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はしがき
首都大学東京は、都立の４つの大学・短大を統合し、平成 17 年度に新大学として発足した。理工学
系、理工学研究科は南大沢キャンパスに設置され、恵まれた自然環境の中で、理学４及び工学２の６基
幹分野を中心に、自然科学、工学における真理の探究と、その成果の社会への還元を目指して教育・研
究活動を展開している。基礎から高度な知識の修得を確実にする学部（コース）から大学院博士後期課
程までの一貫した教育編成と、理・工の科学 2 大分野の連携を視野に入れた質の高い研究活動により、
首都大学東京が掲げる使命の遂行と、それを果たすことのできる人材の育成に努めている。
首都大学東京は、平成 22 年度に〈独立行政法人〉大学評価・学位授与機構の大学機関別認証評価を
受けることになっている。大学評価・学位授与機構が、当該機関(部局）が認証評価以前に学外有識者
による外部評価を受けて、その結果を認証評価に反映させることを強く望んでいることから、都市教養
学部理工学系・理工学研究科では、平成 21 年 7 月の教授会の承認を経て、同年に外部評価を実施すべ
く自己点検・評価理工部会の委員が中心となって準備を開始し、9 月 30 日に開催の運びとなった。
評価会では、外部評価委員として 6 名の学外有識者に南大沢キャンパルスにお越しいただき、教育研
究の現場を実際に視察していただきながら、理工学系、理工学研究科全体、およびコース、専攻別の評
価をお願いした。その結果、評価委員の先生方から多くの貴重なご意見、ご提言をいただくことができ
た。
今後の理工学系、理工学研究科のいっそうの発展、向上に資することを期して、評価内容を、第 1 部：
理工学系・理工学研究科全体評価、第 2 部：コース・専攻別評価に分けて、ここに報告書としてまとめ
る。
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首都大学東京 理工学系、理工学研究科
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南方 久和 (物理学専攻)
伊與田正彦 (分子物質化学専攻)
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吉葉 正行 (機械工学専攻)
2009 年度 研究科長（系長）
岡部 豊

（物理学専攻）

2009 年度 系長（科長）補佐
可知 直毅 (生命科学専攻)
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第１部：理工学系、理工学研究科

外部評価報告

Ⅰ

背景，外部評価実施概要
自己点検・評価委員会理工部会

委員長 青塚 正志

（１）背景、実施概要
首都大学東京全学自己点検・評価委員会においては、
平成 19 年度から、認証評価準備作業として自己評価書
試行版の作成に取り掛かっており、理工学系、理工学研
究科外部評価では、その形式を採用しながら外部評価向
け独自の「自己評価書」を作成するとするとともに、自
己評価の客観的根拠となるデータ、文書をまとめた「資
料集」を作成した。
6 名の外部評価委員の先生方には、予め「自己評価書」、
「資料集」及び別添資料をお送りし、平成 21 年 9 月 30
日には南大沢キャンパスでの外部評価会にご出席いただいた。評価会では、それぞれの担当者が都市教
養学部理工学系・理工学研究科の組織運営、入試、教育・研究活動等に係る自己評価結果を報告し、外
部評価委員からの質問にお答えした。外部評価委員の方々には、それぞれご担当のコース・専攻の外部
評価もお願いした。評価会の後に、外部評価委員の先生方には各評価項目について、評価様式にご記入
いただくという方式によって講評、ご提言をいただいた。
（２）外部評価委員略歴
各コース、専攻から推薦された 6 名の先生方にご都合を伺い、外部評価委員をお引き受けいただくこ
とについてのご快諾をいただいた。また、星元紀先生には、評価委員長をお願いし、ご承諾をいただい
た。以下に略歴を紹介させていただくが、各教育研究分野における傑出した実績をお持ちで、さらに、
現在の大学を取り巻く状況についての深いご見識をお持ちの先生方に評価をいただけたことは、理工学
系、理工学研究科にとって大きな喜びであった。
【数理情報科学専攻】
小島 定吉 先生
1976 年 東京大学理学部数学科卒業
1978 年 東京大学大学院理学系研究科数学専攻 修士課程修了
1978 年 東京都立大学助手（理学部数学科）
1981 年 Pｈ．D （Columbia 大学）
1985 年 東京都立大学助教授（理学部数学科）
1987 年 東京工業大学助教授（理学部情報科学）
1994 年 東京工業大学教授（大学院情報理工学研究科）
現在に至る。
2005年度、2006年度 日本数学会 理事長（＝日本数学会会長）
勤務先：東京工業大学大学院情報理工学研究科 数理・計算科学専攻
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【物理学専攻】
高山 一 先生
1972年 東京大学大学院理学系研究科博士課程修了（理学博士）
マックスプランク研究所研究員、北海道大学理学部助教授、
京都大学基礎物理学研究所教授、筑波大学物理学系教授、
東京大学物性研究所教授を歴任
2007年3月 東京大学定年退職
2007年4月より日本物理学会理事（常勤）JPSJ編集委員長
科学研究費重点領域研究
「計算物理学―物性研究における新展開」(1991年度～1993年度）の領域代表者
東京大学物性研究所物質設計評価施設長
東京大学物性研究所スーパーコンピュータ共同利用委員会委員長
【分子物質化学専攻】
岩澤 康裕 先生
電気通信大学 電気通信学部 教授
東京大学 名誉教授
（日本学術会議第三部（理学・工学）部長、日本化学会次期会長）
昭和 61 年 1 月 東京大学理学部（化学科）教授
（平成 5 年 4 月 東京大学大学院理学系研究科（化学専攻）に組織変更）
平成 13 年 4 月 1 日 東京大学評議員（平成 16 年 3 月 31 日まで）
平成 17 年 4 月 東京大学理学系研究科長・理学部長（平成 19 年 3 月まで）
平成 19 年 4 月 東京大学理学系研究科スペクトル化学研究センター長
平成 21 年 4 月 電気通信大学電気通信学部（量子・物質工学科）教授
平成 8 年 4 月-平成 13 年 3 月
科学技術振興事業団 CREST
戦略的基礎研究推進事業：極微細領域の現象（単一分子・原子レベ
ルの反応制御） 課題「極微細構造の化学設計と表面反応制御」研究代表者
平成 14 年 4 月-平成 19 年 3 月
21 世紀ＣＯＥ拠点リーダー 「動的分子論に立脚したフロンティア基礎化学」
日本学術会議第三部(理学・工学)部長(2008- )
日本学術会議化学委員会委員長(2005-2008)
日本化学会会長(2010-2012)
触媒学会会長(2005-2006)
日本表面科学会会長(2004-2006)
【生命科学専攻】
星

元紀 先生

東京工業大学理学部および生命理工学部教授、慶應義塾大学理工学部教授を歴任
現在 放送大学教授 放送大学大学通信専門委員
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ISIR（国際無脊椎動物生殖学会）11th Congress、Cellular and Developmental biology: In memory
of Alberto Monroy, Annual Meeting of American Institute of Biological Sciences、2007 などで招
待講演。国際シンポジウムを企画・主宰、国際高等研究所フェロー、理化学研究所横浜研究所客員
主管研究員などとして研究に従事
日本学術振興会学術顧問、日本学術会議会員および連携会員、山田科学振興財団等の財団役員・選
考委員など、科学技術の智プロジェクト生命科学専門部会委員長
IUBS（国際生物科学連合）会長、ICSU（国際科学会議）科学計画委員、ICSU アジア太平洋地区オフ
ィス運営委員、国際会議等への参加多数
東京大学海洋研究所、大阪大学理学研究科、基礎生物学研究所などの外部評価委員を歴任
【電気電子工学専攻】
日高 邦彦 先生
1985年 東京工業大学助手
1987年 東京大学工学部講師
1988年 同助教授
1997年 東京大学大学院工学系研究科電気工学専攻教授
2001年-2002年 米国電気電子学会(IEEE)電力工学部門日本支部議長
2005年-2006年 同誘電絶縁工学部門日本支部議長
2005年-2006年 電気学会編修理事
2006年-2007年 電気学会副会長
【機械工学専攻】
白鳥 正樹 先生
横浜国立大学 名誉教授
同大学 安心安全の科学研究教育センター特任教授
1971 年 4 月 横浜国立大学工学部機械工学科 講師，助教授を経て，
1984 年 7 月 同大学生産工学科教授 同大学院工学研究院長，附属図書館館長などを歴任
2008 年 3 月 横浜国立大学

定年退官

日本機械学会会長，日本学術会議連携会員
日本工学アカデミー会員，内閣府原子力安全委員会専門委員，他多数
東京工業大学，静岡大学，他の外部評価委員を歴任
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（３）外部評価スケジュール、全体会参加者等
評価会は 1 日だけの開催となり、
過密なスケジュールにならざるを得なかったが、外部評価委員の方々
と本学教員との間で活発な質疑応答が交わされるなど、きわめて充実した評価会であった。当日のスケ
ジュールおよび参加者一覧を資料として示す《資料 1、2》
。なお、時間の制約上、
「施設、設備等」の項
目については、全体会での大学側の説明を省略し、あらかじめ外部評価委員にお送りした「自己評価書」、
「資料集」
、
「別添資料」と、専攻別評価の際の現場視察によって評価をいただくことにした。
《資料１：評価会スケジュール》平成 21 年 9 月 30 日 首都大学東京南大沢キャンパス理系大会議室
時

間

10:30

評価項目

首都大側参加者自己紹介

理工学系、理工学研究科概
要
（首都大概要を含む）

理工学系、理工学研究科の
教育の現状 (学生支援の取
組みを含む)

理工学研究科の研究分野お
よび研究活動（教員、院生)
の現状

11:45

容

自己評価書
該当項目

説明担当者

各専攻長から紹介。その後評価委員から一
言いただく。

10

自己紹介
沿革、目標・理念、特徴
教育研究組織編成、運営体制
・教授会、専攻長会議、各種委員会
それら委員会の連携
・教員数、年齢構成、
男女比、外国人教員数
・事務組織
教育編成の特徴
・カリキュラムの特徴
・GPA 制度、CAP 制度、早期卒業制度の導入
・成績判定、修了判定．適正化への取組み
・表彰制度の導入
・教育成果、効果の検証
学生支援
・履修支援（学習相談、助言体制)
・自主的学習環境の整備
・生活支援
・進路（就職)の支援と現状
研究目的
研究体制
研究活動現状
・研究成果(実績)
・研究の方向、質
・研究支援のための設備、施設、その現状
・研究経費（学内)
・学外研究経費獲得状況
・国内外との研究協力

Ⅰ
Ⅱ
基準Ⅲ-1

理工学研究科
研究科長 (岡部)

15

基準Ⅲ-3-1
基準Ⅲ-3-2
基準Ⅲ-4
基準Ⅲ-5

理工教務委員会
(伊藤)
学生委員会
(横田)

20

基準Ⅲ-6
Ⅳ １
基準Ⅳ-1
基準Ⅳ-2

研究科研究推進室
（住吉)

20

－休憩－

入試関連

FD，自己点検・評価 関連
教員採用基準，昇格基準，
教員評価
外部評価委員からの質問お
よび意見交換

時間
配分

進行
自己点検・評価 理
工部会 (青塚）

全体会 開会（大会議室）
外部評価委員の紹介

11:35

内

10
入学者受入方針の制定、公表
入試形態、選抜方法
募集対策の取り組み状況
入試の現状
・受験者数、倍率、実入学者数等の分析
・入学後の成績追跡調査等の分析への取組
み等
FD 活動、自己点検評価活動の実施状況とそ
の成果
採用基準、昇格基準、実際の状況
教員評価制度とその実施状況と結果分析

基準Ⅲ-2

理工入試制度検討
委員会（安田)

基準Ⅲ-7
基準Ⅲ-8
基準Ⅲ-1
基準Ⅲ-7

自己点検評価理工
部会（伊與田)
研究科長補佐
(可知)

各項目説明の進行状況に応じて、この枠の時間を調整する

10

10
10
15

12:30

昼食（外部委員 中会議室)

60

13:30

専攻別外部評価

120
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15:30
16:00

16:30

外部評価委員意見交換会
（中会議室)
全体会（大会議室）
（質疑応答、講評、総括)
謝辞

30
進行係

30

研究科長

閉会

《資料２：評価会（全体会）出席者一覧》
《外部評価委員》
小島

定吉

先生

高山
岩澤
星
日高
白鳥

一
康裕
元紀
邦彦
正樹

先生
先生
先生（委員長）
先生
先生

《理工学系長、理工学研究科長》
岡部
豊 (物理学専攻)

《専攻長(コース長)》
高桑昇一郎 (数理情報科学専攻)
鈴木
徹 (物理学専攻)
《系長（科長)補佐》
菊地 耕一 (分子物質化学専攻)
可知 直毅 (生命科学専攻)
村上 哲明 (生命科学専攻)
清水 敏久 (電気電子工学専攻)
多氣 昌生 (電気電子工学専攻)
水沼
博 (機械工学専攻)
《自己点検・評価理工部会委員》
《各種委員会》
岡田 正已 (数理情報科学専攻)
住吉 孝行 (研究科研究推進室) (物理学専攻)
南方 久和 (物理学専攻)
伊藤
隆 (理工教務委員会) (分子物質化学専攻)
伊與田正彦 (分子物質化学専攻)
横田 佳之 (学生委員会) (数理情報科学専攻)
青塚 正志 (委員長)(生命科学専攻)
安田恵一郎 (入試制度検討委員会) (電気電子工学専攻)
杤久保文嘉 (電気電子工学専攻)
《管理部理系学務課》
吉葉 正行 (機械工学専攻)
山田 哲也 理工学系教務係長

外部評価委員の方々には、あらかじめ評価結果の記入様式《資料 3》をお送りし、評価会後にご返送
いただいた。理工学系、理工学研究科全体評価については、Ｓ，Ａ、Ｂ，Ｃのランクによる評価をいた
だいた《資料 4》
。専攻別評価は、各専攻独自の内容、スケジュールで行われたが、コース、専攻共通し
た自己評価大項目として、組織運営、教育活動、研究活動を設定し、それらについての講評をいただく
ことにした《資料 5》
。
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《資料３：理工学系、理工学研究科外部評価 委員評価結果記入様式》
年
項

目

理工学系，理工学
研究科概要
目的・理念，特徴

評価観点
（あくまでも例示です。各項目について、
例示以外の観点も含めて総合的にご評価下
さい。)

Ⅰ
Ⅱ

理工学系、理工学研究科の目的、理念、特
徴が明確に定められているか。
目的、理念の明確性、妥当性。

基準Ⅲ-1

教育活動
学生支援を含む

基準Ⅲ-3-1
基準Ⅲ-3-2
基準Ⅲ-4
基準Ⅲ-5

研究活動
研究の質、成果
研究費獲得状況、
研究を通じた社会
貢献など

Ⅳ １
基準Ⅳ-1
基準Ⅳ-2

入試
現況、改善への取
組み

基準Ⅲ-2

教員採用・昇格規
準、教員評価制度

基準Ⅲ-1
基準Ⅲ-7

FD 活動
自己点検・評価活
動

基準Ⅲ-7
基準Ⅲ-8

総

日

自己評価書
該当項目

教育研究組織編制
運営管理体制

施設、設備等

月

基準Ⅲ-6 等

教育研究の基盤となる組織が適切に構築さ
れているか。
適切な運営管理の下に活動が行われている
か。
適切な教育課程編成の下で教育が実践され
ているか。
教育改善の取組みが不断に行われている
か。
卒業（修了)判定基準が明確に定められてい
るか。
学生への履修指導、学習指導が十分に行わ
れているか。
研究科としての研究目的を明確に定め、公
表しているか。
適切な研究実施体制が構築されているか。
研究業績とその質。研究費獲得状況に努め
ているか。
学生への研究支援が十分に行われている。
研究を通しての社会貢献に積極的に取り組
んでいるか。
入学者受入方針（アドミッション・ポリシ
ー)が明確に定められ、公表されているか？
各種入試形態について、アドミッション・
ポリシーに適った人材を得ているか？
入試制度について、実データを基に分析し、
改善へ取り組んでいるか。
教員の採用（昇格)基準が明確に定められ、
適切に運用されているか。
教員評価制度が明確に定められ、その運用
によって教員の質の向上が実現されている
か。
教育の質、教員の質向上のために、FD 活動
が適切に行われているか。
教育・研究について、自己点検・評価を不
断に行っているか。その結果を基に具体的
な改善に取り組んでいるか。
教育研究を支える施設、設備などが十分に
整備され、活用されているか。

評

《資料４： 評価基準》
S

きわめて優れている

A

優れている

B
C

普通
改善を要する
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外部評価委員 氏名 《
評価
（○をお
付けくだ
さい)
S
A
B
C
S
A
B
C

S
A
B
C

S
A
B
C

S
A
B
C
S
A
B
C
S
A
B
C
S
A
B
C

ご意見、ご提言

》

《資料５：コース、専攻別外部評価 委員評価結果記入様式》
年

月

日

外部評価委員 氏名 《

評価項目
組織編制

》

ご意見、ご提言
運営体制

教育活動
研究活動
その他
総

Ⅱ

評

評価項目ごとの自己点検評価

Ⅱ-１ 概念・理念、および教育研究組織編成、運営体制
・理工学系、理工学研究科の目的、理念、特徴が明確に定められているか。
・目的、理念の明確性、妥当性。
・教育研究の基盤となる組織が適切に構築されているか。
・適切な運営管理の下に活動が行われているか。
理工学系系長、理工学研究科長

岡部 豊

（１）項目に係る状況と分析
首都大学東京は、平成 17 年 4 月に東京都の４つの大学及び短期大学を統合して発足し、同時に法人
化した。都市教養学部理工学系・理工学研究科は、体系的な学術研究を基盤とする教育を実践する学系・
研究科と位置づけられ、学部 6 コースと大学院 6 専攻が直結する構成をとっている。
理工学系・理工学研究科は、自然科学と科学技術の広範な知識や考え方を教授研究し、研究能力や問
題解決能力を培い、国際的な視野や創造力や応用力を備えた、研究者・教育者・技術者を養成すること
を目的とする。この教育研究上の目的は、理工学系規則、大学院学則に定め、ウェブサイト、入学者募
集要項などで周知をはかっている。
理工学研究科は大学院教育に力を入れ、
「組織的な大学院教育改革推進プログラム」
（大学院ＧＰ）に
３つのプログラムが採択されている。６つのすべての専攻が大学院ＧＰの推進に関与し、多くの積極的
な取組みを実施している。
研究科長を中心に、研究科長補佐、専攻長からなる機動的な運営体制をとり、教員組織として少人数
教育を実現する専任教員数を確保している。
以下に、説明時に使用した PowerPoint スライドの抜粋を示す。
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（２）項目に係る質疑応答
岩澤委員：女性教員や外国人教員の比率改善は全国的に達成されていない状況にありますが、学生にお
ける女性や留学生の比率はどうでしょうか。
岡部

：学部の留学生は同規模の大学に比べて少ない状況にあります。大学院については、昨年度、
国際センターを発足させました。他の同規模大学と比べると多くはないですが、留学生（特
にアジアから）を増やす努力をしている段階です。

各専攻長：学部の女子学生の比率は、数理科学 1/5、物理学 1/10、化学 1/3、生命科学 1/2、電気電子
0-2/40、機械 3/40 の割合で推移している。
星委員 ：生物は女子の faculty メンバーが多かったですが、現在はどうですか？
岡部

：旧理学部では、生物に限らず、化学や物理でも、ある年齢の女性 faculty メンバーが多かっ
たのですが、そのメンバーが退官した後に女性の任用が多くは無かったために、現在は少な
くなっています。大学で男女共同参画 PT として検討を開始しました。

高山委員：大学院 GP について、学部から院は 72%の進学率ですが、前期から後期への進学率はどのく
らいですか？
岡部

：定員比率は何れの専攻でも前期課程の 1/3 が大まかな後期課程の定員です。前期は定員に対
して２倍程度の志願者がいますが、前期から後期への進学率が低いこともあり、後期の定員
を毎年満たしている専攻は残念ながら１つもない状況です。

（３）評価委員講評
(3)-1 目的・理念の明確性、妥当性
小島委員
規則および学則上は、きわめて明確で妥当な理念・目的が記されている。
高山委員
世界トップレベルの大都市、東京都の公立総合大学の理工系学部・研究科として、都市環境の向上
など具体的な課題解決の基盤となる理工学の体系的な学術を教授研究するという理念・目標が明確に
定められている。但し、学部名、
「都市教養学部」はこの理念・目標をやや分かりづらくしている。
岩澤委員
都市教養学部の中での理工学系であり、その上に位置する理工学研究科の理念が必ずしも一般的に
分かりやすいものではないが、目的も含めてそれが特徴であることは理解できる。
星

委員
都市教養学部やその中における理工系学部･研究科という立場は、学則等においてそれぞれ明確に

規定されてはいるが、都市教養学部という名称故に一般的には分かりづらいのではないか。受験生を
含めて外部からの理解を得るためにはかなりの工夫が必要であろう。
日高委員
１．
「大都市における人間社会の理想像を追求することを使命とする」という理念は首都大学東京に
相応しく、高く評価したい。どのような理想像をイメージし、どのように具体化していくかが問わ
れていると考える。
２．都市交通問題や都市の CO2 削減について、学部の枠を越えた学際的取り組み体制の構築など、首
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都大学東京の特色を活かした活動を期待したい。
白鳥委員
“都市教養学部理工学系、理工学研究科”という名称に目的、理念、特徴が端的に示されているよう
に思う。工学部で長年過ごした私の立場から見ると、ここには二つの画期的に新しい点が含まれてい
る。すなわち、都市教養学部および理工学という二つのコンセプトである。後者については理学と工
学のそれぞれの特徴および独自性を生かしつつ、教育・研究ともにその融合を図っていこうとの姿勢
が明確に示されている。しかし前者については残念ながら明確な説明が得られなかった。研究課題の
選択、育成すべき人材像等においてもう少しこの点が明確になると、貴組織の他大学にない特色が出
せるのではないだろうか。
(3)-2 教育研究組織編成、運営体制
小島委員
理工学系・理工学研究科が教育研究の実務組織と位置づけると、経営側との円滑なコミュニケーシ
ョンが望まれるが、必ずしもそうでない印象が散見される。適切な実務活動のためには、理工学系・
理工学研究科は経営側に対し強い発言力をもつことが必要ではないか。
高山委員
首都大学東京への再編・統合で教員数が減少したが、研究分野を狭めることなく、また、教育面で
も少人数教育の充実など様々な努力がなされている。その結果、研究と教育のバランスのとれた教員
組織が構築されつつある。数の少ない女性教員、外国人教員の積極的な任用が望まれる。
岩澤委員
理工学系および理工学研究科として基盤に都市教養があることを考えると、構築された組織は適切
に運営管理されて活動している
星

委員
旧都立大学時代に比べて、教員数をはじめとする研究･教育環境は厳しくなっているが、その中に

あってこれだけの研究の分野と質を維持し、充実した教育を心がけている努力には敬服する。研究科
長を中心とした管理･運営も円滑である。そのような意味において組織の運営は適切であるといえる
が、無理はいずれ破綻せざるを得ない。この点において、研究･教育の専門家としての教員側の意見
が、経営側に充分理解されていないのではないかと危惧する。
日高委員
１．助教の高年齢化について、問題点を正確に把握し、解決策を早急に検討した方がよいであろう。
２．女性教員任用については、各分野における女子学生数（将来の教員候補）とも関連しており、女
子学生数の増加などから広く議論すべきであろう。
３．外国人教員任用についても、まずは研究環境整備を優先すべきであろう。
４．教員評価基準の透明性、公平性を担保する姿勢を是非継続してほしい。
白鳥委員
理学系４コース、工学系２コースからなり、それぞれのコースが学部から大学院へと一貫した教育
が行われる体勢が整えられている。また各コースにおける教育研究のスタッフも充実している。残念
ながら世界に冠たる首都東京が経営する大学にしては、教育・研究の基盤となる（競争によらない）
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経費が少ないように思われる。教育・研究両面にわたって理学と工学の融合を図っていこうとの努力
が認められ高く評価される。都市教養という理念については、その理念に実体を持たせるべく、課題
研究・教育プロジェクトに積極的に予算配分をしてインセンティブを与えるような工夫があると良い
のではないか。
（４）評価委員による評価結果
系、研究科の目的、理念、特徴が明確に定められているか。
目的、理念の明確性、妥当性。
S
きわめて優れている
A
優れている
★★★★★
B
普通
★
C
改善を要する
教育研究の基盤となる組織が適切に構築されているか。適切
な運営管理の下に活動が行われているか。
S
きわめて優れている
A
優れている
★★★★★
B
普通
★
C
改善を要する

Ⅱ-２ 教育活動，学生支援
・適切な教育課程編成の下で教育が実践されているか。
・教育改善の取組みが不断に行われているか。
・卒業（修了)判定基準が明確に定められているか。
・学生への履修指導、学習指導が十分に行われているか。
教務委員会理工部会委員長 伊藤
学生委員会委員

隆

横田 佳之

（１）項目に係る状況と分析
理工学系では、都市教養学部の教育課程の骨格に基づき、各コースの特性を維持しながら、教養教育
から専門教育に至る連続性を重視した体系的なカリキュラムを編成している。具体的には、専門領域に
おける学生の基礎的知識の習得を促す目的で、1 年次から必修・選択必修の専門科目を履修させている。
一方で、広い視野を有する人材育成のために、他コース提供の理工系共通基礎科目の履修を強く推奨し
ている。また、GPA 制度、CAP 制度、早期卒業制度、成績優秀者表彰制度などを取り入れている。
理工学研究科の各専攻では、それぞれの人材養成目的、修得目標に従って体系的かつ特色ある教育課
程を編成している。授業はゼミナール、実験、講義及び学位論文（必修）がバランスよく構成されてお
り、講義については、基幹となる特論と最先端の内容を含む特別講義を中心に据え、専門分野の高度な
専門知識の習熟という教育目的に対応している。また、広い視野・学識の修得のために、ほとんどの専
攻で、同一研究科内の他専攻分野の授業の受講を推奨している。
理工学系、理工学研究科とも、教育成果や効果の検証を行うとともに、成績判定、単位認定、卒業認
定、修了判定、学位認定における適正化についても鋭意取り組んでいる。
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学生支援としては、学習相談や助言についての体制を整えることで、学生のニーズを把握しつつ、き
め細かな支援を行うことを目指している。また、学生相談室、学修カウンセラー、就職カウンセラーに
よる学生生活全般および就職活動をサポートする体制も充実しており、関連する各種ガイダンス・講習
会も頻繁に行っている。
以下に、説明時に使用した PowerPoint スライドの抜粋を示す。
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生活面での支援
• 学生相談室（岡昌之教授, 村松健司准教授）
学部２４６件, 大学院２９５件, 保護者９６件
• 医務室（７・８号館）
学校医１名（週１回）, 看護師４名
• セクハラ・アカハラ防止委員会
理工学系相談員（各コース１名）
• 各種ガイダンス, 講習会
感染症, 悪徳商法, 薬物への注意
日本学生相談学会賞（’０９）
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（２）項目に係る質疑応答
白鳥委員：少人数教育の成果として留年率が少ないということはありますか？
青塚

：４年までは自動的に学年進行するので、４年になるまでは留年がわからない制度になってい
ます。

伊藤

：学部生についてはおよそ 8 割が順調に卒業するという状況報告があります。

白鳥委員：留年率が低いということがあるのならば、それを積極的にアピールすると良いと思います。
白鳥委員：改組前の理学系と工学系は一緒にやっていたのか、改組によって初めて一緒にやるようにな
ったのですか。理学はアナリシスで工学はシンセシスというようにカルチャーが違います。
理工相互乗り入れによる教育はこれからなのですか、それとも実績がありますか。
伊藤

：教務に関して改組前は全く別でした。改組後は共通化できることは共通化し、そうでない点
についてはお互いの文化を尊重し、学生に不具合が出ないようにという方針で教務委員会に
おいて議論しています。科目の相互乗り入れに関してはスムースになったと考えています。

岡部

：違うところは違うということで維持しているというのが現状です。一方、大学院 GP の例に
みられますように、新しい取り組みのチャンスにもなりつつあり、お互いの利点になったこ
とを活かすように取り組んでいます。

小島委員：以前から導入しているとのことですが、GPA 制度はうまく機能していますか。
伊藤

：学生サイドから言えば、様々な支援制度に対して公平な基準で判断されるというのはメリッ
トがあると思います。

伊与田 ：GPA は FD で議論しています。理系では使われていますが、文系ではあまり使われていない
ようであり、学内でも温度差があるのが現状です。
菊池

：GPA の弊害として、GPA を高めるために簡単な授業を取るといった弊害が出ており、これ
への対応が今後の課題と考えています。

青塚

：学生にとってはそれなりの納得感はあるものの、いろいろと問題をはらんでいるのも事実で
す。

岩澤委員：学生相談も含めて教務関係に関して良くやっていると思います。学生相談室の説明で示され
た数は理工学系だけのものですか。学生相談室の教授、准教授といったスタッフは専門の人
ですか。
横田

：スタッフは専任で専門家です。

岩澤委員：都市教養学部に理工学系が含まれており、教養科目を学びながら、専門を１学年から入れて
いるという話でしたが、都市教養学部としての特徴をもったカリキュラムと、普通の基礎と
しての専門との関係をどのように考えていますか。
伊藤

：都市教養プログラムは新大学で導入されたものですが、改善に向けて継続的に議論されてお
り、そのような意味では現在は移行期間ではないかと捉えています。

青塚

：都市問題解決は大学の使命としてあります。都市教養プログラムもそれをベースとして講義
をしてくださいということで担当はしていますが、なかなか難しいのです。希望的観測では
ありますが、現在は移行期間であり、次第に改善されていくと思っています。

岡部

：様々な科目名に都市とついていますが、強制的につけられた枕詞のようなものでして、都市
に関連しないものもあります。全学部の学生が興味をもって聞けるような教養プログラムを
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提供しています。
星委員 ：卒業に必要な理工系共通基礎科目の単位数がコースによって異なりますが、どのような教育
的配慮からのものですか。
伊藤

：これについては生命科学コースが突出していますが、生命から何か説明はありますか。

青塚

：生命は学生の科目選択の自由度が高いことを大事にしているためです。

星委員 ：早期卒業者はどのくらい大学院博士後期課程まで進学していますか、そのようなデータはあ
りますか？
菊池

：化学でも年に一人ずつくらいですが、本学の大学院に残らず他大学院に入学したものも含め
ると、進学率は一般の卒業者よりも高いと思います。

高山委員：早期卒業は大学院に行くことを条件としているのですか？
伊藤

：３年次の夏に、大学院に合格していることを要件としています。

青塚

：補足すると、大学院に合格していない場合も、特別に面接を行って認めるという場合もあり
ます。経済的な理由等を排除しているわけではありません。

星委員 ：学生の相談内容、特に大学院生の相談内容はどのようなものですか？
横田

：生活面が多いと聞いております。学部と院の違いは把握できていません。

日高委員：早期卒業の場合、卒論は必修ではないのですか。
伊藤

：必修のところもありますが、そうでないコースもあります。

日高委員：必修の所も早期卒業は可能なのですか？
鈴木

：物理では卒論の代替科目を用意し、それを履修すれば卒業できる制度としています。

岡部

：早期卒業を希望する者は３年次の４月に申し出て、そこで認められた者については卒論の代
替措置を各コースで制度化しています。

日高委員：大学院博士前期課程でスクーリングを大事にしようという流れが文科省でも話題になってい
ますが、研究室での輪講等と本当の講義で単位が認定されるものの比率はどの程度ですか？
菊池

：分子物質化学専攻では、研究室での輪講以外に１年次で必修の講義を設けています。

青塚

：生命科学専攻では、自分が所属する研究室所のゼミ、自分の指導教員の授業で履修できる単
位数を制限しています。

（３）評価委員講評
小島委員
理工学系・理工学研究科として各種の前向きな取り組みがなされ、それぞれ効果を発していると理
解した。当面の課題として、博士後期課程の学生に対する経済的支援の改善を望みたい。
高山委員
理工学系では、GPA 制度、CAP 制度、早期卒業制度、成績優秀者表彰制度など、学生の学習意欲
を高める、特徴のある制度を導入している。理工学研究科では、大学院 GP を軸として大学院生の国
際化、大学院生の自立的企画力の育成などの大学院教育改革を積極的に進めており、評価される。特
に、早期卒業制度に代表される学部、大学院一貫教育の強化を先駆的に展開しており、高く評価され
る。
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岩澤委員
教育を大学の使命と捉え、活動の最重要事項と位置付け、熱心に取り組んでいる。教育改善の取り
組みは担当教員の努力のお陰と思われる。
星 委員
前項でもふれたが、教育の充実を大学の最大の使命としてさまざまな工夫を行っており、学生に対
する支援にも大変意を用いており、高く評価できる。しかし、これらは教員の多くにかなり無理を強
いているのではないかと思えてならない。
日高委員
１．授業評価は実施するだけでは意味がないので、どのように利用するかの議論を深める必要があろ
う。
２．博士前期から後期への進学率を上げることを目標にすることが本当によいか？産業界のニーズと
のマッチングを併せて議論すべきであろう。
３．博士後期課程の経済的支援は都の協力が不可欠と考える。
４．教員も学生も「評価」
、
「評価」の連続で疲れる可能性がある。疲れないうまい仕組みを全国の大
学で考える時期に来ているのではないか。
５．卒論、修論、博論の評価法が、学科・専攻間で必ずしも統一されていないと感じた。
白鳥委員
少人数教育が丁寧に行われている．理工連携教育の取り組みは画期的であり、その成果に期待した
い。新しい組織になって間もないので、まだこのカリキュラムにより卒業した学生はわずかである。
卒業生の就職状況、社会での活躍状況などは興味のあるところである。そういう意味で学生の主たる
就職先である産業界あるいは教育界の方々の意見を聞く機会を恒常的にもつことをお薦めしたい。
（４）評価委員による評価結果
適切な教育課程編成の下で教育が実践されているか。
教育改善の取組みが不断に行われているか。
卒業（修了)判定基準が明確に定められているか。
学生への履修指導、学習指導が十分に行われているか。
S
きわめて優れている
★★★★
A
優れている
★★
B
普通
C
改善を要する

Ⅱ-３ 研究活動，社会貢献
・研究科としての研究目的を明確に定め、公表しているか。
・適切な研究実施体制が構築されているか。
・研究業績とその質。研究費獲得に努めているか。
・学生への研究支援が十分に行われているか。
・研究を通しての社会貢献に積極的に取り組んでいるか。
理工学研究科研究推進室 室長 住吉 孝行
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（１）項目に係る状況と分析
理工学研究科では、首都大学東京の掲げる「大都市における人間社会の理想像の追及」という使命に
呼応する形で、①研究水準及び研究の成果等に関する目標、②研究実施体制等の整備に関する目標、③
社会との連携に関する目標、を設定し、それらの実現に向けた取り組みを実施している。具体的には、
基礎基盤的学術研究と大都市問題の解決に向けた科学技術の応用を縦糸・横糸にし、若手研究者や大学
院生の支援や社会貢献も織り込んだ広範な活動を行っている。
大学の大きな使命は教育・研究活動の実施であり、研究活動に関しては各教員による個人的な貢献が
その主体となっているが、研究推進室などそれを支援する適切な組織を設置している。また、活発な研
究を維持し発展させていくためには適切な研究費の配分・獲得が重要な要素になっているが、大学から
配分される基盤研究費のみでは不十分であり、学内の傾斜配分経費やそれらを遥かに上回る科学研究費
補助金などの競争的資金や受託研究費などの獲得を行っている。しかし、競争的資金の獲得は現状では
満足できるものではないという認識をもっており、今後も継続して努力していく必要がある。研究活動
に関してその詳細をここで記述することはしないが、適切な教員評価システムでその実施状況の検証を
行っている。一方、理工学研究科の多くの教員による最先端の研究成果が新聞やＴＶなどの報道で公表
されており、高い研究活動が裏付けられている。また、研究活動で得られた技術や成果は、都や民間企
業との連携事業にも展開されており、近年益々その方向への活動が活発になっている。
社会貢献としては、オープンユニバーシティー、高大連携事業、高校生対象のオープンクラス、日本
学術振興会の「ひらめき☆ときめきサイエンス」事業による中高生への最先端研究の啓蒙活動、高校へ
の出前授業など幅広い活動を実施している。
以下に、説明時に使用した PowerPoint スライドを示す。
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（２）項目に係る質疑応答
日高委員：基本研究費の額はかなり少ないような気がします。東京都に対して何かを言うのか、部局共
通費を精査して教員へ振り分けることを考えるのか、その辺りの努力の状況はいかがです
か？
住吉

：全研究費約 10 億円の半額が基本研究費でして、人数で割るとこのような額になってしまい
ます。

岡部

：都立の４大学が統合された際、東京都はおそらく配分額の低い方を基準にしたので、都立大
学の旧教員からすれば大幅に減ったというのが実情です。今後、是非、指摘してほしいと思
います。

白鳥委員：都から来ているお金の中で、人件費比率はどの程度ですか。
岡部

：人件費比率は一般に公立大学は高いのですが、大阪市大や大阪府大に比べると本学はかなり
低い状況にあります。しかし、少人数教育ということもあり、小規模の国立大に比べると高
いです。研究費については外から取りなさいとのことですが、基礎体力的な底上げがないと
維持するのが難しいということは認識しています。

白鳥委員：地方国立大学に比べても人件費比率が高いということは研究費比率が低いということであり、
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そのようなデータを示して都に要求するのが良いのではないですか。
岩澤委員：首都大は恵まれている方だと思います。東大は別格ですが、国立大学の 20 位くらいには入
ってくるのではないしょうか。それを肯定するわけではなく、少ないことは少ないのですが、
そのような状況です。これでどれくらいのことをできるのかは主張していかないといけない。
星委員 ：結構もらっているという印象ではありますが、OECD 内やアメリカと比べると低い。都の予
算規模は国家レベルで、一大学を十分手当てできないということはありえないはずだという
ことを主張した方が良いでしょう。
星委員 ：イエテボリ大学との協力は何をしているのですか。
住吉

：大学院の教育プログラムで、持ち回りでサマースクールを開催し、著名な研究者に講演して
もらうなど、１週間から 10 日程度の期間で実施しています。

星委員 ：参加する学生の経費は？
住吉

：大学側で支出しています。

岡部

：スウェーデンで３年間のプロジェクトが通っており、本学では大学院 GP があるので、来年
度までは予算面で維持できます。それ以降は他の申請をしたいと考えています。

（３）評価委員講評
小島委員
研究の質の高さが印象的だった。
高山委員
公立総合大学の理工系の研究科として、その規模で追究し得る高い研究目的が適切に定められてい
る。科研費などの学外競争的研究資金については、研究科の規模に相応した獲得実績を上げている。
今後、科研費の採択率のさらなる向上や COE などの大型共同研究の拠点形成、また、学内配分の傾斜
的研究費の増額要求への取組みを積極的に進めることを期待したい。
岩澤委員
理工学系および理工学研究科は研究実施体制、研究業績とも全く問題ない。かなり質的に高い研究
業績が多く、一部は世界をリードする研究業績も見られる。学生への研究支援もそれぞれの教員およ
び研究室として十分に行われている。
星

委員
研究は総体として高い水準にあり、科学研究費等の外部資金の獲得状況も問題ない。しかし、教育

面と同様に、研究面においても教員の相当な無理に支えられているという感じは否めない。そのよう
な無理な状況では、独創性の高い研究は出来なくなるのではないかと危惧される。
日高委員
１．
「大都市における…」という目的は明確に定められている。問題はどう具体化するかであろう。
２．基本研究費（教授、准教授 61 万円、助教 38 万円）の妥当性を教員自ら議論し、改善の努力を
もう少しすべきであろう。
３．研究活動に対する教員評価の評価基準が必ずしも明確でない。
４．研究内容は高い水準にあると評価できる。社会貢献も多い。
５．学生への研究支援は具体的にどのようなものか、時間不足で聞けなかった。
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白鳥委員
研究科のコース単位で見た場合、個々の先生方の研究業績は優れており、科研費など外部資金も頑
張って取ってきている。ただし今後、チームを組んで大型プロジェクトの採択に向けて一層の努力が
望まれる。とくに、都市問題などをテーマとしてプロジェクト研究を積極的に推進されることをお薦
めしたい。また経営側もこのような試みを積極的にバックアップされることを希望する。
（４）評価委員による評価結果
研究科としての研究目的を明確に定め、公表しているか。
適切な研究実施体制が構築されているか。
研究業績とその質。研究費獲得状況に努めているか。
学生への研究支援が十分に行われているか。
研究を通しての社会貢献に積極的に取り組んでいるか。
S
きわめて優れている
★★
A
優れている
★★★★
B
普通
C
改善を要する

Ⅱ-４ 入試：現況、改善への取組み
・入学者受入方針（アドミッション・ポリシー)が明確に定められ、公表されているか？
・各種入試形態について、アドミッション・ポリシーに適った人材を得ているか？
・入試制度について、実データを基に分析し、改善へ取り組んでいるか。
理工学系入試制度検討小委員会 安田恵一郎
（１）項目に係る状況と分析
本学理工学系の入試制度は、平成 17 年の首都大学東京設置時に、これまでの東京都立大学理学部お
よび工学部の入試制度を継承しつつ、多様な入試を中心とする新たな入試制度を導入することでスター
トした。新たな入試制度は、センター試験と本学独自の 2 次選抜を行う一般入試（前期日程・後期日程）
を中心に、一般推薦入試、指定校推薦入試、特別推薦入試（東京未来塾および工業高校）
、AO 入試、社
会人 AO 入試、
チャレンジ入試、
ゼミナール入試などの多様な入試を取り入れていることが特徴である。
一般入試の志願者倍率は、5～7 倍程度でここ数年は漸増傾向にあり、また、偏差値も横ばいもしくは上
昇傾向となっており、入試制度として十分機能していると考えられる。
一方、入試制度改善に関しては、志願者倍率や難易度などの情報ののみならず入試区分別の入学者の
学内成績などの分析を実施しており、その評価結果を踏まえた継続的な入試制度の改革を行っている。
ここ 5 年間に実施した具体的な入試制度の改革は、①科学オリンピック入試の新設、②指定校推薦入試
の拡大、③チャレンジ入試の廃止、④AO 入試の廃止、⑤一般推薦入試における学力検査の実施、であ
る。本学理工学系においては、入試制度の継続的な改善のための組織的機能が構築され、実際に有効に
働いているが、より多角的な入試情報の分析・評価や、迅速な入試制度改革に適した学内組織の見直し
などは、今後も継続的に行うべき課題として挙げられる。
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以下に、説明時に使用した PowerPoint スライドの抜粋を示す。
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（２）項目に係る質疑応答
日高委員：ゼミナール入試とはどのようなものですか？
村上

