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生命、水、土、森、
そして地球から学び得た
英知を結集し、
人類の財産として伝え、
人類と地球環境の
豊かな共存を目指して
進化する農学を実現する。
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農学部長あいさつ
九州大学農学部は、1919年に設置され、100年を超える歴史と伝統
を誇ります。この間、
「研究重視」、
「応用に偏らず、理論に流されず」を
モットーとした教育研究を通して、各界で活躍する優れた人材を多数輩
出し、我が国やアジアを中心とした世界の人々の生活向上と多様な産
業の発展に貢献してきました。
農学は農林水産業の発展を目的とするだけでなく、広い意味での生
物資源の保全・利用と人間社会との関わりを基盤とする総合科学で
す。資源生物科学、環境農学、農業資源経済学、生命機能科学など多
様な専門分野が連携して、農林水産生態系の持続的保全と発展を図
り、人類と自然との共生を目指しています。さらに、生物が秘める様々な
機能の発見と利用技術の開発、社会システムの整備を提案・実現して
いきます。そして、地球環境を保全し、食料や生物資材の生産を基盤と
する包括的な科学技術を発展させ、人類の共存と福祉に貢献します。
このガイドブックをご覧になる皆さんは、農学がカバーする学問分野
の幅広さと、農学が扱うべき社会課題の多様さにきっと驚かれると思い

九州大学農学部長

中尾 実樹
大学院生物資源環境科学府長
大学院農学研究院長

ます。環境を保全し、生物資源を生産し、生物資源が備える様々な機
能を発掘・活用し、生物資源を取り巻く社会システムを整えるために必
要な自然科学と社会科学を結集させた「ミニ・ユニバーシティー」とも
表現できます。さまざまな課題を俯瞰的に捉え、解決策を導き出す能力
を習得するために、農学部では入学後１年半は、基幹教育として基礎
知識と能動的な学修スキルを磨きながら、農学の概要を学びます。その
後、自分が興味をもった専門分野に進み、より深い知識と技術を修得
する、Late Specializationカリキュラムを採用しています。農学部のもう
一つの特徴は、
キャンパスで多くの留学生と触れ合う機会が抱負で、教
育・研究内容の国際性に加えて、
グローバルな視点を獲得することが
できる点です。
九州大学農学部は2018年から学術研究都市伊都キャンパスに移転
し、さらに2021年には伊都にオンキャンパス農場を備えて、新たな百年
を切り開く環境を整えました。この新しいキャンパス環境をフル活用し、
新鮮な感性と若いエネルギーとパワーを持つ皆さんとともに、21世紀に
おける人類的課題克服のための新たな知を創造する、新世代の九州
大学農学部を創造していきたいと願っています。
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Kyushu University
研究の４本柱

生命、水、土、森、そして地球から学び得た英知を結集し、人類の財産
として次世代へ伝え、人類と地球環境の豊かな共存を目指して、進化す
る農学を実現することを使命とし、生物資源・環境に関する教育研究、国
際協力、社会連携を通して、食料・生活資材の安定供給、生物生存環
境の保全及び人類の健康と福祉に貢献することを理念としています。こ
の理念にもとづき、以下を中心に研究を推進しています。

研究の柱①

03

新農学生命科学

研究の柱②

環境科学

生命科学研究の急速な発展を背景に、生物機能
とそのシステムの解明・利用・創製を目指した新農
学生命科学領域の研究を強力に推進しています。研
究の推進においては、
イノベーティブバイオアーキテク
チャ―センターや遺伝子資源開発研究センター、有
体物管理センターと有機的に連携して、産学官の連
携も推し進めています。

地域スケールから地球スケール規模での環境保全
の立場から、生物生存環境、生物生産環境の保全・
修復・創生と適正化を図ることによって、生物多様性
に配慮し、さらに、環境と資源利用が調和した高度で
持続可能な社会の構築を目指した研究開発を行って
います。また、
グローバルな視点も重要であり、国際的
な研究協力体制のもと、研究を推進しています。

研究を支える先端機器

東北で発生した大津波により汚染物質を含むと考えられる
底質が陸域まで巻き上げられた可能性があり、さらに福島
第一原子力発電所事故により放射性物質が拡散した。
陸域や水域だけでなく、海と人が接する渚域における汚
染とその拡散が懸念されるため、汚染調査が必要である。
フナムシは砂浜から岩礁地帯、港湾施設まで海と陸の境
界域に生息するため、渚域の汚染を反映すると予想され
る。本研究室ではフナムシを用い、放射性物質や有機スズ
（TBT）等の汚染を調べている。

すべては命の源

農からはじまり

農によって未来は開かれる

①

②

③

④

生命科学研究の急速な
発展を背景に、生物機
能の解明・利用・創製
を目指した新農学生命
科学領域を先端的基盤
研究分野として位置づ
け、強力に推進する。

地球規模での環境保全
の立 場から、生 物 多 様
性に配慮した環境調和
型・物質循環型の持続
的な生物生産・農村空
間システムを構築する環
境科学領域を推進する。

中長期的な食料生産力の増
大を目指す観点から、アジアモ
ンスーン地域における潜在的
食料生産力に着目し、生物資
源、生物利用、環境保全、農
村開発を含んだ国際アグリフー
ドシステムの研究を推進する。

食の安 全・安 心に対
する社 会 的 ニーズを
踏まえて、食料の機能
性・安全性に関する研
究、信頼できる食料供
給システムの構築を推
進する研究を進める。

研究の柱③

国際アグリフード
システム科学

アグリフードシステムとは、農産物および食料の生
産・流通・消費の全体系を表している。安全な食料
を持続的に供給できる次世代アグリフードシステムの
実現は、人類の大きな課題といえる。その実現のため
の基礎概念の一つとして、
「環食不二」が提唱されて
いる。これは、
「環境と食料は分かち難く、健全な環境
に健全な食料が育まれる」
という考えに基づいている。
こうした視点から、環境・食料リスクの予知、制御、管
理のための理論の確立と技術開発を目指しています。
食料リスクに関する日中ワークショップ
「環食不二」の視点から、環境・食料リスク研究の成果
に つ い て「China-Japan Workshop on Agricultural
Risk Management and
Food Safety」と題する
ワークショップを開催した。

研究の柱④

食科学

安全で健康な生活の構築に資する食生活を実
現・保障するために、動物、細胞、分子レベルで、食
品成分の生活習慣病改善やアレルギー予防、精神
機能の改善など健康機能の解明、食品の安全性確
保技術等に関する研究を行い、その成果として健康
の維持・増進に資する機能性食品等の開発等、社
会に貢献している。

お茶の成分のメチル化エ
ピガロカテキンガレートが
アレルギーの発症を抑制
する事を発見し、高濃度
にこの成分を含む茶飲
料やサプリメントを開発し
ました。

イワシタンパク
質分解物中に
血圧降下作用
を示すペプチド
を発見し、この「サーデンペプチド」は、特定保健用食品
素材として様々な製薬・食品メーカーで使用され、
「トクホ」
許可（消費者庁）商品が発売されています。
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組織及び分野
農学は、生物学、化学、物理学、社会科学等、広い分野をカバーする総合的な学問です。
本学部は広い研究分野をカバーしています。そのため、高校卒業後間もない諸君は進路選択の判断がつきかねることと
思います。そこで本学部では、学部一括入学制度を取り入れ、各コースの選択は農学全般が見渡せるようになる2年後期ま
で猶予されます。さらに専門分野の選択は3年前期とし、自己の適性を多くの判断材料のもとにじっくり考えられる体制を
整えています。

九州大学農学部生物資源環境学科（学部 4年間）
学年

前期

1

後期

前期

基礎教育を通して
農学全般を学ぶ

2

後期

前期

4コースに
分かれる

11分野に
分かれる

3

後期

前期
卒業論文の
テーマ決める

4

学士

（農学）

後期
卒業論文
発表会

［ 生物資源生産科学コース ］

［ 応用生物科学コース ］

農学分野
生物生産環境工学分野
生物生産システム工学分野
農政経済学分野

応用生命化学分野
食糧化学工学分野

生物機能、生産環境、生産流通システム、流通経済機構
に関わる専門知識・技術の習得に必要な農学全般に関連
する基礎学、土・水・気象に関連する自然・社会科学、生
産流通システムに関連する理工学並びに国際フードシステム

生物生産の総合的観点から、生命科学、食糧科学、及び
環境科学に関わる専門知識と高度な技術を修得させるため、
講義・演習・実験を有機的に組み合わせて、生命現象、生
物生産物質、環境保全・修復、食糧、健康等に関する基礎
から応用までの広範な教育を、
コース所属分野の分担・連携
の下で行います。

に関連する社会経済学等を各研究分野の分担・連携の下、
重層的な教育を行います。

［ 地球森林科学コース ］

［ 動物生産科学コース ］

森林機能制御学分野
森林機能開発学分野
生物材料機能学分野

アニマルサイエンス分野
水産科学分野

森林資源の持続的生産・利用と人類の生存及び環境修
復に寄与する専門的知識と社会的要請への対応能力を習
得させるために必要となる授業科目を、自然科学から社会科
学に跨がる学問の基礎及び応用の視点から体系的に編成

動物生産科学に関する基礎及び専門知識と基盤技術、
並びに本領域における課題設定能力と国際性を備えた指導
力を修得させるために、概論、専門授業科目、科学英語、実
験・実習等を体系的に編成し、生命科学と環境科学の観点
に立脚した組織的教育を行います。

し、各教育分野の分担・連携の下、地球森林科学に関する
総合的な教育を行います。

［ 国際コース ］

＊4年間のスケジュールは「国際コース」独自のものとなります。

グローバル化した農林水産業・環境・生物資源・食料問題に対して、日本の視点と世界からの視点の双方を理解し、それらを基盤
に国際的に活躍できる人材を育成する教育を行います。
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九州大学農学部関連の大学院
学年

1

2

1

修士

（農学）

修士課程（2年間）

2

3

博士

（農学）

博士後期課程（3年間）

直属の大学院

生物資源環境科学府
資源生物科学専攻／環境農学専攻／農業資源経済学専攻／生命機能科学専攻
生命科学、環境科学、経済科学などの広範な生物資源環境科学諸分野において、深い洞察力と専門的知識の習得に加えて、課
題探求能力を備えた高度な専門職業人および研究者の育成のための教育を行います。併せて、学際性ならびに国際性を備えた人材
の育成のための教育も行います。本学府の教育は、授業科目の授業および学位論文の作成等に対する指導によって行います。

農学部関連の大学院

システム生命科学府
分子レベルでの研究によって、遺伝子操作技術の進歩とDNA 塩基配列（遺伝子情報）決定法の高速化などにより、分子生物学
だけでなく、
オーダーメイド 医療、
ゲノム創薬、生物生産の増産を目指す農業など、生物学全分野においてゲノム（遺伝情報）
を基礎と
する新展開をもたらしています。再生医療やナノ診断・治療
（夢の医療技術）
に関しても、情報科学と融合して進展しています。生物学、
情報科学、工学などの諸科学の融合したボーダレスで世界水準の教育研究領域として、生物学（医学を含む）
と情報科学、あるいは
生物学と工学という複数の知識を持つ人材育成を目指しています。

農学部等
附属教育研究施設
土を耕し、生き物を育む研究と教育を

有用遺伝子の探索・保存と利用・開発を行う

広大で多様な森林フィールドで研究と教育を

生物機能の高度利用による物質生産の効率
化を目指す，
農学研究院を中心とした研究組織

農場／高原農場実験実習場
演習林

魚を育て、生き方をさぐる

水産実験所

益虫と有用微生物を使って、
生物間相互作用を利用した害虫防除

生物的防除研究施設

遺伝子資源開発研究センター
イノベーティブバイオ
アーキテクチャーセンター

昆虫と環境・ヒトのかかわり合いを研究し,
その成果を社会に還元

昆虫科学・新産業創成研究センター

学内共同
教育研究施設
生物系基礎研究成果の
応用展開・橋渡し研究と
生物環境調節実験室の共同利用

実験生物環境制御センター
持続可能な熱帯農林業の発展を
目指し、国際協力に貢献する

熱帯農学研究センター

気候変動、食糧難を克服するための
植物の統合的な理解と利用を推進する

植物フロンティア研究センター
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CAMPUS LIFE

School of Agriculture Kyushu University

出会い、学び、活かす。
人生の実り豊かな時間。
交流範囲が格段に広くなる大学生活、九州大学農学部には全国各地からはもちろん、
外国人留学生も学び、研究しています。
おもいきり視野を広げ、様々な人と交流することで、あなた自身も大きく成長するはずです。
それこそが大学生活での一番の、そして一生の財産となるでしょう。
九州大学農学部で過ごす時間は、あなたの人生を
きっと実り豊かなものにするはずです。

取得可能資格
学芸員
教員免許［ 中学校教諭一種免許状

高等学校教諭一種免許状

理科・農業・水産
理科

食品衛生監視員・管理者
毒物及び劇物取扱責任者
家畜人工授精師
測量士補
修習技術者

奨学金
■日本学生支援機構ほか各種奨学金制度
■入学料免除および授業料免除制度
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SCHOOL EVENTS

School of Agriculture Kyushu University
年間行事

令和４年度例

前期

4

5

April

May

6

7

June

8

July

August

9

September

月

4

8

9

5

11

10

30

月
日

日

日

日

▲

月

月

4

夏季休業

前期授業開始

学部入学式

後期

10 11 12

Octorber

Nobember

1

December

January

3

March

1

月

3

4

4

7

27

4

20

▲

▲

仲間や同級生，研究仲間等で安価
に利用できます。

卒業式

冬季休業

九大祭

電力地熱発電所の下に九大山の家
（九重研修所）があります。サークル

日

日

日

日

後期授業開始

筋湯温泉と牧の戸峠の間，九州

月

月

12

月

月

11

日

月

11

日

10

九重連山 九大 山の家

09

2

February

STUDENT'S VOICE
先輩からのメッセージ

多種多様なコースと人脈

充実した大学生活

農学部 生物資源環境学科
生物資源生産科学コース 農政経済学分野
学部４年

塩谷

農学部 生物資源環境学科
動物生産科学コース 水産科学分野

孝介

農学部の魅力は学ぶ分野の幅広さにあります。農学部と聞く

学部４年

吉田

陽香

農学部には様々なコースがあります。農学部の長所は、入学

と農業をイメージされる方が多いと思いますが、作物、生物、食

後に希望のコースを選ぶので、自分のしたい事を実現するには

品、化学、経済、工学など幅広い分野が存在します。九州大学

どのコースがいいのか十分に考える時間がある点だと思います。

では基礎科目を学んだ上で希望の分野を選択するので、より具

私は、生物の生態や遺伝に興味があり農学部を選びましたが、

体的なイメージを持ってから進路を決定することができます。また

自分の興味を追求するのに相応しいコース、研究室に配属され、

全国各地から様々なバックグラウンドを持った人が緑豊かなキャ

今とても満足しています。自然や生物に興味があるけれど何がし

ン パ ス に 集 まる の

たいのかまだ具体的

で、広い人脈と深い

ではないという人で

交流を両立して持つ

も、入学後の授業や

ことができます。私

先生、先輩の話等を

自身、1年 時の友 達

参考に自分に合った

とコースは別になっ

分野を探る事が出来

てしまいましたが、今

るので、納 得の行く

も仲良く遊んでいま

大学生活を送れるは

す。

ずです。

食品について幅広い知識を得ることができる
生物資源環境科学府 生命機能科学専攻
食料化学工学教育コース 栄養化学分野
修士課程２年

服部

九州大学農学部だから、できる経験
生物資源環境科学府 農業資源経済学専攻
農業資源経済学教育コース 農業経営学分野

来実

博士後期課程３年

馬場

研太

私は、
食と健康についてより深く学びたいと感じたため食料化学工

九州大学農学部には他大学・他学部には無い、たくさんの

学教育コースを選択しました。このコースでは、
食品成分の機能性や

貴重な経験が待っています。授業などでは野菜の栽培や牛の

製造方法、
品質維持などの食品に関する幅広い知識を得ることがで

飼育、農業経営者とお話する機会もあります。入学してからは広

きます。また、
実験の手技も丁寧に指導してもらえる環境が整っている

く浅く学び、途中からは興味のある分野を選択し深く学べる点

ため、食品に興味がある皆さんに自信をもっておすすめできるコースで

が本学部の特徴だと思います。そして私は「農業×経済」に興

す。現在は栄養化学研究室に所属し、食品中の脂溶性成分の機

味を持ち、
ロボット技術が農業経営に与えるインパクトに関する

能性を探索するという

シミュレーション分析

テーマで研究を進めて

などの 農 業 経 営 研

います。先生や先輩と

究を行っています。

相談しながら、研究活

農 業の最 先 端 技 術

動を行う日々は、非常

を学び、研 究し、そ

に刺激的で充実して

れを農 業 現 場 に 還

います。皆さんもぜひ

元できることに喜び

九州大学の農学部で

を感じています。皆

食について理解を深

さんもぜひ本学部で

め、
充実した学生生活

一緒に学びましょう！

を送ってみてください。
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本学部では，
中国・韓国・ベトナム・タイ・ミャンマー・インドネシア・カンボジア等のアジア各国をはじめ，
北南米・アフリカ・
中近東等世界各地より，
現在 248名（大学院含む）の留学生を受け入れており，
国際交流の充実を図っています。
九大農学部生が交換留学等で行ったことがある大学

