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工学研究院ハイライト2012-13

前工学研究院長　石原　修

横浜国立大学大学院
工学研究院の
2012年度の活動を
ふりかえって

　2012年度の工学研究院・工学府・理工学部の主な動きを振り返ってみます。

　2011年4月に誕生した理工学部では三度目の入学試験が行われました。これまで理工学部の前身

である工学部の一般入試を引き継ぎ後期試験でより多くの入学者を受け入れていましたが、初めて前

期試験でより多くの入学者を受け入れることにしました。その結果一般入試志願者数は4,343人と大

幅な伸びを示し、3年目を迎える理工学部が社会的にも大きく認知されていることを裏付けています

（過去の志願者数は4,011（2011）、4,211（2012））。それに加えて今年度入試の特徴は女子学生の増

加であり、理工学部入学生全体に占める女子の割合は19.3％となりました。これは工学部時代の10％

程度に比して目立った違いとなっています。

　学部および大学院の教育改革の一環として工学基礎研究棟をES（煙洲）タワーと名称を変え、理工

学部・工学府における英語教育等の設備を導入しました。また対外的には国立大学53工学系学部長

会議に大学連携推進委員会を設置し、工学系学部間の連携と新聞社（読売、朝日、日経）との連携によ

り、理工学に対する啓蒙活動に取り組みました。文部科学省主導で全国の国立大学に対して行ってい

るミッションの再定義に対しては、横浜国立大学工学系は博士課程前期から後期への進学と、後期課

程の定員状況から、研究を中心に据えた教育を行っていることを明らかにしました。また2007年に立

ち上げて、昨年度定員増が認められたPEDプログラムが、「π型技術者・研究者育成工学系大学院教

育プログラム（PED）全体の継続的な進化と発展」ということで関東工学教育協会賞（業績賞）を受賞

しました。そして大学院のさらなる教育改革に向けて、理工学大学院教育ビジョンWGをつくり、大学

院で学位（理学）を出すことを含め検討が始まっています。工学研究院では次世代の大型プロジェクト

につながるべく学際プロジェクト研究の第3期（6件）が始まり、さらに研究グループ単位での登録は
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第３期（16組）、また研究に関する情報交換のためのリサーチフォーラムも動き出しました。

　科学雑誌Natureにも紹介記事を載せた名教自然の精神にのっとって、工学研究院では教員の評価

を廃止し，自主的な研究の展開を公にすることにより、横浜国立大学のファミリーの一員としての誇

りを示すべく、工学研究院所属の教員全員が年間の教員活動報告（1ページ）を提出し、学内限定では

あるが公開に踏み切りました。工学研究院は先端的な研究を展開し、大学院教育、学部教育を順調に

発展させてきているといえるでしょう。

新工学研究院長　河村篤男

　2013年4月1日から工学研究院長に就任しました河村でございます。この場をお借りして向こう2

年間の活動計画などに関して述べてみます。第二期中期目標（2010-2015）の範囲内で工学研究院の

活動度をあげ、元気の出る工学研究院を実現すべく、次の方針を所信として示しました。『これまでの

改革路線は尊重し、教育研究に関しては、“研究大学の理工系大学院”を目指します。』具体的には、次

の4つです。（１）魅力ある研究院の将来像を策定する。（２）適材適所の考えにより、教育、研究、社会

貢献、アドミにメリハリをつける。（３）グローバリゼーションに対応した教育と研究を実施する。（４）

意見を広く求む。これらは公約ですから、初心忘れずの気持ちで取り組んでいきます。

　さて、2012年10月から始まったミッション再定義の作業は終焉を迎えました。要点だけを述べま

す。横浜国大の理工系大学院の教育の質は最上位と判断されました。研究の質についてもある程度の

評価が得られましたが、研究大学院を目指すには、より一層の努力が必要です。さらに、2013年7月

現在で直面している最大の課題は、工学府の改組です。2015年3月に理工学部が完成しますので、そ

の後の大学院の姿を現在検討中です。いろいろとご協力をお願いすることになりますので、よろしく

お願いします。

2013年度に向けて
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　大学教育に関わるステークホルダーは、前世紀

と比較できないほどの広がりを持ってきています。

そして、2012年度は、今世紀初頭から、国立大学

法人法制定の前から、財務省・総務省・文部科学

省とで奏でられていた通奏低音に、忽然と大音量

の打楽器が加わり、学部教育と大学院教育それぞ

れに次のような重く、また大きな課題がかかって

きました。

A「技術者教育に関する分野別の到達目標の設定に

関する調査研究」報告書の公開（近未来における国

際通用性の規範、　IEA（International Engineering 

Alliance）のGraduate Attributes の定訳版公開）

B 国立大学改革強化推進事業公募・申請

C 博士課程教育リーディングプログラム公募・申

請

D ミッションの再定義

　これらは、新たに出現したステークホルダーの

声が高まった表れといえましょう。

　そしてまた、2011年に開設した理工学部に入学

した学生が進学するにふさわしい大学院となるべ

く；

E 平成27年4月を目指した工学府組織改編

についても、上述の様々な課題に応えるのと同じ

ビジョンをもって臨まねばならないと思います。

　BからDは、10年以上奏でられ続けてきた通奏

低音が，数多くの表現型を伴って顕れたいくつか

でもあります。　この全体は、2012年6月に「大学

改革実行プラン」として発表され、政権担当政党が

代わった2013年においても継続された政策となっ

ています。

　あらためて、このハイライトの文章として「大学

改革実行プラン」を次に記すのは、19世紀型幻想

を残しつつ20世紀を生き抜いてきた大学の形態の

ままで21世紀に立ち向かえるのかという根源的な

問いを、高等教育のステークホルダー達が発して

いるためであり、これからの21世紀を生き抜く局

面が、様々な反論はあるにしても、ある程度正鵠を

得た形で表れており、これらが発せられている状

況を理解したうえで、応えていく道を照らすビジョ

ンを、工学府を構成するすべての方に、それぞれ

持っていただきたいからに他なりません。

　大学改革実行プランは2つの大きな方向と、それ

ぞれ4つの具体戦略方向から構成されています。

大きな方向の一つは、「I 激しく変化する社会にお
ける大学の機能の再構築」で、その具体戦略方向は；

1 大学教育の質的転換と大学入試改革：2 グロー

バル化に対応した人材育成：3 地域再生の核とな

る大学づくり：4 研究力強化（世界的な研究成果

とイノベーションの創出）。もう一方の大きな方向

は「II 大学の機能の再構築のための大学ガバナン
スの充実・強化」で、5 国立大学改革：6 大学改

革を促すシステム・基盤整備：7 財政基盤の確立

とメリハリある資金配分の実施：8 大学の質保証

の徹底推進 が具体戦略方向として発表されていま

す。

　この「大学改革実行プラン」という要求に、大学

としては、戦術的また戦略的に臨もうとした1年で

あったと思えます。　これに対し、工学研究院・工

学府では、今世紀に入って以来、工学研究院長以下

「ビジョン」の重要性を認識し、ビジョンから導か

れる戦略・戦術を採用していくというスタンスを

とってきました。　2012年は、そのため大学全体

の戦術・戦略と工学研究院・工学府の戦術・戦略

とが合致しない局面も、いくつか生じました。

　そうした齟齬の中でも、「工学府ビジョン」から

英語教育環境および教育研究活動のグローバル化

対応整備は進められ、工学基礎研究棟をESタワー

として一新することに着手できました。2013年に

向けては「工学府ビジョン」実現の一環として、前

述のEがAという国際基準と整合ある姿で実るよ

う、皆さまの協力を願う次第です。

2012年度教育企画経営会議主査 小泉　淳一
2013年度教育企画経営会議主査 川井　謙一

 今世紀初めに表れた課題が様々な姿で顕れた1年
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　2007年4月に開設した工学府PED教育プログラムを特
別にマネジメントするPEDマネジメント部を設置し、多様
なキャリアパスに対応し産業界でミスマッチなく活躍でき
る国際同等性を持つ人材というプロフェッション育成を支
える、ユニークな基盤科目群の充実を図ってきました。
　 特 に、産 業 界 や 学 協 会 と 連 携 し て の「Presentation 
English」「Professional Ethics in EU & US」「研究企画能
力育成帝人スタジオ」「研究企画能力育成バイオインダスト
リースタジオ」「研究企画能力育成エンジニアリングスタジ
オ」「グローバル企業における効果的な事業計画策定」「プロ
フェッショナルエンジニア」などの教育プログラムを共同
で開発し、下の年表のように充実・進化させてきました。
　こうした継続的な産学連携教育プログラムの開発と実践
に対し、関東工学教育協会から平成24年度関東工学教育協
会賞（業績賞（団体））（写真右）が授与されました（授賞式、
平成25年5月28日）。日本工学教育協会からも、PEDマネ
ジメント部の継続的なプロフェッション教育とそのアドミ
ニストレーション活動に対し、第17回工学教育賞（業績部
門） に選考されました。後者については平成25年８月29
日、日本工学教育協会大会で授賞式が行われます。

PED教育プログラムの継続的な進化と



横浜市大との医工融合研究遠隔講義

双方向遠隔講義による横浜市大との
医工融合教育

　物理情報工学専攻・電気電子ネットワークコースでは、
平成22年度より、横浜市大との相互乗り入れ講義「医工学
融合研究」を開講しています。この講義は、工学と医学の両
教員が共同して、最先端の医工融合研究事例をオムニバス
形式で紹介・解説をします。工と医どちらの学生にとって
も、異分野の研究視点と問題解決の考え方に触れることが
できる大変貴重な機会となっています。
　開講当初は本学教員が横浜市大キャンパスに出張して講
義を行っていましたが、平成24年度からは、横浜市大での
講義を遠隔講義システムによって本学に配信し、工学府学
生が本学キャンパスで受講しやすい体制を整えました。さ
らにH25年度には双方向の講義が可能な環境を整え、教員
の移動時間の節約と効率化を実現しました。
　今後は、分野横断型教育の高度化にむけて、遠隔講義
の映像・音声の質を向上させ、さらに効果的な講義が可能
な環境を整えていく予定です。

