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公共交通機関の利用

ホームページで質問受付中
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【福岡空港から】
地下鉄＋ＪＲ＋昭和バス：

福岡空港駅―（地下鉄空港線，約25分）―姪浜駅で乗り
換え（直通列車の場合乗り換え不要）―（ＪＲ筑肥線，約8
分）―九大学研都市駅―（昭和バス・九大工学部前行･九
大総合グランド行，約15分）―九大工学部前バス停

【博多駅から】
地下鉄＋ＪＲ＋昭和バス：

博多駅―（地下鉄空港線，約19分）―姪浜駅で乗り換え
（直通列車の場合乗り換え不要）―（ＪＲ筑肥線，約8分）―
九大学研都市駅―（昭和バス・九大工学部前行･九大総
合グランド行，約15分）―九大工学部前バス停

西鉄バス：
博多駅前（Ａ）バス停―（西鉄バス・九大伊都キャンパス
行，約58分）―九大工学部前バス停

【天神から】
地下鉄＋ＪＲ＋昭和バス：

天神駅―（地下鉄空港線，約13分）―姪浜駅で乗り換え
（直通列車の場合乗り換え不要）―（ＪＲ筑肥線，約8分）―
九大学研都市駅―（昭和バス・九大工学部前行･九大総
合グランド行，約15分）―九大工学部前バス停

西鉄バス：
天神ソラリアステージ前（２Ｂ）バス停―（西鉄バス・九大
伊都キャンパス行，約45分）―九大工学部前バス停
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TEL： 092-802-2911　FAX： 092-802-2912　E-mail： office@molecular-device.kyushu-u.ac.jp
URL： http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp



M E S S A G E

　本学の工学府物質系４専攻、理学府化学専攻、システム情報科学府電気電
子工学専攻は「分子システムデバイス国際研究リーダー養成および国際教育
研究拠点形成」プログラムを実施しています。
　本プログラムは、2007～2011年度の５年間、私どもが実施致しましたグロー
バルCOEプログラム「未来分子システム科学」で構築された学府横断型の教
育システムを基盤とするものです。これに加えて、世界をリードする企業や自治
体ならびに関連研究機関からの強力なサポートをいただき、さらに九州大学カ
リフォルニアオフィス、スタンフォード大学、カリフォルニア大学（バークレー校、ロ
サンゼルス校）、延世大学、ケンブリッジ大学、imecなど海外の研究教育機関と
の連携をいっそう深めることで、国際的かつ産学連携に直結した教育システム
となっています。
　本プログラムは新しい５年一貫の挑戦的な博士養成プログラムです。複数の
基盤的な学術知識に基づく確かな研究遂行能力、世界レベルの英語能力はも
ちろんのこと、文化・民族間の相違を理解した上でのコミュニケーション能力、
さらに、俯瞰的な視点でプロジェクトを推進するマネジメント能力を有する人材
を育てます。我々の理想はバイタリティにあふれた強靭な理工系リーダーです。
本プログラムの修了生が民間企業を含めた研究開発の現場で人々の尊敬を
集める真のトップリーダーとなることを強く期待します。

髙松　洋

九州大学大学院工学府
学府長

M E S S A G EM E S S A G E

プログラム責任者

　本教育プログラムでは、大学教員、国内外の民間企業の複数教員の指導によるチャレンジ
ングな最先端研究活動を基礎に、基礎力の涵養と同時に複数の専門知識を習得します。特徴
的な教育プログラムとして、所属研究室の異なる院生を数名のグループに分け、彼らが自由に
議論できる専用オフィスを準備し、コミュニケーションによる相乗効果を体感できる教育研究活
動を行います。これにより「議論による発想力」、「考え抜く力」、「決断力」、「諦めない意志」が研
究成果の創出につながることを体験し、各自の個性と気質を醸成します。また、連携企業への
国内インターンシップや海外研究機関での国際共同研究を実施し、欧米流の研究推進手法を
体得します。さらに、伊都キャンパスに隣接する伊都サイエンスパーク内の福岡市産学連携交
流センター（FiaS）にオープンイノベーションラボを設置開設し、実践的な応用展開を視野に入
れた少人数グループによるテーマ提案（グループリサーチプロポーザル：LP-GRP）を行います。
ここでは、異分野の研究者を集結させ、徹底した議論から新しい研究展開を具体化させ、民間
企業での即戦力としての研究実践能力の育成と研究戦略マインドを醸成します。そして、九州
大学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター(QREC)や九州大学ビジネス・スクール
(QBS)とも連携し、研究開発リーダーとして必要となる知的財産権、経営と会計に関する基礎
知識とマネジメント論、リーダーシップ論を学びます。九州大学伊都キャンパス、海外研究機関での
研究活動、伊都サイエンスパークの3拠点において研鑽を積むことで、基礎サイエンスの視点、国
際的な視点、産業界の視点から研究開発を俯瞰できるトップリーダーの育成を目指します。
　学生のみなさん、これまでにない大学院教育がスタートしました。研究開発に対するみなさん
の素晴らしい潜在能力を開花させ、新しい学問領域を開拓できる研究実践力や、産学連携の
教育を通して学問を幅広く社会に役立てる戦略・展開力を体得させます。未来は、みなさんの
熱い思いで創られます。新しい大学院コースにチャレンジして、世界をリードする分子システムデ
バイスの最先端研究者を目指してみませんか？

