
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。平成 27年のシステム導入時、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

高いニーズに応えてきた。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）を提供している。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。また今年度 4月より、津波浸水被害予測システムが内閣府総合

防災情報システムの一部として本格運用を開始し、科学技術計算分野のみならず安全・安心な社会を支

えるインフラとしても、スーパーコンピュータの利用が始まった。 

 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 3 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 2件について平均約 1.7 倍、並列性能では 2件について平均約 3.6 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、本学の情報セキュリティの向上に資するべくセキュア

ウェブサービスの試行を開始した。これは静的なコンテンツのみを有する公開用ウェブサイトと編集サ

ーバを分離することで実現している。 

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、
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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、

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、平成 29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。今年度は高性能計算技術開発（NEC）共同研究部門の第 2期が始まり、平成 29年から配

置されている専任教員を中心として体制強化に取り組んだ。 
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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 

令和元年度 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 0.0 

13. FW女性教員比率 -0.160 

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数 0.200 

16. 科研費申請率 1.417 

17. 科研費採択率 41.2% 

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） 0.78 

21. 【文系】 学術著書等数 

【理・生命系】 被引用度の高い（Top10%）論文数 
0.750 

22. 研究者一人当たりの外部資金獲得額  4,553,833 

23. 【文系】国際論文、著書比率 

【理・生命系】国際共著論文・国際著書比率 
9.6% 

24. 国際会議等開催数  0.300 

25. 国際会議等招待講演・基調講演数  1.250 

26. 国際共同・受託研究数  0.417 

27. 企業との共同・受託研究数  0.583 

28. 共同研究講座・共同研究部門設置件数  1 

29. 全学教育科目コマ数  

30. 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。 

① 15.（日本学術振興会特別研究員の採択数） 

・ 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、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

請書作成の指導を積極的に行っている。 

・ 平成 30年度から、日本学術振興会特別研究員の面接試験実施該当者に対して、本センタ

ー教員による独自の面接試験練習会を実施し、採択率の向上を図っている。その施策が奏

功し、全学でも高い水準の採択数に改善された。 

 

② 16.（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、

実施している。 

・ 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て実施している。 

・ 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

用で得られた臨床学的な知見や研究成果に基づき、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。 

 

③ 24.（国際会議等開催数） 

・ 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。 

 

④ 25.（国際会議等招待講演・基調講演数） 

・ 本センター独自の成果である、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・運用で得られた臨床学的な知見に基づく研究結果を、国際的に PRするために、国際

会議等での招待講演・基調講演を積極的に行うよう推奨している。その結果、全学におい

ても高い水準の国際会議等招待講演・基調講演数を維持している。 

 

【数値データの補足説明】 

① 23.（国際共著論文・国際著書比率） 

・ 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、平成 30 年度は以下の国際共著（グルノーブル・アルプ大学、クレルモン・オー

ベルニュ大学）がある。 

Xavier Bultel, Jannik Dreier, Jean-Guillaume Dumas, Pascal Lafourcade, Daiki 

Miyahara, Takaaki Mizuki, Atsuki Nagao, Tatsuya Sasaki, Kazumasa Shinagawa, and 

Hideaki Sone, Physical Zero-Knowledge Proof for Makaro, Stabilization, Safety, and 

Security of Distributed Systems (SSS 2018), Lecture Notes in Computer Science, 

Springer, vol.11201, pp.111-125 (November 2018). 

 

② 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
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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。また、曽根教授が、「成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成事業」(enPiT2)

におけるセキュリティ分野全体の研究代表者として、また、本学情報科学研究科実践的情

報教育推進室長として、他大学との企画調整を担当している。さらに、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 平成 30年度の特筆すべき取組／令和元年度の計画 

【平成 30年度実績】 

1. リアルタイム津波浸水被害予測システムの開発と運用 

No.33 ②-4 国際共同利用・共同研究拠点及び共同利用・共同研究拠点の機能強化 

 