遠隔講義で拡がる分野横断・グローバル教育

ＥＳタワー (仮称)グローバル講義システム構想

　工学府では、現在、国際センター（国際交流ラウンジ）整
備事業の一環として、ESタワー（仮称：現工学基礎棟）内
に、国内外の教育研究拠点と接続可能な遠隔講義システム

（グローバルスタジオ）および遠隔実験室（グローバル実験
室）を整備する準備を進めています。工学府学生が、高い質
のグローバル教育に対応した講義を受講できるよう、フル
HDによる高精細な映像と円滑な双方向コミュニケーショ
ン手段を提供し、臨場感のある遠隔講義を実現します。さ
らに、実験コンテンツ等の教育資源を世界に向けて発信す
るなど、世界に開かれた教育を視野に入れたシステムへの
拡張も予定しています。
　本システムは、平成25中に導入が予定されており、現在、
仕様策定が進んでいる状態です。来年度からの稼働にご期
待ください。

ESタワー内グローバルスタジオ（イメージ）

ESタワー内グローバル実験室（イメージ）
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　本格的な国際化を目指して2012年度から本コースで始
まった大学院博士課程前期（いわゆる修士課程）の全講義の
英語化（一部の共通科目や非常勤科目を除く）。昨年度の本
稿ではこれに至る経緯を紹介しましたが、今回は下図に示
すアンケート結果（学生は１〜２年生の合計193名、教員
は17名が対象）をもとに「その後」をご紹介します。

学生にとっての英語化

　下図からわかるように学生は英語が苦手！勉強が必要！
と強く感じています。実際、就活ではグローバルの重要性を
頻繁に聞かされるでしょうし、国際会議などではアジア諸
国の学生のハイレベルの英会話が大きなプレッシャーだろ
うと思います。で、実際に授業に出ている学生たちを見る
と、日本語のときよりずっと真剣です。寝ている学生がほと
んどいません。集中力を切らしたら何を説明されているか
わからなくなるそうです。アンケートを見る限り、この試
み自体や教員がしゃべる英語はおおむね好評なようです。
積極的な学生からは「なぜ今までなかったのか不思議」とい
う意見まで聞かれました。コースでは「英語で講義」4科目
以上を修了要件としましたが、多くの学生は5科目以上を
実際に履修するので、英語に接するのは100時間以上にな
ります。自身の向上に関する学生の自己評価は辛口ですが、
専門用語や専門表現を含め、多少なりとも英語に慣れたの
ではないでしょうか。

全ての講義を英語で行う

（物理情報工学専攻電気電子ネットワークコース）

教員にとっての英語化

　学生の自己評価ほどではありませんが、学生は英語力不
足、「英語で講義」が必要というのがコース教員の考えです。
ただし、自らの英語で授業が成り立つのか、教員にとっても
手探りの中で最初の１年が終了しました。そして、案外、普
通にできたと感じています。英語が専門教育の障害になる
という心配の声が当初からありましたが、結果的に問題な
しが半数以上。実際、日本語のときと試験の出来に差がない
との意見があり、今後、客観データを慎重に分析する必要が
ありそうです。上記のように当初は自らの英語に不安を感
じた教員が相当数いたはずです（在外経験のない筆者もそ
の一人）。そこで学内資金を使って教員に対する英語講習を
実施しましたが、これは案外新鮮で、好評でした。いずれに
せよ1科目の担当で延べ23時間を英会話しますから、教員
の英語力への効果は相当なものです。国際会議の準備や英
語論文の執筆が簡単になった、という感想が聞かれました。
このような教員の上達は、必ず学生教育にも効果的に反映
するはずです。

今後の展望

　今後、英語が必須なことは誰もが認識していますが、日
本の教育で英語が骨太に使われることはまれでした。しか
しやってみると「よい！」というのが実感です。教員の英語
向上、学生への展開、全体のレベルアップ、国際場面での活
用という好循環が大いに期待されます。

7

教
育
の
ハ
イ
ラ
イ
ト



車両設計開発工学概論

（日産自動車と連携した人材育成）
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　特定の専門分野に限定することなく、クルマづくりの全
体像を学ぶ機会を提供しています。
　「車両設計開発工学概論」は工学府共通科目として平成
21年度から開講されました。その教育目標として、①机上
と現物の違いを認識する（理論と実際、目標と現物）、②“す
りあわせの技術”を体験する（System Integration）、③プ
ロジェクトの運営方法を学ぶ（Project Management）、の
3点を掲げています。受講者は、平成21年度76名、22年
度88名、23年度107名、24年度116名と、年々増加して
います（25年度は129名）。
　本科目は、日産自動車との産学連携により運営され、第
一線の技術者の方に講義をお願いしています。講義のタイ
トル（自動車の企画・計画と開発プロセス、環境技術、車体
構造、駆動系装置、カーエレクトロニクス、自動車の安全技
術、ITS、懸架系、操舵系と車両運動性能、品質工学、チーム
ビルディング）からわかるように、クルマづくりの流れにつ
いて学べるユニークな内容です。毎回、受講生が提出した
レポートは講師の方にフィードバックし、改善を図ってい
ます。また、例年、日産先進技術開発センター（NATC）の
見学会を催し、環境への配慮が行き届いた新しいコンセプ
トのオフィスで、電気自動車等の研究・先行開発の現場に
触れる機会を提供しています。
　さらに、夏休み中に、希望者に対して、自律走行模型自動
車の設計製作を行うインターンシップを実施しています。
工学府学生約20名と、日産自動車の若手技術者約10名が
参加し、大学院生と日産自動車の若手技術者が混成チーム
を組み、独立４輪駆動車を目指した完全自律走行模型自動
車の設計製作に取り組みます。大学院生にとって、年齢の
近い社会人と直に意見を交換し、設計製作の実習に取り組
むことで、教室では得がたい経験を積んでいるようです。
成果報告会は、平成24年9月28日、メディアホールで開
催されました。製作した模型自動車による競技だけでなく、
設計の企画意図のプレゼンテーションを行い、会場と厳し
い質疑応答を交わします。プレゼンに対する参観者による
評価と、模型自動車による競技の成績を総合して優勝チー
ムが決定されます。
　受講生のアンケートによれば、「車両開発の一連の流れを
経験できた」、「後輩がこの人材育成を希望しているのでぜ
ひ来年も開催していただきたい」、「最小の実験回数で最適
解を見出す品質工学の手法は自分が担当する今後の実験に
非常に参考になった」など、参加者にとって得がたい経験に
なっています。

 

「車両設計開発工学概論」授業の様子

自律走行模型自動車による競技

優勝チームの表彰
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工学部・工学府学生の受賞
受賞者氏名
【指導教員】 賞名等　（受賞年月日） 備考（授与者等）

工学府　稲垣　訓
(H20年度博士課程後期修了)
工学府　太田　裕己
(H21年度博士課程前期修了)

【小豆島 明教授】

アメリカトライボロジー学会論文賞
（Wilbur Deutsch Memorial Award）　（2012.5.8）

Society of Triborogists and Lubrication 
Engineers（STLE）

工学府　水藤　雄章
【光島 重徳教授】 優秀ポスター賞　（2012.5.16） 燃料電池開発情報センター

工学府　安田　順
【高橋 宏治教授】 「最優秀ポスター賞」、「優秀ポスター賞」　（2012.6.7） 日本ばね学会

工学府　野田　祐輔
【大野 かおる教授】 若手優秀ポスター発表賞　（2012.6.15） ナノ学会

工学府　竹内　宏賢
【一柳 優子准教授】 若手優秀ポスター発表賞　（2012.6.15） ナノ学会

工学部　田尾　玄秀
(H13　工学部建設学科卒業)

【河端 昌也准教授】
第23回JSCA新人賞　（2012.6.22） 日本構造技術者協会

工学府　濱中　祥弘
【渡邉 昌俊教授】 優秀ポスター賞（2012.7.22） 分子病理学研究会

工学府　王　珅
【新井 宏之教授】

The Best Student Paper Award/Second Prize
（2012.8.8）

IEEE International Workshop on　
Electromagnetics : Applications and Student 
Innovation Competition

工学府　和藤　好生
工学府　福井　翔大

【高田 一教授】
Best Presentation Award　（2012.8.25） JSSUME 2012

工学府　岩田　かおり
【渡邉 正義教授】

13th International Symposium on Polymer 
Electrolytes(ISPE) Poster Award of Honorable Mention

（2012.8.30）
ISPE-13 International Scientific Committee

工学府　多々良　涼一
【渡邉 正義教授】

13th International Symposium on Polymer 
Electrolytes(ISPE) First Prize Poster Award（2012.8.30） ISPE-13 International Scientific Committee

工学部　山下　裕太
【亀屋 隆志准教授】 優秀発表賞（富士電機賞）　（2012.9.13） 環境科学会

工学府　川野　裕介
【高橋 昭雄教授】 1st Poster Award（ベストポスター賞）　（2012.9.20） DECHEMA Society for Adhesion and Adhesives

工学府　石原　咲子
【石井 一洋教授】

第44回流体力学講演会／航空宇宙数値シミュレーション技術
シンポジウム2012　優秀発表賞（2012.9.24） 日本航空宇宙学会

工学府　轟　慧
【上ノ山 周教授】

化学工学会 粒子・流体プロセス部会シンポジウム賞
（プレゼンテーション賞）　（2012.10.15） 化学工学会 粒子・流体プロセス部会

工学府　石井　香織
(H24博士課程前期修了)

