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刊行にあたって

２００４年４月 全国の国立大学が一斉に法人化致しました。

各大学は２００４年をスタートとする６年間の中期目標・中期計画を立て、文部科学省に

提出すると共に社会に公開して、各大学の理念・教育・研究・社会貢献および組織運営

等に関する方針について説明責任を果たすことが求められるようになりました。目標期

間中の各年度毎の実績についても文部科学省に提出して評価を受けた後に本学のホ

ームページ上に公開されることになっております。

工学研究院ではこれを機会に、工学研究院／工学府／工学部の一年間のアクティビ

ティを皆様にお伝えする年報を発刊することに致しました。

編集方針としては、この一年間に実施した諸事業等を網羅的に記述するのではなく

（これについては別途平成１６年度事業報告が公開されています）、教育・研究・社会／

国際貢献・組織運営の各項目について、工学研究院のこの一年の活動を特長づける事

柄をトピックスとして抽出し、そのエッセンスを紹介するという形式をとることに致しました。

本報告書をパラパラとめくっていただいて、工学研究院のこの一年の歩みを大把みに御

理解いただくことを主たる狙いにしております。さらに詳しい内容を知りたい方は、関連

のホームページ＜http://www.ynu.ac.jp/ynu/index_top.html＞をのぞいていただ

くことをお薦めします。

本報を御一読されて、工学研究院の歩みについて御感想・御意見等ありましたら是非

お寄せ下さるようお願い致します。

工学研究院長 白鳥正樹

工学研究院ハイライト2004
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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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本学の工学系教育は、工学及びこれに関連した

