
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．自己点検評価報告 



 

 

１． 概要 

 

 サイバーサイエンスセンターでは、全国共同利用施設としてベクトル並列型スーパーコンピュータと

スカラ並列型スーパーコンピュータの整備・運用を行い、世界最高クラスの大規模科学計算環境を国内

の大学研究者に提供している。 

 具体的には、ベクトル型スーパーコンピュータとして、2,560 ノードから構成される SX-ACE(理論演

算性能 707Tflop/s、総メモリ帯域 655TB/s) を導入・提供している。スーパーコンピュータの新たな評

価指標である HPCGを用いた評価では、演算性能で 18位、実行効率で世界第 1 位の性能と世界第 2位の

電力効率を達成し、全国の本センターユーザのベクトル型計算機に対する高いニーズに応えられるシス

テム構成となっている。また、スカラ型スーパーコンピュータについても、総演算性能 31.3Tflop/s、

8.5TBのメモリ容量を有する並列コンピュータ（LX406Re-2）を導入している。これらにより、これまで

長年に渡り提供してきた大規模科学計算環境におけるベクトル性能とスカラ性能の向上を実現するとと

もに、遠隔 3次元可視化を可能とする可視化システム、HPCI共用ストレージを補完する一次領域 1PBと

二次領域 3PBからなる階層型大規模共有ストレージシステムなどによって、より多様なニーズに応える

ことが可能なシステムを提供している。 

 また、本センターでは、引き続きスーパーコンピュータ利用者への支援を精力的に行っている。支援

体制については、利用者講習会の開催、テクニカルアシスタントによる利用相談、プログラムの高速化

支援を実施している。特に高速化支援に関して、今年度は、大規模科学計算システムを利用している研

究グループのプログラム 7 件に対して、ベクトル化と並列化による高速化支援活動を行い、単体性能で

は 4 件について平均約 5.9 倍、並列性能では 4 件について最大約 5,000 倍の速度向上を得る事ができ

た。 

 さらに、本センターでは、本学の全学的な情報流通やコンピューティングの基盤となるキャンパスネ

ットワークである、東北大学総合情報ネットワークシステム TAINSの整備、安定した運用管理、及び有

効利用のために必要な技術の研究開発を行っている。主要なキャンパス間をスター状に結ぶ第 4世代の

TAINS である StarTAINSの運用や利用を高度化するため、エッジルータの増強、部局ネットワークの効

率的な収容やホスティングサービスの利用促進、無線 LAN システムの拡大、全学ファイアウォール導入

によるセキュリティ強化などに努めてきている。平成 27年には全学基幹ネットワークの機器を更新した

が、今年度はその運用の安定化を図るとともに、エッジルータの増強、リモートアクセスサービスの拡

充、外部メールサービスの拡充等に対応した。 

人材育成に関しては、スーパーコンピュータ利用相談、利用者講習会、プログラムの高速化支援、利

用者との共同研究、ネットワーク利用とセキュリティに関する講習会等を通し、計算科学・計算機科学・

ネットワークの分野で貢献できる人材養成に継続的に取り組んでいる。特に、技術系職員を国際会議に

派遣し、この分野の最先端の情報収集をさせたり、国際共同研究プロジェクトに若手研究者や大学院生

を積極的に登用したりすることで、国際的に活躍できる人材の育成に成果を挙げている。併せて、大学

ICT推進協議会（AXIES）年次大会での技術発表や、センター主催の技術セミナーとしてサイバーサイエ

ンスセンターセミナーを開催するなど、積極的に技術交流を図り、教職員の技術力の向上に努めている。 

 広報活動については、スーパーコンピュータや学内ネットワークサービス等の利用方法、利用状況、

研究成果等を広報するため、大規模科学計算システムニュース（メールマガジンにより適宜配信）、広報

誌 SENAC（年 4回発行）、TAINS ニュース(年 1回発行)、ウェブページ等で情報を提供している。加えて、
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独シュトゥットガルト大学との共同で国際会議 Workshop on Sustained Simulation Performance (WSSP)

を開催し、スーパーコンピュータを用いた防災・減災、地球環境、最先端ものづくりなどを対象に、将

来解決が希求される社会的・科学的課題の明確化に向けたアプリケーション、及び必要な HPCシステム

のあり方を議論している。また、一般向け広報活動としては、本センターの一般公開を東北大学のオー

プンキャンパスと連携して行っている。更に、前述のサイバーサイエンスセンターセミナーの実施によ

り、本学の教員、技術系職員に加え、学内外の利用者、スーパーコンピュータメーカ技術者間の情報交

換を支援・促進した。 

 全国共同利用情報基盤センター群としての活動としては、日本の学術コミュニティ全体の研究・教育

活動に不可欠な最先端の学術情報基盤の整備・運用・研究・開発を、国立情報学研究所、北海道大学、

東京大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学と連携しながら取り組んできた。具体的には、

全国 8 基盤センター群（7 センター＋国立情報学研究所）共同研究開発プロジェクトとして、コンピュ

ータ・ネットワーク研究会、認証研究会、クラウドコンピューティング研究会、CSI(Cyber Science 

Infrastructure)プロジェクトに本センターの教員・技術系職員が参加し、次世代ネットワーク技術、サ

ービス基盤技術、スーパーコンピューティング技術等の研究開発に従事している。特に、世界最大規模

の遠隔ベクトルスーパーコンピュータ連携の実現や、eduroamによる無線 LANサービス連携においては、

本センターが全国的にも先導的な役割を担って研究開発を推進している。 

 一方、本センターは、本学情報部と共に情報シナジー機構の中核的組織として「東北大学情報推進ア

クションプラン」に基づき「情報基盤の高度化」及び「電子事務局の構築」に取り組んでいる。特に

StarTAINSの運用に加え、全学認証システム(東北大 ID)、東北大学ポータルサイトシステム、全学教職

員メール(東北大メール)等の管理・運用に取り組んでいる。また、今年度より活動を開始した東北大

CSIRT に本センター教員が参画し、学内のサイバーセキュリティインシデントの対応に当たる一方、学

生・教職員の情報セキュリティに関する意識向上のための施策に取り組んでいる。これらにより東北大

学のキャンパスネットワークが一層安全・安心・便利になり、本学の教育・研究活動をさらに円滑に進

めるための基盤として大きな期待が寄せられている。更に学内だけでなく、東北地区の大学等の学術研

究・教育活動を支援するネットワーク環境を発展させるために、運用と利用に関する情報収集・啓発活

動を行う「東北学術研究インターネットコミュニティ（TOPIC）」を運営し、地域のネットワーク技術の

向上にも大きく貢献している。 

 さらに、研究開発においては、ネットワーク研究部、スーパーコンピューティング研究部、情報通信

基盤研究部、先端情報技術研究部、高性能計算技術開発（NEC）共同研究部門、クラウドサービス基盤研

究室の、4研究部・1研究部門・1研究室体制にて、スーパーコンピュータやネットワークの実システム

運用経験から得られた知見に基づく、本センターならではの実証的研究を中心に、精力的に研究活動を

推進している。 
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２． 第３期中期目標・中期計画 

（部局名  サイバーサイエンスセンター ） 

中期目標 中期計画 

（前文）部局の基本的な目標 

  本センターは、世界最先端の情報基盤を整備運

用し、先端的な利用技術及び次世代の情報基盤に

不可欠な研究開発を行い、独創的な研究推進の環

境を創生し、この分野の指導的人材を育成するこ

とによって学術研究や産業、地域、文化に貢献す

る。 

  共同利用・共同研究拠点として、全国の大学等

に大規模科学計算機資源を提供するとともに、次

世代の情報基盤の研究・開発を行う拠点として先

端的研究成果を追求する。 

 

