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フーコーの振り子
フランスの科学者フーコーは、望遠鏡の制御に用いる時計を製作
する過程で、長い振り子では地面が回転しても振り子の振れる面は同
じままになることに気がつきました（1851年、地球の自転を実験で
直接的に証明）。このような斬新な発想が、科学の進展の礎になり
ます。伊都キャンパスには近代科学のシンボルとして日本最大級の
フーコーの振り子を設置しています。
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九州大学工学部

エネルギー科学科
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エネルギー・環 境問題に挑む

　産業革命に端を発する飛躍的な科学技術の進展により、
私たち人類は便利で快適な現代生活を実現してきました。
しかし、その現代生活を支える膨大なエネルギー消費が、
一方で温暖化や酸性雨などの深刻な環境問題を引き起こ
し、私たちの住む地球は今、大きな曲がり角にさしかかっ
ています。
　エネルギー・環境問題の克服は、かけがえのないこの地
球に住む私たち人類に共通の大切なテーマとなりました。

① 基礎学科目の充実
エネルギー・環境問題の解決に携わる者には、多様な問
題に柔軟に対処する応用力が求められます。それを身に
つけるために必要不可欠な基礎的学理の習熟のため、当
科は基礎学科目の幅を拡げた構成となっています。

③ カリキュラムコースの設置
２年後期から所属する3つのコースは、既存の産業分野
に対応した専門コースではなく、専門性を選択する足掛
かりとなるように、勉学の重点を幾分その方面におく、
という趣旨のコース区分となっています。

④ 大学院進学を視野に入れたカリキュラム
カリキュラムは全体として、研究者を養成する、という
視点でつくられています。多くの学生が大学院の修士課
程、さらには博士課程へと進学することを期待したカリ
キュラムです。

⑤ 自主性と責任、評価と競争
当科は、カリキュラムコースや卒業研究テーマに関する
自主的選択の幅を大きくしてあります。それは、自己責
任と一体です。また、学生と教員が互いに切磋琢磨しな
がら、研究を進めていく学科です。

② 「エネルギー科学展望」と「エネルギー科学と倫理」
入学すると、まず、入門科目としての「エネルギー科学展
望」「エネルギー科学と倫理」を履修します。これらの履
修により、将来携わるべき専門分野への興味と希望を育
みます。

　エネルギー・環境問題の特徴は、多岐にわたるさまざま
な要素が複雑に絡み合っていることです。その解決には、
複数の学術分野の連携や融合が生み出す『学際性』が欠か
せません。『エネルギー科学』とは、この学際性にもとづい
て、理学、工学、環境科学などの学問体系を組織化する『専
門性と総合知』の科学です。
　これを通じて、安全でクリーンで持続可能な新エネル
ギー源の開発、安全な原子力発電技術、エネルギー利用の
高効率化、廃棄物低減のための先端技術、それらに必要な
機能材料の創製、さらには地球環境変動の予測や制御な
どに関わる基礎研究・応用研究を力強く推進してゆかな
くてはなりません。

　このように、エネルギー・環境問題に挑戦する技術者・
研究者は、それぞれが担当する個々の分野で誰にも負け
ない高度の専門性を持ち、同時に、理工系全般にわたる学
問的素養を幅広く身につけて、総合的・複眼的視点から大
胆に発想する創造力を備えていなくてはなりません。
　エネルギー科学科では、学際的な基礎科学教育を重視
した特色ある教育カリキュラムを用意し、エネルギー・環
境問題の全体を見通す総合的洞察力と多様な問題に柔軟
に対処できる実力を備えた『躍動する』人材を育成してい
ます。

ディーゼルエンジンの燃料観察と解析

走査透過電子顕微鏡による先端材料のナノ構造解析

固定磁場強集束型（FFAG）加速器

シンクロトロン光利用研究センター

超高圧電子顕微鏡

博多湾における浮体式海上風力発電実験

中性子ビーム利用による物質のミクロ構造解明

Kyushu University Kyushu University

美しく豊かな地  球をキミの手で
あらゆる課題と向き合う 最先端の研究設備

総合力・創造力を備えた
躍動する人材の育成

学際分野“エネルギー科学”の必要性

現代社会とエネルギー・環境問題 エネルギー科学科の教育の特長
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　１年生と2年生の前期は基礎科学に加え現代のエネル
ギー・環境問題の最前線を学びます。2年生の後期から卒
業までは主として専門科目を履修します。
　2年生後期からはエネルギー量子理工学、エネルギー物
質工学、エネルギーシステム工学の3つのカリキュラム
コースに分かれ、それぞれが目標とする専門性を深めて
いきます。これらのコースは専門性と同時に学際性も高
めるために境界の緩やかな編成となっています。

　入学直後から各教育分野の研究室を訪問し、大学の最
先端研究に触れ簡単な課題に取り組みます。3年生の夏休
みには、希望により民間企業や公的研究機関で実習する
ことができます。

　３年生の後期には、各教育分野の研究室で課題を設定
し、問題解決への取り組み方、グループでの議論の仕方、
出てきた結果のまとめ方、発表の仕方などを学びます。
　4年生になると研究室に配属され、最先端の研究に取り
組みます。

