


工学研究院の
教育研究活動トピックスに
注目して下さい！

この冊子は、工学研究院／工学府／工学部に関連する2006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、2004年度から作成・配布を開始しました。

昨今の国立大学改革を巡る動きはめまぐるしく、また運営費交付金の配分方法見直し

や削減を基調とする提言が出されて、投入された国費に見合った活動を国立大学がして

いるのかを問うようなマスコミ等の論調も見られます。それに対する反論は、まず国立大学

のアクティビティを広く知って頂くことが第１です。法人化前の国立大学はとかく広報活動に

は熱心でない時代がありましたが、国立大学法人化後に各国立大学はその姿勢を大きく

転換しています。

国立大学法人の教育研究活動の評価は、詳細なデータに基づいて議論されるべきで、

そのために各国立大学法人は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しています。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。

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、

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2006
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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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はじめに：2004年国立大学法人法により、大学全体

が自主的・自律的に運営される国立大学法人となっ

た今、工学部では、伝統的な実践・先進を求める気

風を継承し、発展させ、教育企画経営会議を中心に、

教育改革を進めています。振り返ってみれば、1920

年１月横浜高等工業学校設置、1949年5月新制大学

設置、1963年4月大学院工学研究科（修士課程）設

置、1985年4月大学院工学研究科に博士課程前期

（修士課程）・後期（博士課程）ができています。1996

年4月には人工環境システム学専攻が設置されて、

2001年4月には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、環境情報研究

院）と教育組織である教育部（大学院工学府、大学

院環境情報学府）からなる分離型大学院になり、

2004年4月には国立大学法人となりました。

2006年5月時点で、大学院工学研究院教員205名

（工学部教員は環境情報研究院所属の教員を含め

て254名）、工学部入学定員は665名、工学府入学定

員は博士課程前期（修士）273名、後期68名で、工学

部には3228名、工学府博士課程前期885名、博士課

程後期171名の学生がいます。休学、退学者は少な

く工学部（第一部）で休学1.0%、退学1.5%、大学院

博士課程前期が休学0.95%、退学0.76%、博士課程

後期が休学3.2%、退学（単位取得退学を含む）5.0%

と低い値を維持しています。工学部卒業生の大学院

進学率(他大学進学者も含めて)は10年前55%に対

して、最近では70%を超え、2005年度卒業生（第一

部）709名の内、522名(74%)が大学院に進学し、就

職するものを大きく上回っています。大学院博士課程

前期修了生（413名）はほとんどの学生が製造業、建

設業や情報通信業に就職をしており、高い就職率を

維持しています。一方、博士課程後期の2005年度修

了生32名は、一般企業、大学・研究機関等多様な

分野に進出しています。2006年4月、博士課程前期

では定員をはるかに上回る693名が志願、437名が

入学してきています。そうした大学院進学率の上昇

を背景に我々は、さまざまな教育改革に取り組んで

います。

IAB設置：大学教育に対する社会の要請にこたえる

ために、工学部・工学府の教育プログラムごとに、そ

の教育プログラムについての包括的また具体的な

「社会の要請」を得て、改善に反映させる仕組みとし

て、IAB（Industrial Advisory Board）を発足させ

ました。産業界で活躍される卒業生を核とする諮問

委員会として、また外部評価の一環としてIABを位置

づけます。工学部・工学府のすべての教育プログラ

ムを対象としますが、なかでも日本技術者教育認定

機構(JABEE)認証を受けた、または受ける計画のあ

る、工学部の４プログラム：生産工学科、物質工学科

(応用化学プログラム)、物質工学科(化学工学プログ

ラム)、建設学科(土木関連プログラム)と、2007年度

開設のPEDプログラムがすでに立ち上げを開始して

います。IABでは、工学部・工学府の各教育プログ

ラムの責任者が現在の状況を説明できる自己点検

書等を作成し、IABの構成メンバーにより、カリキュラ

ム内容や教育サービスに対するニーズ等につきアドバ

イスを受けることを目的とし、会議を開催します。

学部改革：工学部では第二部生産工学科(入学定員

15名)と第二部物質工学科（入学定員15名）の2007

年度入学生募集停止を決めました。これにともない、

勤労青年や社会人（有職者）教育を大学院レベルで

行うことを計画しています。また物質工学科では従来

の４大講座を再編し、化学コース、物質のシステムと

デザインコース、バイオコースとなり、工学部としては初

めて現代生物学関連のコースが立ち上がりました。

2007年3月に実施した初めての入学選抜では、バイ

オコースは、化学コース及び物質のシステムとデザイン

コースとは独立に選抜を実施、ＡＯ、推薦を含めて25

名定員に対し、98名の応募があり、2７名の合格者を

出しています。一方、電子情報工学科では「電子情

報システムコース」と「情報工学コース」に分かれるコ

ース制を2007年度入学者から導入することが決定し

ています。

大学院教育改革：2005年度の中央教育審議会答申

「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-」では、社会の高度化・複雑化・

専門化の進展によって、大学院教育への社会ニーズ

が増大していることが指摘されています。それを受け

て、2006年3月末に文部科学省は、大学院教育振興

施策要綱を策定し、大学院教育の充実・強化を図る

ために 2006年度から2010年度まで集中的な施策

展開を図ることを表明しています。そんな中で、工学

府では従来の大学院教育を見直して、ヨコハマ方式

大学院教育として、TED（T-type Engineering

Degree）と PED（Π-type Engineering Degree）

の二つのプログラムを立ち上げる準備を完了しまし

た。入学定員はTEDプログラム：博士課程前期281

名、博士課程後期34名、PEDプログラム：博士課程

前期62名、博士課程後期17名。一方、2005年度か

ら、学長裁量経費と研究院長裁量経費によってはじ

められた「工学研究マネージメント学習プログラム」は

研究の企画・実行・報告の方法を実行して学ぶ制度

として、博士課程後期の学生を対象として続けられ

ています。

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



5

教
育
の
ハ
イ
ラ
イ
ト工学教育改革の一環として、工学部の歴史の中の一つの

転機を作ったのが2006年度における工学部第二部入学生

募集停止の決定です。1949年5月、横浜国立大学では新制

大学設置とともに、工学部第二部機械工学科及び化学工業

科を設置しました。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学部

レベルの工学教育を行うことを目的としたものでした。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。1985年には工学部に博士課程が設

