
国立大学法人 九州大学
第2期中期目標期間に重点的に取り組んだ事項

平成29年1月23日（月）

H30年度移転予定の新中央図書館と
文系ｷｬﾝﾊﾟｽ（建設中）

H30年度移転予定の農学系建物（建設中）



1第2期法人評価期間における取組

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28,29,30

統合新領域学府
ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｻｲｴﾝｽ専攻（修士）

統合新領域学府
ﾕｰｻﾞｰ感性学専攻（博士）

統合新領域学府ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
ｻｲｴﾝｽ専攻（博士）設置 地球社会統合科学府

（修士・博士）
設置

H30
共創学部
スタート!!

豊かな教養と人間性を備え、世界的視野を持って生涯にわたり高い水準で能動的に学び続ける指導的人材を育成

教

育

卓越した研究者が集う学術環境を充実させ、世界的水準の研究や新学問分野・融合研究の発展・創成 / 環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ・健康問題等人類が抱える諸課題を総合的に解決する研究を強力に推進

研

究

世界的研究・教育拠点にふさわしい教育の国際化、国際交流、学生交流、国際的産学官連携を推進

国
際
・社
会
連
携

情
報
基
盤

世界的研究・教育拠点としての水準に見合った図書館利用環境の整備、学術情報発信機能の強化、安全で安心な情報環境整備

基幹教育院 設置 「基幹教育」 ｽﾀｰﾄ!!

ﾗｰﾆﾝｸﾞｱﾅﾘﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ設置

学生支援ｾﾝﾀｰ設置

Self Access Leaning 
Center(SALC)設置

学
部

H21 主幹教授ｽﾀｰﾄ

最先端有機光ｴﾚｸﾄﾛ
ﾆｸｽ研究ｾﾝﾀｰ(OPERA)

共進化社会ｼｽﾃﾑ
創成拠点

113番元素 アジア初
の命名権

ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ･
ｴﾈﾙｷﾞｰ国際研究所

マス・フォア・インダストリ
研究所

「Progress100」（世界ﾄｯﾌﾟ
ﾚﾍﾞﾙ研究者招聘ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）

レンズ風車 （風力発電）

「大学院基幹教育」
ｽﾀｰﾄ!!

大
学
院

博
士

修
士

H21 女性枠教員採用
養成ｼｽﾃﾑ開始

ﾏﾚｰｼｱ日本国際工科院 アジア太平洋カレッジ
EUIJ九州 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ学生交流ｾﾝﾀｰ

外国人留学生・研究者
ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

日本ｴｼﾞﾌﾟﾄ科学技術連携ｾﾝﾀｰ

ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾌｧﾝ・ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ
ｼｯﾌﾟ･ｾﾝﾀｰ

SHARE-Q スーパーグローバル大学創成支援 ﾀｲﾌﾟＡ：ﾄｯﾌﾟ型

教材開発センター
電子教材(YouTube)公開

図書館TAと協働学習支援図
書
館

情
報

カビ被害対策・ﾏｲｸﾛ資料の保存（外部資金を活用）

ｵｰﾌﾟﾝｱｸｾｽ方針策定

「JMOOC」で授業ﾋﾞﾃﾞｵ配信

国際規格「ISMS」取得
ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨｾﾝﾀｰ

総勢73名の教員体制整備 基幹教育奨励賞 創設

博士課程ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
「決断科学大学院」採択

博士課程ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
「ｸﾞﾘｰﾝｱｼﾞｱ」、「分子ｼｽﾃﾑ

ﾃﾞﾊﾞｲｽ」採択

全学生PC
必携化

PC必携化に伴う無線LAN等の整備・拡充 → ｶﾊﾞｰ率100％

公衆ｱｸｾｽｻｰﾋﾞｽ
全学ﾌｧｲｱｳｫｰﾙH19 包括ﾗｲｾﾝｽ契約

ﾌｧｲﾙ共有ｼｽﾃﾑ
不正侵入検知ｼｽﾃﾑ ﾌｧｲﾙ共有(ProselfDisc)導入

図書館学習ｻﾎﾟｰﾀｰ 「世界の文献」ｻｲﾄ公開

ﾈﾊﾟｰﾙ、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ政府と
交流協定締結

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ政府と
交流協定を締結

ﾍﾞﾄﾅﾑ政府と交流協定

創立百周年

先端医療ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

学術研究推進支援機構

味覚・嗅覚センサ
研究開発センター

P＆Pつばさﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

Highly Cited Researchersに
本学の教員が選出

初の「秋季入学式」開催

大学院国際ｺｰｽ全て開設

キャンパスライフ・
健康支援センター 設置

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材育成推進事業
「国際的視野を持つｱｸﾞﾘﾊﾞｲ

ｵﾘｰﾀﾞｰ育成」採択

「ﾃﾆｭｱﾄﾗｯｸ制」開始 先端素粒子物理
研究センター

ｵﾙｶﾞﾈﾗﾎﾒｵｽﾀｼｽ
研究センター

科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
政策教育研究ｾﾝﾀｰ

大学・部局間国際交流協定等
推進事業

留学生の緊急時支援・
医療支援制度

「九州大学百年の宝」展

学術研究推進支援機構

国際法務室

国際コース設置
（工、農）

15の国際ｺｰｽ
新設（9学府）

科目ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞ、新GPA制度、ﾙｰﾌﾞﾘｯｸ導入

外国人研究者・留学生の入口
管理手続きに関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

世界展開力強化事業（総理工） 世界展開力強化事業
（工、法）採択

初年次教育の企画・実施

課外活動活性化プロジェクト

国際産学官連携研究等の
受入ガイドライン策定

アジア埋蔵文化財
研究センター

エネルギー基盤技術国際
教育研究センター

アジア太平洋未来研究センター

「九大ｺﾚｸｼｮﾝ」公開

全館で能動的学習環境整備

留学生・研究者「ﾘﾋﾞﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞﾌﾞ
ｯｸ・受入れﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ」

