


工学研究院ハイライト2011　2012

工学研究院長　石原　修

横浜国立大学大学院
工学研究院の
2011年度の活動を
ふりかえって

　2011年から 2012 年にかけて横浜国立大学の大きな動きが、工学研究院を中心に引き起こされたと

言えるでしょう。2011年４月理工学部の誕生により、工学系学部教育における変化、また工学研究院

の建築・土木系教員を中心にして、都市イノベーション学府・研究院の設置によって大学院教育の体

制も大きく変わりました。これにより、４学部（教育人間科学、経済、経営、理工）、５大学院（教育学、

国際社会科学、工、環境情報、都市イノベーション）体制が出来上がりました。

　まず学部教育では、これまでの工学部入学定員 665 名を理工学部定員 745 名と拡大し、これまで

の５学科を再編し、４学科 13 教育プログラムに組みかえました。工学部の伝統であり名教自然の精

神に立脚した工学基礎（エンジニアリングサイエンス）をもとに培われた学部教育を、名称変更によ

り横浜国立大学としての伝統的な工学教育の新たな地平を切り開いたと言えます。理工学部の英語

名称を College of Engineering Science（COES）と定めました。4 つの学科（Department）は、機械工

学・材料系（ME/MS： Mechanical Engineering and Materials Science）、化学・生命系（Ch/CE/LS： 

Chemistry, Chemical Engineering and Life Science）、建 築 都 市・ 環 境 系（Arch/Infra/OE/EcoS： 

Architecture, Infrastructure, Ocean Engineering and Ecosystem Science）、数物・電子情報系（Math/

Phys/EE/CS ：Mathematics, Physics, Electrical Engineering and Computer Science）。学科の名称は

分野の内容がわかるようにしました。一方、工学部以外の理系教員を結集して、これまでになかった学

位（理学）も出すことができるようにカリキュラムを整えました。こうして、工学部時代の 250 余名の

担当教員数も、理工学部となり280 余名と大きくなりました。学部運営に関しては、総務・企画担当、 

教務事項担当、 入試・広報担当の３人の副学部長を置いています。入学志願者数は 2011 年度入学に

対して 4011 名、2012 年度入学に対して 4211名と、全国工学系学部の受験者数が減少傾向にある中

では目立った存在となりました。
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横浜国立大学教育組織

　工学研究院を母体に文理融合大学院として、2001年に環境情報学府・研究院、2011年に都市イノ

ベーション学府・研究院が作られました。大学院教育では工学府の一専攻（社会空間システム専攻、

博士課程前期入学定員 61、後期入学定員10）が新学府に移行したことにより、工学府入学定員が博士

課程前期 343 を 322 名と変更し、後期定員を 51から 41 名と変更しました。大学院改編に伴い、2007

年度に開始した工学府 PED プログラムの定員は 62 より82と拡大しました。横浜国立大学として、純

粋に定員が増加したことを意味しています。これは国立大学定員縮小が言われる中で、目立った動き

といえるでしょう。運営に関しては、研究担当、教育・財務担当、年度計画・評価・広報・国際交流担

当の３人の副研究院長を置き、有効な施策を打ち立てることができる体制を整えています。

　2004 年法人化のあと、第１期中期目標期間（2004 － 09）が終わり、第２期（2010 －15）に入って

いく中、工学研究院としては教育の見直しとともに、研究のさらなる活性化を図るべく、教員に対して

は自己研鑽制度、若手研究支援、科研費獲得支援、学際プロジェクト、グループプロジェクト、リサー

チフォーラムといった取り組み、大学院生に対しては、特に博士課程後期進学者に対して、特別研究

員、特待生としての経済援助、工学研究マネージメント学習プログラムによる研究能力開発・海外派

遣支援などを行っています。全国的な博士課程後期進学者数の減少が言われる中で、工学府の博士課

程後期収容定員充足率は毎年度 5 月調査で 109％（09 年度）、103％（10 年度）、108％（11 年度）、

114％（12 年度）と、研究を支える大学院学生にも恵まれている状況といえます。

　工学研究院は 2011年度も活発な教育・研究活動を続けてきました。このハイライトでその活動状

況をご覧ください。

学部 教育人間科学部

経済学部

経営学部

理工学部

機械工学・材料系学科

化学・生命系学科

建築都市・環境系学科

数物・電子情報系学科

機械工学ＥＰ

材料工学ＥＰ

化学ＥＰ

化学応用ＥＰ

バイオＥＰ

建築ＥＰ

都市基盤ＥＰ

海洋空間のシステムデザインＥＰ

地球生態学ＥＰ

数理科学ＥＰ

物理工学ＥＰ

電子情報システムＥＰ

情報工学ＥＰ

機能発現工学専攻

システム統合工学専攻

物理情報工学専攻

大学院 教育学研究科（修士課程）

東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科（博士課程後期）

国際社会学研究科（博士課程・前/後期、専門職学位課程）

工学府（博士課程・前/後期）

環境情報学府（博士課程・前/後期）

都市イノベーション学府（博士課程・前/後期）
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　「グローバルなリーダー人材というと、『グローバ

