
大学間包括協定による教育研究の推進

●光応答分子材料分野等における相互協力に関する
　包括協定
 横浜国立大学、奈良先端科学技術大学院大学、青山学院大
学は、2011年3月に ｢光応答分子材料分野等における相互
協力に関する包括協定｣ を締結し、この分野における教育研
究を活発に行うために3大学が連携協力することを定めた。
2011年度、2012年度は工学研究院の横山泰教授が代表と
なっている。その発効を記念して、2011年7月28日に本
学で3大学共同セミナーを開催した。3大学の研究者以外
に、本学工学部船舶・海洋工学科（当時）出身、2010年度
まで内閣府総合科学技
術会議事務局に勤務し
て第4期科学技術基本
計画策定に係わってお
られた国土交通省の重
冨徹氏にも ｢我が国の

科学技術政策の最新動向について｣ というタイトルで講演
していただいた。
　また、教育については、博士論文審査に他大学の教員が
参加するなどの交流を行っている。
　この3大学の協定は、光応答分子材料に関する日本の研
究の核として位置づけられている。フランスCNRSが音頭
をとって2008年に始まり、2011年末で終了する予定で
あったPHENICS International Networkという日仏中ロ
の光応答性物質に係わる国際共同研究活動組織が、今回は
ドイツも新たに加わって2012年1月1日からさらに4年
間継続されることとなった。日本からはこの3大学協定を
中心とした21大学25研究室46名がメンバーとなってお
り、本学工学研究院からは、9名が参加している。工学研究
院においては、この9名は第3期グループ研究、YNU研究
拠点に参加している。2012年11月にはPHENICSの更新
を記念してフランスのナント大学でシンポジウムが開催さ
れることになっている。

産学包括協定による教育研究の推進
●日産自動車と連携した工学教育
　日産自動車株式会社との産学連携に関する包括協定にも
とづき、さまざまな工学教育が実施されている。一例とし
て、工学府共通科目「車両設計開発工学概論」がある。自動
車の商品企画から、安全、環境、IT、品質管理等について学
ぶことができる。日産先端技術開発センターの見学会も開
催した。さらに、夏季休暇中に希望者に対し、チームごとに
分かれて模型自動車の製作実習のインターンシップを行っ
てきた。残念ながら、2011年度は東日本大震災後の電力事
情を考慮し、インターンシップの実施を見送らざるを得な
かった。2012年度は再開する予定である。

　また2011年12月6日には、EV技術講演会を開催した。
日産の電気自動車リーフの試乗会を午前中に行い、昼食時
には本学教員や学生と日産技術者との技術交流会、午後に

は日産技術者による講演会
を開催した。参加者は延べ
217 人におよび、盛会のう
ちに終了した。

重冨氏の講演

EV試乗会

EV技術講演会
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締結先機関名 締結日
石川島播磨重工業（株） 2004.4. 1

（独）情報通信研究機構 2004.4. 1
（株）小松製作所 2004.9. 1
日本発条（株） 2004.9. 1

（株）日立製作所 2005.6.13
日産自動車（株） 2006.2.14
公立大学法人横浜市立大学 2006.3. 1

（独）港湾空港技術研究所 2006.7. 1

工学研究院の教員が主たる提案者である包括連携協定機関
締結先機関名 締結日

（独）海上技術安全研究所 2007.1.26
横浜市 2007.3.14
高圧ガス保安協会 2007.10.18

（株）国際電気通信基礎技術研究所 2008.3.4
（社）海洋産業研究会 2008.5.15
（独）海洋研究開発機構 2010.1.27
奈良先端科学技術大学・青山学院大学 2011.3.1

2012年3月現在



公開講座の開催
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地域実践教育研究センターを拠点とした
研究・教育の新しい動向

　2011年度の地域実践教育研究センターのトピックスを
2つに絞りご紹介します。
　1点目は、「3.11」の東日本大震災のあと、主に全学から
集まった若手研究者が主体となり実施した研究プロジェク
ト「文理融合による防災視点の都市・地域づくり」です。ま
だ災害の余韻も残る6月にまず、一般市民や本学の教員・
学生が参加するワークショップを開催。この震災で私たち
が何を課題ととらえたか
を出し合い、研究の出発
点としました。秋からは、
提起された課題も踏まえ
て「コミュニティ」「社会
インフラ」「エネルギー」

「都市空間」の4つの研究
分野を設定し、‘ミニサロ
ン ’ の形で順次公開研究
会を開催。地元自治体や
市民の方々も参加して議
論を深めました。2 月の
成果発表会を経て、成果物をブックレット『災害を乗り越
える地域づくり』としてまとめました(A5版128頁フルカ
ラー、1,000部印刷)。2011年度の研究はまだ課題認識を
中心にしたものですが、ブックレットは神奈川県や横浜市
をはじめとする地元自治体、NPO、大学関係者等に配布し、
これからの防災・減災活動や政策立案等に活かしていただ
ければと願っているところです。さっそく、一緒に研究会
や意見交換会をしてみたいとの声もかかっており、本学の

