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静岡大学電子工学研究所 第 7回「外部評価」を実施して 

 

静岡大学電子工学研究所所� �ß秀� 

 

1924 年に高柳健次郎教授が旧制浜松高等工業学校において電子式テレビジョンの研究を

開始し、1926 年に「イ」の字の撮像・表示に成功しました。当電子工学研究所は高柳研究

室を原点としています。電子工学研究所は工学部附置電子工学研究所施設をもとに 1965

年に新制大学で唯一の理工系附置研究所として設置されました。研究所設立時には 6部門

で発足し、9 部門となり 1989 年の改組により、3大部門 12 分野に拡充されました。その

後、2004 年に国立大学法人静岡大学電子工学研究所として発足することになりました。ま

た、静岡大学提案による 21 世紀 COE プログラム「ナノビジョンサイエンスの拠点創成」

を獲得することができ、当研究所は研究面における中心的な役割を担いました。このプロ

グラムを遂行するために所内組織も「ナノビジョン研究推進センター」、「ナノデバイス

材料部門」、「新領域創成部門」の 3 大部門（12分野）、1外国人客員教授部門に組織変

更されました。21世紀 COE プログラム「ナノビジョンサイエンスの拠点創成」は最高の評

価を得ることができました。研究所は「浜松地域知的クラスター（オプトロニクスクラス

ター）事業」Ｉ期・II期においても重要な役割を担ってきました。この事業は全国第 2 位

の成果を挙げたと評価されました。2009 年高柳教授の電子式テレビジョンの研究とその後

の発ºに¹して、世界最大の電ë・電子・Æ・��分野の学�で8る IEEE の電ëの技

術分野における「ノーベル賞＋世界遺産」といわれているマイルストーンを受賞しまし

た。さらに、2013 年には、工学研究科、Æ学研究科、理学研究科等とより一体的な�¦

をするため、所内組織を「ナノビジョン研究部門」、「極$デバイス研究部門」、「ナノ

マテリアル研究部門」、「生体計測研究部門」の 4 部門、1外国人客員教授部門に組織変

更されました。 

「ナノビジョンサイエンス」は従来の画像技術を根本から変革する新学術・技術分野を

ナノテクノロジーを駆使して創出することです。そのためには画像に関する種々の要素技

術の革新とその¬本となる科学との�¢、また最新画像技術を利用するrー`との連携が

不可欠です。幸い当研究所は光・画像に関わる電子工学における材料、デバイス、システ

ムの優秀な研究者と設備を多数擁しております。当研究所の研究者と共同研究を行い、設

備等を積極的に共同利用して頂く、公募型の共同利用・共同研究プロジェクトを 2008 年

から開始し、数多くの応募を頂き、多くの成果を上げています。この成果が認められ、

2013 年 4月共同利用・共同研究拠点「イメージングデバイス研究拠点」に認定されまし

た。また、同年「地域資源等を活用した産学連携による国際科学イノベーション拠点整備

事業」に、浜松ホトニクス、静岡大学、浜松医科大学、光産業創成大学院大学の共同提案

が選定されました。研究所はこの事業に積極的に関わることになります。2016 年 4月から

は、東京医科歯科大学生体材料工学研究所、東京工業大学未来産業技術研究所、広島大学
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ナノデバイス・バイオ融合科学研究所と「生体医歯工学共同研究拠点」形成し、各大学の

強みを生かし、生体医歯工学融合)«の異分野連携ネットワークを形成し、&»大学の特

徴であるイメージdンシング・光計î分野で貢献すると共に、国内外の関連研究者コミュ

ニティにº開し、医Ï・健康・バイオテクノロジー)«の学際的連携共同研究をÏ進して

おります。このように、当研究所は「画像科学技術」の拠点としての地�を着々と築いて

おります。�

国際TÄは「知」の拠点である研究所にとって極めて重要です。当研究所で得られた成

果をいち早く世界に向け発信するとともに、多くの国際研究機関との共同研究も必要で

す。研究所には外国�·員教Î部 があり、これまでに多くの国から·員教Îを迎え、多

大な成果をあ?ています。また、特f教育研究経費や機能強化経費等を用い、毎年数多く

の外国�研究者を招へいし、共同研究を�っています。今後ともこれらの制度を�じて国

際TÄを発ºさせるとともに更なる制度拡充を進めたいと思います。�

研究所には社会的な貢献も期待されております。浜松の地はベンチャー企業発祥の街と

しても有名であり、当研究所もDれらに貢献してきた伝統があります。現在、研究所の所

員が関わっている大学発ベンチャーは |件あり、大学発技術の実用化と雇用創出に努力し

ています。701~ 年「地«イノベーシsン[コシステム形成プログラム」が採択され、この

プログラムを浜松医科大学、光産業創成大学院大学、&»ñ工科大学と共同でÏ進してい

ます。このように、当研究所は、研究・開発を�じて地場産業への協力も�っています。

産官学の強力な連携体制を築き、「画像科学技術」関連の「知の拠点」を構築すべく努力

する所存です。社会的貢献は上記のような直接的な協力の他に、大学における知的生産物

（研究成果）を社会に公開・公表することも重要な社会的貢献です。研究所が�	母体と

なり、毎年多くの著名研究者を招いて開催する+ã健ê�記念シンポジュウムを開催して

おります。また、研究所で得られた成果を特�、Ö聞発表などを�じて公表することによ

り、社会に対して責任を果たしたいと思います。�

研究所では今®までに ~ 回に及ぶ外部評価を実施し、常に研究成果の検討と研究体制の

改革を図ってきました。研究所が今®まで成�を続けることができたのは、度々外部からの

ご提言を け、研究の方向や運営に活かさせて頂いたからです。平成 � 年（1��} 年）に、

国内学識者 8名により、研究活m、社会貢献、国際TÄ、教育活m、将来計画について評価

とご提言をいただき（第 1回外部評価）、翌平成 8年（1��~ 年）に経$ 1 年における評価委

員会のご提言の実�状況を点検しました（第 7 回外部評価）。平成 10 年（1��8 年）及:平

成 11年（1��� 年）には、Xメリカ、カナダ、イギリスの著名大学の工学部�と研究所�に

よる第 3回外部評価を、平成 1| 年（7007 年）には、国内学識者による第 |回外部評価を�

いました。また、平成 1}年（7003 年度）から平成 1� 年（700� 年度）における中期目標・

中期計画に対する達成度に関して、平成 70 年（7008 年）に国内学識者による第 }回外部評

価を実施し、研究活m、教育活m、社会連携、国際TÄ、将来計画についての評価とご提言

をいただきました。平成 7| 年（7017 年）にも同様に、平成 70年（7008 年度）から平成 73
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年（2011 年度）の期間における活動について第 6 回外部評価を実施し、様々なご提言をい

ただき、電子工学研究所の諸活動に反映させて頂きました。 

 今年度、平成 24年（2012 年）4月から平成 30年 �月における「研究教育活動に¹する自

己評価報告書」と「教員の研究及び活動概要を記載した自己評価資料」を作成し、�	と概

要、研究活動、教育活動、社会活動、©際交流に関して自己評価を�いました。また、研究

所の現況と将来について、外部から評価とご提言をいただくことが必要な段階に8ると考

え、財満鎭明委員長（名城大学教授（前名古屋大学ñ�・副学長））、塩入諭委員（東北大学

電気通信研究所長）、原勉委員（í松ホトニクス中央研究所長）、三谷公二委員（NHK 放送技

術研究所長）、宮原裕二委員（東U医科歯科大学ò�Þ料工学研究所長）、山本清二委員（í

松医科大学 ñ�・副学長）の 6名の有識者の方々に第 � 回外部評価をお願いしました。外

部評価委員の皆様から、（1）本研究所のXYgyティティー、（2）研究活動、（3）大型プロ

ジェクト・科研費などの外部資'のðÄ、（4）教育活動、（}）óçöおQび他研究機関との

連携・社会貢献、（6）©際交流、（�）Æ報発信・広報、（8）研究所の将来構想、及び�合的

評価についてたくさん有益なご¡�とご提言をいただきました。ご��の中、真剣に評価く

ださいました委員の皆様に、研究所の教職員を代表しまして厚くお礼申し上げます。所員一

同、頂いたご¤§・ご提言を真¨に け止め、「光・画像科学」の発展に向けて最大限の努

力をする所存です。 

 

 

令和元年 8月 31日 
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外部評価実施状況 

１．外部評価実施事項 

 

（1）外部評価実施日： 

     /%1S k P  / 日（�） 

 

（/）F@： 

     N�大学b5)学研究@（研究@棟!てW�[���、創U科学�=大学	棟、�ノ�

バイス作製・評価センター、光創起イノベーション研究拠点棟および総合研究棟にて実

施） 

 

（4）外部評価委員7r（@V�� G�） 

財満 鎭明 委員⻑ （名城⼤学教授（前名古屋⼤学理事・副学⻑）) 

塩入 諭 委員   （東北⼤学電気通信研究所⻑） 

原 勉 委員   （浜松ホトニクス中央研究所⻑） 

三谷 公二 委員  （NHK放送技術研究所⻑） 

宮原 裕二 委員  （東京医科⻭科⼤学⽣体材料⼯学研究所⻑） 

山本 清二 委員   （浜松医科大学 理事・副学⻑） 

 

(4) 外部評価実施内容 

        1%Y%% 所⻑挨拶、教員紹介 

    1%Y1% 電⼦⼯学研究所の概要説明（三村所⻑） 

    1%Y/% 評価��[�研究@��edに��て（]Q�;） 

    11Y1> 研究D�（Bu（+）�;、Bu（f）?�;、_山?�;） 

    1/Y4> \H 

    14Y%% 施O#学（�ノ�バイス作製・評価センター、��ーン�ー ） 

    14Y4% 研究8#学（QI研究8、.�t研究8、Qa研究8） 

    1>Y%% �� 

    1>Y1> 外部評価A作K 

    1EY4> 外部評価委員����,評 

    1JY1> 外部評価<y 
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２．電子工学研究所外部評価委員会当日スケジュール案 

 

