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ロゴの中央のΣはギリシャ文字の S。SOPHIA、つ
まり上智大学の Sであり、数学の総加記号でもあり
ます。上下のσとτは、それぞれ science（科学）
の sと、technology（技術）のｔのギリシャ文字です。
これら３つの文字は、科学と技術とが融合しつつあ
る現代の状況を示し、また、上智大学のもとに両者
を結集させたいという願いを表したものです。

＊印は本誌制作時（2017年度）の役職



はじめに
　上智大学は、2013年の100周年を経て新たな
100年に向けて始動している。大学を取り巻く
環境も10年、20年前とは大きく変わってきた。
少子化による質の高い学生の確保の困難化、社
会のグローバル化などがその要因の筆頭に挙
げられると思われる。さらにこの環境変化に
加えて、AI、IoT、Big	Dataの社会への浸透は、
単なる社会の発展ではなく、社会変革を起こ
そうとしている。このような次世代社会の到
来に対して、高等教育機関として、どう備え、
何を実践していくのかを策定することが急務
である。上智大学が、その歴史の中で最も大
事にしてきた「人間教育」というスタンスが
揺らぐことはない。しかしながら、次世代社
会に必要な教養とは何か、その上に有機的に
立脚する専門性はどうあるべきか、さらにそ
の専門性を発揮する機会提供はどうあるべき
かなど、教育の方法論の開発や環境の整備に
は、従来の延長ではない全く新しい視点が必
要かもしれない。
　社会のグローバル化は予想以上に急速に進
んできた。トランプ大統領の就任や英国のEU
離脱をグローバル化の逆行と呼ぶ向きもある
が、中長期的な視野でみれば、これらもグロー
バル化の中で起こり得る“想定内”の社会動向と
も言える。グローバル化は、単一的社会を目
指すものではなく、むしろ個の顕在化とそれ
らの調和を図ることが目指す到達地点と言え
る。このグローバル化の加速の中で、主に産
業界からグローバル人材育成の危機感の声が
上がり、文部科学省もこれに呼応して大学の
グローバル化が大きなうねりとなった。今で
はどの大学の重点施策の中にもグローバル化
が盛り込まれ、様々な取り組みが展開されて
いる。本学も文部科学省が主導するスーパー
グローバル大学創成支援事業や大学の世界展
開力強化事業に採択され、国際的な大学とし
ての面目を保っているが、一方で将来に対す
る不安から抜け出しているわけではない。

社会のグローバル化と新しい理工系人材育成
　理工学部では、実験・実習などの科目配置
あるいは積み上げ式のカリキュラムから、教
育のグローバル化に取り組むことは困難とい
う認識があったように思える。しかしながら、
産業界において最も早くグローバル化の波に
直面するのはむしろエンジニア達である。現
在上智大学で展開しているインターンシップ
科目で、ボルボグループ（国内工場）に派遣
された学生の経験であるが、設計図面はイン
ドの工場と共有され、上司はフランス人、ミー
ティングは英語で行われることがしばしばで
あったという。彼は、思いもよらぬ形で社会
のグローバル化の現場に直面し、当初は困惑
していた。しかしながら、インターンを終え
て大学に戻ってきた彼の自信満々の顔は私に
も印象的であった。彼は、先端を知り得た機
会を大きな糧として、その後の研究に意欲的
に励んでいた。図表や数式などにより一定の
意思疎通ができるエンジニアリングの世界で
は、多少の言葉の壁は打破できるという認識
がある。
　このような開発環境で自らの専門性を発揮
するためには、高度な専門知識とその応用だ
けではない。多様性のある環境下では、自ら
主張し、交渉し、時に相手を説得するといっ
たプレゼンスの発揮が求められる。理工学教
育の中で、専門性を高める一方で、語学力の
向上はもちろんのこと、いわゆる論理的思考
力、批判的思考力をどのように醸成するのか
といった教育の再配置についても検討を開始
しなくてはならない。
　企業のグローバル人材育成への認識は明確
である。最近、ある経営トップと話をする機
会を得た。その大手メーカーでは、外国勢へ
の対抗のために、まず国内で企業統合が図ら
れ、その後米国などに現地子会社を設立、さ
らに現地企業を買収しその子会社と連結がな
された。こうなると、現地子会社のグローバ
ル化は一気に加速し、既に日本人社員は少数
派となる。その流れを日本組織に持ち込み、グ
ローバル企業としての発展を期すのだという。

　時代の状況に柔軟に対応し、しかし確固た
る立ち位置を見出すエンジニア像について、高
等教育の現場でさらなる育成に関する議論が
必要であろう。この議論は、大学内に閉じる
ことなく、広く産業界との対話の中で行われ
るべきであり、またこの機に産学の教育連携
の抜本的な構築を検討すべきである。

上智大学の理工学部に期待されること
　社会変革はグローバル化のみによって起こ
るわけではない。冒頭で述べたように、AI、
IoT、Big	Dataなどによって社会がどう変わる
のか。産業構造も変わり、就業形態すら経験
のない全く新しい方向へと変化が進んでいく。
人を育てるという観点からは、この社会変化
に柔軟に対応できる人材を輩出することが求
められる。それは、学術的な意味では、学際的、
融合的、複合的な分野への対応が可能な人材
育成であろう。しかしながら、さらに大事な
視点は、社会変革によって必要となる新たな
社会倫理の醸成である。科学の発展は、とき
に人類社会に痛い経験をもたらしてきた。現
在我々が直面する社会変革では、新しい正義
の倫理を主張できる人材、しかも科学技術の
発展の当事者からこの声が上がらなくてはな
らない。まさに、このような人材を求める姿
勢こそが上智大学である所以である。
　理工学振興会におかれては、本学の理工学
研究、教育に物心両面にわたり多大な支援を
頂き、この場を借りて改めて心からの謝意を
お伝えしたい。先述のように、大学を取り巻
く環境の変化への対応はもとより、新しい教
育の必要性についてもその検討は待ったなし
である。その実践力が問われる中、本学にお
ける教育がソフィア・スピリットを発揮する
科学者、技術者を輩出し、また研究において
は新しい社会へのインパクトを有し、共生社
会の発展に貢献する具体的取り組みが求めら
れる。上智大学理工学部、理工学研究科の次
なるステージへの発展に、切にご支援をお願
いするものである。

新しい理工学教育への挑戦の好機
上智大学 第16代学長　曄道 佳明

巻頭言
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　上智大学理工学部は、大学創立50周年記念事業の一環として

1962年に理学と工学を融合した学部を目指して開設されました。

開設当初は５学科（機械工学科、電気∙電子工学科、物理学科、

化学科、数学科（1965年に開設））でしたが、1977年には生命

科学研究所が設立され、総合大学における自然科学教育・研究

の体制が整いました。学部開設に続いて、大学院組織として理

工学研究科（修士・博士課程（現在の博士前期・後期課程））

が整備されました。理工学部15周年を記念して出版された書誌

には、開設当時の状況が詳しく述べられており、学部棟の建設

予算、学科増設、大学院（博士前期および後期課程）開設、教

員人事、入学定員設定、教育研究設備の確保と充実等において、

国内の企業や篤志家のみならず、ローマ法王庁、イエズス会ケ

ルン教区、ドイツ連邦共和国政府等、国内外の多くの方々の手

厚い支援を受けて実現したことが記述されており、改めて読み

直してみても実に興味深いものがあります。また、開設当時の

教育理念として、１. 建学精神に基づく人間形成の尊重と一般

教育の重視、２. 理学と工学の融合、３. 基礎に重点を置く専門

教育、４. 語学力と国際的視野の養成、５. 教員と学生の人格的

ふれあいの尊重、が掲げられました。これらは、理工学部出身

の方々が社会の第一線で活躍されている姿を見ますと、将来を

見据えた的確な判断であったように思います。

　さて、理工学部は、開設後47年目にあたる2008年４月に、そ

れまでの５学科１研究所体制から、物質生命理工学科、機能創

造理工学科、及び情報理工学科の３学科に再編されました。こ

れによって組織体制が大きな変貌を遂げていく中、上智大学も

2013年に100周年を迎えました。従って、最近の10年は、理工

学部だけでなく、全学をあげて大きな節目を迎えた時期でもあ

りました。

緒言

特集　理工学部再編から10年の歩み

理工学振興会会長　板谷 清司
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　理工学部再編後の初代理工学部長に就任された田宮徹教授は、

SOPHIA SCI-TECH（Vol. 19）の中で、“本学では、知識伝授

型から創造性開発型の洞察力を備え、産業界の技術革新や多様

化の速度に充分適応できる人材の育成とともに、文科系と理科

系の垣根を越え、人間の尊厳、環境問題、情報技術の３つの視

点による知識・知恵の「複合知」を習得した人材、また、今後

のグローバル社会に対応できる語学力を備えた人材、即ち「国

際的に活躍できる科学技術に堪能なソフィアンの育成」を目指

す。さらに専門性を高めるため、大学院との連携を強化する。”

と述べておられます。これを達成する具体的な方針として、新

理工学部では、１. 人間環境支援型の理工融合教育、２. 既存の

学問領域と新学科専門分野との関連付け、３. 基礎教育の充実

と多角的な視野を養う教育、４. 本学の特徴を活かした専門分

野の教育、５. 英語教育の充実、の重要性が挙げられました。

英語教育では、2009年に国が推し進めるグローバル30（国際化

拠点整備事業）に採択されたのを契機にして、２代理工学部長・

早下隆士教授の体制の下、２つの学科英語コースが2012年に開

設されました。また、2013年には大学院の理工学専攻の中にも

新たな領域が開設され、英語で学士・修士・博士の学位が取得

可能なプログラムが整備されました。

　理工学振興会及びその一翼を担うソフィアリエゾンオフィス

（SLO）では、一貫して大学院生への奨学金支給、講演会開催、

教員の研究紹介等を通じて、理工系教育・研究を支援して参り

ました。お蔭様で、本会も2018年で設立以来30年目という一つ

の節目を迎えることになりました。

　今号のSCI-TECHでは、再編後10年を経験する中で、理工学

部がどのような変貌を遂げたのか、当時の再編に関わられた先

生方、及び現在学部の組織運営に関わる先生方にご執筆頂きま

した。この10年間の総括を基に、次の世代に向けて理工学部が

一層魅力的な教育・研究機関に発展していくことを願っていま

す。これからも、理工学振興会は理工学部全般の活動を支援す

る団体として、またSLOは研究活動を支援する団体として、一

層の努力を続けていく所存ですので、皆様には今後とも変わら

ぬご支援とご指導・ご鞭撻の程、お願い申し上げます。
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西暦／年

理工学部創設 50 周年記念式典

理工学部再編記念式典
左：石澤学長　右：田宮理工学部長

2008年度上智大学学部入学式
新入生代表（新理工学部の第 1期生）

2020

 2018 理工学部再編 10 周年

 2013 理工学専攻にグリーンサイエンス・エンジニアリング領域開設
 2012 理工学部創設 50 周年記念式典、
  英語コース開設（グリーンサイエンスコース、グリーンエンジニア
  リングコース）2010

 2008 理工学部再編（物質生命理工学科、機能創造理工学科、
  情報理工学科）
  大学院理工学研究科再編（理工学専攻；機械工学、
  電気・電子工学、応用化学、化学、数学、物理学、
  生物科学、情報学の各領域）

 2001 ソフィアリエゾンオフィス（SLO）設立
2000

 1993 一般科学研究室閉室

1990
 1989 理工学振興会設立

 1987 理工学部開設 25 周年記念式典

1980

 1977 生命科学研究所開設（1978 年理工学研究科生物科学
  専攻博士前期課程、1981 年博士後期課程開設）
 1976 理工学部開設 15 周年記念式典、大学院学則改訂により
  博士前期・博士後期課程に変更

1970 1970 一般科学研究室開設

 1968 理工学研究科博士課程開設（数学専攻は1972 年に開設）

 1966 理工学研究科修士課程開設（機械工学、電気・電子工学、
応用化学、化学、物理学の各専攻。数学専攻は1969 年に開設）

 1962 理工学部開設（機械工学科、電気・電子工学科、物理学科、
化学科。数学科は1965 年に開設）

1960 

図１　理工学部・理工学研究科、理工学振興会及びSLOの変遷

特集　理工学部再編から10年の歩み
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　理工学部が再編されて、早いもので10年が経過した。私は再
編後の初代理工学部長の任を預かった（写真１）。今も記憶に
残るのが学部長選、教員定員数、理工学部棟建設計画などでの
議論である。多くは既に「上智大学理工学部創設50周年記念誌」
などの機会に記した。今回は今後の期待を込めて、特集企画へ
の寄稿としたい。

新理工学部長の選出
　理工学部の再編前も新制度移行後も、学部長は所属教員の選
挙で選出されていた。唯一、再編直後だけは、投票すべき新理
工学部の構成員が選挙の段階で居ない状況であった。そのため
学長より指名を受けて私が学部長に就任することになった。こ
の経緯は異例なものであり、学部内で議論が起こったことを記
憶している。日本の大学組織の場合、学科長、学部長及び学長
はその構成員が選ぶ伝統的慣習がある。現在私が“Director of 
the JSPS San Francisco Office”を拝命し在住する米国では、学
長や学部長が交代すれば、教育方針が大幅に変わる。2018年度
から理工学部長は学部選出の複数の候補者の中から学長が指名
することになったと仄聞する。日本でも学長や学部長の考えを
反映した教育研究改革を円滑に実現する組織制度は必要と思わ
れ、本誌でも随所に現れる「文理融合教育」「人間環境支援型
教育」「理工系学生の英語教育」が今後どう実践・発展するか
は個人的にも期待している。

教員数
　機械工学科教授の池尾茂先生が学務担当副学長であった時、
新理工学部の教員数について副学長と話し合い、定員は当時の
114名ということでご理解を得た。その後、周知の通り、全学的
に教員数の削減への舵取りがなされた。昨今の諸情勢を考慮し
たものとはいえ、これは残念なことである。少人数教育を謳う大
学の特色を守るためにも、また唯一の自然科学系の教育を担う
責任部局である点からも、理工学部には優秀な教員を極力確保
し、踏みとどまって欲しいと願っている。一方、教員人事につ
いて、学部再編前は講座主任に委ねられていた人事権は、再編
後は学部に委譲された（今は大学である）。また、学内推薦を廃

止し全て公募制にした。これは
学科構成員中の上智大学卒業生
の割合を議論する時間が必要と
判断されたためである。2008年
の時点で、教員の年齢構成を見
ると、2020年までに大半の教員
は新たに着任する教員と入れ替
わると予想された。そこで当時
の私としては、それまでに理工
学部教員に対する卒業生の割合

がどの程度が適正かを議論し、それに基づき採用を公募と内部
推薦で行うよう制度移行するのがよいとの考えを持っていた。教
員に本学の卒業生がいなくなれば、上智大学理工学部の特色も
乏しくなるであろう。また、現役の学部生や大学院生に対して
母校の教員への道が開けていることを示すことも重要であろう。

理工学部新棟の建設計画
　これは今も心残りである。私が学部長になった2008年４月の
時点では、理工学部新棟を現６号館の場所に建設する計画で
あった。これが暫くすると“理工学部を中心とする新棟”に計画
修正された。最終的には６号館は理工学部と関係のない講義・
多目的棟となり、代わりに理工研究棟として３・４・８・９号
館の改修計画が進行した。この間、江東区の有明に土地を取得
し、そこに学部を移転する計画も起こったが、これは実現には
至らなかった。改修計画に伴い、教職員の方々には2014年から
居室や研究室の引越しをお願いすることになった。私は2013年
度終了後に退職したが、特に市谷キャンパスに移転した情報・
数学系の研究室を中心に、その後学部・大学院の教育研究活動
では目に見えないご苦労が重ねられたものと思う。

旧理工学部と生命科学研究所の一体化
　今振り返れば、私に求められていた大きな役割の１つは、旧
生命科学研究所─理工学部の融合を円滑に進める点であったと
思う。それまで附置研究所の生命研の教員は学部学生の教育・
指導の経験を持たず、化学科で生物科学領域の教員であった私
はいわば中間的な立場であった。生物系の教育研究を軌道に乗
せるために、微力ながら貢献したつもりである。人事では学際
的な学部に見合う分野、発展性の期待される分野の教員採用を
重視した。これらの努力の結果、10年間の教育研究の実績が得
られ、今後も充実が期待されるようならば幸いである。

　以上、10年間を支えた教職員、学部・大学院生、卒業生、保
護者の方々の努力に感謝して本稿を終えたい。上智大学の理工
学部卒業生として、また初代の新理工学部長として、理工学部
の今後の発展を切に願っている。

初代理工学部長　田宮 徹

寄稿　理工学部再編から10年

写真１　2008年度上智大学学部入学式（壇上左端が筆者）
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はじめに
　上智大学理工学部は、従来の細分化された学問領域に対応す
る５学科１研究所体制から、学科の壁を超えた基礎教育の充実
と理工融合教育を行うため、2008年度より３学科体制に再編さ
れた。その後、理工学部は2012年に50周年を迎え、上智大学は
2013年に100周年を迎えた。さらに、現在グランド・レイアウ
ト2.0（2014年度から2023年度）の計画が進行している。その
重点目標の１つとして、グローバル化を推進する教学を大学全
体の大きな将来計画に位置づけている。さらに、文部科学省の

「スーパーグローバル大学創成支援事業」グローバル化牽引型
に採択され、2014年度からその事業の10年計画が始められてい
る。以上のような背景の下、ここでは、理工学部の理工融合教
育やグローバル化の現状について述べる。

理工融合体制
　理工学部での研究教育分野の全体像を図１に示す。学科は、
外側の物質生命理工学科、機能創造理工学科、及び情報理工学
科の３つから成り立っている。中心付近を見ると、化学、応用
化学、生物科学、数学、情報学、電気・電子工学、機械工学、
及び物理学に分けられ、これらは大学院の８領域に対応してい
る。図の外側から少し内側を見ると、物理学は、分野的に原子
分子物理と応用物理に、電気・電子工学は、デバイス・エネル
ギーと情報通信に、生物科学は、生物科学と人間情報に分かれ
ている。学科別に見ると、物質生命理工学科は、理学として原
子分子物理、化学、生命科学、工学として応用化学が存在し、
同様に、機能創造理工学科は、理学として応用物理、工学とし
て機械工学、デバイス・エネルギー、そして情報理工学科は、
理学として数学、工学として情報通信、情報学、人間情報が存
在している。つまり、３学科ともに、理学と工学の分野が含ま
れており各学科で理学と工学が融合されていることが分かる。
従って、この図１を通して学部全体として理工融合体制が成立
していることが理解できる。
　さらに、物質生命理工学科の中に、グリーンサイエンスコー
ス（Green Science Program）と機能創造理工学科の中にグリー
ンエンジニアリングコース（Green Engineering Program）が
いわゆる英語コースとして存在し、全ての授業等は英語で行わ
れている。

グローバル化を推進する英語コース
　理工学部と理工学研究科において、文部科学省事業「国際化

拠点整備事業（大学の国際化のためのネットワーク形成推進事
業）」いわゆるグローバル30に13大学の１つとして採択された
ことを受けて、英語コースが設置された。理工学部には、2012
年秋学期から、全ての授業・実験・研究指導を英語で行い、英
語だけで学位（理工学）を取得できる秋入学のコースが開設さ
れた。そのコースとは、物質生命理工学科のグリーンサイエン
スコース（Green Science Program）と機能創造理工学科のグ
リーンエンジニアリングコース（Green Engineering Program）
である。2013年秋学期からは、大学院においても講義や論文指
導を含む全ての教育を英語で受けられるグリーンサイエンス・
エンジニアリング領域が開設された。日本人学生も留学生と共
に学び、新たなプログラムを共有することにより、グローバル
な社会で活躍できる能力を身につけられる。地球環境問題とい
うグローバルイシューに挑む人材が育成される。日本人学生も
理工学部の新しい英語プログラムを共有し、グローバル社会で
活躍できる能力（グローバル・コンピテンシー）を備えた人材
が育成される。卒業研究や修士研究において各研究室で日本語
コースと英語コースの学生たちが一緒に議論し研究を展開して
いる。2015年９月に英語コースの博士前期課程の一期生を、
2016年９月に英語コースの学部一期生と博士後期課程一期生を
輩出した。理工系の学部で英語コースを開設している大学は全
国的にも少なく、本学部の特長の１つである。

日本語コースでの理工学部に特化した英語教育
　理工学部では、大学初年次から系統的に科学技術英語教育を
行うカリキュラムを導入し、英語を通して論理的に考える力、
意見や研究成果を英語で発表し討論する能力を向上させ、卒業
生が科学技術者として英語を駆使してグローバル社会で活躍す
ることができるように、人材の育成に努めている。これは、文
部科学省の現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP）
で選定された「グローバル社会における系統的科学技術英語教
育（2005～2008年度）」が基になった理工学部の取り組みである。
科学技術英語における一定の単位を修得し、かつ卒業論文等を
英語で作成し卒業する学生には「系統的科学技術英語教育」修
了認定証が授与される。
　次に、理工に特化した海外短期英語研修を年２回実施してい
る。これは科学技術系分野での英語力向上を目指す学部生を対
象にデザインされたプログラムで、全般的な英語力だけでなく、
批判的思考法、異文化研究プロジェクトを通してのプレゼン
テーション技能等の習得と向上を図っている。８月と３月に３

理工学部長
（2014－2017年度）

築地 徹浩

第１部　学部学科と教育
特集　理工学部再編から10年の歩み

理工学部
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～４週間の期間、アメリカの大学で研修を行っている。2017年
度春学期（８月）は、カリフォルニア大学デービス校で実施し、
秋学期（2018年２～３月）はノースカロライナ大学シャーロッ
ト校で実施予定である。理工学部共通の自由科目として単位付
与も行っており、英語力を実践する良い機会になっている。本
学は総合大学であり文科系での英語教育の歴史があるため、言
語教育センターで開講しているカリキュラムを理工学部の学生
も容易に利用できることも理工系学生の英語力向上を推進して
いる。大学院生時代に国際会議で発表する学生も多数おり、以
上の英語教育が実践的に役に立っている。

グローバル化に対応する女性研究者支援
　2009年に文部科学省の「グローバル社会に対応する女性研究
者支援」プロジェクトが採択され、女性研究者やその卵の学生
たちが最大限に力を発揮できるよう、上智大学内の環境整備を
進めている。プログラムは2013年１月に終了し最高ランクの総
合評価（Ｓ評価）を頂いた。内容の一部を以下に述べる。
　先ず、グローバル・メンター制度の実施である。本学では、
世界の多くの国々の大学と交換留学制度及び学術交流協定を結
び、グローバルネットワークを構築し、学生のみならず研究者
も含めた国際交流を盛んに行っている。これらを活用し、海外
で活躍する研究者をメンターとして、個別相談はもとより、授
業、講演、交流会等を通じてアドバイスや学術指導を行っている。
　次に、女子学生キャリアアップ支援コロキウムを行っている。
様々な機関で活躍している女性研究者を招き、研究現場の様子
や体験談を話していただくことにより、研究者を目指す女子学
生、大学院生を増加させるとともに、ステップアップを目指す
女性研究者たちが、より活躍する自分の将来像を具体的にイ
メージすることを助けている。
　以上のような取り組みはこれまで理工学部を中心として行わ
れてきたが、今後全学的な展開が予定されている。