置され、既存の学科が四学科に改組されたのと同時に、工

学部第二部機械工学科と第二部応用化学科（1962年4月

改称）をそれぞれ第二部生産工学科と第二部物質工学科に

改組しました。この間、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、勤労青年の入学者が減少して

いきました。工学部第二部では、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

様化を図ってきました。2001年には企業アンケートの結果

を踏まえ、入学定員を60名から30名とする改革も行いま

した。しかし、最近では勤労青年や社会人（有職者）の受験

者および入学者はさらに少なくなっていました。文部科学省

に対する2005年中央教育審議会答申「我が国の高等教育

の将来像」にあるように、また工学部が実施した企業アンケ

ートに対する回答などからも明らかになったように、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

ます。このような状況を踏まえて工学部は、第二部生産工学

科と第二部物質工学科の入学生募集を停止することを決め

ました。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、現在も行っている社会人教育を

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

の中に設置することを決めました。

我々の工学教育改革に対する取り組みは、大学院部局化

時に遡り、その記録は1999年3月の大学院・学部教育検討

委員会による「新しい工学教育の構築を目指して」と題する

報告書、2000年3月の工学教育改革企画委員会による「新

世紀に向けての教育改革2000－工学部・工学研究科の教

育」に残されています。その精神は教育企画経営会議に受け

継がれ、2005年3月には「工学府教育ビジョンWG活動中

間報告－学生の視点からの教育改革」がまとめられました。

その内容は2005年６月に中央教育審議会から出された中

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となっていました。

このWG報告を受けて、文部科学省の2005年度教育プロ

グラム「大学教育の国際化推進プログラム」に採用された

『イノベーションを指向した工学系大学院教育』プログラムの

もとで、英国のEngD（Engineering Degree）ならびに米

国のPSM(Professional Science Master)と工・経融合

教育に関する視察調査および工学系大学院教育に関する企

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

業アンケートを行い、工学府独自の「実践的学術の拠点」を

目指した工学系大学院教育である新しい大学院プログラム

「ヨコハマ方式大学院教育」提案へとむすびついていきまし

た。それは技術者、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、社会人をも視

野に入れ、広い分野にまたがる教育体系を提案しているも

のです。

日本の工学系大学院では、大学院生は一つの研究室に所

属し、指導教員のもとで専門分野の知識や研究方法を受け

継ぐ教育方式を基本としてきました。これを一本の線で表し

て、Ｉ型人材育成教育と呼びますと、我々の提案はＴ型および

Π型人材育成教育と呼ぶことができます。ここでΠはギリシ
ャ語の大文字でパイと読みます。Ｔの文字の縦棒により象徴

されているのは創造的研究開発を行うための強固な基礎学

力と研究能力、原理・原則の深い理解をもった専門性で、Ｔ

文字の横棒により象徴されているものは、次世代社会を支

える工学の分野を俯瞰できる能力を養って、幅広い工学的

素養の修得の為に、工学府４専攻横断型の教育機会を提供

するものです。Ｔ型人材育成はTED（T-type Engineering

Degree）プログラムと名づけられました。プログラムの修

了審査は、博士課程前期は修士論文、後期は博士論文の審

査により行われます。一方、Π型人材育成は、Πの横棒で表
される工学基盤知識と、Πの二つの縦棒が象徴する複数のモ
ジュールを核とした教育プログラムです。一つの専門分野に

とらわれることなく、複数の教員による「スタジオ（工房）教育」

を核としたものでPEDプログラム（Π-type Engineering
Degree program）と名づけられています。この新しい教育

プロラムはスタジオ教育を核とし、それに関連する講義科

目群からなる｢モジュール｣が実施単位となります。現実に即

した課題の解決を通して実際の社会の要望に応えた高度な

ものづくり教育を行います。たとえば工学府社会空間システ

ム学専攻建築学コースでは、横浜の港街地区 -馬車道にスタ

ジオ、Y-GSA（横浜国立大学大学院／建築都市スクール）を

開設しています。工学府４専攻それぞれでは、企業との密接

な連携と確固たる学修計画に基づく長期インターンシップ

を導入し、スタジオと同等の単位を与えています。

また、工学系分野にて博士号を取得し、さらなるキャリア

アップや再チャレンジを希望する社会人の方に経済的な支

援（授業料減免：文部科学省特別教育研究経費｢再チャレン

ジ支援経費｣）や土日夜間開講を積極的に組み入れたカリキ

ュラムによる｢再チャレンジによる在職社会人技術者等の高

度キャリア開発支援プログラム｣を準備し、社会人の就学を

強力に支援しています。「ヨコハマ方式大学院教育」は２００７年

４月に始まります。
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工学府博士課程現員数は2006年5月時点で、博士課程

前期885名、博士課程後期171名で、収容定員博士課程前

期546名、後期204名ということを考えると、前期の定員

超過に対し、後期の定員未満が目に付きます。2001年の

部局化により、工学研究科より大学院環境情報学府が分か

れてできたことによる急激な減少があり、その後博士課程

前期の学生数は増加したにもかかわらず、博士課程後期の

学生数は減少を続けたことがグラフより読み取れます。

教育企画経営会議では博士課程後期学生数が増加しない

原因について、その主たる原因は(1)就職―博士号取得後の

就職状況、(2)年月―学部卒業後、博士号取得までに年月が

かかりすぎること、(3)経済的負担―博士課程前期までの経

済負担に加えてさらに親に３年間の経済的負担をかける事

への躊躇、にあると考えました。また各コースにおける、博

士課程後期学生経済支援状況を調査した結果にもとづいて、

工学府博士課程後期特別研究員・特待生制度を提案するに

至りました。職歴となり履歴書に記載できるので、就職時に

もプラスになることを考慮して、大学が正式にＲＡとして雇

用する場合には、工学府特別研究員として採用、奨学金とし

ての支給のみを受ける場合には特待生と呼ぶことにしました。

選考方法は書類審査並びに面接により、研究者としての能

力、将来性、研究業績、研究計画、収入状況等に基づいて行

われます。申請者には同時に、日本学術振興会（DC1）申請

を義務付けており、面接においては、日本学術振興会（DC1）

申請書類に記された研究計画等に基づき、質疑応答を行な

い、選考は工学府特別研究員／特待生選考委員会を設置し、

委員会にて厳正に行なうこととしました。平成19年度入学

者に対し月額10万円を3名、月額5万円を5名、厳正な審査

のもとに選抜することにしました。博士課程後期出願前に内

定し、経済的に安心して出願，入学および進学できるよう、

平成20年度入学予定者に対しても募集をかけ、月額10万

円を5名、月額5万円を6名選抜することを決めました。この

制度は全国の国立大学法人の中でも、最も手厚い経済支援

制度となっています。月額の決定に際して参考にしたのが、

日本学術振興会特別研究員の月額20万円、日本学生支援機

構奨学金(第1種（無利子）12.2万円、第2種(有利子)5～13

万円)があります。工学府特別研究員／特待生には、毎年度、

日本学術振興会特別研究員（DC2）申請を行なう義務を課し

ており、DC1/DC2採用とともに工学府特別研究員／特待

生を辞退していただくことにしています。

毎年度、工学府特別研究員／特待生選考委員会にて、報

告書に基づき研究進捗状況等について審査の上、工学府特

別研究員／特待生の処遇を更新します。審査の必要に応じ、

面接を実施する予定です。研究の進捗が著しく遅れている

場合、その他選考委員会で妥当と判断される理由があった

場合には、更新は行なわれないこともあります。

博士課程後期学生への支援策を実施
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● 物質工学科の3コース制