 

◆ 中期目標の期間 

平成 28年 4月 1日から平成 34年 3月 31日までの 6

年間とする。 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべ

き措置 

 １ 教育に関する目標 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

 （１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 （１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置 

   

 

  

 （２）教育の実施体制等に関する目標 （２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

   

 

  

 （３）学生への支援に関する目標 （３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

   

 

  

 （４）入学者選抜に関する目標 （４）入学者選抜に関する目標を達成するための措置 

    

  

２ 研究に関する目標 ２ 研究に関する目標を達成するための措置 

 （１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 （１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

  １．先端情報基盤とその整備・運用に関する

研究を推進し、当該成果の学内外への提

供並びに利活用の支援・促進に努める。 

１－１  最先端の大規模科学計算システムの整備・運用・利用に必要

な技術について、戦略的に課題を設定し、研究開発を実施す

る。 

１－２  最先端の情報基盤の整備・運用・応用の支援に必要な専門的

知識と技術について、戦略的に課題を設定し、研究開発を実

施する。 

１－３  最先端の研究成果の社会への還元のため、国際的水準の高い

論文誌への発表を推進し、また学内外や社会との交流と情報

交換のための研究会合を開催する。 
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 （２）研究実施体制等に関する目標 （２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置 

  １．先端情報基盤に関する研究の実施体制を

整備・強化する。 

１－１  世界最先端の高性能計算環境の整備・運用のために、学内外

の高性能計算研究組織との協力体制の充実及び研究成果の共

有・流通・活用に努める。 

１－２  先端情報基盤に関する共同研究及び人材育成・交流を促進す

るために、国内外の研究機関等との連携協力体制の整備に努

める。 

 

   

３ 社会との連携や社会貢献及び地域を志向し

た教育・研究に関する目標 

３ 社会との連携や社会貢献及び地域を志向した教育・研究に関する目標

を達成するための措置 

 １．先端情報基盤に関する研究の成果の利活

用を支援・促進する。 

 

１－１ 最先端情報基盤の研究開発の成果を大学等のコミュニティへ

提供し、利活用を支援する。 

１－２  地域社会の産業界、公的研究機関、自治体等との連携等を充

実させる具体的方策を検討し、実現に努める。 

１－３ 社会に最先端情報基盤システムとその活用例を示すために市

民向けアウトリーチ活動を推進する。 

１－４ 東北地域の大学等の学術研究機関のインターネット活用に対

する支援を継続する。 

１－５ 産業界との共同研究等の産学連携をさらに推進する方策を検

討し、産学連携の研究開発の体制整備と充実に努める。 

 

  

４ 災害からの復興・新生に関する目標 ４ 災害からの復興・新生に関する目標を達成するための措置 

  

 

 

 

 

  

５ その他の目標 

（１）グローバル化に関する目標 

５ その他の目標を達成するための措置 

（１）グローバル化に関する目標を達成するための措置 

 

 

１．国際的な視点に立って、先端情報基盤に

関する研究を実施する。 

１－１  海外の研究機関や研究者との情報交換や共同研究の機会拡大

を推進する。 

 

 

  

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき

措置 

 

 

 

 

 

（１）組織運営の改善に関する目標 （１）組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

 １．センター長のリーダーシップ発揮のため

運営組織、意思決定方法を常に見直し、

迅速化及び円滑化を行う。 

１－１ センター長を中心とした機動的、戦略的なセンター運営に努め

る。 

１－２ 各種会議を見直し、機能的整備と効率的運営の実現に努める。 

（２）教育研究組織の見直しに関する目標 （２）教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 
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Ⅲ 財務内容の改善に関する目標 Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 １．外部資金及びその他自己収入の確保に努め

る。 

 

 

１－１ 大規模科学計算システムの円滑な運用を図るための経費の確保

に努める。 

１－２ 外部研究資金の増額に関する具体的方策を検討し、獲得に努め

る。 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供

に関する目標 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成す

るためにとるべき措置 

 １．先端情報基盤に関する研究並びに共同利用・

共同研究に関する成果の点検・評価及び情報

発信を行う。 

１－１ 年度単位で研究成果及び管理運営の自己点検を行い、その結果を

「年報」として発行する。 

１－２ ３年に一度、自己評価及び外部評価を行い、その結果を報告書と

して発行する。 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標 Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 施設設備の整備・活用等に関する目標 １ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 

  １．情報基盤の高度利用環境の整備及び効果

的で効率的な運用を行う。 

 

 

１－１ 全学の研究・教育・運営活動の基盤となる最先端のキャンパ

スネットワーク及びその他の情報基盤の活用を推進する。 

１－２ 共同利用・共同研究のための世界最先端の大規模科学計算シ

ステムを整備・提供する。 

 

 

 ２ 安全管理に関する目標 ２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

  

 

１．安全管理の意識の徹底及び安全管理体制

の充実を図る。 

１－１ 安全管理体制の充実に努める。 

 

 

 ３ 法令遵守に関する目標 ３ 法令遵守に関する目標を達成するための措置 

  

 

１．コンプライアンスの徹底を図る。 

 

１－１ コンプライアンス活動を徹底する。 

 

 

 ４ その他業務運営に関する重要目標 ４ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

 

 

 

 

１．情報基盤の整備及び運用の支援を行う。 

 

 

１－１ 情報基盤の運用と利用に関する情報の積極的な公開・提供及

び利用者や学内への広報に関する具体的方策を検討し、実施

する。 

１－２ 全学の研究・教育・運営活動の基盤となる最先端のキャンパ

スネットワーク及びその他の情報基盤の整備と運用の支援を

行う。 
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３． 部局自己評価報告書および評価結果コメント 

 

平成３０年度 部局自己評価報告書 （33：サイバーサイエンスセンター） 

 