安達　千波矢

九州大学大学院工学府
教授

プログラムコーディネーター
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カリキュラムの特徴

卓越した研究開発能力

教育のコンセプト

　卓越した研究能力の養成のために、次世代の日本の科学技術の核となる「分子システムデバイス科学」の基礎研究から、出口を見据えた応用
研究までの、一貫した研究過程を想定したプログラムが構成されています。特徴的な教育プログラムとして、グループリサーチプロポーザル
（LP-GRP）を実施します。所属研究室の異なるコース生を数名のグループに分け、彼らが自由に議論できる専用オフィスを準備し、コミュニケーショ
ンによる相乗効果を体感できる教育研究活動を行うことで、「議論による発想力」、「考え抜く力」、「決断力」、「諦めない意志」が研究成果の創出
につながることを体験し、研究戦略マインドを醸成します。

　本プログラムでは、最先端分子システムデバイス科学の構築により、他の追随を許さない次世代の産業コアの形成に資するため、産官学が一
体となった教育研究チームを形成し、高度な最先端分子系材料科学の研究を自ら推進でき、さらに、幅広い科学技術に対する俯瞰力を兼ね備え、
国際社会でリーダーとして活躍できる人材を育成します。九州大学伊都キャンパス（Stage 1）、海外連携機関（Stage 2）、伊都サイエンスパーク
（Stage 3）の3拠点において研鑽を積むことで、基礎サイエンスの視点、国際的な視点、産業界の視点から研究開発を俯瞰できるトップリーダーの
育成を行います。

1

2

3

4

5

学年

卓越した研究能力 マネジメント・
リーダーシップ能力

リーダーとしての豊かな感性の育成

リーダーとしての実践力の育成

海外機関での研究推進

知的財産教育

リーダーシップ教育

研究企画発表

複数の専門性と基礎学力

海外連携機関での研究

国内インターンシップ

実践科学英語・L-YREP

一流学・異文化交流学

LP-GRP

LP総合試験

諦めない意志

考え抜く力

研究開発への情熱

コミュニケーション力

議論による発想力

企画力・俯瞰力

迅速な決断力
ビジョンを持った研究開発

グループリサーチ
プロポーザル（LP-GRP）

挑戦的な研究テーマの設定

海外研修
（海外武者修行）

マネジメント教育 QREC・QBS

Ph.D.

コース生 選抜

マネジメント・リーダーシップ能力

　マネジメント・リーダーシップ能力の養成のために、九州大学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター（QREC）や九州大学ビジネス・
スクール（QBS）と連携し、研究開発リーダーとして必要となる知的財産権、経営に関する基礎知識とマネジメント論、リーダーシップ論を学びます。

伊都サイエンスパーク

研究戦略マインドの醸成と
実践力の育成（４、５年次）

● 福岡市産学連携交流センター
    （FiaS）
● 有機光エレクトロニクス実用化
    開発センター（i3-OPERA）
● クリエイティブラボ

海外連携機関

徹底した英語教育と
国際感覚の醸成（3年次）

● 北米、欧州、オセアニア、アジア各国
　 の連携大学、企業

九州大学伊都キャンパス

最先端基礎研究の足固め
（１、2年次）

● 分子システムデバイス
    国際リーダー教育センター
● 工学府、理学府、システム情報科学府の
　 所属研究室

卓越した専門性と基礎学力
人間力（情熱・感性・夢）
国際性
研究戦略・企画力
コミュニケーション力
リーダーシップ(決断力)

目指すべき人物像

Stage
1

Stage
2

Stage
3

分子システムデバイス科学の
最先端研究開発リーダー

コースの特色
　本コースでは、次世代の日本の科学技術の核となる「分子システムデバイス科学」を担う卓越した研究能力とマネジメント・リーダーシップ能力を
備えた国際スーパーリーダーを育成します。 博士課程５年間の一貫教育を充実したものにするため、教育プログラムを大きく３ステージに分け、伊都
キャンパス、海外連携機関、伊都サイエンスパークで展開することで、基礎サイエンス、国際的な視点、産業界の視点を身に付け「産」「官」「学」ど
のような分野でもリーダーとして活躍できる人材を育成します。

背景

分子システムデバイス科学

　現在、グローバル市場での競争の激化に伴い、これまで日本の産業界が圧倒的に強いとされていた電子デバイス分野と材料科学分野において
も、近隣アジア諸国からの激しい追い上げを受けています。今後の経済再生に向けて、未来産業を支える新しいコアとなる科学技術の形成が必要
とされている中、分子系機能材料の研究分野では、その多彩な分子骨格を生かし、グリーンサイエンスからライフサイエンスまで幅広い学理の確立
と応用展開が期待されています。新しい「スマート社会」の構築を目指し、分子系材料をコアとした高度な機能発現と従来の概念を大きく超えた個
別機能のシステム化が必要不可欠となっています。
　本教育プログラムでは、九州大学における分子集積化学、分子情報科学、分子システム科学の研究成果に立脚し、次世代の産業を推進する
新領域「分子システムデバイス科学」を構築します。

　分子システムデバイス科学とは、従来の化学系の学問領域と主にエレクトロニクス学問分野との融合により、分子機能とデバイス機能の繋がり
を明確化し、個別の分子設計からデバイスとしてのシステム化やデバイスの実社会における位置づけを明らかにしようとする学問領域のことです。

卓越した専門性と基礎学力
人間力（情熱・感性・夢）

国際性
研究戦略・企画力
コミュニケーション力
リーダーシップ(決断力)