広範な領域で国際的に活躍できる実践的かつ創造

的な技術者・研究者を育成することを目標にしてい

ます｡豊かで持続的な人類社会の維持発展に寄与

するために、工学部においては工学の基礎的素養

育成を、大学院博士課程前期においては工学の専

門的素養育成を、更に、大学院博士課程後期にお

いては自ら目標を設定し、それに到達する過程を切

り開くことができる人材の育成を教育目標としてい

ます｡

工学研究院には、部局化以来、研究院長の諮問

機関として企画経営会議があり、この元で、教育企

画経営会議は工学府並びに工学部の教育に関す

る基本的な方針を審議しています｡ここでは、中期

目標・中期計画における教育理念に基づいた各施

策の整合性、将来構想、教務・厚生、教養教育等

の調整も行っています｡

本学の法人化初年度（平成16年度）には、学部に

おいては教育の実質化に努力しました｡GPA制度の

導入やJABEEの受審・認証獲得がその表れです｡

大学院の教育においても、大学院博士課程前期に

おける教育の実質化、例えば、専攻共通科目の再

編、カリキュラム樹系図の作成と履修指導などが検

討されました。更に、専攻の枠を超えた教育として、

幾つかの挑戦が試みられています｡地域交流科目、

市大との交換講義、高度リスクマネージメント技術者

育成ユニットなどがそれに当たります｡これらは、本

工学府の教育を今後更に発展させて行く、即ち、専

門の深さを保ちつつその幅を広げる方向、を示唆し

ているものと考えます｡

FD活動、IT施設の充実、講義棟・実験設備、食

堂・トイレその他学生の生活空間の整備も学生の視

点に立った教育改革として重要な課題となっていま

す｡しかし、ここに所属する教員一人ひとりが、世界

に通用する研究に、社会貢献に、そして、地域との

交流に実績をあげ、自信を持って輝いていることこそ

が大学教育にとって最も重要な環境であるというこ

とは言うまでもありません｡それらを構築していくこと

により、法人化後の国立大学のひとつである本学が

更に発展し、確固たる地位を築くものと考えます｡

工学部主事　　　　　
教育企画経営会議主査

青木博文

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



3

教
育
の
ハ
イ
ラ
イ
ト

１●　ユニットの目的と概要

リスクマネジメントの手法を的確、かつ総合的に適用

し、各種の安全問題に対し高度な意思決定ができる人材

を育成するため、大学院レベルの教育プログラム｢高度リ

スクマネジメント技術者育成ユニット(以下本ユニット)｣を

安心・安全の科学研究教育センターを拠点として開設し

ました。これは、文部科学省科学技術振興調整費による

平成16年7月1日から平成21年3月31日まで5年間の

教育プログラムです。本ユニットでは工学技術と人文・社

会科学の両面から多角的に問題を捉え、学生自らがリス

ク分析の先進的な技術の実習を行い、演習・討論等によ

ってリスクコミュニケーション能力の向上を計りながら、

災害防止やリスクの低減といった今日的課題に対する問

題解決能力を習得するための教育カリキュラムが組まれ

ています。この人材養成教育の基本的な考え方を図に示

します。

本ユニットでは、5年間で修士レベル130名以上、博士

レベル5名程度の安心・安全に関わる専門職に従事可能

な人材を育成し、社会に輩出することを目標としています。

２●　ユニットの実施体制と修了要件

本ユニットでは、本学大学院での教育・研究の内容や将

来の就職等において、リスクマネジメントに関連する分

野を強く志向する本学全研究科・学府の大学院生を対象

としています。このため本学所属の教員およびセンター

所属の特任教員の合計13名で構成されたユニット実行

委員会(教育ユニットの運営・管理・修了認定等の実務を

行う)を中心に、全学の協力体制のもと本ユニットが運営

されています。

本ユニットの修了要件としては、所属の研究科・学府の

修了要件を満たし、かつ必修のユニット特設科目の修得

および関連科目群から2科目4単位以上を修得すること

になっています。これらが確認されればユニット修了が認

定され、独自の「ユニット修了証」が授与されます。

３●　平成16年度の教育プログラム実施概要

平成16年10月の実質開講までに、本ユニットを全学

レベルで具体的に運用するための教育システムの整備お

よび参加を希望する学生の募集等を行いました。その結

果、ユニット登録学生においては、2科目4単位まで各研

究科・学府間の単位互換が認められるとともに、当初の

予定を越える22名の博士前期（修士）学生および2名の

博士課程後期(博士)の学生がユニット登録をしました。

ユニット登録学生を対象に、先進的なリスクマネジメン

ト手法の習得を目指す「リスクの分析とコミュニケーショ

ン」、演習・実習を主体とする「リスクコミュニケーショ

ン・ワークショップIA」を本ユニット特設科目(必修科目)と

して開講しました。また、ユニット推奨科目として｢リスク

マネジメントのための技術者倫理A, B｣、｢リスク管理に

おけるヒューマンファクターズ｣、｢産業と安全｣、｢安全文

化比較論/安心感の文化的基礎｣および｢実践的災害リス

クアセスメント論｣といった6科目を新設しました。さら

に、これらに加え各研究科・学府で開講している33科目

をユニット関連科目として設定しました。

全ユニット登録学生は、上記開講科目のうち必要な講

義および演習科目を熱心に受講し、ほとんどの学生は単

位を取得、ユニット2年次生に進級しています。

４●　まとめ

安全で安心な社会の創生を目指すわが国にとって、災

害防止と安全管理のためのリスクマネジメントの策定と

実施および事後評価、さらには市民との共生のためのリ

スクコミュニケーションを担う人材はますます重要なも

のとなってきています。今後、安心・安全の科学研究教育

センターは、このような大学院レベルの人材養成に対し

先導的役割を果たしていくつもりです。

高度リスクマネジメント技術者育成ユニットの開設
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１●　はじめに

経済活動がグローバル化する中で、実際の経済活動の

場である都市地域それぞれがいかに活力を維持し、そこ

に生活する市民の生活の質を高めていくかが21世紀初

頭の大きな課題となっています。このことは、近代化の

中で分化しつつ発展してきた「工学」「経済学」「教育」など

の学問・教育分野そのものの在り方が問われていること

を示しており、また、地域に発生している様々な課題を把

握し、解決策を見いだし、それを実行し、成果を評価する

と言う最も基本的な姿勢や能力が改めて問われていま

す。「都市再生」や「地域再生」といったキーワードはその

端的な表れと言えます。

２●　横浜国立大学の新たな学生参画型教育プログラム

本学では、市町村(特別区を含む)と民間(企業、市民、

NPO等)の連携(Public-Private- Partnership：PPP)

を基に、学生参画型の教育プログラムを展開する事業を

展開しています。この事業は、従来の学問・教育領域を超

えて新たに『地域交流科目』を構築することで、地元自治

体や企業で活躍できるような地域の課題解決を担う人材

を実践的に育てることを目的としたもので、その特色は

以下の５つです。

① 従来の教育分野・教育方法を超えた『地域交流科目』に

より新たな人材を生み出す。

② 課題把握－解決策構築－実行－評価という基礎能力を

実践的に身につける。

③ 地域の企業や市民と連携した教育を行う。

④ 横浜地域の現代的課題解決をテーマとする。

⑤ 中長期的に地域活性化に貢献する。

３● 『地域交流科目』の内容と教育プログラムの概要

（１）『地域交流科目』のしくみ（下図参照）

① コア科目：従来の分野を超えた新しい科目として工学

部主導の前期（Ａ）、経済学部主導の後期（Ｂ）に分けて開

講し、自治体、NPO、専門家、企業等がゲストスピーカー

となって行う授業です。

② 関連科目：学内での既存の教養教育科目・各学部専門

科目のうち本事業に関連する全16科目を、学部を越えて

受講可能な全学開放科目とします。

③ 地域課題プロジェクト：教員と学生で構成される地域

課題プロジェクトには、カテゴリ(a)演習・設計・ゼミナー

ル、カテゴリ(b)課外実習プロジェクト、カテゴリ(c)公募

型プロジェクトの３つがあり、いずれかに参画・認定を受

けることが、修了証取得のための要件となります。

④ 教育プログラムの修了認定：プログラムの修了認定に

は、コア科目（必修）4単位取得＋関連科目（選択必修）6

単位以上取得＋地域課題プロジェクトへの参画認定が必

要で、更にGPA3.0以上の成績評価を課します。修了証

は「YNU地域交流人材育成教育プログラム修了証（案）」

「地域交流科目成績一覧表」「地域課題プロジェクト参画

認定を受けたレポート等の提出物」で構成されるポートフ

ォリオ形式になる予定です。

（２）評価体制

平成16年度には学内に「地域交流プログラム実施委員

会」を設置、本プログラム推進組織に学外の専門家が複

数加わり、実行段階から内外の多様な視点をもって事業

の促進に努めています。平成16年度末にフォーラムを行

い、学外者による高い関心と評価を得ました(写真)。

４●　プログラムの意義と今後への期待

本事業は、３年間で、展開期、評価・ステップアップ期を

経て、事業終了時までには次のステップに向けた検討を

行うこととしています。学部を越えて教育・実践・研究が

有機的に連携しながら地域に貢献する本取り組みを通じ

て、これから社会を担う若い世代がチャレンジ精神で新

しい時代を切り開く力を養ってくれることを期待します。

地域交流科目による学生参画型実践教育
－都市再生を目指す地域連携－の取組み

フォーラム「都市再生をめ
ざす地域連携」の様子

『地域交流科目』のしくみと将来ビジョン
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文部科学省は平成16年4月からキャンパス・イノベーシ