ｾｷｭﾘﾃｨ被害の大幅削減達成

OPERAの研究成果活用し、
Kyuluxで15億円の資金調達

ダイバーシティ研究環境実現
イニシアティブ採択

H25, 26, 27 主幹教授が「紫綬褒章」を受賞

H28
ｴﾈﾙｷﾞｰ研究

教育機構

H28
新中央図書館

オープン

H28
自動運転バス
実証実験開始

（ｽﾏｰﾄﾓﾋﾞﾘﾃｨ推進
ｺﾝｿｰｼｱﾑ）

H29
サイバーセキュリティ

教育必須化

H21 グローバル30（国際化拠点整備事業）採択

国際教養学部（仮称）構想

戦略性が高く意欲的な目標計画

H30
学部「国際
ｺｰｽ」設置

豪クイーンズランド大学に
研究教育拠点設置

世界初 公用車に市販の燃
料電池自動車（FCV）導入

H21 水素ｽﾃｰｼｮﾝ 設置
次世代燃料電池

産学連携研究ｾﾝﾀｰ

ICTを活用した見守りの街いとしま

福岡県糸島市と連携佐賀県唐津市と連携 福岡県うきは市と連携「共同研究部門」開始H15 組織対応型連携 学術研究・産学官連携本部

スマート燃料電池
社会実証 開始

検討ワーキンググルーフ等 設置・検討戦略性が高く意欲的な目標計画



新たな文化・社会の創造

社 会

基幹教育

専攻教育

学び続ける力
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「基幹教育」に係る取組

○「大学で学ぶ意義」を題材に、文系・理系学部混成
の少人数クラスで対話と自己省察（ふりかえり）を通じ
て「学びの基幹」を育む

○他者との対話を通した学びの成果を、自分の言葉
で説明する活動を実施

○異なる分野の学生同士が、大学で学ぶ意味を語り、
互いを聴き、自らの学びを深く問う活動を実施

○1クラス約22名×120クラス（文理融合）

○全学出動体制に基づき、基幹教育院と15の研究院
に所属する89名の教員で実施

○現代社会が持つ課題に複数の学問的アプローチ
を通じ、幅広い視野と考え方を修得

○文系理系混成のグループ毎に分野横断的な協同
学習により、自主的に他者と協力しつつ学習を進め
る態度を涵養

○学生に課題を提示する「講義」と、課題を学生間
で協同学習する「演習（協学）」を組み合わせた授業
形式

○週1日 2コマ連続、小クラス（50名）×３

○全学出動体制に基づき、前期のみで総勢54 名の
教員が18 のクラスを担当

文系・理系ﾃﾞｨｼﾌﾟﾘﾝ科目 健康・ｽﾎﾟｰﾂ科目 初修外国語 学術英語ｶﾘｷｭﾗﾑ(Q-LEAP) 総合科目 高年次基幹教育科目

○生涯にわたり自律的に学び続けるアクティブラーナーを育成する「基幹教育」を平成26年度から開始

「戦略性が高く意欲的な目標・計画」の取組状況
ー アクティブラーナーの育成 ー

基幹教育院
設置

（基幹教育を実施す
る責任母体）

・「基幹教育の基
本構想」とりまとめ

・「基幹教育カリ
キュラム」策定

●基幹教育院に総勢73名の
教員体制整備

新規採用や学内異動等の
大胆な施策により整備

● 「学生支援センター」設置
・入学時から就職に至るまで、教
職員、保護者、同窓生、有志等が
連携し、学習支援、生活・経済支
援、進路・就職支援を柱とした取
組を展開

● 「ラーニングアナリティクスセンター」設置（教学ＩＲ）
国内大学で初の教育ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀの蓄積と分析を実施

● 「基幹教育奨励賞」創設 （成績優秀者を顕彰）

●サイバーセキュリティ教育必須化決定（ H29以降）

★基幹教育スタート★

●Self Access Learning Center
（SALC）を設置

・専門ｽﾀｯﾌ（ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）、大
学院生ｻﾎﾟｰﾀｰ（ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｱｼｽﾀﾝﾄ）等
による英語学習相談、英会話練習、
TOEFL等の国際検定試験対策、留学
相談など、個人に応じた支援提供

・年々利用者が増加、定着し、学習の
活性化等に好影響の成果

H25年度 H26年度 H27年度H24年度H23.10

延べ床 6,174㎡ 地上6階建

「基幹教育院棟」 （H26年2月完成)

教育ビッグデータ
を構築

eラーニング、eポートフォリオ、
履修情報、成績、講義情報等

学び方・教え方分析

学習支援・教育改善

e-Bookを用いて
学びの過程を記録



文学部

教育学部

法学部

経済学部

理学部

医学部（保健学科）

薬学部（創薬科学科）

工学部

芸術工学部

農学部

定
員
１
０
５
名

学部国際コースの設置
( は既設) ( は新設)

「国際教養学部（仮称）」に係る取組

「戦略性が高く意欲的な目標・計画」の取組状況
ー 骨太なリーダーの養成 ー

共創

経験

構想 協働

人と社会
エリア

国家と地域
エリア

地球・環境
エリア

人間・生命
エリア

イノベーションによる
課題解決策

社会的課題の
設定

課題解決のための
コミュニケーション

共創学部
School of Interdisciplinary Science and Innovation

大学適応力重視型
（21世紀入試発展型）

加速学習型
（高大連携型推薦入試）

国際経験・英語力重視型
（国際型）

記述学力重視型
（バランス型）

新入試（ＱＵＢＥ）

ＱUBE：「QU」:Kyushu University, 「B」:Border Crossing,「E」: Entrance examination
の頭文字をとった「CUBE」（立方体）をイメージ。
三次元の立体的、多角的にみることができる人材像をイメージ。

新学部設置を全学の入試
改革のｴﾝｼﾞﾝとしても活用
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「養成する人材」
幅広い学問分野の知識等を基に、グローバル社会が直面している

解決すべき課題を設定し、国家や社会、文化の境界を越えた人々との

協働から異なる観点や学問的な知見の融合を図り、共に構想し、

連携して新たな物事を創造する「共創」により

新たなイノベーションの創出に取り組むグローバル人材

①自ら課題を見つけることができる能力

②他者と課題解決の計画を立てる能力

③国際的にコミュニケーションできる能力

④他者と協力して知識を統合する能力

修得する４つの力

○習熟レベルに応じた英語インテンシブコースで
優れた英語運用能力を獲得

○海外大学等へ一定期間の留学を課し、国際理解・
知識の拡大と、コミュニケーション力の向上

○日本人学生と留学生が共に学ぶ環境を構築
学生と教職員がアクティブに交流し、相乗的・協働
効果を生み出すグローバル・ハブ・キャンパス形成

知の共創・協創

社会的課題の設定から課題解決策を考え【構想】、
課題解決に向け他者と取り組み【協働】、構想から協
働までの一連の【経験】を通じて、【共創】を目指すこ
とをコンセプトとし、人文科学、社会科学、自然科学
の既存の学問分野を横断しながら、文系マインド・理
系マインドや多様な方法論を身につけさせ、実践的
な課題に基づいた学修を行う

分野横断教育

基幹教育院

応用力学研究所
ﾏｽ･ﾌｫｱ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘ研究所

留学生センター
韓国研究センター

人文科学研究院
比較社会文化研究院
人間環境学研究院

法学研究院
経済学研究院

言語文化研究院
理学研究院

数理学研究院
医学研究院
歯学研究院
薬学研究院
工学研究院

芸術工学研究院
システム情報科学研究院

総合理工学研究院
農学研究院

※

﹁
学
府
・
研
究
院
制
度
﹂
を
最
⼤
限
活
⽤

７
０
名
超
の
教
員
確
保

名称発表の記者会見 （ H28.11.21）

○自ら学びのスタイルをデザインする「21世紀プログラム」の蓄積を生かし、新たな大学教育の可能性を切り拓く学部として、
全国でも例の無い新たな学部教育の在り方を構想。（H30.4 開設）
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「地球社会統合科学府」の設置
○人類を含めた全生物にとっての生存圏である「地球社会」というシステムと、それに関連する