　　　　ロゴのコンセプト：シンボルマークは分子によるシステム・デバイス化をイメージし、コース英語名称「Molecular Systems for Devices」の頭文字
Ｍ,Ｓ,Dと教育プログラムのLeadingのＬの文字が織り交ぜられています。大小鮮やかな色彩の点が繋がり外に向けて広がる様子には、本コースを通して、
個性豊かな学生が、グループで互いの才能を生かし協力し合うことで切磋琢磨し、世界に通用する人材を育成したいという想いが込められています。
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国際社会でリーダーとして活躍できる人材を育成します。九州大学伊都キャンパス（Stage 1）、海外連携機関（Stage 2）、伊都サイエンスパーク
（Stage 3）の3拠点において研鑽を積むことで、基礎サイエンスの視点、国際的な視点、産業界の視点から研究開発を俯瞰できるトップリーダーの
育成を行います。

1

2

3

4

5

学年

卓越した研究能力 マネジメント・
リーダーシップ能力

リーダーとしての豊かな感性の育成

リーダーとしての実践力の育成

海外機関での研究推進

知的財産教育

リーダーシップ教育

研究企画発表

複数の専門性と基礎学力

海外連携機関での研究

国内インターンシップ

実践科学英語・L-YREP

一流学・異文化交流学

LP-GRP

LP総合試験

諦めない意志

考え抜く力

研究開発への情熱

コミュニケーション力

議論による発想力

企画力・俯瞰力

迅速な決断力
ビジョンを持った研究開発

グループリサーチ
プロポーザル（LP-GRP）

挑戦的な研究テーマの設定

海外研修
（海外武者修行）

マネジメント教育 QREC・QBS

Ph.D.

コース生 選抜

マネジメント・リーダーシップ能力

　マネジメント・リーダーシップ能力の養成のために、九州大学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター（QREC）や九州大学ビジネス・
スクール（QBS）と連携し、研究開発リーダーとして必要となる知的財産権、経営に関する基礎知識とマネジメント論、リーダーシップ論を学びます。

伊都サイエンスパーク

研究戦略マインドの醸成と
実践力の育成（４、５年次）

● 福岡市産学連携交流センター
    （FiaS）
● 有機光エレクトロニクス実用化
    開発センター（i3-OPERA）
● クリエイティブラボ

海外連携機関

徹底した英語教育と
国際感覚の醸成（3年次）

● 北米、欧州、オセアニア、アジア各国
　 の連携大学、企業

九州大学伊都キャンパス

最先端基礎研究の足固め
（１、2年次）

● 分子システムデバイス
    国際リーダー教育センター
● 工学府、理学府、システム情報科学府の
　 所属研究室

卓越した専門性と基礎学力
人間力（情熱・感性・夢）
国際性
研究戦略・企画力
コミュニケーション力
リーダーシップ(決断力)

目指すべき人物像

Stage
1

Stage
2

Stage
3

分子システムデバイス科学の
最先端研究開発リーダー

コースの特色
　本コースでは、次世代の日本の科学技術の核となる「分子システムデバイス科学」を担う卓越した研究能力とマネジメント・リーダーシップ能力を
備えた国際スーパーリーダーを育成します。 博士課程５年間の一貫教育を充実したものにするため、教育プログラムを大きく３ステージに分け、伊都
キャンパス、海外連携機関、伊都サイエンスパークで展開することで、基礎サイエンス、国際的な視点、産業界の視点を身に付け「産」「官」「学」ど
のような分野でもリーダーとして活躍できる人材を育成します。

背景

分子システムデバイス科学

　現在、グローバル市場での競争の激化に伴い、これまで日本の産業界が圧倒的に強いとされていた電子デバイス分野と材料科学分野において
も、近隣アジア諸国からの激しい追い上げを受けています。今後の経済再生に向けて、未来産業を支える新しいコアとなる科学技術の形成が必要
とされている中、分子系機能材料の研究分野では、その多彩な分子骨格を生かし、グリーンサイエンスからライフサイエンスまで幅広い学理の確立
と応用展開が期待されています。新しい「スマート社会」の構築を目指し、分子系材料をコアとした高度な機能発現と従来の概念を大きく超えた個
別機能のシステム化が必要不可欠となっています。
　本教育プログラムでは、九州大学における分子集積化学、分子情報科学、分子システム科学の研究成果に立脚し、次世代の産業を推進する
新領域「分子システムデバイス科学」を構築します。

　分子システムデバイス科学とは、従来の化学系の学問領域と主にエレクトロニクス学問分野との融合により、分子機能とデバイス機能の繋がり
を明確化し、個別の分子設計からデバイスとしてのシステム化やデバイスの実社会における位置づけを明らかにしようとする学問領域のことです。

卓越した専門性と基礎学力
人間力（情熱・感性・夢）

国際性
研究戦略・企画力
コミュニケーション力
リーダーシップ(決断力)

　　　　ロゴのコンセプト：シンボルマークは分子によるシステム・デバイス化をイメージし、コース英語名称「Molecular Systems for Devices」の頭文字
Ｍ,Ｓ,Dと教育プログラムのLeadingのＬの文字が織り交ぜられています。大小鮮やかな色彩の点が繋がり外に向けて広がる様子には、本コースを通して、
個性豊かな学生が、グループで互いの才能を生かし協力し合うことで切磋琢磨し、世界に通用する人材を育成したいという想いが込められています。
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　１～４年次まで行ってきた研究やブレーンストーミングを基礎に、数名一組のチームで分子システムデバイス科学に関する新たな研究テーマをサ
イエンスならびに社会的価値の双方の観点から提案します。
　サイエンスにおける学術的な価値や専門性については、大学教員が評価します。社会的価値については、企業研究者、ベンチャーキャピタル
（VC）が中心となり、研究展開の革新性、商用化の可能性も踏まえて評価します。

