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年度の
トピックスを
お届けします

この冊子は、工学研究院／工学府／工学部に関連する2005年度の活動の中から、教

育、研究、社会／国際貢献、組織運営、の各項目についてのアクティビティを皆様にお伝

えするために、昨年度から作成・配布を開始しました。その目的は社会に対して説明責任

を果たすためですが、詳細なデータを公開するのはホームページなどの他の広報媒体が適

しておりますので、この冊子は全てのデータおよび成果を網羅するのではなく、上記４項目

について工学研究院が2005年度に行った活動のトピックスを抽出して紹介することを、創

刊からの編集方針としています。

国立大学法人は2004年4月のスタート時に、６年間の中期目標・中期計画を立てて文部

科学省に提出するとともに社会に公開して、各大学の理念や教育・研究・社会貢献・管理

運営などの各年度の成果も公開することが求められています。したがって本学でも、目標

期間中の各年度の詳細な実績報告書を文部科学省に提出して評価を受けた後、本学の

ホームページ（http://www.ynu.ac.jp/ynu/press/open/op_4.html）で公開しています。多

くの項目にわたる詳細な実績報告や経営に関する財務諸表はホームページをご覧いただ

くことにして、このパンフレットでは、工学研究院が教育・研究・社会貢献・組織運営にいか

に努力して成果を挙げてきたかを大まかに把握していただくことを目標としました。本報を

読まれた工学研究院の構成員は、自信を深めると共にさらなる発展を目指すための１つの

基礎データとして活用していただきたいと思います。また、学外の皆さまは本報をご一読さ

れて、工学研究院の活動やその成果について、忌憚のないご意見・ご感想をお寄せいた

だければ幸いです。

工学研究院長 國分泰雄

工学研究院ハイライト2005
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工学研究院／工学府／工学部
研究と教育の組織について

本学工学部は2001年度に教育・研究組織の変革を行い、

研究分野毎に教員が配置される研究組織（工学研究院）と、

大学院教育組織（工学府）および学部教育組織（工学部）の

３者からなる組織に改組されました。社会のニーズに合わせ

て、研究・教育の組織をより柔軟に変えていくことを目指した

ものです。

運営の一体化をはかるために３つの組織の長（工学研究

院長、工学府長および工学部長）は工学研究院長が兼務し

ておりますが、学部教育の責任体制をより明確にするために

２００４年度から新たに工学部主事を配置致しました。

また、工学府の教育は工学研究院に所属する教員によっ

て実施されますが、工学部の教育は工学研究院のみならず、

環境情報研究院に所属する大勢の教員にも御参画いただ

いて、その重責を荷っております。
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本工学部は横浜高等工業学校設置（1920.1）以

来86年にわたって、鈴木達治初代校長の掲げた「名

教自然」の教育理念に基づいて、実践的な校風の

もと、優秀な技術者・研究者を育ててきました。新

制大学として最初に修士課程が設置（1963.4）され

大学院教育が始まってからは、ちょうどその半分の

43年です。私たちのその歴史の中で最近の動きに

は目を見張るものがあります。2001年、本学工学

部・工学研究科が大学院部局化され、研究組織で

ある研究部（工学研究院）と教育組織である教育部

（工学府）からなる分離型大学院になりました。2004

年には国立大学法人となり、2005年5月現在、工学

部教員253名（工学府は205名）、工学部、工学府入

学定員は学部695名、博士課程前期（修士）273名、

後期課程68名で、工学部には3291名、工学府には

1039名（うち163名が博士課程後期）の学生がいます。

工学部の教育環境および教員の意識向上を目指

して取り組んできたファカルティ・ディベロップメント（Ｆ

Ｄ）に関しては、工学教育シンポジウムを過去9回開

催し、最近では、オープンセミナー、講演会を年各1

回開催するなど活発な活動を展開し、教員の意識

変革と、学生の視点での教育が浸透してきていると

思っています。この活動の成果として、工学部では

10年以上前から学生による授業評価を実施し、また

効果的な教育方法の開発や他機関での実施例の

研究を行ってきました。さらに、ＧＰＡ制度と履修単

位上限設定を導入して単位の実質化を図っておりま

す。授業評価は統計的に集計してベストティーチャ

ー賞の選定に用い、集計の結果と学生からのコメン

トを各教員にフィードバックして授業の改善が図られ

ています。生産工学科ではJABEE(日本工学教育

認定機構)の審査を受け認定され、すでに認定され

ている物質工学科の機能物質化学コース・化学生

命工学コース・化学システム工学コース・環境エネル

ギー安全工学コースの仲間入りをすることになりま

した。

研究院長の諮問機関である教育企画経営会議

（委員8名）では、2004年に設置された将来計画Ｗ

Ｇ（委員12名）によって学科改組が検討され、工学部

の体制について次のような計画を策定しました。

（１）工学部第二部平成19年度入学生募集停止

（２）物質工学科に、「バイオコース」設置

（３）電子情報工学科に、｢情報工学コース｣設置

（１）については、1949年の設置以来、工学部第二

部からは、これまでに幾多の優秀な人材を輩出し、

卒業生の活躍は産業界からも高い評価を得ており

ましたが、高度成長期を経て産業構造や社会情勢

が大きく変化したため、勤労青年の入学者が減少、

最近では勤労青年や社会人（有職者）の受験者お

よび入学者は数％と非常に少なくなっていました。

2001年及び2005年に実施した企業アンケートの結果

は従来第二部が担ってきた勤労青年及び社会人を

対象とした教育が，大学院レベルにおける教育に対

する需要へと変化していることを示すものでした。

そこで工学部としては，第二部の教育資源を大学院

における教育と研究に振り向け，社会人教育を大学

院において継続して拡充するとともに，社会人教育

も含む実務家教育の新しいプログラムを大学院工

学府の各専攻の中に設置する方向を打ち出したの

です。（２）（３）については、科学技術の重点化戦略

（文部科学省平成17年版科学技術白書）の８分野

［①ライフサイエンス ②情報通信　③環境　④ナノ

テクノロジー・材料　⑤エネルギー ⑥製造技術

⑦社会基盤　⑧フロンティア］の上位二つにあたり、

すでに工学部の中で台頭していた教育研究分野の

バイオと情報を既存学科の中でコースとしてさらなる

独自性をもたせることにしました。

工学府の大学院教育については、2003年以降工

学府教育点検WGおよび工学府教育ビジョンWGを

設けて検討を行い、さまざまな改善施策を実施して

います。2005年にはじめられた「実践性」を強く意識

した工学研究マネージメント学習プログラムは、高度

の基礎的研究能力と共に研究を社会に直結させる

ための能力をも育成し、産学に渡って実践的に活

躍する若き研究リーダーを育成する教育プログラム

です。また、工学府は文部科学省による「平成１７年

度海外先進教育実践支援プログラム」の一環として

『イノベーションを指向した工学系大学院教育』を実

施しました。工学系大学院におけるイノベーション教

育に関する先進的な米英の大学院教育を調査研究

し、それを踏まえて、本学において工学の知識と経

営学の知識を併せ持ち、技術革新の担い手となり

うるような工学系人材の育成プログラムを開発する

ことを目的としたものです。このため米英の複数の

大学に教員を派遣し、米英における工学と経営学

の融合教育プログラムを調査研究するとともに、そ

の結果を踏まえながら新たな教育プログラムの開発

に取り組んできました。新たな教育プログラムは「ヨ

コハマ方式大学院教育」プログラムと名づけられ、

ＰＥＤ（Π(パイ)型人材育成）プログラムとＴＥＤ（Ｔ型

人材育成）プログラムからなり、2007年度に始めるた

めに準備をすすめているところです。

教育の
ハイライトハイライト

工学教育のビジョンと実施体制

工学部主事　　　　　
教育企画経営会議主査

石原　修
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力を高め、知識を深め、やがて博士論文を提出し、研究者