令和元年 8 月 2 日（金） 

時刻 事項 場所 

10:00 所⻑挨拶、教員紹介 創造科学技術大学院棟 2 階 会議室 

10:10 電子工学研究所の概要説明 創造科学技術大学院棟 2 階 会議室 

10:20 評価期間中の研究所の活動等について説明 創造科学技術大学院棟 2 階 会議室 

10:69 研究紹介 

（１）小野 行徳 

（i）小野 X/ 

（j）P- �0 

創造科学技術大学院棟 2 階 会議室 

12:00 昼食・休憩 創造科学技術大学院棟 2 階 院⻑室 

1.:00 

 

施設及び研究室見学 

（１）ナノデバイス作製・評価センター 

（i）x�ーン�ー� 

（j）GA研究室 

（４）)d\研究室 

（l）GR研究室 

 

ナノデバイス作製・評価センター 

光創起イノベーション研究拠点棟１F 

光創起イノベーション研究拠点棟４F 

光創起イノベーション研究拠点棟iF 

総合研究棟４F 

19:00 休憩 創造科学技術大学院棟 2 階 院⻑室 

19:19 外部評価書作成， 

委員会意見とりまとめ 

創造科学技術大学院棟 2 階 

院⻑室 

1>:69 講評 創造科学技術大学院棟 2 階 

会議室 

1B:19 終了  
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静岡大学電子工学研究所 外部評価書 

 

名城⼤学教授（前名古屋⼤学理事・副学⻑） 

財満 鎭明 委員⻑ 

 

評価項目 

１．本研究所のアイデンティティーについて 

 ¡研究所は，国や地域の科学技術dHにおÌるS点@目に\く+る光・画像科学分野

において，（１）ナノビジョン領域，極限デバイス領域，ナノマテリアル領域，生体計

測領域に関する先導的研究の展開，（２）技術移転・特許化による産業の振興への貢献，

（３）国際研究拠点の形成を研究目的としています。このような研究目的は，国立大学

法人の附置研究所として，その個性を十分に発揮し，特色のあるものとお考えでしょうか。 

（自己評価報告書 p. 3 1. 3 目標，1. 4 研究の特徴 参照） 

 

A:（ ○ ）特色のあるものである。 

B:（   ）多少，軌道修正が必要である。 

C:（   ）方向転換を図る必要がある。 

（   ）そのr 

 

ご意見： 

当該研究所は、創設当初からの特色であった光科学、画像科学分野を大きな柱としてきた

研究所であり、わが国の国立大学法人附置研究所としても特徴のある研究所となっている。

光・画像科学分野、特に撮像デバイスに力点を置くことによって、地域社会や産業界との

連携も進み、外部資金の獲得の獲得に繋げていった点は高く評価できる。 

7



 

 

２．研究活動について 

 本研究所では，{I} イメージングデバイス，{II} 極限デバイス，{III} 発光材料・光源，

{IV} エネルギー変換材料・エネルギー変換デバイス，{V} 強誘電体，強磁性体，固体

電解質等の機能性材料，{VI} 生体計測・生物物理学，{VII} 基礎・基盤技術 に関する

研究を遂行しています。採択基準の高いジャーナル誌への原著論文は年平均 198 編，教

員 1 名あたり 5.8 編発表しています。本研究所で遂行している研究活動とその成果は，

量と質の両面から見て十分なものでしょうか。 

（自己評価資料集 教員研究概要(2 ページ)，教員活動概要( 0 ページ以内)） 

 

A:（ ○ ）ほぼ満足のいくものである。 

B:（   ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）その他 

 

ご意見： 

工学系の研究所という特殊性から、他の一般的な教員当たりの論文数データと比較するの

は困難であるが、経験的には教員当たり約 6 編の発表数は決して少ないほうではない。ま

た、解説等に関しても、教員一人当たり平均で年0.5 編が掲載されている点も評価できると

考える。採択基準の高いジャーナルへの採択も多くみられ、質、量ともにほぼ満足のいく

成果が得られたと判断する。 
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３．大型プロジェクト，科研費などの外部資金の獲得について 

 ¡研究Xは 2013年に文部科学省 共同利用・共同研究拠点「イメージングデバイス研

究拠点」に認定され，その後，2016 年に「⽣体医⻭⼯学共同研究拠点」として新たに

スタートし，全国的な拠点として画像科学の研究をリードするとともに，以下の大型プ

ロジェクトにDwされ，研究��を推進して来ました。①地域イノベーション戦略支援

プログラム『「先端光・電子技術｣と｢ものづくり基盤技術｣の融合にäるライフフォトニ

クスイノベーション』事業（2012〜2016年度），②地域資5等を�用した産学連携にä

る国際科学イノベーション拠点整備事業「光創起イノベーション研究拠点」，③革新的

イノベーション創出プログラム（COI STREAM）「精神的価値が成⻑する感性イノベー

ション拠点」êテライト拠点（COI-S）（2013〜2021 年度），④地域イノベーション・

エコシステム形成プログラム「光の尖端都市「浜松」が創成するメディカルフォトニク

スの新技術」（2016〜2020 年度）。これらプロジェクトと科学研究費補助金等を合わせ

て，2012年度〜2018 年度v�の実績で外部資金 総額 30.8億円を獲得しています。こ

のäうな実績は十分なものとお考えでしょうか。 

（自己評価報告書 p. 28 2. 6 科学研究費補助金，2. 7 外部資金，2. 9 共同利用・共

同研究拠点，2.  � プロジェクト 参照)） 

 

A:（ ¿ ）ほぼ満足のいくものである。 

B:（   ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）そのr 

 

ご意見： 

文科省の共同利用・共同研究拠点として認定されたことや、地域産業・地域社会との連携

にäるプロジェクトをsく獲得してきた点は�
できる。従って、外部資金の獲得状況も、

ほぼ満足のいくものと考えるが、今後は企業との共同研究件数の増加やその大型化に努力

されることを期待する。 
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４．教育活動について 

 研究所教員は主に大学院教育に従事して研究指導を行い，2012年度〜201h 年度前半

までの間に h0名の学生に博士号を取得させました。´EEEやOSA 等の学会主=の国際

会議や学T講演会における学生の受賞は 171件にも達しています。2013年 4 月の組織

改組後は，学部教育にも研究所以外の教員と同等に携わることになり，学部生と修士課

程学生の受け入れ人数は 6年間で倍増し，研究所の教員が行っているi導的研究を学生

教育にäり\く還元できるt制が整いました。201h 年 4 月に，「光の尖端都市 浜松」

を担う人材の育成を目指して浜松医科大学と共にg¬した光医工学共同専5では，静岡

大学の専任教員８名中７名が�子工学研究所の教員であり，中g的な役割を担っていま

す。本研究所の果たす教育bの役割は，十分なものとお考えでしãうÈ。 

（自己評価報告書 p. 35 ３．教育活動 参照） 

 

A:（ ¿ ）ÝÞ¢qのいくものである。 

B:（   ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）その他 

 

ご意見： 

工学分¨では、どの大学も博士課程進学者を確保することに苦労している現状で、毎年 U0

名程の博士課程@o者数があり、6年半で h0名が博士号を取得していることは、当該研究

所がアクティビティを確保できている«由であろう。また、学部学生に対する教育、新し

い光医工学共同専5への貢献など、教育活動においても当該研究所は十分な役割を果たし

ていると評価できる。一方で、教育活動と研究活動のùランスをどのäうにとっていくÈ

が今後の課題となると考える。 
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５．産業界および他研究機関との連携，社会貢献について 

 
2012年度〜2018 �度前半までの実績で，総計 280 件以上の共同研究・受託研究を>

い，産業界その他外部機関との連携に努めています。また，大学発ベンチャー企業 4社

を設立し 8K フルスペックイメージセンサや CdTe 放射線イメージャー�を製品化した

り，企業と共同で NIRS を医療機器として実用化したりしています。加えて，市⺠が参

加するテクノフェスタ in 浜松，応用物理学会における「リフ�ッëü理科教室」や「浜

松市⺠アカデミー」などを通じて，研究の最先端の成果を若手研究者，小中学校の先生

や生徒，一�の�々にわかりやすく解説するイベントを�催しています。研究成果の社

会への還元や連携にR分な努力がなされていると=えåれるでしょうか。 

（自己評価報告書 p. 30 2. 7 外部資金，p. 36 4. 1 産業界・地域への貢献，4. 2 社

会教育への貢献 参照） 

 

A:（ ○ ）ほぼ満足のいくものである。 

B:（   ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）その他 

 

ご意見： 

共同研究や受託研究を通した産業界との連携は、R分に評価できると=える。特に、9・

画像技術分野という特徴を生かして、研究成果を実用化・製品化までに/Íている�はA

く評価できる。すべての研究分野で成果の社会実{を実1するということは�しいのは�

然であるが、研究Xの構成員が少なくともそのマインドを持つことが重要であろう。但し、

企業との共同研究自体は平均的であるので、件数の増加や大型化を今後期待したい。また、

最先端の研究成果を社会に発信する取組もなされている。 
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６．国際交流について 

 本研究所では，外国人客員教授籍を 1ポスト分確保しており，毎年のべ人数として 3

〜4名招聘しています。まÓ，海外研究機関に所属する著名な研究者 35 名をHonorable 

guest professor（H´º）として迎え，共同研究を推進しています。2012年度〜201h 年

度前半までの実績で，25 か国の研究機関と 65件の国際共同研究を実Hしています。加

えて，n2 名の外国人博士研究員を受け入れています。さらに，ヨーロッパやアジア協

定大学との合同国際会議開催などの国際交流に努めています。ÎのäÅな国際交流に対

する努力はR分なものといえるでしãÅか。 

（自己評価報告書 p. 40 ５．国際交流 参照） 

 

A:（ ○ ）ほぼ満足のいくものである。 

B:（   ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）Òのr 

 

ご意見： 

6 年半での国際共同研究 65 件や n2 名の博士研究員受け入れ、合同国際会議開催など、国

際交流に関しても��に>èれていると«�できる。但し、Òの結果としての国際共著論

文数などが明示されると良いのではないか。 
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７．情報発信・広報について 

