九州大学先導的研究センター規則
平成２６年度九大規則第９３号
制
定：平成２７年 ２月２４日
最終改正：平成３１年 ３月２９日
（平成３０年度九大規則第６８号）
（趣旨）
第１条 この規則は、九州大学学則（平成１６年度九大規則第１号。以下「学則」という。）第１
３条の２第３項の規定に基づき、先導的研究センター（以下「センター」という。）の内部組織
その他必要な事項を定めるものとする。
（目的及び業務）
第２条 各センターの目的及び業務は、別表１に定めるとおりとする。
（組織的な連携）
第３条 各センターは、別表１に定める業務の実施に当たり、センターを設置した主幹教授が所
属する部局との組織的な連携体制の下で、センターの内部組織を編成するものとする。
（運営委員会等）
第４条 各センターに、運営委員会等を置く。
２ 運営委員会等は、センター長がつかさどる教育研究等に関する事項について審議し、及びセ
ンター長の求めに応じ、意見を述べることができる。
３ 各運営委員会等の名称及び構成員は、別表２のとおりとする。
４ 前項の規定にかかわらず、センターを設置した主幹教授が所属する部局の長又は当該部局の
長が指名する者を構成員に加えるものとする。ただし、前項の規定により、構成員として指定
されている場合はこの限りでない。
第５条 運営委員会等に委員長を置き、センター長をもって充てる。
２ 委員長は、運営委員会等を主宰する。
第６条 運営委員会等は、委員の２分の１以上が出席しなければ、議事を開き、議決することが
できない。
２ 運営委員会等の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決する
ところによる。
３ 運営委員会等が必要と認めるときは、運営委員会等に委員以外の者の出席を求め、説明又は
意見を聞くことができる。
４ センターの運営に関し指導・助言を求めるため、運営委員会等が必要と認めた場合には、運
営委員会等に、運営委員会等アドバイザーを置くことができる。
５ 運営委員会等アドバイザーは、学内外の有識者のうちから、センター長が委嘱する。
（成果の公開）
第７条 各センターは、当該センターにおける業務の成果の公開を目的として、設置期間中に２
回以上国際シンポジウム等を行うこととする。
（事務）
第８条 センターに関する事務は、別表３に定める事務組織において処理する。
（雑則）
第９条 この規則に定めるもののほか、各センターの組織及び運営に関し必要な事項は、各運営
委員会等の議を経て、各センター長が定める。
附 則
１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。
２ この規則施行の際現に次項に掲げる廃止前の規則（以下「旧規則」という。）の規定に基づき、
運営委員会等相当の委員に任命されている者は、この規則の相当規定に基づき任命されたもの
とみなし、その任期については、旧規則による委員会の委員として在任した期間を控除した期
間とする。
３ 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 九州大学免疫機構研究センター規則（平成２２年度九大規則第５０号）
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(2) 九州大学癌幹細胞研究センター規則（平成２２年度九大規則第７９号）
(3) 九州大学リスクサイエンス研究センター規則（平成２２年度九大規則第１４０号）
(4) 九州大学ヌクレオチドプール研究センター規則（平成２２年度九大規則第１４１号）
(5) 九州大学エピゲノムネットワーク研究センター規則（平成２２年度九大規則第１４２号）
(6) 九州大学アジア保全生態学センター規則（平成２３年度九大規則第２号）
(7) 九州大学ヒトプロテオーム研究センター規則（平成２３年度九大規則第５号）
(8) 九州大学創薬育薬最先端研究基盤センター規則（平成２３年度九大規則第１１号）
(9) 九州大学合成システム生物学研究センター規則（平成２３年度九大規則第７４号）
(10) 九州大学最先端有機光エレクトロニクス研究センター規則（平成２３年度九大規則第１０
５号）
(11) 九州大学国際知的財産法・国際私法センター規則（平成２３年度九大規則第１０６号）
(12) 九州大学食品機能デザイン研究センター規則（平成２４年度九大規則第１３号）
(13) 九州大学次世代蓄電デバイス研究センター規則（平成２４年度九大規則第３９号）
(14) 九州大学革新的マーケットデザイン研究センター規則（平成２４年度九大規則第４０号）
(15) 九州大学次世代経皮吸収研究センター規則（平成２４年度九大規則第６１号）
(16) 九州大学アーキテクチャ指向フォーマルメソッド研究センター規則（平成２５年度九大規
則第３号）
(17) 九州大学３Ｄ／４Ｄ構造材料研究センター規則（平成２５年度九大規則第５２号）
(18) 九州大学循環器病未来医療研究センター規則（平成２５年度九大規則第８０号）
(19) 九州大学大気環境統合研究センター規則（平成２５年度九大規則第１０４号）
(20) 九州大学量子ナノスピン物性研究センター規則（平成２５年度九大規則第１０５号）
(21) 九州大学小分子エネルギーセンター規則（平成２６年度九大規則第７号）
(22) 九州大学第三段階教育研究センター規則（平成２６年度九大規則第８号）
(23) 九州大学モデル生物研究センター規則（平成２６年度九大規則第６２号）
附 則（平成２６年度九大規則第１２２号）
この規則は、平成２７年４月１日から施行する。
附 則（平成２７年度九大規則第５号）
この規則は、平成２７年８月１日から施行する。
附 則（平成２７年度九大規則第２２号）
この規則は、平成２７年１２月１日から施行する。
附 則（平成２７年度九大規則第２８号）
この規則は、平成２８年２月１日から施行する。
附 則（平成２７年度九大規則第３２号）
この規則は、平成２８年３月１日から施行する。
附 則（平成２７年度九大規則第４４号）
この規則は、平成２８年４月１日から施行する。
附 則（平成２８年度九大規則第２４号）
この規則は、平成２８年１０月１日から施行する。
附 則（平成２８年度九大規則第６６号）
この規則は、平成２８年１２月１日から施行する。
附 則（平成２８年度九大規則第７７号）
この規則は、平成２９年２月１日から施行する。
附 則（平成２８年度九大規則第８２号）
この規則は、平成２９年３月１日から施行する。
附 則（平成２８年度九大規則第９８号）
この規則は、平成２９年４月１日から施行する。
附 則（平成２９年度九大規則第５０号）
この規則は、平成３０年２月１日から施行する。
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附 則（平成２９年度九大規則第８２号）
この規則は、平成３０年４月１日から施行する。
附 則（平成３０年度九大規則第４号）
この規則は、平成３０月５月１日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。
附 則（平成３０年度九大規則第１２号）
この規則は、平成３０月７月１日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。
附 則（平成３０年度九大規則第２４号）
この規則は、平成３０年１０月１日から施行する。
附 則（平成３０年度九大規則第６８号）
この規則は、平成３１年４月１日から施行する。
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別表１
センター
名
免疫機構
研究セン
ター