アジア諸国に特化した教員用グローバル化プログラム
　理工学部では、東南アジアやその他のアジア諸国に特化した
教員用グローバル化プログラムが長年にわたって運用されてき
た。これは、科学技術国際交流プログラムとして位置づけられ、
学内ではSTEC（Science and Technology Exchange Committee）
と呼ばれている。1978年６月に当時のヨゼフ・ピタウ学長の下
で発足した。主として東南アジアやその他のアジア諸国の科学
と技術の促進及び理工系教育・研究機関の教育者、研究者、技
術者との科学・技術上の交流を目的とし、有益な国際学術交流
が行われている。これまでに、多くの大学関係研究者を招聘し
ており、国別では、中国、タイ、インド、フィリピンなどが多
い。記録が残っている1981年度から2013年度までの間に、延べ
170人近い研究者が理工学部教員の受け入れの下本学に滞在し、
研究交流を行ってきた。基本的に３か月間の滞在であるが、現
在では四谷キャンパスのレジデンスに滞在でき、本学の教員と
の有意義な研究交流がなされており、これをきっかけに、さら
に大きな研究プロジェクトへ発展することも多くある。

理工学部同窓会との連携を推進
　2013年に設立された理工学部同窓会との協力の下、連携講座
である「つくるⅠ（キャリア形成Ⅰ）」が2014年秋から開講さ
れた。講師は、各分野でご活躍されている理工学部の卒業生で
ある。「つくるⅠ（キャリア形成Ⅰ）」の応用編として、2016年
秋学期から「つくるII（キャリア形成II）」が開講されている。「つ
くるII（キャリア形成II）」では、実践的かつ主体的に講義に参
加するPBL（Project Based Learning、課題解決型学習）型の
グループ学習が行われる。これにより、受講者はハードウェア
のみならずソフトウェアやシステムを含む“（広義の） ものづく
り企業”が提案する“実際的課題”をグループで解決していく。
なお、この科目は高学年（３、４年生）向けの教養科目として
開講されている。「つくるⅠ（キャリア形成Ⅰ）」及び「つくる
II（キャリア形成II）」は、共に全学共通科目として開講されて
いるため、文科系の学生も受講可能である。

今後の期待
　ここでは、理工学部の理工融合教育やグローバル化の現状に
ついて概要を述べた。理工学部がさらなる発展を遂げるために
は、他大学との区別化を行う意味においても、学部として個性
のある研究を打ち立てていくことが急務である。このことを達
成するためにも、理工学部の教員が持っている知的資源を社会
に縦横に活かすための組織であるソフィアリエゾンオフィス

（SLO）、本誌を発行している理工学振興会、上智大学研究推進
センター、理工学部同窓会及び理工学部・理工学研究科が連携
する必要があり、これらの連携を通して、教育・研究活動がさ
らに活性化されることを願っている。

化学 応用化学
生物
科学

人間情報生物
科学

数学

情報学
電気・
電子工学

情報
通信

デバイス・
エネルギー

機械工学

物理学
応用
物理

原子
分子物理

物質生命理工学科

情

報
理
工
学
科

機
能
創
造
理
工
学

科

図１　理工融合を掲げる理工学部
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本学科の特色
　上智大学の建学精神である「キリスト教的ヒューマニズムに
基づく全人教育」、及び高い国際性を重視した「人間環境支援
型理工教育」を背景とし、2008年度に物質生命理工学科が設置
されました。本学科では、物理学、化学、生物学、環境科学等
の専門性を重視しつつ、それらを包括的・複合的に融合するこ
とにより、物理・化学・生命現象における物質の基礎を理解し、
新たな物質の創成・技術開発を通して人間・社会に貢献できる
人材の養成を目的としています。自然と融合した物質観と生命
観、さらに広い視野に基づく「複合知」を身につけた科学者、
技術者の育成を実践しています。

再編後の本学科の歩み①教育プログラム
　本学科のカリキュラムに関しては、別稿でも紹介されていま
す（p.18を参照）。要点としては、2013年度と2018年度に理工
共通科目の一部を再編し、学科コア科目では学科の特徴に合わ
せてレベルアップした講義科目及び実験科目を必修科目として
設定しました。「科学技術英語」科目についても（p.15を参照）、
全学の語学科目・共通科目の変更に伴って変更を加えました。
　現在、学科生の教育プログラムは、次のようになっています。
まず１年次には、理工共通科目I群科目を通して、自然科学分
野の基礎を理解し、科学技術に対する安全・倫理観を修得しま
す。特に再編した“理工学概説”では、基礎的な事項と共に科学
における安全と倫理についても学びます。
　２年次からは、学科の専門につながる化学、物
理学、生物学を学びます。理工学部共通科目II群
から、履修計画に合わせて独自に科目を選択して
学習します。また、化学、生物、物理、環境、材
料を中心とした「実験・演習」を行います。秋学
期後半からの「実験・演習」では、将来専門で必
要な技術を習得するため自ら希望科目を選択しま
す。また、理工学部独自のプログラムである「科
学技術英語」教育により、英語で仕事や研究ので
きる科学技術者への足がかりをつくります。
　３～４年次では、各自の目指すところにより、
学科専門科目で『物質とナノテクノロジー』、『環
境と生命の調和』、『高機能材料の創成』のキーテー
マに沿って高度な内容を学習します（図１）。こ
れらは、３つの学問系列『化学・応用化学系』『環
境・生命系』『材料・分子科学系』としても体系

的に学修することができます。そして、４年間の集大成として、
「卒業研究」及び「ゼミナール」を通して１年間先端分野を理
解するとともに、研究の成果発表を行います。
　2012年度秋学期から、本学科には英語のみで学位を取得する
ことができるグリーンサイエンス（GS）コースが開設されま
した（p.16を参照）。この英語コースでは、原子・分子レベル
での物質や生命の理解を基礎として、地球環境問題というグ
ローバルイシューに挑む人材を育成しています。

再編後の本学科の歩み②人材の育成
　本学科では、物理学・化学・生物学のしっかりとした基礎力
と、これらを包括的・複合的に融合させて環境科学、材料工学、
薬学などへ展開する応用力を身に付けた国際競争力のある人材
を育成・輩出しています。
　過去10年間の学科生の国際性の広がりを図２に示します。本
学では、グローバル教育の一環として海外留学を推奨しており、
多数の留学プログラムを提供しています（p.14を参照）。交換
留学では、本学にのみ学費を納入し、卒業所要単位として30単
位まで認定可能であるため、半年間の留学後も４年間で卒業す
ることが可能です。特に注目されることとして、2011年度から
スタートした理工学部開講の「海外短期研修」プログラム（p.６
を参照）では、これまでに74名の学科生が海外勉学を経験し、
語学能力の向上、国際的な視野の養成、また高度な教養の習得
の機会を得ています（図２（右））。また、GSコースについても、

物質生命理工学科

特集　第１部 学部学科と教育

物質生命理工学科長
（2016年度－）

長尾 宏隆

図１　物質生命理工学科の学問体系とキーテーマ

キーテーマ

物質とナノ
テクノロジー

環境と生命
の調和

高機能材料
の創成

学問体系 化学・応用化学 環境・生命 材料・分子科学

分子構造化学
ヘテロ原子の有機化学
錯体化学
分離分析化学
同位体化学

神経情報薬理学
神経行動学
相関生命科学
細胞神経科学
植物バイオテクノロジー

原子分子分光学
物質科学入門
レーザー科学
原子衝突物理学
量子力科学
機器分析

天然有機化学
環境分析化学
グリーンケミストリー
生物無機化学

発生生物学
生物形態学
多様性生物学
進化系統学

大気化学
放射線科学
燃焼科学と環境
理論分子設計
生物物理学

無機機能材料
高分子化学
ソフトマテリアル
有機合成化学
触媒反応化学

植物生理学
生体物質とエネルギー
細胞機能工学
生体医工学

機能性高分子
セラミック・ガラス材料
エネルギーと材料
有機構造解析
固体表面科学
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世界から学生が集まりつつあり、2017年度には第２期生が卒業
しました。
　図３に本学科卒業生の就職先分野の割合を示します。本学科
の特長が特に現れているのが製造分野における内訳です。本学
科のカリキュラムの特徴を反映して、電気・精密機器、化学・
医薬品、食品分野の割合が拮抗しています。また、ICTインフ
ラの普及と相まって、情報・通信分野への就職割合も高くなっ
ています。その一方で、公務員・教員への就職割合が比較的高
いことも本学科の特徴といえます。本学科では理科教員免許（中
学・高校）の取得が可能な教職課程を設置しており、複合知を
修得した人材を教育界に多数輩出しています。
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図３　物質生命理工学科卒業生の就職分野（2011–2016年度）

将来に向けて
　本学がさらなるグローバル化の推進に舵を切り英語コースの
充実を進めて行く中で、早い段階でGSコースを開設した本学
科では、現在も英語での授業カリキュラムの充実化が図られて
います。名実共に世界に並び立つ大学として世界各国から集う
学生達に優れた教育プログラムを実践するために、本学科では
積極的に英語で講義のできる教員を迎え入れています。また、
本学科は理工学部の中でも女子学生の割合が高く（これまでの
入学生約1,300名のうち40%。学部全体では17%）、男女共同参
画にも力を入れており、2018年４月時点で学科教員34名のうち
５名の女性教員が在籍しています。今後もグローバル社会で活
躍する人材の育成に努めていきたいと考えています。

図２　物質生命理工学科生の受け入れと海外派遣
グリーンサイエンスコース入学者の主な国籍（左）と過去10年間の学科生の留学状況（右）
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本学科の特色
　今日、環境やエネルギーのことを考えずに暮らしていけるで
しょうか？また、従来からある学問分野だけを勉強すれば、環
境・エネルギー問題を解決できるでしょうか？これら社会で起
こる様々な問題を解決するため、本学科は、「物理学」、「電気・
電子工学」、「機械工学」の３つの学問体系と３つのキーテーマ

「エネルギーの創出と利用」、「物質の理解と材料・デバイスの
創成」、「ものづくりとシステムの創造」を融合し、新たな機能
を創出できる人材育成、即ち理工融合による複合知を身に付け
た人材育成に取り組んでいます。
　2008年の再編後10年間においては、再編時の基本方針は変え
ずに、学科内の構成に関しては英語コース設立、カリキュラム
に関しては履修コース選択の拡充、入学試験については制度改
革（IB入試、TEAP入試、海外指定校入試など）、またスーパー
グローバル大学創成支援事業（SUG）採択に伴い教員構成に関
しては外国籍教員・女性教員の積極採用、交換留学生の増加な
ど、大きな変化を遂げてきました。以下に、主に再編後に大き
く変わった点についてご紹介します。

再編後の本学科の歩み①教育プログラム
　2008年の再編時には、日本語による授業を受けて卒業する‘日
本語コース’のみが存在しました。2012年９月からは、必要な
単位を全て英語の授業で取得し卒業するグリーンエンジニアリ

ングコースを設立し、新たなスタートを切ることになりました。
図１に2012年度以降の学科の全体像を示します。１～３年次ま
では、同じ学科の学生でも日本語と英語の異なる言語での授業
のため接点は少ないのですが、４年次の卒業研究からは両コー
スの学生が各研究室に配属されます。即ち、日本の学生から見
た場合、外国籍あるいは海外での生活が長い学生と日常を過ご
すことになり、日本に居ながら英語でのコミュニケーション能
力を高め、さらには異文化に触れることになります。ここ４年
間にグリーンエンジニアリングコースに入学してきた学生の主
な国籍を図２（左）に示します。一般に、留学生というとアジ
ア地域出身者がほとんどという印象を持たれる場合が少なくあ
りません。グリーンエンジニアリングコースに関しては、授業
が全て英語のため、アジアだけでなく北米、南米、欧州、アフ
リカ、中東と世界各地から入学していることが特色です。
　また、大学全体として従来から外国人留学生の受け入れに積
極的に取り組んでいますが、本学科に英語コースが設立された
ため、毎年世界各地から交換留学生を受け入れるようになって
きました。さらに、本学科では2015年度から、マレーシアの現
地教育でDiplomaを取得した学生が本学科の日本語コースに編
入する、留学生受け入れプログラム（MJHEP）を採用し、毎
年マレーシアで選抜されたトップクラスの成績の学生が編入学
しています。以上、本学が掲げる「グローバルキャンパスの創
成」が本学科でも実現しつつあります。

　一方、留学生の受け入れだけでなく、
学生の海外への派遣についても積極的
に推奨しています。図２（右）に本学科
生の交換留学・一般留学状況を示しま
す。この10年間は北米へ留学する学生
の割合が高く、大学別では米国のノー
スカロライナ大学シャーロット校とカ
リフォルニア大学デービス校（図２
（右））、またカナダのブリティッシュコ
ロンビア大学（19名）が上位の留学先
となっています。従来は、理工系で半
年間留学すると４年間での卒業は難し
い状況でした。現在では、半年間、交
換留学・一般留学をしても４年間で卒
業可能なカリキュラムとなっており、
理工学部創設時の教育理念の１つであ
る「語学力と国際的視野の養成」をさ
らに充実させています。

特集　第１部 学部学科と教育

機能創造理工学科
機能創造理工学科長

（2014－2017年度）

高井 健一

図１　機能創造理工学科の全体像
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再編後の本学科の歩み②人材の育成
　この10年間で、本学科には約1,400名の学生が入学しました。
このうち男子学生は約1,200名、女子学生は約220名で、計47名
の教員が研究や教育を通じてその育成に携わりました。学科で
の学びを終えて巣立った卒業生のうち、企業などに就職した人
材の状況を図３に示します。理工学部３学科の中でも（p. ８, 
12を参照）、本学科は製造業へ多くの人材を輩出しています。
さらに製造業の内訳を見ると、「電気・精密機器」、「輸送・機械・
金属」に関連する分野が強く、学科の特長が反映されたものと
なっています。

図３　機能創造理工学科卒業生の就職分野（2011–2016年度）
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将来に向けて
　本学科では、物理学、数学への深い理解を基礎に、材料、デ
バイス、エネルギー、機械、システムに関する知識を習得する
ことによって、全く新しい価値や機能を生み出す能力を養うこ
とを研究教育上の目的としています。学科のカリキュラムとし
ては、１年次では全学共通、理工共通科目を中心に幅広い知識・
教養を身に付け、２年次では専門を見据えて自分の基礎を固め、
３年次からは具体的な専門を深め、４年次では研究室で専門家
として飛躍の構成となっています。さらに、本学科では、図４
に示すように毎年６割程度の学生が大学院に進学しています。
以上、低学年のうちは幅広い分野に適応できる「複合知」を養
い、高学年あるいは大学院では最先端の「専門知」を磨き、さ
らに卒業後は本学科で蓄えた科学技術の知識や能力を国際社会
に対して貢献できるようなグローバル人材育成に取り組んでい
きたいと考えております。

図４　機能創造理工学科卒業生の進路（2016年度）

大学院進学
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図２　機能創造理工学科生の受け入れと海外派遣
グリーンエンジニアリングコース入学者の主な国籍（左）と過去10年間の学科生の留学状況（右）
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本学科の特色
　本学科は他の２学科に比べ多様な研究分野（電気・電子工学、
機械工学、数学、生物科学の４領域）の教員が集まりスタート
しました。設立時、学科の指針を知恵を絞って考えた先生方、
また初代学科長の伊藤潔教授は、多様な価値観を持つ教員を抱
え、研究・教育の指揮を執るのに御苦労の多い船出であったと
思います。本学科は「情報」を広く捉え、数理や基礎科学の側
面から応用技術までを幅広くカバーしているのが特徴です。さ
らに、学際的な視野で「情報」を捉えることで既存の学問分野
との差別化を図り、「新しい情報系学科」を目指してきました。

再編後の本学科の歩み①教育プログラム
　本学科の入学生は、情報科学・通信工学・数学・生物学を基
礎に、人間・社会・通信・数理の情報分野を複合的に学びます。
また文理融合的視点も併せもち、情報を総合かつ専門的に分析・
統合・展開する能力を養います（図１，p.18-20を参照）。
　低学年では、上智大学の“哲学”や基礎学力を修得し、その後
学科の４つのキーテーマへと移ります。まず、『人間情報』では、
人間の脳・神経活動や知覚情報などから、人体やその活動計測、
さらに福祉や教育への応用も視野に入れた科目を学びます。こ
れにより、科学的側面と工学的側面の両方から広い知識が得ら
れます。『社会情報』では、社会に存在する情報をコンテンツ
とし、その生成・活用・蓄積・流通に関連する諸技術を体系的
に理解します。工学的基礎科目から社会学的視点を取り入れた

応用科目まで用意し、最先端情報技術の利活用と創出を担う人
材を育成します。『情報通信』（当初は『コミュニケーション情
報』）では、通信技術に関連するソフトウェア及びハードウェ
アについて網羅的に学びます。システムの構成要素からその統
合技術に至る基礎的科目により、まず通信システム全体を把握
します。その上で専門技術を学び、情報通信技術者に必要な基
礎を確立します。さらに『数理情報』では、全情報分野の基礎

理論の理解に必須な数学に関して、最低限の知識を得る基礎科
目が用意されています。さらに大学院で数学の研究を志す学生

が現代数学の知識を学ぶためのカリ
キュラムが編成されています。

再編後の本学科の歩み② 
人材の育成
　学科創設以来、2008-2017年度に
約1,400名の学生を受け入れてきま
した。そのうち女子学生は約21%で、
これは一般的に見て低い数値ではあ
りません。また、短期語学研修など
の留学に多くの学生が参加していま
す（図２）。今後も上智大学の利点
を活かして積極的な参加が期待され
ます。一方、卒業生の就職分野は情
報・通信分野が約50%となっており、
理工学部の他の２学科と比べて明ら
かに高率となっています（図３）。

特集　第１部 学部学科と教育

情報理工学科
情報理工学科長

（2016年度－）

笹川 展幸
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製造業の内訳は電気・精密機器が大半を占め、社会のニーズと
本学科の良いマッチチングがうかがえます。
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図３　情報理工学科卒業生の就職分野（2011–2016年度）

2012年秋学期・2013年春学期 交換留学 中国（2-3年生）  
2013年秋学期 交換留学 アメリカ（3年生）
2014年秋学期・2015年春学期 交換留学 イギリス（4-5年生） 
2014年秋学期・2015年春学期 交換留学 アメリカ（3-4年生） 
2015年秋学期 交換留学 オーストラリア（3年生）
2016年秋学期 交換留学 アメリカ（3年生）
2017年春学期 一般留学 アメリカ（3年生）
2017年春学期 交換留学 タイ（4年生）
2018年春学期 一般留学 アメリカ（４年生）

プログラム 2014 2015 2016 2017 

UCデービス（夏） 9（０） 6（２） 7（１） 12（２） 

ノースカロライナ（春） 12（０） 16（３） 1４（２） 

交換・一般留学（情報理工学科，2012年度以降） 

語学講座参加学生（理工学部（情報理工学科）） 

図２ 情報理工学科の留学実績 図２　情報理工学科の留学実績

将来に向けて
（１）10年間の学科運営について
　キーテーマ間でバランスの取れた教員配置が理想的です。現
時点では、当初の教員配置のアンバランスの解消には至ってお
らず、例えば文理融合科目は、部分的に輪講等で進められてい
るのが現状です。しかしながら、学科としては大所帯の割にま
とまりがあり、学科の運営は比較的良好に行われていると思わ

れます。文理融合を始め、再編時の狙いも少しずつ実を結んで
います。例えば、社会情報系の教員と文系の先生方の共同研究、
数理情報にも経営や経済学などとの接点も見出されています。
また、新規分野の開拓も徐々に進んでいます。分野横断の理念
のもと、情報分野の知識だけではなく社会や人間活動も理解し
た人材を育成するという当初の目的は達成されていると思われ
ます。

（２）学科の短期的課題
　人事、建物、予算などは常に議論されて参りました。特に建
物については、現在四谷キャンパスの理工研究棟は改修中で、
大部分の学科教員は市谷キャンパスに一時移転中です。学科の
教員・職員・学生は授業や会議で両キャンパス間を往復してい
ます。また、移転して初めて分かる市谷キャンパスならではの
不便も多々あります。将来、改修工事が完了し全研究室が四谷
キャンパスに出揃えば、更なる学科発展に向けて新たにスター
トすることができるでしょう。予算については、学部予算の一
部を応募型研究費にすることで効率的な分配が達成されたと思
います。今後は、より競争的な配分も必要でしょう。一方、各
教員の授業担当や学内業務のアンバランスも改善する必要があ
ると思われます。また、カリキュラムについては、専門教育が
体系的に十分に積み上がらない点が１つの課題でしょう。学生
を３年次に研究室配属する案や、履修制限を設けた専門科目の
導入など、引き続き議論を重ねていく必要があるでしょう。

（３）学科の中長期的課題
　本学科では、キーテーマ間で大学院生の数に偏りがある点が
懸念されます。より魅力のある学科作りを考える際、どの分野
に焦点を当てるかなど、踏み込んだ改革が必要ではないでしょ
うか。再編後、学問分野が拡張した学科の中で、多くの教員が
互いのことを理解し、協調して学科運営に携わることになった
ことは、今後の発展に有意義なことです。再編後10年が経過し、
学問の方向性・社会のニーズ・学生のニーズ等を教員同士で俯
瞰、吟味することが、次の発展につながると考えます。理工学
部２学科の英語コースの授業の一部を本学科の教員が担当して
いる現状や社会の発展における情報科学分野の重要性を考えれ
ば、情報理工学科の英語コースの開設は四谷に教員が揃う時期
を目安に準備を進めることが必須でしょう。その際は、既存の
“Green”コースの模倣ではなく後発コースとして魅力のあるも
のを開設するために全教員で知恵を絞りたいと考えています。
本学科が上智大学に重要な存在となることを目指し、全教員が
柔軟な思考で議論したいと思っています。
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文部科学省のプロジェクト
　上智大学は2014年に文部科学省の“スーパーグローバル大学
創成支援事業（グローバル化牽引型）”に採択され推進中です。
これはグローバルに活躍する人材の育成や大学の国際競争力を
高めることを目的とした10年間のプロジェクトで、スーパーグ
ローバル・プロジェクトと呼ばれています。これに先立って
2009年度から2013年度まで文部科学省の“大学の国際化のため
のネットワーク形成推進事業”も行いました。いわゆるグロー
バル30です。同じく文部科学省の“大学の世界展開力強化事業”
にも複数採択され、2013年にはASEANと協力するプロジェク
ト、2015年には中南米等の大学間交流形成支援のプロジェクト
を推進しています。これらは上智大学として採択された全学的
な取り組みですが、理工学部に密接に関係している部分もあり、
それらの取り組みや動向を紹介します。

学生の海外留学
　上智大学での卒業を目指して入学する外国人留学生や、ノン
ディグリー生と呼ばれ半年や１年間在籍する留学生が英語コー
スで勉強しています。これらの留学生以外に、海外に行く日本
の学生が増えてきています。留学形態は、上智大学と交換留学
協定を結んでいる外国の大学に留学する学生もいますし（この
場合、相手大学への学費納入は不要）、上智大学を休学して半
年や１年の私費留学も見られます。プロジェクトの一環として
交換留学協定を結ぶ海外の大学を増やしており、67ヶ国322大
学と協定を結び、さらに増加させる方針です。
　また学生の海外留学を後押しするため、現状の二学期制だけ
でなく、2019年度から１年間を四学期に分けて（クオーター制
という）、１つのクオーターだけ短期留学できるカリキュラム
も計画しています。

外国人の先生、英語が堪能な先生
　外国人の先生や英語が堪能な先生を採用しています。以前、
理工学部には神父様で外国人の先生が数名おられましたが、こ
こ10年のうちに新しく外国人の若手の先生が数名着任されまし
た。そして理工英語コースの授業をはじめ日本人学生への授業
を行い、独立して研究室運営も行っています。また、アメリカ
で学位を得るなどの海外経験があり英語が堪能な日本人の先生
も着任され、若手外国人の先生と同様に英語コース授業や日本
人学生への授業も行っています。

