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設置の趣旨等を記載した書類 
 
 

１．設置の趣旨及び必要性 

 

〔１〕設置の趣旨 

（１）大学の沿革と目的 

大阪工業大学を設置する本法人は、将来の工業技術者の育成を目指して大正 11年に
創設した関西工学専修学校に始まり、以来 80 年以上にわたり、わが国の科学技術をリ
ードする人材を輩出してきた。大阪工業大学は、戦後の学制改革によって、当時の摂

南工業専門学校を新制大学として昇格させたもので、昭和 24 年に摂南工業大学として
開学〔同年、大阪工業大学に改称〕。大学院は昭和 40 年に開設した。 
現在、3学部 15学科、3研究科 10専攻を擁する本学は、本法人の発足当時の精神を

発展的に継承し、長年にわたって培ってきた伝統と実績をベースに、変化する時代の潮

流と社会のニーズを反映した新しい科学技術を創造し、そこに生じるアイデア、ノウハ

ウを守り育て、社会に役立てるため、科学技術イノベーションと知的創造サイクルを推

進する人材の育成を目指している。 

 

（２）設置の骨子 

資源を持たない産業立国として、わが国の経済あるいは産業の活性化のために急務と

されているのは、科学技術分野から新たな技術や知見を発見し創り出すこと、そしてそ

れらを戦略的に保護・活用し、新しいビジネスへと発展させていくことである。本学大

学院では現在、系統こそ異なるものの深く連携・補足し合う、工学研究科、情報科学研

究科、知的財産研究科の 3 研究科を設置しており、主に、工学研究科、情報科学研究科
が前者を、知的財産研究科が後者を、それぞれ担うことができる人材を育成しており、

科学技術の未解決の問題に本質的に取り組むだけでなく、国際的な競争力を発揮できる

技術活用の側面からも、社会からの要請に応えている。 
地球環境の変化や資源枯渇が現実問題となっている今日、社会・産業界からの新しい

ニーズを背景に、より高度な技術、豊かな人間性を有する高度専門技術者を育成すると

ともに、21 世紀の活力ある産業界に積極的に寄与していくため、今般、工学研究科に「空
間デザイン学専攻」を増設する。 

 

（３）設置の目的と理由 

「空間デザイン学専攻」は、これまで既存の専攻で個々に教育・研究を行ってきた空

間デザイン学を専攻として独立させ、より効果的に教育・研究を行うことを目的として

増設するものである。 

増設の「空間デザイン学専攻」は、グローバリゼーション及び情報化等の進展に伴っ

てますます複雑化していく社会のなかで、人と自然を重視し、人間生活により密着した
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工学分野を強化・拡充して、多様化する社会のニーズに応えようとするものであり、工

学研究科は増設 1専攻と既存 8 専攻との連繋を強めることにより、工学を学び研究しよ
うとする者の幅と奥行きを拡げ、グローバルな視点から高度な技術、豊かな人間性を有

する高度専門技術者及び研究者を育成することを目標とする。なお、同専攻は博士課程

とし、これを前期 2 年の博士前期課程と後期 3年の博士後期課程に区分し、両課程を同
時に開設するものである。 

「空間デザイン学専攻」は、技術の基盤である科学と人間精神の創造的な発現である

芸術とを総合し、文化とテクノロジーの融合ならびに調和を目指した、建築・都市デザ

インならびに生活環境を構成するプロダクトデザインの各分野において、人間の生活文

化、さらには生態系や地球環境まで見据えた上で、優れた高次のデザインを創出し得る

デザイナー及び研究者の育成を目指す。 

 

（４） 設置する専攻の定員及び学位 

 

定 員 
専攻名 課程・区分 

入学定員 収容定員 
学位 

博士前期課程 10 人 20 人 修士（工学） 空間デザイン

学専攻 
博士 
課程 博士後期課程 3 人 9 人 博士（工学） 

 

 

〔２〕設置の必要性 

（１）設置の必要性 

平成 18年 4月に本学工学部は改組を行い、「空間デザイン学科」「環境工学科」「生体
医工学科」の 3 学科を増設した。「空間デザイン学科」は同年度定員 60 名、平成 19 年
度から定員 80 名に増員した。この改組においては、従来の工学を継承しながらも、時
代の要請に伴い、「人間中心への工学」といった視点から新たな 3 学科を設置し、21 世
紀における「持続可能な社会の構築」のため、環境への配慮も踏まえた取り組みを行っ

てきた。このような状況のなかで、「空間デザイン学科」においては、工学と芸術との融

合のもとで、人間中心の工学を具現化し、持続可能な社会を構築していくために必要と

される多種多様な工学領域のなかで、快適で豊かな生活環境を構築するための「デザイ

ン」領域を専門とする教育内容にもとづき、学部教育ならびに研究活動を行ってきた。 
こうしたなかで、学部・学科における教育・研究体制が整い、「空間デザイン学科」1

期生入学後、当該学科を基礎とした大学院設置に対する学生からの要望及び社会的要請

が頻繁に寄せられてきたことから、大学院設置のための検討を進めてきたところである。 
 

（２）社会的背景 

技術の進展、産業・消費構造の転換など、現代社会が急速に変化しつつある今日、改

めて科学技術の成果を問いかけたとき、「人間中心の工学」へのシフトが課題としてあげ

られる。急激に多様化・複雑化している世界情勢や社会構造を背景に、21 世紀型環境共
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生時代を志向するなかで、人間にとって豊かな生活環境を目指し、快適で魅力ある生活

空間を構築していくことはわが国の重要な問題であり、今改めて工学をベースとしたデ

ザインの力が求められている。 

今日、デザインの果たす役割はますます重視され、デザインは単なるものや空間の表

層的な造形的側面を演出するものにとどまらず、人・もの・空間の本質的な関わりを追

求し、新たな生活価値や文化価値、さらには社会価値を生み出していく重要な役割を担

っている。デザインは、そういった意味では、文化とテクノロジーを融合させ、工業製

品を主体とするプロダクト分野、生活空間を演出するインテリア、住宅から商業施設や

文化施設を内包する建築分野、さらには都市環境分野に至るまでの幅広い分野において、

一層その成果を発揮しなければならない時代にきたといえる。 

これまで建築学分野は工学技術の発展のもと一定の成果を収めたが、時代と共に複雑

化する都市空間においては新たな景観的整備が求められ、住空間においてはライフスタ

イルの変化に即応した新たなデザインが求められている。また、一方では、老齢化社会

の進展に伴い、安全でわかりやすい生活環境を構築していく上で、社会生活に密着した

ユニバーサルデザインへの取り組みが必要とされている。さらに環境・資源問題などか

らのアプローチによる新たなプロダクトデザインなど、われわれを取り巻く生活空間に

は、時代のニーズに対応した、文化的価値をもたらすデザインが求められている。 

 

（３）社会的要請への対応 

近年、アジア諸国を中心とする新興工業国の成長はめざましく、「技術立国日本」の優

位性を維持するためには、陸続としたイノベーションの発生とその普及が必要である。

技術のグローバル化は、製品の均質化をもたらし、産業界では製品の付加価値という観

点から、改めて創造性を基盤とするデザインの重要度が増している。 
一方、現在の消費者は多様な価値観を持ち、安全で機能的かつ安価なものだけでは満

足せず、製品や空間のデザイン・クオリティが選択の上での重要な判断材料となってい

る。また、複雑化する現代社会において環境問題への取り組みや、エコロジーに根ざし

た新たなライフスタイルの提案など、デザインに課せられた役割はこれまで以上に、多

くの事象の問題解決のなかで求められている。 
こうした背景のなかで、細分化されたデザインの諸領域を的確に理解し、デザインを

創出する上での様々な手法やデザインプロセスの科学的アプローチなど、デザインに必

要な豊かな発想と論理を構築し、学際的視野に立ち深くものづくりの本質に挑む人材の

育成が要請されている。 
デザインの諸ジャンルへの横断的理解のもと、デザインの本質的価値と意義を認識し、

これらの社会ニーズに応え、時代を的確に捉えた高度専門教育をより効果的に遂行する

ために、「空間デザイン学専攻」を設け、社会からの要請に応えるものである。 
 
（４）人材育成の目標 

人と自然との共生及び持続可能な社会の構築を目指して、文化とテクノロジーの両面

に調和のとれた建築・都市空間から、それらの生活環境を構成する様々なエレメントに

至るまで、建築デザイン、インテリアデザイン、プロダクトデザインの諸領域の相互の
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関連性を重視しながら、文化価値、生活価値、社会価値を生み出すためのデザインを開

発・創出することのできるデザイン技術者を育成することを目的とする。 
博士前期課程においては、教育・研究の柱として「建築都市デザイン領域」と「プロ

ダクトデザイン領域」を設ける。「建築都市デザイン領域」では、居住空間、商業空間、

公共空間などを構築する様々な建築物において優れた意匠能力を有するプランナー・設

計者や、都市空間の高度な政策や開発に従事する専門技術者を育成する。「プロダクトデ

ザイン領域」では、デザインマネジメント及びデザイン方法論に精通し、新たな文化価

値や生活価値を創出し得る高度なプロダクトデザイナーを育成する。 
博士後期課程においては、博士前期課程と同領域を設定し、デザインに関わる広い視

野と技術力をさらに磨くことにより、研究者としても卓越した見識を持つ人材を育成す

ることを目的とする。 
 
（５）修了後の進路 

①空間デザイン学専攻(博士前期課程) 

既設の工学研究科「建築学専攻」では既に建築分野の計画領域、構造領域の各教育・

研究領域において、修了後一級建築士を取得し、建設を中心とする産業界において活躍

する数多くの人材を輩出している。 
このため、修了後の進路においても、建築設計事務所、都市開発コンサルタント、住

宅メーカー、建設会社などの建設業界へ就職できる素地が十分にあるばかりでなく、修

了生の支援も得ることができる。 
修了後は、次の進路が見込まれる。 

 
○ コンサルタント職（都市開発、都市計画、景観計画） 
○ 建築設計技術者（一級建築士、意匠設計、構造設計） 
○ 建設業の技術者（一級建築士） 
○ インテリアデザイナー 
○ プロダクトデザイナー 
○ 公務員（都市計画関係、建築計画関係） 
○ 博士後期課程への進学 

 
②空間デザイン学専攻(博士後期課程) 

高度な専門領域と教育研究技能を修得させること、及び課程博士を取得させることを

目指して指導することにより、高度専門技術者や研究者としての修了後の進路を確保す

る。 
修了後は、次の進路が見込まれる。 

 
○ 大学・専門学校、研究機関における教育・研究者 
○ コンサルタント職（建築・都市計画研究所、研究センターなど） 
○ 情報・家電機器製造業の研究開発技術者・研究者 
○ 公務員（建築関係、都市計画関係） 
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２．博士課程の設置構想 

 

高度・先端的な教育・研究のための中枢機関として、また地域社会からの複雑で多岐

に亘る要請に応えるため、工学研究科に「空間デザイン学専攻（博士課程）」を増設する。 
平成 18年 4月に本学工学部の改組を行い、「空間デザイン学科」「環境工学科」「生体