グローバルな人類的諸問題を文理の枠を超えた「統合的な学際性」に立脚して究明

○多彩な教授陣→

第2期中の優れた点・特色ある点の取組状況
ー 世界と地域をリードする人材養成 ー

地球社会統合科学府
Graduate School of Integrated Sciences for Global Society 

H26 比較社会文化学府から改組

修士課程
定員：60人

博士課程
定員：35人

「地球社会統合科学」、

「地球社会ﾌｨｰﾙﾄﾞ調査
法」、「外国語ライティン
グ」等の新しい共通科
目や、隣接分野の概要
を学ぶ基礎科目を含め
多彩で斬新なカリキュ
ラムを提供！

新たに教授,
准教授５名

を配置

大学改革活性化
制度と概算要求

を活用

○比較社会文化研究院

○法学研究院

○言語文化研究院

○熱帯農学研究ｾﾝﾀｰ

○総合研究博物館

○記録資料館

○韓国研究センター

○留学生センター

専任部局

○人文科学府

○経済学府

○人間環境学府

兼担部局

・比較社会文化研究院の交流締結大学
・九州大学の交流締結大学・研究機関
・その他の海外大学・研究機関

国外大学・研究機関との連携

・国立極地研究所
・国立科学博物館
・その他の国立大学・研究機関

国内大学・研究機関との連携

「ﾕｰｻﾞｰ感性学専攻」設置（Ｈ23博士）

○感性の研究教育を通じ、さまざまな知をユーザーの感性と融合させ、
個人と社会の満足を創造できる
新しい高度専門人材を育成

○「ユーザー」とは、
自然、社会、人文科学や技術の知を使い
役立てる個人、グループ、組織のこと

○「感性」とは、
外界の事象（人・もの・こと・場）に対する
感受性および感受性に基づく統合的な
心の働きのこと

○「ユーザー感性学」とは、
感覚的、感情的、直感的、創造的という
特性に注目し、ユーザーの視点に立った
人間理解の上に教育研究のこと

統合新領域学府
○学問の細分化により生み出された膨大な知を再編成し、統合的な新しい
科学的な知や価値を追求して、現代の科学や社会の重要課題に取り組む。

ﾕｰｻﾞｰ感性学 （M：60名、D：12名） ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞｻｲｴﾝｽ （M：42名、D：21名）
ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｻｲｴﾝｽ専攻 （M：20名、D：6名）

「ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｻｲｴﾝｽ専攻」設置 (Ｈ23修士、Ｈ25博士)

○「知の創造・継承活動」を支える「場」としての「ライブラリー」を科学し、
ユーザーにとって真に意義のある情報の管理・提供を行う人材養成

○情報の管理・提供の「場」を科学する試みを展開し、文献著作と文書記録
の両者を統合して取り扱うことは、我が国初!!

溝口孝志教授
（世界考古学会議会長）

小山内康人教授
（第58次日本南極地域観測隊長選任）



「Progress100」
（世界ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ研究者招へいﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）

5第2期中の優れた点・特色ある点の取組状況
ー 世界最高水準の卓越した学術研究 ー

招へい研究者 研究ユニット
専門知識を活かした
情報調査・分析等

招へい・帰国旅費、
人件費、研究費等支援

国際
共同研究

特別経費での全学支援 URAによるサポート

・招聘研究者数：46人（15人）
・共著論文作成：16編（13編）
・共著論文投稿：12編（7編）
・講義等の実施：85回（28回）
・セミナー等の実施：41回（10回）
・研究指導学生：231人（59人）

27年度の実績例 （ ）は26年実績

○国際共同研究グラント獲得数
→１２４％増（対Ｈ２５比）

○国際共著論文数
→ １４％増（対Ｈ２６比）

全学への波及効果

ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ･ｴﾈﾙｷﾞｰ国際研究所 ﾏｽ･ﾌｫｱ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘ研究所

国際共同研究ネットワーク拡⼤

○ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ地域における大学・研究所、学協会、産業界等
が協働して産業数学の教育・研究を推進するｺﾝｿｰｼｱﾑ

○ＩＭＩが国際連携の枠組みの創立・運営に主導的に関与

アジア・太平洋産業数学コンソーシアム

H23年 4月：多様な数学研究に基礎を置く、日本初の産業数学の研究所として設立

H25年 4月：文科省「共同利用・共同研究拠点」に認定

H26年10月：アジア・太平洋産業数学コンソーシアムを設立

H27年 3月：オーストラリア分室をラ・トローブ大学（メルボルン）に設立
准教授 1 名、助教 1 名を九州大学の教員として現地で雇用

オーストラリア分室（ラ・トローブ大学）

・ラ・トローブ大学と協定を締結
・オセアニア地域との産業界を巻き込んだ数学・数理科学の研究連携拠点
・学生を含む人的交流の拠点

Forum “Math-for-Industry”
毎年、テーマを設定し、様々な分野の数
学者や企業研究者たちが国内外から一
堂に会してオープンに研究討議を行う。

Study Group Workshop
大学院生がポスドクや教員と、企業から提
起される問題の解決に取り組む研究合宿

Kyushu niv.

University of 
Illinois

H22年度：「世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）」に全国で唯一採択

H25年度：米国イリノイ大学にサテライトオフィス設置

H26年度：米国イリノイ大学と大学間学術・学生交流協定を締結

University of Wisconsin-Madison
University of Notre Dame
Massachusetts Institute of Technology 
University of Texas at Austin
Southwest Research Institute
University of California, Berkeley

University of Bergen
University of Edinburgh
University of Oxford
Imperial College London

Dalian Institute of Chemical Physics
Tsinghua University
Universiti Teknologi Malaysia
Bandung Institute of Technology
University of New South Wales

研究所長
ﾍﾟﾄﾛｽ ｿﾌﾛﾆｽ

（ｲﾘﾉｲ大学教授）

○外国人研究者比率：48.8％

○論文数：1,497本

○国内外受賞：188個

○国際共著論文：25編

実績例（平成27年度末）

○毎年：海外著名外国人の講演等を20回以上開催

○ｻﾊﾞﾃｨｶﾙ制度等を活用し研究者の活発な交流

○ジョイント・ディグリー等による学生交流促進

○国内外の技術移転促進、産業界と共同研究加速

欧州、北米、ｱｼﾞｱ等世界中との研究推進 イリノイ大学は、
他の米国機関と
の協力のハブと
なり国際研究活
動を強化

《 ユニットでの連携構築例 》

○マサチューセッツ工科大学
燃料電池・水素エネルギー技術の基盤となる
電気化学エネルギー分野の国際連携

○ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大学ｻﾝﾀﾊﾞｰﾊﾞﾗ校、
ダラム大学、ライデン大学

日本前近代歴史・文化の国際共同研究

○本学が世界で優位性を有している研究分野において、
THE世界大学ﾗﾝｷﾝｸﾞでﾄｯﾌﾟ100大学からﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙの教授等を招へい

○ユニット単位での国際共同研究を推進
○トップレベル研究者が大学院生に、直接、研究指導を実施
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(1)次世代燃料電池産学連携研究ｾﾝﾀｰ （佐々木一成主幹教授）