日本人学生に英語で授業
　英語コースは、その名の通り全ての授業が英語で行われてい
ます。一方で、英語コース以外の各学科の授業では、一般に先
生は日本語で説明して授業を進めています。昨今、英語コース
以外の授業でも英語での授業を経験してもらうのが望ましいと
の考えから、いくつかの授業は英語で行うことが計画されてい
ます。最初は各学科にて１～２つの授業を英語で行い、その後
にさらに増やしていく方向です。

海外の高校を指定校に
　あらかじめ決められた国内のいくつかの高校に対して、高校
在籍中に所定の学業成績を修めた優秀な生徒を対象にする指定
校制特別入試があります。これを海外まで拡大した海外指定校
という特別入試をスタートさせています。主な対象校はカト
リック系の教育を行っている高校で、既に20校近くを指定して
おり、今後も東南アジア諸国やインドを中心に指定校を増やし
ていく計画です。なお理工学部でも既にインドネシアや韓国な
どから優秀な外国人生徒が入学しています。

海外拠点
　国内でも大阪サテライトキャンパスを設けて、入試広報活動
や卒業生が集う拠点を作っています。さらに海外まで拡張して、
現地の若者や高校への広報や情報収集、留学中の日本人学生や
卒業生の憩いの場を提供するため、現在はアメリカのニュー
ヨーク、ドイツのケルン、ルクセンブルク、エジプトのカイロ、
タイのバンコク、中国の北京と上海、カンボジアのシェムリアッ
プの８拠点を設けています。理工学部の教員が留学フェアなど
でこれらの国を訪問する際には、このような海外拠点オフィス
を訪問し、現地情報の収集などを行っています。

おわりに
　グローバル化の加速は、文部科学省の複数のプロジェクトの
推進など全学的な取り組みです。ここでは、そのような推進の
中で理工学部の教員や学生に関連が深い部分を簡単に紹介しま
した。理工学部においても、外国人留学生の受け入れ人数が少
しずつ増えており、多様性の視点からも望ましいことです。ま
た日本人学生の中でも海外留学に関心を持つ新入生が少なから
ずおり、実際に在学中に留学をする学生が増えています。今後
もこのような学生のさらなる増加を期待しています。

教授　高尾 智明
機能創造理工学科

グローバル教育プログラム
上智大学グローバル関連プロジェクト

特集　第１部 学部学科と教育
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　日本の大学教育の質向上を目指し、文部科学省は平成16年度
から「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP）」と名
付けた補助金を設立しました。特にその中の「仕事で英語が使
える日本人の育成」というテーマは、理工学部に適していると
上智大学は考え、当時の曽我部潔理工学部長のもと、科学技術
英語推進委員会が設けられ、平成17年度から取り組みが始まり
ました。
　私は数式の読み方、元素などの記号の読み方を、大学院を含
めて学校で習ったことはありません。国際会議で初めて口頭発
表するとき、冷や汗をかきながら独習したことを思い出します。
そういう苦労を本学部・研究科の学生にさせないためにも一肌
脱ごうと思った人たちで、委員会は活気の溢れたものとなりま
した。
　プログラムスタート時は、英語で科学技術を教えるための教
員・TA向けの講座を設け、また、アメリカの高校生が使って
いる教科書（数学、物理、化学、生物学、情報学など）を取り
寄せ、学生それぞれに貸与できるようにしました。また、より
高学年向けのテキストも用意しました。これらは理工学部２年
生向けです。高校生の習う内容を大学２年生が学ぶのは易しす
ぎると思う方もいると思いますが、一度母国語で習ったことを
英語で学び直すのは教育効果が高いようです。
　３年生からは口頭発表などのプレゼンテーションやWEBな
どによる情報発信とともに、より専門的な論文などの講読が用
意されました。こうした教育プログラム、約20クラスが理工学
部の再編前後に組まれ、他大学と比べて特色のあるカリキュラ
ムができました。なお、教育プログラムを一定以上修めた学生
には修了証が授与されます。また、大学院生には英語添削のサー
ビスも行われました。
　その後、前節で述べられた「英語コース」が設けられ、科学
技術英語のカリキュラムも2017年度現在、役割が変わりつつあ
ります。しかし、プログラム開始から10年経った今でも、大学
で学んだ科学技術の内容は海を越え、また時間を越えて通用す
ることは変わりありません。また、理工学部で学んだことを英
語で発信し、逆に英語で新しい情報を取り入れることの重要性
は増すばかりです。理工学部の学生にこうしたことを、これか
らも伝え続けていけたらと思います。

教授　大槻 東巳
機能創造理工学科

グローバル教育プログラム
「科学技術英語」の歩み
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　理工学部は、この10年間に大きな改革を推進している。2008
年には、５学科１研究所を、物質生命理工学科、機能創造理工
学科、そして情報理工学科の３学科に再編した。併せて大学院
も理工学研究科・理工学専攻の１専攻とし、その中に８つの専
門領域を配した組織となった。この改組に続き、2009年には文
部科学省からのグローバル30プロジェクト（国際化拠点整備事
業）の採択を受け、本格的な理工学部英語コース立ち上げに向
けて、より一層の改革を進めることとなった。筆者も当時の理
工学部長（2010～2013年度）及び第15代学長（2014～2016年度）
として、本改革に大きく関わらせて頂いた。以下に学部および
大学院に設置した理工学部英語コースのこれまでの歩みを紹介
したい。

写真１　大学院グリーンサイエンス・エンジニアリング領域の一期生

　2009年に採択されたグローバル30プロジェクトでは、現在
1000人規模の外国人留学生の受入体制から、１）2020年度まで
に外国人留学生の受入数を2600人にまで増やす、２）日本から
の海外留学者数を1000人規模に増やす、また留学生を対象に、
３）2011年度に地球環境学研究科に博士前期課程・後期課程の
英語コースを開設する、及び４）2012年度に理工学部に学士課
程の英語コースを開設する、以上の４点が目標となった。これ
まで日本語のみでの講義が理工学部の留学生教育における大き
な障壁となっていたことから、英語で学位を取得できるコース
の開設は、新しい教育プログラムを提供する大きなチャンスと
なった。日本人学生も理工学部の新しい英語プログラムを共有
し、留学生と一緒に学ぶことによって、グローバル社会で活躍
できる能力（グローバル・コンピテンシー）を習得する機会を
広げることができる。理工学部英語コース設置のワーキンググ
ループが立ち上がり、どのような枠組みで英語コースを構成す
るかが話し合われた。その結果、「人間・環境支援」をキーワー
ドとする英語コースとして、物質生命理工学科に原子・分子レ

ベルでの物質や生命の理解を基礎として地球環境問題に挑む人
材育成を目指したグリーンサイエンスコース、機能創造理工学
科に物理学と電気工学、機械工学の理工融合による複合知を駆
使して地球環境問題に挑む人材育成を目指したグリーンエンジ
ニアリングコースを、2012年の秋入学から開設することとなっ
た。2013年秋には、この学部英語コースに連動させて、グリー
ンサイエンス・エンジニアリング領域が、９番目の領域として
理工学専攻の中に設置された（写真１）。分野横断的な学びを
推進するために、この領域では他の８つの領域（機械工学、電
気・電子工学、応用化学、化学、数学、物理学、生物科学、情
報学）の全ての教員が、教育・研究指導を担当する体制とした。
これまでの学部、大学院英語コースの入学者数と出身地域を表
１、表２にまとめるが、世界20ヶ国、様々な地域から留学生が
集まっている。また１年間の交換留学で学部英語コースに入る
海外からの短期留学生も増えている。一歩ずつであるが、着実
に理工学部のグローバル化が進んでいることがわかる。また、
2006年に開始した系統的科学技術英語教育も、理工学部学生の
グローバル人材教育に欠かせないプログラムとなっている。

表１　各年度の学部英語コース入学者数と地域（総数67名（女子24名））
年度 入学者数（女子数）＊ 地　域（人数）

2012
GSコース ３（1）
GEコース ２（1）
 計  ５（2）

日本（1）、アメリカ（2）
日本（2）

2013
GSコース ４（3）

GEコース ３（0）
 計  ７（3）

日本（2）、インドネシア（1）、
ポーランド（1）
日本（1）、インド（1）、韓国（1）

2014

GSコース ５（2）

GEコース ９（0）

 計  14（2）

日本（2）、アメリカ（1）、
インドネシア（2）
日本（2）、インドネシア（2）、
インド（1）、韓国（1）、
ブラジル（1）、ルワンダ（1）、
サウジアラビア（1）

2015

GSコース ５（2）

GEコース 14（6）

 計  19（8）

日本（2）、オーストラリア（1）、
台湾（1）、ミクロネシア（1）
日本（5）、アメリカ（2）、
インドネシア（3）、インド（1）、
台湾（1）、ドイツ（1）、
パキスタン（1）

2016

GSコース ４（1）

GEコース ５（2）

 計  ９（3）

日本（1）、インドネシア（1）、
韓国（1）、中国（1）
日本（1）、インドネシア（1）、
インド（1）、台湾（1）、
ブラジル（1）

2017

GSコース ７（3）

GEコース ６（3）
 計  13（6）

日本（1）、アメリカ（2）、
インドネシア（1）、インド（1）、
韓国（1）、フィリピン（1）
日本（1）、インドネシア（2）、
インド（1）、韓国（1）、中国（1）

＊GS：グリーンサイエンス、GE：グリーンエンジニアリング

教授　早下 隆士
物質生命理工学科

グローバル教育プログラム
理工学部英語コースの歩み
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　これらのグローバル人材教育の成果もあり、2014年度には、
グローバル人材育成の取り組みを全学的に加速させるスーパー
グローバル大学創成支援事業に本学が採択された。本学は、世
界に300校を超える大学間ネットワークを持っている。また、
同窓会組織も、世界33ヶ国、50都市にソフィア会のネットワー
クがある。またザビエル高校など、世界のカトリック系高校と
のネットワークも活用できる。文字通り世界のハブ機能となる
グローバルキャンパス構想が、本学の大きな目標である。科学
技術立国である日本の中で、上智大学理工学部、理工学研究科
の英語コースは、発展途上のアジア、アフリカ、中東、中南米
の中でも注目される存在になりつつある。今後は、スーパーグ
ローバル大学創成支援事業の一環として、留学生に希望の多い
情報系の英語コースを、情報理工学科の中に設置することが望
まれる。現在、理工学部棟の本格的な改修が始まっているが、
先端の研究環境が整備される中で、本格的な英語コースを有す
る理工学部が、上智大学の次の100年を支える教育・研究の牽
引学部として更に発展することを心から期待したい。

　最後になりますが、カリキュラム作成等で尽力頂いた大槻東
巳先生、南部伸孝先生、初代の学部英語コース担任として尽力
頂いた齊藤玉緒先生、谷貝剛先生、初代大学院英語コース領域
主任として尽力頂いた東善郎先生、そして事務局として英語
コースを支えてくれた渡邉由美子主幹をはじめ、理工学部英語
コース立ち上げのために多くの理工学部教職員の努力と協力が
あったことを付記し、心より感謝申し上げたい。

表２　各年度の大学院英語コース入学者数と地域（総数39名（女子13名））
年度 入学者数（女子数）＊ 地域（人数）

2013 ４（1） オマーン（1）、インド（1）、
タイ（1）、ブラジル（1）

2014 ４（1） アメリカ（1）、エチオピア（1）、
コロンビア（1）、中国（1）

2015 ７（2）
インド（1）、イラン（1）、
トルコ（1）、サウジアラビア（1）、
タイ（1）、フィリピン（1）、
ベトナム（1）

2016 11（4）
日本（2）、アメリカ（2）、
インドネシア（1）、中国（4）、
ニュージーランド（1）、
リトアニア（1）

2017 13（5）
アメリカ（1）、インドネシア（1）、
インド（2）、サウジアラビア（2）、
トルコ（1）、中国（5）、
ポーランド（1）

＊グリーンサイエンス・エンジニアリング領域
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　本稿では、過去10年間の理工学部のカリキュラムを振り返る。
また、それを踏まえ、今後の課題を考察する。表１に学内外の
教育関連の動向を示す。以下を読み進める上で参照されたい。
なお、2013年度開設の英語コース（p.８, 10, 16を参照）では日
本語コースを基にカリキュラムが策定されている。

表１　過去10年間の学部教育関連の主な動向

年度 本学のカリキュラム 本学の教育インフラなど 国の教育施策

2008 ・理工3学科発足 ・('02年度-)文科省・学習

2009 ・グローバル30採択 指導要領（'ゆとり教育'）
2010
2011 ・震災で授業計画変更 ・E棟で教育・研究実施 ・文科省・学習指導要領

改定（'脱ゆとり教育'）
2012 ・学部英語コース開設

2013 ・新理工カリキュラム導入 ・棟改修（学部移転）開始 ・高校教科書大幅改訂

・大学院英語コース開設

2014 ・（全学共通科目）高学年 ・ス-パ-グロ-バル大学

　向け教養科目導入 　創成支援事業採択

・科目削減（2016まで） ・一般入試変更（A•B方式

 ➡ 学科別・TEAP利用型）

2015 ・高大接続改革本始動

2016 ・学部・学科ポリシー制定 ・完全'脱ゆとり教育'の

　生徒の大学進学

2017 ・6号館ソフィアタワー完成

■学部と３学科の教育理念
　2008年に本学の伝統的な自然科学の教育研究体制が３学科に
改組された。それに伴い、従来のカリキュラムも刷新された。
新学部の理念は、「理工融合による複合知の育成」である。そ
れを目指したカリキュラムでは、基礎的な部分で学部全体の共
通化が図られた。

○ 「理工共通科目」：３学科の入学生が全員履修する。自然科
学一般の基礎講義及び演習・実験からなる「Ⅰ群科目」（主
に必修科目）と専門学習の入り口となる「Ⅱ群科目」からな
る。自然科学系英語文献の基礎読解力を養うⅠ群科目である

「科学技術英語」（p.15を参照）も改組時に新設された。
○ 「学科科目」：学科の個性が反映される。主に演習・実験科

目からなる「コア科目」と主に学科３、４年次に履修する「専
門科目」からなる。

■10年の歩みと検証：理工共通科目
（１）動向
　発足時（2008年度）と現在（2018年度予定）のⅠ群科目を比
較する（表２）。赤字部分が主な変更点である。
・ 「理工学総論」と「理工学概論」…さて、学部再編時、新た

な教育理念を体現した「柱」としてこの２つの講義が立てら
れた。前者は、自学科の分野と共に他学科の分野を俯瞰し、
理工系の基礎的教養の習得を目的とする。後者は、科学技術
の健全な発展を支える「安全と倫理」「環境と生命」の学習

を目指す。両者は当初、４科目でスタートした。しかし2013
年度から２科目になった。2018年度からは両者を統合した「理
工学概説」の１科目になる予定である（背景は後述する）。

・ 基礎講義科目群…数学、物理、化学、生物、情報の基礎的内
容を扱う。高校の教育内容の復習を兼ねつつ、大学での教育
の基礎固めをする。これらの全ての素養を有する入学者は居
ない。基礎講義科目は10年間安定して、高校－大学間を繋ぐ
要の役割を果たしている。多くの入学者の４年間の成績と本
科目群の成績は、かなり相関性がある。

・ 実験・演習科目群…各分野の基礎講義に付随した基礎実験科
目として、当初３科目が立てられた。2013年度以降、物理・
化学・生物・情報分野を統合的に扱う「理工基礎実験・演習」
と「数学演習」の２科目になった。

・ 「科学技術英語」…２年次春・秋の講義としてスタートした。
2013年度以降は１科目となった。

　次に、Ⅱ群科目を比較する（表３）。Ⅱ群科目には、３学科
全ての専門分野の基盤となる講義が集結している。10年間、科
目構成は比較的安定だが、学科間で履修要件に差が生じた。
・ 「選択必修科目」「選択科目」の履修要件…赤字部分が変更点

である。改組当初は３学科共通であった。2013年度以降は学
科ごとに設定がなされ、①選択必修科目の低学年化（物質生
命理工学科、情報理工学科）と、②選択必修科目の比重の強
化（機能創造理工学科、情報理工学科）が起こった。

（２）カリキュラム設定・改訂の背景
　実際にカリキュラムが動き始めると、学科１期生卒業までに、

表２　理工共通科目Ⅰ群の履修科目
2008年度 2018年度（予定）

1年次・春学期 1年次・秋学期 1年次・春学期 1年次・秋学期

理工学総論Ⅰ 理工学総論Ⅱ 理工学概説

理工学概論Ⅰ 理工学概論Ⅱ 数学AI（線形代数）

数学A（線形代数） 数学BI（微分積分）

数学B（微分積分） 基礎物理学

基礎物理学 基礎生物学 基礎化学 基礎情報学

基礎化学 基礎情報学 基礎生物学

基礎物理実験・演習 基礎生物・情報実験・演習 理工基礎実験・演習

基礎化学実験・演習 数学演習

2年次・春学期 2年次・秋学期 2年次・春学期 2年次・秋学期

科学技術英語1A〜F 科学技術英語2A〜F 科学技術英語（数学〜情報）

2008年度 （約60科目）

選択必修科目 2-3年次 6単位

選択科目 1-3年次 18単位

2018年度（予定） （約70科目）

選択必修科目 1-2年次 6単位 2-3年次 14単位 1-3年次 20単位

選択科目 1-3年次 22単位 1-3年次 11単位 1-3年次 12単位

3学科共通

物質生命理工学科 機能創造理工学科 情報理工学科

表３　理工共通科目Ⅱ群の履修要件

平田 均　藤原 誠
理工学振興会理工カリキュラム

特集　第１部 学部学科と教育
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多くの課題が顕在化した（これらの一部は「上智大学理工学部
創設50周年記念誌」（p.113, 124, 129）に詳しい）。学科及び新
理工カリキュラム委員会の会議において意見が多数交わされた。
その結果、以下の見解に基づいて、2013年度より改訂カリキュ
ラムが実施されることになった。
・ 学科生の入学前の履修と動機…入学者の履修背景が多様化し

ている。学際教育の目標地点から見ると、一般入試のみなら
ず、入学者の約半数を占める特別入試・推薦入試の合格者も、
入学後を見据えた広い学習準備が求められる。ところが実際
は、改組以降、入学段階でそのような人材は減少傾向にある。
つまり、入学者の理工系教養に対する興味（知識欲）・素養
と講義レベルの間の齟齬が懸念される状況になっている。

・ 基礎学力養成の時間確保…基礎講義科目に付随している実験・
演習科目が、過重に他の講義科目を圧迫している。これは入
学後、学科生の講義の理解度が不十分な点からも指摘される。
そこで当初のカリキュラムから５つの分野の実験・演習をス
リム化し、重要講義科目を配する必要がある。

　一方、この10年間には、「スーパーグローバル大学創成支援
事業」に採択され、３年間全学的な開講科目削減の流れも生じ
た。科目多重化の軽減策を講じる中、「理工学総論」「理工学概
論」は「理工学概説」への１科目化が提案された。また、従来
学科２クラスに対し２教室で開講されていた基礎講義科目群の
大半は、2015年度から２クラス１教室で行う形にシフトした。
表２、表３には現れないが、これも科目削減の一環である。

（３）評価
　この10年間は、「複合知」カリキュラム設立の前半部と、上
記の要請に応じて自然科学系に特徴的な「積み上げ式」科目編
成を強化した後半部に分けることができる。学部カリキュラム
全体としては、次のように評価される。
・ 学部教育プログラム全体…当初の理念を堅持しつつ、徐々に

学科ごとで状況に応じた改善改訂が進んだ。後半部では学科
の独自色が相対的に濃くなった。

・ 自然科学全般の基礎学習…３学科の入学生は、ほとんどの基
礎講義科目と基礎実験・演習科目を１年次春学期に履修する。

・ 学生の専門分野選択時期…以上の結果、３学科とも入学生は
１年次前半終了時に専門分野を意識して履修計画を立てるこ
とができる。換言すれば、既に１年春学期終了後、学生は卒
業までを見据えて履修を考える必要があるともいえる。

■10年の歩みと検証：学科科目
（１） 動向（学科ポリシーは<http://www.sophia.ac.jp>参照）
　学科別に、発足時（2008年度）と現在（2018年度）のコア科
目を比較する（表４、表５、表６）。全教員が各々担当する「専
門科目」（選択科目）は省略する。当初、コア科目の全体構成・
開講時期は３学科が歩調を揃えた形であった。
・ 「物質生命理工学」「機能創造理工学」「情報理工学」…「複

合知」を理念に学科ごとに学際的に構成された１、２年次の
必修科目。

・ 実験・演習科目…講義と両輪で学科の学習を進めるための選

択必修科目。学科の興味分野を追究することができる。
・ 「ゼミナール」…「科学技術英語」から一歩進み、外国語を中

心とした専門文献を少人数の輪読形式で読み進める必修科目。
・ 「卒業研究」…本学部では４年次１年間を卒業研究に充てる。

○物質生命理工学科（表４）
〈特徴〉「物質とナノテクノロジー」「環境と生命の調和」「高機
能材料の創成」の３つをキーテーマに、物質と生命の探求

（Science）を目指す（p.８参照）。
・ 「物質生命理工学」…学科の分野（物理・化学・生物）を反

映した講義科目。2013年度、それまで複合的内容の２科目
（１、２年次）から、学問分野別の３科目「物質生命理工学
（XX）」（１年次秋、XXは分野名）に改訂された。

・ 実験科目…先述の「理工共通科目」の実験・演習は、2013年
度より内容削減され、「理工基礎実験」に再編された。それ
を補完して１年次秋学期の「物質生命理工学実験A」が立て
られた。全体としては、学科の実験科目は10年間ほぼ一定の
質を保ち、学部生の実験技術習得を育んだ。

　 ２年次からの実験「A・B・C群」は化学系と生物系の実験
が主体で「α・β・γ群」科目にほぼそのまま移行した。但
し、「B・C群」では機能創造理工学科開講３科目も各々選択
可だったが、「β・γ群」では１科目の選択になった。

・ 「ゼミナール」「卒業研究」…「ゼミナール」については改組
後から多くの議論がなされてきた。2013年度カリキュラム改
革より、３学科で異なる対処となった。物質生命理工学科で
は、卒業研究で研究室配属後（４年次）に指導教員のもと行
われることになった。３年次生にとっては、秋学期に授業に
余裕が生じ留学計画がしやすい。一方、４年次生にとっては、
高度専門内容を集中して学べる面と、研究室内の「卒業研究」
などとの区別が難しい面がある。

○機能創造理工学科（表５）
〈特徴〉「エネルギーの創出と利用」「物質の理解と材料・デバ
イスの創成」「ものづくりとシステムの創造」の３つをキーテー
マとし、各テーマに機械、電気・電子、物理の各分野の専門科
目を配する（p.10参照）。
・ 「機能創造理工学」…学科の分野（機械工学・電気・電子工学・

物理学）を反映した講義科目。役割と経緯は物質生命理工学

2008年度

1年次 2年次 3年次 4年次

物質生命理工学Ⅰ 物質生命理工学Ⅱ ゼミナールⅠ 卒業研究Ⅰ

物質生命理工学実験Ⅰ ゼミナールⅡ 卒業研究Ⅱ

物質生命理工学実験Ⅱ

A群科目から1科目 B群科目から1科目

C群科目から1科目

2018年度（予定）

1年次 2年次 3年次 4年次

物質生命理工学（物理） 物質生命理工学実験B 卒業研究Ⅰ

物質生命理工学（化学） 物質生命理工学実験C 卒業研究Ⅱ

物質生命理工学（生物） ゼミナールⅠ

物質生命理工学実験A ゼミナールⅡ

α群科目から1科目 β群科目から1科目

γ群科目から1科目

表４　物質生命理工学科の学科コア科目
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科と同様である。
・ 実験・演習科目…これも経緯などは物質生命理工学科と同様

である。機能創造理工学科のカリキュラムの特徴は、次項の
「ゼミナール」の廃止と、２、３年次にわたって１群・２群
から、それぞれ複数科目を選択する方式になった点である。