Ⅰ 数値指標  

 Ⅰ－１数値実績 

No. 
評価対象項目 

（Ａ） 
数値実績 
（Ｂ） 

１. 博士前期（専門職学位）課程 入学定員充足率／超過率   

２. 博士後期課程入学定員充足率／超過率   

３. 博士前期（専門職学位）課程 収容定員充足率／超過率   

４. 博士後期課程収容定員充足率／超過率   

５. 博士後期課程学位授与率   

６. 博士前期（専門職学位）課程 外国人留学生比率   

７. 博士後期課程外国人留学生比率   

８. 国際コース設置率   

９. 派遣日本人学生比率   

10. 外国人教員比率 0.0% 

11. 外国人教員採用比率 － 

12. 外国人研究員受入日数 54.8 

13. FW 女性教員比率 -0.154 

14. FW 女性教員採用比率 － 

15. 日本学術振興会特別研究員の採択 0.000 

16. 科研費申請率 1.333 

17. 科研費採択率 43.8% 

18. 大型科研費申請率 0.000 

19. 大型科研費採択率 0.0% 

20. FWCI（Field Weighted Citation Impact） 0.61 

21. 被引用度の高い（Top10%）論文数 0.417 

22. 研究者一人当たりの外部資金獲得額  7,360,283 円 

23. 国際発表論文等比率 7.8% 

24. 国際会議開催数        0.000 

25. 国際会議招待講演数        1.000 

26. 国際会議基調講演数        0.250 

27. 国際共同・受託研究数        0.167 

28. 企業との共同・受託研究数        0.417 

29. 共同研究講座・共同研究部門            1 

30. 全学教育科目コマ数 0.100 

31. シラバス英語化比率   
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 Ⅰ－２ 数値指標の向上・改善・維持に向けた取組又は数値データの補足説明 

  ＊貴部局の数値データに対して特に優れているとアピールできる取組や補足説明等につい

て、2,000 字を上限に記載願います。 

 

【数値指標の向上・改善・維持に向けた取組】 

 

① 18.（大型科研費申請率）、22.（研究者一人当たりの外部資金獲得額） 

・ 科研費を含む外部資金への応募の基となる研究成果の立ち上げを働きかける目的で、傾

斜配分された部局長裁量経費に基づき、若手研究者の萌芽的研究への支援制度を整備してい

る。 

・ 平成 28年度から、科研費の採択率向上を支援する目的の取組みとして、センター内の申

請者が研究計画調書を相互に評価・検証する相互アドバイス制度を設けた。 

・ 本センターの強みであるネットワークやスーパーコンピュータなど学術基盤の整備・運

用で得られた知見や研究成果を基に、次世代スーパーコンピュータや耐災害ネットワーク・ス

トレージシステム等及び情報セキュリティ人材育成に関する大型外部資金への応募に積極的

に取り組み、総務省や文部科学省の各委託事業、国立情報学研究所との共同研究など大きな成

果をあげている。 

 

② 24.（国際会議開催数）、25.（国際会議招待講演数）、26.（国際会議基調講演数） 

・シュトゥットガルト大学高性能計算センター（ドイツ）との組織的連携協定に基づき、国際

シンポジウムを開催し、国際刊行物を出版している。 

・国際交流を含む研究会等の開催を支える主催セミナー制度を、傾斜配分された部局長裁量

経費に基づくセンター自主事業として平成 27 年度から整備し、毎年全教員による開催を働き

かけている。 

 

【数値データの補足説明】 

①  15.（日本学術振興会特別研究員の採択） 

・各研究部門の教員は、指導する学生に対し積極的に博士課程への進学を働きかけるととも

に、近年の採用には至っていないが、協力講座として関係する研究科と密に連携して日本学術

振興会特別研究員への申請書作成の指導も行っている。 

 

② 23.（国際発表論文等比率） 

・情報基礎分野には定期刊行の論文誌がなく、国際会議での成果発表と講演録が主な手段で

あり、29 年度は以下の国際共著（Karlsruher Institut für Technologie）がある。 

Julia Kastner, Alexander Koch, Stefan Walzer, Daiki Miyahara, Yu-ichi Hayashi, 

Takaaki Mizuki, and Hideaki Sone, The Minimum Number of Cards in Practical Card-

Based Protocols, Advances in Cryptology -- ASIACRYPT 2017, Part III, Lecture Notes 

in Computer Science, Springer, vol.10626, pp.126-155 (December 2017). 

 

③ 本センターは教育分野の評価対象ではないが、所属教員は各研究科の協力講座として教育

を分担している。とくに文部科学省「情報技術人材育成のための実践教育ネットワーク形成事

業」（enPiT）の 15 大学院の一つとして本学情報科学研究科がセキュリティ分野に参加して、

幅広い産業分野において求められている実践セキュリティ人材の育成を実施しているが、曽

根教授が実践的情報教育推進室長として他大学との企画調整を担当して、他の教員も講義担

当や調整を担当し、他大学及び産業界等と連携した実践演習の実施を推進している。 
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Ⅱ 特筆すべき取組 ／全学の第３期中期目標・中期計画への取組 

＊学外に対して特に優れているとアピールできる取組等について５件を上限に記載願います。 

【平成 28年度取組】 

 

①  大規模科学技術計算システム（スーパーコンピュータ） 

 大規模科学技術計算システムは、全国共同利用施設として盛んに利用されて、全国的に存在

感のある計算資源の一つである。また、利用者とともに研究成果の社会還元を進めて、津波浸

水・被害予測シミュレーションによる予測情報の提供や熱中症リスク評価シミュレーション

技術による『熱中症セルフチェック』サービスとして研究成果を具体化する取組みが優れてい

る。これらの取組みと成果は、全国共同利用・共同研究拠点のなかで最高の水準である。 

（全学第 3期中期計画 No. 33（共同利用・共同研究拠点の機能強化）、No. 32（附置研究所

等の機能強化）、部局第 3期中期計画 I-２(1)、I-２(2)、V-１） 

（説明） 

・全国共同利用施設として広い研究分野の利用に適した特徴のある大規模科学技術計算シス

テム(いわゆるスーパーコンピュータ)を整備・運用し、その利用者支援を積極的に行ってい

る。成果として、HPCI や JHPCN において最も盛んに利用されている計算資源提供機関の一

つとなり、全国的に存在感のある計算資源として広く認知されている。平成 28年度には、

13 件の HPCI 課題（「京」以外計 76件）、および 6件の JHPCN 課題（8 拠点計 39 件）が採択

され、また、9 本のプログラムの高速化支援（単体性能では６件について平均 19.2 倍、並

列性能では４件に平均３倍）を実施するなど、シミュレーションを必要とする計算科学研究

に貢献している。【図 28-1-1】 （注： HPCI＝ハイ・パフォーマンス・コンピューティン

グ・インフラ（H24～）、JHPCN＝学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点（H22～）） 

・災害科学国際研究所等と連携して津波浸水・被害予測シミュレーションの高度化・最適化に

取り組み、総務省災害情報共有システム(L アラート)と連携して有事に予測情報を迅速に住

民に提供できることを実証した。また、熱中症リスク評価シミュレーション技術の確立に向

けた名古屋工業大学平田教授との共同研究にも取り組み、その成果は一般財団法人日本気

象協会の提供する『熱中症セルフチェック』サービスとして社会に還元された。 （注： 

『熱中症セルフチェック』サービス https://www.netsuzero.jp/selfcheck) 