Ⅱレンズ風車
○超高効率な発電性能を持つ、次世代小型風力発電
○自然ｴﾈﾙｷﾞｰの利用割合を増やし、ｸﾘｰﾝな社会作りに貢献
○平成25年度には、環境大臣賞を受賞
○応用力学研究所が中心となり、各ｷｬﾝﾊﾟｽで実証実験を実施

○次世代型燃料電池の本格的実用つなげるため、基礎研究から実用化までのｼｰﾑﾚｽな

産学連携による研究開発体制を構築

Ⅰスマート燃料電池社会実証
「(1) 次世代燃料電池産学連携ｾﾝﾀｰ」 や 「(2) 水素ｽﾃｰｼｮﾝ」を活用し、次世代

燃料電池社会実現に向けた実証プロジェクト（ｸﾞﾘｰﾝｱｼﾞｱ国際戦略総合特区）

浮体式ﾌｧｰﾑ（博多湾での実証試験）

(2)水素ステーション
○公用車に燃料電池自動車を採用し、大学内に

水素ステーションを設置。
○「水素社会」の具現化、見える化に取り組み、

CO2を排出しない「水素ｷｬﾝﾊﾟｽ」を目指す。

社会実証ｷｬﾝﾊﾟｽ

第2期中の優れた点・特色ある点の取組状況
ー 卓越した学術研究・社会実証・社会貢献 ー

JR博多口駅前広場をデザイン
○2011年の九州新幹線全線開業に向けた博多駅再整備

事業において、福岡市、九州旅客鉄道株式会社と協力し
JR博多口駅前広場のデザインを行い、グッドデザイン賞
を受賞 （芸術工学研究院）

○福岡・博多のおもてなしの玄関口にふさわしく、ゆったり
くつろぎ駅を楽しめる場を提供することに貢献

2011年度ｸﾞｯﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ賞受賞

久山町研究 （コホート研究）
○1961年から、福岡市に隣接した久山町の住民を対象に脳卒中、心血管

疾患などの疫学調査を実施。健診受診率・剖検率・追跡率（99%以上）
は世界のトップレベル（医学研究院）

○米国大手製薬メーカー、英国大学のｱｽｺｯﾄ研究ﾁｰﾑと久山町研究ﾁｰﾑ
による共同研究で、心血管ﾘｽｸ要因におけるｱｽｺｯﾄﾃﾞｰﾀ解析を行い、
学術論文に公表。将来の臨床研究にとって有用なデータを提供

A ：今後も、共同利用・共同研究を通じた成果や効果が期待される
S ：特筆すべき成果や効果が見られ、関連コミュニティへの貢献も多大

・ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ･ｴﾈﾙｷﾞｰ国際研究所
・マス・フォア・インダストリ研究所
・最先端有機光ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ研究ｾﾝﾀｰ
・味覚・嗅覚センサ研究開発センター
・113番元素
・スマート燃料電池社会実証

次世代燃料電池産学連携研究センター
水素ｽﾃｰｼｮﾝ

・共進化社会ｼｽﾃﾑ創成拠点

・レンズ風車

・先導物質化学研究所
・応用力学研究所

・応用知覚科学研究ｾﾝﾀｰ
・ｸﾞｯﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ賞

・情報基盤研究開発ｾﾝﾀｰ

・ｼｽﾃﾑ創薬ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ
・久山町研究
・生体防御医学研究所

各キャンパス間で連携し先端的な研究を遂行

共進化社会ｼｽﾃﾑ創成拠点文科省「革新的ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」

○多数の企業等と連携し、少子高齢化に伴う様々な問題等、
社会の持続性に深刻な影響を与える問題解決に取り組む

○社会構造と人々のマインドをゼロからﾘﾆｭｰｱﾙする革新的な

社会基盤ｼｽﾃﾑの構築を目指す

「共同利用・共同研究拠点」 文科省期末評価
○生体防御医学研究所、ﾏｽ･ﾌｫｱ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘ研究所、

応用力学研究所、情報基盤研究開発ｾﾝﾀｰ A評価
○先導物質化学

研究所 S評価

社会と連携した研究例



味覚・嗅覚センサ研究開発センター （都甲潔 主幹教授）

○味覚と嗅覚に関して基礎研究からｾﾝｻ応用までを行う世界初の研究拠点
○味や匂いを「測定する」から，新しい価値や情報を「探し，発見するｾﾝｻ」へ
○「味覚・嗅覚」に関する文理横断の極めて広い分野と連携
○研究成果を活用し、ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業設立 （株）ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｾﾝｻｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ、（株）味香り戦略研究所

7

最先端有機光ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ研究ｾﾝﾀｰ （安達千波矢 主幹教授）

○国内の10大学、民間企業12社、1公的機関とアライアンスを締結。

○従来の10分の１程度のコストによる有機ELﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ･ﾊﾟﾈﾙ生産を可能とする
最先端第三世代有機発光材料（TADF）の創出に成功！

○平成27年３月には、TADFの実用化を担うスタートアップ企業「Kyulux」を設立。
同企業が総額15億円の資金調達を行い、世界中で実用化できる体制構築！

○博士課程教育ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑと連携し、学生に最先端研究活動の機会を提供。

第2期中の優れた点・特色ある点の取組状況
ー 世界最高水準の卓越した学術研究 ー

主幹教授制度

平成28年３月１日現在、
52名の主幹教授が活躍

○専門分野において極めて高い業績を有し、研究戦略の先導的な
役割を担う教授に「主幹教授」の称号を付与

○学内資源の優先的配分
（先導的学術研究拠点の設置、外国人研究者の雇用）

○期末手当や勤勉手当等の給与面の優遇

○主幹教授が年俸制を適用した際、業績給（インセンティブ）を加算

○主幹教授の研究環境を支援
→ さらに大型の研究費を獲得する「正のスパイラル」を形成

113番元素 アジア初の命名優先権!!
○森田浩介教授（理学研究院）が発見した「113番元素」が、

国際純正・応用化学連合（IUPAC）により新元素であると認められ、
アジア初となる新元素の命名優先権が与えられた。

応用知覚科学研究センター （中島祥好 主幹教授）

○文系、理系、芸術系等の枠を超えた学際的研究分野「知覚科学」の確立を目指す。
○「数学と脳科学」「聴覚心理学と信号処理」「視覚心理学と人工現実研究」など

複数の分野で活躍中の研究者が協力して独創的なアイデアを組み合わせて、

「知覚科学」の立場からヒトに適した環境の実現に取り組んでいる。

ｼｽﾃﾑ創薬ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ（ｸﾞﾘｰﾝﾌｧﾙﾏ研究所） （井上和秀主幹教授、理事・副学長）

○痛み研究をはじめとする社会からの要望の高い治療薬の開発等、最先端の
創薬教育研究を展開。

○既承認薬を新薬候補として迅速・安全に適応拡大する育薬研究（ｴｺﾌｧｰﾏ）を
実施し、このｴｺﾌｧｰﾏと地球環境に優しい薬の合成（ｸﾞﾘｰﾝｹﾐｽﾄﾘｰ）を融合
させた『グリーンファルマ』に取り組む。
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○「部局間競争方式」 を実施
・１次選考は部局で、２次選考は全学審査会で実施
・部局の男女共同参画の取組、採用後の支援、