：６月から講義、夏休みに実験、成果発表を行い、その結果、受験希望者を面接して合格者を
決めるというシステムになっています。

安田

：特徴的な入試で倍率も高く、多様な入試の中ではよく機能していると評価できます。

岩澤委員：入学者の分布は首都圏の１都２県だが、受験者も同じですか？
安田

：ほぼ同じです。

白鳥委員：都民の税金で運営されているという意味で、都民の子弟は有利となることはありますか。
安田

：入試は公平に行われているので評価面で都民が有利になることはありません。指定校推薦、
一般推薦の範囲は当初は東京都内のみで、２年前から神奈川、千葉、埼玉が追加されていま
す。入学金が半額になるというメリットが都民にはあります。

星委員 ：指定校の選定は何を基準に決めていますか？
安田

：各コースに決定権がありますが、基本的には、各コースの過去の入学実績に基づいて判断さ
れています。
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（３）評価委員講評
小島委員
入試の分析を専門とする教員を雇用しデータを解析、その結果が改善に直に結びつく様は感服した。
高山委員
明確に定められたアドミッション・ポリシーに基づいて学生を受け入れている。学部入試では、一
般選抜に加え、指定校推薦、帰国子女入試などの特別入試、さらに、さまざまな AO 入試の実施によ
り、多様な資質を持った学生の受入れに効果をあげている。大学院入試については、博士後期課程の
定員数の確保が当面の課題である。
岩澤委員
アドミッション・ポリシーが明確で、各種入試の目的と方針がよく検討されている。入試結果の実
データおよび経年追跡分析も適切に行われ改善に積極的に取り組んでいる。
星

委員
いずれも、明確な方針に基づいて実施されており、データに基づく再検討も積極的に行われている。
生命科学コースを中心に行われている「ゼミナール入試」も良い成果をあげていると思う。博士後期

課程の受験者の増加と定員確保には、更なる努力が必要と思われるが、どこの大学でも抱えている悩
ましい問題である。
日高委員
１．博士前期課程入試での出題ミスについて、対策の具体案と実施時期を公表しているか？
２．博士後期課程の定員確保は本当に必要か、教授会等で十分検討してほしい。
白鳥委員
多様な入試形態が準備され、さまざまな経路からの入試が準備されている。またこれらの入試形態
について不断の見直しが行われている。高校生向けの大学紹介プログラムなども丁寧に実施されてお
り、受験倍率の高さを見ても受験生の人気が高いことが推し量られる。
（４）評価委員による評価結果
入学者受入方針（アドミッション・ポリシー)が明確に定められ、公表されてい
るか。
各種入試形態についてアドミッション・ポリシーに適った人材を得ているか。
入試制度について、実データを基に分析し、改善へ取り組んでいるか。
S
きわめて優れている
★★★★
A
優れている
★★
B
普通
C
改善を要する

Ⅱ-５ 教員採用・昇格規準、教員評価制度
・教員の採用（昇格)基準が明確に定められ、適切に運用されているか。
・教員評価制度が明確に定められ、その運用によって教員の質の向上が実現されているか。
全学人事制度等検討委員
理工学研究科長補佐
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可知 直毅

（１）項目に係る状況と分析
教員の採用および昇格については、毎年度当初に専攻長会議において内部昇任・公募も含め具体的な
教員採用計画を検討する。各専攻は、人事計画に沿って個別の教員選考を行う。選考では、
「教育」、
「研
究」
、
「社会・組織貢献」
、
「分野マッチング」の各項目について評価を行った上で、面接等による人物評
価を実施し総合判定する。2 次選考（面接選考）にあたり、その分野の学外専門家を外部委員として委
嘱し、選考の公正性を担保している。専攻での選考結果は、選考経過説明資料・外部委員の評価報告書
とともに、研究科長を委員長とする研究科レベルでの教員選考委員会に提案され、公平性等についてチ
ェックを受ける。
教員の人事制度については、５年の任期制がとられている。また、助教と准教授については更新回数
に制限がある。教員評価（年度評価）については、年度当初に「教育」、
「研究」、
「社会貢献」
、
「組織運
営」について、年度目標を自己申告し、翌年度当初に、前年度の年度目標に対応した実績について自己
申告する。専攻長は各教員と面接し、総合評価原案（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ）を作成する。原案は、研究科長
を委員長とする教員評価委員会の検討を経て、全学人事委員会に具申される。総合評価は、年俸に反映
される。教員評価（任期評価）については年度評価に準じるが、Ｃ評価でなければ再任されることにな
っている。
以下に、説明時に使用した PowerPoint スライドの抜粋を示す。
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（２）項目に係る質疑応答
白鳥委員：人事委員会は全学組織ですか？
可知

：そうです。

白鳥委員：構成メンバーは？
岡部

：部局長クラスで、委員長は事務局長です。実際の個々の人事案件の審議は各部局で行われて
います。

白鳥委員：事務局長は理事ですか？
岡部

：副理事長です。

小島委員：教員定員の根拠は。外部資金等による特任の教員がいると思いますが、その選考プロセスは
どのようになっていますか？
可知

：教員定員は都立大時代からの母体を基準としています。

岡部

：教授、准教授の定員は開学時に確定しています。助教に関しては定員がなく、目標数という
形で決められています。平たく言えば、都立大を継承しています。ただし、都立大に比べる
と助教の人数が著しく減りました。特任の選考任用についてもプロセスは基本的には同じで
す。

（３）評価委員講評
小島委員
すべてのランクを任期制にすることにより教員に緊張感を持たせるのは、経営的観点の行き過ぎで
はないかと感じた。このような状況ではテニュアというポジションが意味をなさず、たとえば専攻や
研究科の運営に熱意をもって働いていただける教員が限られてしまうのでは？
高山委員
教員評価制度の一つとして、個々の教員に、教育研究目標に向けた活動に関する自己申告（年度毎、
任期毎）が義務付けられている。この制度の効果は、教員の採用（昇格）、その結果の教員構成に反
映される。特に、首都大学東京になって導入された、准教授・助教の任期制への対応が、教員評価制
度に対する大きな試金石になるものと考えられる。
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岩澤委員
教員の採用は適切に行われている。また、教員の質の向上を実現する評価も行われている。
星

委員
いずれも適切に行われているが、助教などの若手教員の席が不足している。

日高委員
１．採用（昇格）基準の妥当性をどのように評価しているかを明確にした方がよいであろう。
２．教員評価の PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルの Action の現状をもう少しお聞きしたかった。
３．評価の体制は整いつつあると考えるが、評価を受ける側の反応、ストレスを調査する必要もある
と考える。
白鳥委員
人事委員会が設けられ、教員採用の仕組みが全学的な見地から一元化されたことは、人事に透明性
を持たせる意味で評価される。しかし各部局の自主性を担保することも重要であり、理事会、人事委
員会に教学の意見がフィードバックされることが望ましい。教員評価制度も明確に定められ実施に移
されている。これらの試みは法人化以後の新しい試みであり、早急に評価することはむずかしい。い
ま少し慎重に推移を見守りたい。
（４）評価委員による評価結果

教員の採用（昇格)基準が明確に定められ、適切に運用されているか。
教員評価制度が明確に定められ、その運用によって教員の質の向上が実
現されているか。
S
A
B
C

Ⅱ-６

きわめて優れている
優れている
普通
改善を要する

★★★
★★★

FD 活動、自己点検・評価活動

・教育の質、教員の質向上のために、FD 活動が適切に行われているか。
・教育・研究について、自己点検・評価を不断に行っているか。その結果を基に具体的な改善に取り
組んでいるか。
自己点検・評価委員会、FD 委員会 伊與田正彦

（１）項目に係る状況と分析
ＦＤ活動および自己点検・評価活動に関しては、それぞれの「全学委員会」のもとに「理工部会」が
設置されている。各理工部会は毎月会合を開いて理工学系・理工学研究科の FD 活動および自己点検・
評価活動について話し合っている。理工学系・理工学研究科の自己点検・評価委員会は、教育・研究・
大学運営に関する幅広い点検・評価活動を、理工学系・理工学研究科内、教務委員会、広報委員会、入
試委員会、研究推進室など各委員会と密な連携を取りながら実施している。
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ＦＤ委員会理工部会では、理工学系・理工学研究科は全学の「理工共通基礎科目」を担当しているこ
とにより、理工共通基礎科目に関する授業評価アンケート結果の解析から始まり、教育の質の向上に向
けての検討、成績評価基準の作成まで、幅広い活動を行っている。理工専門科目については、理工学系
の２－４年生を対象とする授業評価アンケートを独自に実施し、全学委員会にその結果を報告している。
さらにＦＤ委員会理工部会では、理工専門科目に関して、オフイスアワーの設置と実施への呼びかけや、
各教員への成績評価に関する要望事項のとりまとめなど、教育の質、教員の質の向上を目的とした活動
を活発に行っている。大学院ＦＤ活動についても、全学に先がけてアンケート調査を実施し、教育・研
究指導の向上を図ると共に、研究環境の整備に取り組んでいる。また、ＦＤ委員会理工部会では、授業
内容の改善を期して「理工ＦＤ講演会」によって、特に高い授業評価を得ている教員の模擬授業や、授
業内容を改善点するポイント等についての講演を実施している。ただし、これまでの教育関係のデータ
が紙媒体で蓄積・保存されているため、これを電子データとして蓄積していく必要があること、また、
授業評価アンケートの結果を各教員に戻した後の確認・評価システムを整備すること、教育の質の向上
を目的として学外からの意見の聴取に取り組むこと、などが今後の課題として残されている。
以下に、説明に使用した PowerPoint スライドの抜粋を示す。
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（２）項目に係る質疑応答
高山委員：FD 活動というのは主に学部の教育に関するものですか？
伊與田 ：現在では大学院生に対しても行っています。学部専門科目と大学院は理工 FD 委員会が主体
として行っています。ただし、授業評価結果を教員評価には反映させてはいません。
岩澤委員：教員側がなけなしの時間を使ってやる訳ですが、ご説明の中で教員側と経営側の相互理解が
ないと言われたのは。
伊與田 ：経営側は教員ができると思っていますが、教員は他の仕事も抱えており、大変であるという
のが現状です。
岩澤委員：大学の使命の一つは教育であり、これは教員が担っています。本来は経営者も職員も教員を
全面的にバックアップしなければならず、これが根底から崩れると、教員としてはやってい
られなくなる。もし、職員が経営側を向いているとえらいことになる。
岡部

：ご指摘されたような懸念を持っています。

（３）評価委員講評
小島委員
自己点検・評価および FD は、昔は各自の責任において行っていた項目であるが、今日では組織
的に行うことが推奨されている。理工学系・理工学研究科の取り組みは標準的で、成果を挙げている
と理解した。
高山委員
FD 活動の一環として、学部生に対する授業評価アンケートの実施、アンケート結果のフィードバ
ックによる授業改善の取組みが進められている。アンケート結果を具体的、かつ有効な改善内容に結
び付けるシステムの構築が急がれる。
岩澤委員
教育の質、教員の質向上のための FD 活動は十分に行われている。教員の自覚も適切で教育・研究
に生かされている。
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星委員
FD 活動、教員の自己点検･評価は十分に行われており、それらは教員の活動に生かされている。
日高委員
１．PDCA サイクルの Check で終わっては意味がないので、Action 部分の充実をお願いしたい。
２．教員自己申告、自己評価結果をどのように活用していくか、必ずしも明確に示されていない。
３．研究活動に関し、研究の自由と成果主義に走らない歯止めをどのようにバランスをとるか、更に
議論を深めてほしい。
４．教育支援をする職員の協力体制を作る努力を続けて頂きたい。
白鳥委員
少人数教育で丁寧な教育が行われているうえに、ＦＤ活動、自己点検・評価等も行われており、教
育・研究の不断の改善に努めている。また専任の専門家による学生（時には教員も）相談が丁寧に
行われている。大学院博士後期課程を除き学生の留年率が少ないのも、その成果の現れであると理
解される。
（４）評価委員による評価結果
教育の質、教員の質向上のために、FD 活動が適切に行われているか。
教育・研究について、自己点検・評価を不断に行っているか。その結果
を基に具体的な改善に取り組んでいるか。
S
A
B
C

きわめて優れている
優れている
普通
改善を要する

★
★★★
★★

Ⅱ-７ 施設、設備等
・教育研究を支える施設、設備などが十分に整備され、活用されているか。
（１）項目に係る状況と分析
時間的制約のため、全体会において担当者による説明時間を設けることが出来なかった。本項目につ
いては、あらかじめ外部委員の方々にお送りした自己評価書、および資料を基に評価、講評をいただい
た。また、評価、講評には、第二部での専攻別外部評価において、評価委員を研究、教育の場にご案内
し、現場での印象も含めていただいた。
（２）項目に係る質疑応答
実施せず。
（３）評価委員講評
小島委員
この件についての全体説明はなかったと記憶しているが、資料などから判断して、支障はないとい
う印象を受けた。 私が視察した数理情報科学専攻について、とくに問題は なかった。
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高山委員
牧野標本館、小笠原研究施設は東京都の公立大学ならではの施設であり、実際、国際的にも広く活
用されている。一方、理工系の基礎的な研究に必要な実験装置・設備の高性能化（それに伴った高額
化）が急速に進行している。これに対処して研究科共通研究施設の充実を図ることが大きな課題であ
ろう。
岩澤委員
施設設備は十分に整備されており、教育・研究に有効に活用されている。
星

委員
施設設備は整備されており、教育・研究に有効に活用されているが、全体に狭隘との印象は免れな

い。
日高委員
１．安全管理への適切な投資を継続すべきであろう。
２．教員を配置した「分析センター」の早期設立を期待したい。
３．研究室、実験室、演習室の狭隘状態を早急に改善する努力をすべきである。
４．図書館の電子ジャーナル化への対応を急ぐべきであろう。
白鳥委員
キャンパスの環境はすばらしい。学生が自主的に勉強する環境もそれなりに整えられている。実験
系の研究室では古いものがあふれ手狭な感じがした。労働安全衛生上の見地からも、実験室のスペー
スと設備にはもっとお金をかけるべきである。
（４）評価委員による評価結果

・教育研究を支える施設、設備などが十分に整備され、活用されているか。
S
A
B
C

Ⅲ

きわめて優れている
優れている
普通
改善を要する

★★★★
★
★

理工学系、理工学研究科全体についての質疑応答、講評
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（１）項目全体についての質疑応答
日高委員：理念のところで「大都市における人間社会の理想像の追及を使命とする」というのがあり、
これを活用するという立場で考えたとき、教員は人間社会の理想像をどのように描いていま
すか？
岡部

：活用するという意味では、大都市と限らなくても、エネルギーや環境の問題が考えられるの
で、理工学研究科としてこのような研究も進めています。

白鳥委員：日本機械学会では CO2 削減を掲げています。例えば、自動車では電気自動車やハイブリッド
車など車自体の改良をするというのは個別の機械屋や電気屋でもできますが、実は交通シス
テムを変える、平均時速 20 km/h から 30km/h に上げるといったことの方が削減効果はより
大きいという予測が出てきています。このようなものは一つの狭い分野ではできないので、
首都大が大学全体のシステムを挙げて取り組むと成果が上がり良いのではないですか。
岡部

：電気自動車に関しては、学部の機械工学コースのものづくり GP、電気電子工学コースのプ
ロジェクト実験で取り上げたりしており、理工学系の特色として、学部教育において各コー
スがやっている学生の自主的活動を横断するような学部の GP を取ろうと努力はしてきまし
たが、まだ実を結んでいないという状況です。

白鳥委員：まずは研究レベルで自由にチームを組んでやるというのはあると思います。
星委員 ：この大学の特徴は大都市に在り、大都市のガバメントにサポートされていることです。世界
の人口の過半が都市生活者となった現在、そういうことを切り口にして都庁の対応を探ると
いうのはありうるのではないか。むしろその点をアピールし、この大学をもっと充実させろ
というのはあるのではないか。世界が抱える諸問題の中でリーダーシップを発揮できるとい
う環境にあると思いますが、そのあたりはどうですか。
岡部

：東京都でも、今、感染症の問題とか、行政上の大きな予算が動いています。東京都の連携に
関する仕組みができ、都の産技研センターとの研究レベルの話と、それから、東京都の各局
とのプロジェクトもあります。しかし、理工学研究科では、東京都の各局の具体的な行政に
直ぐ結びつくケースがあまり多くなく、結びついた実績も少ないですが、積極的に提案を現
在しているところです。

星委員 ：生物の立場からこの大学をみたとき、牧野標本館と小笠原は貴重な財産です。これらは都市
とは逆の極ではありますが、都市を理解する上で、都に対して何か言うときに非常に大きな
看板になりうるのではないでしょうか。
岡部

：牧野標本館は、博物館的なものを大学で保有するというのは大学の貴重な資産であり、文科
省からも奨励されています。新大学再編の際に牧野標本館の大学内での位置づけが不明瞭に
なっています。次期中期計画では、牧野標本館の充実というのを考えています。

岩澤委員：研究面では問題ないと思います。マネージメントを含めた教員の努力には感心します。理工
学研究科のままで今後もいくとなると、博士後期課程の充実がすべて、といえるぐらい強い
インパクトだと思う。これが瓦解すると理工学研究科の存在価値は半減すると思う。首都大
学としてはどこと闘っていくのか、国際的にどういう大学をモデルとするのか、それらを超
えてユニークな大学づくりを目指すのかという理工学研究科の位置づけが微妙かつ重要であ
り、その中の博士後期課程というのがひとつのポイントとして出てくると思います。例えば、
- 33 -

大学院 GP などを採択され、中で努力すればするほど学生がかえって逃げていくという実態
も全国的にある。21 世紀 COE やグローバル COE をやっている大学は博士後期課程育成に
関してはほとんど失敗していて、成果を出す大学ほど充足率が落ちています。
整理すると、首都大が何を目指し、何と戦ってどういうポジションを取るのか、その中の
理工学研究科はどこが自分たちの決め手になるのか、その中で博士後期課程は理工学研究科
にとって重みがある。今、問題を整理して、一早く打ち出す必要があります。その時に大事
なのは、首都大学は国の大学よりも良いという所を一つでも二つでも持つということ。例え
ば、博士後期課程には授業料全額支給、また、首都大学は全国大学でもあるわけで、首都の
在り方、都市の在り方を研究すると同時に、アジアを含めて色々な都市の在り方のリーダー、
そのような形の基礎を担う理工学研究科というのを打ち立てて、特徴を是非つくってほしい。
小島委員：数理情報科学専攻に行ったとき、電気電子工学専攻と機械工学専攻との GP の中身を見まし
たが、大学の中で専攻同士が手を組んで何かをやるのは珍しい。中身が具体的にはどうなる
かはこれからのようですが、ぜひ頑張ってもらいたい。
高山委員：大学院 GP で大学院の国際化、社会との連携も進められています。今までの大学院は研究者
を養成するためのもので、修了後にはアカデミックポストに就く以外の進路は考えにくかっ
た。しかし、現在では、アカデミックポスト以外の進路も増えてきた。そのような状況を踏
まえて大学院 GP を展開してほしい。
青塚

：大学院 GP では色々なことを企画実践していますが、大学院生が望むものをベースとして企
画を立てている専攻があれば紹介してください。

水沼

：機械の大学院生に対してのアンケートの結果、学生は数学を勉強したい意欲は十分あるとい
う結果が出ています。

清水

：大学院 GP ではありませんが、学部 GP も頑張って申請はしていますが、過去に前例がある
と同じ内容では採択されないために、奇をてらったものになってしまうきらいがあります。
いずれ大学院 GP もそのようになる危険性があり、国の施策と学生が望むものをどうバラン
スするか考えなければならないと思います。

白鳥委員：学生の出口戦略、改組して間もないので卒業生が少ないですが、ニーズ側（会社）の意見を
聞く機会を設けることが必要ではないですか。
岩澤委員：専門の最先端と国民を繋ぐサイエンスインタープリターといったコミュニティも育っていま
す。そのような人はいますか。
岡部

：キャリアパスの関係からも関心を持ってもらいたいと思っています。例えば、物理化学の
GP では、日経サイエンスの女性ライターを招き、一般講演をしてもらったことがあります。
高校生講座やひらめき☆ときめきサイエンスを積極的にやっており、大学院生に手伝っても
らって活動状況を外部に発信しています。

星委員 ：生命科学専攻ではその辺りをかなり考えていて、大学院教育にもかなり力を入れている印象
を受けました。昔と比べて、教員は色々なことをやらされていて、数も減っており、なおか
つ少ない金でよくやっている。何もかも大事ではありますが、教員が疲弊すると必然的に院
生も疲弊するでしょう。その点を執行部が十分に配慮しないと差し障ることになるのではな
いかと心配します。
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（２）外部評価委員からの全体的評価とコメント
小島委員
立派な理念のもとに、深い研究を続けているということが印象的でした。首都大の特徴が何かと聞
かれたときに、一言で言える目玉があるといいのではないか。都市というのがキーワードになるとい
うのがヒントではないかと思います。
高山委員
都立大から首都大への改組になって教職員の定員が減り、助教が減った。それにも関わらず、物理
学専攻では各グループは良くがんばっていると思います。
大学院の教育として、博士後期課程への支援、学位取得後の社会への展望の支援など、大学院の若
手研究者を育てるという雰囲気が首都大学東京の理工学研究科の特徴として伝わるならば、それが良
いのではないですか。
岩澤委員
全体的にみると素晴らしい研究と教育と評価されます。マネージメントはよく練られ、教務を含め
た学生への対応、教育への熱意や色々な計画は非常によくやっている。強いて言えば、次の５年間が
首都大の生命線だと思います。今後の５年間は、首都大と、そこでの基礎研究の中核である理工学研
究科の在り方、人材育成が問われると思う。
星委員
研究レベルは高いと評価できます。教育も熱心にやっている。しかし、限られたマンパワーで何も
かも行うことはできません。逆にいえば、この大学はどういうニッチを占めようとしているのか明確
にした方が良いのではないか。そうしないと、100 近くもある国立大学のアッパークラスの一つとい
うことになってしまうのではないかと危惧します。ぜひ、疲弊されないように。
日高委員
PDCA（Plan Do Check Action）で PDC までは一生懸命やるが、最後にアクションをしなければ
ならない。色々な意見を受けて、一歩踏み出すということを一緒にやりましょう。
白鳥委員
理学系教員と工学系教員のコミュニケーションの場があるということを活用してほしい。機械系に
対しては、都市教養学部理工学系機械工学コースという名称ではありますが、機械の本質はシステム
インテグレーションの教育が特徴であるので、それが外に見えるような形で積極的に発信してほしい。
次の中期計画において、首都大の将来を本当に真面目に提案できるのは内部であり、良い案を提案し
てほしい。
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（３）外部評価委員結び
外部評価委員 委員長

星 元紀

全般的によくやっていると思うし、日本のリーディングユニバーシティの一つであることを持続して
ほしいと思っています。しかし、今のままではかなり無理があるように感じます。大学として、経営側、
都庁や都議会など対して、都の予算が国家規模であるにも関わらず現状のままで良いのかといったこと
をアピールするなど、研究科長をはじめとして皆さんにお願いしたい。健康に十分気をつけて、益々発
展してください。

（４）答礼
理工学系長、理工学研究科長 岡部 豊
外部評価をお願いした各委員の先生方の貴重な助言に対して御礼を申し上げます。
中教審が７つの機能ということで、我々もそれを問われており、本学でも現在議論している所です。博
士後期課程が生命線とのご指摘も受け、博士課程を維持・発展させていく強く思っております。一方、
若い教員が疲弊しないかということは常に腐心しているところです。今後の５年に対するビジョンが
我々の中でも未だ確定していませんし、それがどれだけ受け入れられるかもわかりませんが、良い学生
を育てられるように主張すべきはしていく所存です。

Ⅳ

理工学系、理工学研究科全体についての文書による外部評価委員講評

貴研究科は、たいへん質の高い研究を継続されていることが印象的だった。一言付言
すると、組織としての特徴を表現するキャッチフレーズがあると、いろいろな意味で各
方面へアピールしやすいのではないかと感じる。評価委員会では「都市」がキーワード
として話題になったが、有力な一案かもしれない。もちろん他の選択肢もありえる。
もう一点、昨今の国立大学法人では事務方を中央集約する傾向があり、教育研究現場
に携わる（正規雇用）事務員の数が皆無になりつつある。首都大の理工学研究科では各
専攻に張り付く事務職員はすでに皆無ということだが、果たしてこれで事務方が教員の
小島委員

教育研究に関わる仕事内容を理解できるだろうか？

大学の責務が教育と研究である

ことを考えると、事務方はこの責務に積極的に加担すべきであり、経営者側に強く軌道
修正を求めては如何だろう？

- 36 -

東京都が文化的にも世界トップクラスの都市であると誇れるためには、首都大学東京
が高いレベルの総合大学であることが必要である。優れた総合大学にとっては教育と研
究が車の両輪であり、両者をバランスよく展開していくことが不可欠である。そのよう
な公立総合大学の理工系組織として、本理工学系・理工学研究科は、東京都立大学から
首都大学東京への再編・統合で教員数が減少したものの、都市環境の向上など具体的な
課題の解決の基礎･基盤となる理工学の体系的な学術を教授研究するという理念・目標
を定め、その実現を目指して様々な制度、企画を導入し、積極的な教育研究活動を展開
高山委員

している。
教育面については、理工学系では学生の勉学意欲を高める制度（GPA 制度、早期卒業
制度など）を、また、理工学研究科では大学院生の国際化や大学院生の自立的企画力の
育成制度などを先駆的に導入し、教育・研究効果を高めている。特に、学部・大学院計
5 年間での修士取得を可能にする早期卒業制度は、学部、大学院一貫教育の強化策の代
表的な成果として高く評価される。研究面では、６つの専攻でそれぞれ特色のある研究
成果を上げており、科研費などの外部研究資金も本研究科の規模相当の額を獲得してい
る。今後、科研費の採択率の向上や、COE などの大型共同研究の研究拠点形成に向けた
さらなる努力を期待したい。
理工学系、理工学研究科の設置目的・理念が明確で特徴があり、それを受けての教育
研究組織が編成されて運営管理がなされている。教員は教育活動と学生支援を行いつつ
研究活動に励んでいる。その中で質の高い研究成果をあげている。さらに、入試現況の
分析と改善への取組みも十分に行われている。教員 FD 活動も十分に行われている。自
己点検・評価活動も着実である。以上、総じてそれぞれの取組は高く評価でき、研究教
育面でも十分な成果をあげている。しかし、これらの取組に参画し活動を行い貢献する
教員への負担がかなり大きいと危惧される。また、特徴的な理念と組織編成は存在感を

岩澤委員

示すものであるが、今後もそれが評価されるかどうかはこの５年間の総括と今後５年間
の方針と活動にかかっている。国立大学と首都の大学との関係、都市教養学部の中の理
工学系、その上の理工学研究科という組織構造の中で、それら特徴を含め、大学、学部、
研究科のそれぞれでの目標と戦略が重要となろう。特に博士後期課程のあり方は研究教
育戦略ともからみ十分な検討が必要かもしれない。

各項目で述べたように、教育、研究のいずれにおいても、評価できる実績を挙げてい
る。物理的あるいは財政的な環境が劣悪下する中で、これだけの規模と質とを維持して
いる教員諸氏のご努力には頭が下がるが、再三述べているように無理を前提とした制度
は、一時は良くともいずれ破綻する。この点に関する経営側の理解を強く望む。
今や世界人口の過半が都市生活者となり、ヒトを Homo urbanus と呼ぶべきである
という声すらあり、
「都市」問題の理解と解決は全人類的な課題でもある。
「都市」を表
星

委員

に掲げる本学はこの点をもっと強調しても良いのではないか。もとより、「都市」の理
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解は本来の自然環境を理解することなしにはおぼつかず、しっかりとした「理」を基盤
にした「工」が必要である。この意味で、牧野標本館と小笠原というフィールドは貴重
な財産であり、生命科学に限らずにもっと活用・充実すべきであろう。これらの点につ
いて、かなり大きな国家レベルの予算を持つ経営母体である都や都民に、教員側からさ
らに強く働きかけていただきたいと思う。

１．限られた研究資源（研究費、研究スペース、スタッフ数、学生数）にあって、高い
研究業績を挙げていると評価できる。ただし、今後も高い評価を受ける研究活動を
継続するためには、教員個人の努力だけではきわめて不十分であり、専攻、研究科、
大学、そして東京都を含めて、適切な研究費、スペース、設備はどのようなもので
あるかを十分議論し一層の改善に努めて頂きたい。
２．教育活動において、種々の工夫を凝らして絶えず教育改善に努力しており、敬意を
表したい。
日高委員

３．各種評価を積極的に行い、教育研究システムの改善に努力されていることを評価し
たい。評価システムは PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルで回ることで重要で
あり、特に評価結果を受けてどう Action をするかが更なるステップにつながるこ
とから、この Action 部分の議論と実施を継続的に行って頂きたい。

理工学系・理工学研究科の外部評価ということで、残念ながら全学的な組織・運営に
関することは十分に説明をきく時間がなかったが、私の理解するところでは、平成１７
年に公立大学法人となった時点において、組織・人事・財務等の大枠を決める経営的事
項は理事会が担当し、教育・研究に関わることは教育研究審議会が担当する、というよ
うな役割分担が明確になったことであると理解した。したがって都市教養学部理工学系、
理工学研究科という大枠は理事会マターとして決められたものであり、これを所与の条
白鳥委員

件として教育・研究の内実をどのように盛り込むかという点に、教学の側に立つ先生方
の努力のあとが認められる。個別の案件については既に述べたが、都市教養学部を設置
した経営側の意図を十分に理解して、さらに都市に関する研究と教育を充実させていく
努力が期待される。また経営側も教学の側の意見を十分に汲んで施策にフィードバック
することにより、先生方の能力を最大限に引き出す環境をつくるなど、経営側と教学側
のさらなる協働が求められよう。
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Ⅴ

総

評
外部評価委員 委員長

星 元紀

‐以下は、本委員会委員 6 名の意見をもとに、委員長の責任において纏めたものである。‐
首都大学東京の都市教養学部理工学系・大学院理工学研究科は、教育･研究のいずれにおいても、優
れた実績をあげており、わが国の主要大学としての地位を保つに十分なレベルにある。さらに、開かれ
た大学･学問を念頭に置いたさまざまな活動・努力も評価できる。都立大学時代と比べると、人的なら
びに財政的な環境がいずれも劣悪化している中において、研究面におけるよき伝統を維持し、教育面に
おいては都立大学時代を凌駕するのではないかとさえ思える状況を生み出しておられることは、教員各
位の大変なご努力に負うものであろう。この点において、まず敬意を表したい。
おそらくは経営側の要請によるものと思われる「都市教養学部」というユニークな看板をもつ組織の
中において、理工学系が如何にあるべきかという点については、色々とご苦労が多いことと拝察する。
これを単に与えられたものとして捉えるのではなく、この特徴を生かそうというご努力も処々に伺われ
るが、総体としてみたときにはこの点が十分であるとは思えない。単なる一有力大学という地位を越え
てさらに発展し、全国の、さらには世界の優れた若者を惹きつける魅力ある大学となるためには、この
特徴を積極的に生かし、
「都市」問題を中心に据えて学部･研究科全体の教育・研究体制を構想する必要
があるのではないだろうか。世界人口の過半が都市生活者であるといわれる今日、都市問題は全人類的
な課題であり、世界でも有数の大都市を中心とする組織である東京都が経営母体である首都大学東京に
こそ、この大問題に正面から取り組むことが期待されているのではなかろうか。
これは、狭い意味で都市研究に邁進することのみをいっているのではない。都市問題というような複
雑な現象に、理工学を背景として切り込むには、確固たる学術、すなわち先進的な理学・工学を基盤す
ることなしには覚束ない。この意味において、研究面における力の更なる向上が欠くことのできない前
提であることは言うまでもない。たとえば、一見、都市の対極にあるように思える小笠原諸島をフィー
ルドとして持つという他大学の追従を許さぬ利点を生かし、広い意味での小笠原研究にさらに本格的に
取り組むことも必要ではないかと思う。
はじめに述べたように、随所に伺われる教員の大変な努力は敬服に値するが、これはかなり無理を強
いていることによって支えられているように思えてならない。このままでは、教学側の優れた人材もや
がて疲弊してその能力を十二分に生かすことが出来なくなるのみならず、優秀な教員を獲得・確保する
ことも難しくなるのではないかと危惧する。昨今、このような状況は多くの大学に広く見られるところ
ではあるが、無理を前提とする体制は一時的には有効に働いても、長期的に見れば必ず破綻する。これ
は本学の将来にとって、管理上の重大な問題であり、改善は喫緊の要事であろう。この点について、研
究科長を中心とする執行部から経営側にさらに説明し、改善を強く要求すべきではなかろうか。
もとより、財政面の配慮なしにはいかに優れた構想といえども画餅に終わらざるをえない。経営母体
の東京都は自らも宣言しているように、都市問題の解決に向けて世界をリードすべき立場にある。さら
に、その財政規模は国家レベルのものであることを思えば、首都大学東京を世界に冠たる特徴ある大学
に育て上げる使命もあろう。そのためにも、教学側が将来を見通した構想を練り上げ、経営側、さらに
は都民にたいしてその目指すところを強く訴えかけるべきではないかと思う。
経営、教学の両面において、今回の評価を生かしていただければ幸いである。
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Ⅵ

評価・講評、ご提言をいただいて
理工学系系長、理工学研究科科長

岡部 豊

外部評価委員の先生方から、9 月 30 日当日に口頭で講評をいただいたが、文章として星先生がまとめ
られた総評を本報告書におさめてある。そこでまず、「首都大学東京の都市教養学部理工学系・大学院
理工学研究科は、教育･研究のいずれにおいても、優れた実績をあげており、わが国の主要大学として
の地位を保つに十分なレベルにある」との評価をいただいたことは、我々にとって大変励みとなった。
一方、教員の努力を評価すると共に、無理を強いていることにより支えられているのではないかと危惧
を指摘されたが、優れた人材が疲弊をしないように、自戒をしなければならないと思う。東京都が設立
する公立大学法人である首都大学東京が、狭い意味に限定しない「都市」問題を中心に捉えて、教育・
研究体制を構想することの助言をいただいたが、その方向の取組みを進めていきたい。優れた構想を実
現するためには財政面の配慮が必要なこと、教学側が経営側さらに都民にたいして目指すところを強く
訴えるべきとのご指摘もいただいた。教育・研究の実績をこれまで以上に示すことにより、財政的な基
盤のある研究科の発展を期したい。
外部評価のための自己評価書は、自己点検評価委員会理工部会が中心となってまとめた。研究を中心
とする各専攻の活動報告は、年次報告の形にまとめて公表をしてきているが、教育あるいは組織運営に
関しては、自己評価書作成の過程で、問題点を含む現状認識を新たにした。前身の東京都立大学の理学
部と工学部の基幹部分を中心として再編された理工学系・理工学研究科であるが、新大学発足から 5 年
目となり、新組織が定着したといえる。理工学研究科では大学院教育に力を入れているが、文部科学省
の「組織的な大学院教育改革推進プログラム」（大学院 GP）に３つのプログラムが採択され、研究科の
教育研究活動に貢献している。特に、本年度に採択された数理情報科学専攻・電気電子工学専攻・機械
工学専攻の大学院 GP のプログラムは、理・工融合の具体的な展開といえよう。大型科学研究費、提案
公募型研究を推進するなど、理工学研究科の研究面での実績は誇りを持てるものといえるが、理・工の
専攻横断型の研究推進は今後の課題である。
大学の使命が教育・研究にあることはいうまでもないが、それを充実するに際しては、大学の置かれ
ている厳しい状況がある。少子化により 18 歳人口が減少していることは全国の大学全体として考える
べき問題であるし、科学技術創造立国をめざすとしながら、大学院生が将来への見通しをもって研究に
取り組める環境は十分ではない。博士後期課程の大学院生に対する経済的支援が重要で、本学で大学院
研究奨励奨学金の制度を設けたことは、受給者が少数に留まっているとはいえ、博士後期課程への進学
意欲の向上につながるといえる。しかし、国の財政が厳しい中、日本学術振興会特別研究員の予算の縮
減が議論され、当初来年度概算要求に盛り込まれていたＴＡ等による大学院生の経済的支援の拡充の予
算が見送られるなど、状況は厳しい。科学技術予算全体の縮減も、理工学研究科の研究活動に影響を与
える。そのような状況のもとでも、理工学系・理工学研究科は、学部から大学院博士後期課程までの一
貫した教育の充実をはかると共に、国際的な研究推進の一層の発展を期したい。本学は平成 23 年度か
らの次期中期計画の策定に入った。この外部評価でいただいた数多くの助言をそこに盛り込まれるよう
に努力していきたい。
最後に、6 名の外部評価委員の先生方に再度御礼を申し上げる。
- 40 -

第２部：理工学系各コース、理工学研究科各専攻
外部評価報告

数理科学コース、数理情報科学専攻

外部評価報告

Ⅰ 専攻別自己点検評価概要
Ⅱ 外部評価委員による評価結果、講評 （外部評価委員： 小島定吉 東京工業大学教授）
Ⅲ

講評・評価を受けて（数理情報科学専攻長：高桑昇一郎）

Ⅳ

外部評価用資料

Ⅰ 専攻別自己点検評価概要
数理情報科学専攻では小島定吉教授（東京工業大学大学院情報理工学研究科）を外部評価委員に迎え
て, 9月30日午後の全体会終了後に, 予めお届けしてある資料，特に数理情報科学専攻の年次報告
(2007/2008 年度) を参考にして専攻別外部評価を行った．
【評価項目】
1. 専攻，コースの目的（理念），特徴
2. 教育研究組織編成，運営体制
3. 教育（学部，大学院，FD 活動）
4. 研究(成果，研究費獲得)
5. 入試
6. 学生支援体制
7. その他（社会貢献，大学院GP）等
【実施内容】
1. 高桑昇一郎教授（専攻長）による説明と質疑応答
2. 津村博文教授（教務委員長）による説明と質疑応答
3. 大学院生へのインタビュー
保村匡亮（博士後期課程3 年次），奥原沙季（博士前期課程2 年次）
4. 学部学生へのインタビュー
松本賢一郎（4年次），松尾友貴（3年次），平野雄貴（2年次），三井菜穂子（2年次),
川上真裕子（2年次）
5. 一ノ瀬世理子助手（教務担当），田中淳子助手（図書担当）へのインタビュー
また，専攻別評価の時間帯には外部委員の要請に備えて教授全員に待機していただいた．当日は専
攻別外部評価のための時間が予定より短縮されたが, 評価のために必要な内容はすべて実施すること
ができた．

Ⅱ 外部評価委員による評価結果、講評 （外部評価委員： 小島定吉 東京工業大学教授）
【教育研究組織編制、運営体制】
教授が専攻運営について責任を持ち，若い人には研究に邁進していただくという体制ができあがって
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おり，たいへん結構なことだと感じた．また，助教の方まで含めた専攻会議を月1回開催し，専攻内で
の意思疎通が円滑になるように務めておられる点も，良き伝統を引き継いでおられると理解した．
【教育活動】
学部学生大学院生計7名にインタビューをしたが，全員が数理科学コース・数理情報科学専攻が提供
するプログラムおよび環境に満足しているとの話だった．学生自身の将来計画も，教員指向，研究者指
向，アクチュアリなどの実務家指向など多種多様であったが，それらすべてを受入れる教育体制がそれ
なりに整っている，あるいは必要な場合は整備可能と理解した．
【研究活動】
首都大の数理情報科学専攻に属する教員は数学か計算機科学を専攻されているが，多くが第一線で活
躍されていることは衆目の一致するところであり，そのことは専攻長＋アルファーに対するインタビュ
ーで確認できた．輩出する博士後期課程の学生の質を同レベルに上げ，さらに力強い専攻を目指すこと
を期待している．
【その他】
助教・助手の総数が6名であり，教授および准教授がそれぞれ11名配置されているのに比べ，明らかに
少ない．このことは実際専攻メンバーの年齢構成に反映され，院生と職持ちとの間に年齢的ギャップを
産んでいる．とりあえず，多くのポスドクを採用する等でその間を埋めることを望みたい．さらに将来
的には，若い人向けの安定したポジションを適当数提供できるような体制を目指していただきたい．
【総 評】
数理情報科学専攻は，助教・助手の定数が少ないことによる不安要因を除くと，おそらく都立の4大学
統合により変わった運営体制がポジィティブに働き，安定した組織運営がなされている．しかし助教定
数の過度な不足はいずれ組織に歪みをもたらすであろうから，何らかの対応策を今から講じることが必
要であろう．
Ⅲ

講評・評価を受けて （数理情報科学専攻長：高桑昇一郎）

専攻別評価に対する感想・謝辞
外部評価委員の小島定吉先生からいただいたご意見・ご提言は優れたものであり，外部評価の結果に対
しては納得のいくものばかりであった．以下に，印象的であった事を項目ごとに述べることにする．
【教育研究組織編成，運営体制】
専攻の組織運営に対しては都立大の頃の良い伝統を引き継ぎ，より安定した運営がなされているとの
ご意見を伺った．教授・准教授各11名の定員に比べて助教・助手の定数が6 名と少ないことを非常に問
題視されていた．これにより，教員と大学院生・学部学生との年齢差が広がっている問題が指摘された．
また，研究科の各専攻に正規雇用の事務職員が皆無であるという事実を深く憂慮されていた．教授を含
- 42 -