 本研究所ではインターネットやパンフレット・ダイジェストの発行などを通して広報

に努めています。また，高柳健次郎記念国際シンポジウムを毎年主催し研究c�を発信

しています。加えて、創造科学技術大学院の主要メンバーとして，中東欧の 15 大学が

参加する国際会議インターアカデミアを毎年�催し，インドネシア大学と国際会議

ICNEREを隔年で�催し，国内外に向けた情報発信に努めています。さらに、⺠間企業

（浜松ホトニクス�）とは定期的な研究交流会を通じて，i端技術情報の共有と人的交

流を_Ôています。Òのr，各教員が外部資金の研究代表者として主催したり、学会の

主要メンバーとして�催する国際会議・ワークショッõも多数あります。活動の状況は，

2012年度〜201h 年度前半までの間に 133 件の新聞記事や 25件の雑誌記事で報じられ

ています。ÎのäÅな�研究所の情報発信や広報の取り組みは，十分なものとお考えで

しãÅÈ。 

（自己評価報告書 p. 9 1. 13 出版・広報活動，p.38  4.1 産業界・地域への貢献,  

p. 4� 5. 1 国際会議の開催 参照） 

 

A:（ ○ ）ほぼ満足のいくものである。  

B:（   ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）Òのr 

 

ご意見： 

研究所主催の高柳健次郎記念国際シンポジウムの�催をはじめ、国内外Üの情報発信は十

分に行われていると«�できる。特に、インターアカデミアでの活動は、教育、研究、国

際交流、情報発信の各面において特徴的な活動として評価できる。 
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８．研究所の将来構想について 

 研究所教員の学部・修士課程・博士課程教育への寄与を高め，また人員の入れ替えを

スムーズに行うために，教員の所属組織と教育組織を分離して，教員の所属を「学術院」

にyく組織改革を大学全体で行いました。ライフサイì�スやùイオ材料を含む学E~

な領域にも研究分野を拡大することを目指し研究所教員の約3分の 1 を入れ替えました。

テニュアトラックからの昇格者 6 名を構成員に加え，教員の 26％に年俸制を適用して

人事の活性化を図りました。また，近隣大学や企業との連携を深め研究プロジェクトや

教育プログラムを実施し，他⼤学の研究所とネットワークを組んで⽣体医⻭⼯学共同研

究拠点を運営しています。こうした�:性に対し，忌憚のないご意見をÇ願いいたしま

す。 

 

ご意見： 

組織や研究分野の硬直化解消のために、種々の改革に取り組んでいる点は評価したい。特

に、研究所教員の 3 分の 1 の入れ替えやテニュアトラック制度、年俸制の活用による人事

の活性化などが今のところ効果を上げていると考えるが、更なる今2の教育研究のアクテ

ィビティ|加につながÔていくことを期待する。また、⽣体医⻭⼯学共同研究拠点に代表

されるような、他大学、他機関との連携による共同研究、拠点,成は、研究成果の高度化、

応用展開、社会還元などのためには(めて有効と考えられる。今2もこのような取り組み

を�m推し]めて頂くことを期待する。 
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静岡大学電子工学研究所 外部評価書 

 

東北⼤学電気通信研究所⻑ 

塩入 諭 委員 

 

評価項目 

１．本研究所のアイデンティティーについて 

 �研究所は，国Ýu域の�学技術aAにおÅる重点9目にZく'る3・�l�学分野

において，（１）ナノビジョン領域，極限デバイス領域，ナノマテリアル領域，生体計

測領域に関する先導的研究の展開，（２）技術移転・特許化による産業の振興への貢献，

（３）国際研究拠点の形成を研究目的としています。このような研究目的は，国立大学

法人の附置研究所として，その個性を十分に発揮し，特色のあるものとお考えでしょうか。 

（自己評価報告書 p. 3 1. 3 目標，1. 4 研究の特徴 参照） 

 

A:（○）特色のあるものである。 

B:（   ）多少，軌道修正が必要である。 

C:（   ）方向転換を図る必要がある。 

（   ）そのn 

 

ご意見： 

イメージングデバイスの拠点という明確な領域設定がされていて、各研究室の研究領域も

それに整合的な体制にしていると評価します。教員入れ替えのタイミングでの組織再編の

努力もあったかと思いますが、 教員も所のミッションを意識した研究活動をしているよう

に見LÅられ、うまくまとまっていると�Êます。個�の研究JのF発的研究という意�

では、様々な方向が考えられると思いますが、将来新しい分野を切り開き先導していくた

めには、そのバランスをどう取るかについても検討されていくのが重要かもしれません。 

16



２．研究活動について 

 本研究所では，{I} イメージングデバイス，{II} 極限デバイス，{III} 発光材料・光源，

{IV} エネルギー変換材料・エネルギー変換デバイス，{V} 強誘電体，強磁性体，固体

電解質等の機能性材料，{VI} 生体計測・生物物理学，{VII} 基礎・基盤技術 に関する

研究を遂行しています。採択基準の高いジャーナル誌への原著論文は年平均 198 編，教

員 1 名あたり 5.8 編発表しています。本研究所で遂行している研究活動とその成果は，

量と質の両面から見て十分なものでしょうか。 

（自己評価資料集 教員研究概要(2 ページ)，教員活動概要( 0 ページ以内)） 

 

A:（○）ほぼ満足のいくものである。 

B:（   ）一層の�«が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）その他 

 

ご意見： 

教員一人当たりの論文数が 5.8、権威ある学術誌への多数の論文掲載は、十分な成果と思い

す。採択基準の高いジャーナル誌の基準は、明�であるべきかとは思いますが、それぞれ

の分野で��が高いものと理解しました。IF などが適切とは限らないと思いますが、何ら

かの基準Ý説明があっても良いと思います。同様に、一人当たりの論文数についても、分

野による違いも6慮するべきかとは思いますが、関連分野においても十分な数�と判断し

ました。 
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３．大型プロジェクト，科研費などの外部資金の獲得について 

 �研究Sは 2013年に文部科学省 共同利用・共同研究拠点「イメージングデバイス研

究拠点」に認定され，その後，2016 年に「⽣体医⻭⼯学共同研究拠点」として新たに

スタートし，全国的な拠点として画像科学の研究をリードするとともに，以下の大型プ

ロジェクトに>tされ，研究�発を推進して¥ましÎ。①地域イノベーション戦略支援

プログラム『「先端光・電子技術｣と｢ものづくり基盤技術｣の融合によるライフフォトニ

クスイノベーション』事業（2012〜2016年度），②地域資源等を活用しÎB学連携によ

る国際科学イノベーション拠点b備事業「光創起イノベーション研究拠点」，③革新的

イノベーション創\プログラム（COI STREAM）「精神的価値が成⻑する感性イノベー

ション拠点」ïテライト拠点（COI-S）（2013〜2021 年度），④地域イノベーション・

エコシステム形成プログラム「光の尖端都市「浜松」が創成するメディカルフォトニク

スの新技術」（2016〜2020 年度）。Æれàプロジェクトと科学研究費補助金等を合わせ

て，2012年度〜2018 年度u�の実績で外部資金 総額 30.8億円を獲得しています。Æ

のような実績は十分なものとお考えでしょうか。 

（自己評価報告書 p. 28 2. 6 科学研究費補助金，2. 7 外部資金，2. 9 共同利用・共

同研究拠点，2.  � プロジェクト 参照)） 

 

A:（¸）ほぼ満足のいくもので¼る。 

B:（   ）一層の�«が�¤で¼る。 

C:（   ）大きく改善する�¤が¼る。 

（   ）そのn 

 

ご意見： 

科研費を始め多くの大型プロジェクトを獲得、遂行している点は高く評価できます。今後、

拠点として分 を牽引するÎめに、国内外の研究Jを巻き込んだ大型プロジェクトへの発

展を期待しÎいとCいます。 
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４．教育活動について 

 研究所教員は主に大学院教育に従事して研究指導を行い，2012年度〜201g 年度u�

までの間に g0名の学生に博士号を取得させました。IEEEやOSA 等の学会主催の国際

会(や学P講演会にÀける学生の受賞は 171件にも達しています。2013年 4 月の組V

改組後は，学部教育にも研究所以外の教員と同等に携わることになり，学部生と修士課

程学生の受け入れ人数は 6年間で倍増し，研究所の教員が行っているh導的研究を学生

教育により深く還元できる体制がbいました。201g 年 4 月に，「光の尖端都市 浜松」

を担う人材の育成を目指して浜松医科大学と共にf§した光医工学共同専=では，静岡

大学の専任教員８名中７名が~子工学研究所の教員で¼り，中e的な役割を担っていま

す。本研究所の果たす教育dの役割は，N�なものとÀ6¿でしÞうÁ。 

（自己評価報告書 p. 35 ３．教育活動 参照） 

 

A:（¸）ほぼ満足のいくもので¼る。 

B:（   ）一層の�«が�¤で¼る。 

C:（   ）大きく改vする�¤が¼る。 

（   ）その他 

 

ご意見： 

学部、大学院の教育、学生の研究指導もN�行なっていると��します。2013年の改組に

よって、教育の責任については、学部、研究科の教員との違いがほとんどないようになっ

たという点について、どのように対応するÁは難しい問題と¦�しました。教育内容が、

研究所の研究内容に4けたb;_を持つものとなっているようなので、教育も含めた研究

所としての位置付けとして興味深い体制となったと思います。 
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５．産業界および他研究機関との連携，社会貢献について 

 
2012年度〜2018 �度前半までの実績で，総計 280 件以上の共同研究・受託研究を7

い，産業界その他外部機関との連携に努めています。また，大学発ベンチャー企業 4 社

を設立し 8K フルスペックイメージセンサや CdTe 放射線イメージャー�を製品化した

り，企業と共同で NIRS を医療機器として実用化したりしています。加えて，市⺠が参

加するテクノフェスタ in 浜松，応用物理学会にÀÅる「リフ�ッìュ理科教室」や「浜

松市⺠アカデミー」などを通じて，研究の最先端の成果を若手研究J，小中学校の先d

やd徒，一般の方´にわかりやすく解説するイベントを�催しています。研究成果の社

会への還元や連携にN�な努«ÂなÈãていると6えàãるでしÞ¾か。 

（自己評価報告書 p. 30 2. 7 外部資金，p. 36 4. 1 産業界・地域への貢献，4. 2 社

会教育への貢献 参照） 

 