受入体制等も総合し、透明性の高い審査を実施

○様々な支援を実施
研究費支援、出産・育児期支援、国際学会派遣支援等

○成果例
・３名がJST「さきがけ」等の大型研究資金を獲得

・２名が「文部科学大臣表彰」若手科学者賞を受賞
・1名が日本人初となる「ﾛﾚｱﾙ－ﾕﾈｽｺ女性科学賞

国際奨学金」を受賞

第2期中の優れた点・特色ある点の取組状況
ー ダイバーシティの推進、多様な研究者支援 ー

5

10

15

20

H24 H25 H26 H27

ﾘｻｰﾁｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ（URA）の雇用
○研究戦略の企画立案、産学官連携等を一体的に担い、

研究活動を支援するための新たな職種（URA）を雇用

○URA （ﾘｻｰﾁ・ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ） は、

学術研究企画・提案機能の強化、競争的研究資金、

民間研究資金等の獲得推進等に従事

○下記の文科省ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等に申請協力し、全て採択
・博士課程教育ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（約31億円）

・地域資源等を活用した産学連携による国際科学ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ拠点整備（約14億円）

・革新的ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（約２億５千万円）

・大学等ｼｰｽﾞ･ﾆｰｽﾞ創出強化支援事業（約６千万円）

・研究大学強化促進事業（約３億円）

・戦略的ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創造ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（約７千５百万円）

○URAは「学術研究・産学官連携本部」に配置

URAの配置状況

ﾃﾆｭｱﾄﾗｯｸ制の導入
○優秀な若手研究者が、期限付で自立した研究者

として経験を積み、審査を経て安定的な職に就く
ことができる仕組み

○高度な研究を推進する「高等研究院」に所属させ
研究費及びその他の研究環境の面で配慮

○成果例
・ﾃﾆｭｱﾄﾗｯｸ制への採択教員が「文部科学大臣表彰」

若手科学者賞を受賞
【受賞者の声】「研究資金のｻﾎﾟｰﾄが大きいので、同世
代の研究者ができない研究ができた。独立して研究を
主導できるため、国際的にもPIと見なされるので、ｸﾞﾛｰ
ﾊﾞﾙな研究者交流がしやすい」

1.研究活動基礎支援制度
○若手・女性・外国人研究者等が研究に専念できる環境を整備 （H26年度から開始）
○研究力向上のための各種ｽｷﾙｱｯﾌﾟ支援、ﾗｲﾌｲﾍﾞﾝﾄに伴う各種研究環境支援

【支援内容】
・研究補助者雇用支援、国際学会派遣支援、英文・和文校閲経費支援
・ｽｷﾙｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ（英語論文執筆力向上ｾﾐﾅｰ、英語プレゼン能力向上ｾﾐﾅｰ等）

2.教育研究ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・研究拠点形成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（P&P）
○研究費等の重点配分を行う「P&P」において、H26年度以降、若手・女性・外国人研究

者のサポートを重点的に行う制度設計へ変更し、支援体制を強化

3.九州大学基金の活用
○創立百周年を機に設立した「九州大学基金」の支援助成事業として、若手教員等へ

の海外派遣支援等を実施

Fundamental Supportタイプ

支援内容 支援人数（H27までの延数）

若手教職員の長期海外派遣支援 10名

若手教職員の能力開発、海外派遣等支援 38名

教材開発、コンテンツ整備等支援 6名

社会との連携活動支援 21名

支援内容 支援人数（H27までの延数）

若手教員支援：採用されたばかりの若手教員に対し、研究
活動のｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟの研究費支援を実施

44名

女性教員支援（研究費支援） 26名

外国人教員支援（研究費支援） 26名

外国人教員の雇用（大学・部局間交流協定等推進事業：総長経費）
○全部局に常時外国人教員を招へいできる「国際交流招へい外国人ｾｸｼｮﾝ」を

戦略的に設置し、積極的な外国人教員（助教以上）の雇用を促進
○招へい計画（原則３ヶ月以上）に基づき、運営費交付金等により経費を措置

○外国人教員の新規雇用に貢献 → H26年度：12名、H27年度：30名

若手・女性・外国人研究者への支援例

Ｈ27年5月には13.1％に！

女性枠設定による教員採用・養成ｼｽﾃﾑ
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技術移転の状況（ライセンス収入）
収入

収入額2192％増
（対Ｈ21年度比）

「共同研究部門」設置数

共同研究部門

「共同研究部門」
○「組織対応型連携」の枠組みでの民間機関等との継続的・大規模な共同研究実施拠点

「組織対応型連携」
○「学術研究・産学官連携本部」において、企業の研究開発強化と大学の研究・教育の活性化をｻﾎﾟｰﾄ
○大学全体として組織的に連携事業を運営。現在68の企業や自治体等と契約を締結

0
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200,000

300,000

400,000

500,000
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120

受入額（千円） 親契約件数

子契約件数

組織対応型連携契約件数・受入額

受入額

受入額１２８％増
（対Ｈ22年度比）

件数

第2期中の優れた点・特色ある点の取組状況
ー 産・官・学・民との組織連携 ＆ 組織的な国際連携 ー

共同研究の受入状況
件数受入額

受入額４８％増
（対Ｈ21年度比）

受託研究の受入状況
件数受入額

受入額４１％増
（対Ｈ21年度比）

組織対応型連携の例

○福岡県糸島市、九州大学、住友理工（株）
と連携し、「歩行ｱｼｽﾄｽｰﾂ」の実用化へ

共同研究部門の成果例

○佐賀県唐津市とのマサバの
完全養殖（農学研究院）

○国交省、三井造船等との
海域港湾環境防災
（工学研究院）

3. 外国政府との交流協定締結
○H22 ネパール（科学技術省）、カンボジア（林野庁、ゴム庁）
○H25 中国（ﾊｰｸﾞ国際司法会議香港支部）

インドネシア（森林研究開発機構）
○H26 ベトナム（教育訓練省）

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱと協定締結
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱの生物資源の保全
活用、 自然共生社会に向
けた共同研究を実施

1. ｴｼﾞﾌﾟﾄ日本科学技術大学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
Egypt - Japan University for Science and Technology （E-Just）

○日本ｴｼﾞﾌﾟﾄ科学技術連携ｾﾝﾀｰ設置。国内の総括幹事校として支援
○少人数、大学院・研究中心、実践的かつ国際水準の教育を提供

○中東・アフリカ地域の産業育成、経済発展などの国際貢献に寄与

2. マレーシア日本国際工科院
Malaysia - Japan International Institute of Technology (MJIIT)
○日本・ﾏﾚｰｼｱ両国の協力で、日本の工学教育技術の特徴を活かし開校
○国内支援大学として「機械精密工学」「環境・ｸﾞﾘｰﾝ技術工学」を支援

組織的な国際連携の例

URAによる支援
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日本最多の国際コース数
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国際コース在籍者数（大学院）