若手研究者らが研究のフィールドとしたり、地域貢献につ
ながるきっかけになりつつあります。ブックレット『災害を
乗り越える地域づくり』はHPにも情報を掲載していますの
で、是非ご覧ください。
　2 点目は、大学院レベルの副専攻プログラム (『地域創
造』)を2012年度からスタートする体制が整ったことで
す。地域創造副専攻プログラムは、複雑で解決困難な地域
課題を題材にしながら、各大学院で学んでいる専門の活か
し方を発見し開拓するプログラムとしました。工学分野に
おいても、一見、地域課題の解決と関係なさそうな専門が
実は大きな手がかりになったり、他の専門分野と協力する
ことで新たな価値が生まれたりすることが期待されます。
プログラムの中では、そうした分野を超えたチームによる
ディスカッションや提案づくりの機会なども用意していま
す。多くの方々のご理解とご支援により、このプログラム
を発展させていければと願っています。

　工学研究院では、2011年度、市民の方、高校生、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開催しました。
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。

講座名 開催日 対象 定員
第5回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―

 ７月18日（月・祝）
 ８月27日（土） 高校生（一般の方も聴講・見学可） 40

実践機器分析基礎講座
　―よりよい分析と観察のために―  ８月25日（木） 一般の方・技術者 20

講義・実習を通して学ぶ
　材料の劣化とその対策  ９月  ５日（月）～  ９日（金） 一般の方・技術者 100

セラミックス材料の開発と利用のための基礎と実際  ９月15日（木）～ 16日（金） 一般の方・技術者 30

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―  ９月26日（月）～ 27日（火） 一般の方・技術者 30

持続可能な水道システムの確立
　―基礎から実務まで―  ９月28日（水）～ 30日（金） 大学生・大学院生・技術者の方・水道関係の方・

市民一般 100

実験実習を通して学ぶ
　センサの原理と応用

10月  ５日（水）～  ７日（金）
11月10日（木）～ 11日（金）
12月  ７日（水）～  ９日（金）

一般の方・技術者 20

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19日（木）～ 20日（金） 一般の方・技術者 20

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16日（木）～ 17日（金） 一般の方・技術者 20



高等学校を対象とした取組
●2011年度オープンキャンパス
　2011年度オープンキャンパスを、8月6日（土）～ 7日
(日)に開催しました。来場者数は2日間で約15,500名、理
工学部関連行事への来場者数は昨年を上回る約7,000名で
した。
　オープンキャンパスは入試広報の一環として、本学への
入学を目指す受験生とその保護者に、家族ぐるみでキャン
パスに来訪していただき、直接キャンパスをご覧いただい
ています。また模擬講義への参加、図書館等の施設見学・説
明を受ける等、キャンパスライフを体験していただくこと
を目的に開催しています。
　理工学部では、各学科やEPに分かれて、それぞれ学科紹
介・入試説明・模擬講義・研究室見学・関連施設見学ツアー・
個別相談会等が開催されました。

模擬講義の様子

学科 EP テーマ 講師

機械工学・材料系学科
機械工学EP アインシュタインから学ぶ「思考実験」 于　強
材料工学EP 身近な金属材料の話 竹田真帆人

化学・生命系学科 自己治癒する材料 髙橋　宏治

建築都市・環境系学科

建築EP 環境と建築　
　―耐震工学の視点から― 松本　由香

都市基盤EP
津波を学ぶ 鈴木　崇之
環境にやさしい都市交通とは？ 岡村　敏之

海洋空間のシステムデザインEP
事故と工学 和田　大志
海洋工学の可能性 村井　基彦

地球生態学EP
野生鳥獣に負け始めた日本。環境リスクとどうつきあうか 松田　裕之
日本列島の地震とテクトニクス 石川　正弘

数物・電子情報系学科

数理科学EP
拡がる数学の世界－余りものには福がある 梶原　　健
数理科学とコンピュータ・サイエンス 酒井　　譲

物理工学EP レーザー誕生から半世紀
　―先端フォトニクスが切り拓く新しいサイエンス― 武田　　淳

電子情報システムEP ナノテクとコンピューティング
　―コンピュータの過去・現在・未来― 吉川　信行

情報工学EP
コンピュータとセキュリティ 松本　　勉
コンピュータっぽくないアルゴリズム 田村　直良

模擬講義のテーマ
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高校への出張説明会・模擬講義
　2011年度に本学で実施された高校へ出張する形式の大学説明会・模擬講義は31件あり、そのうち、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及びその保護者を対象に、大学説明会、模擬講義を行いました。

