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、安藤真理事・副学長（右）とともに記者会見の席で。
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す。また、ヒト型筋骨格ロボ
ットなど、新しいロボットへ
の応用も視野に入れています」
すでにさまざまな業界のメ
ー カ ー や 研 究 機 関 に 対 し、
2016 年 8 月から人工筋肉の
サンプル出荷を開始。用途開
拓と実用化を目指し、17 年春
には普及用人工筋肉を量産、
提供する計画だという。

注1 東工大留学生会TISA／Tokyo Tech International Student
Association。留学生のサポートや学内での国際交流の促進活
動をしている学生団体。
注2 東工大立志プロジェクト／著名人の講義とグループデ
ィスカッションを繰り返しながら、自分で考える力と大きな志
を育てるプログラム。2016年度から新入生を対象に始まった。
注3 クォーター制／ 1年間を四つの学期に分けたことで、
短い期間で集中的に学べ高い学習効果が期待される。履習計
画を柔軟に組むことができ、短期留学などもしやすい。
注4 グローバル理工人育成コース／世界でリーダーシップ
を発揮できる人材育成を目的に設置された短期派遣プログラ
ム。
注5 TEDxTitech ／講演会を運営しているアメリカの団体
TEDからライセンスを受けた東工大の学生団体。1年に1回イ
ベントを開催。

リベラルアーツ研究教
育院の池上彰特命教授

原口社長（左）と只野准教授、
手術支援ロボットの試作機
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