【早野 公敏准教授】
第47回地盤工学研究発表会 優秀論文発表者賞

（2012.10.17） 地盤工学会

工学府　府川　裕史
(H24博士課程前期修了)

【早野 公敏准教授】
第10回地盤改良シンポジウム優秀発表者賞

（2012.10.19） 日本材料学会

工学府　矢野　大志
【西野 耕一教授】

日本マイクログラビティ応用学会研究奨励賞
（2012.11.22） 日本マイクログラビティ応用学会

工学府　﨑井　大輔
【大山 俊幸准教授】

2012 Asia-Pacific Polyimides and High Performance 
Polymers Symposium Honorable Mention Poster Award
　（2012.11.22）

2012 Asia-Pacific Polyimides and High 
Performance Polymers Symposium Organizing 
Committee

工学府　桑原　理一
【大野 かおる教授】 The Best Poster Presenter Award　（2012.11.24） Asian Consortium of Computational Materials 

Science
工学府　深川　真衣

【横山 泰教授】
Phenics International Network Symposium Poster Prize
　（2012.12.1）

Phenics International Network Symposium 
Organizing Committee

工学部　上原　直樹
【光島 重徳教授】 学生優秀ポスター賞　（2012.12.6） 水素エネルギー協会

工学府　早川　大地
【上田 一義教授】

「神奈川県ものづくり技術交流会」ポスター賞
（2012.12.21） 神奈川県産業技術センター

工学部　金丸　悠理
【後藤 敏行教授】 優秀発表賞（2013.2.16） 映像情報メディア学会メディア工学研究委員会

工学府　小口　希
【八木 幹雄教授】 油脂技術優秀論文賞（2013.2.21） 油脂工業会館

工学府　堀　創介
【梅澤 修教授】 大学院研究奨励賞（2013.3.1） 日本鋳造工学会

工学府　松尾　和哉
【高橋 宏治教授】 優秀研究発表賞（技術分野）（2013.3.1） 日本材料学会

工学府　田尻　大裕
【梅澤 修教授】 大学院研究奨励賞（2013.3.1） 自動車技術会

工学部　東口　貴幸
【上ノ山 周教授】 日本海水学会若手会 第四回学生研究発表会優秀賞（2013.3.7） 日本海水学会

工学部　夏井　裕介
工学部　森　潤一

【長尾 智晴教授】
全国大会学生奨励賞（2013.3.8） 情報処理学会

工学府　細藤　嘉人
【前田 雄介准教授】 日本機械学会若手優秀講演フェロー賞（2013.3.12） 日本機械学会

工学部　青木　貴弘
【森下 信教授】 Best Presentation Award（2013.3.15） 日本機械学会関東支部

工学部　野間　慧
【日野 孝則教授】 日本船舶海洋工学会奨学褒賞（2013.3.22） 日本船舶海洋工学会

工学部　佐伯　秀真
【村井 基彦准教授】 弘陵賞（2013.3.22） 弘陵造船航空会

工学部　北原　宅馬
工学部　芳居　修平

【平川 嘉昭助教】
日本航空宇宙学会学生賞（2013.3.22） 日本航空宇宙学会

工学部　野口　絢子
【梅澤 修教授】 日本鉄鋼協会奨学賞（2013.3.22） 日本金属学会

日本鉄鋼協会
工学部　吉原　圭亮

【荒木 拓人准教授】 武藤栄次賞優秀学生賞（2013.3.22） 日本設計工学会

工学府　神田　純一
【梅澤 修教授】 努力賞（2013.3.28） 日本鉄鋼協会

（http://www.ynu.ac.jp/education/ynu_research/result/award.php?y=2012から抜粋）
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年度別参加者数（SS（受入）：相互学術交流体験）

派遣元大学名 H23 H24 計
上海交通大学→YNU 10 10 20
釜慶大学→YNU 9 10 19
北京大学→YNU 10 0 10
計 29 20 49

年度別参加者数（SV（派遣）：相互学術交流体験）
派遣先大学名 H23 H24 計
YNU→上海交通大学 10 10 20
YNU→釜慶大学 10 10 20
YNU→北京大学 7 1 8
計 27 21 48

年度別参加者数（SV（派遣）：ショートインターンシップ）

派遣先大学名 H23 H24 計
YNU→上海交通大学 3 3 6
YNU→釜慶大学 3 2 5
YNU→北京大学 3 7 10
計 9 12 21

年度別参加者数（SS（受入）：ショートインターンシップ）

派遣元大学名 H23 H24 計
上海交通大学→YNU 3 3 6
釜慶大学→YNU 3 3 6
北京大学→YNU 3 2 5
計 9 8 17

※平成24年 北京大学とのSS ／ SVは環境情報研究院が担当

　日本学生支援機構の留学生交流支援制度により、上海交
通大学（中国）及び釜慶大学校（韓国）との間で、工学分野に
おける２種類の学生交流プログラムを実施しました。
（i）相互学術交流体験プログラム（約２週間）
　相互学術交流体験プログラムでは、各交流大学から専門
分野の学生を10名受入れ（SS）、横浜国立大学にて約２週
間の教育プログラムを実施しました。また同様に、横浜国
立大学から各交流大学へと10名の日本人等学生を派遣し

（SV）、交流大学における教育プログラムを受講してもらい
ました。各プログラムでは、英語による専門的な内容の講
義や学生研究発表会、各種施設見学や文化体験プログラム
等を実施しました。

学生交流プログラム

（ショートステイ（SS）、ショートビジット（SV））

（ii）ショートインターンシッププログラム（３カ月）
　ショートインターンシッププログラムにおいては、各交
流大学から3名の学生を、横浜国立大学にて3カ月以内の
期間で受け入れる（SS）とともに、横浜国立大学から各交流
大学へ２〜３名の日本人学生を派遣（SV）しました。本プロ
グラムでは、学生は研究室に配属され専門分野に関する研
究やプロジェクトワークを行い、専門知識を身に付けなが
ら派遣先との交流を行いました。プログラム参加者が取り
組んだ研究テーマの例は以下のとおりです。
・ 数値流体力学を用いたスラスターの流体解析（上海交通
 大学SV）
・ コチュジャン製造の残留微生物数の研究（釜慶大学SV）
・ 過大予荷重によりき裂先端に形成する残留応力場の有限
　要素解析（釜慶大学SS）
　S&SVプログラムへの参加学生は専門分野に関する知識
を得ただけでなく、派遣先の学生との交流、発表会や研究
活動等を通じて、国際的なコミュニケーションの大切さを
実感するとともに、両国の文化の相違について理解を深め
ました。本プログラムに参加した学生が、将来的にグローバ
ルに活躍する人材へと育っていくことを期待しています。

SVプログラムの様子（釜慶大学） SSプログラムの様子（上海交通大学）

参考
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年度別参加者数
専攻名 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 計
機能発現工学 9 4 4 1 3 2 3 1 27
システム統合工学 2 2 1 2 1 2 2 12
社会空間システム学 10 5 3 3 8 6 4 1 40
物理情報工学 9 5 7 3 3 4 5 6 4 46
計 30 16 11 10 14 14 11 12 7 125

　工学研究マネージメント学習プログラムは、博士課程後
期の学生を対象に、「研究の企画立案、研究資金獲得、研究
資金を管理しながらの研究の遂行、そして成果の社会への
公表と還元」という一連の流れを経験してもらうためのも
のです。
　学生は研究の企画立案をしてプログラムに応募、審査委
員会にて審査を行い、研究費等の支給が決定されます。こ
のプログラムで支援される研究費の使途は、①研究の成果

工学研究マネージメント学習プログラム

発表や研究動向調査のための外国等で開催される学会・シ
ンポジウム出席のための旅費や参加費、②研究に使う薬品
や部材、部品などの消耗品に限られます。また、研究期間の
終了後には、学生自身が企画・立案し成果報告会、講演会
をセットで開催することになっています。
　この学習プログラムは 2005 年度から実施しており、
2013年度までの採択者数は125名になります。
 

　本制度は、博士課程後期入学者数の増加と入学した学生
への経済的支援、併せて日本学術振興会特別研究員（DC1、
DC2）採用者数の増加を目指して、2007年度より導入され
た制度です。
　この制度に採用された学生は、RA相当として雇用され給
与の支給を受ける特別研究員、奨学金としての支給のみを
受ける特待生として区分されます。

年度 特別研究員採用者数 特待生採用者数 日本学術振興会特別研究員採用者数※
2007年度 ８ ０ １
2008年度 ８ １ ６
2009年度 ７ ２ ４
2010年度 ３ ３ １
2011年度 ３ １ １
2012年度 ６ ３ 3
2013年度 　　　　4 4 　　　　　審査中
2007 〜 2012年度　計 　　　　39 14 　　　　　16

※各年度の特別研究員／特待生採用者数の内数

工学府特別研究員／特待生

給与、奨学金の支給は博士課程後期入学時から1年毎、ただ
し、審査の上最大3年間更新が可能ですが、日本学術振興会
特別研究員（DC1、DC2）に採用された場合は、支給を中止
することとなっています。
　2007年度の制度導入以降2013年度まで特別研究員39
名、特待生15名が採用されており、日本学術振興会特別研
究員（DC1、DC2）にも16名が採用されています。

工学府PED教育プログラム　海外インターンシップ派遣支援

年度 支援人数 支援総額（千円） 派遣先国名

2008年度 7名 3,080 イギリス（サザンプトン）、中国（上海）、デンマーク（コペンハーゲン）、オランダ（アムス
テルダム）、ポルトガル（リスボン）、スペイン（バルセロナ）

