支えるインフラとして広く使われているコ

ンピュータネットワークに対し、いかに効率的にユー

ザのもとへコンテンツを届けるか、そして多くのユー

ザで共有して使用するネットワーク資源をいかに公平

に割り当てるか、という観点でのネットワーク技術全

般に関する研究を行っています。

山本 幹  教授

▲

画像処理工学

画像からのデータ読み取り実験

「画像」についての研究、例えば、皆さんが撮影した画

像をきれいにすることから始まって、ポスターのロゴ

マークを使って関連するHPにアクセスできるように

したり、歯医者さんで撮影するレントゲンから病気を

見つけたり、といった幅広いことを行っています。

棟安 実治  教授

▲

知的システムデザイン

並列計算による最短経路探索

知的な人工物を最適化の技術を使って設計する研究

を行っています。最適化とは所与の制約のもと、あら

かじめ設定された目的を最もよく達成する解を求め

ることをいい、設計や意思決定、制御など工学諸分野

でみられる問題です。ここではこれらを解くための手

法を開発しています。

花田 良子  准教授

▲

半導体デバイス物理学

量子効果を含むSi-SiO₂界面近傍の
電子濃度分布

スマートフォン、USBメモリ、自動車、家電製

品、太陽光発電など身の回りのあらゆる電気製

品で使われているさまざまな半導体の高性能

化・高効率化をめざして、半導体部品の製造方

法や電気の流れ方等を実験とシミュレーション

双方から研究しています。

佐藤 伸吾  准教授

▲

核融合工学・エネルギー変換

核融合エネルギーの利用

魅力ある核融合発電炉の実用化に向けて、発電シ

ステムの高度化・高効率化の研究をしています。特

に高温化（700度以上）において課題となる材料

中の水素同位体の透過特性等に焦点をあてていま

す。また、イオン源やプラズマ中性子源の開発を

行っています。

山本 靖  教授

▲

電磁気学

非接触給電装置における磁束密度分
布シミュレーション

電気自動車やスマートフォンの充電を簡単に行うた

めのワイヤレス給電装置の高効率化のための設計技

術の開発を行っています。また、IH調理器による鍋の

加熱特性、モータから発生する電磁ノイズ対策や風

力発電設備への雷撃対策のための解析技術の開発

を行っています。

米津 大吾  准教授

▲

情報通信ネットワークの最適設計

ネットワーク最適設計

インターネットに代表される情報通信ネットワーク

に関して、光や無線といった新しいネットワークの

最適設計や、伝送効率の改善や省電力化のための

方法の提案などにより、情報通信ネットワークを

もっと快適で便利に使えるようにするための研究

を行っています。

平田 孝志  教授

▲

ワイヤレス通信システム

歩行者の飛び出し予測実験

携帯電話などに使われている無線通信技術をさま

ざまな分野に応用する研究をしています。例えば、

次世代高度交通システムのための車両間通信や

車両歩行者間通信、災害時に役立つ緊急救命避難

支援システム、電子タグを利用した屋内ナビゲー

ションなどです。

和田 友孝  教授

▲

感情知能システム

会話意欲向上支援を狙いとした会話
エージェント

人間への共感、気配り、意欲を引き出すような感情

知能を備えたコンピュータシステムの社会実装・普

及は、人と情報テクノロジーの共生のための喫緊の

課題です。私の研究では、特に人とコンピュータの

会話を対象とし、人の情動側面に直接働きかけるこ

とを狙いとした対話システムを開発しています。

Emmanuel  Ayedoun 助教

▲

自律移動システム

ドローンの自律飛行制御

建物内における巡回警備、誘導、人が入れない場所

の自動探査などを目的として、室内用の小型ドロー

ン群が障害物を避けながら目標地点まで自律移動

するための制御や、各機体が周囲の機体の状態を

観察することで管制塔なしに群飛行を行うための

制御に関する研究を行っています。

本仲 君子  助教

▲

プラズマ応用工学

プラズマ中性子源のイオン源の放電
の様子

物質の状態には固体、液体、気体に続いてプラズマと