・ 「ゼミナール」「卒業研究」…2013年度から「ゼミナール」が
廃止された。これは他の２学科と対照的である。「ゼミナール」
と同内容を４年次「卒業研究」などで実施可である、またそ
の分、講義科目を増やせるという長所がある。

○情報理工学科（表６）
〈特徴〉「人間情報」「情報通信」「社会情報」「数理情報」の４
つをキーテーマとし、３、４年次生は自らキーテーマを選び系
統的に専門科目を履修した後、４年次の卒業研究で成果を表す

（p.12参照）。
・ 「情報理工学」…学科の分野のうち「電気・電子工学」「情報

学」に重きを置く講義。役割と経緯は他学科と同様である。
・ 実験・演習科目…これも経緯などは他学科と同様である。情

報理工学科のカリキュラムの特徴は、2013年度のカリキュラ
ム改革後、幅広い分野に対応すべく、この実験・演習が再編・
充実化された点である。これにより、系統立った履修後に卒
業研究に着手することが促された。

・ 「ゼミナール」「卒業研究」…当初の「ゼミナール」方式が堅
持されている。１年間半期ずつ計４名の教員とその専門内容
に触れられる長所を持つ。一方、半期のゼミナールの場合、
卒業研究にリンクさせることは難しい面がある。

表６　情報理工学科の学科コア科目
2008年度

1年次 2年次 3年次 4年次

情報理工学Ⅰ 情報理工学Ⅱ ゼミナールⅠ 卒業研究Ⅰ

情報理工学演習Ⅰ ゼミナールⅡ 卒業研究Ⅱ

情報理工学実験Ⅰ 情報理工学実験Ⅱ

情報理工学演習Ⅱ 情報理工学実験Ⅲ

2018年度（予定）

1年次 2年次 3年次 4年次

情報理工学Ⅰ 情報理工学Ⅱ ゼミナールⅠ 卒業研究Ⅰ

基礎プログラミング 情報理工学Ⅲ ゼミナールⅡ 卒業研究Ⅱ

情報学演習Ⅰ 情報学演習Ⅲ

情報学演習Ⅱ 情報理工学実験Ⅱ

情報数理演習Ⅰ

情報数理演習Ⅱ

情報理工学実験Ⅰ

（２）カリキュラム設定・改訂の背景
　背景は理工共通科目と共通する。理工共通科目と連動した「積
み上げ式」カリキュラムへの改訂（基礎力の充実化の工夫）に
より、学科科目でも多くの問題点の改善が試みられた。

（３）評価
　全体的には、先述の通りである。
・ 学科教育プログラム全体…2013年度より、講義科目も実験・

演習科目も、共に合理的に整備・充実化された。
・ 学問体系による授業構成へ…俯瞰すると、授業構成は「複合

知」に基づくハイブリッド型から「学問体系」に基づく改組
以前の形へと針が戻った。現在は、異なる系統の授業を共存
させることで「複合知」の実践が試みられているといえる。

・ 「複合知」の実践について…これからの理工系の教員・学生・
社会人には、高度な専門知識と共に『研究者・技術者として
の倫理観と広い視点を備えること』が社会から強く求められ
ている。この点は、本誌の今号の巻頭言（p.１）や前号の卒
業生・垣花眞人先生のご寄稿（SCI-TECH, Vol.28, p.36）で
も述べられている通りである。現カリキュラムで、今後これ
を実践する工夫としては、①各教員が専門科目の講義（100
分間）で内容の充実を図る、②「高学年向け全学共通科目」
などで学内の分野横断的連携を図る、③受講生の意識あるい
は学習度が十分なレベルに達するという観点では、「ゼミナー
ル」や大学院講義を活用するなどの方策が考えられる。

■教育関連のインフラ整備
　この10年間には、大学の教育活動を支えるインフラ整備も進
んだ。本稿で全てを記すことはできないが、教員の授業運営レ
ベルでも以下の事が挙げられる。

①　 教学支援システム『Loyola』や『Moodle』の機能向上　
例えば、前者ではTeaching Assistantの手続き、ユーザー
のスケジュール管理、スマホ対応などが実現された。後者
は学生からのレポート受付に使われるようになった。

②　 教室の設備と利用方式　現在では、ほとんどの教室にAV
機材が備わった。また機材利用のために鍵をオフィスに取
りに行く方式からIDカード型（現時点で２種類が併用）
に替わった。教室の照明・シャッター・スクリーンなどの
操作も電動化・システム化が進んだ。さらに黒板の教室が
減り、ホワイトボードの教室が増えた。これらは理工研究
棟改修と新棟建設に伴う、教室配置変更が影響している。

③　 学内ネットワーク環境　多くの教室にLANが引かれた。
またWi-Fiが導入された。

　全体として、人との関わりの機会が減り、授業の効率や設備
利用の利便性が向上した。これらは人の作業の省力化故、比較
的実感されにくいが、10年間の教育インフラ整備はそれ以前と
比べると、大変革だったのである。

2008年度

1年次 2年次 3年次 4年次

機能創造理工学Ⅰ 機能創造理工学Ⅱ ゼミナールⅠ 卒業研究Ⅰ

機能創造理工学実験・演習Ⅰ ゼミナールⅡ 卒業研究Ⅱ

機能創造理工学実験・演習Ⅱ

A群科目から1科目 B群科目から1科目

C群科目から1科目

2018年度（予定）

1年次 2年次 3年次 4年次

機能創造理工学1 機能創造理工学3 卒業研究Ⅰ

機能創造理工学2 機能創造理工学実験・演習2 卒業研究Ⅱ

機能創造理工学実験・演習1

2群科目から3科目

1群科目から2科目

表５　機能創造理工学科の学科コア科目
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本研究科の特色
　複合的な問題を抱える現代社会においては、特定の研究領域
に閉じこもった研究者や専門家のみでは様々な課題に対処する
ことが難しくなっています。他方、理学と工学の基礎的な学力
に支えられた専門知識とその応用能力を身に付けた研究者及び
高度専門職業人が各方面で必要となってきています。
　このような状況のもと、伝統的な学問領域における研究を通
した教育と、学際的な視点からのバランスのとれた教育を目指
すという２つの使命を果たすべく、2008年度に従来の７専攻か
ら１専攻８領域（機械工学、電気・電子工学、応用化学、化学、
数学、物理学、生物科学、情報学）へ再編がなされました（各
領域の詳細については＜http://www.st.sophia.ac.jp＞を参照）。
新理工学は、１専攻であるため、専門を越えた横の交流が促さ
れ、研究協力を行いやすい体制となっています。これにより、
技術革新の担い手として確かな基礎学力を備えた研究者の育成
を維持しつつ、広い学問分野にわたる課題解決能力を備えた総
合的視野を持ち、グローバル社会に対応できる高度専門職業人
の育成を目指しています。

再編後の本研究科の歩み①教育・研究体制
　他稿にも紹介されている通り（p.６, 16を参照）、グローバル
化に対応して2013年９月にグリーンサイエンス・エンジニアリ
ング領域が新設されました。この領域は理工学研究科の９つの
領域の中でも特別な位置づけにあります。まず、講義・論文指
導を含む全ての教育が英語で受けられること、また、人類の将
来を考える上で最重要テーマの１つである「環境と持続可能性」
に関連する研究に重点が置かれたプログラムであるということ
です。学生は他の８つの領域から１人の指導教員を選び、その
研究グループに参加することで、より進んだ研究と論文指導を
受けられる体制としています。
　また、分野を超えた研究協力を機動的・重点的に行うシステ
ムとして、本研究科では、数多くのプロジェクト研究及び時限
研究を同時並行的に運営してきました。プロジェクト研究には、
文部科学省や科学技術振興機構などから援助を受ける大型プロ
ジェクトや産学連携プロジェクトなどがあります。時限研究と
は、上智大学研究機構に設置されている時限研究所による研究
です。大学院生は、これらに参加し、高度で実践的な研究開発
の経験を積むことが出来ます。

再編後の本研究科の歩み②人材の育成
　再編された理工学研究科は、これまでに約２,000名の大学院
生を受け入れてきました。この中には学外からの進学者も含ま
れています。理工学部は日本語コースと英語コースを合わせて
約4,200名の入学者を受け入れており（第１部の各稿を参照）、概
算では約半数の学部生が大学院に進学していることになります。
　図１に本研究科卒業生の就職先を示します。大学院生は、博
士前期課程修了後にほとんどが就職しますが、学部生と比べて
製造分野への就職割合がさらに高くなります（p.８, 10, 12を参
照）。これからうかがえるように、卒業生は社会からの要請に
応えて、高度な知識・技術を求める各分野に貢献していくこと
になります。

図１　理工学研究科卒業生の就職分野（2011-2016年度）

今後の流れ：グローバル化に即した受け入れ態勢
　本研究科では、英語コースを除く８領域で共通の入学試験を
行ってきています。2018年度からは、英語の筆記試験に代えて
外部試験を導入し、TOEFL、TOEIC、IELTS、TEAPのいず
れかの外部試験の成績により英語力の評価を行います。また、
博士後期課程には９月入学制度も導入しました。英語コースに
おいて、前期課程では９月入学、後期課程では９月入学に加え
て４月入学制度も設けて多様な受験生への対応に努めています。

理工学専攻主任
（2014－2017年度）

川中 彰

理工学研究科
―複雑化するグローバル社会に対応した教育・研究の推進―

第２部　大学院と研究
特集　理工学部再編から10年の歩み
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教授　齊藤 玉緒
物質生命理工学科

研究支援
―数字に見る理工学部の研究力の進化―

女性研究者支援モデル育成から現在まで
　2009年に本学に着任して以来、女性研究者支援、男女共同参
画、ダイバーシティ推進に関わってきた者として、これまでの
取り組みについて振り返りたいと思います。
　文部科学省は科学技術人材育成補助事業として、平成18年度

（2006年度）から女性研究者の国家的支援プログラムである「女
性研究者支援モデル育成」事業を進めてきました。本事業に上
智大学が採択されたのは、その４期目に当たる平成21年度（2009
年度）のことでした。課題名は「グローバル社会に対応する女
性研究者支援」というもので、本学はこれまでの資産としてあ
るグローバルネットワーク教育を理系教員と学生に活用する戦
略を立て、この点が審査時に高く評価されました。このプロジェ
クトのミッションステートメントとして、
・ 新規女性研究者採用比率を25%とし、採択時に理工学部全体

で５％であった女性研究者の比率を2020年までに15%、また
全学レベルで25%に到達させること。

・ 理工学部におけるPD、RA及び博士後期課程女性比率を30～
40%に維持すること。

　以上を数値目標として掲げました。
　これに向けての実施体制として、学長のリーダーシップのも
と初代実施責任者にリンダ・グローブ学術交流担当副学長（当
時）、続く実施責任者にユー・アンジェラ学術交流担当副学長（当
時）が任命され、また早下隆士理工学部長（当時）を推進代表
として、理工学部教員を主体とした「女性研究者支援モデル育
成事業ワーキンググループ」が組織されました。さらにコーディ
ネーターとして神戸大学よりお迎えした近藤佳里さん、そして
スタッフ２名による女性研究者支援事務局も組織されました。
女性研究者支援モデル育成事業の具体的な実施体制と施策内容
については、下の図１をご参照ください。
　これらの施策の実施・推進は決して平坦な道のりではありま
せんでした。当初は道すらないような状況でした。そのような
時、早下推進代表より事態を打開していただくと共に、「責任

図１　女性研究者支援モデル育成事業の実施内容

特集　第２部 大学院と研究
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は私が取りますから、精一杯やってください」というお言葉を
頂き、女性研究者支援事務局が奮い立ちました。その結果、５
年のプロジェクト期間を経て、当初掲げられた数値目標、ミッ
ションステートメントは全て達成されました。さらにプロジェ
クト終了時には、学内組織として男女共同参画推進室（2017年
にはダイバーシティ推進室に改称）が設置され、体制の継続が
図られました。そして、2013年１月に本学のプロジェクト課題
は私立大学で初の最高評価「S」ランクを取得しました。この
プロジェクトで有効と考えられた取り組みは、プロジェクト終
了後も継続されています。特に、育児中の女性研究者に対する
人的サポートは、最も有効な取り組みとして広く認識されてお
り、プロジェクト期間中には育児中の理工学部の女性教員に
PD、RAを配置しました。プロジェクト終了後は、男性、女性
にかかわらず育児中の全学の教員を対象に支援員をつける制度
として継続され、昨年からは育児だけでなく介護もその対象と
しています。「グローバル・メンター制度」は、プロジェクト
実施期間中の2011年に公益財団法人日本生産性本部パワーアッ
プ会議による第３回メンター・アワード2011組織部門優秀賞を
受賞し、高い評価を得ました。平成26年度からスタートしたスー
パーグローバル大学創成支援事業（p.14-17を参照）においては、
この制度は「平成35年度までに全学へ展開する」とされていま
す。写真１と写真２はこれらの活動の中の一場面です。
　前述の女性研究者の数値目標に対する評価に関して、2017年
11月現在、理工学部専任教員100名のうち、女性教員は14名です。
スーパーグローバル・プロジェクトでは、理工学部の女性教員
比率を平成31年度時点で20%以上、35年度時点で30%以上とす
ることが目標とされています。これより今後も女性教員は増員
が見込まれている状況です。他方、国の施策レベルでも2016年
に閣議決定された第５期科学技術基本計画において、第４期の
目標が達成されていないことに鑑み、速やかにこの数値目標を
達成するための取り組みを強化することが明示されました。こ
れらの取り組みを見ると、女子学生も女性研究者も個性と能力
を発揮して日本の社会に参加すべきであるという、１つの未来
像がはっきりと示された10年であったように思います。

写真１　 男女共同参画推進室共催イベント  
「ひらめき☆ときめきサイエンス」

研究推進体制の進化：外部資金獲得と受賞数の伸び
　理工学部の研究の推進は、研究推進センターの活動によると
ころが大きいと考えます。私自身の経験でも、特許申請から産
学技術交流を経ての企業との共同研究、そして研究費の申請に
至るまで研究推進センターなしでは語ることができないと感じ
ています。研究推進センターは、2005年７月に「研究支援セン
ター」として業務を開始し、2014年には研究活動のさらなる展
開と情報発信を目指して「研究推進センター」と改称しました。
私は2017年度からセンター長の任を拝命致しましたため、この
文章を書くことを依頼されたものと考えます。経験の浅い私よ
りも適任の先生方がたくさんいらしたと思いますが、ご依頼を
受けましたためここに拙い文章を寄せることをお許し頂きたく
思います。
　さて、理工学部の研究の活性化状態を判断する指標の１つと
して、外部資金の獲得状況があると考えられます。その外部資
金の中の１つが文部科学省の科学研究費助成事業、通称「科研費」
です。そこで、まず本学の全学レベルで過去３年間の科研費の
採択率を見てみます。日本学術振興会科研費データによると、
平成27年度の本学の採択率は34.3%、平成28年度は34.1%、平成
29年度は35.1%で、全国平均の採択率25%をいずれも上回ってお
ります。研究機関の比較データによれば、平成27年度の採択率
は全国の研究機関中28位、平成29年度は20位に入りました。こ
のように本学の科研費採択率は確実に上昇してきています。次
に理工学部の採択件数を見てみると、図２のようになります。図
２の棒グラフはそれぞれの科研費種目別の採択課題件数を示し
ており、折れ線グラフは直接経費の総額を示しています。この
データは理工学振興会会報SCI-TECHのバックナンバー（電子版）
から集計したものです。図２を使って詳細を見てみると、例えば
2015年度の理工学部の科研費採択件数は合計で70件です。この
年度の全学の採択課題数は新規・継続を合わせて171件ですので、
理工学部は全学の採択課題の41%を１つの学部で占めていること
になります。配分額で見てみると同年度の全学の直接経費総額
は約３億1200万円（2016年度教授会資料より）中、理工学部の
合計配分額は約１億8000万円であり、全体の約58％を占めてい
ます。このことは、理工学部が他学部に比べより大型の科研費
種目で研究費を獲得していることを示すと考えられます。

写真２　グローバル・メンター講演会
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図２　理工学部の科研費採択件数と直接経費の総額の変化

　理工学部の採択件数の年次変化を見てみると、2008年度以降
着実に上昇の傾向が見られます。直接経費総額の変化では、
2012年度に大きな伸びが見られますが、これは大型予算である

「特別推進研究」の採択があったためと考えられます。しかし、
特別推進研究が終了した2016年度と2017年度の全学での科研費
直接経費総額を見てみると、2016年度は約２億8800万円であっ
たのに対し、2017年度は２億8600万円とわずかに減少している
ものの、総じて考えれば増加の傾向が見られると判断されます。
　図３には科研費の採択件数と受託研究の件数の年次変化を示
しています。年によって若干の変動はあるものの、理工学部再
編後の10年間、それらは全体として増加傾向にあることは見て
取れると思います。
　このような科研費実績の伸びについては、もちろん先生方の

ご努力に負うところが大きいことは言うまでもありませんが、
研究推進センターによる科研費説明会や、申請書類の事前
チェックなどの様々な研究費の獲得・使用・報告における支援
も大きく貢献していると思います。そのような支援の１つとし
て、「科学研究費助成事業インセンティブ研究費」が挙げられ
ます。これは2015年度に導入された取り組みで、惜しくも科研
費採択には至らなかった課題について、その開示された評価に
基づき所定の金額の研究費を支給し、研究の推進を図り次回の
課題の採択につなげるというものです。その他にも、2014年度
からは「学術研究特別推進費」が導入されました。この研究費
には２つの種類があります。「重点研究」は３年間の研究で、
その後の大型研究費獲得につなげることを目指しています。一
方、「自由課題研究」は１～３年の期間内で自由にテーマを設
定できる研究です。これらの学内の研究支援は、学外の研究費
の採択や共同研究・受託研究などを確実に後押ししています。
　また、2016年度から導入されたシステムで特筆すべきものと
して「大学院生学会旅費支援」があると思います。これまで大
学院生の学会旅費については、個々の先生方の科研費などに
よってサポートされておりましたが、昨年度は学会の口頭発表
に限り年２回大学院生の旅費を支援するということで受付を開
始しました。2017年度はさらに対象を広げ、ポスター発表につ
いても支援すること、また受付は随時行うことに致しました。
その結果、申請件数は大幅に増加しました。2016年度は総計で
56件を支援し、そのうち48件が理工学部に対するものでした。
2017年度は10月までに既に114件の支援を行い、そのうち108件
が理工学部に対するものです。
　上記以外にも、過去10年間の研究実績の一端を表すデータが
あります。図４は2012年から2017年までの理工学部（大学院）
の教員・研究員・学生の受賞件数です。この数値は2012年から
理工学振興会が各種受賞・表彰情報を収集、記録し始めてから
得られたものです。学会参加支援制度よりも前のものではあり
ますが、学会などにおける学生の受賞件数は伸びてきています。
今後、大学院生への旅費支援がプラスに働いて、これからの科
学技術を担う研究者の受賞がさらに伸びることを期待したいと
思います。また、図５にはPD, RAの採用者数の変化を示して
います。これらの数値は大学院博士後期課程に進学した学生数
を反映するものであり、本学における若手研究者育成の進展を
示していると考えられます。

特集　第２部 大学院と研究
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研究推進体制の進化：産学官連携と共同研究
　産学官連携においては、研究内容の発信が第一の重要なス
テップになると考えられます。科研費の採択率の高さや、学会
賞などの受賞の伸びなどに示される研究力を発信していくこと
は、これからより重要になるであろうと考えます。
　研究機関における研究内容と企業の活動あるいはニーズとの
マッチングのための大きなイベントとして、科学技術振興機構
の「新技術説明会」「イノベーション・ジャパン」や農林水産
省の「アグリビジネス創出フェア」などがあります。2017年度
も理工学部の先生方が多数ご参加されました（p.26のSLOの項
も参照）。これらのイベントでは、大学での研究に関心を寄せ

る企業が数多く参加し、その場で先生方の研究に対する質疑応
答の機会があります。その後、何回かの面談によりマッチング
を図り、さらに共同研究へと発展していく流れが準備されてい
ます。図６に学外共同研究数の動向を示します。企業との学外
共同研究なら新たな研究費の申請が可能になります。例えば、
地域産学バリュープログラム（マッチングプランナープログラ
ム）、やA-STEP（以上科学技術振興機構）、戦略的基盤技術高
度化事業（経済産業省）などへの申請で、研究資金や研究体制
の整備を図ることができます。これら産学連携、共同研究の各
ステップでも、研究推進センターの担当者が伴走するようにノ
ウハウを伝えてくれます。大学全体での受託研究の契約金額は、
2014年度から2016年度までの過去３年間で年平均3.1億円にの
ぼっています。政府の第４期科学技術基本計画にもあるように、
科学技術駆動型のイノベーションを実現するためには、基礎研
究と実用化研究の間にある「死の谷」をいかにして乗り越える
かが重要であり、この段階の研究への研究費支援は今後も継続
されるものと考えられます。したがって、理工学部の特色ある
研究シーズが今後さらに資金的な援助を受け、大きく展開され
ることを期待したいと思います。

謝辞
　最後になりましたが、女性研究者支援に関するデータはダイ
バーシティ推進室の近藤優子さん、理工学部長室渡邉由美子さ
んより頂いたものです。
　研究支援体制に関するデータの基本は電子版SCI-TECHから
１つずつ拾ってきたものです。データの集計については理工学
部の荒木剛先生に助けていただきました。また大学の統計デー
タについては理工学部長室の渡邉さん、研究推進センター事務
長渡邉真美さんより頂きました。この場をお借りしてお礼申し
上げます。
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理工学振興会
 理工学振興会会長　板谷 清司
　理工学振興会は、1989年に理工学部の教育・研究活動を支援
するために設立されました。森脇隆夫初代会長は、会報
SOPHIA SCI-TECH Vol.１の巻頭言で、学部教育・研究の強
化と優秀な人材の育成を設立の趣旨に掲げています。人材育成
については、大学院での学業を支援するため、現在までに延べ
1,204名の学生に奨学金を給付しました。その累計総額は実に
２億1500万円にのぼります（図１）。この他にも、過去には教
員や大学院生が国外の学会で発表する際の渡航費を支援してい
た時期もありました。一方、研究支援については、2001年にソ
フィアリエゾンオフィス（SLO；次項を参照）が設立されまし
た。2002年のSCI-TECH Vol. 13の巻頭言で、高祖敏明上智学
院理事長は、インターンシップや委託研究・共同研究、各種の
技術移転など、産学連携の一層の強化をSLOに期待しているこ
とを述べられています。
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図１　 大学院学生の奨学金給付人数と給付額の変遷
　　　 博士前期課程（緑）と博士後期課程（紫）の大学院生と  

累計給付金額（青）

　過去10年間、本会では、SCI-TECHやwebなどを通じて、理
工学部の教員の研究を中心に、社会的に関心が高いテーマを世
の中に紹介する活動を強化して参りました。理工学部再編後の
特集記事を改めて読み直しますと、エネルギー、環境、材料に
関わる記事が多く見受けられます。例えば、「再生可能エネル
ギー発電技術の動向」（牛山泉；2009）、「エネルギーおよび環
境と材料技術」（高井健一；2010）、「水素・自然エネルギー社
会への飛躍」（陸川政弘；2012）、「環境・省エネ自動車動力と
システム制御技術」（申鉄龍）及び「ナノコラム結晶がもたら
す三原色発光デバイス」（岸野克巳）（2013）、「ナノデバイス・
物性研究の最前線」（下村和彦；2014）、「高温超伝導研究の最
前線」（足立匡；2017）などが挙げられます。今後も、本会は人々
の関心の高い研究テーマをタイムリーに取り上げ、理工学部の
活動を支援していきたいと考えています。