課題集約演習発表会

課題集約演習発表会

学生実験

専攻教育科目講義

Kyushu University Kyushu University

先端科学技術に携わる技術者・
研究者として活躍するために

学ぶ目的を明確にし、
将来の進路の参考にするために

基礎科学から最先端の
専門科目まで幅広い分野にわたる
カリキュラム構成

エネルギー科学科に入学すると？　学科定員95名

基幹教育科目（文系・理系ディシプリン科目、言語文化科目など）

専攻教育科目講義、実験、演習など

専攻教育科目講義、各コース実験、課題集約演習など

卒業論文研究

9割以上は大学院へ

工学府
・エネルギー量子工学専攻

総合理工学府

システム生命科学府
・システム生命科学専攻

・量子プロセス理工学専攻
・物質理工学専攻
・先端エネルギー理工学専攻
・環境エネルギー工学専攻
・大気海洋環境システム学専攻

● エネルギー量子理工学コース

修士論文研究・
　修士課程講義

● エネルギー物質工学コース
● エネルギーシステム工学コース

2年生

1年生

3年生

4年生

修士1年生

修士2年生

博士1年生

博士2年生

博士3年生

後 期 : コース分け

修士課程

博士論文研究
博士課程

飛
び
級

※1 飛び級 九州大学では、大学に3年以上在籍した成績優秀な学生諸君に対して、3年次終了から大学院修士課程に進学する道が開かれています。

就 職

就 職

公務員、民間企業など

企業研究開発
技術者など

就 職
大学、公的研究機関
企業研究所など

※1

研究室配属研究室配属研究室配属研究室配属

大学院進学大学院進学大学院進学大学院進学

学部卒業学部卒業学部卒業学部卒業

コース分けコース分けコース分けコース分け

入 学入 学入 学入 学

博士課程修了博士課程修了博士課程修了博士課程修了博士課程修了博士課程修了博士課程修了博士課程修了博士課程修了

修士課程修了修士課程修了修士課程修了修士課程修了

大 

学

大 

学 

院

ミクロレベルの物理からの挑戦

新しいナノテクノロジー・物質科学

エネルギーの発生から消費・環境まで

       21の教育 分野に所属する教育カリキュラム

約90名の教員が 教育を担当します。

幅広い
専門の
選択肢

多彩な授業
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エネルギー科学科の3つのコース
九州大学工学部エネルギー科学科は、幅広い研究領域を大きく3つにコース分けしており、さまざまな
アプローチ方法の中から、自分の興味や目標に応じて、より専門的に学びたいコースを選択することができます。

　量子論は物質の根源である原子、電子、原子核、素粒
子等ミクロの世界を記述する新しい学問体系です。
　エネルギー量子理工学コースでは、量子という観点
から地球規模のエネルギー・環境問題に取り組むため、
量子力学、原子核物理学、物性物理学などの基礎科目か
ら、原子力・核エネルギー工学、応用物理学、エネルギー
環境論などの応用科目までを学びます。
　それをもとに核エネルギーや新エネルギー利用の
新しい方式、放射線の発生・計測・利用、エネルギー利用
および環境保全のための先進的機能材料、多様な機能
物質および種々の複雑系の特性とその発現機構等に
ついて研究を行います。

エネルギー量子理工学コース

エネルギー物質工学コース

エネルギーシステム工学コース

Kyushu University

　エネルギーは形がなく、エネルギーを扱う全ての局
面（創る、貯める、変換する、輸送する、使う）において
物質（材料）が必ず必要になります。そのため、エネル
ギーを効率良く使うためには、物質の構造や性質を理
解し、制御することが不可欠です。エネルギー物質工
学コースでは、エネルギーの生成、貯蔵、変換、輸送、利
用、そして地球環境保全に必要な、優れた材料を創出
するための物質合成、構造解析、物性評価、機能発現に
おける未踏学術領域の開拓を目指して、エネルギー・
環境問題解決の視点に基づき、「物質」についての高度
な学理や技術と知識を習得するための教育を行って
います。

　社会システムの維持・発展と地球環境の保全をどの
ように調和させていくのか、この問題の解決は21世
紀の最大の課題です。エネルギーシステム工学コース
では、この21世紀のエネルギー環境問題に挑戦する
技術者・研究者の育成を目指して、エネルギーの発生、
変換、輸送、貯蔵などの供給側の立場に始まり、エネル
ギー消費に係わる環境問題までをカバーするシステ
ム工学に関する教育・研究を行います。新たなエネル
ギーシステムの開発、既存エネルギーシステムの高効
率化や安全性・経済性の向上、環境負荷の少ない生産
システムの開発、環境変化の予測と制御などの課題に
挑戦します。