　「分子システムデバイス科学」を核として、産官学連携による「確かなる学理と豊かな感性」で考え抜ける国際リーダーの育成を目指し、国内外の
民間企業及び公的機関の第一線で活躍する材料科学やデバイス開発に携わる研究者に参画していただいています。特に１年次のインターンシッ
プ受入れやブレーンストーミングに参加していただくとともに、４、５年次のLP-GRPにおける実践的な研究指導などにご協力をいただきます。産業界
と関わることにより、実社会における研究開発展開を学び、基礎から実用化までの一貫した研究開発に対する俯瞰力の強化を期待します。

国内参画企業･機関（平成28年４月１日現在）
BASFジャパン株式会社、JSR株式会社、株式会社エア･リキード･ラボラトリーズ、公益財団法人九州先端科学技術研究所、
日産化学工業株式会社、日本化薬株式会社、株式会社日立製作所、三井化学株式会社、三菱レイヨン株式会社、メルク株式会社、
ユミコアジャパン株式会社、株式会社ラ･ルバンシュ　（五十音順）

カリキュラム

本プログラムの構成 グループリサーチプロポーザル（LP-GRP）

　本英語教育プログラムは、英語のコミュニケーション能力を主軸にプレゼンテーション能力、ディスカッション能力、論文執筆能力の徹底指導を
行い、ビジネス及び研究の国際舞台で真に自己表現できるリーダー人材の育成を目標としています。

実践英語教育・海外武者修行プログラム

　九州大学カリフォルニアオフィスの支援を受けて、１月～２月の４週間、米国カリフォルニア州サンノゼ州立大学で語学研修を１年次に実施し
ます。国際性及び英語でのコミュニケーション力を涵養すると共に、現地のトップレベルの大学、シリコンバレーの企業に訪問するフィールドトリッ
プや、起業家やベンチャー・キャピタルの方の講義を受けることで、イノベーションとアントレプレナーシップ（起業家精神）の実際を学びます。

L‐YREP（Leading Young Researchers English Program）

　１、２年次に習得した基礎的な英語力を基に海外の民間企業や公的研究機関、大学等で研究を行い、グローバルな視野で先導的な研究開
発を開拓でき、高いコミュニケーション能力に基づいてリーダーシップを発揮できる人材を育成することを目的とし、３年次に最長９カ月間の海外
研修を行います。

海外研修（海外武者修行）

　本コースでは、以下の科目を開講しています。
　コース生は5年間の在学期間内に、各学府所定の単位を取得する必要があります。詳しくはお問い合わせください。

複数の専門性と基礎学力
研究企画発表
1、2年次に実施する専門研究についての企画発表会を開催。
4～8月に異分野の同期生・教員とブレーンストーミング（BS）やディスカッションし、自身のテーマを決めた経緯、目的、実験計画、自身
の研究の将来展開をプログラム参画者の前で発表します。

分子システムデバイス演習（QE: LP総合試験）
分子システムデバイス科学に関する最新の科学トピックスを、数名一組のチームにより１編の総説に纏めて発表します。
それぞれが担当した箇所を明確にしつつ、異分野融合による新たな研究展開の可能性に言及します。
修士論文提出・修士号授与（M2年度末）

グループリサーチプロポーザル（LP-GRP中間発表）
１～４年次まで行ってきた研究やブレーンストーミングを基礎に、数名一組のチームで分子システムデバイス科学に関する新たな研究
テーマをサイエンスならびに社会的価値の双方の観点から提案します。

分子システムデバイス講究（QE: LP-GRP最終発表）
学位論文提出・博士号授与（学位記には博士課程教育リーディングプログラムを修了したことが付記されます。）

海外研修（海外武者修行）
1、2年次に習得した基礎的な英語力を基に海外の民間企業や公的研究機関、大学等で研究を行い、グローバルな視野で先導的な
研究開発を開拓でき、高いコミュニケーション能力に基づいてリーダーシップを発揮できる人材を育成することを目的とし、3年次に最
長９カ月間の海外研修を行います。

実践科学英語

研究企画発表

インターンシップ

一流学・異文化交流学

デバイス基礎

分子システム基礎

リーディング経営特論（Ⅰ）

リーディング経営特論（Ⅱ）

デバイス科学

デバイス応用学 Ⅰ

デバイス応用学 Ⅱ

分子システム学

分子システム応用学 Ⅰ

分子システム応用学 Ⅱ

分子システムデバイス演習（QE： LP総合試験）

海外研修（海外武者修行）

リーダー学

グループリサーチプロポーザル(LP-GRP中間発表)

知的財産学

知的財産特論第1

知的財産特論第2

産学連携マネジメント

分子システムデバイス講究
（QE： LP-GRP最終発表）

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

必修

必修

必修

必修

必修

必修

必修

必修

選択必修

選択

選択

選択必修

選択

選択

必修

必修

必修

必修

選択

選択

選択

選択

必修

科目名 単位 必修・選択 科目名 単位 必修・選択

1年目
M１

2年目
M２

3年目
D１

4年目
D２

5年目
D３

開講科目

基礎研究の深化

基礎研究の
水平展開

実用化展開

自分自身の
研究テーマの
幅広い成長

所属研究室

LP
-G
RP

グループリサーチ
プロポーザル（LP-GRP）
グループリサーチ

プロポーザル（LP-GRP）

・斬新な技術、
   イノベーション
・市場性ニーズ把握、
   事業戦略性
・世界標準、海外展開

数名×5年の
経験値の成果

異なる専門性の数名

事業化・製品化を意識した
研究開発マインド

企業研修・共同研究

複数の専門性
異分野研究者との連携性

専用オフィス 世界標準たるマインド
高い国際性

海外研修（海外武者修行）

研究の深堀り

最先端の研究設備

研究の専門性

国際性 マネジメント
リーダーシップ

Stage1

Stage2～3

｢産｣｢官｣｢学｣連携によるキャリアパスを見据えた教育
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　１～４年次まで行ってきた研究やブレーンストーミングを基礎に、数名一組のチームで分子システムデバイス科学に関する新たな研究テーマをサ
イエンスならびに社会的価値の双方の観点から提案します。
　サイエンスにおける学術的な価値や専門性については、大学教員が評価します。社会的価値については、企業研究者、ベンチャーキャピタル
（VC）が中心となり、研究展開の革新性、商用化の可能性も踏まえて評価します。