 

② 学内情報基盤 

 TAINS とホスティングサービスの整備運用、全学統合認証の高度化、包括的ソフトウェアラ

イセンス契約等について、全学共通情報基盤の整備運用の中核を担った。また、eduroam の大

規模化等の研究成果を応用し、次世代ネットワークインフラ整備と国際的運用へ参画してい

る。これらの取組みは情報基盤最適化による業務効率化、負担軽減、大学活動活性化を支援し

全学及び国際社会に貢献するものであり、先進的・有意義な成果が得られている。 

（全学第 3 期中期計画 No. 79（多様な教育研究活動等を支える情報基盤の活用充実と高度

化）、部局第 3期中期計画 V-１、V-４、I-２(1)） 

（説明） 

・全学の情報化推進整備計画に基づき、情報シナジー機構における全学共通情報基盤の整備

と運用その中核的組織として計画の実現を推進する以下の取組みを担った。 

(1) 基幹ネットワーク TAINS のエッジルータで部局ネットワークの収容を進め、また、ホス

ティングサービスにより部局システムの運用支援を継続し利用数は増加した。【表 28-2-1】 

(2) 全学統合認証システムについて、学内連携システム 3件の増加と東北大 ID配布の増加、

及び学外情報サービス連携のための学術認証フェデレーションに対応した。【表 28-2-2】 

(3) ソフトウェアライセンスに関する経費節減、管理負担低減、コンプライアンス維持を目

的とした全学での包括的ライセンス契約に向け、具体的なライセンスの導入を検討した。 

・国際的な来訪者及び訪問時ネットワーク利用のための国際的無線 LAN ローミング基盤

eduroam について、大規模化や耐災害性・耐障害性改善の先導的研究開発の成果を応用し、

教育研究機関における次世代ネットワークインフラ整備と国際的な運用へ参画している。 
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③ 情報セキュリティ対策 

 全学の「情報セキュリティ対策基本計画」や関連規則の策定と啓発を実施し、また、コンピ

ュータセキュリティインシデントに対応する CSIRT の設置に参画した。文科省 enPiT 事業の

セキュリティ分野で本学は本センター教員が研究成果と経験に基づき担当し、第 2 期では分

野 14 大学の中核拠点である。これらは、部局のミッションに沿った全学の情報セキュリティ

維持と、学内外のセキュリティ人材育成への貢献であり、意義深い。 

（全学第 3 期中期計画 No. 79（多様な教育研究活動等を支える情報基盤の活用充実と高度

化）、部局第 3期中期計画 V-４、I-２(1)） 

（説明） 

・情報セキュリティ対策の強化に必要な規則と体制の整備として、「情報セキュリティ対策基

本計画」を策定し、ほかに、外部委託における情報セキュリティ対策実施手順、統合電子認

証システムに関する規則等について検討した。また、教育・啓発への取組みとしてコンピュ

ータネットワーク安全・倫理に関するガイドラインの改訂（クラウドや SNS利用への対応）

とセキュリティ啓発ポスターを公募、選考し、配布した。 

・コンピュータセキュリティインシデントに対応する専門チーム(東北大 CSIRT)を平成 29 年

3 月に設置した。またインシデント発生時の初動対応・被害拡大防止のフローを見直した。 

・文部科学省 enPiT 事業のセキュリティ分野に参加し、幅広い産業分野において求められる

実践セキュリティ人材の育成を実施し、平成 28年度は本学で 15 名の修了者を認定した。 

・enPiT2 セキュリティ分野 14 大学の中核拠点として、曽根教授が代表となり他大学・産官と

連携する事業計画（28 年度補助金 80百万円）が採択され、事業を開始した。【図 28-3-1】 

 

④ 研究 

 最先端の情報基盤の整備・運用・応用の支援に必要な専門的知識と技術について戦略的に研

究開発課題を設定し、特色として、情報基盤関連の基礎研究と応用技術の臨床的実証研究の両

方に取組んでいる。また、国際的水準の高い論文誌への発表を推進し、また学内外や社会との

交流と情報交換のための国際的研究会合の開催と国際会議での研究展示を行い、本センター

の各研究活動の国際的な認知度を向上させた。【表 28-4-1】【表 28-4-2】 

（第３期中期計画 No.19(長期的視野に立脚した基礎研究の充実)、部局第 3期中期計画 I-2） 

（注： 研究費等に係る数値指標の向上・改善・維持への取組みについては、Ⅰ－２【数値指

標の向上・改善・維持に向けた取組】①を参照） 

 

⑤ 社会貢献 

 教員の研究成果と情報基盤の経験から政策形成や震災復興支援へ貢献する取組みを支援

し、以下を実施した。部局の特色ある研究（④）の成果の社会展開と貢献として意義が大きい。 

（第３期中期計画 No. 35（社会連携活動の全学的推進）、No. 36（知縁コミュニティの創出・

拡充への寄与）、部局第 3期中期計画 I-3） 

・小林教授：「一般社団法人 HPCI コンソーシアム」の役員として中心的役割を果たし、我が

国の計算科学技術振興に貢献している。 

・曽根教授：「仙台市情報化推進会議」の座長として、特に平成 28年度は「仙台市 ICT利活用

方針 2016-2020」の策定に携わった。 

・菅沼教授：仙台市のエコモデルタウンプロジェクト推進事業において、専門家の立場から助

言を行っている。 

・後藤准教授：国際的な学術系無線 LAN ローミング基盤である eduroam について、国内大学

とアジア諸国の導入と運用を支援している。 

・東北学術研究インターネットコミュニティ(TOPIC)への支援を事務局・幹事として行い、講

習会や研修会および技術的支援や人材育成を通じて、東北地区における学術研究・教育活動

を支援するコンピュータネットワーク環境の発展に貢献している。 

・プログラミングを通じて情報工学に対する興味喚起を促すとともに理科離れや数学離れに

対処するための「中学生のためのコンピュータグラフィクス講座」を、平成 14年度から毎

年通算 16回開催し、好評を得ている。 
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【図 28-1-1】大規模科学技術計算システム共同研究実施件数の推移（1999～2018 年度） 

 

 

 

【表 28-2-1】部局ネットワーク等の収容状況（2015～2017 年度） 

項目 H27 H28 H29 

エッジルータへの部局ネットワークの収容 640 643 775 

部局等のホスティングサービス利用数 208 275 303 

 

 

【表 28-2-2】全学統合認証システムの利用状況（2015～2017 年度） 

項目 H27 H28 H29 

東北大 ID登録数（有効数） 30,564 30,951 30,894 

eduroam 利用人数（3月）・教職員 1,625 2,111 2,850 

      同    ・教職員・学外利用 759 874 1,245 

      同    ・学生 7,464 9,012 11,469 

      同    ・学生・学外利用 2,069 2,690 3,926 

      同    ・他機関来訪者 － 990 1,229 

 

  

-10-



 