めた全教員に任期を付けることが行き過ぎだとの認識を持たれていた．これでは専攻や研究科の運営に
熱意をもって働く教員が限られてしまうとのご指摘を受けた．
任期制を除けば，人事（教員採用）のシステムについては都立大の頃よりも改善されたとの評価をい
ただいた．
【教育活動】
計7名の学部学生と大学院生にインタビューしていただいたが学生は皆おとなしいとの印象をもたれ
たようだった．成績評価についてGPA はどのくらい機能しているかという質問を受けた．他の大学では
あまり使われていないとの話をされていた．
大学院の授業科目として外国語でのプレゼンテーション能力を養う授業を開設したらどうかという
提言をいただいた．博士後期課程の就職状況について懸念されていた．博士後期課程の学生の経済的支
援の必要性を指摘された．
【研究活動】
研究活動については「研究レベルは高いと考えている．」と説明申し上げたところ強く賛同していた
だいた．研究費については数学の研究において大きな比重を占める図書・雑誌の予算が充足しているか
どうかを懸念されていた．
【その他】
大学院GP の取組みについて大きい期待をもっておられるようだった．取組の終了する3 年後に連携
している3専攻すべてが恩恵を被ればよいとの発言をいただいた．
研究科の組織としての特徴を表すキャッチフレーズがあるといいのではないかという提言を頂いた．
最後に，貴重なご意見をいただいた外部評価委員の小島定吉先生に深く感謝いたします．いただいたご
意見・ご提言を専攻として生かしていけるよう努力いたします．
Ⅳ

外部評価用資料(主に2007-2008 年次評価から抜粋）

以下は、首都大学東京大学院理工学研究科数理情報科学専攻の平成19年度, 20年度の2年間の年次報告
書からの抜粋であるが、外部評価の時に考慮された平成21年度の事柄を一部含む。
4.1 2007年・2008年度構成員常勤職員
教
授
岡田正已
神島芳宣
倉田和浩
Guest Martin
酒井 良(2)
相馬輝彦
高桑昇一郎
津村博文

専 門 分 野
調和解析学、応用数理
トポロジーと幾何構造
偏微分方程式論、変分問題、固有値問題
調和写像、量子コホモロジー、可積分系、幾何学と可視化
複素解析とポテンシャル論
トポロジーと力学系
大域解析学、非線形微分方程式
整数論、ゼータ関数
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徳永浩雄
中村 憲
服部久美子
福永 力
准 教 授
今井 淳
上原北斗
内山成憲
黒田 茂
小林正典
佐々井崇雄(1)
下村明洋(a)
鈴木登志雄
高井博司
村上 弘
横田佳之
吉冨和志
助教・助手
赤穂まなぶ
川崎 健
平田雅樹
酒井高司(b)
一ノ瀬世理子
田中淳子
山口文枝
(1)

2008年1月逝去

代数幾何学、複素多様体論、学習理論
数論アルゴリズム、数論システム、暗号理論
フラクタル上の確率過程
計算アーキテクチャ
専 門 分 野
低次元トポロジー、結び目理論
代数幾何学
暗号理論、数論アルゴリズム
アフィン代数幾何学、多項式環論
代数幾何学、ミラー対称性、学習理論、生物数学
微分幾何学、常微分方程式論
微分方程式、関数解析
計算の理論、計算量理論、数理論理学
非可換幾何学とその数理物理学への応用
計算数学（数式処理、数値計算、並列計算）
結び目理論、三次元多様体論
偏微分方程式論、スペクトル理論
専 門 分 野
シンプレクティック幾何学、低次元トポロジー
可換代数、代数幾何
エルゴード理論、力学系理論
微分幾何学、部分多様体論
研究・教育補助
研究・教育補助
研究・教育補助
(2)

2007年3月退職

(a)

2008年10月昇任

(b)

2009年4月着任

4.2 2007年・2008年度非常勤職員（学部授業担当)
氏
名
池田和正
松野一夫
上野敏秀
松井鉄史

本務先

津田塾大学

間庭正明
越智景三

東京都立町田高等学校

波止元仁
坂内真三
梅田典晃
小原 格
鈴木香織
石坂瑞穂

東京都立町田高等学校

2007
2008
2007
2007
2007
2008
2007
2008
2007
2008
2007
2008
2008
2007
2008
2008
2007
2007

期
間
年 4 月 1 日～ 2008 年 3 月 31
年 4 月 1 日～ 2009 年 3 月 31 日
年 4 月 1 日～ 2007 年 9 月 30 日
年 4 月 1 日～ 2007 年 9 月 30 日
年 4 月 1 日～ 2008 年 3 月 31 日
年 4 月 1 日～ 2009 年 3 月 31 日
年 4 月 1 日～ 2008 年 3 月 31 日
年 4 月 1 日～ 2009 年 3 月 31 日
年 4 月 1 日～ 2008 年 3 月 31 日
年 4 月 1 日～ 2009 年 3 月 31 日
年 4 月 1 日～ 2008 年 3 月 31 日
年 4 月 1 日～ 2009 年 3 月 31 日
年 4 月 1 日～ 2009 年 3 月 31 日
年 10 月 1 日～ 2008 年 3 月 31 日
年 10 月 1 日～ 2009 年 3 月 31 日
年 10 月 1 日～ 2009 年 3 月 31 日
年 4 月 1 日 ～ 2007 年 9 月 30 日
年 4 月 1 日 ～ 2008 年 3 月 31 日

4.3 2007年・2008年度非常勤職員（大学院集中講義担当)
氏
名
村上斉
藤野修

本務先
東京工業大学大学院理工学研究科
名古屋大学大学院多元数理科学研究科
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期
間
2007 年 10 月 1 日～2008 年 3 月 31 日
2007 年 10 月 1 日～2008 年 3 月 31 日

大杉英史
若林功
小木曽啓示
伊東裕也
上山大信
角皆宏
加藤晃史
山田裕一
乙藤隆史日
塩路直樹
成田清正
小林鉄太郎
萩田真理子
阿部正佳
後藤丈志
島田勉
足立匡義
藤井道彦
本間泰史
齊藤宣一
土井洋
梅尾博司
穴井宏和
古谷賢朗
服部哲弥
隈部正博
澤野嘉宏
岸本崇
藤田育嗣
梶原健
松野一夫
長谷川敬三

立教大学理学部
成蹊大学
慶應義塾大学
電気通信大学
明治大学
上智大学理工学部
東京大学
電気通信大学
本大学
横浜国立大学工学部
神奈川大学工学部
NTT
お茶の水女子大学
株式会社ミラクルアーツ
東京理科大学
小山工業高等専門学校
神戸大学
京都大学大学院
早稲田大学基幹理工学部
東京大学
情報セキュリティ大学院大学
大阪電気通信大学
富士通研究所九州大学数理学府
東京理科大学理工学研究科
東北大学理学研究科
放送大学
学習院大学理学部
埼玉大学
日本大学
横浜国立大学
津田塾大学
新潟大学

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

年 10 月 1 日～2008
年 10 月 1 日～2008
年 10 月 1 日～2008
年 10 月 1 日～2008
年 10 月 1 日～2008
年 10 月 1 日～2008
年 10 月 1 日～2008
年 10 月 1 日～2008
年 10 月 1 日～2008
年 10 月 1 日～2008
年 10 月 1 日～2008
年 10 月 1 日～2008
年 10 月 1 日～2008
年 10 月 1 日～2008
年 10 月 1 日～2009
年 4 月 1 日 ～2008
年 4 月 1 日 ～2008
年 10 月 1 日～2009
年 10 月 1 日～2009
年 10 月 1 日～2009
年 10 月 1 日～2009
年 10 月 1 日～2009
年 10 月 1 日～2009
年 10 月 1 日～2009
年 10 月 1 日～2009
年 10 月 1 日～2009
年 10 月 1 日～2009
年 10 月 1 日～2009
年 10 月 1 日～2009
年 10 月 1 日～2009
年 10 月 1 日～2009
年 10 月 1 日～2009

4.4 研究成果の社会への還元・社会貢献
オープンラボ・オープンクラス・オープンユニバーシティ
●オープンユニバーシティ講座・社会人向け講演会
・講師 マーティンゲスト, 今井淳, 神島芳宣, 相馬輝彦(飯田橋キャンパス)
講座名: 幾何学入門１（オムニバス）
・講師 岡田正已, 高桑昇一郎(南大沢キャンパス)
講座名: フーリエの発見した美しい世界を体験しよう！
・講師 小林正典(南大沢キャンパス)
講座名: 美しさに潜む数理
・講師 倉田和浩(飯田橋キャンパス)
講座名: 数学を味わう
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・講師 津村博文, 黒田茂(南大沢キャンパス)
講座名：多項式の話高校数学の先にあるもの
●高校生のための数学― 夏の学校(オープンクラス)

平成19年8月9日

講師・講義タイトル
・村上弘: 「自由なソフトウェアによる計算機環境」
・内山成憲: 「暗号の数理」
・平田雅樹: 「カオス- 決定論的予測不可能性- 」
・神島芳宣: 「折り返しのパターン」
●ひらめき☆ときめきサイエンスKAKENHI (整理番号HT3029)
平成19年8月10日(平成19年度 高校生のためのプログラム)
タイトル: 数学を楽しもう！ - 目で見るパターンと隠れたパターンの数理実施担当者 倉田和浩(代表), 神島芳宣, Martin Guest, 高桑昇一郎, 津村博文.
●高校生のための数学― 夏の学校(オープンクラス) 平成20年8月11日
講師・講義タイトル
・黒田茂: 「数えてみよう！–数え上げ数学–」
・相馬輝彦: 「平面グラフとオイラーの公式」
・岡田正已: 「線形の世界への誘いと・・・」
・倉田和浩: 「グラフ、隣接行列と固有値のはなし」
●オープンラボ
①平成19年度第1回大学説明会理工学系ガイダンス(7月16日)
・中村憲: そうだ 虹鱒を見に来よう～ 数論システムへの招待～
・服部久美子: フラクタル
・黒田茂: 夭折の天才エヴァリスト・ガロア：その数学と波瀾の生涯
・小林正典: 「鏡の国のアリス」＋ 「博士の愛した数式」
・横田佳之: 補間法からテイラー級数へ
②平成19年度第2回大学説明会理工学系ガイダンス(8月24日)
・岡田正已: フーリエの発見した美しい世界旅行へご一緒しませんか？！
・福永力: コンピュータのからくりをひも解く
・上原北斗: 折り紙で方程式を解いてやる！
・鈴木登志雄: ランダム性と複雑さ，らくがきから道路網まで
③平成19年度大学祭期間中（11月3日)
・倉田和浩: 「グラフ上の散歩パターンの数理」
・今井淳: 「脳を鍛える（？）数学パズル」
・高井博司: 「数学をチョット使って発見された自然界の驚異！」
・吉冨和志: 「至るところ微分不可能な連続関数について」
④平成20年度第1回大学説明会理工学系ガイダンス（7月21日)
・福永力: CPUって何？並列処理って何?
・ 小林正典: 花よりF4・４次元のダイアモンドを探して
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・赤穂まなぶ: 初歩の微分幾何学
・下村明洋: 面積について
⑤平成20年度第2回大学説明会理工学系ガイダンス（8月22日)
・上原北斗: 折り紙で数学を
・高井博司: 数式がもたらす人類への功罪
・横田佳之: 行列式、登場す
・川崎健: 微分とはなにか？何であるべきか？
⑥平成20年度大学祭期間中（11月1日）
・高桑昇一郎: 波と音の数学
・服部久美子
◇フラクタル— 1.58 次元の図形を見に来ませんか？
◇ Amazon は生き残れるか？－－確率論でインターネット書店の将来を探る
・村上弘: パソコンとシミュレーション
・平田雅樹: 「確率」の意味を考える
●高校生向け授業(出前授業)
高大連携授業(2007年10月, 東京都立町田高校)
・担当者: 服部久美子: 「フラクタル－－1.58 次元の図形とは？」
・講師: 黒田茂: 「足し算と掛け算の数学—多項式を巡って」
●サイエンスパートナーシッププロジェクト(11月3日)
数理科学コース－東京都立町田高等学校 (高大連携スーパーサイエンス)
担当者: 津村博文, 服部久美子
・講義: 素数の不思議な世界 (津村博文）
・東京都立町田高校生徒による自主研究発表
・体験実習: PC を使ったフラクタル入門 (高桑昇一郎)
●高校生向け授業(出張授業)
高大連携授業(2008 年11 月14 日, 東京都立町田高校)
講師: 相馬輝彦: 「平面グラフとオイラーの公式」
●高校訪問
・東京都立大島海洋国際高校, 平成20年8月2日～4日, 高大連携(合宿，インターンシップ（学習指導な
ど）)
・教育実習授業参観(９件)
4.5 研究活動・実績
[2007, 2008] 年度分野別談話会記録
・談話会[[3,0] 件]
・集中講義[[16,17] 件]
・複素幾何セミナー[[13,4] 件]
・数理解析セミナー[[17,3] 件]
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・幾何学セミナー[[2,18] 件]
・変分問題セミナー[[3,3] 件]
・整数論セミナー[[13,7] 件]
談話会
・5月9日: 黒田茂（首都大学東京・理工学研究科）
題目：多項式環の冒険－ヒルベルトの第14問題、SAGBI基底、自己同型
・7月5日: 服部久美子（首都大学東京・理工学研究科）
題目：フラクタル上の非マルコフ過程
・12月13日: Martin Guest（首都大学東京・理工学研究科）
題目：The Unity of Mathematics
国際研究集会
・第7回「代数学と計算」研究集会(AC2007)(12/5～12/7)
場所: 首都大学東京, 国際交流会館
主催者: 中村憲(首都大学東京), 小関道夫(山形大学・名誉教授), 高山信毅(神戸大学)，脇克志(山
形大学), 津村博文(首都大学東京), 内山成憲(首都大学東京)
実行委員会：小泉賢洋, 小椋直樹, 市来信吾
・「ゼータ関数, L 関数」日仏冬の学校(2008 1/8～1/11)
(French-Japanese Winter School on Zeta and L-functions)
場所：マホロバマインズ三浦
世話人：松本耕二(名古屋大学), 津村博文(首都大学東京)
・調和解析とその応用(HAAT2008) (10/10～10/12)
場所：首都大学東京国際交流会館
組織委員: 宮地晶彦（東京女子大学), 岡田正已(首都大学東京), J.Bak (Pohan 大学), S.Lee (ソ
ウル国立大)
・代数幾何若手セミナー(Algebraic geometry seminar, the next generation)(2009 1/24，25)
会場: 首都大学東京南大沢キャンパス8号館
世話人：小林正典
・Schrödinger Equations and Related Topics (2009 1/5～1/8)
会場：東京大学大学院数理科学研究科・大講義室
組織委員：(開催代表責任者) 中村周(東京大学), 組織委員: 倉田和浩(首都大学東京), 小川卓克
(東北大学), 加藤圭一(東京理科大学), 足立匡義(神戸大学)
国内研究集会
・日本応用数理学会「数論アルゴリズムとその応用」研究部会
第17回研究集会(2007 7/7)
場所：東京理科大学野田キャンパス
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世話人：中村憲, 内山成憲他
・日本応用数理学会 2007年度年会「数論アルゴリズムとその応用」
研究部会オーガナイズドセッション(9/15)
場所：北海道大学工学部
オーガナイザー：内山成憲
・2007年度証明論研究集会(12/3～12/5)
場所: 首都大学東京, 国際交流会館
主催者: 倉田俊彦（法政大学） 協力者: 鈴木登志雄（首都大学東京）
・第7回「代数学と計算」研究集会(AC2007)(12/15～12/18)
場所：首都大学東京国際交流会館
世話人：中村憲, 津村博文, 内山成憲他
・第二回「分岐被覆に関連する代数幾何とトポロジー」(2008 1/12, 13)
場所: 首都大学東京8号館6F 610室
主催者: 徳永浩雄（首都大学東京）
・首都大学東京 数理解析小研究集会(2008 3/7，8)
会場: 首都大学東京南大沢キャンパス8号館
世話人： 倉田和浩, 澤野嘉弘, 下村明洋
・日本応用数理学会 2008年研究部会連合発表会(3/8, 9)
The 2008 Meeting of the Union of Research Activity Groups, JSIAM
会場: 首都大学東京南大沢キャンパス12号館
主催Host : 日本応用数理学会研究部会連合
共催共催： 日本シミュレーション学会
実施責任者: 中村憲(首都大学東京), 大石進一(早稲田大学), 内山成憲(首都大学東京)
・日本応用数理学会 第3回研究部会連合発表会
「数論アルゴリズムとその応用」研究部会セッション(2008 3/8)
場所：首都大学東京
研究代表者：中村憲・内山成憲ほか
・勉強会：数学とコンピュータ(2008 5/22)
会場： 秋葉原ダイビル5A-2 (JR 秋葉原駅)(5月22日),
首都大学東京 南大沢キャンパス8号館 610室(5月23日)
組織委員： Martin Guest (首都大学東京), 黒須早苗(首都大学東京), 酒井高司(大阪市立大学),
酒井洋範(首都大学東京)
・日本応用数理学会「数論アルゴリズムとその応用」
研究部会第18回研究集会(2008 7/5)
場所：情報セキュリティ大学院大学
世話人：中村憲, 内山成憲他
・日本応用数理学会 2008年度年会「数論アルゴリズムとその応用」
研究部会オーガナイズドセッション(9/17)
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場所：東京大学柏キャンパス
オーガナイザー：内山成憲
・代数幾何学とその新しい展開 (2008 11/21, 22)
場所：京都大学
世話人: 加藤文元, 齋藤政彦，徳永浩雄
・日本応用数理学会「数論アルゴリズムとその応用」研究部会
第19回研究集会(2008 11/29)
場所：東京理科大学野田キャンパス
世話人：中村憲, 内山成憲他
・首都大学東京 数理情報科学コロキウム秋葉原
数理科学の最前線と展望 & 大学院説明会(2008年11月29日)
会場：秋葉原ダイビル12D (JR 秋葉原駅)
徳永浩雄(首都大数理情報科学専攻)
タイトル: 多項式イデアルの族と計算論的学習
Martin Guest (首都大数理情報科学専攻)
タイトル: 百万ドルミレニアム懸賞問題をどう解くか
組織委員: 広報委員会(神島芳宣, 吉冨和志, 黒田茂)
・日本応用数理学会 2009年春の研究部会連合発表会
「数論アルゴリズムとその応用」研究部会セッション(3/7)
場所：京都大学
世話人：中村憲, 内山成憲他
・Branched Coverings, Degenerations, and Related Topics(2009 3/9～3/12)
場所: 広島大学
世話人: 松本幸夫，足利正，作間誠，徳永浩雄，島田伊知朗
プレプリント・シリーズ
研究活動の一環として首都大学東京数理情報科学専攻ではプレプリントシリーズを刊行している．
Tokyo Journal of Mathematics
東京に所在する公・私立の8大学が協力して数学の学術雑誌『Tokyo Journal of Mathematics』を発
刊している．
2007年度編集委員 Martin Guest, 徳永浩雄
2008年度編集委員 Martin Guest, 倉田和浩
数理科学図書室の整備事業
2005 年度以降（法人化後）の図書館サービスにおける変化
数理科学図書室は、図書情報センター・本館の下に、南大沢キャンパスにある５つの学系図書室の中
の１つとして位置づけられた。月１回、本館・学系図書室合同ミーティング（図書情報センター・本館
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で開催）に参加するようになり、業務報告、学内の図書館サービスにおける課題など、司書としての立
場から意見交換を行っている。様々な点で協力運営体制がスタートし、専攻外の学生・教員の図書室利
用も増えてきている。
電子ジャーナル
1. 全学契約
SpringerLINK（約1,250誌）, ScienceDirect Freedom Collection (約1,700誌）, SCOPUS（学術情報ナ
ビゲーションツール）について、2005年度より契約が継続している。具体的には、SpringerLINK対象誌
(24誌)、ScienceDirect 対象誌(15誌）について、専攻として恩恵を受けている。今までにやむを得ず
購入を中止した複数の洋雑誌について、電子ジャーナルの利用が可能となり、本学図書館サービスの要
となる存在である。
2. 数理契約
MathSciNet, Project Euclid: Euclid Prime (2007年～契約開始）について南大沢キャンパスのIPで契
約、本館作成の学内利用者向けパンフレット「図書・学術情報をオンラインで利用しよう第4版」にも
紹介されている。これらは、研究・教育の要となる存在である。
2007 年度の活動補足
1) 短大図書の再利用
約4,800冊の図書について仕分け作業を行い、洋書29冊、和書819冊について、本館での登録手続き後、
図書室に備え付けた。
2) 図書情報センター・アンケート実施
2007年12月14日から2008年1月21日にかけて、来室した利用者にアンケート調査を実施した。
2008 年度の活動補足
1) 蔵書点検
数理科学図書室（約73,000冊）
数理科学研究室（約1,400冊）
本学の資産である（本館ID のある）約6万冊について、データを本館に提出済み。
4.6 集中講義(大学院教育)
2007 年度集中講義
・角皆宏（上智大学）「構成的ガロア理論入門」 10月18日, 25日, 11月8日, 15日
・塩路直樹（横浜国立大学）「変分法入門」 10月29日～11月1日
・小林鉄太郎（ＮＴＴ）「楕円曲線暗号の実装とセキュリティ」 11月8日, 22日, 29日, 12月13日
・大杉英史（立教大学）
「分割表の検定問題とトーリックイデアルのグレブナー基底」 11月8日,9日, 15日, 16日
・村上斉（東京工業大学）「体積予想入門」 11月9日, 16日, 30日, 12月7日
・萩田真理子（お茶の水女子大）「グラフの彩色問題とアルゴリズム」 11月19日～ 11月22日
・山田裕一（電気通信大学）「平面曲線と３次元多様体の手術」 11月28日, 29日, 12月5日, 6日
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・阿部正佳（ミラクルアーツ）「コンパイラの基礎と実装」 12月7日, 11日, 14日, 18日
・乙藤隆史（日本大学） 「12月フロベニウス多様体入門」 12月10日, 17日
・伊東裕也（電気通信大学）「ベクトル値関数に対する２階偏微分方程式の解析」12月10～12日, 14日
・若林功（成蹊大学）「ディオファンタス方程式の基礎」 12月13日, 14日
・加藤晃史（東京大学） 「弦理論入門」 12月13日, 20日, 1月17日, 24日, 31日
・小木曽啓示（慶應義塾大学） 「Classification of general singular fibers of a holomorphic
Lagrrangian fibration by means of characteristic foliation」12月19日, 26日
・成田清正（神奈川大学）「フラクショナルブラウン運動による確率積分とその応用」 1月7日, 8日
・藤野修（名古屋大学）「トーリック森理論入門」 1月7日～ 1月10日
・上山大信（明治大学）「現象と計算機」 1月22日～ 1月25日
2008 年度集中講義
・島田勉(小山工業高等専門学校）
「有限次代数体の単数の諸性質（大域的側面と局所的側面）」9月8日～ 9月11日
・足立匡義(神戸大学）「量子力学系に対する散乱理論」 9月9日～ 9月12日
・土井洋(情報セキュリティ大学院大学）
「暗号理論入門 －ブロードキャスト暗号－」 10月3日, 10日, 17日, 24日
・藤井道彦（京都大学) 「離散群のオートマティック構造と増大関数」 10月6日～ 10月9日
・梅尾博司(大阪電気通信大学・工学研究科）
「並列処理アーキテクチャとそのアルゴリズム」 11月25日～ 11月28日
・斎藤宣一（東京大学）「有限要素法と非線形楕円型方程式の解の可視化」 11月25日～ 11月28日
・本間泰史(早稲田大学） 「スピン幾何学入門」 12月2日～ 12月5日
・澤野嘉宏(学習院大学・理学部） 「Carleson の定理の証明」 12月8日, 12月10日
・隈部正博(放送大学）「オートマトンと計算論」 12月17日, 12月18日
・長谷川敬三(新潟大学・人文社会-教育人間科学系)
「 コンパクト等質多様体上のケーラー構造について」 1月5日～ 1月8日
・岸本崇(埼玉大学) 「双有理幾何学のアフィン代数幾何学への応用」 1月8日, 1月13日～ 15日
・穴井宏和(富士通研究所）

「数式処理の理論とその応用」 1月14日, 20日, 26日, 2月2日

・服部哲弥(東北大学・理学研究科)「確率的ランキング過程とBurgers 型偏微分方程式 1月16日, 23日
・梶原健(横浜国立大学・工学研究院) 「グレブナー基底と応用」 1月16日, 23日
・古谷賢朗(東京理科大学・理工学研究科)
「Sub-Riemannian Manifolds and Analysis of Sub-Laplacian」1月19日～ 1月20日
・藤田育嗣(日本大学・生産工学部） 「不定方程式論入門」 1月20日, 21日
・松野一夫(津田塾大学)

「種数1 の曲線の数論」1月22, 2月3日

4.7 学位の授与
博士
2007 年度

(2008年3月25日)
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Carrillo-Catal´an Ramiro (主査：Martin Guest)
Geometry of Pfaffian Systems （パフィアン系の幾何学）
坂内真三(主査：徳永浩雄)
Versal Galois covers, versal G-varieties and the Cremona group of the plane
（Versla ガロア被覆，Versal G-多様体と平面クレモナ群について）
森山繁(主査：高桑昇一郎)
Asymptotic behavior of solutions for some semilinear elliptic boundary value problems
（半線形楕円型境界値問題の解の漸近挙動）
2008 年度
Antonio, Christine Abegail (主査：中村憲) 2008年9月30日
On the Efficiency of Implementing Cryptographic Pairings over Hyperelliptic Curves
（超楕円曲線上の暗号ペアリング実装効率について）
小田切真輔(主査：小林正典) 2009年3月25日
On Nullstellensatz and resultant for tropical polynomial functions
（トロピカル多項式関数に対する零点定理および終結式について）
酒井洋範(主査：マーティンゲスト) 2009年3月25日
Nomalization of quantam D-modules (量子D-加群の正規化)
新國裕昭(主査：吉冨和志) 2009年3月25日
Rotation number approach to spectral analysis of the generalized Kronig-Penney Hamiltonians
（一般化されたクローニッヒ・ペニーハミルトニアンの回転数によるスペクトル解析）
吉崎健太(主査：徳永浩雄) 2009年3月25日
On the topology of the complements of affine quartics
（アフィン４次曲線の補空間のトポロジーについて）
修士2007 年度, 15 人
Akinyemi Omolola : On the limit sets of complex hyperbolic spaces
Admi Nazra : Real Bott Tower
伊藤雅章: 数理ファイナンスにおける確率微分方程式の離散近似およびボラティリティの測定
宇津野哲也: あるプレッツェル結び目族のコバノフホモロジー
浦崎勝康: 共形平坦ローレンツ多様体 S^{n−1,1} の極限集合
押尾将友: ２次元 Monge-Ampère型方程式の解の２階微分のHölder 評価
小泉賢洋: Knapsack 暗号への攻撃を効果的にするための Sampling Reduction の改良と考察
坂本達哉: CSP 記述によるモデル設計とツールによる検証
佐藤宏平: Existence of crepant resolution for abelian quotient singularities by order p elements
in dimemsion 4
白根竹人: 平面上のある種の４次被覆
高野有紀篤: Q-分解的でない端末的特異点をもつ3 次元トーリック多様体上のフリッピング収縮写像の
記述
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田中和人: OCCAM 言語によるマルチプリエプティブシステムの実装と検証
原健太郎: ハミルトン系とその超可積分性
福地弘之: 代数曲面を用いた公開鍵暗号の安全性について
山本聡: 高速剰余算アルゴリズムとそのハードウェア実装についての研究
2008 年度, 20 人
阿部拓: 運動量写像の凸性定理とその拡張について
石川洋平: 二次形式を基礎とする公開鍵暗号
石田哲大: 非Wieferich 素数とその公開鍵暗号への応用
市来信吾: 素数判定法の実際と楕円曲線素数証明のシステムNZMATH への実装
井原大和: 枝分かれコッホ曲線上の自己回避過程
小椋直樹: On the Security of Multivariate Quadratic Public-Key Cryptosystems
川村保敬: ランダムなビット列における連：ブール決定木の複雑さと道路区画への応用
木原孝文: トロピカル３次曲線の分類
桑原健太: Toeplitz Operators on Noncommutative 4-Spheres
小森谷真澄: 関数体に作用する位数12 の二面体群の不変元について
櫻井章雄: 一般的なロジ写像に対する軌道シフト型追跡性
佐々朋紘: 並列処理プロセッサーTPCore の改善と向上
佐々木啓介: Bell 多項式の満たすp進合同式とp進積分について
田中裕輝: p冪分体の相対類数に関する行列式表示
陳真弟: 二階、三階及び四階常微分方程式系の境界値問題の解の存在性
陳琳: Simulation of the interface problem with finite element method
西遥: 楕円曲線を用いた秘密分散共有法
武藤貴之: 確率微分方程式の陰的オイラー・簡易スキームにたいする数値的安定性
宮崎隆史: 指数型の不定方程式について
箭内清太郎: 反応拡散方程式の境界爆発解の存在とそのパターン形成問題への応用
4.8 科学研究費・外部資金
科学研究補助金 種目
基盤研究A
基盤研究B
基盤研究C
若手研究(B)
若手研究（スタートアップ）

2007 年度
１ 件
２
１０
３
２

2008 年度
1 件
1
１１
３
１

外部資金
平成２１年度組織的な大学院教育改革推進プログラム(2009-2011)
「理工横断型人材育成システムの再構築」(数電機連携GP）採択
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（取扱実施責任者: 数理情報科学専攻 倉田和浩教授）
4.9 海外からの訪問研究者
2007 年度
期 間
7 月 2 日～7 月 17 日
9 月 19 日～10 月 18 日
10 月 26 日～11 月 2 日
12 月 13 日～12 月 19 日
12 月 3 日～12 月 8 日
12 月 4 日～9 日
12 月 7 日～12 月 17 日
12 月 21 日
2 月 4 日～2 月 8 日
2 月 28 日～2 月 29 日
12 月 3 日～12 月 10 日
12 月 3 日～12 月 10 日

訪 問 者
Harada Megumi
Heinze Ernst
Richard Palais
Roland Jimenez
Andrej DUJELLA
NEMENZO, Fidel R.
Ernest Lupercio
Alexander Cardona
Claus Hertling
Roland Jimenez
Andrej Dujella
Fidel Nemenzo

所
属
McMaster University
Augsburg University
University of California,Irvine
国立メキシコ大学 Benitez 数学研究所
Zagreb 大学(クロアチア)
Diliman 大学(フィリピン)
CINVESTAV
University of Andes
University Mannheim
国立メキシコ大学 Benitez 数学研究所
University of Zagreb (ザグレブ大学, クロアチア)
University of Philippines (フィリピン大学)

2008 年度
期 間
訪 問 者
4 月 16 日～4 月 22 日
Alan Huckleberry
4 月 21 日～4 月 23 日
Motohiko Murase
7 月 22 日
ROBLOT, Xavier-Francois
11 月 6 日～11 月 11 日
Andreas Kollross
11 月 13 日～11 月 19 日 Udo Jeromin
1 月 19 日～4 月 3 日
Claus Hertling
2 月 3 日～4 月 2 日
Ralf Kurbel
1 月 11 日～1 月 17 日

Tanguy Rivoal

1 月 11 日～1 月 17 日
1 月 9 日～1 月 18 日

Gautami Bhowmik
Thomas Hoffmann-Ostenhof
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所
属
Bochum University
University of California, Daivis
Lyon-I 大学(フランス)
University of Augsburg
University of Bath
University Mannheim
University Mannheim
Institut Fourier, Universite Grenoble I
(グルノーブル第一大学, フーリエ研究所)
Lille University I (リール第一大学)
Schrödinger 研究所(ESI), Wien

物理学コース、物理学専攻

外部評価報告

今回の専攻別外部評価の位置づけ・評価項目について
本学は平成２２年度に学位授与・大学評価機構による認証評価を受ける。これに先立ち、理工学研究
科においては、２１年度に外部評価を実施し、開学以来行ってきた自己評価を検証するとともに、認証
評価をより実りあるものにすることを目指す。この一部としての各専攻別の評価に当っては、共通評価
項目（１．コース、専攻の目的（理念）
、特徴、２．教育研究組織編制、運営体制、３．教育（学部、
大学院、FD 活動等）
、４．研究（成果、研究費獲得等）、５．入試（取り組みとその実績）、６．学生支
援体制（進路・就職支援等）
）に重点を置きつつも、より専攻の独自性に重点をおいた評価をいただく
こととした。学部・大学院教育に関しては専攻を横断する性格が強く、この側面についての多くは研究
科全体の評価資料に盛られているので､物理学専攻の評価においては卒業生の進路等の専攻別の性格が
強い事項や、とりわけ研究状況の評価に重点を置いて評価していただくこととした。
この目的に沿うべく物理学専攻評価資料の準備においては論文発表や研究費獲得額等の諸インデッ
クスに重点をおき、さらに、物理と化学で共同して進めている文部科学省の「大学院教育改革支援プロ
グラム」の実績についても評価をいただくことにした。物理学専攻の評価委員は高山一先生（Journal of
Physica1 Society of Japan 編集委員長）にお願いした。以下に準備した評価資料の目次を掲げる。

物理学専攻外部評価資料（目次）
１．今回の専攻別外部評価の位置づけ
２．物理学専攻の沿革・全体像
３．物理学専攻構成員・研究グループの構成
４．教員の年齢構成
５．学部標準カリキュラム・大学院カリキュラム
６．卒業生の進路
７．学位取得状況・
８．博士学位取得年数分布・学振特別研究員採用状況
９．博士学位取得者名
１０．大学院ＧＰの活動や成果についての記述
１１．社会に開いた活動
１２．物理学専攻研究概要
１３．受賞
１４．論文・国際会議発表・研究費獲得状況
１５．研究費総額・雑誌購入費の年変化
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評価報告（物理学専攻）構成
以下では外部評価委員の報告、評価を受ける主体である専攻主任による講評、評価結果についてのコ
メントを収録する。末尾に物理学専攻外部評価資料の抄録を載せる。

首都大学東京理工学系、理工学研究科 物理学専攻 外部評価結果報告
2009 年 10 月 9 日
外部評価委員氏名 高山 一
１] 組織編制・運営体制
・ 物理学専攻では首都大学東京への統合･再編を機に、各研究室を４つのグループのもとに編成し、教
室の運営体制については、各グループ代表と教室主任からなる執行機関（代表委員会）と、それに
助教層も含むグループ選出委員が加わった議決機関（運営委員会）を軸とする体制を発足させ、現
在に至っている。運営責任の所在が明確となり、若手教員層の運営上の責務が軽減された、より機
能的な運営体制が構築されている。
・ 首都大学東京が発足した 2005 年と今年の教員数を較べると、退職･転出 8、着任 5、昇格 5 とな
っている。昇格数がやや多めだが、特に問題はないと言える。
・ 現在の教員の年齢構成から、2012 年春から数年の間に「団塊世代」の教員が相次いで退職する。こ
の大きな変化に対して、運営委員会のもとにワーキンググループを組織し、既に人事計画などの検
討が始まっている。新大学への再編以降に適用された准教授、助教の任期制の運用のあり方（テニ
ュアトラック制など）も含めて、今後の教室の研究体制・運営体制のあり方を決める大問題であり、
十分過ぎるほどの慎重を期さなければならない。
・ その際、女性教員の積極的な任用も検討されることを期待したい。
２] 教育活動
１) 早期卒業制度と学部・大学院一貫教育の強化
博士(後期)課程のあるわが国の多くの大学では、学部卒業生の多くが大学院へ進学する現状を踏まえ、
学部・大学院一貫教育の強化が謳われている。本理工学系と理工学研究科が連携して実施している早期
卒業制度は、この状況を的確に捉えた先駆的な取組みとして高く評価される。残念ながら、物理学コー
スでは早期卒業の実績がまだない。この制度は博士後期課程院生の確保にも資すると期待されるもので
あり（そうなれば、実質的に、
「学部・修士課程５年＋博士課程３年」制の実施となる）、積極的な取組
みを期待したい。
２) 大学院教育改革支援プログラム(GP)「物理と化学に立脚し自立する国際的若手育成」
この大学院 GP を軸とした大学院教育改革への取組みは、他大学の先を越す新たな企画の提起とその
実践であり、高く評価される。
i) 大学院生の国際化
学術情報の電子化が世界的に普及した現在、国際的な研究情報の交換が格段と容易になっているが、
- 57 -

むしろそれ故に、研究者が直接会ってより質の高い議論を交わすことの重要性が高まっている。その教
育のため、大学院 GP の一環として行っている「大学院生の国際化」は、国際的視野に立った、きわめ
て斬新な企画である。STINT 国際大学院プログラムによるサマースクールや日韓科学セミナーの開催･
参加、さらに、大学院生国際会議派遣制度の実績を踏まえ、さらなる充実･発展が期待される。
ii) 大学院生の自立的企画力の育成
大学院 GP 企画の一つ、大学院生研究テーマ提案制度は、自身の研究内容を人に伝えるスキルの練磨
に繋がる大変ユニークな企画である。ただし、本制度と前記の大学院生国際会議派遣制度、さらに、RA
および TA とで採用される大学院生に目立った重複はないか、また、大学院生の所属研究グループの研
究活動とどれほど独立に大学院生本人の研究活動･能力が評価できているのか、が気になるところであ
った。これらの点についてはこれまでの審査過程で十分な配慮がなされており、実際、テーマ提案制度
の提案採択に伴って自身が自由に使える研究費の支給が大学院生の研究意欲を大いに高めるなど、大学
院生にも制度のポジティブな面が積極的に受け入れられている。今後も、審査過程のさらなる向上によ
って、本制度が継続、発展することを期待したい。
iii) 大学院生のキャリアパス
わが国の大学院生（特に博士後期課程）の定員数は、対応するアカデミックポスト数を大幅に上回っ
ている。他の先進諸国に比べて、わが国ではアカデミックポスト数や企業が博士後期課程修了者を採用
する数がかなり少ないこと自体は大学を越えた問題であるが、大学で対処しうる取組みとして大学院
GP で進めている、
「企業および社会と連携した大学院教育」は評価される。企業・教員がタイアップ
したキャリアセミナーなど、今後の充実を期待したい。さらに付言すれば、大学院での研究活動の経験･
実績を広く社会で活用できる可能性を、大学院生ばかりでなく、院生の研究指導に携わる教員サイドも
共有することが大切であり、この視点からの FD 実施も必要と思える。
同じ視点から、物理学専攻の博士後期課程のアドミッション・ポリシーの文面は、「研究者」、「研究指
導者」に限定され過ぎているように思える。
３] 研究活動
・ 物理学教室の研究体制は、素粒子･原子核･宇宙(線)の高エネルギー物理と物性物理に大別され、それ
ぞれが理論と実験のグループに分けられ、計 4 つのグループからなる。物理学の主要研究領域をほ
ぼカバーする、これら４つのグループはほぼ同数の教員から構成されている。この点は、30 数名程
度の教員からなる物理学教室としてはユニークであり、本教室の良き伝統が継承されているものと
考えられる。
・ それぞれのグループには、国際的（あるいは国内の）大規模研究プロジェクトの主要構成メンバー
として研究の最先端で活躍している教員も多い。実験と理論の(サブ)グループ間や同一(サブ)グルー
プ間の共同研究が進められ、その成果を上げている例もあるが、より積極的、意識的な共同研究、
研究交流が推進されることを期待したい。教室全体としての研究アクティビティの高さは国内外か
ら評価されている。
・ 一方、大都市公立大学の理工学研究科としての理念・目標を考えたとき、基礎･基盤的な学術分野の
なかでも、都市環境の向上など具体的な課題解決に繋がる分野の充実が重要になる。そのような分
野の一つに、例えば、物理学、化学、生物学の境界領域研究として ”ナノスケール物質・現象の解
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明” が思い浮かぶ。このような、本学の具体的目標に即した境界領域研究に関して、本理工学研究
科の分子物質化学専攻、生命科学専攻との共同研究は検討に値すると考える。
４] その他（社会に開かれた大学を目指して）
・ 社会に開かれた大学を目指して、物理学教室では様々な企画を実施している。高校生対象に毎年夏
休みに開講される「オープンクラス」
、科研費補助金を受けて行われた研究成果を主に中高生を対象
にわかりやすく説明する「ひらめき☆ときめきサイエンス」
、さらに、大学が行う「オープンユニバ
ーシティ」への物理学の講座の提供などである。若者の理科離れの克服にも資するものと期待され
る。なお、
「ひらめき☆ときめきサイエンス」には大学院生が補助として参加し、実験やクイズ大会
の企画･実施を担当しており、大学院生の自立的企画力の発揮の場にもなっている。今後のさらなる
発展を期待したい。
５] 総評
・ 物理学専攻は、首都大学東京への再編・統合をポジティブな方向で乗り越え、優れた公立総合大学
理工学研究科の一専攻に相応しい、高いレベルの研究教育活動を進展させている。代表委員会、運
営委員会を軸とする機能的な教室運営体制が、その研究教育活動を支えている。
・ 教育面では、他大学に先んじて進められた、大学院 GP を軸とした大学院教育改革への取組みが特
筆される。TA および RA の拡充を始めとして、大学院生の国際化や、大学院生研究テーマ提案制
度に代表される大学院生の自立的企画力の養成などユニークな企画を導入し、大学院生の研究意欲、
研究支援、そして研究能力の向上に努めており、その取組みは高く評価される。また、理工学系と
連携して学部・大学院一貫教育の強化にも取組んでいる。物理学系には早期卒業制度の実績はまだ
ないが、
「学部・修士課程５年＋博士課程３年」制までも視野に入れた今後の展開が期待される。
・ 研究面では、４つのグループによって、物理学の主要な研究領域である、高エネルギー物理と物性
物理の、それぞれ理論と実験がカバーされている。各グループからは、多くの優れた研究成果が国
際的に一流の物理学術誌を通して公開されており、専攻全体としての研究アクティビティも高く評
価されている。今後、COE など大規模研究プロジェクトの研究拠点形成など、さらなるレベルアッ
プを期待したい。
・ 物理専攻の当面の問題は、2012 年春から数年の間に「団塊世代」の教員が相次いで退職することで
ある。具体的な人事計画を含めて、その後の専攻の新しい研究体制・運営体制のあり方を決める大
問題である。既にその検討が始まっているが、数年後に学内外からいたく感心されるような結果が
出るものと期待している。
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専攻別評価（物理学専攻）に対する講評
評価委員高山一先生には、評価結果報告ばかりでなく、委員会当日も専攻評価の際に様々なコメント
や積極的な提言をいただいた。ここで、今回の評価への感想とご意見に関する抱負を述べたい。
物理学専攻 専攻長 鈴木 徹
組織・運営
物理学専攻は、大学統合に際して教員定数の削減を含む大きな変動を乗り切るため、大グループ制に
基づく運営体制の変更を行った。現時点ではこの体制は有効に機能していると考えており、高山先生に
も一定の評価をいただいたのは心強い。ただし任期制に伴う、とくに助教層の位置づけの問題は重要で
ある。全学での検討が進められている一方で、物理学専攻でも助教負担の見直しなどの議論を行ってい
る。また、数年後には団塊世代の退職が迫っており、今後の教室人事を中心とした将来の展望を考える
べき時期となっている。「十分過ぎるほどの慎重を期すべき」という先生のご意見を尊重しつつ、検討
を始めている。
教育
学部教育も大学統合によって構成上の大きい変動があったが、物理学の基礎的科目から専門性の高い
科目に積み上げていくという基本的考え方は変化していない。高山先生からは、学部・大学院の一貫教
育の重要性を指摘され、とくに早期卒業制度の活用を示唆された。確かに物理学コース卒業生の７割近
くが大学院に進学しており、このご指摘は重要である。カリキュラムでは学部・大学院の共通講義を以
前から取り入れているが、その成果を十分吟味する機会はなかったように思う。
また統合以前には、学部から大学院への飛び級入学の実績もあったことを考えると、学生の積極性を引
き出すための取組を再検討する時期かもしれない。
大学院教育に関しては、分子物質化学専攻と共同で進めてきた大学院ＧＰによるいろいろな取組を、
高く評価していただいた。このＧＰ活動は本年度が最終であり、また来年度の新規ＧＰ募集が行われな
いことを考えると、大学院生の期待に応えるために、ＧＰに代わる何らかの対応策をいろいろなレベル
で考えていく必要があると思う。一方、大学院博士後期課程が定員に満たないことに関連して、専攻の
アドミッション・ポリシーについて指摘をいただいた。実際、大学等の研究者ポストの数や現実の進路
状況を考慮すると、学位取得後の進路についてもより柔軟な考え方が要求されていると思われる。高山
先生のご指摘に対して真摯に検討を進めていきたい。
研究
研究面では、人数的に限られた中で、物理学の主要分野をほぼカバーしつつ実績を上げてきている点
を評価していただいた。その中で、今後の方向の一つとして、化学・生命などとの境界領域研究の可能
性を指摘された。物理学専攻においても、将来の人事計画に関わる検討の中で、これまでの教室の伝統
である守備範囲の広さを生かすと同時に、重要な課題に対して重点的に取り組める枠組みをどう作って
いくかという議論がなされている。公立大学という条件を踏まえた上で、この両者の特質を伸ばしてい
く道筋は、困難ではあるが実りある課題であると思う。
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その他
言うまでもないことだが、大学における教育・研究は大学内で閉じているものではなく、社会との代
謝作用の中で普段に刺激を受けつつ行われている。物理学専攻では様々な形で中高生や社会人に対する
取組を行っており、高山先生にも評価していただいた。今回の外部評価は、社会に開かれた大学として、
より意識的に専攻の活動を見直す機会にもなったと思う。
最後に、お忙しいところ大量の資料に目を通し、適切なアドバイスと将来に対する建設的な提言をい
ただいた高山先生に感謝の意を示すとともに、今後、先生のご期待に応えることができるよう努力して
行きたい。