　また、高等学校から本学への来訪は21件あり、そのうち工学研究院の教員が対応したものは次のとおりです。 

高等学校名 実施日 参加者の種類 参加者数
市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 4月27日 2年生 240
鎌倉学園高等学校 7月13日 2年生 47
鵠沼高等学校 7月19日 1年生 29
県立光陵高等学校 11月24日 2年生 22
県立座間高等学校 11月21日 3年生 39

高等学校名 実施日 来訪者の種類 参加者数
県立神奈川総合高等学校 6月16日 2 ～ 3年生 17
鎌倉学園高等学校 6月22日 1年生 25
県立鎌倉高等学校 8 月 4 日 1 ～ 2年生 16
県立横浜平沼高等学校 10月20日 1年生 19
県立光陵高等学校 12月 7 日 1 ～ 2年生 17



大学間交流協定、部局間交流協定の締結
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　工学研究院では、ダナン大学と大学間交流協定を、サウスイースタンルイジアナ大学理工学部、モンゴル国立大学と部局間交
流協定を締結・更新しました。

　2011年5月24日、ベトナム、ダナン大学のTRAN Van 
Nam学長を含む5名の先生方が本学を訪問され、学長室に
おいて大学間交流協定の調印式を挙行しました。これまで、
ダナン大学のダナン工科大学と協定がありましたが、今後
は人文社会系の大学も含めた交流を行っていくことになり
ます。
　協定書にサインした後、Nam学長と鈴木学長は今後のよ
り強い協力関係を約束し、固い握手を交わしました。調印
式後は、実際の交流事業についての具体的な打ち合わせを
行い、その後ダナン工科大学の協力によりベトナムで作成
されたYNUのモニュメントや、ダナン大学との間で利用さ
れている双方向遠隔ハイビジョン教育システムの現場を視
察しました。また、翌日は、研究室や実験装置等を視察する
等、精力的な日程をこなしました。また、この間、工学府の
レ・アン・トゥアンさん（ベトナム人留学生）が通訳として
活躍しました。

　2011年 8 月 3日に横浜国立大学大学院工学研究院と
Southeastern Louisiana大学（SLU）理工学部との間で、
研究者及および教職員の交流、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部局間交
流協定が締結されました。SLUは1925年に設立された州
立大学です。キャンパスはLouisiana州Hammond（New 
Orleans 国際空港の北方、Pontchartrain 湖の対岸）に位
置しています。教職員数は約 1,400人、 学生数は学部生が
約13,800人、大学院生が約1,340人です。理工学部は４
学科１プログラムを有しています。SLUのS. Yoshida准教
授と本学材料設計工学コースの八高隆雄教授を中心に、近
年、大学院生の交流や研究者の交流を行っています。2008
年度には研究教員1名が8 ヶ月間 Yoshida研究室に滞在
して研究活動を行い、2010年度はYoshida准教授に本学
PEDグローバル科目講師を務めていただき、本学PED海外
インターンシップでは、Yoshida研究室に2010年度1名、
2011年度2名の大学院生がそれぞれ約4 ヶ月滞在して研
究活動を行うなど、相互の交流が活発に行われています。

調印式を終え記念撮影

今後の交流協力について熱心
な打ち合わせが行われました

ダナン大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(ベトナム University of Danang)

サウスイースタンルイジアナ大学
(アメリカ合衆国 Southeastern Louisiana University)
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釜慶大学工科大学 （大韓民国） 1995.9.14 ～ 2005.9.14
キングモンクート工科大学トンブリ工学部 （タイ王国） 1995.11.14 ～ 2005.11.14
ソウル市大学校工科大学 （大韓民国） 1996.6.26 ～  
モナシュ大学理学部 （オーストリア） 1996.6.19 ～ 2006.6.20
モナシュ大学工学部 （オーストリア） 1996.12.16 ～ 2006.6.20
プリンスオブソンクラ大学工学部 （タイ王国） 1999.1.27 ～ 2009.1.27
ソウル国立大学校工科大学 （大韓民国） 1999.3.27 ～ 2015.3.28
タマサート大学国際工学部　 （タイ王国） 1999.4.20 ～ 2004.4.20
国立釜山大学校工科大学 （大韓民国） 2006.7.17 ～ 
クロード・ベルナール・リヨン第1大学 （フランス共和国） 2001.1.15 ～ 2006.1.15
清華大学化学工程系 （中華人民共和国）  2001.8.1 ～ 2011.7.31
清華大学機械工程学院 （中華人民共和国）  2001.8.31 ～ 2006.8.31
清華大学信息科学与技術学院電気工程 （中華人民共和国）  2001.9.17 ～ 2006.9.17与応用電子技術系応用超導研究中心
清華大学環境科学与工程系 （中華人民共和国）  2003.3.17 ～ 2013.3.17
ダッカ大学理学部 （バングラデシュ）  2005.3.16 ～ 2015.3.16
国立台湾大学工学院 （台湾）            2006.12.8 ～ 2011.12.8
グラーツ工科大学 （オーストリア）    2007.12.10 ～ 2015.12.9
モンゴル国立大学化学部 （モンゴル）        2007.12.27 ～ 2017.12.26
国立交通大学理学院 （台湾）            2008.1.14 ～ 2013.1.13
南洋理工大学理学院 （シンガポール）    2008.3.25 ～ 2013.3.24
昌原大学校大学院 （大韓民国）        2008.4.22 ～ 2013.4.21
昌原大学校工科大学 （大韓民国）        2008.4.22 ～ 2013.4.21
サウスイースタンルイジアナ大学理工学部 （アメリカ合衆国）  2011.8.3 ～ 2016.8.2