ョンセンター（東京都港区芝浦3-3-6、独立行政法人 国

立大学財務・経営センターが管理運営）の運用を開始しま

した。キャンパス・イノベーションセンターには「知の創

造と継承」を担う大学の英知を結集し、これを広く社会に

還元していくための「知の集積拠点」として多くの大学（平

成17年5月現在30大学）が入居していますが、横浜国立

大学大学院工学府では、「より開かれた」、「より身近な」大

学を目指して、本センターにサテライトキャンパスを設置

しました。

サテライトキャンパスは、本学大学院工学府の有する豊

富な教育資源を広く社会に公開し、本学学生のみならず

社会人技術者やビジネスマンの資質向上・キャリアアッ

プに貢献することを目指しています。サテライトキャンパ

スには双方向の通信システムが完備されており、常盤台

キャンパス工学部講義棟C101教室との間で遠隔講義・

遠隔会議ができるようになっています。この機能を活用

して、常盤台キャンパスで行う大学院の講義や各種技術

講習・セミナーをサテライトキャンパスに配信できます。

また、社会人のニーズと便益性に配慮して、短期間に内

容を凝縮した公開授業も実施できます。サテライトキャ

ンパスで提供する講座の形態は、主に以下の通りです。

・ 本学大学院工学府の講義を社会人技術者向けに開放

（科目等履修生，公開講座）

・ 本学大学院工学府の講義をコンパクトに再構成した公

開授業（公開講座）

・ 本学主催の社会人技術者向けの公開講座、セミナー

（公開講座）

・本学主催の講演会

サテライトキャンパスには、液晶ビデオプロジェクタ、ド

ーム型撮影用カメラ、マイク、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

ムが備えられており、常盤台キャンパス工学部講義棟

C101教室にも同等の設備が備えられているために、

・ C101教室で行う講義・講座をサテライトキャンパス

で聴講可能

・ サテライトキャンパスで行う講義・講座をC101教室

で聴講可能

のほかに、サテライトキャンパスとC101教室の間で、イ

ンタラクティブな遠隔講義・遠隔会議が可能になってい

ます。

サテライトキャンパスの開設

キャンパス・イノベーションセンター
（JR山手線・京浜東北線田町駅徒歩1分）

本学のサテライトキャンパス
（306号室，49 m2，30名収容）

公開講座「MATLABとメカトロニクス」
（2004-09-14開催）
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JABEE（日本技術者教育認定機構）は，大学など高等教

育機関で実施されている技術者教育プログラムが、社会

の要求水準を満たしているかどうかを公平に評価し、要

求水準を満たしている教育プログラムを認定する専門認

定（Professional Accreditation）制度を実施する外部

機関（非政府団体）です。

工学部では平成14年度に物質工学科が、化学および化

学関連分野（機能物質化学大講座・化学生命工学大講座・

環境エネルギー安全工学大講座は応用化学コース、化学

システム工学大講座は化学工学コース）の技術者教育プ

ログラムとしてJABEEに認定されました。平成16年度

には生産工学科が実地審査を受け、機械および機械関連

分野の技術者教育プログラムとして認定されました。写

真は生産工学科に送られてきたJABEEの認定証です。

これにより物質工学科では平成15年3月以降の、生産工

学科では平成17年3月以降の卒業生が技術士第一次試

験を免除されることになりました。

JABEEはアメリカ、ヨーロッパやアジアにおける同等

の教育認定機構との相互認証を進めており、平成17年6

月15日のワシントン・アコード総会において、第9番目の、

また非英語圏から初めての加盟組織と認められました。

その結果、JABEEによる認定は当該教育プログラムが

「国際的に通用する技術者の育成」を担保することになり

ま し た（ 詳 細 は J A B E E の ホ ー ム ペ ー ジ

http://www.jabee.org を参照）。物質工学科と生産工

学科の教育プログラムが世界的な水準を満たしていると

みなされ，大変喜ばしいと考えています。

工学部物質工学科と生産工学科がJABEEの認定を受ける

講義棟トイレの整備

トイレは人間の生活に欠かせない重要な生活環境のひ

とつです。近年、デパートや駅での「トイレづくり作戦」が

話題になっていることからも分かるように、トイレでの顧

客への快適性の提供が重要な営業戦略のひとつにもなっ

てきています。さらに、ハートビル法や交通バリアフリー

法により、いわゆる「多機能トイレ」が町なかに多数整備

されてきて、障害者のみならずすべての人々の多様なニ

ーズに応えるトイレづくりが盛んになっています。いまや、

トイレは単なる排泄の場としての機能を超えて、快適な

生活環境の整備も欠かせない課題です。本学においても

講義室の冷房化やキャンパスのバリアフリー化など、生

活環境づくりが徐々に進められています。

しかし本学が現在のキャンパスに移転統合して３０年以

上、キャンパスにおけるトイレ環境の整備について議論

されたことがまったくないままに放置されてきたと言っ

て良いでしょう。事実、薄汚れたり、配管の腐食がみられ

たり、故障が少なからずあったりします。平成１５年１２月

に行われた工学部物質工学科の学生アンケートにおいて

トイレに関する問題が指摘されているのも当然といえます。

こうした背景のもと、工学府経営企画会議での議論を

発端として、青木博文工学部主事からの要請を受けるか

たちで、建築学教室・建築計画研究室のボランティアグル

ープが中心となって本学キャンパスにおけるトイレのリ

ニューアルに関する調査を実施し、平成１６年１０月にリニ

ューアル提案書をまとめるに至りました。

これをもとに平成１７年６月には講義棟Ａ棟の男子トイ

レが実際にリニューアルされ、少しずつではありますが

キャンパスのトイレ環境の整備が進みつつあります。も
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リニューアル後のようす（小便器まわり）