 

 

【図 28-3-1】enPiT2 セキュリティ分野（Basic SecCap コース） 

 

 

 

【表 28-4-1】研究業績（2012-2017） 
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【表 28-4-2】国際的研究会合の開催と国際会議での研究展示（平成 28 年度） 

平成 28年 

12 月５～６日 

シュトゥット

ガルト大学 

シュトゥットガルト大学高性能計算センター（ドイツ）との

組織的連携協定に基づき、スーパーコンピューティングに

関 す る 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム Workshop on Sustained 

Simulation Performance(WSSP)を実施した。 

平成 29年 

３月 13～14日 

本学 スーパーコンピューティングに関する国際シンポジウム

Workshop on Sustained Simulation Performance(WSSP)を

実施した。理化学研究所情報基盤センター長の姫野龍太郎

博士による最新の研究成果に関する基調講演と 20件の国内

外の計算機科学/計算科学の研究者・技術者による一般講演

を企画し、152 名（うち外国人 26 名）の参加者を得て活発

な議論が交わされた。 

成果を国際刊行物として Springer 社から「Sustained 

Simulation Performance 2016 (ISBN 978-3-319-46735-1)」

を出版した。 

平成 28年 

11 月 13～18

日 

ソルトレイク

シティ 

高性能計算に関する世界最大級の会議 SC16（International 

Conference for High-Performance Computing, 

Networking, Storage and Analysis 2016）において、研究

成果展示を本学でスーパーコンピュータを運用する金属材

料研究所及び流体科学研究所と合同で行い、１万人を超え

る参加者に対して、本学の高性能計算に関する研究成果の

展示を行うことができた。 

平成 28年 

8 月 25日 

本学 チェコ工科大学 Ivo Bukovsky 准教授を招聘し、Higher 

Order Neurons and Supervised Learning for Prediction, 

Novelty Detection, and Control と題する講演会を開催し

た。 

 

  

-12-



 

 

＊学外に対して特に優れているとアピールできる取組等について５件を上限に記載願います。 

【平成 29年度取組】 

 

① 大規模科学技術計算システム（スーパーコンピュータ）（全学第 3 期中期計画 No. 33（共

同利用・共同研究拠点の機能強化）、No. 32（附置研究所等の機能強化）、部局第 3 期中期計画

I-２(1)、I-２(2)、V-１） 

 大規模科学技術計算システムは、全国共同利用施設として全国的に存在感のある計算資源

の一つである。利用者とともに研究成果の社会還元を進めて、津波浸水・被害予測シミュレー

ションが内閣府の津波浸水被害推定システムとして採用され、広く報道された。また、共同研

究部門の専任教員の配置(平成 29年)と第２期(平成 30 年〜34 年)継続を決定した。 

（説明） 

・全国共同利用施設として広い研究分野の利用に適した特徴ある大規模科学技術計算システ

ム(いわゆるスーパーコンピュータ)を整備・運用し、その利用者支援を積極的に行ってい

る。その結果として、HPCI や JHPCN において最も盛んに利用されている計算資源提供機関

の一つとなり、全国的にも存在感のある計算資源として認知されている。平成 29 年度は 12

件の HPCI 課題（「京」以外計 78 件）および 11 件の JHPCN 課題（8 拠点計 46 件）が採択さ

れ、また、7 本のプログラムの高速化支援を実施するなど、シミュレーションを必要とする

計算科学研究に貢献している。【図 28-1-1】（注： HPCI＝ハイ・パフォーマンス・コンピュ

ーティング・インフラ（H24～）、JHPCN＝学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点（H22

～）） 

・災害科学国際研究所等と連携し研究開発を進めた津波浸水・被害予測シミュレーションが

内閣府の津波浸水被害推定システムとして採用され、東北大学発の技術として広く報道され

た。実運用スーパーコンピュータを安全安心な社会を実現するための基盤として活用する技

術であり、災害科学研究分野における東北大学の存在感を高める研究成果に大きく貢献し、

小林広明センター長特別補佐が情報化促進貢献個人等表彰の文部科学大臣賞を受賞した。 

・次世代スーパーコンピューティング技術に関する研究開発と計算科学・計算機科学の両面

に精通した学際的人材育成を目的とする産学連携拠点の形成を目指した高性能計算技術開

発（NEC）共同研究部門（平成 26 年度設置）の機能強化と期間延長の検討を進め、専任教員

の配置(予算増、平成 29年)と第２期(平成 30 年７月〜34年６月)継続を NECと合意した。 

 

② 学内情報基盤（全学第 3 期中期計画 No. 79（多様な教育研究活動等を支える情報基盤

の活用充実と高度化）、部局第 3期中期計画 V-１、V-４、I-２(1)） 

 TAINS とホスティングサービスの整備運用、全学統合認証の高度化等について、全学共通情

報基盤の整備運用の中核を担い、全学的最適化に大きな効果があった。また、eduroam の運営

の事業化を果たし、さらに研究成果の提供を継続して国際的に貢献している。これらの取組み

は情報基盤最適化による業務効率化、省エネ、セキュリティ対策、大学活動活性化を支援し全

学及び国際社会に貢献するものであり、有意義な成果が得られている。 

（説明） 

・全学の情報化推進整備計画に基づき、情報シナジー機構における全学共通情報基盤の整備

と運用その中核的組織として計画の実現を推進する以下の取組みを担った。 

(1) TAINS と全学的情報基盤最適化の取組みとして、部局の情報基盤関連業務の効率化・高度

化、及び省エネルギー対策のために、部局のサーバのホスティングサービス収容と部局ネッ

トワークのエッジルータへの収容を推進し、29年度は利用が大きく増加した。【表 28-2-1】 

(2) 教職員用の「東北大メール」の企画・設計に携わり、その構築、運用にも参画している。 

・国際的大学間無線 LAN ローミング基盤 eduroam は、平成 18年に本センターが日本へ導入し

て研究開発と各大学への導入支援を行って、平成 28 年度から運用を国立情報学研究所で事

業化した。安定運用と高セキュリティに適した集中的認証方式の研究成果が多くの大学で採

用され、研究開発と国際運用調整を継続して貢献している。本学でも学内及び相互の訪問者

の利用が増加している。【表 28-2-2】 
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③ 情報セキュリティ対策（全学第 3 期中期計画 No. 79（多様な教育研究活動等を支える

情報基盤の活用充実と高度化）、部局第 3期中期計画 V-４、I-２(1)） 

 情報セキュリティ対策関連規程の見直し及びガイドラインの見直しと情報セキュリティ教

材作成を実施し、また、コンピュータセキュリティインシデントに対応する CSIRT 業務に参

画した。部局のミッションに沿った全学の情報セキュリティ対策への貢献であり、意義深い。 

（説明） 

・統合電子認証システム関連内規の策定支援と情報セキュリティ対策関連規程の見直しを検

討した。教育・啓発への取組みとしてコンピュータネットワーク安全・倫理に関するガイド

ラインを改訂し、情報セキュリティ対策基本計画に沿った教育・自己点検教材を開発した。 

・平成 29 年３月に設置された、コンピュータセキュリティインシデント対応チーム（東北大

CSIRT）の中核メンバーとして活動を開始し、学内の情報セキュリティ強化に貢献した。 

 