ルな経営戦略立案、研究開発、事業展開、国際標準化

活動、外交などでリーダーとして活躍する意欲と能

力を持ち、高度な専門知識を身につけた、才能豊かな

人間』というようなスーパーマンを求めがちである。

しかし、このような人材は教育ではなく、実社会にお

ける実務経験と本人の意思によってのみ育成される

ものであり（産業競争力懇談会、2011）」、理工学大

学院教育のアウトカムズの目標とは異なっていると

いう、至極まっとうな認識からスタートするべきで

しょう。理工学大学院教育のアウトカムズを「日本で

活動するのと同様に海外でも活躍できる技術系リー

ダー」と設定し、そのための教育課程を学部と大学院

を通して一貫した設計に向かうべきでしょう。

理工学部と工学府での英語教育改革着手

　そうした文脈から、2011年度における教育改革の中

心は「英語教育または英語による教育」と「Graduate 

Attributes および Professional Competency」で

した。両課題、特に後者に対するソリューションの探

求は2012年度も継続しなければならないと思って

います。以下、2011年度に着手できた一部をご紹介

いたします。

　本ハイライトの冒頭の記事として物理情報工学専

攻電気電子ネットワークコース博士課程前期講義の

全面英語化を、実施に向けたWGを主導された馬場

教授に紹介いただいておりますが、これは2011年度

に実施された英語教育改革の象徴といえます。特筆

すべきは、この改革が教員の自律性のもとで実施に

移されたことです。

　工学研究院としては、こうした英語教育改革が安

定して実施できるよう、またそれが広がるよう支援

を計画し、それで間に合うのかというお叱りはあり

ましょうが、2011年度にできることとして、平成25

年度運営交付金特別経費の事業計画に、英語で講義

（を計画）する教員向けの研修経費を計上いたしまし

た。ただ、そうした事業計画を文部科学省に提出した

あとに、松岡和久国際担当理事から、2011年度に教

員向けにBritish Councilの英語研修を国際課を通

して通知・連絡したはずだがとお聞きいたしました。

先年の危機管理の不徹底と同様、本学で正さねばな

らぬ事例が、また一つ垣間見えた瞬間でした。

早稲田大学理工学英語教育センター見学調査から

英語演習VE開設まで

　東日本大震災の2週前、2011年2月28日、理工系

英語教育を先導的に進めている早稲田大学理工学術

院英語教育センターを石原研究院長外7名で訪問し、

その実施内容・成果等を調査し、理工学系英語教育

改革への取り組みを開始しました。大学院博士課程

前期での英語教育として、PEDプログラムでは必修

として、TEDプログラムでも修了要件とはならない

までも履修可能な英語科目が配置されています。た

だ、大学院単独での英語教育強化の効果は薄いと言

えましょう。そこで、学部の英語教育の改革に向かわ

ねばならないと決断いたしました。

　ここからは、学内のご理解を得る手順（英語教育

部、教養教育主事、教育担当理事、理工学部教務・厚

生委員会、理工学部教養・共通教育運営委員会、理工

学部代議員会、全学教務・厚生部会、全学教育部会）

に5カ月を要しましたが、なんとか2011年10月5

日に、新しく開設した英語演習VE開講日を迎えるこ

とができました。その効果等の検証が2012年度の課

題です。

グローバル人材育成を巡る動き

　2011年12月に平成24年度政府予算として大学改

革強化推進事業が公表され、学長主導で文部科学省と

折衝が繰り返されました。その過程で、国際化に焦点を

絞った改革促進が本学に託されているという感触をも

とに、既存の国際戦略推進室、留学生センター、大学教

育総合センター英語教育部を統合し、さらにそこに研究

推進機構研究戦略推進本部の業務の一部を移管し、国

際戦略を統合的に推進する国際センターを設置すると

いう事業計画が打ち出されました。ここで統括する事業

には、このハイライトでも川村教授により紹介されます

学生交流プログラムなどが含まれています。

　センターでの施策が、理工学系英語教育にポジ

ティブな効果をもたらしてくれるためには、注意深

くその動向をモニタリングするとともに、積極的な

関与が必要であろうかと思います。他部局よりも圧

倒的に教育並びに研究に傾注する時間の多い工学研

究院教職員に、こうした積極的関与をお願いするの

は心苦しいのですが、引き続きご協力いただけます

ことを心より願うものです。

2012年度教育企画経営会議主査 小泉　淳一

 「英語」そして「グローバル」



　日本学生支援機構の留学生交流支援制度により、上海交
通大学（中国）・北京大学（中国）、及び釜慶大学校（韓国）と
の間で、工学分野（工学府、環境情報学府、都市イノベーショ
ン学府、工学部）における２種類の学生交流プログラムを実
施しました。

（ⅰ）相互学術交流体験プログラム（約２週間）
　相互学術交流体験プログラムでは、各交流大学から専門
分野の学生を10名受入れ（SS）、横浜国立大学にて約２週

間の教育プログラムを実施しました。また同様に、横浜国立
大学から各交流大学へ10名の日本人等学生を派遣し（SV）、
交流大学における教育プログラムを受講してもらいまし
た。各プログラムでは、英語による専門的な内容の講義や
学生研究発表会、各種施設見学や文化体験プログラム等を
実施しました。

（ⅱ）ショートインターンシッププログラム（３カ月）
　ショートインターンシッププログラムにおいては、各交

学生交流プログラム（ショートステイ（SS）・ショートビジット（SV））
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は、本学の理念の一つである国際化に本格的に取り組むた
め、2012年4月より一部の共通科目や非常勤講師科目を除
いて大学院博士課程前期の授業を英語化しました。本稿で
はその経緯と現状を紹介します。

なぜ英語化するのか
　これは昨年度、コース教員が日常の雑感を披露する座談
会で出てきた話題です。いま世界は激しいグローバル化の
流れにあり、アジア諸国も英語教育に力を入れています。日
本にも英語を公用化する企業が現れるなど重要度が増して
います。ところが大学では意外なほど英語化が進まず、む
しろ学生の内向き志向が進んで、世界の中での孤立感が増
していると感じる人は多いでしょう。この状況を根本的に
変えるのが授業の英語化です。
　当初はデメリットも指摘されました。時間が不足し内容
が手薄になる、学生の理解が追いつかない、教員も学生も負
担が増える、下手な英語だと講義や質疑が成立しない、日本
人どうしだと必然性が乏しい、拒否反応が起こる等々。し
かしメリットの議論が勝りました。学生の苦手意識が減り、
英語的思考が養われ、国際舞台へのステップアップになる、
教員の英語での対応力や発言力が高まり、重要な英文誌へ
の論文投稿が多くなる、優秀な留学生や海外研究者が増え
るなどです。議論の末、コースは講義、質疑、素材すべての
英語化を決めました。
　教育効果を考えると対象学年が重要な判断になります。
基礎で脱落すると後々の影響が大きい学部、細部の議論を
中途半端にできない博士課程後期を避け、専門性と自由度
がバランスする博士課程前期が選ばれました。

準備期間を経て
　具体的な実施に向けてWGが問題点の調査と対策検討を
行いました。授業英語化の解説書からは「英語の完璧さは必
要ない」、「講義内容の事前準備が重要」、「学生の理解度を
確認しながら進める」など印象深い指摘を学びました。また
授業に必要な決まり文句、数式などの専門表現をマニュア
ルとしてまとめました。続いてWG内で模擬講義を試行し、
在外経験がない教員でも十分にやれることを確認、さらに
コース全教員へ公開して議論を深めました。授業形式はプ
ロジェクタ、板書、プリントなど教員により様々ですが、聴
講者の指摘は内容に関するものが多く、英語が特段の障害
にならないと感じられました。4月のオリエンテーション
では同窓会副会長の伊藤俊彦氏（日立製作所）から待ったな
しの国際化を熱弁いただき、「企画の本気度が伝わった」と
いう言葉が学生から聞かれました。

始めてみて
　開講日から英語授業が始まり、相互理解のためにWG教
員の授業は全教員に公開としました。1ヶ月経ち、教員や学
生から聞き取り調査した結果、存外、順調なことがわかり
ました。ヒアリングに学生が集中している、教員も学生も
徐々に慣れて講義や発言が軽快になってきている、英語が
苦手な教員に対してもその努力を学生が理解し共有してい
る等々。準備負担が重いという声もありますが、年度を重
ねれば解消されるでしょう。また学内競争的資金の援助が
得られたことで、ネーティブのゲストスピーカーを適度に
加えることもできそうです。
　まだ始まったばかり。今後さらに課題が見えてくるかも
しれません。しかしこの試みが一歩となり、全国に先駆け
た全学的な国際化や大学院修了生の国際舞台でのいっそう
の活躍に発展することを期待しています。

大学院授業の英語化



上海交通大学への
SVプログラムの様子

３ヶ月プログラム参加の
学生は語学クラスに参加
するなど留学生との交流
等も行った

流大学から3名の学生を、横浜国立大学にて3カ月以内の
期間で受け入れる（SS）とともに、横浜国立大学から各交流
大学へ３名の日本人学生を派遣（SV）しました。本プログラ
ムでは、学生は研究室に配属され専門分野に関する研究や
プロジェクトワークを行い、専門知識を身に付けながら派