　「分子システムデバイス科学」を核として、産官学連携による「確かなる学理と豊かな感性」で考え抜ける国際リーダーの育成を目指し、国内外の
民間企業及び公的機関の第一線で活躍する材料科学やデバイス開発に携わる研究者に参画していただいています。特に１年次のインターンシッ
プ受入れやブレーンストーミングに参加していただくとともに、４、５年次のLP-GRPにおける実践的な研究指導などにご協力をいただきます。産業界
と関わることにより、実社会における研究開発展開を学び、基礎から実用化までの一貫した研究開発に対する俯瞰力の強化を期待します。

国内参画企業･機関（平成28年４月１日現在）
BASFジャパン株式会社、JSR株式会社、株式会社エア･リキード･ラボラトリーズ、公益財団法人九州先端科学技術研究所、
日産化学工業株式会社、日本化薬株式会社、株式会社日立製作所、三井化学株式会社、三菱レイヨン株式会社、メルク株式会社、
ユミコアジャパン株式会社、株式会社ラ･ルバンシュ　（五十音順）

カリキュラム

本プログラムの構成 グループリサーチプロポーザル（LP-GRP）

　本英語教育プログラムは、英語のコミュニケーション能力を主軸にプレゼンテーション能力、ディスカッション能力、論文執筆能力の徹底指導を
行い、ビジネス及び研究の国際舞台で真に自己表現できるリーダー人材の育成を目標としています。

実践英語教育・海外武者修行プログラム

　九州大学カリフォルニアオフィスの支援を受けて、１月～２月の４週間、米国カリフォルニア州サンノゼ州立大学で語学研修を１年次に実施し
ます。国際性及び英語でのコミュニケーション力を涵養すると共に、現地のトップレベルの大学、シリコンバレーの企業に訪問するフィールドトリッ
プや、起業家やベンチャー・キャピタルの方の講義を受けることで、イノベーションとアントレプレナーシップ（起業家精神）の実際を学びます。

L‐YREP（Leading Young Researchers English Program）

　１、２年次に習得した基礎的な英語力を基に海外の民間企業や公的研究機関、大学等で研究を行い、グローバルな視野で先導的な研究開
発を開拓でき、高いコミュニケーション能力に基づいてリーダーシップを発揮できる人材を育成することを目的とし、３年次に最長９カ月間の海外
研修を行います。

海外研修（海外武者修行）

　本コースでは、以下の科目を開講しています。
　コース生は5年間の在学期間内に、各学府所定の単位を取得する必要があります。詳しくはお問い合わせください。

複数の専門性と基礎学力
研究企画発表
1、2年次に実施する専門研究についての企画発表会を開催。
4～8月に異分野の同期生・教員とブレーンストーミング（BS）やディスカッションし、自身のテーマを決めた経緯、目的、実験計画、自身
の研究の将来展開をプログラム参画者の前で発表します。

分子システムデバイス演習（QE: LP総合試験）
分子システムデバイス科学に関する最新の科学トピックスを、数名一組のチームにより１編の総説に纏めて発表します。
それぞれが担当した箇所を明確にしつつ、異分野融合による新たな研究展開の可能性に言及します。
修士論文提出・修士号授与（M2年度末）

グループリサーチプロポーザル（LP-GRP中間発表）
１～４年次まで行ってきた研究やブレーンストーミングを基礎に、数名一組のチームで分子システムデバイス科学に関する新たな研究
テーマをサイエンスならびに社会的価値の双方の観点から提案します。

分子システムデバイス講究（QE: LP-GRP最終発表）
学位論文提出・博士号授与（学位記には博士課程教育リーディングプログラムを修了したことが付記されます。）

海外研修（海外武者修行）
1、2年次に習得した基礎的な英語力を基に海外の民間企業や公的研究機関、大学等で研究を行い、グローバルな視野で先導的な
研究開発を開拓でき、高いコミュニケーション能力に基づいてリーダーシップを発揮できる人材を育成することを目的とし、3年次に最
長９カ月間の海外研修を行います。

実践科学英語

研究企画発表

インターンシップ

一流学・異文化交流学

デバイス基礎

分子システム基礎

リーディング経営特論（Ⅰ）

リーディング経営特論（Ⅱ）

デバイス科学

デバイス応用学 Ⅰ

デバイス応用学 Ⅱ

分子システム学

分子システム応用学 Ⅰ

分子システム応用学 Ⅱ

分子システムデバイス演習（QE： LP総合試験）

海外研修（海外武者修行）

リーダー学

グループリサーチプロポーザル(LP-GRP中間発表)