医工学科」の 3 学科を増設したが、「空間デザイン学科」は増設以来の志願者増に対応す
べく、初年度定員 60 名から、開設 2 年目の平成 19 年度から定員を 80 名に増員した。
「空間デザイン学科」においては、工学と芸術との融合のもとで、人間中心の工学を具

現化し、持続可能な社会を構築していくために必要とされる多種多様な工学領域のなか

で、快適で豊かな生活環境を構築するための「デザイン」領域を専門とする教育内容に

もとづき、学部教育ならびに研究活動を行ってきた。 
こうしたなかで、学部・学科における教育・研究体制が整い、平成 21 年度には、1 年

次から 4 年次までの学生が揃い、完成年度を迎えることとなった。その間、当該学科を
基盤とした大学院設置に対する学生からの要望及び社会的要請が頻繁に寄せられてきた

ことから、大学院博士課程設置のための検討を進めてきたところである。 
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３．研究科、専攻等の名称及び学位の名称 

 

〔１〕研究科の名称 

現在、本学大学院「工学研究科」は、博士課程 8 専攻から成り、開設以来、学部・
学科の整備とともに発展してきた。学部の教育の基礎の上に学術の理論及びその応用

を教授研究し、その深奥を究めて文化の進展に寄与することを目的とし、その名称は、

本学開学以来の中心的学問領域を継承発展させるべく「工学研究科」とする。 

 
〔２〕専攻及び学位の名称 

今般、平成 18年 4 月に増設した、「工学部空間デザイン学科」における教育・研究
分野を発展させるにあたり、工学研究科に新たに増設する専攻名は「空間デザイン学

専攻」とする。 

学位の名称については、工学研究科に置かれた他の 8 専攻と同様に、空間デザイン学
専攻（博士前期課程）の学位名を「修士（工学）」に、空間デザイン学専攻（博士後期課

程）の学位名を「博士（工学）」とする。 
 

〔３〕専攻及び学位の英訳名称 

空間デザイン学専攻、学位の英訳名称は次のとおりとする。 

 
 
  空間デザイン学専攻 ： Major in Design and Architecture 
 
  修士（工学）    ： Master of Engineering 
 
  博士（工学）    ： Doctor of Engineering 
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４．教育課程の編成の考え方及び特色 

 

〔１〕教育・研究の基本方針 

①空間デザイン学専攻（博士前期課程） 

本専攻は、建築学、デザイン学等の各分野の広い基礎・専門知識及び技能を身につけ、

問題解決のために幅広い視野から統合的・組織的に問題を把握し、生活文化と深く関わ

りながら、優れたデザインを創出できるデザイン技術者を養成することを基本方針とす

る。このことを踏まえ、高度なデザインソリューションに対応できる建築・都市設計技

術、工業製品を主体とするプロダクトデザイン分野の実践技術、ならびにデザインマネ

ジメントへの理解も含めた、総合的なデザイン技術の修得を目的とした教育課程を編成

する。 

 

②空間デザイン学専攻（博士後期課程） 

本専攻は、博士前期課程における教育・研究の基本方針に基づき、養成した学生の基

礎的・専門的な知識及び技術をさらに発展し、高度で幅広い視野からデザインを創出し、

問題解決できる能力を持つデザイン技術者、学術研究者、高等教育機関教育者、デザイ

ン分野の管理指導職者等を養成することを基本方針とする。このことを踏まえ、建築学、

デザイン学ならびにそれらの関連学術分野への理解と基礎的・専門的知識の修得を基礎

に、新たな文化価値、社会価値を創出するための専門的な立場からのデザインに関わる

研究を推進し、高度なデザイン専門技術が修得できるよう指導する。 

 

〔２〕教育・研究の柱 

①空間デザイン学専攻（博士前期課程） 

本専攻の教育・研究の柱は、「建築都市デザイン領域」と「プロダクトデザイン領域」

の 2 領域からなる。各領域において履修モデルを設定し、年度当初に開催する履修ガイ
ダンスや編集・発行するシラバス等を通じて学生に提示する。 

 
（ａ）建築都市デザイン領域 

「建築学」「都市デザイン学」分野を基盤とした、建築・都市空間の開発・計画・

設計を中心に、「建築都市コース」と「インテリアコース」を設ける。 
「建築都市コース」には、建築空間の計画・設計に関する教育・研究を行う『建

築モデル』と、都市空間の開発・計画・政策に関する『都市モデル』の 2 つの履修
モデルを置き、各現場で活躍する高度専門職業人の育成を教育・研究の重要な柱と

する。「インテリアコース」には、居住空間・公共空間・商業空間などの生活空間全

般において、主として室内空間の計画・設計に関する教育・研究を行う『インテリ

アモデル』と、空間を構成する住宅設備機器や家具などの諸要素の計画・設計に関

する教育・研究を行う『インテリア・プロダクトモデル』の 2 つの履修モデルを置
き、各現場で活躍する高度専門職業人の育成を教育・研究の重要な柱とする。なお、

「インテリアコース」は、建築学分野を基盤としながらも、デザイン学分野の幅広



 8 

い知識と理解が必要であることから、「プロダクトデザイン領域」に配置されるデザ

イン学関連分野の諸科目を含めた履修モデルとする。 
 
（ｂ）プロダクトデザイン領域 

「デザイン学」分野を基盤とし、工業製品全般のデザインや、情報デザイン分

野を含むヒューマンインタフェース分野、ユニバーサルデザイン分野から成る「プ

ロダクトコース」を設ける。 
「プロダクトコース」には、プロダクト分野のデザインにおける、企画・設計・

マネジメントに関する教育・研究を行う『プロダクトモデル』と、プロダクトデ

ザインをベースに視覚伝達デザインに関わる情報デザイン分野も含めた『プロダ

クト・コミュニケーションモデル』の 2 つの履修モデルを置き、各現場で活躍す
る高度専門職業人の育成を教育・研究の重要な柱とする。 

 

②空間デザイン学専攻（博士後期課程） 

本専攻の教育・研究の柱は、「建築・都市デザイン領域」と「デザイン工学領域」の 2
領域からなる。建築・都市デザイン領域は、博士前期課程の「建築都市デザイン領域」

を基礎とし、博士後期課程においては、より高度な研究を目指す上で、都市計画学、建

築計画学、建築構造学の３つの研究分野のなかのいずれか 1 つの専門分野を専攻する。
デザイン工学領域は、デザイン学を基盤とし、博士前期課程の「プロダクトデザイン領

域」を継承・発展させたものとして、デザイン工学の研究分野を専攻する。 

 

〔３〕教育課程の編成の考え方と特色 

（１）編成方針 

①空間デザイン学専攻（博士前期課程） 
教育課程は、「基礎および学際科目」と「専門領域」に分け、「専門領域」は「建築都

市デザイン領域」と「プロダクトデザイン領域」の 2つの専門領域、及び両領域におけ
る「共通」の授業科目群に分類する。 
「基礎および学際科目」は、工学的素養を有するデザイナー及びデザイン研究者にと

って、基礎的かつ必要不可欠な授業科目である、数学、物理学、外国語等を設け、実践

的体験の機会としてインターンシップも設置する。 
「専門領域」は、建築・都市デザイン学全般の領域の専門性をより深め、高い専門性

で問題を解決できる能力を養う授業科目群を構成する、「建築都市デザイン領域」と、プ

ロダクトデザイン学及びデザイン工学全般の領域の専門性をより深め、高い専門性で問

題を解決できる能力を養う授業科目群で構成する、「プロダクトデザイン領域」を設置す

る。これら「専門領域」の各領域において、理論と演習の 2 視点を中心に、高度専門職
業人の養成を目指し、幅広い分野からの専門的知識とデザインにおける実務的技術の修

得が可能になるように配慮している。 
「共通」は、時代の最先端のデザイン全般に関するトピックスを講義し、デザイン分

野に不可欠な、時代性とデザイントレンドへの関心を高めることを意識して編成し、問

題発見の機会を設ける。また、修了研究のための、研究目的・方法・考察等の能力を養
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成するために、必修科目（『文献研究』『特別研究』）を設ける。 
履修に当たっては、「建築都市コース」「インテリアコース」「プロダクトコース」のい

ずれか 1 つのコースを選択させ、各コースに設置する 2 つの履修モデルに沿って系統的
かつ計画的に履修させる。 

 

②空間デザイン学専攻（博士後期課程） 

基礎となる博士前期課程において修得した知識や技法を、さらに発展継承することと

し、「建築都市デザイン領域」を発展させたものとして『都市計画特殊研究』『建築計画

特殊研究』『建築構造特殊研究』の 3 科目、「プロダクトデザイン領域」を発展させたも

のとして『デザイン工学特殊研究』の 1 科目を設ける。 

いずれも、博士論文の作成のために、テーマの決定、研究計画の設定と実施、調査あ

るいは実験データの解析をまとめ、学会発表や学術論文の取りまとめなどの指導を行う。 

 

（２）編成内容 

①空間デザイン学専攻（博士前期課程） 

【基礎および学際科目】 

本課程における専門科目を学ぶ上での基礎として、数値の解析やシミュレーショ

ン解析、あるいは外国文献講読に必要となる 5科目（『数値解析特論』『応用数学特
論』『応用物理学特論』『応用力学特論』『外国語特論』）及び実践的体験の機会とし

て『インターンシップ』を設ける。 

【専門領域】 
《建築都市デザイン領域》 

地域における自然環境との共生、都市・地域における種々の環境対策を地球環境

や資源循環型社会システム構築の面から配慮し、歴史的ストックを生かした個性溢

れる都市空間を構築していくうえで求められる、政策・開発・デザイン手法等を学

ぶため、『都市空間政策特論』『都市開発デザイン特論』『都市環境デザイン特論』の

3科目を設ける。 
持続可能な社会を目指し、景観にも配慮した豊かな地域文化を構築していくうえ

で求められる、居住空間、商業空間、公共空間等における様々な建築物の計画・設

計手法、及び組織的な建築設計を理解するために、『建築設計マネジメント特論』『建

築設計特別演習』『建築計画特論』『建築文化特論』の 4科目を設ける。また、建築
のエンジニアリング側面のなかで、種々の環境対策を踏まえ、音、光、熱の環境工

学的側面を学ぶ『建築環境工学特論』、建築構造学への理解と実践的な構造設計手法

を学ぶ『建築構造特論』『建築構造デザイン』の 3科目を設ける。 
これまでのフロー型社会からストック型社会への転換期のなかで、歴史的あるい

は存続可能で有効な建築資源を生かし、時代に適応した建築室内空間を企画・開発

していく際に求められる、デザイン手法を学ぶうえで、『インテリアデザイン特論』

『インテリアデザイン史特論』の 2科目を設ける。 
《プロダクトデザイン領域》 

優れたプロダクトデザインを創出するうえで、自然環境、社会環境との関わりの
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なかで求められる諸問題を発見し、様々な工業製品、クラフト製品に、文化価値・