物理学専攻の沿革・全体像
東京都立大学から首都大学東京への大学統合・再編および法人化に伴って、物理学教室も大きい影響
をうけた。全学および理工学研究科の経過は別に記述されると思われるので、ここでは再編以後の物理
学教室の経過と、教室の現状についてまとめる。
１．経過
2001 年に東京都により都立４大学統合と夜間部(Ｂ類)の廃止、教員定数削減の方針が示された。2002
年以後は新しい人事募集が凍結される中、物理教室でも新大学に向けた教育改革などの準備を進めると
ともに、教室の運営体制の検討を開始した。2003 年夏には東京都による大学構想の急転換があり、2004
年には研究費制度が大幅に変更されて教室予算の見通しが危うくなるなどの背景のもと、情勢の変化に
機敏に対応できる教室執行部体制の確立が求められた。その結果、2004(平成 16)年度春から、
Ａ）各研究室（サブグループ）を４つのグループ（大講座）のもとに編成
Ｂ）各グループ代表委員と教室主任（コース長・専攻長）による執行機関（代表委員会）
Ｃ）各グループ・助教層から選出された運営委員と代表委員による議決機関（運営委員会）
を軸とする教室運営体制が発足し、現在に至っている。
首都大学東京は 2005(平成 17)年４月に正式発足し、大学院は１年遅れて 2006 年に理工学研究科が発
足した。大学統合に際して物理学専攻は都立科学技術大学から１名の教員が加わったが、教員定数は
○ 教授・准教授の数：２５⇒２２、 ○助教の数：２４⇒１２
となり、とくに助教の数が大幅に削減された。また、物理教室の学生定員は
○ [学部(昼間・夜間),ＭＣ,ＤＣ]：[56(42,14),30,12]⇒[45,32,10]
と変化し、学部定員は夜間部の廃止により約２割減となった。一方、大学統合によって物理学教室教員
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が担当する理工系共通の基礎教育授業は大幅に増加した。物理教室が提供する学部向けの講義数は、
2004 年度と 2009 年度を比較すると、
○[全学向け,物理学生向け]：[23,36](2004)⇒[32,32](2009)
となっている。演習・実験および大学院向け講義を含めた全授業数についても、106(2004)⇒101(2009)
となって、夜間部廃止にも拘わらず、教員あたりの授業担当数はかなり増加している。助教層の削減は
実験授業等に影響が大きいため、当初の定員に１名の増員要請を行って上記の１２名となったものの、
依然として不足している。また、新大学では新規採用教員に対して任期制が適用された（継続雇用の教
員も任期制の選択が可能）
。とくに助教の任期は５年＋３年と短いため、教育面・運営面での助教の負
担については運営委員会等で議論されている。2009 年春の段階で、任期制適用教員は物理教室の全教
員の約半数である。なお退職・転出にともない、物理教室の女性教員数は現在ゼロとなっている。
２．教室の現状
学部学生の教育に関しては、大部分の学生は教室が示す「標準履修課程表」に従って、授業を履修し
ている。学部３年終了時点で一定の履修基準を満たした学生は、研究室に所属し卒業研究（必修）を行
うことになっている。物理学コースのカリキュラムを中心とした教育体制・教育内容は、教室の常設委
員会としてカリキュラム委員会を設置し、ほぼ毎月定期的な会議を開いている。この委員会は、理工学
系・研究科や全学の教務連絡等の受け皿となるとともに、学生の履修状況の点検や授業評価への対応、
カリキュラム編成の再検討などを行い、継続的な改善を毎年のように実施している。2008 年度からは
１年生の担任制を実施し、学生と教員との接点の強化を図っている。物理教室でも、とくに新大学に移
行後の学生の学力低下が指摘されており、高校から大学への授業のギャップについていけない学生への
対策などの議論がカリキュラム委員会でなされている。また一方で、優秀な学生の入学を促すための広
報活動の強化や、推薦入学など多様な入試の活用も進めている。最近では、秋の多様な入試で入学確定
後の生徒に対して、入学までの定期的な学習指導を始めており、着実な効果が認められる。
大学院に関しては、分子物質科学専攻とともに 2005 年度から「大学院イニシアティブ」（２年間）
、
2007 年度から大学院教育改革支援プログラム（大学院ＧＰ、３年間）を申請して採択された。これに
基づき、院生による提案研究・国際会議等への派遣など様々な試みを実行し、大学院生の積極性を引き
出すことに役立っている（ＧＰ報告参照）
。一方、博士後期課程進学率の低下が問題点として認識され、
様々な要因の分析と対応策が議論されてきた。これは社会・経済情勢にも強く影響されるため必ずしも
原因を一意的に特定できないが、広報活動の強化や大学院ＧＰの成果をアピールするなどの努力を行っ
ており、本年度入学者はほぼ定員を満たすことができている。修士課程入学者については、夏季・冬季
の２度に亘って入試を実施し、全体で定員の２~３倍の受験者があるが、他大学院への進学者も多い。
幾つかの大学で始められた早期からの自己推薦入学制度などへの対応として、2005 年度入試から、一
定の枠内で学内からの受験者に対する筆記試験免除制度を開始した。学生が早期に進学を自覚すること
で，学部の卒業研究から大学院への連続性という点においても有意義な効果が現れてきている。
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教員の教育負担は、物理学コース・専攻の専門授業、理工系共通講義その他を含めると教授・准教授
一人あたり年間４コマ程度の授業を担当している。
（１コマは９０分の講義１５回（半年）分を指す。
）
理論助教は学部の演習、実験助教は学部の実験を主に担当しているが、一部の演習・実験は教授・准教
授が受け持っている。研究室の院生指導などにおける助教層の役割は大きい。また分野により凹凸はあ
るが、教授・准教授一人あたり卒業研究生２名、大学院生２名を指導していることになる。なお、定員
削減の影響も顕著で、指導教員となる教授ないし准教授が１名のみ、あるいは極端な場合教員が１名の
みという研究サブグループがいくつも出てきている。大学院生の指導体制、とくに転出・退職に伴う研
究指導の継承については、以下の教室構成の問題とも関連して検討が必要である。
経過説明にあるように、2004 年度より４グループ体制を組んでいるが、日常の研究は主としてサブ
グループ毎に進められている。研究は主として南大沢キャンパスで行われているが、国内外の研究所で
の実験施設を利用する場合も多い。産業技術総合研究所・宇宙航空研究開発機構とは連携大学院協定を
結び、客員教員による院生指導も行われている。各年度の研究成果を中心とした「物理学専攻年次報告」
を毎年初夏に作成している（研究活動報告参照）。大学の研究予算は、教室の人員構成に応じて配当さ
れた予算から教室の共通経費を差し引いて各グループに配分している。大学内のプロジェクト的経費
（傾斜研究費）も存在するが、
「都市形成」などに重点が置かれ、物理に関連するような基礎研究をテ
ーマとする課題の採択率は低く、研究活動の維持・発展には科研費など外部資金の獲得が不可欠となっ
ている。
教室運営に関しては、2004 年以後のグループ編成に基く運営体制が一定機能している。現状では、
代表委員会に基づく執行部中心の運営になっており、運営委員会はスムーズな運営を監視するチェック
機関という性格が強い。グループ内の運営は、教育面で研究室間の協力体制をとっているグループもあ
るが、基本的には研究室（サブグループ）単位で進められている。教室全体の集まりとして年二回の教
室会議を開いて、その時々の重要課題について、報告と討論を行っている。
物理教室は、大学統合の移行期間の研究科長、理工学研究科発足以後の研究科長補佐および現研究科
長、全学の教務委員長など、全学あるいは理工学研究科の運営に積極的な役割を果たしてきている。ま
た物理学会や研究所の運営など学外で活躍する教員も多い。このことは一方で、大学運営等に多くの時
間を割かれる教員の研究活動に対して、教室としてサポートする必要性を示している。2008 年度から
は大学としてのサバティカル制度が発足しており、有効に利用するよう教室で対応している。
教室構成は、大学移行時の凍結が解けて転出・定年に伴う教員人事が進んでいる。全学的に定年の見
直しがされ、段階的に６３歳から６５歳に延長される。物理教室の当面の問題は、2012 年春から数年
の間に「団塊世代」の教員が相次いで退職するため、教室構成が大きく変化することである。この変化
は研究活動を始め、教育・運営など教室の全ての面で影響を与えると予想される。本年春より、運営委
員会の下にワーキング・グループを作り、今後の物理教室における研究の進め方と人事計画を中心に検
討を始めている。
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物理教室の教室事務は全て臨時職員が担っている。事務体制は、一定の経験が蓄積されて教室の日常
的な運営が安定して進められることが望ましいが、首都大の臨時職員制度はこのような要望に応える形
にはかならずしもなっていない。これは例えば、一定の頻度（週単位の勤務時間）を超えた雇用につい
ては、５ヶ月以上連続雇用できないという規則にあらわれている。より望ましい形での研究・教育支援
体制の実現を要望している。
物理教室が取り組む社会に関わる活動としては、まず文科省の１５年にわたって取り組んできている
オープンクラス「来て見てためす物理学」がある。これは文科省のパイロット事業としてスタートした
「高校生のための現代物理学講座」を引き継ぐもので、毎年夏に高校生を中心に講義、実験体験、研究
室訪問などのプログラムからなるもので、大学統合時の混乱もあり一時は参加希望者が４名にまで減少
してしまったが、３年前に根本から企画を改訂することにより、本年は定員を超える３７名の参加者を
得て成功裏に終えることができた。また、「ひらめき☆ときめきサイエンス」の採択事業として、毎年
化学教室との共同で大学祭期間に一般向けの講義・オープンラボを用意している。その他、本学の事業
であるオープン・ユニバーシティに毎年幾つかの講義を提供する、科学技術高校などへの出張授業の実
施等、社会との接点を広げる活動を行っている。
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受賞
堀田貴嗣
第８回 久保亮五記念賞（井上科学振興財団）
研究題目「軌道秩序の理論」
受賞時期 ２００４年１０月
多々良 源
第１０回 久保亮五記念賞（井上科学振興財団）
研究題目「ナノスケール磁性体における磁気ダイナミックスと電子伝導機構の理論的研究」
受賞時期 ２００６年１０月
柳

和宏

第４回飯島賞 （フラーレン・ナノチューブ学会）
研究題目「内包色素分子にとって透明なカーボンナノチューブの開発」
受賞時期 ２００８年３月
佐藤英行、青木勇二、菅原

仁

第１２回日本物理学会論文賞
論文題目：Evidence for Magnetic -Field-Induced Quadrupolar Ordering in the
Heavy-Fermion Superconductor PrOs4Sb12
著者氏名： Masahumi KOHGI （神木正史）, Kazuaki IWASA （岩佐和晃）, Motoki NAKAJIMA
（中島基樹）, Naoto METOKI （目時直人）, Shingo ARAKI （荒木新吾）, Nick
BERNHOEFT,Jean-Michel MIGNOT, Arsen GUKASOV, Hideyuki SATO （佐藤英行）, Yuji AOKI
（青木勇二）,Hitoshi SUGAWARA （菅原仁）
掲 載 誌： J. Phys. Soc. Jpn. Vol. 72, No. 5, pp. 1002 （2003）
受賞時期：２００７年５月
真庭豊、松田和之
第１４回日本物理学会論文賞
論文題目：Phase Transition in Confined Water inside Carbon Nanotubes
著者氏名：Yutaka MANIWA (真庭豊)，Hiromichi KATAURA (片浦弘道)，Masatoshi ABE(阿
部真利)，Shinzo SUZUKI (鈴木信三), Yohji ACHIBA (阿知波洋次), Hiroshi KIRA (吉良
弘)，and Kazuyuki MATSUDA ( 松田和之)
掲 載 誌：J. Phys. Soc. Jpn. Vol. 71, No. 12, pp. 2863 ‐2866 （2002）
受賞時期：２００９年３月
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多々良 源
丸文研究交流財団研究奨励賞
受賞時期 ２００５年
堀田貴嗣
日本原子力研究所有功賞特賞
受賞時期 ２００４年６月
間嶋拓也
原子衝突研究協会 第 8 回若手奨励賞
研究題目「有限多体系における MeV イオン衝突励起とその緩和過程に関する研究」
受賞時期：２００７年８月
柳和 宏
第２１回（２００６年秋季）応用物理学会講演奨励賞 （応用物理学会）
研究題目「単層カーボンナノチューブに内包された色素による光増感発光」
受賞時期：２００７年３月
間嶋拓也
ナノ学会第 4 回大会 若手優秀発表賞
研究題目「孤立金属クラスターイオンのための磁気光学分光装置の開発」
受賞時期：２００６年５月
間嶋拓也
日本化学会第 87 春季年会 優秀講演賞
タイトル：フォトントラップ法による光ポンピング：イオントラップ中に大量捕
捉したマンガンイオンのスピン偏極
受賞時期：２００７年５月
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大学院教育改革支援プログラム：
物理と化学に立脚し自立する国際的若手育成
1. はじめに
文部科学省による本事業は、物理学専攻、分子物質化学専攻の共同で提案され、平成19–21 年度の実施
として選定されている。平成17–18 年度に実施した「魅力ある大学院教育イニシアティブ：物理と化学
の融合した視野の広い研究者育成」の経験をもとに発展させ、国際的視野に立った大学院教育の一層の
充実と体系化を図ることを目指すものである。その内容は、1 大学院生の国際化、2 大学院生の自立的
企画力の養成、3 企業および社会と連携した大学院教育、4 専攻を超えた幅広い教育の実施、5 教育体
制の一層の体系化、の5 項目を柱とする、多方面にわたる活動から構成されている。
以下に平成19 および20 年度の活動内容の概要を記す。なお本事業の紹介と成果報告は次のweb ペー
ジで公開している。http://www.phys.metro-u.ac.jp/spigse/GP/

2. 大学院生の国際化
• STINT 国際大学院プログラム：平成19 年度よりSTINT (Swedish Foundation for
InternationalCooperation in Research and Higher Education) のプログラムを軸とする国際共
同大学院事業が、イエテボリ大学(スウェーデン)、ソウル国立大学(韓国)、エディンバラ大学(英国)
と首都大学東京の連携で開始された。2007 年8 月にイエテボリ大学、2008 年7 月にソウル国立
大学、2009 年6月には首都大学東京でサマースクールを開催した。いずれも各国の大学院生25 名
ほどが参加し、午前中の講義と午後の実験を通じて国際的な経験を積んだ。このプログラムの一
環として、2008年1 月には日韓科学セミナーを開催し、スウェーデンと韓国から教員と大学院生
を合わせて13 名が参加し、ポスター発表等を通じて、大学院生の交流も進められた。
• 大学院生国際会議派遣制度：大学院生の国際会議参加を支援する事業を実施し、平成19 年度は5
名、平成20 年度は8 名の派遣を行った。
• 海外インターンシップ：理工学研究科研究推進室との共同で開催、2008 年11 月に米国西海岸の
大学と企業を訪問し、国際的な視野を広げる企画を行った。物理、化学専攻からの参加者は8 名
で、海外で研究したり働くことについての理解を深め、大学院生にとって有意義な経験となった。
• その他：この他に、国際化を推進する試みとして、科学英語特別講義、ワシントン大学語学研修、
外国人講師による講演会の開催など多くの活動を実施した。

3. 大学院生の自立的企画力の養成
• 大学院生研究テーマ提案制度：大学院生自身が主体的に研究テーマを提案し、審査に基づいて研
究費を配分する制度。平成19 年度は31 件、平成20 年度は59 件を採択し、採択率は50%となっ
ている。応募数も非常に多く、1 件10–20 万円ではあるが、自身の研究費として自由に使える点
は、大学院生の研究意欲を高める上でも非常に良い効果を生み出している。
• TA およびRA の拡充：TA は両専攻を合わせて平成19 年度が31 名、平成20 年度が30 名の採
用で、学部学生の実験、演習の補助を行った。一方、平成20 年度から、博士後期課程学生の研究
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活動支援のために、大学院生を雇用するRA 制度を開始し、両専攻を合わせて前期・後期それぞれ
12 名が採用された。
• ひらめき☆ときめきサイエンス：中高生向けのプログラムの補助として大学院生が参加し、実験
やクイズ大会等の企画・実施を担当し、自身の研究を人に教えるという点からもよい経験となっ
た。

4. 企業および社会と連携した大学院教育
• 外国等の外部機関での研修：大学院生の国内・海外研修として国際会議派遣と合わせて募集を行
い、平成19 年度は6 名、平成20 年度は4 名が採択された。外部での実験や研修を補助する企画
であり、大学院生の視野と研究活動の幅を広げる上で大きく役立っている。
• 企業・教員タイアップセミナー：理工研究推進室との共催でキャリアセミナーを平成19、20 年度
各1 回開催し、博士修了後の就職や海外で働くことについての講演会を行った。講師はいずれも
社会で活躍する人々で大学院生が将来を考える上で、良い刺激を与えるものとなった。

5. 専攻を超えた幅広い教育の実施
• 2 専攻横断の大学院講義：物理・分子物質科学専攻の共通講義として平成19、20 年度に3 および
8 科目、また外部講師による集中講義として各年度6 科目の講義を実施した。テーマとしては物
質科学、計算科学、原子物理学などで、共通講義という制度もよく定着しており、多くの大学院
生が聴講している。
• 相互アドバイザー制度：修士論文、博士論文の審査委員として、専攻外からの委員を加えるよう努
めており、平成19、20 年度で外部審査委員の総数は14 および13 名となっている。大学院生とし
ても異なった視点からの評価を受けることになり、論文内容の向上に寄与していると考えられる。

6. 教育体制の一層の体系化
• FD 活動の推進：理工FD 委員会との共催で2 年度ともFD 講演会を実施し、わかりやすい講義や、
学生参加型の授業の実施方法などについて具体例
を交えた話をしていただいた。いずれも講師ご本
人の体験に基づいた効果的な授業の進め方の紹介
であり、教員が改善を考えていく上できわめて有
意義な企画であった。
• 研究者倫理の教育：研究者倫理に関して、平成19
年度は科学倫理セミナーを、20 年度には科学倫
理特別講義を実施し、教員と大学院生双方の研究
倫理の意識の向上に努めた。こうした内容の講義
はこれまで実施されてこなかったこともあり、教
員だけでなく学生にとっても、科学倫理を考え始める
よいきっかけを与える企画となった。
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図1: 2009 年6-7 月に首都大学東京で開催され
たSTINT サマースクール

7. その他
• プレゼンテーション環境の整備のために8 号館大会議室にプロジェクターとスクリーンを設置し、
中会議室に大型液晶ディスプレイを設置した。いずれも、修士・博士論文発表会や各種セミナーに
活用されており、プレセンテーションの環境が大きく改善された。
• 広報活動として、先にあげたホームページに本業の概要や成果報告がいち早く掲載され、学外から
も取り組み状況が一目で分かるようになっている。また研究キャリア応援誌に本事業を紹介する記
事を掲載し外部への広報に努めた。

７．社会に開いた活動
7.1 オープンクラス
まず、オープンクラスに関するこれまでの経緯を簡単に述べる。東京都立大学理学部物理学教室にお
いては、1994（平成 6）年から「高校生のための現代物理学講座」を実施していた。この講座は、物理
を中心とする理科系に興味を持つ学生に広く現代物理学に触れてもらうことを目的とし、文部省の「教
育上の例外措置に関するパイロット事業」の助成を受けて行われていた。パイロット事業の助成は 1998
（平成 10）年に終了したが、1999 年度からは理学部のオープンクラスとして理学部 5 学科全体の高校
生向け講座として発展し、さらに 2000 年度からは、全学広報委員会の大学公開の一つとして位置づけ
られることとなった。そして、首都大学東京においてもこのオープンクラスは引き継がれ、今日に至る
まで毎年開講されている。
物理学コースではここ数年、
「来て見てためす物理学」と題して、夏休みにオープンクラスを実施し
ている。内容は、講義（午前と午後の 2 回）、実験の体験、研究室訪問、学部生・大学院生との懇談な
どである。以下に最近の講義タイトルと講義実施者を示す。
2009 年 「小林・益川モデルと CP 対称性の破れ」住吉 孝行 教授
「カーボンナノチューブカラーインク －ナノサイズの構造によって生じる色－」柳 和宏 准
教授
2008 年 「ビッグバン －宇宙の成り立ちと進化－」政井 邦昭 教授
「電気抵抗がゼロになる？ －超伝導の不思議な世界－」堀田 貴嗣 准教授
2007 年 「X 線で探るブラックホールとダークマター」大橋 隆哉 教授
「超伝導とは何か －物質中の電子の奇妙な振る舞い－」青木 勇二 准教授
2006 年 「超新星！そして中性子星、ブラックホール －量子論と相対論が教えてくれ
た特異な星の存在－」政井 邦昭 准教授
「現代情報社会を支える最先端物理－ナノの世界の磁石－」多々良 源 准教授
7.2 オープンユニバーシティ
東京都立大学では「都民カレッジ」に一般向けの公開講座を提供していたが、都民カレッジは 2001 年
度で終了した。その後、首都大学東京において、開かれた大学として広く社会に知識を還元するために
オープンユニバーシティが開校し、現在に至っている。物理学コースでは、毎年、オープンユニバーシ
ティに講座を提供することにより、事業に協力している。以下に最近開講された講義のタイトルと担当
者を示す。なお、オムニバス形式の講義については、物理学コースの教員名のみを記している。
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2009 年 「素粒子物理学へのいざない」安田 修 准教授
2008 年 「超伝導の不思議な世界」堀田 貴嗣 准教授
2007 年 「ナノの世界：微細な炭素チューブの不思議」 真庭 豊 教授、石井 廣義 准教授、宮原 恒昱
教授
「ビデオと写真で見る現代物理の基礎と応用 －電子機器や現代医療の下支えを知る－」
溝口 憲二 教授
7.3 ひらめき☆ときめきサイエンス
科学研究費補助金を受けて行われた研究成果をわかりやすく国民に発信し、また、我が国の将来を担
う児童・生徒たちの科学への興味を喚起するために、日本学術振興会が平成 17 年度から発足させた事
業である。
物理学コースでは、平成 18 年度から毎年、化学コースと合同で「ひらめき☆ときめきサイエンス」
を実施してきた。以下にこれまでに採択されたタイトルと担当者名（物理学コースのみ）を示す。＊は
事業の代表者である。
2009 年 「対称性とその破れ －自然における美の形－」
＊南方 久和 教授、安田 修 准教授、青木 勇二 准教授
2008 年 「光で探るミクロな分子世界」
宮原 恒昱 教授、石井 廣義 准教授
2007 年 「宇宙の進化を探る物理と化学」
＊大橋 隆哉 教授、政井 邦昭 教授、東 俊行 教授
2006 年 「磁石の不思議な世界 －磁石でこんなことができる！－」
＊岡部 豊 教授、佐藤 英行 教授、多々良 源 准教授
7.4 オープンラボおよび広報活動
物理学コースでは、大学院説明会、大学説明会、学園祭の機会に、研究室公開を行っている。毎年 6 月
には大学院説明会があり、理工系全体説明会と専攻別説明会の後、全研究室を公開している。最近の物
理学専攻の参加者数は、平成 18 年度 27 名、平成 19 年度 27 名、平成 20 年度 42 名、平成 21 年度
43 名である。
毎年 7 月と 8 月にはそれぞれ、
大学説明会が開かれている。全学の参加者が 5 千人近くになるなど、
最近は参加者が増えている。物理学コースでは、コース別説明会の後、3 ないし 4 研究室の公開を行っ
ている。
さらに、毎年 11 月に開催される学園祭においても、3 ないし 4 研究室を公開している。学園祭の機
会ということもあり、このときは、大学および大学院受験者向けというだけでなく、広く一般向けの公
開という色彩が強いので、それを意識したオープンラボを行っている。
また、理工学系では、原則毎月第一土曜日に「毎月説明会」として、大学および大学院志望者を対象
に説明会および研究室見学を行っている。物理学コースの参加者は、多い月では 10 名を越えることも
あるが、平均して 5 名程度である。
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化学コース、分子物質化学専攻

外部評価報告

Ⅰ 専攻別自己点検評価概要
Ⅱ 外部評価委員による評価結果、講評 （外部評価委員： 岩澤康裕 電気通信大学教授）
Ⅲ

講評・評価を受けて（専攻長：菊地耕一）

Ⅳ

外部評価用資料：
「現況と自己点検評価」

Ⅰ 専攻別自己点検評価概要
分子物質化学専攻では、岩澤康裕教授（電気通信大学）を外部評価委員として迎え、平成 21 年 9 月
30 日午後の全体会終了後、資料「現況と自己点検」
（外部委員には、年次報告書などと共に先立って配
布）に基づき専攻別外部評価を行った。
評価項目
１．コース・専攻の理念・目的
２．教員構成および運営体制
３．入試
４．教育
５．学生支援体制
６．研究(研究成果、研究費)
７．広報活動
実施内容
司会

加藤直（自己点検評価委員補佐）

１．理念・目的（項目１）
、教員構成および運営体制（項目２）
、研究(項目６)に関して
１）状況と分析

菊地耕一（専攻長）

２）質疑応答
岩澤委員：電子ジャーナルなどの急騰で一番困っているのは化学ではないか。
菊地；化学の電子ジャーナルの値段が高いので、致し方ないと考えている。
岩澤委員：教室協議会には助教も出席するのか。人事についても教室協議会で決定するのか。昔、
そのことによる人事の遅れが問題になったことを聞いたことがあるが、現在問題はな
いのか。
菊地：教室協議会には助教も含めて教員全員が出席する。人事も教室協議会で決定する。教員構
成が１：１：３から１：１：１になっているのであまり問題にならない。
岩澤委員：研究室当たりの面積が 216m2 とのことだが、何人で占有しているのか？
菊地：15～20 名である。
岩澤委員：それはかなり狭い。
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２．教育（項目４）に関して
１）状況と分析

藤野竜也（カリキュラム委員）

２）質疑応答
岩澤委員：担任制はうまく機能しているのか。
藤野

：連絡網としては良く機能しており，たとえば一昨年麻疹が流行した際にも迅速な対応
をとることができた。ただ生活指導まではなかなか手が回らないことが多い。

岩澤委員：担任制による生活指導などは事務が引き受けてくれないのか。（細かい指導は限りが
無いという趣旨）
藤野

：事務も人数が少ないため，難しい。

岩澤委員：100%の就職と進学とあるが、これは卒業者の 100%という意味か。（留年が 20%いると
いうことに対して矛盾していないかという趣旨）
藤野

： 卒業者の 100％という意味である。

３．学部入試(項目３)に関して
１）状況と分析

三島正規（多様な入試委員）

２）質疑応答
岩澤委員：首都大発足時に志願者倍率、合格者偏差値が下がった理由はなにか。
三島

：大学名や学部名が替わり，受験生が困惑したためではないかと考えられる。

岩澤委員：入試に関する広報の具体的内容を説明して欲しい。
三島

：様々なルートで行っているが、入試課の合格者に対する調査によれば、予備校の作成
するパンフレット等の影響力が大きいという結果がでている。理工として、予備校の
パンフレットに案内を出すなどの活動をしている。

岩澤委員：化学コース独自の入試に関する広報活動内容はないのか。
三島

：リカレント講座で高校の先生方と交流をもつこと。また大学説明会では個別に丁寧に
説明する。化学科のホームページ(モバイル版)も、高校生にとってよい情報源となる
よう作成した。

４．大学院入試(項目３)に関して
１）状況と分析

片田元己（大学院入試委員）

２）質疑応答
岩澤委員：博士後期課程について、経済的な支援があればアジアからも留学生がくることが可能
なのか。
片田

：可能である。国費留学の場合もマレーシアとバングラデシュから来ている。

岩澤委員：博士前期課程について、女子学生の比率はどうか。
片田

：正確な数字は分からないが、学部の率とそれほど変わらないのではないかと思う。
参考：調査結果（学部との相関が明確にみられる）
18 年度

29％ （対応する 17 年度の 4 年生：30％）

19 年度

36％ （対応する 18 年度の 4 年生：35％）
- 77 -

20 年度

14％ （対応する 19 年度の 4 年生：14％）

21 年度

24％ （対応する 20 年度の 4 年生：27％）

５．学生支援体制(項目５)に関して
１）状況と分析

城丸春夫（大学院 GP コアメンバー）

２）質疑応答
岩澤委員：サマースクールに参加した学生自身は、どのように評価しているか。
城丸

：参加を躊躇していた学生も多かったが、サマースクール終了後は「よかった、また参
加したい」と言っている。

岩澤委員：参加した学生層はどのようなものであったか。
城丸

：博士後期課程優先で考えていたが、希望者が少なく前期課程の学生の参加も認めた。
前期課程の参加者には進学を考えてほしいという意図もあった。

岩澤委員：思惑通りにいっているか？
城丸

：その点については、あまり効果がない。

岩澤委員：RA はどの程度の採択率か
城丸

：学振の特別研究員や JST の客員研究員に採用された場合は RA になれないということ
もあり、化学に関しては、希望者はほぼ採択されている。

６．広報活動(項目７)に関して
１）状況と分析

浅野素子（広報委員）

２）質疑応答
岩澤委員：広報はこれらの仕事を一人でやっているのか
浅野

：広報委員と補佐 2 人の 3 人体制。広報委員は全学や理工全体の業務がかなり多く、補
佐は主にコースに関わる仕事を担当している。
（補足：２－３年前から入試制度検討委員と広報補佐第二を兼任しているのでやや負
担が大きいが、多用な入試と広報の連携を計るよう努力している。）

岩澤委員：ホームページを見て大学説明会にくるのか
浅野

：どの程度深く見ているかはわからないが、それなりに見ている。実際に自分の目で見
てという人が足を運んでいる。
（補足：毎月説明会のアナウンスはホームページのみで行っているので、参加者は全
てホームページを見て来るといえる。）

専攻別評価の時間が短縮されたので、当初予定されていた研究環境・設備状況の実例を岩澤委員に見
ていただく時間が十分にとれなかったが、分子物質化学専攻の各研究室の現状および有機化学系実験室
の狭隘さを見ていただいた。天井が低く、非常に狭い実験室には驚いておられた。
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Ⅱ 外部評価委員による評価結果、講評

（外部評価委員：岩澤康裕教授（電気通信大学）
）

組織編制 運営体制
化学分野の中で重要分野がバランスよく組織化され、運営体制も熟慮され研究教育活動に好ましい。
女性教員の割合が低いが今後の努力目標として検討が望まれる。
教育活動
教育カリキュラムも充実しよく議論されており、また、教員の教育活動の姿勢も申し分なく、大学
の使命としての教育活動に前向きに取り組んでいて高く評価できる。
研究活動
研究成果が一流国際専門誌に多数掲載され、招待講演など注目を集めている研究実績を有し、若手
研究者の育成にも取り組んでいて、全体として研究活動は高く評価できる。
その他
研究施設・設備は十分に整備されているが、研究を円滑に進めるには実験施設の面積が若干狭いの
で、何らかの対応が必要である。
総 評
本化学専攻は組織運営体制がしっかりしておりその基盤の上に各教員が連携をとり教育活動を行
っている。基礎を十分に教える教育カリキュラムは高く評価したい。また、研究活動もアクティブ
であり、研究成果が国際一流誌に多く掲載されており、講演も活発になされ、国内外で一定の高い
地位をしめる専攻である。総じて本専攻の教育・研究は高く評価できる。問題は今後の教育・研究
活動であろう。教員の人事、若手育成、博士後期課程の特徴が今後の課題である。大学の使命であ
る教育と基礎研究の推進を行い首都大および本専攻が存在感あるためには基盤運営校費の拡充と
博士後期課程学生への経済支援が望まれる。本専攻はそれに値する教育研究実績を有している。
Ⅲ

講評・評価を受けて

（専攻長 菊地耕一）

外部評価委員の岩澤康裕先生からは全体として高い評価をいただいた。以下、各項目に対する評価を
受けての感想および今後の課題を以下に記述する。
組織編制 運営体制
評価委員の先生からは、現在の組織体制に対して高い評価をいただいた。都立４大学の統合に伴い一
時人事採用が留保され、その後早急に人事採用を行うことが余儀なくされたが、化学教室としては従来
に近い厳選な人事選考指針により、優秀な人材を採用することができたことで現在の組織体制が維持さ
れている。一方で助教の任期制、女性教員の採用など解決すべき問題は多々あり、特に助教の研究環境
の改善は、教員人事とともに、今後組織体制をより良くするためには早急に取り組むべき問題と考えて
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いる。また指摘のあった基盤運営校費の拡充は、大学当局に是非とも考えていただきたい点である。
教育活動
教育活動についても極めて高い評価をいただいた。大学統合に伴って都市教養学部に属することなり、
受験生に馴染みにくい名称となったこともあって、入学する学生の学力も低下してきている。広報活動
などを通じて受験生にアピールすることも大切であるが、先生の指摘にもあったように、首都大および
本コース・専攻が存在感あるものになるよう努力することが必要である。また、入学した学生のケアは
ますます重要になっており、担任制の充実などにより留年率を減少させることも必要と考えている。博
士課程学生への経済支援は指摘の通り重要であり、支援体制を整えるために、研究科全体で一致団結し
て努力していく必要がある。
研究活動
研究に対しても極めて高い評価をいただいた。大学の使命である教育と基礎研究の推進を行い首都大
および本専攻が存在感を示すためには、基盤運営校費の拡充と博士課程学生への経済支援が望まれると
の指摘に対して、大学当局に働きかけるとともに，われわれとしてはより一層の研究成果を目指してい
きたい。
謝辞： 最後になりましたが、外部評価委員の岩澤康浩先生におきましては多忙な中、外部評価委員を
快く引き受けていただき、また綿密な事前調査と当日の多方面にわたる調査および評価を実施していた
だきました。化学教室一同深く感謝しております。先生からいただいたご指摘は謙虚に受け止め、今後
の化学教室の発展につなげるよう努力する所存です。

Ⅳ

外部評価用資料：
「現況と自己点検評価」

１．化学コース・分子物質化学専攻の沿革
平成 17 年に行われた都立４大学の統合に伴う学部の改組および平成 18 年における大学院の改組によ
り、下記のように名称が変更され、化学コース（学部）および分子物質化学専攻（大学院）が設置され
た。
旧

新

東京都立大学理学部化学科
平成 17 年４月

平成 18 年４月

首都大学東京都市教養学部
都市教養学科理工学系化学コース

東京都立大学大学院理学研究科

首都大学東京大学院理学研究科

化学専攻

化学専攻

首都大学東京大学院理学研究科

首都大学東京大学院理工学研究科

化学専攻

分子物質化学専攻
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２．化学コース、分子物質化学専攻の理念・目的
2.1 化学コースの理念・目的
化学コースでは下記のような人材育成と教育の理念を中期計画に掲げ、教育が行われている。
化学コースの人材育成
・化学に関する幅広い基礎知識と高い専門的技術を習得し、研究者、技術者、教育者として活躍で
きる人材、さらに、大学院教育を経てさらに高度な技術者若しくは国際的に活躍できる研究者を
目指す人材を育成する。
・化学的知識と技術に基づいて、現代社会が抱える諸課題を解決するために積極的かつ自主的な取
り組みができる人材を育成する。
化学コースの教育
・学部教育の前半では、学問系統に沿った基礎的な内容を選択必修として段階的に講義を進める。
また基礎的な化学技術を習得するため化学実験を重視する。また、化学の専門家として必要とな
る基礎的な英語能力を養う。演習科目を配置して高校教育と大学教育のギャップに配慮する。
・学部教育の後半では、幅広い化学的知識を養うための講義課目を配置する。研究・開発に必要
となる高度な実験技術を養うために専門実験を課す。基礎科目を選択必修とすることで学生の自
主性を重視しつつ基礎的な化学的知識の充実を図ると共に、後半の講義課目は大学院との連続性
を考慮した内容を提供する。
2.2 分子物質化学専攻の理念・目的
分子物質化学専攻では、下記のような人材養成と教育の理念のもと教育が行われており、ホームペー
ジ上で公表している
１．化学は、原子・分子レベルで自然を理解し、物質の性質や変化などを探求する自然科学の基
礎的学問であるが、近年、自然科学の他分野との融合が著しく、対象となる物質群も従来の有
機・無機・生体関連物質等から海洋、大気環境、宇宙に関連する物質にまで広範に広がってい
る。分子物質化学専攻では、化学に関する幅広い知識と理解力を有しつつ、深い専門性を持ち、
国際社会においても活躍できる人材を養成することを教育の目的とする。
２．博士前期課程では、化学に関する幅広い基礎学力を習得するとともに、研究課題を独自の発
想により展開させ、論文としてまとめて学会等にて発表する能力を備えるとともに、広い視野
に立って問題を捉える能力と、専門分野における研究や技術・教育指導のための基本的能力を
備えた人材を育成する。
３．博士後期課程では、自立して幅広い観点から研究課題を見つけ、独自の発想からその課題を
展開させ、 国際水準の論文にまとめて国際会議にて発表する能力を有するとともに、研究経
験をもとに主体的にさまざまな課題に対し、将来とも自己啓発をしながらリーダーとして広い
視野に立って 国際的視点からも専門分野における研究や技術・教育指導ができる能力を備え
た人材を育成する。
（http://www.se.tmu.ac.jp/chem/）
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３．教員構成及び運営体制
3.1 教員構成
下記に示す 12 の研究室から構成されており、教育・運営の便宜上３つのグループに分類している（新
大学が発足した平成 17 年度以降に着任または昇任した教員については、その年度を示した）。
グル

研究室名

ープ
無
機
分
析
有
機
生
化
物
理
化
学

教授

准教授

助教

無機化学

杉浦 健一（H17 昇任） 浅野 素子（H18 着任） 山下 健一（H19 着任）

環境・地球化学

伊永 隆史

藤野 竜也（H17 着任） 芝本 幸平（H19 着任）

宇宙化学

海老原 充

大浦 泰嗣（H17 昇任） 公募中

同位体化学

片田 元己

有機構造生物化学

伊藤 隆（H17 着任）

三島 正規（H18 着任） 公募中

有機化学

伊与田 正彦

西長 亨（H17 着任）

生物化学

礒辺 俊明

有機合成化学

清水 敏夫（H18 昇任） 佐藤 総一（H18 着任） 平林 一徳

物性物理化学

菊地 耕一（H18 昇任） 藤田 渉（H19 着任）

兒玉 健

分子集合系物理化学

加藤 直

好村 滋行

川端 庸平

反応物理化学

阿知波 洋次

城丸 春夫

松本 淳（H19 着任）

理論・計算化学

波田 雅彦

橋本 健朗

本田 康（H18 着任）

秋山 和彦（H18 着任）

高瀬 雅祥（H19 着任）
田岡 万悟

（学生/専任教員 化学コース 5.6、分子物質化学専攻 2.9）
大学統合の定員削減に伴い、教授：助教授：助手＝１：１：２から教授：准教授（助教授）
：助教（助
手）＝１：１：１と助教の数が半数に削減された。これに伴い、現在では教授、准教授も演習や実験を
担当し、助教の負担を補っているが、一部の実験を非常勤講師ならびに TA に頼らざるを得ない状況に
あり、助教定員の増加を要求している。
下表に教授、准教授、助教の年齢構成は示す。いずれの層もバランスの取れた年齢構成である。女性
教員は 1 名、外国教員は 0 名であり、今後優秀な女性教員や外国教員の任用を進めていく必要がある。
年齢