として社会に巣立っていきます。社会に出たらすぐに一

人前の研究者として扱われ、即戦力として期待されます。

「研究実行能力」は即戦力として十分な資質を大学院で培

っていると思いますが、果たして「研究企画能力」や「研究

成果をアピールする能力」はどうでしょうか。工学府では

そこに少し問題があるのではないかと考え、平成17年

度、申請して交付された学長裁量経費に工学研究院長裁

量経費を併せ、総額750万円によって、工学府教務委員

会を主務委員会として標記のプログラムを行いました。

工学研究マネージメント学習プログラム

このプログラムは、科目としては「特別研究」2単位に相

当します。

まず、学生からの「研究の企画」の募集から始まりまし

た。これは、博士論文のために行っている研究とは少し

異なる、「普段から気になっている研究テーマ」であるこ

とを条件にしました。つまり、学生自らが企画したテーマ

です。応募について専攻長会議で審査を行い、採否を決

定しました。17年度は募集28件に対して応募が30件で

あり、審議の結果全申請を採択しました。

学長裁量経費の交付以降の活動ですので、その後約半

年間の研究期間を経て、３月末に成果発表会を兼ねたシ

ンポジウムを企画・開催し、成果報告書を作りました。こ

の間、自ら研究費を使って消耗品を購入して研究を遂行

し、学会出席の手続きを行い、成果報告書はどのように

作ってどこに配布するか、シンポジウムでどなたに講演

や挨拶をお願いするか、ポスター発表はどうするか、会場

は、日時は、等々、研究の企画立案・経費申請・研究実

行・成果報告会の開催・成果報告書作成、と、通常は社会

に出て相当経ってから経験するような研究の一連の流れ

をすべて体験しました。

その成果は多くの学会発表・論文発表に結びつきまし

たが、すばらしいことに、学生のオリジナルの研究アイデ

アが大きな成果に結びつき、独立法人と共同の特許申請

および共同研究に結びついたものが出ました。本プログ

ラムによって博士課程後期の学生が得がたい経験をする

のみでなく、若い頭脳のひらめきと実行力を掘り起こす

ことができました。今後もこのプログラムによって、後期

課程学生の総合的な研究遂行能力が磨かれることが期待

されます。
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● はじめに

本学工学部は、工学部における教育内容の向上および

教育者としての大学教員の地位向上を図ることを目的と

して、教員の教育に関する業績を評価し、褒賞を初めて

行いました。賞の名称は、ベストティーチャー賞（BT賞）

です。

● 教員業績調査からBT賞受賞者選定までの主な流れ

(1) 2005年3月18日

「教員の教育褒賞制度について」工学部代議員会承認

(2) 2005年4月～5月

工学研究院教員業績調査の実施、環境情報研究院工学

部担当教員の【学部教育】業績調査の実施

(3) 2005年7月～9月

ユニット評価委員によるBT候補者の推薦

(4) 2005年10月～11月

BT候補者の書類選考、面接、投票

(5) 2005年12月19日

BT賞受賞者5名の表彰

● BT賞の概要

(1) 受賞資格者

受賞資格者は工学部に兼務を命ぜられた本学専任の教員

(2) 受賞者数と受賞時期

1) 受賞者は3年に1回決定され、各回5名以内

2) 初回の受賞者は、2005年度の工学部教授総会に

おいて、2002～2004年度ベストティーチャー（BT

2002～2004）として表彰

(3) 褒賞

褒賞は、表彰状および法人運営費一般財源30万円（受

賞者1名につき）

(4) 選出方法

1) 受賞者の選考は、BT選考委員会が行いました。

2) BT選考委員会の委員構成は、工学研究院評価委員

会委員（工学研究院長、工学部主事、評議員、部門長、評

価担当研究院長補佐、教員業績評価委員会委員長）およ

び工学部に兼務を命ぜられた環境情報研究院選出評議員

（研究院長を含む）とし、委員長は工学部主事としました。

3) 工学研究院長に指名された各学科等の教員業績評

価委員（ユニット評価委員）は、候補者をBT選考委員会委

員長に推薦する。候補者の推薦数は各学科等（評価ユニ

ット）所属教員数の10％未満としました。

4) 候補者の推薦に当たっては、推薦書および授業の工

夫に関する資料を添付しました。

5) 候補者の推薦に当たっては、学生による授業評価ア

ンケート結果を考慮しました。

6) 各学科等で独自の推薦基準があれば、推薦書に推

薦基準に関する記述を含めました。

7) BT選考委員会は書類選考によりBT候補者を選出

し、面接を行い、投票により受賞者を決定しました。

● BT賞受賞者の選出を終えて

書類選考で選出されたBT候補者は、BT選考委員会で

の面接において「授業等に対する取り組み」についてプレ

ゼンテーションを行いました。その内容は、多くの教員に

とって今後の授業改善の参考になる事項を数多く含むも

のでした。これらをBT選考委員会内に留めたのでは，

BT賞受賞者が蓄積してきた学部教育に関する工夫が十

分に活用されない恐れがありました。そこで、広く工学

部を担当する全教員がBT賞受賞者の「授業等に対する取

り組み」を聞く機会を改めて設けることとし、2006年2

月20日の工学部教授総会で5名の受賞者の中の2名の

BTに講演をしていただきました。さらに、2006年2月

24日の工学部FD（ファカルティディベロップメント）委員

会主催による講演会では、BT賞受賞者による公開模擬

授業とパネルディスカッション「学生に伝えたいこと」が

行われました。

今回のBT賞は主として学部教育に関する賞の性格を

有しています。学部教育に関しては、「学生による授業評

価アンケート」を実施しており、評価に活用できる基礎資

料の蓄積がありました。一方、大学院教育に関しては、こ

の種の基礎資料の蓄積がほとんどないのが現状です。大

学院教育に関しては、大学院教育に対する評価のあり方

が今後の検討課題であります。

なお、工学部の初代BT5名の表彰式は、2005年12

月19日に行われ、工学部長から表彰状と副賞が授与さ

れました。

2002～2004年度ベストティーチャーを選定

上野　誠也
所属部局職
環境情報研究院教授
工学部担当学科
建設学科
（海洋空間のシステムデザインコース）
主な学部担当授業科目
数学・力学演習Ⅰ
宇宙システム設計輪講
航空宇宙工学の基礎
航行制御論
航空機力学
基礎振動論

竹村　泰司
所属部局職
工学研究院助教授
工学部担当学科
電子情報工学科
主な学部担当授業科目
磁気工学
基礎回路理論Ⅰ
基礎回路理論Ⅱ
基礎回路理論演習

谷　和夫
所属部局職
工学研究院教授
工学部担当学科
建設学科
（シビルエンジニアリングコース）
主な学部担当授業科目
地盤地質学
地盤工学
資源と地盤環境
土木工学と社会

森下　信
所属部局職
環境情報研究院教授
工学部担当学科
生産工学科
主な学部担当授業科目
コンピュータ科学入門
機械力学Ⅰ
バイオメカニクス
応用機械設計製図Ⅱ

渡邉　正義
所属部局職
工学研究院教授
工学部担当学科
物質工学科
主な学部担当授業科目
物質科学
高分子化学Ⅱ
電気化学
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● 工学部第二部入学生募集停止

