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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