25～29

30～34

35～39

40～44

45～49

50～54

55～59

60～64

小計

１

１

３

２

５

１２

１

３

５

５

１

１

教授
准教授
助教

１

１

１

１０
９

3.2 運営体制
3.2.1 教室協議会と各種委員会
毎月 1 回以上開かれる教室協議会は教室内の最高決定機関であり、人事・予算・教務に関する案件
はここで承認を受けることが義務付けられている。このほか、専攻長会議・教授会等の報告や各種委員
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会からの報告が行われる。
教室運営を円滑に進めるため、全学および理工学研究科として設置されている委員会や部会に加えて、
以下に示す教室独自の委員会および委員を設置している。
委員会・委員名

人数構成

主な役割

専攻長・次期専攻長
運営委員会

教室協議会の議長を交代で行う。

准教授２名

専攻長の補佐。

助教２名
次期専攻長
将来計画委員会

施設整備、大型共通予算の使途、専攻内の部屋

准教授１名

割りなどの審議

助教２名
カリキュラム委員会

各グループの教授会構
成員１名ずつ

コース・専攻のカリキュラムに関する業務全般
求人情報の伝達、就職相談、学校推薦などの審

就職委員

教授１名

会計委員

教授会構成員１名

広報委員補佐

教授会構成員 2 名

大型予算対策委員長

教授１名

専攻として申請する大型予算申請のとりまとめ

共同利用機器管理委員会

助教２名

共同利用機器の管理、予算・決算案の作成

安全管理委員会
化学安全教育とりまとめ
学生実験とりまとめ

議
教室予算・決算案の作成、共通予算の執行
理工学研究科広報委員の補佐、専攻ホームペー
ジ作成

４名（原則として教授会 専攻内の安全管理（主として、安全教育、安全
構成員）

チェック）

教授会構成員１名

学部の講義「化学安全教育」の計画・とりまと
め

助教 1 名

各学生実験の間の連絡・調整など

上記のうち、安全管理運営委員会は、助教定員の削減などにより手薄になりがちな安全管理を専攻
内に徹底させるために平成 21 年度に設置された委員会である。教室内の安全教育、緊急連絡網の整
備、緊急時の対応マニュアルの作成から水漏れ事故防止の水漏れセンサーの維持管理等の業務を行っ
ている。
3.2.2 教員人事
教員の人事は、化学教室人事選考規則に基づいて行われ、公募を原則としている。教授層から構成
される人事委員会で選考方針を検討し、教室協議会で承認を得る。教授 2 名（教授選考の際は３名）・
准教授２名・助教２名からなる専門委員会において３名以上の候補者を、推薦順位を付して人事委員
会に答申し、人事委員会で１名に絞った後、教室協議会で審議を行う。最終決定は教室の全教員によ
る投票によって行う。
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人事選考にあたっては、広く優秀な人材を集めることを念頭に置いており、都立大時代の人事凍結
が解除した H17 年度においても引き続き公募による人事選考を行っている。教授、准教授の出身大学
は東大 5 名、京大 3 名、都立大 3 名、東工大 2 名、北大 2 名、他 9 大学各１名であり、うち内部昇格
は 10 名である。
3.3 教室の面積、事務室の体制
１研究室には９コマの居室または実験室(216m2)が配分されているが、この面積は昭和 61 年各大学
対してアンケート調査をもとに算出された国立大学 1 講座当たりの平均専用面積 245.5m2 に比較する
とかなり狭く、助教定員の削減などにより化学教室の安全管理をどのようにするか問題点となってい
る。
また、学科事務室には専属職員がおらず、事務アルバイト者（雇用費の一部を専攻予算から支出）
がいるのみである。そのため教室内の研究教育活動に関する事務の多くは教員自身が行っている。

４．入試
4.1 学部入試
化学コースでは、アドミッション・ポリシーを下記のように定め、ホームページ及び各種の学生募集
要項で公表し、学内外に周知している。
化学コースのアドミッション・ポリシー
本コースでは、化学の基礎理論から高度な実験的手法までを体系的に学び、新しい物質を作り出した
り、新しい現象を見出す能力をもった人材を育てることを目指しています。化学は実験を重視する学
問なので、中学や高校での化学実験を『面白かった』と感じた皆さんは、化学コースに入学する素養
を十分に備えています。また、化学には、物理的な理論、生命、環境、宇宙を扱う分野もありますの
で、物理、化学、地学、生物、コンピュータなど様々な分野に興味を持っている皆さんの入学を歓迎
しています。
アドミッション・ポリシーに基づいて入学者選抜を実施している。前期・後期日程の一般選抜に加え、
帰国子女入試、推薦入試、未来塾等の特別入試、チャレンジ入試、科学オリンピック入試などのＡＯ入
試を実施することにより、アドミッション・ポリシーに合った多様な資質を有する学生を受け入れるよ
うに工夫している。

4.1.1 一般選抜
下表に示すように、前期日程の倍率は大学統合により減少したが、偏差値は初年度に激減したものの、
その後は統合前とほぼ同じレベルを推移している。
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H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

志願倍率(前期)

7.2

7.8

5.2

4.7

4.5

4.8

5.6

5.5

志願倍率(後期)

8.1

9.5

8.4

7.1

13.0

9.1

10.4

10.0

60.3

59.7

57.2

53.2

61.2

58.2

57.0

59.6

前期合格者偏差値

（出典：ベネッセコーポレーション・駿台予備校）
4.1.2 多様な入試
化学コースでは一般選抜の他に、次表に示した制度により選抜を実施し、多様な資質を有する学生の
確保に努めている。下表に多様な入試により入学した人数を示す。
H21 年度

H20 年度

H19 年度

H18 年度

志願者

11

12

15

10

5

入学者

4

6

5

4

4

編入学(若干名)

入学者

1

0

0

1

1

AO（若干名）

入学者

1

2

2

1

0

未来塾（2 名）

入学者

2

1

2

0

3

科学ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ（若干名）

入学者

1

－

－

－

－

私費外国人留学生（若干名）

入学者

1

0

0

0

0

推薦（一般）（4 名）

H17 年度

（ ）内数は定員を示す。
一般推薦入試：4 名の定員に対して例年十分な受験者数がある。平成 21 年度入試から、都内在住または
都内の高校に通う者から、埼玉、千葉、神奈川県の高校に通う場合にも門戸を広げた。平成 21 年度
入試においは神奈川県からの受験者の合格を出していることから、一定の前進があったといえよう。
編入学：高等専門学校または短期大学の工学系課程を卒業した者（見込みの者）を対象に編入学選抜を
実施している。わずかではあるが志願者が増加傾向にある。これはコースのホームページおよび広報
関係委員による高等専門学校へのパンフレット郵送などにより、本コースの編入学試験制度の認知度
が上がってきた成果と推測される。
東京未来塾：東京都教職員研修センター、教育庁の主導する制度で「首都大学東京と高等学校の連携に
より、日本の将来を担い得る改革型リーダーとして資質をもつ人材を育成する」ことを目的にしてい
る。選抜により東京未来塾に選ばれ、東京未来塾での学習を行った生徒を対象とした独自の制度であ
るが、その連携の在り方や生徒の基礎学力について問題点が残されている。
科学オリンピック入試：平成 21 年度より採用した入試制度である。出願の条件は全国高校化学グラン
プリ一次選考において上位 10％以内の成績を修めたこととしており、化学コースの求める学生の確保
に有効な選抜と考えている。
指定校推薦・AO 入試：AO 入試はアドミッション・ポリシーに沿った人材の確保できなかったので、平
成 23 年度からの廃止を決定している。平成 23 年度から指定校推薦を実施する。全学における成績の
追跡調査によれば、指定校推薦で入学した場合の学業成績は継続的に良好であり、優秀な学生が確保
できると期待している。
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4.2 大学院入試
分子物質化学専攻では、アドミッション・ポリシーを下記のように定め、ホームページおよび各種の
学生募集要項で公表し、学内外に周知している。
分子物質化学専攻（前期課程）
* 化学の分野の基礎知識と基本的な語学力を有する人
* 専門的知識の取得と研究能力の鍛錬に、知的好奇心と意欲を持って取り組むことが出来る人
* 広い視野と科学的な思考法を持ち、化学の分野で将来研究者、教育者、あるいは技術者として
社会的な貢献を行うことに情熱を持つ人
分子物質化学専攻（後期課程）
* 化学の分野について深くかつ広範な学力を持つ人
* 先端的かつ独創的な研究を行うことに、意欲を持って取り組むことが出来る人
* 自ら研究課題を設定し自立して研究活動を行う能力を身につけるための努力を惜しまない人
* 国際的な研究・開発活動において指導的な役割を果たし、自然科学の進歩を担うことによって
人類社会に貢献することに熱意を持つ人
博士前期課程および博士後期課程では、アドミッション・ポリシーに沿った入学者受け入れを念頭に、
夏季と冬季に入学試験を実施している。また、筆記試験免除制度を取り入れ、大学院への進学を推進し
ている。博士前期課程については、適切な数の入学者を受け入れている。博士後期課程については、年
度や専攻によってばらつきはあるが、充足率は 30～80％に留まっており、定員確保に向けた一層の努力
が必要である。
倍率および入学者数

定員

前期課程

32

後期課程

10

(

H18 年度

H19 年度

H20 年度

H21 年度

2.78

2.13

1.88

2.16

入学者数

39(11)

36(14)

29(16)

37(15)

入学者数

4

8

3

3

倍率

) 筆記試験免除者数

５．教育
5.1 学部教育
5.1.1 教育編成の特色
化学は、物質の性質ならびに物質間の相互作用と変化を探求する自然科学の基礎的学問であるが、近
年、自然科学の他分野との融合が著しい。そこで、学部のカリキュラム作成に当たっては、１年次～３
年次に化学の基礎を幅広く学ぶと共に、境界領域の講義も提供して視野を広めることを念頭においてい
る。また、３年次の専門実験および４年次の卒業研究を通して、化学物質のもつ基礎物性と多様な応用
展開を学ぶことができるように配慮している。以下に専門科目の標準履修表を示す。1、2 年次には標準
履修の基礎・教養科目の多くが午前の時間枠に開講されており、残されて時間に基礎の専門科目が履修
できるように時間割が組まれている。
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１年次
必修科目

選択科目
（G1）

一般化学Ⅰ・Ⅱ（G1） 化学安全教育
化学概説Ⅰ・Ⅱ(G2)
無機化学総論（G3）
分析化学Ⅰ（G3）
化学実験＊
量子化学Ⅰ・Ⅱ
構造物理化学
化学熱力学

有機化学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
生体物質化学Ⅰ・Ⅱ
有機構造解析
有機生化演習
分析化学 II
無機化学各論 I・II
無機分析演習＊

選択科目
（G2）
選択科目
（G3）

自由科目

２年次

物理化学初等演習＊
Ⅰ・Ⅱ（G1）

化学英語

３年次

４年次

化 学 専 門 実 験 I ・ II
（G1,G2,G3）＊

化学特別研究
I・II

物性化学 I・II
物理化学演習
化学熱力学 II
反応物理化学
理論化学概論
生物化学 I・II
反応有機化学
合成有機化学
放射化学 I
環境化学
機器分析 I
錯体化学
放射化学 II
宇宙化学
化学コロキウム

機器分析 II

演習・実習などで、TA を活用し、教育効果の向上を図っている科目は＊を付してある。以下に化学コー
ス独自の取り組みを列挙する。
１．年度始めに新入生対象の講演会を開催し、新しい化学に触れさせることにより、化学に対する興
味を高める。
２．高校の授業から大学の授業へのスムーズな移行を計るため、特に物理・数学を不得意とする学生
を対象として、物理化学初等演習を前・後期それぞれ開講している。複数の教員ならびに TA に
より、マン・ツー・マンに近い体制で指導を行っている。
３．外国人非常勤講師による化学英語を開講し、国際化教育をスタートさせている。
４．化学コロキウムⅠは、毎年全 12 の研究室が交代で担当し、学部３年次の学生に化学コースで行
われている最先端の研究に触れると共に、卒業研究を選ぶ判断材料を与えている。
5.1.2 履修指導、成績評価基準、FD 活動
入学時および年次ごとのガイダンスでは、モデル時間割（ホームページに掲載）などを用いた履修指
導を行っている。成績評価に関しては、シラバスに評価方法を記載し、さらに化学コースでの合意事項
に基づいた基準を用いて行っている。また、毎年半期ごとに実施される学生による授業評価の結果をも
とに、各授業の担当者が個別に授業改善を行っている。さらに、授業改善に向けた理工学系が主催する
講演会も毎年行われているので、授業担当者が FD 活動に参加する機会は多い。ただし、より良いシス
テムを作るために、今後、更なる授業改善やカリキュラムの専攻内での検討も必要である。
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5.1.3 早期卒業制度
成績優秀者に対する早期卒業制度により、学部、大学院一貫教育とあわせて、成績優秀者の 5 年間で
の修士学位取得を可能にしている。化学コースでは H17 年度から毎年 1～2 名の早期卒業生を輩出して
いる。これまで本専攻に進学した学生が 3 名、他大学院・他専攻に進学した学生が 2 名であり、3 名の
学生が 5 年間で修士の学位を取得している。そのうち 1 名が他大学の博士後期課程に進学している。
5.1.4 進路状況
標準年限における卒業率はここ数年 70%程度で低い値となっている。これは 3 年で卒業研究履修条件
を満たさず、4 年次において事実上留年する学生が多いためであり、履修条件を満たすよう指導する必
要性がある。ほぼ 100%の学生が様々な分野へ就職または進学している。化学コースでも、博士前期課程
への大学院進学率は 60％以上と高く保たれている。
H17 年度

H18 年度

H19 年度

H20 年度

36(3)

30(3)

29(6)

34(7)

大学院進学率

65%

63%

60%

71%

企業

16

13

13

11

公務員

2

1

1

2

教員

1

1

1

0

その他

0

3

4

1

88%

69%

77%

71%

大学院進学（他大院）

卒業率（標準年限）＊
＊中途退学などは除く
5.2 大学院教育
5.2.1 教育編成の特色
１．共通講義：

幅広い基礎的専門知識を修得するための化学特論、専門性の高い特別講義、および

外部の非常勤講師による集中講義を実施しており、基礎知識の蓄積と幅広い専門知識の修得を目ざし
ている。
２．研究室内における教育： １２の各研究室内において、
「最近の研究の紹介」と「研究の進捗状況
の報告会」を特別セミナーとして定期的に行っているので、「最新の知識の修得」と「研究の正しい
進め方」を体験しながら学ぶことが可能である。さらに、国内・国外で開催される学会に積極的に参
加して研究発表するように指導しており、研究能力および発表能力が修得できる体制をとっている。
３．専攻主催の報告会：

博士後期課程では、最終年次の始めに行われる中間報告会等を通じて、学

位取得に向けて専攻内の多数の教員から助言を受けことができるよう配慮されている。
４．物理専攻と共同で、平成 17 年度～18 年度の文部科学省「魅力ある大学院教育」イニシアティブ事
業ならびに平成 19 年度～21 年度の「魅力ある大学院教育プログラム」で、多角的な視野をもつ研究
者を育成するため、両専攻にまたがる共通講義等を開講している。また、大学院生の国際化のため、
STINT Summer School の開催、英語プレゼンテーション実習などを行っている。21 年度の STINT Summer
School は首都大学東京で、分子物質化学専攻の阿知波、城丸が中心となり開催した。
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STINT サマースクール
2007 年にスウェーデン・イエテボリ大学、首都大学東京、韓国・ソウル国立大学、英国・エディンバ
ラ大学の 4 大学による大学院教育プログラムがスウェーデン研究・高等教育国際協力財団(STINT)に採
択された。このプログラムは多くの大学院生に国際経験を積ませること、分野が異なる若手研究者の交

流を促進することを目的としている。サマースクールの開催は本プログラムの柱となるもので、
2007 年から各国持ち回りで毎年開催されている。
第 1 回は 2007 年 8 月にイエテボリ大学で開催され、
首都大から 4 名（物理 2 名、化学 2 名）の大学院生が参加した。第 2 回は 2008 年 7 月にソウル大学で
開催され、首都大からの参加は 7 名（物理 5 名、化学 2 名）であった。また首都大とソウル大による日
韓セミナーを、大学院 GP の事業として 2008 年 2 月に開催した。
第 3 回 STINT サマースクール（SS09）は、2009 年 6 月 29 日～7 月 10 日に大学院 GP の支援を受け首
都大学東京理工学研究科で開催された。参加した大学院生の構成は、イエテボリ大学 7 名、エディンバ
ラ大学 2 名、ソウル大学 6 名、首都大 8 名(物理 4 名、化学 4 名)で、首都大メンバーのうち 1 名は留学
生であった。第 1 回、第 2 回のサマースクールを主催した Campbell 教授、Hansen 教授、Park 教授も実
行委員会メンバーとして参加した（Park 教授は講師でもある）。首都大からは正規の参加者以外にも、
各講義の聴講生(33 名)や、ポスターの追加発表者(7 名)、実験の TA(10 名)として、多くの大学院生が
参加した。
5.2.2 連携大学院制度
連携大学院制度は、研究領域の拡大によって学生の多様なニーズに応えるとともに、当該研究機関と
本学との活発な交流の促進による教育研究の向上に寄与している。理工学研究科では、東京都老人総合
研究所、東京都臨床医学総合研究所、東京都精神医学総合研究所、東京都神経科学研究所、理化学研究
所、産業技術総合研究所、宇宙航空研究開発機構などとの連携を積極的に推進している。
5.2.3 学位認定基準
化学コースでは以下の学位認定基準を定め、学位認定を明確なものとしている。
学位認定基準
博士前期課程
研究成果を修士学位論文として作成し提出する。修士学位論文発表会において研究成果を発表
し、質疑に応ずる。論文審査会（主査と副査からなる）は、論文、発表について、以下の評価項目
により 5 点法で成績判定を行い、最終評点 2 以上を合格とする。
１）独自の発想により研究課題を展開させ遂行する能力を有していること
２）関連する学術論文や研究背景等を理解していること
３）論文が論理的かつ明瞭に記載されていること
４）学位論文発表会における発表と質疑に対する応答が論理的かつ明瞭に行われたこと
博士後期課程
博士中間報告会において研究成果の中間報告を行い、発表内容および質疑応答を基に、博士候補
者を認定する。認定されたものは、新たな知見を含んだ研究成果を博士学位論文として作成し提出
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する。論文審査会（主査と副査からなる）において、研究成果を発表し、質疑応答を行い、以下の
評価項目により予備的合否判定を行う。さらに学位論文公聴会で研究成果を発表し、質疑に応じる。
発表および質疑応答について投票により最終的合否判定を行っている。
１）独自に研究課題を立案し、遂行する能力を有すること
２）関連する学術論文や研究背景等を十分に理解していること
３）研究の内容は独創的なものであり、研究成果は国際的学術論文（査読あり）に原著論文として
発表もしくは受理されていること
４）論文が論理的かつ明瞭に記載されていること
５）論文審査会および学位論文公聴会における発表と質疑に対する応答が論理的かつ明瞭に行われ
たこと
5.2.4 早期卒業制度
成績優秀者に関しては、博士前期課程を 1 年で、後期課程を 2 年で修了できる早期卒業制度を設けて
いる。大学院統合後、本制度を利用して後期課程を早期卒業した学生は 1 名をおり、現在（独）理化学
研究所で特別研究員として活躍している。
5.2.5 FD 活動
開講している大学院授業科目の優れた点、問題点、改善すべき事項等について、学生の意見や意識を
把握し、カリキュラムや授業方法等の教育課程の改善に資するため、授業評価アンケートを実施し、個
人ベースで授業改善を行っている。今後、授業改善やカリキュラムのみならず、各研究室における大学
院生の教育・研究環境を調査し、専攻内で検討することが必要である。
5.2.6 学位取得・進路状況
前期(修士)課程 標準年限における修士修了率は 85%以上であり、ほぼ 100%の学生が様々な分野へ就
職または進学している。
H18 年度

H19 年度

H20 年度

6(0)

6(3)

5(3)

企業

24

28

22

公務員

1

0

3

教員

2

0

1

その他

0

1

1

92%

87%

86%

博士課程進学（他大院）

修了率（標準年限）

後期(博士)課程

標準年限における学位取得数は少ないが、取得率は高い方であろう。ただ、企業に

進むものが少ないことはこれから問題となる恐れがある。
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H18 年度

H19 年度

H20 年度

学位取得者数

10

7

2

企業

2

3

0

ポスドク

2

3

2

教員

2

0

0

その他

3

1

0

8(80%)

3(60%)

2(67%)

標準年限取得者(率）
6．学生支援体制
6.1 学部
6.1.1 担任制

１学年に６人の担任を設け、成績不振など何らかのトラブルを抱え込んだ学生に対し対応できる体
制を取っている。また、本担任制は学業上の支援のみならず、学生への緊急連絡網としても機能して
いる。例えば平成２０年夏に「はしか」が流行し学校閉鎖が行われた際には各担任から学生に連絡を
行い、迅速な周知・対応が可能であった。
6.1.2 保護者への成績通知
新大学への移行に伴い教育効果を高めるために、保護者にも学生の成績を通知し、学生の履修状況
などを確認できるようにした。この制度により、保護者の問い合わせにより、これまで 3 名の学生の
留年を食い止めることができた。
6.1.3 成績優秀者の学費免除
理工系全体を通して各学年 1 人が成績優秀者として学費免除される制度が、18 年度からスタートし
た。化学コースからは、これまで 2 名の学生が選出されている。
6.2 大学院
6.2.1 国際会議派遣
平成 17 年度～18 年度「魅力ある大学院教育」イニシアティブ事業および平成 19 年度～21 年度「大
学教育改革支援プログラム」の一環として、学内の国際会議派遣制度に加えて、国外会議および国外研
修派遣、国内会議派遣を行っている。
6.2.2 大学院生提案型研究
先の「魅力ある大学院教育」イニシアティブ事業、「大学教育改革支援プログラム」の一環として、
大学院生が提案する研究に対して研究費の補助を行い、自立心の強化に役立てている。
6.2.3 TA 、RA の拡充
学内の RA 制度に加え、先のイニシアティブ事業、
「大学院教育改革支援プログラム」の一環として、
TA、RA を拡充し、学生の経済支援を行っている。
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以下に「魅力ある大学院教育」イニシアティブ事業（18 年度）および「大学院教育改革支援プログラム」
（平成 19 年度後期、20 年度）による分子物質化学専攻における派遣人数と採択件数を示す。
H18 年度

H19 年度後期

H20 年度

国外会議および国外研修派遣人数

12

2

7

国内会議派遣人数

18

3

0

大学院生提案型研究採択件数

22

13

17

TA 採択件数

27

22

17

RA 採択件数

-

-

12

「大学院教育改革支援プログラム」は 21 年度で終了するので、学生支援体制を継続するためには、
引き続き外部資金を獲得する必要性がある。
7．研究
詳細は年次報告（17 年度～20 年度）に記載してある。論文数や学会発表数は年によってばらつきは
あるが、各研究室とも着実に研究成果を上げて国際論文誌や国内外学会に報告している。
7.1 研究成果
（論文数／学会発表数）
2005

2006

2007

2008

主な投稿雑誌

無機化学

12／9

12/14

3/21

3/20

Chem.Comm., J.Phys.Chem

環境・地球化学

22/38

10/14

8/31

19/48

宇宙化学

5/24

6/26

13/17

8/17

同位体研究室

2／9

5/7

1/6

3/5

有機構造生物化学

3/13

6/19

4/22

3/25

有機化学

9/47

7/46

10/46

11/55

生物化学

18/23

13/9

12/10

7/9

有機合成化学

5/11

6/22

4/16

3/18

物性物理化学

14/24

12/20

15/30

5/16

分子集合系物理化学

7/44

7/53

6/50

11/41

反応物理化学

11/41

4/28

8/32

5/31

理論・計算化学

5/15

4/23

12/25

13/27

7.2 研究費
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Anal. Chem., Anal. SCi. Environ. Sci.
Anal. Biochem., J.Phys.Chem
J. Radioanal. Nucl. Chem. ， Meteor.
Planet. Sci.，Anal. Chim. Acta
J. Am. Chem. Soc., J. Radioana. Nucl.
Chem., Radiochim. Acta
Nature, Proc. Natl. Acad. Sci. USA., J.
Biol. Chem., J. Am. Chem. Soc.
J. Am. Chem. Soc., Chem. Eur. J., Chem.
Commun.
J. Biol. Chem., Nature Cell Biol
J. Org. Chem. Soc.
Phys.Rev. B, Angew. Chem., Chem. Phys.
Lett.,
J. Phys.: Condens. Matter., Eur. Phys.
J. E., Langmuir, J. Chem. Phys.
Phys.Rev., J.Phys., Chem. Phys. Lett.,
J. Phys. Chem. A, J. Chem. Phys., J.
Comp. Chem., Chem. Phys. Lett

以下に示すように、大学から交付される研究費（学生教育費を含む）は年々減額されており，現在は
教員１人当たり 107 万円となっている。その 1/4 程度は図書に充てられるので実際の研究費は極めて少
ない。そのような状況において、大学から交付される研究費の約 6 倍の科研費を含む外部資金を獲得し
ている。
H17 年度

H18 年度

H19 年度

H20 年度

基本研究費

19,798

16,230

15,470

17,598

傾斜研究費

11,894

9,371

9,154

9,739

学生教育費

10,172

11,358

9,976

9,153

12,278（29%）

9,255(25%)

8,385(24%)

8,751(24%)

53,500（20 件）

67,200(16 件)

108,100(20 件)

92,920(26 件)

外部資金（他機関／件数） 40,327（13 件）

267,935(18 件)

158,096(17 件)

120,817(20 件)

図書費
外部資金（科研費）

８．広報活動
様々な機会と媒体を通じて化学コース、分子物質化学専攻における教育研究活動の状況や，その活動
の成果に関する情報をわかりやすく社会に発信するようにしている。主なものを以下に示す。
8.1 ホームページ（http://www.se.tmu.ac.jp/chem/Japanese/）
平成 19 年度に英語版を公開、平成 20 年度末に日本語版リニューアルを行った。またモバイル版を公
開している。英語版では教員の紹介・連絡先、研究室の研究内容の紹介が主であり、海外の研究者に学
科構成を知らせることを主目的とした内容である。日本語版については、国内研究者、大学受験者、大
学院受験者、一般の方が閲覧することを想定して構成し、最新の情報を発信できるように、リニューア
ルを行った。
主な改正点としては、１）研究員も含めた研究者リストを分野、キーワードとともに新たに公開 ２）
学部使用教科書や学部モデル時間割の公開 ３）学外に向けた活動（各種説明会ほか、ひらめきときめ
きサイエンス、オープンユニバーシティ等）の項目一覧の公開などで、地域の方、及び中高校生や一般
の方などにも化学コース・分子物質専攻を知っていただくと共に、興味をもってご理解いただけるよう
にした。
8.2 毎月説明会
毎年 4 月より 1 月まで原則第一土曜日、理工学系として行っている。対象は大学受験・大学院受験と
もに、理工学系全体で 30 分程度、首都大の特徴、理工学系の意義等について説明を行い、その後、コ
ース別に個別に対応している。参加者数は理工全体では数十人であるが、化学コース・および分子物質
化学専攻としては 1 名－15 名くらいで月によってばらつきがある。4-5 名のことが多い。平成 21 年度
からは専攻のホームページに、大学院受験の場合には見学希望研究室があれば連絡するよう明記するよ
うにしたため、最近は明確に希望研究室・分野を考えてくる参加者の割合が多くなった。事前連絡があ
った場合には極力、当該研究室の協力を依頼している。
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8.3 大学院説明会
毎年 6 月下旬に理工学研究科の大学院説明会を行っている。全体説明の後、各専攻に分かれて専攻ご
との説明会を行っている。その後、各研究室を個別に訪問し、研究室見学と共に具体的な質疑応答をし
ている。各年度の出身大学別参加者数を以下の表にまとめる。
首 都 大 ・ 国立

公立

私立

外国

その他

合計

都立大

合計

（専攻） （研究科）

平成 18 年度

2

6

0

32

0

0

29

164

平成 19 年度

6

10

0

21

1

1

39

153

平成 20 年度

12

15

0

20

0

0

47

154

平成 21 年度

1

17

0

13

0

1

32

187

説明会の参加者は国立大学、私立大学学生が大半である。首都大、都立大出身者の参加者数については、
ばらつきが大きい。また、この他、前述の通常毎月第一土曜に理工学系として行っている毎月説明会へ
参加する場合も少なくない。
8.4 大学説明会
毎年、7 月の海の日（第 1 回）と 8 月第 3 週くらいの金曜日（第 2 回）の 2 回、大学受験者むけに南
大沢キャンパス全体として行っている。当日は午前・午後にコース別ガイダンスを行うとともに 3 研究
室を公開してオープンラボを行っている。また、大学全体の入試相談コーナーとは別に、理工系では主
に多様な入試委員・入試制度検討委員が相談員になって、個別相談コーナーを開いて、入試や大学での
学業、あるいは大学・学部・学科選択に関する相談に乗っている。とくにオープンラボは毎年盛況であ
り、説明会に参加しなくても,参加する場合もかなりある。以下に各年度の来場人数をまとめる。

平成 19 年度第１回
平成 19 年度第２回
平成 20 年度第１回
平成 20 年度第２回
平成 21 年度第１回

コース別ガイダンス
午前
午後
51 名
19 名
54 名
21 名
70 名教室に満席、立
午前の３分の１程度
ち見あり
70 名
70 名
85 名
45 名

オープンラボ

個別相談

113
104

4組6名
10 名

*

*

75 名
150 名

5組8名
8名

*欄については、
「化学コースのみ」のデータなし。
8.5 一日体験入学
高校生を対象として、本学都市環境学部分子応用化学コースとの共催のもと、化学実験を中心とする
体験型教室（本学オープンクラスを兼ねる）を年１回８月に開催している。2009 年現在、東京都立大
時代から数えて１３回の開催実績があり、学部の枠組みを超えて全化学系の教員で幅広い実験テーマを
多数準備し、例年 100 名を超える高校生に参加してもらっている。
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8.6 ひらめき・ときめきサイエンス
中学、高校生を対象とし、大学での研究成果を分かりやすく説明する日本学術振興会主催のプログラ
ム「ひらめき☆ときめきサイエンス」を化学コースと物理コースの共同で開催している。平成１８年度
は「磁石の不思議な世界」
、平成１９年度は「宇宙の進化を探る物理と化学」
、特に平成２０年度は化学
コースが中心となり「光で探るミクロな分子世界」と題して本事業を実施した。実際の参加者は小学生
から高校生まで多岐にわたり、難しい用語などを用いずに、できるだけ図を多く用い、対話形式で理解
が進むようにプログラムを進行させた。講義とテーマ別の実験の後、参加者全員に「未来博士号」の授
与を行った。化学・物理に対する興味を刺激し、進んで考察する良い機会を与えることができた。
8.7 リカレント教育
化学コースは、公開講座の一つとして 2005 年度より「高校教員のためのリカレント化学講座」を開
催している。この講座では、高等学校の化学で紹介されている様々な事象を支配する法則や因子をまと
めると共に、化学の各分野に於いて、現在、何が研究テーマとして問題とされて、何に興味をもたれて
いるのか、最先端の研究事例を高等学校教師に紹介するものである。一方で、出席される高等学校教諭
と議論を行う中で、化学コースが新入生に対して行なっている教授法に対するヒントを得て、より緊密
な高大連携を図ることも目的としている。
講座を開催するに当たって、化学コースの職員が内部講師として最近の研究事例を紹介すると共に、
毎年、教育に関してユニークな話題を提供できる外部講師を招いている。これまでに招待講演をして下
さった外部講師は、以下の通りである。
佐野博敏(大妻女子大学学長)、牛田憲行(愛知教育大教授)、平山令明（東海大学教授）
白川英樹(筑波大学名誉教授)、吉田工(都立青山高校)、工藤雅孝（警視庁科学捜査研究所）
片江安巳（杉並区立科学館）
8.8 スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）高大連携プログラム
東京都立日比谷高校に依頼により、平成１９年度後期から同高校のスーパーサイエンスハイスクール
事業の高大連携プログラムに参画してきている。各年度の実施した概要は次の通りである
平成１９年度
半期であるが自主研究のテーマ設定の手伝い、学年度末報告会（H20.3.17）への出席、高額科学機器
購入に際してのアドバイス、その使用方法について指導を行った。
平成 20 年度
日比谷高校で下記のテーマで出張授業・実験を行った。
授業「青の物語」
授業「太陽系の化学」
授業「界面活性剤がつくる自己集合構造の魅力」
首都大学東京で下記のテーマで模擬授業、ならびに化学実験を行った。
授業「超分子と身近にある化学」実験「植物色素の抽出と分離」
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授業「高周期典型元素の化学」
また、日比谷高校の化学探求部の指導を行い、紫外可視分光器の使用法と機器の調整や
学年度末報告会に参加した。
平成 21 年度
7 月に日比谷高校で、出張授業・実験を行った。10 月にも予定している。
授業「太陽系の化学」
8 月、首都大学東京で下記のテーマで模擬授業、ならびに化学実験を行った。
実験「インディゴの合成」
「電気を通す高分子を作ってみよう」
「パセリの葉からの光合成色素の抽出」
「スーダニエの合成」
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生命科学コース、生命科学専攻

外部評価報告

Ⅰ．はしがき
生命科学専攻長（コース長)

村上哲明

生命科学コース・生命科学専攻では、基礎生物学の幅広い分野を対象に、高度な専門性と幅広い知識
を兼ね備えた専門家を養成することを主たる目的として教育活動を行ってきた。また、大学院教育と一
体化して、各教員が専門とするそれぞれの学問分野の発展に貢献することを主たる目的に研究活動を行
ってきた。教員の研究対象とする生命現象は、分子・遺伝子のレベルから細胞・個体・集団・種・生態
系のレベルまで多岐にわたり、その研究材料も細菌から高等動植物まで多様である。それを生かしての
基礎生物学の広範囲の分野をバランス良くカバーした研究と教育の実践が、本コース・専攻の教育・研
究上の大きな強みとなっている。さらに、以下に述べるように、学部・大学院の入学試験、教育、研究
指導について、様々な新しい試みを導入するなど改善に努めてきた。そのことが、結果として本専攻の
教育研究活動の活性化にもつながったと考えている。
学部教育に関しては、ゼミナール入試などの新しい入試制度を取り入れることで生物学・生命科学を
学ぶ意欲の高い学生を積極的に集める努力をしてきた。また、大学入学直後から、学生の学びたいとい
う意欲を減退させることがないように、一年次から実験科目を取り入れるなど、バランスよく授業科目
を配置したカリキュラムを提供してきた。その流れにおいて新たに始めた科目に、生物学自主研究があ
る。これは、入学直後の学部 1 年生の段階から自分の興味のある生物学の研究課題について自ら企画し
て、自主的に研究に取り組んでもらうというものである。現在では非常に多くの学部生が参加している。
大学院教育に関しても、文科省からの大学院 GP 等の補助金を活用して、企画経営演習、国際実践演習、
研究評価演習の 3 つの科目を新設するなど、学生の研究力の強化に努めてきた。さらに副指導教員制度
の導入や、修了認定基準の明文化など新しい研究指導の取り組みを行ってきた。
一方で、生命科学コース・生命科学専攻では、基礎生物学の研究と教育を通じて人類社会に貢献する
ことも強く意識して活動を行なってきた。例えば、首都大学東京の都市科学連携機構や産学公連携セン
ターの活動に積極的に参加し、また小笠原・伊豆諸島・奥多摩地域などを舞台にした研究・教育活動を
通じて、野生生物の保全などの社会問題にも活発に取り組んできた。さらに生物学分野の高校教員リカ
レント教育やオープンユニバーシティ等を通じての社会人教育にも先導的に取り組むことで、地域社会
や東京都に大いに貢献してきた。
このように、生命科学コース・生命科学専攻の教員は、多様なそれぞれの専門分野で活発に研究活動
を行うとともに、それを反映させての学部・大学院・社会人教育に力を注ぎ、さらに、多くの場面にお
いて積極的な社会貢献に努力してきたつもりである。しかし、私たち教員は独善的になってしまってい
るかもしれない。また、私たちが良かれと思ってやっていることが知らず知らずのうちに好ましくない
結果を導いてしまっていることもあるかもしれない。今回の外部評価では、評価委員の先生に私たちの
活動を客観的かつ厳正に評価していただき、忌憚のないご意見・ご批判をいただければ幸いである。
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Ⅱ．生命科学専攻外部評価の実施概要
自己点検評価委員

青塚正志

理工学系、理工学研究科では平成 21 年 9 月 30 日に、外部有識者による外部評価全体会と、午後 2
時間の予定でのコース、専攻別の外部評価を実施した。生命科学では、星元 紀先生に評価委員をお願
いし、専攻内外部評価準備委員会および各委員会が中心となって準備にあたり、下表のようなスケジュ
ールで外部評価を実施した。評価会において、時間の制約のためにいくつかの項目については割愛ある
いは十分な説明、質疑応答を行うことが出来なかったが、星先生には評価会に先立ってお送りしてある
自己評価書などの資料や、評価会当日の配付資料を基に、後日文書にてご講評、ご提言をいただいた。
《生命科学コース、生命科学専攻外部評価実施スケジュール
時間
13:30
13:45

自己評価項目
研究環境
設備状況

内 容 （案)
神経分子機能研究室案内
院生への外部評価委員のヒアリング

コース・専攻の目的
理念，特徴
教育研究組織編制
管理運営体制

14:00

教育体制
学部

14:15

教育体制
大学院

14:30

入学試験

14:45

学生支援体制

14:55

会場：牧野標本館セミナー室》

研究の現況，実績

15:15

分

久永
村上
青塚

15

村上

15

門田

15

Ⅲ-3-1 Ⅲ‐4
履修の手引き

岡本

15

Ⅲ-3-2 Ⅲ‐4
大学院履修案内

松浦

15

Ⅲ‐2
募集要綱
該当ウェブサイト

黒川

10

Ⅲ‐5

20

Ⅳ
別添資料（研究活動
実績表)
H20 生命科学年報

生命科学の沿革、目的、理念

Ⅰ Ⅱ

教員構成，研究分野制，支援事務体制
カリキュラム等教育課程編成
１年次からの実験科目，自主研究、学部‐大学院
一貫教育。自主研究の実施とその教育効果の分
析。学部生の学習支援体制の取組みとその分析。
カリキュラム等教育課程編成
イニシアティブ，大学院ＧＰでの取り組みとその分
析。連携大学院の実情とその分析。大学院生の研
究推進，支援の工夫とその分析。副指導教員制の
導入，修了判定基準の明文化。
学部入試，大学院入試の特色と実績
ゼミナール入試など多様な入試への取組みとその
ねらい。 募集対策の取組みの現状．
進路・就職実績と支援．
（研究支援は上記大学院の項で)
概要
主要研究テーマの現状（小笠原研究，ショウジョウ
バエを対象にした研究，植物環境応答など）

自己評価書
該当項目など

担当者

可知
相垣
鐘ヶ江

総括、意見交換

Ⅲ‐１
H20 生命科学年報

15

《生命科学コース、生命科学専攻外部評価会（平成 21 年 9 月 30 日）実施準備・出席者一覧》
外部評価委員

生命科学専攻

星

元紀 先生
村上哲明
可知直毅
松浦克美
久永真市
小柴共一
林 文男
門田明雄
岡本龍史
黒川 信
相垣敏郎
鐘ヶ江健
青塚正志

前東京工業大学教授、慶応義塾大学教授
専攻長、外部評価準備委員
外部評価準備委員
外部評価準備委員、募集対策委員
外部評価準備委員
外部評価準備委員
外部評価準備委
教務委員（学部)
教務委員（大学院)
就職担当委員
将来計画委員
将来計画委員
外部評価準備委員、自己点検評価委員
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現在

放送大学教授

Ⅲ．項目別自己評価
Ⅲ-1 生命科学コース、理工学研究科 生命科学専攻 概要
生命科学専攻長（コース長)

村上哲明

Ⅲ-1-１ 生命科学専攻の沿革
年
1991 年

事
項
東京都立大学が南大沢に移転
15 + 2 研究室体制（教授・助教授 26 名、助教 22 名）

2003 年

新大学計画１
理工学研究科 生命科学専攻に 23 名の教授・助教授を配置する案を受け入れ。

2004 年

新大学計画２
助手の定数の半減（12 名）が決定。

2005 年

新大学（=首都大学東京）が発足
都立大 + 科技大（2 名の教授）

Ⅲ-1-2 教育研究、運営組織編成
【教員、学生等の構成（2009 年 7 月現在）】
教
員(名)
職
員(名)
教授
13 専攻事務室
4
准教授
10 大学ＧＰ事務 2
助教
13 実習室
1
戦略研究センター 1 技術専門職員 4
連携大学院教員
8

大学院生(名)
その他(名)
博士前期課程
89 特任教員/研究員
4
博士後期課程
41 ＲＡ
2
特別研究員(ＰＤ） 3
学 部 生(名)
研究生
6
207 客員研究員
31

【研究２分野制】
生命デザイン分野
先進的分野での研究テーマに取り組む研究グループを戦略的に設定、研究室の変更有り。
3 名の教員/研究室 × 6 研究室 = 18 名の教員（現状は、1〜5 名 × 7 研究室 = 17 名の教員)
進化多様性・環境応答分野
マクロからミクロまで生命科学の基礎的研究分野を担う多様な研究室によって構成。９研究細分野
を固定。1～3 名/研究室 × 9 研究室 = 18 名の教員
Ⅲ-1-3 専攻の基本目標
【教育】
・生命科学・基礎生物学分野の指導的な研究者・教育者・その他の専門家を養成する。
・生物学の幅広い分野、多様な生物材料を対象として教育を行い、高度な専門性と幅広い知識・経
験のバランスの取れた専門家を養成する。
・実験・実習科目を重視した実践的教育（自主研究）。学生と教員間のコミュニケーションを重視。
【研究・社会貢献】
・大学院教育と一体化した高度な研究活動により学問分野および人類社会（含・東京都）に貢献。
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・生物学分野の社会人教育、高校教員リカレント教育、高校生対象のプレ大学教育に先導的に取り
組むことによって、地域および東京都に貢献する。
Ⅲ-1-4 生命科学専攻の特徴
・多様な研究を導く多様な専門分野の教員によって構成
研究対象生物が細菌から高等動植物まで多様。
研究対象とする生命現象も、分子・遺伝子のレベルから細胞・個体・集団・種・生態系のレベ
ルまで多岐にわたる。
・生物学の広範囲な分野をバランス良くカバーした教育
多彩な講義と実験実習（学部）
。
専攻内に多様な研究テーマに取り組んでいる大学院生が共存。
・多様な学部入試
通常の前・後期日程の入試の他に、推薦入試、社会人入試、ゼミナール入試（14 名/50 名入学
定員）などの多様な入試制度がある。
・特徴ある大学院教育
イニシアティブ、大学院 GP 等の補助金を活用した新しい大学院教育の取り組み。
副指導教員制の導入。
・高度研究・教育を支える施設・事業
ショウジョウバエの系統保存事業（職員 1 名）
小笠原研究施設（管理者 0 名）
牧野標本館（植物標本庫）
（職員 1 名）
温室・圃場（職員 2 名）
動物飼育棟、RI 研究施設、電子顕微鏡
Ⅲ-1-5 自己評価
【優れている点】
・多様な研究分野の教員がバランス良くそろっている。
・特色のある研究のための施設を有している。
・教員が外部資金をとって、活発に各自の研究活動を行っている（生物学分野で全国一の基盤（C）
の科研費を獲得）
。
・入試制度を工夫して意欲の高い学生を集めている。
【改善を要する点】
・助教の採用人事が 7 年間行えていない。
・女性教員（3 名/36 名）
、外国人教員（0 名）が少ない。
・研究室の枠組みを超えた専攻としてのプロジェクト研究をさらに充実させる必要がある。
・教員の研究力、教育力を高めるための取り組みをさらに組織的に進める必要がある。
・学部生、院生に彼らの能力に見合う自信をもたせるような教育を進める必要がある。
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Ⅲ-2 生命科学コースにおける学部教育
教務委員会委員長