SLO
 SLO長　鈴木 隆
「リエゾンオフィス」とは、企業ニーズと大学の研究テーマや
技術シーズのマッチングを行い、産学連携による共同研究、技
術移転等の実現を支援する組織のことです。2001年に設立され
たSLO（Sophia Liaison Office）では、以下の活動を行っています。
①�研究推進センターの協力のもと、産学連携と委託研究の推進
②社会の要請に対応した迅速な技術・情報の提供
③理工学部・理工学研究科の教員が行っている研究の広報
④�学内及び学外専門家による講演を通じた社会への情報発信
　本稿では、理工学部再編後の10年を振り返りながら、次の10
年に向けた活動について考えてみたいと思います。
　①～④の具体的な活動としては、①技術相談、分析・試験依
頼、委託研究など、②と④SLO主催の産学技術交流会、③各種
産学交流イベントへの参加、に分けられます。①については、
企業や研究機関などからの問い合わせや依頼は、研究推進セン
ターと理工学部同窓会が窓口となり、SLOが迅速に対応できる
仕組みとなっています。②と④の交流会については、オールソ
フィアンズデーと同日に開催し、卒業生との連携を深めていま
す。2015年からは理工学部同窓会と協力して、「産学技術交流
会～理系ソフィアンの集い～」と名称を改め、産学のニーズに
あった講演会・ポスター発表（理工学専攻８領域、テクノセン
ター２件、理工学部同窓会２件）と親睦会を共催で開くことに
しました。③については、研究推進センターと連携し積極的に
進めることにしました。2015年度は10イベント（JST新技術説
明会、イノベーション・ジャパン、ワイヤレス・テクノロジー・
パークなど）、2016年度は９イベントに多数の教員が参加し、
本学の研究成果を広くアピールしました（図２）。
　このように、SLOは社会のニーズと大学の知財を繋ぐパイプ
の役割を担って参りました（図３）。更にSLOの活動を活性化
させるためには、人的にも予算的にも不足しており、教員並び
に同窓会の皆様には種々の活動にボランティアとしてご協力を
頂く機会が増えている状況です。社会のニーズへの対応と研究
広報活動の重要性をご理解頂くと同時に、今後もご指導・ご鞭
撻をよろしくお願い申し上げます。
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図２　最近の広報活動の活発化

第３部　理工学部支援
特集　理工学部再編から10年の歩み
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理工学部同窓会
 理工学部同窓会会長　池尾 茂
　上智大学理工学部同窓会（以下、同窓会）は、2013年５月に
設立総会を行い、スタートしました。同窓会の設立は、理工学
部の改組と大きくかかわっていることから、ここに設立の経緯
を述べさせていただくと同時に、同窓会の活動についてご紹介
させていただきます。
　ご存じの通り、上智大学理工学部は、1962年４月に機械工学、
電気・電子工学、物理、化学の４学科でスタートし、その後数
学科が加わり、40年以上５学科の体制で運営されてきました。
当時は、正式には講座制（講師以上２名と助手２名の体制）で
運営されていましたが、機械工学、化学以外の学科では実質上
研究室制（講師以上１名と助手１名）で運営されており、それ
に伴い、卒業生の会も講座制をとっている機械工学、化学両学
科では講座の同窓会が主であり、講座制をとっていない電気・
電子工学、数学の両学科では学科同窓会が作られ、ソフィア会
の登録団体として活動していました。
　1997年に学長から将来計画を検討するようにという指示があ
り、理工学部の再編についての検討が始まりました。これは、
大学を取り巻く環境の変化、すなわち初等・中等教育カリキュ
ラムの変更に伴う入学者の大学入学時に履修している科目・内
容の変化、理工領域における学問分野の広がり、社会における
理工学部教育に対する要望の変化などに対応できる学科構成を
考えるようにとのことであり、学部内における侃々諤々の議論
の末に、最終的に３学科、研究室制で2008年４月に新しい学科
体制がスタートしました。
　３学科かつ研究室制になったことにより、従来の同窓会は継
続が難しくなりました。このような状況の中で、2012年11月の
理工学部設立50周年記念パーティの際に、参加した卒業生の間
で今後どうすべきかという話し合いが行われました。丁度、時
を同じくして、大学とソフィア会の間で、大学のステークホル
ダーである卒業生と大学の協力体制を一層強化すべく、全学的
に学部・学科同窓会を作っていこうという話し合いが行われて
おり、それも追い風となって、2013年５月に理工学部同窓会が
発足しました。大学とソフィア会との話し合いの中で、通常の

同窓生間の交流事業に加えて、学部は同窓会の事務所を学部事
務室に置くことを認め、学部教員が同窓会に協力することにな
り、同窓会は学部の要請に応えて学部の支援活動を行うことに
なりました。
　このような経緯でスタートした同窓会の現在の活動について
次に述べさせていただきます。
　まず、同窓会会員の交流ですが、研究会の設置とゴルフ会及
び『つくるネットワーク』を通しての会員交流があります。『つ
くるネットワーク』では、「つくる」をキーワードに卒業生に
話題提供いただき懇談する会合を毎年３～４回開催し、これま
での参加者は約70名になっています。研究会としては、医療情
報システム研究会、ビッグデータ研究会、IoT＆AI研究会、企
業経営者の会が活動しています。最初にスタートした医療情報
システム研究会は理工学部卒業生から、看護学科や法学部の卒
業生、情報理工学科、看護学科、社会福祉学科の教員と会員の
輪が広がり、その中から多言語医療情報システムの開発という
大学と同窓会の共同研究に発展し、その成果を社会に広めるた
めのコンソーシアムが設立されました。そのほかの研究会でも
卒業生だけでなく広く輪を広めるべく活動を行っています。
　学部への支援活動としては、発足当時の理工学部長（前学長）
の早下先生からの要請に基づき、同窓会の寄付講座（正式には
連携講座）の開設と、理工学部学生のための奨学金の給付を行っ
ています。前者は「つくるⅠ」と「つくるⅡ」という全学共通
科目です。Ⅰは１、２年次の学生対象で、12名の卒業生がそれ
ぞれ１回ずつ自分の仕事やこれまでのキャリアなどを講義し、
学生の将来設計のきっかけを与えるもので、Ⅱは３、４年生向
けの科目で、前半、後半と異なる企業にお願いし、実務に関連
した課題を出していただき、学生にグループ毎に検討して回答
を提案してもらっています。また、春期及び夏期休暇中に海外
短期英語研修に参加する学生を対象として理工学部同窓会奨学
金を支給しています。学生数の増加にもかかわらず、イエズス
会会員である教員の数が著しく減少しており、理工学部の学生
にとっては外国人教員と接触する機会が減っていることへの対
策として海外短期研修制度が設けられています。そのほかにも、
学生のための企業見学会の開催、情報理工学科及び理工学研究
科情報理工学領域が主催して８月初めに行われるハッカソンの
支援、キャリアセンターとの共催の就職を控えた学生と若手卒
業生との話し合いの機会である理工系OB/OG交流会の開催な
どを行っています。
　同窓会は以上のような活動を行っていますが、同窓会が発足
したことすら約18,000人の理工学部卒業生全体には、十分に知
れ渡っていない状況です。同窓会の活動をお知らせするために、
ソフィア会のホームページ内に理工学部同窓会のブログページ
　http://www.sophiakai.jp/blog/rikougakubu-alumni/
を開設していますので、是非一度ご覧下さい。
　また、少しでも関心をお持ちの方は、
　rikougakubu-almuni@sophiakai.gr.jp
までご連絡ください。

理工学部
理工学研究科

リエゾンオフィス

理工学部
同窓会

研究推進
センター

社会のニーズ

図３　理工学部支援におけるリエゾンオフィスと同窓会の役割
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2017年度
理工学部・理工学研究科
プロフィール①
2017年度・上智大学学部学生数� 12,575名

理工学部 男 女 計

物質生命理工学科 306 234 540

機能創造理工学科 448 93 541

情報理工学科 452 135 587

計 1,206 462 1,668

⃝生物科学分野
教員名 職名 主な研究テーマ

川口 眞理 准教授 魚類の多様性進化と環境適応進化
神澤 信行 教　授 運動タンパク質の細胞生物学
近藤 次郎 准教授 生体高分子の構造研究と創薬・材料科学への応用
齊藤 玉緒 教　授 細胞間情報伝達物質の分子生物学的研究
鈴木 伸洋 助　教 植物の環境ストレス応答を制御するメカニズム
千葉 篤彦 教　授 脳の機能と行動発現
林 謙介 教　授 神経細胞の形態形成と機能分化
藤原 誠 准教授 植物オルガネラの分裂・形態ダイナミクス
安増 茂樹 教　授 孵化酵素の発生進化学

⃝英語コース
教員名 職名 主な研究テーマ

荒木 剛 特任助教 刺激受容と応答の細胞生化学
Brenner Tom 特任助教 Food Science, Soft Matter, NMR Pulse-sequence Optimization

⃝化学分野
教員名 職名 主な研究テーマ

臼杵 豊展 准教授 天然物化学：生物活性天然有機化合物の化学的研究
遠藤 明 准教授 金属錯体を用いる電気化学的分子認識システムの開発
木川田 喜一 教　授 化学的手法による火山活動モニタリング、エアロゾル・大気沈着物による大気動態解析
久世 信彦 教　授 気体電子線回折、マイクロ波分光法、計算化学による分子構造解析
鈴木 由美子 准教授 生物活性・機能性物質の合成と有機分子触媒反応の開発
ダニエラチェ セバスチィアン 准教授 安定同位体を用いた理論・実験・モデリングによる惑星大気化学
長尾 宏隆 教　授 金属錯体の合成と配位子反応を利用した物質変換
南部 伸孝 教　授 化学反応の理論的解明と機能分子設計
橋本 剛 准教授 金属錯体または電気化学を用いた新しい分離・分析法の開発
早下 隆士 教　授 超分子形成に基づく新しい分離・分析法の開発
三澤 智世 助　教 （2018年度　新任）

⃝応用化学分野
教員名 職名 主な研究テーマ

板谷 清司 教　授 セラミックス原料粉体の合成と性質
内田 寛 教　授 無機材料薄膜の堆積プロセス開発および高機能化
鈴木 教之 教　授 有機金属化合物の特性を活かした新しい合成反応の開発
髙橋 和夫 教　授 燃焼の化学反応解明と環境低負荷燃焼技術への応用
竹岡 裕子 教　授 機能性高分子・有機無機ハイブリッド材料の開発とその応用
田中 邦翁 准教授 プラズマによる薄膜堆積・表面改質及びプラズマ診断
藤田 正博 准教授 イオン液体と高分子を用いた機能材料の開発
堀越 智 准教授 マイクロ波グリーンテクノロジー・光触媒による環境保全技術
増山 芳郎 特別契約教授 均一系及び不均一系環境調和型触媒反応プロセスの創成と有機合成への応用
陸川 政弘 教　授 機能性高分子材料の合成とクリーンエネルギーシステム

⃝原子分子物理学分野
教員名 職名 主な研究テーマ

東 善郎 教　授 放射光科学、原子分子物理学
岡田 邦宏 教　授 イオンのレーザー冷却とその応用、低温イオン分子反応の研究
小田切 丈 准教授 分子共鳴状態の反応動力学に関する実験研究
星野 正光 准教授 量子ビームによる原子・分子の励起過程に関する研究

物質生命理工学科
Department of Materials and Life Sciences
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  ただいま
研究中 回転分光に関する

最近のトピックス
　私たち物理化学研究室では分子科学の一分野
として、回転分光と気体電子回折という実験手
法により、気体状態の分子の精密構造と反応に
ついて研究を行っています。今回は回転分光に
フォーカスをあてて、最近の研究動向を紹介し
ていきたいと思います。
　回転分光法はマイクロ波、ミリ波、テラヘル
ツ波などと呼ばれる数 GHz から数百 GHz の周
波数を持つ電磁波を光源とし、分子の回転準位
間の遷移について、高分解能スペクトルを観測
する実験手法です。空間中での分子の回転運動
に由来する回転スペクトルを解析するにあたっ
ては、角運動量の量子化が理論的なバックグラ
ウンドとなります。スペクトルデータの解析か
らは、分子の立体配座や原子間距離といった構
造の情報だけではなく、分子内の内部回転運動
に関するポテンシャルエネルギーや、双極子
モーメント、核四極子やスピンの相互作用に関
する情報も知ることができます。
　私たちの研究室では現在、フーリエ変換型マ
イクロ波分光器を主に用い、シュタルク変調型、
周波数変調型といった実験原理の異なる実験装
置も用いています。また近年研究例が増えてき
ておりますが、日本国内ではまだわずかな報告
例しかない、チャープパルス－フーリエ変換型
マイクロ波分光器の開発も今後進めていこうと
考えております。

　これらの実験装置を用いて、私たちは主に「香
りを持つ分子」と「星間分子」を対象として研
究を進めてきました。果実やスパイスなどの香
りの成分となる分子は多岐にわたっています。
その中には有機化学の分野ではどうということ
のないサイズですが、私たちの回転分光の立場
からすると、原子数が多く、多様な立体配座を
持っているため、実験データの測定や解析が困
難なものが多くみられます。私たちはこのよう
な研究対象に対して、量子化学計算による理論
からのアプローチを組み合わせることで複雑な
スペクトルの帰属を行っていきます。また分子
内または２分子間の相互作用がいくつも重なる
ことでスペクトルが複雑に分裂します。私たち
はこれまでの研究を踏まえ、より相互作用の種
類が多い分子を実験対象に取り上げようと考え
ています。さらに高分解能分光の分野で数年前
から脚光を浴びているのは分子のキラリティー
研究です。これまでは紫外・可視光が分子キラ
リティーの研究に広く用いられてきましたが、
ごく最近になってキラル回転分光という新しい
概念が提唱され、それを裏付ける実験報告が少
し出てきました。私たちもこの新しい研究分野
に対応する形で今後の研究テーマを見据えてお
ります。
　また実験室系での回転分光実験は、電波望遠
鏡による電波天文学と結びつくことで、星間分

子の発見や宇宙での
分子の存在分布に関
する研究へと広がり
ます。星間分子とは星
の間にある雲に存在する分子のことで、宇宙に
存在する分子の雲には Diffuse Cloud、暗黒星
雲、星形成領域、星周雲などがあります。これ
まで約 200 種の分子が観測されていて、その
中には地球上では安定に存在し得ないイオンや
ラジカルが多く存在します。しかしアミノ酸や
多環芳香族炭化水素（PAH）など、以前から
その存在が想定されながら、いまだ確たる実験
的証拠がないものも多くあります。そのような
中、私たちは東京理科大学が中心となった電波
天文観測プロジェクトに参加し、星形成領域に
おいて初めて CCCCCCCH という長い炭素鎖
を持つ分子の検出に成功しました。このことは
ニュース報道として一般に紹介されたのです
が、中でも子供向けの雑誌「子供の科学」
2017 年 12 月号でとりあげていただいたこと
が、最近の嬉しい出来事です。

物質生命理工学科
教授
久世 信彦

環境の大切さを動物から学ぶ 物質生命理工学科
准教授
小林 健一郎

  ただいま
研究中
　私たち環境生物学研究室（写真Ａ）では、生
物の環境適応を研究しています。両生類や魚類
では消化管の働きが食生活にどのように適応し
ているのか、調べています。
　スポッテッドガー（Lepisosteus oculatus、写
真Ｂ）は、アメリカ原産の肉食性の淡水魚で、
分類学では全骨魚類に属します。キンギョなど
と同じ硬骨魚類ですが、進化的に古いタイプの
古代魚であり、両生類などの陸上の四足動物に
近縁な魚です。そのため、脊椎動物の進化を考
える上で魚類と四足動物をつなぐ動物として注
目され、ゲノムが解読されています。その大き
な胃ではペプシンという消化酵素が食物タンパ
ク質を消化しており、ゲノム中からは複数のペ
プシノーゲン（ペプシンの酵素前駆体）の遺伝
子が見つかります。また、ペプシンに類似した
カテプシンＥの遺伝子も含まれています。カテ
プシンＥは、四足動物に特有の酵素と思われて
おり、今まで魚ではその存在が知られていませ
ん。私たちは、獲物を消化するのにどのような
ペプシンが働いているのか、生化学的手法で調
べており、同時に、カテプシン E が胃から検
出できないかどうかを調べています。
　ウシガエル（Lithobates catesbeianus）のオ
タマジャクシ（写真Ｃ）は、これまで主な研究
対象にしてきた動物です。水中の藻や、水底に
沈む動植物の遺骸などを食べる雑食性です。ウ

シガエルはアメリカ原産の大型のカエルで、生
きた獲物を捕らえて食べる肉食性ですが、その
子どもであるオタマジャクシは藻などを食べ、
親とは異なる食性を持ちます。この親子の食性
の違いは、それぞれの消化管に反映されていま
す。カエルが大きな胃と短い腸をもつのに対し
て、オタマジャクシはその胴体に、コイルのよ
うに巻かれて詰め込まれた長い腸を持ちます。
その消化管には胃が見当たりません。胃ができ
るのはオタマジャクシがカエルに変態するとき
で、長かった腸が短縮すると同時に胃が作られ
ます。私たちは、将来胃が作られるオタマジャ
クシの前腸の消化機能に注目していま
す。前腸がオタマジャクシ特有の消化器
官であり、そこではペプシンではなくカ
テプシンＥが消化酵素として働いている
と考え、その消化機能を調べています。
　チャコバゼットガエル（Lepidobatrachus 
laevis）もアメリカ原産のカエルですが、
乾燥した土地である南米のチャコ地方に
暮らしています。そのオタマジャクシ（写
真Ｄ）は、雨期に一時的にできる池で育
ちます。池の水が干上がる前に、産卵後
３週間ほどでカエルになります。この急
速な成長を栄養面で支えているのは、肉
食性です。食物の乏しい一時的な池では、
仲間のオタマジャクシや昆虫などの小動

物が獲物になります。オタマジャクシらしから
ぬ食性を反映して、その消化管には胃が存在し
ます。肉食性に役立つ胃をオタマジャクシのと
きから持つように進化したのだと言われます。
私たちは、オタマジャクシの胃ではどのような
ペプシンが働いているのか、また、食物の種類
が変わると胃や腸の発達がどのように影響を受
けるのかを調べています。
　どの生物も生活環境に適応しながら生きてい
ます。その適応の姿を研究しながら、環境が生
物に与える影響の大きさ、自然環境を守ること
の大切さを学んでいます。
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⃝物理分野
教員名 職名 主な研究テーマ

足立 匡 教　授 新奇な量子物質の創製と超伝導及び新機能のメカニズムの解明
江馬 一弘 教　授 光物理学、光物性、非線形光学
大槻 東巳 教　授 低温における量子輸送現象の理論的研究
欅田 英之 准教授 超高速非線形分光
黒江 晴彦 准教授 量子スピン系、強相関系の実験的研究
桑原 英樹 教　授 強相関電子系における電子物性
後藤 貴行 教　授 超伝導体・量子スピン磁性体のNMR 及びμSR
坂間 弘 教　授 薄膜の成長、遷移金属酸化物、光触媒、表面科学、宇宙コンタミネーション
高柳 和雄 教　授 凝縮系および原子核物理学の理論的研究
平野 哲文 教　授 ハドロン物理学に関する理論的研究

⃝英語コース
教員名 職名 主な研究テーマ

片山 弘造 特任准教授 次世代半導体メモリデバイスとシステム応用の研究
和南城 伸也 特任准教授 宇宙物理学、特に元素の起源に関する理論的研究

⃝機械分野
教員名 職名 主な研究テーマ

一柳 満久 准教授 伝熱工学・エンジンシステムにおける熱流体解析
申 鉄龍 教　授 自動制御理論・自動車動力系制御技術
末益 博志 教　授 先進複合材料・構造の設計・評価
鈴木 隆 教　授 高効率エンジンシステムの構築
鈴木 啓史 准教授 水素環境下での金属材料の強度と破壊
曹 文静 助　教 （2018年度　新任）
高井 健一 教　授 水素エネルギー社会に向けたインフラ材料の構築
竹原 昭一郎 准教授 機械・人間系の動力学解析
田中 秀岳 准教授 加工計測・機能性評価
張 月琳 助　教 （2018年度　新任）
築地 徹浩 教　授 油圧空気圧機器の高品位化と流動解析
曄道 佳明 教　授 高度輸送システム、探査システムのダイナミクスと制御
長嶋 利夫 教　授 計算力学手法を用いた構造物の損傷進展シミュレーション
久森 紀之 教　授 高度医療技術を支える生体機能材料の構築
武藤 康彦 特別契約教授 多変数制御系および適応制御系の設計理論
渡邉 摩理子 准教授 混相流、反応性流体、数値流体力学
ジェミンスカ エディータ 助　教 衝撃波と境界層の相互干渉による自着火現象の解析（SWBLI）

⃝電気・電子分野
教員名 職名 主な研究テーマ

菊池 昭彦 教　授 無機／有機複合型半導体デバイス、ナノ構造半導体デバイス、光機能デバイスの開発
坂本 織江 准教授 電力系統の解析技術と制御技術の高性能化
下村 和彦 教　授 ナノ構造デバイスを用いた光集積回路、光インターコネクション
高尾 智明 教　授 超伝導及び関連技術のエネルギー応用、磁気浮上と搬送システム
富樫 理恵 助　教 （2018年度　新任）
中岡 俊裕 教　授 ナノテクを駆使した物理現象研究とデバイスへの応用
中村 一也 准教授 電力機器のための超伝導利用技術に関する研究
野村 一郎 教　授 新半導体材料の創製とデバイス応用
宮武 昌史 教　授 スマートな交通システムのための電力・車両・運輸技術
谷貝 剛 教　授 超電導を用いた低炭素電力システム、直流送配電工学

2017年度
理工学部・理工学研究科
プロフィール②
2017年度・上智大学大学院学生数� 1,332名

博士前期課程 男 女 計

理工学研究科理工学専攻 366 98 464

博士後期課程 男 女 計

理工学研究科理工学専攻 29 10 39

機能創造理工学科
Department of Engineering and Applied Sciences
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  ただいま
研究中
　私の興味は、極低温（数 K 程度）で超高圧（数
GPa 程度）な多重極限環境で、物性測定を行
う 事 で す。 こ の 環 境 は、 常 温・ 常 圧（ 約
300K・約百 kPa）に比べて大きく違いますが、
無機物の中で起こる、数 meV のエネルギーの
準粒子が関与する現象を実験的に研究するに
は、特別な事ではありません。
　先ずは多重極限環境の実現方法から説明しま
す。1.5K の極低温環境は、常圧での沸点が 4.2K
の液体ヘリウムを、減圧する事で実現します。
超高圧環境の実現にはダイアモンド・アンビル・
セル（DAC）を使います。２つの同じ大きさ
のダイアモンド製のアンビルで、300µm 程の
穴の開いた金属板（ガスケット）を挟み込み、
締め付ける事で 10GPa までの圧力を発生させ
ます。ガスケット内には試料と液体圧力媒体を
充填し、静水圧を実現します。DAC 内部の写
真を掲載しました。DAC 本体は 30mm 角の立
方体です。窓をつけた測定用の低温容器（クラ
イオスタット）に DAC 本体を入れて冷却し、
その中の試料を外部から長焦点顕微鏡で観測す
る事で、多重極限環境での分光測定システムが
実現します。1GPa 以上の高圧力下ではルビー
蛍光の赤色が、より深い赤色に変化する事を利
用して、圧力を計測できます。
　次に、光散乱を説明します。光や物質の中の
種々の励起は、量子力学的には準粒子の生成・

