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所属教員数　              2016 年 5 月 1 日現在　（　）内は前年 5 月 1 日現在

研究部門 教授 准教授 講師 助教 特別
研究教員 研究教員 助手 客員※

機能の創生部門 27（23） 21（25） 3（3） 5（4） 6（6） 0（0） 1（1） 6（6）

システムの創生部門 16（17） 13（13） 2（4） 5（4） 2（2） 0（0） 0（0） 7（7）

知的構造の創生部門 25（27） 25（25） 1（0） 8（5） 3（4） 0（0） 3（3） 4（3）

合計 68（67） 59（63） 6（7） 18（13） 11（12） 0（0） 4（4） 17（16）
※連携講座の客員教授・客員准教授

工学研究院ハイライト2015-16

工学研究院長　福富 洋志

強い工学研究院、
強い工学府を
目指して

　本学は国立大学に提示された 3 つの重点配分の枠組みのうちから「主として、地域に貢献する取組とともに、

専門分野の特性に配慮しつつ、強み・特色のある分野で世界 ･ 全国的な教育研究を推進する取組を中核とす

る国立大学」を選択して、平成 28 年度からはじまった第三期中期目標・中期計画期間に臨んでいます。工学

研究院・工学府は、期間中に多様な分野で実践的研究の世界拠点として、そして理工学分野で先導的な人材

を生み出す組織としてさらに飛躍するために、戦略的目標を定めました。この中で、下記の 4 課題を第三期

期間中にさらなる発展が期待できる、研究面での「工学研究院の強み・特色のある分野」として選定しました。

　1.　極限エレクトロニクス・フォトニクスに関する研究

　2.　持続可能社会を支える創・蓄・省エネルギーに関する研究

　3.　ものづくりライフイノベーションに関する研究

　4.　社会基盤材料の長寿命化に関する研究

　これらはいずれも活発な活動を展開してきた個々人を組織化して工学研究院が支援し、さらに大きな成果

をあげることを期待するもので、世界・全国的な教育研究を推進するものです。

　教育面では、博士課程前期で「自ら課題を探求し、未知の問題に対して幅広い視野から柔軟かつ総合的な

判断を下し、新たな社会の創造に立ち向かえる技術者・研究者の育成」を、博士課程後期で「独創的な科学

と技術を創造・研究・開発し、新たな学問と産業社会を主体的に切り開く創造性豊かな技術者・研究者の育

成」を目指す教育を展開します。このため、平成 29 年度に 3 学科編成に整備した理工学部において理学か

ら工学まで広い分野の基礎的学術を学んだ卒業生がさらに高度な学術を修得できるように、工学府を発展さ

せる組織改編を計画しています。それと共に国際性を培う教育にも力を注ぎます。工学府の修了生はその大

半がグローバル企業に就職しており、社会からの期待にこれまで以上に応えるため、国際共同研究、ダブルディ

グリープログラム、合同での博士課程前期・後期学生の研究発表シンポジウムなどの海外大学との協働や英

語による講義、海外インターンシップ等をさらに積極的に推進します。これらにより工学研究院ならびに工

学府の活動を充実し、同時に本学の基本理念である「実践性」、「先進性」、「開放性」、「国際性」を具現化し

て参ります。

工学研究院

2016 年 5 月1日現在　（　）内は前年 5 月1日現在事務系職員
事務部及び各学科等に所属する事務職員は 39(39）名、技術部に所属する技術職員は 28（27）名です。
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サイバーフィジカル教育の強化

MPBL(Multidisciplinary Problem-Based Learning) 科目の
2016年度試行について

　IoT: Internet of Things 時代の到来により、実世界のあ
らゆる情報をサイバー空間に集約・分析・予測し、それを
実世界にフィードバックする相互連関システム―サイバー
フィジカルシステム（Cyber Physical System: CPS）が
注目されております。CPSが創出する価値は、情報通信の
みならず、都市、エネルギー、交通、医療、福祉など、わが
国と国際社会全体の諸問題を解決する大きなイノベーショ
ンにつながります。このような背景のもと、理工学部およ
び工学府では、量子ウォークをはじめとする
高度な数理科学の理論やセキュリティの基礎
理論、センサ・デバイス・回路の知識、大規模・
複雑ネットワークと通信技術、さらにデータ
サイエンスや機械学習などのAI技術をも含む
教育を拡充し、CPSを牽引する技術者・研究
者の育成に取り組みはじめました。これは本
学の機能強化に向けたビジョン「２１世紀グ
ローバル新時代で活躍できる人材育成で世界
を目指し、将来社会の在り方を提示する都市
型文理融合大学」の実現に沿った取り組みで
す。その嚆矢として、平成28年度学内重点化
競争経費「サイバーフィジカルシステム分野