工学部では、57年余にわたる第二部の存続を検討して

きました。横浜国立大学工学部第二部は、昭和24年第二

部機械工学科及び化学工業科として設置され、その後昭

和37年化学工業科は応用化学科と改称され、昭和60年

には第二部生産工学科と第二部物質工学科に改組されて

現在に至っています。当初、高等学校卒業後に企業で働

く勉学意欲に燃えた勤労青年に夜間に授業を開講するこ

とにより、幾多の優秀な人材を輩出し、卒業生の活躍は

産業界からも高い評価を得てきましたが、高度経済成長

期を経て産業構造や社会情勢が大きく変化したため、勤

労青年の入学者は減少しました。工学部としては第二部

本来の使命を取り戻すために、カリキュラムの改定を実

施し、また推薦入試や社会人特別選抜を設けて入試方法

の多様化を図るなどの努力を重ねてきましたが、最近は

勤労青年や社会人（有職者）の受験者および入学者はさら

に少なくなっています。また従来第二部が担ってきた勤

労青年及び社会人を対象とした教育は、大学院レベルに

おける教育に対する需要へと変化しており、第二部の教

育資源を大学院における教育と研究に振り向けることを

検討しました。社会人教育は大学院において継続して拡

充するとともに、社会人教育も含む実務家教育の新しい

プログラムを大学院工学府の各専攻の中に設置する方針

を打ち立てました。こうした検討の結果として、第二部入

学生募集停止は平成19年度の入学生に対して実施する

ことにいたしました。

● 学部に新コースを設置

物質工学科では、新コース設置を検討し、平成19年４

月より定員（160人）を変えずに、2つの入学コースに分

けて学生募集を行うことを決定しました。「化学コース及

び物質のシステムとデザインコース」では化学や物質に

ついての基礎から応用までの知識や考え方を学び、「バイ

オコース」では基礎生物学と現代生物学をもとに、実験

生物学的手法と情報科学を学びます。

電子情報工学科では、2年前期までを共通の基礎教育

期間として2年後期以降にコース制を導入することを決

めました。「電子情報システムコース」では電気、電子、情

報通信、情報システムを学び、「情報工学コース」では情

報基礎、ソフトウエア、情報通信、情報システムを学びます。

● 工学府専攻・コースの再編

安全工学分野の環境情報学府への移行を機に、工学府

では機能発現工学専攻とシステム統合工学専攻のコース

の改編が行われました。機能発現工学専攻の中は、従来

の｢物質創製化学、物質機能解析化学、機能・構造材料工

学、物質エネルギー安全工学、リフレッシュ教育コース｣

にかわって、先端物質化学コース、物質とエネルギーの

創生工学コース、リフレッシュ教育コースとなりました。

またシステム統合工学専攻は従来の｢機械システム工学

コース、海洋宇宙システム工学コース、化学システム工

学｣が、機械システム工学コース、海洋宇宙システム工学

コース、材料設計工学コースと改編されました。

● イノベーションを指向した工学系大学院教育設置準備

平成17年度文部科学省「大学教育の国際化推進プログ

ラム」の海外先進教育実践支援事業として採択された「イ

ノベーションを指向した工学系大学院教育」では、工学系

大学院におけるイノベーション教育に関する先進的な米

英の大学院教育を調査研究し、それを踏まえて、本学に

おいて工学の知識と経営学の知識を併せ持ち、技術革新

の担い手となりうるような工学系人材の育成プログラム

を開発することを目指しました。米英の複数の大学に教

員を派遣し、米国のプロフェッショナル・サイエンス・マ

スター（PSM）の教育プログラム、英国のエンジニアリン

グ・ドクター（Eng.D）の制度、米英における工学と経営

学の融合教育プログラムを調査研究するとともに、アン

ケートを実施しました。企業アンケートでは京浜京葉工

業地帯に位置する製造業に重点をおき、本学工学部に対

する求人を行っている企業および既に卒業生が勤務して

いる企業400を選び、新しい大学院教育プログラムにつ

いての意見を求めました。その成果は教育文化ホールに

おける公開シンポジウム、文部科学省科学技術政策研究

所における講演会で発表されました。その結果を踏まえ

ながら新たな教育プログラムの開発に取り組み、ヨコハ

マ方式大学院教育プログラム｢PED（Π（パイ）型人材育

成）プログラム｣と｢TED（Ｔ型人材育成）プログラム｣とが

提案されて、平成19年度4月よりプログラムが始まろう

としております。

工学部第二部入学生募集停止と新しい工学系大学院教育

PED（工学系実務家人材養成）プログラムと既存プログラムの関係
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工学部講義棟C101教室（120名収容）には、液晶ビデ

オプロジェクタ、撮影用天井カメラ、スピーカ、100イン

チ電動巻上げスクリーン、50インチプラズマディスプレ

イ、電子黒板、書画カメラ、S-VHS/DVDプレーヤ、ビデ

オプレーヤ、タッチパネル制御システム、遠隔講義・会議

システムなどの各種マルチメディア機器が設置されてい

ます。これらの機器は、キャンパス・イノベーション・セン

ター（東京都港区芝浦3-3-6）にある横浜国立大学大学院

工学府サテライトキャンパスとの間の双方向通信システ

ムを利用して、「C101教室で行う講義・講座をサテライ

トキャンパスで聴講する」、あるいは「サテライトキャンパ

スで行う講義・講座をC101教室で聴講する」などのイン

タラクティブな遠隔講義や遠隔会議が可能となるように

設置されました。

サテライトキャンパスとの遠隔講義以外にもこれらの

マルチメディア機器は有効に利用でき、公開講座や講演

クラブ活動『学生フォーミュラ部』が、2005年9月6日

～9日に開催された第3回『全日本学生フォーミュラ大会』

（富士スピードウェイ）に初参加をはたし、総合8位の好成

績を収めました。初出場１４チームの中では圧倒的な1位

の成績でルーキー賞を獲得、また、スポーツマンシップ

賞、ベストWEBサイト賞、日本自動車工業会会長賞を受

賞しました。

この大会は学生が自主設計製作したレーシングカーの

性能を競うものであり、現在部員は40名以上、スポンサ

ー企業は30社以上、マシン製作場所は、共同研究推進セ

ンターのワーキングスペースならびに機械工場です。

詳しい活動状況については、http://www.ynfp.jp/を

ご覧下さい。

マルチメディア教育に対応できるC101教室

学生フォーミュラ部が全日本学生フォーミュラ大会に初参加

会などにも利用されています。さらに、公開講座や模擬

講義は収録後に編集してインターネットやその他の媒体

を通じて配信するなど、有効に利用されています。

公開講座「MATLABとメカトロニクス」
（2005-09-13開催）

総合成績（★は初出場校）
1 金沢大学
2 神奈川工科大学
3 国士舘大学
4 芝浦工業大学
5 東京電機大学
6 日本大学理工学部
7 東海大学

8 ★横浜国立大学
9 名古屋大学
10 東京大学
11 武蔵工業大学
12 京都大学
13 立命館大学
14 宇都宮大学
15 金沢工業大学
16 上智大学
17 慶応義塾大学
18 名古屋工業大学
19 近畿大学
20 大同工業大学
21 ★東京理科大学
22 大阪大学
23 ★早稲田大学
24 ★千葉大学
25 静岡大学
26 University of Ulsan
27 名城大学
28 ★茨城大学
29 ★東京農工大学
30 明星大学
31 工学院大学
32 ★九州工業大学
33 神戸大学
33 ★岡山大学
35 同志社大学
36 ★信州大学
37 福井工業大学
38 ★高知工科大学
39 ★ホンダインターナショナル
40 ★近畿大学工学部
41 ★東北支部大学連合