ヒトプロ
テオーム
研究セン
ター

次世代蓄
電デバイ
ス研究セ
ンター

次世代経
皮吸収研
究センタ
ー

量子ナノ
スピン物
性研究セ
ンター

第三段階

目的

業務

(1) 免疫細胞の動態制御機構の研究に関する
こと。
(2) 免疫細胞の発生・分化・活性化の制御機構
の研究に関すること。
(3) 免疫学的記憶のメカニズムの研究に関す
ること。
(4) 創薬の標的分子の構造解析に関すること。
(5) ヒト免疫応答及び悪性腫瘍の免疫療法の
研究に関すること。
個体の発生及び疾患等の過程にお (1) プロテオーム制御のネットワークの研究
に関すること。
けるプロテオームの変化及び制御
ネットワークを解明し、がん治療、 (2) 疾患における細胞機能制御ネットワーク
の研究に関すること。
再生医療及び創薬等に活用するこ
(3) 個体の発生及び細胞の分化における制御
と。
ネットワークの研究に関すること。
(4) プロテオーム技術の開発及び臨床研究へ
の応用に関すること。
革新的次世代型二次電池の実現に (1) 電池材料の開発に関すること。
向け、新たな機能性材料及び充電原 (2) 電極触媒の研究に関すること。
理の開発を進めるとともに、その実 (3) 高分子材料の研究に関すること。
現に適した材料の機能制御に関す (4) イオン伝導性固体の研究に関すること。
る研究を総合的に推進し、次世代蓄
電デバイスの国際的研究拠点を形
成すること。
新たな経皮吸収投与法の開発を進 (1) ナノコーティング技術を基盤とした経皮
吸収促進材料の開発に関すること。
めるとともに、薬物送達用材料の機
能設計に関する研究を総合的に推 (2) 経皮吸収促進技術を利用した経皮ワクチ
ン及び化粧品の開発に関すること。
進し、次世代経皮薬物送達システム
開発の国際的研究拠点を形成する (3) 次世代型の経皮吸収薬物送達技術の開発
に関すること。
こと。
新奇な量子スピン物性を示す磁性 (1) 複合ナノ構造におけるスピン流誘起の量
子物理現象の解明及び新奇スピン流制御技
体の探索、各種磁性体と常伝導体、
術の開拓に関すること。
超伝導体、絶縁体等の複合ナノ構造
の開発及び極限環境下で発現する (2) 高温炉を用いた物質合成による単結晶の
育成による機能性の高い新奇量子スピン物
新奇な量子物性現象の探索を行う
性の探索に関すること。
とともに、それらの新物質、新構造
及び新現象を用いた革新的スピン (3) 合成化学手法による精密分子設計に基づ
く新奇分子磁性体の創出及びスピン物性の
応用技術を創出し、ナノスピン物性
解明に関すること。
における世界的研究教育拠点を形
(4) 光による超高速スピンダイナミクスの解
成すること。
明及び超高速スピン制御技術の開拓に関す
ること。
(5) 極低温、強磁場、高圧その他の極限環境下
で発現する新奇量子スピン物性現象の探索
に関すること。
第三段階教育の機能的分化と質保 (1) 第三段階教育の目的・方法・統制における
免疫応答の根幹を為す細胞高次機
能の制御機構を解明し、免疫難病の
新しい治療法及び予防法を開発す
ること。
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教育研究
センター