形状記憶合金

磁性材料

医薬品

光ファイバー

液晶

マテリアルズ
インフォマティクス

レーザー顕微鏡

核融合炉　　水素エネルギー
トリチウム　燃料電池

粒子線物理工学　加速器中性子源
放射性薬剤　　　宇宙線ミューオン

プラズマ物理　核融合ロケット
プラズマの生物・医療応用

超音速流体　空力騒音
乱流混合　　衝撃波

宇宙プラズマ　プラズマ推進
大気海洋環境　海洋エネルギー

複雑系　ゲーム理論建築環境　都市気候
人体数値モデル　感染

エンジン性能　燃焼過程
ヒートポンプ　冷凍・空調

エネルギー化学工学 エネルギー物理工学

応用原子核物理・
電磁解析学

量子線物理計測

○ 放射線の発生と利用
○ 加速器の開発
○ 原子核物理学

物性物理学 応用物理学
○ 量子物性
○ 表面物理

○ 環境浄化・資源回収
○ 環境応答材料・複雑系

○ 量子線の物理と利用
○ 放射線検出器の開発

原子核・量子線工学

放射線物性工学 エネルギー創生材料学
○ 原子・ナノサイズの
   物質構造解析
○ 機能性材料

○ 放射性核種の閉じ込め
○ 核燃料サイクル工学

エネルギー物質科学

原子力エネルギーシステム 原子炉物理及び
核融合理工学○ 安全・安心な原子炉

○ 原子炉内の極限世界
○ 熱流動挙動
○ 多相流現象

○ 核融合炉
○ 新たな原子力システム

核エネルギーシステム学

応用物理学

プラズマ理工学 エネルギー変換機器

力学エネルギー理工学 環境流体システム学

環境伝熱学

炭素材料
触媒熱電変換材料
キャパシタ

新型電池
センサ

電子顕微鏡
半導体

原子炉用材料

構造材料

物理化学

金属学

有機化学 無機化学

大気環境化学

レーザー分光
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加速器ビームは基礎科学研究やがん治療、
医療・産業用RI製造などに利用されていま
すが、将来的には放射性物質の変換処理や
エネルギー増幅器への応用が期待されて
います。私たちはこれら新規技術を実現す
るため、FFAG加速器の開発、放射線測定
技術の高度化、原子核反応の実験・理論研
究を進めています。

応用原子核物理・電磁解析

本教育分野では、原子、原子核、中性子、プ
ラズマ等に関する物理を基礎として、核
融合炉のプラズマ物理や原子炉の中での
中性子のふるまいについての理論的な研
究に取り組んでいます。これらの成果を
元に新しい原子力エネルギーシステムや
その安全性に関する教育と研究を行って
います。

原子炉物理及び核融合

原子力エネルギーを安全で効率的に利用
するため使用済み燃料からウランやプル
トニウムを取り出して再利用するリサイ
クル、残りの放射性廃棄物を安全に処理処
分する方法、発電所事故で発生した破損燃
料や廃棄物を安定に処理・貯蔵する技術の
研究に取り組んでいます。将来のエネル
ギーと環境の調和ついて一緒に考えま
しょう。

エネルギー創生材料学

本教育分野では、エネルギー粒子である
電子線やX線をプローブとしてその散乱・
吸収現象を利用し、物質・材料について原
子レベルでの状態解析に取り組んでいま
す。さらに高いエネルギーを有す電子や重
イオンなどのエネルギー粒子が材料に照
射された場合の放射線照射効果について
も研究・教育を行っています。

量子線物性工学

エネルギー量子理工学コース

Kyushu University

［ 新しいビーム加速技術の開発 ］

核融合炉の実現にむけた研究 新しい原子炉概念の研究

［  様々な環境における放射性物質・核燃料の振るまいを考える ］

［ 原子・ナノサイズの物質構造解析 ］量子線（電子線・X線）をプローブとして構造と物性の関係を解明
最先端分析設備・解析手法によるアプローチ・超高分解能な透過電子顕微鏡 ・シンクロトロンX線ビームライン