2009年度 7名 3,557 オランダ（アムステルダム）、スペイン（カナリア諸島）、オーストラリア（ブリスベン）、タ
イ（バンコク）、スウェーデン（ストックホルム）、アメリカ（テキサス）、中国（上海）

2010年度 11名 4,936 オランダ（アムステルダム）、ノルウェー（スタバンゲル）、ブラジル（クリチバ）、スペイ
ン（バルセロナ）、ポルトガル（リスボン）、タイ（バンコク）、タイ（チョンブリ）

2011年度 4名 1,608 アメリカ（ルイジアナ）、ブラジル（サンパウロ）、オーストラリア（メルボルン）

2012年度 6名 2,631 アメリカ（ミシガン・ニューアーク・ルイジアナ）、ドイツ（アーヘン）、ベルギー（ブリュッ
セル）、オーストラリア（クイーンズランド）
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　工学研究院が現在目指している研究の方向を端

的に表すと、1 世界トップレベルの研究を、2 競争

的な環境の中で、3 いかにグローバルに展開でき

るか　という事になるかと思います。さらに、本学

工学研究院の特徴を如何に出して行くかというこ

とも求められる状況になって来ています。ここで

は、上記3つの観点から、工学研究院の2012年度

の取り組みと、そのハイライトを紹介します。

世界トップレベルの研究展開
　工学研究院では、2008 年採択の GCOE「情報

通信による医工融合イノベーション創生」が最終

年度を迎えました。横浜市立大学医学研究科・附

属病院、フィンランド・オウル大学、情報通信機

構などと連携して、医療用無線BAN(Body Area 

Network)の臨床研究、社会実験、量産化などに関

する研究を強力に推進し、世界トップレベルの研

究を、国際連携および地域連携を視野に入れて展

開し、多くの成果を挙げることが出来ました。

　世界トップレベルの研究は、他にも工学研究院

の学際共同研究として選ばれ、研究院の看板になっ

ています。第2期の学際プロジェクト研究6件が

2011年度に終了したことを受け、外部有識者をお

招きした評価会を実施し、また最終報告会を行い

ました。一方、第3期学際研究プロジェクトが6件

新たに選はれ、2012年度から発足しています。詳

細はこの冊子でも紹介されています（13頁参照）。

多くのプロジェクトは、大型の研究予算を獲得し

た最先端研究であり、さらなる発展が期待されて

います。

　このような世界トップレベル研究の萌芽になる

研究を育成するために、工学研究院では3年間のグ

ループ研究制度を発足させ推進しています。これ

は、何人かの研究者が共同して新しい領域研究を

育てようとするものであり、大きな発展の期待さ

れる研究は上記の学際研究プロジェクトとして引

き上げる仕組みになっています。現在進行中の第3

期グループ研究16件に加え、第4期グループ研究

（2013 ～ 2015）を募集し、2013年4月から5件が

新たに活動を開始しました。

　また、2012年度より、教員が研究を遂行するに

あたり必要な情報を交換する場、学生が研究成果

を発表する場、さらに開かれた議論の場を提供す

る「工学研究院リサーチフォーラム」を発足させ、2

件が活動を開始しています。

　2011年度から全学で優秀研究者表彰が始まりま

したが、2012年度は工学研究院から河野隆二教授

が「社会貢献賞」を、獨古　薫准教授が「奨励賞」を

受賞しました。

競争的な環境の中での研究展開
　教員を競争的な環境の中に置き、かつ業績を上げ

た方には相応しい職位を与えることは、研究大学を

目指す上では不可欠な人事制度です。本学は文科

省の「テニュアトラック普及・定着事業」に採択さ

れてきていますが、2012年度も引き続きこの事業

による若手人材の採用を図りました。また本学の

助教は、他大学の講師相当であったため、必ずしも

当人が研究遂行を行う上での職位呼称としては有

利でなかった点を考慮し、2013年度からこれまで

の助教の職位の呼称を、「テニュアトラック准教授」

としました。今後工学研究院では、すべての新任教

員（特に若手教員）は、テニュアトラック教員とし

て採用され、競争的な環境下で研究に集中し、審査

を経てテニュア教員となって行くという人事方式

が根付いて行くことになります。

　同時にシニア教員が、一時期自己研鑽のためのサ

バティカルを取れるという制度も定着してきまし

た。本年度は西野耕一教授がこれに選ばれました。

グローバルな研究の展開
　これまで、グローバルな研究を工学研究院とし

て組織的に遂行する仕組みはありませんでした。

2012年度から文科省の「頭脳循環を活性化する若

手研究者海外派遣プログラム」に工学研究院が採択

され、材料研究をしている若手研究者を中心に、海

外5大学と組織的に共同研究を実施する試みを始

めました。このプログラムは若手研究者が海外の

大学に留学する形ではなく、本学と海外拠点を行

き来することにより共同研究を推進し、さらに大

学院生も加われるというものです。今後のグロー

バル研究展開の試金石と位置付けられ、成果が期

待されます。 

2013年研究企画経営会議主査 渡邉　正義
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工学研究院 第3期「学際プロジェクト研究」報告

横浜発クリーンエネルギー材料研究によるグリーンイノベーション
渡邉正義  代表

　現代社会を持続的発展が可能な低炭素社会に変革す
ることは喫緊の課題です。本学には、低炭素社会を実
現するために必要な再生可能エネルギーを活用するた
めの鍵となる、クリーンエネルギー材料やシステムの
開発を担う先進的研究グループが多数あり、これらの

力を合わせて研究推進することが本プロジェクトの目
的です。プロジェクトには「よこはまクリーングリー
ン（YCG）プロジェクト」という愛称も付けました。本
学がクリーンエネルギー材料研究の分野で先行してい
る課題である「イオン液体」、「ポーラス材料」、「電極触
媒」などを中心として、グリーンイノベーションに係
わる研究を広く展開します。これら研究の結果創製さ
れるであろう、高性能蓄電池・燃料電池、環境調和型
触媒、グリーン水素製造、新機能材料、物質分離・回
収・リサイクルなどは、持続可能社会を構築するため
の基幹技術としてその重要性は誰もが認めるところで
しょう。また、本プロジェクトは、文部科学省特別経費

（H23-H27）で実施している「グリーンマテリアルイノ
ベーション（GMI）研究拠点：クリーンエネルギー材料
産官学研究会」とも協力して遂行しています。GMIの
研究会の会員に広く大学成果を発信することによる産
官学連携も、同時に進めて行きます。

　第2期学際プロジェクト研究成果報告会・評価会が平成
24年9月27日に本学中央図書館メディアホールにて開催
されました。各プロジェクトの代表者が成果や今後の展開
についてのプレゼンテーションを行い、2名の外部評価委
員から研究目的や研究組織、ならびに学際性、新規性、外部
資金、知的財産、新産業基盤構築などの観点からの研究成
果を評価頂き、それぞれ高い評価を得ました。これらのプ
ロジェクトはそれぞれ第3期学際プロジェクトやYNU研究
拠点等で発展的に継続することが確認されました。

工学研究院 第２期「学際プロジェクト研究」成果報告会

工学研究院第2期「学際プロジェクト研究」一覧
学際プロジェクト研究テーマ プロジェクト代表者

1 持続型社会を担う水素エネルギー 横浜プロジェクト 光島　重徳
松澤　幸一

2 海洋・都市基盤技術のイノベーション 角　　洋一
中村　文彦

3 ナノバイオテクノロジー研究：細胞制御とバイオマーカー 小泉　淳一

4 実装技術創造プロジェクト 羽深　等

5 情報通信による医工融合イノベーション創生プロジェクト 河野　隆二

6 快適未来社会を育むモーションテクノロジーの創生
河村　篤男
高田　一
丸尾　昭二
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生体分析とナノメディスンを目指した革新的デバイス材料技術
一柳優子  代表

　本プロジェクトでは医療・健康・介護をキーワード
にライフイノベーションを目指し、これを支えるため
の材料・デバイス開発や計測技術の革新をはかること
を目的としています。この組織は物理、生物、医学、電
気電子、家政の異分野研究者が集結しており、複合的
なサイエンスの探究と、戦略的なデバイスの共同開発
を実践します。
　現在、薬剤輸送やがん温熱療法（ハイパーサーミア）
に加え、造影効果も得られるようなマルチ機能を持つ
磁気微粒子の開発が進んでいます。同時に疾病予防や

原因究明のための分化過程の計測や、関係物質の分析
方法や評価技術などを確立することで、人類の直面す
る課題を克服することを目指します。
　ノーベル賞受賞者をはじめ、海外からの研究者によ
る講演会もいくつか主催しました。本プロジェクトは
国際的にも注目されています。今後はグローバル化も
視野に入れ、構成員同士の議論を密に重ねて新しい技
術や手法を開発していくつもりです。

先端光科学・光機能材料イノベーション

　本研究院のこれまでの学際プロジェクト研究には、
その一部に ｢光｣ というキーワードを内包するものがあ
りました。しかし、表面に ｢光｣ を出したプロジェクト
はありませんでした。今回、｢光デバイス｣「光機能材料」
｢光生命科学｣「光計測」というそれぞれの研究ベクト
ルに対して、｢光｣ を横糸に新たな視点からの研究を展
開するために、工学研究院の三つの部門から教員が集
まって、共同研究のシーズを発掘し、それぞれの研究
の進展を促すとともに全体としての発展を図ることを
目的に本プロジェクトを企画しました。
　発足にあたって2012年3月29日にキックオフセ
ミナーを開催し、それぞれの研究の紹介を行いました。
各グループの研究概要は以下のようです。
●光デバイスグループ：光の物性制御・光情報の制御・
光エネルギーの制御・光造形
●光機能材料グループ：光を制御する材料の創製・光
による物質の物性や形状の制御
●光計測：超高速光計測・励起状態やラジカルの物性
解明
●光生命科学：光受容膜タンパク質の作用機序解明