物質工学科では、これまで物質や材料、エネルギー、環境、

生命についての広い視野と深い知識を備え、持続可能な社

会を構築できる未来志向型の人材を育成するための総合的

な教育を行ってきました。さらに、近年進歩が著しいバイオ

サイエンスに対応するために、2007年度から「バイオコー

ス」を新設し、従来の4大講座制を、下記に示す教育・研究を

目指した「化学コース」「物質のシステムとデザインコース」

「バイオコース」の3コース制に改組し、カリキュラムの改訂

も行いました。また、新しい2つの入学コース、①化学コー

ス及び物質のシステムとデザインコース②バイオコース、で

の入学試験を実施しました。

【化学コース】

豊かな人間社会を構築・発展させていくために必要な「化学」

を基本として、現代社会を支える高機能性の有機化合物、無

機化合物、高分子化合物、生体関連分子、超分子などの設

計・合成・解析、また、それらの新しい物性評価法、理論的解

析法、化学分析法などの開発・応用など、多岐の分野におけ

る先端的な研究と教育を行います。

【物質のシステムとデザインコース】

物質を有効で安全に利用する実践的なシステムや、それら

をデザインする能力をもつ人材の育成を目指しています。環

境やエネルギー、安全、物質の生産システム、もの作りとい

った今後の重要な社会ニーズに対して、幅広い専門分野に

対応できる総合力を備えた研究者や技術者のための教育と

研究を行います。

【バイオコース】

基礎生物学やライフサイエンスを始めとする現代生物学の

成果に基づいて、健康な社会の実現を目指す研究者やライ

フサイエンス関連諸産業に羽ばたく人材の育成を目的にし

ています。バイオコースでは、化学・電子・情報・機械など関

連する分野と協働し、微生物から植物、動物、人まで、幅広

い生物種を対象とした教育と研究を行います。

● 電子情報工学科の2コース制

電子情報工学科では、社会の中で電子情報工学分野を担

って活躍し得る人材の育成を目指しています。近年、この分

野は技術革新が著しく、そのような状況においてもなお電

気・電子・通信・情報に共通する基礎を深く理解することが

大切であり、さらに諸問題の本質を見極め、時代の要請に応

えられる実践能力を身につけることも必要とされています。

以上の目標を達成するために、学科教育課程に新たにコー

ス制を導入し、カリキュラム内容の大幅な見直しを行ないま

した。

新しい教育課程では、2年前期までに電気回路、電磁気、

エレクトロニクス、通信、情報の基礎科目を学科共通で教育

します。さらに2年後期以降からは、電気、電子、通信、情報

という広範な分野の総合教育を行なう電子情報システムコ

ースと、情報工学、計算機科学、ソフトウェアシステムを重点

教育する情報工学コースの2コースに分かれ、専門科目を教

育します。各コースの教育目的と内容は以下の通りです。

【電子情報システムコース】

電子情報分野を総合教育することで、様々な技術革新に対

応できる柔軟な発想と能力を備えた人材の育成を目指すコ

ースです。電気エネルギーと電気機器、制御とシステム、電

子デバイス、集積エレクトロニクス、電子回路、通信伝送シ

ステム、情報通信、コンピュータアーキテクチャ、ならびにそ

れらの境界領域、融合領域について学びます。

【情報工学コース】

情報工学、計算機科学、ソフトウェアシステムに関する重点

教育により、情報技術の適用、深化、革新を主導する総合能

力の開発を目指すコースです。システムの分析、モデル化、

情報・メディアの処理・蓄積・交換・管理・保護とそれを支え

るシステムのアーキテクチャと基礎理論、ソフトウェア、ネッ

トワーク等について体系的に学びます。

物質工学科と電子情報工学科に新コース制を導入

工学部では、著しい技術革新を遂げている分野の教育・研究に積極的に対応し、先端的な科学技術開発を担う人材を育成する

ために、物質工学科と電子情報工学科に新しいコース制を導入しました。
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工学研究院研究の2006年度の研究活動につい

て報告いたします。

2006年度には飯田学長から「横浜国立大学の目

標と目標達成のための指針」が提示され、その中で

「人類の福祉と社会の持続的発展に貢献するため

に「実践的学術の拠点」となる」ことが本学の目標の

主要な一つとされています。また、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

ていることは周知の通りです。

工学研究院ではこのような背景を先取りする形

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ます。昨年の本誌に

その中間評価結果を掲載しました。いずれも学外

の専門家と研究企画経営会議のメンバーからなる

評価委員会により高い評価を得ております。それら

の第1期学際プロジェクト研究期間の5年間が今年

度にて完了しました。それに対応して、新たに2007

年度から5年間の計画で開始される第2期学際プロ

ジェクト研究の募集を行い、6つのプロジェクト研究

の立ち上げを予定しました。それらはいずれも先進

的な内容を活発に進めている研究が融合したテー

マの下に、複数の教員が協力してプロジェクト研究

を推進するものであります。工学研究院を代表する

分野融合型の研究として更なる発展が期待され、

社会への貢献とともに本学の実践的学術の拠点形

成に資することが期待されます。

文部科学省の21世紀COEプログラムに採択され

た「情報通信技術に基づく未来社会基盤創生」が

2002年より活動を続け2006年度で完了いたしまし

た。第1期学際プロジェクト研究の一つでもある本

COEプログラムの継続的な発展を図るため外部機

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」が全学組織として活動を続け

ており、本学における医療情報通信技術の益々の

発展が期待されています。また、2006年春に、「よこ

はま高度実装技術コンソーシアム」が設立され、エレ

クトロニクス分野における材料・電子部品・モジュー

ル化・組立などにわたる統合技術である実装技術

をベースに、かながわの産業活性化、実装技術者

の実践教育、実装技術の国際展開などを目的に活

動が展開されております。

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するこ

とにより21世紀知識基盤社会の形成に役立つこと、

および社会貢献を目指したプロジェクト型研究の充

実を目指してまいります。さらに、現在ここにあげた

以外にも大型の外部資金を得て研究推進中のプロ

ジェクト等が多数あり、その一部をこの研究ハイライ

ト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

知識基盤社会を担う・実践的学術の拠点を形成する
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3Ｅ（Energy, Economy, Environment）に表される地球

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。ここでは黒潮発電を利用し

た水素システム、パタゴニア水素計画の可能性調査、バイオ

水素、燃料電池材料開発、センサーをはじめとする要素シス

テム研究、水素の安全性評価等を進めています。特に南米パ

タゴニア地方の風力エネルギー潜在量が日本の総発電量の

１０倍以上あること、燃料電池の白金に替わる電極材料とし

てのTaあるいはZr化合物を見出したことは注目されます。

「情報通信技術に基づく未来社会基盤の創生」
（河野隆二代表）

第1期学際プロジェクト

「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）

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

平成14年度に情報・電気電子分野で採択された文部科

学省21世紀COEプログラム「情報通信技術に基づく未来

社会基盤の創生」は工学研究における学際プロジェクトと

位置づけられてきました。当初は情報通信技術（ICT）を金

融・交通・エネルギー供給などの社会インフラに導入し、

e-Commerce, ITS(Intelligent Transport System),

Flex-Energy Networkなどを実現する基盤技術を、デバ

イス、システム、社会基盤のグループに分かれ、独自性を保

ちながら、同一の目標のために総合的に結束して先端研究

を中心にした教育を実践してきました。４年目からは、更な

る発展を目指して、医療情報グループを増設し、先端ICTに

基づく医療・福祉社会インフラの創生を進め、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（通

称：医療ICTセンター）が設立されました。

究極の目標

第1期学際プロジェクト

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

（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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今年度は「都市の環境単位」というタイトルで研究を展開

しました。これは、都市空間の創られている原理が、制度で

あったり経済原理という人間の身体を超越した概念によって

組み立てられているために、そこには私たちの居場所がな

いという感覚があるということを問題にしているものです。

そのために、どこにいてもどこまで行っても同じような風景

となり、特異点のない均質な都市空間を生み出しているの

ではないか、そのような現代の都市に用意されている空間

のあり方によって、私たちは場所に対する愛着がなくなり土

地の帰属意識は喪失し、同時に都市のなかでは共同体の意

識は持てなくなったのではないだろうか、と考えているから

です。私たちの目の前にある現代都市の拡がりがどのよう

な理屈を持って出現しているのか、そしてこの都市には存在

していないが人間の生活の場から空間の拡がりを再設定す

ることができないだろうか、という調査とそれに対応する課

題を追究しました。

「人間・生活・都市・学」
（北山恒代表）

第1期学際プロジェクト

「都市の環境単位」

「都市のステーション」
都市生活で必ず発生するなにげない現象のひとつとしてゴミ捨
て場に着目し、生活行為を組み込んだステーションを提案する。
都市の既存ステーション（ コンビニ、バス停、交番等）とのレイ
ヤを重ね、ネットワーク化を通じて都市生活を豊かにしようと考
えた。（大庭）

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

研究を推進してきました。物質設計グループでは7Beの半

減期がC60中で1.7%減少することを発見し、また2電子励

起スペクトルの精密計算技術を開発しました。構造制御グル

ープでは、結晶表面・界面の原子配列、分子配列、電子の局

在性を熱と光で制御する技術を開発しました。光機能制御

グループでは世界初の実時間イメージング分光技術やナノ

マイクロ光造形法を開発しました。これらの研究成果は

Springer-Verlag社より“Nano-and micromaterials”と

いう題名の本として出版予定です。

ナノミクロ制御物質科学：新規な構造と機能の創成
（大野かおる代表、田中正俊、武田淳副代表）

第1期学際プロジェクト

「葉山における環境単位」
葉山において、環境単位を発生させる装置は、道のようなかた
ちをして存在することに着目した。そこで、葉山の旧漁村集落を
敷地とし、既存の路地を利用しながら、新たに道をつくり出すた
めのボリューム（ プログラム）をまち中に配置することを提案す
る。（諸橋）

「塀のないまち」
まちを眺めると、塀で仕切られた土地の中に否応なく住宅が収
められていることに気づく。暗く窮屈な外部空間は、所有という
制度の下で生み出された当たり前の風景だ。土地の所有を解
き放ち、塀のないまちを提案する。（佐藤）

「不自由なルール」
敷地内で完結した生活ではなく、都市にかかわることで場所へ
の帰属感を生むような空間を目指した。都市のルールをデザイ
ンすることで、新しい集合形態が見えてくる。たとえば、「庭の連
続性」、「敷地の共有」、「隣家との新しい関係」等である。（小杉）

実時間イメージング分光枝

結晶表面・界面の
原子配列、分子配列、

電子の局在性を熱と光で制御

ナノマイクロ光造形法
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第2期学際プロジェクト募集結果について

