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　九州大学では、教員が九州大学での ICT 活動のた

めに必要な情報インフラとして、ここに示すサービ

スを提供しています。

◆各サービスについてもっと詳しく知るには

　・情報統括本部 Web サイト
　　http://iii.kyushu-u.ac.jp/

◆情報インフラに関する問合せ先

　・情報統括本部「よろず相談窓口」
　　E-mail: help@iii.kyushu-u.ac.jp

○ ネットワーク（KITE、kitenet）
　学内ネットワーク（基幹網（KITE）、無線 LAN ネッ

ト ワ ー ク（kitenet）、 公 衆 ア ク セ ス ネ ッ ト ワ ー ク

（kitenet-WiMAX）を九州大学の職員・学生に提供し

ます。利用者に対する技術支援・広報活動、セキュ

リティ・スパム対策を行います。学外ネットワーク

（SINET、地域研究ネットワーク、総務省その他研究

ネットワーク）との相互接続の調整ならびに、ネッ

トワークを利用する研究者の研究支援、ネットワー

クを利用した e サイエンス研究の公開を行います。

その他諸ネットワーク関連業務を行います。

◆問合せ先
・九州大学総合情報伝達システム（KITE）について

　（情報統括本部 ネットワーク事業室）

　Tel: 092-642-4032

　E-mail：n-room@iii.kyushu-u.ac.jp

○全学基本メール
　全学基本メールは、大学職員および大学業務に関

する方へ基本的かつ公式な電子メール環境を提供す

るものです。新型インフルエンザのお知らせなどの

重要連絡の周知、大学構成員の相互連絡のための情

報基盤として利用する公式なメールです。

○学生基本メール
　学生基本メールは、大学生活における連絡手段の

一つとして学生に提供しているメールサービスです。

○ファイル共有システム（Proself）
　ファイル共有システムは、ファイルをサーバ上に

アップロードし、その場所を表す URL を相手にメー

ルで送ることでファイルを受け取る（ダウンロード

する）ものです。メールの添付ファイルを削減して

メールサーバの容量負荷を減らすことができます。

このシステムは SSO-KID を持っている職員及び学生

ID を持つ利用者なら誰でも利用することができます。

◆問合せ先
・ 全学基本メールサービス、学生基本メールサー

ビス及びファイル共有システムについて

　（情報統括本部 全学基本メール事業室）

　Tel: 092-642-2306

　E-mail ：query@m.kyushu-u.ac.jp

○キャンパスライセンスの提供
　九州大学は、マイクロソフト社と包括ライセンス

契約を結んでいます。この契約に基づき、九州大学

で管理する全ての PC 及び九州大学の学生・職員所

有の PC にマイクロソフト社製の OS や Offi  ce をイン

ストールすることができます。その他、シマンテッ

ク社のセキュリティ対策ソフト提供サービスやアド

ビシステムズ製品の教育機関向け CLP 購入割引サー

ビスなども行っています。

◆問合せ先
・キャンパスライセンスについて

　（情報統括本部 ソフトウェア事業室）  

　Tel: 092-642-2201

　E-mail：sw-room@iii.kyushu-u.ac.jp

○教育支援サービス
　教育支援サービスは、授業や自習に使用するため

の情報通信技術を利用した教育環境を提供するサー

ビスです。

＊教育用計算機
　「教育情報システム」と呼ばれています。利用者用

システムには、ホスト計算機と教室に設置している

パソコンがあります。

　注意！　 部局が独自に整備・運用しているパソコ

ン教室もあります。

＊ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇ
　教材提示、課題提出、テスト、アンケート等の機

能を持つ Web ベースの授業支援システム「Web 学習
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システム」や動画配信等の教育用コンテンツに関す