実績報告  

サイバーサイエンスセンターが保有するスーパーコンピュータを用いて、津波浸水被害を迅速か

つ高解像で正確に予測する「リアルタイム津波浸水被害予測システム」の開発と実社会への展開

を進めている。本研究は、スーパーコンピュータの災害時緊急利用技術と、世界初のリアルタイム

津波浸水・被害予測技術の開発・実用化を実現するために、理学・工学の研究者を中心とした産

学連携プロジェクトとして平成 25年から開始された。この研究では、地震の震源情報を自動で取

得、津波の発生・伝播・浸水・被害予測・図化・配信を、10分以内の津波発生予測、10分以内の

浸水・被害予測を 10m メッシュで行うという「トリプル 10（テン）チャレンジ」と称して目標設定を明

確にし、それらを全自動で行う技術を確立したことで、東日本大震災の教訓を踏まえた新しい量

的津波数値浸水被害予測の基礎を築いた。本プロジェクトの成果は、内閣府総合防災情報シス

テム「津波浸水被害推計システム」として採用され、平成 30年 4月より本格運用を開始してい

る。本研究による成果の蓄積と関連特許登録を踏まえ、本技術を広く普及するために、平成 30

年 3月より東北大学発ベンチャー、株式会社 RTi-castを設立した。これらの貢献に対し、本学災

害科学国際研究所越村俊一教授を代表とし、本センター撫佐昭裕客員教授を含む研究グループ

が、平成 31年 2月 5日に発表された第 1回日本オープンイノベーション大賞「総務大臣賞」を受

賞した。 

 

2. 大規模人体複合物理解析に基づく熱中症リスク管理システムの開発 

No.33 ②-4 国際共同利用・共同研究拠点及び共同利用・共同研究拠点の機能強化 

 

実績報告  

サイバーサイエンスセンターが有するスーパーコンピュータと名古屋工業大学で開発した複合物

理・システムバイオロジー統合シミュレーション技術を用いて、年齢や性別などの違いに応じて熱

中症発症の危険性を評価可能な「熱中症リスク評価システム」の高度化に取り組んだ。平成 30

年度は、熱中症のリスクを予測する計算モデルに「暑さに慣れているかどうか」という要素を加え

ることで、本格的に猛暑期に入る前の暑さに体が慣れない状態でも急激な気温上昇により、体温

もより上昇して熱中症のリスクが高まることを明らかにした。これらの技術により、年齢や活動内

容の違いなど、個人・環境に応じた熱中症リスク情報を身近な情報として提供することが可能にな
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り、今後予定されている大規模なスポーツ大会や屋外イベントにおいて、場面に応じた熱中症発

症数の低減に貢献することが期待できる。これらの成果は朝日新聞(平成 30年 6月 3日)で取り

上げられたほか、これらの貢献に対し、名古屋工業大学平田晃正教授をはじめとする共同研究

者と共に、本センター江川隆輔准教授が平成 31年度 第 75回電気学術振興賞進歩賞（大規模

人体複合物理解析に基づく熱中症リスク管理システムの開発と実用化）を受賞した。 

 

3. 国際無線 LAN相互利用規格 eduroamに関する研究開発と国内展

開推進 

No.79 ①-1 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 

 

実績報告  

国際無線 LAN相互利用規格 eduroam(欧州の GÉANTで開発された、大学等の教育研究機関

の間でキャンパス無線 LANの相互利用を実現する学術無線 LANローミング基盤。無線 LAN

における業界標準の IEEE802.1Xに基づいて構築されている)による、学術無線 LANローミング

システムの設計・構築と実用化、及び国内の高等教育機関への展開推進に貢献した。平成 31年

3月時点で、世界約 101か国(地域)、日本では 250機関が eduroamに参加している。平成 18

年度に情報・システム研究機構国立情報学研究所(NII)の全国大学共同電子認証基盤構築事業

の一環として導入され、「eduroam JP」の名称で NII とサイバーサイエンスセンターが共同で運

用・サポート・技術開発等を行った。平成 29年度より NIIで事業化した。これらの貢献に対し、本

センターの後藤英昭准教授が「大学間連携のための学術認証フェデレーションの開発」（代表：岡

部寿男・京都大学教授）において、「平成 31年度科学技術分野の文部科学大臣表彰・科学技術

賞（開発部門）」を受賞した。 

 

4. サイバーセキュリティ人材育成への貢献 
No.79 ①-1 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 

 

実績報告  

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、平成 24～28

年度）のセキュリティ分野に 5大学院の一つとして本学情報科学研究科が参加して、幅広い産業

分野において求められている「実践的なセキュリティ技術を習得した人材（実践セキュリティ人材）

の育成」を実施した。具体的には、本センター教員が実践的情報教育推進室長及び室員として運

営及び「セキュリティ法務経営論」、「ハードウェアセキュリティ演習」や「ネットワークセキュリティ実

践」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、事業終了後も継続し
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て平成 30年度は本学で 17名のコース修了者を認定した。また、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～令和 2年度)」事業において、本学がセキ