A:（○）ほぼ満足のいくもので¼る。 

B:（   ）一yの努«Â�¤で¼る。 

C:（   ）大きく改善する�¤Â¼る。 

（   ）その他 

 

ご意見： 

ベンチャーの設立やu元企業との連携を積極的に進めています。国費かà支援の増加を期

待できない中で、⺠間からの研究費による活動は、国立大学の方向性として好ましいもの

と言えます。その他�種アウトリーチ活動も実Nしている}Ø��できます。共同±用、

共同研究�}の活動として、他大学などとの共同研究も活発に7い、oくの成果を上げて

いる}も��できます。 
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６．国際交流について 

 本研究所では，外国人客員教授籍を 1ポスト分確保しており，毎年のべ人数として 3

〜4名招聘しています。まÎ，海外研究機関に所属する著名な研究者 35 名をHonorable 

guest professor（H»Á）として迎え，共同研究を推進しています。2012年度〜201g 年

度前半までの実績で，25 Á国の研究機関と 65件の国際共同研究を実Nしています。加

えて，k2 名の外国人博士研究員をLÅ�れています。Èàに，ヨーロッパやアジア協

定大学との合同国際会議開催などの国際交流に努めています。このような国際交流に対

する努«はN分なÜのといえるでしÞうÁ。 

（自己評価報告書 p. 40 ５．国際交流 参照） 

 

A:（○）ほぼ満足のいくÜので¼る。 

B:（   ）一層の努«が�¤で¼る。 

C:（   ）大きく改善する�¤が¼る。 

（   ）Íのn 

 

ご意見： 

国際交流は、一�一には進まないとCいますが、外国人客員教員ポスト、共同研究の推

進（º５カ国、65件）など努«の`が見àれます。所員がoくの国際会議、国際ì�ポ

ジウムの開催などÙの関与している点Ü評価できます。研究所の国際
という意�では、

研究所主催の企画が増えることがより望ましいとCわれます。海外の大学との double 

degreeなどによる教育、研究��の連携がうまく進んでいう点は、高く評価できます。 
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７．情報発信・広報について 

 本研究所ではインターネットやパンフレット・ダイジェストの発行などを通して広報

に努めています。また，高柳健次郎記念国際シンポジウムを毎年主催し研究`果を発信

しています。加えて、創造科学技術大学院の主要メンバーとして，中東欧の 15 大学が

参加する国際会議インターアカデミアを毎年�催し，インドネシア大学と国際会議

ICNEREを隔年で�催し，国内外に4Åた情報発信に努めています。さらに、⺠間企業

（浜松ホトõクス�）とはy期的な研究交流会を通じて，先端技術情報の共有と人的交

流を\っています。Íのn，�"�が外部資金の研究代表者として主催したり、学会の

主要メンバーとして�催する国際会議・ワークショップも多数あります。活動の状況は，

2012年度〜201g 年度前半までの間に 133 件のY聞記事や 25件の雑誌記事で報じられ

ています。このような当研究所の情報発信や広報のKりjみは，N�なものとÀ6えで

しÞうか。 

（自己評価報告書 p. 9 1. 13 出版・広報活動，p.38  4.1 産業界・地域への貢献,  

p. 4� 5. 1 国際会議の開催 参照） 

 

A:（○）ほぼ満足のいくものである。  

B:（   ）一層の努«が�要である。 

C:（   ）大きく改善する�要がある。 

（   ）Íのn 

 

ご意見： 

情報発信・広報については、やるべきことをやっていると評価します。特別高い効果が見

込める企画はなかなかないだろうと思われ、ここについては満足かどうかはともかく、さ

らに一層の特別な努«を期�するとの評価ということもないです。 
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８．研究所の将来構想について 

 研究所教員の学部・修士課程・博士課程教育への寄与を高め，また人員の入れ替えを

スムーズに行うために，教員の所属組織と教育組織を分離して，教員の所属を「学術院」

にvÄ組織改革を大学全体で行いました。ライフサイエンスやバイオ材料を含む学?的

な領域にも研究分野を拡大することを目指し研究所教員の約3分の 1 を入れ替えました。

テニュアトラックからの昇格者 6 名を構成員に加え，教員の 26％に�俸制を適用して

人事の活性化を図りました。また，近隣大学や企業との連携をZめ研究プロジェクトや

教育プログラムを実施し，他⼤学の研究所とネットワークを組んで⽣体医⻭⼯学共同研

究拠点を運営しています。こうした�4性に対し，忌憚のないご意見をÀ願いいたしま

す。 

 

ご意見： 

研究所教員の約 3 分の 1 を入れ替えた点は¯高Ä評価Èれます。それにßÏて 前̄回に比

べて論数や外部資金が増加している点は¯好評価要因と言えます。ライフサイエンスやバ

イオ材料を含む学?的な領域への分野拡大も¯評価したい点ですが¯研究の�4性を見%

めることは難しいことを6えると¯将来を左右することになるだろとCわれるそれに伴う

人事がO要にCえます。その意�で¯期待できる若手人材を�保するためのテニュアトラ

ック制度なÔをうまÄ��ÈÌることがO要で 現̄状ではうまÄいÏていると評価します。

将来も継続的に良い人材�保ための努力を期待します。 
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静岡大学電子工学研究所 外部評価書 

 

浜松ホトニクス中央研究所⻑   

原 勉 委員 

評価項目 

１．本研究所のアイデンティティーについて 

 �研究所は，国Þ地域の�学技術aDにおÇるP点>目にXÆ+る7・�l�学分 

において，（１）ナノビジョン領域，極限デバイス領域，ナノマテリアル領域，生体計

測領域に関する先導的研究の展開，（２）技術移転・特許化による産業の振興への貢献，

（３）国際研究拠点の形成を研究目的としています。このような研究目的は，国立大学

法人の附置研究所として，その個性を十分に発揮し，特色のあるものとお考えでしょうか。 

（自己評価報告書 p. 3 1. 3 目標，1. 4 研究の特徴 参照） 

 

A:（ 〇 ）特色のあるものである。 

B:（   ）多少，軌道修正が必要である。 

C:（   ）方向転換を図る必要がある。 

（   ）そのo 

 

ご意見： 

・静岡大学は「地域ニーズに応える人材育成・研究を推進」する大学に分類されています

が、電子工学研究所は、「世界トップ大学と伍して卓越した教育研究を推進」することを目

指していただきたいと思います。 

・7・�l�学分 とのことですので、7計測Þ7�£なÔ7の�i研究も研究分 とし

て表示したほうが良いのではないでしょうか。「デバイス」研究のイメージが強すぎるよう

に思います。 
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２．研究活動について 

 本研究所では，{I} イメージングデバイス，{II} 極限デバイス，{III} 発光材料・光源，

{IV} エネルギー変換材料・エネルギー変換デバイス，{V} 強誘電体，強磁性体，固体

電解質等の機能性材料，{VI} 生体計測・生物物理学，{VII} 基礎・基盤技術 に関する

研究を遂行しています。採択基準の高いジャーナル誌への原著論文は年平均 198 編，教

員 1 名あたり 5.8 編発表しています。本研究所で遂行している研究活動とその成果は，

量と質の両面から見て十分なものでしょうか。 

（自己評価資料集 教員研究概要(2 ページ)，教員活動概要( 0 ページ以内)） 

 

A:（ 〇 ）ほぼ満足のいくものである。 

B:（   ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）その他 

 

ご意見： 

他の大学（同じ規模の研究施設）との比較が分からないので何とも言えませんが、３４名

の教官規模としては頑張っていると思います。 
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３．大型プロジェクト，科研費などの外部資金の獲得について 

 �研究Tは 2013年に文部科学省 共同利用・共同研究拠点「イメージングデøイス研

究拠点」に認定され，その後，2016 年に「⽣体医⻭⼯学共同研究拠点」として新たに

スタートし，全国的な拠点として画像科学の研究をリードするとともに，以下の大型プ

ロジェクトに採択され，研究開発を推進して来ました。①地域イノベーション戦略支援

プログラム『「先端光・電子技術｣と｢ものづくり基盤技術｣の融合によるライフフォトõ

クスイノベーション』事業（2012〜2016年度），②地域資源等を活用した産学連携によ

る国際科学イノベーション拠点整備事業「光創起イノベーション研究拠点」，③革新的

イノベーション創Uプログラム（COI STREAM）「精神的価値が成⻑する感性イノベー

ション拠点」サテライト拠点（COI-S）（2013〜2021 年度），④地域イノベーション・

エコシステム形成プログラム「光の尖端都市「浜松」が創成するメディカルフォトõク

スの新技術」（2016〜2020 年度）。Èれáプロジェクトと科学研究費補助金等を合わせ

て，2012年度〜2018 年度r�の実績で外部資金 総額 30.8億円を獲得しています。È

のような実績は十分なものとお考えでしょうか。 

（自己評価報告書 p. 28 2. 6 科学研究費補助金，2. 7 外部資金，2. 9 共同利用・共

同研究拠点，2.  � プロジェクト 参照)） 

 

A:（ ´ ）ÚÛ�nのいくものである。 

B:（   ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）そのo 

 

ご意見： 

光・¨子�連では、国の研究予算に追い風が吹いているので、JSTやQSTなどの大型予算

を狙うチャンスではないでしょうか。（例えば CREST、Q-ºEAP、SIPなど） 
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４．教育活動について 

 研究所教員は主に大学院教育に従事して研究指導を行い，2012年度〜201f 年度前半

までの間に f0名の学生に博士号を取得させました。EEEやOSA 等の学会主催の国際

会%や学Q講演会にÁける学生の受賞は 171件にも達しています。2013年 4 月の組織

改組3は，学部教育にも研究所以外の教員と同等に携わることになり，学部生と修士課

程学生の受け入れ人数は 6年間で倍増し，研究所の教員が行っている先導的研究を学生

教育にàりXく還元できるq制が整いました。201f 年 4 月に，̧ 7の尖端都市 浜松」

を担う人材の育成を目指して浜松医科大学と共にe¤した7医工学共同専攻では，d

大学の専�教員８名中７名が~F工学研究所の教員であり，中b的な役割を担っていま

す。本研究所の果たす教育上の役割は，O�なものとÁ;Àでしßうか。 

（自己評価報告書 p. 35 ３．教育活動 参照） 

 