遣先との交流を行いました。プログラム参加者が取り組ん
だ研究テーマの例を下記に示します。
・ 上海交通大学及び横浜国立大学におけるバラストフリー
　船の研究について（上海交通大学SV）
・ 分子動力学にもとづく数値シミュレーションによる圧電
　材料の分極挙動に対するモデル化手法に関する研究（北
　京大学SV）
・ 自己治癒機能を持つ繊維強化セラミックスの開発に関す
　る研究（釜慶大学校SS）

　SS&SVプログラムへの参加学生は専門分野に関する知
識を得ただけでなく、派遣先の学生との交流、発表会や研究
活動等を通じて、国際的なコミュニケーションの大切さを
実感するとともに、両国の文化の相違について理解を深め
ました。本プログラムに参加した学生が、将来的にグローバ
ルに活躍する人材へと育っていくことを期待しています。 
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  工学府PED教育プログラムでは、多様なキャリアパスに
対応し、産業界でミスマッチなく活躍できる国際同等性を
持つ人材の育成を目的に、プロフェッション（高度専門職
業）育成の立場から、多種多様の専門分野で工学を捉えたユ
ニークな基盤科目群の充実を図っています。
　企業内で実際に行われている研究アイデアから研究実施
予算獲得までに至るプロセスを学修する産学連携スタジオ
科目を用意しています。帝人㈱の協力を得て設置した「研究
企画能力育成帝人スタジオ」が多くの受講生から好評を得
ましたので、2011年には当活動を拡充して、一般財団法人
バイオインダストリー協会の協力を得た「研究企画能力育
成バイオインダストリースタジオ」が設置されました。バイ
オインダストリーにおけるリーディングカンパニーの研究
者・経営者による講義と企業内インターンシップによるス
タジオ教育から構成され、博士課程前期・後期学生用に特

徴化されています。さらに、2012年より一般財団法人エン
ジニアリング協会の協力を得た「研究企画能力育成　エン
ジニアリングスタジオ」が新設されました。このスタジオ
は、石油、ガス等のエネルギープラント建設等のプロジェク
トにおいて、各開発フェーズ（立案、企画、研究、試行、建設）
で必要とされるリソース（技術、人、もの、資金、時間、情報）
の管理を行うための実務内容・ツール・技法を演習および
ワークショップを元に修得する内容です。
　一方、グローバルな環境に対応できる職性育成のためバ
イリンガル環境での倫理、リスク管理を学修することを目
標とした「Professional Ethics EU & US」新設の準備
をしました。この科目では、倫理は法や道徳とは異なると
いう国際社会における法－倫理－道徳の構造を理解させる
ことで、将来のグローバルビジネスにしっかりと対応でき
るエンジニアの育成を目標にしています。

PED教育プログラムにおける新科目紹介
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　2008年度に採択された横浜国立大学グローバルCOEプ
ログラム「情報通信による医工融合イノベーション創生」

（代表　河野隆二教授）では、横浜市立大学を始めとする医
学研究拠点と連携した新たな医工融合教育研究の試みを推
進しています。これまで、工学・医学両方の学位取得をめざ

す「ダブルディグリー制度」や、工学・医学双方の学生が新
たな医工融合研究の萌芽をさぐり、互いの研究を発表・議
論しあう「医工融合教育研究セミナー」、そこから生まれた
研究テーマをさらに深化させるための「医工融合モジュー
ル」および５つのPEDスタジオ科目など、医工融合拠点形
成にふさわしい特色ある取り組みを進めてまいりました。
　さらにこの度、医療と工学の融合分野における最新の研
究事例と応用事例を俯瞰し、新たな電子情報通信技術の医
療分野への展開について理解を深めることを目的に、横浜
国立大学と横浜市立大学教員によるオムニバス講義「医工
学融合研究」が開講されました。本講義は、横浜国大・市大
間のネットワークを介した遠隔講義であり、個々の画面と
音声を双方向につないだインタラクティブな受講が可能で
す。今年度は試行段階ですが、医工融合教育拠点としてのさ
らなる教育内容・環境の充実に向けてはもちろん、今後の
国大市大間の連携を促進する上でも大きな１歩となります。 横浜市大との遠隔連携講義「医工融合研究」の開講

全日本学生フォーミュラ大会
 　全日本学生フォーミュラ大会（社団法人自動車技術会主
催）は、大学生たちが約1年をかけ企画・設計・製作した
フォーミュラマシンにより、ものづくりの総合力を競う大
会で、設計・コスト分析及びプレゼンテーションを競った
後、レースにより走行性能を競います。

横浜国立大学フォーミュラプロジェクト
　本学学生フォーミュラチームは、2004年大会より毎年
参戦しており、理工学部を主体に経済学部、経営学部等の学
部学生、約40 人で構成されており、教員は、本プロジェク
ト教育において、設計・製作・解析・実験を指導しています。

2011年大会　（於：静岡県小笠山総合運動場）
　2011年大会では、2010年の総合3位を上回る総合2位
の成績を収めました。今現在は、2012年大会での総合優勝
を目指し設計製作に取り組んでいます。

Formula SAE World Ranking 
　学生フォーミュラ大会は、統一ルールの下、世界中で行
われている世界最大の大会であり、あらゆる学問を必要と
する理工学の実践大会であり、学生エンジニアのための世
界大会として世界中で高く評価されています。
　世界ランキングは、ドイツ自動車技術会によって世界10
大会での結果から算出され、ほぼ毎月更新されます。
　本学チームは、2011年10月以来、現在（2012年6月）
まで、世界484校中、世界ランキング2位（日本チーム1位）
をキープしています。

　2012年度4月からの具体的な講義内容は、
１）フィンランドメソッドを中心とした「考えるための道
　　筋」の理解
２）グローバル化した産業の舞台で法が現れる瞬間：「倫理
　　が示す道筋」の理解

３）倫理の産物として規範や規準：グローバル化時代の対
　　処の3部から構成されています。
　これらの基盤科目群を更に充実させることにより、産業
社会における喫緊の現代的課題に果敢に挑戦する高い意識
を持った高度専門職業人材を数多く育成していきます。

「医工融合研究」を遠隔講義で開講

横浜国立大学フォーミュラプロジェクト
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受賞者氏名 賞名等（受賞年月日） 指導教員

工学府 青木康徳 土木学会第57回構造工学シンポジウム論文賞（2011.4.30）
勝地弘教授
山田　均副学長
佐々木栄一准教授

工学府 米山直樹 The Best Paper Award, 2011 IEEE MTT-S International Microwave Workshop 
Series on Innovative Wireless Power Transmission（2011.5.12） 新井宏之教授

工学府 柿添光治 日本船舶海洋工学会賞（発明考案等）（2011.5.19）
平山次清教授
高山武彦特別研究教員
平川嘉昭特別研究教員

工学府 竹内宏賢，坂井直樹，
祝黎明，黒川瑛宣，矢納拓弥，
矢野真也，和田直人

ナノ学会産業タイムズ社賞（2011.6.4） 一柳優子准教授

工学府 李　晧準 The Best Paper Award, The Asian Society of Visualization（2011.6.8） 西野耕一教授