証に関する理論と方法論の開発を
通じて、第三段階教育システムにつ
いての政策的議論をリードする国
際的研究拠点を形成すること。

スマート
モビリテ
ィ研究開
発センタ
ー

産学連携の下で、持続可能なスマー
トモビリティ向けの情報基盤プラ
ットフォームのアーキテクチャを
開発し、安全・安心なスマートモビ
リィティ社会の実現に寄与する国
際的研究拠点を確立すること。

惑星微量
有機化合
物研究セ
ンター

惑星物質中の有機化合物を高感
度・高分離・高分解能で分析する技
術を開発し、惑星環境における微量
有機化合物の化学進化を明らかに
するとともに、宇宙及び地球環境に
おける微量有機化合物研究に関す
る世界水準の研究・教育拠点を形成
すること。
最先端の測器を用いて浅海域及び沿
岸域の精密海底地形図を作成し、新
たな学問領域となる浅海底地形学を
開拓するとともに、自然科学から人
文・社会科学に至る諸分野の研究を
学際的に展開し、総合的環境理解へ
とつなげる国際的研究拠点を確立す
ること。

浅海底フ
ロンティ
ア研究セ
ンター

確率解析
研究セン
ター

多重ゼー
タ研究セ
ンター

今世紀と共に始まった確率論の世界
的かつ爆発的な発展を鑑み、日本が
生み出した世界の理論である確率解
析を、無限粒子系を題材として更に
発展させ、日本の確率解析の伝統を
取り込んだ壮大な理論を構築する世
界的研究拠点を形成すること。
多重ゼータ値代数の構造予想や有限
多重ゼータ値の主予想の解明に向け
た代数的研究と、各種の多重ゼータ
関数の解析的、p進解析的研究を進め
ながら、結び目理論や数理物理との
関連の理解も深めつつ、多重ゼータ

機能的分化と質の向上・保証に関する研究及
び開発に関すること。
(2) 第三段階教育の入学・修了に係る学位・資
格とその枠組みについての国際的な比較研
究及び開発に関すること。
(1) 持続可能なスマートモビリティ向け情報
基盤プラットフォームのアーキテクチャの
研究に関すること。
(2) 情報基盤プラットフォームシステムの要
素技術の開発及びその実用化に関するこ
と。
(3) 情報基盤プラットフォームシステムの開
発を支援するツールの開発及びその実用化
に関すること。
(1) 惑星物質の微量有機化合物の高度解析及
び化学進化解明に関すること。
(2) 惑星物質に微量に存在する有機化合物の
分析技術開発に関すること。
(3) 惑星物質の有機化合物と鉱物・ガス成分
との相互作用解明に関すること。
(1) 地形学の新たな領域「浅海底地形学」の
開拓に関すること。
(2) 浅海底及び沿岸域の総合的環境理解を進
めるための学際研究に関すること。
(3) フィールドにおける測深技術の向上に関
すること。
(4) 精密海底地形図の発展的な利用を推進す
るための応用研究に関すること。
(5) 浅海底地形学及びその関連分野における
国際的な連携推進と人材育成に関すること。
(1) 確率解析の研究に関係すること。
(2) 統計物理、可積分確率の研究に関するこ
と。
(3) 確率幾何の研究に関すること。