A:（ ´ ）ÚÛ�nのいくものである。 

B:（   ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）その他 

 

ご意見： 

・博士課程学生の約半数が留学生とのことですが¯これは好ましいことなのでしßうか。 

 

・研究所職員は授業も学部担�と同等に担�していますが¯もっと研究にP}的に携われ

るàうに¯職£に何か違いがあっても§いのではないでしßうか。 
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５．産業界および他研究機関との連携，社会貢献について 

 
2012年度〜2018 �度前半までの実績で，総計 280 件以上の共同研究・受託研究を行

い，産業界その他外部機関との連携に努めています。また，大学発ベンチャー企業 4 社

を設立し 8K フルスペックイメージセンサや CdTe 放射線イメージャー�を製品化した

り，企業と共同で NIRS を医療機器として実用化したりしています。加えて，市⺠が参

加するテクノフェスタ in浜松，応用物理学会におÇる「�フ�ッシュ理科教室」や「浜

松市⺠アカデミー」などを通じて，研究の最先端の成果を若手研究者，小中学校の先c

やc徒，一般の�々にわかりやすく解説するイベントを�催しています。研究成果の社

会への還元や連携にO�な努力がなされていると;えáれるでしß¿か。 

（自己評価報告書 p. 30 2. 7 外部資金，p. 36 4. 1 産業界・地域への貢献，4. 2 社

会教育への貢献 参照） 

 

A:（ 〇 ）ほぼ満足のいくものである。 

B:（   ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）その他 

 

ご意見： 

「地域プロジェクト」の推進に関しては、積極的に関与されており、地域貢献につながっ

ているとGいます。 
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６．国際交流について 

 本研究所では，外国人客員教授籍を 1ポスト分確保しており，毎年のべ人数として 3

〜4名招聘しています。まÏ，海外研究機関に所属する著名な研究者 35 名をHonorable 

guest professor（H¶¾）として迎え，共同研究を推進しています。2012年度〜201f 年

度前半までの実績で，25 Â国の研究機関と 65件の国際共同研究を実施しています。加

えて，k2 名の外国人博士研究員を受け入れています。さらに，ヨーロッパやアジア協

定大学との合同国際会議開催などの国際交流に努めています。このような国際交流に対

する努力はO分なものといえるでしßうÂ。 

（自己評価報告書 p. 40 ５．国際交流 参照） 

 

A:（   ）ほぼ満足のいくものである。 

B:（ 〇 ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）Îのo 

 

ご意見： 

中欧、東欧およびアジア地域の⼤学との交流は非常に活発であるが、⻄欧、アメリカ、中

国との交流が少ないように思われ¯偏っているように感じられます。 
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７．情報発信・広報について 

 本研究所ではインターネットやパンフレット・ダイジェストの発行などを通して広報

に努めています。また，高柳健次郎記念国際シンポジウムを毎年主催し研究`�を発信

しています。加えて、創造科学技術大学院の主要メンバーとして，中東欧の 15 大学が

参加する国際会議インターアカデミアを毎年�催し，インドネシア大学と国際会議

ICNEREを隔年で�催し，国内外に8Çた情報発信に努めています。Êáに、⺠間企業

（浜松ホトニクス�）とは定期的な研究交流会を通じて，先端技術情報の共有と人的交

流を[っています。Îのo，各教員が外部資金の研究代表者として主催したり、学会の

主要メンバーとして�催する国際会議・ワークショップも多数あります。活動の状況は，

2012年度〜201f 年度前半までの間に 133 件の新聞記事や 25件の雑誌記事で報じáä

ています。Èのà¿な当研究所の情報発信や広報の取り組みは，O�なものとÁ;えで

しß¿Â。 

（自己評価報告書 p. 9 1. 13 出版・広報活動，p.38  4.1 産業界・地域への貢献,  

p. 4� 5. 1 国際会議の開催 参照） 

 

A:（ 〇 ）ほぼ満足のいくものである。  

B:（   ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）Îのo 

 

ご意見： 

優秀な学生を集めるためにも頑張っていたÐきたいとGいます。 
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８．研究所の将来構想について 

 研究所教員の学部・修士課程・博士課程教育への寄与を高め，また人員の入れ替えを

スムーズに行うために，教員の所属組織と教育組織を分離して，教員の所属を̧ 学Q院」

にwく組織改革を大学全体で行いました。ライフサイè�スやøイオ材料を含む学際的

な領域にも研究分野を拡大することを目指し研究所教員の約3分の 1 を入れ替えました。

テニュアトラックからの昇格者 6 名を構成員に加え，教員の 26％に�俸制を適用して

人事の活性化を図りました。また，近隣大学や企業との連携をXめ研究プロジェクトや

教育プログラムを実施し，他⼤学の研究所とネットワークを組んで⽣体医⻭⼯学共同研

究拠点を運営しています。こうした�8性に対し，忌憚のないご意見をÁ願いいたしま

す。 

 

ご意見： 

・人員の大幅な入れ替えに�してØàくYめられたと感心してÁります。 

 

・	部の教員ÐÇの�俸制が本当に§いことなのか疑問です。うまく機能しているのでし

ょうか。 
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静岡大学電子工学研究所 外部評価書 

 

ＮＨＫ放送技術研究所⻑ 

三谷 公二 委員 

評価項目 

１．本研究所のアイデンティティーについて 

 本研究所は，国áw域の学技術bDにおÊるQ点>目にZく係る光・�k学分¢

において，（１）ナノビジョン領域，極限デバイス領域，ナノマテリアル領域，生体計

測領域に関する先導的研究の展開，（２）技術移転・特許化による産業の振興への貢献，

（３）国際研究拠点の形成を研究目的としています。このような研究目的は，国立大学

法人の附置研究所として，その個性を十分に発揮し，特色のあるものとお考えでしょうか。 

（自己評価報告書 p. 3 1. 3 目標，1. 4 研究の特徴 参照） 

 

A:（ ◯ ）特色のあるものである。 

B:（   ）多少，軌道修正が必要である。 

C:（   ）方向転換を図る必要がある。 

（   ）その他 

 

ご意見： 

・１９２４年高柳健次郎先生のテレビジョン研究が開始されてから、脈々と引き継がれて

きた幅広い光・電子工学の領域に係る研究業績は他の機関にはない本研究所の大きな強み

である。 

・２»世紀は�já{XなØの電M�をGÓた技術応用が大きく[化した時代であり、そ

れに続く、２１世紀は光技術の応用展開が期待されており、本研究所が掲げる３つの目標

は時代にマッチし、本研究所の強みを発揮できる特色あるものであると考える。 
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２．研究活動について 

 本研究所では，{I} イメージングデバイス，{II} 極限デバイス，{III} 発光材料・光源，

{IV} エネルギー変換材料・エネルギー変換デバイス，{V} 強誘電体，強磁性体，固体

電解質等の機能性材料，{VI} 生体計測・生物物理学，{VII} 基礎・基盤技術 に関する

研究を遂行しています。採択基準の高いジャーナル誌への原著論文は年平均 198 編，教

員 1 名あたり 5.8 編発表しています。本研究所で遂行している研究活動とその成果は，

量と質の両面から見て十分なものでしょうか。 

（自己評価資料集 教員研究概要(2 ページ)，教員活動概要( 0 ページ以内)） 

 

A:（ ◯ ）ほぼ満足のいくものである。 

B:（   ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）その他 

 

ご意見： 

・多数の論文発表á外部受賞・表彰など本評価期間の研究活動は量と質ともに十分なもの

と思う。研究者によって多少ばらつきは見られるが、研究進捗上、なかなか成果が表れに

くいフェーズにあったり、また、基礎的な研究では成果が表れるまでにK間を要するもの

もあるので、ある程度⻑期的な視点で⾒ていく必要がある。 

・一方、論文数などを;慮すると��申請、取得数は全体として少ないように感じられ、

一部の研究者に集中しているように見受けられる。１．の研究¡的（½）を進めていくう

えで幅広い分野での活性化を期待したい。 

・また、¡�をイメージングデバイスの_界的拠点と設定し、各部門の位置づけを明確に

するとともに、部門間で連携された取り組みも研究活動をさらに活性化しているものと思

われる。 
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３．大型プロジェクト，科研費などの外部資金の獲得について 

 �研究所は 2013年に文部科学省 共同利用・共同研究拠点「イメージングデバイス研

究拠点」に認定され，その後，2016 年に「⽣体医⻭⼯学共同研究拠点」として新たに

スタートし，全国的な拠点として画像科学の研究をリードするとともに，以下の大型プ

ロジェクトにAuされ，研究��を推進して来ました。①地域イノベーション戦略支援

プログラム『「先端光・電子技術｣と｢ものづくり基盤技術｣の融合にãるライフフォトニ

クスイノベーション』事業（2012〜2016年度），②地域資源等を活用した産学連携にã

る国際科学イノベーション拠点整備事業「光創起イノベーション研究拠点」，③革新的

イノベーション創Xプログラム（COI STREAM）「精神的価値が成⻑する感性イノベー

ション拠点」ïテライト拠点（COI-S）（2013〜2021 年度），④地域イノベーション・

エコシステム形成プログラム「光の尖端都市「浜松」が創成するメディカルフォトニク

スの新技術」（2016〜2020 年度）。Ìれらプロジェクトと科学研究費補助金等を合わせ

て，2012年度〜2018 年度前�の実績で外部資金 総額 30.8億円を獲得しています。Ì

のãÃな実績はP�なものとÅ;ÄでしâÃÆ。 

（自己評価報告書 p. 28 2. 6 科学研究費補助金，2. 7 外部資金，2. 9 共同利用・共

同研究拠点，2.  � プロジェクト 参照)） 

 

A:（ º ）ほぼ満足のいくものである。 

B:（   ）一層の努力が�¦である。 

C:（   ）大きく改善する�¦がある。 

（   ）そのn 

 