GPA制度の導入と活用

本学では、平成15年度より全学部でGPA(Grade

Point Average)制度を導入しました。この制度は、各科

目の成績にGP(Grade Point)（優4点、良3点、可2点、

準可1点、不可0点）を与え、その平均値GPAを出すこと

によって各学生が自分の成績を客観的に自己評価できる

ようにすることを目的として始められました。同時に、学

生が履修できる単位数にも制限を設け、学生が講義に出

席するだけでなく、予習・復習を中心とした自発的な勉学

をするようになることを目指しています。

工学部においては、このGPA制度を有効に機能させる

ため、

1) GPA統計データの集約と公開

2) 教職員及び学生による成績情報の共有

3) 履修単位数上限緩和措置の円滑な運用

といった取り組みを開始しています。

GPA統計データが公開されることは、学生自身が自分

の成績を客観的に評価するための基礎データとして必須

ですし、教職員もデータを共有することにより効果的な

指導が可能になります。さらに、GPAに基づいて成績優

秀学生の履修単位数上限を緩和することによって意欲の

ある学生には早期卒業の道が開ける可能性もあります。

平成17年時点ではまだGPA導入以降に入学した学生

は卒業していないのでその効果の検証は今後に待たなけ

ればなりませんが、目に見える成果が現れることを期待

します。

とより今回の調査は限られた範囲での検討でしかなく、

リニューアル提案は工学部講義棟の一部を取り上げて行

っただけに留まっています。今回の取り組みがきっかけ

となり、今後も本学キャンパスのトイレ環境の整備がさ

らに進展することが期待されます。

男子トイレ（講義棟Ａ棟）リニューアル案

＜ポイント＞

・小便器の個別性を高めるため、ついたてを設けた。ま

た、荷物が置けるように荷物台を設けた。

・個室は便器の数を減らし、ブースを広めにとった。簡易

型多機能便房を設置した。（着替え台、手すりの設置）

・照度を上げ、個別の照明を付けることとした。



8

教
育
の
ハ
イ
ラ
イ
ト

横浜市大大学院との交換講義スタート

2002年3月に現在の学長である飯田先生が「国大・市

大間単位互換協定実質化に関する企画案」を出され、『大

学院を対象としたﾓrequest and offerﾓ方式で、相手校

に出向いて講義し単位認定する』ということを骨子とする

交換講義を推進すべく準備活動を始めて2年を経た

2004年の前期から本学工学研究院と横浜市大大学院総

合理学研究科の間で、交換講義が実施されました。

工学研究院から提供された講義科目は「物質工学序論」

であり、物質工学に関連する“エネルギー、燃料電池、持

続可能な社会形成に寄与する機能性材料”などの最新の

トピックスを、機能の創生部門に所属する太田健一郎、

神谷信行、友井正男、渡邉正義、熊代幸伸の各教授が、横

浜市大の金沢八景キャンパスに出向き、木曜日の5限

（16:10～17:40）に講義をしました。市大大学院生の

受講者は21名であり、工学関連を専門にする教員が市大

大学院には居られないので、普段聴くことができない興

連携講座の増設

機能の創生部門、固体の機能分野に独立行政法人物

質・材料研究機構の協力による、「応用材料設計工学」連

携講座が新設されました。教授2名、助教授1名の構成で、

学生定員は博士課程前期、後期いずれも1名です。連携

講座とは、大学院における教育・研究の高度化、学際化を

図るため、他の大学や研究機関の教員あるいは職員が兼

務して当該大学の教育研究活動の一端を担うものとして

制度化されたものです。工学研究院にはすでに「応用材

料工学」、「統合設計工学」、「グリーンビルディング建築工

学」、「ネットワークインフラストラクチャ工学」の4つの連

携講座が設けられており、本講座は5番目になります。

持続発展型社会を構築することが求められている今

日、社会の基盤となる様々な材料のさらなる高機能化あ

るいは高強度化、長寿命化が工学の一つの重要課題とな

っています。また、多彩な添加元素を使用した従来の材

料技術から、資源の再利用が容易な単純合金を活用する

材料技術への転換も同時に求められています。固体の機

能分野では、このような社会的要請に応える研究を展開

するとともに、この分野の将来を担う人材を養成するた

めに、材料の有する様々な機能が発現するメカニズムを

解明し、学問として体系づける形での材料科学・工学への

貢献を目指してきました。

本連携講座には、実用を前提とした材料設計ならびに

その実用環境での評価に携わる研究者を招聘して、教育

と研究を実施します。本連携講座の設置により、材料工

大学院教育の実質化に向けて

『大学院教育の実質化』とは、これまで研究機能を重視

する教育が継続的に行われてきた大学院を、名実共に教

育機関と位置づけ、どのような人材の育成を目指すのか

目的を明確にして、目的に沿った体系的カリキュラムを編

成し、社会ニーズをふまえた多様な教育を実施すること

です。

本学では、工学府発足とともに、前期課程を教育機関

と位置づけ、全国に先駆けて工学府の教育目標を明確に

定め、目標を実現すべく教育システムおよびカリキュラ

ムを大幅に変更してきました。学部教育では、GPAの導

入や単位の実質化などの一連の改革により、学生は講義

に出席するだけではなく、予習・復習を中心とした自発的

な勉学をする様になってきました。これは，教員と学生が、

共通の目標に向かって意識を変え始めた成果です。大学

院ではさらに、自分で課題を見つけ、倫理意識を伴った

深い思考により独自の解答を提示するような修練を積む

努力が求められています。

学分野の教育研究範囲が広がるだけでなく、本学大学院

工学府の目的とする高度専門技術者の養成に重要な実学

としての教育の質が向上すると期待されます。

味ある内容の講義を学習でき、とても有意義であったと

好評でした。

横浜市大大学院総合理学研究科からは、「植物科学概説」

の講義が、田中一朗、真鍋勝司、中村紀雄、蓮沼仰嗣、平

野久、笹隈哲夫の各教授により、本学の工学部講義棟C-

201で木曜の5限に開講され、工学府の学生105名が受

講しました。

初めての試みであり、手探りの状態で交換講義を実施

致しましたが、本学と市大の大学院教務係の皆様、そして

横浜市大大学院サイドで、学生・教員・事務の間の連絡や

調整の世話役としてご尽力いただいた総合理学研究科市

村文男教授のお力添えで、つつがなくスタートすることが

できました。実施に漕ぎつけるまで、様々な対外的な折

衝がありましたが、双方の大学院の学生にとって有益な

この交換講義が、有効に活用され、工学府の教育に大い

に貢献できるものに発展して行くことが期待されます。
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これからの大学院教育のビジョン