呼ばれる高温の電離気体の状態があります。このプ

ラズマを外部から電界や磁界をかけることによってコ

ントロールすることで医療用中性子源や核融合炉な

どに役立てるように研究を続けています。

大澤 穂高  助教

▲

機能変換材料、圧電デバイス

強誘電高分子薄膜のナノ領域におけ
る分極反転の電界印加時間依存性

引張・曲げ・ねじりによって電気が発生する高分子を用

いたセンシングシステムの研究を行っています。高分

子の特性を調べること、生体の動作をセンシングする

こと、データをクラウド上に格納することを通じてシス

テムを開発しています。介護や医療分野への応用が

期待されます。

宝田 隼  准教授

▲

波動光学システム解析

レーザー直接描画による
回折光学素子の作製

波動光学技術は加工・通信等さまざまな分野で活

用されており、我々の日常生活にも広く浸透してい

ます。一方、解析技術が確立しておらず実際のシス

テムをPC上で正確に解析することは困難です。そ

こで、これらのシステムを誰でも簡単に解析できる

ソフトを開発しています。

西 寛仁  助教

▲

マルチメディア情報処理

Web上に存在する類似画像および映
像の検索

画像や映像中に含まれるものや意味を理解する技

術を開発しています。それらを発展させ、ユーザが

インターネットやデータベース中の大量のマルチ

メディアデータにアクセスして望むデータを検索

可能とし、知識発見を支援する技術に関する研究

を行っています。

𠮷田 壮  助教

▲

2022年4月現在

女子学生はどれくらいいますか？Q.はみだし
Q&A A. 2019～2022年度に入学した

システム理工学部の女子学生数は
右記となっています。

物理・応用物理学科
機械工学科
電気電子情報工学科

数学科
7名（11％）
6名（19％）

14名（6％）
13名（7％）

2021年度

5名（6％）
5名（10％）

11名（5％）
12名（6％）

2019年度

7名（11％）
5名（19％）

18名（8％）
23名（13％）

2020年度

8名（12％）
1名（3％）

10名（4％）
18名（10％）

2022年度
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所定単位を修得すると資格を取得できるもの

中学校教諭一種免許状〔数学・理科〕、高等学校教諭一種免許状〔数学・理科〕
司書、司書教諭、学芸員

所定単位を修得すると在学時から受験資格が得られるもの

甲種危険物取扱者

所定単位を修得すると資格を取得できるもの

中学校教諭一種免許状〔数学〕、高等学校教諭一種免許状〔数学〕
司書、司書教諭、学芸員

一定の実務経験を積むと資格を取得できるもの申請することで資格を取得できるもの

測量士補 測量士

取得できる資格

本学科の進路決定率は、学部生・大学院生とも
に100％となっています。学部生の就職先では
情報通信業が最も多く、次いで製造業、教育・広
告・その他サービス業など、幅広く分散して就職し
ています。これは、専門性はもちろん、基礎を大切
にして幅広く応用力を養うという本学科の特徴を
よく表しています。また、学部生の46.8％（29人）
が大学院に進学しており、より深く専門知識や技
術を学んだのち、高度な技術者や研究者をめざ
すことになります。

就職／進路状況

本学科の進路決定率は、学部生・大学院生とも
に100％となっています。例年の学科の特徴とし
て、教員になる者の割合が多く、理工系３学部の
中で最も高い数値となっています。昨年度も近畿
地区や私立学校に教員として採用されている他、
製造業や情報通信業、金融機関などの一般企
業へも就職しており、IoT社会の新しい担い手とし
て活躍が期待されています。

（2022年4月22日現在）

取得できる資格

ということ。学習は新しい知識や能力を身に付ける行動、作業は今まで
身に付けた能力を利用する行動、と捉えますが、どちらも充実感や達成
感が得られるものの、昨日より自分が磨かれるのは学習をしたときだけで
す。これからを生きる皆さんは、作業はパソコンと分担し、学習の時間をよ
り増やすと有意義な学生生活を送れるのではないかと思います。