ご意見： 

・科研費など外部資金の獲得は、前回の評価時の実績を大きく上回っている。また、評価

期間（½»¼½年Æら½»¼８年）、ほぼ�定した額の外部資金を得ている。Ìれは�研究

所の研究実績が外部に認æられ、信頼を得ている結果であると思われる。 

・文科省のプロジェクトも複数獲得し、光技術を中心として地域産業の活`�に=-して

いる。 
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４．教育活動について 

 研究所教員は主に大学院教育に従事して研究指導を行い，2012年度〜201f 年度前半

までの間に f0名の学生に博士号を取得させました。¯EEEやOSA 等の学会主催の国際

会(や学R講演会における学生の受賞は 171件にも達しています。2013年 4 月の組織

改組後は，学部教育にも研究所以外の教員と同等に携わることになり，学部生と修士課

程学生の受け入れ人数は 6年間で倍増し，研究所の教員が行っているg導的研究を学生

教育によりZく還元できるp制が整いました。201f 年 4 月に，「光の尖端都市 浜松」

を担う人材の育成を目指して浜松医科大学と共に設立した光医工学共同専8では，静岡

大学の専任教員８名中７名が�I工学研究所の教員でÁり，中e的な役割を担っていま

す。本研究所の果たす教育上の役割は，P分なものとお;えでしâうか。 

（自己評価報告書 p. 35 ３．教育活動 参照） 

 

A:（ º ）ほぼ満足のいくものでÁる。 

B:（   ）一層の努力が�¦でÁる。 

C:（   ）大きく改xする�¦がÁる。 

（   ）その他 

 

ご意見： 

・教育活動においては、学部生、修士課程への受け入れ人数を½»¼½年から½»¼８年

まで順調に増加させるなど、学部から修士、博士課程まで一�した取り組みは評価できる。

また、国際交流やＭＭＦなどの取組みは国際的な�R者の人材育成に大きく=-するもの

でÁり、今後も継続して取り組èでいただきたい。 

・さらに光医工学共同専8の取組みではw�企業や医学系大学との人的・�R的交流を通

して新規研究分野の立ち上げと人材育成に貴研究所が大きく=-していると;える。 

・博士学位取得者の内訳で日本人研究者の数が減少しているように見受けられる。教育活

動を通して将来の本研究所を支える人材の育成にもÔなげてほしい。 
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５．産業界および他研究機関との連携，社会貢献について 

 
2012年度〜2018 �度前半までの実績で，総計 280 件以上の共同研究・受託研究を<

い，産業界その他外部機関との連携に努めています。また，大学発ベンチャー企業 4 社

を設立し 8K フルスペックイメージセンサや CdTe 放射線イメージャー�を製品化した

り，企業と共同で NIRS を医療機器として実用化したりしています。加えて，市⺠が参

加するテクノフェスタ in浜松，応用物理学会にÅける「リフレッシュ理科教室」や「浜

松市⺠アカデミー」などを通じて，研究の最先端の成果を若手研究者，小中学校の先d

やd徒，一般の�¶にわかりやすく解説するイベントを�催しています。研究成果の社

会への還元や連携にP�な努²がなされていると考えられるでしょうか。 

（自己評価報告書 p. 30 2. 7 外部資金，p. 36 4. 1 産業界・地域への貢献，4. 2 社

会教育への貢献 参照） 

 

A:（ ◯ ）ほぼ満足のいくものでÁる。 

B:（   ）一|の努²が�¦でÁる。 

C:（   ）大きく改善する�¦がÁる。 

（   ）その他 

 

ご意見： 

・評価期間にÅける共同研究や受託研究の受け入れ件数はほぼ��してÅり、外部機関と

の連携を着実に推進している。また、大学発のベンチャー企業が大きな成果を挙げている

ことも評価できる。 

・講演会やw�イベントに参加して研究成果の社会還元に努めている。 
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６．国際交流について 

 本研究所では，外国人客員教授籍を 1ポスト分確保しており，毎年のべ人数として 3

〜4名招聘しています。また，海外研究機関に所属する著名な研究者 35 名をHonorable 

guest professor（Hµ»）として迎え，共同研究を推進しています。2012年度〜201f 年

度前半までの実績で，25 か国の研究機関と 65件の国際共同研究を実施しています。加

えて，i2 名の外国人博士研究員を受け入れています。さらに，ヨーロッパやアジア協

定大学との合同国際会議開催などの国際交流に努めています。このような国際交流に対

する努²は十分なものといえるでしょうか。 

（自己評価報告書 p. 40 ５．国際交流 参照） 

 

A:（ ◯ ）ほぼ満足のいくものである。 

B:（   ）一層の努²が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）Ñのn 

 

ご意見： 

・国際会議やシンポジウムの主催や運営への参画、また、外国人研究者の受け入れや共同

研究などを{して国際交流に積極的に取り組んでいる。 
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７．情報発信・広報について 

 本研究所ではインターネットやパンフレット・ダイジェストの発行などを通して広報

に努めています。また，高柳健次郎記念国際シンポジウムを毎年主催し研究成果を発信

しています。加えて、創造科学技術大学院の主要メンバーとして，中東欧の 15 大学が

参加する国際会議インターアカデミアを毎年開催し，インドネシア大学と国際会議

ICNEREを隔年で開催し，国内外に7Êた情報発信に努めています。Îらに、⺠間企業

（浜松ホトöクス等）とは定期的な研究交流会を通じて，g端技術情報の共有と人的交

流を]Óています。Ñのn，各教員が外部資金の研究r表者として主催したり、学会の

主要メンバーとして開催する国際会議・ワークショップも多数あります。活動の状況は，

2012年度〜201f 年度前半までの間に 133 件の新聞記事や 25件の雑誌記事で報じられ

ています。Ìのãうな当研究所の情報発信や広報の取り組みは，十分なものとお考えで

しâうか。 

（自己評価報告書 p. 9 1. 13 出版・広報活動，p.38  4.1 産業界・地域への貢献,  

p. 4� 5. 1 国際会議の開催 参照） 

 

A:（   ）ほぼ満足のいくものである。  

B:（ ◯ ）一層の努²が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）Ñのn 

 

ご意見： 

・報道発表等に関しては業界紙から一�紙、また専門雑誌などで�広く本研究所の成果が

取り上げられており広報活動としての一定の成果を挙げられている。 

・一方で、パンフレットや研究ダイジェストなどの発行や、シンポジウム開催などの取組

みは、発行部数や頻度、またイベントなどÝの参加者数などの情報があるとÑの効果が見

える(で評価できる。 

・Îらに情報発信・広報活動におÊる評価期間におÊる新しい取り組みや8夫も評価報�

書に記�すると取り組みÝの評価が高まるものと思う。 
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８．研究所の将来構想について 

 研究所教員の学部・修士課程・博士課程教育への寄与を高め，また人員の入れ替えを

スムーズに行うために，教員の所属組織と教育組織を分離して，教員の所属を「学術院」

にxく組織改革を大学全体で行いました。ライフサイë�スやùイオ材料を含む学B的

な領域にも研究分野を拡大することを目指し研究所教員の約3分の 1 を入れ替えました。

テニュアトラックからの昇格者 6 名を構成員に加え，教員の 26％に�俸制を適用して

人事の活性化を図りました。また，近隣大学や企業との連携をZめ研究プロジェクトや

教育プログラムを実施し，他⼤学の研究所とネットワークを組んで⽣体医⻭⼯学共同研

究拠点を運営しています。こうした�7性に対し，忌憚のないご意見をÅ願いいたしま

す。 

 

ご意見： 

・本研究所の!ßは5・�I8学領域にÅÊるg進的な研究でÁり、ÎらにÑの!ßをd

かして½¼_�に相応しい新たな分野の研究に取り組èでいくことは、本来の!ßをÎら

に伸ばす上でも非常にQ¦でÁる。F学連携や共同研究拠点の運用を{して本研究所の研

究成果が�9い分野に活用Îれることを期qする。 

・�術�}が急速に進ß、中・短期的な成果を求められることが多くなる中で、今後とも

若手研究者がしっかりとした基礎的な研究を推進できる環境を作っていただきたい。 
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静岡大学電子工学研究所 外部評価書 

 

東京医科⻭科⼤学⽣体材料⼯学研究所⻑ 

宮原 裕二 委員  

 

評価項目 

１．本研究所のアイデンティティーについて 

 �研究所は，国ß地域の�学技術]CにおけるN点;目にVÆ係る光・�h�学分野

において，（１）ナノビジョン領域，極限デバイス領域，ナノマテリアル領域，生体計

測領域に関する先導的研究の展開，（２）技術移転・特許化による産業の振興への貢献，

（３）国際研究拠点の形成を研究目的としています。このような研究目的は，国立大学

法人の附置研究所として，その個性を十分に発揮し，特色のあるものとお考えでしょうか。 

（自己評価報告書 p. 3 1. 3 目標，1. 4 研究の特徴 参照） 

 

A:（ ○ ）特色のあるものである。 

B:（   ）多少，軌道修正が必要である。 

C:（   ）方向転換を図る必要がある。 

（   ）そのk 

 

ご意見： 

イメージングデバイスに特化しており、研究実績、知名度ともにわが国のこの分野の最先

端をけん引している研究所である。この地域の産業と密接に協力関係を構築し、光計測技

術とともに電子工学研究所の大きな特徴となっている。 
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２．研究活動について 

 本研究所では，{I} イメージングデバイス，{II} 極限デバイス，{III} 発光材料・光源，

{IV} エネルギー変換材料・エネルギー変換デバイス，{V} 強誘電体，強磁性体，固体

電解質等の機能性材料，{VI} 生体計測・生物物理学，{VII} 基礎・基盤技術 に関する

研究を遂行しています。採択基準の高いジャーナル誌への原著論文は年平均 198 編，教

員 1 名あたり 5.8 編発表しています。本研究所で遂行している研究活動とその成果は，

量と質の両面から見て十分なものでしょうか。 

（自己評価資料集 教員研究概要(2 ページ)，教員活動概要( 0 ページ以内)） 

 

A:（ ○ ）ほぼ満足のいくものである。 

B:（   ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）その他 

 