ルーキ
ー賞他

3賞を

受賞ルーキ
ー賞他

3賞を

受賞



研
究
の
ハ
イ
ラ
イ
ト

工学研究院では2001年度の大学院部局化時に

企画経営会議が研究院長の諮問会議としておか

れ、この元で研究企画経営会議により工学研究院

あるいは全学にわたるプロジェクト研究などの分野

横断的な研究の企画検討が行われてきています。

特に、近年の国立大学の法人化に伴って、教育、研

究に加えて第3の大学の使命として社会貢献を行う

ことが重要になってきております。そのような時代の

流れの中で、工学研究院ではいち早く工学研究院

内の研究資源を有効に活用し社会貢献を促進する

目的で、異分野の研究交流を主とする４研究テーマ

からなる「学際プロジェクト研究」を立ち上げました。

いずれも次の時代を切り拓く夢とそれを実現する可

能性を秘めたプロジェクトであり、本冊子にそれぞ

れの主要な活動内容を記しました。

本年度は、それらの学際プロジェクト研究の3年

後の中間評価を、当初の計画に基づき実施しました。

社会のより客観的な意見を取り入れるため、各プロ

ジェクトテーマに関して造詣の深い学外の専門家と

研究企画経営会議のメンバーからなる評価委員会

により、まる１日をかけて評価会を行いました。そこ

ではそれぞれの研究の発表やそれに対する活発な

討論が行われ、その結果、いずれのプロジェクトに

対しても高い評価をいただくことができました。現在

の学際プロジェクト研究は2006年度に完了し、2007

年度からは第2期学際プロジェクト研究が実施に移

される予定です。これを機会に、ますますの異分野

融合研究を活性化することにより、研究院の活性度

をアピールするとともに社会への貢献を進めたいと

考えています。

また、2002年に文部科学省の21世紀COEプログ

ラムに採択され、また現在の学際プロジェクト研究

の一つの「情報通信技術に基づく未来社会基盤創

成」の継続的な発展と外部機関との連携による「横

浜国立大学未来情報通信医療社会基盤センター

(略称；医療ICTセンター) 」が全学組織として設立

されました。医療情報通信技術の益々の発展が期待

されています。さらに、本学と横浜市立大学との間で

21世紀COEのテーマからなるCEL（Communication,

Environment, Life Science）シンポジウムあるいは

実装技術シンポジウムなどの研究活動が展開されま

した。

工学研究院では、今後とも、従来からの大学の

使命である自律的で自由な個人研究を継続してゆ

くとともに、社会貢献を目指したプロジェクト研究の

充実を目指してまいります。さらに、他にも現在、大

型の外部資金を得て研究推進中のプロジェクトが多

数あり、その一部をこの研究ハイライトの最後に掲

載いたしました。また、工学研究院所属の全教員の

研究情報は、大学のwebsite内の研究者総覧

＜http://kenkyu-web.jmk.ynu.ac.jp/Scripts/

websearch/top.htm?lang=ja＞でご覧いただけます。

研究企画経営会議主査

宇高義郎

研究の
ハイライトハイライト

プロジェクト研究を通じて社会に貢献する

9
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一次エネルギーをほとんど持たない日本の将来のエネ

ルギー社会を広い視野から考えていこうとする研究プロ

ジェクトで、3つの研究グループで推進してきました。中

間成果報告会は平成17年7月28日、教育文化ホールで

「情報通信技術に基づく未来社会基盤の創生」

平成14年度に採択された文部科学省21世紀COEプ

ログラムです。平成18年3月3日にCOEシンポジウムを

教育文化ホールで開催しました。世界的なIT産業の急成

長とバブル崩壊という大きな変遷を経て、情報通信技術

(ICT)は着実な進歩を遂げ、再び大きな需要や技術革新、

新たなサービスが求められる状況に至りました。本学

COEではICTをコアに情報システムとデバイス研究の2

グループが中核に、それらの利用先である地球環境、経

済流通、生産システム、ロボット技術などを未来社会基盤

グループが研究しました。本年度はさらに医療情報グル

（河野隆二代表）

外部評価委員： 平田泰夫先生（KDDI研究所）
持田侑宏先生（富士通研究所）

●総合評価●　すばらしい研究成果をあげている。これ
までの大きな成果をベースに、新たな飛躍への体制作り
が期待される。今後は学際プロジェクトとしてのシナジ
ー効果を期待したい。

大勢の学外からの聴衆を集めて盛大に行われました。

太田プロジェクトは燃料電池・水素材料・安全性評価を

テーマに研究を進め、燃料電池の酸素還元反応において、

TaやZrの酸化物が特異的な挙動を示すことを見出しま

学際プロジェクト研究

「持続可能社会を担う水素エネルギー横浜プロジェクト」
（太田健一郎主査、田中裕久、渡邉正義副査）

学際プロジェクト研究

ープが加わり、新たな方向を模索してきました。今回のシ

ンポジウムは、情報通信産業リーダ、医療研究者、海外研

究者から成る4名の基調講演に本COEの成果発表を加

え、新時代を展望するシンポジウムとなりました。

情報通信技術・医工連携技術に基づく
未来社会基盤創生
情報通信・交通・エネルギー供給・金融・医療福祉の５大インフラの統合ネットワーク

A. 情報の流れ（情報通信）
B. 車両と物の流れ（交通・物流）
C. エネルギーの流れ（送電、エネルギー供給）
D. お金の流れ（金融）
E. 人間・病気治療の流れ（医療・福祉）
のトラフィックコントロールを統合的に行う統合インフラストラクチャ

究極の目標

（例）A + B → TS(高度交通システム)

A + C → 電力配電線通信システム

A + D → 電子商取引(e-commerce)

A + E → ユビキタス医療・福祉
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外部評価委員： 前田久明先生（日本大学）
福田健三先生（エネルギー総合工学研究所）

●総合評価●　水素エネルギーシステムは将来の社会
の持続的発展には必要不可欠であり、その研究は新産業
基盤構築に大いに寄与するものである。本研究では必要
な課題を大学の持つポテンシャルを適切に組織化して取
り組んでいる。よって、研究の目的、組織、方法ともに優
れている。

この研究プロジェクトを構成する都市・生活技術の4グ

ループではそれぞれに研究会を開催し、多くの研究成果

を発信してきました。

21世紀初頭、世界的に日本の小住宅に注目が集まって

います。日本は住宅の建設に係わる技術では世界で最も

高い水準をもつ国であり、多数の建築家が高度な技術を

もったエンジニアとともに住宅設計に参入しています。こ

の小住宅が生まれる背景として、土地所有の制度や建築

基準法が生み出したフリースタンディングの戸建て住居

で埋め尽くされている日本の都市構造、そして家族形態

や社会状況などの基盤メカニズムがあります。本学の研

究グループでは、このような都市の問題や都市郊外の問

題を検討し、このような社会背景から生み出される理念

的住居モデルを開発しました。

（北山恒代表）

外部評価委員： 秋山宏先生（日本大学）
内藤廣先生（東京大学）

●総合評価●　地球環境破壊、文化の荒廃に直面してい
る現在、真に豊かな生活空間の実現を目指す分野横断的
研究であり、極めて意義深くかつ重要な研究である。研
究の対象を「横浜」に置き、そこにシーズを求めて研究を
深化させようとするスタンスは共鳴できる。今回は中間評
価であるが、今後どのように発展していくのか期待される。

した。田中プロジェクトは黒潮の潮流を利用して発電し、

その電力を使って水の電気分解を行うプロセスのフィー

ジビリティスタディーおよび実験を行いました。渡邉プロ

ジェクトは水素循環過程で有効にエネルギー変換を行う

燃料電池の材料探索の基礎から実際の応用面に至るまで

を詳しく調べました。

「人間・生活・都市・学」
学際プロジェクト研究

炭素から水に、化石燃料から水素に

炭素循環
（5年）

再生可能
エネルギー

天然ガス

石油

石炭

水循環
（10日）
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（大野かおる代表、田中正俊、武田淳副代表）

「ナノ・ミクロ制御物質科学：新規な構造と機能の創成」
学際プロジェクト研究

ナノ・ミクロ構造の組織化と新規な機能の発現を目指

して、物質設計、構造制御、光機能制御の3研究グループ

で推進してきました。8月3日にはナノ・リサーチ・クラブ

（荻野俊郎、丸尾昭二ほか）の主催で多くの地元企業を交

えてナノテクノロジー・シンポジウムを中央図書館で開催

しました。 参加者は180名にのぼりました。また、3月

10日にはナノテク交流シンポジウムを横浜市立大学で開

催しました。1月19日には合同成果報告会を本学で開催

しました。これらを通して、C60中の7Be半減期減少、2

電子分布関数の第一原理計算技術、光捕集機能発現、カ
外部評価委員： 仁科雄一郎先生（東北大学名誉教授）

塚田捷先生（早稲田大学）

●総合評価●　ナノ領域での構造、物性を基礎にして、
機能発現をめざす重要な研究に取り組んでおり高い評価
ができる。今後は革新的な技術に結びつくような展開を
期待したい。

Be半減期減少7

2電子分布関数の
T- 行列計算技術

実時間イメージング分光技術

カーボンナノチューブの接木

Siクラスター配列制御

ナノマイクロ光造形法

光捕集機能発現

ーボンナノチューブの接木、Siクラスター配列制御、光誘

起相転移、実時間イメージング分光技術、ナノマイクロ光

造形法をはじめ様々な研究成果を発信しました。

TTTA

Coulomb hole

X

CH Li4 2
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ユビキタス社会の実現に向けた
未来情報通信医療社会基盤センターの設立と事業推進

本学を中心とし情報通信研究機構と横浜市立大学医学

部との連携により、工学研究院、環境情報研究院を中心

として平成１７年９月に、全学組織として未来情報通信医療

社会基盤センター（医療ICTセンター）を設立しました。

これは、平成１４年度に採択された文部科学省２１世紀

COEプログラム「情報通信技術(ICT)に基づく未来社会

基盤の創生」拠点の発展として位置づけられます。

「情報通信技術に基づき、金融、交通、エネルギーばか

りではなく医療・福祉などの未来情報社会基盤創生」のた

めの基礎理論、先端技術の研究開発とそれを通じた実践

的高度教育の事業を推進することを目的としています。

情報通信技術に優れる本学が中心となり、神奈川県の

医療の中心である横浜市立大学と、本学との包括協定締

結により密に人的交流する情報通信研究機構の豊富な設

備、資金、人材を活用し、横須賀リサーチパーク(YRP)な

どを利用して地域連携し、従来の医工連携ではなく情報

通信技術に基づく医工連携により、ブロードバンドネット

ワークやセキュリティ技術などを駆使して、横浜市、神奈

川県をモデル地域としたユビキタス医療情報ネットワー

クを実現します。

本学の各部局より５５名の教員の兼業と１名の専任教員

により、通信ネットワークの創生部門、先端エレクトロニ

クスの創生部門、情報通信基盤技術の創生部門、医療情

報システムの創生部門の４部門が構成され、先端的な情

報通信・情報工学技術と医療・医学の融合による先端研

究開発とそれを通じた大学院生の実践的な高度教育を下

記の課題を中心に推進しています。

（センター長；河野隆二）

UWB無線通信とセンサーネットワーク技術に基づき，体内で
健康状態を常時監視し，疾病の予防，患部の治療を行う，多機
能センサと知的マイクロ／ナノロボットとの分散協調システ
ム．近未来の究極の健康監視システム．