国際コース在籍者数（学部）日本人学生の海外派遣数
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ﾄﾋﾞﾀﾃ留学! JAPAN合格者数
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各種国際プログラムへの学生参加者数

外国語による授業数（回）

全国
2位

派遣数１０４％増
（対Ｈ22年度比）

在籍数１１２％増
（対Ｈ22年度比）

在籍数２４０％増
（対Ｈ22年度比）

授業数１７０％増
（対Ｈ24年度比）
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64ｺｰｽ設置
国内１位

外国人留学生・研究者ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
○各ｷｬﾝﾊﾟｽに７箇所設置し、16名のｽﾀｯﾌ配置
○ビザ取得から生活に至る各種手続きを支援
○年間1万5千～2万件の相談に対応
○留学生から高い評価

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ学生交流ｾﾝﾀｰ
○各ｷｬﾝﾊﾟｽに留学ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを配置
○日本人学生のために各種留学を支援
○日本人学生のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ意識の涵養を促進
○ﾄﾋﾞﾀﾃ留学! JAPANで採択学生増に寄与

第2期中の優れた点・特色ある点の取組状況
ー 国際交流の推進 ー

H26年度海外留学支援制度（JASSO）
「短期派遣・短期受入れ」採択人数
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旧七帝で最多
人数が採択

アジア太平洋カレッジ（日韓米共同教育プログラム）

○ﾊﾜｲ大学、釜山大学等７大学連携の「国際体験型」共同教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
○ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ、企業でのﾌﾟﾚｾﾞﾝ、英語の特別講義とﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを実施
○日韓の教育交流貢献に対する「大臣表彰」を大学で唯一受賞

EUIJ九州(European Union Institute in Japan, Kyushu)

○EU本部の委託を受け、本学、西南学院大、福岡女子大のｺﾝｿｰｼｱﾑ
○EUの学術拠点として、政治、経済、文化等を理解・広報活動を実施
○ EU研究ﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑやEU研修旅行等の教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実施

AsTW(ASEAN in Today's World)

○本学が主導し、ASEAN 加盟国の有力大学全体と共同開催
○ASEAN事務局推奨の教育（留学）ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、参加者から高い評価
○参加校は、ｱﾃﾈｵ･ﾃﾞ･ﾏﾆﾗ大学（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ）、ﾏﾋﾄﾞﾝ大学（ﾀｲ）、

ﾍﾞﾄﾅﾑ国家大学ﾊﾉｲ校（ﾍﾞﾄﾅﾑ）、福岡女子大（日本）
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国際法務室
○外国人教員・研究者の採用や国際的な大学間・産学連携の多様化に対応
○外国機関等との契約締結・交渉等を法務的な側面よりサポート

○大学間ﾈｯﾄﾜｰｸを形成し、定期的に勉強会やセミナーを開催
○ 「国際産学官連携研究等の受入れに関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」策定、適切な受入ﾌﾛｰを整備

→EUファンド10件、米国政府ファンド３件、その他海外政府ファンド50件の採択を獲得
(H22～27年の6年間)

第2期中の優れた点・特色ある点の取組状況
ー 国際化の推進 ー

海外拠点 海外ｵﾌｨｽ10か所 ﾌﾞﾗﾝﾁｵﾌｨｽ２か所
○海外の優秀な留学生獲得 及び 海外での学術情報発信・収集を行うため設置

カリフォルニアオフィス
○英語研修とｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ研修を提供する教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを10年以上実施し、高い評価

○学部生・院生を対象の遠隔授業を実施するほか、教員への英語研修も実施 等

カイロオフィス
○日本留学の発信、日本留学ﾌｪｱの

企画・運営、ｴｼﾞﾌﾟﾄの学術交流の推進等
○「海外大学共同利用事務所」も兼ねており、

日本全体の留学生の受入れを支援 等

北京事務所
○留学説明会開催、日中間のﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ提供
○中国学生の九大留学に関する情報提供や支援
○中国にいる九州大学卒業生との連携 等

ハノイオフィス
○ベトナムの高等教育関連情報収集
○現地関連機関とのﾈｯﾄﾜｰｸ構築

○優秀な留学生のﾘｸﾙｰﾃｨﾝｸﾞ 等

ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾌｧﾝ/ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ･ｾﾝﾀｰ
○ 学部、大学院生を対象にした日本初の一貫的・体系的ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ教育を実施。
○ MITはじめ世界主要大学と連携し、双方向・参加型の国際的な教育を実施
○米国ｼﾘｺﾝﾊﾞﾚｰを訪問し、現地起業家やｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞ大学生との交流を通してﾁｬﾚﾝｼﾞする

喜びや体験に触れ、ﾁｬﾚﾝｼﾞ精神を高める機会を提供

米国で起業家として大成功
をおさめたロバート・ファン博士
の百周年寄付金を基に設立。

Class Share
新学部の設置

Project Share
国際研究拠点への交換留学、若手教員の海外派遣

Supervisor Share
世界トップクラス研究者の招へい、
複数指導教員の国際化

Education Share
海外トップクラス大学との授業共有 Student Share

交流協定校との交換留学

Career Design Share
テーラーメイドな進学・就職指導

Lodge Share
多文化共生（混住型）宿舎

Reviewer Share
外部評価委員の国際化

Symposium Share
世界ﾄｯﾌﾟｸﾗｽが集結する国際ｼﾝﾎﾟｼﾘｰｽﾞ

「SHARE-Q」スーパーグローバル大学創成支援 ﾀｲﾌﾟＡ：ﾄｯﾌﾟ型

○本学の多面性、発展性、重層性を基に、教育システム及び研究の国際化を推進
○これらを支えるガバナンス・制度改革を断行し、世界のトップ100大学を目指す

・ＴＨＥでは、401-500位（2015/2016） → 351-400位（2016/2017）に上昇
・ＱＳでは、142位（2015/2016） → 135位（2016/2017）に上昇



【電子教材利用による授業実践・教授法開発】
従来の講義形式 → 演習・実習形式の授業等へ

【ICT活用電子教材の開発】
従来の教材 → 電子教材へ
（学習意欲向上・理解度向上による教育効果改善）

【講義等ビデオ教材の開発】
大学の知の学内外への公開
独自スタジオで制作したビデオ教材を、H26年から
JMOOCにおいて提供開始。本学が第１号を提供！

【電子教材利用による能動的学習の推進】
何時でも何処でもｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞで自学自習できる環境へ
（予習・復習の促進、正課外学習時間の確保）

附属図書館付設「教材開発センター」
○最先端のICTを活用した学習効果の高い電子教材を提供し教育の質を改善
○JMOOCでの講座開講、英語学習教材や3D教材等の開発等を実施
○授業等の動画をYouTube、iTunes U、OCW等により876件の動画公開