ご意見： 

教員 1 名あたり年平均 5.8 編の原著論文を執筆しており、論文執筆の activity は高い。ポス

ドク研究者含めて実際に執筆した研究者を⺟数とした数値も出していただけると参考にな

る。IF の高い雑誌に掲載されており、質の高い研究を数多く行っている。Nature, Science

系列の雑誌に積極的に投稿してはいかがかと思う。 
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３．大型プロジェクト，科研費などの外部資金の獲得について 

 �研究RÙ 2013 年に文部科学省 共同利用・共同研究拠点「イメージングデバイス研

究拠点」に認定され，その後，2016 年に「⽣体医⻭⼯学共同研究拠点」として新たに

スタートし，全国的な拠点として画像科学の研究をリードするとともに，以下の大型プ

ロジェクトに?pされ，研究��を推進して来ました。①地域イノベーション戦略支援

プログラム『「先端光・電子技術｣と｢ものづくり基盤技術｣の融合にáるライフフォトニ

クスイノベーション』事業（2012〜2016 年�），②地域資源等を活用したE学連携にá

る国際科学イノベーション拠点整備事業「光創起イノベーション研究拠点」，③革新的

イノベーション創\プログラム（COI STREAM）「精神的価値が成⻑する感性イノベー

ション拠点」êテライト拠点（COI-S）（2013〜2021 年�），④地域イノベーション・

エコシステム形成プログラム「光の尖端都市「浜松」が創成するメディカルフォトニク

スの新技術」（2016〜2020 年�）。これâプロジェクトと科学研究費補助金等を合わせ

て，2012年度〜2018 年�前半のK`で外部資金 総額 30.8 億円を獲得しています。こ

のáうなK`ÙM�なものとÂ8ÁでしàうÃ。 

（自己評価報告書 p. 28 2. 6 科学研究費補助金，2. 7 外部資金，2. 9 共同利用・共

同研究拠点，2.  � プロジェクト 参照)） 

 

A:（   ）ÛÜ�jのいくものである。 

B:（ 〇 ）�fの~©が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）そのk 

 

ご意見： 

外部研究費を積極的に取得している。科研費若手研究の件数が少ない。助教の数が少ない

ことも原因であろうが、テニュアトラðク、ポスドクなどの若手研究者の科研費取得を増

やす必要がある。 

運営費の減少が続いているので大型の研究費獲得をさâに�指してÛしい。 
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４．教育活動について 

 研究所教員は主に大学院教育に従事して研究指導を行い，2012年度〜201b 年�前半

までの間に b0 名の学生に博士号を取得させました。¬EEE や OSA 等の学会主催の国際

会)や学O講演会にÂける学生の受賞は 171 件にÞ達しています。2013 年 4 月の組織

改組:は，学部教育にÞ研究所以外の教員と同等に携わることになり，学部生と修士課

程学生の受け入れ人数は 6 年間で倍増し，研究所の教員が行っているc導的研究を学生

教育によりVく還元できるm制が整いました。201b 年 4 月に，「光の尖端都市 浜松」

を担う人材の育成を目指して浜松医科大学と共に設立した光医工学共同専=では，静岡

大学の専任教員８名中７名が}F工学研究所の教員であり，中i的な役割を担っていま

す。本研究所の果たす教育dの役割は，M�なÞのとÂ8ÁでしàうÃ。 

（自己評価報告書 p. 35 ３．教育活動 参照） 

 

A:（ ¹ ）ÛÜ�jのいくÞのである。 

B:（   ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）その他 

 

ご意見： 

修士課程の学生が増加してÂり¯大学院教育をしっÃり行っている。 

学部教育を一部行うことはいいと思うが¯その割合が大きくなりすぎると研究者にとって

大きな負担になる。学部教育の負担のため研究力が低下することが懸念される。 

附置研究所の研究成果を最大化するように学部教育の負担割合を最適化することが望まし

い。 
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５．産業界および他研究機関との連携，社会貢献について 

 
2012年度〜2018 ��前半までの実績で，総計 280 件以上の共同研究・受託研究を9

い，産業界その他外部機関との連携に努めています。また，大学発ベンチャー企業 4 社

を設立し 8K フルスペックイメージセンサや CdTe 放射線イメージャー�を製品化した

り，企業と共同で NIRS を医療機器として実用化したりしています。加えて，市⺠が参

加するテクノフェスタ in 浜松，応用物理学会にÂÇる「リフ�ッëü理科教室」や「浜

松市⺠アカデミー」などを通じて，研究の>cqの成果を若手研究者，小中学校のc生

や生徒，一般の�々にçÃりやすく�説するイベントを�催しています。研究成果の社

会への還元や連携にM�な努力がなÊåていると8えâåるでしàÀÃ。 

（自己評価報告書 p. 30 2. 7 外部資金，p. 36 4. 1 産業界・地域への貢献，4. 2 社

会教育への貢献 参照） 

 

A:（ ○ ）ほぼ満足のいくものである。 

B:（   ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）その他 

 

ご意見： 

地域の産業と密接に協力して、この地域の産業活性化に大きな貢献をしている。学生の教

育のみでなく共同研究を通して実用化を�指した研究を9Ðている|Ù��すべきであ

る。 
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６．国際交流について 

 本研究所では，外国人客員教授籍を 1 ポスト分確保しており，毎年のべ人数として 3

〜4 名招聘しています。まÏ，海外研究機関に所属する著名な研究者 35 名を Honorable 

guest professor（H¹¾）として迎え，共同研究を推進しています。2012年度〜201b 年

度前半までの実績で，25 Ã国の研究機関と 65 件の国際共同研究を実施しています。加

えて，g2 名の外国人博士研究員を受け入れています。さらに，ヨーロッパやアジア協

定大学との合同国際会議開催などの国際交流に努めています。このような国際交流に対

する努力はM分なものといえるでしàうÃ。 

（自己評価報告書 p. 40 ５．国際交流 参照） 

 

A:（ ○ ）ほぼ満足のいくものである。 

B:（   ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）Îのk 

 

ご意見： 

研究者同士の個人対個人の共同研究に加えて組織対組織の共同研究¯学_交流を9Ðてい

る。外国人博士研究員の受け入れなど国際連携の推進に努力している。まÏ 2 名の外国人

教員を雇用している|は��すべきである。 
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７．情報発信・広報について 

 本研究所ではインターネットやパンフレット・ダイジェストの発行などを通して広報

に努めています。また，高柳健次郎記念国際シンúジウムを毎年主催し研究\を発信

しています。加えて、創造科学技術大学院の主要メンバーとして，中東欧の 15 大学が

参加する国際会議インターアカデミアを毎年�催し，インドネシア大学と国際会議

ICNERE を隔年で�催し，国内外に4Çた情報発信に努めています。Êらに、⺠間企業

（浜松ホトニクス�）とは定期的な研究交流会を通じて，cq技術情報の共有と人的交

流をXっています。Îのk，各教員が外部資金の研究代表者として主催したり、学会の

主要メンバーとして�催する国際会議・ワークショッöも多数あります。活動の状況は，

2012年度〜201b 年�前半までの間に 133 件の新聞記事や 25 件のDG記事で報じられ

ています。このáうな当研究所の情報発信や広報の取り組みは，M�なものとÂ8えで

しàうÃ。 

（自己評価報告書 p. 9 1. 13 出版・広報活動，p.38  4.1 産業界・地域への貢献,  

p. 4� 5. 1 国際会議の開催 参照） 

 

A:（   ）ほぼ満足のいくものである。  

B:（ ○ ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）Îのk 

 

ご意見： 

イメージンïデバイス、3*i技術で�x的な��を7uし、高いレベルの研究を行って

いることをもっと世の中にアピールしても良いと思う。 
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８．研究所の将来構想について 

 研究所教員の学部・修士課程・博士課程教育への寄与を高め，また人員の入れ替えを

スムーズに行うために，教員の所属組織と教育組織を分離して，教員の所属を「学術院」

にtÆ組織改革を大学全体で行いました。ライフサイì�スやøイオ材料を含む学A的

な領域にも研究分野を拡大することを目指し研究所教員の約3 分の 1 を入れ替えました。

テニュアトラックからの昇格者 6 名を構成員に加え，教員の 26％に�俸制を適用して

人事の活性化を図りました。また，近隣大学や企業との連携をVめ研究プロジェクトや

教育プログラムをK施し，他⼤学の研究所とネットワークを組んで⽣体医⻭⼯学共同研

究拠点を運営しています。こうした�4性に対し，忌憚のないご意見をÂ願いいたしま

す。 

 

ご意見： 

人員の入れ替えを行い¯組織改革を行い¯研究分野の拡大を目指している点Ù評価できる。 

教員Ä短期的な成果だけにとらわれず、チャレンジングな課題に挑戦できるように中⻑期

的な観点で評価するシステムを構uして頂きたい。 
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静岡大学電子工学研究所 外部評価書 

 

浜松医科大学 理事・副学⻑ 

山本 清二 委員  

 

評価項目 

１．本研究所のアイデンティティーについて 

 本研究所は，国äz域の科学技術fHにおÌるR点B目に]く/る<・�q科学分野

において，（１）ナノビジョン領域，極限デバイス領域，ナノマテリアル領域，生体計

測領域に関する先導的研究の展開，（２）技術移転・特許化による産業の振興への貢献，

（３）国際研究拠点の形成を研究目的としています。このような研究目的は，国立大学

法人の附置研究所として，その個性を十分に発揮し，特色のあるものとお考えでしょうか。 

（自己評価報告書 p. 3 1. 3 目標，1. 4 研究の特徴 参照） 

 

A:（ ○ ）特色のあるものである。 

B:（   ）多少，軌道修正が必要である。 

C:（   ）方向転換を図る必要がある。 

（   ）そのt 

 

ご意見： 

世界的なイメージングデバイスの拠点としての立ち位置を明確にしている点が評価でき

る。 

歴史的なことを背景にした研究所は、イメージングデバイスの拠点としての多くの成果を

挙げており、個性豊な特色ある研究所になっている。 

また、研究所の強み・特色ある分野をより一層強化し伸ばそうとしている姿勢も評価でき

る。 
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２．研究活動について 

 本研究所では，{I} イメージングデバイス，{II} 極限デバイス，{III} 発光材料・光源，

{IV} エネルギー変換材料・エネルギー変換デバイス，{V} 強誘電体，強磁性体，固体

電解質等の機能性材料，{VI} 生体計測・生物物理学，{VII} 基礎・基盤技術 に関する

研究を遂行しています。採択基準の高いジャーナル誌への原著論文は年平均 198 編，教

員 1 名あたり 5.8 編発表しています。本研究所で遂行している研究活動とその成果は，

量と質の両面から見て十分なものでしょうか。 

（自己評価資料集 教員研究概要(2 ページ)，教員活動概要( 0 ページ以内)） 

 