社会価値をもたらせるための、ものづくりに求められる思想、プロダクトデザイン

における発想及び素材・造形手法、形態・機能、工業技術・伝統技術等を学ぶため

に、『プロダクトデザイン特論Ⅰ』『プロダクトデザイン特論Ⅱ』の 2 科目を設ける。 
工業製品を主体とする製品のマネジメント技術、商品開発のためのマーケティン

グ、発想・企画・設計・試作品・完成までのデザインフローにおける方法論、ユニ

バーサルデザイン・ユーザビリティなど、企業における一連のデザイン・ストラテ

ジーを学ぶために、『製品マネジメント特論』『マーケティング特論』『デザイン方法

特論』『デザインビジネス特論』『生活環境デザイン特論』『デザイン表現特論』『情

報デザイン特論』『比較文化特論』の 8科目を設ける。 
自らのデザインスキルを高めるために、『デザイン特別演習』『造形特別演習』の 2

科目を設け、広くデザインジャンルの垣根を越えた演習科目を行う。 
 

《共通》 

デザインに関わるトピックスを講義することにより、デザインの最前線に対する

視野を拡げることを目的として『特別講義Ⅰ』『特別講義Ⅱ』を設けるほか、デザイ

ンに関する問題点を見いだし、研究の目的と背景及び研究の方法を理解し、解決す

る能力を養うことを目的として『文献研究』『特別研究』の 2科目を設ける。 
『文献研究』では、それぞれの領域で問題となっているテーマを数個特定して、

グループで文献探索・文献講読を行う。さらに、議論を徹底して行い解決策を探る

とともに、解決のための今後の課題点を見出して、『特別研究』のテーマに役立てる

こととする。『特別研究』では、指導教員が院生の興味や資質を総合的に判断して研

究テーマを与え指導する。 
 
②空間デザイン学専攻（博士後期課程） 

基礎となる博士前期課程において修得した知識や技法を、さらに発展継承することと

し、「建築都市デザイン領域」を発展させたものとして『都市計画特殊研究』『建築計画

特殊研究』『建築構造特殊研究』の 3 科目、「プロダクトデザイン領域」を発展させたも

のとして『デザイン工学特殊研究』の 1 科目を設ける。 
いずれも、博士論文の作成のために、テーマの決定、研究計画の設定と実施、調査あ

るいは実験データの解析をまとめ、学会発表や学術論文の取りまとめなどの指導を行う。 
『都市計画特殊研究』では、都市計画研究における目的と背景ならびに方法論を教授

し、都市空間政策、都市開発デザイン、都市環境デザイン等の各分野に関わる研究を行

う。 

『建築計画特殊研究』では、建築計画の視点から、空間を分析・考察するための技術

と方法論について教授し、建築計画における問題を把握し研究を行う。 

『建築構造特殊研究』では、最新の建築材料・構造工学を実践的に考究し、実験・解

析を通して研究を行う。 

『デザイン工学特殊研究』では、文化とテクノロジーを統合するデザイン領域におい

て、研究の背景を理解しつつ目的を定め、実験・調査に基づく方法論を見極め、高度な
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デザイン理論に関わる研究を行う。 

 

〔４〕履修順序、配当年次の考え方 

博士前期・後期の各課程における 2 年間または 3 年間の履修スケジュールを考慮し、
バランスよく授業科目を配置する。 

 

①空間デザイン学専攻(博士前期課程) 

博士前期課程では、修了要件となる修得単位数は、『文献研究』4 単位、『特別研究』
４単位を含めて 30単位以上とする。 
専修領域として「建築都市デザイン領域」と「プロダクトデザイン領域」を設け、2

つの領域のいずれかを主専攻とし、主専攻領域の授業科目から 8 単位以上を修得するよ
う指導する。入学時のガイダンスにおいては、教育課程や領域、修了必要単位数の設定

について履修モデルなどを提示して十分に理解させるとともに、学部におけるこれまで

の履修歴や、所属研究室・研究テーマを参考として、履修計画立案について必要な指導・

助言を行う。 
『文献研究』『特別研究』の履修を通して、必要な研究指導を受けさせ、修士論文の審

査及び最終試験において、建築学・都市計画学・デザイン学分野の高度専門技術者とし

ての合否を判定する。 
 

②空間デザイン学専攻(博士後期課程) 

修了要件となる修得単位数は、12 単位とする。院生の希望・資質と将来の研究の方向
性を考慮したうえで、適合する領域の『特殊研究』を選択させ、かつ必要な指導のもと

に研究業績を促進させたうえ、博士論文の審査及び最終試験において、研究者として自

立して研究活動を行い、またはその他の高度な専門的業務に従事するに必要な高度研究

能力及びその基礎となる学識について合否を判定する。 
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５．教員組織の編成の考え方及び特色 

 

〔１〕教員配置の考え方 

①空間デザイン学専攻（博士前期課程） 

本専攻の「建築都市デザイン領域」「プロダクトデザイン領域」の両領域において、専

門的な仕事を積極的に指導し、企画・推進することができる高度専門職業人の養成のため

には、建築学、都市計画学、デザイン学及び関連する多様な学問分野の教員をバランスよ

く配置する必要がある。本専攻では、学術的にも、かつ実用技術的にも高い業績を有する

専任教員及び兼任教員を配置する。 
教員配置の骨子は、本専攻の基礎となる学部・学科の「工学部空間デザイン学科」の専

任教員で構成し、教育・指導を行う。 
これらにより、学位論文の審査についても大学院として修士の学位を授与するにふさわ

しい内容・水準を確保することとしている。 
 
②空間デザイン学専攻（博士後期課程） 

本専攻の「都市計画学」「建築計画学」「建築構造学」「デザイン工学」の各領域におい

て、学際的・融合的な専門知識と視野を持つ研究者・専門技術者を育成し、専門的な仕事

を積極的に指導し、企画・推進することができる高度専門職業人の養成のために、各領域

における専門性の高い専任教員を配置する。同時に、すべての教員間の連携も密にする。 

教員配置の骨子は、本専攻の基礎となる学部・学科の「工学部空間デザイン学科」及び

「空間デザイン学専攻（博士前期課程）」の専任教員で構成し、相互連携のとれた指導の

下で、研究と実践の両方に習熟した人材を養成する。 
これらにより、学位論文の審査についても大学院として博士の学位を授与するにふさわ

しい内容・水準を確保することとしている。 
 
 
〔２〕教員配置の計画と特色 

①空間デザイン学専攻（博士前期課程） 

本専攻の教育課程は、「基礎および学際科目」として 6科目、「専門領域」は「建築都
市デザイン領域」として 12科目、「プロダクトデザイン領域」として 12科目、「共通」
領域として 4科目、全授業科目 34科目で構成する。 
本専攻の教員組織は、専任教員 11 人、兼担教員 8 人（「基礎および学際科目」6 人、

「専門領域」2 人）、兼任教員 4 人の計 23 人で構成する。「基礎および学際科目」は、
工学研究科共通の基礎科目であり、6 科目を兼担教員が担当する。「専門領域」は、「建
築都市デザイン領域」と「プロダクトデザイン領域」の両領域において、専任教員 11
人、兼担教員 2 人、兼任教員 4 人で構成する。「共通」領域は、専任教員 5 人、兼担教
員 1人が担当する。 
「専門領域」は、「建築都市デザイン領域」「プロダクトデザイン領域」の各領域にお

いて、高度なデザイン専門技術者を養成する必要から、学術的理論教育と実践的デザイ
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ン教育の両方を踏まえた教育を特色とし、優れた研究業績を有する専任教員とともに、

設計・デザイン分野における実務経験ならびに優れた作品業績を有する専任教員も含め

て構成する。これら専任教員以外に、建築デザイン、デザインビジネスの両分野におい

ては、各現場において第一線で活躍している人材を兼任教員として起用し、実践的側面

からの教育・指導をより一層強化する。さらに、「プロダクトデザイン領域」において

は、デザインマネジメント分野の教育と指導を高めるため、マーケティング、マネジメ

ントといった技術マネジメント分野からの兼担教員が担当し、高度なデザイン技術者な

らびに実践的デザインマネジメント能力を有する技術者・研究者の育成に努める。 

 
②空間デザイン学専攻（博士後期課程） 

本専攻の教育課程は、4科目の『特殊研究』を配置する。学生の希望・資質と将来の研
究の方向性を考慮した上で、適合する領域の『特殊研究』を選択させ、学際的・融合的

な専門知識と視野を持つ研究者・専門技術者を育成する。これらの科目にはすべて本専攻

の専任教員（7人）を配置する。 
これらの科目を担当する教員は、すべて本専攻の基礎となる学部・学科の「工学部空間

デザイン学科」及び「空間デザイン学専攻（博士前期課程）」の、十分な研究業績や実務

経験を有する専任教員で構成する。 

 
〔３〕専任教員の年齢構成 

本学の定年は満 64 歳であるが、「特任教員規定」により、人事計画上特に必要と判断

する場合には、満 70 歳に達する年の年度末まで雇用期間を延長することができる。さら

に、人事計画上の必要性を考慮し、満 70 歳を超えても特別に雇用期間を延長することが

できる。本専攻の教員組織も、これらの規定を踏まえた編成としている。 
 

①空間デザイン学専攻（博士前期課程）  
完成年度末時点での博士前期課程の専任教員の年齢構成は、11 人のうち 35歳以上 40

歳未満が 1 人、40 歳以上 50 歳未満が 4 人、60 歳以上 65 歳未満が 3 人、65 歳以上 70
歳未満が 3 人である。平均年齢は 55 歳である。以上の年齢構成は、教育研究水準の維
持向上及び教育研究の活性化には支障がない。 

 
②空間デザイン学専攻（博士後期課程）  

完成年度末時点での博士後期課程の専任教員の年齢構成は、7 人のうち 40 歳以上 50
歳未満が 2 人、60 歳以上 65 歳未満が 2人、65歳以上 70 歳未満が 1 人、70 歳が 2人で
ある。平均年齢は 60 歳である。以上の年齢構成は、教育研究水準の維持向上及び教育
研究の活性化には支障がない。 
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６．教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件 

 

〔１〕教育方法 

空間デザイン学専攻（博士前期課程）においては、1 年次に「基礎および学際科目」
と専門分野の特論・演習の大半を履修し、2 年次に残りの特論・演習を履修し、修了
させる。 

必修科目である『文献研究』は、1 年次から 2 年次にかけて継続的に行う。また、『特
別研究』は、1年次から準備段階及び基礎研究を並行して行う。そして、2年次の開始
時に準備状況等を専攻の教員・学生の集まった中間発表会で報告した後、前期に『特

