
[ めざせる資格・免許 ] ● 中学校教諭一種免許状（理科）（技術）　● 高等学校教諭一種免許状（理科）（工業）　◉ 技術士（原子力・放射線部門）　◎ 技術士補※（原子力・放射線部門）

★ 原子炉主任技術者　★ 放射線取扱主任者　★ エックス線作業主任者　★ 核燃料取扱主任者　
●所定の単位を修得すると得られる資格（実務・研修・講習を含む）　★めざせる資格　◉卒業生全員が受験資格を得られる資格（所定の実務経験が必要）　◎卒業生全員が得られる資格
※ 原子力安全工学科はJABEE（日本技術者教育認定機構）認定を受けており、同学科を卒業すると技術士1次試験の受験を免除され、技術士補の資格を取得することができます。

● 工学の基礎を幅広く学修　　● 原子力分野の多様な学び　　● 原子力関連の実務を実践[ 学科の特徴 ]

[ 専門的に学べる研究室 ]
▍原子力システム研究室

企業・研究機関との共同研究を通じ、 
安全で持続可能な核エネルギーの利用
方法を追究

▍原子力安全工学研究室
原子力で現れる熱流動現象を実験と数
値解析で解明し、原子力プラントの安全
性を向上

▍原子力リスク評価研究室
原子力施設の確率論的リスク評価のた
めのシビアアクシデントの解析技術開発
及びシステム信頼性評価手法の研究

▍原子力構造健全性評価研究室
機器・配管系の地震時破損モード、高経年
配管系の耐震性評価、弾塑性応答評価を取
り入れた新しい耐震設計手法の構築を研究

▍放射線応用工学研究室
国内外の放射光施設などを活用し、安全
で合理的な放射性廃棄物の処理処分
法を確立

▍放射線計測研究室
放射線を発生・可視化させ、放射線を利
用して様々な情報を取り出す

▍原子炉廃止措置工学研究室
燃料材料の物理化学と核分裂生成物
挙動などの試験研究から廃止措置や放
射性廃棄物に関する工学的問題を探究

▍原子力耐震・構造工学研究室
地震による原子力発電所の揺れの評
価、被害軽減策（免震・制震など）および
リスク評価法の開発
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在校生の学科を選んだ理由を知りたい人は

原子力研究所を知りたい人は

89〜90ページへ▶

103〜104ページへ▶

LINKS ▶ もっと詳しく

資格・免許の詳細は

129ページへ▶

学びの領域は

31〜32ページへ▶

原子力人材入試（総合型選抜 1段階選抜制）を知りたい人は

189ページへ▶

卒業後の仕事のイメージは

119〜128ページへ▶

共同原子力専攻を知りたい人は

96〜97ページへ▶

 ● 原子力システム ● 放射線応用工学 ● 原子力リスク評価
 ● 原子力安全工学 ● 放射線計測 ● 原子力耐震工学 卒業研究

実務を重ねて専門性を修得
3年次からは、実習・実験·訓練を積み重ね
ながら、原子力安全工学、原子力計測制
御工学、原子力安全管理工学、核燃料サ
イクル工学、原子力法規を修得します。

さらなる専門性の向上
さらに選択分野により、原子力・放射線
安全管理技術、バックエンド安全工学、
原子力法規、情報管理エネルギー政策な
どの実務を修得します。

1 年 2 年 3 年 4 年

学
び
の
ス
テ
ッ
プ

技術者・研究者に必要な知識や倫理を学ぶ

工学基礎と技術者倫理を修得
各種工学基礎と徹底した技術者倫理を身につけるとともに、専門領域となる原
子力の基礎を固めます。

理
工
学
基
礎
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目

前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期
微分積分学（1a）※MS
微分積分学（1b）※MS
線形代数学（1a）※MS
線形代数学（1b）※MS
物理学実験（a）
物理学実験（b）
化学（1）
情報リテラシー演習（a）
情報リテラシー演習（b）

微分積分学（2a）※MS
微分積分学（2b）※MS
線形代数学（2a）※MS
線形代数学（2b）※MS
物理学及び演習（1）
物理学及び演習（2）
物理学（3）
物理学（4）
電磁気学基礎
上級力学
化学（2）
化学実験
コンピュータ概論（a）
コンピュータ概論（b）
プログラミング基礎（a）
プログラミング基礎（b）
ことづくり（1）

微分方程式論
ベクトル解析学
数理統計学（a）※MS
数理統計学（b）※MS
代数学
生物学（1）
生物学実験（a）
生物学実験（b）
地学（1）
地学実験（a）
地学実験（b）
電気工学概論（実習含）
ことづくり（2）