(1) 多重ゼータ値の代数的・幾何的観点から
の研究に関すること。
(2) 多重ゼータ関数の研究と、数理物理等と
の関連の研究に関すること。
(3) 幅広い視野を持ち、分野を先導する若手
研究者の育成に関すること。
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がん幹細
胞研究セ
ンター

大気物理
統合解析
センター

研究を推進し、世界水準の研究中核
拠点を形成すること。
がん幹細胞及びがん幹細胞微小環 (1) がん幹細胞の制御に係る臨床研究に関す
ること。
境を標的とした新しい腫瘍制御技
術を確立し、腫瘍学・幹細胞学にお (2) がん幹細胞の同定及び解析に関するこ
と。
ける国際的研究拠点を形成するこ
(3) がん幹細胞システムの解析に関するこ
と。
と。
(4) がん幹細胞の次世代異種移植モデルの開
発に関すること。
地上と衛星をつなぐ新しいアクテ (1) 衛星解析による雲・降水・エアロゾルと
大気の運動の研究に関すること。
ィブセンサ解析システムを構築し、
雲とエアロゾルの衛星観測の解析 (2) 大循環モデル、雲解像モデル等による
雲・降水・エアロゾルの特性と大気の運動
法を発展させ、衛星解析に基づく気
の研究に関すること。
候変動と極端現象研究に関する国
(3) 雲・降水・エアロゾル及び大気の散乱特
際的研究拠点を形成すること。
性の研究に関すること。
(4) 極端現象の研究に関すること。
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別表２
センター名
免疫機構研究
センター

運営委員会
等の名称
センター委
員会

ヒトプロテオ
ーム研究セン
ター
次世代蓄電デ
バイス研究セ
ンター

センター委
員会

次世代経皮吸
収研究センタ
ー
量子ナノスピ
ン物性研究セ
ンター
第三段階教育
研究センター

センター委
員会

スマートモビ
リティ研究開
発センター

センター委
員会

惑星微量有機
化合物研究セ
ンター

センター委
員会

浅海底フロンテ
ィア研究センタ
ー
確率解析研究セ
ンター

センター委
員会

センター委
員会

センター委
員会
センター委
員会

センター委
員会

運営委員会等の構成員
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)

センター長
センターの教授及び准教授から選ばれた者５人
センター委員会が必要と認めた者
センター長
センターの教授及び准教授から選ばれた者 ４人
センター委員会が必要と認めた者
センター長
センターの教授及び准教授
その他センター委員会が必要と認めた者

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)

センター長
センターの教員
その他センター委員会が必要と認めた者
センター長
センターの教員
その他センター委員会が必要と認めた者
センター長
センターの教授及び准教授のうちから選ばれた者 ２人
その他センター委員会が必要と認めた者
センター長
センターの教員
その他センター委員会が必要と認めた者
センター長
副センター長
センターの教員
その他センター委員会が必要と認めた者 若干人
センター長
センターの教員
その他センター委員会が必要と認めた者
センター長
センターの教員
その他センター委員会が必要と認めた者 若干人

多重ゼータ研究 センター委
員会
センター

(1) センター長
(2) センターの教員
(3) その他センター委員会が必要と認めた者 若干人

がん幹細胞研
究センター

センター委
員会

大気物理統合
解析センター

センター委
員会

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)

センター長
センターの教授及び准教授
その他センター委員会が必要と認めた者 若干人
センター長
センターの教授
その他センター委員会が必要と認めた者 若干人
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別表３
センター名
免疫機構研究センター
ヒトプロテオーム研究センター
次世代蓄電デバイス研究センター
次世代経皮吸収研究センター
量子ナノスピン物性研究センター
第三段階教育研究センター
スマートモビリティ研究開発センター
惑星微量有機化合物研究センター

担当する事務組織
医系学部等事務部
医系学部等事務部
工学部等事務部
工学部等事務部
理学部等事務部
人文社会科学系事務部
工学部等事務部
理学部等事務部

浅海底フロンティア研究センター
確率解析研究センター
多重ゼータ研究センター
がん幹細胞研究センター

人文社会科学系事務部
理学部等事務部
理学部等事務部
医系学部等事務部

大気物理統合解析センター

筑紫地区事務部
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