学科の学び

Department Close up

航空機設計者としてのスタートラインに立つための知識を身につける
力学等の基礎的な知識を身につけた後、航空機に特化した専門的な知識の吸収へと発展していきます。
また、
４年次には研究室に所属し、

テーマに沿った研究活動に1年間取り組みます。企業出身の教員が多く、実際の航空機設計の現場を踏まえた指導を行っています。

基 礎

応 用

研 究

流れ学
材料力学
熱力学
飛行力学 等

航空流体力学
航空構造設計
航空原動機
航空制御工学 等

空気力学研究
複合材構造研究
高負荷・高効率・クリーンエンジン研究
飛行制御システム研究
等

知識を身につけるだけでなく、さまざまな活動を通じて知識の活用を経験

＜Boeing Externship Program＞
金沢工業大学は、航空機製造のトップメーカーであるボーイング社
の 教 育 プ ロ グ ラム「 E x t e r n s h i p
Program」に参加しています。参加学生
は、航空分野の英語技能を伸ばし、航
空宇宙業界の現状についての知識を得
るとともに、英語によるプロジェクト活
動を行います。

■ボーイング社の提供する講義（日本語・英語）を

受講し、学生同士でディスカッション。航空に関
する最先端の知識を習得する。

■ 航空に関するテーマをもとにプロジェクト活動を

行い、最後に英語で口頭発表し、ボーイング社社
員や他大学の学生と議論を行う。

飛ぶことを夢見て、
ようやく空を飛ぶ機械を造り出し思いのままに操ることができるようになりました。

ために中身はどのようになっているのか、
といったことを理論や実習を通じて学びます。
また、安全性
を向上させる飛行制御技術の研究や、経済性を向上させる材料の研究を含め、次世代の航空機の
研究を行っています。

航空機メーカーや航空機部品メーカーなどの航空系企業のみならず、
輸送機械関連など幅広い機械系企業への就職実績があります
2016年3月卒業生50名のうち37名が就職、13名が大学院へと進学しています。就職内定率は100%。大学院機械工学専攻へと進
学すれば、
さらに高度な知識を身につけ、研究に引き続き取り組むこともできます。

54.1%

人間は、走ることや泳ぐことはできても、空を飛ぶことはできません。
だから人間は、遠い昔から空を

恵は何か、鳥が羽ばたく代わりに人間が得た
「エンジン」はどのような仕組みなのか、航空機を操る

卒業生の進路

学 問 の入 口
就航を間近に控える

航空システム工学科卒業生の就職実績
就職内定者の89.2%が上場・大手企業・公務員に
航 空 機メーカーを含めた
輸 送 機 械 関 連 企 業への就 職 実 績

2016年3月
卒業生実績

航空システム
工学科
械」
いわゆる
「航空機」について、
どういう知恵によって形を決めるのか、
その形を軽く作るための知

人力飛行機プロジェクトや小型無人飛行機プロジェクト等の、航空機を扱う課外活動があります。

29.7%

工学部

本学科は、航空機の仕組みについて学ぶ学科です。人間が知恵を絞って造りあげた「空を飛ぶ機

＜航空機製作を行う課外活動＞

10.8%
5.4%

Department of Aeronautics

戦後２番目の

国産旅客機ＭＲＪ

国産旅客機「ＭＲＪ
（三菱リージョナルジェット）」
が就航に近づきつつあります。戦後、初

の国産旅客機「ＹＳ−１１」
が開発されたのち、国産旅客機は約半世紀の間、開発が行わ

れてきませんでした。21世紀になってその計画が動き出したＭＲＪは、2015年に初飛行を

実現。従来機よりも20%以上の燃費性能を実現し、炭素繊維強化複合材を機体に採用、
排出ガスを大幅に削減するなど、最先端の研究成果・技術が各所に用いられています。
国産旅客機が日本の空を、世界の空を舞う未来が、一歩一歩近づいてきています。