フーリエ解析学
生物学（2）
地学（2）
数値解析
技術者倫理
金属加工（製図・実習含）
ことづくり（3）

ことづくり（4） AI・ビッグデータ基礎
AI・ビッグデータ応用
ことづくり（5）

【学年配当しない科目】インターンシップ（1）／インターンシップ（2）／海外体験実習（1）／海外体験実習（2）
P
B
L
科
目

SD PBL（1） SD PBL（2） SD PBL（3）

専
門
科
目

専門教養

サイバーフィジカルDX
知的財産

理工学と生活
工業概論
原子力汎論
探究の進め方

量子力学入門
相対論入門

学部共通 Direct Current Electrical Circuit Analysis 電気化学（a）
電気化学（b）

電気電子通信計測応用

ひらめき
ことづくり

ひらめきづくり（1） ひらめきづくり（2） ひらめきづくり（3） ひらめきづくり（4） ひらめきづくり（5） Next PBL（1） Next PBL（2）

学科共通

放射線概論
原子力構造工学基礎
基礎設計製図（a）
基礎設計製図（b）

放射線・電気工学基礎
地球環境科学
核反応工学基礎
都市防災論

原子力機械工学基礎
原子力技術法規
プログラミング応用
ディジタル信号処理
核燃料・放射化学基礎
原子力安全工学基礎

耐震工学 信号処理と数値計算

【学年配当しない科目】特別講義（1）／特別講義（2）／特別講義（3）

実験実習
科目

機械工作実習（a）
機械工作実習（b）

原子力設計製図（a）
原子力設計製図（b）
電気機械・放射線実験（1a）
電気機械・放射線実験（1b）

電気機械・放射線実験（2a）
電気機械・放射線実験（2b）

原子力実験実習（a）
原子力実験実習（b）

原子炉運転実習
原子力技能訓練

原子炉工学 原子炉物理学 原子炉設計工学

核燃料
サイクル工学

核燃料材料・サイクル化学工学 バックエンド工学

原子力構造
設計工学

原子力耐震工学 原子力メンテナンス工学

原子力
安全工学

原子炉熱流動・リスク工学 原子力安全工学

放射線工学 放射線計測工学 放射線利用工学

卒業研究
関連

事例研究 卒業研究（1） 卒業研究（2）

※上記の他、教養科目、語学科目などの学部・学科共通科目を設置しています。詳細はP.94をご覧ください。
※MSは数理科学分野
■字は選択科目　■字は必修科目　■字は選択必修科目　■字は「ひらめき・こと・もの・ひと」づくりプログラム受講者のみ選択可

カリキュラムは2022年4月現在のもので、一部変更される場合があります。

工藤 仁美（4 年）
神奈川県立秦野高等学校出身

原子力発電や放射線の正しい知識を得ることができ、学科の学びを通し
て将来のことをより明確に想像できるようになりました。現在は原子力施
設の耐震について研究する研究室に所属。原子力発電所の安全性向上

（耐震性の強化）に携わることで、日本や世界のエネルギー問題の解決
に挑んでいきたいです。

　　　 　 Student VOICE ▶ 学科の学びと私の未来

全国的にも珍しい「原子力」に関する、
貴重な学びがあります。

■ 原子力施設での安全性向上に 
貢献する

常に向上心を持ち続けられるよう
になりたいです。そのためにも、よ
り積極的に自然なコミュニケー
ションをとれるようにしたいです。

■ 原子力耐震工学
都心や地域の発電施設の規模はと
ても大きく、数多くの設備がありま
す。そのような施設を建設していく
過程に魅力を感じ、将来は原子力
発電所の安全性向上に携わる仕事
に就きたいと思うようになりました。

      Pick up!

＜成長につながった授業＞

発想の転換で

私

｢安全｣は次なるステージへ｡

の研究室では、原子力発電所にお

ける「地震に対する安全」の問題

に対し、これまでとは異なる発想で

研究を行っています。きっかけとなったのは福島

第一原子力発電所の事故です。地震のようにい

つ起こるかわからない現象に対して、安全性を

向上させていく方法を改めて問い直した

時に、特定の条件（シナリオ）に対し

てだけ強固なシステムを作るのではなく、

様々なシナリオや地震のような不確かな現象

に対して強いシステムを作ることが重要であること

を痛感しました。

地震に対する発電所の強固さを従来の方法で検

討する一方、様々なシナリオや不確かさを考えに入

れてリスクを評価し、弱点を見つけ、より良い対策

を探る研究を行っています。発電所のように複雑

なシステムでは、地震に対する揺れの特性が同じ

設備・機器を複数設置する「多重化」をしますが、

私たちは特性の異なる設備・機器を複数設置する

「多様化」の方がリスクを大幅に低減（多重化の

約1/12）できることを発見しました。また、地震だ

けでなく津波も同時に襲ってくることを考えて

リスクを検討することで、より安全な発電

所をつくれると考え研究を行っています。

構造物を強固にするだけでなく、リスク的視点

と耐震多様性を取り入れることで、「安全」は部

分的な最適から全体最適へ。発想を変えて「安

全」を追究することは、原子力だけに留まらず、新

たな社会が誕生するための足掛かりになると考え

ています。

研究室 
 Pick up！

原子力安全工学科の「未来に活きるKeywords」

原子力発電所に限らず、他のエネルギー施設、建築物などにも耐震多様性・リスク的な視点
は必要になります。自然災害の発生が多い日本だからこそ、地震や津波、火山噴火や土砂災
害など、あらゆる災害リスクを統合的に捉えて、効果的な防災・減災を考えられる人材が今
後求められるでしょう。

耐震多様性

リスク的な視点

理工学部　原子力安全工学科　
原子力耐震・構造工学研究室

大鳥 靖樹 教授

理工学部

実習や訓練を通し、原子力の理論と高度な技術を修得。

原子力安全工学科

世田谷キャンパス

私の未来に向けて変えること
hangehange
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