横山　泰  代表

　2012年度には、学内の他のプロジェクトと共同して
フランスの若手のレーザー科学研究者のMichel Sliwa
博士（CNRS, Univ. Rille 1）の講演会を行いました。
　また、学内重点化競争的経費による支援を受け、プロ
ジェクト内の若手教員の研究支援を行いました。2013
年度は、すでにいくつかのグループ間で進行している
共同研究・研究協力をさらに進め、拡大し、プロジェ
クト全体のネットワークを強固にして行きます。

磁気ハイパーサーミアとMRI

飛行時間型質量分析
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「スマートヒューマンエンジニアリング」

　現在、機械の設計において、設計から解析までを融
合させ、また、それを加工するプロセスまでを一括し
て行う方法が求められています。また、使用者も機械
と協調し、機械自身も人間と同様な動作をさせる必要
がある機会も増えています。したがって、本プロジェ
クトは、設計から、加工、使用までを効率よく、スマー
トに実施できるシステムを構築することを目的とし
て推進しています。具体的には、①形状モデリングと
FEM解析の融合を利用した加工システム包括的低エネ
ルギー化、②物体マニピュレーションの新たな方法論
とその具現化、③日常動作を高度に支援するシステム
の構築、などを中心に、機械システムを開発すべく、プ
ロジェクトを推進しています。①の成果として、自由
曲面の曲率を直接コントロールし、Isogeometric解析

高田　一  代表

先端的磁気・超伝導理工学の創成

研究の目的と期待
　本プロジェクトは、磁気・超伝導に関する研究をお
こなう本学の優秀な研究者を結集し、有機的に研究活
動を行い、研究活動を通じて新たな理工学教育をも創
成するという目的を掲げ、2012年に第３期学際プロ
ジェクト研究として活動を始
めました。研究グループは物
質開発グループ、物質評価グ
ループ、さらにデバイス開発
グループから構成され、磁気・
超伝導理工学の基盤である物
質の開発から実装に近いデバ
イス開発までを網羅している
ことになります。理学的な研
究活動を行う教員から、工学
的な研究活動を行う教員まで
個性も様々な研究集団です。
それぞれの研究者が、グルー
プで研究を閉じるのではなく、

梅原　出  代表

を用いて曲率を厳密に考慮したFEM手法の開発を行
いました。そのシェルモデルを図１に示します。②の
成果として、力センシング・力制御を必要とせずに物
体を把持する「ケージングベースト把持」手法を開発し
ました。図２に示します。③の成果として、ベッドから
車いすへの移乗の際に介護者の補助となる移乗機器の
製作を行い、テクノトランスファー川崎2012で展示
を行いました。図３に示します。

図1　シェルモデル 図2　プロトタイプハンドによる物体把持

図3　移乗支援機器

お互いの研究をオープンにすることで得られる相乗効
果は極めて大きなものにあるであろうと期待していま
す。また、研究を通して本学の理工学教育をさらに発
展させて行きたいと考えております。是非、皆様方の
応援をよろしくお願いいたします。
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先端技術による医工・文理融合による持続可能な医療社会インフラの創生
－大学間・産学官国際連携による国際標準化・法制化・産業化－

　平成20年度から5年間実施した文部科学省グロー
バルCOEプログラム「情報通信による医工融合イノ
ベーション創生」を工学研究院の学際プロジェクトと
位置づけ、横浜市立大学医学研究科、情報通信研究機
構（NICT）、フィンランド・オウル大学との大学間・産
学官国際連携により、研究教育だけでなく、国際標準
化、法制化を通じた産業化を具現化することができま
した。

本学が誇る先端技術による医工融合イノベーション
　本学の精鋭により、ボディエリアネットワーク（BAN）
をコアとする情報通信（ICT）、デバイス、メカトロニク
ス、生体イメージングの先端工学技術と、先端医科学が
融合し、世界に認知される医療ICTのイノベーション
を本学を中核に構築しました。この科学技術イノベー
ションから近未来の医療社会基盤の実現に必要な標準
化、法制化、産業化に道を開き、社会に貢献しています。

河野隆二  代表

医工融合領域のエキスパート・リーダーの育成
　本プロジェクトのもう一つの魅力であり、成果は、
医学と工学の両方に専門性を極めたリーダーとなり得
るエリートを育成してきたことです。特に、工学と医
学のDouble Degree(博士号）授与者を育成すること
に成功しました。

今後の展望
　グローバルCOEプログラムの平成25年3月の修了
後、これまでの成果を継承発展させ、本学の存在感を
世界にアピールし続けることが、本学、日本の将来に
重要であると考えます。新たな研究資金獲得も含め、
さらなる発展を目指します。

http://gcoe.mict.ynu.ac.jp/
http://www.mict.ynu.ac.jp/

先端技術よる医工融合イノベーション成果

1 超広帯域（UWB）無線によるBANの国際標準化（IEEE802.15.6）成立、産業化

2 MRI（磁気共鳴画像診断装置）によるImplantハイパーサーミア（癌温熱治療） 

3 抗癌剤感受性，癌幹細胞の研究とナノメディシンへの展開

4 生体センサへのフォトニック結晶集積回路の発展

5 インプラントナノセンサロボットへの光駆動マイクロマシンの応用

6 超高速超伝導デバイス、単一磁束量子ICの生体分子質量分析器への展開

7 BAN用アンテナ・無線モジュール・スマートスーツ・無線給電システムの研究

8 医療福祉のための強化学習アルゴリズム応用（知的車椅子・情報轍）

9 カーボンナノチューブを用いたナノバイオテクノロジー（タンパク質分子選別） 

10 医療支援のための実世界ハプティクス（触覚）技術の臨床研究
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グループ研究一覧

工学研究院第３期グループ研究一覧（2011-2013）
グループ研究テーマ 代表者
1 光ナノ計測 武田　　淳
2 アクティブマテリアルを用いたスペースデブリキャッチャーの開発 中尾　　航
3 工学的応用を目指した高Ｊｃを有する超伝導体の開発 上原　政智
4 新機能を指向する光応答材料の創製と機能解析 横山　　泰
5 固体表面上のアミノ酸配列のダイナミクス 田中　正俊
6 Si高指数面における極薄酸化膜形成過程の解析 大野　真也
7 細胞膜中機能性生体分子の構造生物学的研究 内藤　　晶
8 環境微生物の金属循環に関わる構造と動態研究 小泉　淳一
9 バイオ・分析・計算機化学・ナノテクの統合アプローチによる糖鎖の構造と機能化研究 上田　一義
10 高分解能固体ＮＭＲを用いた規則性多孔質材料の構造解析 窪田　好浩
11 超高性能光制御デバイスの研究開発 荒川　太郎
12 ハプティックモバイルロボットの高度運動制御に関する研究 下野　誠通
13 ナノ・グリーンテクノロジー 大矢　剛嗣
14 マルチエージェント技術を用いた地域エネルギーシステムの電力取引支援システムの研究 大山　 力
15 BANシステムを活用した人体統合モデリングと医療への応用に関する研究 杉本　千佳
16 固体高分子形燃料電池内の熱物質輸送の最適化による性能向上 荒木　拓人

工学研究院第４期グループ研究一覧（2013-2015）
グループ研究テーマ 代表者
1 放射線の見える化 榊原　和久
2 多孔質触媒材料の高分解能固体NMRによる構造解析 窪田　好浩
3 量子ウォークの数理的構造に関する研究 今野　紀雄
4 先進アディティブ・マニュファクチャリング 丸尾　昭二
5 可変重力場における粒状体―機械系の力学試験法の開発 尾崎　伸吾

YNU研究拠点一覧

平成23年度認定
YNU研究拠点名称 研究テーマ 研究グループ代表者
1 海洋環境保全のための船舶関連技術研究拠点 バラストフリー船の研究開発 荒井　　誠

2
光応答先端材料研究拠点
Ray-Lite（Research Association in Yokohama for
Light-Triggered　Events）

新機能を指向する光応答材料の創製と機能解析 横山　 泰

3 人機能再建のための工学支援研究拠点 人機能再建のための工学支援に関する研究 高田 　一

4 宇宙環境利用科学研究拠点 宇宙環境を利用した物質科学および生命科学の研究
実施に向けた検討および準備実験 小林　憲正

5 実海域再現水槽を利用した航空機の着水実験研究拠点 航空機の不時着水、飛行艇の着水に関する実験的研
究 平川　嘉昭

6 光ナノ計測研究拠点 超高感度光ナノ計測システムの開発 武田　　淳

7 先端超伝導材料・デバイス研究拠点 新規超伝導材料・デバイスに関する研究と応用への
展開 吉川　信行

8 低温物性研究拠点 極低温物性測定装置の開発と共同研究拠点化 鈴木　和也

9 ナノ物性物理とバイオの融合研究拠点 ナノ精度生体分子イメージングを目指した磁性微粒
子の特性研究 一柳　優子

10 ロボティクス・メカトロニックス研究拠点
Robotics and Mechatronics Research Center（RMRC） ロボティクス・メカトロニクス最先端技術の開発研究 藤本　康孝

11 グリーン水素研究拠点 再生可能エネルギーを基盤とする高高度エネルギーシス
テムを構築するための材料、システム及びネットワーク 光島　重徳

12 情報通信による医工融合イノベーション創生（G-COE拠点）
世界最先端の情報通信技術（ICT）と社会的な要請の
高い先端医療を融合する新領域「医療ICT」を中心と
した研究