工学研究院における5年間にわたる第1期学際プロジェ

クト研究期間を今年度にて完了したことを受けて，新たに第

2期学際プロジェクト研究の募集を行いました。研究企画経

営会議で検討した結果，下表に示した6つのプロジェクト研

第2期学際プロジェクト研究

究を予定しました。2007年度の立ち上げから5カ年の計

画で工学研究院を代表する分野融合型研究としてその進展

を図り，本学の目標である実践的な学術拠点形成への貢献

が期待されます。

テーマと概要 代表者

「持続型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
持続的成長を可能にする水素エネルギー社会実現のため、再生可能エネルギーから水素を効率よく製造し、

輸送、貯蔵を経て利用するためのシステムを対象とし、概念検討、要素システム、材料設計、開発、安全性評

価・管理に対して教育研究を行うための横断的な研究基盤整備を行う。

「海洋・都市基盤技術のイノベーション」 角　洋一
中村文彦海洋およびそれに面する都市の持続的発展に資する技術イノベーションの展開を多面的に研究する。海洋沿

岸技術面からと港湾都市マネジメント技術面からのアプローチを並行的に行うとともに、融合テーマの模索

を行う。

「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
バイオサイエンスの進展を背景とする先進的、融合的、学際的な課題として、ナノテクノロジー産物であるナノ

粒子などからのストレスについて、細胞、個体、集団に対する効果・影響の解析と評価を対象とし、学内3部局

から結集した研究チームで新分野創出を目指す。

「実装技術創造プロジェクト」 羽深　等
基礎物性・材料・プロセスから応用分野までの研究者がチームを組み、産学官公連携組織である「よこはま高

度実装技術コンソーシアム」との連携体制により、個別技術を追求すると共にそれらを統合し、システムインパ

ッケージおよび関連技術の開発を行う。

「情報通信技術によるグローバル社会基盤創生」 河野隆二
我が国が世界に誇る情報通信技術に基づき、医療、交通、金融、エネルギーなどの世界中にグローバルに役

立つ社会基盤を創生する。本グループが世界をリードする光・電波融合情報通信領域を学術基盤とし、個別技

術を究めつつ、それらの技術に跨る独創的技術を教育研究する。

「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

ミクロからマクロ、要素からシステムを含んだ運動機能を包含する、モーションテクノロジーを共通に、ヒュー

マノイドロボット、人と機械の相互発展、およびマイクロモーティリティデバイスのプロジェクトを遂行し、快適

な未来社会を育むために基盤技術の研究を行う。
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文部科学省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」シンポジウム

平成19年1月26日に教育文化ホール大ホールにて開催

されました。飯田嘉宏学長による開会のご挨拶に引き続き、

文部科学省、総務省、富士通研究所、KDDI研究所、韓国海

洋大学からのご来賓より本プログラムの卓越した研究成果

や教育効果、今後の期待などに関わるコメントとともにご挨

拶を頂きました。拠点リーダの河野隆二教授から5年間に

創出した世界に誇る成果と今後の発展に関して最終活動報

告がなされました。また、フォトニックナノ構造光デバイスの

MICT

未来情報通信医療社会基盤センターのイベント

1● 発足記念式典とパネル討論の開催

（平成18年6月14日）

横浜ランドマークホールにて参加者約250名を得て、発

足記念式典が盛況裏に開催されました。飯田嘉宏学長のご

挨拶に続き、ご来賓として情報通信研究機構長尾真理事長、

横浜市立大ブルース・ストロナク学長、総務省松本正夫技術

総括審議官、神奈川県石原祐志企画部参事、横浜市都市経

営局佐竹隆大学担当理事から祝辞をいただき、センター長

の河野隆二教授がセンターの概要を紹介しました。

第2部としてパネル討論「未来医療社会基盤プログラムの

発進～医療ICTプロジェクトと社会からの期待・課題」を実施

しました。各界から専門家・ジャーナリストの方々を招き、

情報通信技術で創る未来医療の展望や期待について討論さ

れ出席者の好評を博しました。

2● 2006国際医療ICTシンポジウムの開催

（平成18年12月1日・2日）

ICT（情報通信技術）を核とした最先端の科学技術と医療

に関する国際的な情報交換と議論を行うことを目的に、

2006国際医療ICTシンポジウム「安心・安全の医療社会基

盤を創る～先端情報通信技術と先端医科学の連携」（主催：

横浜国立大学・横浜市立大学・情報通信研究機構）を横浜市

立大学福浦キャンパスにて開催しました。3件の特別講演と

してM. Marcus博士（元米国FCC）の医療ICTに関わる無線

周波数の使用規則の国際的な動向、宗像義恵氏（Intel）の医

療ICT分野での産業界の連携、砂川賢二教授（九州大学）の

体内無線通信を利用する未来の医療技術、いづれも魅力的

かつ示唆に富む講演があり、参加者から医療ICTについて認

識を新たにしたとの声も聞かれました。

初日は、国際学術研究集会として最先端の研究紹介と活

発な討論が繰り広げられました。二日目は、特別企画として

市民講座「CELシンポジウム～健康・安心・安全な社会構築

に向けて」を開催しました。研究者はもとより、広く市民の

方々とともに健康と医療、疾病予防などについて考える機

会となりました。特別講演には脳科学者の茂木健一郎博士

を招き、脳科学の最前線に関して豊かな話題を交えた興味

深い講演が多くの聴衆を魅了しました。

研究において世界をリードする馬場俊彦教授から研究紹介

がありました。午後の部は「情報通信技術とグローバルな大

学教育」と題してご来賓の方々に加え、渡辺慎介副学長、白

鳥正樹教授などによるパネル討論が催され、活発な意見交

換がなされました。各研究グループのリーダから研究活動

の総括がなされ、國分泰雄工学研究院長の閉会の言葉によ

り締めくくられました。
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よこはま高度実装技術コンソーシアム
2006年7月4日創立　本格活動開始

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、ユビキタス時代を迎え実装技術が高度化する

に伴い、産学官公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。そこで、2002年に始まった実

主要事業

1．技術者教育：

「若手技術者のためのJISSOスクール2006」

2006年10月～12月

2．高度実装技術セミナー

第17回　2006年9月28日

第18回　2006年11月21日

第19回　2007年1月12日

第20回　2007年3月6日

3．先端研究プロジェクト関連準備活動（非公開）

4．イベント

●「オルガテクノ２００６」における実装技術セミナー

2006年7月25日（横浜）

● 第2回大田区産学連携道場

2007年2月22日、3月2、9、16、23日（東京）

5．国内外技術動向調査事業（実施中）

6．ネットワーク構築

第1回ＯＢの会

2006年11月30日（横浜）

これら活動について全国から問合せがあり、雑誌・新聞にも

紹介されるなど、注目を集めています。

装技術研究会の活動の発展に伴い、2006年7月4日の創立

記念シンポジウムをもって「よこはま高度実装技術コンソー

シアム」が創立されました。

2006年度は、社会人技術者の育成事業、先端研究の準

備、実装技術セミナー、ネットワークの充実を重点事業とし

て活動しました。

ＵＲＬ　http://www.y-jisso.org/
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工学研究院の教員が平成１８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。

平成18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）

平成18年度 他省庁補助金（5,000千円以上）

平成１８年度 政府関係機関との受託研究・受託事業（5,000千円以上）

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 フォトニック結晶導波路による高速制御と光バッファメモリ 馬場　俊彦 21,600 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 30,200 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

特定領域研究 フォトニック流体制御による単一細胞多元分析システムの解析 丸尾　昭二 5,700 １８－１９

特定領域研究 局在電磁波配線を利用した単一磁束量子論理ゲートの研究と高速信号処理回路への応用 吉川　信行 14,800 １８－２１

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 10,140 １４－１８

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 9,230 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 11,180 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 8,970 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 9,750 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 11,180 １７－２０

基盤研究(B) 自由エネルギー解析法の開発と糖鎖構造計算ライブラリーの構築 上田　一義 6,000 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 6,100 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 6,500 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 5,500 １７－１８

