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工学研究院ハイライト2008

工学研究院長　石原　修

　横浜国立大学工学部は、横浜高等工業学校（1920年設立）を母体とし、1949年に学制改革により生

まれ、大学院工学研究科を設置（修士課程（1963）、博士課程（1985））して、さらに、2001年に大学院部

局化に対応する組織として、研究組織と教育組織に再編され、2004年には国立大学法人となりました。

1920年以来、大学になるまでに7,226人、工学部となって2008年3月末までに、27,965人の学部卒業生、

9,472人の修士修了生、768人の博士修了生が育っていきました。

　法人化を機に、工学研究院・工学府・工学部の教育・研究・社会貢献および組織運営に関して、広

く横浜国立大学に関心を持つ皆さんに対して、トピックスを集めた年報を出版しています。

　工学研究院では2008年度GCOE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」が採択

され、また学際プロジェクト研究やグループ研究登録制度により活発な研究活動が行われています。外

に向かっては、法人化以降これまでに全学として締結した19の産学連携等に関する包括協定のほとん

どに中心的に関わり、公的研究機関との連携を推進し、都市エリア産学官連携促進事業等に参加する

など大学院生の教育を通した研究活動はさらに活発になっています。構成員の教育研究の成果をより

高めるために、教員業績調査を2003年以来毎年行い、2005年度の第１回目に続いて2008年度に第２

回目の教員業績評価を行いました。

　工学府では、2007年からはじめたPEDプログラムにおいて、グローバル英語９科目を新設し、米英等の

海外からの招聘研究者10名による講義を実施し、2008年度末には69名の第一期修了生を出しました。

　工学部では2005 ～ 2007年度工学部ベストティーチャー賞5名を選出。知能物理工学科では実験と

シミュレーション実習の一体化を従事させた実績が認められ、関東工学教育協会賞を受賞。建設学科

シビルエンジニアリングコースでは日本技術者教育認定機構（JABEE）の認定を受け、工学部における

JABEE認定プログラムが拡大しました。また、メンター制度を発足させて、保健管理センターへの橋

渡しを目標に、学生相談室を開設しました。

　21世紀の始まりとともに部局化して、大学院工学研究院となり8年がたちました。上にあげた事柄は

我々の活動のほんの一部です。この年報『ハイライト』で横浜国立大学大学院工学研究院の活動をご覧

ください。

横浜国立大学大学院
工学研究院の
2008年度の活動を
ふりかえって
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　本学工学部の教育研究組織を母体とする工学研究科は、

2001年に研究分野ごとに教員が配置される研究組織である

大学院工学研究院と、大学院教育組織である工学府となり

ました。それにより横浜国立大学工学部は学部教育組織で

ある工学部とともに、３者からなる組織へと改組されました。

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。

　大学院学生は大学院工学府に所属します。教員は既存の

技術的枠組みにとらわれずに研究活動に邁進し、学生は教

員組織の枠組みにとらわれずに柔軟な教育プログラムを享

受できる、これが横浜国立大学大学院工学研究院の特徴で

す。このような理想の下、すぐれた技術者を育てるには、学

部教育の充実が不可欠であり、学部教育には工学研究院と

環境情報研究院等の教員が連携してあたり、質の高い教育

プログラムを提供します。こうした考えに立って工学研究院

が運営されています。工学研究院は200余名の教員からな

り、工学府は1,010余名の大学院生からなっています。工学

部では250余名の教員が3,100余名の学生を教えています。

研究と教育の組織について
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　研究院長の諮問機関である企画経営会議は、

