
 

平成１９年度 第１１回大学院生命理工学研究科教授会議事要録 

 

日  時  平成２０年３月１９日（水）１５：３０～１９：００ 

場  所  大会議室（Ｂ２棟４２６号室） 

出 席 者  広瀬研究科長ほか３７名  

 

配布資料 

11－１ 平成２０年度授業関係について 

11－２ 学生の異動について 

11－３ 指導教員の変更について 

11－４ 研究生について 

11－５ 研究指導の委託について 

11－６ 東工大－清華大学大学院合同プログラム所属学生の履修単位の認定について 

11－７ 平成２０年３月大学院修士課程修了予定者の学位論文題目の変更について 

11－８ 平成２０年３月大学院博士課程修了予定者の学位論文題目の変更について 

11－９ 平成２０年３月大学院修士課程修了予定者の論文審査期間延長について 

11－10 平成２０年３月大学院修士課程修了の認定及び学位授与について 

11－11 平成２０年４月大学院博士後期課程進学試験合格者（案）について 

11－12 平成２０年３月大学院博士課程修了の認定及び学位授与について 

11－13 平成２０年３月大学院博士課程修了の認定及び学位授与について（学位審査等取扱要項第

22 条適用） 

11－14 論文提出による博士の申請学位の変更について 

11－15 論文提出による博士の学位授与について 

２ 東京工業大学大学院生命理工学研究科における遺伝子解析を伴わないヒト試料を用いる研究の

実施に関する申合せ（案） 

３ 各種委員会等名簿 
４ 平成２０年度専攻長等会議･教授会開催予定日 

 

◎現在員６２名、公務出張等９名、定足数２７名に対し出席者３８名で教授会成立 

◎前回議事要録（案）を承認した。 

 