基盤研究(B) 人間の力感覚メカニズムの解明と力感覚通信の実現可能性について 藪田　哲郎 10,920 １８－１９

基盤研究(B) 部分的硝化脱窒法を取り入れた省エネ型膜分離活性汚泥法の開発 松本　幹治 6,760 １８－２０

基盤研究(B) 新しいポテンシャル制御量子井戸の巨大電界屈折率効果による光制御 荒川　太郎 8,320 １８－２０

基盤研究(B) 経年配管システムの耐震安全裕度の評価・設計基準の検証に関する研究 白鳥　正樹 13,910 ８－１９

基盤研究(B) 3次元実装における多軸応力下の鉛フリーはんだ接合部の効率的な疲労信頼性評価技術 于　強 14,170 １８－１９

基盤研究(B) ターボ機械の異常流動現象の総合的抑制法に関する研究 黒川　淳一 12,090 １８－１９

基盤研究(B) 位相量子を用いたナノスケール超高速論理回路の研究 吉川　信行 10,140 １８－２０

基盤研究(B) 規則性多孔体のキラル化と不斉認識材料の開発 窪田　好浩 10,400 １８－１９

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 8,840 １６－１８

若手研究(A) ナノスケールサーボのための新しい制御技術の創出に関する研究 藤本　博志 19,890 １８－１９

計 297,410

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 97,482 １４－１８

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 11,700 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 22,100 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 16,900 １７－２０

ナノテクノロジによる機能的・構造的生体デバイスの開発 河野　隆二 5,500 １４－１８

計 153,682

区分 研究課題名 代表者氏名 (千円)

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 12,420

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 16,126

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 14,025

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 22,298

意味推論型システムを備えたユビキタス・バーチャルマシン技術の研究 倉光　君郎 6,572

文部科学省 高機能代替流体による高速軽水炉燃料の熱的限界予測手法の開発 森昌　司 14,997

フォトニック結晶の巨大分散を用いるアクティブ機能デバイス・集積回路技術 馬場　俊彦 20,020

高機能・低環境負荷を目指した過共晶Al-Si合金精密鍛造品の製造プロセス開発と商品化 梅澤　修 44,306

計 173,960

NEDO・産業技術研究
助成事業

厚労省・萌芽的
先端医療技術推進研究
事業

独立行政法人
新エネルギー・産業技術
総合開発機構

総務省

単一磁束量子算術演算ユニットの開発 吉川　信行 7,800

平成18年度原子力安全基盤調査研究（高経年配管の耐震評価技術の開発） 白鳥　正樹 6,596

【平成１８年度アジア・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

独立行政法人
科学技術振興機構

独立行政法人
原子力安全基盤機構

独立行政法人
日本学術振興会

柴山　知也 8,800
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●（独）港湾空港技術研究所

横浜国立大学と、独立行政法人港湾空港技術研究所
は平成18年7月1日（土）付で教育研究連携協定を締結し
ました。
同研究所は、長い間、運輸省港湾技術研究所として、

港湾工学、海岸工学、地盤工学を中心とする土木工学の
分野で活発な研究活動を展開してきました。世界的にも
著名な研究者が在籍しています。最近では、津波防災の
研究、合理的な港湾、海岸構造物の設計など、本学とも
共通する分野での研究が行われています。この協定によ
り、同研究所の研究者が、客員教授もしくは客員助教授
として本学で授業を担当し、学生の指導を行うことや、大
学院学生を同研究所に派遣し、連携して研究指導を行う
ことが始まりました。

本学と同研究所はこれまでも、非常勤講師の受入れや、
実習生の派遣、共同研究などを研究室レベルで行ってき
ましたが、こうした実績を踏まえ包括的に本協定を結ぶこ
とにより、より一層の連携が図られることが期待されてい
ます。
今回の協定で、大学・研究機関、自治体、企業を含め

12機関との包括連携・組織的連携となりました。

15

公的研究機関との連携の推進

●（独）海上技術安全研究所

本学における船舶海洋分野との従来からの交流実績を
基に今後の更なる連携を目指して本学と独立行政法人海
上技術安全研究所（海技研）は、『教育研究連携に関する
協定書』を平成19年1月26日（金）本学学長室において飯
田学長と中西理事長出席のもとに締結しました。
海技研は船舶海洋工学分野の研究所としては世界的

にも屈指の施設・陣容を誇る研究所です。総面積は19万
m2（写真には長さ400ｍ幅18mの長水槽と縦横80mの角
水槽が見えます）を有し平成19年度の研究職員は169名
（全体で215名）、総予算は43億円の規模であり船舶流体
力学・構造強度を核に海洋開発関係・物流・安全・エネル
ギー・IMOなどの国際関係へのコミットなど幅広い研究・
発信を活発に行っています。
本協定により工学研究院で新たに設置されたPEDコー

スも含めて、本大学と研究所の新たな連携による研究指
導の充実が期待されています。

工学研究院では2006年度、（独）港湾空港技術研究所および（独）海上技術安全研究所と新たに教育研究連携協定

を締結しました。
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公開講座の開催 工学研究院では、2006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講師を担当した公開講座とその内容等は以

下のとおりです。

バスを活かしたまちづくり
中心市街地再生などの目的で、モビリティ向上の交通戦略を立案す
る必要に迫られている多くの都市に対して、バスを活用することで、
できること、できないこと、その際に、自治体、市民等の各主体での
役割分担のあり方などについての、考え方を講義するとともに、関
連する研究室での研究実績を紹介します。

工学研究院の担当講師● 中村文彦教授、岡村敏之助教授
開催日時● 5月27日（土） 13:30～17:30
受講対象者（募集人員）● 土木系コンサルタント、地方自治体職員、NPO等

（40名）

都市交通入門
身近な都市の交通問題を、土木工学分野でどのように勉強し、ど
のように研究しているのかを紹介します。中学校卒業レベルの知識
で理解できるように、実例を通して、わかりやすく紹介します。都市
の諸問題への関心を高めてもらうとともに、それらを扱う土木工学分
野での大学受験についての相談やアドバイスも行います。

工学研究院の担当講師● 中村文彦教授、岡村敏之助教授
開催日時● 5月27日（土） 10:30～12:00
受講対象者（募集人員）● 高校生・大学２年生程度まで（40名）

セラミックス材料の開発と利用のための基礎と実際
セラミックス材料の作製方法、Ｘ線回折や電子顕微鏡などを用いた
キャラクタリゼーション、さらにその応用を通して、セラミックスとは何か、
セラミックス材料の進歩と現状、および最近の技術開発に不可欠な
セラミックス材料の重要性などについて、解説を行います。

工学研究院の担当講師● 横山隆講師、岡崎慎司助教授
開催日時● 7月31日（月）、8月1日（火） 10:00～17:45
受講対象者（募集人員）● 化学系、材料系、電気電子系の各メーカー（30名）

－講義・実習を通して学ぶ－ 材料の劣化とその対策
工業材料は、自らあるいは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。本講義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
た講義の内容の理解を高め、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● 朝倉祝治特任教授、安藤柱教授、関根和喜教授*、
岡崎慎司助教授、高橋宏治助教授、横山隆講師、
笠井尚哉講師*、中尾航助手　他学外講師3名　
*：環境情報研究院

開催日時● 9月4日（月）～9月8日（金） 9:30～17:00
受講対象者（募集人員）● 社会人技術者、市民一般（100名）

MATLABとメカトロニクス －知りたいMATLABと電磁アクチュエータ－
MATLAB-SIMULINKの構成と活用法、HILSによるメカトロ設計、
同期モータ(PRM、SRM)の作動原理と制御法、リニア・アクチュエ
ータの電磁気解析と応用事例、駆動系に多用される電子油圧比例
弁の原理などを、わかりやすく解説します。

工学研究院の担当講師● 田中裕久教授、眞田一志教授、佐藤恭一助教授
開催日時● 9月13日（水） 10:00～17:00
受講対象者（募集人員）● 機械・電気系技術者（50名）

先端機器分析入門 －物質の構造決定法の基本原理と実験実習－
化合物の構造決定を行うためには、各種の機器を用いて得られる
スペクトルを総合的に判断する手法が一般的に用いられています。
本講座では、分析機器として汎用されている先端機器の基本原理
の理解を深め、化合物の構造決定に役立つ知識と技術を教授す
ることを目的とします。