●工学研究院の教員が中心になって締結した大学間交流協定

●工学研究院の教員が中心になって締結した部局間交流協定

　2012年５月16日に研究者および教職員の交流、学部学
生及び大学院生の交流、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更新されました。
　モンゴル国立大学は、モンゴルのウランバートル市に
キャンパスを持つ1942年に創立されたモンゴル最大の国
立総合大学です。モンゴル国立大学と本学の工学研究院と
は2007年に部局間交流協定を締結して以来、機能の創生
部門分子の機能分野が中心となって共同研究・留学生受け
入れ等で活発な交流が続いています。今回、同大化学・化
学工学部、地質地理学部、数学・コンピューター学部の３
学部長が来学され本学を視察されたのを機会に、石原工学
研究院長とOchirkhuyag化学・化学工学部長との間で交
流協定延長の覚書に調印が行われました。同大学からの留
学生は工学研究院博士課程に在籍する学生の他に、環境情
報研究院を始め、経済学部等に数名が在籍しています。将
来は大学間協定の締結に向け、さらに積極的な交流を進め
ていく予定です。

モンゴル国立大学化学・化学工学部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（モンゴルNational University of Mongolia） 

一同で記念撮影

協定書に調印後、握手を交わす石原工学研究院長と
Ochirkhuyag化学・化学工学部長

上海交通大学  （中華人民共和国） 1992.10.29 ～ 
サンパウロ大学 （ブラジル連邦共和国） 1983.11.28 ～ 2015.9.15
パリ・中央工科大学 （フランス共和国） 1985.4.30 ～
イリノイ大学アーバナ・シャンペイン校 （アメリカ合衆国） 1985.8.14  ～ 2011.8.14
アーヘン工科大学 （ドイツ連邦共和国） 1986.6.9 ～
デルフト工科大学 （オランダ王国） 1996.7.4 ～ 
ソウル市立大学校 （大韓民国） 1998.12.11 ～ 2013.12.10
オストラバ工科大学 （チェコ共和国） 2003.2.13 ～ 2013.2.12
インド工科大学カンプール校 （インド） 2004.1.6 ～ 2009.1.5
嶺南大学校 （大韓民国） 2005.1.18 ～ 2015.1.18
モントリオール工科大学 （カナダ） 2005.3.1 ～ 2010.2.28
天津大学 （中華人民共和国） 2005.8.16 ～ 2015.8.15
延世大学 （大韓民国） 2006.10.17 ～ 2011.10.16
サザンプトン大学 （連合王国） 2006.11.9 ～ 2016.11.8
国立高雄大学 （台湾） 2006.4.20 ～ 2016.4.19
釜慶大学校 （大韓民国） 2007.5.2 ～ 2012.5.1
タマサート大学 （タイ王国） 2008.2.22 ～ 2013.2.21
大連理工大学 （中華人民共和国） 2009.2.10 ～ 2014.2.9
オウル大学 （フィンランド） 2009.3.23 ～ 2014.3.22
イスタンブール工科大学 （トルコ） 2010.3.11 ～ 2015.3.10
ホーチミン市工科大学 （ベトナム） 2010.3.22 ～ 2015.3.21
マレーシアマラッカ技術大学 （マレーシア） 2010.12.6 ～ 2015.12.5
パラナ・カトリカ大学 （ブラジル連邦共和国） 2010.12.15 ～ 2015.12.14
バンドン工科大学 （インドネシア） 2011.4.4 ～ 2016.4.3
ダナン大学 （ベトナム） 2011.5.24 ～ 2016.5.23