2008年度は議長である研究院長と、15名の委員で

構成されました。企画経営会議は、主に工学部、工

学府の教育に関する事項を議論する教育企画経営

会議と、工学研究院の研究に関する事項を議論する

研究企画経営会議からなります。2008年度は、15名

の委員のうち、8名が主として教育企画を、7名が研

究企画を担当し、月1回ずつは独立して、月2回は合

同で審議を行いました。

大学院部局化から８年、次のステップへ向けて

　2001年4月に、教育研究の高度化、分野融合型先

端科学技術開発に対応できる人材の育成のために、

学部に基礎をおく教育研究体制から、高度な専門教

育と幅広い視野を育てる、大学院での教育研究を主

軸とする大学院部局化が行われ、8年が経ちました。

当初、工学府（工学教育部、大学院学生が所属する

教育組織）は「機能発現工学専攻」「システム統合工

学専攻」「社会空間システム学専攻」「物理情報工学

専攻」の4専攻、11コースでスタートしました。5年

経過後の評価に基づいて10年ごとに見直しが行わ

れる工学研究院（工学研究部、教員の所属する研究

組織）の部門に対して、一般に研究と比べてその変

化が緩やかな教育に関しては、専攻の改廃などの組

織変更は研究組織より長いスパンで実施することに

なっています。しかし、社会的な需要を考慮すると

学生定員の規模、教育すべき内容には変化が起こり

えるために、工学府では専攻ごとに5年ごとにカリ

キュラムの見直しを行うことになっています。工学

府では、独自の観点から見直しを行い、2006年4月

から4専攻、9コースに再編されました。また、2007

年4月からは本学の４つの教育研究方針、「実践性」

「先進性」「開放性」「国際性」にマッチした、新しい

独自の大学院教育プログラム（PEDプログラム）を

導入しました。具体的な成果は、次項「大学院PED

プログラム」に記されています。

　大学院での高度な先端的専門教育を受けるため

に、基盤教育による伝統的な学問分野の基礎的知識

の習得や、時代に即した情報処理教育などにより、

工学者としてのセンスと感性を養うことが重要で

す。部局化後も工学部では、GPA制度の導入による

教育の実質化や、教員のFD活動の推進などをとお

して、基盤教育の充実、学士力の向上に努めていま

す。日本技術者教育認定機構（JABEE）の認定取得

による国際的に通用するエンジニアの育成にも積極

的に取り組み、2008年度までに生産工学科、物質工

学科、建設学科で計５プログラムがJABEEの認定

を受け、2008年度卒業生（第二部を除く）678名中

368名がJABEE認定プログラム修了生として認定

されています。また、知能物理工学科で開講してい

る「物理工学実験情報演習A、B、C」は「学士力」形

成のための実験と情報処理教育を融合させた新しい

工学教育」として、その「独創性」「実行努力」「教育

への効果」などが高く評価され、2008年度関東工学

教育協会賞（業績賞）を受賞しました。さらに、2007

年4月からは物質工学科は「バイオコース」を新設し

て「化学コース」「物質のシステムとデザインコース」

の３コース制、電子情報工学科は２年生後期から「電

子情報システムコース」と「情報工学コース」の２コー

ス制にするなど、進歩の著しい分野の基盤教育にも

対応できるように教育体制を整えています。

　2008年度には工学研究院等事務棟の中に、工学

府・工学部独自のキャリア相談室を設置し、メンター

による相談制度を発足させました。学習・進路・研

究など学生生活で困っていること、不安に思ってい

ること、悩んでいることについて、多くの院生・学生

からの相談に対応し、初年度から十分な実績をあげ

ることができました。

　2年後には部局化後10年経過による、研究組織の

見直しが予定されています。前述したように、教育

組織の改編は研究組織の見直しとは必ずしも連動

しませんが、工学府・工学部の教育の継承性が失わ

れないよう配慮しつつ、社会的な要請にも適合でき

る教育が実施できるように、準備を進めています。

教育企画経営会議主査

淺見　真年
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大学院PEDプログラム

　かつての国立大学の教育研究は専任教員と一部の非常勤

講師が担ってきました。専任教員は先端研究を遂行する過

程を通じて大学院教育を行い、またカリキュラムについて

は専任教員と非常勤講師が講義および学生実験を担当して

きました。しかし、エンジニアリングとしての工学を専門

として修得する学生には、これまでの大学院教育を越えた

グローバルな視点、国際通用性のある基本知識のもとに自

立したコミュニケーション能力とコンプライアンス理解、

プロジェクトやそれに随伴するリスク等のマネジメントが

要求されています。工学府の新しい教育プログラムである

PEDプログラムは、これらの要求を満たすためにはじめら

れたものです。こうした異なった特性の教育体系の遂行に

必要な教員として、Presentation Englishには海外経験豊

かな商事会社の元理事を客員教授として、システムおよび

プロジェクトのマネジメント教育には産業界において豊か

な経験を積み教育能力に優れた講師を招聘し、工学府の基

盤科目として開講しています。

　この他に、本学の教員と企業とで、教育プログラム計画の

時点から緊密に連携して計画するインターンシップ科目を

設置し、国内のみならず海外にまで、インターンシップサ

イトを拡げ、実施してきました。2008年度には、国内イン

ターンシップサイトで12名、海外インターンシップサイト

では7名の学生が、研修を積みました。また2008年度から、

海外サイトでのインターンシップ研修については、本人の

申請を、研究院長、工学部主事、そして専攻長とが審査し、

採択された申請者に対しては、渡航費の実額と滞在費の一

部を特別教育研究経費（教育改革）「グローバルな実務家型

技術者・研究者養成教育プログラムの開発と展開」から援

助することができました。

　また、同じ特別教育研究経費（教育改革）により、海外か

ら、それぞれの分野の先頭に立つ研究者を招聘し、先端的

研究を英語での講義やワークショップで理解するグローバ

ル科目9科目を、集中講義形式で開講しました。受講学生た

ちからは、それぞれの研究の前線での生き生きとした実態

に触れることのできた喜びの声が聞かれました。

　PEDプログラムは、研究室に所属しての修士論文研究の

替わりに、いくつかのスタジオで研修を積み、それらでの成

果物を、自身の能力証明となるポートフォリオとしてまと

めることが課せられています。そのため、ひとつの研究室

に拘束されない代わりに、唯一のルーツも持たないという

こととなり、学生同士のつながりが希薄になることが懸念

されました。そこで、2008年度から、PED学生交流会を企

画し、ジョンソン・アンド・ジョンソン・ジャパンの元社

長、新将命氏の特別講演会を、その初回として始めました。

新氏の社長としての人材（人財）育成ポリシーとその情熱に

より、学生たちに、PEDプログラムが指向する育成人材像

を具体的に示すことができ、その成果は、初めてのPED修

了生が、それぞれの持つ深い専門性と明確な職業意識によ

り高く評価され、この3月に社会へと飛び立っていったこ

とで示されたと思います。

Dr.Jenkins氏による講義（グローバル科目）
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　シビルエンジニアリングコースは2008 年度に日本技術

者教育認定機構（JABEE） の審査を受け、2008年度卒業生

よりJABEE認定プログラムに認められました。認定は分

野別に行われ、「土木および土木関連分野」で、2007年度ま

でに53プログラムが認定されており、今回2008年度には

横浜国立大学工学部建設学科シビルエンジニアリングコー

スを含め8プログラムが新規に認定されました。

　JABEEの認定・審査は、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、認定するものです。また、

認定プログラムに対して、技術士一次試験の免除が2004年

より実効化されており、本コースでは技術士を取得して各

組織でリーダーとして活躍できる人材養成を目指している

ことから、JABEEの認定プログラムに認定されることが喫

緊の対応課題となっていました。

　受審に際しては、JABEEが定めた6つの基準と土木の分

野別要件を満たしていることを、自己点検書（本文編および

資料編）に取りまとめ、さらに実地審査において審査員（今

回は審査員3名、オブザーバー3名）に示す必要があります。

本コースでは、2005年より講義資料、試験答案などの保管

を行い、受審の準備を行ってきました。実地審査は前日の資

料閲覧を含め、3 日間にわたり講義資料、試験答案などの確

認，教員・卒業生・在学生との面談、施設見学などが実施さ

れました。最終の審査結果は、2009年4月にJABEEより

伝えられ、いくつかの改善事項が指摘されたもののJABEE

の要求する基準を満たしていることが確認されました。

　JABEE受審をとおして、教育プログラムの整備、自己点

検を実施できたことは、本学中期計画の趣旨にも添うもの

であり、大きな成果であったと考えられます。また、プログ

ラム認定による卒業生のレベル保証、技術士一次試験免除

により、産業界や受験生に対しても大きくアピールできる

ものと考えられます。

工学部建設学科シビルエンジニアリングコースのJABEE 認定

工学研究院の教員が２００８年度に代表者として取得した教育に関する補助金等

　この表は2008年度の教育に関する補助金等をまとめたものです｡各事業の詳細およびそのほかの事例は横浜国立大学の

ホームページhttp://www.ynu.ac.jp/research/re_index.htmlをご覧下さい｡

区分 事業名称 代表者氏名 （千円） 期間

文部科学省

大学改革推進等補助金
スタジオ教育強化による高度専門建築家養成 北山　恒 15,500 2006～ 2008

（大学改革推進事業）

特色ある大学教育支援プログラム

文部科学省

ものづくり技術者支援事業 実践的PBLものづくり教育の拠点形成 和田　大志 11,756 2007～ 2009

（産学連携による高度人材育成事業）

文部科学省

大学改革推進等補助金 熟練技術者を活用したものづくり実践教育
田中　裕久 8,016 2008～ 2009

（専門職大学院等における高度専門 （首都大学東京との共同申請）

職業人養成教育推進プログラム）

計 35,272 

区分 事業名称 代表者氏名 （千円） 期間

経済産業省 産学連携による神奈川県内高等学校生徒に対する
石原　修 4,335 2008～ 2010

早期工学人材育成プログラム開発事業

計 4,335 

2008年度の教育に関する文部科学省からの補助金

2008年度の教育に関する受託研究・受託事業
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　本学部では、教育内容の向上及び教育者としての大学教

員の地位向上を図ることを目的として、2005年度から全

学に先駆けて工学部独自に教員の教育褒賞制度を設けまし

た。表彰は3年に1回行われ、今年度は第2回目の表彰とな

り、以下の5名の教員が表彰されました。

　【受賞者】（敬称略）

　　　白石俊彦（生産工学科）

　　　羽深　等（物質工学科）

　　　藤岡泰寛（建設学科）

　　　荒川太郎（電子情報工学科）

　　　君嶋義英（知能物理工学科）

　表彰式は2008年12月15日に行われ、受賞者には表彰

状が授与され、副賞は目録（研究費30万円）及び名教自然

碑トロフィーです。受賞者の優れた講義を参考にして、今

後の教育方法改善に反映できるよう教員一同努力しいく所

存です。

 

工学部ベストティーチャー賞・博士課程学生への支援

　博士課程後期学生に対し、特別研究員・特待生制度を

2007年から開始しました｡これは博士課程後期学生を経済

的に支援し、学生のニーズに対応したもので、RAとして採

用する場合を特別研究員とし、奨学金のみを支給する場合

を特待生としています｡選考は書類と面接により行い、日

本学術振興会（DC1）申請を義務付けています。2008年度

工学府特別研究員／特待生には、10名に月額10万円を、７

名に月額５万円を支給しました。採用者には、毎年度、日本

左から國分泰雄工学部長（現副学長）、君嶋義英、荒川太郎、藤岡泰寛、羽深　等、白石俊彦、石原修工学部主事（現工学部長）

副賞の名教自然碑トロフィー

学術振興会（DC2）申請を義務としています。2008年度中

に２回目の審査を終わり、2009年度の工学府特別研究員／

特待生の人数は工学府特別研究員16名（2007年度入学６

名、2008年度入学４名、2009年度入学６名）、工学府特待

生４名（2007年度入学１名、2008年度入学１名、2009年

度入学２名）となっています。なお、2008年度５月現在、

工学府博士課程後期学生は166名（収容定員170名）、博士

課程前期学生は866名（収容定員686名）です。

2005～ 2007年度工学部ベストティーチャー賞表彰

博士課程後期学生に対する特別研究員・特待生制度
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　本学における研究活動は、研究者個人や様々な