工学府 佐竹　開 Best Paper Award, The 16th International Conference on Luminescence
（2011.7.1）

武田淳教授，
片山郁文助教

工学府 松尾和哉 Student Paper Award, ASME 2011 Pressure Vessel & Piping Conference
（2011.7.20） 高橋宏治准教授

工学府 Mikeka Chomora Third Prize for the Best Paper Award, IEEE International Conference on RFID-
Technologies and Applications（2011.9.16） 新井宏之教授

工学府 小澤　瞬 日本磁気科学会学生ポスター賞（2011.9.28） 山本　勲教授

工学府 Naser Amirhesari 地盤工学会第46回地盤工学研究発表会優秀論文発表者賞（2011.10.5） 谷　和夫教授

工学府 友永雄也 Poster Award, The 4th Asia-Pacific NMR Committee（2011.10.18） 内藤　晶教授

工学府 澤田知幸 Best Paper Award, 2011 International Symposium on Micro-Nano Mechatronics 
and Human Science Award（2011.11.9） 丸尾昭二准教授

工学府 山東真士 Young Researcher Award, The 6th International Conference on Leading Edge 
Manufacturing in 21st Century（2011.11.10） 篠塚　淳准教授

工学府 石井香織 第8回地盤工学会関東支部発表会優秀発表者賞（2011.11.11） 早野公敏准教授

工学府 友永雄也 日本核磁気共鳴学会若手優秀ポスター賞（2011.11.17） 内藤　晶教授

工学府 田制侑悟 日本核磁気共鳴学会若手研究者渡航費助成金（2011.11.17） 内藤　晶教授

工学府 中川郷士 日本ばね学会優秀ポスター賞（2011.11.24） 高橋宏治准教授

工学府 古賀　翔 光物性研究会奨励賞（2011.12.9） 片山郁文助教
武田　淳教授

工学府 山東真士 日本機械学会若手優秀講演フェロー賞（2012.1.20） 篠塚　淳准教授

工学府 兼村瑠威 応用物理学会特別研究会服部賞（2012.1.21） 田中正俊教授
大野真也特別研究教員

工学府 高木雄太 応用物理学会放射線分科会研究会奨励賞（2012.1.26） 中村正吾准教授

工学部 市川真基 映像情報メディア学会優秀発表賞（2012.2.18） 後藤敏行教授

工学部 河村拓実 日本機械学会関東支部Best Paper Award賞（2012.3.9） 藪田哲郎教授

工学部 梅原実加 日本水環境学会年会学生発表会優秀賞（2012.3.15） 藤江幸一教授

工学府 山東真士 2012年度精密工学会春季大会学術講演会ベストプレゼンテーション賞（2012.3.16） 篠塚　淳准教授

工学府 山東真士 日本設計工学会武藤栄次賞優秀学生賞（2012.3.23） 篠塚　淳准教授

工学府 酒井昭典 軽金属学会平成23年度軽金属希望の星賞（2012.3.23） 廣澤渉一准教授

工学府 原　恒平 電気化学会燃料電池研究会ポスター賞（2012.3.30） 光島重徳教授

（http://www.ynu.ac.jp/education/ynu_research/result/award.php?y=2011から抜粋）

工学部・工学府学生の受賞
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期の学生を対象に、「研究の企画立案、研究資金獲得、研究
資金を管理しながらの研究の遂行、そして成果の社会への
公表と還元」という一連の流れを経験してもらうためのも
のです。
　学生は研究の企画立案をしてプログラムに応募、審査委
員会にて審査を行い、研究費等の支給が決定されます。

　このプログラムで支援される研究費の使途は、①研究の
成果発表や研究動向調査のための外国等で開催される学
会・シンポジウム出席のための旅費や参加費、②研究に使
う薬品や部材、部品などの消耗品に限られます。また、研究
期間の終了後には、学生自身が企画・立案し成果報告会、講
演会をセットで開催することになっています。
　この学習プログラムは 2005 年度から実施しており、
2012年度までの採択者数は118名になります。

年度別採択者数
専攻名 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 計

機能発現工学 9 4 4 1 3 2 3 26

システム統合工学 2 2 1 2 1 2 10

社会空間システム学 10 5 3 3 8 6 4 1 40

物理情報工学 9 5 7 3 3 4 5 6 42

計 30 16 11 10 14 14 11 12 118

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

　給与、奨学金の支給は博士課程後期入学時から1年間、た
だし、審査の上最大3年間更新が可能ですが、日本学術振興
会特別研究員（DC1、DC2）に採用された場合は、支給を中
止することとなっています。
　2007年度の制度導入以降2012年度まで特別研究員35
名、特待生10名が採用されており、日本学術振興会特別研
究員（DC1、DC2）にも13名が採用されています。

年度 特別研究員採用者数 特待生採用者数 日本学術振興会特別研究員採用者数※

2007年度 ８ ０ １

2008年度 ８ １ ６

2009年度 ７ ２ ４

2010年度 ３ ３ １

2011年度 ３ １ １

2012年度 ６ ３ 審査中

2007 ～ 2012年度　計 　　　　35 10 　　　　　13

※各年度の特別研究員／特待生採用者数の内数

工学府特別研究員／特待生

工学研究マネージメント学習プログラム
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　本学の研究に対する考え方は、2010 年に YNU 

research initiativeとして明文化されました。教育・

研究・社会貢献を鼎立させることの重要性が述べら

れています。全文は本学のホームページからたどっ

て読むことができます。特に際立った文言は、｢教育

力の源泉でもある研究力を強化し、研究を通じて社

会を先導出来るリーダー人財を育成する｣ と謳って

いることであり、大学の使命である教育・研究・社

会貢献を正に三位一体のものとして捉えている点に

あります。

　2011年度の工学研究院の研究に関連する活動で

は、いくつかの大きな動きがありました。その一つ

は、工学研究院の組織において ｢分野｣ を廃止し、全

ての人事は部門から発議することにしたことです。

そのために「部門人事検討会議」を設置し、まず部門

で人事について検討することを制度化しました。ま

た、工学府においては、社会空間システム学専攻が廃

止されて3専攻となりましたが、社会空間システム

学専攻は文理融合型大学院である都市イノベーショ

ン学府・研究院で活動を開始しました。工学研究院

の傘下から離れて全学の協力の下に新たな部局が活

動するようになることは、大変喜ばしいことです。

　学内で研究を活発に行う教員のグループを「YNU

研究拠点」として認定し、本学のホームページに掲載

してその活動を外部から見えるようにしよう、とい

う全学の取組が2011年度から始まりました。2012

年度当初には25の研究拠点が大学から認定されてお

り、工学研究院からはほぼ半数の12のグループが認

定されています。

　この中には、2008年度採択のGCOE ｢情報通信に

よる医工融合イノベーション創生｣（拠点リーダー：

河野隆二教授）もあります。このGCOEは2012年

度が最終年度ですが、現在、フィンランド・オウル大

学、情報通信研究機構、横浜市立大学と共同した医療

ICTに関する活発な教育研究活動によって、国際連

携、地域連携に大きな役割を果たしており、今後のさ

らなる展開が期待されます。

　工学研究院では上記GCOEのような次世代の大

きなプロジェクトにつながる研究の萌芽を育てるべ

く、5年間の研究院内のプロジェクトである「学際

プロジェクト研究」を行っています。第2期の学際

プロジェクト研究6件が2011年度で終了しました。

2012年度研究企画経営会議主査 横山　泰

 