我が大学院教育は1963年修士課程、1985年博士課

程設置の後、2001年4月に大学院部局化を行いました。

これにともない学部の上に直結する専攻（生産工学、物

質工学、計画建設学、電子情報工学）を、新たな枠組みで

４専攻（機能発現工学、システム統合工学、社会空間シス

テム学、物理情報工学）に再編することとし、これと同時

に講座制を発展的に解消しました。2004年4月の法人

化を経て、現在、工学府入学定員は博士前期課程273

（学生数は877）、後期課程68（学生数は181）です。

我々の大学院教育の特徴は産業の中心地京浜地区の工学

系大学院として社会のニーズを先取りした新たな学問分

野を切り開き、研究活動による知の創造をもとに教育を

行い、研究教育成果を社会で評価される卒業生という形

で社会に還元してきたことでしょう。教育企画経営会議

では、新時代の工学に適合した長期的な教育ビジョン原

大学院教育を点検した結果、共通科目はEngineering

Scienceの流れをくむ特徴あるカリキュラムですが、専

門科目は、どの様な講義ができるかという観点から決め

られ、高度技術者養成に必要な体系的カリキュラムにな

っていないことが判明しました。一方、学生の方は、教員

による履修指導の形骸化のために教育目標が理解され

ず、学生の勉学成果が正当に評価されるシステムになっ

ていないことが実効を阻害していることが判明しました。

案を作成、2004年度末の中間報告「学生の視点からの

教育改革」にまとめました。その中では、大学院入学選抜、

大学院工学教育システムの再構築、論文修士・課程修士、

主専攻・副専攻、クロスディシプリナリーユニットの展開

といった問題を取り上げました。また学生の学習記録お

よび学習の中で生まれた創作を記録するデジタルポート

フォリオ教育の概念の導入、新しい学習空間の創設とし

ての横浜エデュカトリウムの提案も行いました。その内

容は2005年6月の中央教育審議会中間報告「新時代の

大学院教育―国際的に魅力ある大学院教育の構築に向け

て」の内容を先取りしたものでした。このWG中間報告を

受けて、工学府は文部科学省の二つの教育プログラム：

国際化推進プログラム－『イノベーションを指向した工学

系大学院教育』と、大学院教育イニシャテイブ－『大学院

学際教育横浜マイプロジェクト』を計画しました。ともに

技術者、研究者養成に加えて、起業技術者育成を含めた

多様な形態の工学系大学院を目指し、社会人を視野に入

れ、広い分野にまたがる教育体系（クロスデイシプリン）

を提案しています。

以上の問題を改善すべく幾つかの提言が実行に移され

ましたが、実質化の正否は、本質的に教員および学生の

意識改革にかかっています。多くの教員は、日々教育の

改善に真剣に取り組んでいますが、問題は組織的な取組

がなされるか否かであり、教員も学生も工学府が目指す

教育目標を共有するようになって初めて、外部に発信で

きるような大きな成果となります。

9



10

研
究
の
ハ
イ
ラ
イ
ト

本学工学部は、生産工学科、物質工学科、建設

学科、電子情報工学科および知能物理工学科の5

つの学科より構成されています。それぞれの学科

の教育プログラムに従ってカリキュラムが作成され、

そのカリキュラムの一翼を担うべく、それぞれの専

門分野の教員が配置されています。教員は自分の

専門分野の守備範囲の中で研究テーマを自由に選

択し、その成果はそれぞれの専門分野の研究者の

集まりである学会を通じて公表され、評価を受けて

きました。

近年の国立大学の法人化を軸とする大きな大学

改革の流れの中にあって、大学の社会貢献が強く

叫ばれるようになってきました。このような社会のニ

ーズに応えるべく、本学工学部では部局化と言わ

れる改革を実施し、教員の所属する研究部（工学

研究院）と教育を担当する教育部（工学府（大学院））

および工学部（学部）を分離し、研究と教育両面に

おいて社会の要請に柔軟に応えられるような体制

を整えました。

このような新たな体制の下、研究面では、これま

で各教員が個人のレベルで自由に行ってきた研究

を基盤研究と位置づけ、その重要性に鑑みてこれ

を従来通り遂行できる環境を整えるとともに、従来

の学科構成にとらわれない複数の教員からなる異

分野融合型の学際プロジェクト研究を新たに立ち

上げることにしました。

大学には従来から極めて多様な分野の研究者

が居りましたが、それぞれが学会活動でそれなりの

評価を得ることで満足して、大学内での異分野の

研究交流は今まであまり活発に行われておりませ

んでした。部局化とともに始まった異分野の研究交

流に対する慎重な検討を踏まえて、このたび以下

の４つの学際研究プロジェクトを工学研究院として

正式に認定し、研究推進の後押しをすることに致し

ました。本プロジェクトの中にはすでにCOE(Center of

Excellence)プログラムとして、文部科学省に正式に

認知され、大きな予算を獲得して活発な活動をして

いるプロジェクトもあり、また、まだ立ち上がったば

かりでこれから大きく飛躍しようとしているものなど、

内容はさまざまですが、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

です。

これらの学際プロジェクト以外にも現在、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、その一部はこの研究ハイライトの最後に掲載

致しました。また、工学研究院所属の全教員の研

究については、大学の研究者総覧のホームページ

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

websearch/top.htm?lang=ja＞でご覧頂けます。

このような研究の推進とその社会への発信を通

じて、産業界および地域社会へのさらなる貢献が

できるよう今後も引き続き努力する所存です。

工学研究院長

白鳥正樹

研究の
ハイライトハイライト

学際プロジェクト研究を通じて社会に貢献する
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研究の目的：多くの地球レベルでの問題を抱える中で、

持続的成長を可能にするため水素エネルギーシステムに

は大きな期待が寄せられています。本プロジェクトでは、

この水素社会実現のため、これまでに横浜国立大学で得

られた成果を継承し、システムの概念検討、要素システ

ム・材料の設計、開発、安全性評価を目的とした研究を進

めています。

持続可能社会を担う水素エネルギー横浜プロジェクト

研究代表者・所属・連絡先

主査：太田健一郎・機能の創生部門 内線４０２１ E-mail: ken-ota@ynu.ac.jp

副査：田中裕久・システムの創生部門 内線３８８４ E-mail: tanaka@post.me.ynu.ac.jp

副査：渡辺正義・機能の創生部門 内線３５９９ E-mail: mwatanabe@ynu.ac.jp

ホームページアドレス http://www.bsk.ynu.ac.jp/̃elc-lab/gakusai-h2.htm

平成１６年度活動概要：ここではJST戦略基礎、NEDO要

素技術開発、科研費A等の大型外部資金を得て活動を進

めています。国際的には世界水素エネルギー会議を開催、

さらに、パタゴニア水素計画の現地調査を実施しました。

また、成果の一部は公開発表会（９月）で披露しました。
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人間・生活・都市・学

「人間・生活・都市・学」とは「人間を取り巻く生活環境と

しての都市を研究する学問」と考えていますが、いまだど

こにも存在しない学問領域ながら、個別には存在する研

究を再編集することによって生まれる学際的研究領域で

す。都市を扱う学問は通常は都市工学であったり都市制

度論などの上位レベルからの学となる傾向があります。

しかし、この「人間・生活・都市・学」では都市を利用する

研究代表者・所属・連絡先

北山恒　システムの創生部門　教授 内線４０７１ E-mail: kitayama@ops.dti.ne.jp

人間の方からアプローチするという態度をとりたいと考

えています。そのため身近なそして小さなプロジェクト

からスタートし、関連分野との連携を図りながら多層的

な都市を語れることを検討しています。昨年度は成果の

一部を「Urban Void Program」という冊子にまとめま

した。本年度から横浜関内地区にサテライトスタジオを

設け即地型の研究をおこなっています。

リンク先　
モビリティマネージメント http://vib.me.ynu.ac.jp/takadalab/gakusai_p/
エリアマネージメント http://www.arc.ynu.ac.jp/̃usr006/
ストックマネージメント http://www.arc.ynu.ac.jp/̃usr007/
デザインマネージメント http://www.archws.com/
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ＣＯＥ未来社会を支える統合社会基盤の創生
情報通信技術に基づく未来社会基盤創生

