
大学間包括協定による教育研究の推進

●光応答分子材料分野等における相互協力に関する包括協定

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

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

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

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

本学で最初の共同研究講座設置

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

大学間包括協定による教育研究の推進

情報通信技術による超大型ダンプトラックの無人運転

　教育、研究、地域連携の各トピックをご紹介します。

地域実践教育研究センターを拠点とした研究・教育の新しい動向

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

　　　地球環境未来都市研究会が
　　　発足しました
研
究

教
育
　　　大学院副専攻プログラムが
　　　新規開設されました

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

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

締結先機関名 締結日
独立行政法人海上技術安全研究所 2007. 1.26
横浜市 2007. 3.14
高圧ガス保安協会 2007.10.18
株式会社国際電気通信基礎技術研究所 2008. 3. 4
社団法人海洋産業研究会 2008. 5.15
独立行政法人海洋研究開発機構 2010. 1.27
奈良先端科学技術大学・青山学院大学 2011. 3. 1



模擬講義のテーマ

●2012年度オープンキャンパス

　2012年度オープンキャンパスを、8月5日（日）～ 6日
（月）に開催しました。来場者数は2日間で約16,000名、理
工学部関連行事への来場者数は昨年とほぼ同数の約7,000
名でした。
　オープンキャンパスは入試広報の一環として、本学への
入学を目指す受験生とその保護者に、家族ぐるみでキャン
パスに来訪していただき、直接キャンパスをご覧いただい
ています。また模擬講義への参加、図書館等の施設見学・説
明を受ける等、キャンパスライフを体験していただくこと
を目的に開催しています。

　理工学部では、各学科やEPに分かれて、それぞれ学科紹
介・入試説明・模擬講義・研究室見学・関連施設見学ツアー・
個別相談会等が開催されました。

高等学校を対象とした取組

学科 ＥＰ テーマ 講師

機械工学・材料系学科
機械工学EP 流れの力学とその応用 松井　　純

材料工学EP 材料工学教育プログラムが牽引する材料と未来社会 八高　隆雄

化学・生命系学科 身近な材料のミクロの世界 多々見純一

建築都市・環境系学科

建築EP 環境と建築 大野　　敏

都市基盤EP
橋を科学する 勝地　　弘

交通渋滞はなぜ起きる？ 田中　伸治

海洋空間のシステムデザイン
EP

海洋工学の可能性 村井　基彦

航空機宇宙機の飛ばし方 樋口　丈浩

地球生態学EP
自然災害と自然撹乱 森　　　章

古今東西：生物多様性と裁判 及川　敬貴

数物・電子情報系学科

数理科学EP
遠い・近いを数学すれば 寺田　敏司

色の数理と心理 岡嶋　克典

物理工学EP 先端レーザーが切り拓く21世紀の新しいサイエンス 武田　　淳

電子情報システムEP ディジタル技術が創る世界 市毛　弘一

情報工学EP
言語情報処理と高度Web利用 森　　辰則

インターネットのセキュリティ 吉岡　克成
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模擬講義の様子

学部説明

模擬講義のテーマ



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

　工学研究院では、2012年度、市民の方、高校生、行政担当者、社会人技術者、専門家等を対象とした公開講座を開催しました。
工学研究院の教員が講師を担当した公開講座は以下のとおりです。

講座名 開催日 対象 受講者数

第６回　海洋空間のシステムデザインカップ
　　　　ひれ推進コンテスト

７月１６日（月・祝）
８月２５日（土） 高校生（一般の方も聴講・見学可） 167

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

８月２３日（木）～２４日（金） 一般の方・技術者の方・大学生・大学院生 4

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

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

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

セラミックス材料の開発と利用のための基礎と実際 ９月１３日（木）～１４日（金） 一般の方・技術者の方 3

実務技術者のための機器分析入門
―走査型顕微鏡・X線マイクロアナライザー・X線回折― ９月２７日（木）～２８日（金） 一般の方・技術者の方 4

―実験実習を通して学ぶ―
センサの原理と利用法

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

一般の方・技術者の方 2

高校生向けバイオ実験体験講座 １２月２２日（土） 高校生 12

エンジニアのための実験講座①
―腐食防食の評価・計測技術― １月２４日（木）～２５日（金） 一般の方・技術者の方 5

エンジニアのための実験講座②
―ステンレス鋼の腐食防食基礎とその対策技術― ２月１４日（木）～１５日（金） 一般の方・技術者の方 3

高校への出張説明会・模擬講義
　2012年度に本学で実施された高校へ出張する形式の大学説明会・模擬講義は42件あり、そのうち、次の高等学校において、
理工学部を担当する教員が高校生及びその保護者を対象に、大学説明会、模擬講義を行いました。

高等学校名 実施日 来訪者の種類 参加者数
県立神奈川総合高等学校 6月21日 2年生 10

県立七里ヶ浜高等学校（水槽施設見学） 10 月2 日 2年生 36

山梨県立吉田高等学校（構造実験棟・水槽施設見学） 10月11日 1年 42

県立横浜平沼高等学校（構造実験棟・水槽施設見学） 10月18日 1年 58

県立松陽高等学校（構造実験棟・水槽施設見学） 10月29日 1年 46

県立市ケ尾高等学校（構造実験棟・水槽施設見学） 11月12日 2年生 40

県立光陵高等学校（水槽施設見学） 12月6日 1・2年 69

高等学校名 実施日 参加者の種類 参加者数
市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 4月26日 2年生 33