A:（ ○ ）ほぼ満足のいくものである。 

B:（   ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）その他 

 

ご意見： 

教員一人あたりの論文発表が 5.8 編／年は高く評価できる。 

特許（出願、所得）件数は前回の外部評価期間と比較すると増加しているものの、出願件

数が減少傾向（右肩下がり）にあること、若手研究者の特許の伸びが少ないのではないか

と心配される。 

 

53



３．大型プロジェクト，科研費などの外部資金の獲得について 

 ¡研究Wは 2013年に文部科学省 共同利用・共同研究拠点「イメージングデバイス研

究拠点」に認定され，その後，2016 年に「⽣体医⻭⼯学共同研究拠点」として新たに

スタートし，全国的な拠点として画像科学の研究をリードするとともに，以下の大型プ

ロジェクトにEyされ，研究��を推進して来ました。①地域イノベーション戦略支援

プログラム『「先端光・電子技術｣と｢ものづくり基盤技術｣の融合によるライフフォトニ

クスイノベーション』事業（2012〜2016年度），②地域資源等を活用したJ学連携によ

る国際科学イノベーション拠点整備事業「光創起イノベーション研究拠点」，③革新的

イノベーション創出プログラム（COI STREAM）「精神的価値が成⻑する感性イノベー

ション拠点」ëテライト拠点（COI-S）（2013〜2021 年度），④地域イノベーション・

エコシステム形成プログラム「光の尖端都市「浜松」が創成するメディカルフォトニク

スの新技術」（2016〜2020 年度）。これらプロジェクトと科学研究費補助金等を合わせ

て，2012年度〜2018 年度前半の実績で外部資金 総額 30.8億円を獲得しています。こ

のような実績は十分なものとお考えでしょうか。 

（自己評価報告書 p. 28 2. 6 科学研究費補助金，2. 7 外部資金，2. 9 共同利用・共

同研究拠点，2.  � プロジェクト 参照)） 

 

A:（ ¿ ）ßà¢sのいくものである。 

B:（   ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）そのt 

 

ご意見： 

大型科研費（基盤 S、基盤 A）および若手研究のEy、国の大型プロジェクトも

獲得しており、�できる。 

科研費のEy率の記載がなかÕたので判断できない部分もあるが、（たとえX額

であÕても）若手研究者・*�が自らの�想で取り組める研究費の取得状況がや

や不十分ではないかと懸念される。 
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４．教育活動について 

 研究所教員は主に大学院教育に従事して研究指導を行い，2012年度〜2018 年度前半

までの間に 80名の学生に博士号を取得させました。´EEEやOSA 等の学会主催の国際

会!や学T講演会にÇける学生の受賞は 171 3にも達しています。2013年 4 月の組織

改組5は，学部教育にも研究所以外の教員と同等に携わることになり，学部生と修士課

程学生の受け入れ人数は 6年間で倍増し，研究所の教員が行っているk導的研究を学生

教育により]く還元できる体制が整いました。2018 年 4 月に，「光の尖端都市 �Y」

を担う人材の育成を目指して�Y医�大学と共に設立した光医工学共同専9では，静岡

大学の専任教員８名中７名が�子工学研究所の教員であり，中e的な役割を担っていま

す。本研究所の果たす教育bの役割は，Q�なものとÇ?ÆでしåうÈ。 

（自己評価報告書 p. 35 ３．教育活動 参照） 

 

A:（ ¿ ）ßà¢sのいくものである。 

B:（   ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）その他 

 

ご意見： 

学部教育に�わっている�は、íフォートを割く必要があり、時間的にも大変だ

と思うが若手人材育成ÞのA4という�で�できる。しÈし、これにíフォー

トを割いた結果、研究所の本来の目的である「研究推進」が支障をきたすことの

ないよう全学的な配慮が必要と思われる。 
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５．産業界および他研究機関との連携，社会貢献について 

 
2012年度〜2018 �度前半までの実績で，総計 280件以上の共同研究・受託研究を@

い，産業界その他外部機関との連携に努めています。また，大学発ベンチャー企業 4 社

を設立し 8K フルスペックイメージセンサや CdTe 放射線イメージャー�を製品化した

り，企業と共同で NIRS を�療機器として実用化したりしています。加えて，市⺠が参

加するテクノフェスタ in浜松，応用物理学会にÇÌる「リフ�ッìü理科教室」や「浜

松市⺠アカデミー」などを通じて，研究の最先端の成果を若手研究者，小中学校の先i

やi徒，一般の�々にわかりやすく解説するイベントを開催しています。研究成果の社

会への還元や連携にQ�な努力がなされていると?えられるでしょうか。 

（自己評価報告書 p. 30 2. 7 外部資金，p. 36 4. 1 産業界・地域への貢献，4. 2 社

会教育への貢献 参照） 

 

A:（ ○ ）ほぼ満足のいくものである。 

B:（   ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）その他 

 

ご意見： 

大学発ベンチャーを通して実用化・製品化を進めている点Ü�できる。 

電子工学研究Wがプロジェクトの中で中e的役割をÜたし、D内外の他機関と連

携して大型プロジェクトを獲得している点もすばらしく、引き続き研究の主導的

役割を果たしていただきたい。 

また社会貢献の一環として、小中学iに研究内¨を知ってもらうためのイベント

も開催されてÇり、若者の「理系離れ」から「理系への+味を拡大する」取組と

して�できる。 
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６．国際交流について 

 本研究所では，外国人客員教授籍を 1ポスト分確保しており，毎年のべ人数として 3

〜4名招聘しています。まÓ，海外研究機関に所属する著名な研究者 35 名をHonorable 

guest professor（H´º）として迎え，共同研究を推進しています。2012年度〜201j 年

度前半までの実績で，25 È国の研究機関と 65 3の国際共同研究を実Iしています。加

えて，92 名の外国人博士研究員を受け入れています。さらに，ヨーロッパやアジア協

定大学との合同国際会議開催などの国際交流に努めています。ÎのæÅな国際交流に対

する努力はQ分なものといえるでしåÅÈ。 

（自己評価報告書 p. 40 ５．国際交流 参照） 

 

A:（ ○ ）ほぼ満足のいくものである。 

B:（   ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）Òのt 

 

ご意見： 

79％の博士研究員が外国人であり¶海外Èらの�もCく¶国際交流におおいに

貢献している。逆に国内の博士研究員の減少傾向が気になる�である。 

国際共同研究 65 3¶25 の相手国があり¶堅実な国際交流が行われている。さら

に¶外国人客員教授も毎年のべ 3−4人受け入れている�も�できる。 
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７．情報発信・広報について 

 本研究所ではインターネットやパンフレット・ダイジェストの発行などを通して広報

に努めています。また，高柳健次郎記念国際シンポジウムを毎年主催し研究e�を発信

しています。加えて、創造科学技術大学院の主要メンバーとして，中東欧の 15 大学が

参加する国際会議インターアカデミアを毎年�催し，インドネシア大学と国際会議

ICNEREを隔年で�催し，国内外に向けた情報発信に努めています。さらに、⺠間企業

（浜松ホトôクス�）とは定期的な研究交流会を通Ùて，k端技術情報の共有と人的交

流を_Õています。Òのt，各教員が外部資金の研究代表者として主催したり、学会の

主要メンバーとして�催する国際会議・ワークショッ÷も多数あります。活動の状況は，

2012年度〜201j 年度前半までの間に 133件の新聞記Kや 25 件の雑誌記Kで報Ùられ

ています。ÎのæÅな当研究所の情報発信や広報の取り組みは，十分なものとお考えで

しåÅÈ。 

（自己評価報告書 p. 9 1. 13 出版・広報活動，p.38  4.1 産業界・地域への貢献,  

p. 4� 5. 1 国際会議の開催 参照） 

 

A:（ ○ ）ほぼ満足のいくものである。  

B:（   ）一層の努力が必要である。 

C:（   ）大きく改善する必要がある。 

（   ）Òのt 

 

ご意見： 

HP は日本語と英語共に頻繁にアッ÷�ードされ@新の情報が発信されている。

できれば、市⺠や⼩中学⽣向けのアトラクティヴな説明のページがあると良いの

ではないÈと思われる。 

新聞報道も頻繁になされているæÅだが、若干ではあるが全国紙での報道がXな

いのが残念である。 

 

58



８．研究所の将来構想について 

 研究所教員の学部・修士課程・博士課程教育への寄与を高め，また人員の入れ替えを

スムーズに行うために，教員の所属組織と教育組織を分離して，教員の所属を「学術院」

に{く組織改革を大学全体で行いました。ライフサイíンスやùイオ材料を含む学F的

な領域にも研究分野を拡大することを目指し研究所教員の約3分の 1 を入れ替えました。

テニュアトラックからの昇格者 6 名を構成員に加え，教員の 26％に年俸制を適用して

人事の活性化を図りました。また，近隣大学や企業との連携を]め研究プロジェクトや

教育プログラムを実施し，他⼤学の研究所とネットワークを組んで⽣体医⻭⼯学共同研

究拠点を運営しています。こうした方向性に対し，忌憚のないご意見をÇ�いいたしま

す。 

 

ご意見： 

人事や組織改革に�してÜ望ましい方向性であると評価できる。また、年棒制の

採用（特に新規採用に�して積極的に導入している点¾も評価できる。 

今後とも引き続き研究を��させ、世界のトップランナーとしての領域をますま

す尖端化するとともに、若手研究者を育成すること、未来の研究者である小中学

生にも「光・電子工学」「イüージング」に大いに+味を持ってもらえるよう活

動し、さらなる人材育成にA4していただきたい。これによって、#術だけでな

く人材も支える「世界の電子工学研究所」になるのでÜないかと 待している。 
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