ュリティ分野 14大学の中核拠点となり、同様にセンターの教員が運営及び「セキュリティ総論

A」、「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」等を担当して、実践的人材育

成を実施している。特に平成 30年度は、新たな講義を開発し、本学で 23名、全体で 326名のコ

ース修了を認定した。また本学及び他の高等教育機関の教員が講義に参加し、サイバーセキュリ

ティについて教えることのできる教員人材の育成にも貢献している。さらに、学内の情報基盤の企

画・運用においても、CSIRTの主要メンバーとして本センターの教員が関わるなど、学内の教職

員のサイバーセキュリティに関する意識や知識・技術の向上にも努めている。 

 

5. 「魔法の鏡」による新しい遠隔・非接触血圧推定法 

No.23 ②-2 イノベーション創出を実践する研究の推進 

 

実績報告  

日常的な健康管理を行うために、特別なセンサを常時装着せず、意識的な機器操作も不要な健

康モニタリング装置として開発された「魔法の鏡」において、遠隔・非接触に血圧変動を推定する

ための新手法を開発し、特許を出願した。本研究は、平成 25～令和 3年度科学技術振興機構

（JST）革新的イノベーション創出プログラム「さりげないセンシングと日常人間ドックで実現する理

想自己と家族の絆が導くモチベーション向上社会創生拠点」の成果であり、ビデオカメラを使って

遠隔・非接触的に身体表面の血行状態を計測し、自律神経指標などを提示するシステムである。

従来法では、顔や掌などの 2か所の映像脈波の位相差、あるいは、1か所の映像脈波の歪み時

間から血圧に相関する値を推定していたが、今年度は高低差のある手の映像脈波に基づいて、

血圧値を直接推定する手法を新たに開発した。これにより、掌をかざすだけで血圧を推定でき、

広い領域での応用可能性が高い。また、スマートフォンや PCなどのプラットフォームに依存しな

いクラウド型映像脈波解析システムのプロトタイプを開発した。これによって、特別なソフトのイン

ストールなしに、いつでもどこでも身体映像から生体情報抽出が可能となる。 
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【令和元年度計画】 

1. 全国共同利用・共同研究拠点活動および企業利用促進の取り組み 

No.33 ②-4 国際共同利用・共同研究拠点及び共同利用・共同研究拠点の機能強化 

 

計画  

共同利用・共同研究拠点の構成機関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。令和元年度には、9件の HPCI課題

（「京」以外計 84件）及び 7件（8拠点計 58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ている。また、スパコンの企業利用にも積極的に取り組み、東京エ

レクトロンと NEC との技術的連携を東北大学サイバーサイエンスセンターが仲介する「BUB連

携」を実現した。令和元年度には BUB連携をさらに強化・促進するために NECから最新型の計

算資源を借りることができたため、その資源も活用して今後はスパコンの企業利用事例をさらに

増やせるように積極的に努力していく。 

 

2. 安全安心を支える社会基盤としてのスパコン整備 

No.33 ②-4 国際共同利用・共同研究拠点及び共同利用・共同研究拠点の機能強化 

 

計画  

サイバーサイエンスセンターはリアルタイム津波浸水被害推定システムを研究開発してきた。本

システムは内閣府の「総合防災情報システム」の一機能として採用され、大規模地震発生時の津

波による広域的な被害を迅速に推定することで、災害時における政府の迅速な対応に貢献するこ

とが期待されている。本年度は、災害時により多くの情報基盤センターと連携するために、NEC 

SX-ACEに加えて他のシステムでも津波浸水被害を効率よく推定できるように研究開発を進めて

いる。 

 また本センターでは、「熱中症リスク評価システム」を研究開発してきた。本システムでは太陽光

と外気温などの複数の物理現象と、発汗や血流の変化などの生理応答を SX-ACEを用いて計算

することにより、年齢や性別など個人特性を考慮した熱中症リスクを評価可能にしている。これら

の成果は、日本気象協会のホームページで公開されており、平成 30年で約 25万件のアクセス

を記録するなど、新たな熱中症発症リスク指標として期待されている。本年度は、訪日外国人に

対するリスク評価や熱中症搬送者数予測など、本システムの高度化に取り組んでいる。  
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3. 学内情報基盤の最適化・高度化並びに成果の全国展開と地域貢献 