門田明雄

Ⅲ-2-1 必修が少なく、選択必修が多い、自由度の高いカリキュラム
生命科学では、
必修科目が実験 4 科目の 6 単位のみであり、他コースに比べて学生の選択の幅が広い。
学生自らが自分の興味を確認しながら学習する姿勢を培うことを期した編成である。実験・演習科目と
講義（座学）がバランス良く配置されている。専門課程カリキュラムは、基礎から最新の知識まで段階
的に学ぶことが出来るよう工夫されている。
《卒業要件１》
コース名
数理科学
物理学
化学
生命科学
電気電子工学
機械工学

都市教養
科目群
26 単位
26 単位
26 単位
26 単位
26 単位
26 単位

共通基礎教育
科目群
24 単位
20 単位
20 単位
8 単位
16 単位
20 単位

《授業形態のバランス》

専門教育
科目群
54 単位
66 単位
68 単位
56 単位
80 単位
76 単位

卒業に必要な
総単位数
124 単位
124 単位
124 単位
124 単位
124 単位
124 単位

《卒業要件２》

《専門科目一覧》
概説・概論(開講数 14)

生物学概説 IB, IIB,系統分類学概論、生理学概論、発生生物学概論 1.2、遺伝学概論 1,2、生
態学概論 1.2、生化学概論 1.2、生物学基礎演習 1.2

各論(開講数 24)

系統分類学各論、細胞生物学各論、発生生物学各論、遺伝学各論、生態学各論、生化学各論、
分子生物学各論、多様性解析学各論、神経科学各論、遺伝子科学各論、生体情報学各論、進化
生物学各論、ゲノム科学各論、生物学英語演習、生物学特別講義

実験科目（開講数 22）

生物学実験 1.2(必修) 生物学基礎実験 1,2 （必修）
系統分類学実験、細胞生物学実験、発生生物学実験、遺伝学実験、生態学実験、生化学実験、
分子生物学実験、生理学実験、神経科学実験、生物放射線実験

野外実習(開講数 5)

動物系統分類学野外実習、植物系統分類学野外実習、生態学野外実習、生物学臨海実習、生理・
発生生物学臨海実習

生物学自主研究 1.2
生物学特別研究 1.2
（卒業研究）
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Ⅲ-2-2 自主的な学習姿勢の涵養
カリキュラムの柔軟性に加えて、高等学校教育から脱却して自主的な学修姿勢を涵養するよう「生物
学自主研究」を主として１、２年次に配置している。
生物学自主研究１、２
H21 年前期受講者：48 名 (1 年, 37 名: 2 年, 4 名: 3 年, 7 名)
研究タイトル例
・ムラサキイガイによる水質浄化
・南大沢周辺のカエルの分布調査
・アサガオのツルの屈触性実験
・センチュウを飼育できる温度範囲を調べる
・クロドボタルの生態について
・ゾウリムシの生育
・様々な環境での光合成細菌の増殖量の変化
・プラナリアの生態
・株による酵母の働きの違いを調べる

Ⅲ-2-3 公正な成績評価への取組（ＦＤ活動）
生命科学コースでは、ＦＤ活動の一環として公正な成績評価の実現に努めている

生命科学コースにおける当面の成績評価改善の目標

（2005-7-20

・本 FD を通して、各教員が成績評価について再検討し、必要に応じて改善をはかる。
・学生に対して、成績評価の方法と、採点する際の基準や観点について、あらかじめ十分説
明する。
（例えば、講義の最初に講義の達成目標を解説しておく等）
・成績評価の平均点と分布について、成績評価の目的から検討、配慮する。例えば、生物学
科・生命科学コースの専門科目で、通常のクラスの場合（勉学に努めた学生、そうでない
学生が平均的に分布し、従って平均的な成果があった授業）、単位取得者の平均点は 3.0〜
4.0、単位取得者の評点分布は、2：10〜20%、3：20〜40%、4：20〜40%、5：10~20%程度と
なろう。そうでない場合、例えば、ほとんどが当初の達成目標をクリアした等、クラスが
平均的努力、あるいは成果でなかった場合には、上記の分布とかけ離れた評点分布となろ
うが、それに関する説明は、公表できる形で用意しておく等。
・当初予定した成績評価で単位取得に至らない学生のうち、80%程度以上の授業に出席した学
生については、できるだけ補講や追加の課題を課し、追試や追加のレポートを課すことで
最終授業評価とすることを原則とする。
・教員は、各授業における成績の評点分布と、成績に関するコメントを、必要に応じて公開
できる形で、あらかじめ用意する。

Ⅲ-2-4 自己評価
【優れている点】
・必修が少なく選択必修が多い、自由度の高いカリキュラム
・1 年次から実習科目を配置している（生物学実験１、２、自主研究１、２）。
・講義と実習をバランスよく、基礎から先端的内容への配置。
【改善を要する点】
・各科目の履修率、単位取得率、成績分布等の調査・分析
・カリキュラム編成が実効的に働いているか、改善の余地の検討。
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Ⅲ-3 生命科学専攻における大学院教育
教務委員会 大学院教育担当

岡本龍史

Ⅲ-3-1 生命科学専攻の特徴
専攻の人材育成目標を明確に定め、それに沿った教育研究活動を実践している。カリキュラム及び指
導体制、成績評価基準および修了認定基準も明文化して内外の周知に努めている。これらは生命科学ウ
ェブサイトに掲載され、学内外への周知に努めている(http://www.se.tmu.ac.jp/biol/）。入学定員は
博士前期課程 40 名、博士後期課程 18 名である。

Ⅲ-3-2 大学院講義時間割
広範な生物学的知識・専門分野のより深い知識・英語能力・コミュニケーション能力に基づく研究を
行うことができるよう時間割を作成し、また、大学院生 FD アンケート結果に基づく不断の改善を行っ
ている。
Ⅲ-3-3 副指導教員制度
異なる研究室に所属する複数の教員が，個々の大学院生の研究の目的、計画および進捗状況を理解し、
大学院生との活発な研究議論を通じて適切な助言等を与えるために、副指導教員制度を採用し，専攻大
学院生の研究を広範な視点から強化、支援している。
Ⅲ-3-4 大学院教育改革プログラム（大学院 GP）
、魅力ある大学院イニシアティブ事業
大学院生の「創造力・牽引力・応用力」育成のために、以下の文科省プログラムを実施した。
・大学院イニシアティブ（2005-2006 年度）「異分野経験を核とする独創的思考回路の構築」
・大学院 GP（2007-2009 年度）
「企画評価力を備えた創造的生命研究者の育成」
これらの事業から生まれた研究発想力、大学院生の自主企画はカリキュラムとして組織化・体系化し
（企画経営演習・国際実践演習・研究評価演習の演習科目として開設）、創造的な国際的指導者の養成
を目指している。
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Ⅲ-3-5 新大学院生育成プロジェクト
大学院 GP における FD 事業の中で、民間企業の社員研修（コーチングスキル）におけるノウハウ・シ
ステムを大学院生教育に導入することにより、新たな大学院生育成システムを構築する試みを企画して
いる。これは大学院学生がセルフコーチングを通して自己管理能力を身につけていくためのマニュアル
を作成するもので、それを学生が自ら活用することによって、価値ある大学院生活を過ごすための責任
は自分にあるということを意識して研究活動に取り組めるための指標とする。

Ⅲ-3-6 自己評価
【優れている点】
・専攻の人材養成と教育の目的、成績評価基準および修了認定基準の明文化。
・広範な生物学的知識、専門分野のより深い知識、英語能力、コミュニケーション能力を修得するた
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めの幅広い講義・演習。
・学生の潜在能力を発掘し、企画力・創造力をつけるためのプログラム（大学院 GP)。
・副指導教員制度による一貫した教育指導（所属研究室変更等への柔軟な対応）
。
【改善を要する点】
・博士後期課程への進学率向上へ向けての方策。
・大学院生の研究に対するモチベーション維持・向上、問題解決能力養成、キャリアデザイン、メン
タルヘルスケアに関する取り組み。
・講義・演習科目の拡充および整理。
・研究室の整備（キャパシティー）
。

Ⅲ-4 入学試験
外部評価準備委員会、募集対策委員会

松浦克美

Ⅲ-4-1 学部入試（生命科学コース）
生命科学コースでは、多様な入試形態を取り入れ、それぞれの入試目的に適った学生を選考している。

【背景・問題点】
1．定員が、2005 年から 24 名から 50 名に、ほぼ倍増された。
2．名称が、東京都立大学理学部生物学科から、首都大学東京都市教養学部理工学系生命科学コー
スに変更となった。
3．高等学校教育が、大学受験教育中心に変化してきた。
4．自分の興味よりも、将来の就職の有利さを期待して入学する学生が増えた。
【実施した対策】
1．募集対策委員会を設置して、入試改革、入試広報改革に取り組んだ。
2．一般入試の他に、ゼミナール入試等で適性の高い学生の選抜を進めた。
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3．高校生向けの毎週説明会やオープンラボ・オープンクラスを拡充して広報に努めた。
4．高校生物教員向け研修講座、広報案内発送で、新大学・新コースの周知に努めた。
【成果と残る問題点】
1．ゼミナール入試で意欲と能力の高い学生が入学し、実力を伸ばしている。
（2008 年卒業時生命科学コースで GPA1 位。2007 年理工学系全 1 年生で GPA1 位）
2．一般入試での偏差値が回復してきており、本コースに適性の高い学生も含まれる。
3．3 割程度の入学生が、応用指向・医療関連研究指向の傾向があり、コースの理念と必ずしも合わ
ない。
4．1 割程度の入学生が、入学後に努力しているにも関わらず学習成果が上がらずに苦労している。
【今後の対策例】
1．ゼミナール入試の目的・内容の広報をさらに進め、本コースに適性のより高い生徒を集める。
2．指定校推薦入試を導入し、高校教員と協力して、本コースに適性の高い生徒を高校時代から育
成する。
3．アドミッション・ポリシーを明確・具体的にして、高校生への広報活動を強める。
4．すべての入試を、アドミッション・ポリシーを踏まえた内容・方法に改善する。
Ⅲ-4-2 大学院入試（生命科学専攻）
《生命科学専攻

博士前期課程（修士課程)

《生命科学専攻

入学者推移(人数)》
受験者数

博士後期課程（博士課程)

入学者推移(人数)》

年度

定員

合格者数

2003

27

82

41

2004

27

84

2005

27

2006

入学者数

年度

定員

受験者数

合格者数

入学者数

34

2003

13

10

40

28

2004

13

9

49

37

29

2005

13

8

40

104

55

40

2006

18

10

9

9

2007

40

113

56

44

2007

18

9

9

9

2008

40

116

51

38

2008

18

7

7

7

2009

40

102

55

44

2009

18

15

14

14

博士前期（修士）課程入試
【背景・問題点】
1． 2006 年から、定員が 27 名から 40 名に、ほぼ 1.5 倍となった。
2．名称が、東京都立大学理学研究科生物科学専攻から、首都大学東京理工学研究科生命科学専攻
に変更となった。
3．2006 年入試から 2008 年入試まで、学部卒業定員が 24 名のまま大学院入学定員が 40 名の定員
となったため、学外からの応募の増加を必要とした。
4．入学後、研究室に不適応傾向を示す学生が増えてきた。
【実施した対策】
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1．募集対策委員会を設置して、他大学・他専攻からも受けやすい入試に改革した。（入試英語の
容易化。生化学・生物物理学・統計学・解剖学等、一般的科目の問題を選択することも可能と
した。
）
2．大学院説明会の回数を 3 回に増やし、さらに毎週説明会を開催した。
3．ホームページを充実させ、研究室訪問の申込や、過去問の閲覧を可能とした。
4．内部進学生を対象に、筆記試験免除（定員の最大 4 割）を実施した。
【成果と残る問題点】
1．優秀な内部進学者が、増えてきている。
2．外部から、研究に関してはっきりとした目的を持った入学者が増えてきている。
3．研究を行うよりも、単に就職のためのステップとして修士課程に進む学生が見られる。
4．内部進学者の割合が増えることによって、外部からの受験が躊躇されたり、外部からの入学後
に疎外感を感じたりする心配がある。
【今後の対策(例)】
1．専攻の目的や教育方針、各研究室の研究内容や指導方針を、さらに明確にしてわかりやすく
伝える。
2．各研究室のホームページを充実させ、研究の内容や結果ばかりでなく、研究や研究指導の過
程もわかるように発信する。
3．他大学からの受験希望者向けに、研究室の体験プログラムを導入する。
4．他大学生向け研究室体験プログラムが一定の規模で実施できるようになったら、他大学生向
けの筆記試験免除の制度も可能かもしれない。
博士後期課程入試 生命科学専攻
【背景・問題点】
1．2006 年から定員が 13 名から 18 名に、ほぼ 1.4 倍となった。
2．2002 年ごろから、博士後期進学希望者の割合が急に減少し、回復しない。
3．1998 年 10 月の大学審議会答申で「大学院の拡充」の必要性が強く打ち出された後、各大学で
大学院定員増が実施された。これにより、博士後期課程修了後の就職難の現状が広く報道さ
れるようになった。また、博士前期課程（修士課程）に、研究指向でなく、単に就職のため
のステップとして入学してくる学生の比率が増加した。
4．就職活動の早期化により、研究体験に基づいて博士後期課程進学を検討する前に、就職活動
を実施する状況となった。
【実施した対策】
1．英語の筆記試験を取りやめた。
2．外国人および社会人対象に、10 月入学を開始した。
3．大学院教育イニシアティブや大学院 GP の事業を実施する中で、TA や RA を拡大するとともに、
様々な企画で研究に対する意欲や経験の向上を図り、研究者を目指すことを助けた。
【成果と残る問題点】
1．博士後期課程進学者の減少を止めることが出来、増加の兆しも見受けられる。
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2．学生どうしの横の交流が増え、研究者を目指すことを支え合える雰囲気が少し増えた。
3．将来の就職、および自分の能力への不安が強い。
【今後の対策例】
1．就職活動を始める前までに、研究のおもしろさを実感できるような研究指導プログラム(卒研
からの継続を含む)を作成して実施する。
2．教員や博士後期の学生が、喜々として研究に取り組んでいるような研究室にすることで、後
輩が博士後期課程に進む動機付けを強める。
3．博士後期課程で学振特別研究員などの経済的援助が受けられるように、博士前期課程入学時
から研究力強化教育に取り組む。
Ⅲ-4-3 自己評価
【優れている点】
・過去数年間、本専攻・コースの学生募集に関する問題点を把握して、組織的かつ迅速に対応する
ことで、一定の成果を上げてきた。
【改善を要する点】
・学生の状況・資質の変化に、十分に対応できているとまでは言えない。それらの変化に直接対応
することに加え、広報活動や応募前教育も活用する中で、対応していきたい。
・専攻教員間での問題の認識と対応は、これまで関係委員を中心に行ってきたので、専攻教員全体
での認識・対応に広げていきたい。

Ⅲ-5 生命科学教室の進路支援体制
就職担当
Ⅲ-5-1 進路支援体制
・指導教員、担任、就職委員等による個別相談
・学生主体による進路説明会、OB・OG による会社説明会
・ホームページ（専攻フォーラム）での情報発信
・学生サポートセンター就職課の就職支援事業との連携
Ⅲ-5-2 進路実績
《生命科学コース学部卒業生の進路（過去 3 年間実績)》
進学

72% うち 7 割が内部進学、3 割が他大学院進学
武田薬品工業、東京電力、明治製菓、森永乳業、タカナシ乳業、JR 東日本、宝酒造、
小山本家酒造、菱化システム、日本ヒューレットパッカード、日本生命、毎日コミ
就職 26%
ュニケーションズ、プリンスホテル など様々な分野の企業。 中学・高校教員、
公務員。
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黒川 信

《生命科学専攻博士前期課程修了生の進路（過去 3 年間実績)》
進学 29%

就職 71%

本学大学院博士後期課程の他、
北海道大、筑波大、東京大、東京工業大、順天堂大、名古屋大、神戸大、岡山大、
熊本大、基生研等の大学院博士課程
化学・医薬品関連：ファイザー製薬、山之内製薬、佐藤製薬、第一化学薬品、ゼリ
ヤ製薬、第一化学薬品、アドバンテック、大正製薬、等
飲食料品関連：味の素、ヤクルト、雪印乳業、合同酒精、日本ハム、エースコック、
キリンビール、日本ハム惣菜等
その他の製造業：日本 IBM、トンボ鉛筆、サカタのタネ、日産自動車、オリンパス、
ニコンシステム、コニカミノルタ、タカラ、トミー、等
教育・学習支援関連：開成学園、那須海城中高等学校、東京都公立学校教員、梨県
立高校教員等 NOVA、浅野学園等中高校、秀英予備校
公務員等：環境省、川崎市役所、科学技術振興機構、本学産学公連携センター等
その他：海洋研究開発機構、八景島シーパラダイス、リクルート、エンジャパン、
スタッフジャパン、神奈川新聞社等

生命科学専攻博士後期課程の修了者がすぐに定職に就くことは難しく、博士研究員（ポストドクトラ
ルフェロー）として研究に携わることがほとんどである。
《博士課程修了者の博士研究員としての進路（過去 5 年間実績）
》

博士研
究員

学術振興会特別研究員、東北大学加齢医学研究所、岩手大学、東京大学農学生命科学
研究科、帝京大学医学部、東京農業大学、愛知医科大学、京都大学理学部理化学研究
所、愛媛大学、理化学研究所発生・再生研究所、理化学研究所植物科学センター、農
業生物資源研、北海道農業試験場、国立科学博物館、科学技術振興機構 戦略的創造
事業本部、 環境科学技術研究所、海洋科学技術センター、コーネル大学、 ブラン
ダイス大学、パリ第１１大学、ニューヨーク州立大学、 ペンシルバニア大学等

Ⅲ-5-3 自己評価
【優れている点】
・マン・ツー・マンによるきめ細かい進路指導が行われている。
・多くの大学院生・学生が自主性をもって進路決定を行ってきており、その経験が継承されています。
【改善を要する点】
・就職環境の変化や就職比率の増加に対応できるよう、 大学の「学生サポートセンター就職課」と
の連携を緊密化しノウハウと情報を共有することで質の高い支援を組織として提供していく必要
性がある。

Ⅲ-6 研究活動
外部評価準備委員会 可知直毅
相垣敏郎
鐘ヶ江健
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Ⅲ-6-1 研究費
生命科学教員の意識の高さと努力により、外部資金、学内競争的資金を着実に獲得している。

Ⅲ-6-2 研究活動概要
教員、大学院生の研究活動は、毎年度の年報で詳細に報告・記録している。年報は生命科学ウェブサ
イト（http://www.se.tmu.ac.jp/biol/）で公開するとともに、冊子にして国内の大学、研究機関に配
布している。また、ウェブサイトでは各研究室の最新の研究活動状況が公開されている。生命科学では
研究を軸にした社会貢献にも努力しており、学会活動の他、多くの外部機関と連携して活発な活動を展
開している。紙面の制限により本報告書では詳細は割愛するが、外部評価委員には、これらに係る資料
をあらかじめお送りした。ここでは、いくつかの代表的な研究活動例を示す。
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Ⅲ-6-3 自己評価
【優れた点】
・専攻全体では着実に競争的研究費を獲得している（教員一人当たり 700 万円）
・動物、植物、微生物など研究対象とする生物種の幅が広い。
・ミクロ系に加えてマクロ系の研究も重視し、生物学の広い分野をカバーしつつ、質の高い研究が行
われている。
・ショウジョウバエの多くの系統を持ち、それを材料とした特色ある研究を展開している。
・牧野標本館や小笠原研究施設を拠点として、40 年以上にわたり海洋島の植物の多様性研究を展開し
ており、小笠原の世界遺産登録にも貢献している。
【改善を要する点】
・経常的な研究費のかなりの割合（35～50％）が図書購入など共通的な基盤整備に支出され、直接的
な経常権費は十分とはいえない。
・研究スペースが狭い。
・アジアを含む海外からの研究者や留学生が少ない。
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Ⅳ．質疑応答記録
◇外部評価委員の紹介（青塚）
外部評価委員である星元紀先生は東京工業大学教授、慶応義塾大学教授を歴任され、現在は放送大学
の教授を勤めておられる。動物の生殖に関して、国際的シンポジウムを主催されるなど、著名な研究者
でいらっしゃる。
◇生命科学専攻および生命科学コースの概要の紹介（村上）
：
沿革、教育・研究組織、２研究分野制、専攻の基本目標、専攻の特徴、自己評価についてスライドを用
いて説明。
【質疑応答】
・ゼミナール入試は特徴ある入試形態であるがそれをとりいれてからの期間は長いのか（星委員）
。
・すでに５年目になる（教員）
。
・自主研究はユニークな授業であるが、財政的問題、スペース上での問題についてはどう工夫されてい
るのか（星委員）
。
・自主研究用の特別の予算は組んでいないが、初年度に 50 万円を使って、実験器具などを購入し、自
主研究室を用意した（教員）
。
・大学院教育では、他大学との合同セミナーや国際会議に参加させることが、学生に自信をもたせる一
番の早道だと思うが、その点について積極的に取り組んでいるか（星委員）
。
・大学院 GP 事業では、短期留学、国際会議への参加、国際シンポジウムの開催などを推し進めている
が、残念ながらそれらに積極的に参加する学生は少ない。さらに努力が必要であると感じている（教
員）
。
・女性教員の数が少ないがこの点についてはどうか（星委員）。
・教員公募などでは公平に対応しているが、女性の応募者は少ないのが実情である（教員）。
・東京都から。特に女性を優遇するようにという指示がでたら女性教員の比率は増えていくと考えられ
るが、そういうことはないのか（星委員）。
・職務上男女差がないように細心の注意が払われていると思うが、東京都、大学としてとくに女性を積
極的に採用しようという動きは今のところない（教員）
。
◇学部教育についての紹介（門田）
：
履修ガイダンス、卒業要件単位数、授業構成、シラバス、成績評価、自己評価についてスライドを用
いて説明。
【質疑応答】
・卒業研究の単位が前期 4 単位＋後期 4 単位となっているが、前期と後期で別々教員につくことはある
のか（星委員）
。
・１年を通して同一教員のもとで卒業研究を行うのが原則となっているが、例外を認める場合もある（教
員）
。
・卒業研究を行うとき、所属する研究室の教員の授業の単位をとることが必須になっているか（星委員）
。
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・卒業研究は、学生に不利益にならないよう、教員との相談を通して決めていく方式となっている。卒
業研究の前にとっておかなくてはならない総単位数は決まっているが、卒業研究の指導教員の授業を
必ずとっておかなくてはならないわけではない（教員）
。
・学生は自主研究にどれくらい時間を使っているか（星委員）。
・自主研究は原則としてグループ研究を基本としている。夏休み、冬休みなどに集中して行うことが多
い（教員）
。
・開講科目が多い。これは学生には良いが、教員には負担となっていないか（星委員）。
・実際には教員１人あたりの授業数はそう多くないと感じている（教員）
。
・実習が多いことは学生には良いことだと思うが、助教の負担にはなっていないか（星委員）
。
・実習は助教を含め全教員で手分けして行っており、助教のみの負担とはなっていない（教員）。
・助教は卒業研究生および大学院生の実際の研究指導も行っていると思うが、助教自身の研究時間は充
分に確保されているか（星委員）
。
・過去に比べると徐々に助教の職務が多くなってきている傾向があるとは思うが、他大学に比べ、本学
の助教の負担がとくに大きいことはない（教員）
。
・授業の選択肢を多くして学生の自由度を高くしてあるが、過度に多くの単位申請を行う学生も多いの
ではないか（星委員）
。
・単位数の上限は決まっているので過度に多くの単位申請はできないしくみになっている（教員）
。
◇大学院教育についての紹介（岡本）
教育の目標、授業構成、成績評価、修了認定基準、副指導教員制度、大学院イニシアティブ事業、大
学院 GP 事業、自己評価についてスライドを使って説明。
【質疑応答】
・博士前期課程への入学者は外部の大学出身者が多いか（星委員）。
・本学卒業の学生の方が多く、半分から３分の２を占める（教員）。
・博士後期課程への進学率はどうか（星委員）。
・博士後期課程への進学率は低く、20〜30％のみが進学する（教員）
。
・副指導教員制度において、日常的に機能しているか（星委員）
。
・副指導教員のすべてが日常的に大学院生にかかわるわけではないが、特殊な実験技術や操作が必要な
とき、困ったときなどには有用である（教員）。
・主たる指導教員と副指導教員の研究分野は同じか。分野を超えた取り組みを強調するのであれば、異
分野の教員を副指導教員としてはどうか（星委員）
。
・実際には、広い分野の教員を副指導教員としている場合も多い。当専攻では幅広い分野を含んでいる
ので、異分野の副指導教員を選ぶことも容易である（教員）
。
◇入学試験についての紹介（松浦）
学部の多様な入試制度、学部入学者数の推移、大学院入学者数の推移、問題点と対策についてスライ
ドを用いて説明。
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【質疑応答】
・大学院における外国人と社会人の人数はどうなっているか（星委員）。
・博士前期課程では外国人が０～１人／年、社会人が１～３人／年、博士後期課程では外国人が１～３
人／年、社会人が１～３人／年である（教員）。
◇学生支援体制についての紹介（黒川）
学部卒業生の進路、大学院修了後の進路、取得できる資格、自己評価についてスライドを用いて説明。
時間的制約のため、評価項目によっては十分な質疑応答が出来なかった。また、最後に予定されてい
た研究の現状と実績についての説明は割愛された。星委員から、全体に関わることとして以下の質問が
あった。
・全体の話とも関連するが、これまでの説明の中で、「生命科学」という言葉と「生物学」という言葉
の使い分けはどうなっているか。生命科学は新しい感じを与えるが、時に生物学より狭い意味で用い
られはしないか（星委員）
。
・現在の「生命科学コース」および「生命科学専攻」は、東京都立大学から首都大学東京に移行する際
に、外部機関より推奨された呼称である。教育内容や研究内容を説明するときには生物学を用いるこ
とが多い（教員）
。
評価会を終わるにあたって、星

元紀先生より、「熱心に、かつよく工夫をして教育・研究に取り組

んでいる様子がわかった」とのコメントをいただいた。

Ⅴ．外部評価委員
評価項目

星 元紀 先生 講評
ご意見、ご提言

組織編制
運営体制

分子生物学から進化多様性まで、各分野がバランスよく組織化されている。教育･
研究のいずれも好ましい幅と質を持っており、そのための運営体制も良く考えられ
ている。旧都立大学時代に比べて女性教員の割合が著しく低いのが気になる。これ
は偶々そういうタイミングになったとの説明であったが、積極的な努力を期待した
い。

教育活動

カリキュラムはよく検討されており、「生物学自主研究」などの意欲的な試みもな
されている。また、教員の教育活動への意欲･姿勢も申し分なく、高く評価できる。

研究活動

発表した論文の質、学会における活躍などからも、活発な研究活動が行われている
ことが伺われる。国際的にも評価の高いショウジョウバエストックや腊葉コレクシ
ョンの充実など、研究の基盤を支えるための活動にも力を注いでおり、若手研究者
の育成にも十分な配慮が見られる。全体として研究活動は高く評価できる。
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その他

研究施設・設備は整備されているが、研究室は狭隘であり、実験材料を飼育･培養
するための空間も不足している。遺伝子操作動物などは基本的な「道具」の一つと
なっていることを考えると、飼育施設の不備はかなり大きなマイナスであり、何ら
かの対応が必要である。

総

生命科学専攻は生命デザイン分野と進化多様性･環境応答分野の二分野に組織され
ており、それぞれ補完しあいながら活発な教育･研究活動を行っている。基礎知識
と学生の自主性を重視した教育カリキュラム、手間を惜しまぬ細やかな指導など、
総じて高く評価できる。大学院博士後期課程への入学者が回復・増加傾向にあるの
は、その成果の一つであろう。研究の幅と質も好ましい水準にあり、先端研究で成
果を挙げるとともに、バイオリソースの充実等、研究の基盤を支えるための努力に
も意を注いでおり、研究活動も高く評価できる。牧野標本館、小笠原を持っている
ことは大きな利点であり、更なる充実を期待したい。与えられた物理的・財政的基
盤を考えれば、教員諸氏の活動には敬意を表すのみであるが、さらなる発展のため
には、物理的・財政的基盤の充実が必須であり、そのためにも経営側への説得をあ
きらめることなく続けることを期待したい。

評

Ⅵ． あとがき
生命科学専攻長（コース長)

村上哲明

生命科学コース・生命科学専攻の各教員が意欲的かつ地道に取り組んできた研究活動、ならびに数々
の新しい試みを含む学部、大学院教育活動を高く評価していただけたことは、大いなる喜びである。今
後も力を抜くことなく、基礎生物学分野の研究と教育、さらにそれを通じての社会貢献に全力で取り組
んでいくつもりである。また、ご指摘を受けた女性教員の割合が著しく低いこと、飼育施設の不備など
については改善に向けた努力を継続的に行っていきたい。最後に、貴重な時間を割いて本コース・専攻
の評価をして下さった星元紀先生には、心からお礼を申し上げます。
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電気電子工学コース、電気電子工学専攻

外部評価報告

１．専攻別自己点検評価概要
電気電子工学コース／電気電子工学専攻は、平成 17 年 4 月の都立四大学再編による首都大学東京の
発足に伴って設置された。その実質的な母体は東京都立大学工学部電気工学科／電子・情報工学科およ
び大学院工学研究科電気工学専攻である。電気電子工学コース／電気電子工学専攻は基幹工学分野とし
ての電気電子工学を柱として再編されたために、組織名称のみならず、カバーする研究・教育の範囲、
教育理念、教員定数や学生定数などの様々な環境が大きく変化した。新たに構築した電気電子工学コー
ス／電気電子工学専攻の教育、研究、組織運営等における諸活動に対する自己評価とあわせ、外部から
も評価していただくことにより、今後の発展につなげることが今回の外部評価の目的である。
外部評価委員には、電気電子工学分野に広い造詣を持たれ、また、数多くの大学の外部評価にも携わ
れている、東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻の日高邦彦教授に依頼した。
外部評価に先立ち、自己評価書「電気電子工学コース／電気電子工学専攻 現状と自己評価」を作成
し、事前資料として外部評価委員へ送付した。その概略を資料１－１に記すが、電気電子工学コース／
電気電子工学専攻での教育、研究、社会貢献、組織運営の現状、特に、独自の取り組みを中心に記載し
ている。平成 21 年 9 月 30 日の外部評価の当日は、この事前資料に沿ってスライドにより説明を行い、
その後に質疑応答を行った。また、当初は複数の研究室、学生実験室等の施設見学も予定に含めていた
が、時間の制約のために、１つの研究室の見学を実施した。

電気電子工学コース／電気電子工学専攻の専攻別外部評価の出席者は以下に記す通りである。
外部評価委員：
東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻
日高 邦彦 教授
学内の出席者：
多氣 昌生 教授（電気電子工学専攻長）
清水 敏久 教授（理工学研究科長補佐）
須原 理彦 教授（電気電子工学専攻就職担当）
渡部 泰明 教授（FD 委員会委員）
内田 諭

准教授（電気電子工学専攻幹事）

鈴木 敬久 准教授（大学院入試委員会委員）
杤久保文嘉 准教授（自己点検評価部会委員）
和田 圭二 准教授（教務委員会委員）
佐藤 隆幸 助教（学生実験担当）
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資料１－１：自己点検評価書「電気電子工学コース／電気電子工学専攻 現状と自己評価」の概要
1. 電気電子工学コース，電気電子工学専攻の理念と特徴
(1) 電気電子工学コース，電気電子工学専攻の設立の経緯と現状
電気電子工学コースおよび電気電子工学専攻は，都立の 4 大学（東京都立大学，東京都立科学技術大学，
東京都立保健科学大学，東京都立短期大学）の統合に伴い，平成 17 年 4 月に設置された。実質的には東
京都立大学工学部電気工学科／電子・情報工学科および大学院工学研究科電気工学専攻を母体とする。
所属教員の定員は 23 名であり，教授・准教授・助教の比率は，ほぼ１：１：１となっている。電気電
子工学コースの学生定数は 40 名，電気電子工学専攻（博士前期課程）の学生定数は 30 名で，学生数に対
する教員 1 名あたりの学生数は，コース・専攻共に２を下回っており，この環境を活かしたきめ細やかで
丁寧な教育体制・研究指導体制が構築・実現されている。
研究体制は，教授・准教授が独立した研究室を持つ，いわゆる研究室制であるが，研究室の枠を超えた
積極的な協力も行われている。教員の研究分野は，電気エネルギー・電磁応用分野，電子材料・デバイス
分野，および電子回路・システム分野の３つから構成されており，それぞれの教員が主体的かつ独創的な
教育・研究活動を行っている。
(2) 電気電子工学コースの教育理念と特徴
電気電子工学コースでは，エネルギー，材料，デバイス，システムを基盤として，産業界や人類の健全
な発展に寄与できる専門的能力，リーダーシップを備えたエンジニア教育を理念とする。さらには，自ら
の専門を基盤に，他分野，異文化をも達観でき，社会的教養，倫理観を生涯探求し続け得る素養を持った
人材教育をも目的としている。
電気電子工学コースのカリキュラムは，(１)高校と大学をつなぐ導入科目の設置，(２)専門科目群の精
選と体系化，(３)創発型科目の導入，(４)国際的に通用するエンジニアの育成，を基本コンセプトして構
成されている。
(3) 電気電子工学専攻の教育理念と特徴
本専攻では，電気電子システム分野の基礎学問の深い理解に基づく工学的素養・創造力・応用力・総合
力，リーダーシップ，さらには「工学技術を通じて人類の幸福に貢献する」という高い倫理観・使命感を
も兼ね備えた工学技術者・研究者を育成すると同時に，当該分野の学術の創造・伝承・普及を行うことを
通じて社会に貢献することを目的している。具体的には，社会生活に不可欠な電気エネルギー，電子デバ
イス，およびシステム制御の分野において，先導的な役割を果たし得る創造的な技術者・研究者の養成を
目指す点に特色がある。
2. 教育研究の組織と運営体制
(1) 教育研究の体制
本専攻では，電気・磁気的現象に立脚した「機能発現」
「機能構成」及び「機能評価・応用」の３つを電
気電子工学における学問体系の主要な柱と位置付け，電子材料・デバイス（機能発現）分野、電子回路・
システム（機能構成）分野、電気エネルギー・電磁応用（機能評価・応用）分野を３つの基幹分野として
教育研究分野を構成している。
教授・准教授・助教のすべての職位を合わせた本専攻の教員定数は，23 名である。これは，理工学研究
科内の他専攻と比べると多くはないが，専門の異なる専任教員を各研究教育分野へ適切に配置すること
で，専攻としての研究教育の多様性を維持している。以下に現有スタッフと専門分野を表に示す。本専攻
の特徴として，教員の出身機関の多様さが挙げられ，国内の様々な大学・企業・研究所の経験者が在籍す
る。これらが，教員の専門分野，研究や教育の手法の多様性を生み出す根源となっている。
1) 電子材料・デバイス分野