（平成24年〜令和3年）

中

国

香港中文大学
清華大学
香港大学

台

湾

台湾大学

韓

国

延世大学校
高麗大学校
中央大学校

シンガポール

シンガポール大学

タ イ

マヒドン大学

イギリス

ロンドン大学
リーズ大学

スウェーデン
ドイツ

ウプサラ大学
ホーエンハイム大学
ミュンヘン工科大学

フランス

エコール・ノーマル・スーペリウール・
ド・カシャン

アメリカ

イリノイ大学
北アリゾナ大学
ジョージア大学
ベレア大学
ワシントン大学

カナダ

クィーンズ大学

オーストラリア

クイーンズランド大学

九州大学学生
交流協定締結校

計359校
（令和4年4月18日現在）

アジア

インド
インドネシア

3 校 中近東
14 校

韓国

43 校

アラブ首長国連邦

1校

ポーランド

2校

シンガポール

エジプト

4校

ロシア

2校

タイ

3 校 アフリカ
28 校

ザンビア

1校

チェコ共和国

2校

中国

60 校

ガーナ

1校

フィンランド

3校

台湾

29 校

アルジェリア

1校

ノルウェー

3校

南アフリカ共和国

1校

オーストリア

1校

バングラデシュ
フィリピン
べトナム

留学生等
在学状況

計248人
（令和4年5月1日現在）

3校

2 校 ヨーロッパ アイスランド
イタリア

17 校

マレーシア

5校

イギリス

モンゴル

3校

オランダ

カンボジア

2校

スウェーデン

ウズベキスタン

3校

スペイン

ミャンマー

1校

ドイツ

ブルネイ・ダルサラーム

1校

ハンガリー

北・南・中米 (※4）6人
中近東(※3）10人
アフリカ(※2）12人

その他のアジア(※1）
31人

中国 114人

韓国

16人
ミャンマー

18人

インドネシア
19人 ベトナム

22人
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イスラエル
トルコ

3 校 ヨーロッパ フランス
6校
ベルギー

22 校
5校

2 校 北米

アメリカ合衆国

1校

カナダ

9 校 中南米
8校

チリ

1校

ブラジル

5校

5校

メキシコ

1校

18 校

2 校 オセアニア オーストラリア
20 校

4校

7校

1校

※1 〜 4 内訳
※1（その他のアジア）
台湾
6
フィリピン
6
ラオス
6
バングラデシュ
4
スリランカ
3
タイ
2
パキスタン
2
トルコ
1
マレーシア
1
※2（アフリカ）
ガーナ
5
ナイジェリア
2
エリトリア
1

※2（アフリカ）
カメルーン
ケニア
ザンビア
タンザニア
※3（中近東）
エジプト

1
1
1
1

アフガニスタン・イスラム共和国

9
1

※4（北・南・中米）
ペルー
アルゼンチン
コスタリカ
コロンビア
パラグアイ

2
1
1
1
1

COURSE AFTER GRADUATION
卒業後の進 路

学部生の就職先
令和 3年度農学部卒業者進路

（卒業者 241名）

国家公務員 2名

小売業
化学工業・石油・石炭製品製造業
金融業
建設業
情報通信業
食料品・飲料・たばこ・飼料製造業

国家公務員 2名
進学177名
地方公務員
11名
その他
22名

2名
2名
4名
4名
5名
5名

建設業（4名）

電気・ガス・熱供給・水道業（1名）

ヤクルト本社
江崎グリコ株式会社
株式会社創味食品
株式会社日本アクセス
株式会社明治

その他の製造業（1名）

就職
57名

その他の進路

国家公務員
11名

情報通信業（5名）
株式会社 NTTドコモ
ウェブココル株式会社
東京海上日動システムズ株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社

運輸業，
郵便業（1名）
株式会社商船三井

卸売業（1名）
株式会社内田洋行

印刷・同関連業（1名）

小売業（2名）

化学工業・石油・石炭製品製造業（2名）

地方公務員
13名

株式会社ガスパル九州

松本システムエンジニアリング株式会社

トッパン・フォームズ株式会社

株式会社オジックテクノロージーズ
東ソー株式会社

進学177名

保険業 2名

ジェイアール東海情報システム株式会社

食料品・飲料・たばこ・飼料製造業（5名）

就職
57名

その他の進路

小売業
化学工業・石油・石炭製品製造業
金融業
建設業
情報通信業
食料品・飲料・たばこ・飼料製造業

2名
2名
4名
4名
5名
5名

電気・情報通信機械器具製造業（1名） 保険業（1名）

株式会社オーシャンプロテック

株式会社サン勇建設
株式会社チェリーコンサルタント
パシフィックコンサルタンツ株式会社
株式会社三祐コンサルタンツ

その他の進路

地方公務員
11名
その他
22名

農業・林業（1名）

株式会社トライアルカンパニー
株式会社ニトリホールディングス

金融業（4名）
株式会社日本政策金融公庫
農林中央金庫
日本生命保険相互会社

全国農業協同組合連合会

学校教育（1名）
九州大学

その他サービス業（1名）
株式会社いーふらん

国家公務（2名）
農林水産省
国土交通省中国地方整備局

地方公務（11名）
広島県庁
山口県庁
大阪府庁
鳥取県庁
広島県庁
福岡県庁
熊本県庁
福岡市役所
北九州市役所

上記以外（12名）

進学
25名

その他

19名
食料品・飲料・
令和 3年度大学院生物資源環境科学府修士課程修了者進路
小売業 3名
たばこ・

卸売業 3名
（修了者 225名）
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 3名
医療業・保健衛生（研修医を除く） 5名
金融業 5名
電気・ガス・熱供給・水道業 5名
建設業 5名
その他の専門・技術サービス業 6名

飼料製造業
58名

その他の進路

保険業 2名
小売業 3名
卸売業 3名
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 3名
医療業・保健衛生（研修医を除く） 5名
金融業 5名
電気・ガス・熱供給・水道業 5名
建設業 5名
その他の専門・技術サービス業 6名

就職
188名

化学工業・
進学情報通信業
国家公務員
石油・石炭製品
11名
25名 16名
製造業 農業・ その他の
地方公務員 11名 林業 製造業
13名
11名 12名
その他
19名

就職
188名

食料品・飲料・
たばこ・
飼料製造業
58名

食料品・飲料・たばこ
飼料製造業（58名）

株式会社 J- オイルミルズ
UCC 上島珈琲株式会社
アサヒグループ食品株式会社
化学工業・
アサヒビール株式会社
情報通信業
石油・石炭製品
株式会社えがおホールディングス
製造業 農業・ その他の 16名
11名 林業 製造業
キッコーマン株式会社
11名 12名
キユーピー株式会社
キリンホールディングス株式会社
株式会社グレープストーン
サンスター株式会社
株式会社ニチレイフーズ
株式会社ニップン
ネスレ日本株式会社
農業・林業（11名）
輸送用機械器具製造業（1名）
ハウスウェルネスフーズ株式会社
JA 西日本くみあい飼料株式会社
栗田工業株式会社
フジパングループ本社株式会社
株式会社サカタのタネ
ベースフード株式会社
化学工業・石油・石炭製品製造業（11名） 株式会社ヤクルト本社
九州林産株式会社
住友林業株式会社
イソライト工業株式会社
株式会社伊藤園
庄原農業協同組合
ライオン株式会社
加藤産業株式会社
全国農業協同組合連合会
塩野義製薬株式会社
丸大食品株式会社
日新ホールディングス株式会社
花王株式会社
協和発酵バイオ株式会社
福岡市農業協同組合
株式会社三洋化学研究所
江崎グリコ株式会社
住友化学株式会社
山崎製パン株式会社
建設業（5名）
大日本除虫菊株式会社
森永乳業株式会社
扶桑化学工業株式会社
株式会社竹中工務店
石光商事株式会社
NTC コンサルタンツ株式会社
大塚製薬株式会社
その他の製造業（12名）
株式会社東洋新薬
繊維工業（1名）
アジレント・テクノロジー株式会社
日清オイリオグループ株式会社
関西酵素株式会社
王子ホールディングス
日東富士製粉株式会社
協和キリン株式会社
日本コーンスターチ株式会社
はん用・生産用・業務用機械器具製造業（3名） 株式会社資生堂
日本たばこ産業株式会社
大建工業株式会社
株式会社オーレック
日本農産工業株式会社
第一三共株式会社
株式会社クボタ
不二製油株式会社
田辺三菱製薬株式会社
株式会社小松製作所
敷島製パン株式会社
東和薬品株式会社
味の素株式会社
電気・情報通信機械器具製造業（1名） エイツーヘルスケア
株式会社明治

大学院生の就職先

株式会社コーエーテクモ

電気・ガス・熱供給・水道業（5名）

その他の専門・技術サービス業（6名）

九州電力株式会社
四国電力株式会社
住友重機械エンバイロメント株式会社

株式会社 NS ソリューションズ東京
株式会社オルトメディコ
一般財団日本食品検査
朝日航洋株式会社
タカラバイオ株式会社
株式会社日立システムズ

情報通信業（16名）
NEC ソリューションイノベータ株式会社
株式会社アスパーク
株式会社オプティム
システムズ・デザイン株式会社
株式会社チェンジ
株式会社ニーズウェル
三菱ケミカルシステム株式会社
富士通 Japan 株式会社
株式会社野村総合研究所
琉球放送株式会社

運輸業・郵便業（1名）
飯野海運株式会社

卸売業（3名）
株式会社 ISSリアライズ
兼松株式会社
阪和興業株式会社

学校教育（1名）
福岡県立高等学校

医療業・保健衛生（研修医を除く）
（5名）
阪大微生物病研究会
中外製薬株式会社

国家公務（11名）
国土交通省
国土交通省九州地方整備局
製品評価技術基盤機構
農林水産省
林野庁
ラオスエネルギー・鉱業省

地方公務（13名）

楽天カード株式会社
国泰君安
中国交通銀行

北海道庁
奈良県庁
岡山県庁
福岡県庁
熊本県庁
大分県庁
宮崎県庁
鹿児島県庁
福岡市役所
広西壮族自治区蚕業技術推広站

保険業（2名）

上記以外（14名）

小売業（3名）
株式会社ニトリホールディングス
京セラインダストリアルツールズ販売株式会社
株式会社極洋

金融業（5名）

AIG 損害保険株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
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生物資源生産科学コース

農学分野
自然環境に調和した新しい農業生産技術を創出する
農学分野における教育と研究は，農業に関わる生物の生活を生理，生態，遺伝といった様々な視点から科学的
に解明するとともに，得られた原理を応用することにより，自然環境に調和した持続的農業生産システムを創出し，
人類社会に貢献することを目標としています。

分野長による分野紹介
近代農業は生産性を劇的に増加させま
したが，効率化を重視した結果，環境負荷
が増大し様々な問題が顕在化しています。
増加する食料需要に対応して，現状の環
境を維持しながら生産性を増加させる持続
的な農業が求められています。
農学分野は，農学部の設立当初から研
究室の構成がほとんど変わらない農学部で
最も歴史のある分野です。生物の生命現
象を遺伝や無機・生物環境における生物
の反応や，生物間相互作用を科学的に解
析し，得られた原理を応用して農業生産技
術の向上と人類の生活環境の改善・維持
を図り，食料安全保障や地球環境問題の
解決を通じて社会に貢献することを教育・
研究の目的としています。
本分野は，植物育種学，作物学，園芸
学，植物生産生理学，植物病理学，昆虫
学，昆虫ゲノム科学の７つの研究室で構成
されており，イネ，イモ，マメなどの食用作物，
作物化が期待される有用資源植物，野菜，
果樹，花などの園芸作物，植物病原体を含
む微生物，昆虫類，カイコなど多岐にわたる
生物を対象として，
遺伝学，
生理学，
生化学，
生態学，形態学，分類学等の基礎的知見
を背景に，近年，著しく進歩した生命科学
的手法であるゲノム解析，
遺伝子発現解析，
及び組織培養や細胞融合等のバイオテクノ
ロジーを駆使して，対象生物の基本的な特
性や有用形質を明らかにし，その成果を用
いて，新品種の育成，農作物の生産力の
向上や安定化，病害虫の管理法，及び生
物農薬や天敵利用技術の開発などの応用
技術の開発や社会実装等を目指して教育・
研究を行っています。

農学分野長
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安井

秀

カイコ突然変異体を用いた遺伝子機能解析の一例
神経細胞特異的なプロモーターの制御下に発現するDsRedをマーカーとした，
遺伝子組換えカイコを用いた光沢小眼突然変異体（ve）の解析

光沢小眼突然変異体の成虫複眼は小さく光沢を持ち，正常な視神経細胞はほとん
ど認められません。しかし，光沢小眼突然変異体でも幼虫単眼は正常型と変わりない
ことから，成虫複眼の個眼は幼虫期の単眼に由来しないことがわかります。

カイコ幼虫頭部

正常な複眼

蛍光を発する幼虫単眼

蛹の脳

視細胞原基

光沢小眼突然変異体

環境ストレスに適応した作物の増収を目指して
作物学では，イネ，ムギ，ダイズ，ササゲなどの作物を対象として，発芽から登熟過
程における環境（温度，水，塩，風，光）ストレス適応および子実肥大・物質蓄積メカ
ニズムを調べることにより，作物増収やストレス耐性作物の作出と栽培技術の画期的
な改良を目的としています。

ムギ類の「穂発芽」と，
子実アリューロン細胞プロトプラスト
（DCFDA 蛍光発色）
における活性
酸素，GA,ABAによる発芽制御機構
ムギ類の収穫期が梅雨と重なることで発生する穂発芽現象は，
胚乳のデンプンが分解され粉質が著しく低
下します。
オオムギ子実のアリューロン細胞では，
活性酸素
（ROS）
が，
植物ホルモンの GAや ABAシグナル
の制御因子となりα-アミラーゼを誘導して発芽を調節していることを示しています。

遺伝資源の保存と利用は、
21世紀人類の最重要課題

植物病害の発生原因

卒業生の活動の分野
卒業生の約半数は修士課程に進学します。
学部卒業生及び＊大学院修了生は，
公務員と
して農林水産省や地方自治体，
関連する研究
機関，
企業では，
種苗会社，
食品会社，
農薬会
社等，
大学で得た知識を生かした幅広い分野
で活躍しています。

病原に感受性のある植物が病原に出
会い，かつ環境条件が整った場合に病
気が発生します。発病の仕組みの解明
は，植物病害防除法を開発するための
大切なテーマです。

直近３年間の卒業生の主な就職先
R1年度 R2年度 R3年度
進学
81.3% 64.5% 67.9%
（修士課程）
官公庁
6.3% 19.4% 17.9%
（行政、研究）
民間会社
12.5% 12.9% 14.2%
（技術職、総合職）
100.0% 96.8% 100.0%

＊資源生物科学専攻

遺伝資源は，
「人類共通の財産」
。一
度失われてしまうと二度と同じものは創
り出せません。これら栽培されている品
種（作物）やその近縁種は，地球環境と
人類が作り出した貴重な遺伝資源です。
こうしたイネ属植物のさまざまな特性を
解明するために，そのゲノム（DNA 配
列）情報を解読しつつ遺伝学や育種学
に関する研究を進めています。

植物による
太陽エネルギーの利用

昆虫の多様性

卒業生からのメッセージ
「酷暑環境ストレス下でも食糧⽣産を
確保するための研究がしたい」

地球上の生物の中で最も種数が多い
のは昆虫で，生態系の中で重要な役割
を果たしています。しかし，未だに名前
すら付けられていない昆虫が多数残さ
れています。生態系の構造を解明する
ためには，体系的な分類の研究は大切
です。