これまで自分が得た知識を将来の社会に役立てたいと考え、研究者の
仕事を選びました。現在は次世代の小型重粒子線がん治療装置の開
発研究に携わっています。重粒子線がん治療は、光速の70％まで加速
した炭素イオンを照射してがんを治療する最先端の技術です。身体を切
らずに治療でき、治療後の社会復帰が容易なことから需要が高まって
いますが、設置施設が少なく、限られた数の患者さんしか治療を受けられ
ていません。私は治療装置を小型化し普及を図ることで、多くの患者さ
んが最先端治療を享受できることをめざし研究を進めています。
在学中に先生から教わったことで、今も心がけていることがあります。そ
れは１日の終わりにその日の行動を“学習”と“作業”に分けて評価する

現在需要が高まる小型重粒子線がん治療装置の開発に携わる。

小島 完興〈2012年3月 システム理工学部 物理・応用物理学科 卒業〉

現在携わっている最先端の研究についても、学部の授業で学んだ
基礎物理の応用であると感じています。学部生のときの教科書や
ノートを見て勉強し直すことが今もたくさんあります。

現在の仕事に生きている学科の学び

OBからのメッセージ
▶ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
　 関西光科学研究所

数理的知識を最大限に生かし、アクチュアリー業務に従事しています。
数学を使った仕事に就きたいと考え、大学では確率論を専門に研
究。現在、生命保険会社でアクチュアリーとして商品開発業務に
携わっています。主な業務は、死亡率やがん発生率などのデータ
分析をもとに、確率・統計といった数理的手法を用いて将来起こ
り得る事象を予測し、保険商品の保険料などを算定することです。
新商品の販売や料率の改定などで国の認可をもらうために、金融
庁との折衝も行います。私たちの資料や発言が経営計画や販売
計画を大きく左右することもあり非常に大変ですが、やりがいがあ
ります。大学に入学したら10年後、20年後といった将来の夢や目
標を持ちましょう。目標が定まれば、大学で何をすべきか自ずと見え

てくるはずです。また、社会に出るとコミュニケーション能力は欠か
せません。サークルやアルバイトなどを通して人との接し方をしっか
り身に付けながら、楽しいキャンパスライフを送ってください。

▶ 外資系生命保険会社

大学で学んだ確率や統計の知識は、業務を遂行する上での基盤
となっています。また、会議や折衝など物事を説明する際には、数
学を学ぶなかで身に付いた論理的思考が大いに役立っています。

現在の仕事に生きている学科の学び

OBからのメッセージ

木下 一成〈2011年3月 システム理工学部 数学科 卒業〉

※（  ）内は女子内数。

学部（卒業者　62人）

※（  ）内は女子内数。

大学院（修了者　9人）

進路決定率

100%
進路決定率

100%

A.はみだし
Q&A

数学科 物理・応用物理学科

A.就職に有利と聞いたのですが？Q. システム理工学部では、就職状況が良い本学の中でも、製造業や情報通信系からの求人が多く、実績はトップクラスです。
理工系学部にはキャリアセンター理工系事務が設置されており、学科での推薦などを含めて、就職活動をきめ細かくサポートしています。

※<　＞内は決定者数、企業名・大学院名のみは1名、（　）内は女子内数。

情報通信業 13.9％

13.9％

教育・広告・
その他サービス業 36.1％

5.6％卸売・小売業

公務員・公立学校教員

金融業・保険業

19.4％ 関西大学大学院<2>　大阪公立大学大学院　大阪大学大学院<2>　金沢大学大学院　神戸大学大学院大学院進学

5.6％

● 学部 進路先

(株)エフエスティ　システムズ・デザイン(株)　(株)Dirbato　(株)トヨタシステムズ(1)　(株)ニッセイコム

(株)アウトソーシングテクノロジー(1)　(学)英真学園　(福)神戸福生会(1)　(株)コベルコＥ＆Ｍ　自分未来きょういく(株)
(学)常翔学園　(株)電通　(学)浪速学院 浪速高等学校・浪速中学校　(株)平成教研　(株)明光ネットワークジャパン
(株)ワールドインテック　自営業<2>