2012年9月に、外部有識者をお招きして評価会を

開催する予定です。第2期学際プロジェクト研究か

らは、「持続型社会を担う水素エネルギー　横浜プロ

ジェクト」を母体として、2011年度に「グリーン水

素研究センター」が工学研究院の施設として開設さ

れました。そして、2012年度から新たに6件の第3

期学際プロジェクト研究がスタートしました。

　このような ｢工学研究院の研究の顔｣ である学際プ

ロジェクト研究の萌芽を発掘すべく、工学研究院で

は3年間の ｢グループ研究｣ という小規模な研究活動

に対する支援を行っています。2011年度から第3期

グループ研究に16組が選定されて研究活動が始まり

ました。この活動に対して、講演会や研究会を開催す

る費用を支援しており、2011年度には6グループに

対して支援を行いました。

　また、2012年度から、研究者の情報交換の場とし

て機能する「工学研究院リサーチフォーラム」を認定

し、研究会開催などに対して支援することとしてい

ます。

　研究を行う上で、各教員の頭脳のリフレッシュは

大きな効果があると期待されます。工学研究院では

2009年度から毎年度数名ずつ、講義及び各種委員会

の業務から離れて国内外の研究機関に滞在し、新た

な研究の想を練ったり新しい研究手法を仕入れたり

するための ｢自己研鑽制度｣ を行っています。2011

年度は3名の教員がこの制度の恩恵を受けました。

　優れた教育研究を展開する上で、優れた教員を採

用することは必須です。そのためには、教員として、

研究者としての適性を持った人を公正に採用するこ

とが求められます。本学では2007年度の学校教育

法の改正に伴って、新たに設けられた助教を任期5

年のテニュアトラック職と位置づけて、いち早くテ

ニュアトラック制度を導入しました。本学では文部

科学省のテニュアトラック普及・定着事業に応募し、

工学研究院で2011年度に1名、2012年度に2名の

助教公募採用への適用が採択されました。
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「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」

医療用BAN(Body Area Network)の
国際標準化成功と臨床導入・産業化

　2008年度に採択された文部科学省グローバルCOEプロ
グラム「情報通信による医工融合イノベーション創生」（拠
点リーダー：河野隆二教授）も5年間の後半に入り、多くの
成果を上げつつある。その中でも、本プロジェクトの中核
をなす医療用無線BAN（Body Area Network）の国際標準
成が、約5年間の欧米、日中韓の国際的な競争と協調によ
り、2012年2月にIEEE802.15.6として国際標準に承認さ
れた。その物理層のコア技術に本学が中心となり産学官コ
ンソーシアムにて研究開発し、知財権を有するUWB（Ultra 
Wide Band）無線技術やハイブリッド ARQ（Automatic 
Repeat Request）誤り制御技術などが国際標準として含
まれる。
　2012年度はこの成果を受けて、横浜市大医学研究科・
附属病院、フィンランド・オウル大学、（独）情報通信研究
機構と共に、2011年12月に採択された京浜臨海ライフイ
ノベーション総合特区（川崎、横浜地区）や、2012年3月
に横浜駅東口三井横浜ビルディング（日産本社ビル隣）に開
設された本学未来情報通信医療社会基盤センター MM21
サテライトおよびフィンランド・オウル大学CWC日本研
究所（CWC日本（株））により、BANの医事・薬事法に基づ
く治験に向けた臨床研究、実用化プロトタイプによる社会
実験、および国際標準に準拠した量産化を国際企業と医療
機関と推進する時が来た。

重点アプリ型研究の融合と将来に向けた
次のステップ

　グローバルCOEプログラムの2012年度終了に向けて、
次のステップとして、情報通信技術ばかりでなく、ナノ・
デバイス、メカトロニクスなどの先端技術に基づく医工融
合として、（1） ディペンダブル医療ネットワーク、（2）ナノ
生体センシングシステム、（3）アンドロイド診断治療ロボッ
トの３重点プロジェクトを推進し、その医療現場への導入
と国際ビジネスを目指して、（4）先端医療機器の治験、認証
のレギュラトリーサイエンスとビジネス化のための医療経
済学を横浜市立大学、情報通信機構とフィンランド・オウ
ル大学との連携を拡張し、実施する。

図1●本学未来情報通信医療社会基盤センター MM21サテライト
＆フィンランド・オウル大学日本研究所 CWC日本（株）
横浜駅東口、日産本社ビル隣横浜三井ビルディング15階に2012年
3月オープン

図2●先端技術に基づく医工融合の将来ビジョン

図3●横浜国大・市大連携・共同大学院計画

横浜国大・市大による連携大学院の設立へ

　図２に示す一連の医工融合イノベーション創生の先に、
横浜市大との連携大学院の設立に向けて、2011年度にタ
スクフォース（TG）が発足し、協議が進められている。

グローバルCOEプログラムの進展



12

研
究
の
ハ
イ
ラ
イ
ト

海洋・都市基盤技術のイノベーション
角　洋一・中村文彦（都市イノベーション研究院）

研究目的とアプローチ
　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
のサブテーマのもとに研究しています。

▶環境調和を目指した海洋と沿岸技術イノベーション
　本サブテーマでは、全学教育研究施設「統合的海洋
教育・研究センター」等と連携してシンポジウム、セミ
ナー、特別講演会の開催を含む船舶海洋工学、海岸工学
の研究活動を実施しています。現在の研究課題は、極圏
海域・深海における資源・エネルギー開発、バラスト
水問題、海上物流イノベーションに関係し急速な大型

化が進展するコンテナ船の構造安全性管理、余寿命便
益評価に基づく船体のdurability管理法、沿岸環境の創
生などであり、外部資金の支援を得て実施しています。

 ▶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、港
湾防災安全、橋梁モニタリングなど要素技術研究、小
田原駅東口や下北沢などを対象とした都市再生研究
等を総合化し、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。

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

　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化学への
貢献と新分野創出を目指すことを目的としています。
　多くの官能基との結合を可能にしたナノ粒子の修飾

方法を確立することができましたので，ハイパーサー
ミア用磁気ナノ微粒子の最適化進め，その成果はナノ
学会第9回大会にて産業タイムズ社賞を受賞しました。
 　また，こうしたナノ粒子と抗癌剤の組み合わせは，
抗癌剤単独よりも細胞にapoptosisを多く起こすなど

増殖抑制効果を認め
ました。
 　第3期の学際プロ
ジェクト研究ではプ
ロジェクト代表者を
一柳准教授と代わり
ますが，さらなるプロ
ジェクトのゴールに
向け活動いたします。

第２期学際プロジェクト研究報告
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持続型社会を担う水素エネルギー　横浜プロジェクト
光島重徳・松澤幸一