ヤブツバキ花弁における
覆輪形成

子供の頃から植物が⼤好きということと、留学した
いという夢があって九州大学農学部の国際コースに入
学しました。
その後、生物資源生産科学コースの農学分野に進
学して、研究室の先生方や先輩・同期生・後輩とフィー
ルドワークから分子レベルまで幅広く研究ができ、充
実した⽇々を過ごすことができました。あっという間に
１０年間が経ち、現在は九州⼤学の特定プロジェクト教
員として卒業した作物学研究室に勤務しています。学
⽣時代から研究を始めた地球温暖化下における作物
の高温ストレス耐性や、⾼温ストレス下の植物に生じた
遺伝的変異に着目し、厳しい環境下でも食糧生産を確
保するための研究を進めています。私は⾃分の興味と
マッチした研究に全⼒で取り組むことができる九州大
学で、学⽣時代から現在の仕事に就くまで最⾼の時間
を過ごすことができ、日本に来てとてもよかったと思っ
ています。農業や⾷糧問題に興味がある方はぜひ⽣
物資源⽣産科学コース農学分野に来ていただきたい
です。

覆輪ヤブツバキ‘玉之浦’

植物は太陽のエネルギーを利用し，
CO2 と H2O から炭水化物を作り出す
光合成・物質生産システムをもってい
ます。このシステムの解明，改良は作
物の生産力を向上させるための大切な
テーマです。

ツバキ属植物は日本が世界に誇る花
木で，古くから多様な花形・花色の品
種が作出されています。その中でも特
に園芸的な価値が高い覆輪品種を実験
材料として，覆輪形質の発現に関する
研究が行われています。

2021年度

博士後期課程修了

SURIYASAK Chetphilin
九州大学大学院農学研究院 資源生物科学部門（特）助教
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生物生産環境工学分野
「農」と「環境」が直面する課題を解決し未来を切り開く
生物生産環境工学分野では，農業生産の視点から，水資源・気象資源などの地域資源の保全と有効利用，土・水・気象
環境の持つ多面的機能，自然と人間社会との共生関係，地域生態系の保全についての教育研究を行っています。ここで
修得したことは，日本や世界の食料生産の向上，地域や地球レベルでの生産環境の保全，自然と調和した農村環境づくり
に貢献します。

分野長による分野紹介
農林水産業は，様々な生物資源の有効
利用を目指す産業です。生物の多様性を
保ちながら，生物資源を効率的に，また持
続的に利用していくためには，生物と環境
の関係をよく理解し，環境をある程度人為
的に制御する技術が必要です。
環境に調和した灌漑施設の建設と維
持・管理や，土壌中での水の運動の理解
とそれに基づく無駄のない給水。水量や
水質の変動予測や，
劣化した水質の回復。
圃場や，栽培施設の熱・光エネルギーの
流れの正確な予測やそれらの制御。圃場
や農業用構造物の造成・維持や土壌内
での養分や有害物質の移動の予測，そし
て砂漠化や汚染などにより劣化した土壌の
修復などなど。これらはすべて古くからある
難しい課題ばかりですが，最新の数理科
学やシミュレーション技術，センシング手法
の開発，そして物質科学の応用により，新
たな方向に発展・展開しつつあります。
生物生産環境工学分野では，灌漑利
水学，水環境学，土環境学，土壌学，気
象環境学の 5 つの研究分野が協力しなが
ら，上に述べたような様々な課題を解決す
るための研究と教育を行っています。新し
い環境エンジニアリングによって農林水産
業を支え，地球と我々が住んでいる地域の
環境の保全に貢献してみませんか。

作物と環境をはぐくむ水の利用
作物を育てるために水は不可欠です。特に，降雨の少ない乾燥地では，砂漠化防止のため
に限りある水資源を有効に使って作物を育てるための技術（マイクロ灌漑など）が求められて
います。この技術について研究を行っており，砂漠緑化を目指しています。また，作物生産の
ために水を使うことによって，農地が様々な生物の生息空間になったり，美しい農村景観が形
成されたりします。作物を効率的に生産しつつ，周りの環境にもプラスの効果を発揮すること
ができるような水利用方法について研究しています。

生物生産環境工学分野長
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廣田

知良

限りある水を有効に使って作物を
育てる
（マイクロ灌漑システム）

作物生産が美しい農村
景観をつくる

水田で憩うカモ

気象を通して次世代農業を創る
農業生産の効率化を図り，また今後の気
候変動に伴う不適切環境（高温，低温，豪雨，
台風，水不足など）の頻発が懸念される状
況でも，適応性が高く持続可能な高収益型
食料生産を実現することが求められていま
す．そこで，作物の生理生態機能の環境応
答，高品質・高収量・環境保全を目的とする
環境調節・スマート農業，および気候変動の
影響評価・適応策などに関する研究を展開
しています．

卒業生の活動の分野
国の行政機関（農林水産省等），
独立行政
法人（水資源機構，
国際協力機構），
県庁（農
政部，
土木部等），
市役所，
大学，
高校，
国公立
の試験研究機関，
建設会社，
建設設計コンサ
ルタント，
気象コンサルタント，
農業・食品関
連企業などで行政マン（レディ），
技師，
教員，
研究院，
技術者として活躍しています。

持続的な土壌資源の活用のために

卒業生からのメッセージ
「農業 × 環境を科学する」
土壌に栄養を持ち込む海鳥（カツオドリ）

土壌のナノ粒子（粘土鉱物）

地球の表面に広がる土壌は生物生存に不可欠な場ですが，不適切な管理によって簡単に
その機能が失われてしまいます。汚染土壌の修復，効率的な施肥管理，および生態系保全
のため，土壌生成や土壌で起こる化学反応，土壌と生物との相互作用の観点から教育研究
を行っています。

葉の濡れが光合成や植物の水分状態に
及ぼす影響に関する研究に取り組みまし
た．
現在は，九州大学農学部の助教として，
変動の影響が強まるなかでも安定した農

②

③

地を舞台に結露や霧などによって生じる

スマート農業技術を活用することで気候

健全な水圏環境を目指して !!
①

在学中は，中国やアメリカなどの乾燥

④

海・湖沼・貯水池を対象とした水質調
査，化学分析，生物学的調査，さらには
高度な数値シミュレーションを通じて，水
圏環境の評価・解析・将来予測の視点
から，本来あるべき水環境を学び，考え
る教育研究を行っています。
①：富栄養化によりアオコが発生した農業用ため池の様子
②：ボートによる採水風景
③：水質分析
④：富栄養化によって緑色に呈した農業用ため池での採水

業生産が実現できることを目指して研究
しています．
生物生産環境工学分野では，農業生
産の場を構成する土・水・気象と農業生
産の関係ついて，最先端の技術（センシ
ング，人工知能など）も含めて幅広く学
ぶことができます．日本や世界の農業を
取り巻く課題の解決に挑戦したいと思う
方におすすめの分野です！

土を活かし，土環境を保全して健全な農地をつくる

圃場整備と農地の保全

農業土木構造物の崩壊

安定的な食料生産のためには，
農地の整備と保全および農業土木構造物（水路，
堤防，
農道等）
の維持管理が必要です。地盤を構成する土の物理・化学・力学的特性を解明し，構造物の設計・
施工と農地の造成・整備・保全工法に活かすための教育研究に取り組んでいます。

2016年度 農学部卒業
2021年度 博士後期課程修了

横山

岳

九州大学大学院 農学研究院 助教
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生物生産システム工学分野
持続可能な食料生産と安全で新鮮な農産物流通を支える技術を形にする
地球規模で食料不足が深刻化し，我が国の農業が担い手不足により衰退する中，持続可能な方法で食料を安定的に生
産し，国境を越えて農産物を流通させる技術の開発が求められています。生物生産システム工学分野は，農作業を効率
化する農業機械・ロボット技術，食料の安定生産を支援する情報技術，安全で新鮮な農産物を消費者に届ける調製・加工・
流通技術の高度化に関する教育・研究を行っています。

分野長による分野紹介
農業は，天候に左右される大変過酷な
仕事ですが，かつては人手で行われてい
ました。これでは，家族で食べる食料が少
し余る位の量しか生産できませんでした。
また，生産された農産物を加工・調製，貯
蔵し，さらには無駄なく流通させることも必
要ですが，これらも人手で行われていまし
た。その段階から長い年月を経て技術開
発が進み，現在では，昔に比べると数分
の一あるいは数十分の一の人手で，しかも
快適な農業生産・加工・流通が可能にな
りました。その過程で最も大きな役割を果
たしたのは，農業生産・加工・流通の機
械化や装置化に他なりません。すなわち，
農業の発展には，その機械化や装置化が
重要不可欠な役割を果たすといえます。
本分野では，このような機械・施設・装
置を軸とした農業生産・加工・流通の合
理化，さらにはこれらの利用に当たっての
システムに関わる課題を対象としています。
最近では，これらは単に機械・施設・装
置化による高効率化に加えて，人間工学
に基づく作業の安全性・快適性，バイオテ
クノロジーに基づく生物機能の発現，農地・
農村空間の環境保全等の多角的・総合
的視野にたって，エレクトロニクス，メカトロ
ニクス等の先端技術を駆使した自動化・ロ
ボット化・無人化が実現されつつあります。
また，利用・管理の面ではシステム工学的
手法による最適生産・加工・流通システム
の構築が活発に進められています。

生物生産システム工学分野長
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岡安

崇史

卒業生の活動の分野
国公立大学・高専，
官公庁（農林水産省行
政・研究機関，
特許庁，
地方自治体行政・研究
機関等），
公団（国際協力事業団，JA 等），
機
器製造業（農機，
農産施設，
建機，
自動車，
鉄鋼，
電子・電気機器等），
食品製造業（製粉，
乳業，
醸造，
飲料等），その他（化学工業，
電気・ガス，
情報・通信，
運輸，
サービス，
商社，
金融・保険
等）で技術者，
研究者，
教員，
行政官等として社
会の指導的役割を担っています。
IoT，AI，ロボット等の技術を用いた
圃場環境情報と植物生育特徴量の計
測，さらにはこれらの情報を利用し
た持続的でスマートな農業生産シス
テムの開発に取り組んでいます。

卒業生からのメッセージ
「未来の農業を考える」

フードロスの低減！⻘果物の鮮度はどう測るの？そしてどう保つの？

在学中は稲の脱穀現象をコンピュー
タシミュレーションによって再現する研
究を行っていました。 研究室で仲間た
ちと研究に打ち込み，教授陣と熱く議論
した日々はかけがえのない思い出とな
り，現在の自分の仕事につながってい
ます。生物生産システム工学分野では，
農業生産や農産物・食料の流通といっ
た私たちの生活を根底から支える技術
について幅広く学ぶことができます。さ
らに，最新の技術と農業・食品分野の
融合を目指した多彩な研究も本分野の
魅力です。変革の時期にある農業生産・
食料流通，その未来につながる学びをこ
こで追究してみませんか。

2020年度

修士課程修了

樫野

雅和

国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
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農政経済学分野
社会科学的に食料・農業・農村・資源・環境のあり方を考える
農政経済学分野は，食料農業政策学，農業経営学，食料経済分析学，食料流通学および環境生命経済学の
５つの研究室から構成され，社会科学的な視点から国際色豊かに，食料・農業・農村・資源・環境に関する教育
と研究を行っています。

分野長による分野紹介
私たち消費者が安全な食料を安定的
に確保するには、食料をどのように生産、
分配したらよいでしょうか。食料の生産、
分配を支える農業や食品加工業、食品
流通業を持続的に発展させるには、これ
らの産業に競争と保護のどちらが必要で
しょうか。食料の生産や分配、消費を自
然環境と調和させるにはどうしたらよいで
しょうか。これらを研究しているのが農政
経済学分野です。
研究は、経済学や経営学などをもとに、
社会科学的に行っています。しかし、単
に経済学や経営学の理論を応用すればよ
いわけではありません。農業が自然条件
に左右される点や、家族や地域社会によっ
て営まれる点など、他産業にはない特質
を十分に踏まえなければなりません。その
ため、農政経済学分野では、統計分析
や実態調査分析を利用した、事実に基づ
く実践的な研究が重視されます。
現在、農政経済学分野では、食料消
費の多様化、経済のグローバル化、食
料の安全性や環境保全に対する消費者
意識の高まりなどを背景に、研究の多様
化が進んでいます。それにともない、学生
の就職先も、食品メーカーや公務員といっ
た食料、農業に関係する業種だけでなく、
銀行や商社など多岐にわたっています。
農政経済学分野とアジア、欧米の学生が
相互に留学する機会も増えています。
社会科学と実践、多様性を特徴とす
る農政経済学分野で、ぜひ一緒に学び
ましょう。

食料供給力の脆弱な日本や途上国が今後も輸出を増やしながら
自給率を下げても大丈夫？
グラフは，食料自給率が際立って低い日本と，後発開発途上国（途上国の中でも総合的
にもっとも貧しい諸国）が，この 30 年の間，農産物輸出を増やしながら自給率を下げると
いう矛盾した動きを示しています。いずれも自国民向けの食料供給力が脆弱な国ですから，
この傾向が続けば食料確保への懸念が今後いっそう深まります。こうした事態の要因とそ
れに対する打開策を，世界の農業食料貿易のルールや各国の通商政策・食料農業政策，そ
してアグリフードビジネスの行動などをふまえて考えていく必要があります。さらに日本各
地では，食料確保のための農業生産とともに，農山村地域での持続的な生活をいかに維持
するかも差し迫った課題になっています。現場での深い実態把握にもとづいて，これらの
打開のための政策を考察していきましょう。

農業経営リスク管理・食品トレーサビリティを支援する情報システム
安全な食料を持続的に供給するためには，農
業生産・経営におけるリスク管理や食
品流通経路情報を管理するトレーサ
ビリティが重要になっている。こ
れらを支援する情報システムの
現地実態調査や設計・開発が
期待されている。そうした情
報システムのあるべき姿を
一緒に考えましょう。

食の安全に関する国際共同研究

農政経済学分野長
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前田

幸嗣

日本は供給カロリーベースで 6 割を，アメリ
カや中国など海外からの農産物輸入に依存して
いる。安全な食料を持続的に供給するためには，
各国における現地調査やリスク認知状況など国
際的な共同研究が重要になっている。安全な食
料を持続的に提供できる次世代の農業や食料
生産について，理論的，実証的に学びましょう。

産業間・地域間・国家間の経済格差

卒業生の活動の分野
農政経済学分野の学生は現代社会の諸要
求に対応できるので，
農林水産省や県庁など
の行政機関をはじめ，
銀行，
農協，
商社，
食品
メーカー，
テレビ局，
コンピュータ・メーカーな
ど，
就職先も広範多岐にわたっています。

卒業生からのメッセージ
「視野を広げ、考える力を身につけよう」
農政経済学分野では、農業を取り巻
農業や農村をめぐる経済格差の原因と解決策について，数理モデルや統計分析，シミュ
レーション分析のツールを利用して，科学的に究明しています。経済格差は，農産物や農
業資材の売り手ないし買い手の一方が，価格交渉力を過度に強めることが大きな原因の１
つになっています。価格交渉力が弱いと，農業・農村サイドはいくら努力してもなかなか報
われません。経済格差の解決には，政策によって自由競争と公正のバランスをとりながら，
農業・農村サイドの価格交渉力を高めることが重要になります。

く食料や環境問題などについて、経済
分析を通じて学ぶことができます。
私は学生時代に、農業生産資材の価
格引き下げが経済厚生に与える影響に
ついて統計分析を行いました。 分析に
おいては、経済学の知識を習得するだ
けでなく、国内外の社会情勢や農業政

青果物卸売市場でのセリ取引
テレビでよく活気あるセリ取引の様子が放映される。このセリ取引を行っている農産物
卸売市場は，全国各地で生産される農産物を集荷し，価格を決定し，小売業者に分荷する
ことにより，社会に農産物を供給する重要な
役割を果たしている。このような流通機能が
しっかりと発揮されてこそ，農産物の需給は
安定化され，生産者は売れ残りがでないよう
販売でき，消費者は不足することのないよう
購入できる。 世界には農産物の需給が不安
定で流通の近代化が求められる地域もある
し，需給の安定化が達成されてもさらなる高
度化を目指している地域もある。 農産物流
通のあり方について，理論的・体系的に学び，
現場を訪れ，考えていきましょう。

策の背景を考える必要があります。
現在は、普及指導員として、農業者
の農業技術や農業所得を向上するため
の業務に携わっています。 学生時代に
学んだ知識や、農業政策の背景を考え、
分析することは、現在の仕事にも確実
に生きています。
本分野は、多様な職業に適用できる
農政経済学を身につけることができるた
め、皆さんの可能性がより一層広がり
ます。広い視野を持ち、
様々なことにチャ
レンジして、充実した学生生活を送りま
しょう！