河野　隆二

平成24年度認定
YNU研究拠点名称 研究テーマ 研究グループ代表者
1 よこはま高度実装技術研究拠点 エレクトロニクス高度実装技術研究開発 羽深　等

2 先進医療のための法・工学融合研究拠点 医療問題の法的・科学的対策の研究 河野　隆二

※24年度の河野先生は　未来情報通信医療社会基盤センターとして
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　平成25年2月6日（水）、附属図書館メディアホールにお
いて、工学研究院第３期学際プロジェクト研究「生体分析と
ナノメディスンを目指した革新的デバイス材料技術」主催
の特別講演会として、巨大磁気抵抗効果（GMR）の発見と
革新的スピンエレクトロニクス・デバイスの創生により、
2007年度ノーベル物理学賞を受賞されたペーター・グリュ
ンベルグ先生による「Nanomaterials and their role in 
improving energy efficiency and sustainability」の特別
講演が行われました。「ハードディスクの父」と呼ばれてい
る先生は３年前にも一度、本学を訪れています。近年は医
療応用にも目を向けられ、我々の研究プロジェクトに大い
に興味を持ってくださり、今回２度目の来訪が実現しまし
た。当日は大雪の予報が出ており、開催が心配されました
が横浜はみぞれにとどまり、グリュンベルク先生も運行し
ている電車を乗り継いでいらしてくれました。悪天候で寒
い中でしたが、学外や北海道からも聴講者が集まりました。
講演にヒントを得て新たなアイデアが浮かび、講演中に計
算を始める教員もいました。講演後は学生たちとの写真撮
影に応じるなどなごやかなひとときとなりました。

ノーベル賞受賞者Peter Grünberg博士講演会

工学研究院リサーチフォーラム一覧

工学研究院リサーチフォーラム一覧
工学研究院リサーチフォーラム組織名称 組織代表者
1 ナノリサーチクラブ 窪田　好浩
2 学際若手サロン 山梨　裕希
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区分 研究題目 代表者 金額 研究期間

総務省 医療等社会システムのセキュリティ・デペンダビリティを確保維持する
マルチレイヤICTの研究開発 河野　隆二 34,801 2012~2013

独立行政法人科学技術
振興機構

イオン液体を用いた蓄電デバイスのグリーンイノベーション 渡邉　正義 24,050  2012~2015
電気化学的手法による界面反応メカニズム解析 獨古　　薫 14,170 2012~2015
高強度鋼板の塑性変形に伴う軟質分散粒子のヘテロ→ホモ構造変化の有
用性評価 諸岡　　聡 5,774 2012~2013

超微細粒強化と時効析出強化を並立させる新規アルミニウム合金展伸材
の開発とその合金設計指導原理の確率 廣澤　渉一 9,782 2012~2013

単一磁束量子算術演算ユニットの開発 吉川　信行 9,750 2012~2013
Security WeaverとPスクリプトによる実行中の継続的な安全確保に
関する研究 倉光　君郎 83,330 2008~2014

自己治癒機能を有する革新的セラミックスタービン材料の開発 中尾　　航 9,490 2012~2015

独立行政法人新エネル
ギー・産業技術総合開
発機構

固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発/基盤技術開発/酸化物系非
金属触媒 太田健一郎 68,378 2010~2015

グリーン・サスティナブルケミカルプロセス基盤技術開発/触媒を用いる
革新的ナフサ分解プロセス基盤技術開発/高性能ゼオライト触媒を用いる
革新的ナフサ分解プロセスの開発

窪田　好浩 30,000 2009~2014

イオン液体を用いた常温作動ナトリウム-硫黄電池の開発研究 獨古　　薫 6,240 2011~2013
独立行政法人情報通信
研究機構 革新的光通信インフラの研究開発 國分　泰雄 7,335 2011~2016

日本電信電話株式会社 革新的ファイバ技術の研究開発　課題イ-2　Fan-out導波路の設計技術 國分　泰雄 7,854 2010~2013
国立大学法人徳島大学 リグニンのエポキシ樹脂変換に係る実証 高橋　昭雄 5,200 2012~2013

計 316,154

　この表は科学研究費補助金をはじめとする政府関係の特
に大型（5,000千円以上）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、寄附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27頁をご覧下さい。
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。橫浜国立大学のホーム
ページhttp://www.ynu.ac.jp/ から研究者総覧をご覧
下さい。

2012年度文部科学省・日本学術振興会科学研究費補助金（5,000千円以上） （単位：千円）

種目 研究課題 代表者 金額 研究期間
基盤研究(S) 波長チャネル制御を用いる半導体マイクロリングプロセッサの研究 國分　泰雄 17,420 2008~2012
基盤研究(S) 断熱モード単一磁束量子回路の導入によるサブμＷマイクロプロセッサの研究 吉川　信行 47,970 2010~2014
基盤研究(S) ナノスロットレーザの極限的な光局在を利用する超高感度バイオマーカーセンサ 馬場　俊彦 48,360 2012~2016
基盤研究(A) 高効率高電力密度チョッパによる可変速駆動系の省エネルギー化の研究 河村　篤男 6,630 2010~2012
基盤研究(A) 船舶海洋構造物のdurability評価手法の高度化 角　　洋一 10,140 2010~2013

基盤研究(A) マイクロステップ光学素子を用いた１ショット広帯域実時間イメージング分光法
の開発 武田　淳 16,250 2011~2014

基盤研究(A) コンプレックスプラズマ中の帯電微粒子とプラズマの相互作用がもたらす物理現象 石原　修 13,650 2011~2013
基盤研究(A) イオン液体を用いたソフトマテリアルの創成 渡邉　正義 15,470 2011~2013
基盤研究(A) スパイラルモータを用いた人に優しい運動支援システムの基盤技術開発 藤本　康孝 15,860 2012~2015
基盤研究(B) 立体配座制御に基づく高性能フォトクロミック化合物の創製 横山　泰 6,760 2011~2014
基盤研究(B) 磁性ナノ粒子の発熱機構と培養細胞中の存在形態の評価分析法の開発 竹村　泰司 6,630 2011~2013
基盤研究(B) 化学合成した量子ドットを用いる量子光学固体素子の製造技術の研究 向井　剛輝 10,140 2012~2014
基盤研究(B) 固体表面構造制御を用いた生体分子識別の素過程解明 荻野　俊郎 9,620 2012~2014
基盤研究(B) 超低電力・多波長同時制御マイクロリング・マッハツェンダー光スイッチの開発 荒川　太郎 9,100 2012~2014
基盤研究(B) 大スケール表面張力流の不安定性と動的界面変形の影響 西野　耕一 6,110 2012~2014
若手研究(A) 流動によるコロイド結晶の形状制御と新しい光機能性材料への応用 金井　俊光 8,190 2010~2012

若手研究(A) 低侵襲性外科手術シミュレータのための多自由度鉗子型ハプティックシステムの
開発研究 下野　誠通 7,020 2011~2013

若手研究(A) 大容量かつ省エネルギーを実現する先進的通信システムの創出 落合　秀樹 6,890 2011~2014
新学術領域研究

（研究領域提案型） 光照射固体NMRによる光受容タンパク質の活性中間体の構造機能相関の解明 内藤　晶 5,070 2012~2013

計 267,280 

2012年度政府関係機関との受託研究・受託事業（5,000千円以上） （単位：千円）

工学研究院の教員が2012年度に代表者として取得した科学研究費補助金及び政府関係外部資金（5,000千円以上）



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月に表記包括協定を締結しました。こ
れは、フランスのCNRSがコアとなって日仏中露独の5 ヵ
国の光応答分子材料に関する研究分野を活発化させるため
に、国際共同研究および情報交換を密に行おうという事業
に関連する協定です。5 ヵ国それぞれにある研究組織を束
ねてPHENICSという国際共同研究組織を作り、活動を行っ
ています。3大学の表記包括協定が日本国内の21大学25
研究グループからなる組織JANET PRESSのコアとなって
います。2011年度、2012年度は工学研究院の横山　泰教
授が日本の代表を務めました。
　2012年度の活動として、11月28日から12月1日まで
フランスのナントで開催されたPHENICSのシンポジウム
に参加しました。総勢90名の参加者のうち日本人は22名

PHENICSシンポジウムで、Nantes市によるレセプショ
ンで答礼を述べる横山教授 Université de NantesにおけるPHENICSシンポジウム参加者の集合写真

　2013年4月1日より3年間にわたり、（株）京三製作所
の助成により、京三先端技術共同研究講座が共同研究推進
センターに開設されました。共同研究講座の概要は以下に
要約できます。半導体プロセスなどの製造装置はプラズマ
を利用して各種デバイスの成膜を行います。製造条件に
よってこのプラズマ放電が不安定になり、品質の低下を招

きます。そこで、製造条件変化などの外乱に対してもプラズ
マが安定に保たれるような先端技術の研究を行います。こ
の研究講座には、京三製作所から譲原逸男氏が特任教員（教
授）として就任し、工学研究院の教員と共同研究を遂行する
と同時に、ご厚意で理工学部のパワーエレクトロニクスの
講義を行っていただいています。