④ 研究・教育（第３期中期計画 No. 19（長期的視野に立脚した基礎研究の充実）、部局第 3

期中期計画 I-2） 

 本センターにおける実サービス・実システムの開発・運用経験に基づく ICT の臨床的アプ

ローチに立脚し、大規模科学計算、情報通信基盤、情報セキュリティ、高度 ICT応用等の分野

を含む先端情報基盤の整備・運用・応用に関する研究課題を戦略的に設定し、グローバルに先

導する研究成果による基盤の戦略的な強化と学内外・国内外における利活用を支援し、また、

当該領域の専門的な人材を育成する取組みを推進している。また、最先端の研究成果の社会へ

の還元のため、国際的水準の高い論文誌への発表を推進し、また学内外や社会との交流と情報

交換のための国際的研究会合の開催と国際会議での研究展示を行い、本センターの各研究活

動の国際的な認知度を向上させた。【表 28-4-1】【表 29-4-1】 

 文科省 enPiT2 事業（平成 28～32年度）セキュリティ分野において、本センター教員が主と

なっている。情報科学研究科実践的情報教育推進室長及び室員として、他大学及び産業界との

企画調整を実施し、29 年度からセキュリティ総論、クラウドセキュリティ演習や制御システ

ムセキュリティ演習を担当して、協働のコースを開始し、本学で 29名が修了した。また、文

科省の委託で情報セキュリティ人材育成に関する調査研究の研究テーマで、大学における情

報セキュリティ人材育成に資する状況調査とモデルコアカリキュラムの開発を行った。 

（注 研究費等に係る数値指標の向上・改善・維持への取組みについては、Ⅰ－２【数値指標

の向上・改善・維持に向けた取組】①を参照） 

 

⑤ 社会貢献（第３期中期計画 No. 35（社会連携活動の全学的推進）、No. 36（知縁コミュニ

ティの創出・拡充への寄与）、部局第 3 期中期計画 I-3） 

 教員の研究成果と情報基盤の経験から政策形成や震災復興支援へ貢献する取組みを支援

し、以下を実施した。部局の特色ある研究・教育（④）の社会展開と貢献として意義が大きい。 

・本センター自主事業「大規模科学計算システム民間企業利用サービス」では、全体の 10％

程度の計算機資源を民間利用に提供している。【図 28-1-1】 

・仙台市のエコモデルタウンプロジェクト推進事業において専門家の立場から助言を行うほ

か、株式会社 KDDI 総合研究所、国際航業株式会社、株式会社日立ソリューションズ東日本、

理化学研究所と合同で、プライバシーに配慮した iKaaS プラットフォームの実用性を検証

するため、仙台市宮城野区田子西地区におけるスマートシティの実証実験を実施し、研究成

果の社会還元を目指している。（注 iKaaS: intelligent Knowledge-as-a-Service） 

・JST CREST イノベーション創発に資する人工知能基盤技術の創出と統合化における特定調査

研究「AI により突然死ゼロの世界を創るための技術先行調査」において、モリーオ株式会

社と連携し、膨大な心電図データの深層学習による自動解析の可能性の調査研究を行い、遠

隔医療への人工知能導入による新しい心電図解析事業の創出可能性に貢献した。 

・一般市民への研究成果のアウトリーチを目的とする「東北大学サイエンスカフェ」の運営に

おいて、本センター教員がコーディネータ及び WG メンバーとして積極的に参加し、企画・

広報・運営の中心的な役割を果した。その活動に対し平成 29年度総長教育賞を受賞した。 
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【表 29-4-1】国際的研究会合の開催と国際会議での研究展示（平成 29 年度） 

平成 29年 

10 月 10～11

日 

シュトゥット

ガルト大学 

シュトゥットガルト大学高性能計算センター（ドイツ）との

組織的連携協定に基づき、スーパーコンピューティングに

関 す る 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム Workshop on Sustained 

Simulation Performance(WSSP)を実施した。 

平成 30年 

３月 22～23日 

本学 スーパーコンピューティングに関する国際シンポジウム

Workshop on Sustained Simulation Performance(WSSP)を

実施した。文部科学省研究振興局計算科学技術推進室澤

田和宏室長補佐による我が国の HPC 政策に関する講演と日

本、ドイツ、ロシアの研究者による HPC技術動向、HPC シス

テム評価、アプリケーション開発の幅広い分野のトピック

の技術講演 30 件があり、141 名の参加者を得て活発な議論

が交わされた。 

平成 29年 

11 月 12～17

日 

デンバー 高性能計算に関する世界最大級の会議 SC17（International 

Conference for High-Performance Computing, 

Networking, Storage and Analysis 2017）において、研究

成果展示を本学でスーパーコンピュータを運用する金属材

料研究所及び流体科学研究所と合同で行い、１万人を超え

る参加者に対して、本学の高性能計算に関する研究成果の

展示を行うことができた。 

平成 30年 

1 月 5 日 

本学 チューリッヒ工科大学 Clement Valentin 氏を招聘し、CLAW 

FORTRAN Compiler - achieve performance portability with 

source-to-source translation と題する講演会を開催した。 
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＊学外に対して特に優れているとアピールできる計画等について５件を上限に記載願います。 

【平成 30年度計画】 

 

① 大規模科学技術計算システム（スーパーコンピュータ） 

（全学第 3期中期計画 No. 33（共同利用・共同研究拠点の機能強化）、部局第 3 期中期計画

I-２(1)、I-２(2)、V-１） 

 

・全国共同利用施設として特徴のある大規模科学技術計算システム(いわゆるスーパーコンピ

ュータ)を整備・運用し、その利用者支援を積極的に行ってきた。その結果として、HPCI(ハ

イ・パフォーマンス・コンピューティング・インフラ)や JHPCN(学際大規模情報基盤共同利

用・共同研究拠点)において最も盛んに利用されている計算資源提供機関の一つとなり、全

国的にも存在感のある計算資源として広く認知されている。平成 30 年度には、7 件の HPCI

課題（「京」以外計 67件）および 9 件（8 拠点計 52 件）の JHPCN 課題が採択され、計算科学

研究者との共同研究を積極的に推進した。 

・次世代放射光施設建設や量子アニーリング研究開発センター設置などによって今後喚起され

る新たな計算需要に対応するため、課題の明確化を多角的に始めている。 

 

② 学内情報基盤、情報セキュリティ対策 

（全学第 3 期中期計画 No. 79（多様な教育研究活動等を支える情報基盤の活用充実と高度

化）、部局第 3期中期計画 V-１、V-４、I-２(1)） 

 