知的財産学

知的財産特論第1

知的財産特論第2

産学連携マネジメント

分子システムデバイス講究
（QE： LP-GRP最終発表）

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

必修

必修

必修

必修

必修

必修

必修

必修

選択必修

選択

選択

選択必修

選択

選択

必修

必修

必修

必修

選択

選択

選択

選択

必修

科目名 単位 必修・選択 科目名 単位 必修・選択

1年目
M１

2年目
M２

3年目
D１

4年目
D２

5年目
D３

開講科目

基礎研究の深化

基礎研究の
水平展開

実用化展開

自分自身の
研究テーマの
幅広い成長

所属研究室

LP
-G
RP

グループリサーチ
プロポーザル（LP-GRP）
グループリサーチ

プロポーザル（LP-GRP）

・斬新な技術、
   イノベーション
・市場性ニーズ把握、
   事業戦略性
・世界標準、海外展開

数名×5年の
経験値の成果

異なる専門性の数名

事業化・製品化を意識した
研究開発マインド

企業研修・共同研究

複数の専門性
異分野研究者との連携性

専用オフィス 世界標準たるマインド
高い国際性

海外研修（海外武者修行）

研究の深堀り

最先端の研究設備

研究の専門性

国際性 マネジメント
リーダーシップ

Stage1

Stage2～3

｢産｣｢官｣｢学｣連携によるキャリアパスを見据えた教育
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プログラム担当教員

