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● （社）海洋産業研究会
　本学と（社）海洋産業研究会（海産研）は、本学に最近設置

された「統合的海洋教育・研究センター」（センター長：角

洋一工学研究院教授）を窓口に包括連携協定を締結しまし

た。海産研は、分野・省庁・業種横断型の数少ない調査研究

機関であり、この提携によって、海洋に関する多様な政策・

科学技術・産業に関する最新動向の把握のための情報収集

機能を確保できるほか、中央関係省庁や研究機関とりわけ

海産研の会員企業群をはじめとする産業界との連携を拡充

することができることになりま

す。加えて、本学として手薄になりがちな対外的広報や情報

収集活動の拠点として、海産研事務局に本学「統合的海洋教

育・研究センター東京事務所」を併設し、様々な共同事業プ

ロジェクトの発掘・推進に取り組んで行きます。今後、両者

のメリットを最大限に確保し、相乗効果を発揮できるよう

な共同研究・プロジェクトの発掘や、講演会・学術セミナー

の開催、人材交流を実施していきます。

　工学研究院では、2008年度、市民の方、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

院の教員が講師を担当した公開講座は以下のとおりです。

公開講座の開催

講座名 開催月日 受講対象者 募集人員

色材の発色理論とその応用 ●7月31日（木） 画像関連企業の研究開発者 25

サイエンス講座－共鳴の不思議－ ●8月5日（火） 高校生 20

セラミックス材料の開発と利用のための基礎と実際 ●8月21日（木）～
　　　　　22日（金）

化学系、材料系、電気電子系の
各メーカー 30

実務技術者のための機器分析入門
－走査型顕微鏡・Ｘ線マイクロアナライザー・Ｘ線回折－

●8月28日（木）～
　　　　　29日（金）

化学系、材料系、電気電子系の
各メーカー 30

材料の劣化とその対策－講義・実習を通して学ぶ－ ●9月1日（月）～
　  　      　5日（金） 社会人技術者・市民の方 100

実践機器分析基礎講座 ●9月5日（金） 技術者、研究者 24

海洋空間のシステムデザインカップ　
－ひれ推進コンテスト－

●9月23日（祝） 
●11月2日（日）

高校生
（市民の方も聴講・見学可） 40

疲労強度向上のための表面改質法の原理と応用 ●9月26日（金）～
　　　　　27日（土） 社会人技術者、市民の方 40

センサの原理と利用法－実験実習を通して学ぶ－

●10月8日（水）～
　　　　　10日（金）
●11月13日（木）～
　　　　　14日（金）
●12月10日（水）～
　　　　　12日（金）

社会人技術者・市民の方 25

都市交通計画入門 ●11月15日（土） 卒業生、都市交通に関心のある
市民の方、若手専門技術者 100

エンジニアのための実験講座①
－腐食防食の評価・計測技術－

●1月15日（木）～
　　　　　16日（金） 社会人技術者、市民の方 25

エンジニアのための実験講座②
－ステンレス鋼の腐食防食基礎とその対策技術－

●2月19日（木）～
　　　　　20日（金） 社会人技術者、市民の方 25

産学包括協定の推進
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　国際みなと町大学リーグ（Port-city University League, 

PUL）は、世界の港町にある有力大学が手を結び親密な国

際交流を行うことを目的に本学が提唱した新しい形の大学

間交流の仕組みです。第1回会議は2006年に横浜で開催

され、リーグの枠組みを決定いたしました。第2回は2007

年にインド・チェンナイ（インド工科大学）で、第3回は

2008年10月にポルトガル・リスボン（リスボン大学）で開

催されました。第3回会議には本学から5名が参加し、工学

研究院からは荒井誠教授が出席しました。第3回会議では、

“港が直面する複雑な現実について”をテーマとして、世界

11カ国約60名の参加者が4日間にわたり、それぞれの港

町が抱える環境や法律上の課題に関係する研究成果の発表

や討論を行いました。また最終日には、本学から横浜開港

150周年を記念して2009年5月に第4回会議を横浜で開

催する提案を行い、満場一致で承認を得ました。現在のリー

グ・メンバー校は、サザンプトン大学、リスボン大学、イン

ド工科大学マドラス校、ホチミン市工科大学、上海交通大

学、釜慶大学校、横浜国立大学、横浜市立大学、ブリティッ

シュコロンビア大学、サンパウロ大学の10校です。第4回

会議から、イスタンブール工科大学、アレクサンドリア大

学及び大連理工大学が新たにリーグに参加する予定です。

国際みなと町大学リーグ・リスボン会議出席

会議場ホールにて

　オープンキャンパスは、毎年入試広報の一環として開催

しており、本学をめざす受験生と保護者の方々に家族ぐる

みでキャンパスに来訪していただき、直接本学を知っても

らう機会を提供しています。2008年度は8月1日（金）・2

日（土）に「オープンキャンパス2008」を開催し、2007年

度を大幅に上回る11,064名の方が来場されました。

　工学部にはこの内3,200人の参加者があり、各学科や

コースに分かれて、それぞれ、模擬講義・研究室見学・関

連施設見学ツアー・個別相談会等が行われました。模擬講

義では、「計算工学入門」（生産工学科：山田貴博教授）、「遺

伝子組み換え植物について」（物質工学科：平塚和之教授）、

「人と環境に優しい都市交通の実現を目指して」（シビルエ

ンジニアリングコース：中村文彦教授）、「環境と建築」（建

築学コース：河端昌也准教授）、「乗り心地のよい乗り物を

目指して」（海洋空間のシステムデザインコース：上野誠也

教授）、「電気自動車の新しいモーションコントロール」（電

子情報工学科：藤本博志准教授）、「プラズマとコンプレッ

クスプラズマ」（知能物理工学科：石原修教授）のわかりや

すい講義が行われ、参加した受験生や保護者の方々は熱心

に聴きいっていました。また、研究室や関連施設の見学ツ

アーでは、先端的装置を使った演示実験や学生主体の展示

なども行われ、工学部の教育研究の一端が紹介されました。

2008年度オープンキャンパス

石原教授による「プラズマとコンプレックスプラズマ」の模擬講義

研究室見学では、先端的装置を用いた演示実験などを見学しました受付会場（参加者は工学部説明会会場で資料を受け取ります）
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　本事業は、文部科学省の重点施策の一つとして、地域にお

ける科学技術振興を目的とするものです。工学研究院では、

横浜市ならびに共同研究企業５社と連携して「ナノミクロ

材料工学と光画像計測技術による3次元マイクロシステム

のラピッド製造と機能評価」を申請し、2007～ 2009年度

の3年間の事業として採択されています（研究総括：西野

耕一教授）。研究開発テーマとして、マイクロラピッド製造

と形状評価システムの開発（前川卓教授、丸尾昭二准教授）、

マイクロシステムの流体機能評価システムの開発（西野耕

一教授）、ナノミクロ構造制御と光制御による高機能3次元

マイクロ機械システムの開発（向井剛輝教授、武田淳教授）

に取り組むとともに、「リエゾンラボ」を通した継続的な産

学官連携のスキーム作りを進めています。

文部科学省都市エリア産学官連携促進事業

　現代GP（2004～ 2006年度）でスタートした「地域交

流科目」の運用が、新たに設置した「地域実践教育研究セン

ター」に引き継がれ、2008年度からは当プログラムが副専

攻プログラム（地域実践）として認められました。全学向け

組織として設置された「地域実践教育研究センター」では、

これまでの教育中心のセンター運営を充実させて、①地域

をテーマとする研究基盤を強化すること、②地域のさまざ

まなニーズと学内のシーズをマッチングさせることによ

る地域支援の機能を強化することが方針として示されまし

た。これらは教育として行っている「地域交流科目」の充実

にも寄与するとの判断が背景にあります。

　教育の中心となる「地域交流科目」については、全学を対

象とするプログラムとしての格段の質的充実を図るため、

①これまで各教員による「認定」に留まっていた「地域課題

プロジェクト」の評価を明確にするため名称を「地域課題実

習Ⅰ」「地域課題実習Ⅱ」と改め、それぞれ1単位（計2単位）

を与えるシステムとしました。また、「関連科目」について

は「6単位以上」を「4単位以上」と改め、同時に名称を「選

択必修科目」としました。これに必修科目4単位（「コア科

目」の2科目）を加えると、プログラム修得に必要な単位数

は10単位と変わりませんが、これまで指摘されていた諸課

題（特に修了者が少ないこと）を解決しつつ、プログラム全

体の質を高めることになると考えたものです。新しいシス

テムはさっそく2009年4月よりスタートしています。

地域実践教育研究センターを活動拠点とした地域交流科目の充実
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●物質工学科一日体験教室
　物質工学科では、化学を中心に物理・生物などを融合させ

た “物質工学”を高校生ならびに高校教員に体験してもらう

ことを目的として、｢横浜国立大学一日体験物質工学教室」

をオープンキャンパス二日目の2008年8月2日（土）に開

催しました。この行事は1994年度より毎年行われており、

今年度は15回目の開催となります。また、高校生に大学の

雰囲気をより詳しく知ってもらうために、2007年度より

オープンキャンパスの日程に合わせて開催しています。今

回は当初定員60名で募集を行いましたが、多数の方に申込

みいただいた結果、北は青森県から西は愛媛県までの高校

生70名、神奈川県の高校教諭2名と保護者1名の計73名

の方に、高校での化学から一歩進んだ「物質工学」の一端を

体験していただくことができました。

　当日は、羽深等学科長による挨拶などにつづき、吉武英昭

准教授による物質工学科の紹介があり、その後7つのテー

マに分かれての実験・実習を行いました。実験テーマは「時

空間リズムを刻む化学反応」「暖めて電気を作ろう」「模擬原

始環境でアミノ酸をつくってみよう」「アイスクリームとバ

ター作りで学ぶミキシングの科学」「蒸気の力でものを動か

してみよう」「損傷を自己治癒する材料」「遺伝子を目で見て

みよう」で、どのテーマについても担当の先生方のご尽力に

より非常に興味深い内容となっており、参加した高校生た

ちはとても楽しんで取り組んでいる様子でした。体験教室

終了後の高校生へのアンケートにおいても、「面白かった」

「物質工学科のことが分かった」といった意見とともに「ぜ

ひ横浜国大に入学したい」といった回答も見られ、高校生の

工学部への関心を高めることに多少なりとも貢献できたの

ではないかと思われます。昼食時には、高校教諭と物質工学

科教員との懇談会も行われ、貴重なご意見をいただくこと

ができました。また当日は神奈川新聞の取材もあり、翌日の

朝刊に記事として写真入りで取り上げていただきました。

　2009年度も、オープンキャンパスの日程に合わせて一日

体験教室を開催する予定となっており、今後も高校生に工

学部や物質工学科を紹介する機会として継続していきたい

と考えています。

●知能物理工学科一日体験教室
　知能物理工学科では学科発足以来、主に高校生を対象に

一日体験教室を実施してきました。2007年度より「サイエ

ンス講座」と題して、工学研究院と共催で、夏休みの一日、

実験や観察を通して科学のおもしろさを体験していただく

講座となりました。2007年度は極低温をテーマに超伝導を

紹介しました。2008年度は共鳴をテーマに（A）連成振り

子、（B）気柱共鳴、（C）テルミンの3つの実験を行いました。

振り子の周期はひもの長さによって決まります。共鳴を利

用すると、異なる長さの振り子から特定の振り子だけを振

動させることができます。（A）ではそんな装置を紹介しま

した。（B）は高校の教科書でも取り上げられている音波の

実験で、ギターの弦の振動とも関係の深い現象です。音波

の振動の様子を直接目で確かめることができます。（C）の

テルミンはロシアのレフ・テルミン氏が発明した世界最初

の電子楽器で、これも電気回路の共鳴現象を利用していま

す。この原理を簡略化して受講者のみなさんにその一部を

自作していただきました。参加者22名中、14名が挑戦し

て、ピーと鳴ったのは残念ながら3名だけでした。しかし失

敗は成功のもと！これに懲りず、ものづくりのきっかけに

なることを願っています。また今回はテルミン奏者の新美

大輔さんにご協力いただき、テルミンの生演奏も体験する

ことができました。その深い音色には受講生のみならずス

タッフ一同感動させていただきました。

　高校では物理実験の機会が非常に限られています。知能

物理工学科の特色を生かし、身近な現象に潜む不思議を体

験し、科学を楽しむ機会を今後も提供していけたらと考え

ています。

高校生・市民への工学の紹介
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　工学研究院では、2008年度に大連理工大学（中国）、オウ

ル大学（フィンランド）と大学間交流協定を、また、昌原大

学校大学院・工科大学（韓国）と部局間交流協定を新たに締

結しました。2008年度末現在、工学研究院が主体の大学間

交流協定は計15件、部局間交流協定は計19件です。

●大連理工大学
（中華人民共和国 Dalian University of Technology）

（締結日　2009年2月10日）

　2009年2月10日に、教職員の交流、学生の交流、共同研

究・共同教育、情報・刊行物の交換を目的として、交流協

定が締結されました。

　大連理工大学は、中華人民共和国の遼寧省の省都である

大連市に位置する国内の重点大学のひとつです。設立は

1949年で、教員数は約1,800人、学部学生数は約19,000

人、大学院生は約11,000人です。

　同大学との交流は、2007年より中村文彦教授が同大学を

訪問し研究交流を

行っているほか、

2007年 9月には

工学部学生を含む

本学学生が全学の

交流プログラムで

同大学を訪問し

交流を行ったり、

2008年 3月 と 9

月にそれぞれ長島

昭理事（当時）（写

真）、鈴木邦雄副学長（当時）を団長として同大学を訪問し

たり、また2008年10月には同大学からの訪問団を受け入

れるなど、この数年間で工学研究院のみならず全学的な交

流が進んできました。今後も、主に大学院生を対象とした

留学生受け入れなど、積極的に交流を行っていく予定です。

●オウル大学
（フィンランドUniversity of Oulu）

（締結日　2009年3月22日）

　フィンランドのオウル大学は、ノキアなど世界企業・産

業を支える科学技術の研究・教育拠点として1,600人近い

教授および研究スタッフ、16,000人以上の学生を擁する総

合大学です。同大学とは研究教育連携のMoU、および医工

融合GCOEの連携協定を結び活発に交流をしています。そ

の中で、河野隆二教授が2007年からフィンランド優秀教授

Finnish Distinguished Professor （FiDiPro）に任命され、

2008年9月には、同大学において、GCOE連携機関（横浜

国大、横浜市大、情報通信研究機構、オウル大学）が参加し

て国際医療 ICTワークショップ IWMICT2008を開催しま

した。また、10月にはオウル大学も含めたフィンランドか

らの医療 ICT調査団が本学に来訪し、河野教授を中心に研

究教育の状況を紹介し意見交換を行いました。

●昌原大学校大学院・工科大学
（韓国 Changwon National University）

（締結日　2008年4月22日）

交流協定の締結

　2008年 4月 に 韓 国 国 立 昌 原 大 学 校（Changwon 

National University）大学院ならびに工科大学と本学工学

部および工学研究院の間で部局間学術交流協定を締結しま

した。これは、2007年度教育研究高度化経費「化学・材料

系大学院博士課程後期教育充実化事業」（代表者：渡邉正義

教授）の支援のもとに、工学研究院機能の創生部門固体の機

能分野が中心となって進めたもので、共同研究、研究者交

流、学生交流の推進を目的としています。

　本学は韓国の多数の大学と学術交流協定を締結していま

すが、今回は特に金属・無機系材料工学分野での学術交流

の強化を目途として、この分野の拠点大学である昌原大学

校との協定を進めたものです。

共同シンポジウムの開催

　学術交流の第一歩として、2009年3月23-25日に韓国

昌原市にある先方大学において、” The 1st International 

Symposium between Yokohama National University 

and Changwon National University”を開催しました。日

本側は工学府システム統合工学専攻材料設計工学コースか

ら、韓国側からはNano新素材工学部から、教員ならびに学

部・大学院学生が多数参加しました。教員による基調講演

と招待講演に続いて、日韓の学生の講演が行われ、日本側の