情報通信技術に基づく未来医療情報社会の創生計画

人体内ナノロボットによる
常時管理・治療の実現
●ナノロボットによる患部の自動発見・治療
●生体内通信による生体との協調行動の実現

医療・福祉用自律型知能
ナノロボットの開発
●原子レベルのロボット設計技術の確立
●医用ナノテクノロジーの確立

新しい医療診断技術の確立
●MRI による癌治療装置・高速CT装置の開発
●再生医療技術の向上
●分子マーカー診断技術の開発
●遺伝子発現ネットワーク解析と創薬

医療診断のための先端情報通信
情報処理技術の実現
●医療福祉用自律ロボットの開発
●医療データマイニング
●先端ソフトウェア無線による医療機器間通信
●医療・医学情報通信・処理技術の確立

医療ネットワーク環境整備と
24時間健康管理に基づく
在宅医療システムの確立
●医療データの情報資源化・診断支援
●連続データによる新しい医学の創成
●生活習慣改善と緊急通報システム
●24時間バーチャルドクター

インプラント万能センサ
（医療情報システムの創成部門の将来の実現目標例）
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CELシンポジウム

「未来医療を横浜から創る」

平成18年1月17日(火)14:00より、教育文化ホール

において、飯田嘉宏学長、Bruce Stronach横浜市立大

学学長の開会挨拶に続き、尾高暉重神奈川県副知事の来

賓挨拶をいただき、シンポジウムは開催されました。白

鳥工学研究院長の基調報告に始まり、環境情報研究院の

後藤敏行教授より連携研究事例「時系列ＭＲ画像を用い

た呼吸運動解析」が、未来情報通信医療社会基盤センタ

ーと横浜市立大学医学部から「情報通信技術の成果を如

何にして未来医療につなげるか」と「生命科学の成果をい

かにして未来医療につなげるか」というマニュフェストが

報告されました。最後に横浜市から「ライフサイエンス都

市横浜構想」の進捗が紹介されました。会場には、医工学

分野の共同研究成果展示も設置れました。参加者は横浜

市民も含め、130名を越えました。

CELシンポジウム「未来医療を横浜から創る」点景
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実装技術シンポジウムを開催
ユビキタスを支える次世代JISSO技術を「かながわ」から

11月2２日（火）教育文化ホールで本学主催により開催

されました。

実装技術とは半導体IC等の電子部品をプリント配線板

上に搭載し相互接続をして電子回路を構成する技術のこ

とであり、この分野は今まで企業が主導し世界をリードし

てきました。しかし、ユビキタス時代を向かえ実装技術が

高度化するに伴い、産学協同の取り組みによる技術のブ

レークスルーが求められております。

これを受けて、本学では平成14年度に組織した「実装

技術懇談会」が「よこはま実装研究クラブ」に発展、この会

を更に「よこはま高度実装技術コンソーシアム」へ発展さ

せるべく今回は企業関係者の参加を得て現状のニーズを

把握するためのイベントを開催することとなりました。

当日は学内外計210名の参加を頂き、「NPOサーキッ

トネットワーク」理事　本多　進氏（本学のOB）の基調講

演「実装技術の狙うべき方向と技術課題」や本学研究院の

研究者を中心に３４テーマを紹介したポスターセッション

を行い熱心な討議がなされました。

産業界と大学との「オープンなイノベーション創生の場」の産学交流イベント

会場全体の様子

工学研究院の4つの学際プロジェクト研究に関する
学生企画の公開セミナー

常盤祭期間中の11月5日（土）に中央図書館メディアホ

ールにおいて、「未来環境」をテーマにオープンラボ（アカ

デミックサイト）が開催されました。

学生にとっては授業で接するだけの先生がどのような

研究を行っているのか知る機会はあまりありません。特

に低学年の学生の目には先生は退屈な授業をやる人とし

か映っていません。また同じ大学に在籍していながらこの

大学がどのようなアクティビティをもっているのか学生達

にはインフォメーションはありません。そこで、学生に研

究の好奇心を持ってもらうために、大学院生が中心になり、

お互いの研究領域を探訪するという研究発表会が開催さ

れました。

専門分野以外の人からみてもたいへんわかりやすい発

表で、非常に面白かったとの好評をいただきました。

オープンラボ風景
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工学研究院の教員が平成１７年度に代表者として取得した科学研究費補助金および政府関係外部資金（5,000千円以上）