「グリーン水素」社会のための材料開発 
　燃料電池は環境負荷が小さい高効率発電システムと
して期待されています。日本では世界に先駆け2009
年度より家庭用燃料電池が「エネファーム」という名前
で発売され、2011年度だけで約18,000台、2012年
度中には累計約44,000台が稼働する見込みです。　
　この燃料電池システムには主に固体高分子形燃料電
池(PEFC)が用いられており、家庭用の熱電併給システ
ムのほか、自動車用電源としても活発に研究開発され、
わが国では2015年よりPEFCを用いた燃料電池自動
車が販売される見込みです。PEFCの触媒には数ナノ
メートルに微粒子化した白金を用いて少量で高い活性
を得ています。1ナノメートルは10億分の1メートル
を意味します。例えば、地球の直径を1メートルに置き
換えたとすると、ミニサッカーボールが1ナノメート
ルに相当します。一方、地球上の白金の資源量という
のはおおよそ25メートルプール1杯半分といわれて
います。今後の燃料電池の広範な普及による白金資源
の枯渇に備え、我々の研究グループでは10年以上前か
ら白金などの貴金属を使用しない電極触媒を探索して
きました。その結果、酸素欠損を有するタンタル、ジル
コニウム系触媒が白金代替となりうる可能性を世界で
初めて見出し、研究開発を鋭意すすめています。
　”燃料”の水素をどのように得るかも重要な問題で
す。震災以来、再生可能エネルギーを大量導入する動
きがあります。我々は、風力や太陽電池などの再生可
能エネルギーで水を電気分解して得た水素を「グリー

ン水素」と呼んでいます。図1に示すように「グリーン
水素」をエネルギーの貯蔵や輸送のキャリアとして再
生可能エネルギーの変動性や偏在性を受容できる水素
エネルギー社会の創生を目指しています。
　このためには、気象の影響により変動性が極めて強
い太陽光、風力などの再生可能エネルギーを用いた水
素製造が重要です。したがって、水の電気分解の耐久性
の向上や材料コストの低減などの技術革新が求められ
ます。そこで、従来用いられている材料について、変動
性が大きな環境で加速的に劣化する現象の解明と、耐
久性向上のための材料やシステム制御を提案していま
す。さらに、これらの知見と燃料電池分野での経験を
生かし、水電解の分野でも革新的な材料の探索を行っ
ています。

H dHydrogen

H2H2H2

H2

●再生可能エネルギーを基盤とする水素エネルギー社会

羽深　等 代表

実装技術創造プロジェクト

パワーモジュール評価プラットフォーム試作と評価
　低炭素社会のキーコンポーネントとなる次世代パ
ワーデバイス実装技術の開発を進めています。横浜国
立大学学際プロジェクトから発展した技術を実現すべ
く神奈川県と神奈川科学技術アカデミーが2008年よ
り3年計画で展開してきた地域産学公結集共同研究事
業により200℃を超える高耐熱性封止材とパワーサイ
クル信頼性に見通しを得ました。さらに、開発技術を実
証すべく神奈川県産業技術センター、横浜高度実装技
術コンソーシアム（YJC）と協力して国内29社を結集
したKAMOMEプロジェクトによりSiデバイスを用い
てパワーモジュール評価プラットフォームを作製しま
した。2012年度は、このプラットフォームによるSiC
デバイスでのモジュール試作と評価を計画しています。

●試作したモジュールと解析事例
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学際プロジェクト研究テーマ プロジェクト代表者

1 横浜発クリーンエネルギー材料研究によるグリーンイノベーション
（愛称：横浜クリーングリーン（YCG）プロジェクト） 渡邉　正義

2 先端光科学・光機能材料イノベーション 横山　泰

3 生体分析とナノメディスンを目指した革新的デバイス材料技術 一柳　優子

4 スマートヒューマンエンジニアリング 高田　一

5 先端的磁気超伝導理工学の創成 梅原　出

6 先端技術による医工・文理融合による持続可能な医療社会インフラの創生
　－大学間・産学官国際連携による国際標準化・法制化・産業化－ 河野　隆二

第３期学際プロジェクト研究一覧

河村篤男・高田　一・丸尾昭二

快適未来社会を育むモーションテクノロジーの創生

　本プロジェクトでは、快適な未来社会を実現するた
めに、医療福祉や健康支援に資するミクロからマイク
ロまでの幅広い未来メカトロニクス・ロボティクス研
究を推進しています。この目的を達成するための組織
として、以下の３つの研究グループを構成しています。

（１）ヒューマノイドロボット（河村グループ）
（２）人と機械の相互発展（高田グループ）
（３）マイクロモーティリティー（丸尾グループ）

　各グループの主な研究としては、
（河村グループ）
　「ヒューマノイドロボット」では、快適未来社会を実
現するための物理的な個人支援、医療福祉支援を目的
としたメカトロニクス・ロボティクスの研究を行いま
した。その成果は、時々刻々と動的に変化する人間環
境に対して適応可能なロボットの実現と要約でき、二
足歩行ロボットの高度運動制御、筋骨格型二足歩行ロ
ボットへの応用を目指したスパイラルモータによる
歩行・走行に関する研究や、ケージングマニピュレー
ション、可操作度を保持したフィンガ・アームシステ
ムのインピーダンス制御、触覚フィードバックインタ
フェースなどの成果を得ました。

（高田グループ）
　「人と機械の相互発展」では、機械等の操作・運転に
おいて、操作・運転のしやすさ、安全性に注目し、人の
操作・運転と機械性能の相互の向上をめざしました。
また、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の構築、ロ
ボットの動作教示、高効率アクチュエータの開発を並
行して行いました。それらを結合して、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しました。
その結果、人の作業空間や生活空間において、人と共
存する機械を操作・運転する際に高い安全性と信頼性
を有する社会の実現が可能となりました。

（丸尾グループ）
　「マイクロモーティリティー」では、光駆動型マイク
ロ・ナノアクチュエータの研究を行いました。例えば、
光の放射圧によって高速回転するマイクロタービンを
開発しました。また、光照射による分子の異性化を利
用したナノアクチュエータに適した分子の開発も行い
ました。さらに、光照射によって屈曲するイオンゲル
アクチュエータも開発しました。このような光駆動ア
クチュエータ群は、遠隔・非接触駆動でき、密閉微小
空間でも自在に駆動が可能であるため、ラボオンチッ
プやナノバイオ研究用の新しいツールへの応用が期待
できます。

情報通信による医工融合イノベーション創生プロジェクト
河野隆二 代表

グローバルCOEとして展開しています（p.11をご参照ください）。
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工学研究院第２期グループ研究一覧（2009 ~ 2011）
グループ研究テーマ 代表者
1 スパイラルモータの駆動と制御に関する研究 藤本　康孝
2 SiC実装パワー半導体デバイスの発熱低減とその信頼性評価 中津川　博
3 橋梁モニタリングシステムを活用した地震・強風災害対策技術の開発 勝地　弘
4 アレーアンテナによる高精度到来方向推定 市毛　弘一
5 多原子価遷移金属分子における酸化還元反応の解明 Hannes Raebiger
6 都市創成学研究領域の高度化 高見沢　実
7 高精度パルス磁化測定装置の開発 山本　勲
8 多機能電子顕微鏡を利用した新規材料の開発 竹田真帆人
9 ワークプレイスからのまちづくり 秋元　馨
10 フィジカルコンピューティングを指向するセンサネットワーク基盤技術の研究 濱上　知樹