地層処分場

放射性物質や
核燃料物質の
移動：

事故原子炉

溶融燃料
ベントナイト 岩盤

300m以深へ埋設

オーバーパック

ガラス固化体

汚染水

放射性物質の移行と抑制

加速器要素技術開発

核燃焼プラズマに高周波加熱を
施した場合のイオン速度分布関数

・ガラス固化体の長期溶解挙動
・放射性物質のベントナイト（粘土鉱物）中の拡散挙動
・放射性物質の処分環境における化学形の予測・同定

・レーザー照射した金ナノロッドの変形
・合金ナノ粒子の形状と触媒機能
・ナノ粒子の固溶体化のメカニズム
・ナノ粒子の電子線トモグラフィー

レーザー照射により
変形した金ナノロッドの
電子顕微鏡像

CeO2中イオントラックの電子顕微鏡像
超高圧電子顕微鏡（九大UMRC内）

での物質観察
九州大学ビームライン（SAGA-LS内）
でのX線実験

・界面磁性　・磁性微粒子の磁気微細構造
・状態図特異点での組織
・電子顕微鏡のみでの磁気的，電気的パラメータの計測

・電子線照射による欠陥集合体の
 形成・成長挙動
・高速重イオン照射による
  損傷蓄積過程
・電子線照射による点欠陥蓄積過程の
  カソードルミネッセンス計測

・合金ナノ粒子の水素吸蔵・放出過程
・導電性酸化物ガラスの伝導機構
・Mg合金の熱処理過程

・核燃料（ウラン酸化物など）の超高温での振るまい
・核燃料の原子炉からの漏えいシナリオ
・汚染廃棄物の安定固化処理

加圧水型原子力発電プラントの全景
（九州電力川内原子力発電所）

FFAG加速器の設計研究 原子核反応理論モデルの改良

［ 物質の基本「原子核」の研究 ］

ビーム

FFAG加速器 原子核反応実験

原子、原子核、プラズマ、中性子による核反応
プラズマ中での高エネルギー粒子のふるまい 原子炉の中での中性子のふるまい

核分裂、核融合反応によるエネルギー発生

ナノ粒子の構造と機能発現 磁石の構造と磁気特性

金属・セラミックスの
温度変化・ガス吸蔵中の

局所構造
放射線照射された

セラミックスの微細構造
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世界で唯一の
独自の計算手法

KIKUCHI

消費電力
１／３

・無機材料を原子レベルで構造制御し、更
に複合化して化学反応を自在に制御する
高機能触媒を創出
・液晶や高分子の自己組織化構造を設計し
て特異な構造・機能のソフトマターを開発
し、ディスプレイなどに応用
・高性能な光学特性を有するポリマーの合
成とフォトニクスデバイスへの応用を目
指した研究・開発

環境機能材料学

電気化学を基礎としてエネルギーや環境
に関連する材料を新規なデバイスへと展
開しています。
・金属酸化物を中心として、その設計・合成お
よび物性解析、動的反応や局所構造変化の追
跡を通じて、新規なガスセンサや電池などの
機能性材料・デバイスを探求しています。
・炭素材のナノ構造単位の認識と新規制御手
段に基づく高機能・高性能炭素材及び複合材
の創製とエネルギー・環境分野への応用、機能
性発現メカニズム解明に取り組んでいます。

電気化学エネルギー材料学

エネルギー科学、環境科学、生命科学の研
究に取り組んでいます。物理化学～分析化
学～有機化学～生物化学を包括する分子
工学をベースとして、次世代のエネルギー
科学、環境科学、生命科学に不可欠な多様
な物質について、分子レベルでの構造・物
性の理解、反応や機能の制御、新しい有用
物質の創生を目指しています。

エネルギー分子工学

新規材料開発によるエネルギー問題の解
決をテーマとして、「微細組織解析を通じ
た、金属材料の変形原理の解明と開発指針
の提案」、「材料設計の予測に利用する量子
化学的計算手法の開発と応用」、「熱電エネ
ルギー変換や光触媒等に優れた機能を示
す物質の探索・合成・解析」を行っています。

エネルギー構造材料学

エネルギー物質工学コース

Kyushu University Kyushu University

エックス線、ガンマ線、中性子線などの量
子線の物質透過性や量子線と原子・原子核
との反応は、原子核工学、物理学、医学など
様々な分野で利用されています。量子線利
用の高度化のために、物質を通過する量子
線の振舞いの計測・シミュレーションや超
伝導現象などを利用した新しい検出器の
開発に関する研究を行っています。

量子線物理計測

原子炉システムを安全に運転・制御するに
は、エネルギーの輸送・変換に介在する現
象の詳細を解明することが重要です。本教
育分野では、原子炉システムの安全性向上
のため、伝熱・流動・相変化・核的挙動が複
合する現象の実験的解明と数値シミュ
レーション技術、過酷事故時の安全評価手
法のための研究開発を行っています。

原子力エネルギーシステム

現在我が国において大きな社会問題と
なっている環境問題や資源枯渇問題は
様々の要因が複雑に絡み合っており、解決
の為には、様々な分野の研究を有機的に行
う必要があります。そこで本教育分野では
理学・工学を横断する応用物理学的な視点
を持って、実践的技術開発から基礎原理の
探求にわたる幅広い研究を行っています。

応用物理学

・量子物性
量子多体効果が顕著に現れる環境（温度、
磁場、圧力、サイズ）を実現し、現象に応じ
た最適な測定手法により本質探究を目指
しています。
・表面物理
原子層1層の新物質（グラフェンなど）を
形成し、更にナノ構造化によって現れる新
奇表面物性を探索し、新しいデバイスへの
応用を目指しています。