この表は科学研究費をはじめとする政府関係の特に大型

の外部資金をまとめたものですが、これ以外にも5,000

千円未満の多数の研究課題を含め、巨額の資金を獲得し

ています。また、多くの企業や団体から共同研究費、受託

研究費、寄付金などを多数受けています。項目別の受け

入れ合計金額については23頁をご覧ください。工学研

究院に所属する各教員の研究内容や研究実績などは研究

者総覧にも公開されています。横浜国立大学のホームペ

ージ http://www.ynu.ac.jp/index.html から研究者総

覧をご覧ください。

文部科学省・日本学術振興会　科学研究費補助金

政府関係機関との共同研究・受託研究　 （財団法人および民間企業との間の共同研究・受託研究は除く。）

研究種目 研究課題名 代表者氏名 (千円) 研究期間

特定領域研究 強磁場新機能の開発－強磁場印加による新プロセスと高機能ナノ材料の創製－の総括 山口 益弘 7,200 15～17

特定領域研究 強磁場を用いた新しい物質分離法の開発 山口　益弘 6,200 15～17

特定領域研究 フォトニック結晶導波路による光速制御と光バッファメモリ 馬場　俊彦 18,000 17～20

特定領域研究 マイクロリングフィルタ回路による波長スイッチングと波長ラベル符号多重化 國分　泰雄 24,000 17～20

特定領域研究 イオン液体のダイナミックスとイオン性の評価に基づく機能設計 渡邉　正義 12,900 17～21

若手研究（Ａ） ３次元マイクロ・ナノ光造形による光制御バイオチップの開発 丸尾　昭二 9,620 16～18

基盤研究（Ｓ） 高温超伝導線材の微細構造電磁現象を基礎とした交流電気機器への応用要素技術の体系化 塚本 修巳 17,940 14～18

基盤研究(A) 人間型２足ロボットの高速歩行および走行の研究 河村　篤男 5,200 15～18

基盤研究(A) イオン性液体およびイオンゲルを用いた機能の創り込みの化学 渡邉　正義 12,220 16～18

基盤研究(A) 超高密度光記録システムに用いる不斉有機フォトクロミック色素の創生 横山　泰 9,750 16～18

基盤研究(A) フォトニックナノ構造光集積デバイス 馬場　俊彦 12,740 16～19

基盤研究(A) 模擬実験と隕石分析による星間有機物から生命構築分子系への進化シナリオの構築 小林　憲正 14,690 17～20

基盤研究(A) 超広帯域(UWB)無線技術に基づく医療センサーネットワークに関する研究 河野　隆二 20,800 17～20

基盤研究(A) 数値シミュレーションに基づく経年船舶海洋構造の強度評価に関する研究 角　洋一 18,200 17～20

基盤研究(B) 多視点・多粒度型知識発見のためのデータマイニング手法 鈴木　英之進 5,400 16～17

基盤研究(B) コミュニケーションおよび錯覚現象を対象にした力感覚の基本特性解明 藪田　哲郎 5,700 16～17

基盤研究(B) コンプレックスプラズマの理論および実験的研究 石原　修 5,200 16～18

基盤研究(B) 超広波長帯・超高速五層非対称結合量子井戸光変調デバイス 荒川　太郎 5,200 16～17

基盤研究(B) マイクロリング共振器によるノンブロッキング波長スイッチの研究 國分　泰雄 5,600 16～17

基盤研究(B) 交流におけるイットリウム系高温超伝導線材及び導体のクエンチ伝搬特性と超伝導安定性 雨宮　尚之 5,700 16～18

基盤研究(B) 都市再生におけるサスティナブル・デベロップメント実現のための計画制度に関する研究 小林　重敬 5,400 16～18

基盤研究(B) ナノミクロ機能性新素材設計シミュレーション・システムの開発と応用 大野　かおる 9,300 17～19

基盤研究(B) 光誘起非線形現象を用いたナノ・ミクロ磁気秩序制御と機能性マイクロマシン創成 武田　淳 10,000 17～19

基盤研究(B) 半導体の”高温状態における熱平衡キャリヤー”を利用した有機物の完全分解システム 水口　仁 8,800 17～18

基盤研究(B) 架橋カーボンナノチューブによる生体物質の空間制御 荻野　俊郎 8,500 17～19

基盤研究(B) 自己き裂治癒能力の応用による機械加工されたセラミックス要素の信頼性保証 安藤　柱 11,800 17～18

基盤研究(B) In Vitro血流動態計測システムの開発と血管壁に作用する流体力の評価 西野　耕一 7,100 17～18

基盤研究(B) 気液相変化熱伝達過程におけるミクロ液膜形成機構とその特性解明 宇高　義郎 5,900 17～19

基盤研究(B) ECAEと低温焼きなましの組合せプロセスにより高機能材料の創製 小豆島　明 9,900 17～18

基盤研究(B) ３次元構造を制御したポリマー多孔質体の生成機構の解明と細胞培養担体としての評価 仁志　和彦 6,100 17～18

基盤研究(B) 細胞内で起こるヒトカルシトニンアミロイド線維形成の分子機構 内藤　晶 6,600 17～19

計 311,660

区分 研究課題名 代表者氏名 （千円） 研究期間

２１世紀COE 情報通信技術に基づく未来社会基盤創生 河野　隆二 105,600 14～18

科学技術振興調整費 重要課題解決型研究等の推進　テロ対策のための爆発物検出・処理統合システムの開発 小川　輝繁 9,017 17

戦略的研究推進経費 次世代ナノマシン創出のためのナノミクロ機能融合システム研究拠点の形成 小豆島　明 5,000 17

自己き裂治癒能力と機械的特性が優れた高温ばね用セラミックス材料の開発 高橋　宏治 13,000 16～19

低消費電力・高速無線通信システムの研究開発 落合　秀樹 15,600 17～20

安全で省エネルギー効果が高い新しい小型電気自動車の開発とその制御技術に関する研究 藤本　博志 28,600 17～20

厚労省・萌芽的先端医療技術推進研究事業 ナノテクノロジによる機能的・構造的生体代替デバイスの開発 河野　隆二 6,800 14～18

環境省・廃棄物処理等科学研究費補助金 廃棄物処理施設の爆発火災事故事例解析に基づく安全管理手法の構築 三宅　淳巳 6,000 17～18

計 189,617

区分 研究課題名 代表者氏名 (千円)

独立行政法人科学技術振興機構 多次元流体計測システムの研究開発 西野 耕一 6,200

総務省 UWBインテリジェント測位センサーネットワークの研究開発と医療・ホーム・オフィスへの応用 河野 隆二 12,900

総務省（消防庁予防課） 火災感知に影響を及ぼす天井流の流動性状と区画形状の相互作用 岡泰 資 9,620

文部科学省　重要課題解決型研究等の推進 テロ対策のための爆発物検出・処理統合システムの開発 小川 輝繁 17,940

独立行政法人 脱白金を目指した４，５族遷移金属酸化物を中心としたPEFC用非白金電極触媒の研究開発 太田 健一郎 5,200

新エネルギー・ 無加湿中温形燃料電池をめざした電解質および電極設計 渡邉 正義 12,220

産業技術総合開発機構 固体高分子形燃料電池実用化・戦略的技術開発／基礎的・共通的課題に関する技術開発／ 神谷 信行 9,750

日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業　 津波・高潮による沿岸災害防止のための社会基盤の整備 柴山 知也 12,740

計 86,570

文部科学省・日本学術振興会　科学研究費補助金

NEDO・産業技術研究

助成事業
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産学包括提携の推進

工学研究院では2005年度、日立製作所および日産自動
車と新たに包括連携協定を締結し、共同研究の実施を推
進しました。
横浜国立大学ではこれまでに10件の産学連携等に関

する包括協定締結がありますが、工学研究院が主体の包
括協定締結は、石川島播磨重工業（株）、（独）情報通信
研究機構、(株）小松製作所、日本発条（株）があり、これら
に（株）日立製作所、日産自動車（株）が加わり計6件となり
ました。

●（株）日立製作所

横浜国立大学と（株）日立製作所は、産学連携に関す
る包括協定書を締結することに合意し、2005年６月13日
（月）本学事務局会議室において飯田学長と中村副社長
により締結式を行いました。

また、両者は教育の連携に関して、事業マインドと国際
的に活躍できるリーダーシップを持った人材を育成するた
めの大学院教育や、製品や技術の変遷に迅速に対応で
きるための企業内での人材教育制度などをはじめ、それ
ぞれの強みを生かす相互補完的な教育・人材育成の枠
組みづくりについて協力していきます。

● 日産自動車（株）

横浜国立大学と
日産自動車（株）は、
自動車関連技術に
関する研究開発、
人材の交流、地域
社会貢献において、
組織的連携に関す
る覚書を締結するこ
とに合意し、2006年
２月14日（火）パシフ
ィコ横浜会議センタ
ー内において飯田
学長と小枝取締役共同会長により締結式を行いました。

本協定に基づく具体的な研究テーマとして、自動車の
省エネルギー・クリーン排ガスの実現を目指した、エンジン
シリンダ内への燃料噴射制御性能を向上させる技術、可
変動弁の技術開発への取組みが進行中です。さらに、ハ
イブリッド自動車のエネルギーマネジメント技術についての
共同研究を企画中です。また、燃料電池の分野では、酸
素と水素の反応に不可欠な白金触媒に代わる廉価な非
白金系触媒の開発を目的に、横浜国立大学、日立以外の
他企業、大学、研究機関も参加する大形プロジェクトも計
画されています。自動車の安全を目指すITSの分野では、
自動車の遠隔診断用モデリング技術やナビゲーション協
調制御技術の共同研究を実施します。

本組織的連携は、①研究開発における連携として、両
者が共同で研究開発を進めるにあたってのニーズ・シーズ
のマッチングを図る情報交流の場の拡大、共同実施する
研究開発アイテムの評価・検討、②人材の交流として、日
産自動車から本学のビジネススクール、大学院および学部
の授業への講師派遣、本学から日産自動車への技術指
導、教育へのアドバイス、講演実施、③地域社会貢献とし
て、神奈川県内の中小企業等を含めた地域社会貢献活
動の実施を目的としています。
具体的な進め方などについては、本学と日産自動車の

両者から構成されるステアリングコミティーで協議され、運
営する予定です。

燃料電池に関する共同研究

17
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公開講座の開催
工学研究院では、2005年度、市民一般、行政担当者、社
会人技術者、専門家等を対象とした公開講座を行いま
した。
工学研究院の教員が担当講師をした公開講座とその内
容等は以下のとおりです。

横浜から都市再生を考える―横浜国大の地域連携プロジェクト― （公開講座委員会）

―講義・実習を通して学ぶ―材料の劣化とその対策

Rhinocerosによる3次元CAD理論入門

MATLABとメカトロニクス

技術者倫理特論

材料の劣化とその対策

世界の都市交通から学ぶ （環境情報研究院）

経営者のためのリスクマネジメント （安心・安全の科学研究教育センター）

横浜地域を中心に、「都市再生の国際比較－京浜臨海部の環境再生」､「分権型システムと環境保全」､「地域政策の数量分析」､「エコミュ
ージアムによる持続型まちづくり」､「伝統的民家の再生－文化継承の視点から」､「まちづくりに関する近年の動向」をテーマに都市再生
をめぐる課題を考えていきます。
工学研究院の担当講師● 大原一興教授、高見澤実助教授、大野敏助教授、他３名
開催日時● 10月5日（水）～11月9日（水）、毎水曜日、計6回、18:00～20:00
受講対象者（募集人員）● 市民一般、行政担当者、企業関係者、専門家、その他（100名）

工業材料は、自らあるいはその環境との相互作用によって劣化し、莫大な損失を生じます。
本講座では、実際上の問題点をふまえ、材料の劣化とその対策について、平易にかつ学問的な講義を行います。また講義内容の理解を
高め、かつ具体的に体得させるために、実験、実習および演習を併せて行います。
工学研究院の担当講師● 安藤柱教授、関根和喜教授、朝倉祝治特任教授(教育担当)、他　
開催日時● 9月5日（月）～9月9日（金）、5回、9:30～17:00頃
受講対象者（募集人員）● 社会人技術者、市民一般（100名）