グループ研究一覧

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

　2007年度に採択された文部科学省若手研究者の自立的
研究環境整備促進プログラム「先端学際プロジェクトによ
る人材育成」は5年間の実施期間を満了し、本プログラムに
より設立された学際プロジェクト研究センター（センター
長：田中裕久現名誉教授）も2012年3月を持って終了い
たしました。国際公募により選抜された11名の特任教員

（助教）は、テニュアトラック制度を活用し、テニュアポス
トである准教授に着任（1名はテニュアトラックに再雇用）
いたしました。
　在任期間中、11名の特任教員（助教）は，豊富な研究資
金と大学運営に関わる業務が免除された研究に専念する環
境を与えて頂きました。恵まれた研究環境を十分に生かし、
計171編の学術論文および著書、5件の学会賞受賞などの
研究成果を収めております。また、2件の文部科学大臣表彰

の受賞など特筆
に値する業績も
挙げております。
これらの成果は、
3 冊の成果論文
集として編纂さ
れております。
　本センターの
特色の一つであった学際性豊かな研究環境は、「IRCサロ
ン」という形態で若手研究者の異分野交流の場として機能
し、その中から2つの共同研究が創出されております。本
センター終了後も「学際若手サロン」（工学研究院リサーチ
フォーラム）と名称を変更しますが、若手研究者の交流の場
は継続していきます。

学際プロジェクト研究センター活動報告
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　2011年11月18日、工学府の主催で1991年に核磁気
共鳴(NMR)法の発展による貢献でノーベル化学賞を受賞さ
れた、スイス連邦工科大学（チューリッヒ）のリヒャルト・
エルンスト教授の特別講演会を、附属図書館1階メディア
ホールにて実施しました。講演のタイトルは、「Fascinating 
Insights in Chemistry, Biology and Medicine by NMR」

で、会場を埋めた150人の若い学生と教員に、NMR法を用
いた化学・生物学・医薬学分野での研究の魅力が紹介され、
同時に、高い倫理観を持って自然科学を学習することの重
要さも示され、講演後も数多くの質疑応答があって実り多
い講演会となりました。

Dan Shechtman博士　特別講演

　2012 年 3 月 28 日に 2011年度ノーベル化学賞受賞者
Dan Shechtman博士をお迎えして、日本金属学会と共催
で研究特別講演会を開催しました。満員の経営学部1号館
108講義室にて、授賞の対象となった準結晶発見の経緯、
従来の学問の枠を超えたこの発見が認知されるための努力

の数々などがエピソードを交えて紹介されました。科学が
高度に発達した今日もなお自然科学の基礎に未知の世界が
あること、そして科学が発達したが故に新しい知見が受け
入れられ難くなっていることなどを改めて認識する貴重な
機会となりました。

YNU研究拠点一覧
YNU研究拠点名称 研究テーマ 研究グループ代表者
1 海洋環境保全のための船舶関連技術研究拠点 バラストフリー船の研究開発 荒井　誠

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

新機能を指向する光応答材料の創製と機能解析 横山　泰

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

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

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

6 光ナノ計測研究拠点 超高感度光ナノ計測システムの開発 武田　淳

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

8 低温物性研究拠点 極低温物性測定装置の開発と共同研究拠点化 鈴木　和也

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

10 ロボティクス・メカトロニックス研究拠点
Robotics and Mechatronics Research Center(RMRC)

ロボティクス・メカトロニクス最先端技術の開発
研究 河村　篤男

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

光島　重徳

12 情報通信による医工融合イノベーション創生
（G-COE拠点）

世界最先端の情報通信技術（ICT）と社会的な要請
の高い先端医療を融合する新領域「医療ICT」を中
心とした研究

河野　隆二

YNU研究拠点一覧

工学研究院リサーチフォーラム一覧

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

ノーベル賞受賞者の講演



17

研
究
の
ハ
イ
ラ
イ
ト

　この表は科学研究費補助金をはじめとする政府関係の特
に大型の外部資金をまとめたものですが、これ以外にも
5,000千円未満の多数の研究課題を含め、巨額の資金を獲
得しています。また、多くの企業や団体から共同研究費、受
託研究費、寄附金などを多数受けています。項目別の受け

入れ合計金額については23頁をご覧下さい。工学研究院に
所属する各教員の研究内容や研究実績などは研究者総覧に
も公開されています。橫浜国立大学のホームページhttp://
www.ynu.ac.jp/から研究者総覧をご覧下さい。

2011年度文部科学省・日本学術振興会科学研究費補助金（5,000千円以上） （単位：千円）

区分 研究題目 代表者 金額 研究期間
イオン液体を用いた蓄電デバイスのグリーンイノベーション 渡邉　正義 48,880 2011~2012
電気化学的手法による界面反応メカニズム解析 獨古　薫 15,600 2011~2012

独立行政法人科学技術
超微細粒強化と時効析出強化を並立させる新規アルミニウム合金展伸材
の開発とその合金設計指導原理の確率 廣澤　渉一 5,645 2011~2012

振興機構 波浪予測警報機能付小型船舶用レーダ技術の開発 平川　嘉昭 5,850 2011~2012
輻射熱反射コーティングによる革新的遮熱技術 長谷川　誠 5,850 2011~2012
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 16,900 2007~2012

単一磁束量子算術演算ユニットの開発 吉川　信行 11,050 2007~2012
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 90,350 2008~2012

国立大学法人東京大学 フォトニクス・エレクトロニクス融合システム基盤技術開発 馬場　俊彦 15,048 2011~2012
鉄鋼材料の革新的高強度・高機能化基盤研究開発 梅澤　修 12,007 2010~2012

独立行政法人

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 19,255 2007~2012

新エネルギー・産業技術 固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発/基盤技術開発/酸化物系非
金属触媒 太田健一郎 80,500 2010~2013

総合開発機構
固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発/次世代技術開発/広い温度範
囲で無加湿運転が可能な固体高分子形燃料電池の電解質および電極設計 渡邉　正義 11,974 2010~2012

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

窪田　好浩 45,002 2009~2012

日本電信電話株式会社 革新的ファイバ技術の研究開発　課題イ-2　Fan-out導波路の設計技術 國分　泰雄 7,969 2010~2013
独立行政法人情報通信
研究機構 革新的光通信インフラの研究開発 國分　泰雄 5,599 2011~2016

計 397,479 

種目 研究課題 代表者 金額 研究期間
基盤研究(S) 波長チャネル制御を用いる半導体マイクロリングプロセッサの研究 國分　泰雄 21,840 2008~2012
基盤研究(S) 断熱モード単一磁束量子回路の導入によるサブμＷマイクロプロセッサの研究 吉川　信行 43,680 2010~2014
基盤研究(A) ナノレーザーによる超高分解能センシング 馬場　俊彦 11,960 2009~2011
基盤研究(A) 高効率高電力密度チョッパによる可変速駆動系の省エネルギー化の研究 河村　篤男 21,320 2010~2012
基盤研究(A) 船舶海洋構造物のdurability評価手法の高度化 角　　洋一 10,790 2010~2013