消滅として扱えます。レーザー光を物質に入射
すると、光と物質内の種々の準粒子の間で非弾
性散乱が起こり、入れたはずの無いエネルギー
の光が生じます。これを、上述の多重極限環境
下での分光測定システムを用いて、波長の僅か
にずれた散乱光として検出し、固体中の種々の
励起エネルギーを測定します。入射光も散乱光
も可視光なので、試料が見えれば測定が可能で
す。ガスケット内に圧力計測用のルビー粉末と
試料を入れることで、多重極限環境での圧力計
測と光散乱測定ができます。
　実験結果として、スピン・ギャップ系 KCuCl3
の光散乱測定の結果を紹介します。図は、多重
極限環境での光散乱スペクトルです。低温・高
温の両方に観測される格子振動によるピークの
他に、低温でだけ生じるピークが観測されまし
た。この新しいピークは、磁気励起
の振幅モードと呼ばれるもので、常
圧でのものと違った磁気構造が、高
圧下で実現している事、すなわち圧
力誘起相転移の証拠です。詳細は省
きますが、この振幅モードは、位相
モードに緩和している事も分かりま
した。この様子は、ビッグバンの際
に起こった自発的な対称性の破れに
よって、Higgs モードと Goldstone
モードができる様子と同様のものと

言われています。手の
ひ ら に の る DAC の、
小さな穴の中に据えた
試料の中で起こる出来
事が、ビッグバン直後の宇宙の研究につながる
かもしれません。そんな所に物理学の深みを感
じながら、実験を行っています。

追記：DAC 内の二つのダイアモンドの表面が
汚れていたり、中心軸がずれていたり、平行度
が狂ったりしていると、せん断応力が生じてダ
イアモンドが割れてしまう事がある、スリリン
グな実験です。

機能創造理工学科
准教授
黒江 晴彦

多重極限環境の光散乱
～手のひらの中のビッグバン？～

炭素繊維強化複合材料と航空機 機能創造理工学科
教授
末益 博志

  ただいま
研究中
　航空機は、長距離を短時間で移動するのに大
変便利で生活になくてはならない道具となって
いますが、自動車や列車と違って故障をすれば
墜落して乗客全体の生命に重大な危機をもたら
す乗り物です。その設計・製造は、墜落する確
率を可能な限り小さくするという考え方で実施
されています。構造・材料に関しては損傷許容
設計という手法がとられます。これは点検で見
つからない損傷が存在しても次の点検で発見さ
れるまでは構造に十分残存強度があるように設
計するという手法です。このためには運航中に
かかる負荷を知ることと、考えられる最も厳し
い力が働いたとしても次の点検までその損傷が
重大な事態には至らないという保証をすること

が要求されま
す。これを実
現 す る た め
に、航空機設
計 で は ビ ル
デ ィ ン グ ブ
ロック法とい
う設計手法が
とられていま
す。これは図
のように、材
料の基本特性

（Coupon）を

知ることから始めて、これを組み上げて作製す
るより大きな構造、さらに上の構造と理解を積
み上げて最終構造物が安全であることを保障し
ていく設計手法です。ところで炭素繊維は非常
に強い材料です。アルミニウムより軽く、アル
ミニウム合金のおよそ 10 倍の強さがありま
す。航空機の性能を上げるためには機体をでき
るだけ軽くしたいので、炭素繊維複合材料はと
ても魅力的な材料です。しかし、炭素繊維複合
材料は金属と違って方向性がある不均質な材料
です。ビルディングブロック法を用いると、方
向ごとの基本特性を知るだけで金属の数倍の試
験データが必要になります。さらに非均質性を
考えると要求される基本データの数が膨大にな
ることが想像できると思います。このため炭素
繊維複合材料を使うには開発時に想像以上の労
力と時間がかかります。この要求される試験の
一部をコンピュータシミュレーション（バー
チャルテスト）で置き換えて、航空機開発に要
する時間とコストを削減しようという研究が、
近年盛んに行われています。しかし、複合材料
が壊れていく過程をシミュレーションするのは
バーチャルテストの中で最も困難な課題になっ
ています。現在のコンピュータ技術ではなかな
かうまくシミュレーションができません。この
ことを補うために、壊れる理由と結果を論理的
に理解して破壊過程を単純化してシミュレー

ションを実施するという研究を、次世代航空機
CAE 技術研究開発センターを立ち上げ、長嶋
教授と共同で行っています。例えばボルト結合
部の破壊、小石などの衝突からの損傷などコン
ピュータで解く場合には無限に近い壊れ方から
正しい答えを求めるのは至難のわざですが、壊
れやすい方向と壊す力の大きい方向ということ
で考えると壊れ方が絞られてきます。この仮定
の下でバーチャルテストを行えば、実際の破壊
問題を大きく外れない形で予測が可能となりま
す。これからの航空技術だけでなく、他の分野
への普及も期待される研究です。

（a） シミュレーションで
求めた衝撃損傷ビルディングブロック法の説明図

（b） 実験で得られた
衝撃損傷
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図： 多重極限環境の光散乱スペ
クトル。低温のみで観測さ
れるピークを矢印で示した

写真： ガスケットの中の試料
とルビー粉末
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⃝情報通信分野
教員名 職名 主な研究テーマ

小川 将克 教　授 無線通信方式、無線通信ネットワーク
澁谷 智治 教　授 符号理論、暗号理論、情報理論、情報数理、情報通信工学
炭 親良 准教授 リモートセンシング、波動信号処理、生体医工学（超音波、電磁波計測、治療）、逆問題、可視化工学
高橋 浩 教　授 超高速光通信、光信号処理、光集積回路、テラヘルツ回路、フォトニック結晶
林　 等 教　授 IoT、センサネットワーク、無線通信システム、情報通信工学
萬代 雅希 教　授 コンピュータネットワーク、情報通信工学
和保 孝夫 特別契約教授 超高速／低消費電力集積回路、アナログ/ デジタル信号変換技術、多値論理回路、ナノ構造電子デバイス

⃝社会情報分野
教員名 職名 主な研究テーマ

伊呂原 隆 教　授 生産・物流システムの最適化
川端 亮 准教授 情報システム工学、ソフトウェア生産技術
ゴンサルベス タッド 教　授 機械学習、エキスパートシステム進化的アルゴリズム
高岡 詠子 教　授 データベース、多言語情報システム、スマフォ／タブレットアプリ、医療情報、情報教育
宮本 裕一郎 准教授 組合せ最適化、離散アルゴリズム、数理計画、オペレーションズ・リサーチ
矢入 郁子 准教授 人間行動の分析・可視化、深層機械学習、ブレインマシンインタフェース、IoT

⃝数理情報分野
教員名 職名 主な研究テーマ

大城 佳奈子 准教授 位相幾何学、結び目理論
加藤 剛 准教授 数理統計学、統計的データ解析、ウェーブレット解析
後藤 聡史 助　教 作用素環論
五味 靖 准教授 代数群・Hecke 環の表現論
辻　 元 教　授 複素多様体論
都築 正男 教　授 保型形式と整数論
角皆 宏 教　授 整数論・構成的ガロア理論
中島 俊樹 教　授 量子群・量子展開環、結晶基底
中筋 麻貴 准教授 解析数論、組合せ論的表現論
平田 均 講　師 応用解析　特に数理物理・数理生態学
トリアン ファビアン 准教授 Geometric Iwasawa Theory
山下 遥 助　教 統計的品質管理、ビジネスアナリティクス

⃝人間情報分野
教員名 職名 主な研究テーマ

荒井 隆行 教　授 音声コミュニケーション（音声科学・聴覚科学）、音響音声学、音声の福祉工学・障害者支援、音響学・音響教育
川中 彰 教　授 視覚情報処理、画像・映像の符号化、３次元画像モデル生成、コンピュータグラフィックス、視覚パターン情報の認識
笹川 展幸 教　授 神経系細胞の情報伝達機構に関する薬理学的研究
田中 昌司 教　授 音楽脳科学、人間の学習・記憶・認知・行動に関する脳ネットワーク解析
田村 恭久 教　授 教育工学、eラーニング技術、学習履歴分析
新倉 貴子 准教授 神経科学、分子細胞生物学、神経病理学
藤井 麻美子 准教授 医用光工学、医用電子工学、脳機能計測、生体光学物性計測
山中 高夫 准教授 知覚情報処理、知的センシングシステム、パターン認識、コンピュータビジョン

研
究
テ
ー
マ
一
覧

2017年度
理工学部・理工学研究科
プロフィール③
教員数

理工学部 教授 准教授 講師・助教 計

物質生命理工学科 15（1） 17（3） 3（0） 35（4）

機能創造理工学科 20（0） 14（2） 1（1） 35（3）

情報理工学科 15（1） 13（4） 4（2） 32（7）

計 50（2） 44（9） 8（3）102（14）

理工学研究科
理工学専攻 教授 准教授 講師・助教 計

機械工学領域 6（0） 6（1） 1（1） 13（2）

電気・電子工学領域 9（0） 5（2） 0（0） 14（2）

応用化学領域 3（0） 6（1） 0（0） 9（1）

化学領域 5（0） 5（1） 0（0） 10（1）

数学領域 4（0） 4（1） 3（1） 11（2）

物理学領域 9（0） 7（0） 0（0） 16（0）

生物科学領域 5（1） 5（2） 1（0） 11（3）

情報学領域 8（1） 6（1） 1（1） 15（3）

計 49（2） 44（9） 6（3） 99（14）
＊ 2017 年 12 月現在。特別契約・非常勤教員は除く。

（　）内は女性教員数。

情報理工学科
Department of Information and Communication Sciences
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  ただいま
研究中
　現在、日本には数多くの企業が存在します。
製造業、商業、金融業、サービス業などたくさ
んの分野にわたり様々な企業が経済活動を行っ
ています。企業が発展するためには、提供する
製品の質、サービスの質を向上させる努力が必
要不可欠となります。その際に、データ分析を
基礎とした議論は有効なアプローチとなるで
しょう。しかしながら、企業が提供する製品の
質やサービスの質を表すクォリティ・データを
分析する際には、多くの困難が存在します。例
えばデータの量の問題、データの質の問題、分
析手法の問題等々、たくさんの問題点が待ち受
けております。私は、そうしたクォリティ・デー
タに興味をもち、新たな解析技術の開発を行っ
ております。

　ここで、具体的な研究内容についてご紹介し
ていきたいと思います。私は主に（１）製品の
質の向上に関する研究、（２）サービスの品質
の向上に関する研究を展開しております。前者
は主に製造業を対象とした統計的品質管理に関
する研究、後者は主に企業のサービスに焦点を
当てたサービス工学に関する研究と位置づけら
れます。

（１）製品の質の向上に関する研究について

　日本の製造業は、製品の信頼性の高さから、
海外からも高い評価を受けております。その背
景には、多くの技術者の努力が存在しています。
当研究室では、そのような製造業における製品
や部品の品質管理に焦点を当て、効率よく製品
の試験を行うための計画の最適化方法や、いち
早く不良品が発生していること、または発生す
る確率が高くなっていることを検出する方法、
データの解析の上で問題になる欠損値を既存の
データからうまく推測、補完することで分析し
やすくしていくための方法に関する研究を行っ
ております。
　これらの研究を通して、日本のみならず、世
界の製造業のクォリティを向上させるための手
助けができれば幸いであると考えております。

（２）サービスの品質の向上に関する研究について

　現在、日本の産業界ではサービス産業の占め
る割合が急激に増加しております。サービス産
業では情報化社会の加速により、様々な種類の
大量のデータが蓄積されるようになりました。
その結果、得られたデータを分析し活用するた
めの技術の開発が幅広く求められるようになり
ました。一方で、データが大規模化、複雑化す

るにつれ、既存のデー
タ分析方法の適用のみ
では得ることの難しい
分析視座が数多く生ま
れ、そういった問題を解決するような分析手法
の開発が強く望まれるようになりました。私は
主に推薦システムの開発、消費者の行動分析、
消費者の意識を把握するためのアンケート設
計、およびアンケートの解析方法についての研
究にも取り組んでおります。
　これらの研究を「学問的新規性と実務への貢
献」を常に意識しながら研究室の学生たちとと
もに展開しております。製造業においてもサー
ビス業においてもデータ解析の活用により品質
を向上させる伸び代はまだまだあると考えてお
ります。このような研究を通して、社会への貢
献をしていくことが私の目標です。

情報理工学科
助教
山下 遥

クォリティ・データの解析

コンパクト・ケーラー
多様体の研究

情報理工学科
教授
辻　元

  ただいま
研究中
　私の研究テーマはコンパクト・ケーラー多様
体の多重線形系の研究です。コンパクト・ケー
ラー多様体というと馴染みがない方も多いと思
いますが、典型例としては代数曲線、特に楕円
曲線が挙げられます。これなら皆さんにも身近
なものですね。楕円曲線は図のような円環面

（トーラス）と位相同型で、楕円曲線上の有理
関数のつくる体の生成元としてワイヤストラス
のぺー関数（複素平面上の二重周期有理型関数）
とその微分がとれます。これから楕円曲線は複
素射影平面内の３次曲線として埋め込めること
が分かります。これは理工学部の皆さんがご存
じの通りです。

　コンパクト・ケーラー多様体というのは、代
数曲線を高次元化したものですが、その中には
複素射影空間の複素部分多様体として埋め込み

可能な射影代数多様体の他に、複素射影空間に
埋め込めないものが多く存在することが知られ
ています。つまりアンプル直線束をもたないコ
ンパクト・ケーラー多様体が数多く存在する訳
です。その典型例としては、一般の複素トーラ
スや非代数的 K3 曲面が挙げられます。

　こうした非射影的なコンパクト・ケーラー多
様体を研究する手法は極めて乏しいために、あ
まり研究されて来ませんでした。私は、1980
年代の後半から、ケーラー・リッチ流の特異解
の構成を始め、これをコンパクト・ケーラー多
様体の研究に用いて来ました。これは代数幾何
学における極小モデル理論（標準束がネフな双
有理モデルの構成理論）のコンパクト・ケーラー
多様体の世界における対応物と考えられる

（minimal model with scaling に対応する）も
のです。

　ケーラー・リッチ流というのはリッチ曲率が
定数になる方向に与えられたコンパクト・ケー
ラー多様体が変形してゆくという時間発展型の
非線形偏微分方程式（放物型複素モンジュ・ア
ンペール方程式）であり、これを解いてゆくと
多くの場合、一定時間後に解が爆発して特異性
を持つことが分かります。これは一種の核分裂
現象のようなもので、スケーリングを行いなが

ら観察すると与えられ
たコンパクト・ケー
ラー多様体から別のコ
ンパクト・ケーラー多
様体が飛び出してゆくことが分かるのです。こ
のようにして与えられたコンパクト・ケーラー
多様体をケーラー・リッチ流を用いて分裂させ
て最終的には極小モデルと呼ばれる本質的な部
分を取り出すことができると考えられる訳で
す。分子を原子に分解するようなものですね。

　このように与えられたコンパクト・ケーラー
多様体という図形を非線形の偏微分方程式を解
くことで分解してゆくという研究を私は行って
います。

　また、最近の動向としてケーラー・リッチ流
がコンパクト・ケーラー多様体のケーラー族に
ついて相対標準束の半正値特異エルミート計量
の構成を与えることが明らかになってきまし
た。これは、このような複素解析族に対する多
重種数の変形不変性の証明に繋がるものと期待
される現象で、これについても研究を進めてい
ます。

図：楕円曲線
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本コーナーでは、2017年度における本会主催のイベント、理工学研究科・
理工学部関連の成果・表彰・研究費情報、および学生の就職状況を報告
します。

本セミナーは、企業における研究・技術開発などの知識を得るた
めに、本会の主催により理工学研究科１年次生と学部３年次生を
対象に開催されているものです。
2017年度は、本会法人会員８社のご協力を賜り、第18回目の企業
技術研究セミナーが開催されました。それぞれの企業に関心のあ
る学生が、熱心に拝聴していました。

開催日　2017年9月26日（火）11：00～15：40
会　場　2号館508室

理工学振興会奨学金（上智大学篤志家奨学金）は、本会が理工学研究科の大学院生に給付する奨学金です。
2017年度は、2017年６月27日（火）の授与式において、30名の学生に授与されました。
また、2018年度の奨学金は、以下の学生に給付されることが決まりました。

■ 企業技術研究セミナー

■ 奨学金の授与報告

博士前期課程
1年次生

機械工学領域 小井戸 渉
電気・電子工学領域 矢田 拓夢

小竹 啓輝
応用化学領域 島田 友衣

小泉 嵩
前田 叶人

化学領域 遠藤 美和
三ケ木 彩芽

生物科学領域 池川 夏実
物理学領域 吉野 光祐
情報学領域 布川 絢子

高屋 真菜

博士前期課程
2年次生

機械工学領域 KIM YEONG WOO
坂井 創

電気・電子工学領域 大場 直樹
応用化学領域 三好 美優
化学領域 喜多村 文

富岡 望
森脇 健太

生物科学領域 原 萌夏
佐々木 寧音

情報学領域 阿保 遼
古賀 隆行

博士後期課程
1年次生

機械工学領域 ZHAO KAI
物理学領域 坂井 あづみ

博士後期課程
2年次生

機械工学領域 徐 梓丹

博士後期課程
3年次生

情報学領域 大澤 恵里
物理学領域 木村 直樹

●プログラム
時間 企業名 講演題目

11:00～11:30 大日本印刷（株） 印刷技術で『未来のあたりまえをつくる。』
11:30～12:00 （株）フジクラ フジクラの光技術
12:00～12:30 （株）竹中工務店 建設業界で働く設備系エンジニアの魅力
12:30～13:10 昼休憩
13:10～13:40 富士フイルム（株） 富士フイルム株式会社～ Value from Innovation ～
13:40～14:10 KYB（株） KYB研究所における新製品技術開発
14:10～14:40 DMG森精機（株） IoTで実現する生産プロセスのスマート化
14:40～15:10 三機工業（株） 設備における総合エンジニアリング
15:10～15:40 日本電気（株） NECの技術開発の紹介

掲 板示
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■ 受賞一覧
年月 氏名 所属 賞名および授与機関等

2017年 1月 須藤 尊 情報学領域
澁谷研究室・M2

情報理論とその応用サブソサイエティ学生優秀発表賞
電子情報通信学会 基礎境界ソサイエティ 情報理論とその応用サブソサイエティ

2017年 2月 坂井 あづみ 物理学領域
平野研究室・M1

Elsevier Young Scientist Awards in the 26th International Conference on Ultrarelativistic Heavy-Ion Collisions
Elsevier

2017年 2月 依田 純 情報学領域
伊呂原研究室・M1

Best Presentation Award
日本経営工学会

2017年 3月 上智大学数学講究録 数学領域 2017年度日本数学会出版賞
日本数学会

2017年 3月 足立 匡 機能創造理工学科 日本中間子科学会第１回奨励賞
日本中間子科学会

2017年 3月 津川 宏明 電気・電子工学領域
小川研究室・M2

Student Paper Award
2017 RISP International Workshop on Nonlinear Circuits, Communications and Signal Processing（NCSP'17）

2017年 3月 則松 沙裕美 電気・電子工学領域
小川研究室・M2

Student Paper Award
2017 RISP International Workshop on Nonlinear Circuits, Communications and Signal Processing（NCSP'17）

2017年 3月 宮川 雄仁 電気・電子工学領域
小川研究室・M2

Student Paper Award
2017 RISP International Workshop on Nonlinear Circuits, Communications and Signal Processing（NCSP'17）

2017年 3月 大場 直樹 機能創造理工学科
宮武研究室・B4

電気学術奨励賞
電気学会 東京支部

2017年 5月 築地 徹浩 機能創造理工学科 学術貢献賞
日本フルードパワーシステム学会

2017年 8月 曄道 佳明 機能創造理工学科 日本機械学会 機械力学計測制御部門 部門国際賞
日本機械学会

2017年 8月 荒井 隆行 情報理工学科 Best Show & Tell Paper Award
Interspeech 2017

2017年 8月 生江 祐介 電気・電子工学領域
菊池研究室・M1

Young Scientist賞
光通信研究会（The 40th International Symposium on Optical Communications）

2017年 8月 安部 僚吾 機能創造理工学科
菊池研究室・B4

Best Question賞
光通信研究会（The 40th International Symposium on Optical Communications）

2017年 8月 安部 僚吾 機能創造理工学科
菊池研究室・B4

Visual Poster賞
光通信研究会（The 40th International Symposium on Optical Communications）

2017年 8月 秋山 奈々子 応用化学領域
板谷研究室・M2

若手最優秀研究発表賞
第26回無機リン化学討論会

2017年 9月 秋山 奈々子 応用化学領域
板谷研究室・M2

優秀賞
第33回日本セラミックス協会関東支部研究発表会

2017年 9月 Noh Yeonjeong 応用化学領域
板谷研究室・M1

Best Poster Presentation Award
11th International Conference on Advanced Materials & Processing

2017年 9月 山下 遥 情報理工学科 Best Paper Award＊1

15th Asian Network for Quality Congress（ANQ2017）

2017年 9月 原田 明里 生物科学領域
川口研究室・M1

優秀口頭発表賞
日本魚類学会

2017年10月 荒井 隆行 情報理工学科 学術研究奨励賞
日本音声学会

2017年10月 ユン ジヒョン 情報学領域
荒井研究室・D1

Best Student Paper＊2

Seoul International Conference on Speech Sciences 2017

2017年10月 木村 直樹 物理学領域
岡田研究室・D2

原子衝突学会第42回年会優秀ポスター賞
原子衝突学会

2017年10月 木村 直樹 物理学領域
岡田研究室・D2

日本物理学会2017年秋季大会 第６回学生プレゼンテーション賞
日本物理学会

2017年10月 Jiang Tianlong 化学領域
南部研究室・D2

Physical Chemistry Chemical Physics Poster Prize
Royal Society of Chemistry, U. K.