規模の組織の自由な発想に基づく研究を尊重する

とともに、それらの中から大きく発展できる可能性

のある研究を選定し、様々な機会に全学の支援の元

に外部に発信して展開することを基本方針としてい

ます。したがって、大きく育った研究のさらなる発

展と、小さな芽を育む仕組みを機能させることとが、

工学研究院の重点事項となっています。

　学際プロジェクト研究は、工学研究院が大きく発

展することを確信して支援している代表的な研究

です。現在は第2期の研究課題として選定された6

テーマの研究が推進されています。2009年度が中

間評価の年になりますが、第1期学際プロジェクト

研究における中間評価とは方式を変更し、できるだ

け早期に研究成果を社会に還元するために、公開方

式で実施することと致しました。

　小さな芽を育む仕組みとして、グループ研究登録

制度が2007年度に発足しました。計26課題が登録

されています。発足後１年以上が経過したこれらの

グループの成果をWEBで公開する準備を進めまし

た。小さな芽は次々と生まれますので、2008年度も

グループ研究登録の募集を行いました。その結果、

新たに10課題が登録されました。前年度とあわせて

計36課題となり、工学研究院のかなりの割合の教員

が、何らかの形で小さなグループを結成して研究を

展開している状況が生まれました。この中から、大

きな課題として展開できる成果が生まれることが期

待されます。初年度登録の26課題については、第2

期学際プロジェクト研究中間評価と日時、場所を同

じくして成果の公開を行うことと致しました。

　小さな芽が大きく育つためのステップの一つとし

て、様々な競争的資金への応募による評価があり

ます。公平な競争的資金の代表は科学研究費補助

金であり、この制度に認められることは、研究資金

の獲得という点だけでなく、研究者の大きな励みに

もなります。そこで、工学研究院では、科学研究費

補助金に採択されるための様々な施策を2007年度

から展開してきました。2008年度新たに実施した

のは、研究内容を正しく評価されるために必要な申

請書作りへの支援です。研究企画経営会議主査を

委員長として工学研究院「科研費申請のために」作

成委員会を設置し、冊子「科研費申請のために（上）

（下）」を作成しました。（上）ではヒント（7＋1箇条）

が、（下）では記入例が示されています。

　さて、2008年の研究に関する大きなニュースは、

グローバルCOEの採択です。河野隆二教授を拠点

リーダーとする「情報通信による医工融合イノベー

ション創生」が大学全体としては2番目、工学研究

院としては初のグローバルCOEプログラムとして7

月に採択されました。グローバルの名にふさわしく、

横浜国立大学を中心母体として、横浜市立大学、情

報通信研究機構（NICT）、フィンランド・オウル大

学と連携し、情報・デバイス・メカ・生体・医療の

融合領域に関する教育研究を行うプログラムです。

連携機関の間の様々な人材交流、本学の未来情報通

信医療社会基盤センタ－（MICTセンター）との共

同研究の推進，産学官連携コンソシアム主宰による、

標準化・法制化の主導などを目的としています。活

動状況は、本学ホームページ（http://gcoe.mict.ynu.

ac.jp/）でご覧いただけます。

　我が国の研究に果たす大学の役割が年々大きく

なり、とりわけ工学分野への期待は一段と大きく

なっています。工学研究院では寄せられている期待

を深く認識し、今後とも専門分野、学際分野の多様

な研究を推進して参ります。

研究企画経営会議主査

河村　篤男
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学際プロジェクト研究センター

　分野融合型科学技術に対応できる広い視野を持ち、世界

に通用する創造的研究能力を備えた新しいタイプの教員を

育成する仕組みを定着させるために、文部科学省「科学技術

振興調整費 -若手研究者の自立的研究環境促進事業」の援助

を得て11名のテニュア・トラックポストとしての特任教

員（助教）を、2007年7～8月に国際公募し、2011年度ま

での5年間、兼任教員と共に、実践的学術拠点形成を目指し

て教育研究を開始したセンターです。11の分野は、（A）地

球惑星科学、（B）分子生物学、（C）情報学、（D）機能材料化

学、（E）物質工学、（F）機械システム工学、（G）電子情報工

学、（H）光・量子物理工学（実験）、（I）建築学、（J）航空学、

（K）金融工学・ファイナンスです。具体的な研究者名（敬

称略す）とテーマは、（A）和仁良二：海生無脊椎動物化石の

古生態学・進化学的総合研究、（B）鈴木　敦：雄性生殖細

胞特異的遺伝子Nanos2の分子機能の解析、（C）吉岡克成：

情報システムセキュリティに関する実践的かつ分野横断的

な研究、（D）稲垣怜史：高性能固体触媒材料の創製に関す

る研究、（E）中尾　航：構造・機械部材の構造健全性を向

上する表面改質技術の開発、（F）渕脇大海：多機能超小型

ロボットの開発とマイクロ／ナノ・プロセッシング、（G）

山梨裕希：超伝導単一磁束量子回路を用いた情報処理技術

の研究、（H）片山郁文：テラヘルツ時間領域分光法及び超

高速分光法を用いた光誘起相転移ダイナミクスの解明、（I）

田中稲子：地域資源としての学校を中心とした環境教育に

よる地域の住環境改善手法に関する研究、（J）樋口丈浩：

航空機設計における複合領域最適化、（K）西出勝正：フィ

ナンシャル・エコノミックスの理論と実証、です。上記分

野（C）、（E）の教員は、研究成果に対し、文部科学大臣賞を

受賞しました。2008年11月にアウトリーチを目的に、第

1回公開セミナを産学連携推進本部で開催しました。本セ

ミナ終了後に撮った特任教員（助教）と兼務教員の集合写真

を下に示します。また、12月に耐震工事の完了した、セン

ターの建物を上に示します。工学基礎研究棟2階に11名全

員の教員の居室を設け、1階に実験スペースと小規模の講

演スペースを完備しています。

　学際プロジェクト研究センターの組織と11名の特任教

員（助教）の研究の一部を下記の本学URLに公開していま

すので、ご覧ください。

URL: http://www.ynu-irc.ynu.ac.jp

第１回公開セミナ後の特任教員
（助教）と兼務教員の集合写真
（2008年11月）

耐震工事の完了した学際プロジェクト研究
センター（2008年12月）
（工学基礎研究棟1、2階）

URL：http://www.ynu-irc.ynu.ac.jp/research.html
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医療ICTの活発な研究・教育活動を基礎に