大阪府教員<2(1)>　奈良県教員　兵庫県教員(1)　福岡市教員

因幡電機産業(株)　(株)ヤマダホールディングス(1)

(株)池田泉州銀行　りそなグループ

建設業 2.8％ 邦設備工業(株)

※<　>内は決定者数、企業名のみは1名、（　）内は女子内数。

● 大学院 進路先

77.8％製造業
シャープ(株)　ダイハツ工業(株)　日東電工(株)
フェニックス電機(株)　福田金属箔粉工業(株)
マルホ発條工業(株)(1)　ローム(株)

11.1％卸売・小売業 (株)日立ハイテク

11.1％情報通信業 情報技術開発(株)

製造業
7人（3人）

情報通信業
10人（1人）

運輸業・郵便業　1人

公務員・公立学校教員　4人

大学院進学
29人

建設業　1人

教育・広告・その他
サービス業　5人（1人）

その他（就職以外の進路） 
 4人（1人）

卸売・小売業　1人

製造業
7人（1人）

卸売・
小売業
1人

情報通信業
1人

※（  ）内は女子内数。

大学院（修了者　5人）

進路決定率

100%

※<　>内は決定者数、企業名のみは1名、（　）内は女子内数。

● 大学院 進路先

40.0％情報通信業 Ｓｋｙ(株)　(株)天公システム

20.0％大学院進学 関西大学大学院

40.0％教育・広告・
その他サービス業 (株)アウトソーシングテクノロジー　(株)アルトナー

情報通信業
2人

1.6％
1.6％

山九(株)

16.1％

8.1％

1.6％建設業

運輸業・郵便業

(株)あさひ卸売・小売業

6.5％ 防衛省自衛隊 一般曹候補生　京都市消防吏員　大阪府教員　愛知県教員公務員・公立学校教員

教育・広告・その他サービス業

情報通信業

11.3％製造業

※<　>内は決定者数、企業名・大学院名のみは1名、（　）内は女子内数。

● 学部 進路先

(株)ＩＨＩエスキューブ　スキルシステムズ(株)　(株)トラストシステム　日本コムシス(株)　日本エレクトロニツクシステムズ(株)
日本電気通信システム(株)　富士ソフト(株)　(株)富士テクニカルリサーチ　三菱電機インフォメーションネットワーク(株)(1)
りそなデジタル・アイ(株)

アズビル(株)　(株)小野測器(1)　(株)島津製作所(1)　ＴＨＫ(株)　ＴＯＷＡ(株)　ヌヴォトン テクノロジージャパン(株)　ライソン(株)(1)

(株)アルトナー　(株)カカクコム　(株)個別教育Ｃａｎ(1)　(株)情熱キャリア　自営業

ダイダン(株)

46.8％大学院進学 関西大学大学院<20>　大阪大学大学院<7>　京都大学大学院 東北大学大学院

※（  ）内は女子内数。

学部（卒業者　36人）

進路決定率

100%

情報通信業
5人（1人）

教育・広告・
その他サービス業

13人（2人）

教育・広告・
その他サービス業

2人

卸売・小売業 2人（1人）

金融業・保険業  2人

大学院進学
7人

大学院進学
1人

その他（就職以外の進路）
1人

建設業  1人

公務員・
公立学校教員
5人（2人）
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国家公務員一般職<2>1.0％公務員・公立学校教員

所定単位を修得すると資格を取得できるもの

第一級陸上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士
中学校教諭一種免許状〔数学・理科〕
高等学校教諭一種免許状〔数学・理科・情報・工業〕
司書、司書教諭、学芸員

卒業時に受験資格が得られるもの

甲種消防設備士

所定単位を修得後、一定の実務経
験を積むと資格を取得できるもの

電気主任技術者（一種～三種）

所定単位を修得すると
試験が一部免除されるもの

第二種電気工事士
第一級陸上無線技術士
電気通信主任技術者

就職／進路状況
（2022年4月22日現在）

本学科の進路決定率は、学部生・大学院生と
もに100％となっています。特に製造業への就
職率は、理工系３学部の中でも例年高い数値
となっています。とりわけ大学院生においては、
製造業への就職率が86％を超えており特筆
に値します。これは「ものづくり日本」において、
機械工学を学ぶ学部生や大学院生を求める
企業が多いことをよく表しています。また、学部
生の41％（84名）が大学院に進学しており、
より深く専門知識や技術を学んだのち、高度な
技術者や研究者をめざすことになります。

所定単位を修得すると資格を取得できるもの

中学校教諭一種免許状〔数学・理科〕
高等学校教諭一種免許状〔数学・理科・工業〕、司書、司書教諭、学芸員

所定単位を修得すると在学時から受験資格が得られるもの

甲種危険物取扱者

卒業時に受験資格が得られるもの

甲種消防設備士

取得できる資格 取得できる資格

知識や経験が、現在の業務で何度も役立っています。多様な学問に触れる
チャンスが多くある大学生活の中で、好きな物事を発見し、より詳しくなれるよ
う、積極的に学ぶ姿勢を忘れず有意義な時間を過ごしてほしいと思います。

吉田 司〈2019年3月 理工学研究科 システム理工学専攻 博士課程前期課程 修了〉 ▶ ダイハツ工業株式会社

私は現在、小型エンジンの開発に携わっています。走行時に排出されるガス
成分や車速などのデータ解析から、エンジン内部の燃焼状態の把握と改善
を行っています。自動車に求められる環境性能がますます厳しくなるため、環
境規制に対応したエンジンを開発することは非常にやりがいがあります。今後
は、開発が進むHV車両用のエンジンなど、環境性能と自動車の楽しさを両立
させることに取り組んでいきたいです。
この仕事を選んだのは、学部1年次に「エンジン分解」という実験に取り組み、
エンジンの構造や動作原理に興味をもったことがきっかけでした。その後は学
部と大学院で3年半をかけて熱と流体に関する研究に取り組み、そこで得た

環境負荷の少ない自動車づくりに、在学中の知識と経験が役立っています。

現在の仕事に生きている学科の学び
エンジンの燃焼現象を考えるためには、熱・流体・材料といっ
た多様な知識が必要となります。在学中にこれらを必修科目
として受講したことで、現場の技術者に求められる幅広い基
礎知識が身に付きました。

OBからのメッセージ

ルやアルバイトなどでの社会勉強も大切です。そして、なんでもチャ
レンジしてください。失敗しても自分の自信につながります。受け身
ではなく攻めの姿勢で大学生活を充実させましょう。

萬井 由佳〈2017年3月 システム理工学部 電気電子情報工学科 卒業〉 ▶ 株式会社ダイフク

子どもの頃からロボットなどに興味があり、将来の夢は大きな機械を
自分の設計で動かすことでした。3DCADのスキルを習得し、希望
する機械系メーカーの制御設計職に就くことができました。現在は
開発品の制御設計と仕様の規格化に従事。遠隔監視システムや
冷凍対応の開発、制御盤の規格化など仕事の幅は多岐にわたり
ます。また、自動化に特化した事業を展開しており、労働人口の減
少を補うという点で日本社会を縁の下から支えていると自負してい
ます。大学ではたくさん学んでください。専門知識はもちろん、サーク

多種多様な物流システムの制御設計に携わっています。

電気・電子回路やプログラミング、製図など幅広い分野を基
礎から習得。全ての学びがいまに生きています。さまざまな交
流を通じコミュニケーション能力も磨かれました。

現在の仕事に生きている学科の学び

OGからのメッセージ

※（  ）内は女子内数。

学部（卒業者　205人）

※（  ）内は女子内数。

大学院（修了者　57人）

100%
進路決定率

100%
進路決定率

100%
進路決定率

本学科の進路決定率は、学部生・大学院生
ともに100％となっています。主な就職先とし
ては情報通信業と製造業となっており、この２
業種が就職する者のうち、学部生では
72.7％、大学院生では79.6％を占めていま
す。情報通信業の内訳としては情報サービス
業が中心となっており、本学科の特徴をよく
表しています。 また、学部生の44.8％（77
人）が大学院に進学しており、より深く専門知
識や技術を学んだのち、高度な技術者や研
究者をめざすことになります。