議事要旨 

Ⅰ 審議事項 

１－１ 平成２０年度授業関係について 

     研究科長から、資料 11-1 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 

１－２ 学生の異動について 

     研究科長から、資料 11-2 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 

１－３ 指導教員の変更について 

     研究科長から、資料 11-3 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 

１－４ 研究生について 

     研究科長から、資料 11-4 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 

１－５ 研究指導の委託について 

     研究科長から、資料 11-5 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 

１－６ 東工大－清華大学大学院合同プログラム所属学生の履修単位の認定について 

     研究科長から、資料 11-6 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 

１－７ 平成２０年３月大学院修士課程修了予定者の学位論文題目の変更について 

     研究科長から、資料 11-7 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 

１－８ 平成２０年３月大学院博士課程修了予定者の学位論文題目の変更について 

     研究科長から、資料 11-8 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 



１－９ 平成２０年３月大学院修士課程修了予定者の論文審査期間延長について 

     研究科長から、資料 11-9 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 

１－10 平成２０年３月大学院修士課程修了の認定及び学位授与について 

     研究科長から、資料 11-10 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 

１－11 平成２０年４月大学院博士後期課程進学試験合格者（案）について 

研究科長から、資料 11-11 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 

１－12 平成２０年３月大学院博士課程修了の認定及び学位授与について 

研究科長から、現在員６２名、公務出張等９名、定足数３６名に対し出席者３８名で定足数を

満たしている旨報告があった。 

     次いで、研究科長から、資料 11-12 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承

認した。 

１－13 平成２０年３月大学院博士課程修了の認定及び学位授与について（学位審査等取扱要項第

22 条適用） 

     研究科長から、資料 11-13 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 

１－14 論文提出による博士の申請学位の変更について 

     研究科長から、資料 11-14 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 

１－15 論文提出による博士の学位授与について 

     研究科長から、資料 11-15 に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 

２ 東京工業大学大学院生命理工学研究科における遺伝子解析を伴わないヒト試料を用いる研究の実施

に関する申合せ（案）について 
研究科長から、資料２に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 

３ 教員選考委員会委員の欠員補充の選考について 
（１）分子生命科学専攻 バイオ構造化学講座 機能分子化学分野 

研究科長から、標記教員選考委員会委員及び次点者の定年に伴い欠員が生じ次点者を委員に選出

できないので、欠員補充の選考を行ないたい旨説明があり、審議の結果、これを承認し、投票の結

果、委員１名、次点１名を選出した。 
４ 教員選考について 
（１）生命情報専攻 生命情報工学講座 情報生命工学分野 教授 

研究科長から、同教員選考委員会委員長の岸本教授から選考結果の報告が提出された旨説明があ

った。次いで、同委員長から、資料に基づき黒川 顕 氏の選考経過並びに略歴・業績等について説

明があり、審議及び可否投票の結果、同氏を同分野の教授に任用することを承認した。 
（２）分子生命科学専攻 バイオダイナミクス講座 生体物性学分野 准教授 

研究科長から、同教員選考委員会委員長の一瀬教授から選考結果の報告が提出された旨説明があ

った。次いで、同委員長から、資料に基づき林 宣宏 氏の選考経過並びに略歴・業績等について説

明があり、審議及び可否投票の結果、同氏を同分野の准教授に任用することを承認した。 
（３）協力講座 

① 生物プロセス専攻 細胞生物工学講座 准教授 

研究科長から、生物プロセス専攻長の三原教授から選考依頼が提出された旨説明があった。次

いで、同専攻長から、資料に基づき廣田順二氏の選考依頼の経緯並びに略歴・業績等について説

明があり、審議及び可否投票の結果、同氏を同講座の准教授とすることを承認した。 
（４）連携講座 

①  分子生命科学専攻 広域生命科学講座 広域生命科学分野 連携教授 
研究科長から、同教員選考委員会委員長の岡田教授から選考結果の報告が提出された旨説明が

あった。次いで、同委員会委員の岸本教授から、資料に基づき落谷孝広氏の選考経過並びに略歴・

業績等について説明があり、審議及び可否投票の結果、同氏を同分野の連携教授に任用すること

を承認した。 
（５）準連携講座 

①  生体システム専攻 進化・統御学講座 生体統御学分野 
研究科長から、本準連携講座は幸島司郎氏が他大学に転出後も、同氏が研究指導を行う学生が

所定の課程を修了するまで引き続き指導教員として学生の教育・研究指導を行えるよう新たに設

置したものである旨の説明があり、審議の結果、同氏を同講座の連携教授に任用することを承認

した。 



② 生体システム専攻 情報生物学講座 バイオインフォマティクス分野 
研究科長から、本準連携講座は講座外担当教員の太田元規氏が他大学に転出後も、同氏が研究

指導を行う学生が所定の課程を修了するまで引き続き指導教員として学生の教育・研究指導を行

えるよう新たに設置したものである旨の説明があり、審議の結果、同氏を同講座の連携教授に任

用することを承認した。 
③ 生命情報専攻 生命情報科学講座 知能情報分野 

研究科長から、本準連携講座は濡木 理 氏が他大学に転出後も、同氏が研究指導を行う学生が

所定の課程を修了するまで引き続き指導教員として学生の教育・研究指導を行えるよう新たに設

置したものである旨の説明があり、審議の結果、同氏を同講座の連携教授に任用することを承認

した。 
（６）グローバル COE プログラム「生命時空間ネットワーク進化型教育研究拠点」特任助教 

研究科長から、OHP資料１に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 
５ 連携教授等（準連携講座）の継続任用について 

研究科長から、OHP資料２に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 

６ グローバル COE プログラム「生命時空間ネットワーク進化型教育研究拠点」特任助教の称号付与及

び継続雇用について 

研究科長から、OHP資料３に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 

７ ２１世紀 COE プログラム「地球：人の住む惑星ができるまで」特任助教の称号付与について 
研究科長から、OHP資料４に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 

８ 各種委員会委員について 
研究科長から、資料３に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 

９ 割愛について 
研究科長から、OHP資料５に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 

10 平成２０年度専攻長等会議･教授会開催予定日（案）について 
研究科長から、資料４に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおりこれを承認した。 

 

Ⅱ 諸 報 告 

 １ 教育研究評議会関係【第１１回２０．３．７開催】 

   北爪評議員から、次の事項の審議概要等について説明報告があった。 

（１）平成２０年度国立大学法人東京工業大学年度計画について 

（２）博士後期課程学生への経済的支援について 

（３）太陽光発電システム研究センターの設置及び規則の制定について 

（４）国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の一部改正について 

（５）大学院特別教育研究コースの設置について 

（６）東京工業大学大学院東工大・理研連携国際スクールの運営に関する申合せの一部改正について 

（７）「東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力

に基づく教育研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 

（８）「東京工業大学附置研究所における客員研究部門に準ずる学外研究機関との準客員方式に基づ

く研究の実施に関する要項」第２条に基づく承認申請について 

（９）名誉教授の称号授与について 

（10）経営協議会委員のうち学長が任命する学外有識者の委員に関する意見の聴取について 

（11）学長裁量スペース使用許可について 

（12）平成２０年度学部入学者選抜個別学力検査等について 

（13）感謝の集いについて 

（14）桜花観賞について 

（15）教育研究評議会評議員予定者について 

（16）国立大学協会通常総会について 

（17）各部局等における教員人事（専任講師以上）の報告について 

（18）教育研究に関する諸問題について 

（19）その他 

 