工学研究院の担当講師● 八木幹雄教授、関谷隆夫助教授、金子竹男助手、
中越雅道助教授**、根岸洋一技術専門職員**、
石原晋次技術職員** **：機器分析評価センター

開催日時● 9月28日（木） 10:00～17:00
受講対象者（募集人員）● 社会人技術者、市民一般（20名）

Rhinocerosによる3次元CAD理論入門
３次元ＣＡＤソフトRhinocerosを使って製品設計を行う際の曲線・曲
面理論の基礎知識が習得できます。また演習や実際の応用事例を
通して理解が深まります。

工学研究院の担当講師● 前川卓教授
開催日時● 9月29日（金） 13:00～17:00
受講対象者（募集人員）● 設計技術者（30名）

技術者倫理特論 －技術者はどう生きるべきか… 技術者人生への指針－
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。討論が現実に即した、
深い思索を伴うものとなるために必要な課題を用意します。

工学研究院の担当講師● 柴山知也教授
開催日時● 10月5日（木）～10月26日（木）毎木曜日 計4回　

14:40～　17:45
受講対象者（募集人員）● 企業・国、地方の行政機関の技術者（10名）

－実験実習を通して学ぶ－ センサの原理と利用法
産業界で非常に頻繁に使用される８種類のセンサデバイスを題材に
選び、センサの基本原理と近年の技術動向について講義を行いま
す。さらに座学の内容に密着した実験実習を行い、センサデバイス
の基本的な動作特性の把握と駆動方法について実体験を通して
習得します。

工学研究院の担当講師● 岡崎慎司助教授、横山隆講師
開催日時● 11月15日（水）～11月17日（金）、12月19日（火）、

12月20日（水）、2月7日（水）～2月9日（金） 計8回　
10:00～17:00

受講対象者（募集人員）● 社会人技術者、市民一般（25名）

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－
セラミックス材料をはじめ種々の材料は作製した後、用途に応じて
色々な評価が行われています。本講義では走査型顕微鏡、Ｘ線マ
イクロアナライザー、Ｘ線回折の各装置の原理、得られる情報、その
評価方法と応用などについて説明し、使用上の注意を述べるとと
もに、Ｘ線による物質の同定方法についての演習を行います。

工学研究院の担当講師● 横山隆講師、岡崎慎司助教授
開催日時● 1月25日（木）、1月26日（金） 10:00～17:45
受講対象者（募集人員）● 化学系、材料系、電気電子系の各メーカー(10名)

末は博士か －大学院の授業を受けてみよう－（環境情報学府）
専門外の人への平易な解説を目的とする大学院の講義から選んで
聴講します。内容は、「言語情報のモデリング」、“The Atomic
Bomb”、「地球システムのGIS分析」、”The Beauty of Mathematics”、
“Current Situation and Perspective on Energy Demand”、「離陸
したゲルの科学と技術」の6テーマ（日本語6回、英語4回）です。

工学研究院の担当講師● 玉野研一教授 他5名
開催日時● 4月19日（水）～7月5日（水） 14:40～16:10 全10回

（希望の回のみ出席可）
受講対象者（募集人員）● 一般市民および本学環境情報学府での勉学に

興味ある人(10名)
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地域連携プロジェクトの実施

本学北側に位置するJR東海道貨物線羽沢貨物駅付近
に旅客駅が建設されることになり、相模鉄道本線、東京急
行電鉄東横線、東日本旅客鉄道の相互直通が行われま
す。同駅は、直線距離800m程度で本学北門に届く位置
にあります。交通の便が悪く、玄関たる街並みも有さない
本学にとって最寄駅開設は、大学発展のこの上ない契機
と言えます。しかし、北門と新駅の間の地区（以下羽沢地
区）は一般的な密集市街地であり、駅と大学を連携させる
ためには、同地区の整備が課題となります。そこで、建築
学の都市計画研究室（小林重敬教授）と土木工学の交通
研究室（中村文彦教授）の共同提案で平成18年度学長
裁量経費にて、題目の調査を実施しました。関連行政へ
のヒアリングとともに、両研究室学生により対象地区の実
態調査を行いました（分析の一例を図に示します）。調査
結果より、地域におけるまちづくり、交通利便性向上のニ
ーズが、地域内の地区による差はあるものの確認できまし
た。以上の成果をもとに、羽沢地区での新駅周辺地区の
整備の課題をとりまとめました。

● 横浜国立大学の羽沢旅客駅周辺の地区整備への
地域連携の可能性調査の実施

近年、都市再生や地域再生の必要性が注目される中、
新しい地域政策、地域力を養い地域資源を活かすまちづ
くりが求められており、その担い手として内外の諸機関・
諸地域と連携した人材の育成が急務です。また、社会貢
献が高等教育機関の大きな責務として掲げられる中、地
域連携の新しい方法論・システムの教育研究が求められ
ていることから、その方法論やシステムのもとに活躍する人
材を輩出する仕組みも必要とされています。この現代的
課題に対応するため、地域に根ざした課題解決を担う人

●「地域交流科目」を通した地域社会への貢献

材を実践的に育成しようと展開しているのが、本学特有の
学生参画型の実践教育プログラム『地域交流科目』です。
これは従来の学問・教育領域を超えた「コア科目・関連科
目・地域課題プロジェクト」から成る科目群で、これらを受
講・参画することで大学発行の『地域交流人材育成教育
プログラム修了証』を取得できる仕組みとなっています。
教養教育科目でもある「コア科目／地域連携と都市再生
A・B」はそれぞれ工学部・経済学部が担当し、いずれも
地域の専門家、自治体、NPO、企業等がゲストスピーカー
として登壇する斬新な授業で、平成17・18年度の2年間で
延べ1200名程が受講しました。また地域課題の把握・解
決に向けた実践参画型の「地域課題プロジェクト」にはこ
れまで全19プロジェクトが動き、延べ300名の学部・学年
を越えた学生が参画しています。プロジェクトには、地元商
店街を中心としたフィールドで地域と協働で地域活性化の
ため仕掛けや提案・実践を行う「和田町いきいきプロジェ
クトⅡ」や、エコミュージアムの発想の下で川と環境、歴
史・文化のまちづくりといったテーマから地域を見つめ魅
力を再発見し発信する「神奈川区魅力さかせ隊」等、工
学研究院所属の教員が担当するものもあり、実際のフィー
ルドで様々な視点から地域との協働事業を展開するため、
学生からは今までの枠を越えた学びの場、企画力・発想
力・交渉力・行動力等が得られるとして好評を博していま
す。また地域からも、学生にとってローリスクでいろいろ試
せる地域での学生参画を積極的に進めて欲しいと期待
の声が寄せられています。

羽沢地区の標高と歩道の満足度
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高校生・市民への工学の紹介

● 横浜国立大学サイエンスカフェ
サイエンスカフェは、大学における最先端の学術研究の

成果を社会に直接語りかけることにより、研究者と市民の
双方向のコミュニケーションを実現するとともに、難解と思
われがちな研究活動についてより広く、そして、より身近に
知ってもらうことを目的に大学主催で2006年から始まり、工
学研究院の教員も講師を務めました。
第1回目は、7月5日(水)18時から、横浜商工会議所談話

室において小林憲正教授が「宇宙生命科学　－生命の
起源を探る－　地球の生命はどこから？」というテーマで
研究成果を紹介し、集まった約30人の参加者が3～5人
ずつのグループに分かれ、それぞれのグループ担当のフ
ァシリテータと呼ばれる学生と共に、コーヒーを飲みながら
くつろいだ雰囲気の中でテーマについて語り合い、その
後、講演者の小林教授と直接の質疑応答が行われまし
た。
第３回目は、11月22日（水）18時から、横浜商工会議所

談話室において、太田健一郎教授により「燃料電池－ 水
素から作る電気」というテーマで行われました。内容として
は、水素から電気を作る環境にやさしい燃料電池につい
て、石油等化石エネルギーの多消費により二酸化炭素の
濃度が高くなること、およびそれによる地球の温暖化の話
から始まり、燃料電池の原理や私たちに身近な携帯電話
やパソコン、自動車用燃料電池、最先端のスペースシャトル
用の燃料電池まで幅広い分野にまで及びました。