※（  ）内は女子内数。 ※（  ）内は女子内数。

学部（卒業者　172人） 大学院（修了者　58人）

はみだし
Q&A

機械工学科 電気電子情報工学科

A.大学院に進学する人は多いのでしょうか？Q. 大学院進学率はかなり高いといえます。
システム理工学部では、学部で基礎を学び、大学院でより専門的な内容を学びながら、それらを応用するための力を養うために研究に没頭し、
研究者・技術者になることをめざします。

100%
進路決定率

建設業　1人

電気・ガス・熱供給・水道業
1人

大学院進学　1人

その他
（就職以外の進路） 　4人

製造業
45人

情報通信業　2人

教育・広告・その他
サービス業　3人

建設業　1人

製造業
23人（5人）

情報通信業
20人（3人）

運輸業・郵便業　3人

公務員・公立学校教員
2人

大学院進学　1人

その他（就職以外の
進路） 　1人

その他（就職以外の進路） 　7人

製造業
70人（4人）

教育・広告・その他
サービス業　14人（1人）

卸売・小売業　8人（1人）運輸業・郵便業　1人

不動産業・物品賃貸業　1人

建設業　6人

公務員・公立学校教員　2人

情報通信業　12人（2人）

大学院進学
84人（2人）

● 学部 進路先

34.1%製造業

 

(株)アイエイアイ　(株)浅野歯車工作所<2>　アルインコ(株)　上村工業(株)　江井ヶ嶋酒造(株)　エスペック(株)　ＮＴＮ(株)
奥村機械製作(株)　(株)ダイドー　(株)カワタ　河村化工(株)　カンケンテクノ(株)　ＫＹＢ(株)　謙徳産業(株)　(株)ジェイテクト
ジャパン マリンユナイテッド(株)　スズキ(株)<3>　(株)ＳＵＢＡＲＵ　住友電装(株)　象印マホービン(株)　ダイキン工業(株)<3>
大成化工(株)　(株)ダイセル　ダイハツ工業(株)<3>　(株)ダイフク<2>　ダイワアドテック(株)　(株)タマディック
(株)鶴見製作所　デンソーテクノ(株)　(株)デンソーテン　トータルテクニカルソリューションズ(株)　トクセン工業(株)(1)
(株)寿原テクノス　日本メカテクノ(株)　(株)ノーリツ(1)　(株)ビーネックステクノロジーズ　(株)日立建機ティエラ　日立造船(株)
富士シート(株)　フジテック(株)　富士電機(株)　古河ＡＳ(株)　(株)豊和　(株)堀内機械　本田技研工業(株)(1)
(株)マイスターエンジニアリング　三菱自動車工業(株)<2>　三菱重工業(株)<2(1)>　三菱電機エンジニアリング(株)
三菱ロジスネクスト(株)　ミネベアミツミ(株)<2>　村田機械(株)　(株)村田製作所　(株)メディカロイド　モリ工業(株)
山崎製パン(株)　大和工業(株)　ヤンマーホールディングス(株)　淀川ヒューテック(株)

因幡電機産業(株)　(株)サンセイテクノス　(株)スギ薬局(1)　(株)ダイハツビジネスサポートセンター
パナソニック インダストリアル マーケティング＆セールス(株)　(株)日立ハイテク<2>　八尾トーヨー住器(株)

5.9％情報通信業

3.9％卸売・小売業

2.9％

(株)大森廻漕店

(株)きんでん　セキスイハイム近畿(株)　積水ハウス(株)　高砂熱学工業(株)　(株)竹中工務店　不二熱学工業(株)

アジアクエスト(株)　(株)イメージ(1)　(株)ＮＴＣ　(株)大塚商会　(株)クラックスシステム　ケー・イー・エルテクニカルサービス(株)
(株)システナ　(株)シノプス　ＴＩＳ(株)　西日本電信電話(株)(1)　(株)日本総合研究所　富士通(株)