准教授

相馬 隆郎

教授

*伊藤 大佐

超電導応用工学

助教

上條 敏生

計算機応用工学
光・マイクロ波磁気工学

教授

奥村 次徳

化合物半導体，結晶工学

助教

五箇 繁善

新形状圧電デバイス

教授

笹部 薫

量子電気物理工学

助教

佐藤 隆幸

生体工学

准教授

須原 理彦

量子電子工学

助教

田村 健一

システム制御工学

准教授

三浦 大介

超伝導応用工学

3) 電気エネルギー・電磁応用分野

助教

斉藤 光史

ナローギャップ化合物半導体

教授

清水 敏久

助教

中村 成志

ワイドギャップ化合物半導体

教授

多氣 昌生

電磁気計測の応用技術

2) 電子回路・システム分野

准教授

内田 諭

マイクロ電気力学

教授

関本 仁

ユビキタスデバイスへの弾性波応用

准教授

杤久保 文嘉

放電・プラズマ応用工学

教授

安田 恵一郎

システム工学

准教授

和田 圭二

半導体電力変換器の系統応用

教授

渡部 泰明

高周波回路，光波工学

助教

白井 直機

プラズマ応用工学

准教授

鈴木 敬久

数値電磁界解析

助教

土屋 淳一

電気機器制御工学
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半導体電力変換工学

*伊藤大佐教授は平成 21 年 8 月に逝去されました。

(2) 専攻の運営体制
主要な議題については，准教授以上で構成される専攻会議を開催（月 2 回）して，合議で決定している。
また，専攻の教員全体にかかわる議題については助教を含めた拡大専攻会議（不定期）で検討している。
個々の細かな案件は，運営委員会、ワーキンググループが編成され，適宜検討を重ねた上で，上記会議に
提案する形態を取る。専攻会議の議事要録及び配布資料は，数日以内に専攻教員全員が閲覧できるネット
ワークシステムを整備しており，迅速な情報の共有がなされるよう配慮されている。また，助教連絡会（月
1 回）において，専攻会議における議事の概要を説明するとともに，助教からの意見聴収を行っている。
各教員に対して法人から支給される基本研究費は（一般財源研究費）は，教授・准教授が 610,000 円，
助教が 380,000 円となっている。専攻としては，大学研究，ひいては日本の研究技術の将来を担う若手の
助教の研究環境改善を最重要視しており，独自の取り組みを行っている。具体的には専攻共通の研究関連
経費として支給される傾斜的研究費から、教授・准教授との基本研究費の差額分を助教にまず配当してい
る。さらに着任後 3 年間の研究促進を支援するため，新任教員には追加配当を行っている。学生の研究教
育を目的として法人から支給される学生教育費は，学生実験や研究室活動において使用する備品及び消耗
品にその大半を支出し，学生に対する研究教育環境の更新整備及び充実に努めている。
本専攻に割り当てられたスペースは手狭であるが、専攻内では効率的かつ平等なスペースの利用を行っ
ている。各研究室の基本的な居室及び研究スペースは 3.5 スパン（1 スパンは平均的な小居室で，面積は
24 m2）であり，平等に割り当てられている。また，助教に対しても 0.5 スパンの研究スペースを優先的に
配当している。そのため，新規研究室及び新任教員は当初から迅速に研究の構築ができる。各教員は専攻
への申請に基づいて，共同実験スペースを利用することが可能である。以上より，研究活動の積極的な推
進を専攻として十分に支援していることが理解できると思われる。
3. 教育
(1) 学部の教育カリキュラム
電気電子工学コースのカリキュラムの骨子は，専門科目群の精選と体系化，及び，創発型科目の導入で
ある。カリキュラムの設計指針について以下に列挙する
① 教養科目群の考え方は全学共通である。電気電子工学コースでは，人文・社会科学系にも目を向けて
ほしいとの観点より，10 単位以上の人文・社会科学系科目の履修を推奨している。
② 理工系共通基礎科目として、線形代数Ⅰ・Ⅱ，微分積分Ⅰ・Ⅱ，物理通論Ⅰ・Ⅱの計 6 科目 12 単位
を必修科目として指定し、更に 4 単位以上を選択科目として課している。
③ 電気回路，電子回路，電磁気学，物性論などの基礎を電気電子工学の専門コア科目として位置づけ，
１年後期から２年後期にかけて，13 科目 26 単位の講義科目を必修科目として指定している。
④ 実験や特別研究などの必修科目を除き，３年次以降の専門科目は選択科目としている。学生には目的
を持って科目履修をするように指導している。
⑤ 創発型科目として，フレッシャーズセミナ（１年前期），電気電子工学基礎実験第一（２年前期）
，電
気電子工学基礎実験第二（２年後期）
，電気電子工学応用実験（３年前期）
，電気電子工学プロジェク
ト（３年後期）を導入している。特に，電気電子工学プロジェクトは課題達成型の創発型科目を強く
意識したもので、“超伝導限流器の製作”，“衛星電波受信システムの作製”，“超音波生体画像”，
“MOS-FET の製作と評価”などの課題に学生自らが取り組む。例えば，
“超音波生体画像”では，超音
波照射時の反射波の解析から１円玉表面の画像取得や肉片の断層画像の取得を行うが，手法の調査，
装置の構築やデータ解析は学生自身が分担して実施している。
⑥ ４年次の特別研究を通じて，工学における研究方法を習得する。各研究室に配属される学生数は２～
３名であり，少人数教育の長所を活かしてきめ細かな指導を実現している。
⑦ 資格として，電気主任技術者，第３級海上特殊無線技士，第１級陸上特殊無線技士，及び，教員免許
「工業」に対応している。
⑧ 国際的に通用するエンジニアの育成を念頭に，習得できる知識・能力や授業の目的と到達目標，授業
計画と内容，成績評価方法の明示といった授業シラバスの整備には早くから取り組んでいる。
(2) 大学院の教育カリキュラム
博士前期課程のカリキュラムは，学部科目との連携を重視した基礎科目，演習や実験等の必修科目，各
教員の専門性に依存する専門科目から構成される。基礎科目としては，応用システム数理，電子回路工学
論，電気電子物性工学論，応用数値計算の４科目８単位を開講するが，選択必修科目として３科目６単位
以上の履修を課している。必修科目として，電気電子工学セミナー，電気電子工学演習，電気電子工学実
験１，電気電子工学実験２の４科目８単位を課している。この中で，電気電子工学セミナーは，学生が所
属する研究室の専門分野とは異なる教員のもとで実施され，専門分野に捕らわれない広い知識，視野およ
び柔軟な思考力の養成を狙ったものである。
博士後期課程のカリキュラムでは，修了に必要な２０単位のなかで，１８単位以上を演習実験科目から
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選択するように指導している。演習実験科目群の具体的な内容は指導教員の指示によるため，実質的には
研究活動に関連したものとなる。
電気電子工学専攻では，平成 20 年度に，大学院授業科目の成績評価基準と学位認定基準について検討
し，これを定めた。また，平成 21 年度より，大学院生の入学ガイダンス時に，これを配布している。特
に，学位認定基準は，修士や博士の学位取得のための必要条件であるとともに，本専攻の教育理念や人材
育成方針にも深く関連するものである。
(3) コース・専攻内でのファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動
電気電子工学コース・専攻では，よりよい学部・大学院教育を行うことを目的として，カリキュラム構
成や教授法などについて継続的な議論を行っている。平成２０年度には，講義や実験における学生教育に
関する工夫点などを共有することを目的に，電気電子工学コース・専攻独自のＦＤ研修会を実施した。こ
の研修会では，学生アンケートで高い評価の得られている教員をパネラーとして，講義時における留意点
などについて意見交換を行った。
(4) カリキュラムの検討体制
様々なレベルでのカリキュラムの問題点に対応するために，専攻長を主査とするカリキュラムＷＧを設
置している。電気電子工学コース、及び、電気電子工学専攻のカリキュラムはそれぞれ平成 17 年度、18
年度に改訂されたものであり，現時点では，これらカリキュラムの問題点の抽出とその改善，運用面での
改善といったマイナーチェンジのレベルの検討を中心に行っている。
4. 研究活動
(1) 研究の体制
本専攻では，准教授以上の教員が独立して研究室を運営する研究室制を採用しており，斬新かつ幅広い
研究が精力的に推進されている。助教は原則として分野の近い准教授以上の教員とペアを組んで教育・研
究に従事するが，独立した研究活動が可能である。すなわち，助教を含む全教員が独立した研究者であり，
専攻全体として幅広い研究領域にバランスよく人材を配置するような人事制度の運用を行っている。また
専攻内に将来計画部会を設置し，中長期的視点から電気電子工学分野の将来展望を見据えた研究体制・組
織の在り方や人事採用計画等について継続的な検討を行っている。
各研究室の研究活動を推進する上で，大学院や学部の学生の配置は重要な問題である。本専攻では，多
様な分野での人材育成と研究推進，専攻全体としての着実なレベルアップを目指している。したがって，
学部学生の配属は均一化としている。すなわち，４０名強の学部生が１５研究室に配属されるので，１研
究室あたりの学部生の配属は 2～3 名となる。定員が３０名である博士前期課程の学生の研究室配属も，
１研究室最大３名までとし，学生の希望を尊重しつつ，多様な人材育成と研究推進の両立を図っている。
(2) 研究成果
本専攻における年度別の論文等発表件数は、平均すると毎年 30 件程度の論文発表，50 件程度の国際会
議発表，100 件弱の研究会・大会発表を行っており，着実な研究成果の蓄積がなされている。個々の詳細
は，ホームページに置かれた年次報告書に記載の通りである。本専攻の規模から判断すると，国際会議発
表や研究会・大会発表などは十分であるが，論文数は十分とは言えない。これは，種々の会議で発表して
いるが，論文としてはまとめきれていない研究成果があると推測される。今後，教員の意識を今以上に高
め，質の高い論文をより多く世に輩出する努力が必要である。
(3) 研究費
各教員，専攻に対して毎年定常的に支給される研究費として「基本研究費」
，「傾斜的研究費」がある。
本専攻では独自の取り組みとして，基本研究費の配分額に関する職位間の差（教授・准教授 610,000 円，
助教 380,000 円）を解消するために傾斜的研究費の分配額を調整し，全教員が一律の研究費を受給できる
ようにしている。
この他に、法人から支給される競争的な研究資金として，
「傾斜的研究費（全学競争経費）」
，
「傾斜的研
究費（部局競争経費）
」，
「傾斜的研究費（若手研究奨励）
」がある。これらの研究費の獲得に向けた組織的
な取り組みは実施していないが，各教員の積極的な応募により毎年一定程度の採択数を維持している。
(4) 外部資金の獲得状況
本専攻では、科学研究費補助金は、毎年数件が新規に採択されおり，継続分を含めると 10 件程度の受
給がなされている。研究種目別に見た場合でも年度毎の増減が少なく安定した受給状況を維持している。
この採択率は，科研費の平均採択率よりも高いものとして評価される。しかしながら，基盤研究（Ａ）や
若手研究（Ａ）といった大型の予算を獲得するには至っておらず，今後ともに努力が必要である。学外と
の研究の連携に関し産学共同研究，受託研究は、主に国内企業を中心として毎年十数件程度実施されてい
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る。その他の外部資金として，研究寄付金については国内企業を中心に毎年 10 件強の寄付を受けている。
5. 入学者の受け入れ
(1) 学部入試
電気電子工学コースでは，アドミッション・ポリシーに合致した多様な資質を有する入学者の受け入れ
に努めており，一般選抜に加え，様々な多様な入試を実施している。
一般選抜入試の状況に関し、首都大学東京の設立当初は前期日程の倍率低下がみられたが，ここ 4 年間
は平均 7.4 倍と高水準を維持している。後期日程では設立当初から 10 倍以上の高水準を維持している。
多様な入試では、一般推薦、指定校推薦、東京未来塾特別推薦、都立工業高校等特別推薦、帰国子女、中
国引揚者、私費留学生といった様々な入試を展開している。これらの入試により、電気電子工学コースで
は、例年、定員の 40 名から１割増し程度の入学者が安定して得られている。
電気電子工学コースの編入学試験には，一般の受験者に加えて，都立の高専から計２名の筆記試験免除
枠がある。平成 18 年度入試を除き，毎年，２名の筆記試験免除者が面接試験を経て本コースに編入して
いる。また，一般の受験者，合格者，入学者ともに増加傾向にある。編入学の学生は，大学院への進学意
欲も高く，優秀な学生も多い。
(2) 大学院入試
電気電子工学専攻のアドミッション・ポリシーに合致する博士前期課程，博士後期課程の学生の受け入
れに努めている。
博士前期課程では、年度ごとに夏季試験・冬季試験の２回を実施しており，冬期試験の合格予定者数は
募集人員(30 名)の 1～2 割程度を目安としている。筆記試験と面接で試験は構成され、筆記試験では，英
語，数学（微分積分，線形代数），電気回路学，電磁気学を課している。最大 15 名を限度として，学内進
学者を対象とした筆記試験免除制度を導入している。入試広報活動の成果として、出願者数は 18 年度から
21 年度にかけて増加傾向にあり、学外からの出願者数も増加している。
博士後期課程の入試では、口頭試問によって専門に対する知識，研究実績と研究計画などから，研究を
遂行する能力を評価している。本専攻博士後期課程の入学定員は 6 名であるが、過去４年間に定員を充足
しておらず、今後博士後期課程進学を志願する学生の増加について取組みを行う必要がある。
(3) 入学志願者増に対する取り組み
理工学系／理工学研究科の独自の取り組みである毎月説明会，理工学研究科の取り組みである大学院説
明会，全学入試広報委員会手動で行われる大学説明会を通じて，入試広報活動を行っており、その成果は
顕著に現れている。
学内者に対して，進学説明会を学部４年生対象に行い，本学進学の魅力・利点を説明している。このと
き，博士前期課程入試の筆記試験免除制度についても説明している。
6. 学生支援体制
(1) 進学・就職支援とその実績
就職の支援体制として，学部，大学院（博士前期課程）ともに，１名の就職担当教員が，学生の就職相
談と就職活動状況の把握，企業との対応を行っている。これは窓口を一本化することで，情報の錯綜を防
ぐ狙いがある。研究室の指導教員も，必要に応じ，助言等を行っている。
電気電子工学コース／専攻では，進路全体を考える機会として進路ガイダンスを実施している。内容は，
専攻長が進路一般の考え方を説明した後に，大学院入試委員が大学院進学に関すること，就職担当が就職
活動の心構えからその実態までを説明する。進路選択に直面する学部３年生，博士前期課程１年生のみな
らず，学部２年生も対象とし，早い時期から進路についての動機付けを行っている。
進路の状況として、学部卒業者の進学率は７割程度である。大学院進学希望者の多くは本学の院へ進学
するが，他大学院へ進学する者もいる。大多数の博士前期課程修了者は民間企業へと就職しており，博士
後期課程への進学者は少ない。卒業生はインフラからメーカーまで幅広い業種の会社へと就職している。
現時点では，求人の状況は恵まれていると判断される。
(2) その他の支援
電気電子工学コースでは，担任の業務を明確にした上で、平成 20 年度から本格的に担任制を導入した。
平成 20 年 11 月から 12 月にかけて，１～３年次の全ての学生を対象に担任が個人面談を実施した。その
結果，学生の履修状況を細かく把握することができたという利点に加えて，履修上の問題点などが明らか
となり，平成 21 年度の時間割作成やガイダンスに反映した。
7. 教員の社会貢献
(1) 社会への知の還元
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電気電子工学コース・専攻の教育および研究活動を広く社会に発信することを目的として広報ＷＧを設
置し，コース・専攻パンフレットの企画と製作，専攻ホームページの企画と維持管理を基礎として活動し
ている。さらに，高校生のためのオープンクラス，大学祭オープンラボを実施し、高校生や一般の人への
電気電子工学への関心を広げる努力をしている。
(2) 学会活動
本専攻の教員は，それぞれのキャリアに応じ，電気学会，電子情報通信学会，応用物理学会，計測自動
制御学会，低温工学会，日本音響学会などの学会において，種々の委員会等を通じて学会活動に貢献して
いる。また，国際会議や国内シンポジウム等の委員も務めており，会議の運営にも貢献している。
8. 現状での自己評価
(1) 組織と運営体制について
《優れた点》
①教育研究の体制は，スタッフの専門分野やそのバランス，年齢のバランスを含め，良好と判断する。
②専攻の運営は，議論を重ね，極めて民主的に実行されている。これは，決定に時間を要する場合もある
が，本来，大学のあるべき姿ではないかと考える。
《改善を要する点》
①電気系の専攻を有する大学は数多い。その中で本専攻が埋没しないように特色を出すことは重要である。
(2) 教育について
《優れた点》
①学部カリキュラムは精選されている。
②創発型科目として，特色のある実験を多く取り入れている。学生アンケートの結果から，期待する効果
がある程度は得られていると判断できる。
《改善を要する点》
①ゆとり教育世代の大学入学に直面し，高校の学習指導要領を意識して授業内容や教育方法を改善する必
要がある。
②より効果的な教育には，今以上の授業間の情報交換や連携が必要である。
(3) 研究活動について
《優れた点》
①助教を含む全教員が独立した研究者であり，専攻全体として幅広い研究領域にバランスよく人材を配置
する人事は本専攻の特徴である。若手研究者を支援する体制も多く取り入れており，自立心の強い若手
研究者には良い環境であろうと思われる。
②専門分野を超えた研究協力体制が若手研究者を中心に構築されつつあり，今後，新たな領域での発展が
強く期待される。
《改善を要する点》
①研究成果は決して劣るものではないが，本専攻の規模からすれば，学術論文数は十分とは言えない。研
究成果を，質の高い論文として数多く輩出する一層の努力が必要である。
②科学研究費補助金等の獲得状況は一定のレベル以上である。しかし，今まで以上に大型予算等を獲得し，
研究を更に発展させる必要がある。
(4) 入学者受け入れについて
《優れた点》
①学部，博士前期課程ともに，志願者の増加傾向にあり，毎月説明会などの地道な広報活動が功を奏して
いると考えられる。
《改善を要する点》
①博士後期課程については定員を満たせていない。これは，社会的な状況に加え，国内の有力大学で行わ
れている学生への経済的支援が本学では手薄であることが挙げられる。この状況を一気に改善すること
は難しいが，早くから研究の面白さに気付かせ，日本学術振興会の特別研究員に採用されるような指導
をするなどの努力が必要である。
(5) 学生支援体制について
《優れた点》
①就職支援体制は本学内でも他に類を見ないきめ細かさである。
②担任制の導入と個人面談の実施により，少人数教育ならではの細やかな履修指導が実現されている。
《改善を要する点》
①就職担当は，担当教員によって大きく差が生じないよう，可能な部分については就職指導方法をマニュ
アル化するよう，準備を進めている。
(6) 教員の社会貢献について
《優れた点》
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①本専攻の教員は，それぞれのキャリアに応じ，各種学会の委員会等を通じて学会活動と学問領域の発展
に貢献している。
②“高校生のためのオープンクラス”や“大学祭でのオープンラボ”などを通し，高校生や一般の方々に
電気電子の面白さ，大切さを知ってもらうための地道な活動を行っている。
《改善を要する点》
①改善を要するわけではないが，“高校生のためのオープンクラス”や“大学祭でのオープンラボ”の内
容は，常に検討する必要がある。

２．外部評価会の詳細、及び、質疑応答
平成 21 年 9 月 30 日に実施された、専攻別の外部評価会では、事前資料として作成した自己点検評価
書「電気電子工学コース／電気電子工学専攻 現状と自己評価」
（資料１－１参照）の評価項目に沿い、
以下に記すスライドを用いて、項目ごとに説明、質疑応答を実施した。

専攻別外部評価会の様子（９号館３１２室にて）

(1) 全体の概要、及び、電気電子工学コース、電気電子工学専攻の理念と特徴
説明者：多氣 昌生
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(2) 教育研究の組織と運営体制
説明者：内田 諭
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質疑応答

日高委員：助手や技官はいないのですか。
内田

：現在の助手は技官に近い位置付けかと思いますが、本専攻では採用しておりません。

日高委員：助教を含めて研究予算を均等に配分するというのはユニークで画期的だと思います。都立大
の時はどのくらいの研究費があったのですか。
多氣

：講座で約 600 万円でした。

清水

：国内事情として全国的に研究費が激減しており、勿論、自助努力も必要ではありますが、海
外の大学と競争していくには、長期的に見れば日本全体の教育研究を衰弱させてしまうので
はないかと危惧しています。

日高委員：然るべきルートで戦略的に、交付金の出資元に対して訴えていく必要があるのではないです
か。電気や電子と名の付く学科は多いので特徴を出そうということですが、どういったとこ
ろを考えていますか。電気や電子は学問としては基本的であるのでその中で特徴を出すのは
難しいことであって、研究面での特徴ということかもしれませんが。
内田

：当専攻内の将来計画部会や専攻会議でも議論していますが、ご指摘のように電気というのは
基本的な学問であり、どこかの分野に特化するのではなく、多様性を維持するべきという共
通認識は持っています。一方、研究の核になるものは必要であろうし、多様性を利用してコ
ラボレーションによって２～３の核を育てるというプロジェクトも検討中です。こういった
中で、基盤と多様性、特色をうまく出していけるように考えています。

日高委員：大学全体として、大都市における人間社会の理想像を追及することを使命とするという憲法
のような枕詞がありますが、そこは各専攻としては意識する必要はあるのですか。
清水

：どちらかと言えば、新大学設置のときに経営側から出てきたもので、都に向けたアピールと
いう側面もあります。また、この趣旨に対応する学部は他にあり、電気電子工学専攻の教育
では強くは意識していません。しかし、東京都とのコラボレーションというフェーズとして
はありえると考えております。
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(3) 教育
説明者：和田 圭二
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質疑応答

日高委員：ゆとり教育の世代が入ってきており、１～２年生で補習もしないといけない状況もあるかと
思いますが、首都大ではどのようにしているのですか。
和田

：議論としては出てきていますが、現状では補習はしていません。当コースでは、担任制度に
よってコミュニケーションを取ることで、例えば単位取得率の良くない学生を時々呼び出し
て話をするといったことはしています。

多氣

：大学院 GP がスタートしましたが、これで大学院生を TA として雇い、学部生のリカレント
教育に従事させることで教育にも結びつける取り組みが動き出しています。

日高委員：高校のカリキュラムを勉強すると良いです。例えば、波動を教えるのにサインやコサインを
使っていない、複素平面をやっていない、といったことを大学の人間が理解していないとう
まくいきません。創発型科目は素晴らしいと思います。卒論は必修ですか。卒論は最終的に
どのように評価しているのですか。
和田

：必修です。卒論は発表会を２月中旬にポスター形式で実施しています。それに基づき、最終
的には専攻会議で成績を承認しています。現行の方法が良いのかについて、その改善をカリ
キュラム WG で検討しています。

日高委員：卒論は一年間ですか？
和田

：一年間です。

日高委員：最後のポスタープレゼンテーションに教員が来てディスカッションするのですか？
清水

：教員と学生、大学院生、あるいは３年生も来ていまして、３年生には卒研の研究室選びの参
考にさせています。

和田

：ポスターだけでなく、１分ほどの口頭発表もさせています。

清水

：成績についてですが、教員間のばらつきが少なくなるように、デフォルトを４として、プラ
スマイナスをつけるときはその理由を付して専攻会議に諮っています。

日高委員：大学院教育の博士前期課程で、スクーリングを行うというのが文科省の大方針になっていま
すが、電気はそのようにやっているとのことなのでそれを続けてほしいと思います。博士後
期課程についても、電気で閉じなくて良いので、ある程度、スクーリングでも単位を取らせ
る仕組みを考えるのが良いのではないですか。修論の評価方法で、学会での発表というのは
必ずしも必修にはなっていません。その理念としては理解しますが、学会で発表するという
最低保障も必要ではないですか。
和田

：ベーシックな所から始めてなかなか発表まで至らないケース、企業との共同研究で知財の関
係で発表しづらいケースもあるので、学会発表を必修化することが良いかについて慎重な立
場を取っています。

日高委員：外国の学生と勝負するならば、いくらベーシックと言えど、対外的に一つも発表しないで修
士が取れるというのは首都大学東京としてはしないでほしい。また、知財の問題ですが、大
学が企業の下請け研究機関みたいなことで良いのか。学生にちゃんとした研究をやって論文
を書かせるのが大学の使命であり、知財の問題を理由に発表を制限するのは大学自身、自ら
首を絞めるのではないか。教員が企業に大学の立場を理解させる努力はしてほしい。是非、
そのあたりについても議論してください。
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(4) 研究活動
説明者：内田 諭
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質疑応答

日高委員：研究については継続的に進めてください。研究スペースが 3.5 スパンというのは満足してい
るのですか。
内田

：かなり狭いと思います。3.5 スパンは学生の居留スペースを含んでおり、特に、実験系の研
究室では狭いです。

日高委員：回りにプレハブでも建てるというのは問題があるのですか。
清水

：建ぺい率の問題があります。都立大学が南大沢へ移転した際には講座単位で部屋を作りまし
たが、大学再編に際して研究室制に変えたので、現状のような形態となりました。申請によ
って、共通スペースから実験スペースを借りられるような制度を取っていますが、スペース
は決定的に足りないのが現状です。

日高委員：専攻内でやればスペースの取り合いになりますが、外に取るようなことをできるのが間接費
のようなものだと思いますが。
清水

：新実験棟を建てており、プロジェクト研究を取ってきたグループや個人に対して 1m2 あたり
１万円で有料の研究スペースを作っています。但し、そこもコンペティティブであり、絶対
的なスペースは足りません。少なくとも国立大学法人並みのスペースになるようにと働きか
けはしていますが。

(5) 入学者の受け入れ
説明者：鈴木 敬久
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質疑応答

日高委員：多様な説明会をしていますね。東大では入試の公平性といった文科省の方針によって筆記試
験免除がなくなりますが、学内進学者の筆記試験免除は続けてほしい。そのための秘訣は、
ちゃんとした評価をしているということを対外的に説明することです。博士後期課程の問題
は全国的にどこもそうですが、定員を満たすことにあくせくすることはないと思います。博
士を出てから行くところがない学生を引き込むことはお互いに不幸であり、日本全体がドク
ターを尊重するという雰囲気を作らない限りは慎重に対応した方がよいと思います。

(6) 学生支援体制
説明者：須原 理彦



質疑応答

日高委員：全学の就職課との専攻コースの担当の不整合な部分は学生が混乱しないようになんとかすべ
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きです。
清水

：分野によって就職の方法が違いますが、全学はそれをまとめてやっていて、それが理工学系
との間では不整合を生じて、理工学系では問題になっています。

日高委員：電気電子の就職支援はいつから始まっていますか。国立大学では４月からと決めました。
：浮ついた姿勢で就職活動に走らないように、コース内の説明会は 12 月に行っています。学

須原

校推薦を出すのは 4 月以降です。

(7) 教員の社会貢献
説明者：須原 理彦

３．外部評価委員による評価結果、講評
組織編制、運営体制
(1) 首都大学東京・電気電子工学専攻の特色を出そうと種々努力されていることを評価したい。大都
市固有のエネルギー、環境、交通システムなどに関する研究プロジェクトを積極的に東京都に提
案することも、検討されてはどうか。
(2) 助教を含めた研究予算の均等配分は高く評価できる。
(3) 一般財源研究費（基本研究費）の 61 万円は研究基盤を支える資金としてはどう考えても脆弱で
ある。専攻、研究科で戦略を持って、都ないし大学経営陣に研究費増額要求をしていくべきと考
える。
教育活動
学務部教育：①創発型科目（フレッシャーズセミナ、プロジェクト）や工業実用英語（英文レポート
作成、プレゼンテーション）は高く評価できる、②教育の多様性を確保するためにも、科目選択の自
由度を大きくする工夫を継続的に行って頂きたい、③卒論評価法に対する工夫も評価できる。
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大学院教育：①スクーリング重視の姿勢は評価できる。ただし、前期課程の電気電子工学演習、電気
電子工学実験１と２（3 科目 6 単位）
、後期課程の演習実験科目（18 単位以上）が、研究室での研究
活動に対して付与される科目となっている点が気になる。こうした科目に対する専攻内の統一した評
価法を検討して頂きたい。②前期課程審査基準で「学会発表などが必須となっていない」理由をお聞
きし、理解できる側面もあったが、やはりトップを目指す大学院としては改善が必要であろう。
研究活動
(1) 研究業績を論文数（１教員当たり年間論文 1.3 件、国際会議 2.2 件、研究会大会 4 件）でみると、
十分というほどではないが、基本研究費の額を考慮すれば平均以上であると評価できる。数だけ
でなく質の向上に今後も努めて頂きたい。
(2) 准教授以上 15 名で科研費 10 件、共同研究、受託研究 10 数件、寄付金 10 件強も評価できる 専
門分野を越えた研究コラボレーションに積極的に関わることも検討して頂きたい。
(3) 研究スペースが国立大学の 7 割程度である現状は、Leading University を目指す首都大学東京と
してはきわめて脆弱と言わざるを得ない。基本研究費の課題と共に、専攻、研究科、事務部が一
丸となって増やす努力をして頂きたい。
その他
(1) 入学試験の公平性、透明性が強く求められていることから、学内進学者を対象とした筆記試験免
除制度について、評価方法などについて更に明確な説明を対外的にしていくべきであろう。
(2) 多様な説明会開催には敬意を表する。
(3) 博士後期課程の定員未達問題については、単なる標語ではなく、社会のニーズを十分把握して上
で、教員間の議論を積み重ねる必要があると考える。
(4) 就職担当窓口を 1 つにしたことは評価できる。年によって指導方針などがぶれないためにマニュ
アル化を進めて頂きたい。
総評
(1) 限られた研究資源（研究費、研究スペース、スタッフ数、学生数）にあって、高い研究業績を挙
げていると評価できる。ただし、今後も高い評価を受ける研究活動を継続するためには、教員個
人の努力だけではきわめて不十分であり、専攻、研究科、大学、そして東京都を含めて、適切な
研究費、スペース、設備はどのようなものであるかを十分議論し一層の改善に努めて頂きたい。
(2) 教育活動において、種々の工夫を凝らして絶えず教育改善に努力しており、敬意を表したい。
(3) 各種評価を積極的に行い、教育研究システムの改善に努力されていることを評価したい。評価シ
ステムは PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルで回ることで重要であり、特に評価結果を受け
てどう Action をするかが更なるステップにつながることから、この Action 部分の議論と実施を
継続的に行って頂きたい。
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４．講評、評価を受けて
電気電子工学専攻長

多氣 昌生

外部評価委員に就任いただいた日高邦彦教授には、電気電子工学専攻からの事前資料に十分に目を通
していただいており、本学の置かれている状況を理解した上で、多くの鋭いご質問をいただいた。また、
当日および事後にいただいた講評、評価では、本専攻の抱える課題点を的確に指摘いただいた。課題点
のご指摘は、今後我々が取り組むべき方向性を具体的に示すものであった。
(1) 研究編制、運営体制について
研究費に関して、研究基盤を支えるには脆弱であるということを、客観的に指摘いただいた。これを
打開するために、我々自身が努力をすべきという励ましと受け止め、今後、一層の努力を続けたい。
大都市固有の問題についての具体的な研究プロジェクトを東京都に提案したらどうか、との示唆をい
ただいた。電気電子工学が基礎的な学問体系に根ざしたものであることと、個別的な課題になりがちな
都市の問題との間で、基盤と多様性を活かした特色を出そうと模索する我々の努力を理解された上で、
より積極的な提案を求められたものであり、具体的なアクションを検討していきたい。
(2) 教育活動について
我々が特に力を入れてきた創発型科目や、卒業論文の評価法について肯定的な評価をいただいたこと
は心強い。大学院教育におけるスクーリング重視の姿勢に対して高評価をいただいたが、一部残ってい
る研究室単位の演習実験科目に対し、改善の余地が指摘された。また、博士後期課程の演習実験科目の
実質化について指摘された。これらは、今後の検討課題として受け止めたい。
前期課程審査基準で、
「学会発表が必須になっていない」ことに対するご指摘は、我々が敢えて必須
にしていない根拠を理解いただいた上で、なお指摘いただいているという点で、重く受け止めたい。学
会発表については、弊害のない形で、クリアすべきハードルとして位置づけられるような工夫を検討し
たい。
(3) 研究活動について
研究の環境を考慮した上で、一定の評価をいただいたものと理解する。しかし、あくまでも、十分と
はいえない環境の中では、という評価と受け止め、研究活動の一層の活性化に努めなければならない。
外部資金の獲得についても一定の評価をいただいた。しかし、十分にはほど遠く、一層の努力を続け
たい。指摘の随所に、より戦略的な取り組みを推奨されたことを受けて、今後の取り組みに活かしたい。
研究スペースの脆弱については、外部評価委員の指摘を踏まえて、改善の可能性を求めての働きかけ
に努めたい。
(4) その他について
学部卒業生の他大学院への流出が深刻な問題であり、筆記試験免除制度は効果的な対策である。この
ことを踏まえた上で、筆記試験免除制度について、透明性、公平性の確保に一層努めたい。博士後期課
程の定員未達の問題については、社会のニーズから改善してゆくべきという認識を示された。日本の科
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学技術の将来に関わる問題として、各大学が連携して取り組む必要性を再認識した。
いただいたご意見は、どれも貴重な示唆に富むものであり、総評として述べられた、評価のあとのア
クションが重要であるとのご意見を重く受け止めて、今後の一層の改善に努力したい。最後に、多忙に
もかかわらず、外部評価のために終日にわたり、真摯にご協力いただいた、日高邦彦教授に深く感謝す
る。
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機械工学コース、機械工学専攻

外部評価報告

はじめに
平成 17 年（2005 年）4 月の首都大学東京の発足以来，５年目を迎え，機械工学専攻の教員スタッ
フ全員は質の高い教育の実践と高度な研究の推進にトップスピードで臨んでいる．
機械工学専攻/コースの当初の船出は，理工学系の他の専攻/コースとは相当大きく異なり，前身の東
京都立大学工学部に設置されていた機械工学科と精密機械工学科，さらには東京都立科学技術大学の機
械システム工学科の２大学３学科からなる組織の大規模な再編成により，年度進行に伴って改組，キャ
ンパスの再配置・移転が進められた．その間，全ての教員が新・旧各大学の学生に対する教育の遅滞を
招くことなく，新カリキュラムの導入実践を順次進める一方，研究組織の再構築と新たな研究分野への
展開を模索する時代を過ごしてきた．これらの経緯については，本文第 1 章の「機械工学専攻/コース設
立の経緯」に記したとおりであるが，現在のフォーメーションが定着して本格的活動が実質的にスター
トを切れたのは平成 19 年 4 月以降であり，機械工学専攻としての本来の機能を果たして２年余が経過
した段階を現在迎えたといえる．
したがって，首都大学東京における機械工学専攻/コースが既に理工学研究科/都市教養学部理工学系
の他専攻/コースと同等に一定の役割と責任を十分果たして来たとの自負はあるものの，開設に当たって
掲げた目標の達成には解決すべき課題もまだ多く残されているものと考えている．
今回，本学の他学部/研究科に先駆けて理工学研究科/都市教養学部理工学系全体で外部評価を受ける
に当たり，機械工学専攻が掲げてきた理念・目標などを説明させていただいたうえで，これまでの取組
みと実施状況に関して自己点検・評価書の形で本書をまとめさせていただいた．
つきましては，機械工学専攻の立場と現状を十分にご賢察いただき，忌憚のない評価とご指摘を賜れ
ば幸いである．
機械工学専攻/機械工学コース長 教授 水沼 博

１．

機械工学専攻/コースの理念と目標

１．１機械工学専攻/コース設立の経緯
機械工学コースは，平成１７年４月の首都大学開学の時に都市教養学部理工学系の中に設置された．
教員は東京都立大学の機械工学科全教員と精密機械工学科の一部教員，そして東京都立科学技術大学機
械システム工学科の一部教員により構成され，教授７名，準教授８名，助教７名，合計２２名であった．
開学当初は南大沢キャンパスと日野キャンパスに東京都立大学と東京都立科学技術大学の学生が在学
していたため，年次進行と共に旧大学から新大学へと段階的に移行し，都立科学技術大学機械システム
工学科の教員は平成１９年３月に南大沢に移転した．機械工学専攻は平成１８年４月の首都大学東京大
学院開学の時に理工学研究科の中に設置された．教員は首都大学東京の機械工学コース教員により構成
され，教授７名，準教授８名，助教７名，合計２２名であった．組織再編の経緯の詳細を表 1-1-1 に示
す．
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表 1-1-1 機械工学専攻／コース設立の経緯と組織
年度

組織
東京都立大学工学研究科／工学部

平成１６年度
機械工学専攻
(2004)
機械工学科
(大学院)
(学部)

精密機械工学科

東京都立科学技術大学
システム基礎工学専攻／
機械システム工学(日野)

(学部)
首都大学東京

都市教養学部
システムデザイン部
平成１７年度 工学研究科
都市教養学部
理工学系
ヒューマンメカトロニク
(2005)
理工学系
機械工学専攻
機械工学コース(学ス
(暫定大学院)
機械工学コース(学部)
部)
システムコース(学部)
平成１８年度 理工学研究科
(2006)
機械工学専攻
平成１９年度
(2007)

平成２１年度
(2009)

同上

同上

同上

同上(日野)

同上

同上
(日野キャンパスへ
移動)

同上
(南大沢キャンパスへ
移動)

同上(日野)

同上

大学院
理工学研究科
平成２０年度
機械工学専攻
(2008)

システムデザイン部
ヒューマンメカトロニク
ス
システムコース(学部)

学部
都市教養学部
理工学系
機械工学コース

日野キャンパス
システムデザイン研究科
／学部

同上

同上

同上

１．２ 機械工学コースの理念と特徴
1.2.1

設置目的と特徴

機械工学は日本経済を支える「ものづくり」を担っている．機械工学コースではこの「ものづくり」
に必要な基礎科目の教育に重点を置くとともに，大学の「大都市東京」に関わる３つの重点課題「都市
環境の向上」
「ダイナミックな産業構造を持つ高度な知的社会の構築」
「活力ある長寿社会の実現」に応
えるため，環境エネルギー，IT・ロボット等の先端的精密機器，生体福祉に対する応用についても関連
した教育を行っている．これらに加え，国際的に活躍できる人材育成も本機械工学コースの重要な教育
目標である．これらの教育目標を実現するため，以下の点に留意したカリキュラム構成となっている．
·

機械 4 力学の徹底教育

·

応用力学系、熱流体力学系、バイオ制御系、材料科学系 4 分野の下に専門科目群の体系化

·

CAD 教育と連携した独創的発想に基づくものづくり教育

·

国際的に活躍できるエンジニアの育成
1.2.2

育成する人材目標

大都市の特徴である膨大な人・物資・情報・エネルギー－消費の集中，高地価地域での新規産業育成
など大都市が抱える問題にチャレンジできる人材の育成を教育目標とする．
卒業後の進路は、大学院進学に加え、重工業産業、自動車産業、エネルギー産業などの工学系企業への
就職を念頭に置いている。
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１．３ 機械工学専攻の理念と特徴
1.3.1

設置目的と特徴

機械工学専攻は理工学研究科の中で電気電子工学専攻とともに工学系基幹分野を担い，機械工学に関
する体系的・総合的な知識と問題解決能力を修得させ，その基盤の上に立って先端科学技術や人類・都
市の抱える具体的な課題を例示的に取り扱う中で問題解決の方法論を身につけさせるためために、次の
ような点に留意した教育・研究に取り組んでいる．
·

大都市に由来する環境エネルギー、IT・ロボット等の先端的精密機器、生体福祉に重点をおいた研
究・教育の取り組みと、東京都に集中するそれら先端的産業との連携

·

東京都における中小企業や公的試験研究機関との共同研究を推進し、新規産業育成に貢献

·

首都の大学として海外の大学・研究機関と研究・教育の協力
1.3.2

育成する人材目標

機械工学専攻は，このような教育研究の中で研究開発型の機械技術者及び研究者を養成することを目
的とする．

２．

教育研究の組織と運営

２．１ 機械工学コース・専攻の組織と運営体制
2.1.1 コース・専攻の運営方法
准教授以上の各教員は各自の研究室を運営し，助教は教授または准教授の研究室に所属する．コース
と専攻全体はコース会議により運営され，コースと専攻全体に関わる教務はコース教務委員会により運
営されている．
コース会議
構成：教授、准教授、助教の全員
開催：原則として毎月２回，第２と第４木曜日
議長：コース主任が議長となり，主任が不在の場合はコース主任代理が議長の職を代理
コース教務委員会
構成：教務委員長(教授または准教授)，理工教務委員，助教の全員
議長：教務委員長
2.1.2

構成員の経緯と現状

現在の構成は，教授８名，准教授７名，助教８名，合計２３名の構成である．これらのうち本学前身
の東京都立大学と東京都立科学技術大学出身者の比率はそれぞれ 50%，43%，50%である．
2.1.3

コース・専攻内での独自の取組み

教育に関しては学部と大学院に対してそれぞれ独自の取り組みを進めており，学部については３章で
述べるように文科省支援の「ものづくり GP」として実績を挙げている．大学院についても，理工学研
究科の設置の趣旨に基づき，専攻分野間にまたがる取り組みを行っている．具体的には数理科学専攻，
電気電子工学専攻，機械工学専攻の３専攻が実施している「理工横断型人材育成システムの再構築」プ
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ログラムである．３専攻の相互交流により，機械工学専攻としては数理基礎の教育，学生の自主性や国
際性などを強化するねらいを持っている．
機械工学専攻のもうひとつの取り組みは，専攻内の国際化を促進することを目的とするものである．
本年度から始めた制度であり，次のような取り組みに対して専攻共通費から経済的支援を行う．
①教員の派遣…海外の大学で模擬授業などを行い，優秀な学生の留学につなげる．
②交流事業への補助…学生を含む研究室，研究グループ，学科同士の海外の大学との交流事業．交流協
定を締結しているかあるいは締結することを条件とする．
③修士学生の国際会議派遣
博士の学生に対しては全学の経済的支援制度があり，③はこれの修士学生を対象とした制度である．本
年度は，①を１件，②を２件実施する計画である．
２．２ 研究教育体制と特徴
2.2.1

現有スタッフと専門性

研究教育体制は３分野「機械構造物性工学」，
「熱流体工学」，
「機械システム工学」に分類され，各分
野に所属する構成員の割合を以下の表 2-2-1 に示している
表 2-2-1 ３分野に所属する構成員の人数
研究分野
機械構造物性工学
熱流体工学
機械システム工学
合計

2.2.2

教授
３
３
２
８

准教授
３
１
３
７

助教
２
２
４
８

合計
８
６
９
２３

連携大学院

主として流体機械分野の教育・研究を補完する目的で，(独)産業技術総合研究所(エネルギー技術研究
部門、つくば)と連携大学院の協定を結び，客員准教授を１名受け入れている．これにより，ターボマシ
ンの効率向上や分散エネルギーシステムに関して大学院の講義を毎年開講し，大学院生の研究にも協力
体制が整えられている．
2.2.3

客員教授

半導体産業の先端的精密機器に関する教育を補完する目的で，荏原製作所から客員教授を１名受け入
れている．半導体関連精密機器として，主として湿式製造装置の開発と具体的機器構成等について大学
院の講義を毎年開講し，大学院生の教育に対しても協力体制が整備されている．

３．

教育

３．１ 学部教育とカリキュラム
(1) 教育目標と育成する人材
大都市の特徴である膨大な人・物資・情報・エネルギー消費の集中，高地価地域での新規産業育成な
ど大都市が抱える問題にチャレンジできる下記の人材育成を教育目標とする．
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・基礎科学の知識を基にして論理的思考で都市問題解決にアプロ－チできる人材．
・基礎科学の範疇にない領域を含めた機械工学に関する基礎知識を有する人材．
・自発的に文系・理系分野を問わず知識を獲得し学習できる人材．
・柔軟な思考・発想ができ国際的にも活躍できる人材．
・社会人としての目的が明瞭である人材．
(2) カリキュラムの特徴と構成
機械工学コースのカリキュラム構成の特徴は以下のようになっている．
・機械工学の分野の力学的基盤である 4 力学（材料力学，機械力学，熱力学，流体力学）の十分かつ徹
底的な理解を図る．
・機械工学の専門分野を 4 つの系（応用力学系、熱流体力学系、バイオ制御系、材料科学系）として捉
えて体系的に修得する．
・ものづくり教育の実践的要素として，CAD/CAM を活用した独創的発想に基づく機械設計ならびに製
作を行う．
・国際的に活躍できるエンジニアの育成を目指す．
機械工学コースにおける現行の標準履修課程表を表 3-1-1a に示し，授業概要を表 3-1-2 に示す．標準
履修課程表を見ると，現在の履修プログラムの全体を見ることができ，1 年次から 3 年次に向けて専門
科目が増加し，4 年次におい卒業研究を主体とした構成になっていることが理解できる．
表 3-1-1a 機械工学コース標準履修課程表（現行，2009 年度～）
（履修の手引参照により，割愛）
表 3-1-1b 機械工学コース標準履修課程表(2005 年度～2008 年度）（履修の手引参照により，割愛）
表 3-1-2 機械工学コース授業概要（履修の手引参照により，割愛）
(3) 学士（工学）の学位取得要件
・機械工学コースが定める必修科目全て 67 単位を修得し，かつ機械工学コースの専門教育科目のうち
選択科目と定められた科目の中から 29 単位以上を修得すること．さらに，都市教養学部理工学系規則
に示されている条件を満たしていること．但し早期卒業の場合に限り，卒業研究および卒業研究ゼミナ
ールを必修とせず，特別研究プロジェクトを必修とするので，機械工学コースの専門教育科目群の選択
科目から 36 単位以上修得すること．
(4) 進級要件
「卒業研究」及び「卒業研究ゼミナール」は学士（工学）の学位取得のための必修科目であり，4 年
次の科目として定めてある．これらの受講要件を以下のように定めてあり，これが実質上の 4 年次進級
への要件となる．すなわち，
「卒業に必要な単位数 124 単位の内，機械工学コース標準履修課程表中の
２年次修了までに取得すべき必修科目全て及び専門教育科目群から 60 単位以上（１・２年次の必修科
目を含む）を 3 年次終了までに取得していることとする．」
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(5) 履修における推奨
機械工学コースでは，未修言語科目としてドイツ語，フランス語，中国語，朝鮮語のいずれか、スポ
ーツ実習、工学倫理を修得することを推奨している．
(6) 編入生，学士入学生の対応
既修得単位の認定については，「教育上有益で，かつ本人の学力が相当と認められる場合にその単位
を認定する」という全学的な合意に則り，各既修得単位のシラバスを本コースの内容と照合し，できる
限り合理的な判断ができるように配慮している．
カリキュラム及び進級における特別の対応はしていないが，一般学生に対して適用している１年間に
履修申請できる単位の上限を 50 単位とする制度を適用せず，3，4 年次の 2 ヵ年で卒業することが可能
なように配慮している．
(7) 履修相談など
学生の履修指導においては，一つの分野に偏りすぎることなくバランス良く専門科目を修得すること，
また自身の専門性を育む意味からは興味のある分野を体系的に修得することを勧めている．機械系の専
門科目の位置関係を示した図が，図 3-1-1 である．このような科目相互の関係を意識して全体の履修計
画を建てるように促している．
４年