物性物理学

ガンマ線検出用超伝導センサーデバイス
（教育分野で開発）

固液混相流動試験と解析との比較
模擬燃料ピン束での
融体侵入・固化挙動

デブリベッド運動挙動実験 燃料デブリ堆積挙動実験

加速器ビームが物質に入射した際に放出される
中性子線を計測

加速器ビームライン

中性子検出器

超伝導センサー

原子炉の過酷事故時における
多相流現象に関する解析的研究

原子炉設計や安全評価に関わる
熱流動挙動の実験的研究

ガンマ線吸収体

超伝導量子干渉素子

［安全・安心な原子炉の実現 ］ ［ 原子炉内の極限世界の解明 ］

［ 環境機能材料学教育分野での研究の具体例 ］

［ 構造用金属材料］

研究対象

酸化物系熱電材料

低次元ナノ物質

［ 熱電材料・ナノ物質］ ［ 理論材料化学］

環境機能材料で、未来の「安心・安全で省エネな社会」に貢献

エネルギー科学

実験のみで探索する時代

研究対象
科学技術計算で設計する時代

分子工学

環境科学

生命科学

［環境浄化・資源リサイクル材料 ］ ［ 環境応答材料・環境応答計測 ］

［量子多体効果の実験的探索 ］ ［ 原子1層の新物質を創る ］

［ 環境ミメティクス・複雑系研究 ］［ 重金属浄化・資源回収 ］

最新のCFD技術（粒子法）を用いた
数値シミュレーションの例

原子炉の過酷事故時の熱流動現象を
模擬した実験の例

・数値シミュレーション技術の開発
・解析手法の実験的検証

・極限世界の現象を模擬物質を用いた
　実験システムにより実現
・可視化と定量化による現象の解明

構造解析実験 放射線重合試料設置 乱流中の拡散測定

吸着前 吸着後沈殿

金属酸化物 多孔体材料 格子状液晶を高分子で
安定化したソフトマター

高画質・超省エネの
液晶ディスプレイ

ネットワーク・データ
センターの省エネ化

有害ガスの分解による
環境保全

● 新しい有機合成化学・構造有機
　 化学の開拓

● 精密有機合成化学の
　 新規方法論の開拓

● 高強度炭素繊維 自動車車体、建築材

● 窒化物-金属間化合物複合強化耐熱鋼
● 多結晶ニッケル基耐熱超合金
● シンクロ型LPSOマグネシウム合金
● α+β二相型チタン合金
● クラスタ強化アルミニウム合金
● 耐クリープ性錫合金
● 亜鉛-アルミニウム超塑性合金
● 炭化タングステン-コバルト超硬合金

● 未利用熱エネルギー回収のための
　 酸化物熱電材料の開発
● 中高温廃熱回収用酸化物熱電
　 モジュールの開発

● 低次元量子閉じ込め構造を持つ
　 無機ナノ物質の創製と物性
● 特異量子物性を示す超集積構造
　 の構築とナノ構造物性

合成 分析

導電性
（導体・半導体）

一次元系…分子ワイヤ　

二次元系…分子シート　二次元系…分子シート　

３次元系…結晶など　３次元系…結晶など　

非線形
光学特性

有機太陽電池
材料

生体分子　

有機強磁性
ポリマー

ナノ
複合材料

新しい有用物質

構造制御と
複合化

触媒活性の
向上

電気光学ポリマーを
応用した光スイッチ

熱屈曲材料 超高感度光計測

超高速
応答性

光の
有効利用

原料
前駆体前駆体

マングローブ生木マングローブ生木

原料原料 球状活性炭球状活性炭 活性炭薬活性炭薬

ハードカーボンハードカーボン

炭素繊維炭素繊維

● バイオマス由来ハードカーボン Liイオン電池負極材

● 細孔・表面構造制御活性炭
吸着式冷凍機、電気二重層キャパシタ、薬用

低電圧
駆動

省エネな
光通信

5mm

重金属溶液 ゲル

量子トンネリング、バリスティック伝導、微小（ナノスケール）領
域、多極子、量子スピン、水素吸蔵・拡散、フラストレーション、
超伝導、極低温、強磁場、非弾性電子分光

IV族原子層
ナ ノ 構 造
ナ ノ 物 性
ナノデバイス

1000

100

10

1

0.1
0.01
0.01 0.1 1 10 100

electron
electron
electron

hydrogen
hydrogen
hydrogen

 ： グラフェン・シリセン・ゲルマネン・スタネン
 ： ナノドット、ナノリボン、超格子、サブ2次元
 ： ディラック電子、超高移動度、バリスティック伝導
 ： 超高速FET、センサー、量子干渉素子

・新分子の創製と利用
・新反応の開発

変形特性
微細組織

・生体作用分子の合成
・生命現象の解明と制御　

● 分子分光学に基づく新しい
　 物理化学・分析化学の開拓
・レーザー分析法の開発
・大気化学反応過程の解明

新規な機能材料・デバイス

新材料・新物質設計　
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電極

エネルギーシステム工学コース

Kyushu University Kyushu University

新エネルギーを創生し有効利用していく
ためには、機能性に優れた「材料」の研究開
発が不可欠です。本教育分野では、最先端
の組織解析技術を駆使し、「材料」のナノ構
造と「材料表面」の原子構造を捉え、これら
と機能性との関連を解明して、次世代を支
えるエネルギー材料の開発を目指した教
育・研究を行っています。

固体電子物性学

エネルギー分野では、「材料」に高機能を求
めるだけでなく、高温、腐食、放射線など取
巻く「環境」も「極限」に近づき、耐環境性へ
の要求も高くなっています。
本教育分野は、極限環境の一つ「原子力」で
登場する「水素」と「材料」との物理化学的
相互作用解明を中心テーマとしつつ「極限
環境材料」の研究と教育を担っています。

極限環境材料学

将来の世界を支えるであろう核融合・核分
裂エネルギーシステム、水素エネルギーシ
ステムの開発研究を通じて、目的成分抽
出、同位体分離、熱利用等の化学工学を中
心とする高度な専門知識と豊かな創造性
を有し幅広い分野で活躍できる人材の育
成に努めています。

エネルギー化学工学

プラズマ理工学研究は新たな時代に入り、
これまで成し得なかった多くの実験が可能
になってきました。本教育分野では、「プラズ
マを知る」「プラズマを使う」ことをメイン
テーマとして、新しい研究領域を開拓してい
ます。具体的には、プラズマの流れ場の構造
を解明する基礎的研究から、プラズマを用い
たバイオ、医療、農業、宇宙分野への応用技
術の開発まで、多彩な研究開発を行います。

プラズマ理工学

［Advanced bulk nano-imaging & analysis ］

［エネルギー関連材料と水素挙動の研究］

［ Advanced surface nano-imaging & analysis ］
ナノ組織の3D構造可視化技術

医療機器開発

バイオ・
医療応用

農業応用

次世代半導体界面の作製と構造解析

強力な
ナノ磁石を創る

電界イオン顕微鏡
による原子構造観察

原子分解能ケミカルマッピング技術

大気汚染物質の形態

ストロンチウム＋チタン 酸素

原子像

強力ナノ磁石

原子像

格子欠陥(転位)の配列

回折パターン

大規模システム
シミュレーション・実証実験
サブシステムの組合せ

サブシステム サブシステム サブシステム

基本ユニットの組合せ

基本
ユニット

基本
ユニット

基本
ユニット

基本
ユニット

システムデザイン・プラントエンジニアリング
基礎現象の解明・モデル化・シミュレーション

物質移動・熱輸送・運動量変化の把握（基礎実験）

水素製造実験装置

プラズマ実験装置

低温吸着実験装置

HYPER-II装置

プラズマ減菌器

小型イオンエンジン ホールスラスタ

化学工学の視点から、次世代エネルギー
システムの開発を目指しています。

水素、重水素、トリチウム、液体金属リチウム、リチウムセラミックス、
溶融塩、ヒートポンプ、プラズマ壁相互作用、土壌

キーワード

［プラズマを知る ］ ［ プラズマを使う ］

エネルギー、医療、宇宙開発分野における
ミクロな粒子線（中性子やミューオン等）
の先端的応用を目指し、物理と医・工学の
境界領域の研究を行っています。例えば、
がん診断用の新しい放射性薬剤製造、放射
性廃棄物の低減や資源化のための核変換、
宇宙線ミュオグラフィによる地中空洞探
査技術の研究開発に取り組んでいます。

エネルギー物理工学

地球環境保全の観点から、エネルギーの
有効利用と公害抑制に関する技術開発
を進めるためには、気体の流れを科学す
る流体力学の知識が必要になります。本
教育分野では、高速輸送機器の高効率化
を念頭においた超音速流れで発生する
衝撃波や波動伝播などの現象の解明、コ
ンピュータを駆使した流れの数値シ
ミュレーションなどの研究を行ってい
ます。

　ジェットエンジンやロケットノズルなど
に代表される超音速噴流では、騒音低減
化や音響振動破壊などが重要な課題と
なっています。ここでは、最新のハイス
ピードカメラを用いたシュリーレン可視化
や非定常感圧塗料などによる光学計測技
術を駆使して、高速非定常現象の実験的
解明、衝撃波振動および音響発生の物理
的なメカニズムの解明に向けた数値解析
的研究を行っています。

次世代型ヒートポンプ・
冷凍システムの開発に係
わる要素技術・システム
の研究

力学エネルギー理工学

エンジンや空調機のように、熱から仕事を
得たり、仕事で熱を移動させたりするエネ
ルギー変換機器は文明社会に不可欠です
が、有害排出物や二酸化炭素の排出量低減
が強く求められています。私たちは、燃焼
解析による天然ガスエンジンの熱効率向
上、オゾン層を破壊しない冷媒を用いる空
調機の性能向上などを目指しています。

エネルギー変換機器

人間の環境へのインパクトの多寡は人間
個々の行動、人間が時間の大半を過ごす建
物の性能や都市構造に大きく支配されま
す。一方で、多数の人間からなる社会と環境
の間には複雑なダイナミクスが存在します。
本教育分野は、こうした人間－建築－都市
－社会ネットワークという幅広い空間ス
ケールに対し、快適性と環境性の二律背反
問題解決への貢献を目指した研究教育を
行っています。

環境伝熱学

［取り組んでいる粒子線の応用研究の例］

［超音速ジェットの流動特性および空力騒音に関する研究］

［環境・エネルギー問題］

［建築環境工学］

［複雑系科学,進化ゲーム理論］

［環境人間工学,公衆衛生工学］

［都市気候学,大気環境科学］

加速器中性子による薬剤の製造

宇宙線ミュオグラフィ
ミューオン強度分布

加速器による核変換

熱エネルギー変換システム
エンジンの熱効
率向上と低公害
化を実現する新
燃焼技術の確立

熱機関工学

問題解決に貢献

高エネルギー
粒子線

宇宙からふりそそぐ
素粒子を使った
建築物や地下の透視

Materials Sciences in
 SevereConditions
・Nuclear Materials
・Hydrogen Isotopes
・Metals & Ceramics
・Gamma ray

熱を使って冷やす仕組み
（吸着式冷凍システム）の実験装置

液冷CPUクーラー伝熱面の形状検討　

ガスエンジン内の燃焼現象の可視化　

高圧ガス噴流の空気導入の計測　

● がんの検査・治療
● 創薬分野
● 分子イメージング

● 地中空洞探査
● 治水施設の維持
　 管理用データ取得

● オゾン層破壊　● 地球温暖化　● 化石燃料枯渇etc.

● 放射性廃棄物の
　 低減・資源化

● 熱帯圏に適したスマートハウス・
　スマートシティ技術の開発
● 省エネルギーと低炭素化を実現する
　グリーンビルディングの開発

● 呼吸器系-人体-室内連成数値流体モデル開発
● エアロゾル、微生物などの 室内空気汚染予測
● 工学－疫学モデルの連成と空気感染リスク評価

● ヒートアイランド現象の構造解明
● 都市大気乱流の現象解明
● 都市空間の換気と歩行者空間の快適性評価

● 社会システムにおける強調創発機構の解明
● パンデミックとワクチン接種のダイナミック解析
● 交通流解析による流れ場の物理の数理ジレンマ解明

Human
scale

Urban
scale

Social network

Building
scale

ラバルノズル出口

音波

衝撃波

超音速ジェットの可視化写真

水素のグロー放電注入

イメージングプレート

電界=0 直流電界下

放射線電池

プロトン導電体のイメージングプレート

オートラジオグラフィ

● 水素の拡散方向の分布
　 イメージングプレート(IP)を利用した
　棒状 試料中トリチウム拡散分布
　　→　正確な拡散係数の導出

● 鉄鋼中に析出したMnSへの水素の集積
　 白い輝点がトリチウムの存在を表す
　　→　鉄鋼の水素脆性の解明へ

+ -
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エネルギー科学科の
幅広い進路

先輩からのメッセージ エネルギー科学科で学んだ（学ぶ）先輩のリアルな声をご紹介します。

九州大学大学院工学府
エネルギー量子工学専攻

川本 靖子
（山口県出身/宇部高校）

（三重県出身/四日市高校）

　エネルギー科学科の卒業生は、ほとんどが関連する
大学院の修士課程に進学しています。
　修士課程修了後、またはさらに博士課程へ進学して
博士号を取得した後、電力、ガス、石油などのエネル
ギー関連産業をはじめ、自動車、重工業、電機、化学、金
属、セラミックス材料、情報などの多種、多様な産業分
野、あるいは大学をはじめとする公的研究機関や官公
庁において、エネルギー技術や環境技術の開発などの
分野で活躍しています。

Ｑ１. 九州大学工学部エネルギー科学科を選んだ理由を教えてください。 
エネルギーシステムの技術やその問題に興味があり、専門的に知りたい、問題解決に貢献したいと思い志望しました。

Ｑ２. 九州大学工学部エネルギー科学科ではどんなことを学んでいましたか。 
エネルギー科学科ではエネルギーに関する一般的な知識を学んだ後、量子コース、物質コース、システムコースと大きく３つ
に分かれます。それぞれがエネルギー問題に取り組むために違ったアプローチをしています。私は量子コースを選択したの
で、基礎知識として物理現象を原子レベルから学び、核エネルギーを利用した新しいシステムについて研究をしていました。

Ｑ３. 学生生活で楽しい、または、大変だったエピソードがあれば教えてください。 
大学3年次にインターンシップへ行く機会があり、実際に研究で用いられているツールで簡単な研究をさせていただきまし
た。研究の最先端で活動されている方 と々関わることで工学研究の面白さを実感できましたし、この分野をもっと勉強して
みたいとモチベーションを高めることができました。

Ｑ４. これから九州大学工学部エネルギー科学科を目指す人へのメッセージ 
エネルギー科学科は幅広い分野があり、それぞれが密接に関連しています。興味を引くものを見つけたあとでもその幅広
い知識が役に立つことがたくさんあります。さまざまなことを知るチャンスを逃さず、どんどん挑戦していってください。視野
を広げることは進路を明確にする上でも専門性を高める上でも重要なことだと思います。

九州大学工学部
エネルギー科学科

今村 亮太

Ｑ１. 九州大学工学部エネルギー科学科を選んだ理由を教えてください。
私はもともと環境問題に興味があり、将来はその解決に貢献したいと思っていました。そして、高校生の時に核融合という
反応を用いた発電方式について知る機会があり、それ以降、エネルギー問題、特に発電に関する領域への関心が強くなり
ました。エネルギー科学科ではエネルギーの開発と応用について幅広く学ぶことができると思い、志望しました。

Ｑ２. 九州大学工学部エネルギー科学科ではどんなことを学んでいますか。 
１年次には主に数学、物理、化学の基礎を学びます。２年次後期から、量子、物質、システムの3つのコースに分かれて専門
的な内容を学び始めますが、自分の興味や必要に応じて他コースの講義も受けることができます。エネルギー科学科では、
学問領域が多岐にわたっている点、工学部の中でも量子系の科目をしっかりと学ぶことができる点が特徴です。

Ｑ３. 学生生活で、楽しい、または大変だったエピソードがあれば教えてください。
私は九州大学のプログラムで何度か短期留学をしています。海外は初めての経験で不安もありましたが、日本ではなかなか
味わえない刺激的な毎日でとても良い経験ができました。工学部生向けのプログラムではシリコンバレーに行きました。
そこでは英語研修とともに多くの企業等を訪問し、イノベーションについて学びました。

Ｑ４. 九州大学工学部エネルギー科学科を目指す人へのメッセージ
エネルギー問題のように大きな問題を解決するには、専門分野に固執せず俯瞰的アプローチが必要だと私は思います。
その意味で様々な分野を学ぶことのできるエネルギー科学科はとても魅力的です。そして、皆さんにはいろいろなことに
能動的に取り組んでもらいたいです。迷ったらとりあえずやってみる、そのような姿勢が自分の将来役に立つ何かを見つ
けるきっかけになると思います。

エネルギー科学科最近の就職先一覧
（五十音順・含学科卒業院生）

IHI
今治造船
臼杵市役所
エヌビーエス
オービック
花王
川崎重工業
関西電力
ギガフォトン
北九州市役所
九州電力
九州旅客鉄道
京セラ
クリック
神戸製鋼所
小松製作所
西部ガス
JX日鉱日石
JFEエンジニアリング
JFEスチール
ジャトコ
神鋼鋼線工業
新日鐵住金
住友金属鉱山
住友電気工業
住友理工
第一実業
ダイキン工業
中国経済産業局
中国電力
中部電力
千代田化工建設
デンソー
東京電力
東芝
TOTO
トヨタ自動車
トヨタ自動車九州
西日本シティ銀行
西日本旅客鉄道

日産自動車
日産車体
日本海事協会
日本ガイシ
日本原燃
日本コークス
日本コンピュータダイナミクス
日本テクノ
日本特殊陶業
パナソニック
バブコック日立
日立アプライアンス
日立製作所
福岡県庁
福岡市役所
富士通九州システムサービス
富士電機
堀場製作所
本田技研工業
マツダ
三井金属鉱業
三井造船
三菱自動車
三菱重工業
三菱電機
三菱日立パワーシステムズ
リコー

九州電力、関西電力
四国電力、電源開発
大阪ガスなど

三菱重工業
神戸製鋼所

新日鐡住金、日立造船
三井造船など

九州大学
国家公務員
地方公務員
公的研究所など

東芝、日立
三洋電機、三菱電機
富士電機など

神戸製鋼、旭硝子
旭化成、京セラ
TOTOなど

トヨタ、ホンダ
日産、マツダなど

エネルギー科学科

大学院修士課程
博士後期課程

エネルギー科学科からの進路は？
（エネルギー科学科卒業生および関連大学院専攻卒業生の進路）

地球環境は、大気海洋と生物が有機的なシ
ステムを成すことで形作られています。ま
た、太陽風と呼ばれるプラズマの流れは地
球環境に大きな影響を及ぼしています。地
球環境は、大気海洋そしてプラズマから構
成される流体環境と言い換えることもでき
ます。本教育分野では、宇宙圏・大気海洋圏
そして生活圏に及ぶ多様な流体現象の解明
と地球環境の保全に貢献する学理構築と人
材育成を目指した教育・研究を行います。

環境流体システム学

［多様なスケールの流体現象の解明と
　　　　　　　　　地球環境保全への貢献］
沿岸海洋環境の
研究

宇宙流体環境の研究 大気・水圏環境の研究

■閉鎖性海域における環境変動の予測技術の開発
■海洋エネルギー賦存量の推定および潮流・海流発電と
　洋上風力発電技術の開発

■宇宙プラズマ中の非線形波動や乱流現象の解明
■プラズマを電磁的に加速し、推力を得る次世代推進機関の開発

■都市大気環境における局地風・熱環境・汚染物質の輸送過程・集中豪雨の発生機構の解明
■沿岸海域の物質循環機構の解明と環境保全　

Toki et al [2004]

Electromagnet

Properant

Acceleration Coil

RF Antenna Glass Tube

数値モデルによる検証

計算領域
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CAMPUS L I F E
大学に進学すると、勉学だけではなく、日々の生活も大きく変化します。
責任も大きくなりますが、一生付き合える友人や先輩・後輩との出会いや、たく
さんの楽しい出来事が待っています。九州大学エネルギー科学科には、そんな
皆さんの生活をサポートする環境が整っていて、充実した学生生活を送ること
ができます。

1泊2日の九重セミナーで生まれる深い絆。

あっという間の学生生活。思いっきり楽しみました！

研究室対抗で熱い試合！

毎日の講義も、高校とは一味違って刺激的！毎日の講義も、高校とは一味違って刺激的！

みんなで、学外施設へ出かけることもあります。

卒論研究は、苦しいこともあるけれど、自分の課題に
まっすぐ向き合う時間はかけがえのないものに。

学生
生活

九重セミナー

部活動

卒論発表後の予餞会

ソフトボー
ル大会

地熱発電所の見学

授業風景

卒業式
エネルギー物質工学コースとエ
ネルギーシステム工学コースに
所属すると4年次に筑紫キャン
パスに通うことになります。筑紫
キャンパスは、博多駅から約10
～15分の大野城駅の目の前と、
アクセスの良さは抜群のキャン
パスです。研究設備も充実してい
て、落ち着いた環境の中で、研究
に集中できます。

筑紫キャンパス

工学部のメインキャンパスであ
る、伊都キャンパスは2005年
に新設され、今も建設が進む、ぴ
かぴかのキャンパスです。豊か
な自然に囲まれ、世界トップレ
ベルの研究設備を利用しなが
ら、研究に取り組むことができ
ます。全学共通の基幹教育もこ
のキャンパスで行われるので、
活気にあふれています。

伊都キャンパス

自然に囲まれた
九大関係者専用施設
「九大山の家」

卒業してもずっと続くつながりは一生モノ。

毎年秋に行われる全学イベント
「九大祭」は、大盛況！

部活動やサークル活動も活発！部活動やサークル活動も活発！

研究風景

研究成果は日々の積み重ね。研究成果は日々の積み重ね。

九大祭