　河野隆二教授を拠点リーダとする「情報通信による医工

融合イノベーション創生」プロジェクトが、2008年度文

部科学省グローバルCOE プログラム（学際・融合・新領

域）に採択されました。従来の金融・交通・物流・エネル

ギーなどの社会基盤に加えて、これからの社会の医療・福

祉を支える高度医療社会基盤の創生を目指します。採択は、

2002年度採択の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」での光・電波融合情報通信ネッ

トワーク基盤構築の研究の実績、および2005年9月に設立

された河野教授を長とする未来情報通信医療社会基盤セン

ター（略称：医療 ICTセンター）の活発な活動を基礎とす

るものです。

医療・福祉に貢献するグローバル拠点へ

　本プログラムの医工融合アプローチでは、ボディエリア

ネットワーク（BAN）を中心に置き、さらに外部インフラ・

システムとつながることで高度な医療・福祉支援サービス・

社会インフラにまでその応用範囲を拡大させ、研究、教育

はもとより国際標準化（IEEE802.15.6）、産業化、法制化に

おいて世界をリードします。

　情報通信技術（ICT）と医科学との融合領域（医療 ICT）

において、横浜市立大学の医療分野、情報通信研究機構

（NICT）、さらに先進医療福祉で有名なフィンランドのオウ

ル大学と密接に連携し、世界最高水準の先端研究・教育を

行います。そして世界規模の医療 ICT産業の創生と人類の

医療・福祉に貢献するグローバル拠点を目指します。

5つのグループと3つの階層での研究と教育

　情報通信に基づく医工融合イノベーションを創生するた

めに、5つのグループ（デバイス・メカ・生体・情報・医療）

の体制で、3つの階層（BANに関わる情報・通信・デバイ

ス技術のコア、インプラントBANからウェアラブルBAN

及び既存ネットワークとの統合めざすペリフェラル、そし

てユビキタス医療の実現への新システムやサービスをめざ

すアプリケーション）にわたる活動を展開しています。

グローバルCOE（GCOE）プログラム採択

医工融合GCOE推進・グローバル連携全体図

URL: http://gcoe.mict.ynu.ac.jp/
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　「情報通信による医工融合イノベーション創生」

ダブルディグリー制で工学と医学の博士号を取得

　各グループに所属する博士課程学生が他グループで指導

を受け、異なる方法論や総合力を身につけるダブルレジデ

ント制を義務化。本学が日本で初めて導入したPED大学院

教育制度を拡充し、複数の専門モジュールのスタジオを海

外機関含めて構成し、実践教育を実施しています。また、イ

ンターンシップ制により、海外の機関に博士号取得後に就

職するキャリアパスを形成します。

　医療 ICTを目指す院生や若手研究者の自立支援のために、

アシスタント雇用制度や相互メンター雇用制度により経済

支援するとともに、工学と医学の博士号を効率的に取得で

きるダブルディグリー制を開始しました。これらにより医工

融合科学技術を先導する世界最高水準の科学者・エンジニ

ア・医師やイノベーションを創生するリーダを育成します。

横浜市大との医工融合セミナー 2008年12月

テクニカルミーティング（医療ICT座談会）

　GCOEプログラム実施の一環として、医工学面にとどまら

ず、医療機関の経営、医療倫理、法制度などの観点も含めて、

国大内外の講師によるテクニカルミーティングやセミナーを

医療 ICTセンターと共同で月一回程度開催しています。

GCOE主催で医療ICTシンポジウム開催

（SMICT2009）

　ICTを核とする医工融合イノベーションによる医療や保

健システムの革新と幅広いアプリケーションや実用化、人材

育成の展開をめざして、内外の関係者が最新の研究開発や

事業動向の情報を交換、グローバル連携を強めていくこと

を目的として、GCOE主催で本シンポジウムを開催（2009

年3月）しました。参加者は約260名と盛況で、アンケート

の結果から医療 ICT分野での本学の活動の着実な進展を高

く評価し、今後に注目するというものが目立ちました。

国際医療ICTシンポジウム（ISMICT）の推進

　第3回の国際医療 ICTシンポジウム（ISMICT2009）が、

2009年2月にモントリオール（カナダ）で開催されました。

この国際シンポジウムは、河野教授が中心になって第1回

を横浜で2006年12月に開催し、第2回は2007年12月に

フィンランドのオウル大学で開催しました。モントリオー

ルの会議でも河野教授が医工融合GCOEの活動をアピール

するなど活躍し、医療と技術など幅広い領域の研究発表と

交流が行われました。オウル大、カナダのマギル大、米国な

ど、主要な国々の関係者の参加が順調に増え、国際シンポ

ジウムとして発展しています。
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第2期学際プロジェクト研究報告

　水素エネルギーは人口爆発と経済発展を両立させ、地球

環境を守る、すなわち人類の持続型発展をなし得る唯一の

エネルギーシステムです。本学では1973年よりの伝統もあ

りますが、今後も、この実現に向けて一層の期待が寄せら

れています。

　主要なテーマとしては、再生可能エネルギーを利用した

水素製造、バイオマス水素製造、燃料電池開発、水素セン

サーに関する研究があります。中でも、バイオ廃棄物を利

用した水素製造、燃料電池用の非貴金属電極材料に関して

は国家プロジェクトとして進めています。

　燃料電池はコスト、資源量の面から、脱白金は欠かせな

いところですが、これまで安定で性能の良いものは見出さ

れていませんでした。我々は遷移金属酸化物の中にその可

能性を見出し、目下のところ企業、大学11グループの中心

となって開発を進めています。

　再生可能エネルギーを利用した水素製造、水素エネルギー

システムは持続型社会には欠か

すことが出来ません。この資源

に乏しい我が国の実情に鑑み、

我々は南米パタゴニア地方の風

力エネルギーに注目しています。

現在、パタゴニア地方で我々が

予想する、日本の総発電量の10

倍取得が可能であるか、日本製

の風速計を現地に設置して風況

を精査しているところです。

持続型社会を担う水素エネルギー横浜プロジェクト
（太田健一郎代表）第2期学際プ

ロジェクト
研究報告

横浜国大のPEFC用非貴金属カソードの展開 パタゴニアに設置した日本製風速計タワー

　本プロジェクトは学内の三部局から結集した研究組織の

もと、既存のナノ技術のバイオへの応用に加え、ストレス

をコア概念としてバイオメディカル科学への貢献と新分野

創出を目指すことを目的としています。

　2008年度では、プロジェクトメンバーの次の独創的研究

成果の展開とその共有化を図るとともに、プロジェクトの

ゴールに iPSなどの幹細胞の分化シグナルを設定するなど、

討論を深めました。展開と共有化を図った研究成果として

は；（1） 様々な環境ストレスや病原感染による抵抗性誘導

時の防御応答、培養細胞の分化などに応用できる、遺伝子

発現検知生物発光モニタリングプラットフォーム技術、（2）

組織切片を幹培養細胞の足場としたとき、幹細胞はその足

場組織と同じ組織へと分化します。これを基板に再現する

ことで、分化を誘導する基本技術、 （3） 磁気ナノ微粒子表

面に適当な官能基を修飾し、これを細胞に付着または取り

込ませ、レーザーを照射すると、この磁気ナノ微粒子が周囲

の生体分子のイオン化を促し、質量スペクトルにより分子イ

メージングができることが分かりました。実際に、磁気ナノ

微粒子をラット小脳切片に噴霧し、微小領域ごとにレーザー

により質量スペクトルを走査した結果を下図に示します。

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
（小泉淳一代表）第2期学際プ

ロジェクト
研究報告

 ラットの小脳

 f-MNPsもしくは
 マトリックスを噴霧

各座標における
質量スペクトル
を検出
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d
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 どのように分布しているかがわかる
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組織切片のイメージング質量分析
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研究目的とアプローチ