研究代表者・所属・連絡先

拠点リーダー 河野隆二

システム設計グループ グループリーダ　新井宏之
廣瀬靖雄、石井六哉、高橋冨士信、松本　勉、足立武彦、鈴木英之進、市毛弘一、
濱上知樹、大森慎吾、久賀宣裕、落合秀樹、倉光君郎、藤瀬雅行、辻　宏之

デバイス研究グループ グループリーダ　國分泰雄
荻野俊郎、羽路伸夫、吉川信行、馬場俊彦、竹村泰司、荒川太郎

未来社会基礎研究グループ グループリーダ　河村篤男
塚本修巳、西村誠介、北田泰彦、大山　力、雨宮尚之、藤本康孝、藤本博志

医療情報研究グループ グループリーダ　長尾智晴
河野隆二、竹村泰司、藤本康孝、濱上知樹、落合秀樹、藤本博志

ホームページアドレス http://www.ynufit.org/

１●　研究による主な成果 2●　教育における主な成果

（1）博士課程院生における改善

・ 本拠点活動や博士課程生への支

援・実践教育などにより、国内外の

外部からの入学応募者が増加。社

会人博士課程生の入学者も増加。

・博士課程生による受賞者も倍増。

・ 博士課程生と教官による特許願

も6倍に。

（2）博士号取得後の進路

・ 博士後期課程修了者の大学への

就職増。

（3）若手研究者の世界的な活躍

・ 博士課程生による国際会議発表

件数が倍増。

・ 博士後期課程修了者の外国への

就職が増加。

UWB技術の研究・開発・
標準化・法制化の国際的
推進

河野隆二
横国大・N I C T・
UWBコンソシアム
による産学官連携

無線PANの国際標準提案と
世界初CMOS・MMIC化

アレイアンテナ技術のマ
ッチングファンドによる大
学発ベンチャー創生

新井宏之
横国大とベンチャー
企業のマッチングフ
ァンドによる連携

3バンド16素子アレイアン
テナによるマルチシステムの
DOA推定

バイオメトリクスの脆弱
性指摘と安全性評価技術
の開拓

松本　勉 横国大 個人認証技術の世界評価基
準に貢献、TV報道

マイクロ組立による3次
元フォトニック結晶の世
界初成功

馬場俊彦
横国大、物質材料研
究機構、理研による
連携

Nature、各新聞に掲載、
Nature Materialsの表紙も

光パルスの群遅延制御デ
バイスの提案 馬場俊彦 横国大 フォトニック結晶の超低群速

度性とチャープ構造組合せ

超高速超低電力電子デバ
イスの世界初の動作実証
に成功

吉川信行
横国大、名大、NEC
超伝導研、NICTの
連携

世界初のマイクロプロセッサ
の高速動作実証に成功

世界水準の成果 担当 研究グループ 主な成果

究極の目標：情報通信技術に基づく未来社会インフラの創生

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ー

（例） A+B → ITS（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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ナノミクロ構造制御物質科学
新規な構造と機能の創成