　PBL とは、「様々な課題についての学生同士の考察、分
析、討論を通して自主的な学習能力、チーム作業による学
習能力，問題解決能力、コミュニケーション能力、プレゼ
ンテーション能力を身につけること」を目標とする学習方
法です。
　2015年度には、各コースごとにこのPBL科目が開講さ
れましたが、2016 年度は、これを発展させ、異なるコー
スからの異分野学生を混ぜたチームを編成し、PBLを実施
することにし、この形態をもって MPBL 科目と名付けま
した。専門分野や考え方の異なる構成員のチーム作業によ
り，複合領域の課題に対応できるので、教育効果が大きい

教育の強化」を理工学部として獲得し、平成29年度の理工
学部改組における新規分野教育・新規教育プログラムの準
備を進め、関連科目の教材開発・研究集会の立案・実施を
しております。さらに大学院工学府においてもCPS教育の
高度化をめざした数理・データサイエンス関連科目の拡充
を計画しており、今後、工学府の様々な分野を横断した新
たなCPS教育の充実が期待されます。　（濱上）

と考えました。
　具体的なテーマとしては、（１）“ 水素社会実現に向けた
提案～ YNUから社会へ”のような現実的なものから、（２）
“ 宇宙を身近に - 地球の出が見たい -” などのように柔軟な
発想に基づいた様々な課題が出現しました。これらの課題
に対してファシリテータ（社会人や教員）からのアドバイ
スを受けながら、8組の混成チームは広い視点からの様々
な調査・検討を加え、解決策や実現提案を 2016 年 8 月 4
日の発表会で披露しました。活発な討論が行われ、企業で
の企画検討のような雰囲気が出ました。（写真参照）
　　　　　　                                       　　     （河村）

IoT（モノのインターネット）・人工知能・量子ウォークとその周辺の話題に関する研究集会

写真は2015 年 8月の
発表会の様子
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所属大学院生数　　2016 年 5 月 1 日現在　（　）内は前年 5 月 1 日現在

専攻（コース） 博士課程前期
学生数

博士課程後期
学生数

機能発現工学専攻（先端物質化学、物質とエネルギーの創生工学） 219（233） 48（47）

システム統合工学専攻（機械システム工学、海洋宇宙システム工学、材料設計工学） 236（232） 30（39）

社会空間システム学専攻（建設システム工学、建築学※） 0（0） 1（1）

物理情報工学専攻（電気電子ネットワーク、物理工学） 318（316） 58（65）

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　910（933） 773（781） 137（152）

所属学部生数　　　　2016 年 5 月 1 日現在　（　）内は前年 5 月 1 日現在

学科 学生数

機械工学・材料系学科（機械工学 EP、材料工学ＥＰ） 625（613）

化学・生命系学科（化学ＥＰ、化学応用ＥＰ、バイオＥＰ） 756（751）

建築都市・環境系学科（建築ＥＰ、都市基盤ＥＰ、海洋空間のシステムデザインＥＰ、地球生態学ＥＰ） 697（685）

数物・電子情報系学科（数理科学ＥＰ、物理工学ＥＰ、電子情報システムＥＰ、情報工学ＥＰ） 1,235（1,198）

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,313（3,247）

学生数　工学府

※在学する者が専攻に在学しなくなる日までの間、在続するものとします。

学生数　理工学部

工学府学生の主な受賞　（2016 年）
受賞者氏名【指導教員】 賞名等（受賞年月日） 備考（授与者等）

齋藤 晋
【梅澤 修 教授】 研究発表奨励賞（優秀賞）（2016.12.8） 日本熱処理技術協会

金田 志穂
【川村 出 准教授】 学生発表賞 （2016.11.27） 第 54 回日本生物物理学会年会

重田 安里寿
【川村 出 准教授、小林 憲正 教授】 大陽日酸賞（2016.11.17） 第 55 回 NMR 討論会

野口 拓弥
【河村 篤男 教授】 ICEMS2016 電気科学技術奨励学生賞（2016.11.15） 電気科学技術奨励会

岩崎 翔
【市毛弘一 准教授】 Best Student Paper Award（2016.11.15） ICAEESE 2016

SUAZLAN BIN MT AZNAM
【森 昌司 准教授】 日本機械学会動力エネルギー部門優秀講演表彰（2016.11.4） 日本機械学会

鈴木 理保
【新井 宏之 教授】 Student Paper Award（2016.10.27） 2016 International Symposium on Antennas 

and Propagation

梅津 創
【眞田 一志 教授】 ベストプレゼンテーション賞（2016.10.25） 計測自動制御学会

竹田 遼二
【竹村 泰司 教授】 マグネティックス技術委員会奨励賞（2016.9.20） 電気学会マグネティックス技術委員会

坂田 茉実
【島 圭介 准教授】

Student Paper Award at the 21st International 
Symposium on Artificial Life and Robotics（2016.9.9）

SICE Artificial Life Systems Technical 
Committee

田辺 仁
【上ノ山 周 教授】 The Best Student Award at ACOM5（2016.8.30） 5th Asian Conference on Mixing

重田 安里寿
【川村 出 准教授、小林 憲正教授】 Young Investigator Award（2016.8.22） ICMRBS 2016

笛木 隆太郎
【高橋 宏治 教授】 Student Paper Award（2016.7.20） 米国機械学会

SUAZLAN BIN MT AZNAM
【森 昌司 教授】 Student Best Paper Award（2016.6.30） ICONE24

林 葉月
【上ノ山 周 教授】 日本海水学会第 67 年会 学生優秀賞（2016.6.9） 日本海水学会

Chen, Xi
【川村 恭己 教授】 日本船舶海洋工学会奨励賞（乾賞）（2016.5.26） 日本船舶海洋工学会

Nguyen Duy Trong
【日野 孝則 教授】 日本船舶海洋工学会奨励賞（乾賞）（2016.5.26） 日本船舶海洋工学会

笛木 隆太郎
【高橋 宏治 教授】 日本高圧力技術協会科学技術賞（2016.5.20） 日本高圧力技術協会

BASIKOLO THOMAS
【新井 宏之 教授】 Best Student Paper Award（2016.5.17） 2016 IEEE International Workshop on 

Electromagnetics

笛木 隆太郎
【高橋 宏治 教授】 若手優秀講演フェロー賞（ 2016.5.12） 日本機械学会
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研究に関するトピックス

　競争的そしてグローバルな環境の中で活気ある教育・研
究を実施、国際的に競争力のある研究を展開することを通
し有為な人材を輩出することが工学研究院の最重要課題で
す。さらに、産官との連携を深め研究成果であるイノベー
ションを社会実装に繋げることも本研究院ならではの重要
な課題です。しかしながら、国立大学そして本学を取り巻
く環境は非常に厳しいと言わざるを得ません。運営費交付
金の漸減に伴う人件費の削減、その結果の教員数の減少、
さらに配分研究費の低下などが重くのしかかっています。
このような大変困難な時期ではありますが、工学研究院で
は以下のような努力により研究振興を図っています。

● 最先端研究の推進
　工学研究院では、「世界・全国的な研究」を選定・推進
するために、厳正なデータを元に図１に示す4領域を選定
致しました。いずれも大型研究資金を獲得できる工学研究
院を代表する研究であり、新興・融合分野の形成や産官
学連携機能の強化を期待しています。これらを総合して、
本学全体の研究目標である「持続可能な社会の構築」に貢
献したいと考えています。これら研究の振興を図るため、
University Research Administrator (URA) の配置等の
研究支援策を学内重点化競争的経費（学長裁量経費）の組
織的な申請などを通して実現しています。研究振興によっ
て、各研究領域が山脈のように厚みをもって発展し、さら
に各領域間の連携も増進することを期待しています。

　また、次世代の世界・全国的な研究を育むためにも、全
ての研究領域で獲得のチャンスのある基盤的経費である科
研費を獲得しての研究推進は重要です。工学研究院では、
関連研究者に自主的に「科研グループ」という研究グルー
プを作って頂き、科研費申請書の自主的なピアレビューを
通し獲得増進を図っています。平成 28 年度の工学研究院
の科研費獲得額は5.5億円となりました。また基盤Sのよ
うな大型科研費を獲得している方が4名になったことも今
年度のトピックスです。
　同時に、大型研究費を獲得したときに不可欠となる博士
研究員に対して、「特任教員（助教）」として採用する道を開
きました。
　ハイレベルな研究を強力に進めている教員に対し、平成
24年度から大学全体として「優秀研究者表彰」が始まりま
した。平成27年度は工学研究院の吉川信行教授が、「優秀
研究賞」を獲得しました。

● 公平な競争機会の提供
　研究を志向する研究院として、これを競争的な環境で実
施することと共に重要なのは、成果に見合った地位を与え
ることです。本学では、基本的に採用される教員は国際公
募を原則とする公募とし、さらにテニュアトラック教員と
して採用しています。一定の研究期間を経たのち審査を受
け、合格すればテニュア職となる制度としています。また、
平成27年度に研究院内の教育コースごとに職位基準を設

定しました。それぞれの職位ごとに標準的
教員と主幹的教員の基準を設け、人事の際
の実質化を図っています。これらにより優
れた教員者集団からなる研究院を目指して
います。

● 国際連携・国際共同研究の推進
　研究のそしてその成果発表のグローバル
化も工学研究院では重要視しています。未
来情報通信医療社会基盤センターを中心と
するフィンランド・オウル大学との連携、
豪州 COE “Electromaterials Science” の
海外拠点校に本学が選定されたことに伴う
豪州各大学との連携、さらに、上海交通大
学、サンパウロ大学、韓国・昌原大学、チェ
コ・オストラバア大学などとの連携を進め
ダブルディグリーなどの制度を取り入れた
大学院教育の実現を図っています。

副研究院長（研究担当）　渡邉 正義

図1　工学研究院で選定した「世界・全国的な研究」4領域
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相手先 課題名 代表者 金額 研究期間

文部科学省 革新的な伝熱面構造制御による大型 PWR の IVR 確立 准教授 森 　昌司 20,090 2015

総務省 広帯域短パルスレーザーを用いたテラヘルツ電場検出技術
の開発と応用 准教授 片山 郁文 17,810 2015

国立研究開発法人
科学技術振興機構

自己治癒機能を有する革新的セラミックスタービン材料の
開発 准教授 中尾 　航 42,900 2012~2016

超空間制御触媒による不活性低級アルカンの自在転換(デュ
アルファンクション構造体の構築と高性能触媒材料への展
開 )

教授 窪田 好浩 26,535 2014~2016

有機ハイドライドの製造・利用基盤技術 / トルエンの水素
化電解槽と高耐久性酸素発生電極の開発と水素化反応機構
の解明

教授 光島 重徳 32,848 2014~2016

コム用連続発振光源およびその応用に関する研究 教授 洪 　鋒雷 13,000 2014~2016

界面微細センサ開発とマルチスケール数値解析による熱・
物質輸送ー電気化学反応の達成現象の解明と最適界面構造
設計

准教授 荒木 拓人 10,790 2013~2016

リチウムイオン液体の特性最適化と高容量硫黄正極の創製 教授 渡邉 正義 75,522 2012~2016

量子もつれ中継技術の研究開発 教授 小坂 英男 24,343 2014~2015

超微細粒強化と時効析出強化を並立させる新規アルミニウ
ム合金展伸材の開発とその合金設計指導原理の確立 教授 廣澤 渉一 10,449 2014~2016

波浪予測警報機能付小型船舶用レーダー技術の開発 准教授 平川 嘉昭 19,500 2015

平面構造スローライト素子に関する技術動向調査と CMOS
ファブ利用の見通しの検討 教授 馬場 俊彦 11,960 2015

国立研究開発法人
新エネルギー・産業技
術総合開発機構

水素利用等先導研究開発事業 / トータルシステム導入シナ
リオ調査研究 教授 太田 健一郎 19,997 2014~2015

分散型エネルギー次世代電力網構築実証事業　研究開発項
目②次世代配電システムの構築に係る共通基盤技術の開発 准教授 辻 　隆男 127,371 2014~2016

次世代パワーモジュールを使用したパワーエレクトロニク
ス機器とその統合システムの包括的研究開発 教授 河村 篤男 16,629 2014~2016

超 3D 造形技術プラットフォームの開発と高付加価値製品
の創出 教授 丸尾 昭二 53,646 2014~2018

固定高分子形燃料電池利用高度化技術開発事業 / 普及拡大
化基盤技術開発 / 酸化物系触媒の革新的高機能化のための
メカニズム解析

教授 太田 健一郎 52,636 2015~2017

次世代ロボット中核技術開発 / 革新的ロボット要素技術分
野 / 高効率・高減速ギアを備えた高出力アクチュエーター
の研究開発

教授 藤本 康孝 20,000 2015~2016

革新型蓄電池先端科学基礎研究事業 / 溶媒和およびプロト
ン性イオン液体を用いたリチウム系空気二次電池 教授 渡邉 正義 25,530 2012~2015

一般社団法人
日本海事協会・株式会
社ＭＴＩ・国立研究開
発法人　海上技術安全
研究所

実海域における LNG 船の運航ガイダンス作成に関する研究 教授 荒井　 誠 10,800 2015~2016

件数 17 632,356 

種別 課題名 代表者 金額 研究期間

新学術領域研究 分子集積により複合応答機能を発揮するフォトクロミック物質の創製 教授 横山 　泰 10,530 2014~2018

基盤研究 (S) ナノスロットレーザの極限的な光局在を利用する超高感度バイオマー
カーセンサ 教授 馬場 俊彦 36,660 2012~2016

基盤研究 (S) 断熱モード単一磁束量子回路の導入によるサブμＷマイクロプロセッ
サの研究 教授 吉川 信行 46,670 2014~2018

基盤研究 (S) ソフトマテリアルの自律性を支配するイオン液体の役割 教授 渡邉 正義 62,790 2015~2019

基盤研究 (A) 超高効率エネルギー変換システムによる電気自動車一充電走行距離延
伸の実現 教授 河村 篤男 11,180 2014~2016

基盤研究 (A) Er ファイバーコムを用いた可視域デュアルコム分光に関する研究 教授 洪 　鋒雷 16,380 2015~2017

基盤研究 (B) ナノマクロ Hybrid 多孔体による超高熱流束除熱の物理機構 教授 森 　昌司 12,090 2015~2017

件数 7 196,300 

2015 年度文部科学省・日本学術振興会科学研究費補助金（10,000 千円以上） （単位：千円）

2015 年度政府関係機関との受託研究・受託事業・共同研究（10,000 千円以上） （単位：千円）
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理工学部 iROUTE 主催
カリフォルニア大学ロサンゼルス校教授による講義

　2016年1月20日（水）、21日（木）の両日1、2限に、理
工学部の早期研究体験プログラム「iROUTE」の一環とし
て、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の Prof. Richard 
Wirzをお招きし、「Spacecraft Design & Engineering」
と題して、理工学部・工学府の学生を対象とした講義が行
われました。
　「ROUTE」とは Research  Oppor tun i t i es  for  
UndergraduaTEs の大文字をならべたもので、理工学部
の学生が最先端の研究に参加できる仕組みです。H26年度
より理工学部機械工学EP、H27年度よりバイオEP、電子
情報 EP において、1 年次～ 3 年次の学部生がそれぞれの
EPの最先端の研究に参加できる仕組みを構築し、大きな成
果をあげています。その中でも特筆すべきは「第 5 回サイ
エンス・インカレ（主催：文部科学省）」で、バイオEP2年
の吉村知紗さんが文部科学大臣表彰を受賞したことです。
また、H29 年度には理工学部のほぼ全ての EP において
ROUTEが実施される予定です。
　さらに、2015 年度からは ROUTE の枠組みを海外にひ
ろげる「iROUTE（International ROUTE）」へと取り組み
を広げており、この講義もその一環として行われました。
　Prof. Wirz は Caltechで Ph.D. 取得後、JPL /NASAを
経て、現在はカリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）、
Plasma & Space Propulsion Laboratory/Energy 
Innovation Laboratory の Director として勤務し、JPL 
/NASA の電気推進グループとの共同研究も行っていま
す。参加者にとって、海外の一流の研究者の講義を体験で
きたことは大変良い刺激となったようです。講義の最終
日には、レポートの成績や講義中の質疑等の貢献度から、
参加学生の中から成績優秀者が選ばれました。ROUTE、
iROUTEでは、参加者が学部の早い段階から研究の面白さ

を知ると共に、受け身になりがちな講義にも、より一層興
味を持って積極的に取り組めるようになることを意図して
います。これまでの取り組みを更に発展させ、今後も最先
端の研究への参加や、海外との研究交流を積極的に推進し、
本学の国際化・国際共同研究への展開にも寄与ししていき
たいと思います。　（前川）

Prof. Wirzと
Best homework award 受賞者

Prof. Wirzと
Best participant award 受賞者

カルフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）Prof. Wirzによる講義

カルフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）
Prof. Wirzとの集合写真