地環規模の環境保全と農業生産
農業・農村の持つ新たな可能性を経済理論・計量分析ツールを用いて科学的に究明して
います。また，
農業・農村は，
食料生産に加えて，
有機物の循環，
再生可能エネルギーの供給，
美しい景観や安らぎの場の提供，多様な動植
物の保全，伝統的な文化や先人の知恵の継
承など，多様な価値を生み出しています。そ
こで，生態系や生物多様性の保全はもとより，
自立分散型エネルギーシステムに基づく循環
型社会の形成，農文化システム維持のための
制度構築，新たな価値をもつ商品の市場評
価など，
「農業」と「環境」，
「健康」，
「バイ
オエネルギー」をキーワードに多様な視点か
らの議論が必要になります。真の well-being
（幸福）とは何かを考えていきましょう。

2016年度

下田

学部卒業

惇平

熊本県庁農林水産部農産園芸課
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応用生物科学コース

応用生命化学分野
先端的バイオテクノロジー
応用生命化学分野	

応用生命化学分野	
応用生命化学分野は，化学と生物学を基礎として生物の機能と生物が生産する物質の利用に関する研究と教

育を行っています。先端的バイオテクノロジーから環境科学までの広い分野における基礎的および実用的課題
を取り扱っています。

分野長による分野紹介

分野長による分野紹介	

応分野長による分野紹介	
用生 命 化 学 分 野では、生 命 現 象
を「化学物質」 の視点から理解するの
応用生命化学分野では、生命現象を化学
に必要な分子生物学を基盤と
して、生命
応用生命化学分野では、生命現象を化学
の視点から理解するのに必要な基本的分子
の視点から理解するのに必要な基本的分子
の営みの過程で多く
の化学反応により作
生物学を基盤として、生命の営みの過程で多
生物学を基盤として、生命の営みの過程で多
くの化学反応により作り出せる多様な化学物
り出せる多様な物質の理解に努める
ととも
くの化学反応により作り出せる多様な化学物
質の理解に努めるとともに、これらを応用に
に、これらを応用して人類の進歩に役立
質の理解に努めるとともに、これらを応用に
繋げて人類の進歩に役立たせる挑戦的な研
たせる挑戦的な研究活動を行っています。
繋げて人類の進歩に役立たせる挑戦的な研
究活動を行なっています。また、研究の実践
究活動を行なっています。また、研究の実践
また研究の実践を通じて、基礎的知識と
を通じて、基礎的知識と応用力を身につけ、
を通じて、基礎的知識と応用力を身につけ、
かつ優れた洞察力を備えた人材の養成教育
応用力を身につけ、かつ優れた洞察力を
かつ優れた洞察力を備えた人材の養成教育
を行なっています。	
備えた人材の育成教育を行っています。
を行なっています。	
応用生命化学分野の属する９研究室では、
応用生命化学分野に属する
８研究室
応用生命化学分野の属する９研究室では、
様々な生物や生物群集をモデルとしながら、
様々な生物や生物群集をモデルとしながら、
では、様々な生物や生物群集をモデルと
最先端の生命化学研究を推し進めています。
最先端の生命化学研究を推し進めています。
具体的には、遺伝情報伝達、細胞内輸送、細
しながら、最先端の生命化学研究を推し
具体的には、遺伝情報伝達、細胞内輸送、細
胞内物質の合成と変換などの生体内反応に
進めています。具体的には、遺伝情報
胞内物質の合成と変換などの生体内反応に
関わるタンパク質、核酸、糖質、低分子有機
伝達、細胞内輸送、細胞内物質の合成
関わるタンパク質、核酸、糖質、低分子有機
化合物などの構造や機能を理解することで、
化合物などの構造や機能を理解することで、
と変換などの生体内反応に関わる
タンパ
新たな生命現象の分子機構を理解する基礎
新たな生命現象の分子機構を理解する基礎
研究とともに、これらの研究成果を活かすた
ク質、核酸、糖質、低分子有機化合物
研究とともに、これらの研究成果を活かすた
めの応用研究を行なっています。また、その
などの構造や機能を理解するこ
とで、新
めの応用研究を行なっています。また、その
結果として、遺伝子工学、タンパク質工学など
たな生命現象の分子機構を理解する基
結果として、遺伝子工学、タンパク質工学など
のバイオテクノロジーの基盤技術開発、医薬、
のバイオテクノロジーの基盤技術開発、医薬、
礎研究と
ともに、これらの研究成果を活か
農薬、食品、化粧品産業で有用な応用研究、
農薬、食品、化粧品産業で有用な応用研究、
土壌などの環境中に生育する微生物を利用
すための応用研究を行っています。
土壌などの環境中に生育する微生物を利用
した環境保全や地球温暖化防止のための研
私たちの命運は、真に独創的な化学 /
した環境保全や地球温暖化防止のための研
究、遺伝子操作した微生物を作成してバイオ
生物学（大発見）に立脚した先進技術
究、遺伝子操作した微生物を作成してバイオ
エタノールなどの有用物質を効率的に生産す
エタノールなどの有用物質を効率的に生産す
の開発（大発明）に掛かっています。例
る研究、大規模な代謝反応システムの解析
る研究、大規模な代謝反応システムの解析
など、生命化学に関する幅広い研究を行なっ
えば、一つの新しい反応の発見は人類
など、生命化学に関する幅広い研究を行なっ
ています。	
の物質観を一変する力を持ち
ます。持続
ています。	
生命現象の神秘を解き明かすことで得た知
可能な未来を実現するために、０
を１にか
生命現象の神秘を解き明かすことで得た知
識を応用し、人類社会の発展に貢献するため、
識を応用し、人類社会の発展に貢献するため、
えるオン
リーワンの研究力が切望されてい
ぜひ一緒に学びましょう。	
ぜひ一緒に学びましょう。	
ます。チャ
レンジ精神を持った皆さん、ま
だ誰も知らない生命現象の神秘を解き明
かし、人類社会の発展に貢献するため、
私たちと一緒に研究しましょう。

応用生命化学分野長 角田佳充	
応用生命化学分野長 角田佳充	

応用生命化学分野長
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有澤 美枝子

酵素の立体構造を決定して，生命現象の神秘を解き明かす

酵素の立体構造を決定して、生命現象の神秘を
酵素の立体構造を決定して、生命現象の神秘を
解き明かす	
  
解き明かす	
  

X 線結晶構造解析で決定したヒトの生体内で働く酵素の立体構造
X線結晶構造解析で決定したヒトの生体内で働く酵素の立体構造	
原子レベルでの構造情報により，
鍵 ( 基質 ) と鍵穴 ( 酵素 ) の関係が明らかになります。
X線結晶構造解析で決定したヒトの生体内で働く酵素の立体構造	
原子レベルでの構造情報により、鍵(基質)と鍵穴(酵素)の関係が明らかになります。	
原子レベルでの構造情報により、鍵(基質)と鍵穴(酵素)の関係が明らかになります。	

酵素の結晶	
  
酵素の結晶	
  

X線回折データ	
上図の活性中心の拡大図	
  
上図の活性中心の拡大図
X線回折データ	
詳細な反応メカニズムがわかることで、応用展開が可能になります。	
  
上図の活性中心の拡大図	
  
詳細な反応メカニズムがわかることで、応用展開が可能になります。	
  
詳細な反応メカニズムがわかることで，
応用展開が可能になります。

バイオマスからバイオ燃料を生産する工場を	
  
バイオマスからバイオ燃料を生産する工場を	
  
大腸菌内で構築する	
  
バイオマスからバイオ燃料を生産する工場を大腸菌内で構築する
大腸菌内で構築する	
  

地球上の生物の進化系統と３ドメイン説
生命の起源は未だ明らかに
されていませんが，現在の地球
上の生物は，共通の祖先から
進化して，バクテリア（細菌）
，
アーキア（古細菌）
，真核生物
の３ドメインに分類されます。
アーキアとバクテリアは原核生
物で，ゲノム編集への応用で有
名になった CRISPR-Cas 獲得
免疫システムを有します。一方
で，ゲノム DNA を複製する分
子装置を比べると，アーキアと
真核生物が共通の祖先から進

卒業生の活動の分野
卒業生の90％以上が大学院修士課程に進
学します。卒業生と修士・博士修了者の主な
就職先は，
食品
（明治製菓，
日本製粉，
森永製菓，
カゴメ，
ニチレイ，
日本油脂など）
，
発酵・醸造
（キ
リンビール，
アサヒビール，
サッポロビール，
三和
酒類，
キッコーマン，
味の素など）
，
化学工業
（三
菱化学，
住友化学，
積水化学，
旭化成など）
医薬品
（中外製薬，
万有製薬，
エーザイ，
小林製薬，
化学
及血清療法研究所など）環境関連
（化学品評
価検査協会，
住友農業資材，
日本食品分析セン
ター，
ライト工業など）
，
公務員
（農水省及び県の
試験研究機関）
，
大学・高校教員などです。

化していると推定できます。す
なわち，原核微生物のアーキア
が，我々ヒトと酷似した複製装
置構成タンパク質を有していま
すが，同じ原核微生物でもバク
テリアは全く異なる分子装置の
進化をしています。 応用生命
化学分野では，アーキアの中で
も，100℃以上の高温で生息
できる超好熱菌を使って，ゲノム DNA の安定性を維持するための分子機構を研究してい
ます。損傷が入りやすい超高温環境化で，自分の遺伝情報を守るための分子機構を解明し，
その成果を有用遺伝子工学技術開発に繋げていきます。

卒業生からのメッセージ
「研究から夢へ」
私は学生時代、アーキアの DNA 損
傷修復をテーマにして研究に没頭しまし
た。その中で培ったバイオ技術で社会貢
献したい！という思いが芽生え、バイオ医
薬品への憧れが強くなりました。今振り
返って思うのは、こんなにも研究にハマっ
て夢を見つけられるのは学生時代しかな

複雑系微生物の分子生物学的な解析と持続型物質生産，
環境保全への応用
自然界には未だに名前の付いていない微生物や分離が難しい微生物が大半を占めてい
ると言われています。これらの働きや構成，遺伝子情報を明らかにし，資源循環や環境保
全に役立てる研究を行っています。

い、ということです。応用生命化学分野
は多彩な研究室があり、大きな夢に繋が
るような研究にきっと出会えると思いま
す。皆さんのこれからの学生生活がより
よいものになることを応援しています。

培養の難しい微生物を直接蛍光顕微鏡下でキャピラリー分離をしたり，遺伝子情報や存
在状態や解析から働きを探り，質量分析装置などを駆使して新しい微生物に名前を付けて
いきます。

2020年度

修士課程修了

原田

明佳

中外製薬株式会社
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応用生物科学コース

食糧化学工学分野
フードサイエンス＆テクノロジーの旗手として
食糧化学工学分野は，科学（生物学，化学，物理学）を基盤として最先端の食科学に関わる研究と教育を行
う我が国唯一の食総合科学分野です。

分野長による分野紹介
みなさんは 50 年後に何を食べて暮らしていた
いですか？私がもし生きていたら自然の素材を生
かした今よりも美味しい、体に良い、楽しい食
事をしていたいと思います。私たちが生きていく
ためには食事が必要です。農産物、水産物、
畜産物は、そのまま生で食べることもできますが、
その多くは安全性やおいしさ、食べやすさの点
で、調理（加熱したり、味付け）して食べる必
要があります。また、おいしい食事によって会話
が生まれ、楽しい時間を過ごすこともできます。
食品は、体の肉や骨を作り、運動するエネルギー
を生み出し、健康を保ち、楽しさや安らぎを与
えてくれます。人類が安定してこの世界で暮ら
し続けるための目標達成のためにも未利用の生
物資源を食品として有効に利用し、フードロス
を減らす努力も求められています。食糧化学工
学分野では、最先端のサイエンスとテクノロジー
を絶えず取り入れながら、食品の基本的特性
である栄養性と安全性、機能的特性としてのお
いしさや健康維持・増進、食品の高付加価値
化や食品製造プロセス開発、微生物利用、さ
らに環境・エネルギーなどの諸問題を解決する
ための研究を行い、基礎から最新の研究成果
を含む食科学教育を行っています。日本の国
立大学において 50 年以上にわたって一貫して
食に関する総合的な教育を行っているのは九州
大学の食糧化学工学分野だけで、卒業生は、
食品産業を担う人材として活躍しています。地
球温暖化や人口増加により、近い将来、食糧
供給の危機が来ると言われています。今食べ
ている食事を今後 50 年、100 年先にも食べら
れることは誰も保証できません。私たちと一緒に
我が国の、世界の、未来の食を確保し、新しい
「食」の創造にチャレンジしてみませんか？

食糧化学工学分野長
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宮本

敬久

健康寿命の延伸に役立つ食品の探索とそのメカニズムの解明
花粉症やアトピーなどのアレルギーやメタボリッククシンドロームなどの生活習
慣病に悩んでいる人が急増している今日。食品の中には、そうした疾病の原因
となる成分が含まれている一方で症状を抑える成分も存在することが明らかにさ
れつつあります。
様々な天然素材からそのような有効成分を見つけ、どのような仕組みで働く
のかを研究することで、病気の予防や健康の増進に寄与する食品作りに役立て
ることができます。
私たちは、そのような食が織りなす豊かな可能性を切り拓くため、食品の機
能性研究分野の新時代をリードする「食品因子（鍵）の生体内標的分子（鍵穴）
の同定」をめざした革新的研究にチャレンジしています。

食の安全を確保する
目には見えませんが、食品は、色々な種類の細菌で汚染されており、この中
には、私たちに食中毒を起こす細菌や加熱しても死なない細菌も含まれていま
す。食中毒細菌が増えたり、細菌の作った毒素で汚染された食品を食べると食
中毒になり、吐いたり下痢したりします。時にはこれが原因で死ぬこともあるため、
食品を食べることで起こる健康被害を未然に防止し、食の安全を確保するため
には、次のことが大事です。
（１）食中毒菌で汚染させない。
（２）食中毒を起こす細菌や毒素を早く見つける。
（３）食品中で食中毒菌を増やさない。
（４）食品中の食中毒菌を殺す。

バクテリオファージを使った食中毒細菌の殺菌
大腸菌 O157:H7 やカンピロバクターなどによる
食中毒を防ぐためには食材そのものに含まれる食中
毒細菌を減らすことが重要です。バクテリオファージ
はそれぞれの菌に対して特異的に結合し、細菌を溶
かして殺します。また、人に対する有害性がないこと
から世界的に注目を集めています。本研究室では種々
の食中毒細菌に対するバクテリオファージを分離して
食品への利用について研究しています。

卒業生の活動の分野
本分野卒業生の活動分野は多岐にわたり，
主
として研究，
開発，
生産部門で活躍しています。
主な分野としては，
発酵・醸造，
製菓，
乳業，
製粉，
ハム，
冷蔵，
精油，
調味料，
その他の食品関連工業，
飼料，
製薬工業，
香料工業，
化学工業
（食品部門）
，
総合商社
（食品，
化学部門）
，
公務員，
大学・学校
などです。

緑茶や紅茶成分を利用した食中毒細菌の制御
緑茶にはカテキン類、紅茶にはテアフラビン類などポリフェノールが多く含ま
れています。これらのポリフェノー
ルは食中毒細菌の増殖を抑えた
り、その毒素の作用を抑えたりす
る働きを示すものもあります。こ
の様な食品成分の食品への利用お
よびそのメカニズムについて研究
しています。

生命・健康・環境保全に貢献する微生物と遺伝子の解明
地球上、そして私たちの身体のありとあらゆる所に微生物は生息し、環境や
健康、そして寿命にも大きな影響を及ぼす事がわかってきました。私たちの研
究室では、様々な微生物を探索し、それらの遺伝子を解析して環境保全や健康・
長寿に繋げる事を目的に研究を行っています。特に地球上に 1031 個も生息す
ると考えられているバクテリオファージや、健康に関与する乳酸菌、原始地球環
境に類似した高熱環境に生息する好熱性微生物を対象に、主に以下のような研
究を行っています。
1）ファージ溶菌タンパク質を用いたガン遺伝子治療法の開発
2）乳酸菌を用いた腸脳相関解析と認知症予防食品の開発
3）食中毒菌・植物病原菌・歯周病菌等を対象としたファージセラピーの開発
4）抗 COVID19 と抗神経性疾患を目的としたファージ製剤の開発
5）新規甘味成分としての D- アミノ酸生産乳酸菌の育種と D- アミノ酸生産機
構の解明
6）発酵現場でのファージ汚染の実態把握と防御法の開発
7）好熱性微生物を利用した耐熱酵素の開発

卒業生からのメッセージ
「みなさんが好きなことは、
何ですか？」
私は昔から食べることが好きです。本
分野に進学後、おいしさとは？身体に良
い食べ物とは？などの講義が刺激的で、
食への関心が一層高まりました。
現在は食品企業で、チョコレートの商
品開発に携わっています。 研究室時代
の微生物の知識が生チョコの賞味期限を
延ばす業務に活きたり、別の食品企業で
働く同期の助言が開発のヒントになった
りと、本分野での学びや繋がりが大変役
立っています。
今は受験のための勉強で精一杯かもし
れませんが、大学では自分が好きなこと
を勉強できます。みなさんが、生涯夢中
になれるものに出会えますように。

2019年度

修士課程修了

木村

太喜

不二製油株式会社
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地球森林科学コース

森林機能制御学分野
22 世紀の子供達に豊かな森林を残すために，
持続可能な森林の管理と経営を目指した教育と研究を行っています

分野長による分野紹介
私たちの社会は自然環境と共に成立
しています．森林はこの環境を構成する
要素の一部であり，生物多様性の維持，
水資源や国土の保全，木材や食糧など
の供給，快適な生活環境の形成等，多
くの機能を有しています．また近年では，
地球温暖化の進行を緩和する森林の機
能にも注目が集まっています．そして森
林が貴重な再生産可能な社会・経済的
資源であり，再生産の 1 サイクルが少な
くとも数十年単位であること等を考える
と，社会の成立およびその持続的発展
のためには，長期的かつ地球規模の視
野にたって森林の機能及び森林と社会
の関係を探求し，そこから得られた成果
を実社会に還元することが必要です．
以上を背景として森林機能制御学分
野では，自然環境や国土の保全，自然
災害に対する森林の防災機能解明，森
林資源の計測に関する新技術の開発，
持続可能な森林管理と経営手法および
計画，そして森林に関わる政策などを，
具体的な教育研究の対象としています。
当分野は，森林計画学，森林保全学，
森林政策学という 3 つのフィールド系
研究室で構成され，この 3 研究室が連
携協力しながら 教育・研究を行ってい
ます。当分野の特徴は持続的な森林の
維持管理の実現すなわち社会の持続的
発展を目指して，自然科学と社会科学
の両方の立場から 総合的にアプローチ
していることです．

森林は，人間の数世代にわたる長期間を
想定しながら育て，管理しなければなりませ
ん。 森林機能制御学分野では，森林資源を
超長期にわたって健全に維持することを目的
に教育・研究を行っています。 具体的には，
自然環境の保全と国土保全，自然災害防止
にかかわる森林の機能の解明，森林資源の
計測に関する新技術の開発，木材の生産と
環境保全を調和させた森林経営や森林政策
などを教育・研究の対象としています。

豪雨の増加による森林の荒廃（写真左）
と
その復旧・再森林化（写真右）も重要な課題
前世紀から続く地球規模の気候変動により，
九州などでは強い雨が統計的有意
に増加しており，これまでは安定していた森林斜面が崩壊して荒廃する（写真左）
ことも多く見られ，
森林資源損失の軽減と再森林化（山腹工：写真右）による森林・
森林機能制御学分野長
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執印

康裕

林業の持続が重要な課題となります。これらは世界的な課題となっています。

卒業生の活動の分野

最近の森林斜面起源の土石流災害と流木被害
土石流の先端には巨礫とともに流木が集中し，
家屋を破壊することがあります。
森林をよく管理し，
流木を出さないことも望まれます。

卒業生の半分以上が大学院修士課程に進
学します。学部卒業者と修士課程修了者の主
な就職先は，
国家公務員（農林水産省林野庁，
国土交通省水管理・国土保全局），
独立行政
法人国際協力機構，
地方公務員（都道府県の
森林関連部局，
政令都市の都市公園部局，
市
町村役場），また民間では紙・パルプ企業（王
子製紙，
日本製紙等），
住宅関連産業（住友林
業等），
測量・環境関連産業（建設技術研究所，
アジア航測，
国土防災㈱，
各種設計事務所等），
その他情報・金融機関など多彩です。

卒業生からのメッセージ
「色々な道に目を向けられる環境」
各地の自然公園に連れられた経験か
ら、私は幼い頃より漠然と将来森林に
携わることがしたいと思っていました。
大学受験時もその気持ちは変わらず、

越境する素材生産事業体
写真は大分県南部で事業を行う宮崎県北部に所在する素材生産事業体へのイ
ンタビュー調査の様子です。広大なスギ・ヒノキ人工林資源の成熟と林業政策の
反映により，
九州は全国有数の素材生産量を誇っています。事業者も木材も県境
を越えて行き来している中で，
政策的課題を探るために経営や流通実態について
林業の現場でデータを収集します。

地球森林科学コースのある九大を志願
しました。しかし、このコースで学ぶう
ちに『 砂防 』と出会い、砂防に携わる
仕事に就きました。昔に描いた将来像
とはまた違った道に進むことになります。
地 球 森 林 科 学コースは化 学から経
済に至るまで幅広い分野をカバーする
コースです。 興味があることも、今ま
で目を向けていなかったこともどちら
の道も広げてくれる当コースに皆さん
も進んでみませんか？

東南アジアの熱帯林
熱帯林には様々な役割が存在します。例えば，
地球温暖化の抑止重要な役割を
果たしますし，
薪や炭，
木材の供給源として地域住民の生活を支えます。森林の調

2021年度

査やインタビュー，
衛星画像の解析など様々な手法を用いることで，
様々な役割に
沿った森林の管理手法を模索しています。

国土交通省

修士課程修了

土谷

中国地方整備局

麻菜

広島国道事務所
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地球森林科学コース

森林機能開発学分野
森林生態系の未知の機能を探る
森林機能開発学分野では，森林とそこに生育する多様な生物を分子から生態系までの幅広い視点から研究し，
これにより地球環境を保全・修復することを目指しています。

木材の構造
形成層活動の結果，樹幹の内側に木部が形成さ
れます。この木部が年々蓄積されたものが木材で
す。木材は主に炭素，
水素，
酸素からできているので，
樹木は炭素を固定し続けることに貢献しています。
（上図は小学館の「世界の木材」から引用）

分野長による分野紹介

森林生態系の謎をDNAで解明する
森林は地上で最も多様性に富んだ生態
系で，DNA に記録された遺伝情報の宝庫
です。地球の長い歴史の中で形成されてき
た生物多様性や，遺伝情報を理解し，保全
していくことは人間の営みにとって不可欠で
す。森林の複雑な生命現象を DNA を通じ
て明らかにし，よりすぐれた性質を持つ森林
を育てるための研究を進めています。
森林生物の潜在的な有用性を活用する
森林を構成する多種多様な樹木，キノコ
やその他の生物は，様々な化学成分を合成
し蓄積・放出しています。まだ知られていな
い抗菌・抗ガン・リラックス効果などの生理
活性を持つ有用成分を探索すると同時に，
その生合成機構の解明を行っています。ま
た，森林資源を生かした，健康や快適空間
を促進するための研究を進めています。
木材のサイエンス
木材は強靱さや和やかさなどの多様な機能
を持ち，環境に優しく，人類が快適・安全に生
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活するためには不可欠な資源です。この資源
の利用を持続可能なものにするため，樹木の
育成と材質の評価を行い，次世代の木質資
源を創出するための研究を行っています。
分子レベルから樹木の機能を解明する
樹木は，光エネルギーを化学エネルギーに
変換します。葉緑体は二酸化炭素を固定し，
セルロースやリグニンなどの高分子化合物に変
換し，樹幹に蓄積します。炭素蓄積効率や環
境適応力を高めるために，遺伝子や分子レベ
ルでの生理機構の研究を進めています。
木質バイオマスの高度利用による循環型
社会を目指す
樹木（木質バイオマス）を高度利用して
循環型資源として活用することは，地球温
暖化防止や化石燃料資源の枯渇問題に対
する重要な解決策の一つです。未利用材
や木質バイオマス廃棄物の燃料変換技術
の開発や，遺伝子工学的手法によって木質
バイオマスを利用しやすくする研究にも挑戦
しています。

森林機能開発学分野長

渡辺

敦史

葉の不思議

樹木細胞壁形成の統合サイエンス

卒業生の活動の分野
卒業生のおよそ８割は大学院修士課程に
進学しています。学部卒業者と修士修了者の
主な進学先は，
公務員の場合，
農林水産省，
国
土交通省，
地方自治体の行政および研究職，
また民間企業では，
製紙，
化学，
住宅・建材，
商
社，
情報，
環境など幅広い分野にまたがってい
ます。

植物細胞の中では，葉緑体やミトコン
ドリア，ペルオキシゾームなどの細胞小
器官と細胞質の間をいろいろな物質が移
動します。移動する物質の量や速度が変
わると，光合成の効率や樹木の成長は大
きく影響されます。この物質の移動を葉
を壊さずに測定したり，コントロールする
技術は急速に進歩しています。

地球上バイオマスの 90% 以上を占め
る樹木細胞壁の形成機構を，遺伝子工学，
生合成酵素，成分化学，組織科学を駆使
して解明し，バイオエタノール，化成品
原料，紙・パルプ等に利用しやすい樹木
の開発を通して，二酸化炭素排出の少な
い持続的再生産社会の構築を目指してい
ます。

森林とDNA研究

インテリアに適した
国産早生広葉樹の発掘

卒業生からのメッセージ
「多様な視点で考える」
私は当コースで学ぶなかで、樹木の遺
伝子などに興味を持ち森林機能開発学分
野に進みました。研究では実際に樹木に
起きている現象について、遺伝子の持つ
情報から明らかにしていくことを目指して
研究を行っていました。さらに、学生生
活においても同じコースや分野の友人と
接することで、自分になかった新たな視
点も持つことが出来ました。このように
視野を広く持ち、よく考えることが出来
たことは社会人になってからも必要だと

写真は，東南アジア熱帯降雨林（フタ
バガキ林）です。現在，急速に消失し，地
球環境にとって大きな問題となっていま
す。熱帯地域の遺伝子資源を守り，熱帯
林を修復・再生するための DNA 研究が
世界規模で進められています。
（上の写
真は DNA 塩基配列分析）

実感しています。
成長が早い樹木は高炭素固定能を有
し，地球温暖化防止に貢献しています。
また，植栽から収穫までの期間が短く，
育種することで次世代に高品質の木材を
生産することができます。写真は，これ
まで使われてこなかった国産の早生広葉
樹の中からインテリアに適した樹種を発
掘し，試作したイスです。インテリア業
界からも高い評価を受けました。

日本は森林が身近にあり、森林資源
が豊富にあるにも関わらず、利活用法を
模索している状態にあります。樹木には
明らかになっていないことも多いですが、
少しでも興味があるならぜひチャレンジし
てみてください！

木の香りがもたらす人への効果

スギの無垢材を内装に用いた部屋と非無垢材のもので、それぞれ作業課題を行っても
らいました。その際の LF/HF（交感神経系指標：緊張状態を反映する）の経時的変
化を記録しました。その結果、非無垢材よりも、スギの香りが豊かな無垢材の部屋の
方が、課題中及び課題後において、LF/HF が低いことが分かりました。このことから、
スギの香りは、作業によるストレスや緊張を抑制し、落ち着かせる（リラックス）効果
を持つ可能性が示されました。

2021年度

修士課程修了

加藤

春流

福岡県庁
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地球森林科学コース

生物材料機能学分野
人と地球環境に優しい森林資源の高度利用をめざす
生物材料機能学分野では，
バイオマス（生物資源）の９割が木質資源であることから，
主としてその物理的，
化学的，
生物工学的変換によって地球環境の保全とバイオマスの高度利用の途を拓こうとしています。最近では，ナノテク
ノロジー，
分子生物学を中心とする先端テクノロジーを駆使して，
新規機能性生物材料の開発にも取り組んでいます。

分野長による分野紹介
私たちの安全で快適な暮らしは，持続
的で環境に優しい「モノづくり」や「エネ
ルギー生産」に基づく必要があります。コ
ストや効率を最優先に考え，生態系との共
存をないがしろにした前世紀の非持続的
生産・消費行動を見直し，地球が本来持
つ物質・エネルギー循環系の輪の中に人
の営みを位置付ける時代が到来していま
す。生物材料機能学分野は，人類社会
の発展と自然環境との調和を目指して，木
質を中心とする生物素材の未知機能を探
究しています。樹木は地球圏の炭素・水
循環を中継する生物で，時に数百年から
数千年もの寿命を持つ，再生可能なバイオ
マス資源です。当分野では，この樹木生
命体のナノからマクロに至る階層構造に着
目し，物理工学的・化学的手法やナノ・バ
イオテクノロジーを駆使する先端マテリアル
の機能開拓を行っています。具体的には，
樹木の長寿命を木質材料の長期利用に
生かしたり，天然多糖類のナノ構造制御
やハイブリッド化による電子・メディカル材
料の創出，さらには水だけを使う革新的な
ナノ加工技術の開発や，樹木の分解者で
あるキノコの物質変換能を創薬やファイン
ケミカル合成に活かす研究など，
幅広く「自
然に学ぶマテリアルサイエンス」を展開し
ています。農学を志向する皆さんは，自然
が大好きだと思います。その気持ちを生物
材料機能学と結び付けることで，農学が
先導するグリーンマテリアルイノベーション
が実現し，真に豊かな人類社会の構築が
可能になると信じて，我々は教育・研究と
人材育成を行っています。

大断面集成材を使った
木造ドーム外観とその内部
木造住宅や木質構造物は，二酸化
炭素を貯蔵し，
環境への負荷が少ない
木質系材料から構成されることから，
第2の森林と呼ばれます。したがって，
これを増やし，
長く使うことは森林造
成と等価と言えます。

腐り難く，
割れ難い木材を使う

生物材料機能学分野長
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中尾

哲也

木材は屋外で使用するとき，
防腐・防
虫処理して，
耐久性を高め，
美しい状態で
その使用できる期間を長くすることは森
林資源保護の立場からも重要です。写真
は木材に薬剤を注入処理して腐り難く，
割れ難くした木柵や屋外遊具です。

海で生分解する木質模倣微粒子

卒業生の活動の分野
卒業生の80％程度は大学院に進学しま
す。学部学生と修士修了学生の主な就職先
は公務員（国，
地方の研究機関および行政），
企業（王子製紙，
日本製紙，
積水ハウス，
大建
工業，
住友林業，
大日本印刷，
凸版印刷，
森永

マイクロプラスチックによる海洋汚染が深刻化しています。特に，使用後の回収が不可
能な化粧品用微粒子を生分解性素材に代替する必要があります。木質成分は太古の昔か
ら海洋微生物によって生分解されてきた環境に優しい素材です。樹木細胞壁のナノ－マイ
クロ階層構造を模倣して粒子状に再構築することで，多彩な材料機能を備えた“海で生分
解する木の微粒子”を合成することができます。

乳業，
味の素，
山崎製パン，
アサヒビール，
サッ
ポロビール，
日立製作所，
旭硝子，
旭化成，
花
王，
東レ，
帝人，
ダイセル，
東洋紡，
三菱レーヨ
ン，
ロート製薬，
アース製薬，
大鵬薬品工業等）
です。

セルロースからなる蜂の巣型フィルム

卒業生からのメッセージ
「心惹かれるものに出会う」
生物材料機能学分野の魅力は、木材
を中心とする生物材料に対して多面的
なアプローチができるところです。
私は当分野への進学がきっかけで木
材のもつ性質や木材利用に興味をもち、
モノづくりに携わる仕事がしたいと思う
バイオマスの主成分であるセルロースから，いろいろなパターンや機能を示す物質
（フィル
ム，
繊維 3D 構造体）
がデザインされ，
開発されています。これらのパターンと機能との相関を
明らかにすることにより，さらなる材料デザインが可能となります。

キノコの生物機能の解明と応用

ようになりました。現在は木質建材メー
カーで技術開発の職に就いています。
木材に興味はあるけれど、具体的に
何をしたいかはまだわからない…そん
な人でもやりたいことがきっと見つけら
れる場所だと思います。様々なことを学
び、体験する中で、皆さんが心惹かれ
るものに出会えることを願っています。

キノコとして知られる担子菌類は最も高等な真核微生物であり，その物質変換能には目
を見張るものがあります。この能力を徹底的に理解し，利用するため，遺伝子発現ネット
ワーク・全タンパク質解明・鍵酵素の作用機構解明など，およそ妥協を許さない網羅的
な解析を行っています。この生物機能を駆使する新しいバイオマス変換技術の開発や，さ
らなる機能強化・機能改変による創薬・ファインケミカル合成への応用を夢見ています。