三菱重工業、川崎重工業、富士重工業、
ＩＨＩ、日本飛行機、新明
上場企業
大手企業
公務員
中小企業

和工業、日野自動車、本田技研工業、JALエンジニアリング、
ＪＲ
東海、
ＪＲ東日本、
ＪＲ西日本、
ＩＨＩ回転機械、川重岐阜エンジニ

アリング、
ＫＹＢ、ジャムコ、住友精密工業、東洋航空電子、日本
航空電子、菱友システムズ、
ミネベア 他

（※過去5年間の卒業生・大学院修了生の就職実績の一部）

教育付加価値日本一の大学を目指しています

工学部
情報フロンティア学部
環境・建築学部
バイオ・化学部

機械工学科／航空システム工学科／ロボティクス学科／電気電子工学科／電子情報通信工学科／情報工学科
メディア情報学科／経営情報学科／心理情報学科
建築デザイン学科／建築学科／環境土木工学科
応用化学科／応用バイオ学科

[お問い合わせ ]

金沢工業大学入試センター

〒921-8501 石川県野々市市扇が丘７-１／TEL.076-248-0365／FAX.076-294-1327／E-mail nyusi@kanazawa-it.ac.jp／URL www.kanazawa-it.ac.jp

発行日 ： 2016 年 9月10日

写真提供／三菱航空機株式会社

航空機

その先端技術の世界

大空を自在に飛翔し、人や物を運ぶ航空機は、最先端テクノロジー

の集合体です。空を飛ぶための技術と知見は実にさまざま。時代の

変化に伴い課題が尽きることなく生まれる一方で、その解決による

木と布と少しの金属で空を

例えば、安定して飛行できるように空気力を受け

電子技術の進歩で、
なくすことができます。
また、
技術革新は小型・軽量の新たな航空機を誕生さ

せています。特にドローンと呼ばれる小型無人航空機が空中撮影などのほか、近

年は物資輸送でも活躍を始めるなど身近な存在になりつつあります。小型無人

せん。効率よく飛行するための最適な

また、金属材料よりも優れた性能を有する夢の素材「CFRP」
も

形状が存在します。
これを風洞実験や

最新航空機に採用されつつあります。CFRPを用いた次世代航

コンピュータの計算によって求めるのが空気力学です。

を開 発 することで、より丈 夫

ネルに注目し研 究を進めています。これ は発 泡プラスチックを

地表に気体があれば飛行させることが可能です。地球以外の惑星で飛行す

ことができました。あの有 名

いると、CFRPのみを使用する場合に比

した超々ジュラルミンを採用することで名声を得ることができたと

ため、重量や部品数の大幅な削減、コ

炭素繊維強化複合材（CFRP）

る後ろについた大きな翼は、
コンピュータを含む

んな形状でもよいというわけではありま

飛 ぶ 機 械を造り出した人 間

は、
さらに軽くて丈 夫な金 属

大気圧プラズマ

技術の進歩により、
「空気の力を味方につける」

ことで、数百トンもあるような航空機を持

ち上げることさえも可能です。
しかし、
ど

「軽量化のかなめ」

技術の研究開発に取り組んでいます。

ことさえも乗り越えることが可能となってきました。

航空機は空気の力によって空に浮か

複合材構造研究

システム工学科では、現代および次代の航空機に必要とされる新

「航空機を思いのままに操る」

「かたちがいのち」
び上がります。空気の力を味方につける

技術の進化も歩みを止めることがありません。金沢工業大学航空

飛行制御システム研究

空気力学研究

で軽い航 空 機を手に入れる

なゼロ戦は、日本人が造り出

空機構造部材として、金沢工業大学では発泡コアサンドイッチパ

CFRPの薄いシートではさんだ構造部材で、航空機の胴体に用

スト低 減につながることが 期 待されて

性能や信頼性の向上に必須の技術になっています。各種材料の

有の弱点もあり、
その弱点を克服して軽

くて強 い 性 質を最 大 限 に引き出 すた

繊維強化複合材）に代表される複合材の接着性は10倍に向上し

れるのか？」
を詳しく調べ、その先の「壊

ます。金沢工業大学の研究室ではさまざまな手法を駆使し、各種
航空材料の大幅な特性向上に取り組んでいます。

も活かされています。

さらに、航空機周りの見えない空気の力を見える化する手段

のひとつとしてCFD（数値流体力学）技術を活用します。
コンピ

います。