3次元CADソフトを使って製品設計を行うにあたっての曲線・曲面理論の基礎知識の習得並びに演習や実際の応用事例を通して理解を
深めます。
1)わかりやすい一様B-spline理論の解説
2)Rhinocerosを用いた曲線・曲面の微分幾何学
3)Rhinocerosを用いたブレンド、回転体、押し出し、ロフト、スイープ等の曲面生成方法の理論の説明
工学研究院の担当講師● 前川卓教授
開催日時● 9月9日（金）～9月16日（金）、13:30～17:00
受講対象者（募集人員）● 設計技術者（100名）

メカトロニクス要素機器とシステムの設計にあたって、性能予測を製作前に知るための解析法とシュミレート法の修得と、応用事例に
よる理解を深めます。今年度は以下の３つの分野を実施します。
1)Matlab＋Simulinkを用いた機械システムのダイナミクスの解析と制御法の解説
2)Matlab＋Simulinkと電磁解析ソフトを用いたソレノイド、モータなどの電磁アクチュータの設計・駆動法・制御法を解説
3)自動車用CVT（無段変速機）の電子油圧制御法の事例解説
工学研究院の担当講師● 眞田一志教授、田中裕久教授、佐藤恭一助教授
開催日時● 9月13日（火）、10:00～17:00
受講対象者（募集人員）● 機械・電気系技術者（50名）

本講義では、現代の工学分野における倫理教育の必要性を論じ、それを踏まえて倫理教育の方法を具体的に提示します。また、技術者
倫理の背景を整理することと、教室での討論材料を提供することにより、技術者倫理の本質を理解することを目指します。
工学研究院の担当講師● 柴山知也教授
開催日時● 10月6日（木）～10月27日（木）、毎木曜日、計4回、14:40～17:45
受講対象者（募集人員）● 企業・地方公共団体の技術者（10名）

工業材料の腐食などによる劣化は、大きな経済的損失を伴うばかりでなく、特に危険物施設等においては重大事故にもつながる緊要な
問題です。材料の腐食劣化と検査・評価ならびにその防止対策について、基礎に重点をおきつつ、実際上の観点に充分配慮して平易に解
説します。
工学研究院の担当講師● 関根和喜教授、朝倉祝治特任教授(教育担当)、他　　　
開催日時● 11月16日（水）～11月18日（金）、3日間、9:30～17:00頃
受講対象者（募集人員）● 社会人技術者、市民一般【出張講座】（30名）

海外の都市交通政策事例の考察を通して、我が国の都市交通政策のこれからのあり方を考えます。先進国のみならず開発途上国まで
含めて、バスや都市内鉄道などの公共交通システムや、自転車・歩行者政策、自動車需要調整策など特徴的な都市交通政策事例を取り
上げます。
工学研究院の担当講師● 中村文彦教授（当時環境情報研究院）、岡村敏之助教授
開催日時● 5月6日（金）、5月20日（金）、5月27日（金）、18:00～21:00
受講対象者（募集人員）● 市民一般、国家公務員、地方公務員、交通コンサルタント、また、大学生、高校生も可（60名）

「経営者のためのリスクマネジメント（目的と指針）」や「BSE問題とリスクマネジメント」、「化学産業におけるリスクマネジメント」につ
いて、各講師の先生方に説明およびディスカッションをしていただきます。
工学研究院の担当講師● 大谷英雄教授、他２名
開催日時● 7月25日（月）、14:00-17:00
受講対象者（募集人員）● 主に民間企業等の安全関連部署の方（100名）
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大学間交流協定の締結

工学研究院では、モントリオール工科大学（カナダ）、天
津大学（中国）、および國立高雄大学（台湾）と新規の大
学間交流協定を締結しました。

● モントリオール工科大学
(カナダEcole Polytechnique de Montreal)
2005年3月1日に、教育研究プログラムの推進、教員・研

究者等の交流、文書の交換・会議の開催、大学院生の
交流を目的として交流協定が締結されました。
モントリオール工科大学は130年以上の歴史を持つとと

もに、モントリオール大学のキャンパス内に位置しており、
モントリオール大学内の工学部の要素を併せ持つフランス
語系の工科大学です。教員数は220人、学生数は学部生
3700人、大学院生1700人です。
2002年9月より約10ヶ月、モントリオール工科大学で燃料

電池の研究を行っているサバドゴ教授がサバティカルを利
用して工学研究院の太田・神谷研究室に滞在し、燃料電
池に関する研究を行いました。その後、2003年8月より一
年間、光島重徳助手がモントリオール工科大学の招聘研
究員として滞在しました。その間、本学の卒業生がモント
リオール工科大学の大学院に進学しました。そこで、さら
に交流を継続的に行うために交流協定を結ぶこととし、包
括的な協定と交換留学生に関する覚書を交わしました。
交流協定締結後、2005年5月に光島重徳助手がカナダ

を訪問し、207回米国電気化学会大会で燃料電池の電
極反応に関する研究発表を行い、モントリオール工科大
学を含む参加者との技術討論を行っています。会議終了
後、モントリオール工科大学を訪問し、新規の燃料電池材
料に関する技術情報交換を行いました。

● 天津大学
(中華人民共和国Tianjin University)
2005年8月16日に、研究者および教職員の交流、学部

学生および大学院生の交流、共同研究、学術情報、資料
および刊行物の交換を目的として交流協定が締結されま
した。

天津大学は、1895年に中国で最初に設立された総合
大学で、16学部（機械工学部（3学科）、精密機器と光電
子工学部（5学科）、電子情報工学部（4学科）、ソフト学部
（1学科）、電気と自動化工学部（2学科）、建築学部（4学
科）、環境化学工学部（3学科）、化学工学部（5学科）薬物
化学と技術学部（1学科）、材料化学工学部（3学科）、管
理学部（7学科）、理学部（3学科）、社会科学と外国語学
部（3学科）、映画テレビ学部（2学科）、農業とバイオ工学
部（1学科））、および大学院124専攻を有します。教員数は
4500人、学生数は学部生24500人、大学院生7500人で
す。顕著な学問分野は建築工学、化学工学、流体力学、
管理科学などです。
天津大学との交流協定は、2005年3月まで、天津大学

出身の劉猛講師が本学大学院修了後、工学研究院シス
テムの創生部門に所属していたことが契機となりました。
2005年3月に、宇高義郎教授と王世学助手が天津大学を
訪問し、講義を行いました。
交流協定締結後、2005年11月には、宇高義郎教授が

天津大学の招聘により、講演および集中講義を行い、
2006年5月には天津大学趙軍教授が本学を来訪しました。
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アジア・アフリカ学術基盤形成事業

● 國立高雄大学

(台湾National University of Kaohsiung)
2006年4月20日に、國立高雄大学の黄英忠学長と傳昭

銘応用物理系主任教授を迎え、研究者および教職員の
交流、共同研究を目的として交流協定が締結されました。

國立高雄大学は、台湾南部地区の文化生活水準の向
上と、南部地区の工業、科学技術発展に寄与するために、
2000年に台湾第二の都市の高雄に新設された国立大学
です。教員数約300名、学生数は学部生が約4,400人、大
学院生が約400人で、現在、大学院は年次進行にて拡充
中です。主な部局は、工学部（電気、情報科学、物質、建
築環境、都市建築）、理工学部（応用数学、応用化学、生
命科学、応用物理）、人間社会科学部、法律学部、経営
学部、およびバイオテクノロジー研究所、経済マネジメント
研究所で、企業向けナノテクノロジーのコンサルタントや、光
エレクトロニクス、バイオ、情報通信等の研究で知られる総
合大学です。
工学研究院の竹村助教授が、2005年6月に國立高雄大

学において共同研究の打合せおよび特別講義を行った
ことを契機に交流が始まりました。平成17年9月に開催さ

れた｢第２回先端磁性技術に関する日本台湾合同ワークシ
ョップ｣への参加のため来日した國立高雄大学の学長、工
学部長から横浜国立大学と大学間協定を結びたいとの
意向を確認しました。
すでに、磁気医療応用に関する共同研究が開始され