2018年度

川野

農学部卒業

まみ

株式会社ホクシン
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動物生産科学コース

アニマルサイエンス分野
生命と環境のため動物を科学する

分野長による分野紹介
食肉，乳そして卵は，陸圏に生存する動
物から人類への大切な“食の贈り物”です。
アニマルサイエンス分野は，
これらの動物に
関する広範な学問領域を対象として，教育・
研究を行っています。具体的には，動物の
からだの仕組みや働き（組織学・形態生理
学）
，精子や卵子の発生と生殖（繁殖生理
学）
，栄養と行動・情動の連関（代謝・行動
情動制御学）
，骨格筋の肥大・再生・萎縮
と食肉生産（筋肉・食肉科学）
，大型家畜
の生産（家畜生態学）
，
野生動物の生態（動
物学）などに関する基礎研究を基盤として，
動物資源の高度利用，機能性食品の開発，
飼料資源の評価といった応用研究にいたる
幅広い領域を包含する学問です。また，
ラッ
トやマウス
（実験動物）
を用いて，
ヒ
トのスポーツ
・
健康科学などへの貢献を志向する研究も盛
んに行っています。
現在、卒業生の大半は大学院に進学し
ています。修士課程修了後の就職先は，食
品会社（最近の例として，
伊藤ハム，
味の素）
，
飼料会社（協同飼料）
，
製薬会社（小野薬品，
小林製薬）の他，
シンクタンク系会社（蓄積
した知識をもとに情報を分析し提言する企業；
日鐵住金総研）
，
総合商社（丸紅）などであ
り，
幅広い職種に就いています。公務員（農
林水産省，東京都，長崎県、福岡県、福
岡市）や大学教員（九州大学，京都大学，
北海道大学，宇都宮大学，弘前大学，北
里大学）への就職が多いのも特徴です。
陸圏の動物に関して，数多くの未解明の
生命現象とこれらを巧みに制御している仕組
み（分子機構）
について情熱を持って追究し，
広い視野で動物科学を学ぶ学生を求めて
います。私達と一緒に動物の“不思議”を
探究しませんか。

ウシの妊娠認識物質と子宮腺産生因子の解析
家畜胚は透明帯から脱出したのち細長い形態へと伸長し（伸長期胚）
，その後着床を開
始する。これはヒトやげっ歯類では見られない家畜胚の特徴である。ウシの早期胚死滅は
主にこの時期に発生するため，伸長期胚の産生する妊娠認識物質と，その刺激およびプロ
ジェステロンによって制御される子宮腺産生因子の解析は受胎率向上に重要である。

生殖細胞形成の仕組みを調べる
様々な動物や多能性幹細胞・精子幹細胞などの様々な幹細胞を用いて，生殖細胞形成
を制御する分子機構を調べています。この研究を通じて動物種間の多様性の解明や体外
での生殖細胞形成など動物学・畜産分野・医療分野への応用が期待されます。
左 . 培養中の多能性幹細胞（ES・iPS 細胞）
中 . 培養下で再構成された精巣様構造
右 . 培養中の精子幹細胞

牛が好む牧草を
調査する

アニマルサイエンス分野長
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辰巳

隆一

写真は久住高原での野外草
地調査実習。家畜飼料の有効
利用のために，飼料の摂取量
を調節するメカニズムや飼料
の消化機構についての生理学
的研究も行われています。

コラーゲンの合成制御メカニズムを調べる

卒業生の活動の分野
卒業生は大学院進学の他，
主に官公庁，
農
業団体，
乳業・食品会社，
製薬会社，
畜産関係
商社などに就職して活躍しています。

ニワトリ肝臓のコラーゲン線維

ニワトリ筋肉のコラーゲン線維

コラーゲン線維は細胞外基質の主要成分であり、食肉をはじめとする畜産物においては、
硬さや食感といった「質」に影響する要因のひとつです。ニワトリの肝臓、筋肉、皮膚にお
けるコラーゲンの合成を制御するメカニズムを明らかにすることで、畜産物の柔らかさを人
為的に制御できる技術の開発を目指します。

筋肉の肥大・再生・萎縮・形質変換現象を調べる
骨格筋の肥大・再生・萎縮・変
換の分子機構を明らかにし，物理
刺激や食品による身体能力の維
持・向上，および食肉生産性の向
上を目指して研究を行っていま
す。これらの基礎研究は健康補
助食品や医薬品への応用が期待
されます。

卒業生からのメッセージ
「How can I enjoy my campus life?」
農学は 21 世紀の人類的課題である
食料・環境問題解決のためのホットな学
問です。 特にアニマルサイエンス分野
ではマクロとミクロの両方の観点から研
究を行える魅力があります。私は現在、
大学教員として研究・教育に励んでいま
す。この立場になり「学生さんは大学
が提供している学びの場をフル活用で
きておらず、もったいないな〜」と常々
感じます（私もそうでした…）。大学生
活は有限です。広い視野で物事を観て
みて、積極的・能動的に何事も挑戦しま
しょう。また、それにプラスして「Can

写真 A：筋肥大・再生を開始させる成長因子と受容体が筋肉に存在する。
写真 B：食肉成分を摂取すると筋肉の特性を担う筋線維の型が変換する。
写真 C：新規成長因子を投与すると筋肉が肥大する。

I do it?」 で は なく「How can I do
it?」と物事を捉えてみてください。きっ
と自分の可能性が無限に広がります。
ちょっとだけ意識を変えてみて、大学生

体内時計や季節リズムを動物生産や健康科学に応用する

活を楽しみましょう！

2016年度

明暗周期や季節周期が動物の行動，神経，代謝に及ぼす影響を明らかにし，体内時計の乱
れで生じるストレスや病気を改善できる栄養成分などを探索しています。各種行動試験，断層
画像による体組成の解析，神経細胞の蛍光染色，遺伝子の発現解析などを行なっています。
ストレス制御，産肉性制御，冬季うつの予防改善などへの応用を視野に入れています。

博士後期課程修了

小宮

佑介

北里大学獣医学部 動物資源科学科
食品機能安全学研究室 准教授
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動物生産科学コース

水産科学分野
地球はアクアプラネット

分野長による分野紹介

研究に用いる水槽内のマサバ.
マサバの受精卵とマイクロインジェクション（右上２枚）.
カタクチイワシの受精卵と孵化直後の仔魚（右下2枚）.

未来の動物性タンパク質生産システムとしての水産
世界的な人口増加と経済成長による食の変容により、水圏を利用した動物性タンパク質
の生産はますます重要になってきています。世界で急成長を続ける水産養殖の持続的な
発展、および、限りある漁業資源の持続的な利用のためには、その基盤となる海洋生物
の再生産のメカニズムを詳しく理解することが不可欠です。私たちは、マサバ、カタクチ
イワシ、トラフグ、性転換魚（ベラ科魚）などの実験モデルを駆使して、性や生殖を中心
とした生命現象の分子・細胞・生理機構に関する基礎研究を行うとともに、ゲノム編集技
術や幹細胞操作をはじめとする、未来の水産を志向した生命科学技術に関する研究開発を
行っています。

−

補体

＋
攻撃している
リンパ球

海洋・河川・湖沼からなる水圏は，地
球の表面積の 7 割を占め，穏やかな地球
環境の形成と安定化に重要な役割を持っ
ています。水圏には微生物，藻類，無脊
椎動物から哺乳類に至る極めて多くの生
物が生息し，それぞれ固有で多様な生命
活動を営んでいます。そうした生物たちは，
食資源としてのみならず，医薬品や生活資
材の資源としても，我々の生活に深く関わっ
ています。しかし，今，地球環境は大きく
変動しており，これまで安定であった海洋
環境も急激な変化にさらされています。そ
うした環境変動は，水圏動植物の分布や
生物生産に大きな影響を与えており，四方
を海に囲まれて様々な海の生態系サービス
を受けてきた我が国にとって重大な脅威と
なっています。
水産科学分野では，生態系を健全に保
ち，水圏の生物資源に秘められた利用可
能性を人類の未来に役立てるために，水
圏生物の生命現象の解明や未知の有用
生物資源の研究を進めると共に，最先端
の講義と豊富な実験・実習プログラムを通
して，水圏生物の生命科学，環境科学，
生命工学のエキスパートを育てています。
地球に残された最大のフロンティアである
水圏環境の保全と，そこに生息する多様
な生命体の理解と高度利用に関する研究
に果敢に挑戦する学生を求めています。

ウイルス
感染細胞
異種赤血球を補体が破壊すると，
ヘモグロビンが放出されて赤血
球細胞が消え，
透明になってしまいます。

コイ血液中の白血球
（M= マクロファージ，L=リンパ球）

魚類の補体とリンパ球による細菌の破壊やウイルスの排除

水産科学分野長
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鬼倉

徳雄

補体は血液中を循環し，抗体と協力して働く殺菌タンパク質群で，特に魚類の補体活性
は哺乳類よりも遥かに高く，また幅広い温度で機能します。魚類の血液中には，ウイルス
感染細胞を除去するための細胞傷害性リンパ球などの白血球が巡回しています。薬による
治療が困難な魚のウイルス病を予防するために，このようなリンパ球機能を利用するワクチ
ンの開発が有望です。

卒業生の活動の分野

200μm の蛍光マイクロプラスチック 有害赤潮藻シャットネラ
を飲み込んだメダカの蛍光画像
有害・有毒種を含む植物プランクトンの光

近年プラスチック，特に微細化したマイク 合成や増殖などに及ぼす環境要因や汚染物
ロプラスチックの汚染が懸念されています。 質の影響について，遺伝子から生態レベル
我々はメダカをモデルとしてその体内動態 に至る幅広い視点から調べています。
と影響，吸着化学物質との相互作用を研究
しています。

水産科学分野の卒業生は，
国内外の大学や
国公立の研究所，
国家公務員，
地方公務員，
教
員，
博物館や水族館の学芸員，
一般企業では
食品・飲料（日本水産，
ニチレイ，
ハウス食品，
明治製菓，
キュピー，
伊藤ハム，
丸大ハム，
キッ
コーマン，
森永乳業，
キリンビール，
カルピス，
アサヒ飲料，
他），
飼料（中部飼料，
林兼産業，
他），
製薬（武田製薬，
第一三共，
塩野義製薬，
大正製薬，
大塚製薬，
アステラス製薬，
田辺三
菱，
他），
商社（三菱商事，
丸紅，
出光興産，
他），
通信（ＮＴＴドコモ，
ＮＴＴデータ，
他），
金融（大
和証券，
福岡銀行，
他），
財団法人（化学及血清
療法研究所，
化学物質評価研究機構，
他）等幅
広い分野で活躍しています。

卒業生からのメッセージ
「自分の好きな事を極める」

フロンティア研究として期待の大きいマリンバイオ
人類が未来を豊かに生き抜いていくには，海洋の未知遺伝子資源とその産物を人類の福
祉と健康，エネルギー問題等の解決に役立てて行く必要があります。私たちは，迷宮（ラビ
リンス）を語源に持つラビリンチュラ類等の海洋微生物の特殊な機能やそのメカニズムを解
析するとともに，有効利用することを目指しています。

水 産 科 学 分 野では、 分 子 生 物 学から
フィールドワークまで、水圏環境に関する
ことを幅広く学べます。 私は在学中、ラ
ビリンチュラという海洋微生物を研究して
いました。 卒業後は、研究を製品に繋げ
る仕事がしたいと思い、メーカーの研究
部門に就職しました。 現在は、微生物発
酵によって、農業や畜水産分野で活用で
きる有用物質を創出するための基盤技術
開発を担当しています。
進学や就職のタイミングでは様々な選
択肢に悩むことも多いかもしれませんが、
自分の直感を信じ、好きな事にチャレンジ
できる環境に飛び込んでみてほしいと思
います。

水圏生物多様性の創出・維持・変動機構
海洋や陸水には極めて多様な動植物が生息していますが、水圏という研究上の様々な
制約から未だ多くの謎が残されています。このような水圏生物の資源増殖、持続的利用お
よび保全の基礎として、魚類と藻類の生態的・生理的多様性、種内変異、種多様性の創
出・維持・変動機構に関して研究を進めています。特に、SCUBA 潜水などによるフィール
ドでの生態調査を基盤として、ゲノム科学や生命科学の先端的技術を駆使することにより、
この大きな問いに挑んでいます。

2017年度

博士後期課程修了

奴田原 枝利
株式会社カネカ
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農学部附属教育研究施設

農

場

土を耕し，生き物を育む研究と教育を
農場は，伊都キャンパスのアグリ・バイオ研究施設を中心とした３つのエリア（作物，畜産および園芸）
，篠栗
果樹園（篠栗町）および高原農業実験実習場（大分県竹田市）からなり，フィールドを活かした体験的な農業
実習教育を学部学生に対して行なっています。大学院では，農業生産生態学分野および家畜生産生態学分野で
院生を受け入れ，広い圃場や大家畜を用いたユニークな研究を行なっています。

畜産エリア

作物エリア

アグリ・バイオ
研究施設

ダイズ遺伝資源を活用した新規有用遺伝子
の探索と新品種の開発
ダイズは良質なタンパク質と脂質を多く含み，
近年，
代替肉の原料としても注目を集めています。そこで，
栽培特性に加え，
食味や栄養価，
機能性等の改良を目
指して，
在来種や突然変異体を活用した新規有用遺伝
子の探索と育種利用についての研究に取り組んでい
ます。

園芸エリア

多様な果樹遺伝資源を活用して
新しい品種を生み出す

養液栽培システムによる園芸作物の
高品質・高効率・多収生産

果樹栽培において良質な果実を生産する栽
培容易な品種の育成が望まれています。農場
で保存している国内外の多様な果樹遺伝資源
から新しい品種を生み出し，それらの遺伝的性
質や栽培技術についての研究を行っています。

SDGsに対応した主要園芸作物の高品質・高効
率・多収生産化を目的として，
湛液・循環型養液栽
培システムの実証試験を進め，
実習教育に役立て
ています。

ウシの体質制御による国内の草資源をフル活用した
安全で良質な牛肉生産システムの開発
近年，
日本の牛肉生産はBSE（牛海綿状脳症）
等の発生に見られる食の安全性に関する問題等
の多くの問題を抱えています。私たちは国内の草
資源を活用する牛肉生産に適応したウシの
“体質
形成プログラム構築”
のために
“代謝生理的インプ
リンテング
（刷り込み）効果”
という新しい概念を導
入し
（草からの栄養吸収能力を高める体質つくり）
，
これまで不可能とされてきた草資源を活用した安
全で良質な牛肉の生産を目指しています。
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‘From Field to Lab.’
循環型農業につながる教育研究の場
附属農場の水田圃場は山や川に囲まれた里地里
山にあり，多様性に富む農業生態系のなかにありま
す。水稲，麦，大豆栽培を主軸に , 農地づくり，土
づくり，栽培環境モニター，地下灌漑栽培，デジタ
ル化技術の基礎的要素を学ぶことができます。

農学部附属教育研究施設

演習林
森林の多様な機能から学ぶ
近年，私たちは，地球温暖化，酸性雨，砂漠化など，生物の生存を否定しかねない複雑で深刻な問題に直面し
ています。これらの問題解決には，森林が大変重要な役割を担っており，多様な森林の保全・育成，森林資源の
利用，さらには森林と人間活動の関わりに関する研究が強く求められています。
このような課題に応えるため，農学部には教育研究のための森林「演習林」が附属施設として設置されてい
ます。演習林は，福岡演習林（篠栗町・久山町）
，宮崎演習林（椎葉村）
，北海道演習林（足寄町）の 3 演習
林からなり，暖温帯から冷温帯にいたる日本列島の主要な植生帯をカバーしています。演習林ではこのような
多様な森林フィールドを活用した教育と研究を展開しています。

人工林の育成技術の研究

森林の中で水・物質動態の測定

森林流域における水・物質循環の測定

スギ，
ヒノキ，
カラマツ，
ミズナラ等様々な樹種を対
象にした育成試験を行っています。育成技術の開
発とともに人工林のもつ機能を多面的に評価する
ための試験と調査が行われています。

森林生態系において水や炭素や栄養塩がどの
様に循環しているのかを測定し，
樹木をはじめとす
る生物と土壌などの環境がどの様に関係している
のかを調べています。

森林流域から流出する水量や水質を調べ，森林
流域に降った雨や物質がどのように変化して出て
行くのかを調べています。

森林と動物・昆虫との関係

多様な森林における実習

長期森林動態モニタリング

日本各地でシカなどの野生動物による生態系
の改変が起きています。演習林では，植物だけで
なく動物や昆虫などを同時に調査することで，森
林の動きをとらえようとしています。

自然条件・社会条件の異なる地に存在する３つ
の演習林を活用した様々な実習を行っています。

樹木の成長や枯死など時間スケールの大きな
森林動態を長期にわたりモニタリングしています。
各演習林は日本および国際長期生態研究ネット
ワーク（JaLTER，ILTER）のサイトとして承認さ
れています。

都市近郊の森
福岡演習林（464ha）
年平均気温 16.5℃
年降水量 1670mm

奥地山岳の森
宮崎演習林（2916ha）
年平均気温 10.9℃
年降水量 2822mm

北方丘陵の森
北海道演習林
（3710ha）
年平均気温 6.3℃
年降水量 815mm
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水産実験所