　本研究は、海洋および海に面する都市の

持続的発展に資するイノベーションを学

際的に研究する事を目的として2つのサ

ブテーマに分けて研究を実施しています。

●環境調和を目指した海洋と

　沿岸技術イノベーション

　最近制定された海洋基本法と海洋基本

計画は、広大な我が国周辺海域資源の総合

的管理、海上交通の安全、海洋産業の振興、

海洋教育の推進を謳っています。このよう

な社会的要請に対応すべく全学教育研究

施設として「統合海洋教育研究センター」を設立し、従来か

らの船舶海洋工学、海岸工学の研究に加え、文部科学省の

特別教育研究経費および日本財団の助成金の支援を得て海

事・海洋産業における環境リスクマネジメント、沿岸防災

と環境管理、沿岸管理と法制度などの学際的教育研究活動

を行っています。

●自立連携型都市地域マネジメント技術イノベーション

　土木工学と建築学の計画系研究グループを基軸に、新し

い発想や技術を取り入れた社会資本管理と地域イノベー

ションの２つのテーマ研究、それらとGISプラットフォー

ムを土台に、横浜・神奈川地域を主なフィールドとする複

数の実践プロジェクトを設定し、包括的に取り組み要素技

術研究を総合化し、新たな知の領域の開拓を目的として、研

究をすすめています。

海洋・都市基盤技術のイノベーション
（角洋一・中村文彦）第2期学際プ

ロジェクト
研究報告

　2008年から神奈川科学技術アカデミーのプロジェクト

により、小型で超効率のエコ電気自動車（河村篤男教授ら）

を提案するとともに、そのために必須となる高密度で耐熱

実用を目指した実装技術創造学際プロジェクト研究
（羽深等代表）第2期学際プ

ロジェクト
研究報告

高耐熱性低熱膨張率エポキシ樹脂

性に優れたパ

ワーデバイス

の実装技術と

信頼性評価技

術の開発を進

めています。

封止材料では、

マトリックス

用として耐熱

温度 200℃以

上の高耐熱・低熱膨張骨格を有するエポキシ樹脂を

開発しました。また、信頼性評価および接合技術に

おいては、電気 -熱 -構造連成解析を用いて、パワー

サイクル下におけるはんだ接合部での疲労寿命を評

価する手法を提案し、シミュレーション評価技術開

発の見通しを得ています。

パワーデバイス実装拡大図
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　グローバルCOEとして展開しています。（p10-11をご

参照ください。）

情報通信技術による未来社会基盤創生
（河野隆二代表）第2期学際プ

ロジェクト
研究報告

　本プロジェクトは、次の3つの研究グループから構成さ

れています。

（1）マイクロモーティリティ（丸尾グループ）

（2）人と機械の相互作用（高田グループ）

（3）ヒューマノイドロボット（河村グループ）

　今年度は「人と機械の相互作用」についてご報告します。

このプロジェクトは、快適な未来社会を実現するために、医

療福祉や健康支援を目的とした未来メカトロニクス・ロボ

ティクスの研究を行っています。機械等の操作・運転のし

やすさ、安全性、力感覚と運動メカニズムの解明、手足の動

作モデリング、デジタルヒューマンモデリング、ロボット

の動作、高効率アクチュエータの開発などを行い、それら

を総合して、日常動作や自動車ドライバにおける支援シス

テムを構築することを目的としています。2008年度は、ド

ライバへのLEDによる警報提示、ITS技術による自律走行

車の製作、パワーアシスト椅子の制御、超磁歪アクチュエー

タ駆動ポンプによる油圧アクチュエータの制御などを行い

ました。また、ロボットに関しては、遠隔力感覚通信、イン

ピーダンス制御による操作感覚、画像を利用したティーチ

ングプレイバック手法、手話単語動作を行うイベント駆動

型双腕五指ロボットハンドなどを製作し、それぞれの成果

を挙げました。

快適未来社会をはぐく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）第2期学際プ

ロジェクト
研究報告

メカニズムの解明

作業者に
優しいロボット

人間の知覚・運動
メカニズムの解明

デジタル・ヒュー
マン・モデル

アクチュエータ開発

ロボット教示 マシン
インテリジェンス

形状モデリング

ヒューマン
モデル

運動解析・作業評価

アシスト制御ITS

人の生理計測

安全を目指す
自動車

生活を支援する
制御工学

詳細人体モデル

支援システム

人と機械の相互発展
安　
　
　

全

運動と機器

人の運動・操作

人・機械系の
モーションコントロール

人と機械の相互発展の各課題とキーワード
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　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。

工学研究院の教員が2008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）

区分 研究課題名 代表者氏名 （千円） 研究期間

経産省・革新的実用原子力技術
開発費補助金 局部減肉配管の耐震性評価と再稼働基準の明確化に向けた技術開発 安藤　柱 20,000 2008－

　2010
国交省・建築基準整備促進補助
金事業（分担金） 鉄筋コンクリート造の変断面部材の構造特性評価に関する実験 田才　晃 8,758 2008　

厚労省・医療機器開発推進研究
事業（分担金）

分散型ナノ植え込み機器を活用した慢性心不全患者の統合的デバイス治療の
開発 河野　隆二 8,000 2007 －

　2009

NEDO・産業技術研究助成事業
反応現像画像形成に基づく高性能感光性エンジニアリングプラスチックの開発 大山　俊幸 11,739 2007 －

　2009

多重階層ポーラスカーボンを用いた高容量電気化学キャパシタの開発 獨古　薫 9,750 2007 －
　2009

計 58,247 

区分 研究課題名 代表者氏名 （千円）

総務省 超高速波長ルーティング集積回路 國分　泰雄 17,002 

総務省 意味推論型システムを備えたユキビタス・バーチャルマシン技術の研究 倉光　君郎 7,464 

独立行政法人科学技術振興機構 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 48,360 

独立行政法人科学技術振興機構 半導体の熱励起を利用した小型・高性能のVOCおよび悪臭分解装置の研究開発 水口　仁 43,940 

独立行政法人科学技術振興機構 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 25,335 

独立行政法人科学技術振興機構 医療応用に向けた磁気ナノ微粒子の開発 一柳　優子 16,120 

独立行政法人科学技術振興機構 単一磁束量子算術演算ユニットの開発 吉川　信行 12,740 

独立行政法人科学技術振興機構 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 11,960 

独立行政法人科学技術振興機構 3次元ナノ光造形マルチモールディング 丸尾　昭二 11,661 

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戦略的技術開発／次世代技術開発／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 9,439 

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戦略的技術開発／要素技術開発／酸化物系非金
属触媒の研究開発 太田　健一郎 76,475 

独立行政法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構

次世代自動車用高性能蓄電システム技術開発／次世代技術開発／リチウムイ
オン液体を用いた安全性と高機能を兼ね備える蓄電システム構築 渡邉　正義 20,000 

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戦略的技術開発／要素技術開発／低白金化技術 光島　重徳 19,866 

独立行政法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構

水素製造・輸送・貯蔵システム等技術開発／次世代技術開発・フィージビリティ
スタディ等／革新的な次世代技術の探索・有効性検証に関する研究開発／非
金属化合物を用いた水電解用高機能酸素発生アノード触媒の設計及び開発

松澤　幸一 19,435 

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戦略的技術開発／次世代技術開発／無加湿中温
形燃料電池を目指した電解質および電極設計 渡邉　正義 19,952 

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戦略的技術開発／次世代技術開発／固体高分子
形燃料電池用多孔体内における熱・物質移動現象の単体評価技術の研究開発 宇高　義郎 8,736 