ナノテクノロジーの応用にはナノ構造を組織化してより大きな領域で新規な機能

を発現させる必要があります。本プロジェクトでは、温度、圧力ならびに電子励起

とそれによるキャリア注入などによりナノミクロ領域の構造や機能を制御し、それ

をマクロ領域での構造や機能の発現へつなげる学際的基礎研究を行っています。

平成１６年度の主な活動実績は次の通りです。① ナノ・リサーチ・クラブ主催でナノテ

クノロジーシンポジウムを開催し、地元企業との連携を密にしました

(http://www.nrc.ynu.ac.jp)。② Beの原子核崩壊率がC60中で早まることを発見

し、Natureをはじめ世界各誌に広く紹介されました。③ 実時間イメージング分光

技術の開発がPhotonics誌に紹介されました。④ 光造形法によるマイクロマシン

創製が物理学会誌の表紙を飾りました。⑤ トヨタ自動車（株）との共同研究（工学

研究院の共同研究では年度内個別最高額）を開始しました。

研究代表者・所属・連絡先

大野かおる（代表）、田中正俊、武田 淳、荻野俊郎、丸尾昭二、向井剛輝、荒川太郎、
石原 修、関谷隆夫、首藤健一、福富洋志、關 金一、佐藤浩太　

ホームページアドレス

http://www.phys.ynu.ac.jp/labs/gakusai/index.htm

化学工業日報（平成16年8月6日）



15

研
究
の
ハ
イ
ラ
イ
ト

外部資金による大型プロジェクト

科学研究費をはじめとする政府関係の外部資金による

大型プロジェクトを下表にまとめました。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

種　目

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

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

人間型２足ロボットの高速歩行および走行の研究

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

DMFC用超高機能電極触媒への挑戦

横風を受けた融合火災プリューム性状に関する研究

例外性発見に基つくスパイラル的アクティブマイニング

フォトニックナノ構造光集積デバイス

マルチ破壊モードを有する高経年配管システムの耐震安全裕度の評価手法
に関する研究

インテリジェント材料を用いたヒレ型推進中アクチュエータの開発

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

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

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

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

強磁場を用いた新らしい物質分離法の開発

超広長帯域・超高速五層非対称結合量子井戸光変調デバイス

環境の同定とスイッチング機構に基づく視覚サーボ系と電力変換器の
高性能適用制御

内湾における富栄養化履歴の解読とその数値再現に基づく長期環境予測に
関する研究

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

強磁場新機能の開発ー強磁場印加による新プロセスと高機能ナノ材料の
創製ーの総括

コンプレックスプラズマの理論および実験的研究

廃プラスチック有害臭素の管理手法～安全な焼却処理技術と効率的な分析
技術の開発研究～

情報通信技術に基づく未来社会基盤創生

高度リスクマネジメント技術者育成ユニット

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

光誘起物質移動を用いた有機分布帰還型レーザの創製

溶融飛灰中の重金属の分離除去技術の開発

横山　泰

塚本　修巳

河村　篤男

渡辺　正義

辰巳　敬

岡　泰資

鈴木　英之進

馬場　俊彦

白鳥　正樹

和田　大志

國分　泰雄

鈴木　英之進

丸尾　昭二

小林　重敬

山口　益弘

荒川　太郎

藤本　博志

佐々木　淳

藪田　哲郎

山口 益弘

石原　修

亀屋　隆志

河野　隆二

白鳥　正樹

高橋　宏治

生方　俊

朝倉　祝冶

計

30,030 

27,950 

27,300 

26,000 

19,800 

12,800 

12,700 

15,600 

10,800 

13,780 

9,700 

8,900 

10,660 

8,000 

8,000 

7,600 

9,620 

6,900 

6,800 

6,800 

6,600 

5,200 

103,000 

56,354 

26,650 

8,372 

14,532 

500,448 

16～18

14～18

15～18

16～18

13～17

16～17

13～17

16～19

16～17

14～1７

16～17

16～17

14～18

16～18

15～17

16～17

16～17

15～18

16～17

15～17

16～18

16～18

14～18

16～18

16～1７

16

14～16

科研費

21世紀COE

科学技術振興
調整費

産業技術研究
助成事業

産業廃棄物
処理科学研究費
補助金

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。

平成16年度科学研究費および政府関係外部資金（5,000千円以上）

件　名 研究代表者
費用
単位千円

継続年度
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新聞記事に取り上げられたニュースから

ニッパツと包括協定を結びました。（ IHI、情報研究機構、

コマツに続き4つ目です）

（読売新聞　平成16年11月5日）

横浜の3つのCOEプログラムを結ぶCEL・ジョイント・シ

ンポジウムが開催されました。

（日刊工業新聞　平成16年8月26日）

インド洋津波で柴山教授が大きな貢献をしました。

（朝日新聞　平成17年1月19日）

朝倉教授の活躍が報道されました。

（日刊工業新聞　平成16年10月22日）
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本学では、実践的な生きた学問を尊重し、社会に開か

れた教育・研究活動を行うため、知の社会還元に取り組

んでいます。産学官の連携の活性化をはかるため、産学

連携推進本部（組織図参照）が中心になり、包括協定を

結び、幅の広い教育・研究を行える体制を平成１６年度よ

り開始しています。大学側は、複数教員による研究体制

を整え、広い分野の研究ニーズに対応できるようにしてい

ます。現在、大学全体としての包括協定は、銀行を含め

９つありますが、工学研究院では、石川島播磨重工業株

式会社、独立行政法人情報通信研究機構、株式会社小

松製作所、日本発条株式会社、株式会社日立製作所の５

つの機関との研究に、大学側のまとめ役である研究統括

を置き、研究・開発での連携と、人材の交流・育成を行

っています。

社会貢献と
国際貢献国際貢献

産学包括提携の推進
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横浜国立大学では平成14年度に情報通信工学と環境

科学の2件の21世紀COEプログラムが採択されました。一

方、横浜市立大学では平成15年度に、生命科学の21世

紀COEプログラムが採択され、これら3件のCOEプログラ

ムは、横浜という地に、世界に比肩しうる、また世界を先

導する研究グループが、２1世紀をリードする学問分野で

ある情報通信工学、環境科学、生命科学のそれぞれに

存在するという証となりました。

この先行的な研究グループの存在をさらに生かし、研

究分野の大きな発展を画することは、両大学の使命でも

あり、また絶好の機会でもあります。CELプロジェクトは、

これら情報通信(Communication)、環境(Environment)、

生命科学(Life science)を基幹に、両大学の研究連携を

密にすることで、様々な周辺関連分野の、そして世界に新

たに発信できる研究成果をインキュベートすることを目指

し、企画されました。

2004年度は、まず、これら21世紀COEプログラム間の

交流ならびにこうした先端的・先導的な研究グループの存

在を、市民、県民と共有してもらうため、それぞれのCOE

リーダーによる解説講演とパネル展示を中心とした「高校

生と市民のためのCEL・ジョイント・シンポジウム」を横浜情

報文化ホールで開催しました。開会にあたり、中田宏横浜

市長より、両大学の積極的交流に対し、力強い檄をいた

だきました。開催日は、高校生が参加できるよう、夏休み

中の2004年8月30日に設定しました。横浜情報文化ホール

の定員を越える260名超の参加者の中、市民・高校生は

横浜市大との連携によるＣＥＬプロジェクト

「高校生と市民のためのCEL・ジョイント・シンポジウム」

上段：(左) 飯田横浜国立大学学長、(中央) 中田横浜市長、(右) 小川横浜市立大学学長
中断：(左) パネル展示と質問する高校生、企業関係者、(右) シンポジウム会場点景
下段：(左) 大野横浜市立大学COEリーダー、(中央) 浦野横浜国立大学COEリーダー、(左) 河野横浜国立大学COEリーダー
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「医工連携ワークショップ」

上段：熱心に聴き入る両大学研究者ならびに学生
下段：(左) Stronach 横浜市立大学学長、(中央左) 小川横浜市立大学前学長、(中央右) 小川前学長の
タイトルスライド「CELに対する私の想い」、(右) 白鳥横浜国立大学工学研究院院長