0.5％

41.0％大学院進学 関西大学大学院<78(1)>　大阪大学大学院　神戸大学大学院(1)　東京工業大学大学院　東北大学大学院　名古屋大学大学院
奈良先端科学技術大学院大学 

※<　>内は決定者数、企業名・大学院名のみは1名、（　）内は女子内数。

6.8％ (株)アックスコンサルティング　(株)コベルコ科研　ＪＦＥプラントエンジ(株)　ソニーＬＳＩデザイン(株)　ＷＤＢ工学(株)　日工(株)
日清エンジニアリング(株)(1)　パーソルＲ＆Ｄ(株)<2>　(株)ビジョン・コンサルティング　(株)メイテック<3>　レイスグループ

建設業

運輸業・郵便業

芙蓉総合リース(株)0.5％不動産業・物品賃貸業

教育・広告・その他
サービス業

● 大学院 進路先

78.9％製造業

3.5％

1.8％

1.8％

5.3％教育・広告・その他
サービス業

Ｓｋｙ(株)　富士通(株)

(株)関電エネルギーソリューション

住友電設(株)

ＪＦＥエンジニアリング(株)　シンプレクス(株)
中外炉工業(株)

※<　>内は決定者数、企業名のみは1名、（　）内は女子内数。

明石機械工業(株)　(株)アドヴィックス
(株)天辻鋼球製作所　ＮＯＫ(株)
オムロンヘルスケア(株)　キオクシア(株)　(株)クボタ
(株)神戸製鋼所<2>　(株)ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ
(株)ジェイテクト　(株)ＳＣＲＥＥＮホールディングス
象印マホービン(株)　大王製紙(株)
ダイキン工業(株)<2>　ダイジェット工業(株)
ダイハツ工業(株)<3>　(株)ダイフク
太平洋セメント(株)　東京エレクトロン(株)
ＴＯＴＯ(株)　凸版印刷(株)　トヨタ車体(株)
ナブテスコ(株)　日本新薬(株)　パナソニック(株)<5>
日立ジョンソンコントロールズ空調(株)
日立造船(株)　富士電機(株)　本田技研工業(株)
マイクロンメモリジャパン(同)　(株)マキタ
マツダ(株)<2>　三井Ｅ＆Ｓグループ
(株)村田製作所　(株)リコー　ローム(株)

建設業

1.8％ 大阪大学大学院大学院進学

情報通信業

電気・ガス・
熱供給・水道業

電気・ガス・熱供給・水道業　3人

金融業・保険業　1人

金融業・保険業　1人

卸売・小売業　5人

大学院進学
77人（4人）

製造業
27人（4人）

情報通信業
37人（3人）

建設業　9人

その他
（就職以外の進路）　7人

その他　1人

教育・広告・その他サービス業　5人

教育・広告・その他
サービス業　6人

太陽生命保険(株)0.6％

● 学部 進路先

※<　>内は決定者数、企業名・大学院名のみは1名、（　）内は女子内数。

21.5％

15.7％

5.2％

製造業

情報通信業

エース音響(株)　(株)エフ・エー電子　オムロン(株)(1)　(株)オリバー　河村化工(株)　(株)キーエンス<2>　キオクシア(株)(1)　京セラ(株)
(株)昭和バルブ製作所　スズキ(株)<2>　ダイハツ工業(株)<3(1)>　(株)タマディック　ＴＤＫ(株)　(株)デンソーテン
東芝三菱電機産業システム(株)　(株)東和エンジニアリング　トキワ工業(株)　凸版印刷(株)(1)　パーソルＡＶＣテクノロジー(株)
(株)日立製作所　(株)マイスターエンジニアリング<2>　三菱電機(株)