No.79 ①-1 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 

 

計画  

・全学の情報化推進整備計画（第 3期、平成 30年度～令和 4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の中核的組織として取組んでいる。 

・セキュアウェブサービス：令和元年度からこの試行を開始し、部局等のウェブページにおいて

CMSを学内向けサーバで使用して安全にページ作成し、グローバルの公開用サーバに転送し公

開する機能を提供しており、高機能化、業務最適化とセキュリティ強化に効果的な先進の取組み

である。 

・eduroam：学術無線 LANローミング eduroamの設計・構築、及び日本国内の高等教育機関

への展開は、本センターの後藤英昭准教授が先導してきたものであり、平成 29年度より NIIで

事業化したが、NII との密な連携により、 引き続き中心メンバーとして国内高等教育機関への普

及・展開、最新技術の調査と研究開発、利用 範囲拡大に向けた取り組み等、継続的に活動を行

う。平成 31年 3月時点で、国内 250機関が参加している。 

この貢献に対し、同准教授が「平成 31年度科学技術分野の文部科学大臣表彰・科学技術賞（開

発部門）」において、「大学間連携のための学術認証フェデレーションの開発」（代表：岡部寿男・

京都大学教授）を受賞した。 

・東北学術研究インターネットコミュニティ（TOPIC）：東北地区の大学等が参加する TOPICへの

支援を事務局・幹事として行い、講習会や研修会及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・教育活動を支援して地域貢献している貴重な活動である。 

 

4. 情報環境のセキュリティ強化と教育 

No.79 ①-1 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 

No.77 ①-3 内部統制システムの構築・運用 

 

計画  

本学の情報環境と構成員の情報セキュリティ対策を推進し教育を実施するとともに、情報セキュリ

ティ関連の研究成果を展開して学部・大学院・社会人向けの実践的情報セキュリティ人材育成に

大学間・産学連携により取り組んでいる。 
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・情報セキュリティの教材：本学の教職員と学生を対象とする「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」を平成３１年度から「東北大学情報セキュリティガイドブック」の別名を付け

て大改訂し、新入生や新規採用者にも親しみやすく要点を把握しやすい構成の教材に改めたとこ

ろ、講習会では印象に残りやすくなったなど高評価である。 

・情報セキュリティに関する教育啓発：e ラーニング教育の効果向上と受講者の負担軽減を意図し

て、コンプライアンス教育（個人情報保護）との連携を図り、一本化して実施するとともに、動画の

スキップなどの改良を加えて実施する。 

・大学間連携の実践的セキュリティ人材育成：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～令和 2年度）」事業において、本センターの曽根秀昭教授らの

教員が主要な役割を担ってセキュリティ分野 Basic SecCap コースを推進している。具体的には、

同教授が 14大学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情報科学研究

科の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セキュリティ総論 Aやネットワークセキュリティ基礎演習を担当している。平

成 31年度（前期開始時）は本学で 36名、分野全体で 324名のコース履修登録学生、38の連携

校・参加校（令和 1年 8月現在）がある。また、大学院の SecCapコース（平成 24~28年度の補

助事業の後に自主継続）のセキュリティ分野に 5大学院の一つとして本学情報科学研究科が参

加して、幅広い産業分野において求められている「実践的なセキュリティ技術を習得した人材（実

践セキュリティ人材）の育成」を実施し、また、社会人向けの enPiT-Pro（平成 29～令和 3年度）

で ProSecセキュリティマインドコースを実施している。 

・学内の情報基盤の情報セキュリティ：学内の企画・運用において、CSIRTの主要メンバーとして

本センターの教員が関わるなど、学内の教職員のサイバーセキュリティに関する意識や知識・技

術の向上にも努めている。 

 

5. 遠隔・非接触的血行状態モニタリング装置「魔法の鏡」の実用化と高機

能化 

No.23 ②-2 イノベーション創出を実践する研究の推進 

 

計画  

独立行政法人科学技術振興機構の革新的イノベーション創出プログラム「さりげないセンシングと

日常人間ドックで実現する理想自己と家族の絆が導くモチベーション向上社会創生拠点」の成果

として、ビデオカメラさえあれば、何のセンサも身に付けず遠隔的かつ非接触に血圧を推定するた

めの新手法を開発した。従来の方法では、身体の 2か所脈波の位相差を計測する方法や、脈波
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の歪み時間を計測する方法などが提案されているが、いずれの方法でも血圧の絶対値は得られ