２ 部局長等会議関係 

研究科長から、平成１９年度第２９回及び第３０回の審議事項の概要等について説明報告があった。 

【第２９回２０．２．２２開催】  

（１）「次世代太陽光発電システム国際研究センター」の設置について 

（２）部局等の現状と問題点について 

（３）国立大学法人東京工業大学企画調整会議要項の制定について 

（４）グローバルＣＯＥプログラムの申請について 

（５）科学技術振興調整費「若手研究者育成システム改革」等の申請について 

（６）大学教育の国際化加速プログラム（海外先進教育研究実践支援）（研究実践型）の申請につい

て 

（７）学長裁量スペース使用許可について 

（８）安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンスについて 

（９）平成２０年度学部入学者選抜個別学力検査（前期日程）第１段階選抜結果について 

（10）平成１９年度研究助成等一覧(H20.2.2～H20.2.15受付分）について 

（11）第３回東工大統合研究院「ソリューション研究」国際シンポジウムの開催について 

（12）その他 

 

【第３０回２０．３．７開催】 

（１）情報系教育研究機構の設置について 

（２）「アジア・アフリカ生物多様性・バイオテクノロジー研究センター」の設置について 

（３）国立大学法人東京工業大学成果有体物取扱規則の制定について 

（４）百年記念館会議室の使用料金改定について 

（５）平成１９年度重点施策の実施状況及び平成２０年度重点方針について 

（６）部局等の現状と問題点について 

（７）東京工業大学における教育研究資金に関する不正防止計画の制定について 

（８）国際交流会館居室棟の使用料金の改定について 

（９）非常勤職員等を対象とした職員採用試験について 

（10）マイクロソフトとの包括契約によるソフトウエアの提供方法について 

（11）平成２０年度定期監査報告について 

（12）石綿等の使用の有無の調査について 

（13）平成１９年度研究助成等一覧(H20.2.16～H20.2.29受付分）について 

（14）出資法人等の監事，監査役に対する平成１８年度決算検査報告説明会について 

（15）科学研究費補助金制度に関する説明会の開催について 

（16）その他 

 

３ 本研究科関係 

（１）退職について 

研究科長から、OHP資料12に基づき報告があった。 

（２）平成２０年度大学院生命理工学研究科長･評議員･専攻長･学科長名簿について 

研究科長から、OHP資料13に基づき報告があった。 

（３）クラス担任･助言教員について 

研究科長から、OHP資料14に基づき報告があった。 

（４）平成２０年度学部入試結果について 

研究科長から、OHP資料15に基づき報告があった。 

（５）大学院生命理工学研究科の将来構想について 

研究科長から、OHP資料16に基づき説明があり、将来構想委員会で継続して審議することとした。 

 

４ その他 

（１）教材学生用カラーコピー機について 

研究科長から、Ｂ２棟９階９４０号室に教材作成等のためカラーコピー機を設置した旨報告があり、



教材作成に使用する場合は、研究科負担、学生等が研究室用に使用する場合は、各研究室負担とする旨

説明があった。 

（２）附属図書館すずかけ台分館利用説明会について 

   分館長の井上教授から、新たに研究室に所属する学部４年生、修士１年生等を対象に図書館の利用の

仕方、特に電子ジャーナルの利用方法等について説明会を開催するので、希望する研究室は連絡願いた

い旨案内があった。 

（３）第７類・新入生オリエンテーションについて 

   平成２０年度類主任の石川教授から、４月１１日(金)･１２日(土）に実施する新入生オリエンテーシ

ョンの準備状況について報告があった。 

（４）グローバルCOE 夏の学校について 

   石川教授から、７月２９日(火)･３０日(水）に実施するグローバルCOE 夏の学校の準備状況につい

て報告があった。 

（５）若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ）の採択について 

   梶原准教授から、（独）日本学術振興会の標記プログラムに申請し、「アジア・ヨーロッパ国際連携

による環境生命工学若手研究者育成プログラム」が採択されたことの報告があり、年間予算２,０００

万円で平成２０年度から５年間、同事業を実施することとなった旨説明があった。 