別研究』の本格的研究を、後期に研究成果の論文作成及び作品指導を通して修士論文

を完成させ、その論文・作品発表会（専攻内公開での公聴会）での審査を経て博士前

期課程を修了する一貫した教育方法とする。 

一方、空間デザイン学専攻（博士後期課程）では、基本的には博士前期課程の研究

成果を踏まえた継続的なテーマで 3 年間の『特殊研究』を行い、博士前期課程と同様
に定期的に開催する中間発表会及び所属研究室ゼミ等での複数教員の指導を受けなが

ら、学会発表を繰り返し、博士論文をまとめ、その論文発表会（学内外公開の公聴会）

での審査を経て博士後期課程を修了する一貫した教育方法とする。 

 
〔２〕履修指導方法 

①空間デザイン学専攻（博士前期課程） 

より高度な専門知識及びデザイン技術を効果的に修得させるために、授業科目の履修指

導は、研究計画に基づいて当該学生の指導教員が次の基本方針により行う。 
（ａ）学修の目的、将来の進路等に応じて履修を推奨する授業科目について、履修モ

デルを用意する。具体的には、「建築都市コース」「インテリアコース」「プロダ

クトコース」の 3 つのコースに分け、「建築都市コース」には「建築モデル」と
「都市モデル」を、「インテリアコース」には「インテリアモデル」と「インテ

リア・プロダクトモデル」を、「プロダクトコース」には、「プロダクトモデル」

と「プロダクト・コミュニケーションモデル」の各モデルを用意する。 
（ｂ）修士論文・作品の研究テーマに沿って、『文献研究』『特別研究』の履修を通し

て、必要な研究指導を行い、修士論文・作品の審査及び最終試験において、空

間デザイン学領域の高度専門技術者及び研究者としての合否を判定する。 

（ｃ）他分野からの入学者には、必要に応じて基礎的知識から教授する。また、必要な

ものは学部の授業科目を受講するように促す。 
 
②空間デザイン学専攻（博士後期課程） 

自立して研究を継続し得る高度の研究能力を育成するとともに、各自の課題研究を推

進して学会発表等の成果をあげられるよう指導する。高度専門職・研究職を目指すため

に、その実践的な専門領域に関連する研究課題を選ばせ、これに関する研究の完成を目

標にして、より先進的・独創的な研究成果をあげることができるよう指導する。 
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〔３〕研究指導方法 

①空間デザイン学専攻（博士前期課程） 

担当教員は、学生個々の研究目的が達成できるように指導・助言を行い、それぞれ

の研究意欲・目的・関心に沿った研究課題を選択させ、具体的な研究方法の指導、文

献研究を通じて、段階的に研究を深化させ、修士論文作成、作品制作ができるよう指

導を行う。 

1 年次では、研究計画に沿って、具体的なテーマ、自らの研究課題・方法等を明ら
かにし、研究の基礎を身につけさせる。また、学会や研究会への参加、設計・デザイ

ンコンペや研究発表等も奨励し、何が問題となっているのか、どのように解決されよ

うとしているのかなどについて、常に目を配るよう指導する。さらに、研究の中間的

成果は、段階的に報告させ、学生相互の討議も重視して行う。 

2 年次では、研究の方法論の学修を基礎として、研究の展開を指導し、修士論文作
成、作品制作、研究発表の実施を指導教授する。 

修士論文の作成に向けては特別研究の指導教員のみならず、他の教員も積極的に指

導にあたることのできる体制をつくり、様々な面から問題を捉え、解決する能力の修

得を目指す。研究テーマは、それまでの経歴などを考慮のうえ指導教員と協議して決

定する。 

 
②空間デザイン学専攻（博士後期課程） 

自立して研究を継続し得る高度の研究能力を養成するとともに、各自の課題研究を推

進して学会発表等の成果をあげるよう指導する。 

特に、高度専門職・研究職を目指すために、その専門領域に関連する研究課題を選ば

せ、これに関する研究の完成を目標にして、より先進的・独創的な研究成果をあげるこ

とができるよう指導する。 

また、博士前期課程とともに、教員・院生の参加する研究会を定期的に開き、研究活

動を活性化するとともに、授業以外の場で院生とのコミュニケーションを図る。 

博士論文については、冊子としてまとめ、提出した内容を主研究指導教員と副研究指

導教員が審査する。博士論文の審査に加え、その内容を本専攻全教員の前で発表させ、

口頭試験を受けることも必須とする。また、博士論文の成果については、関連学会で極

力発表させるとともに、博士論文発表会については、教員・院生・学部生のみならず一

般にも開放して、広くその成果を社会に問いかけることとする。 

 

〔４〕修了要件 

①空間デザイン学専攻（博士前期課程） 

本大学院に 2 年以上在学し、所定の授業科目について 30 単位を修得し、かつ、必
要な研究指導を受けたうえ、修士の学位論文の審査及び最終試験に合格すること。 

ただし、在学期間に関して、優れた業績を上げた者については、1 年以上の在学で
修了を認めることができる。 

また、本課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の

成果の審査をもって学位論文の審査に代えることができる。 
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②空間デザイン学専攻（博士後期課程） 

大学院に 5 年［博士前期課程(修士課程を含む、以下同じ)を修了した者は、本課程に
おける 2 年の在学期間を含む］以上在学し、所定の授業科目について 12 単位を修得し、
かつ、必要な指導のもとに研究業績を上げたうえ、博士の学位論文の審査及び最終試験

に合格すること。 
ただし、在学期間に関して、優れた研究業績を上げた者については、大学院に 3年［博

士前期課程を修了した者にあっては、本課程における 2 年の在学期間を含む］以上在学
すれば足りるものとする。 
なお、下記イ～ニの示した事項により入学した場合の修了要件に関する在学期間につ

いては、「5 年以上在学」を「3年以上在学」に、優れた研究業績を上げた者の在学期間
については、「3年以上在学」を「1年以上在学」に置き換えることとする。 

イ 修士の学位を有する者 
ロ 外国の大学において、わが国の大学院修士課程に相当する学校教育を修了し、 
  これにより修士の学位に相当する学位を有する者 
ハ 文部科学大臣の指定した者 
ニ 本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位または専門職学位 

を有する者と同等以上の学力があると認めた場合で、24 歳に達した者 
 
〔５〕履修モデル 

①空間デザイン学専攻（博士前期課程） 

（ａ）建築モデル《建築都市コース》 

建設分野における建築企画・開発、設計・監理、研究開発部門を志向する学生

に対応する履修モデルである。建築の意匠設計、構造設計及び企画・開発への実

務的能力を高め、高度な専門技術者に求められる、知識と技術を修得し、社会的

倫理にも精通した人材を養成する。 
「基礎および学際科目」では、『応用数学特論』を履修する。専門領域では、「建

築都市デザイン領域」を主専攻とし、その領域から『建築設計マネジメント特論』

『建築計画特論』『建築環境工学特論』『建築構造特論』『建築構造デザイン』『建

築文化特論』『インテリアデザイン特論』の 7 科目、及び建築設計の実践演習であ
る『建築設計特別演習』を含む、計 8 科目を履修する。 
これらの授業科目の履修により、必要な知識と実践技術を学びながら、「共通」

において、『特別講義Ⅰ』『特別講義Ⅱ』を履修し、学生各自の研究を主体とした

『文献研究』『特別研究』を必修科目として履修する。 
 
（ｂ）都市モデル《建築都市コース》 

都市計画分野におけるまちづくりや景観形成を含む都市政策、都市開発・設計、

研究開発を志向する学生に対応する履修モデルである。公務員、都市計画コンサ

ルタント、研究者としての実務的能力を高め、高度な専門技術者に求められる、

知識と技術を修得し、社会的倫理にも精通した人材を養成する。 

「基礎および学際科目」では、『数値解析特論』を履修する。専門領域では、「建
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築都市デザイン領域」を主専攻とし、その領域から『都市空間政策特論』『都市開

発デザイン特論』『都市環境デザイン特論』の都市計画学に関する基幹 3 科目に加
え、『建築設計マネジメント特論』『建築計画特論』『建築環境工学特論』『建築構

造特論』の 4科目、及び建築設計の実践演習である『建築設計特別演習』を含む、
計 8 科目を履修する。 
これらの授業科目の履修により、必要な知識と実践技術を学びながら、「共通」

において、『特別講義Ⅰ』『特別講義Ⅱ』を履修し、学生各自の研究を主体とした

『文献研究』『特別研究』を必修科目として履修する。 
 
（ｃ）インテリアモデル《インテリアコース》 

一般建築分野における室内計画・設計、公共・文化・商業施設等の設計、ディ

スプレイデザイン、当該分野の研究開発を志向する学生に対応する履修モデルで

ある。各種建築の室内意匠設計、空間プロデュース、ディスプレイデザイン、及

び当該分野の研究・企画・開発などへの実務的能力を高め、高度なデザイン技術

者に求められる、知識と技術を修得し、社会的倫理にも精通した人材を養成する。 
「基礎および学際科目」では、『外国語特論』を履修する。専門領域では、「建築

都市デザイン領域」または「プロダクトデザイン領域」のいずれか一つを主専攻

とし、「建築都市デザイン領域」から『建築計画特論』『建築環境工学特論』『イン

テリアデザイン特論』『インテリアデザイン史特論』の 4 科目、及び建築設計の実
践演習である『建築設計特別演習』を含む、計 5 科目を履修する。また、「プロダ
クトデザイン領域」から、『プロダクトデザイン特論Ⅰ』『プロダクトデザイン特

論Ⅱ』『生活環境デザイン特論』の 3 科目を履修する。 
これらの授業科目の履修により、必要な知識と実践技術を学びながら、「共通」

において、『特別講義Ⅰ』『特別講義Ⅱ』を履修し、学生各自の研究を主体とした

『文献研究』『特別研究』を必修科目として履修する。 
 
（ｄ）インテリア・プロダクトモデル《インテリアコース》 

居住空間・商業空間・公共空間・文化施設等の室内計画・設計、及びそれらの

空間に内在する各種エレメントである、住宅設備機器・家具・テキスタイルなど

を含むプロダクトデザインの企画・開発・設計、及び当該分野の研究開発を志向

する学生に対応する履修モデルである。インテリアとプロダクトの双方に精通し

つつ、独創的で斬新なデザインを提案・創出し得る高度なデザイン技術者に求め

られる、知識と技術を修得し、社会的倫理にも精通した人材を養成する。 

「基礎および学際科目」では、『外国語特論』を履修する。専門領域では、「建

築都市デザイン領域」または「プロダクトデザイン領域」のいずれか一つを主専

攻とし、「建築都市デザイン領域」から『インテリアデザイン特論』『インテリア

デザイン史特論』の 2 科目を履修する。また、「プロダクトデザイン領域」から、
『プロダクトデザイン特論Ⅰ』『プロダクトデザイン特論Ⅱ』『生活環境デザイン

特論』『デザイン表現特論』『比較文化特論』の 5 科目、実践的デザイン能力を高
めるための『造形特別演習』を含め、計 8 科目を履修する。 
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これらの授業科目の履修により、必要な知識と実践技術を学びながら、「共通」

において、『特別講義Ⅰ』『特別講義Ⅱ』を履修し、学生各自の研究を主体とした

『文献研究』『特別研究』を必修科目として履修する。 
 
（ｅ）プロダクトモデル《プロダクトコース》 

工業デザインやクラフトデザインなど、産業と生活者の新たな関係のなかで開

発される、生活用品・家具・遊具・家電製品・輸送機器・医療福祉用品・クラフ

ト製品などの企画・開発・デザインを志向する学生に対応する履修モデルである。

各種製品の生理的側面、心理的側面のほか、デザインストラテジーを意識した、

デザイン方法論、マーケティング、デザインマネジメントなどの側面にウエイト

を置いて履修させ、独創的で斬新なデザインを提案・創出し得る高度なデザイン

技術者、デザイン管理技術者に求められる、知識と技術を修得し、社会的倫理に

も精通した人材を養成する。 
「基礎および学際科目」では、『応用物理学特論』を履修する。専門領域では、

「プロダクトデザイン領域」を主専攻とし、『プロダクトデザイン特論Ⅰ』『プロ

ダクトデザイン特論Ⅱ』『製品マネジメント特論』『マーケティング特論』『デザイ

ン方法特論』『デザインビジネス特論』の 6 科目、実践的デザイン能力を高めるた
めの演習科目として『デザイン特別演習』『造形特別演習』の 2科目を含む、計 8
科目を履修する。 
これらの授業科目の履修により、必要な知識と実践技術を学びながら、「共通」