2006年12月25日に機器分析評価センターにおいて、同
センター主催で高校生対象の機器分析入門、「YNUテクノ
ワールド2006」が開催されました。参加者は、スーパーサイ
エンスハイスクール(SSH)である神奈川県立柏陽高校なら
びにSSH協力校の県立横須賀高校の1～3年生の18名お
よび教員2名でした。
装置として質量分析装置、核磁気共鳴装置、TEM、

EPMAならびに電子スピン共鳴装置の5機種を用いて実
施しました。参加した高校生は科学に大変興味を持って
いますが、最先端機器分析に触れるのは初めてであり、
熱心に担当の先生の説明を聞いていました。各機器担当
の先生の説明は、なぜ、どうしての疑問に答えるべく説明
および測定に工夫がなされていました。
日常生活において接することのない先端分析装置を実
際に操作、測定するとともに測定結果からデータ解析を行
い、機器分析の楽しさ、難しさを体験し、終了後のアンケ
ートでは、「本学の研究の一端を知ることのみならず機器
分析の重要性を認識する良い機会であった」、「大変楽し
かった」との意見がありました。

● YNUテクノワールド
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高校への出張説明会・模擬講義
2006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

県立横須賀高等学校 5月 18日（木）14:25～15:30 模擬講義
（生徒約30名）

県立神奈川総合高等学校 5月 25日（木）14:50～17:00 分野別説明会(14:50～15:50）
（2年生生徒約15名）
大学説明会（16:00～17:00）
（2、3学年生徒）

県立茅ヶ崎北陵高等学校 5月 25日（木）13:00～15:00 大学説明会
（生徒約60名）

県立柏陽高等学校 6月 16日（金）13:30～16:30 サイエンスワークショップ（講義・実験等）
（1学年生徒約240名）

県立相模大野高等学校 6月 20日（火）14:25～ 進路説明会
（2学年生徒）

県立光陵高等学校 7月 4日（火）15:30～16:30 大学説明会
（3学年生徒）

鎌倉学園高等学校 7月 10日（月）11:00～12:30 模擬講義
（2学年生徒全員（選択制約40人））

県立大磯高等学校 7月 13日（木）13:20～15:20 大学説明会
（生徒約70名）

鎌倉市内4高校合同 8月 22日（火）10:00～11:30 出張講義
（鎌倉・七里ｹ浜・大船・深沢） （生徒・保護者及び地域の方）

県立光陵高等学校 12月 8日（金）14:30～15:40 出張講義
（2学年生徒）

高等学校名 実施日 工学部の実施内容

茗渓学園高等学校 5月 11日（木）11:15～11:30 施設見学（建築学コース希望）建築学棟図書館・
アルキメデス（講評室兼コンピュータ室）
（生徒約3名）

県立新城高等学校 5月 12日（金）10:00～15:00 学部紹介(11:15～11:25）
11:40頃まで質疑応答、
授業見学（13:40～14:00）
「化学工学1」
（2学年生徒約30名）

横浜高等学校 6月 8日（木）10:00～15:00 模擬講義、学部紹介、施設見学
（2学年生徒約90～100名）

鎌倉学園高等学校 6月 21日（水）11:25～ 学部紹介（11:25～11:40）、
施設見学（13:55～14:15）（大型実験水槽）

県立相模大野高等学校 7月 11日（火）14:00～ 学部紹介、施設見学・講義見学
（2学年生徒約30名）

県立翠嵐高等学校 7月 19日（水）14:00～15:30 体験授業（実験等）
（1～3学年生徒約20名）

県立横浜平沼高等学校 10月12日（木）10:00～15:00 学部紹介、施設見学（大型実験水槽）
（1学年生徒約90名）

県立松陽高等学校 10月13日（金）午後1、2時間 学部紹介、施設見学（大型実験水槽）
（1学年生徒約60名）

茨城県立水戸桜ノ牧高等学校 10月27日（金）10:00～12:00 学部紹介、施設見学等
（2学年生徒約40名）

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。
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大学間交流協定の締結

工学研究院では、2006年度に延世大学校（大韓民

国）、サザンプトン大学（連合王国）と大学間交流協定

を、また、国立台湾大学工学院（台湾）と部局間交流協

定を新たに締結しました。

2006年10月17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。
延世大学校は、大韓民国ソウル市にキャンパスをもつ

1885年に設立された大韓民国で最も歴史の古い私立大
学です。延世大学校となったのは1957年です。教員数は
1800人、学生数は学部生25000人、大学院生12000人で
す。当大学校の象徴は鷲です（写真参照）。
田村明弘教授の指導のもとに、数年にわたり本学の大

学院生が延世大学校を訪問して研究発表会を開いてい
ます。毎年大学院学生約７名ずつを交互に交換し英語に
よる研究発表会を開催しています。2007年度は横浜国立
大学で開催する予定です。

2006年11月9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。
サザンプトン大学は、連合王国サザンプトン市にある、

1952年設立の同国の上位10校に入る国立大学です。教
員数は4400人、学生数は学部生が17000人、大学院生が
6000人で、100以上の国から2000人の留学生がいます。
欧州における海洋学研究の中心となっている附属海洋研
究所をはじめ、高度な研究施設・組織を有しています。同
大との学術交流は荒井誠教授による2004年同大訪問か
ら始まります。

協定締結後の交流としては、教員の相互訪問による特
別講義等の開催、大学院生の相互派遣、共同指導（特に
PEDコース学生のインターンシップ）、共同研究、研究者の
短期・長期派遣が行われる予定です。

2006年12月8日に、研究者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。
国立台湾大学は、1928年に日本の帝国大学として設立

され、第二次大戦後は台湾の国立総合大学として発展し
ました。特に工学院は11学科11研究施設・センターを有す
る大規模部局です。大学全体では教員数1800人、学生
数は学部生が18000人、大学院生が13000人です。
交流実績としては、同大工学院の李教授が本学に数回

来学しており、2005年も共同研究のため角洋一教授のも
とに３ヶ月滞在しています。
研究者交流および共同研究については、溶接構造お

よび複合材の強度に関して事業計画を立案中です。また、
学生の交流は、大学院生を主な対象として研究交流を進
める予定です。

● 延世大学校
（大韓民国 Yonsei University）

● サザンプトン大学
（連合王国 University of Southampton）

● 国立台湾大学工学院
（台湾 College of Engineering、National Taiwan University）
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国際みなとまち大学リーグ国際会議の開催

横浜国立大学の国際交流の特色と港町横浜の立地を

活かした新しい学術交流プロジェクトとして「国際みなと

まち大学リーグ（Port-city University League、略

称PUL）」がスタートしました。2006年11月7日から

3日間にわたり、リーグのキックオフを目的とした「国

際みなとまち大学リーグ国際会議」が開催され、関連

する一連の行事が行われました。なお工学研究院は、

この国際みなとまち大学リーグの構想段階から本学学

術国際課と連携して事業推進の中心的役割を果たして

おります（国際会議実行委員長：海洋宇宙システム工学

コース荒井誠教授）。

国際みなとまち大学リーグに参加予定の７大学代表者
と横浜市による計8件の講演がありました。講演題目を以
下に示します。
1）2009年横浜開港150周年にむけて（横浜市）
2）統合的海洋管理教育について（横浜国立大学）
3）津波の影響を考慮したタミルナドゥ海岸の防護対策
（インド工科大学マドラス校）
4）ブラジル沖の挑戦者（サンパウロ大学）
5）中国の海上物流と造船業の発展状況（上海交通大学）
6）サザンプトン大学の教育研究--海上の視点（サザンプ
トン大学）
7）ベトナムにおける最近の沿岸災害と海岸海洋工学研究
の動向（ホチミン市工科大学）
8）みなと横浜の都市デザイン（横浜市立大学）
セミナーの合間には忙しい日程を調整して駆けつけた中
田横浜市長のパフォーマンス豊かなウエルカムスピーチもあ
りセミナーは大盛況でした。参加者数は学内外関係者お
よび一般市民等の合計113名でした。