・全学の情報化推進整備計画（第 3期、平成 30年度～平成 34年度）に基づき、情報シナジー

機構における全学共通情報基盤の整備と運用その中核的組織として、計画の目標である「ワ

ールドクラスの教育・研究の推進に適した情報基盤環境への貢献」の実現を推進する取組み

を担っている。 

 目標： ワールドクラスの教育・研究の推進に適した情報基盤環境への貢献 

 実現するための戦略： 「安心・安全な情報環境」及び「情報基盤の高度化・最適化」 

 具体的施策： 

 「安心・安全な情報環境」 

   → ①CSIRT 設置、②セキュリティ機能拡充、③標的型攻撃メール対策 

 「情報基盤の高度化・最適化」 

   → ④情報基盤調達/運用のグランドデザイン制定、⑤情報基盤の一括調達、 

     ⑥認証/ネットワーク環境の高度化、⑦事務作業の効率化 

・コンピュータセキュリティインシデントに対応するための専門チーム（東北大 CSIRT）の中

核メンバーとして，研究成果と経験をもとに活動の安定化を図り、学内の情報セキュリティの

さらなる強化に貢献する。 

・情報セキュリティ対策関連規則等の整備を進め、また、情報セキュリティ教育・啓発に取り

組む。 

・TAINS及びその他の全学共通情報基盤の整備運用の中核を担い、全学的な高度化・最適化に

向けた取り組みにより、情報基盤最適化による業務効率化、省エネ、セキュリティ対策、大学

活動活性化を支援し全学に貢献する。 

 

③ 研究・教育 

（第３期中期計画 No. 19（長期的視野に立脚した基礎研究の充実）、部局第 3期中期計画 I-

2） 

 

・本センターにおける実サービス・実システムの開発・運用経験に基づく ICTの臨床的アプロ

ーチに立脚し、大規模科学計算、情報通信基盤、情報セキュリティ、高度 ICT応用等の分野

を含む先端情報基盤の整備・運用・応用に関する研究課題を戦略的に設定している。 

・グローバルに先導する研究成果による基盤の戦略的な強化と学内外・国内外における利活用
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を支援し、また、当該領域の専門的な人材を育成する取組みを推進している。 

・最先端の研究成果の社会への還元のため、国際的水準の高い論文誌への発表を推進し、また

学内外や社会との交流と情報交換のための国際的研究会合の開催と国際会議での研究展示

を行い、本センターの各研究活動の国際的な認知度を向上させる。【表 30-4-1】 

・文部科学省「成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成(enPiT2、平成 28～32 年度)」

事業において、本センター教員が主要な役割を担って同事業を推進している。具体的には、

曽根教授が全体の事業責任者としてとりまとめるほか、本センターの教員が実践的情報教育

推進室長、室員、及び講義担当としてこの事業を実施し、他大学及び産業界との企画調整及

びクラウドセキュリティ演習や制御システムセキュリティ演習を担当して、他大学及び産業

界等と連携した実践演習の実施を開始した。平成 30年度（前期開始時）は本学で 26 名、分

野全体で 349名のコース履修登録学生、22 の連携校・参加校がある。 

 

④ 社会貢献 

（第３期中期計画 No. 35（社会連携活動の全学的推進）、No. 36（知縁コミュニティの創出・

拡充への寄与）、部局第 3期中期計画 I-3） 

 

・教員の研究成果と情報基盤の経験に基づき、部局の特色ある研究・教育（④）の社会展開と

貢献として、国・自治体の委員会等や公的団体等での活動を通じて、情報通信基盤や応用に

関する政策形成や社会実装へ貢献する取組みを支援する。 

・東北学術研究インターネットコミュニティ(TOPIC)への支援を事務局・幹事として行い、講

習会や研修会および技術的支援や人材育成を通じて、東北地区における学術研究・教育活動

を支援するコンピュータネットワーク環境の発展に貢献する。 

・国際的な学術系無線 LANローミング基盤である eduroam について、この方式及び応用技術の

社会展開を支援する。 

・「中学生のためのコンピュータグラフィクス講座」を実施し、プログラミング教育を通じて

中学生に対し情報工学への興味喚起を促す。 

・「東北大学サイエンスカフェ」の運営において、コーディネータおよび WGメンバーとして参

加し、企画・広報・運営の中心的な役割を果す。 

 

 

 

  

-17-



 

 

【表 30-4-1】国際的研究会合の開催と国際会議での研究展示（平成 30 年度） 

平成 30年 

10 月 

シュトゥット

ガルト大学 

シュトゥットガルト大学高性能計算センター（ドイツ）との

組織的連携協定に基づき、スーパーコンピューティングに

関 す る 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム Workshop on Sustained 

Simulation Performance(WSSP)を実施する。 

平成 31年 

３月 

本学 スーパーコンピューティングに関する国際シンポジウム

Workshop on Sustained Simulation Performance(WSSP)を

実施する。 

平成 30年 

11 月 11～16

日 

ダラス 高性能計算に関する世界最大級の会議 SC18（International 

Conference for High-Performance Computing, 

Networking, Storage and Analysis 2018）において、研究

成果展示を本学でスーパーコンピュータを運用する金属材

料研究所及び流体科学研究所と合同で行う。 

平成 30年 

9 月 3～4 日 

本学 国際会議 The 13th International Workshop on Security 

(第 13 回セキュリティ国際ワークショップ、IWSEC 2018) 

を電子情報通信学会情報セキュリティ研究会、情報処理学

会コンピュータセキュリティ研究会との共催で開催する。 

平成 30年 

12月 4～7日 

本学 The 5th International Conference on Information and 

Communication Technologies for Disaster Management 

（第 5 回災害管理用情報通信技術に関する国際会議）を主

催し、耐災害情報通信技術分野の研究成果の発信と議論を

行う。 
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Ⅲ 部局の目指す方向性や将来に向けた取組、部局における取組で実施しているが不十分、ま

たは実施などが困難な課題 

※この項目は、評価の対象とはしませんので、ご自由にご記入ください。 

 

１.スーパーコンピュータ設備の安定的運用予算について 

全国共同利用設備であるスーパーコンピュータは、全国の研究者、学生、企業技術者が利用

し、我が国の研究開発及び産業競争力を支える研究開発基盤であり、その維持のための借料は

複数年度契約であることから、スーパーコンピュータ維持・運用のための通年での一定の予算

確保について特段の協力・配慮をお願いしたい。 

 

２．光熱水量の安定化について 

電気代単価が月ごとに変動し急騰したこともあるので、年間のスーパーコンピュータの運

用コストの見積もりが難しくなっていることから、大学全体としてその電気料金に関するリ

スクをヘッジする仕組みや電力供給システムそのものの見直しの検討をお願いしたい（大学

ならではの再生エネルギーによる自家発電、コジェネ、電力自由化後の東北電力以外の電力会

社の活用等）。 

 