において、『特別講義Ⅰ』『特別講義Ⅱ』を履修し、学生各自の研究を主体とした

『文献研究』『特別研究』を必修科目として履修する。 
 
（ｆ）プロダクト・コミュニケーションモデル《プロダクトコース》 

高度情報時代において増加する情報機器、電子情報化へのウエイトをますます

高める家電製品や光学製品などを含む、プロダクトデザインの企画・開発・デザ

インを志向する学生に対応する履修モデルである。従来のプロダクトデザインの

手法も学びつつ、新たなコミュニケーション・デザイン、ヒューマンインタフェ

ース、情報デザイン技術などの側面にもウエイトを置いて履修させ、独創的で斬

新なデザインを提案・創出し得る高度なデザイン技術者、デザイン管理技術者に

求められる、知識と技術を修得し、社会的倫理にも精通した人材を養成する。 
「基礎および学際科目」では、『応用力学特論』を履修する。専門領域では、「プ

ロダクトデザイン領域」を主専攻とし、『プロダクトデザイン特論Ⅰ』『プロダク

トデザイン特論Ⅱ』『製品マネジメント特論』『生活環境デザイン特論』『デザイン

表現特論』『情報デザイン特論』の 6科目、実践的デザイン能力を高めるための演
習科目として『デザイン特別演習』『造形特別演習』の 2 科目を含む、計 8 科目を
履修する。 
これらの授業科目の履修により、必要な知識と実践技術を学びながら、「共通」

において、『特別講義Ⅰ』『特別講義Ⅱ』を履修し、学生各自の研究を主体とした

『文献研究』『特別研究』を必修科目として履修する。 
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②空間デザイン学専攻（博士後期課程） 

博士後期課程については、博士学位論文の作成のために、テーマの決定、基本文献の

展望、研究計画の設定と実施、データ解析とまとめ、学会発表や論文の取りまとめなど

の指導を行うため『都市計画特殊研究』『建築計画特殊研究』『建築構造特殊研究』『デザ

イン工学特殊研究』を設ける。 

履修に当たっては、基礎となる博士前期課程において修得した知識や技法を、さらに

発展継承することとし、博士前期課程の「建築都市デザイン領域」を発展させたものと

して設置された『都市計画特殊研究』『建築計画特殊研究』『建築構造特殊研究』の 3 科

目、博士前期課程の「プロダクトデザイン領域」を発展させたものとして設置された『デ

ザイン工学特殊研究』の計 4 科目のなかから 1 科目を履修させる。 

『都市計画特殊研究』では、都市計画研究における目的と背景ならびに方法論を教授

し、都市空間政策、都市開発デザイン、都市環境デザイン等の各分野に関わる研究を行

う。 

『建築計画特殊研究』では、建築計画の視点から、空間を分析・考察するための技術

と方法論について教授し、建築計画における問題を把握し研究を行う。 

『建築構造特殊研究』では、最新の建築材料・構造工学を実践的に考究し、実験・解

析を通して研究を行う。 
『デザイン工学特殊研究』では、文化とテクノロジーを統合するデザイン領域におい

て、研究の背景を理解しつつ目的を定め、実験・調査に基づく方法論を見極め、高度な

デザイン理論に関わる研究を行う。 
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７．特定の課題についての研究成果の審査 

 

本専攻は、工学研究科の一専攻でありながら、科学技術だけにとどまらず、人間精神

の創造的な発現である芸術とを総合し、文化とテクノロジーの融合・調和を目指すデザ

イン分野に求められる人材の養成を目指すものである。そのため、本専攻博士前期課程

においては、学位論文の審査に代え、特定の課題についての研究成果の審査をもって課

程修了要件とできることとしている。 
 

大阪工業大学大学院学則 第 31 条(課程修了の要件) 
    1    博士前期課程の修了の要件は、大学院に 2 年以上在学し、第 25 条に定

める単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、修士の学位論

文の審査および最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関

しては、優れた業績を上げた者については、1 年以上の在学で修了を認
めることができる。 

2  博士前期課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題につい
ての研究の成果の審査をもって学位論文の審査に代えることができる。 

<以下省略> 
 
〔１〕特定の課題についての研究成果について 

「特定の課題についての研究成果」は次のいずれかとし、あわせて、その目的、方法、

経緯及び結果等をとりまとめた特定課題研究報告書を提出する。 

①建築設計作品 

②建築インテリアデザイン作品 

③プロダクトデザイン作品 
④行政あるいは公的研究機関等との共同研究 
⑤その他 

 
〔２〕審査について 

学生自身が選択した専攻領域等に応じ、学位論文に代え「特定の課題についての研究

成果」により審査を受けようとする場合は、あらかじめ当該年度当初の履修申請の際に

研究指導教員を通じて研究科委員会に届け出て、同委員会の承認を得ておくものとする。 
「特定の課題についての研究成果」の審査は、提出された研究成果及び特定課題研究

報告書を基に、次の点を重視し、修士学位論文の審査基準に準じて行う。 
①特定の課題についての研究成果に独自性があるか 
②特定課題研究報告書の内容が的確な考察に基づいているか 
③その他 
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〔３〕教育水準の確保について 

「特定の課題についての研究成果」による審査の申請があった場合は、研究指導教員

及び研究指導補助教員と相談のうえ、履修モデルを参考にしつつ履修科目に工夫を加え、

さらに、専任教員をはじめ、兼担・兼任教員のこれまでの職業経験やその間の成果を生

かした幅広い柔軟な指導などにより、学位論文による審査の場合と同等の教育研究を展

開できるよう配慮しており、修士の学位を授与するにふさわしい教育水準を確保する。  
教育水準を確保しつつ、社会通用性に配慮しながら、教育の質を高めていくためには、

第三者による審査（評価）を欠かすことはできない。「特定の課題についての研究成果」

によって課程修了の審査を行う際には、専任教員だけではなく、研究成果の分野・領域

ごとに兼担教員、兼任教員の意見を取り入れるとともに、学外の専門家の参画を得るこ

とにより、分野ごとのアクレディテーション（適格認定）・システムを導入・実施するこ

ととしている。なお、最終試験については、学位論文の審査と同様に行う。 
これらにより、大学院として修士の学位を授与するためにふさわしい内容・水準を確

保することとしており、特段の問題はない。 
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８．施設、設備等の整備計画 

 

〔１〕施設の整備 

空間デザイン学専攻では、教育・研究施設の中心とするため、専用施設として大学院

生室（10 人収容／2 室）、大学院講義室（10 人収容／2 室）を新たに整備する。 

本専攻の基礎となる「工学部空間デザイン学科」と共有する研究室（12 人収容／11

室）、デザイン工房（108 人収容／1 室）、デザイン演習室（60 人収容／1 室）、ＣＡＤＣ

Ｇ演習室（50 人収容／1 室）に加え、模型製作や造形作品製作にあたり“ものづくり”

の実践的教育も行うため、工学部附置施設であるモノラボ（ものづくりセンター）も活

用する。 

 

① 専用使用施設 
 

専攻 専用使用施設 設置場所 

空間デザイン学

専攻 

大学院生室 1          （約 58 ㎡） 

大学院生室 2          （約 58 ㎡） 

大学院講義室 1         （約 53 ㎡） 

大学院講義室 2         （約 57 ㎡） 

１号館 4 階 

〃 

〃 

〃 

 
② 共用使用施設 

 
専攻 共用使用施設 設置場所 

空間デザイン学

専 攻 

・ 

空間デザイン学科

共 用 

デザイン工房          （約 464 ㎡） 

研究室（１） （約 31 ㎡） 

研究室（２） （約 28 ㎡） 

研究室（１） （約 25 ㎡） 

研究室（２） （約 25 ㎡） 

研究室（３） （約 25 ㎡） 

研究室（４） （約 25 ㎡） 

研究室（５） （約 25 ㎡） 

研究室（６） （約 25 ㎡） 

研究室（７） （約 25 ㎡） 

研究室（８） （約 25 ㎡） 

空間デザイン学科事務室 （約 76 ㎡） 

空間デザイン学科会議室 （約 25 ㎡） 

ＣＡＤＣＧ演習室        （約 115 ㎡） 

デザイン演習室         （約 198 ㎡） 

研究室（１） （約 28 ㎡） 

2 号館１階 

2 号館 2 階 

〃 

2 号館 5 階 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

4 号館 4 階 
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〔２〕設備の整備 

空間デザイン学専攻では、教育・研究施設の中心とするため、専用施設の大学院生室

には、プロダクトデザイン等の教育研究に活用するためインターネットが利用できるパ

ソコンを設置する。 

また、本専攻の基礎となる「工学部空間デザイン学科」と共有する研究室、実験室に

は、インターネットが利用できるパソコンや什器類などを整備している。 

 

 

〔３〕図書館の整備状況及び他の大学図書館との協力体制 

（１）図書の整備 

図書については大宮本館では和書約 33 万冊、洋書約 13.5 万冊、枚方分館では和書約

4 万冊、洋書約 1 万 3 千冊を所蔵している。 

今回設置する工学研究科「空間デザイン学専攻」については、既存の工学部「空間デ

ザイン学科」を基礎としており、既存の蔵書を活用できる。また、工学・自然科学系を

中心に雑誌約 2,800 種のバックナンバーを 50 年以上にわたり所蔵しており、これらを活

用する予定である。これ以外に建築・デザイン・感性・心理等に関連する分野を中心に

図書を整備する計画である。本専攻博士前期・後期課程合わせて、設置時に 556 冊（500

万円）程度の整備を計画しており、1 年目 556 冊（500 万円）、2 年目 53 冊（100 万円）、

3 年目 4 冊（23.1 万円）を追加することとしている。雑誌については従来から工学部空

間デザイン学科、建築学科、工学研究科建築学専攻で購読・保存していたものを含め計

画系として「日本建築学会計画系論文報告集」「都市計画」「建築史学」、環境系として「日

本建築学会環境系論文報告集」「日本音響学会誌」「日本色彩学会誌」、工造系として「日

本建築学会構造系論文報告集」「コンクリート工学論文集」、デザイン一般系として「デ

ザイン学研究」「デザイン理論」「人間工学」「感性工学」「MERA Journal」「環境情報科学」

「心理学研究」「心理学ワールド」「教育心理学研究」「行動科学」、その他「日本歴史」

「社会学評論」「社会心理学研究」「環境社会学研究」「民俗建築」「流通研究」「哲學」等

を購読する予定である。 
また、医学・工学系の総合抄録データベースである JDreamII を導入している。 

 

（２）施設の整備 

新専攻を設置する大宮キャンパスには、8 号館（1～5 階）に図書館（大宮本館）を置

いており、延床面積は 5,387 ㎡、閲覧座席数は 568 席で、開館時間は 9：00～22：00 で

ある。ＡＶ資料閲覧用機器 25 台、インターネット検索が可能な蔵書検索用パソコン 14

台を設置している。窓口での貸出には最新のＩＣカード式学生証を利用した非接触式の

ターミナルを設置している。平成 21 年 4 月にＩＣカードを利用した最新式の入館管理シ

ステムを導入した。 

 

（３）他の大学図書館との協力体制 

大宮本館では枚方キャンパスにある枚方分館（情報科学部図書館）及び姉妹大である

摂南大学図書館（大阪府寝屋川市、枚方市：蔵書約 56 万冊）、広島国際大学図書館（東
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広島市、呉市：蔵書約 11 万冊）と図書検索システムのデータを共有しており、自館に所

蔵が無い図書や学術雑誌については検索システム上からオンラインで複写や相互貸借を

申し込めるようにしている。枚方分館及び摂南大学の各キャンパスについては定期連絡

便を運行しており、また広島国際大学については、運送業者に書類配送を委託しており、

手配した資料は迅速に入手可能である。 

これ以外の他大学・外部機関に対する複写・相互貸借については国立情報学研究所の

ＣＡＴ／ＩＬＬシステムを昭和 61 年から導入しており、日本国内の主たる大学はもとよ

り海外図書館（ＢＬＤＳＣ）にも相互貸借や複写依頼が可能である。他大学に対する複

写料金・相互貸借送料の決済に関しては相殺制度を導入することにより、処理時間・振

込手数料の面からも、利用者・他大学の負担を低減している。 

 

(参考) 

平成 20 年度の他大学（学園外）等に対する複写依頼件数は 1,556 件、受付件数は 1,491

件となっている。また相互貸借は依頼 54 件、受付 132 件であった。 
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９．既設の学部等との関係 

 

〔１〕基礎となる学部・学科 

空間デザイン学専攻博士課程（博士前期・後期課程）は、平成 18 年 4 月工学部に
おいて増設の「空間デザイン学科」を基礎として設置する。 

 
【別紙資料 5】 『工学研究科空間デザイン学専攻（博士前期課程・博士後期課程）の教育体系図（学部教育との関連図）』参照 

 

〔２〕基礎となる学部・学科との関係 

工学部の空間デザイン学科を基礎とする本専攻博士課程（博士前期・後期課程）で

は、同学科の出身者に対して学部レベルの知識・技術・技能を踏まえたうえで、より

専門的な知識・技術・技能が修得できるよう、博士前期課程においては、「建築都市デ

ザイン領域」及び「プロダクトデザイン領域」の 2 領域を設定し、それらに応じたカ
リキュラムを編成する。また、博士後期課程においては、「建築都市デザイン領域」を

発展させたものとして『都市計画特殊研究』『建築計画特殊研究』『建築構造特殊研究』

の 3 科目、博士前期課程の「プロダクトデザイン領域」を発展させたものとして『デ

ザイン工学特殊研究』の 1 科目、計 4 科目を設定し、カリキュラム編成する。 

「博士前期課程」では、「空間デザイン学科」から 11 人の専任教員、8 人の兼担教
員、4 人の兼任教員で、教員組織を構成し教育・研究を行う。「博士後期課程」では、
「空間デザイン学科」から 7人の専任教員で教員組織を構成し教育・研究を行う。 
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１０．入学者選抜の概要 

 

〔１〕受け入れる学生像 

科学技術立国である日本の経済基盤を支える「ものづくり」において、工学技術者

とともに快適な生活環境や人間工学の観点から優れた製品のデザインを生み出すデザ

イナーの役割が重要視されている。これからのデザイナーは、工学的素養と豊かな創

造性の両面を持ち合わせた人材が求められている。工学教育の長年の伝統と実績を持

つ本学工学部のなかで、平成 18 年 4 月に開設した「空間デザイン学科」は、機能性・
快適性を工学的に探究し、優れたデザインを創造できる人材教育を実践している。今

般設置する工学研究科「空間デザイン学専攻」は、基礎となる学科の教育研究をベー

スに「人間中心の工学」へとシフトした、総合的思考能力を有する人材を養成するこ

とを目的とし、これらの分野における高度専門職業人を志向する学生を受け入れてい

く。 

 
〔２〕入学者選抜の実施計画 

今般設置する工学研究科「空間デザイン学専攻」の入学者選抜実施は次のとおり行

う。 

 
（１）入学者選抜の趣旨 

入学者選抜は工学研究科委員会において決定した「入試実施要項」に沿い、大学院教

育を受けるにふさわしい能力・適性等を多面的に判定し、公正かつ妥当な方法で実施す

る。 

入学者選抜の実施に当たっては、この趣旨に沿って次のとおり実施する。 

①入学者選抜の多様化を図るため次の選抜方法を取り入れ、社会のニーズ・本専攻

の特性を考慮し「空間デザイン学専攻」で学ぶにふさわしい学生を選抜できるよ

う計画する。 
ア．学内進学者入学選考【博士前期課程のみ】 
イ．一般入学試験（年 2 回実施） 
ウ．外国人留学生入学選考 
エ．社会人入学選考（年 2 回実施）【博士前期課程のみ】 

なお募集人員の配分は、一般入学試験 50％、その他の試験 50％の割合とする。

②入学者選抜方法により、実施時期・内容等を配慮する。 
③合格者の決定に当たっては、入学者選抜ごとに調査書等の書類審査、面接、筆記

試験等の評価を組み合わせて多面的に行う。 
 
（２）入学者選抜の方法等 

前述の趣旨に沿って、次のとおり入学者選抜を実施する。 

 
ア．学内進学者入学選考 
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【博士前期課程】 

学園が設置する大学の卒業見込み者を対象に、面接試問及び学部在学時の成績

を総合して合否判定を行う。 
出願資格は、大阪工業大学、摂南大学または広島国際大学を当該入学者選抜試

験年度の前年度末に卒業見込みの者とする。 
 

イ．一般入学試験（年 2 回実施） 

【博士前期課程】 

学科試験、面接試問（設計製図作品、デザイン作品、研究論文、調査報告書等

を持参し、これに関するプレゼンテーションを行う）、調査書・成績証明書によ

り総合的に評価する。 

出願資格は、次の各項のいずれかに該当する者とする。 
１．日本国内の大学を卒業した者及び当該入学者選抜試験年度の前年度末に

卒業見込みの者 
２．大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者及び当該入学者

選抜試験年度の前年度末に授与される見込み者 
３．日本国籍を有し、外国において学校教育における 16 年の課程を修了し

た者及び当該入学者選抜試験年度の前年度末に修了見込みの者 
４．文部科学大臣の指定した者 
５．専修学校の専門課程（修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学

大臣が定める基準を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定した

ものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 
６．本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同

等以上の学力があると認めた場合で、22 歳に達した者 
 

【博士後期課程】 

面接試問、調査書・成績証明書により総合的に評価する。 
出願資格は、次の各項のいずれかに該当する者とする。 

１．修士の学位を有する者及び当該入学者選抜試験年度の前年度末に修士の

学位を取得見込みの者 
２．日本国籍を有し、外国の大学において、わが国の大学院修士課程に相当

する学校教育を修了し、これにより修士の学位に相当する学位を有する

者 
３．文部科学大臣の指定した者 
４．本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職

学位を有する者と同等以上の学力があると認めた場合で、24 歳に達した

者 
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ウ．外国人留学生入学選考 

【博士前期課程】 

学科試験、面接試問（設計製図作品、デザイン作品、研究論文、調査報告書等

を持参し、これに関するプレゼンテーションを行う）、書類審査（成績証明書、

推薦書他）により総合的に評価する。 

出願資格は、外国籍を有し、次の各項のいずれかに該当する者で、日本語能力

を有する者。日本語能力を有する外国籍の者のうち次の各項のいずれかに該当し、

かつ入学後は原則として「出入国管理及び難民認定法」による「留学」の在留資

格を取得または更新できる者とする。 

１．外国において学校教育における 16 年の課程を修了した者及び当該入学

者選抜試験年度の前年度末に修了見込みの者 

２．上記１．に準ずる能力を持つと本大学院において認めた者 

 

【博士後期課程】 

学力検査、面接試問、書類審査（成績証明書、推薦書他）により総合的に評価

する。 

出願資格は、外国籍を有し、次の各項のいずれかに該当する者で、日本語能力

を有する者。 
日本語能力を有する外国籍の者のうち次の各項のいずれかに該当し、かつ入学

後は原則として「出入国管理及び難民認定法」による「留学」の在留資格を取得

または更新できる者とする。 
１．外国において修士の学位に相当する学位を取得した者及び当該入学者選抜

試験年度の前年度末に取得見込みの者 

２．上記１．に準ずる能力を持つと本大学院において認めた者 

 
エ．社会人入学選考（年 2 回実施） 

【博士前期課程】 

社会人に対しては面接試問（設計製図作品、デザイン作品、研究論文、調査報

告書等を持参し、これに関するプレゼンテーションを行う）と書類審査（成績証

明書、業績書、出願理由書他）により総合的に評価する。 
出願資格は、次の各項のいずれかに該当し、出願までに社会人として職を有し

た者｡ 
なお、社会人としての業務内容・経験が、希望専攻分野に関連していることが

望ましい。 
１．日本国内の大学を卒業した者 

２．大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者及び当該入学者

選抜試験年度の前年度末までに授与される者 

３．日本国籍を有し、外国において学校教育における 16 年の課程を修了し

た者 

４．文部科学大臣の指定した者 
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５．専修学校の専門課程（修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学

大臣が定める基準を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定した

ものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

６．本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同

等以上の学力があると認めた場合で、22 歳に達した者 

 

（３）科目等履修生の受け入れについて 

【博士前期課程】 

既設研究科・専攻同様、学士の学位を有する者、またはそれと同等以上の学力がある

者を対象に書類審査により選考を実施する。 

出願時期は、3 月上旬（前期授業開始前）または 7 月中旬（後期授業開始前）の 2 回

設け、募集人員は各授業科目とも若干名とし、原則として全授業科目で受け入れる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

１１．管理運営 

 

〔１〕大学院の組織体系と管理運営体制 

本大学院は現在、3 研究科（工学研究科、情報科学研究科、知的財産研究科）を設置

している。その運営を掌る委員会として、全研究科に共通する重要事項を協議、審議す

る「大阪工業大学大学院委員会」（以下「大学院委員会」という）、各研究科の運営に

ついて審議する「大阪工業大学大学院工学研究科委員会」（以下「工学研究科委員会」

という）、「大阪工業大学大学院情報科学研究科委員会」「大阪工業大学大学院知的財

産研究科委員会」を設けている。 

各委員会における、協議事項、審議事項等は次のとおり。 

 

（１）大学院委員会 

「大阪工業大学大学院学則」第52条に基づき、大学院の管理運営に関する事項を審議

するため、大学院における全学組織として「大学院委員会」を設置している。学長が委

員会を招集し議長となる。本委員会は、年4回（程度）開催している。学部に関する管理

運営審議機関である学部長会議と構成員が相当部分重複するなど学部教育・運営との連

携を図りながらも、大学院として一定の独立性を確保できており、カリキュラムや人事

等で独自の運営ができる仕組みを整備している。 

〔構 成（大学院委員会規定第2条）〕 

委員会は、次の委員をもって構成する。 

イ 学長 

ロ 研究科長 

ハ 教務部長 

ニ 学生部長 

ホ 入試部長 

ヘ 学長室長 

ト 就職部長 

チ 図書館長 

リ 各研究科の担当教授(特任を含む)の中から研究科長の推薦により学長が任命

した者 各研究科 2 名 

〔協議事項（大学院委員会規定第3条）〕 

委員会は、大学院の次の事項を協議する。 

イ 学生の入学及び課程修了にかかる基本方針に関すること 

ロ 外国人留学生の入学にかかる基本方針に関すること 

ハ 大学院の年間行事予定に関すること 

ニ 大学院の授業時間割の編成にかかる基本方針に関すること 

ホ 大学院の教育研究上の重要な事項及び教育研究の振興に関すること 

ヘ 大学院の人事にかかる基本方針に関すること 

ト 大学院にかかる部内規定の制定・改廃に関すること 
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チ 学長が諮問した事項に関すること 

リ その他大学院の管理運営上の重要な事項に関すること 

〔審議事項（大学院委員会規定第4条）〕 

委員会は、大学院の次の事項を審議する。 

イ 大阪工業大学大学院学則及び重要な教学にかかる規定に関すること 

ロ 教育組織の新設及び改廃に関すること 

ハ 理事会に付議する案件に関すること 

ニ その他学長が諮問した事項に関すること 

〔報告事項（大学院委員会規定第5条）〕 

委員会には、大学院にかかる次の事項を報告するものとする。 

イ 理事会決定事項に関すること 

ロ 研究科委員会及び各委員会で協議または審議した事項に関すること 

 

（２）研究科委員会 

「大阪工業大学大学院学則」第53条に基づき、各研究科に関する重要な事項を審議す

る組織として各研究科に「研究科委員会」を設置している。本委員会は、研究科ごとに

当該研究科長が定例で招集し議長となる。本委員会は、研究科により開催回数は異なる

が、年9～10回（程度）開催している。学部学科に関する管理運営審議機関である教授会

と構成員が相当部分重複するなど学部学科の教育・運営との連携を図りながらも、研究

科として一定の独立性を確保できており、カリキュラムや人事等で独自の運営ができる

仕組みを整備している。 

ここでは空間デザイン学専攻を設置する工学研究科に設置している工学研究科委員会

について記載する。 

〔構 成（工学研究科委員会規定第2条）〕 

委員会は、次の委員をもって構成する。 

イ 工学研究科長(以下「研究科長」という) 

ロ 博士前期課程の研究指導及び授業担当教授〔大阪工業大学大学院教員選考規 

定第 3 条に該当する教授（特任を含む）〕 

ハ 博士後期課程の研究指導及び授業担当教授〔大阪工業大学大学院教員選考規 

定第 4 条に該当する教授（特任を含む）〕 

〔審議事項（工学研究科委員会規定第3条）〕 

委員会は、工学研究科の教育研究上の次の事項を審議する。 

イ 大阪工業大学大学院学則に関すること 

ロ 諸規定の制定及び改廃に関すること 

ハ 工学研究科の人事に関すること 

ニ 授業科目及び研究指導の担当に関すること 

ホ 学生の入学、休学、転専攻、退学及び修了ならびに賞罰に関すること 

ヘ 試験及び学位論文の審査に関すること 

ト 学長または研究科長が諮問した事項に関すること 

チ その他工学研究科の重要な事項に関すること 
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〔２〕研究科における教育・管理運営体制 

（１）研究科長・専攻幹事の選出及び掌理内容 

各研究科の教学運営業務を掌理するとともに、教員の指揮監督を行う長として、各研

究科に研究科長を配する。研究科長の任命は、当該研究科の教授のうちから学長の意見

を聞き、理事長が行う。 

また、専攻幹事の任命は、当該専攻の教授のうちから研究科長の意見を聞いて、学長

が行う。専攻幹事は、研究科長の命を受けて業務にあたり、当該専攻の教育・研究及び

管理運営に関する業務を処理する。 

 

（２）管理運営体制の整備 

工学研究科においては、空間デザイン学専攻の設置前と同様、研究科長及び専攻幹事

の管理運営の下に、本専攻の教育・研究の目的や内容に対応した事業展開とその管理運

営体制を整備していく。また、本専攻を設置するにあたって、教学面は「大阪工業大学

大学院学則」「大阪工業大学学位規定」に、教員人事等にかかる運営面は「大阪工業大

学大学院教員選考規定」等に準拠しながら運営していく。予算については、基礎となる

学部・学科の予算において開設経費及び大学院の収容定員に応じた必要経費を計上する。

基礎となる学部との教育・研究の連携を基礎とし、さらに大学院独自の教育・研究にお

ける事業展開に対応した計画を策定・実施できるよう配慮している。 

 

（３）事務体制 

空間デザイン学専攻を設置する工学研究科は、大学本部を置く大宮キャンパスにおい

て教育・研究を行うことから、事務については、大阪工業大学工学研究科事務室を中心

に、学長室・教務部・学生部・入試部・就職部・図書館・情報センターが連携して対応

する。 
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１２．自己点検・評価 

 
〔１〕実施方法 

下記〔２〕実施体制に記載のとおり「大阪工業大学自己評価委員会」が中心となって、

「教育研究目標の設定」「自己評価項目の設定及び点検」「自己評価の実施」「教育研究活

動等の改善及び将来計画の策定」などを目標に掲げ、全学また学部・学科単位で恒常的

に自己点検・評価に取り組んでいる。 
また、教育改善・意識啓蒙活動の一環として全教職員を対象としたＦＤ（Faculty 

Development）フォーラムを定期的に実施し、指導能力の涵養に努めている。 
 
〔２〕実施体制 

平成3年に大学設置基準が改正され、大綱化の方針が示されたのを契機として、本学
では、教育研究水準の向上を図り、かつ、本大学の目的及び社会的使命を達成するため

に、教育研究活動や管理運営等の状況について、自ら点検・評価することを目的に「大

阪工業大学自己評価委員会」を組織し、「大阪工業大学自己評価委員会規定」を設けた。

その下部組織として、学部ごとに自己評価委員会を設置し、自己点検・評価の実施体制

を整えている。 

また、教育のシステム・内容・質について社会的見地から評価し継続的な改善に資す

るため、学外有識者を含めた委員会を工学部都市デザイン工学科及び情報科学部で独自

に組織している。 

全学の自己評価委員会は現在、学長を委員長とし学部長等約30人で構成し、「学部等
の教育・研究の理念と目的」「教育研究組織」「教育課程」「学生への学習支援体制」「教

育研究活動」「社会連携」等の点検・評価の対象項目を適宜設定し、自己点検・評価に鋭

意取り組んでいる。 

平成11年1月、本学の教育研究の水準向上を進め、より発展していくために、平素の
自己点検・評価をより充実、推進していくと同時に、第三者機関による透明性の高い客

観的評価を通じて多元的な評価を行うため、相互評価小委員会を設置し活動を開始した。

平成12年4月には、大学基準協会による外部評価の申請を機関決定することに伴い、申
請にかかる専門委員会として相互評価ワーキンググループを設置。続いて同年6月には、
大学評価の一環として教授方法、教育のあり方について自己点検し改善する必要がある

として、ＦＤワーキンググループを編成した。大阪工業大学自己評価委員会の協議のも

と、結果の公表を原則とし、平成12年度から同ワーキンググループによる学生の「授業
アンケート」を実施している。授業の到達目標の達成度や、授業がシラバスの内容に沿

って行われたかなどの設問を学生が５段階で評価する。集計結果を検証するとともに意

見等を授業担当者にフィードバックし、授業運営の改善に活用しているほか、教育の質

の向上、改善のための取り組みを組織的、継続的に行い、授業内容、教材、教授技術等

の継続的改善を行っている。また同アンケートの他、ＦＤフォーラムの実施、授業参観

実施運営など、様々なＦＤ活動の組織的な取組みについて審議・運営している。 
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〔３〕外部評価・第三者評価の実施 

平成12年12月、情報科学部においてＪＡＢＥＥ（日本技術者教育認定機構）による認
定試行審査を受けた。続いて平成13年8月には、教育･研究の体制及び内容の改善につい
て実効のある結果が期待できると考え、自らの点検･評価のみでなく第三者による客観的

な外部評価を受けるため、大学基準協会に「相互評価」の申請を行った。同年12月に大
学基準協会による実地視察が行われ、平成14年3月には、同協会から「大学基準に適合
し、かつ改善の努力が認められるものとして、相互評価の認定を行うことが妥当である」

旨の評価を受け、平成15年3月には、これらの点検・評価結果をとりまとめ、「大阪工業
大学自己点検・評価報告書」として編集し公表した。 

平成15年度、18年度には情報科学部において「学外有識者による情報科学教育評価」
を実施し、学際的・総合的な教育努力ならびに社会が求める有用で後見できる人材育成

に適した教育課程の維持・向上努力について、客観的評価を得た。 

平成17年には工学部都市デザイン工学科及び情報科学部においてＪＡＢＥＥの認定
審査を受け、ともに認定され、その後さらに再審査を受審し、平成19年から3年間の認
定を受けた。 

専門職大学院知的財産研究科では、平成18年度に学外有識者を含めた「知的財産研究
科教育評価委員会」を設置し、社会的見地から教育の内容及び教育方法について点検・

評価を行った。また、平成20年度に「知的財産研究科外部認証評価委員会」を組織し、
同年5月から11月に行った自己点検・評価の結果をもとに、平成21年2月に外部認証評価
委員会による外部検証を実施した。その結果をホームページで公表するとともに文部科

学大臣へ報告した。 

学校教育法の一部改正により、大学は文部科学大臣の認証を受けた認証評価機関によ

る認証評価を、平成16年度から定期的に受けることになっている。本学では、平成21年
度に財団法人日本高等教育評価機構において認証評価を受けるため、準備を進めている。 

 
〔４〕自己点検・評価結果の公表と結果の活用 

自己点検・評価の結果については報告書を関係機関に送付するほか本学のホームペー

ジに掲載するなど、広く公表している。また、学生による「授業アンケート」の集計結

果は、学部・学科単位で掲示等による方法で学生に公表している。 

自己点検・評価の結果は全教職員で共有し、よりよい自己点検・評価の実現を目指す

ため、実施体制と方法、対象項目、結果の活用などについて定期的に見直し、改善方策

を打ち出すとともに実行へとつなげる体制を構築し、継続的な教育・研究、大学運営の

改善を図っていく。 
今後も自己点検・評価結果をホームページなどに掲載することで、本学の現状を広く

学外に公表し認識してもらうとともに、外部の意見も積極的に聴取する。 
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１３．情報の提供 

 

人材の養成はもとより、学術文化や科学技術の振興、産業や地域社会の発展、生涯学

習の推進など、今日の高等教育機関に求められる社会的使命は重く、また、極めて高い

公共性を有している。本学では、大学が適正な運営や効果的な教育研究活動を行い、そ

の結果を広く公開し情報提供していくということは、単に大学内部の問題ではなく社会

的責務であると考えており、以下のとおり社会に対して広く情報を提供していくもので

ある。 
 
〔１〕情報公開の理念 

本学では、「大阪工業大学自己評価委員会」において次の3点を情報公開に関する基本

的な理念とすることを決議している。 

1 学生、教職員に対してはもちろん、地域社会、産業経済界等に対しても開かれた大

学あるいは大学院として、本学の運営及び教育研究に関する情報を積極的に公開、

提供すること。 

2 教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表すること。 

3  その結果について第三者機関による透明性の高い客観的評価を導入すること。  
 

〔２〕情報公開の現状 

本学における情報公開の現状は、次のとおりである。 

 