・基幹教育を中心とするインタラクティブ教材の開発とそれを用いた教育実践

による学内外における教育効果の改善と国際化の推進

・附属図書館、大学文書館、総合研究博物館等の教育面における機能の充実

・タブレット等端末やクラウド環境の教育利用の促進

Ｈ28.３末

取
組
内
容

成
果

■学問的

・Linked Open Data技術の活用手法の開発

・ICT活用教育における効果的な教授法の開発

・学習履歴（教育ビッグデータ）を利用した教授法開発の推進

■社会的

・成果物を他大学へ展開 → 他大学における教育効果の改善と国際化の促進

・教材の学内外への公開 → 高大接続の推進、国際化・生涯学習への対応

波
及
効
果

教
授
法
・教
材
開
発

サ
イ
ク
ル

1.能動的に学び続けるｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾅｰ育成へ寄与
○学部生が在籍する全地区の図書館に能動的学習環境を整備
○全学生のＰＣ必携化にともない、ＩＣＴ環境の充実、能動的学習ｽﾍﾟｰｽの確保

2.図書館TA（通称Cuter）と協働した学習支援
○図書館での学習相談、学習ガイドの作成、講習会、学際交流イベントの実施
○Cuterが講師となり、「レポートの書き方講座」「1年生向けプレゼン講座」を実施
○H27.12からティーチング・アシスタント（TA）へ

5.「九州大学オープンアクセス方針」の策定
○学術情報リポジトリによる研究成果の発信を大学として定め、社会貢献を促進
○我が国が推進するオープンサイエンスへも寄与

4.「世界の文献」、「九大ｺﾚｸｼｮﾝ」公開
○「世界の文献」：世界中の学術情報の検索ｼｽﾃﾑ
○「九大ｺﾚｸｼｮﾝ」：所蔵資料、貴重画像等の検索ｼｽﾃﾑ
→ 教育・研究環境の充実、学術情報の発信力強化

https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/ja

第2期中の優れた点・特色ある点の取組状況
ー 学術情報の収集・蓄積・提供 ー

3.外部資金を活用した資料保存・整備
○カビﾞ被害対策やマイクロ資料保全対策等を実施
○貴重な学術資料の保存・継承の点で優れた取組

12

附属図書館
○ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾅｰ育成を推進する次世代図書館を目指し、先進的な取組を実施
○ｺﾝﾃﾝﾂと人的支援を活用して学生同士が協働し創造的に知識をｱｳﾄﾌﾟｯﾄする場へ
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情報セキュリティ被害の大幅削減!!

H22 不正侵入検知ｼｽﾃﾑ導入
（不正ｱｸｾｽを検知し管理者に通報）

H24 全学ファイアウォール導入
（常時ネット通信を監視し、不正ｱｸｾｽ遮断）

H26 ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨｾﾝﾀｰ設置

「サイバーセキュリティセンター」設置

○学内組織との連携

教育／
人材育成

先進的
研究

連携
研究

・メリーランド大学システムと
学術交流協定を締結（H26,6）

・メリーランド大学ボルチモア校と
学術交流協定を締結（H26,6）

サイバーセキュリティ分野で
国際的な協力・連携へ

○海外大学との連携

第2期中の優れた点・特色ある点の取組状況
ー 安心で安全な情報環境の整備ー

国際規格ISO27001 「ISMS」取得 （情報統括本部）

○教育、研究、診療、管理等の多方面で利用されている機密情報を適切に管理
○ISMSの監査基準に基づいて、PDCAｻｲｸﾙによる継続的改善の仕組みを構築
○情報技術の進歩や社会情勢にも迅速に対応、情報環境の安全性が著しく向上

基本ソフト等の全学包括ライセンス契約締結
○基本ｿﾌﾄ、ｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄ、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ等を全ての教職員・学生へ無償提供
○最新版の各種ｿﾌﾄｳｪｱのｲﾝｽﾄｰﾙが進み、脆弱性に起因するｳｲﾙｽ感染を低減
○費用対効果（2007年導入からの累積）

→ ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ：47億2975万円 ｼﾏﾝﾃｯｸ：3億2824万円 ｱﾄﾞﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ：8994万円

ISMSは、情報セキュリティの継続的改善のために、
情報の「機密性」、「完全性」及び「可用性」の観点から、
組織的な枠組みを構築・運用していく国際規格

公衆ｱｸｾｽｻｰﾋﾞｽの導入
○学生・教職員が、全国のWiMAXｴﾘｱで

学内情報等を利用可能に

無線LAN等の拡充
○無線LANを全地区で整備【100%のｶﾊﾞｰ率】 （ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ数 H22:959台 → H27:1,381台）

○H25の全学生PC必携化に伴い、教育用無線LANを整備 （ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ数 H27:684台）

ﾌｧｲﾙ共有ｼｽﾃﾑの導入
○ﾈｯﾄﾜｰｸ上で円滑・安全な情報共有
○教職員・学生に無償提供
○個人情報漏洩の危険性を低減
○ PC上で ﾈｯﾄﾜｰｸﾄﾞﾗｲﾌﾞのように

操作可能な「ProselfDisc」も導入

教職員のPC本体に個人情報等を保存するこ
となく、ProselfDisk上（上記赤枠）に保存可能

○サイバーセキュリティ基本法に基づき、大学が担うべきサイバーセキュリティ
強化に取り組む「学内共同教育研究施設」として開設

○情報セキュリティレベルの向上と学生・教職員の情報に係る法令遵守の
徹底を図る取組を実施

○日本の総合大学で初の設置！
○基幹教育において、サイバーセキュリティ教育を実施

※ H28年は、JST「戦略的国際共同研究ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」
を活用し、「安全なＩｏＴサイバー空間の実現」に向け
た研究をインドのIITデリー校と開始

・ｳｲﾙｽ･ﾜｰﾑ感染系は、ﾏｲﾅｽ93.0％
・全体は、ﾏｲﾅｽ90.4％
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第１次 大学改革活性化制度 （平成24～27年度）
○「5年目評価、10年以内組織見直し」制度※等を踏まえた改革計画に対し、

教員ポストの１％を毎年再配分することにより組織を活性化！

全学的視点から、
優先して実施する改革計画を

学外委員を交えた
審査委員会等により
審査・選定

改革計画

改革計画

参考資料 1/5

教員ポストを毎年拠出

各部局の
教員組織

○平成26年度審査、平成27年度採択分

申請34件の内、改革計画5件を採択し、
教授４人、准教授６人、助教２人のポストを再配置

○「生体防御医学研究所附属トランスオミクス医学研究センター
トランスクリプトミクス分野」の新設

○「カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所」の体制強化
○「九州大学病院国際医療部」の新設 など

平成24年度以降、平成27年度までに、改革計画 合計37件を採択し、合計85人を再配置

本制度を活用した組織における成果例（平成26年度）
本制度を活用した組織において、文部科学省等の各種補助事業等の採択につながるなど成果を上げている。

○本学の機能強化促進のため、「国立大学改
革プラン」や「ミッションの再定義」を踏まえた取
組を積極的に評価する制度へ改善（平成26年
度審査分から実施）

○平成27年度審査分の実施に向けて、学内資

源の再配分における学長のリーダーシップ強
化等、社会からの求めに応える方向で現行制
度の見直しを開始

創設４年目の改善

分子システム科学
センター

 科学技術振興機構「さきがけ」にセンター教員３人が同時採択
 センター教員がIUMRS-ICA2014及び日本化学会第94春季年会にて優秀講演賞受賞
 センター教員の論文が化学系の一流誌であるアメリカ化学会誌（JACS）及び