３．人的資源不足について 

本センターの教員には、教育・研究の業務について他部局の教員と等しく課せられるほか、

それに上乗せして学内・全国の情報基盤関連業務の運用支援というミッションも課せられて

いる。特に、全学的な情報基盤の整備・運用・高度化に取り組む情報シナジー機構の中核部局

として、その求められる役割は年々増える一方、センターの教員は過負荷状態になっているの

に教員の昇任と新規採用が難しくなっている。複数の部局に所属してそれぞれから人件費を

負担する制度などについて検討をお願いしたい。 

また、今後、情報基盤の高度化、安全・安心化に対してより一層の取組みが求められること

から、特にセキュリティ研究部門の新設に関して、教員及び技術系職員の配置について協力を

お願いしたい。 
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平成 30年度部局評価 結果コメント（33：サイバーサイエンスセンター） 

Ⅰ 数値指標  

【評価者コメント】 

○研究に関する数値データは良好とは言えないが、スパコンや学内情報基盤の運用など、業

務が多いので、研究指標を他の部局と比較する場合にはその点を考慮する必要がある。 

○外国人教員比率・同採用比率が全額平均を上回っていることは評価される。 

○女性教員ゼロ部局であるが、分野の特殊性を鑑みやむを得ない。科研費採択率は高くない

が、エフォートとしてサービス中心の教員もいるため仕方ない。実際には他の大型研究費

を多数獲得している。 

○・FWCI は分野別で最下位であり何らかの改善策が強く期待される。 

・国際発表論文等比率は分野別で最下位である。 

・国際会議基調講演数は分野別でトップである。 

【総長・プロボスト室コメント】 

□科研費申請率は高い水準にあるものの、採択率は全学平均をやや下回っている。 

□全学の情報セキュリティ教育に貢献していることは評価される。 

□国際会議招待講演、基調講演は高い水準にある。 

□FWCI(0.61)および Top10%論文(0.417)は全学平均を下回っており、より一層の努力をお願

いしたい。 

 

Ⅱ 特筆すべき取組 ／全学の第 3期中期目標・中期計画への取組 

平成 28 年度 【評価者コメント】 

○本学の強い分野（津波、熱中症リスクなど）と連携し、スーパーコンピュ

ータを活用して成果をあげている。また、全国共同利用施設として存在感

を示している。 

○スーパーコンピュータを整備、運用して全国共同利用施設として供与す

ることで高く評価された。学内に対しては情報基盤の整備運用、情報セキ

ュリティ対策の実施などの貢献を果たした。 

○熱中症セルフチェックサービスなどの成果が社会に還元されたことは高

く評価される。 

○共同利用・共同研究拠点および全国共同利用施設として、多数の研究費も

獲得しつつ、全学へのサービスも展開している。 

【総長・プロボスト室コメント】 

□災害科学国際研究所と連携した津波浸水・被害予測シミュレーションに

よる予測情報の提供や熱中症リスク評価シミュレーション技術による

「熱中症セルフチェック」サービスなどの成果は広く社会に還元され、特

筆に値する。 

□学内情報基盤整備に大きな役割を果たしており、情報セキュリティ教育
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については、学内のみならず地域社会の貢献に繋がっており評価される。 

□国際的な学術系無線 LAN ローミング基盤である eduroam を応用した次世

代ネットワークインフラ整備と国際的運用への参画は今後の展開が大い

に期待される。 

平成 29 年度 【評価者コメント】 

○前年度の活動を引き続き継続するとともに、国際的なアピールや社会貢

献においても本学の認知度を上げることに貢献している。 

○スーパーコンピュータを整備、運用して全国共同利用施設として供与す

ることで高く評価された。学内に対しては情報基盤の整備運用、情報セキ

ュリティ対策の実施などの貢献を果たした。 

○情報化促進貢献個人等表彰文部科学大臣賞受賞などは高く評価される。 

○共同利用・共同研究拠点および全国共同利用施設として、多数の研究費も

獲得しつつ、全学へのサービスも展開している。 

○enPiT2 は興味深い取組であり、これをモディファイした授業を今後本学

の高度教養教育に組み込み、幅広い学生が履修できるようにしてはどう

か。 

○enPiT2 での貢献は高く評価される。 

○ユーザーが使いやすいスパコン環境の整備や eduroam 導入への貢献は、

高く評価される。 

【総長・プロボスト室コメント】 

□災害科学国際研究所と連携した津波浸水・被害予測シミュレーション技

術が内閣府の津波浸水被害推定システムとして採用されたことは、情報

化促進貢献個人等表彰文部科学大臣賞受賞とともに、特筆に値する。 

□文科省 enPiT2事業による情報セキュリティ分野の次世代人材育成は社会

的にも注目され、特筆に値する取組である。 

平成 30 年度 【評価者コメント】 

○HPCI 課題では東北大学が採択件数において突出するなど、研究者が東北

大学に集まってきている証拠であり、学術基盤としての貢献は大きい。 

○今後、量子アニーリングと HPCIの連携など情報・計算技術の急速な発展

やデータ科学の新たな展開、セキュリティの問題、また、情報に関する教

育の面においても本センターの重要度が大きくなるものと思われる。 

○センターとしての全学的・社会的なミッションを十分に果たしつつ、研究

成果についても相当程度の実績をあげていることは、高く評価される。 

○津波に関する予報システムのベンチャー企業設立は、特筆すべき成果で

ある。また、長年に亘る、ＮＥＣとの強固な連携体制の構築による、スパ

コン開発は高く評価される。今後、量子アニーリング研究や次世代放射光

施設との連携に向けた検討に着手する等、今後の発展に向けた取り組み
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として期待される。 

○共同利用・共同研究拠点および全国共同利用施設として、多数の研究費も

獲得しつつ、全学へのサービスも展開している。 

○センターの位置づけや性格から抜本的な改革や取組は難しいかもしれな

いが、例えば、科研費の申請率の向上などに現れるような取組を進めるこ

とで、本学におけるプレゼンスを（地道にでも）高めていってほしい。 

○研究力強化に向けた具体的な方策、ビジョンが欲しい。 

【総長・プロボスト室コメント】 

□ワールドクラスの教育・研究の推進に適した情報基盤環境への貢献は大

いに期待される。 

□国際的な学術系無線 LAN ローミング基盤である eduroam の方式および応

用技術の社会展開支援など、多面的な社会貢献は大いに期待される。 

 

Ⅲ 部局の目指す方向性や将来に向けた取組、部局における取組で実施しているが不十分、ま

たは実施などが困難な課題 

【評価者コメント】 

○次世代放射光施設の設置により、今後、役割が高まると予想されることから、中長期的な

視点から戦略的な運営計画の検討が進められることが期待される。 

○津波浸水・被害予測シミュレーションなど、全学広報に活かしていくことが望ましい。次

世代の人材育成に関しても、本学から発信していくことが期待される。 

○大学における基本インフラとして、機能維持と向上に多大な努力をされていることは高く

評価される。特に情報セキュリティ、増大するデータの管理等、ご苦労も多いと思う。今

後人員増強が必要になって来る部局である。 
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