鎌倉学園高等学校 7月17日 2年生 32

鎌倉学園高等学校 7月19日 3年生 65

静岡県立沼津東高等学校 10月20日 2年生 29

県立多摩高等学校 11月8日 2年生 30

県立座間高等学校 11月13日 1・2年生 28

県立光陵高等学校 12月20日 2年生 32

東京都立小石川中等教育学校 12月20日 1・2年生 34



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

大学交流協定、部局間交流協定の締結

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

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

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

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



メインビルディング

学生センター（Super C）

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

アーヘン工科大学との部局間交流協定の締結
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●工学研究院の教員が中心になって締結した大学間交流協定

上海交通大学 （中国） 1992.10.29 ～ 2017. 4.19
サンパウロ大学 （ブラジル） 1983.11.28 ～ 2015. 9.15
パリ・中央工科大学 （フランス）  1985. 4.30 ～
イリノイ大学アーバナ・シャンペイン校 （アメリカ合衆国） 1985. 8.14 ～ 2010. 8.14
アーヘン工科大学　※2 （ドイツ）  1986. 6. 9 ～ 2013. 7.11
デルフト工科大学  （オランダ） 1996. 7. 4 ～ 
ソウル市立大学校 （韓国） 1998.12.11 ～ 2013.12.10
オストラバ工科大学 （チェコ） 2003. 2.13 ～ 2018. 2.12
インド工科大学カンプール校 （インド） 2004. 1. 6 ～ 2009. 1. 5
嶺南大学校 （韓国）  2005. 1.18 ～ 2015. 1.18
モントリオール工科大学　 （カナダ）  2005. 3. 1  ～ 2015. 2.28
天津大学 （中国） 2005. 8.16 ～ 2015. 8.15
延世大学 （韓国） 2006.10.17 ～ 2017.10.16
サザンプトン大学 （イギリス） 2006.11. 9 ～ 2016.11. 8
国立高雄大学 （台湾） 2006. 4.20 ～ 2016. 4.19
釜慶大学校 （韓国） 2007. 5. 2 ～ 2017. 5. 1
タマサート大学 （タイ） 2008. 2.22 ～ 2018. 2.21
大連理工大学 （中国） 2009. 2.10 ～ 2014. 2. 9
オウル大学 （フィンランド） 2009. 3.23 ～ 2014. 3.22
イスタンブール工科大学 （トルコ） 2010. 3.11 ～ 2015. 3.10
ホーチミン市工科大学 （ベトナム） 2010. 3.22 ～ 2015. 3.21
マレーシアマラッカ技術大学 （マレーシア） 2010.12. 6 ～ 2015.12. 5
パラナ・カトリカ大学 （ブラジル）  2010.12.15 ～ 2015.12.14
バンドン工科大学 （インドネシア） 2011. 4. 4 ～ 2016. 4. 3
ダナン大学 （ベトナム） 2011. 5.24 ～ 2016. 5.23
プリンスオブソンクラ大学 （タイ） 2012. 4. 4 ～ 2017. 4. 3
昌原大学校　※2 （韓国） 2013. 2. 1  ～ 2018. 1.31
クイーンズ大学キングストン校 （カナダ）   ～  

●工学研究院の教員が中心になって締結した部局間交流協定

釜慶大学工科大学 （韓国） 1995. 9.14 ～ 2005. 9.14
キングモンクート工科大学トンブリ校工学部 （タイ） 1995.11.14 ～ 2005.11.14
ソウル市大学校工科大学　※1 （韓国） 1996. 6.26 ～ 2016. 6.25 
モナシュ大学理学部 （オーストリア）  1996. 6.20 ～ 2006. 6.20
モナシュ大学工学部 （オーストリア） 1996.12.16 ～ 2006. 6.20
プリンスオブソンクラ大学工学部 （タイ） 1999. 1.27 ～ 2009. 1.27
ソウル国立大学校工科大学 （韓国） 1999. 3.27 ～ 2015. 3.28
タマサート大学国際工学部 （タイ） 1999. 4.20 ～ 2004. 4.20
国立釜山大学校工科大学　※1 （韓国） 2006. 7.17 ～ 2016. 7.16
クロード・ベルナール・リヨン第1大学 （フランス） 2001. 1.15 ～ 2006. 1.15
清華大学化学工程系 （中国） 2001. 8. 1 ～ 2011. 7.31
清華大学機械工程学院 （中国） 2001. 8.31 ～ 2006. 8.31
清華大学信息科学与技術学院電気工程 （中国） 2001. 9.17 ～ 2006. 9.17与応用電子技術系応用超導研究中心
清華大学環境科学与工程系 （中国） 2003. 3.17 ～ 2013. 3.17
ダッカ大学理学部 （バングラデシュ） 2005. 3.16 ～ 2015. 3.16
国立台湾大学工学院 （台湾）  2006.12. 8 ～ 2011.12. 8
グラーツ工科大学 （オーストリア） 2007.12.10 ～ 2015.12. 9
モンゴル国立大学化学部 （モンゴル） 2007.12.27 ～ 2017.12.26
国立交通大学理学院 （台湾） 2008. 1.14 ～ 2018. 1.13
南洋理工大学理学院 （シンガポール） 2008. 3.25 ～ 2018. 3.24
昌原大学校大学院　※2 （韓国）  2008. 4.22 ～ 2013. 4.21
昌原大学校工科大学　※2 （韓国） 2008. 4.22 ～ 2013. 4.21
北京大学工学院 （中国） 2011. 7. 7 ～ 2016. 7. 6
サウスイースタンルイジアナ大学理工学部 （アメリカ合衆国） 2011. 8. 3 ～ 2016. 8. 2
アーヘン工科大学 （ドイツ） 2013. 5.10 ～ 2018. 5. 9

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