2017年10月 橋本 剛 物質生命理工学科 2017年度 学術賞
日本イオン交換学会

2017年10月 岸 弓乃 化学領域
橋本研究室・M2

第33回日本イオン交換研究発表会 優秀ポスター賞
The 15th International Tissue Elasticity Conference（ITEC）

2017年10月 水田 祐司 化学領域
橋本研究室・M2

第33回日本イオン交換研究発表会 優秀ポスター賞
Shanghai International Symposium on Analytical Chemistry

2017年10月 井上 敬太 化学領域
遠藤研究室・M2

Poster Award（1st Place）
5th European Conference on Cyclodextrins（EUROCD 2017）

2017年11月 江島 優希 化学領域
鈴木（由）研究室・M1

優秀ポスター発表賞
日本化学会・第７回 CSJ 化学フェスタ 2017

2017年11月 中村 天馬 化学領域
臼杵研究室・M1

優秀ポスター発表賞
日本化学会・第７回 CSJ 化学フェスタ 2017

2017年11月 小山 大輝
山中 高夫

情報学領域・M2
情報理工学科

ACPR2017 Best Student Paper Award
4th Asian Conference on Pattern Recognition

2017年11月 矢島 海都
高橋 浩

電気・電子工学領域・M2
情報理工学科

The MOC Paper Award＊3

The 22nd Microoptics Conference Organizing Committee，応用物理学会

2017年11月 小川 航平 電気・電子工学領域
菊池研究室・M2

First Prize of Best Poster Award
The 6th International Workshop on Nanotechnology an Application（IWNA2017）

2017年11月 大場 直樹 電気・電子工学領域
宮武研究室・M1

学生優秀論文賞
日本鉄道サイバネティクス協議会

2017年12月 有山 隆紘 電気・電子工学領域
中村研究室・M2

若手優秀発表賞
電気学会 超電導機器技術委員会

2017年12月 岩田 凌 情報学領域
伊呂原研究室・M2

Best Presentation Award
日本経営工学会

2017年12月 厳 佳欣 情報学領域
伊呂原研究室・M2

Best Presentation Award
日本経営工学会

共同受賞：＊1他研究者３名、＊2他研究者２名、＊3他研究者４名
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掲 板示

■ 2017年度 科学研究費助成事業採択一覧
研究種目 学部 学科名 職名 研究代表者 直接経費

（円） 研 究 課 題 名

基盤研究（A） 理工学部 物質生命理工学科 教授 早下　隆士 3,600,000 ナノ空間包接場を用いる超分子計測・分離システムの開発

基盤研究（B） 理工学部 情報理工学科 教授 田村　恭久 2,700,000 ePub3電子教科書の国際的な仕様策定と実現可能性の検証

基盤研究（B） 理工学部 機能創造理工学科 教授 大槻　東巳 1,500,000 トポロジカル絶縁体のスケーリング理論

基盤研究（B） 理工学部 物質生命理工学科 教授 岡田　邦宏 1,200,000 星間分子雲における低温イオン―極性分子反応の系統的測定と量子効果の観測

基盤研究（B） 理工学部 機能創造理工学科 教授 江馬　一弘 4,100,000 ２次元無機有機ペロブスカイト材料によるハイブリッド特有の光学応答

基盤研究（B） 理工学部 情報理工学科 准教授 矢入　郁子 5,000,000 高齢者・障害者などの社会的弱者の技術受容と人間中心設計の臨床的調査研究

基盤研究（B） 理工学部 機能創造理工学科 教授 菊池　昭彦 3,000,000 無損傷ナノ加工技術による窒化物半導体極限ナノ構造光デバイス基盤技術の
開発

基盤研究（B） 理工学部 機能創造理工学科 教授 平野　哲文 3,500,000 高エネルギー原子核衝突反応の統合模型の構築とQGP物性物理

基盤研究（B） 理工学部 物質生命理工学科 教授 陸川　政弘 4,000,000 ブロック型高分子電解質材料におけるナノ構造制御法の構築

基盤研究（B） 理工学部 機能創造理工学科 教授 申　鉄龍 6,100,000 外界情報活用による自動車エンジンの個性化最適制御手法

基盤研究（B） 理工学部 機能創造理工学科 教授 曄道　佳明 3,100,000 鉄道ネットワークの構築による貧困・教育・環境問題の複合的解決のための
方法論の開発

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 和南城　伸也 600,000 中性子星合体におけるrプロセス元素合成と重力波対応天体

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 教授 澁谷　智治 900,000 フラッシュメモリの物理特性に適した記録符号の群論的設計に関する研究

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 准教授 萬代　雅希 800,000 複数の通信経路を弾力的に活用する高速大容量無線ネットワーク機構

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 教授 田中　昌司 700,000 共感と自己・他者理解：音楽脳ネットワークのイメージング研究

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 教授 荒井　隆行 1,000,000 子音を含む音声を生成する声道模型と音響教育への応用

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 髙橋　和夫 700,000 単一パルス高圧衝撃波管によるテトラフルオロエチレン爆発予知のための反
応モデル構築

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 教授 齊藤　玉緒 1,100,000 新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素Steelyの産物多様性創出機構の解明

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 教授 長嶋　利夫 800,000 ヘビサイド関数のみを拡充したXFEMの非線形構造解析への適用

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 准教授 TRIHAN FABIEN 900,000 Geometric Iwasawa Theory

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 教授 中島　俊樹 700,000 クラスター代数と結晶基底の表現論的研究

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 教授 都築　正男 900,000 跡公式の明示的フーリエ変換とその数論への応用

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 教授 辻　元 1,100,000 コンパクト・ケーラー多様体の極値的測度の研究

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 教授 後藤　貴行 1,000,000 トポロジカル絶縁体のスピンロックを支配する非弾性散乱時間のNMRによる
実験的決定

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 教授 桑原　英樹 1,000,000 スピン誘起マルチフェロイック物質群における回転磁場による電気分極ドメ
イン制御

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 橋本　剛 800,000 リン酸化合物を特異認識する超分子複合体センサーの開発

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 教授 下村　和彦 1,100,000 シリコンフォトニクス回路へのIII-V族量子ドットレーザ集積化に関する研究

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 教授 和保　孝夫 800,000 ニューロ非２進アナログ／デジタル変換器の研究

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 教授 末益　博志 1,100,000 切り欠きを有する炭素繊維強化複合材料積層板の圧縮強度発現メカニズム

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 谷貝　剛 200,000 液体ヘリウム温度下での素線配置計測に基づくCIC導体の交流損失の撚り
ピッチ依存性

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 教授 大井　隆夫 700,000 固体電解質膜型燃料電池アノードにおける水素同位体効果に関する研究

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 鈴木　由美子 1,100,000 蛍光性キナゾリンをプローブとする生体内イオンの可視化

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 教授 伊呂原　隆 1,000,000 商品特性を考慮したハイブリッド型物流センターの設計

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 欅田　英之 600,000 二光子生成コヒーレントフォノン-プラズマ結合モードによる半導体キャリア
特性の解明

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 黒江　晴彦 500,000 マルチフェロイック物質の磁化プラトーに対する不純部効果

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 足立　匡 1,000,000 Tʼ型銅酸化物におけるドーピングを要さない新しい超伝導の発現メカニズム
の解明
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■ 2017年度 科学研究費助成事業採択一覧
研究種目 学部 学科名 職名 研究代表者 直接経費

（円） 研 究 課 題 名

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 星野　正光 700,000 高振動励起水素分子の電子分光法による核融合周辺プラズマ診断

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 竹岡　裕子 1,400,000 人工骨材料を目指した有機無機ハイブリッド材料の機能化

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 久森　紀之 700,000 3D造形カスタム関節運動器の耐高疲労強度化と骨機能付与の一体化創製技術
の構築

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 教授 鈴木　隆 900,000 ガソリンエンジンの燃焼変動低減を目的とした高精度シリンダ内状態予測法
の開発

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 中村　一也 700,000 JT-60SA用CSにおける熱的安定性評価

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 教授 高尾　智明 1,300,000 機能性プラスチック導入による高温超伝導コイル耐クエンチ性向上と巻線部
高電流密度化

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 教授 林　等 1,100,000 メモリスタによる高効率な高調波発生とそのミリ波回路への応用

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 教授 宮武　昌史 1,000,000 災害、機器故障にレジリエントな電気鉄道システム構築に向けた方法論

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 内田　寛 1,000,000 酸化物ナノシート表面におけるPZT薄膜の配向成長およびドメイン形成機構
の解明

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 臼杵　豊展 2,000,000 エラスチン架橋構造の解明とdesmosine類の抗原・抗体調製

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 教授 東　善郎 1,400,000 Post Collision Interaction and photoelectron recapture upon atomic and 
molecular photoionization

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 教授 鈴木　教之 1,300,000 有機金属五員環不飽和分子中の高歪み型sp炭素原子がもつ特異的反応性の検
討と応用

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 田中　秀岳 2,200,000 放電援用ブラシ効果による工具摩耗制御を用いたCFRP切削の高品位化技術
の開発

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 竹原　昭一郎 2,300,000 新たな「人に優しいモノづくり」の実現―ゴルフクラブの快適性推定式の提
案―

基盤研究（C） 理工学部 機能創造理工学科 教授 築地　徹浩 900,000 空気流による非接触把持機器の開発

基盤研究（C） 理工学部 情報理工学科 教授 高橋　浩 1,100,000 テラヘルツ波集積回路の研究

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 教授 林　謙介 900,000 樹状突起内の中心体機能の検証―微小管重合核形成とマイナス端アンカー

基盤研究（C） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 近藤　次郎 1,800,000 インフルエンザウイルスゲノムRNAの構造学的研究と新規インフルエンザ治
療薬の開発

挑戦的萌芽研究 理工学部 物質生命理工学科 教授 岡田　邦宏 300,000 陽子-電子質量比の時間依存性研究のためのCaH+の振動回転定数の決定

挑戦的萌芽研究 理工学部 機能創造理工学科 教授 菊池　昭彦 900,000 AlGaN/GaNナノ結晶光共振器を用いた有機半導体レーザの開発研究

挑戦的萌芽研究 理工学部 物質生命理工学科 准教授 堀越　智 1,200,000 マイクロ波刺激を利用した植物の有効育成法に関する研究

挑戦的研究（萌芽） 理工学部 機能創造理工学科 教授 大槻　東巳 4,000,000 深層学習を用いたランダム電子系における量子相転移の研究

挑戦的研究（萌芽） 理工学部 機能創造理工学科 教授 中岡　俊裕 3,400,000 ナノコラムレクテナの開発

挑戦的研究（萌芽） 理工学部 機能創造理工学科 教授 江馬　一弘 3,000,000 半導体ナノコラムによるトポロジカルフォトニック効果の研究

若手研究（B） 理工学部 情報理工学科 准教授 小川　将克 600,000 ワイヤレスネットワークを活用した局所的な移動推定に関する研究

若手研究（B）（*1） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 竹原　昭一郎 605,045 たわみ状態を積極的に活用したテザー利用技術の開発

若手研究（B） 理工学部 情報理工学科 准教授 中筋　麻貴 600,000 Iwahori Whittaker関数の組合せ論的表現論からの解明

若手研究（B） 理工学部 研究員 渡丸　嘉菜子 1,000,000 母語・外国語音声知覚における「音素としての知覚的許容度」の影響

若手研究（B） 理工学部 情報理工学科 助教 大城　佳奈子 600,000 カンドル代数を用いた結び目不変量の再定式化と一般化および応用

若手研究（B） 理工学部 物質生命理工学科 准教授 川口　眞理 1,200,000 孵化酵素の多重コピー遺伝子がもたらすメダカ属魚類の孵化環境への適応進化

若手研究（B） 理工学部 機能創造理工学科 准教授 坂本　織江 2,100,000 誘導機によるエネルギー利用の過渡状態を含む高効率化に関する研究

若手研究（B） 理工学部 物質生命理工学科 助教 鈴木　伸洋 1,100,000 植物が記憶する情報を利用した熱ストレス耐性向上のための作物栽培法の確立

若手研究（B） 理工学部 PJPD 大音　隆男 673,760 窒化物半導体／金属を用いたハイブリッドナノ構造の光物性探索と光電子デ
バイス応用

若手研究（B） 理工学部 情報理工学科 助教 山下　遥 600,000 主要点解析法に基づいたビッグデータのスモールデータ化に関する研究

研究活動スタート支援 理工学部 研究員 金久保　有輝 1,000,000 クラスター代数と、結晶基底、及び幾何結晶の関係について

特別研究員奨励費 理工学部 外国人
特別研究員

荒井　隆行
（GAO, Jiayin） 900,000 音声生成と音声知覚における喉頭の機構：基本周波数の変動に関する異言語

間の研究

（＊1）2016年度交付分からの繰越額
金額は2017年度交付額
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掲 板示

■ 2017年度 受託研究

■ 2017年度 学外共同研究

委託元申込者 代表者所属 職名 研究代表者 総額 題目 研究終了日

トヨタ自動車株式会社 理工学部物質生命理工学科 教授 陸川　政弘 2016年度
入金済み 非公開 2018/3/31

国立研究開発法人産業技術総合研究所
（NEDO再委託） 理工学部機能創造理工学科 教授 高尾　智明 非公開 「高温超電導高安定磁場マグネットシステム技術開発」のうち、「コイル保護・

焼損対策手法の開発」 2019/3/31

トヨタ自動車株式会社 理工学部物質生命理工学科 教授 陸川　政弘 10,772,905 非公開 2018/7/31

株式会社本田技術研究所 理工学部機能創造理工学科 教授 申　鉄龍 非公開 外界認識パワートレイン制御の制御設計、および、MIL環境検証 2018/3/30

トヨタ自動車株式会社 理工学部機能創造理工学科 教授 申　鉄龍 非公開 高信頼性を有するパワートレーンのリアルタイム最適制御手法の研究 2017/9/30

国立研究開発法人　科学技術振興機構 理工学部物質生命理工学科 准教授 内田　寛 9,496,500 非鉛圧電配向体の焼結しない低温作製法の確立
～ IoTセンサーおよびエネルギーハーベスター応用に向けて 2021/3/31

国立研究開発法人　科学技術振興機構 理工学部物質生命理工学科 准教授 髙橋　和夫 6,962,100 加熱型高圧衝撃波管による実燃料の着火遅れ計測と実機関における自着火指
標の構築 2019/3/31

国立研究開発法人　科学技術振興機構 理工学部物質生命理工学科 准教授 藤田　正博 5,200,000 高イオン伝導性プラスチッククリスタルの創製と全固体型電気二重層キャパ
シタの開発 2017/10/31

国立研究開発法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構（NEDO） 理工学部物質生命理工学科 教授 陸川　政弘 62,179,000 固体高分子形燃料電池利用高度化技術開発/普及拡大化基盤技術開発/触媒・

電解質・ＭＥＡ内部現象の高度に連成した解析、セル評価 2018/3/20

国立研究開発法人　科学技術振興機構 理工学部機能創造理工学科 准教授 一柳　満久 6,376,750 エンジンのモデルベースト制御用の壁面熱伝達モデルの構築 2019/3/31

国立研究開発法人　科学技術振興機構 理工学部機能創造理工学科 教授 江馬　一弘 2,600,000 有機無機ハイブリッド太陽電池のキャリアダイナミクスの解明と高効率化 2019/3/31

国立研究開発法人　科学技術振興機構 理工学部機能創造理工学科 准教授 坂本　織江 1,235,000 水素・電力協調エネルギーシステムの導入効果検討 2019/3/31

国立研究開発法人　科学技術振興機構 理工学部機能創造理工学科 教授 申　鉄龍 6,095,000 リーンバーンSIエンジン制御のためのモデリングとオンボード最適化手法 2019/3/31

国立研究開発法人　科学技術振興機構 理工学部機能創造理工学科 教授 高尾　智明 11,505,000 MgB2線を用いた大電流導体、SMESコイルの解析・試験・評価による研究
開発 2019/3/31

国立大学法人　東北大学（NEDO再委託） 理工学部機能創造理工学科 教授 長嶋　利夫 7,452,000 「次世代構造部材創製・加工技術開発」うち研究開発項目⑤「航空機用構造
設計シミュレーション技術開発」 2018/3/31

独立行政法人　日本学術振興会 理工学部機能創造理工学科 教授 大槻　東巳 1,690,000 物性物理学分野に関する学術研究動向-トポロジカル物質を中心に 2018/3/31

旭硝子株式会社 理工学部機能創造理工学科 教授 長嶋　利夫 非公開 ガラス切断シミュレーション技術開発 2018/3/31

日本原燃株式会社 理工学部機能創造理工学科 助教 DZIEMINSKA 
EDYTA 5,400,000 障害物が火炎伝播挙動に及ぼす影響の調査（フェーズ3） 2018/3/23

国立研究開発法人　科学技術振興機構 理工学部物質生命理工学科 教授 齊藤　玉緒 10,790,000 細胞性粘菌が産生する線虫忌避物質を用いた植物保護資材の開発 2018/9/30

トヨタ自動車株式会社 理工学部機能創造理工学科 教授 申　鉄龍 非公開 確率的不確かさを考慮したECUリアルタイム最適化と学習手法に関する研
究 2018/9/30

国立研究開発法人　科学技術振興機構 理工学部機能創造理工学科 准教授 田中　秀岳 2,415,000 産業用ロボット及び傾斜プラネタリ加工による炭素繊維強化樹脂の高品位穴
あけ・トリミング加工の自動化 2018/9/30

株式会社燃焼合成 理工学部物質生命理工学科 教授 板谷　清司 非公開 高熱伝導率窒素化ケイ素焼成体の開発 2018/3/31

委託元申込者 代表者所属 職名 研究代表者 総額 題目 研究終了日

日本ケミコン株式会社 理工学部物質生命理工学科 准教授 藤田　正博 非公開 非公開 2017/10/31

株式会社久保田情報技研 理工学部情報理工学科 教授 高岡　詠子 非公開 多言語医療情報システム　言語データベースの開発 2018/9/30

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
野菜花き研究部門 理工学部物質生命理工学科 准教授 堀越　智 0 マイクロ波利用による野菜類の生育促進効果の検証 2019/3/31

国立研究開発法人情報通信研究機構 理工学部機能創造理工学科 教授 江馬　一弘 0 導波路パルススクイーズド光源とその評価手法 2021/3/31

株式会社ニトリ 理工学部機能創造理工学科 准教授 竹原　昭一郎 非公開 非公開 2018/3/31

株式会社エレニックス 理工学部機能創造理工学科 准教授 久森　紀之 非公開 「プラズマ放電焼結装置を利用してハイドロキシアパタイトおよびサンゴを
用いた焼結」に関する共同研究 2019/3/31

株式会社久保田情報技研 理工学部情報理工学科 教授 高岡　詠子 非公開 在宅医療・介護を支えるアプリケーションの開発 2018/3/31

株式会社フォトニックラティス
慶應義塾大学 理工学部情報理工学科 教授 高橋　浩 0 フォトニック結晶を用いた超小型光学素子及び光集積回路の研究 2020/12/31

学校法人聖マリアンナ医科大学 理工学部物質生命理工学科 准教授 鈴木　由美子 非公開 非公開 2018/3/31

国立大学法人新潟大学 理工学部機能創造理工学科 准教授 久森　紀之 0 医療用コーティング材料の界面強度の評価方法に関する研究 2019/3/31

国立大学法人東北大学 理工学部機能創造理工学科 准教授 久森　紀之 非公開 表面テクスチャリングによるバイオインプラント摺動面の摩擦・摩擦低減に
関する研究 2019/3/31

公益財団法人静岡県産業振興財団
ファルマバレーセンター 理工学部物質生命理工学科 准教授 鈴木　由美子 0 医薬品として開発可能な医薬品シードの探索 2018/3/31
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■ 博士学位論文一覧

委託元申込者 代表者所属 職名 研究代表者 総額 題目 研究終了日

一般財団法人電力中央研究所 理工学部機能創造理工学科 教授 長嶋　利夫 非公開 原子炉圧力容器のき裂進展解析（フェーズ２） 2019/3/31

国立研究開発法人産業技術総合研究所 理工学部物質生命理工学科 教授 齊藤　玉緒 0 細胞性粘菌の新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素に関する研究 2018/3/31

国立研究開発法人産業技術総合研究所 理工学部物質生命理工学科 教授 早下　隆士 非公開 各種分子・イオン認識反応に基づいたケミカルバイオセンサの開発 2018/3/31

国立研究開発法人産業技術総合研究所 理工学部機能創造理工学科 教授 江馬　一弘 0 機能性材料を用いたポラリトンレーザ開発に関する研究 2018/3/31

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 理工学部機能創造理工学科 教授 坂間　弘 0 光触媒を用いた軌道上コンタミネーションの付着抑制・除去技術に関する研
究 2018/3/31

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 理工学部機能創造理工学科 准教授 中村　一也 0 JT-60SA超伝導コイルの交流損失及び安定性評価 2018/3/31

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 理工学部機能創造理工学科 教授 末益　博志 0 CFRPプライドロップオフ部の破壊メカニズムの解明 2018/3/31

国立研究開発法人情報通信研究機構 理工学部情報理工学科 准教授 矢入　郁子 0 脳波計のデザインと脳波データの視覚化 2021/3/31

学校法人聖マリアンナ医科大学 理工学部機能創造理工学科 准教授 竹原　昭一郎 非公開 非公開 2019/3/31

横浜ゴム株式会社 理工学部機能創造理工学科 教授 曄道　佳明 700,000 タイヤの動的挙動と周期的形状変化に関する研究 2018/3/31

公益財団法人鉄道総合技術研究所 理工学部機能創造理工学科 教授 曄道　佳明 非公開 非公開 2019/3/15

公益財団法人鉄道総合技術研究所 理工学部機能創造理工学科 教授 曄道　佳明 非公開 車輪踏面損傷を有する車両運動計算モデルに関する研究 2020/3/24

株式会社伸光製作所 理工学部機能創造理工学科 准教授 田中　秀岳 非公開 非公開 2018/3/31

独立行政法人自動車技術総合機構
交通安全環境研究所 理工学部機能創造理工学科 教授 曄道　佳明 0 レール・車輪の摩耗解析と摩耗の車両運動特性への影響に関する共同研究 2018/3/31

九州電力株式会社 理工学部機能創造理工学科 准教授 坂本　織江 非公開 非公開 2018/3/31

株式会社ケーヒン 理工学部機能創造理工学科 教授 鈴木　隆 1,600,000 カーエアコンの省エネ型冷凍サイクルに関する研究 2018/3/31

マツダ株式会社 理工学部機能創造理工学科 教授 高井　健一 非公開 自動車用高強度鋼板の水素脆化メカニズム解明 2018/3/31

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
三菱重工工作機械株式会社 理工学部機能創造理工学科 教授 中岡　俊裕 0 異種半導体接合による次世代システムオンチップ接合技術の研究 2018/3/31

マツダ株式会社 理工学部機能創造理工学科 教授 末益　博志 660,000 炭素繊維複合材料の設計・CAE技術の開発 2018/3/31

シチズンマシナリー株式会社
シチズン時計株式会社 理工学部機能創造理工学科 准教授 田中　秀岳 非公開 非公開 2018/3/31

株式会社コスモシルバ 理工学部機能創造理工学科 助教 DZIEMINSKA 
EDYTA 非公開 非公開 2019/3/31

パネフリ工業株式会社 理工学部物質生命理工学科 教授 齊藤　玉緒 非公開 細胞性粘菌が生産する線虫忌避物質を用いた植物保護資材の開発 2018/9/30

申請学位 氏名 審査専攻領域名 論文題目

博士（工学） Zhang Yahui Green Science and Engineering Data-based Learning and Control of Spark Ignition Combustion Engines

博士（工学） 豊田　充 機械工学領域 動的システムの同定と制御における最適化アルゴリズムに関する研究

博士（工学） SHEN XUN 機械工学領域 Cyclic Feedback Optimal Control with Probabilistic Constraints of IC Engines

博士（工学） 兜森　正志 機械工学領域 超高速鉄道車両の高周波振動を再現する試験装置の開発と乗り心地向上に関する研究

博士（工学） 山野　晃司 電気・電子工学領域 Research on growth technologies of GaN nanocolumns for light emitting devices by RF plasma assisted molecular beam epitaxy
RF-MBE装置による発光素子に向けたGaNナノコラム結晶成長技術に関する研究

博士（理学） 鈴木　智世 化学領域 Studies on Dinuclear Ruthenium Complexes Bearing Ethylbis（2-pyridylalkyl）amine for Molecular Conversion Systems

博士（理学） 松井　一樹 物理学領域 強磁場核磁気共鳴を用いた磁性体の磁気構造の検証

博士（理学） 藤原　昌也 生物科学領域 Elucidation of the neuroendocrine mechanism in the expression of preference for odors from opposite-sex conspecifics in rats

博士（理学） 金澤　宏樹 生物科学領域 Structure-based design of the next-generation aminoglycosides targeting eukaryotic ribosomes

博士（学術） 岩上　恵梨 情報学領域 無声化母音を含む日本語促音・非促音語に対する高齢者による音声知覚
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掲 板示