学生参加者は6名全員が研究発表を行いました。初めての

英語講演・質疑応

答となる学生も多

く、昌原大学にお

ける研究活動を知

るだけでなく、本

学の学生が国際経

験を積む良い機会

となりました。ま

た、シンポジウムの休憩時間や一同での懇談の席で、共同

研究や本学博士課程後期への入学の打診など、今後の交流

についての話が進みました。梅澤修材料設計工学コース長

の提案により、次回シンポジウムを2010年3月に横浜で開

催することを決定して日程を終了しました。

大学間交流協定の締結

オウル大学長との交流お
よび IWMICT2008会場

シンポジウム終了後の記念写真



21

社
会
貢
献
と
国
際
貢
献

　この表は2008年度の社会貢献等に関する補助金等をまとめたものです。各事業・研究の詳細およびそのほかの事例は横浜国

立大学のホームページhttp://www.ynu.ac.jp/index.htmlをご覧ください。

高校への出張説明会・模擬講義

工学研究院の教員が2008年度に代表者として取得した社会貢献等に関する補助金等

　2008年度には、次の神奈川県内の高等学校において、工学研究院の教員が高校生およびその保護者を対象に、大学の説明会

と模擬講義を行いました。

高等学校名 実施日 工学部の実施内容

鎌倉学園高等学校 7月9日（水） 11:00～ 12:30 模擬講義／ 2学年生徒／物質工学科、建設学科建築学コース

県立横浜翠嵐高等学校 9月30日（火） 13:30～ 15:00 模擬授業／ 1～3学年生徒の希望者／生産工学科

県立西湘高等学校 10月16日（木） 13:45～ 14:45 模擬講義／ 2学年生徒、大学・短期大学進学希望者、希望する保護者
／電子情報工学科

県立横浜緑ヶ丘高等学校 11月14日（金） 13:20～ 15:15 模擬講義／ 2学年生徒／電子情報工学科

県立小田原高等学校 11月26日（水） 15:00～ 17:00 模擬講義／ 1～3学年生徒の希望者／知能物理工学科

県立光陵高等学校 12月11日（木） 14:35～ 15:55 模擬講義／ 2学年生徒／建設学科建築学コース

高等学校名 実施日 工学部の実施内容

県立鶴見高等学校 7月8日（火） 13:00～ 16:30 入試関連の説明、研究室見学、実験・講義／ 2、3学年生徒約20名／
物質工学科

県立横浜翠嵐高等学校 7月18日（金） 13:30～ 15:00 1～3学年生徒の希望者／生産工学科

鵠沼高等学校 8月21日（木） 10:00～ 授業体験／ 1学年生徒（女子20名、男子12名）／物質工学科

県立横浜平沼高等学校 10月16日（木） 13:00～ 14:30 授業見学／ 1学年生徒20～40名／知能物理工学科

熊本県立東稜高等学校 1月21日（水） 12:45～ 14:30 学科の紹介、研究室見学／生産工学科、物質工学科、電子情報工学科

　また、本学への訪問見学、模擬講義、説明会が次のように行われました。

区分 事業名・研究課題名 代表者氏名 (千円 )

綾瀬市 平成20年度（仮称）綾瀬インターチェンジの設置に伴う生活道路進入防止策の研究 中村　文彦 1,050 

独立行政法人国立環境研究所 平成20年度自動車排ガスに起因する環境ナノ粒子の生態影響調査委託業務 榊原　和久 1,000 

独立行政法人日本学術振興会 公共空間の運営管理－英国と日本の都市政策とその運用に着目して 高見澤　実 726 

独立行政法人日本学術振興会 建設現場での意志決定プロセスの建設社会学的研究 柴山　知也 1,100 

独立行政法人日本学術振興会 津波防災レーダーシステム実現のための基礎研究 平山　次清 900 

独立行政法人日本学術振興会 中高生の地域への参画促進方法に関する研究 大原　一興 1,300 

独立行政法人日本学術振興会 極めて低いコンクリート強度を有するＲＣ柱の耐震性能解明に関する研究 田才　晃 2,340 

独立行政法人日本学術振興会 Wavelet変換を用いたリアルタイム残余耐震性能判定装置の開発 楠　浩一 1,430 

計 9,846 