玄界灘に面し多様な自然に囲まれる

魚介類を育て，生き方をさぐる
水産実験所は福岡市内から１時間足らずの津屋崎浜（福津市）に位置し，学内外からの実験所を利用した水
生生物や水圏フィールドを対象とした教育・研究活動を支援しています。また，
水産科学分野に属するアクアフィー
ルド科学講座が置かれ，学部生・大学院生の教育と独自の研究活動を実施しています。

研究内容
海産無脊椎動物の生殖に関する研究
海産魚類の種苗生産技術に関する研究
魚類の初期生活史と増殖に関する研究
水棲生物の保全に関する研究
水産無脊椎動物の増養殖技術の開発
沿岸生態系機能によるCO2削減に関する研究

水産実験所

沿岸生態系を活用したCO2等削減
実験所は，
前方から金印の出土場所の志
賀島にかけて遠浅の砂浜と松原，
後方はアマ
モの繁茂した入江，そして北側には磯魚の多
い岩礁域があり，
多様な海洋環境に囲まれて
います。

沿岸域生態系や生物の有する機能を研究・
活用し，
低炭素 - 循環型社会の実現を目指し
ます。

様々な水槽設備

水産有用魚介類の増養殖技術開発

実験所では，
大型 20トン水槽 2基，
3トン
水槽 20基のほか多数の水槽を用い，
年間を
通して様々な魚類・水生生物を飼育し実験
に用いています。水槽には1日中新鮮な海水
が供給されています。

海産無脊椎動物の産卵・発生・形態形成に
関わる分子メカニズムの解明し，
新しい飼育・
増養殖技術の開発を行っています。

学内外に向けた教育拠点として

調査・実習艇

希少種の保護と環境保全への提言

実験所は，わかすぎ（13トン），だんりゅう
河川・干潟・沿岸域の魚類の生態・分布調
（2.2トン）の2艇の調査・実習艇を保有し， 査と環境構造の解析を基に，
環境保全の為の
生物採集・海洋調査・臨海実習に使用して 提言を行っています。
います。（写真：わかすぎ）
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◦学内向けには，
農学部・基幹教育・理学部および
国際インバウンド事業の一環である留学生を対象と
した実習プログラムを提供しています。
◦学外向けには，
西南学院大学，
鹿児島大学などの
他大学による施設利用，および福岡高校，
筑紫丘高
校，
修猷館高校，
大濠高校，
城東高校などの高校や
地元小学校などへの実習活動支援などを行ってい
ます。

農学研究院附属教育研究施設

生物的防除研究施設

私たちは，生態・行動・生理・分子生物学など
様々な角度から天敵生物を研究しています！

益虫と有用微生物を使って，生物間相互作用を利用した害虫防除 !!
人畜に無害で安全な環境保全型防除法
天敵（益虫と有用微生物）を利用して害虫を防除する，いわゆる生物的防除を専門に教育研究を行っている，
アジアで唯一の機関として知られています。生物的防除は自然の法則を利用して害虫を防除するので，生物種
および環境保全に最適な方法の一つとして，近年特に注目されています。

天敵微生物学部門

天敵増殖学部門

目的の害虫だけを病気にする微生物たち

活躍する益虫たち

昆虫もヒトと同様，病気になります…

益虫を味方に害虫をコントロールする！

昆虫病原微生物の探索と害虫防除への応用
自然環境には昆虫がたくさんい
るように，昆虫の病原微生物もた
くさんいます。注意深く観察する
と，病死虫を見つけることができま
す（写真１：疫病菌に感染したアブ
ラムシ，写真２：白きょう病菌に感
染したカミキリムシ）
。また，生きた
昆虫を餌にして，土の中に生息し
ている病原微生物を釣り出すこと
もできます（写真３：ヤマトシロア
リを用いた昆虫病原糸状菌の釣り
出し）
。
アブラムシ，カミキリムシ，シロ
アリはそれぞれ作物，樹木，木製
品の害虫です。このようにして発
見された微生物は，これらの害虫
の防除に利用できる可能性があり
ます。

天敵を放して害虫防除

1

2

害虫の天敵である捕食性カメムシをナス栽培中のハウスに放すと農薬を
使わなくても害虫の発生が見事に抑えられました。
（放飼区）
。天敵を使わな
いと害虫は大発生します。
（対照区）

3

健全

感染死亡

19世紀半ば，
世界一の養蚕国
フランスで発生したカイコの奇病…
その原因は微胞子虫でした
微胞子虫はさまざまな動物の細胞内に寄生する
単細胞性真核微生物の一員です。昆虫が食物と共
に摂取した微胞子虫胞子は消化管内で発芽して細
※ 白線の長さは1/100㎜
胞内に侵入し，感染を広げていきます。感染末期に
は昆虫体内は多量の胞子で満たされます。海外では，バッタ類や畑作・果樹
害虫の防除に昆虫病原性微胞子虫が利用されています。

サツマイモの大害虫イモゾウムシから発見された原虫（原
生動物）
イモゾウムシ（写
真左の矢印，体長約
5mm）は西インド諸
島を原産とするサツ
マイモの重要害虫で
※白線の長さは1/100㎜
す。日本では 1947
年に初めてその侵入が確認され，現在では奄美大島以南の南西諸島や小笠
原諸島に発生が認められています。2004 年，イモゾウムシからオーシスト
とよばれる原虫の耐久性細胞が発見されました（写真右）
。この原虫の感染
でイモゾウムシの短命化や産卵数の減少が引き起こされることがわかってい
ます。現在，沖縄県病害虫防除技術センターと協力して，このイモゾウムシ
病原性原虫の研究を進めています。

害虫と天敵の間でおきる攻防のダイナミクス
マメゾウムシはアズキな
ど乾燥種子の害虫で，幼虫
はマメ内部を食害します。
コマユバチは，豆の外から
幼虫に卵を産みつけ，蜂幼
虫はマメゾウムシ幼虫を食
べてしまいます。どちらの
昆虫も，優れた実験生物で，
生態学や応用昆虫学の進
展に貢献しています。

他の昆虫に寄生し殺してしまう寄生蜂
寄生蜂は産卵管を使って他の昆虫
に卵を産みつけ，孵化した幼虫がそ
の昆虫を食べ尽くし殺してしまいま
す。右の写真は固い殻を持つガの蛹
に産卵管を突き刺している寄生蜂で
す。これらの寄生蜂は害虫の発生を
抑える重要な働きをしています。
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遺伝子資源開発研究センター
◉有用遺伝子資源の探索・保存と利用・開発を行う
遺伝子資源は学術研究上はもちろん，農業・産業並びに地球環境の保全のために重要な国家的・世界的財産
です。これを安定的に維持保存することや，優れた性質をもつ遺伝子資源を新しく開発し，遺伝子操作などを用
いて改良してさらに有効に活用するための研究を進めています。
本センターは，九州大学農学部が世界的に特色ある研究を推進してきたカイコ，イネを中心とする植物，産業
上重要な発酵微生物について研究を行っており，家蚕遺伝子開発分野，植物遺伝子開発分野，微生物遺伝子開
発分野の３分野から構成されています。なお，本センターは大学院システム生物工学講座の植物遺伝子資源学
分野，家蚕遺伝子資源学分野，および微生物遺伝子資源学分野として教育研究に参画しており，また本センター
で研修することができます。

家蚕遺伝子資源の多様性の解明と利用を目指す
2014年，
富岡製糸場が世界遺産に登録されました。日本
では養蚕が盛んであったため，
カイコ
（家蚕）
に関する研究が活
発に行われてきました。九大では世界各地から収集した系統
や，その系統から生じた突然変異を保存すると共に，
特性評価
や新たな研究素材の開発を行っています。本分野では，
これら
の系統を用いて，
カイコの進化，
遺伝，
生理・生化学，
分子生物学
等の研究を行っています。世界の95％以上のカイコ突然変
異系統が維持されているため，
その安全な保存法の開発研究
も進めています。

多様なカイコ突然変異リソース
本分野は，
我国におけるナショナルバイオリ
ソースプロジェクト
（NBRP）
カイコの中核機
関に指定され，
多種多様なカイコ系統が厳格
な管理の下に維持・保存されています。その
質と量は世界最大のコレクションで，
カイコ研
究の拠り所となっています
（写真は幼虫や繭
の突然変異の例）
。
カイコの系統維持には大
量
（約７トン）の桑が不可欠で，
学内や原町農
場地区に合わせて約３ha の桑畑を管理して
います。圃場から研究業務まで守備範囲が広
い分野です。

イネ遺伝子資源の多様性の解明と利用を目指す
温帯地域の各地から収集した5000点のイネ品種お
よび独自に誘発した約9000系統の変異系統を保存す
るとともに，
特性の評価を続けています。これらの品種・
系統を用いて，
イネの進化や系統分化，
遺伝学，
生理・生化
学，
分子生物学などの研究を行っています。

イネ遺伝子資源の
圃場での栽培
多数のイネ系統・品種の維持・
保存のため，
圃場で栽培したイ
ネの特性評価は重要です。写真
は各系統を区別して栽培してい
るところです。隣り合った列のイ
ネは全て異なる系統・品種です。

微生物遺伝子資源の多様性の解明と利用を目指す
微生物はありとあらゆる場所に生息し，
我々人
類に様々な恩恵を与えてくれる遺伝子資源の無
限の宝庫です。微生物遺伝子開発分野では，
好
熱菌，
低温菌などの極限環境微生物，
放線菌，
乳
酸菌などの発酵微生物や各種培養細胞の多数
の菌株や変異体を探索・分離し，
これらの遺伝子
資源を利用した研究を行っています。特に，
遺伝
情報の解析や組換えDNA 技術を用いた有用
産物の生産によって，
生命科学の発展やバイオ
テクノロジー技術の発展に寄与しています。
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抗生物質生産性放線菌の胞子色素変異株
放線菌は，
抗生物質，
駆虫剤や除草剤など，
人類
の生活に無くてはならない化合物を生産します。
このような放線菌に突然変異処理を行い，
新しい
抗生物質の生産を調べたり，
変異株のDNA 情報
を解析したりします。これらの遺伝情報はデータ
ベースに登録しており，
世界中の研究者が利用で
きます。図は抗生物質生産性放線菌の野生型株
（青緑色）
に変異処理をして得られた変異株です
が，
同じ株から2つの異なる色
（薄紫色と黄橙色）
の変異株が得られることは，
世界的にも例が無く，
これらの菌株の遺伝子の解明に注目が集まって
います。

農学研究院附属教育研究施設

イノべーティブバイオアーキテクチャーセンター

センター設立の経緯とミッション
イノベーティブバイオアーキテクチャーセンター（i –
BAC）は，
平成17年 4月より5年時限の学内共同教育研究
施設として開設されたバイオアーキテクチャーセンターを母
体として平成 27年 4月に農学研究院附属教育研究施設と
して発足します。本センターは
「石油に依存しない生活資材
やエネルギーの供給など循環型社会構築への迅速な移行」
，
および「長寿にともなう
「健康の質」の向上」
という新たな，か
つ学術および産業応用面で新農学生命科学研究に関連す
る課題への社会からの切迫した要求に対応し，
研究のみなら
ず教育による体系的かつ組織的な人材育成をも目的として
います。これにより本センターの担う教育研究機能が強化さ
れ，
農学研究院・生物資源環境科学府・農学部が果たすべき
ミッションへの本センターのコミットメントが明確になる。本セ
ンター設置により，
農学研究院・生物資源環境科学府・農学
部による次世代農学に資する先端研究と人材養成の推進が
一層期待されます。

センターの部門構成
本センターは第２期バイオアーキテクチャーセンターまで
の成果を基盤に，
バイオマスの階層構造を生かしたナノから
のバイオマテリアル部門
（産業素材マテリアル・エネルギー
デザイン：工学との境界融合領域への展開）
，ならびに代謝
物プロファイル変動から
「健康の質」低下を予測・予防するメ
タボリックシステム部門
（ポジティブヘルスデザイン：医学・
薬学との境界融合領域への展開）から構成されます。本セ
ンターに所属する二人の主幹教授が主宰する研究センター
（合成システム生物学研究センター（合成生物学）
：食品機
能デザイン研究センター（食品機能学）
）
を各部門と連携さ
せながら，
上記の喫緊の課題に対応する構成で産業界人材
による客員教員体制を刷新拡充し，
センターにおける教育研
究を推進します。特に客員教員
（非常勤教員）
による教育指
導機会を設けることで学部・大学院教育へのリンクとその拡
充を図り，
従来以上に柔軟で，
横断的かつ実践的な教育研究
展開を目指しています。

教育研究実践の場
博士後期課程・修士課程

農学研究院付属研究及び教育支援施設
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学内共同教育研究施設

実験生物環境制御センター
生物環境調節実験室を学内共同利用に供して生物学・生命科学の研究を支援し，
その実用化を橋渡しする
生物学・生命科学の研
究では，しばしば厳しい法
的規制下で物理的に封じ
込められた閉鎖的な実験
空間で実験生物材料を適
正に取り扱うことが求めら
れます。その実験の場で
は，環境条件を厳密にコン
トロールすることによって
再現性のある正確なデー
タを得ることが可能となり
ます。実験生物環境制御
センターは，人工的に制
御した環境を作り出す「生
物環境調節実験室」を有
しており，このような研究
に携わる九州大学の教員，
学部学生および大学院生
に実験の場を提供してい
ます。
植物用の環境調節実験室は温度，水分，光，風，ガス組成など植物をとりまく物理的要因を人工的に制御する
ことができ，基礎的な学術研究はもちろん，植物由来有用物質生産などで植物機能を実用的に活用するための
展開・橋渡し研究や，植物工場の技術開発の場にもなります。また，同様の概念で設計した昆虫用，魚類・両生類・
は虫類用の環境調節実験室も有しており、2022 年には新たに「伊都地区動物実験施設」
（別棟）を設けまし
た。当センターではこれらの研究を支援することによって，学術研究はもちろん産業技術開発までの様々な領域
へ，制御環境の利用拡大を図ります。研究支援においては，センターの専任教員とともに関連部局等から参画す
る複担・協力教員を加え，それぞれの専門性を活かした広範囲の学術領域を網羅しています。

センター専任教員は九州大学生物資源環境科学府の大学院教育を担当しています。ここでは，植物工場などの
先進的植物生産システムに関する高度な学術的知識と技術について教育しており，この分野で高度な知識と技能を
習得することを目指す方々を大学院生として受け入れています。
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学内共同教育研究施設

熱帯農学研究センター
熱帯の農林業や環境を研究し国際協力に貢献する
熱帯農学研究センターは熱帯・亜熱帯地域が抱える諸問題と，それらの地域を対象とした持続可能な農林業や
環境の保全に関わる教育・研究に取り組み，さらに国際協力にも貢献しています。

熱帯における諸問題の解決へ向けて

＜自然保護区での違法伐採＞熱帯アジア ＜温暖化の進行と熱帯病害＞温暖化の
では違法伐採やプランテーションによる 進行による熱帯由来の植物病害の発生
土地利用転換など，
森林消失の危機に晒 や蔓延は，
輸入依存度が高い我が国の食
されています。
生活の安定に極めて深刻な問題となって
います。

＜ベトナム紅河デルタ＞熱帯アジアの低
平地デルタでは，
上流部の汚染水流入に
よる水質問題が深刻です。これらの問題
の軽減，
緩和に関わる研究に取り組んで
います。

熱帯の生物資源の利用と保全を研究する

＜東チモールの最高に辛い極小トウガラ
シ＞熱帯・亜熱帯地域はさまざまな植物
遺伝資源の宝庫です。これらの保全と利
用について研究しています。

＜研究に取り組む留学生＞熱帯農学研究
センターで研究に取り組んだ卒業生は世
界各地で活躍し，それぞれの国や地域の
農林業の発展に貢献しています。

＜カンボジアで発見された新種のアリ＞
熱帯で高い種多様性を示すアリ類には未
発見の種が多くみられます。森林伐採や
外来種が在来生態系に与える影響を明
らかにしています。

国際協力にも貢献

＜持続可能な農村開発のための大学機
能強化プロジェクト＞ベトナム北西部のタ
イバック農業大学において，
温室の有効
な利用方法について指導しました。

＜ICT ツールを使って農業指導を受ける ＜世界の将来を担う次世代のために＞次
バングラデシュの農民＞貧困層農民の所 世代へ継承できる農林業と環境を目指し
得向上を目指して，ICT を活用した農業 て，
世界各地で国際協力を展開していま
農村開発プロジェクトを実施しました。
す。
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植物フロンティア研究センター
植物に関する基礎研究，応用研究を総合的に進めることで，今世紀最大の課題であ
る食糧・環境問題の解決に貢献する。
植物フロンティア研究センターは，今世紀最大の課題である食糧・環境問題への貢献を目的とした植物科学の
総合研究開発・実証拠点として，平成 30 年に設置された学内共同利用利用施設です。5 つの部門で構成され，
植物，特に穀物であるイネ，に関わる基礎研究，品種改良，栽培環境制御，流通経済，国際展開に関する総合的
な研究とその応用展開を推進しています。

主な研究内容

バイオリソース管理・開発
◦イネやアサガオ等の遺伝資源の管理・評価・利用
◦植物遺伝資源等の管理，
学外への移転支援

植物基盤研究
◦高 CO2化・温暖化（干ばつ）等に適応する植物作出の基礎
技術知的基盤の確立
◦有用農業形質の抽出，
及び新品種への適用
◦植物の種間共通性・多様性の理解と利用

植物分子デザイン
◦ゲノム編集等のゲノム工学技術の開発
◦新育種法による植物の品種改良

環境計測制御
◦スマート農業
◦ AIを活用した生育モデル等のシミュレーション
◦土壌環境微生物

アグリビジネス
◦アジア・アフリカの市場調査，
バリューチェーンの構築
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入学試験について

School of Agriculture Kyushu University
九州大学農学部は、大学入学共通テストを受験した者に対して、個別の学力試験を課して入学者の選抜
を行ないます。さらに、入学定員の一部（24名）
について総合型選抜を行っています。

一般選抜の個別学力検査は、分離・分割方式（前期日程及び後期日程）で実施しています。入学者
一般選抜

の選抜は、大学入学共通テスト、個別学力検査等の成績及び調査書によって行います。一般選抜の
詳細は、12月に公表される「学生募集要項」を参照してください。

農学の勉学や研究に熱意と適性及び潜在能力を有する学生を受け入れるため、書類選考及び面接選
考等による総合評価方式により入学者の選抜を行います。
出願資格としては、
高等学校若しくは中等教
総合型選抜

育学校を令和3年 4月以降に卒業した者及び令和 5年 3月までに卒業見込みの者で、大学が指定す
る大学入学共通テスト科目を受験することが必要となります。総合型選抜の詳細は、8月に公表され
る「総合型選抜学生募集要項」を参照してください。

九州大学農学部は、生物資源環境学科で一括して入学者を受け入れ、2年生の後期開始時に、本人
コース・分野
への配属

の希望及び入学後の学習成績に基づいてコースに配属しています。各コースには定員が定められて
いますので、学習成績順位によっては希望しないコースに配属されることもあります。また、
コー
ス配属と同様の方法で、3年生の前期開始時に分野に配属されます。ただし、
コース配属時に分
野を決定するコースもあります。

入学試験問い合わせ先
月曜日から金曜日8時 30分〜17時15分（祝日は除く）

農学部の一般選抜、総合型選抜：
九州大学学務部入試課入試第一係

☎ 092-802-2004

〒819-0395 福岡市西区元岡744

☎ 092-802-4508

〒819-0395 福岡市西区元岡744

大学院生物資源環境科学府の入試：
九州大学農学部等事務部学生課学生係

九州大学ホームページ

www.kyushu-u.ac.jp/

農 学 部ホームページ

www.agr.kyushu-u.ac.jp

学部案内、入学者選抜概要、選抜等の案内があります。
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時 代 の先端と歴 史の交差する街

福岡 FUKUOKA

九州一の商業地区である博多は、九州の広域中心都市として経済・政治 • 文化活動の要となっていますが、同時に、古くは「魏志倭人伝」
で知られる奴国の港であったと考えられる歴史の街でもあります。その福岡市の中心街天神には、大型デパートやファッションビルが連なって
います。しかし一歩路地裏へ踏み込めば、黒田 52 万石の城下町として栄えたしっとりとしたたたずまいも、いまだ随所に見受けられます。
さらに郊外へ行けば、海の中道、生の松原、筑後平野、脊振山等、雄大な自然が残されているのも福岡の大きな魅力です。また、全国
的に有名な「どんたく」「博多山笠」等、活気あふれる祭りの街でもあり、魅力いっぱいのところです。この街で過ごす学びの日々は、きっと
実り豊かなものになるでしょう。

農学部インフォメーション
農学部同窓会

INFOMATION

多くの先輩が皆さんを待っています！

農学部設立以来の同窓生は約２万人を数えています。同窓会の

農学部百周年

九州大学農学部は伊都キャンパスへの移転を完

目的は会員の親睦をはかり、農学部の発展に寄与することです。

了し、平成３１年（2019年）
に農学部百周年を迎

九州大学同窓会連合会にも加入し、全学部の同窓会や国内、

えました。 伊都キャンパ

海外の同窓会とも連携し九州大学の発展に寄与しています。

スの新しい校舎を大い

主な活動は、会報による会員どうしの情報交換、先輩から在学生

に活用して、九州大学

への就職情報提供イベント、毎年増える会員名簿の充実などです。

農学部の次の１００年を

事務局は５号館４階にあります。

若い皆さんと共に築い
ていきましょう！

九州大学農学部同窓会
HP:https://dousou-agr.tacmic-atr.com/
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21世紀の“知の拠点”へ。

JAPAN
Ashoro Research Forest
北海道演習林

Fishery Research Laboratory

Faculty of Agriculture
九州大学農学部

水産実験所

Kasuya Research Forest
福岡演習林

Headquaters of University Forests
演習林本部

鹿児
島本
線

JR

3

Hikosan Biological Laboratory
彦山生物学実験施設

古賀IC

Kuju Agricultural Research Center
高原農業実験実習場

九州自動車道

Shiiba Research Forest
宮崎演習林

Ibusuki Experimental Farm
指宿試験地

陽
山

幹
新

線

Kasuya Research Forest
福岡演習林

貝塚

九州大学農学部

福岡IC

福岡市西区元岡 744

Ito Campus

Hospital Campus
病院キャンパス

伊都キャンパス

Nishijin Campus
西新地区

九大学研都市駅
今宿
周船寺

油須

ヤフオク
ドーム

中洲川端

西新
福重JCT

原町
福岡空港

大濠公園
天神

202

西九州自動車道

箱崎

吉塚

姪浜

JR筑肥線

箱崎九大前

博多駅

西
鉄
福岡市営地下鉄 大牟
田
線

Ohashi Campus

筑前前原

大橋

大橋キャンパス

福岡都市高速

前原IC

太宰府IC
大野城

202

Chikushi Campus

FUKUOKA
伊都キャンパスへのアクセス

筑紫キャンパス

3

ACCESS
博多駅Ａのりばから直行バス[急行]九大伊都キャンパス
（工学部前）行

昭和バス

筑前前原・西唐津方面行

JR 筑肥線

姪浜・唐津方面行

地下鉄空港線

福岡空港

九大総合グラウンド行等

ＪＲ 博多駅

昭和バス

地下鉄 姪浜駅

姪浜・唐津方面行

地下鉄空港線
※ 西唐津行き，筑前前原行きに乗車した場合は，姪浜駅での乗り換えは不要。

姪浜・唐津方面行

お車でお越しの皆様へ

地下鉄空港線

天

九大線

糸島市コミュニティバス

神

JR 筑肥線

ＪＲ 筑前前原駅

佐賀（唐津）
姪浜・福岡空港方面行

九大総合グラウンド行等

ＪＲ 九大学研都市駅

JR 筑肥線

姪浜・唐津方面行

地下鉄空港線

伊都キャンパス

ＪＲ 九大学研都市駅

姪浜・福岡空港方面行

西鉄バス

西鉄バス
天神2Ｂ
（ソラリアステージ）」および「天神北（3）」のりばから
直行バス[急行]九大伊都キャンパス
（工学部前）
」行

一時入構に際しては入構料（300円）をいただ
いております。ビッグオレンジ前もしくは南ゲート
（北側）にある守衛所にて，
所定の手続きをお願
いします。なお，
タクシーで来学された方はその
まま入構できます。
※ 南ゲート（北側）は8:00～19:00のみ
一時入構可
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九大船舶・
航空実験棟

P

九大工学部

P

28

27

51

52

WC

P

23

WC

34

売 A

37 WC

36

WC

A
売

39

A 売

WC

P

九大
センター
ゾーン入口

WC

売 A

WC

（パスカードのみ）

WC

Ⅴ 守衛所/南ゲート

（一時入構手続き窓口）

P

78

0

ト▼
ゲー
至南

ウエストゾーン

20

JR

九

大

69

学

研

都

市

駅

50 エネルギーセンター
●
51 パブリック4号館
（CF4）♥
●

韓国研究センター

52 エコセンター
●
53 パブリック2号館
（CF2）♥
●

EAST ZONE

童夢カフェ
（喫茶）

Ⅴ

54 キャンパス・コモン
●

27 水素エネルギー国際研究センター
（HY30）
●
28 水素材料先端科学研究センター
（HY10）♥
●
29 ウエスト５号館 ♥
●

CENTER ZONE

イーストゾーン

81 イースト1号館
（売店、2階/就職情報室・就職相談室、
●

センターゾーン

55 給水センター、
環境安全センター ♥
●
56 センター5号館 ♥
●
57 センター6号館
●

アグリダイニング（食堂・売店・書店）
30 ウエスト４号館
（2階/就職情報室・就職相談室）♥
●
31 ウエスト３号館 ♥
●
キャンパスライフ・健康支援センター伊都ウエストゾーン分室
（健康相談室、
学生相談室）
32 ウエスト２号館
（売店・書店）♥
●
33 ウエスト1号館 ♥
●
34 ビッグどら
（食堂・売店・書店）
●
35 西講義棟、
E-café（喫茶）
●
36 石のアート QIAO
（チャオ）
●
37 総合学習プラザ
●
38 ビッグリーフ
（食堂・喫茶・売店）
●
39 理系図書館、
Libca（ 喫茶）♥
●
40 情報基盤研究開発センター棟 ♥
●
41 低温センター
（伊都地区センター）
（ CE60.61）
●
42 超伝導システム科学研究センター
●
先進電気推進飛行体研究センター（CE50.51）
43 先導物質化学研究所
（CE41）♥
●
44 附属環境工学研究教育センター
（CE40）
●
45 アイソトープ総合センター伊都地区実験室
（CE31）
●
46 超高圧電子顕微鏡棟
（超顕微解析研究センター）
（CE20.21）
●

（パスカードのみ）

課外活動施設Ⅰ
総合体育館 ♥
多目的グラウンド
皎皎舎（書店・売店）
亭亭舎
ドミトリーⅠ（学生寄宿舎）♥
ドミトリーⅡ（学生寄宿舎）♥
ドミトリーⅢ（学生寄宿舎）♥
伊都ゲストハウス
日本ジョナサン・KS・チョイ文化館
カーボンニュートラル・エネルギー
国際研究所（I 2CNER）第1研究棟 ♥
78 カーボンニュートラル・エネルギー
●
国際研究所（I 2CNER）第2研究棟 ♥
79 次世代燃料電池産学連携研究センター
（NEXT-FC）
●
80 共進化社会システムイノベーション施設 ♥
●

47 パブリック1号館
（CF1）
●
48 国際宇宙惑星環境研究センター
（CE10）
●
49 稲盛財団記念館 ♥
●

21

Ⅵ 東ゲート

67
●
68
●
69
●
70
●
71
●
72
●
73
●
74
●
75
●
76
●
77
●

至

寿司・和食 ダイニング KIHACHI（食堂）

アーチェリー場
野球場 ♥
陸上競技場 ♥
弓道場
松濤錬成場
課外活動施設Ⅱ ♥
課外活動施設Ⅲ ♥
小体育館 ♥
加速器・ビーム応用科学センター（CE70）
船舶海洋性能工学実験棟（EN80）
先進航空宇宙工学実験棟（EN70）
衛星通信実験棟（IE20）
アグリ・バイオ研究施設
（AG40）♥
パブリック3号館（CF3）
事務支援センター（検収センター）
次世代エネルギー実証施設（FE）
テニスコート
生物多様性保全ゾーン
生物環境利用推進センター（AG10）♥
水環境実験棟・森林保全実験棟（AG11）
カイコバイオリソース研究施設（AG22）
植物圃場施設 ♥
九大あかでみっくらんたん（食堂）
工学系実験施設群
工学系総合研究棟（コラボ・スペース）
鉄鋼リサーチセンター（EN40）
水素ステーション（HY40）

300m

79

P

伊都キャンパス：〒819-0395 福岡市西区元岡744

100

80

54

WC

（一時入構手続き窓口）

Ⅳ 北ゲート

82
85

77

68

35

（一時入構手続き窓口）

WC

71
67

Ⅱ 守衛所

P

62

61

70
WC
66

自動車入構ゲート

P

84

86

九大中央
図書館 WC

OUT

Ⅵ IN

Ⅲ 守衛所/中央東ゲート

WC 83

売

Ⅲ

63

81

A

IN
OUT

売 A WC

38

売

WC

IN

60

58

WC

40

30

P

33

32 WC

31

23

59

OUT

WC

87

AED

多目的トイレ

Ⅰ 中央西ゲート

九大
イースト
ゾーン

P

売
65

57

WC

P

18

15
●
16
●
17
●
18
●
19
●
20
●
21
●
22
●
23
●
24
●
25
●
26
●

89

り
通

25

24

29

売

56

19

WEST ZONE

92 WC

91

車両出口
バス停

園

P

53

P 九大農学部

50

23

17

九大
Ⅰ
ビッグ
オレンジ
Ⅱ

九大
理学部

26

22

11

16

WC 49

44

41

14

10

P

47

46

48

42
15

45

64

P

76

55

P

P

75

WC

WC

学

ITO
CAMPUS
MAP
9

1
●
2
●
3
●
4
●
5
●
6
●
7
●
8
●
9
●
10
●
11
●
12
●
13
●
14
●

88

8

P

書店

95

74

7

6 WC

売 売店

WC

WC

5

IN 車両入口
OUT

A ATM

Ⅳ

総合グラウンド

食堂等

96

IN

伊都診療所
58 ビッグさんど
（食堂・売店）♥
●
キャンパスライフ・健康支援センター 本部相談室
（健康相談室、
学生相談室、
コーディネート室）
59 ビッグオレンジ
（情報発信拠点・売店）♥
●
ビッグオレンジレストラン（食堂）
60 センター１号館 ♥
●
キャンパスライフ・健康支援センター センター1号館分室
（インクルージョン支援推進室）
61 センター２号館 ♥
●
嚶鳴（おうめい）天空広場、Q-Commons
Qasis（ 食堂）
62 センター3号館 ♥
●
63 センター4号館 ♥
●
64 椎木講堂 ♥
●
大学本部 ♥
ITRI・ITO（食堂）
65 フジイギャラリー
●
66 テニスコート
●

82
●
83
●
84
●
85
●
86
●

87
●
88
●
89
●
90
●
91
●
92
●
93
●
94
●
95
●
96
●

イーストゾーン・キャンパスヘルスサポートルーム、石ヶ原
古墳跡展望展示室）♥
L-café（喫茶）
イースト2号館 ♥
大講義室Ⅰ
大講義室Ⅱ
ビッグスカイ
（食堂）
中央図書館 ♥
情報統括本部 iCubeサポートデスク
男女共同参画推進室
教材開発センター
記録資料館
童夢カフェ
（喫茶）
生活支援施設（書店・売店）
石ヶ原古墳横穴式石室の移築展示
建築構造実験棟（HE10）
建築環境実験棟（HE20）
AMS専攻実験棟（IS10）
行動実験棟（HE30）
総合臨床心理センター（HE40）♥
伊都協奏館（学生寄宿舎）♥
多目的グラウンド ♥
テニスコート
水田圃場施設 ♥
（2022年4月現在）

附属農場
畜産エリア

附属農場
作物エリア

⑦

⑧

アグリ・バイオ
研究施設 ⑥

生きるために学ぶ、生かすために学ぶ。

九州大学農学部
GUIDE BOOK 2023

①
③ ②
④

⑤
Faculty of Agriculture
附属農場 ⑨
園芸エリア

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

農学部 施 設

ウエスト５号館 [農学部]
生物環境利用推進センター
（AG10）
水環境実験棟・森林保全実験棟（AG11）
カイコバイオリソース研究施設（AG22）
植物圃場施設
アグリ・バイオ研究施設（AG40）
附属農場 畜産エリア
附属農場 作物エリア
附属農場 園芸エリア

九州大学農学部
〒819-0395 福岡市西区元岡744
TEL 092-802-4508

九州大学農学部ホームページ

URL:http://www.agr.kyushu-u.ac.jp

九州大学ホームページ

URL:http://www.kyushu-u.ac.jp/