本学で最初の共同研究講座設置

で、本学からは横山教授と学生1名が参加しました。
　3大学包括協定の活動の一環として、｢光応答分子材料に
関する3大学共同セミナー｣ を2013年3月25日、26日に
京都で開催しました。横山教授、生方准教授が講演し、本学
から参加した学生8名のうち2名が口頭発表により話題を
提供しました。
　さらに4月26日には、青山学院大学相模原キャンパスに
おいて、日仏共同国際シンポジウムJF-SYMPHONIA2013
を3大学包括協定の後援によって開催しました。本学から
は横山教授の講演と学生2名のポスター発表があり、他に
生方准教授、菊地准教授、学生7名が参加しました。
　2012年には、本学から日仏の共同研究に立脚する論文
発表が2件ありました。それぞれImpact Factor 4.564、
6.378の雑誌です。2013年9月にはベルリンでPHENICS
のシンポジウムが再び予定されており、国際共同研究のさ
らなる活発化を目指します。
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●コマツとの包括協定による共同研究
　コマツとの包括協定を平成16年9月に締結して以来、次
世代建設機械を目指して、ICT（情報通信技術）分野と基盤
コンポーネント分野の２大分野で共同研究を実施していま
す。コマツ・横国大それぞれの統括担当者が、テーマ選定を
はじめとするプロジェクト管理を行い、本学教員とコマツ
担当者が密接に情報交換を行って共同研究を活発に進めて
います。年２回、連携協議会を開催して中間報告を行い、コ
マツ・横国大の両者から講評と評価を受け、研究計画の見
直しに活かしています。大学にとって産学連携は社会貢献
の一環であり、新しい研究課題の発見や、学生への教育機
会の提供にもつながっています。

大学間包括協定による教育研究の推進

情報通信技術による超大型ダンプトラックの無人運転

　教育、研究、地域連携の各トピックをご紹介します。

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

　これまでの学部生対象に加え、大学院博士課程前期学生
対象の副専攻プログラム『地域創造科目』が開設されまし
た。その必修コア科目「地域創造論」では、「文理融合」を念
頭に、教員および行政の
方による地域課題に関す
る講義が行われ、それを
踏まえて学生が文理融合
のグループで各課題に対
するリサーチや解決策を
まとめ、発表・提言を行
いました。本科目に専門
型関連科目、実践型関連
科目を併せて8単位以上
を修得すると、修了証が
取得できます。

　　　地球環境未来都市研究会が
　　　発足しました
研
究

教
育
　　　大学院副専攻プログラムが
　　　新規開設されました

　横浜市、都留市の行政をはじめ、企業、研究所、他大学と
連携して、地球環境時代の都市づくりの研究企画を行うコ
ンソーシアム、地球環境未来都市研究会が7月25日に発足
し、横浜市開港記念会館で設立記念シンポジウムが開催さ
れました。
　　　自治体との協定を
　　　締結しました
地
域
連
携

　5月20日に山梨県都留市と包括連携協定を、2月19日
に横浜市保土ヶ谷区と連携協力協定を締結し、活発な連携
活動が始まりました。
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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 2013年5月1日現在
締結先機関名 締結日
株式会社IHI 2004. 4. 1
独立行政法人情報通信研究機構 2004. 4. 1
株式会社小松製作所 2004. 9. 1
日本発条株式会社 2004. 9. 1
株式会社日立製作所 2005. 6.13
日産自動車株式会社 2006. 2.14
公立大学法人横浜市立大学 2006. 3. 1
独立行政法人港湾空港技術研究所 2006. 7. 1

締結先機関名 締結日
独立行政法人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
株式会社国際電気通信基礎技術研究所 2008. 3. 4
社団法人海洋産業研究会 2008. 5.15
独立行政法人海洋研究開発機構 2010. 1.27
奈良先端科学技術大学・青山学院大学 2011. 3. 1



模擬講義のテーマ

●2012年度オープンキャンパス

　2012年度オープンキャンパスを、8月5日（日）～ 6日
（月）に開催しました。来場者数は2日間で約16,000名、理
工学部関連行事への来場者数は昨年とほぼ同数の約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。

高等学校を対象とした取組

学科 ＥＰ テーマ 講師

機械工学・材料系学科
機械工学EP 流れの力学とその応用 松井　　純

材料工学EP 材料工学教育プログラムが牽引する材料と未来社会 八高　隆雄

化学・生命系学科 身近な材料のミクロの世界 多々見純一

建築都市・環境系学科

建築EP 環境と建築 大野　　敏

都市基盤EP
橋を科学する 勝地　　弘

交通渋滞はなぜ起きる？ 田中　伸治

海洋空間のシステムデザイン
EP

海洋工学の可能性 村井　基彦

航空機宇宙機の飛ばし方 樋口　丈浩

地球生態学EP
自然災害と自然撹乱 森　　　章

古今東西：生物多様性と裁判 及川　敬貴

数物・電子情報系学科

数理科学EP
遠い・近いを数学すれば 寺田　敏司

色の数理と心理 岡嶋　克典

物理工学EP 先端レーザーが切り拓く21世紀の新しいサイエンス 武田　　淳

電子情報システムEP ディジタル技術が創る世界 市毛　弘一

情報工学EP
言語情報処理と高度Web利用 森　　辰則

インターネットのセキュリティ 吉岡　克成
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模擬講義の様子

学部説明

模擬講義のテーマ



公開講座の開催
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　また、高等学校から本学への来訪は３６件あり、そのうち理工学部担当の教員が対応したものは次のとおりです。 

　工学研究院では、2012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 受講者数

第６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１６日（月・祝）
８月２５日（土） 高校生（一般の方も聴講・見学可） 167

実践機器分析基礎講座（１）
機器分析を利用した有機分子構造解析の実際
―機器の選択とアプローチ―

８月２３日（木）～２４日（金） 一般の方・技術者の方・大学生・大学院生 4

持続可能な水道システムの確立
産学公連携による水道システムの高度化 ８月３０日（木）～３１日（金） 一般の方・技術者の方・大学生・大学院生 79

―講義・実習を通じて学ぶ―
材料の劣化とその対策 ９月３日（月）～７日（金） 一般の方・技術者の方 27

実践機器分析基礎講座（２）
電子線を用いる固体試料の観察及び分析 ９月６日（木） 一般の方・技術者の方・大学生・大学院生 4

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１３日（木）～１４日（金） 一般の方・技術者の方 3

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― ９月２７日（木）～２８日（金） 一般の方・技術者の方 4

―実験実習を通して学ぶ―
センサの原理と利用法

１０月１７日（水）～１９日（金）
１１月１５日（木）～１６日（金）
１２月１２日（水）～１４日（金）

一般の方・技術者の方 2

高校生向けバイオ実験体験講座 １２月２２日（土） 高校生 12

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２４日（木）～２５日（金） 一般の方・技術者の方 5

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１４日（木）～１５日（金） 一般の方・技術者の方 3

高校への出張説明会・模擬講義
　2012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42件あり、そのうち、次の高等学校において、
理工学部を担当する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。

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21日 2年生 10

県立七里ヶ浜高等学校（水槽施設見学） 10 月2 日 2年生 36

山梨県立吉田高等学校（構造実験棟・水槽施設見学） 10月11日 1年 42

県立横浜平沼高等学校（構造実験棟・水槽施設見学） 10月18日 1年 58

県立松陽高等学校（構造実験棟・水槽施設見学） 10月29日 1年 46

県立市ケ尾高等学校（構造実験棟・水槽施設見学） 11月12日 2年生 40

県立光陵高等学校（水槽施設見学） 12月6日 1・2年 69

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26日 2年生 33

鎌倉学園高等学校 7月17日 2年生 32

鎌倉学園高等学校 7月19日 3年生 65

静岡県立沼津東高等学校 10月20日 2年生 29

県立多摩高等学校 11月8日 2年生 30

県立座間高等学校 11月13日 1・2年生 28

県立光陵高等学校 12月20日 2年生 32

東京都立小石川中等教育学校 12月20日 1・2年生 34



　工学研究院では、2012年2月にオストラバ工科大学との大学間交流協定を更新、2013年5月にアーヘン工科大学との部局
間交流協定を締結しました。

大学交流協定、部局間交流協定の締結

　ポーランドとの国境に近いチェコ共和国第3の都市、オ
ストラバ市にあるオストラバ工科大学（以後チェコでの略
記に従いVŠBと記す）と本学との交流は、VŠBの現在の研
究担当副学長であるBohumir Strnadel教授が1999年に
生産工学科の白鳥研究室に客員教授として8カ月滞在され
たことが始まりです。
　オストラバ市は 19 世紀後半の中欧における鉄鋼生産
拠点の一つであり、そのためオストラバ工科大学には、
チェコ共和国で唯一の金属工学科（英語表記はFaculty of 
Metallurgy and Materials Engineering）が 設 置 さ れ て
います。Strnadel教授は金属工学科の教員でもあります。
2003年には、締結されたばかりの大学間交流協定を背景
にVŠBからの修士課程修了者二名を国費留学生として白鳥
研究室と福富研究室にそれぞれ一名、博士課程後期進学を
前提として受け入れました。
　このような学生受け入れと併行して、2004年にはオスト
ラバ工科大学と本学とで”New Methods of Damage and 
Failure Analysis of Structural Parts”のワークショップ
を立ち上げました。このワークショップには、以前は白鳥
正樹教授をはじめ遠藤孝雄教授（生産工学科）や安藤柱教授

（物質工学科）の諸先輩が、そして現在は、chairmanの一
人である福富洋志教授の他、材料評価分野の于強教授、金
属疲労分野の梅澤修教授、表面改質分野の長谷川誠准教授
が多数の大学院生と共に主要メンバーとして参加していま
す。2012年9月に開催された第5回ワークショップにはゲ
ストとして石原修工学研究院長が招待され、VŠB学長との
懇談等を通して交流を深めました。
　ワークショップは協働活動の中心的事業ですが、このほ
かにも大学間交流協定締結以来、VŠBを訪問しての特別講
義、本学来訪時のVŠB教員による特別講義、工学研究院か
ら支援をいただいた博士課程後期進学へのワークショップ
の共催、双方あわせて計6名になる研究を目的とする2 ヶ
月程度の学生のショートステイなど多様な事業を行ってい
ます。また、この間VŠBの学長、副学長が何度も本学に来
訪され、大学執行部レベルでの交流も進んでいます。