Angew.Chem.Int.Ed.に掲載

エネルギー基盤技術
国際教育研究ｾﾝﾀｰ

 科学技術振興機構「CREST」、NEDO事業、科研費等の各種競争的資金を獲得
 バージニア工科大学と組織対応型国際共同研究を開始

マス・フォア・
インダストリ研究所

 スーパーコンピュータ上でビッグデータ処理性能を計測するGraph 500（第8回）及びGreen 
Graph 500（第3回）で世界1位を獲得

 ラ・トローブ大学にオーストラリア分室を開設し、同大学においてキックオフミーティング開催

○平成25年度審査、平成26年度採択分

申請37件の内、改革計画計12件を採択し、
教授９人、准教授５人、助教10人のポストを再配置

○「医学研究院応用幹細胞医科学部門」の改編
○「ｼｽﾃﾑ情報科学研究院 I&Eビジョナリー特別部門」の拡充・改編
○「マス･フォア･インダストリ研究所 オーストラリア分室」の設置
○「地球社会統合科学府における統合学際教育」の強化 など

改革に必要な教員ポストをフィードバック

※「5年目評価、10年以内組織見直し」制度は、中期目標期間の５年目に各部局の組織改編等の取組や将来構想について、全学的に点検・評価を行い、10年以内の組織見直しを各部局に求めるもの。



○「大学改革活性化制度の発展・充実」
我が国の基幹総合大学としての様々な政策課題に機動的かつ重点的に活用できるように従来の制度に加え、
総長が決定する「全学改革推進枠」を新たに設定し、総長のガバナンスを強化

改革計画
各部局の

教員組織（病院・図
書館・学内共同教
育研究施設を除く）

改革に必要な教員ポストをフィードバック

部局基礎ポイント総数の１％相当を部局基礎ポイントや部局経費で毎年拠出

全学改革推進枠 部局改革推進枠

改革計画

「総長のアクションプラン」、「5年10年
見直し」等を踏まえ、総長が毎年具体
的な重点事項（ミッション・分野等）を
定め、関連部局から横断的な組織改
編を伴う改革計画を募り、役員協議
会を経て総長が決定

（重点支援分） 0.3％程度

改革計画

総長が指定する募集分野において、ミッ
ションの再定義等を踏まえた部局の強み
･特色を伸ばす教育研究活動を維持し活
性化させる取組に関する改革計画を募り
役員協議会を経て総長が決定

（基幹支援分） 0.3％程度

0.4％程度

各部局（全学改革推進枠で指定された
部局を除く）から組織改編を伴う改革

計画を募り、学外委員を交えた審査
委員会等により審査・選定

改革計画

（研究拠点形成分）（教育改革分）

区 分
申請件

数
採択結果 主 な 採 択 事 項

全学改革推進枠
（重点支援分）

３件 ３件 ７人

●エネルギー研究教育機構の設置
●カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所の機能強化
●サイバーセキュリティー教育の充実

全学改革推進枠
（基幹支援分）

１０件 ２件 ５人
●感性融合デザインセンターの改組による「未来デザイン学センター」の設置
●北海道大学-九州大学共同資源工学専攻の新設

部局改革推進枠
（教育改革・研究拠点）

１４件 ５件 ８人
●データサイエンス実践特別講座の新設
●国際的な痛み研究・グリーンファルマ研究推進による組織改革：「グローバルヘルスケア分野」の設置
●アジア埋蔵文化財研究センターの改編

15

（平成28年度）

第２次 大学改革活性化制度 （平成28年度～）

15参考資料 2/5
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九州大学機能強化システム（学内資源再配分の最適化を不断に行う仕組み）

モノ
・設備ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝによる全学的

設備ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ体制強化
・設備ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ整備により

大型設備の共同利用推進

ヒト
◆大学改革活性化制度
◆全学管理人員及び総長裁量ポスト

中期計画を実施する上で総長が必要と認める業務等に人員配置

◆5年目評価10年目組織見直し制度
部局の将来構想を中期目標期間の５年目に評価し、10年以内に
組織等の見直し

カネ
◆総長裁量経費
• 総長のリーダーシップを十分に発揮する予算として確保・配分
• 大学改革を全学的に推進するためのインセンティブ経費を

グローバル化、外部資金の獲得状況等の客観的な指標に基づき､
各部局へ配分

• 移転事業等、中期目標･計画達成のための予算を確保

スペース
• 学内共通利⽤施設を戦略的に

再配分及び拡充
• 全学的なスペースチャージ導⼊に

よる､更なる戦略的スペース創出

部局長懇談会、法人評価、その他指標となるデータなどを通じて、これまでの部局の教育研究活動を総括

部局の将来構想を実現するための組織の再編計画等を評価するとともに、次の中期目標期間中に実施

研究院をはじめとする部局、学内共同教育研究施設等の点検・評価を継続的に実施することにより、組織の自律的な変革を促進し、本学におけ
る教育研究の一層の発展・充実を目指す。

区分
第 Ⅰ 期 中 期 目 標 第 Ⅱ 期 中 期 目 標

１６年 １７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年

５ 年 目 評 価

教
育
研
究
組
織
の

点
検
・
評
価

１０年以内組織見直し

５ 年 目 評 価

教
育
研
究
組
織
の

点
検
・
評
価

部局の教育研究活動等を把握
◇各種評価等の結果 ◇定員充足率
◇定年退職教員の補充 ◇新聞報道 など

組織改編へのフォロー
企画専門委員会（ＷＧ）
で実現に向けた取組

組織改編の実施

学部の新設

専攻の新設

学府の改組

○○の廃止
ｾﾝﾀｰの設置

役員会の下開催される分科
会等でヒアリングを受ける

大

学

５
年
目
評
価
・

年

以
内
組
織
見
直
し10

5年目評価・10年以内組織見直し制度
○中期目標期間の５年目に全学的な点検・評価を行い、その評価結果を反映した形で、１０年以内に組織改編を完了するよう各部局に促す制度

「⼤学改⾰活性化制度」による教員ポストの再配分

16参考資料 3/5

＜中期目標期間中の５年目に実施＞
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エネルギー研究教育機構
○「2100年における社会のエネルギー」を具現化するため、自然科学から人文社会科学にわたるエネルギー分野の研究者を結集した全学的組織
○１次及び２次エネルギー並びに政策提言等の研究領域を融合することにより、未来社会のｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑを構築し、技術・産業・社会のﾊﾟﾗﾀﾞｲﾑｼﾌﾄを先導
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自動運転バス実証実験開始（ｽﾏｰﾄﾓﾋﾞﾘﾃｨ推進ｺﾝｿｰｼｱﾑ）
○九州大学，株式会社NTTドコモ，株式会社ディー・エヌ・エーおよび福岡市が協力し，伊都キャンパスにおいて自動運転バスの実証実験を開始
○人口減少・高齢化社会における運転手不足や、地域による交通の供給不足等、社会課題の解決に資する技術・ノウハウの確立に貢献