担当教員紹介
プログラム副コーディネーター(総括）

山田 淳
工学府・材料物性工学専攻
教授
専門：応用光化学・機能物質化学・
　　  プラズモニクス

Sunao Yamada

プログラム副コーディネーター

久枝 良雄
工学府・物質創造工学専攻
教授
専門：生物無機化学

Yoshio Hisaeda

プログラム責任者

髙松 洋
工学府・機械工学専攻
学府長／教授
専門：熱工学・生体熱工学・生体工学

Hiroshi　Takamatsu

酒井 健
理学府・化学専攻
教授
専門：錯体化学・光触媒化学

Ken Sakai

興 雄司
システム情報科学府・電気電子工学専攻
教授
専門：レーザー工学

Yuji Oki

高原 淳
先導物質化学研究所
主幹教授
専門：高分子化学

Atsushi Takahara

吉澤 一成
先導物質化学研究所
教授
専門：量子化学

Kazunari Yoshizawa

玉田 薫
先導物質化学研究所
教授
専門：ナノ界面物性

Kaoru Tamada

木戸秋 悟
先導物質化学研究所
教授
専門：医用生物物理工学

Satoru Kidoaki

松尾 正人
九州大学カリフォルニアオフィス
海外コーディネーター
専門：異文化交流・新事業開発マネジメント
　　  高分子科学

Masato Matsuo

川口 大輔
分子システムデバイス
国際リーダー教育センター
准教授
専門：高分子物性

Daisuke Kawaguchi

石塚 賢太郎
分子システムデバイス
国際リーダー教育センター
准教授
専門：有機合成化学

Kentaro Ishizuka

小簑 剛
分子システムデバイス
国際リーダー教育センター
助教
専門：物理化学

Takeshi Komino

Joseph K.-H. Hui
分子システムデバイス
国際リーダー教育センター
助教
専門：材料化学

王 胖胖
分子システムデバイス
国際リーダー教育センター
助教
専門：物性物理・プラズモニクス光学 

Pangpang Wang

髙田 仁
経済学府・産業マネジメント専攻
教授
専門：技術商業化・産学連携・
　　  アントレプレナーシップ

Megumi Takata

谷口 博文
産学連携センター
ロバートファン/アントレプレナーシップ・センター（QREC）
教授・センター長
専門：公共政策・産学連携

Hirofumi Taniguchi

古川 勝彦
学術研究･産学官連携本部
副本部長・教授
専門：産官学連携

Katsuhiko Furukawa

竪 直也
システム情報科学府・
電気電子工学専攻
准教授
専門：情報光学、ナノフォトニクス

Naoya Tate

プログラム副コーディネーター

古田 弘幸
工学府・物質創造工学専攻
教授
専門：有機機能分子化学

Hiroyuki Furuta

石原 達己
工学府・材料物性工学専攻
主幹教授
専門：固体電気化学

Tatsumi Ishihara

神谷 典穂
工学府・化学システム工学専攻
教授
専門：生物工学

Noriho Kamiya

岸田 昌浩
工学府・物質プロセス工学専攻
教授
専門：触媒反応工学

Masahiro Kishida

今任 稔彦
工学府・化学システム工学専攻
教授
専門：分析化学

Toshihiko Imato

君塚 信夫
工学府・物質創造工学専攻
主幹教授
専門：分子組織化学

Nobuo Kimizuka

小江 誠司
工学府・物質創造工学専攻
主幹教授
専門：錯体化学

Seiji Ogo

後藤 雅宏
工学府・化学システム工学専攻
主幹教授
専門：生物化学工学

Masahiro Goto

片山 佳樹
工学府・材料物性工学専攻
教授
専門：バイオテクノロジー

Yoshiki Katayama

田中 敬二
工学府・材料物性工学専攻
教授
専門：高分子物性・高分子材料学

Keiji Tanaka

金子 賢治
工学府・材料物性工学専攻
教授
専門：材料組織解析学

Kenji Kaneko

中嶋 直敏
工学府・化学システム工学専攻
教授
専門：ナノ材料分子化学

Naotoshi Nakashima

三浦 佳子
工学府・化学システム工学専攻
教授
専門：高分子化学

Yoshiko Miura

安中 雅彦
理学府・化学専攻
教授
専門：高分子物理化学

Masahiko Annaka

徳永 信
理学府・化学専攻
教授
専門：有機化学・触媒化学

Makoto Tokunaga

大場 正昭
理学府・化学専攻
教授
専門：錯体化学

Masaaki Ohba

桑野 良一
理学府・化学専攻
教授
専門：有機化学

Ryoichi Kuwano

分子システムデバイス国際リーダー教育センター

小澤 弘宜
分子システムデバイス
国際リーダー教育センター
助教
専門：錯体化学

Hironobu Ozawa

野村 航
分子システムデバイス
国際リーダー教育センター
助教
専門：ナノフォトニクス

Wataru Nomura

宮﨑 隆聡
分子システムデバイス
国際リーダー教育センター
助教
専門：構造有機化学

Takaaki Miyazaki

辻 雄太
分子システムデバイス
国際リーダー教育センター
助教
専門：量子化学、理論化学、計算化学

Yuta Tsuji

堀山 高久
分子システムデバイス
国際リーダー教育センター
副支援室長・助教
専門：産官学連携

Takahisa Horiyama

黒川 雅之
分子システムデバイス
国際リーダー教育センター
支援室長

Masayuki Kurokawa

内藤 繁之
分子システムデバイス
国際リーダー教育センター
国内海外渉外マネジャー
学術研究員

（平成28年10月1日現在）

Shigeyuki  Naito

プログラムコーディネーター

安達 千波矢
工学府・物質創造工学専攻
主幹教授
専門：有機半導体デバイス物理

Chihaya Adachi
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理学府・化学専攻
教授
専門：錯体化学・光触媒化学

Ken Sakai

興 雄司
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川口 大輔
分子システムデバイス
国際リーダー教育センター
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工学府・物質創造工学専攻
教授
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Hiroyuki Furuta

石原 達己
工学府・材料物性工学専攻
主幹教授
専門：固体電気化学

Tatsumi Ishihara

神谷 典穂
工学府・化学システム工学専攻
教授
専門：生物工学

Noriho Kamiya

岸田 昌浩
工学府・物質プロセス工学専攻
教授
専門：触媒反応工学

Masahiro Kishida

今任 稔彦
工学府・化学システム工学専攻
教授
専門：分析化学

Toshihiko Imato

君塚 信夫
工学府・物質創造工学専攻
主幹教授
専門：分子組織化学
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小江 誠司
工学府・物質創造工学専攻
主幹教授
専門：錯体化学
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工学府・化学システム工学専攻
主幹教授
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片山 佳樹
工学府・材料物性工学専攻
教授
専門：バイオテクノロジー
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田中 敬二
工学府・材料物性工学専攻
教授
専門：高分子物性・高分子材料学

Keiji Tanaka

金子 賢治
工学府・材料物性工学専攻
教授
専門：材料組織解析学

Kenji Kaneko

中嶋 直敏
工学府・化学システム工学専攻
教授
専門：ナノ材料分子化学

Naotoshi Nakashima

三浦 佳子
工学府・化学システム工学専攻
教授
専門：高分子化学

Yoshiko Miura

安中 雅彦
理学府・化学専攻
教授
専門：高分子物理化学

Masahiko Annaka

徳永 信
理学府・化学専攻
教授
専門：有機化学・触媒化学

Makoto Tokunaga

大場 正昭
理学府・化学専攻
教授
専門：錯体化学

Masaaki Ohba

桑野 良一
理学府・化学専攻
教授
専門：有機化学

Ryoichi Kuwano

分子システムデバイス国際リーダー教育センター

小澤 弘宜
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国際リーダー教育センター
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専門：錯体化学
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野村 航
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国際リーダー教育センター
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辻 雄太
分子システムデバイス
国際リーダー教育センター
助教
専門：量子化学、理論化学、計算化学

Yuta Tsuji

堀山 高久
分子システムデバイス
国際リーダー教育センター
副支援室長・助教
専門：産官学連携

Takahisa Horiyama

黒川 雅之
分子システムデバイス
国際リーダー教育センター
支援室長

Masayuki Kurokawa

内藤 繁之
分子システムデバイス
国際リーダー教育センター
国内海外渉外マネジャー
学術研究員

（平成28年10月1日現在）

Shigeyuki  Naito

プログラムコーディネーター

安達 千波矢
工学府・物質創造工学専攻
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専門：有機半導体デバイス物理
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分子システムデバイス
国際リーダー教育センター紹介

充実した学修環境

伊都キャンパス

分子システムデバイス国際リーダー教育センター（2013.2.1設置）

　伊都キャンパスは、福岡市西区と糸島市にまたがる275ヘクタールの広大なキャンパスです。博多湾の西、糸島半島のほぼ中央に位置してお
り、福岡の中心、天神から約15kmの距離にあります。大都市の近郊という利便性をもちながら、玄界灘を臨む豊かな自然の残された静謐な環境に
あり、古くからこの地域で、人々の往来が盛んであったことを示す遺跡が数多く存在する歴史ある地域です。

　大学に隣接する伊都サイエンスパーク内の福岡市産学連携交流センターは、４、５年次の産官学連携実践期の拠点として位置づけ、コース生
専用のラボを設けています。

　最新の機器及び専用のセミナールームの他に、コース生が小グ
ループのディスカッションの際に自由に使用できる、計7つの小ブース
を備えたブレーンストーミングルームを準備し、コース生の能動的なグ
ループ学習を可能にする環境を総合学習プラザ内に整えています。

　3Dプリンターや工作機器を使用して、分子のモデルやデバイスの
ラージモデルなどの作製ができます。設計の検討や形状を見ての議論
など、もの作りのブレーンストーミングをする環境を共進化社会システム
イノベーション施設に整えています。

