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2016年12月～2017年11月までの1年間，米国
マサチューセッツ工科大学（MIT）にサバティカルで研究滞在



サバティカルとは？ -- Wikipediaより



サバティカルとは？

• 長期間（例えば1年間），講義や大学運営に関する
仕事が免除される

• 国内外の教育研究機関等において研究活動
9新しいアイデア

9研究者のネットワーク作り

• 一定の勤続年数ごとにサバティカルを取得できる
（可能性としては．実際には．．．）

大学におけるサバティカル制度：



東京大学（特に工学系研究科）のサバティカル制度
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Massachusetts Institute of Technology (MIT)
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Massachusetts Institute of Technology (MIT)

http://www.veritas.org/wp-content/uploads/2013/09/MIT-campus.jpg

1861年設立
1916年現在のキャンパスに移転

ノーベル賞受賞者 86人

構成員

Undergraduates 4,527人
Graduate students 6,804人

Professors (all ranks) 1,036人
Other teaching staff 827人
Postdocs ~1,400人
Employees ~12,000人

Ref: MIT Facts 2016: MIT at a Glance



東京大学との比較

東京大学 MIT
全体 工学部

学部生 14,002 2,186 4,527
大学院生 12,605 3,280 6,804
教員 3,846 441

(518)
1,036



Boston





https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_colleges_and_universities
_in_metropolitan_Boston











Prof. Evelyn Wang’s group
マイクロ・ナノスケールの物質・熱輸送に関する基礎研究とデバイス応用

• 電子デバイスの冷却 （ナノ構造＋相変化）
• 多孔質材料への吸着・脱離を利用した熱バッテリー
• 淡水化技術 （電気二重層を用いたイオン除去）
• 太陽熱発電 （エアロゲル内部の放射伝熱の低減） http://drl.mit.edu/people.cgi



ナノ構造材料による相変化冷却の制御

N. Miljkovic et al., Nano Lett. 13, 179 (2013)Z. Lu et al., Langmuir 31, 9817 (2015)



学部と大学院

学部生の進路

東大工学部 MIT
就職 10% 52%

大学院進学 77% 37%

1%が他大学

大学院

•東大： 学部からの持ち上がりが大半 (工学系: 70%)
• MIT： 他大学の学部出身者が大半

MIT, Stanford, Harvard, University of 
California at Berkeley, California Institute 
of Technology, Georgia Institute of 
Technology, Carnegie Mellon, Johns 
Hopkins University, Yale, etc.



研究室の構成

東大 MIT

学部生 4年生

学科によっては

3年生も?

インターンシップ的な制度

Undergraduate Research 
Opportunities Program 
(UROP) で数か月程度

大学院生 大半が修士課程で

修了

博士課程は少数派

Ph.D.の学位を取りに
来ている



大学院生の比較 (1)
• 多様性 (余談，エリトリア出身の学生の話)
• 年齢層は日本と比べて少し高め
• 既婚者も多い，子供の誕生報告も
• 午前中早めに登校，あまり夜遅くならずに帰宅
Æ夕方6時頃には，ほとんどの人が帰っている印象
（切羽詰まっているときは別）

• 研究グループの運営に主体的に関与
（研究室にもよると思いますが．．．）

• 日本の大学院生と比較して，職業人的な要素が大きい

• もちろん，研究室や大学によって，だいぶ事情は異なる
‒ Brown University, UMASS Amherst, CMU の学生との比較



Brown University

UMass Amherst 

Carnegie Mellon University

Massachusetts
Institute of Technology



大学院生の比較 (2)

• 生産性が高い（論文）

• 他研究室，他大学とのコラボレーション

• 優秀な人は多いが，レベルはいろいろ
9東大生も決して負けてはいない

9知識量（余談紹介）

9積極性

9大学院講義の違い





印象に残っていること (1)： PhD Defense
• Thesis Committeeで学位取得できると判断されているの
で，実質的にはお披露目の会

• 彼女・彼氏，配偶者を招いている学生が多い
• 発表の最後の謝辞で，感極まって声を詰まらせたり
涙ぐむ人も．

http://drl.mit.edu/



印象に残っていること(2)： セミナー

• 著名な研究者によるセミナーが頻繁に開催
• Free Food –餌で釣る？？



大学のインフラの比較

• お金を掛けている部分と，掛けていない部分の差が激しい

• 研究室レベルで持っている実験装置などは，日本のほう
が充実しているかも（もちろん，どこを比較するかによる）

• 充実しているところは非常に充実している

• 電子ジャーナル契約状況の比較

• 研究レベル＝集まっている人のレベル





留学するべきか否か？

様々な機会を生かして，どんどん挑戦して欲しい

とは思いますが．．．

留学に向いている人・向いていない人

• 大学院に進学すべきか否か？

9キャリアパス （未来の話）

9やっていることを楽しめるか否か？ （現在の話）

• うまくいかなかった事例
（東大で実施している短期の留学プログラムの事例）

日本の大学院に
進学する場合も
要検討！



まとめ

最後にネガティブな話もしましたが，とても刺激的な

環境に身を置いて努力することで，自分の成長につ

なげられると思います．

大学院に進学することが自分にとって良い選択な

のか十分考えたうえで，ぜひ挑戦して欲しいと思い

ます．