機械工学先端講
義第一，第二

卒業研究
ゼミナール

卒業研究

分子熱流体
力学概論

機械シス
テム工学

知的財産権

ライフサイクル
設計論

工学倫理

エンジン工
学

先端制御
工学

工学の数理
同 演習

熱の工学
第二

バイオエンジ
ニアリング
機械の制御

機械数値
計算法
熱の工学演習

流れの工学
第一

熱の工学第一

機械の力学
演習

工学の力学A
同 演習

材料の力学
第二A
材料の力学
演習

機械工学実験第
一，第二

２年

解析入門
I, Ⅱ

機械工作実習
線型代数
I, Ⅱ

機械英語
第一，第二

トライボロジ

材料科学工学

バイオ
メカニクス

確率統計

微分積分
I, Ⅱ

図 3-1-1

機械の要素

機械CAD製図

機械の力学A

材料加工学

工学の数理
演習

振動工学

機械設計製図

インターン
シップ

生産工学
計測工学

企業研修

総合

流れの工学
演習

環境材料学

メカトロニクス
独創機械設計

機械システム工学

流れの工学
第二

機械エネルギ
変換工学

固体力学

機械構造物性工学

３年

ロボット
設計論

伝熱工学

熱流体工学

数理流体工学
同 演習

教養基礎物理
I, Ⅱ

材料の力学
第一A
物理学実験
第一

１年

機械工学コースの専門科目の体系図

３．２ 大学院教育とカリキュラム
(1) 教育目標と育成する人材
機械工学専攻では，研究開発型の機械技術者・研究者の養成を目的としているが，講義，演習などの
体系的授業により基礎能力の涵養を図り，論文作成を中心とした研究指導により研究能力の育成を図っ
ている．
(2) カリキュラムの特徴と構成
大学院の研究教育においては，機械工学の専攻分野を 3 つのコースに分けることで体系化を図ってい
る．すなわち，
「機械構造物性工学」
，
「熱流体工学」
，「機械システム工学」の 3 コースである．各指導
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教員もこれらの 3 コースのいずれかに所属している．
(a) 博士前期課程
博士前期課程の授業科目及び単位を表 3-2-1 に示す．博士前期課程においては，4 つの推奨科目（材
料工学特論、熱流体工学特論、動的システム工学特論、およびコンピュータシミュレーション特論）を
設けて，学生の専門分野によらず幅広く履修することを推奨している．
機械工学専攻では必修科目を設けておらず，選択科目の中から 30 単位以上履修する．
(b) 博士後期課程
博士後期課程の授業科目及び単位を表 3-2-2 に示す．博士後期課程は研究指導が中心であり，学生は
在学中に 3 コースそれぞれにおいて設けられた特別実験と特別セミナーの科目を履修することになって
いる．
機械工学専攻では必修科目を設けておらず，選択科目の中から 20 単位以上を履修する．
表 3-2-1 博士前期課程 授業科目および単位（大学院履修案内参照により，割愛）
表 3-2-2 博士後期課程 授業科目および単位（大学院履修案内参照により，割愛）
３．３ ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）活動
（1） 学部でのＦＤ
全学あるいは理工学系全体の活動については，理工学研究科・理工学系の「自己評価書」に詳
しいのでここでは触れない．コースの独自のＦＤとしては，
① 機械コースの担当する共通基礎科目（材料の力学第一Ｂ，同第二Ｂ，工業の力学Ｂ，機械の
力学Ｂ）で，他学部，他コースの学生の履修意欲，必要性に大きな差があることから，当初
のクラス編成を，ＳＥ，ＴＥに基づいて変更，増加させた．
② 別項で触れているコース主任，学年担任，教務委員とＦＤ委員が連携を取りながら，各学期
の開始時と終了時に学年ごとのガイダンスを行い，学生と教員の意思疎通と学生からの要望
把握に努め，指導法と卒研履修要件，卒業要件やカリキュラム改善に反映させる．これによ
って首都大発足時に比べて，年次配当や卒研履修要件は大幅に変更，改善された．
などが，重要な成果である．
（2） 大学院でのＦＤ
学部に比べて，個々の指導教員の力量と判断に委ねられている部分が多い，大学院での組織的
なＦＤは大幅に遅れていると言わざるを得ない．
しかしながら，平成 20 年度から，機械工学専攻においては，
① 院生の学習・研究環境の改善
② 修士論文研究，博士論文研究の指導に関する組織的な保障
をめざして，取り組みを開始している．
その方策が，第 1 に，専攻独自の「院生アンケート（ＳＥ）」の実施であり，第 2 が博士課程
学生への研究経過報告の試行，である．後者については，「６．２

コース・専攻内での学生指

導」で述べるのでここでは省き，前者の院生アンケートについて以下に紹介する．
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【参考】
《2008 年度 院生アンケート》平成 20 年 2 月実施
機械工学専攻院生のみなさん
大学院（とくに修士課程）の教育と研究の環境・制度を改善してゆくためのアンケートで
す。今後の自分ならびに後輩の勉学・研究条件を良くするために、ぜひご協力ください。
質問１：あなたは、
① 修士１年
② 修士２年
③ 博士課程
質問２：あなたの研究環境（研究スペース、機器、使える研究経費等）に関して。
① ほぼ満足している
② 改善を望む（具体的事項についてお書きください）
質問３：研究指導に関して
① ほぼ満足している
② 改善を望みたい（具体的内容についてお書きください）
質問４：研究時間に関して
① 十分な研究時間がある
② 必ずしも十分な時間が確保できない（理由をお書きください）
質問５：大学院の授業カリキュラムについて改善の提案があればお書きください
質問６：修士課程での講義の難易度に関して
①
ほぼ適切
②
難しすぎる（専門性が強すぎる、等具体的にお書きください）
質問７：講義科目の選択に際して、何を基準に選択していますか（複数回答可）
①
自分の研究領域に関連している
②
自分の研究領域にとらわれず、広い領域を学びたい
③
履修しやすい時間帯
④
その他（具体的にお書きください）
質問８：研究室のゼミ等以外に、院生（あるいは学部卒研生）同士で自主的な勉強会、研究
交流を行っていますか
①
研究室内で行っている
②
研究室を越えて行っている
③
行っていない
質問９：前問③の人へ
①
行いたいとは思わない
②
行いたいができていない（できない理由をお書きください）
質問１０：修士課程１年の人へ：博士後期課程（博士課程）への進学について
①
考えている
②
考えていない
③
考えてはいるが決めていない（進学する上での障害となっている事項、不安等があ
ればお書きください）

回答数が，Ｍ１が在籍数の約半数あるのに対して，Ｍ２とＤは約 6～７割の回答で，学年が上がるの
に連れて，これらの問題に関する意識が高いことを表わしている．
重要な特徴は以下の通りである．
（1） 研究環境に関しては，学年にかかわらず約 60％が満足している．不満は，2 点あり，1 つは研究
室ごとに専有面積の大小があることであり，もうひとつは，高額な研究備品の共通利用に対する
要望である．
これは，現在の専攻の研究室構成が，旧都立大機械，精密機械と旧科学技術大機械との統合の過
渡状態にあるための問題であろう．
（2） 研究指導に関しては，80％が満足している．修士論文完成直後，という時期を反映していると
も見られるが，Ｍ２の満足度が高い．不満な点はただ 1 点で，指導教員のが忙しすぎて学生と
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日常的に話し合う時間が少ない，ということだった．
（3） 修士課程の講義に関しては，大きな問題点は指摘されなかったが，学生の履修動機で，専門にか
かわらず広い範囲を学びたいとする回答が多かったのは注目すべきで，今後の大学院カリキュラ
ムの編成上考慮する必要がある．
（4） 教員の指導によらない，学生自身の勉強会，自主学習は低調だった．物理的，精神的なサポート
を含めて検討課題である．
（5） 前期課程（修士）学生の，博士課程への進学志望は危機的に少ない．博士進学が「夢のある進路」
となるために，専攻単独，大学単独でできることは多くはないが，少なくとも，回答に上げられ
た経済的不安の解消策＝奨学金制度の充実，ＴＡ制度の改善は緊急の課題である．

３．４ その他，高度の教育推進を目指した最近の活動
(1) 文部科学省「専門職大学院等における高度専門職業人養成教育推進プログラム」
産学人材育成パートナーシッププログラム
取組名称「熟練技術者を活用したものづくり実践教育」平成 20 年度～21 年度
共同申請大学：横浜国立大学 工学部生産工学科
連携機関名：社団法人 日本機械学会
社団法人 首都圏産業活性化協会（ＴＡＭＡ協会）
補助金額 ：２，４００千円×2 年間＝４，８００千円（予定）
(a) 概要
機械産業における基盤技術の技術革新に貢献しうる創造的技術者の育成を目的に，首都大学東京，横
浜国立大学，(社)日本機械学会及び（社）TAMA 協会に属する神奈川，東京地区の機械メーカなどが連
携し，大量退職する団塊世代の熟練技術者や企業の高度技術者を積極的に活用した“ものづくり実践教
育”を実施している．すなわち，日本機械学会内に“ものづくりエキスパート人材バンク”を設置し，
技術者に登録していただき，そこから両大学で実施するものづくり教育関連科目に適した人材を非常勤
講師等として招来し，学生に基礎学問修得の重要性や現場で培われた知識・ノウハウ等を教育する．さ
らに連携機関協力のもと，両大学の学生参加による「独創ものづくりコンテスト」を開催し，独創性，
コスト，生産性等の観点から作品を評価・表彰するとともに，完成度の高い作品の商品化も進め，学生
の実践力修得を目指した教育プログラムを展開している．これらの連携機関の関係を図示したのが，図
3-4-1 である．
図 3-4-2 に示すように，専門科目の体系は「基礎」，「専門」，「応用・総合」のフェーズに分けること
ができるが，それぞれにおいて，熟練技術者の参画により初期導入教育，最先端ものづくり教育，独創
ものづくりコンテストを実施することにより，各フェーズにおける達成目的である「動機付け」，
「高度
知識」
，
「実践力，独創性」などを身につけることができる．また，このような取組によるカリキュラム
全体の流れを示したものが図 3-4-3 である．
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基盤学問（4力学）と
ものづくりとの関連が希薄
⇒動機付けが必要

エキスパート講義
「機械工学とものづくり」
による初期導入教育

動機付け

設計対象と実物及び
製作法との関連が不十分

高度最先端のものづくり
プロセスの理解と
ものづくり体験

高度知識

⇒CADとものづくりのリンク

機械設計においてコスト・
製作等の視点が欠如
⇒ものづくりの総合力

図 3-4-1

「熟練技術者を活用したものづくり実

「独創ものづくりコンテスト」
機械設計製作の集大成
独創性，企画力，商品力を競う

実践力
独創性

図 3-4-2 授業カリキュラムにおけるエキスパ

践教育」の取組概要図

ート授業の位置付け

基礎教育
４力学、設計・製図
実習、実験、演習・・・

独創力

特別講義
エネルギー・環境

EVコンテスト

実践力
独創ものづくりコンテスト

独創福祉機器コンテスト
福祉・ユニバーサルデザイン

図 3-4-3 本取組によるものづくり教育概念図
(2) 文部科学省「組織的な大学院教育改革推進プログラム」選定へ向けた取り組み
申請教育プログラム名：
「履行横断型人材育成システムの再構築―数理科学を軸とした取組―」
（平成
21 年度申請）
共同実施専攻：理工学研究科 数理情報科学専攻，電気電子工学専攻
理学的発想と工学的発想を併せ持つか，あるいはいずれか一方を持ち他の一方を理解できる人材の育成
を実現するため，平成 18 年度研究科設置以来，機械工学専攻では，数理情報科学，電気電子工学専攻
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と共同で，専攻を横断した教育プログラムの構築を試みてきた．これらの連携関係を，さらに推進した
理工横断教育プログラムとして再構築し，専攻独自の専門教育の一層の充実と，大学院教育の実質化を
推進することが本申請プログラムの骨子である．また，国際化の取り組みとして，海外インターンシッ
プ，海外共同プロジェクトへの参画などを含め，国際的教育環境の醸成を目指している．本プログラム
は，現在，申請中であり，書類審査を経て，ヒアリングが本年 8 月 12 日に実施された．
(3) 機械系 CAD 施設について
機械工学コースでは，充実したものづくり教育を実践するため，サーバー1 台，端末 48 台，プリン
ター4 台，3 次元プリンター1 台からなる CAD システムを構築している．本システムの構成を図 3-4-4
に示す．
本システムを活用することにより，機械系の専門科目を実施している．また，電気電子工学専攻の専
門科目においても本システムを活用している．特に 2008 年度には，3 次元プリンターを導入し，もの
づくり教育の充実に資するべく機械設計製図におけるプロトタイプの製作確認に活用されている．本シ
ステムは授業だけでなく，広く学生の自習や卒業研究等にも活用されており，必要不可欠の教育研究シ
ステムとして位置付けられる．

３Ｄプリンタ（Dimension SST
1200es）

学内ＬＡＮ
93072RX S2 25 Rack

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ファイアウォール
Ne tSc ree n - 5 ＧＴ
教室内ネットワーク
モノクロプリンター(4 台）
RICO H IPSiO SP6 1 1 0
17233RX TFT
3
9
Y
7
9
2
6

3
9
Y
7
9
2
6

3
9
Y
7
9
2
6

【3573L3S】
TS3 1 0 0
【886611J】
x3 8 0 0

容量：8.8TB非圧縮時）17.6TB（圧縮時）
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ：ARCserve Backup r11.5 for Win

ファイル･ライセンス･サーバ
IBM Syste m x3 80 0

【SUA3000RM】
UPS

図 3-4-4

４．

テープライブラリ
IBM Syste mStorage TS3 1 00

CPU:Dual Core Intel Xeon 7110N/2.5GHz
ChipSet:IBM XA-64e(Chipkill機能付き）
Memory:2GB DDR2 PC2-3200 Chipkill RDIMM
SystemDisk:73GBx2(RAID0)
DataDisk:300GBx10(RAID5)
*2.4TBのデータ容量
OS:Windows Server 2003 STD (SP2)
MATLAB,Acronis True Image
Symantec Antivirus

CPU:Intel Core 2Duo E6600/2.4GHz
Chipset:Intel 975x
Memory:1GB PC2-5300 ECC DDR2 SDRAM
System Disk:160GB SATA (7200rpm)
Graphics:NVIDIA Quadro FX550
Monitor:19"TFT
OS:Windows XP Professional
SolidWorks,Office,WingNet,ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｰﾙﾄﾞCS

機械系 CAD システムのシステム構成図

入学試験

４．１ 学部入試
4.1.1

学生用端末* 4 8 台 （教員用１台含む）
IB M In tellistation M Pro

アドミッションポリシー

本コースのアドミッションポリシーは以下の通りである．
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機械工学コ－スは、リ－ダシップを備えた国際的に活躍できる機械エンジニア教育を基本理念として
いるので、高等学校までの学習内容に幅広い基礎学力を有している人、目標に向かい自ら考えチャレ
ンジ精神が旺盛な人、知的好奇心と向上心が旺盛な人を求めています。

4.1.2

学部入試の種類と実績

本コースの学部入学試験の種類と過去 5 年間の実績を表 4-1-1 に示す．
表 4-1-1
年度
一般前期

一般後期

帰国子女
中国引揚
私費外国人
留学生
学士
推薦
（一般）
推薦
（指定校）
工業高校
特別推薦
未来塾

機械工学コースの学部入試（過去 5 年）
21

20

19

18

17

志願者
合格者
倍率
志願者
合格者
倍率
志願者
合格者
志願者
合格者
志願者
合格者
志願者
合格者
志願者
合格者
倍率
志願者
合格者
志願者

178
33
5.39
84
10
8.40
0
0
0
0
4
0
2
0
8
1
8.00
2
2
1

166
33
5.03
80
10
8.00
1
1
0
0
1
1
0
0
5
1
5.00
3
3
1

171
33
5.18
130
11
11.82
0
0
0
0
6
2
1
0
6
2
3.00
0
0
1

194
28
6.93
134
17
7.88
0
0
0
0
6
0
1
1
3
2
1.50
1
1
1

175
29
6.03
117
14
8.36
0
0
0
0
5
1
3
0
1
0
―
3
3
1

合格者

1

1

1

1

1

志願者
合格者

0
0

0
0

1
1

0
0

1
1

一般入試前期試験は 5 倍強から 6 倍、後期試験は 8 倍を超える程度であり，ほぼ十分な受験者を確保し
ていると言える．
本コースでは，3 年次への編入学も受け入れている．全国の高等専門学校および短期大学卒業（見込
み）生に対する一般編入試験，および都立工業高等専門学校と都立航空工業専門学校を対象とする筆記
試験免除の入試である．その実績は，表 4-1-2 に示すとおりである．
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表 4-1-2
年度

3 年次編入学試験の実績

21
志願者
合格者（注）
倍率

編入学

20

9
4
2.25

（過去 5 年間）

19

5
3
1.67

4
2
2.00

18
2
2
1.00

17
8
2
4.00

（注）各年度筆記試験免除 2 名を含む

４．２ 大学院入試
4.2.1

アドミッションポリシー

本専攻博士前期課程および後期課程のアドミッションポリシーは以下の通りである．
博士前期課程
·

機械工学･工業への強い関心と、その発展に寄与する研究課題に、探究心･知的飢餓心をもって
取り組み、可能な限り自らの力で問題を発見し解決するための努力を惜しまない人

·

国内外の学会発表や大学・民間企業等との連携に意欲的に取り組み、国際的視野を有する幅広
いコミュニケーション能力を身につけようとするチャレンジ精神にあふれた人

博士後期課程
·

機械工学･工業への強い関心と、その発展に寄与する研究課題に、探究心･知的飢餓心をもって
独創的に取り組み、自らの力で問題を発見し解決できる独立した研究者となるための努力を惜
しまない人

·

国際会議や学術論文の英語での発表および国外の大学・民間企業等との連携に意欲的に取り組
み、研究・開発組織における指導者として必要な国際的牽引力や幅広いコミュニケーション能
力を身につけようとするチャレンジ精神にあふれた人

4.2.2 大学院入試の実績
本専攻の博士前期課程，博士後期課程の入学試験の実績は，表 4-2-1 のとおりである．
表 4-2-1
年度
博士前期

博士後期

志願者
合格者
倍率
志願者
合格者

大学院入試の実績

21
51(外 4)
37(外 1)
1.38
1(外 1)
1(外 1)

20
70(外 4)
36(外 0)
1.94
3(社 1)
3(社 1)

（過去 5 年間）

19
78(外 4)
44(外 2)
1.77
4(社１外 1）
4(社１外 1）

18
17
75(外 0)
50（外 2）
45(外 0)
43（外 1）
1.67
1.16
6(社 2 外 2) 7（社 1 外 1）
6(社 2 外 3) 7（社 1 外 1）

（ ）内，「社」は社会人，
「外」は外国人特別選抜，で内数

昨年度は例外的に少なかったが，18 年度以降，博士前期課程の定員 30 名に対して，安定的に 70 名
超の受験者を確保できている．したがって，名目 2.3 倍，結果から見た実質倍率 1.7～1.9 倍の受験倍率
で，意味のある競争試験が行えている．
後期課程への進学に関しては，昨年度の「院生アンケート」においても，前期課程 1 年生（現修士２
年）で，
「後期課程への進学するつもり」との回答者は０で，
「考えている」が 1 名だけ，という結果で
ある．同時に，
「進学に関する不安」の内容が経済的問題であったことから，後期課程学生への奨学金
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の充実，ＴＡ賃金の改善等，生活経済支援の対策が必要であろう．

4.2.3

入学志願者増に対する取組み

学部および大学院への入学志願者の増加を図るために，理工学系および理工学研究科の協同行事にコ
ース，専攻として積極的に取り組んできている．とくに，19 年度以降は専攻/コースとして，年間行事
を確定して，継続的，系統的に取り組み始めており，行事と各種の広報活動を展開している．
以下に，組織的に行なっているものをあげる．
(1) 理工学系毎月説明会
(2) 大学院説明会
毎年 6 月 20 日前後の土曜に行なっている．
「毎月説明会」を大学院に特化した内容で，各専攻別
の説明と研究室訪問が行なわれる．
(3) 南大沢キャンパス説明会
毎年 7 月と 8 月に各 1 日かけて行なわれる．高校生およびその父兄が対象．各コースの説明に加
え，各コース 2 研究室の「オープンラボ」と「進学個別相談」が行なわれる．
(4) 高校生のための夏休みメカ教室（オープンクラス）
毎年 8 月初旬に，1 日かけて，模擬授業 2 コマおよび模擬実験（メカ教室）を行う．
(5) 大学祭オープンラボ
毎年 11 月はじめの大学祭の企画として行っており，ローテーションで２つの研究室がオープンラ
ボの形式で行っている．
(6)大学祭テクノスクエア大学祭時に，ローテーションで２研究室が最新の課題による模擬実験を公開
している．
(7) その他の広報活動
① 機械工学専攻／コースのパンフレットの発行
② 機械工学専攻／コースのホームページの運営
③ 「指定校推薦入試」の対象高校への訪問（コース説明と意見交換）（６校）
④ 各高校からの大学見学の申し込みへの対応（毎年１～２校）

５．

学生支援

５．１ 進路就職支援体制と実績
機械工学専攻においては就職・進路指導について，就職担当教授を１名より選出し，３年次２月より，
全員と個別面談を行い，学生の希望と適性を考慮して指導を行っている．図 5-1-1，5-1-2 にそれぞれ学
部卒業生及び大学院博士前期課程修了生の分野別進路先を示す．また表 5-1-1，5-1-2 にそれぞれ代表的
な進路名を示す．学部生の進路に関しては四分の三が大学院への進学である．院生については自動車分
野をはじめとする機械分野が多いが，その他の分野が大きくなってきており，就職先の多様化が伺える．
とくに，ここ１，２年の特徴として，自動車や重工業への就職は安定した数で推移しているが，コン
ピュータ関連の精密機械や設備関連の機械メーカーは大きく変動しており，経済状況を強く反映してい
るとみられる．いずれにしても，学部と大学院博士前期課程修了生に関しては，希望する学生のほぼ 100
パーセントが就職できており，実績上の問題点はないと判断できる．
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しかし大きな問題としては，博士後期課程への進学が，希望者・実績とも極めて少なく，経済的なも
のも含め，研究者としての将来に夢を持たせるための博士後期課程学生への支援の必要性が伺える．

自動車

自動車
精密機械
重工業
その他機械
鉄鋼・材料
情報・コンピュータ
電気・電子
エネルギー
運輸
その他
大学院

精密機械
重工業
その他機械
鉄鋼・材料
情報・コンピュータ
電気・電子
エネルギー
運輸
その他
大学院

(a) 平成２０年度

(b) 平成２１年度（見込み）
図 5-1-1 機械工学コース卒業生の進路

自動車
精密機械
重工業
その他機械
鉄鋼・材料
情報・コンピュータ
電気・電子
エネルギー
運輸
その他
大学院

自動車
精密機械
重工業
その他機械
鉄鋼・材料
情報・コンピュータ
電気・電子
エネルギー
運輸
その他
大学院

(a) 平成１９年度

(ｂ) 平成２０年度
自動車
精密機械
重工業
その他機械
鉄鋼・材料
情報・コンピュータ
電気・電子
エネルギー
運輸
その他
大学院

(c) 平成２１年度（見込み）
図 5-1-2 機械工学専攻修了生の進路
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表 5-1-1 機械工学コース卒業生の進路（残りの学生は大学院進学）
平成 20 年度
(名)
５
１
１

就職先企業
自動車関連企業
重工業企業
精密機器企業
情報・コンピュータ関連企業
その他企業

平成 21 年度
(見込み)(名)
２

１

２
２

表 5-1-2 機械工学専攻修了生の進路
平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度
(名)
(名)
(名)
７
９
７
４
５
５
３
８
２
７
１
５
２
１
１
５
１
１
１
１
１
４
１
１
４
２

就職先企業
自動車関連企業
重工業企業
精密機器企業
その他機械系企業
鉄鋼・材料系企業
電気・電子系企業
運輸（航空）系企業
運輸（鉄道）系企業
情報・コンピュータ関連企業
エネルギー（電気・ガス）
・化学系企業
エネルギー系
化学系企業
その他

５．２ コース・専攻内での学生指導
5.2.1

授業科目や専門選択の際のガイダンス

学部の新入生に対しては，入学式の前後に実施される，全学のガイダンス（主に語学や教養科目），
理工学系のガイダンス，及び，各コースのガイダンスにおいて，履修や学生生活等に関する指導を行っ
ている．２年次以降の各学年の学生に対しては，年度当初にガイダンスを実施している．また，前期終
了時に夏期休暇及び後期へ向けての生活指導を行っている．卒業研究に関連する研究室配属のガイダン
スについては，各学年に対して上記ガイダンス時に行っているが，特に 3 年次においては取得要件につ
いて詳細に説明を行っている．
大学院の新入生に対しては，入学式後に専攻ガイダンスで履修等に関するガイダンスを実施している．
5.2.2

学習支援に関する学生ニーズの適切な把握と学習相談，助言などの支援体制

各教員は普段の授業やオフィスアワーなどで学習に関する学生のニーズに留意するほか，FD 委員会
が行う学生による授業評価アンケートの自由記述欄の利用，学生生活実態調査アンケートの利用，全学
学生大会で出された要望等から，学生のニーズの把握を図っている．
機械工学コースでは，各学年に教授 1 名・准教授 1 名からなる担任を設けており，担任を中心に，コ
ース内教務委員会（カリキュラム委員会），コース長などがきめ細かな助言・支援を行っている．大学
院学生については，指導教員が日常的に相談・助言の機会を設けているが，特に大学院博士後期課程の
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学生に対して，指導教官以外の教員が研究支援を行えるよう研究計画書及び進捗報告書の提出を義務付
けることとした．この結果は，昨年度実施された「院生アンケート」でも，修士課程(M)から博士課程
(D)までの 80％以上の学生が，
「教員の研究指導に満足している」，
「十分な学習時間が確保されている」
と答えており，専攻としての施策が有効であったことを示している．
5.2.3

自主的学習環境の整備と効果的利用環境の整備

全学的に整備された図書館，情報処理施設以外にも，機械工学コース／機械工学専攻では９号館，10
号館を中心に独自の自主的学習環境を整備している．例えば各階ロビーの学生机では自主学習を奨励し
ている．また，館内の多くの場所では無線 LAN が利用できる．９号館２階の CAD 室では，授業以外
の時間は自由に PC を利用できる環境がある．機械工学コースでは，文部科学省の専門職大学院等にお
ける高度専門職業人養成教育推進プログラム「熟練技術者を活用したものづくり実践教育」の一環とし
て CAD 室に 3D プリンターを設置し，学生が自主的にものづくり体験とそのコンピュータ上でのシミ
ュレーションができるよう支援している．卒研生，大学院生に対しては，所属する研究室内に机が用意
されるなど，自主的学習の環境を整えているが，ほとんどの実験系研究室では大型研究機器の設置等に
よって十分な学習スペースが与えられておらず，面積拡大に向けての組織的検討が必要だろう．
5.2.4

生活支援等に関する学生ニーズの適切な把握と健康，生活，進路，各種ハラスメント等に
関する相談・助言体制の整備

機械工学コースでは担任制を導入しており，これら担任とコース内に設置された教務委員会委員が，
学習指導だけではなく，生活支援を含めた各種の相談・助言を行っている．また，各研究室においては，
卒業研究及び大学院生に対して，指導教員が主としてこの役割を果たしている．また，相談内容によっ
ては，例えば学生生活や健康に関しては学生相談室，医務室を，キャリアプランを中心とする学習や生
活については学修カウンセラーを紹介している．
就職・進路指導については，就職担当教員を１名教授より選出し，３年次の 12 月に全体ガイダンス，
次いで２月より，全員と個別面談を行い，学生の希望と適性を考慮して指導を行っている．
5.2.5

特別な支援が必要と考えられる学生への学習支援，または適切な生活支援等に対する体制

機械工学コース／機械工学専攻は教育・研究の国際化に力を入れており，特に，大学院博士後期課程
では在籍者の３割強が留学生である．また，博士後期課程では，社会人入学学生数も３割強に及ぶ．機
械工学コース及び機械工学専攻における留学生，社会人入学学生の在籍状況を表 5-2-1～5-2-3 に示す．
全学的に行われる留学生への支援の他に，学部学生については担任や教務委員が，大学院学生について
は指導教員が，学習支援について常に気を配っている．大学院においては，留学生が言葉の壁によって
講義内容が理解できないと判断された場合は，その講義の全部あるいは一部が英語で行われる．さらに，
講義終了後に個別に指導を行うなどの対応をしている．社会人の大学院生については，夕方や土曜日に
セミナーを行うなどの配慮を行っている．若干名の重度の障害を持つ学生には，障害の状況に応じた履
修上の配慮を行っている．心身のケアを必要とする者については，各コースの担当教員と学生相談室・
医務室が連携して，それぞれの事情に応じて適切に対応している．
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表 5-2-1 機械工学コースの各年度の留学生の在籍状況
平成１９年度

平成２０年度

在籍者数

留学生
（内数）

帰国子女
（内数）

127

1

0

平成２１年度

在籍者数

留学生
（内数）

帰国子女
（内数）

在籍者数

留学生
（内数）

帰国子女
（内数）

174

2

1

187

1

0

表 5-2-2 機械工学専攻博士前期課程の各年度の留学生・社会人の在籍状況
平成１８年度

平成１９年度

在籍者数

留学生
（内数）

社会人
（内数）

38

0

0

平成２０年度

在籍者数

留学生
（内数）

社会人
（内数）

在籍者数

留学生
（内数）

社会人
（内数）

73

2

0

68

3

0

表 5-2-3 機械工学専攻博士後期課程の各年度の留学生・社会人の在籍状況
平成１９年度

平成２０年度

在籍者数

留学生
（内数）

社会人
（内数）

10

4

3

平成２１年度

在籍者数

留学生
（内数）

社会人
（内数）

在籍者数

留学生
（内数）

社会人
（内数）

14

4

4

13

3

4

5.2.6 学生の経済面の支援体制
奨学金，授業料の減免，学生寄宿舎等の学生への経済面の援助に関しては，全学的な学生サポートセ
ンターが一括して行っている．授業料免除については，希望者のかなりの割合がこの適用を受けており，
経済面での学生への支援が適切に行われている．私費の留学生に対しては，各種の奨学金を斡旋し，各
コース，専攻の教務委員が奨学金新生の相談に乗り，推薦書を書くなどの支援を行っている．
大学院生については，リサーチアシスタントやティーチングアシスタントとしての雇用を通じて間接
的に経済的援助を行っている．ただし現状では，他の有力国立大学と比して，博士後期課程に対する経
済的支援が貧弱である．博士後期課程の定員充足率の問題と絡め，いっそうの経済的支援の拡充策検討
が必要である．

６．研究
6.1

研究体制と研究分野

機械工学専攻の研究体制については，既に第２章（表 2-2-1）において説明したとおり，基本的に「機
械構造物性工学」
，
「熱流体工学」
，
「機械システム工学」の３分野に分かれ，教授，准教授，助教がそれ
ぞれ３分野でバランスよく配置できるよう人事計画が進められている．これによって，各方面にわたり
バランスの取れた研究教育が展開できるよう配慮されている．
6.2

研究費

インセンティブな研究を展開するためには，大学から配分される基本研究費に加えて，科学研究費や提
案公募型の大型研究費の獲得，あるいは学内で実施されている教員個人またはグループで申請する傾斜
的研究費の獲得に努力することが必要である．各研究者の外部資金獲得状況に関しては，後の６．４節
（表 6-4-1）に個人調書として示す．

6.3 研究業績
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首都大学東京の開設以来，新たな組織再編の中で機械工学専攻所属の各研究者は研究教育の継続性・
発展性に向けて努力を積んできた．本書では，その成果を記録に残すべく，全研究者（ただし，2009
年 4 月採用の２名の新任教員を除く）の発表論文，国際会議論文，著書，学会表彰など，特許も含めて
最近 5 年間の研究業績を中心に個人調書としてまとめ，表 6-3-1 に示す．（個人情報のため，表記削除）

6.4 外部資金の獲得状況
各研究者の専門性を反映して，科学研究費補助金をはじめ関連各省庁所管の行政法人や各産業分野か
らの外部資金の獲得により，活発な研究活動を展開している．その実績について，科研費，国や自治体，
公益法人等からの提案公募型研究費，そして本学産学公連携センターが企業等と契約締結する共同研究
費，受託研究費，特定研究寄附金（他大学での，いわゆる奨学寄付金に相当）に分類して，最近 5 年間
の獲得状況を個人調書としてまとめ，表 6-4-1 に示す．
（個人情報のため，表記削除）

６．５ 国際交流
機械工学専攻・コースでは，前身の東京都立大学当時から韓国の大学と協定校締結に基づく国際交流
を継続するなどしており，活発な国際交流を展開している．とくに，留学生は大学院を中心として中国
や韓国ばかりでなく，バングラデシュ，インドネシア，ベトナム，イランなどの東南アジアや中近東諸
国からも相当数受け入れており，国際性が豊かである．さらに，ポスドク研究員や客員研究員等の外国
人研究者に至ってはロシア，オーストラリア，オランダ，ナイジェリアなど文化圏の異なる多くの国か
らの研究者を受け入れている．

７．教員の学会活動と社会貢献
機械工学専攻に所属する教員は，各研究分野の専門性を活かして活発な学協会活動の展開はもとより，
国や自治体からの委託事業，あるいは産学・産官学連携によるプロジェクト研究や研究開発事業などの
社会貢献に活躍している．とくに教授陣の多くは，JABEE，日本学術振興会(JSPS)，JST，NEDO な
ど主要な認証・評価組織や団体における認証・評価委員会の審査長・委員長や運営委員，あるいは専門
的審査委員などを務め，我が国における「ものづくり」技術分野における研究教育基盤の発展とともに，
中小企業分野も含めた技術の認証・評価等を通した技術支援・産業振興面での貢献を果たしている．
また，相当数の教授，准教授スタッフが，今後の我が国の技術戦略展開上重要な位置づけとなる各専
門分野の技術基準の標準化等で重要な役割を果たしており，JIS，ISO などの標準化に向けた委員会委
員長や専門委員，あるいは環境保全やエネルギーセキュリティなどに関する安全・安心を保証するため
技術委員会等における主要メンバーとして参画している．
このような教員の社会に向けた取組み・貢献に関して，学協会，国・自治体（東京都など）・公益
法人等，本学産学公連携センター関連の 3 種類に分類して最近 5 年間の実績を中心に全教員（ただし，
2009 年 4 月採用の 2 名の教員を除く）の個人調書としてまとめ，表 7-1-1 に示す．
（個人情報のため，
割愛）
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機械工学専攻

外部評価 2009 質疑応答記録（要旨）

1．日時 平成 21 年 9 月 30 日（水）14：15-15：45
2．場所 12 号館 206 室
3．外部評価委員 白鳥正樹先生（横浜国立大学名誉教授，日本機械学会前会長）
4．外部評価実施委員 水沼専攻長，吉村教授，田代教授，吉葉教授(外部評価委員)，小林幹事（記録係）
１．専攻/コースの理念
２．教育研究の組織と運営
・定員は新大学になって，トータルでどう変わっているか？
若干減っています．
・理工学系は改組によって大きな影響を受けているのか？
理学系はほとんど影響ないが，工学系はキャンパス間移転も含め大きく影響を受けています．特に機
械工学では，構成員が同一キャンパスに全員集結し本格的活動を開始して２年半が経過した段階です．
・機電は工学の本流であるのに理工学系へ編入されたのはなぜか？
機電はきわめてオーソドックスかつ基幹的な「工学」で，大都市における基盤インフラとして定着し
ているとの認識から，都市「教養」学部の理工学系に組み込まれたと考え（解釈し）ています．
・改組時に教員の意見は取り入れられているのか？
結果的にはほとんどトップダウンで行われたと考えています．
・人事に関する会議はどのように行っているのか？
専攻の教授会で実質的に提案を行っています．
・海外派遣等の専攻の運営費は各人の基本研究費から供出しているのか？
傾斜的研究費より支出しています．
（意見）流体機械を担当する教員が少なくなって着ているのは機械学会でも問題視されている．そうい
う意味では連携大学院で対応しているのは適切と考える．
（意見）理学系と並列では受験生の興味を引くのが大変そうに感じた．
３．教 育
・4 年生に配当している専門科目は，聴講してもらうのが大変ではないか？
その通りであり，対策として総単位数などの GPA 以外の項目による評価も試行しています．
（意見）カリキュラムは一般的な機械工学科とほぼ一緒とみなせる．
・独創機械設計ではどのようなことを行なっているのか？
車椅子を対象として，段差乗り越えを容易にした車椅子の設計や既存の車椅子に独自の機能を追加す
る機器の設計を行っています．後者については今年度は実際に作製までを行う予定です．
・早期卒業とは，学士を取ることが出来るということか？
その通りです．
・卒研に入れない学生数は？
一割弱の現状です．
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（意見）
（上記質問の答えを受けて）小人数教育が効いているようですね．
・学生の顔と名前は一致するか？
講義が終了するころにはおおむねそうなっています．
・授業科目は自由に取れるのか？
原則自由に取れますが，取り方の指針として標準履修モデルを作製し，履修の手引で公表しています．
・GPA だけでなく，取得単位の中身のチェックも必要では？
その通りであり，総単位数での評価なども試みています．
・研究室の選択には GPA は使われないのか？
研究室配属は基本的に学生間での調整に任せており，問題が生じた場合にのみ教員がアドバイスする
体制を取っています．
（意見）
（大学院の推奨科目について）幅広型の履修を奨励しているのはよい．
（意見）単位の実質化は進んでいるように見える．
（意見）
（大学院 GP との関連で）理学科目を工学の基礎として取り込み，幅広型の履修を奨励してい
ることはもっと強調したほうがよい．
・ものづくり GP は全員参加なのか？
希望者のみです．
・CAD のソフトは何を使っているのか？
Solidworks です．
（意見）
（院生アンケートの結果を受けて）院生の満足度が高いのは意外であり，評価できる．
（意見）大学の講義の仕方として予備校みたいにその場で理解できるよう行なう形と．問題提起し，本
人に考えさせる形ではどちらがよいのか，難しいところである．
（意見）キャンパスが広いので，スペースの問題は何とかなりそうな気がする．経営側を説得する努力
が必要であろう．
（意見）数学の教員方に工学に興味がある先生がいるのは驚きであるが，そのような教員に協力しても
らえるのは素晴らしい．また同時にもっと数学の教員に工学を理解してもらうことが重要である．興
味ある学生を積極的に伸ばしてほしい．
４．入学試験（外部評価用自己点検・評価書の事前調査に基づく意見）
（意見）博士後期課程の学生の充足率は数値として出てしまうので，充足に向けどのような具体的な対
応をとるのかを考えた方がよい．来年の認証評価で指摘される可能性がある．
（意見）博士後期課程はむしろ積極的に留学生・社会人をどんどん呼び込んだほうが良いのでは．
（意見）大学説明会は，高校一年生のような低学年生を対象としたほうが良いのでは．
５．学生支援
・問題点や指摘事項は，特になし．
６．研 究
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７．学会活動と社会貢献
・人事（構成）等を含めたコースの展望は専攻マターで構築しているのか？
基本的には専攻/コースの教授会で行っています．
・東京都からの委託研究は「都市」をキーワードにしたものが多いのか？
それも当然ありますが，必ずしもそれに拘ることもなく，全国規模を視野に入れたものもあります．
（意見）意外に東京都への（社会）貢献が少ないようだ．むしろもっと積極的にコミットすべき．
・JABEE はやっていないのか，やらないのか？
現在検討中です．
（意見）産業界からみてこのコースのカリキュラムはどう思えるのかを OB 等（旧，都立大，及び首都
大）を活用してリサーチした方が良いのでは？

（以上）
[機械工学専攻に対する外部評価委員 白鳥 正樹先生のご意見・ご提言]
１．組織編成・運営体制に関して
新しい組織への移行に３年間かけて大変な努力が払われた．理工学系の中の機械コースということで，
理工が連携して工学の基礎となる数学の教育が強化されるなどの点において高く評価される． これま
で存在していた理学部と工学部のあいだの大きな壁が取り払われ，先生方のコミュニケーションが活発
になった．これにより教育と研究の両面において異分野融合による新たな展開が期待される．

２．教育活動に関して
少人数教育が丁寧に行われており，高く評価される．実験室が狭く，設備も古い．労働安全衛生法の
観点からも改善が望まれる．ＣＡＤ教育，ものづくり教育が丁寧に行われている．機械工学は統合化技
術がその特色であり，理工学系にあっても基礎のみでなくシステムの教育がきちんと行われていること
を明示したほうが良い．

３．研究活動に関して
個々の先生方はそれぞれの分野で研究成果を挙げ，学協会等においても活発に活動している．科研費，
共同研究費等もそれなりに獲得している．大学として”都市”研究プロジェクトをおこし，それに積極
的に参画していくことをお薦めしたい．

４．その他
文部科学省産学人材育成パートナーシッププログラム”熟練技術者を活用したものづくりの実践教
育”を平成 20-21 年にわたり実施しており，産学が連携して取り組むべき人材育成の一つのモデルを示
した．

総

評

大きな組織変更があったにもかかわらず，都市教養学部理工学系機械工学コース/理工学研究科機械
工学専攻としてその理念にもとづく教育と研究の体制を整え，少人数の丁寧で質の高い教育と活発な研
究活動を行っていることは高く評価される．
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おわりに
外部評価における自己点検・評価書に記したとおり，機械工学専攻では教員スタッフの世代交代が確
実に進んでおり，平成 17 年以来これまでに教授２名と准教授１名が定年を迎え，その後任として全５
名の学内昇任者に加え，准教授１名と助教３名が新たに着任した．これらの人事計画は，広範な機械工
学諸分野における教育の質とバランスを保ちつつ，社会の新たな要請に応えるための研究分野の拡充を
図ることに留意しつつ進められてきた．しかし一方では，機械工学の基本的な３重点分野として掲げて
いる「機械構造物性工学」
，
「熱流体工学」
，
「機械システム工学」の間でスタッフの数と編成，研究のレ
パートリーなどの面において現時点ではバランスの十分取れた理想的構成には達していないなどの課
題がまだ残されている．
これらの重要課題については，今後の人事計画に合わせて解決を目指すとともに，高度研究教育拠点
としての本学機械工学専攻のさらなる発展に向けて専攻/コース設計を今後も間断なく推進することが
重要と認識している．
このような観点から，機械工学専攻の外部評価委員として多様な観点から評価いただいた白鳥正樹先
生の評価結果や貴重なご意見を羅針盤として十分尊重し，首都大学東京 理工学研究科 機械工学専攻の
将来展望に活かして行きたいと考えている．
終わりに，ご多用中にもかかわらず，外部評価委員をご快諾いただき，綿密な事前調査と当日の多方
面にわたる調査と評価を実施していただきました横浜国立大学名誉教授

白鳥正樹先生に深甚なる謝

意を表します．

機械工学専攻/コース 外部評価 2009 実施委員会
教 授 水沼 博 （機械工学専攻/機械工学コース長）
准教授 小林 訓史（専攻幹事）
教 授 吉葉 正行（自己点検・評価委員，外部評価担当）
教 授 田代 伸一
教 授 吉村 卓也
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