（１）「大学案内」の発行 

毎年度「大学案内」を発行し、教育の理念、教育の方針、沿革、設置している学部・

学科、大学院・研究科の概要や教育研究活動の特色、主な施設・設備、学生のキャンパ

スライフ、その他のトピックスなど、学部・大学院に関する情報を詳細かつ体系的に公

開している。このほか、本学の学部への入学希望者を主たる対象として、毎年度「入試

ガイド」、「入試問題集」など複数の刊行物を発行し、入学試験要項、前年度入学試験結

果、進学相談会開催案内、入学手続き案内など、入学のために必要となる様々な情報を

逐次提供している。 

 

（２）情報誌の発行 

本学では年 4 回（5・8・11・2 月）、学園全体の広報誌として「Ｆｌｏｗ」を発行している。同

誌には、学園の将来計画、財務状況、教員の教育研究活動の状況、その他教育研究全般

にわたる幅広い情報を、毎回わかりやすい内容で公表している。 

なお、同誌は、官公庁をはじめ、マスコミ各社、全国の主要大学など広く関係各方面

に送付するほか、年 1 回は学生の保護者にも郵送し、本学の現状を公表するとともに、

ご意見を仰いでいる。 

また、学園全体の広報誌とは別に、大学から学生への通信媒体として大阪工業大学通

信「おゝよど」を年 5 回発行し、教員の教育研究活動をはじめ、幅広い大学情報を分か
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りやすい内容で公表している。 

さらに、大阪工業大学後援会から保護者宛に、年 2 回会報を発行し、大学と家庭との

緊密な連絡を取ることを目的に、後援会の活動内容、大学の状況などを掲載するため必

要となる情報、ニュース等を提供している。 

 
（３）ホームページの充実 

一般からのアクセスが可能な大学独自のホームページ（日本語・英語版・中国語版）

により、建学の精神、教育の理念と方針、大学・大学院の目的、教育内容、シラバス、

トピックス、大学行事への案内、財務諸表、学生数、学費、進路状況のデータ、併設大

学等の情報などを公開している。平成 15 年 12 月から「大阪工業大学ホームページ・ワ

ーキンググループ」を発足させ、情報公開を促進するとともに、入学宣誓式・学位記授

与式当日に来学できない保護者等のために「インターネット同時中継」を実施した。さ

らに情報化時代に対応すべく、平成 20 年度から大学内の研究内容、施設紹介、プロジェ

クト等の情報を“動画”で紹介する「バーチャルキャンパス 3Ｄ」も追加した。 
在学生に対しても平成 16 年度から、履修登録については「Ｗｅｂ履修申請」を実施し、

平成 21 年度からは、学内・学外を問わずインターネットに接続されたパソコンや携帯電

話から、大学の情報にアクセスできる「ポータルサイト」を稼動させた。これは、大学

からのお知らせや休講・補講・講義連絡などの授業に関する情報、呼び出しなどを個人

専用ページに送信し、大学生活を支援するためのＷｅｂサイトである。このほか、教員

個々の教育研究内容や、講義の資料などを公開して、在学生等の学習等に役立てている。 
また、産学公連携推進の一環として、平成 16 年度には「大阪工業大学リエゾンセン

ター」を設置し、ホームページから学内外に向け、セミナー、イベント、技術シーズな

どの情報を発信している。 
さらに、本学ホームページに加え、本法人のホームページを設け、法人の概要、事業 

の概要、財務の概要等についても公開している。 
 
（４）学生への成績評価情報の提供 

学生に対する成績評価の方法・内容及び評価基準の割合については、毎年発行してい

るシラバスによって学生に周知している。 
なお、シラバスについては、ホームページにおいても広く公開している。 

 
（５）セミナー等の開催 

工学部・工学研究科では、深刻になりつつある若年層の理系離れを防ぎ、“科学技術立

国日本”の将来を担う若者を育てるべく「工学実感フェアー」を平成 20 年度から開催
し、広く社会の各層にわたり学内の教育研究成果の発表、ものづくり体験や各界から時

代の最先端の技術を紹介する講演会等の催しを実施している。 
このほか、情報科学部・情報科学研究科、知的財産学部、知的財産研究科でも各種の

セミナー等の開催により大学の教育研究内容等を情報公開している。 
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（６）研究業績の公開 

従来、教員の研究業績を毎年取りまとめ「研究一覧」として冊子を発行していたが、

これに代わるものとして、全教員の過去の研究業績をデータベース化し、蓄積した研究

業績データを、大学のホームページに掲載し、外部からインターネットを経由し検索で

きるシステムの構築を現在進めている。 
 

〔３〕今後の計画 

入学・就職をはじめとする大学の運営状況、教育活動の状況、編入学などの生涯学習

支援状況等の内容を、教職員･学生はもとより、広く社会に公開していくことを目標に具

体的な検討を進めている。 

また、平成 21 年度に受審を予定している認証評価機関による評価の結果をはじめ、今

般設置する専攻に係る設置届出書類、設置計画履行状況報告書などについても、ホーム

ページ等により公開し、積極的に情報提供する予定である。 
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１４．教員の資質の維持向上の方策 

 

本学では、学部・大学院の設置計画を履行していくとともに、設置する学部・学科、

研究科・専攻が掲げる教育・研究上の目的を達成できるように、教員一人ひとりが切磋

琢磨しながら、教育内容や教育技法の改善について取り組んでいる。 
 

〔１〕ＦＤフォーラムの開催 

大学及び教育改革に対する意識啓蒙を図る目的で、大学教職員全体を対象に外部講師

を招いてＦＤフォーラムを平成 13年度から開催している。近年においては、「ＧＰＡ制
度導入を考える」「新入生の学習参加度を高めるための戦略」「教育評価システムを考え

る」「ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇと教育改善」などのテーマで実施し、大学における問題・課

題となっている事項を教職員全体で考え、共有する機会とした。 
平成 20年度においても、平成 21 年 1 月「学生満足度調査から見た教育改善の評価に

ついて」をテーマにＦＤフォーラムを開催し、多くの教職員が参加した。今後もＦＤフ

ォーラムは定期的に実施し、大学及び教育改革に対する意識啓蒙を図っていく。 
ＦＤフォーラムは、授業がない日程で、大宮キャンパスと枚方キャンパス間をＬＡＮ

回線で結び、同時中継するなど本学に所属する教員全員が参加できるよう運営に配慮し

ているほか、各学部・学科内でも独自のフォーラムや報告会を実施するなど、積極的な

活動を行っている。 
 
〔２〕教員対象研修会への派遣 

より優れたシラバスの作成方法や、学生による授業評価結果を基にした教員の教育能

力向上のための具体的な方策を探っているが、これには専門家からの事例報告・助言等

が不可欠である。そのため、教員が学内外において、研修会等に参加できる機会を積極

的に設けている。 
学外での研修会への参加については、教職員に通知し参加を促すとともに、年数回、

教務委員などを担当する教員を複数派遣している。近年においては、京都大学高等教育

研究開発推進センター主催の「大学教育研究フォーラム」、大学コンソーシアム京都主催

のＦＤフォーラム「大学教育と社会～ＦＤ義務化を控えて～」へ参加し、参加した教員

による報告をＦＤフォーラムや各学部・学科内でも実施する等、他の教員にも情報の共

有と同様の知見を得る機会が持てるよう配慮している。 
学内における研修会については、ＦＤフォーラムの開催のほか、平成 20 年 12 月に文

部科学省中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」の説明と本学の今後の課

題を全教職員対象の学内研修会として 3 回開催した。 
 

〔３〕学生による授業アンケートの実施 

平成 12 年度から毎年、全学部において「学生による授業アンケート」を実施している。

また、工学研究科ならびに知的財産研究科でも当該アンケートを実施している。評価の

方法は、無記名または記名のマークシートアンケート方式としており、質問項目は各授
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業における学生の理解度と自己評価、教員の授業運営評価を中心とし、加えて自由記述

できる項目を設けている。評価結果については、科目ごとに集計した評価票を授業担当

教員にフィードバックし、学生の理解度や満足度から、学生の授業への取り組みや教員

の授業運営及び教授法の改善などに活用している。 
「学生による授業アンケート」は、これまで 2 年間で全授業科目を実施することとし

ていたが、平成 20 年度からは毎年、全授業科目で実施することとした。当該アンケート

の集計及び改善結果については、各学科・分野ごとにまとめられ掲示等で周知・報告・

公表しているとともに、各学科・分野の教員組織内において共有・反映され、問題点の

把握及び課題の確認を行うなど、教育向上に向けた取り組みとして機能している。 
 
〔４〕自己評価委員会と各学部ＦＤ推進組織との連携および機能強化 

  これまで「大阪工業大学自己評価委員会」の下部組織としてＦＤワーキングループを

設置して「学生による授業アンケート」や「ＦＤフォーラム」などのＦＤ活動を実施す

るとともに、各学部内においても、「ＦＤ委員会」等のＦＤ活動推進組織を設置して、同

時にフォーラムや検討会等の活動を実施している。このように教育水準の向上と効率的

な大学運営を実現していくためには、教員が一体となった組織的な取り組みが必要であ

ると認識している。今後さらに活発にＦＤ活動を推進するため、自己評価委員会ＦＤワ

ーキンググループに各学部のＦＤ活動推進組織において蓄積された改善手法や内容等を

包括することで、より全学的な取り組みに発展・運営できる体制を整備している。 
 

〔５〕教務委員会と学部・学科（研究科・専攻）会議での協議 

各学部・研究科の教務委員会では、各授業科目におけるシラバスへの到達目標や成績

評価基準の記載等をはじめ、GPA 制度や CAP 制の導入など、教育改革に関する事項に
ついても積極的に審議している。また、学外で得た教育改革等の情報や、中央教育審議

会答申なども報告している。当該委員会で審議・報告された事項については、委員が学

部各学科、研究科各専攻や分野に持ち帰り、学科や分野の会議等で全所属教員に周知さ

れ、その場において活発な議論や意見交換を行っている。当該会議では、各組織体の運

営から所属教員の資質向上など、授業運営に関わる事項についても協議し、教員間の連

携や協力を図っている。 

 

〔６〕その他の活動 

本学は、平成 20 年 4 月に京都大学で設立総会を開催した「関西地区ＦＤ連絡協議会」

の発起人校 24 校の中の一員であり、また監査役校として当該協議会に参画している。 
当該協議会が設立する前段階の平成 20 年 1 月に主催・開催した「授業評価ワークショ

ップ」にも参加するなど、他大学のＦＤ活動に関する情報の収集等を積極的に行ってお

り、得た情報を本学のＦＤ活動の開発・発展・充実に寄与するよう努めている。 
また、本学は大阪府教育委員会、守口市教育委員会、大阪市旭区との連携協定を締結

し、高大連携事業や地域貢献事業を通じて、教育・研究内容の向上及び活性化を図る取

り組みも行っている。 
以 上 