　このような交流はJSPSによるチェコ共和国との二国間
交流事業・共同研究への採択を経て2012年度の頭脳循環
を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム（いわゆ
る頭脳循環プログラム）申請課題「グリーンマテリアルイノ
ベーションを実現する国際性豊かな若手研究者養成」の採
択にもつながりました。
　長年にわたる両大学間の交流は在チェコ日本国大使館
の関心を呼び、2012 年開催の第 5 回 ”New Methods of 
Damage and Failure Analysis of Structural Parts”ワー
クショップには大使館の代表者が参加しました。
　中欧の工業国家として存在感を増しつつあるチェコ共和
国の大学との交流は、これからますます重要になると考え
られます。頭脳循環プログラムを推進しているグリーンマ
テリアルイノベーション研究拠点でも、産学官連携の拡大
活動の一つとしてVŠBとの協働を重視しており、今後これ
まで以上に多様なチャンネルで充実した国際連携が進むも
のと考えられます。

ワークショップでのStrnadel副学長による開会挨拶、中央にオスト
ラバ工科大学Ivo Vondrák学長、その右側に在チェコ日本国大使館
大野純一氏、右端は福富洋志教授
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チェコ共和国オストラバ工科大学との学術交流
教育・研究・社会展開のパートナーとして材料工学分野で協働



メインビルディング

学生センター（Super C）

　アーヘン工科大学にはいわゆるキャンパスは無く、各
研究機関の建物が市内中心部の西側に点在しています。
Templergraben 55という大学の住所は、市内中心部にあ
るメインビルディングのものです。近年は、その隣にガラ
ス張りの学生センター（Super C）が建設され、歴史ある建
物と近代的な建築物とが並列するコントラストの妙を醸し
出しています。
　今回の協定が、アーヘン工科大学との益々の学術交流に
結びつくよう願っております。
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　アーヘン工科大学は 9学部、260の研究機関から構成さ
れており、学生数約3万6千人のドイツでも有数の工科系
大学です。本学とは1986年に大学間交流協定を締結し、
1995年に大学院工学研究科（当時）とアーヘン工科大学機
械工学部門の間で学生交流覚書を取り交わしました。今回
の交流協定更新は、2012年に本学学務部教務課の職員の
方がアーヘン工科大学を訪問されたことを契機として話が
進み、アーヘン側が本学JOYプログラムに関心を持ってい
ることもあり、学部までを含んだ協定見直しとなりました。
最終的には、本学の工学府、環境情報学府、都市イノベー
ション学府、理工学部と、アーヘン工科大学の機械工学部
門、建築部門の間で、2013年5月に部局間協定が締結され
ました。

アーヘン工科大学との部局間交流協定の締結
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●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

上海交通大学 （中国） 1992.10.29 ～ 2017. 4.19
サンパウロ大学 （ブラジル） 1983.11.28 ～ 2015. 9.15
パリ・中央工科大学 （フランス）  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 ～ 2010. 8.14
アーヘン工科大学　※2 （ドイツ）  1986. 6. 9 ～ 2013. 7.11
デルフト工科大学  （オランダ） 1996. 7. 4 ～ 
ソウル市立大学校 （韓国） 1998.12.11 ～ 2013.12.10
オストラバ工科大学 （チェコ） 2003. 2.13 ～ 2018. 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 （韓国）  2005. 1.18 ～ 2015. 1.18
モントリオール工科大学　 （カナダ）  2005. 3. 1  ～ 2015. 2.28
天津大学 （中国） 2005. 8.16 ～ 2015. 8.15
延世大学 （韓国） 2006.10.17 ～ 2017.10.16
サザンプトン大学 （イギリス） 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 （韓国） 2007. 5. 2 ～ 2017. 5. 1
タマサート大学 （タイ） 2008. 2.22 ～ 2018. 2.21
大連理工大学 （中国） 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）  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
プリンスオブソンクラ大学 （タイ） 2012. 4. 4 ～ 2017. 4. 3
昌原大学校　※2 （韓国） 2013. 2. 1  ～ 2018. 1.31
クイーンズ大学キングストン校 （カナダ）   ～  

●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

釜慶大学工科大学 （韓国） 1995. 9.14 ～ 2005. 9.14
キングモンクート工科大学トンブリ校工学部 （タイ） 1995.11.14 ～ 2005.11.14
ソウル市大学校工科大学　※1 （韓国） 1996. 6.26 ～ 2016. 6.25 
モナシュ大学理学部 （オーストリア）  1996. 6.20 ～ 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） 1999. 1.27 ～ 2009. 1.27
ソウル国立大学校工科大学 （韓国） 1999. 3.27 ～ 2015. 3.28
タマサート大学国際工学部 （タイ） 1999. 4.20 ～ 2004. 4.20
国立釜山大学校工科大学　※1 （韓国） 2006. 7.17 ～ 2016. 7.16
クロード・ベルナール・リヨン第1大学 （フランス） 2001. 1.15 ～ 2006. 1.15
清華大学化学工程系 （中国） 2001. 8. 1 ～ 2011. 7.31
清華大学機械工程学院 （中国） 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 ～ 2018. 1.13
南洋理工大学理学院 （シンガポール） 2008. 3.25 ～ 2018. 3.24
昌原大学校大学院　※2 （韓国）  2008. 4.22 ～ 2013. 4.21
昌原大学校工科大学　※2 （韓国） 2008. 4.22 ～ 2013. 4.21
北京大学工学院 （中国） 2011. 7. 7 ～ 2016. 7. 6
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
アーヘン工科大学 （ドイツ） 2013. 5.10 ～ 2018. 5. 9

※1：5年毎の自動更新
※2：大学間（又は部局間）交流協定を部局間（又は大学間）交流協定に変更



所属教員数　              2013年5月1日現在　（　）内は前年5月1日現在

研究部門 教授 准教授 講師 助教 特別
研究教員 研究教員 助手 客員 *

機能の創生部門  24（25） 26（20） 3（3） 0（5） 7（8） 3（4） 1（1） 4（6）

システムの創生部門 18（18） 12（11） 3（3） 0（2） 2（2） 5（5） 0（0） 2（4）

知的構造の創生部門 25（26） 24（21） 1（1） 0（3） 7（8） 6（5） 3（3） 4（3）

合計 67（69） 62（52） 7（7） 0（10） 16（18） 14（14） 4（4） 10（13）
※連携講座の客員教授・客員准教授

所属大学院生数　        2013年5月1日現在　（　）内は前年5月1日現在

専攻
（コース）

博士課程前期
学生数

博士課程後期
学生数

機能発現工学専攻
（先端物質化学、物質とエネルギーの創生工学） 203（194） 37（42）

システム統合工学専攻
（機械システム工学、海洋宇宙システム工学、材料設計工学） 248（244） 52（41）

社会空間システム学専攻※
（建設システム工学、建築学） 3（12） 11（18）

物理情報工学専攻
（電気電子ネットワーク、物理工学） 303（294） 52（51）

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　909（896） 757（744） 152（152）

所属学部生数　　　　2013年5月1日現在　（　）内は前年5月1日現在

学科 学生数 第二部学生数

生産工学科 175（336） 6（6）

物質工学科 185（339） 3（3）

建設学科
（都市基盤コース、建築学コース、海洋空間のシステムデザインコース） 160（301）

電子情報工学科 184（346）

知能物理工学科 119（211）

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　 832（1,542） 823（1,533） 9（9）

所属学部生数　　　　2013年5月1日現在

学科
機械工学・材料系学科

（機械工学EP、材料工学ＥＰ）

化学・生命系学科
（化学ＥＰ、化学応用ＥＰ、バイオＥＰ）

建築都市・環境系学科
（建築ＥＰ、都市基盤ＥＰ、海洋空間のシステムデザインＥＰ、地球生態学ＥＰ）

数物・電子情報系学科
（数理科学ＥＰ、物理工学ＥＰ、電子情報システムＥＰ、情報工学ＥＰ）

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　 

2012年度 2011年度 2010年度
件数 金額 件数 金額 件数 金額

運営費交付金 － 625,214 － 733,073 － 894,150
科学研究費補助金 114 451,938 97 400,400 98 419,860 

GCOE経費 1 150,444 1 146,418 1 162,380
その他の補助金 7 14,428 5 26,674 5 41,061 
共同研究費 147 218,656 152 192,721 137 172,540 
受託研究費 42 355,211 48 444,018 44 329,412 
寄付金受入額 139 116,155 145  117,479 154 137,638 

合計 450 1,932,046 448 2,060,783 439 2,157,041

工学研究院
工学研究院に関わる教員によ
り構成される組織で、3部門
からなり、所属教員総数180
名の内訳は右表の通りです。

工学府
工学に関わる大学院教育を行
う組織で、4専攻（9コース）
からなり、在籍学生総数909
名の内訳は右表の通りです。

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
境情報研究院、都市イノベー
ション研究院の教員の協力も
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39（44）名、技術部に所属する技術職員は27（25）名です。

（2013年5月1日現在　（　）内は前年5月1日現在）

人件費を除く教育研究費（単位：千円）

工学研究院の教育研究費（人件費を除く）の過去3カ年の財務状況（決算）は下記のとおりです。

※在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとします。

※在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとします。

理工学部
工学及び理学に関わる学部教
育を行う組織として工学部等
を改組し平成23年4月に設
置された組織です。4学科13
教育プログラム（EP）より構
成され、在籍学生総数は右表
のとおりです。

学生数

430（287）

559（366）

497（333）

871（594）

2,357（1,580）
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