基盤研究(A) マイクロステップ光学素子を用いた１ショット広帯域実時間イメージング分光法
の開発 武田　淳 17,940 2011~2014

基盤研究(A) コンプレックスプラズマ中の帯電微粒子とプラズマの相互作用がもたらす物理現象 石原　修 19,240 2011~2013
基盤研究(A) イオン液体を用いたソフトマテリアルの創成 渡邉　正義 18,460 2011~2013
基盤研究(B) 高エネルギー白色Ｘ線を用いた疲労過程における結晶学的損傷評価と寿命予測 秋庭　義明 5,330 2010~2012
基盤研究(B) 次世代耐高温SiC パワーデバイスの高信頼性実装技術に関する研究 干　　強 5,070 2010~2012
基盤研究(B) 立体配座制御に基づく高性能フォトクロミック化合物の創製 横山　泰 7,540 2011~2014
基盤研究(B) ラージスケール・３次元ナノ光造形モールディング技術の開発と応用 丸尾　昭二 14,040 2011~2013
基盤研究(B) 磁性ナノ粒子の発熱機構と培養細胞中の存在形態の評価分析法の開発 竹村　泰司 7,540 2011~2013
基盤研究(B) 総合的リスクを考慮したライフサイクル構造評価手法に関する研究 川村　恭己 5,980 2011~2013

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 14,560 2007~2011

若手研究(A) 流動によるコロイド結晶の形状制御と新しい光機能性材料への応用 金井　俊光 8,190 2010~2012

若手研究(A) 低侵襲性外科手術シミュレータのための多自由度鉗子型ハプティックシステムの
開発研究 下野　誠通 8,840 2011~2013

若手研究(A) 大容量かつ省エネルギーを実現する先進的通信システムの創出 落合　秀樹 8,060 2011~2014
計 250,380 

2011年度政府関係機関との受託研究・受託事業（5,000千円以上） （単位：千円）

工学研究院の教員が201１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）



大学間包括協定による教育研究の推進

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

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

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

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

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

重冨氏の講演

EV試乗会

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

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

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

（独）港湾空港技術研究所 2006.7. 1

工学研究院の教員が主たる提案者である包括連携協定機関
締結先機関名 締結日

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

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

2012年3月現在



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

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

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

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

　工学研究院では、2011年度、市民の方、高校生、行政担当者、社会人技術者、専門家等を対象とした公開講座を開催しました。
工学研究院の教員が講師を担当した公開講座は以下のとおりです。

講座名 開催日 対象 定員
第5回海洋空間のシステムデザインカップ
―ひれ推進コンテスト―

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

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

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

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

技術者のための機器分析入門
　―走査型顕微鏡・X線マイクロアナライザー・X線回折―  ９月26日（月）～ 27日（火） 一般の方・技術者 30

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

市民一般 100

実験実習を通して学ぶ
　センサの原理と応用

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

一般の方・技術者 20

エンジニアのための実験講座①
―腐食防食の評価・計測技術―  １月19日（木）～ 20日（金） 一般の方・技術者 20

エンジニアのための実験講座②
―ステンレス鋼の腐食防食基礎とその対策技術―  ２月16日（木）～ 17日（金） 一般の方・技術者 20



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

模擬講義の様子

学科 EP テーマ 講師

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

化学・生命系学科 自己治癒する材料 髙橋　宏治

建築都市・環境系学科

建築EP 環境と建築　
　―耐震工学の視点から― 松本　由香

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

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

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

数物・電子情報系学科

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

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

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

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

模擬講義のテーマ
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高校への出張説明会・模擬講義
　2011年度に本学で実施された高校へ出張する形式の大学説明会・模擬講義は31件あり、そのうち、次の神奈川県内の高等
学校において、工学研究院の教員が高校生及びその保護者を対象に、大学説明会、模擬講義を行いました。

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

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

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



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

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

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

調印式を終え記念撮影

今後の交流協力について熱心
な打ち合わせが行われました

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

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

●工学研究院の教員が中心になって締結した大学間交流協定

●工学研究院の教員が中心になって締結した部局間交流協定

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

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

一同で記念撮影

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

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



所属教員数　              2012年5月1日現在　（　）内は前年5月1日現在

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

機能の創生部門  25（25） 20（18） 3（3） 5（4） 8（8） 4（4） 1（1） 6（6）

システムの創生部門 18（19） 11（11） 3（3） 2（1） 2（3） 5（4） 0（1） 4（4）

知的構造の創生部門 26（25） 21（19） 1（1） 3（4） 8（9） 5（5） 3（3） 3（3）

合計 69（69） 52（48） 7（7） 10（9） 18（20） 14（13） 4（5） 13（13）
※連携講座の客員教授・客員准教授

所属大学院生数　        2012年5月1日現在　（　）内は前年5月1日現在

専攻
（コース）

博士課程前期
学生数

博士課程後期
学生数

機能発現工学専攻
（先端物質化学、物質とエネルギーの創生工学） 194（193） 42（37）

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） 244（240） 41（41）

社会空間システム学専攻※
（建設システム工学、建築学） 12（88） 18（27）

物理情報工学専攻
（電気電子ネットワーク、物理工学） 294（297） 51（49）

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　896（972） 744（818） 152（154）

所属学部生数　　　　2012年5月1日現在　（　）内は前年5月1日現在

学科 学生数 第二部学生数

生産工学科 336（485） 6（13）

物質工学科 339（500） 3（5）

建設学科
（都市基盤コース、建築学コース、海洋空間のシステムデザインコース） 301（450）

電子情報工学科 346（507）

知能物理工学科 211（315）

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,542（2,275） 1,533（2,257） 9（18）

所属学部生数　　　　2012年5月1日現在

学科
機械工学・材料系学科

（機械工学EP、材料工学EP）

化学・生命系学科
（化学EP、化学応用EP、バイオEP）

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

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

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　 

2011年度 2010年度 2009年度
件数 金額 件数 金額 件数 金額

運営費交付金 － 733,073 － 894,150 － 971,053
科学研究費補助金 97 400,400 98 419,860 89 403,570 

GCOE経費 1 146,418 1 162,380 1 211,094
その他の補助金 5 26,674 5 41,061 10 89,133 
共同研究費 152 192,721 137 172,540 111 180,509 
受託研究費 48 444,018 44 329,412 58 532,232 
寄付金受入額 145 117,479 154  137,638 169 144,987 

合計 448 2,060,783 439 2,157,041 438 2,532,578

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187
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896
名の内訳は右表の通りです。

工学部※

工学に関わる学部教育を行う
組織で、5学科より構成され、
在籍学生総数は右表の通り
です。工学部の専門教育は環
境情報研究院、都市イノベー
ション研究院の教員の協力も
得る体制の下に行っています。

事務系職員
事務部および各学科等に所属する事務職員は44（42）名、技術部に所属する技術職員は26（26）名です。

（2012年5月1日現在　（　）内は前年5月1日現在）

人件費を除く教育研究費（単位：千円）

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

※在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとします。

※在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとします。

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

学生数

287（147）

366（194）

333（166）

594（308）

1,580（815）
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