■ 理工学部・理工学研究科 就職企業一覧

企業名
2016年度 2017年度 2013年度〜2017年度
男 女 男 女 男 女 総計

株式会社日立製作所 6 4 5 2 40 16 56
株式会社NTTデータ 7 5 5 3 30 15 45
トヨタ自動車株式会社 8 1 6 2 35 6 41
日本電気株式会社 3 6 6 2 21 13 34
日産自動車株式会社 5 4 1 23 4 27
株式会社東芝 3 20 6 26
株式会社リコー 2 2 1 16 4 20
株式会社野村総合研究所 3 1 2 2 13 7 20
KDDI株式会社 2 1 5 1 13 5 18
キヤノン株式会社 1 1 1 3 12 6 18
富士ゼロックス株式会社 1 2 3 1 13 5 18
ソニー株式会社 1 1 3 3 13 4 17
三菱電機株式会社 3 2 1 13 4 17
日本ユニシス株式会社 5 1 13 3 16
ソフトバンク株式会社 2 2 2 12 3 15
大日本印刷株式会社 3 2 1 2 9 6 15
本田技研工業株式会社 1 5 1 14 1 15
NTTコミュニケーションズ株式会社 1 1 1 9 4 13
SCSK株式会社 2 1 3 1 10 3 13
株式会社日立システムズ 2 1 2 11 2 13
東日本電信電話株式会社 4 1 9 3 12
みずほ情報総研株式会社 3 2 1 8 3 11
学校法人上智学院 2 1 7 4 11
株式会社NTTドコモ 1 1 3 1 8 3 11
株式会社三菱東京UFJ銀行 3 2 1 10 1 11
オリンパス株式会社 1 1 1 4 6 10
株式会社SUBARU 3 2 1 9 1 10
アクセンチュア株式会社 1 3 7 2 9
パナソニック株式会社 3 1 8 1 9
東海旅客鉄道株式会社 3 1 8 1 9
凸版印刷株式会社 1 2 3 7 2 9
日本アイ・ビー・エム株式会社 2 1 6 3 9
フューチャーアーキテクト株式会社 3 2 1 7 1 8
旭化成株式会社 2 2 7 1 8
アビームコンサルティング株式会社 2 4 3 7
株式会社アズビル 1 1 7 7
株式会社日本総合研究所 2 1 1 6 1 7
三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社 2 6 1 7
日野自動車株式会社 4 7 7
富士通株式会社 2 2 7 7
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 2 2 6 6
株式会社ADEKA 2 1 2 3 3 6
株式会社ワークスアプリケーションズ 1 5 1 6
株式会社大林組 1 1 1 5 1 6
株式会社大和総研ホールディングス 1 2 1 5 1 6
株式会社日立ソリューションズ 1 1 5 1 6
新日鐵住金株式会社 1 2 6 6
東京ガス株式会社 1 1 2 4 6
東京都（公務員） 3 5 1 6
日本ヒューレット・パッカード株式会社 1 2 6 6
野村證券株式会社 2 1 6 6
NTTコムウェア株式会社 1 1 4 1 5
カシオ計算機株式会社 1 3 2 5
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 2 1 4 1 5
ヤフー株式会社 3 5 5

企業名
2016年度 2017年度 2013年度〜2017年度
男 女 男 女 男 女 総計

花王株式会社 3 2 3 5
株式会社オービック 1 5 5
株式会社三井住友銀行 4 4 1 5
株式会社富士通ゼネラル 1 5 5
日本航空株式会社 5 5
日本精工株式会社 1 2 5 5
アステラス製薬株式会社 1 3 1 4
キリンホールディングス株式会社 2 4 4
コニカミノルタ株式会社 1 1 1 1 3 4
シンプレクス株式会社 1 1 1 2 2 4
スズキ株式会社 1 4 4
みずほフィナンシャルグループ 1 3 1 4
みずほ証券株式会社 3 4 4
ライオン株式会社 2 2 4
株式会社IHI 1 1 4 4
株式会社ナビタイムジャパン 3 4 4
株式会社りそなグループ 1 4 4
株式会社千葉銀行 2 3 1 4
岩谷産業株式会社 3 1 4
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 4 4
三菱自動車工業株式会社 3 1 4
出光興産株式会社 1 3 1 4
大和証券株式会社 1 1 4 4
東レ株式会社 1 1 4 4
東京海上日動火災保険株式会社 1 2 2 4
東日本旅客鉄道株式会社 1 3 1 4
日本オラクル株式会社 1 4 4
日本放送協会 1 1 3 1 4
NECソリューションイノベータ株式会社 1 1 2 3
SMBC日興証券株式会社 1 3 3
YKK株式会社 3 3
ウルシステムズ株式会社 1 2 1 3
キヤノンソフトウェア株式会社 3 3
スミセイ情報システム株式会社 1 1 2 3
パーソルキャリア株式会社 1 1 3 3
パナソニックシステムネットワークス株式会社 1 2 1 3
マツダ株式会社 1 3 3
伊藤忠商事株式会社 2 1 3
稲畑産業株式会社 3 3
株式会社アドバンテスト 3 3
株式会社アマダホールディングス 1 3 3
株式会社キーエンス 2 3 3
株式会社コーエーテクモホールディングス 1 3 3
株式会社サイバーエージェント 1 3 3
株式会社シグマ 1 3 3
株式会社ジュピターテレコム 2 1 3
株式会社デンソー 2 3 3
株式会社ニコン 1 3 3
株式会社リクルートホールディングス 2 1 3
株式会社小松製作所 3 3
株式会社大塚商会 1 3 3
株式会社電通国際情報サービス 1 1 2 3
株式会社内田洋行 1 1 3 3
丸紅株式会社 3 3
阪和興業株式会社 1 1 2 3
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■ 理工学部・理工学研究科 就職企業一覧

企業名
2016年度 2017年度 2013年度〜2017年度
男 女 男 女 男 女 総計

三井住友カード株式会社 2 1 3
三井住友信託銀行株式会社 2 1 3 3
三菱ガス化学株式会社 1 2 1 3
三菱重工業株式会社 1 3 3
千代田化工建設株式会社 1 3 3
全日本空輸株式会社 2 1 2 1 3
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 2 1 3
長瀬産業株式会社 1 3 3
東京地下鉄株式会社 1 2 3
日本電気通信システム株式会社 1 1 3 3
日本郵船株式会社 1 3 3
富士フイルム株式会社 3 3
武田薬品工業株式会社 1 1 2 1 3
Meiji Seika ファルマ株式会社 1 2 2
MS＆ADシステムズ株式会社 1 2 2
NOK株式会社 1 2 2
NTTコムエンジニアリング株式会社 1 2 2
TOTO株式会社 1 1 2 2
YKK AP株式会社 1 1 1 1 2
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 1 1 2
アトムメディカル株式会社 2 2 2
キヤノンITソリューションズ株式会社 1 1 2
クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社 2 2 2
シチズン時計株式会社 2 2
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 1 1 1 1 2
セントラル硝子株式会社 1 1 1 2
ソニー生命保険株式会社 1 1 2
ダイキン工業株式会社 1 2 2
トヨタ車体株式会社 2 2 2
ニッセイ情報テクノロジー株式会社 1 2 2
ネットワンシステムズ株式会社 1 1 2
パナホーム株式会社 1 2 2
ファーウェイ・ジャパン 1 1 2
フコク情報システム株式会社 2 2
プライムアースEVエナジー株式会社 1 2 2
ボッシュ株式会社 1 2 2
ヤンセンファーマ株式会社 1 1 1 2
ユニプレス株式会社 1 2 2
レノボ・ジャパン株式会社 2 2
横浜市（教員） 1 1 2
株式会社CAC 1 2 2
株式会社NTTデータフロンティア 1 1 1 1 2
株式会社インターネットイニシアティブ 2 2
株式会社エスキュービズム 1 2 2
株式会社オリエンタルランド 1 2 2
株式会社カネカ 2 2
株式会社カルソニックカンセイ 1 2 2
株式会社クレハ 1 1 1 2
株式会社コーセー 1 1 1 2
株式会社コスモビューティー 1 1 1 2
株式会社ジェイアール東日本情報システム 1 2 2
株式会社セールスフォース・ドットコム 2 2 2
株式会社セプテーニ 1 1 2 2
株式会社セプテーニ・ホールディングス 1 2 2
株式会社セブン－イレブン・ジャパン 1 1 2

企業名
2016年度 2017年度 2013年度〜2017年度
男 女 男 女 男 女 総計

株式会社ニトリ 2 2 2
株式会社パソナテック 1 1 1 2
株式会社バンダイナムコエンターテインメント 1 1 1 1 2
株式会社ブリヂストン 1 2 2
株式会社マイナビ 1 1 2
株式会社メイテック 1 1 1 1 2
株式会社モンスター・ラボ 2 2
株式会社光通信 1 2 2
株式会社高島屋 2 2
株式会社昭和システムエンジニアリング 1 2 2
株式会社西日本シティ銀行 1 1 1 2
株式会社読売広告社 1 1 1 1 2
株式会社内田洋行ITソリューションズ 2 2
株式会社日立産業制御ソリューションズ 1 1 2 2
株式会社富士通システムズ・イースト 1 2 2
株式会社富士通ミッションクリティカルシステムズ 1 1 1 1 2
株式会社明治 1 2 2
株式会社明電舎 1 2 2
京セラ株式会社 1 1 1 2
警視庁 2 2
古河電気工業株式会社 1 2 2
高砂香料工業株式会社 1 1 1 2
埼玉県（教員） 2 2
三井住友海上火災保険株式会社 1 1 1 2
三菱商事株式会社 1 1 1 1 2
三菱総研DCS株式会社 2 2
山崎製パン株式会社 1 1 1 2
鹿島建設株式会社 1 2 2
住友スリーエム株式会社 1 1 1 2
住友生命保険相互会社 1 1 1 2
昭和電工株式会社 2 2 2
森永乳業株式会社 2 2
積水化学工業株式会社 1 1 1 1 2
雪印メグミルク株式会社 1 1 2 2
千葉県（教員） 1 1 1 2
双日株式会社 1 2 2
第一生命保険株式会社 2 2
中部電力株式会社 1 2 2
蝶理株式会社 1 1 1 2
鉄道情報システム株式会社 1 2 2
東京電力株式会社 1 1 2 2
東芝エレベータ株式会社 1 2 2
東芝情報システム株式会社 2 2
日拓リアルエステート株式会社 1 1 2
日東電工株式会社 1 2 2
日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 1 1 2 2
日本銀行 1 1 1 2
日本生命保険相互会社 1 2 2
日本電子株式会社 2 2
日本電子計算株式会社 1 1 1 1 2
日油株式会社 1 2 2
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社 2 2
富士ゼロックス東京株式会社 1 2 2
富士フイルムメディカル株式会社 2 2 2
味の素株式会社 1 2 2
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　フジクラは、1885年の創業以来、電線・ケーブルの研究、開発、製造で培ってきた“つなぐ”
テクノロジーを通じて、エネルギー、情報通信、エレクトロニクス、自動車電装の４つの事業
分野で高い信頼性の製品、サービスをお届けすると共に、「フジクラグループ環境長期ビジョ
ン2050」に基づいた取り組みを推進して、わが国ならびに世界中の国々や地域の発展に貢献し
ています。

フジクラの研究開発
　フジクラのコーポレート研究所である先端技術
総合研究所では、“つなぐ”テクノロジーを支える
コア技術基盤である光、無線、電子部品、電線・ケー
ブルの各要素技術の強化・深耕に加えて、コア技
術の融合によるクロスイノベーションを狙った活
動を進め、お客様や社会のニーズを先取りする新
製品を目指した研究開発に取り組んでいます。

【1】�次世代情報通信に向けた� �
光・無線技術

　高速・大容量化してゆく情報通信社会に向けて、
光ファイバ及び光通信技術の研究開発を進めてい
ます。フジクラが開発したマルチコアファイバを

用いた日欧連携プロジェクトによる次世代光伝送
システムは１Pb/s（ペタビット/秒）を超えた超
大 容 量 長 距 離 伝 送 を 実 証 し、EU委 員 会 よ り
Horizon Prizeを受賞しました。また、今後急速
な普及が見込まれる高速無線通信の分野に向けて
ミリ波帯の通信技術の研究開発に取り組んでいま
す。超低損失特性と高い熱安定性を有する石英ガ
ラス基板や柔軟性と低損失特性を備えた液晶ポリ
マー（LCP）基板などミリ波帯デバイスに独自の
技術を確立しています。

先端技術総合研究所

“つなぐ”テクノロジーを通じ
顧客の価値創造と社会に貢献する

ちょっと拝見

株式会社フジクラ

マルチコアファイバ
（30コア）

〈ミリ波帯デバイス〉

ポスト壁導波路 ビームフォーミングアンテナ
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【2】�明日の医療、産業分野に� �
貢献する光応用技術

　光ファイバを応用したファイバセンサの研究開
発を進めています。光ファイバによる多点・分布
計測の特性を生かして、温度、圧力、歪、形状・
寸法など多くの計測分野への適用が可能です。
　これからの産業、医療、航空宇宙、様々な分野
での活用が期待されるファイバレーザは、フジク
ラの持つ励起用半導体レーザ、特殊ファイバ、光
ファイバ型反射鏡（FBG）、光接続技術などの光
技術やサーマルソリューション技術を駆使して、
さらなる高出力化、高品質化に取り組んでいます。

【3】�スマート社会を支える� �
エレクトロニクス技術

　超スマート社会の実現にむけて、IoTによって
ネットワーク接続する様々な機器に搭載されるセ
ンサ、基板などの先進的技術に関する研究開発や、
印刷技術により高付加価値のデバイスを作製する
プリンテッドエレクトロニクスなどの最先端技術
開発に注力しています。新しいダイレクトグラビ
ア印刷技術により線幅数μmの人の目に見えない

超高精細配線を用いた高透過率・低抵抗フィルム
を開発し、曲面やフレキシブル用途のディスプレ
イ用タッチセンサ、クルマ・フロントガラス用透
明ヒータ、透明アンテナへの展開を進めています。

【4】�省エネルギー社会を� �
支える材料技術

　ロスのないエネルギー伝送として期待される超
電導技術の分野では、世界トップレベルの性能を
持つイットリウム系高温超電導線材の研究開発を
進めています。この強磁場コイルを用いて、世界
的に供給不足となっているヘリウム冷媒を使用し
ない高性能なNMR、MRIの実現が期待されてい
ます。さらに、より効率的にエネルギーを供給す
るための太陽電池技術、それを支える材料技術な
ど、明日の環境に優しいエネルギー社会に貢献す
る先端技術開発に取り組んでいます。

ファイバレーザの光回路構成

透明電極フィルム

イットリウム系高温超電導線材

超電導コイル（5T）

Corporate�Profile

株式会社フジクラ
〒135-8512　東京都江東区木場1-5-1
TEL: 03-5606-1030
http://www.fujikura.co.jp/
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　私は、1982年に理工学部化学科を卒業しました。現
在の京セラ（当時 京都セラミック）に入社し、社会人
としての人生がスタートしました。
　当時は、まだバブル経済に入る前で、日本経済は日本
の半導体産業が全盛期を迎えつつある時期でした。就職
環境も非常に良かった時期だったと思います。
　当時の京セラは、売上が1,000億円を超えた位で急成
長期でした。
　配属は、セラミック事業部という、京セラが創業当時
より行っている事業部門でした。当初担当した仕事は、
セラミックの焼成技術です。入社２年目には、増産のた
め、焼成効率を高めた大型の連続焼成炉を導入しては立
ち上げるということを繰り返し、15基程度の大型焼成
炉を立ち上げました。当時は、急成長期でしたので、入
社２年目の技術者でも一人で仕事を任されることが多く、
この焼成炉の構造、温度条件等を自ら決めて立ち上げる
ところまでを担当していました。量産用の連続焼成炉で、

24時間稼働しますので、立ち上げ時、うまく条件が出
るまでは苦労の連続でしたが、やりがいも感じることが
できました。
　次に生産効率を大幅に改善するために、材料開発、プ
ロセス開発を進めることになりました。研究部門、開発
部門、技術部門による合同プロジェクトをスタートさせ
ることとなり、私はその一員としてプロジェクトに参加
しました。なかなか思うような成果が出せず、プロジェ
クトをあきらめようかといった場面も何度かありました
が、４年越しでやっと材料開発、プロセス開発に目処が
立ち、いよいよ量産ラインの構築プロジェクトへとス
テップアップすることとなりました。このとき、入社８
年目で、量産ライン構築プロジェクトのリーダーをやる
ことになりました。多額の投資が必要ですし、技術的に
目処が立ったとはいえ、まだ少量での検証しかできてい
ませんでしたので、“よし、やるぞ”という気持ちと同時に、
正直不安な気持ちも大きかったように思います。量産ラ
イン構想から導入までに約１年強かかり、いよいよ量産
設備が揃い、各設備の立ち上げを始めます。ところがト
ラブル続きで、予想をはるかに超える苦労の連続で、全
設備を立ち上げるのにまた１年程度を要しました。そこ
からこのラインで黒字化するのに更に１年かかりました。
　計画より大幅に遅れが出て、大変なプレッシャーでし
たが、上司、周りの仲間の助けも頂き、なんとかプロジェ
クトをやり遂げることができました。この経験は、その
後の仕事で大変役に立ちました。仕事の中でいろいろな
問題にぶつかりますが、逃げずに真正面から取り組むこ
との大切さを何より学ぶことができました。
　このように比較的若いときから、いろいろなことにチャ
レンジする機会を頂きました。今振り返れば良かったと
思える一方、当時は苦しいと感じることが多かったよう
に思います。
　そうこうしていると、会社に入社して早36年が過ぎ
ようとしています。私が入社した頃とは環境も日本の産
業構造もずいぶん変わったと思いますが、これからも夢
を追い続け、努力を重ねていこうと思っております。

卒業生紹介 京セラ株式会社
代表取締役社長
兼 執行役員社長

谷本 秀夫

京セラ本社外観
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上智大学理工学振興会 会員リスト
法人会員

個人会員

2018 年 3 月 31日現在：法人会員 26 社、個人会員 189 人（50 音順）

愛知産業株式会社
アルケア株式会社
オークマ株式会社
KYB 株式会社
株式会社 ケミトックス
三機工業株式会社＊
シャープビジネスソリューション株式会社
ダイダン株式会社
大日本印刷株式会社

竹田商事株式会社
株式会社 竹中工務店＊
株式会社 東芝
株式会社 ニコン
日本精工株式会社
日本電気株式会社
株式会社 フジクラ
富士フイルム株式会社
藤森工業株式会社

株式会社 毎日コムネット
株式会社 牧野フライス製作所
株式会社 みずほ銀行＊
株式会社 三井住友銀行＊
三菱マテリアル株式会社
株式会社 ムラキ
DMG 森精機株式会社
ヤマザキマザック株式会社

（＊印は幹事企業）

 ア
相澤　守
青木　清
秋山　武夫
浅賀　良雄
東　　善郎
足立　匡
荒井　隆行
荒木　剛
石井　進
石川　和枝
和泉　法夫
板谷　清司
一柳　満久
伊藤　和彦
伊藤　潔
伊藤　直紀
猪俣　忠昭
猪俣　芳栄
伊呂原　隆
牛山　泉
臼杵　豊展
内田　寛
榎本　郁雄
江馬　一弘
遠藤　明

大井　隆夫
大城　佳奈子
大槻　東巳
岡田　勲
岡田　邦宏
岡部　真幸
小川　将克
小澤　忠彦
小田切　丈
恩田　正雄
 カ
梶谷　正次
片山　弘造
加藤　誠巳
加藤　剛
金井　寛
金子　和
賀谷　隆太郎
川口　眞理
川中　彰
川端　亮
河村　彰
神澤　信行
木川田　喜一
菊池　昭彦
岸本　泰志

久世　信彦
工藤　輝彦
欅田　英之
黒江　晴彦
桑原　英樹
甲田　三重
小駒　益弘
後藤　聡史
後藤　貴行
小林　健一郎
五味　靖
小溝　茂雄
権田　善夫
権平　泰造
近藤　次郎
 サ
齊藤　玉緒
酒泉　武志
坂間　弘
酒本　勝之
坂本　治久
坂本　織江
笹川　展幸
佐藤　弦
佐藤　正雄
Dzieminska, Edyta

篠崎　隆
筱田　健一
澁谷　智治
清水　清孝
清水　都夫
清水　伸二
清水　文子
下村　和彦
申　　鉄龍
新宅　章弘
末益　博志
杉田　成久
杉山　徹
杉山　美紀
鈴木　誠道
鈴木　隆
鈴木　啓史
鈴木　教之
鈴木　伸洋
鈴木　由美子
炭　　親良
関根　智幸
曽我部　潔
 タ
高井　健一
高尾　智明

高岡　詠子
髙橋　和夫
高橋　浩爾
高橋　禮司
高橋　浩
高柳　和雄
竹岡　裕子
竹下　浩二
竹原　昭一郎
田中　邦翁
田中　昌司
田中　秀数
田中　秀岳
Danielache, Sebastian
谷口　肇
田野倉　敦
田野倉　淑子
田宮　徹
田村　恭久
千葉　誠
千葉　篤彦
築地　徹浩
辻　　元
土屋　隆英
都築　正男
角皆　宏

Deiters, Robert
曄道　佳明
常盤　正之
友田　晴彦
 ナ
長尾　宏隆
中岡　俊裕
長嶋　利夫
中島　俊樹
中筋　麻貴
中村　一也
中村　賢蔵
中山　淑
南部　伸孝
新倉　貴子
西尾　光平
西堀　俊幸
新田　雄一
信川　好子
野村　一郎
野村　卓也
 ハ
橋本　剛
波多野　弘
服部　武
林　　謙介

林　　等
早下　隆士
原　　利典
萬代　雅希
平田　均
平野　哲文
福島　敏彦
冨士　隆
藤井　麻美子
藤江　優子
藤田　正博
藤原　誠
渕野　寿子
Brenner Tom
星野　正光
堀越　智
 マ
升岡　秀治
増山　芳郎
松原　守
松山　定彦
水谷　由宏
三反崎　規夫
宮武　昌史
武藤　康彦
森　　正雄

森本　光生
 ヤ
矢入　郁子
谷貝　剛
山下　遥
安増　茂樹
山中　高夫
湯本　正友
横沼　健雄
吉田　正武
吉田　泰昌
 ラ
陸川　政弘
 ワ
渡邉　摩理子
和保　孝夫

編集後記 理工学振興会　運営委員会スタッフ

　今号のSOPHIA SCI-TECHでは、本会が企画と取りまとめを担

当し、理工学部再編後の活動を振り返りました。この10年間の

学部・大学院における実績は、延べ6,200名を超える学生と、保

護者、教職員の協力によって成っています。本誌制作ではこのこ

とを意識しつつ、委員会メンバー６名が執筆者に入りました。ま

た、板谷、岡田、鈴木（由）、山中、藤原の５名が編集を務めま

した。

　制作過程では、執筆者・編集者共々、多くの方々にご支援を頂

きました。本会の作業においては、上智学院の学事センター・池

田光治様、黒田健吾様、キャリアセンター・森田浩一様、櫛間清

幸様、グローバル教育センター・葛西利衣子様、研究推進センター・

渡邉真美様、広報グループ・狩野裕美様、大塚幸江様、理工学部

長室・渡邉由美子様より、資料などを快くご提供頂きました。ま

た、いくつかの原稿作成では理工学部の先生方にご意見を頂きま

した。梁プランニングの堀有希様には、原稿が集まってから４ヶ

月にわたり写真提供、デザイン、校正などでご尽力を頂きました。

ここに簡単ではありますが、本会と執筆者の全員より御礼申し上

げます。
 （藤原）

板谷　清司（理工学振興会会長・物質生命理工学科教授）
陸川　政弘（理工学振興会副会長・理工学部長・物質生命理工学科教授）
高尾　智明（理工学振興会副会長・理工学専攻主任・機能創造理工学科教授）
鈴木　　隆（SLO長・機能創造理工学科教授）
岡田　邦宏（物質生命理工学科教授）
鈴木由美子（物質生命理工学科准教授）
藤原　　誠（物質生命理工学科准教授）
田中　秀岳（機能創造理工学科准教授）
小川　将克（情報理工学科教授）
矢入　郁子（情報理工学科准教授）
平田　　均（情報理工学科講師）
ロバート・ディーターズ（理工学振興会名誉会長・上智大学名誉教授）
篠崎　　隆（理工学振興会顧問）
清水　伸二（理工学振興会顧問・上智大学名誉教授）
山中喜代子（事務局）

● 編集・制作　株式会社 梁プランニング
● 印刷　株式会社 技秀堂
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