るサービスです。

◆問合せ先
・教育情報サービスについて

　（情報統括本部 教育支援事業室） 

　Tel: 092-642-4034

　E-mail：uketsuke@s.kyushu-u.ac.jp

＊キャンパスクラウド環境
　主に大学院での講義向けに、時間割的な時間指定

による仮想計算機提供サービスを行います。自学自

習にも利用可能です。

◆問合せ先
・キャンパスクラウド環境について

　（キャンパスクラウド事業室） 

　Tel: 092-642-2308

　E-mail：qcloud@iii.kyushu-u.ac.jp

○研究支援サービス
＊スーパーコンピュータ
　最新鋭の研究用計算機システムによる科学技術計

算サービスを提供し、利用者への技術支援、啓発活

動を行います。

＊ホスティング
　ウェブサーバやメールサーバを情報統括本部設置

のサーバ機器上に、部局等の希望するドメイン名で

構築して有料で利用できるようにします。

◆問合せ先
・スーパーコンピュータについて

  （情報統括本部 ＨＰＣ事業室） 

　Tel: 092-642-2308

E-mail：request@iii.kyushu-u.ac.jp

・情報統括本部ホスティングサービスについて

   （情報統括本部 ネットワーク事業室）

　Tel: 092-642-2306

E-mail：it-room@iii.kyushu-u.ac.jp

○キャンパス間学習・会議支援システム
　学内での遠隔講義や TV 会議を支援するサービス

です。 

＊ｉＣｌａｓｓ
　タッチパネルに触れるだけの簡単な操作で遠隔授

業を実現するシステムで、各キャンパスに設置され

ています。

＊遠隔会議システムディレクトリサービス
　遠隔講義や TV 会議に利用可能な機材がどこにあ

るのかを調べるための Web ページです。

　講義室の利用申し込みは、このページに掲載して

いる担当窓口へご相談ください。

◆問合せ先
・キャンパス間学習・会議支援システムについて

　（情報統括本部 教育支援事業室）

　Tel: 092-642-4034

E-mail：uketsuke@s.kyushu-u.ac.jp

○認証に関するサービスの提供
＊全学共通 ID（SSO-KID）
　全学共通 ID は、学内向け情報サービスにおける利

便性・信用性・安全性の向上のために九州大学の全

構成員に発行される ID とパスワードです。学生には

学生 ID を、教職員には SSO-KID を発行します。学外

非常勤講師や派遣職員等についても、申請により

SSO-KID を取得することができます。全学共通 ID に

よる認証で、多くの学内向け情報サービスが利用で

きます。

　SSO-KID の認証で利用できる情報サービスは、下

記サイトを参照ください。

https://sso.kyushu-u.ac.jp/index.html#services

　また、マトリックス認証システム「QMAX」を利用

して、SSO-KID とマトリックスパスワード（「IC 職員

証」の裏面に印字）による認証を経由することによ

り、セキュリティを重視するサービスへの学外から

のアクセスが可能となります。SSO-KID とマトリッ

クスパスワードの認証により利用できる情報サービ

スおよびマトリックスパスワードの利用方法につい

ては、下記サイトを参照ください。

　例えば、「学務情報システム（教員用 Web システ

ム）」は、学外からアクセスでき成績登録が可能です。

https://sso.kyushu-u.ac.jp/qmax.html

＊全学共通 IC カード
　全学共通 IC カードは、九州大学システム LSI 研究

センターが開発した MIID（Media Independent ID）

に基づいた IC カードで、いわゆる九大ブランドの IC

カードです。全学共通 IC カードを利用できるサービ

スとしては、伊都キャンパスにおける建物への入館

する際の電子錠、図書館への入館と図書の貸出し、

九大生協の電子マネー等があります。発行するカー
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ドの種類としては、学生証や職員証の他に、非正規

の職員や学生のためのパーソナルカードや外来者の

ためのゲストカード等があります。

◆問合せ先
・全学共通 ID について

　（情報統括本部 認証基盤事業室）

　Tel: 092-642-7234

E-mail：id-room@iii.kyushu-u.ac.jp

・全学共通 IC カードについて

　（情報統括本部 認証基盤事業室）

　Tel: 092-642-3843　

E-mail：ic-card-room@iii.kyushu-u.ac.jp

＊キャンパスクラウド
　汎用的な計算機サーバを用いた研究用活動支援を

行います。

　Web やメールなどの常時稼働サーバの運用、情報

サービス開発、データ工学・データ科学のための大

規模データ処理に利用できます。

◆問合せ先
・キャンパスクラウドについて

　（キャンパスクラウド事業室） 

　Tel: 092-642-2308

　E-mail：qcloud@iii.kyushu-u.ac.jp

＊ ISMS 認証取得サポート
　情報統括本部では、ISMS（ISO27001） の認証取得

に興味をお持ちの部局に対して、これまでの経験を

基に、ISMS の仕組み、認証取得に向けた作業方法の

検討などに関して情報提供のお手伝いをします。

◆問合せ先
・ISMS 認証取得サポート

　（ISMS 運用事業室） 

　Tel: 092-642-2200

　E-mail：isms-room@iii.kyushu-u.ac.jp

○情報サロン
　情報サロンは、九州大学教職員及び学生が自由に

パソコンを利用できる施設です。

　場所：箱崎地区 附属図書館 中央図書館 2 階・3 階

　　　　病院地区 附属図書館 医学図書館 2 階

　　　　 伊都地区 伊都図書館 1 階・2 階

　　　　Q-Commons　センター 2 号館 4 階

◆問合せ先
・情報サロンについて

　（情報統括本部 教育支援事業室） 

　Tel: 092-642-3842

E-mail：uketsuke@s.kyushu-u.ac.jp
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