ており、この共同研究を中心に主に研究者（必要に応じ
て大学院生）の交流を予定しています。

「津波・高潮による沿岸災害防止のための社会基盤の整備」

（日本学術振興会よりの受託事業）の紹介

スマトラ島沖地震による津波やカトリーナ台風による高
潮は、沿岸域の住民に大きな被害をもたらしました。この

ような大被害を未然に防ぐための取り組みとして、アジ
ア・アフリカ地域に津波・高潮防災の研究拠点の構築が

Tsunami & Storm Surge Seminar in Phuket, in Thailand, 2005
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求められています。この事業では、横浜国立大学と各国
の大学、研究機関が協働して途上国での学術基盤の形
成を計っていきます。途上国における学術基盤を担当す
る各国の研究者は、横浜国立大学計画建設学留学生特
別コースを修了した博士達を中心に構成されています。こ
の特別コースの卒業生は過去１５年間で１９ヵ国５１人にも
のぼり、母国に戻った卒業生たちは大学や研究機関にお
いて主導的な役割を担っています。つまり、横浜国立大
学は、対象地域に対して広範なネットワークを既に構築し
ています。本事業ではこのネットワークを利用して、日本の
優れた土木防災技術、海岸防災技術を現地化し、各国
に防災技術の主導的な研究教育機関を確立することを目
指しています。各研究室が固有に維持している大学間ネ
ットワークは、より広い立場から活用されるべき時期を迎
えており、防災技術の普及を通じて、日本の国際貢献の
質を飛躍的に高めるチャンスでもあります。本事業には、
高度な研究専門家による研究交流、実務レベルの技術
者を対象としたセミナーの実施、留学生特別コースと連携
した博士レベルの学生の教育を含んでいます。
スマトラ島沖地震津波の被害にみられるように、アジ

ア・アフリカ地域の海岸防災システムは脆弱であり、これを
強化する必要があります。具体的には、地域ごとに大きな
津波を引き起こす地震、あるいは大きな高潮を引き起こす
台風を特定し、津波、高潮の規模をその生起確率を考慮
しながら推定していく必要があります。その結果を用いて
地域ごとに津波高潮ハザードマップを作成し、さらにそれ
に基づいて具体的な避難計画を作成していくことが必要
です。このような作業は地域の自然的、社会的背景によ
りその特性を考慮して進める必要があり、地域の技術レベ

Phuket Seminar での津波被災復興調査の様子

ルを飛躍的に向上させる必要があるのです。
事業の推進に当たっては、各国の指導的な高等教育・

研究機関を選定しています。これらの研究機関には、既に
優秀な土木工学の研究教育者が多数在勤しています。し
かしながらこれらの技術者たちがこれまでに地域防災計
画の専門家とともに共同研究をした経験は乏しく、わが国
の主導の下に、防災技術と防災計画を統合していく必要
があるのです。
平成１７年度はタイ国プーケットにて、「Tsunami & Storm

Surge Seminar in Phuket,in Thailand,2005」を開催しま
した。各国研究者を招いて、インド洋大津波やハリケーン
カトリーナの被災状況報告や津波、高潮をはじめとする海
岸防災に関しての各国の現状や将来の展望についての
活発な発表と意見交換がなされました。また、最終日には、
津波の被災地を訪れて被災の爪痕や復興の現状に関し
てのフィールドトリップを実施しました。
このプロジェクトに参加している機関は以下の通りです。
日本以外の機関にはいずれも横浜国立大学への留学経
験者が在勤して、母校との共同研究に当たっています。
日本側拠点機関● 横浜国立大学（総括コーディネータ

ー：柴山知也教授）

協力大学 ● オタワ大学、天津大学、慶州大学、東京海

洋大学、東北大学、京都大学

（スリランカ）● ルフナ大学、ランカ水理研究所

（タイ）● タマサート大学

（インドネシア）● シアクアラ大学

（ベトナム）● ホーチミン市工科大学

（イラン）● KNT工科大学

（タンザニア）● ダルエスサラーム大学
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教育研究体制の整備

工学研究院・工学府・工学部の教育研究の成果をより高
めることを基本的な目的として，助手以上の常勤教員を対
象に2002～2004年度（研究に関しては2000～
2004年度）の教員業績評価を2005年7月～9月に実施
しました。教員個人を対象とした業績評価は，本学では工
学研究院が他の部局に先駆けて実施されたものです。
評価は【教育】・【研究】・【社会活動】・【管理運営】の4項

目について，当該教員が所属する学科等の実状を熟知し

工学府
工学に関わる大学院教育を行
う組織で、4専攻（11コース）か
らなり、在籍学生総数1,044
名の内訳は右表の通りです。

所属大学院生数（2005年5月1日現在）

工学部
工学に関わる学部教育を行う
組織で、５学科より構成され、
在籍学生総数は右表の通りで
す。工学部の専門教育は環境
情報学府の教員の協力も得る
体制の下に行っています。

事務系職員
事務部および各学科等に所属する事務職員は28名、技術部に所属する技術職員は29名です。

所属学部生数（2005年5月1日現在）

生産工学科 664 107
物質工学科 708 101

建設学科 601
（シビルエンジニアリングコース、建築学コース、海洋空間のシステムデザインコース）

電子情報工学科 702
知能物理工学科 397
合計 3,072 208

工学研究院
工学研究に関わる教員により
構成される組織で、3部門から
なり、所属教員総数230名の
内訳は右表の通りです。

所属教員数（2006年1月1日現在）

客員*は連携講座の客員教授・客員助教授

機能の創生部門 27 17 5 18 6
システムの創生部門 30 23 5 17 6
知的構造の創生部門 29 19 1 24 3
合計 86 59 11 59 15

研究部門 教授 助教授 講師 助手等 客員*

専攻（コース） 博士前期課程 博士後期課程
学生数 学生数

学科 学生数 第二部学生数

教育研究組織の現状

た内部評価委員により行われました。評点区分および評
価基準は細分化せずに，S: 群を抜いて貢献している； A:
貢献している； B:貢献が不十分であり改善の必要がある，
の3段階としました。今回の評価結果は特別昇給や勤勉
手当に反映され，学部教育に関する評価結果はベストティ
ーチャー選定の基礎資料としても活用されました。工学
研究院の教員業績評価は3年毎に行われ，次回は2008
年春に実施を予定しています。

「未来情報通信医療社会基盤センター」の設立
2002年に文部科学省の21世紀COEプログラムに採

択され、また現在の学際プロジェクト研究の一つの「情

報通信技術に基づく未来社会基盤創成」の継続的な発展
と外部機関との連携による「横浜国立大学未来情報通信
医療社会基盤センター 」が設立されました。

教員業績評価の実施

新しい教育研究組織

機能発現工学専攻 215 40
（物質創製化学、物質機能解析化学、機能・構造材料工学、物質エネルギー安全工学）

システム統合工学専攻 236 49
（機械システム工学、海洋宇宙システム工学、化学システム工学）

社会空間システム学専攻 146 33
（建設システム工学、建築学）

物理情報工学専攻 279 41
（電気電子ネットワーク、物理工学）

その他 0 5
合計 876 168
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工学研究院の教育研究費（人件費を除く）の過去３ヵ年の財務状
況（決算）は下記の通りです。

備考：運営交付金襴の平成１５年度以前（法人化前）の数値は、部局配分校費を表しています。

件数

工学研究院ハイライト 2005

編集者 横浜国立大学大学院工学研究院調査部会

主査　角　洋一

発行者 工学研究院長　國分泰雄

発行所 横浜国立大学大学院工学研究院

〒240－8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台79－5

Tel :  045-339-3804

Fax :  045-339-3827

http://www.ynu.ac. jp

デザイン （有）KIOI OFFICE

印刷所 （株）帆風

工学研究院調査部会委員名簿
主査 教授　角　洋一

委員 教授　大野かおる

委員 教授　大山　力

委員 教授　眞田一志

委員 教授　椿　龍哉　

担当評議員 教授　八木幹雄

研究院長 教授　國分泰雄

工学研究院ハイライト2005は工学研究院評価委員会調査部会により編集されました。
委員名簿は以下の通りです。

財務の現状

平成17年度 平成16年度 平成15年度

金額 件数 金額 件数 金額

人件費を除く教育研究費(単位：千円)

運営費交付金

科学研究費補助金

COE経費

その他の補助金

共同研究費

受託研究費

寄付金受入額

合計

－

125

1

6

108

50

224

514

789,606

468,450

105,600

65,551

222,052

297,439

160,587

2,109,285

－

111

1

88

40

256

496

799,910

451,181

103,000

209,686

209,270

224,246

1,997,293

－

97

1

70

33

230

431

728,243

369,640

103,000

225,638

164,206

182,334

1,773,061
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