(株)ＩＣＳパートナーズ　(株)アルファシステムズ　(株)インテック　(株)ＮＴＴデータＭＳＥ(1)　(株)ＮＴＴデータＣＣＳ　(株)ＯＳＫ　(株)オプテージ
(株)科学情報システムズ　(株)キャピタル・アセット・プランニング　京セラコミュニケーションシステム(株)　(株)クロスプラススタジオ
(株)コーエーテクモホールディングス　(株)ＧＳＩ　(株)ジェーエムエーシステムズ　システムズ・デザイン(株)　(株)システムディ
(株)ジュピターテレコム　住友電工情報システム(株)　西菱電機(株)　都築電気(株)　ＴＩＳ(株)<2>　ＴＩＳシステムサービス(株)
ＴＤＩシステムサービス(株)　(株)ＤＹＭ　(株)ナノコネクト　西日本電信電話(株)　ニッセイ情報テクノロジー(株)　日鉄ソリューションズ(株)(1)
日本電子計算(株)　ノバシステム(株)　(株)ビーブレイクシステムズ　(株)日立システムズ　(株)日立社会情報サービス(1)　富士ソフト(株)
三菱電機ＩＴソリューションズ(株)　(株)ユニバーサルコムピューターシステム

エフピコインターパック(株)　キヤノンマーケティングジャパン(株)　(株)立花エレテック　(株)モダンブルー　(株)山善

アクセンチュア(株)　エン・ジャパン(株)　ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株)
(株)テクノプロ テクノプロ・デザイン社　テラテック(株)

建設業
大橋エアシステム(株)　(株)関電工　(株)九電工　(株)きんでん　栗原工業(株)　積水ハウス(株)　ダイキンエアテクノ(株)
大和ハウス工業(株)　リンナイ(株)

大阪ガス(株)　関西電力(株)　中国電力(株)1.7％

2.9％

2.9％

関西大学大学院<70(3)>　大阪公立大学大学院(1)　神戸大学大学院　上智大学大学院　東京大学大学院
名古屋工業大学大学院　奈良教育大学大学院　北陸先端科学技術大学院大学   大学院進学 44.8％

教育・広告・
その他サービス業

卸売・小売業

金融業・保険業

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構0.6％その他

電気・ガス・熱供給・水道業

1.7％ (株)アドバンスクリエイト

10.3％

● 大学院 進路先

39.7％

34.5％

3.4％

製造業

大阪府職員　茨木市職員

東海旅客鉄道(株)<2>　南海電気鉄道(株)

(株)アウトソーシングテクノロジー　ディップ(株)　西日本高速道路(株)
(株)野村総合研究所　阪神高速道路(株)　自営業

※<　>内は決定者数、企業名のみは1名、（　）内は女子内数。

5.2％

キオクシア(株)　小林製薬(株)(1)
サイレックス・テクノロジー(株)　スズキ(株)
セイコーエプソン(株)　(株)ダイヘン　(株)大和電業
寺崎電気産業(株)　(株)デンソーテン(1)
東京エレクトロン(株)(1)　東レ(株)　凸版印刷(株)
トヨタ自動車(株)　(株)日本製鋼所　パナソニック(株)(1)
パナソニック ライティングシステムズ(株)　(株)日立国際電気
マイクロンメモリジャパン(同)(1)　マツダ(株)
三菱自動車工業(株)　三菱電機(株)<2>　(株)明電舎

アイテック阪急阪神(株)　(株)インターネットイニシアティブ
インフォコム(株)(1)　ＮＥＣソリューションイノベータ(株)
(株)ＮＴＴドコモ　(株)オプテージ
オムロンソーシアルソリューションズ(株)
京セラコミュニケーションシステム(株)　ＫＤＤＩ(株)
(株)コア関西カンパニー　(株)システムリサーチ(1)　Ｓｋｙ(株)
(株)スマートモア　住友電工情報システム(株)
ドコモ・テクノロジ(株)　(株)日新システムズ(1)
日本電気航空宇宙システム(株)　富士ソフト(株)
富士通(株)　三菱電機インフォメーションネットワーク(株)

運輸業・郵便業

関西大学大学院1.7％大学院進学

教育・広告・
その他サービス業

金融業・保険業
1.7％ ダイキンエアテクノ(株)建設業

公務員・公立学校教員

情報通信業
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