国際みなとまち大学リーグの発足を宣言する「横浜宣
言」を採択し、各大学代表者が宣言書に調印しました。こ
れにより、正式にリーグが発足することになりました。今後
スタートすべき各種の具体的連携やPULの発展方向につ
いての議論を行いました。またインド工科大学マドラス校
が第二回リーグ会議のホスト大学となることが決定しまし
た。
午後は市内見学会として、日本郵船博物館見学、大桟

橋見学、横浜市視察船による横浜港見学等が実施され
ました。視察船乗船会には市民や学生も参加し、海外か
らの参加者と交流を深めることができました。

初日の講演会には一般市民も参加したため、講演は比
較的軽い内容の一般向けのものでした。そこで会議三日
目には、今回の会議に参加した海外大学関係者のうちの
工学系教員による「海洋工学に関する特別講演会」と題
した専門的内容の講演会を開催しました。
サザンプトン大、ホチミン市工科大、上海交通大、サン

パウロ大から参加した4名の教員から、それぞれが専門と
する海洋工学の話題についての興味深く有益な講義が
行われました。参加者は89名と、この講演会も大変盛況
でした。特に学生の参加が多く、我が国とは異なった環
境や条件のなかで海洋工学に関する研究が活発に行わ
れているという海外の状況を知ることができる大変良い機
会になりました。今後も、PUL加盟大学の教員が本学を
訪問する際にはできるだけこのような特別講演会を計画
する予定です。

工学研究院とPUL参加大学との間ではリーグの枠組み
を利用したいくつかの実質的な交流が進行中です。たと
えば2007年3月には、サザンプトン大学および上海交通大
学の教員が工学研究院海洋宇宙システム工学コースを訪
問し、教員や学生の相互派遣に関する打合せをいたしま
した。また2007年10月には、ホチミン大学などリーグ参加
校からの博士課程留学生も受け入れる予定です。

1● 第一回国際みなとまち大学リーグ国際セミナー
（11月7日、横浜シンポジア）

国際みなとまち大学リーグホームページ http://www.ocean.jks.ynu.ac.jp/̃PUL/index.html

2● 国際みなとまち大学リーグ発足会議
（11月8日、横浜国立大学キャンパス）

3● 海洋工学に関する特別講演会
（11月9日、横浜国立大学キャンパス）

4● 国際セミナー終了後の学術交流状況

会議終了後の記念写真

中田市長による歓迎の挨拶

リーグ宣言書への署名
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教育研究体制の整備

学校教育法の改正と平成19年4月からの実施に伴い、各

大学は教員組織を変更する必要が生じました。主な変更点

は、従来の教授、助教授、助手の職階の中で教授は変更せず、

助教授は准教授と名称を改めて、「教授の職務を助ける」と

いう任務から「専攻分野について優れた知識、能力および実

績を有する者」と能力規定に変更されました。一方、助手は

教育研究遂行を任務とする助手と組織運営の補佐的役目の

助手の２通りが従来から存在したことを改めて、新たに教育

研究の遂行を任務とする助教の職階が設けられました。そ

して、助手の名称は残されたものの、その位置づけは「教授

および助教授の職務を助ける」任務から「所属組織の教育研

究の円滑な実施に必要な業務を行う」任務に改められました。

これらの教員組織の変更にともなって、全国の大学で助教

制度の検討が平成18年度に始まりましたが、その対応は大

学毎にまちまちで、また多くの大学では従来の助手の中で

学位を有するなど、一定の基準を満たす助手を助教に配置

換えした例が多いようです。

本学では、短期間でしたが密度の濃い議論を行い、この助

教の職階導入に伴って、他大学とは異なる独自の制度を設

けることにしました。すなわち助教を従来の助手の名称変

更に留めるのではなく、法改正の趣旨を踏まえると共に本

学の活性化に資するよう、助教を将来テニュア（永続在職権）

を取る有望な人材としてテニュア・トラックにのせ、任期（5

年）をつけた競争的環境下での独立した教育研究の主体と

位置づけました。また准教授とほぼ同等の研究スペース、予

算、学生指導等の環境を与えることにしました。一方、従来

の助手相当職は、学位を持ちながらも教授らの指導を受け

ながら教育研究の能力を高める育成過程にある研究教員と

称する職制と、組織の運営を補助する助手に分けました。さ

らに、研究教員は博士課程修了直後に着任する場合の最初

の職階であり、より上位の職階へのチャレンジを促して若手

人材の活性化を企るために、５年の任期制としました。一方、

平成19年3月までに着任していて一定の基準（学位を有す

るなど）を満たす助手は、特別研究教員という本学独自の職

階に変更しました。この新制度の開始によって、平成19年4

月時点で，工学研究院には２名の助教が新規に着任しました。

助教制度の開始と工学研究院の対応

本学工学系組織の改編を目的として、工学研究院企画経

営会議の下に工学部・工学府・工学研究院組織改編検討専門

委員会（SK委員会）が2005年度教授総会にて承認・設置さ

れ、2011年度の学部・大学院の新組織を目指しています。

以下にその活動の概要を記します。

本学の目標である、実践性、先進性、国際性、開放性の

発展を図り、実践的学術の教育研究拠点形成のため、社

会的要請に基づく先進的分野の取り込み、既存組織の改

廃・再編成等をともなう組織改革を検討する。

国立大学法人化に伴う目標・計画の作成、大学評価の

導入等による大学間の競争的環境へ対応する。

国内外の先進的組織と本学工学系の学問分野ごとの

調査・評価を基に、適切な組織構成と運営方式の採用を

検討する。

将来における組織改編等のための柔軟な組織構成を

考える。

より客観的な資料の取得のため、SK委員会とともに、

学外のしかるべき組織に調査・評価・組織改編案の作成

を委託する。

工学部・工学府・工学研究院の調査・評価

本学工学系組織の評価と位置づけの明確化のための国

内外の大学調査

受験生、産業界等の要請と将来性など、社会的側面から

の学問分野別調査・評価

学内工学系の学問分野別調査・評価

工学系組織改編案の提案

本学工学系の守備範囲の策定、各分野の必要度とその規

模等の検討に基づいた新規分野、拡大分野、改組対象分

野、等々の検討

学部、学府、研究院の新規組織構成の提案

教員所属、組織区分、人材育成、人事、入試等に係る運営

方式の提案

SK委員会による企業、卒業生アンケート、学内外工学系

の分野別調査を実施した。さらに各種調査を並行して進

めている。

学校法人河合塾・（株）リベルタスコンサルティング連合

に外部委託し、受験生、大学生・大学院生アンケートを実

施した。社会的要請の観点から、教員研究分野と産業分

野との関連調査を進めている。

なお、外部委託は教育研究高度化経費によるもので、

2007年度も引き続き実施の予定です。

工学部・工学府・工学研究院組織の見直し

1.

2.

3.

4.

5.

1.

・

1 改組の理念・目標と特徴

2 SK委員会と外部組織による実施内容

3 現在の状況

・

・

2.

・

・

・

・

・
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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。

件数

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1,057
名の内訳は右表の通りです。

所属大学院生数（2006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27名です。

所属学部生数（2006年5月1日現在）

生産工学科 640 103
物質工学科 692 99

建設学科 606
（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 698
知能物理工学科 390
合計 3,026 202

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219名
の内訳は右表の通りです。

所属教員数（2007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 24 20 2 17 6
システムの創生部門 30 23 3 17 4
知的構造の創生部門 29 19 1 21 3
合計 83 62 6 55 13

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

財務の現状

機能発現工学専攻 213 47
（先端物質化学、物質とエネルギーの創生工学）

システム統合工学専攻 244 53
（機械システム工学、海洋宇宙システム工学、材料設計工学）

社会空間システム学専攻 145 29
（建設システム工学、建築学）

物理情報工学専攻 283 42
（電気電子ネットワーク、物理工学）

その他 0 1
合計 885 172

平成18年度 平成17年度 平成16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

5

86

46

206

469

776,324 

471,730 

97,482 

67,746 

219,875 

220,970

163,329 

2,017,456 

－

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



工学研究院調査部会委員名簿

主査　　　　　　　　教授　眞田一志

委員　　　　　　　　教授　淺見真年

委員　　　　　　　　教授　大原一興

委員　　　　　　　　教授　大山　力

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　
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