日韓姉妹大学機械系合同会議（Joint Symposium

between Sister Universities in Mechanical Engineering

2004）を、横浜市中区の山下公園近くにあるメルパルク横

浜で、2004年8月25日（水）から27日（金）の3日間にわたり

開催しました。日本と韓国の姉妹大学の機械系教員が集

い、日韓交互に会議を開催してきました。今回は横浜国

立大学が主催し、韓国の嶺南大学、釜慶大学と、日本の

静岡大学および長崎大学の共催で開催しました。全部で

82件の講演発表が行われました。今回はじめてStudent

Award Sessionを設け、分野ごとにもっとも優れた講演発

表を行った学生の表彰を行いました。論文、講演とも英

語であるにもかかわらず、活発な意見交換が行われ、参

加者相互の国際交流が大いに促進されました。

JSSUMEシンポジウムの開催
開会式の模様

40名ほどにとどまりましたが、このシンポジウムの宣伝活動

の中で、大学との連携に熱意ある高校教諭らとの交流も

深めることができました。

また、このCELプロジェクトを機会に交流が深まった横

浜市立大学医学部と横浜国立大学による、「医工連携ワ

ークショップ」が2005年3月17日横浜市立大学医学部にお

いて開催されました。60名を越す聴衆に対し、すでに医

工連携の実績をあげている研究活動例8件が紹介され、

さらに両大学の医工連携交換講義などの教育活動につ

いて4人から説明と報告がありました。この「医工連携ワー

クショップ」では、通常回線を利用したハイビジョン中継も

試みられ、ワークショップ会場の発表内容は、横浜国立大

学総合情報処理センターメディア棟にて映像・音声も鮮明

に受信しながら質疑応答ができました。
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2004年12月26日インドネシア、スマトラ島東部沖でマグニ

チュード9.0の大地震が発生し、それに伴う津波によりイン

ドネシアやスリランカ、インドなど12カ国で死者と行方不明

者は約31万人を超え、東南アジアおよび南アジア地域を

中心に未曾有の大災害を引き起こしました。

工学研究院では、柴山知也教授を隊長、佐々木淳助

教授、鈴木崇之非常勤教員（助手相当）らを隊員する横

浜国立大学隊を１月９日からスリランカ南部、２月１１日からス

マトラ島北端、バンダアチェ付近に派遣し、調査を行いま

した。特にインドネシアでは48.9mという今回の津波での

最大の津波痕跡高を計測しました。この記録は、地震直

後に、確かな証拠とともに計測された記録としては世界

最高記録です。

インドネシアでは地元アチェにあるシアクアラ大学のマ

シミン講師が、スリランカでは南部ゴールにあるルフナ大

学のニマル上級講師とモラトワにあるランカ水理研究所の

ジャヤラトネ研究員が調査の全過程に参加してくれまし

た。彼らはいずれも土木工学を専攻する研究室の元留

学生達で、スリランカの２人は横浜国立大学の博士課程

後期を卒業して博士の学位を得ています。

スマトラ島沖地震による津波被害調査と海岸防災の推進

この調査結果を受けて、日本学術振興会のアジアアフ

リカ学術研究基盤形成事業に横浜国大が選定され、柴

山教授がコーディネータを務める津波・高潮防災のプロジ

ェクトを2005年から３年間行うことになりました。タイ、ベト

ナム、インドネシア、カナダ、イランなどの大学に勤務してい

る横浜国大留学卒業生たちとの協働により、この津波・

高潮防災プロジェクトを進めていくことになります。

インドネシア、アチェでの住民への聞き取り調査中の柴山教授（中央）と佐々木淳助教授（左、背面）
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「安心・安全の科学研究教育センター」の設立

将来の社会が安全かつ安心に持続的発展をするにはリス

クマネージメントに関する知識が欠かせません。この分

野の大学院教育の充実を図るため全学教育研究施設「安

心・安全の科学研究教育センター」の設立を主体的に推

進し、平成１６年度から発足することができました。

「21世紀ＣＯＥプログラム」の推進

工学研究院21世紀ＣＯＥプログラム「情報通信技術に基

づく未来社会基盤創生」のプログラム終了後の拠点化に

向けて新たに「医療情報グループ」を作り、その研究活動

を始めました。

新しい教育研究組織

事務文書の電子化

工学部教職員を対象とした電子文書配信システム

（DocuShare System）を導入し，情報伝達のＩＴ化，ペ

ーパーレス化の促進を図りました。

技術職員による支援体制の整備

従来は個々の研究室内で閉ざされがちだった技術職員の

教育研究支援業務を技術部の活動として一元化し、サー

ビスの向上を図りました。また、独立したスペースとして

技術部室を設置し、技術職員の連携・交流を促進する体

制を取りました。

教育研究支援体制の充実

財務委員会を設置し，工学研究院の予算編成方針を策定

するとともに、この方針の中で光熱費（電気代）の受益者

負担制を導入し，省エネルギーの意識向上を図りました。

財務の合理化

研究院長，工学部主事，評議員および部門長等よりなる

評価委員会を設置し，中期目標・中期計画における平成

16年度自己評価および平成17年度計画の策定を行いま

した。また、組織評価に関連するデータを集計整備する

調査部会および個人の業績評価を実施する教員業績評価

委員会を設置し評価に対する体制を整備しました。

評価への対応

教育研究体制の整備
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工学府
工学に関わる大学院教育を行

う組織で、４専攻（１０コース）か

らなり、在籍学生総数1,058

名の内訳は右表の通りです。

所属大学院生数（2004年5月1日現在）

機能発現工学専攻 222 50

（物質創製化学、物質機能解析化学、機能・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 228 38

（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 149 33

（建設システム工学、建築学）

物理情報工学専攻 276 40

（電気電子ネットワーク、物理工学）

その他 2 20

合計 877 181

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27名、技術部に所属する技術職員は28名です。

所属学部生数（2004年5月1日現在）

生産工学科 659 116

物質工学科 727 117

建設学科 591

（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 680

知能物理工学科 413

合計 3,070 233

教育研究組織の現状
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242名の

内訳は右表の通りです。

所属教員数（2005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 30 16 6 20 6

システムの創生部門 31 22 7 22 6

知的構造の創生部門 26 18 6 23 3

合計 87 56 19 65 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
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財務の現状 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。また、工学研究院の平成１６年度人

件費総額は約28億円です。

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 件数 件数

運営交付金 ― 799,910 ― 728,243 ― 725,705

科学研究費補助金 106 445,690 97 369,640 102 342,696

COE経費 １ 103,000 1 103,000 1 112,000

共同研究費 88 209,686 70 225,638 64 211,008

受託研究費 40 209,270 33 164,206 32 131,057

寄付金受入額 256 224,246 230 182,334 215 176,245

合計 491 1,992,802 431 1,773,061 414 1,698,711

平成16年度 平成15年度 平成14年度

人件費を除く教育研究費(単位：千円)

金額金額金額
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