もちろん、サンドイッチパネル特

表面を改質すれば、航空機アルミ部品の耐食性は100倍に、疲労
寿命は10倍に、窓の電磁波シールド性は1000倍に、CFRP（炭素

る航空機は、
ロケットや宇宙航行技術の進歩とともに現実に

近づいてきました。空気力学の技術はこのような惑星探査に

べて、構造の一体化がより拡大できる

いっても過言ではありません。金属製航空材料そのものの改良が

限界に達している現在は、表面処理による機能向上が航空機の

空気の中を飛行する航空機は、地球以外の惑星であっても、火星のように

ュータ上で空気の流れを再現することで、機体周りの空気の流

れを詳細に見ることができるため、航空機の設計に活用されてい

ます。例えば、
ドローンに代表される超小型航空機のような遅い流

め、サンドイッチパネルが「どのように壊

れでは、図に示すように渦が関係する複雑な流れ場が形成されま

す。これら複雑な流れ 場を

れるのを防ぐにはどうすればよいか？」

計算する方法を開発し、高

につなげる研究を行っています。

性能で安全な航空機設計に

つながる研究を行っ

航空機に関しては、
パイロットなしの自律飛行はもはや当然となっています。

ています。

半面、
自律型航空機が現実となった今も、多数の乗客を乗せる旅客機は、
やは

りパイロットが操るもの。航空機の操縦を支援する、人間̶機械系の良好なインタ
フェースが必要です。現在、
シミュレーション技術

の発達により、
シミュレータを用いて事前に航空
機をチューニングすることができるようになり、実

際の飛行試験は
「確認のみ」
になりつつあります。
金沢工業大学では、
これらを体験できる本格的な

シミュレータを所有しています。

写真提供／三菱航空機株式会社

研
飛行制御システム研究

高負荷・高効率・クリーンエンジン研究

「地球に優しい、エコな航空機へ」

赤坂剛史 研究室

小栗和幸 研究室
航空材料 機能向上 表面処理

小型無人航空機 ドローン パラシュート
コンパウンドヘリコプタ

大学ではこれらの研究に取り組み、小型軽量、高効率で環境負荷を低減した航

高負荷・高効率・クリーンエンジン研究

を含んだ排気ガスが発生しています。
こうした問題を
改善するため、小型軽量で効率良く大きな推力を発

生し、
しかも環境負荷を極力低減するパワープラント

の開発は、
これからの航空機開発では避けて通るこ

却技術、吸音パネル、
シェブロンノズルなどを用いた騒音低減技術です。金沢工業
空機用エンジンつくりに貢献しています。

現在のエンジン形態は将来も変わらないのだろうか。今の航空機エンジンに熱

交換器をつけたらもっと効率が上がるのでは、
などいろいろなアイデアが浮かびま

す。
これらを実現するための研究も進めています。

複合材構造研究

炭素繊維強化複合材 革新的構造の追究
環境に優しい航空機

縮技術、NOXの発生を抑制する燃焼技術、高温でも焼損せずタービン翼を守る冷

音や多量の二酸化炭素（CO2）、窒素酸化物(NOX)

覧

社会貢献 飛行安全 飛行制御システム
シミュレータ

ジェットエンジンというとてつもない推力を生み出す「パワープラント」
を手に入れ

ました。
しかし、強力な推力と引き換えに、大量の燃料を必要とし、
また、大きな騒

一

廣瀬康夫
吉田啓史郎 研究室

とができません。
その核となるのはパワーに応じて、エンジン各部の温度、圧力や

効率などを把握できる性能予測技術、小さな仕事で空気圧力を最大限高める圧

室

橋本和典 研究室

空を飛ぶ生き物は、羽ばたくことで推進力を得て空を舞います。人間は、
レシプ

ロエンジンでプロペラを回すことで効率の良い推進力を得ることに始まり、今では

究

藤秀実
土屋利明 研究室
ジェットエンジン 高負荷高効率クリーンエンジン
数値流体力学

空気力学研究

岡本正人 研究室
超小型無人飛行機 羽ばたき翼
風洞実験 シミュレーション

佐々木大輔 研究室
数値流体力学 空力解析 設計最適化手法
航空機の環境適合性向上

実機に触れて
理解を深める
金沢工業大学では、実機（T-3、OH-6）等
をキャンパス内に保管・展示しています。
航空機の開発・設計・運用の経験を有す
る教員がこれらを用いながら講義を行う
ことにより、航空機構造の理解に役立て
ています。