　分子システムデバイス国際リーダー教育センターは、博士課程教育リーディングプログラム「分子システムデバイス国際研究リーダー養成および
国際共同研究拠点形成」の円滑に実施することを目的として設立された学内共同教育研究施設です。

リーディング基礎
教育部門

リーダーシップ・マネジメント
教育部門

産官学連携研究
教育部門

国際教育部門

大学院工学府

大学院理学府

大学院システム情報科学府

九州大学ロバート・ファン／
アントレプレナーシップ・センター（QREC）

九州大学ビジネス・スクール
（QBS）

学術研究・産学官連携本部
（AiRIMaQ）

国内・海外連携企業

福岡県・福岡市

九州大学カリフォルニアオフィス

海外連携大学

海外連携企業

学

学産

学産

学産 官

実証実験を行うコース生専用のラボ

小グループディスカッションやブレーンストーミングが
出来る設備

イメージを具現化し発想を膨らませるクリエイティブラボ

109
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基礎
エリア

共進化社会システム
イノベーション施設

福岡市産学連携交流センター
（FiaS）

総合学習プラザ
九州大学伊都キャンパス

実践
エリア

産官学
実践
エリア



分子システムデバイス
国際リーダー教育センター紹介

充実した学修環境

伊都キャンパス

分子システムデバイス国際リーダー教育センター（2013.2.1設置）

　伊都キャンパスは、福岡市西区と糸島市にまたがる275ヘクタールの広大なキャンパスです。博多湾の西、糸島半島のほぼ中央に位置してお
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あり、古くからこの地域で、人々の往来が盛んであったことを示す遺跡が数多く存在する歴史ある地域です。

　大学に隣接する伊都サイエンスパーク内の福岡市産学連携交流センターは、４、５年次の産官学連携実践期の拠点として位置づけ、コース生
専用のラボを設けています。

　最新の機器及び専用のセミナールームの他に、コース生が小グ
ループのディスカッションの際に自由に使用できる、計7つの小ブース
を備えたブレーンストーミングルームを準備し、コース生の能動的なグ
ループ学習を可能にする環境を総合学習プラザ内に整えています。

　3Dプリンターや工作機器を使用して、分子のモデルやデバイスの
ラージモデルなどの作製ができます。設計の検討や形状を見ての議論
など、もの作りのブレーンストーミングをする環境を共進化社会システム
イノベーション施設に整えています。

　分子システムデバイス国際リーダー教育センターは、博士課程教育リーディングプログラム「分子システムデバイス国際研究リーダー養成および
国際共同研究拠点形成」の円滑に実施することを目的として設立された学内共同教育研究施設です。

リーディング基礎
教育部門

リーダーシップ・マネジメント
教育部門

産官学連携研究
教育部門

国際教育部門

大学院工学府

大学院理学府

大学院システム情報科学府

九州大学ロバート・ファン／
アントレプレナーシップ・センター（QREC）

九州大学ビジネス・スクール
（QBS）

学術研究・産学官連携本部
（AiRIMaQ）

国内・海外連携企業

福岡県・福岡市

九州大学カリフォルニアオフィス

海外連携大学

海外連携企業

学

学産

学産

学産 官

実証実験を行うコース生専用のラボ

小グループディスカッションやブレーンストーミングが
出来る設備

イメージを具現化し発想を膨らませるクリエイティブラボ
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最先端
基礎
エリア

共進化社会システム
イノベーション施設

福岡市産学連携交流センター
（FiaS）

基礎
エリア

総合学習プラザ

ア

共進化社会システム
イノベーション施設イノベーション施設

エリア

九州大学伊都キャンパス
総合学習プラザ

実践
エリア

産官学
実践
エリア



六本松

J R

地下鉄
都市高速
西九州道

私鉄

大橋キャンパス

筑紫キャンパス

箱崎キャンパス

病院キャンパス

公共交通機関の利用

ホームページで質問受付中

ホームページやfacebookで最新情報更新中

【福岡空港から】
地下鉄＋ＪＲ＋昭和バス：

福岡空港駅―（地下鉄空港線，約25分）―姪浜駅で乗り
換え（直通列車の場合乗り換え不要）―（ＪＲ筑肥線，約8
分）―九大学研都市駅―（昭和バス・九大工学部前行･九
大総合グランド行，約15分）―九大工学部前バス停

【博多駅から】
地下鉄＋ＪＲ＋昭和バス：

博多駅―（地下鉄空港線，約19分）―姪浜駅で乗り換え
（直通列車の場合乗り換え不要）―（ＪＲ筑肥線，約8分）―
九大学研都市駅―（昭和バス・九大工学部前行･九大総
合グランド行，約15分）―九大工学部前バス停

西鉄バス：
博多駅前（Ａ）バス停―（西鉄バス・九大伊都キャンパス
行，約58分）―九大工学部前バス停

【天神から】
地下鉄＋ＪＲ＋昭和バス：

天神駅―（地下鉄空港線，約13分）―姪浜駅で乗り換え
（直通列車の場合乗り換え不要）―（ＪＲ筑肥線，約8分）―
九大学研都市駅―（昭和バス・九大工学部前行･九大総
合グランド行，約15分）―九大工学部前バス停

西鉄バス：
天神ソラリアステージ前（２Ｂ）バス停―（西鉄バス・九大
伊都キャンパス行，約45分）―九大工学部前バス停

分子システムデバイス国際リーダー教育センター　リーディングプログラム支援室
所在地： 九州大学伊都キャンパス　ウエスト2号館627号室　〒819-0395 福岡県福岡市西区元岡744
TEL： 092-802-2911　FAX： 092-802-2912　E-mail： office@molecular-device.kyushu-u.ac.jp
URL： http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp