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 5,605 

計 374,090 

2008年度他省庁補助金等（5,000千円以上）

2008年度政府関係機関との受託研究・受託事業（5,000千円以上）

2008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）
種目名 研究題目 研究代者氏名 （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光速制御と光バッファメモリ 馬場　俊彦 14,400 2005－2008
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 19,500 2005－2008
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 2005－2009
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 15,600 2006－2009
特定領域研究 電子環状反応に基づくステルスフォトクロミズム 横山　泰 22,200 2007－2010
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 65,130 2008－2012
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 7,280 2005－2008
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 9,100 2005－2008
基盤研究（A） 極微量ナノバイオ関連物質の光反応初期過程の実時間イメージングと光制御技術の開発 武田　淳 37,310 2008－2010
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 5,850 2005－2008
基盤研究（B） 極低温環境下におけるコンプレックスプラズマの研究 石原　修 7,020 2007－2009
基盤研究（B） 超高速切削過程の高表面活性と塑性衝撃波による高静水圧を用いた先駆的機能面創成 篠塚　淳 6,500 2007－2009
基盤研究（B） バーチャルリアリティ技術を活用した力感覚メカニズムの解明と力感覚通信への展開 藪田　哲郎 6,890 2008－2010
基盤研究（B） イオン液体と高分子のハイブリッド化による新規機能材料の創製 渡邉　正義 7,020 2008－2010
基盤研究（B） 固体高分子形燃料電池における新形式ガス拡散層の提案と酸素拡散特性の測定 宇高　義郎 8,320 2008－2010
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 5,070 2006－2008
基盤研究（B） プレーナ型磁性ナノ構造の作製と磁化反転の制御 竹村　泰司 5,460 2007－2009
基盤研究（B） 浚渫窪地の環境影響の解明と新しい環境マネジメント手法の提案 佐々木　淳 5,980 2007－2010
基盤研究（B） 波浪影響を避ける新コンセプト船システム実現のための研究 平山　次清 5,720 2008－2010
若手研究（S） 可逆性を有するスパイラルモータを人工筋肉として用いた柔軟で高出力な人間型ロボット 藤本　康孝 29,250 2007－2011
若手研究（A） 原子間力顕微鏡と位置決めステージのナノスケールサーボに関する研究 藤本　博志 9,880 2008－2009

計 306,380 
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● （社）海洋産業研究会
　本学と（社）海洋産業研究会（海産研）は、本学に最近設置

された「統合的海洋教育・研究センター」（センター長：角

洋一工学研究院教授）を窓口に包括連携協定を締結しまし

た。海産研は、分野・省庁・業種横断型の数少ない調査研究

機関であり、この提携によって、海洋に関する多様な政策・

科学技術・産業に関する最新動向の把握のための情報収集

機能を確保できるほか、中央関係省庁や研究機関とりわけ

海産研の会員企業群をはじめとする産業界との連携を拡充

することができることになりま

す。加えて、本学として手薄になりがちな対外的広報や情報

収集活動の拠点として、海産研事務局に本学「統合的海洋教

育・研究センター東京事務所」を併設し、様々な共同事業プ

ロジェクトの発掘・推進に取り組んで行きます。今後、両者

のメリットを最大限に確保し、相乗効果を発揮できるよう

な共同研究・プロジェクトの発掘や、講演会・学術セミナー

の開催、人材交流を実施していきます。

　工学研究院では、2008年度、市民の方、行政担当者、社会人技術者、専門家等を対象とした公開講座を行いました。工学研究

院の教員が講師を担当した公開講座は以下のとおりです。

公開講座の開催

講座名 開催月日 受講対象者 募集人員

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

サイエンス講座－共鳴の不思議－ ●8月5日（火） 高校生 20

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

化学系、材料系、電気電子系の
各メーカー 30

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

●8月28日（木）～
　　　　　29日（金）

化学系、材料系、電気電子系の
各メーカー 30

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

実践機器分析基礎講座 ●9月5日（金） 技術者、研究者 24

海洋空間のシステムデザインカップ　
－ひれ推進コンテスト－

●9月23日（祝） 
●11月2日（日）

高校生
（市民の方も聴講・見学可） 40

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

センサの原理と利用法－実験実習を通して学ぶ－

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

社会人技術者・市民の方 25

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

エンジニアのための実験講座①
－腐食防食の評価・計測技術－

●1月15日（木）～
　　　　　16日（金） 社会人技術者、市民の方 25

エンジニアのための実験講座②
－ステンレス鋼の腐食防食基礎とその対策技術－

●2月19日（木）～
　　　　　20日（金） 社会人技術者、市民の方 25

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

PUL）は、世界の港町にある有力大学が手を結び親密な国

際交流を行うことを目的に本学が提唱した新しい形の大学

間交流の仕組みです。第1回会議は2006年に横浜で開催

され、リーグの枠組みを決定いたしました。第2回は2007

年にインド・チェンナイ（インド工科大学）で、第3回は

2008年10月にポルトガル・リスボン（リスボン大学）で開

催されました。第3回会議には本学から5名が参加し、工学

研究院からは荒井誠教授が出席しました。第3回会議では、

“港が直面する複雑な現実について”をテーマとして、世界

11カ国約60名の参加者が4日間にわたり、それぞれの港

町が抱える環境や法律上の課題に関係する研究成果の発表

や討論を行いました。また最終日には、本学から横浜開港

150周年を記念して2009年5月に第4回会議を横浜で開

催する提案を行い、満場一致で承認を得ました。現在のリー

グ・メンバー校は、サザンプトン大学、リスボン大学、イン

ド工科大学マドラス校、ホチミン市工科大学、上海交通大

学、釜慶大学校、横浜国立大学、横浜市立大学、ブリティッ

シュコロンビア大学、サンパウロ大学の10校です。第4回

会議から、イスタンブール工科大学、アレクサンドリア大

学及び大連理工大学が新たにリーグに参加する予定です。

国際みなと町大学リーグ・リスボン会議出席

会議場ホールにて

　オープンキャンパスは、毎年入試広報の一環として開催

しており、本学をめざす受験生と保護者の方々に家族ぐる

みでキャンパスに来訪していただき、直接本学を知っても

らう機会を提供しています。2008年度は8月1日（金）・2

日（土）に「オープンキャンパス2008」を開催し、2007年

度を大幅に上回る11,064名の方が来場されました。

　工学部にはこの内3,200人の参加者があり、各学科や

コースに分かれて、それぞれ、模擬講義・研究室見学・関

連施設見学ツアー・個別相談会等が行われました。模擬講

義では、「計算工学入門」（生産工学科：山田貴博教授）、「遺

伝子組み換え植物について」（物質工学科：平塚和之教授）、

「人と環境に優しい都市交通の実現を目指して」（シビルエ

ンジニアリングコース：中村文彦教授）、「環境と建築」（建

築学コース：河端昌也准教授）、「乗り心地のよい乗り物を

目指して」（海洋空間のシステムデザインコース：上野誠也

教授）、「電気自動車の新しいモーションコントロール」（電

子情報工学科：藤本博志准教授）、「プラズマとコンプレッ

クスプラズマ」（知能物理工学科：石原修教授）のわかりや

すい講義が行われ、参加した受験生や保護者の方々は熱心

に聴きいっていました。また、研究室や関連施設の見学ツ

アーでは、先端的装置を使った演示実験や学生主体の展示

なども行われ、工学部の教育研究の一端が紹介されました。

2008年度オープンキャンパス

石原教授による「プラズマとコンプレックスプラズマ」の模擬講義

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

ける科学技術振興を目的とするものです。工学研究院では、

横浜市ならびに共同研究企業５社と連携して「ナノミクロ

材料工学と光画像計測技術による3次元マイクロシステム

のラピッド製造と機能評価」を申請し、2007～ 2009年度

の3年間の事業として採択されています（研究総括：西野

耕一教授）。研究開発テーマとして、マイクロラピッド製造

と形状評価システムの開発（前川卓教授、丸尾昭二准教授）、

マイクロシステムの流体機能評価システムの開発（西野耕

一教授）、ナノミクロ構造制御と光制御による高機能3次元

マイクロ機械システムの開発（向井剛輝教授、武田淳教授）

に取り組むとともに、「リエゾンラボ」を通した継続的な産

学官連携のスキーム作りを進めています。

文部科学省都市エリア産学官連携促進事業

　現代GP（2004～ 2006年度）でスタートした「地域交

流科目」の運用が、新たに設置した「地域実践教育研究セン

ター」に引き継がれ、2008年度からは当プログラムが副専

攻プログラム（地域実践）として認められました。全学向け

組織として設置された「地域実践教育研究センター」では、

これまでの教育中心のセンター運営を充実させて、①地域

をテーマとする研究基盤を強化すること、②地域のさまざ

まなニーズと学内のシーズをマッチングさせることによ

る地域支援の機能を強化することが方針として示されまし

た。これらは教育として行っている「地域交流科目」の充実

にも寄与するとの判断が背景にあります。

　教育の中心となる「地域交流科目」については、全学を対

象とするプログラムとしての格段の質的充実を図るため、

①これまで各教員による「認定」に留まっていた「地域課題

プロジェクト」の評価を明確にするため名称を「地域課題実

習Ⅰ」「地域課題実習Ⅱ」と改め、それぞれ1単位（計2単位）

を与えるシステムとしました。また、「関連科目」について

は「6単位以上」を「4単位以上」と改め、同時に名称を「選

択必修科目」としました。これに必修科目4単位（「コア科

目」の2科目）を加えると、プログラム修得に必要な単位数

は10単位と変わりませんが、これまで指摘されていた諸課

題（特に修了者が少ないこと）を解決しつつ、プログラム全

体の質を高めることになると考えたものです。新しいシス

テムはさっそく2009年4月よりスタートしています。

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

た “物質工学”を高校生ならびに高校教員に体験してもらう

ことを目的として、｢横浜国立大学一日体験物質工学教室」

をオープンキャンパス二日目の2008年8月2日（土）に開

催しました。この行事は1994年度より毎年行われており、

今年度は15回目の開催となります。また、高校生に大学の

雰囲気をより詳しく知ってもらうために、2007年度より

オープンキャンパスの日程に合わせて開催しています。今

回は当初定員60名で募集を行いましたが、多数の方に申込

みいただいた結果、北は青森県から西は愛媛県までの高校

生70名、神奈川県の高校教諭2名と保護者1名の計73名

の方に、高校での化学から一歩進んだ「物質工学」の一端を

体験していただくことができました。

　当日は、羽深等学科長による挨拶などにつづき、吉武英昭

准教授による物質工学科の紹介があり、その後7つのテー

マに分かれての実験・実習を行いました。実験テーマは「時

空間リズムを刻む化学反応」「暖めて電気を作ろう」「模擬原

始環境でアミノ酸をつくってみよう」「アイスクリームとバ

ター作りで学ぶミキシングの科学」「蒸気の力でものを動か

してみよう」「損傷を自己治癒する材料」「遺伝子を目で見て

みよう」で、どのテーマについても担当の先生方のご尽力に

より非常に興味深い内容となっており、参加した高校生た

ちはとても楽しんで取り組んでいる様子でした。体験教室

終了後の高校生へのアンケートにおいても、「面白かった」

「物質工学科のことが分かった」といった意見とともに「ぜ

ひ横浜国大に入学したい」といった回答も見られ、高校生の

工学部への関心を高めることに多少なりとも貢献できたの

ではないかと思われます。昼食時には、高校教諭と物質工学

科教員との懇談会も行われ、貴重なご意見をいただくこと

ができました。また当日は神奈川新聞の取材もあり、翌日の

朝刊に記事として写真入りで取り上げていただきました。

　2009年度も、オープンキャンパスの日程に合わせて一日

体験教室を開催する予定となっており、今後も高校生に工

学部や物質工学科を紹介する機会として継続していきたい

と考えています。

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

一日体験教室を実施してきました。2007年度より「サイエ

ンス講座」と題して、工学研究院と共催で、夏休みの一日、

実験や観察を通して科学のおもしろさを体験していただく

講座となりました。2007年度は極低温をテーマに超伝導を

紹介しました。2008年度は共鳴をテーマに（A）連成振り

子、（B）気柱共鳴、（C）テルミンの3つの実験を行いました。

振り子の周期はひもの長さによって決まります。共鳴を利

用すると、異なる長さの振り子から特定の振り子だけを振

動させることができます。（A）ではそんな装置を紹介しま

した。（B）は高校の教科書でも取り上げられている音波の

実験で、ギターの弦の振動とも関係の深い現象です。音波

の振動の様子を直接目で確かめることができます。（C）の

テルミンはロシアのレフ・テルミン氏が発明した世界最初

の電子楽器で、これも電気回路の共鳴現象を利用していま

す。この原理を簡略化して受講者のみなさんにその一部を

自作していただきました。参加者22名中、14名が挑戦し

て、ピーと鳴ったのは残念ながら3名だけでした。しかし失

敗は成功のもと！これに懲りず、ものづくりのきっかけに

なることを願っています。また今回はテルミン奏者の新美

大輔さんにご協力いただき、テルミンの生演奏も体験する

ことができました。その深い音色には受講生のみならずス

タッフ一同感動させていただきました。

　高校では物理実験の機会が非常に限られています。知能

物理工学科の特色を生かし、身近な現象に潜む不思議を体

験し、科学を楽しむ機会を今後も提供していけたらと考え

ています。

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

ル大学（フィンランド）と大学間交流協定を、また、昌原大

学校大学院・工科大学（韓国）と部局間交流協定を新たに締

結しました。2008年度末現在、工学研究院が主体の大学間

交流協定は計15件、部局間交流協定は計19件です。

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

（締結日　2009年2月10日）

　2009年2月10日に、教職員の交流、学生の交流、共同研

究・共同教育、情報・刊行物の交換を目的として、交流協

定が締結されました。

　大連理工大学は、中華人民共和国の遼寧省の省都である

大連市に位置する国内の重点大学のひとつです。設立は

1949年で、教員数は約1,800人、学部学生数は約19,000

人、大学院生は約11,000人です。

　同大学との交流は、2007年より中村文彦教授が同大学を

訪問し研究交流を

行っているほか、

2007年 9月には

工学部学生を含む

本学学生が全学の

交流プログラムで

同大学を訪問し

交流を行ったり、

2008年 3月 と 9

月にそれぞれ長島

昭理事（当時）（写

真）、鈴木邦雄副学長（当時）を団長として同大学を訪問し

たり、また2008年10月には同大学からの訪問団を受け入

れるなど、この数年間で工学研究院のみならず全学的な交

流が進んできました。今後も、主に大学院生を対象とした

留学生受け入れなど、積極的に交流を行っていく予定です。

●オウル大学
（フィンランドUniversity of Oulu）

（締結日　2009年3月22日）

　フィンランドのオウル大学は、ノキアなど世界企業・産

業を支える科学技術の研究・教育拠点として1,600人近い

教授および研究スタッフ、16,000人以上の学生を擁する総

合大学です。同大学とは研究教育連携のMoU、および医工

融合GCOEの連携協定を結び活発に交流をしています。そ

の中で、河野隆二教授が2007年からフィンランド優秀教授

Finnish Distinguished Professor （FiDiPro）に任命され、

2008年9月には、同大学において、GCOE連携機関（横浜

国大、横浜市大、情報通信研究機構、オウル大学）が参加し

て国際医療 ICTワークショップ IWMICT2008を開催しま

した。また、10月にはオウル大学も含めたフィンランドか

らの医療 ICT調査団が本学に来訪し、河野教授を中心に研

究教育の状況を紹介し意見交換を行いました。

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

（締結日　2008年4月22日）

交流協定の締結

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

National University）大学院ならびに工科大学と本学工学

部および工学研究院の間で部局間学術交流協定を締結しま

した。これは、2007年度教育研究高度化経費「化学・材料

系大学院博士課程後期教育充実化事業」（代表者：渡邉正義

教授）の支援のもとに、工学研究院機能の創生部門固体の機

能分野が中心となって進めたもので、共同研究、研究者交

流、学生交流の推進を目的としています。

　本学は韓国の多数の大学と学術交流協定を締結していま

すが、今回は特に金属・無機系材料工学分野での学術交流

の強化を目途として、この分野の拠点大学である昌原大学

校との協定を進めたものです。

共同シンポジウムの開催

　学術交流の第一歩として、2009年3月23-25日に韓国

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

Symposium between Yokohama National University 

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

本側は工学府システム統合工学専攻材料設計工学コースか

ら、韓国側からはNano新素材工学部から、教員ならびに学

部・大学院学生が多数参加しました。教員による基調講演

と招待講演に続いて、日韓の学生の講演が行われ、日本側の

学生参加者は6名全員が研究発表を行いました。初めての

英語講演・質疑応

答となる学生も多

く、昌原大学にお

ける研究活動を知

るだけでなく、本

学の学生が国際経

験を積む良い機会

となりました。ま

た、シンポジウムの休憩時間や一同での懇談の席で、共同

研究や本学博士課程後期への入学の打診など、今後の交流

についての話が進みました。梅澤修材料設計工学コース長

の提案により、次回シンポジウムを2010年3月に横浜で開

催することを決定して日程を終了しました。

大学間交流協定の締結

オウル大学長との交流お
よび IWMICT2008会場

シンポジウム終了後の記念写真
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　この表は2008年度の社会貢献等に関する補助金等をまとめたものです。各事業・研究の詳細およびそのほかの事例は横浜国

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

高校への出張説明会・模擬講義

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

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

と模擬講義を行いました。

高等学校名 実施日 工学部の実施内容

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

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

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

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

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

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

高等学校名 実施日 工学部の実施内容

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

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

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

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

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

　また、本学への訪問見学、模擬講義、説明会が次のように行われました。

区分 事業名・研究課題名 代表者氏名 (千円 )

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

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

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

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

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

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

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

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

計 9,846 



  工学研究院では、工学研究院・工学府・工学部における教

育研究の成果をより高めることを基本的な目的として、他

部局に先駆けて助手以上の常勤教員を対象とする教員業績

調査を2003年4月に開始し、2005年度に第1回の教員業

績評価を実施しましたが、2008年度は2005～ 2007年度

（研究に関しては2003～ 2007年度）の教員業績調査に基

づく第2回目の工学研究院教員業績評価を実施しました。

  工学研究院における教員業績調査と教員業績評価の目的

と実施方法は、2003年2月17日開催の工学研究院教授総

会において承認されており、工学研究院所属の常勤教員（教

授、准教授、講師、助教、研究教員、特別研究教員、助手）は

前年度の「教育」、「社会貢献」および「管理運営」に関する教

員業績調査票を毎年工学研究院長に提出することが義務付

けられています．さらに3年に1度、教員業績評価を実施す

る年度には「教育」、「社会貢献」、「管理運営」のほかに「研

究」に関しては過去5年分の教員業績調査票を工学研究院

長に提出することになっています。教員業績評価の具体的

　全国の国立大学法人における2004年度から2007年度ま

での4年間の業務の実績について、国立大学法人評価委員

会が評価（通称、法人評価）を実施しました。本学も、2008

年度に法人評価を受審しました。具体的には、教育、研究、

業務運営、財務内容の状況等について、中期目標の達成状況

等の調査・分析にもとづいて、評価が実施されました。 

　工学部・工学府・工学研究院では、工学部・工学府・工

学研究院法人評価専門委員会（H2委員会）と法人評価資料

データ準備WGを設置し、受審準備にあたりました。自己

点検書として、「工学部の教育」、「工学府の教育」、「工学部・

工学研究院の研究」について自己点検書を作成し、2008年

11月17日（月）、18日（火）の訪問調査への対応を行いま

した。評価結果は、2009年3月26日に国立大学法人評価

委員会より公表されました。

　評価結果は、「期待される水準にある」、「期待される水準を

上回る」、「大きく改善、向上している」であると評価されま

した。特に、工学部・工学研究院の研究成果の状況は「期待

される水準を大きく上回る」と、非常に高く評価されました。

な実施方法と評価結果の取扱いについては、2004年10月

22日の工学研究院代議員会において承認されており、当該

教員が所属する学科等の実情を熟知した複数の内部評価委

員によって評価が行われました．評点区分および評価基準

は細分化せずに、「教育」、「研究」、「社会貢献」および「管理

運営」の各評価対象項目ごとに「S：群を抜いて貢献してい

る」、「A：貢献している」、「B：貢献が不十分であり改善の

必要がある」の3段階による評価が行われており、評価結果

は特別昇給や勤勉手当に反映されることになっています。

  「教育」に関する教員業績調査票は3年に1度の工学部ベ

ストティーチャー選考ならびに毎年の全学ベストティー

チャー候補者推薦の基礎資料としても利用されますが、そ

のために環境情報研究院ならびに未来情報通信医療社会基

盤センターの工学部担当教員にも「工学部教育」に関する教

員業績調査票を提出していただいております。

  工学研究院の教員業績評価は3年ごとに行われ、次回は

2011年度に実施を予定しています。

中期目標期間の業務の実績に関する評価

2005〜2007年度教員業績評価
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所属教員数　              2009年5月1日現在　（　）内は2009年1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 25（25） 18（20） 3（3） 2（2） 12（13） 4（3） 1（1） 6（6）

システムの創生部門 33（31） 20（23） 4（4） 1（1） 11（13） 2（0） 1（1） 4（4）

知的構造の創生部門 23（26） 19（19） 1（1） 4（3） 12（12） 5（2） 3（4） 3（3）

合計 81（82） 57（62） 8（8） 7（6） 35（38） 11（5） 5（6） 13（13）
客員 *は連携講座の客員教授・客員准教授

所属大学院生数　        2009年5月1日現在　（　）内は2008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） 207（213） 37（40）

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） 214（223） 56（59）

社会空間システム学専攻
（建設システム工学、建築学） 140（153） 31（24）

物理情報工学専攻
（電気電子ネットワーク、物理工学） 289（277） 43（43）

合計 850（866） 167（166）

所属学部生数　　　　2009年5月1日現在　（　）内は2008年5月1日現在

学科 学生数 第二部学生数

生産工学科 630（638） 41（61）

物質工学科 667（664） 46（57）

建設学科
（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） 616（615）

電子情報工学科 665（682）

知能物理工学科 404（397）

合計 2,982（2,996） 87（118）

2008年度 2007年度 2006年度
件数 金額 件数 金額 件数 金額

運営費交付金 － 769,405 － 741,217 － 776,324 

科学研究費補助金 89 362,326 115 412,050 125 471,730 

GCOE経費
（2006年度はCOE経費） 1 136,950   1 97,482 

その他の補助金 12 95,163 8 78,692 5 67,746 

共同研究費 106 178,155 109 226,564 86 219,875 

受託研究費 51 504,264 55 613,193 46 220,970 

寄付金受入額 214 177,019 198 157,794 206 163,329 

合計 473 2,223,282 485 2,229,510 469 2,017,456 

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
217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
1,017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（27）名、技術部に所属する技術職員は26（27）名です。

（2009年5月1日現在　（　）内は2008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。
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