ず、相関値が得られるだけであった。これに対して提案法では、映像に含まれる 2か所の身体の

高低差を利用することにより、人為的な血圧変動に基づく校正なしに血圧の絶対値が推定でき

る。例えば掌をかざすだけで遠隔・非接触的に血圧が推定できるようになり、幅広い領域での応

用可能性が高い。（参考：特願 2019-104885「血圧推定装置、血圧推定方法及び血圧推定プロ

グラム」，出願日 2019年 6月 4日として出願） 
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令和元年度部局評価 評価コメント（33：サイバーサイエンスセンター） 

 

Ⅰ 数値指標   ※コメント内の各数値はヒアリング時点の数値 

【評価者コメント】 

○全学のために地道な貢献と努力を行っていることは高く評価できる。 

○外国人教員比率・女性教員比率ともにゼロ部局である。これを分野の特性上もやむを得ないこととす

べきか、悩ましいところではある。企業等を含めて情報科学、計算機科学分野に女性研究者が皆無で

はなく、研究面のみならずサービス中心の教員も含めて改善方策について検討してほしい。 

○女性教員ゼロ部局である。 

○外国人・女性教員比率についてはかなり低調な印象 。 

JSPS特別研究員の採択率だけは突出している。 

科研費や FWCI はかなり低調。特に FWCIは系別で最下位なのは何とか改善していただきたい。 

国際会議関係の実績は高く評価できる。 

○IT、情報関連の教育、研究に非常に大きな期待が寄せられている時代なので、情報インフラを維持管

理する大きな責任を負っておられる部局だが、研究面でも貢献されることが期待される。当然、研究

面でインパクトのある業績を残されることを望む。 
 

 

Ⅱ 平成 30 年度の特筆すべき取組／令和元年度の計画 

平成 30 年度 【評価者コメント】 

○リアルタイム津波浸水被害予測システムの開発と運用は特筆に値する。 

○Society5.0の時代にサイバーサイエンスセンターがどのような価値を生み出すの

か、もっとメッセージ性のある戦略的な経営をお願いしたい。 

すばらしい取組をされているのだから、それをもっと打ち出していただきたい。 

○HPC の共同利用の役割を十分果たしていると思われる。特に最近は民間ユーザー

が多くなっている点が特徴的である。また、情報セキュリティに関する貢献も評

価できる。 

○第 1 回日本オープンイノベーション大賞総務大臣賞の受賞により、本学のスパコ

ン技術研究のポテンシャルの高さをアピールした。 

○スパコン設備の安定的運用や学内情報基盤の中核部局として本学の重要部門を担

っている。enPIT2をはじめとする情報セキュリティへの取組も重要な問題であり、

高く評価される。 

計算科学の研究拠点としてどのような戦略性をもって研究成果を挙げていくのか

注目される。 

NECとの強固な連携体制のもとにスパコン開発において成果を上げている。 

○学内基盤を支える組織ではあるが、情報教育体制の強化や、ベンチャー事業の立

ち上げ等、特徴的な取り組みを進め、成果を挙げている。 

○サイバーセキュリティの人材育成については、実績が高く評価されるべき。 

○センター利用者の業績は、もちろんセンターのスパコン等の設備が良く活用され
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てできたことだと思われるので、センターの業績としてアピールすることには反

対はない。センターの貢献が大きかったのだと思われる。それに対して、本学の

ほぼ全ての教員が恩恵を受けている Eduroam の整備にはセンタープロパー教員が

主体的にコミットしており、高く評価したい。 
 

令和元年度 【評価者コメント】 

○引き続き HPC等の安定した運用と共同利用の提供を期待する。 

○世界最先端の情報基盤の整備運用等のミッションを果たしながら、今後の量子ア

ニーリングと HPCIの連携などの研究成果をいかに創出し発信していくのか、今後

の研究面でのプレゼンスの一層の向上に向けた取組が期待される。 

○今後、情報教育の実践、情報セキュリティ強化、量子コンピュータ研究との連携、

次世代放射光との連携等、今後、担う役割はさらに大きくなることが予想され、

計画的かつ戦略的な取り組みが期待される。 

○情報科学は女性が少ない分野という特性がある。逆に言えば、本センターでの女

性参画についての取り組みは日本全体を変革する可能性がある。クロスアポイン

ト等も活用し、ぜひ１〜２名を採用頂きたい。 

○ ”魔法の鏡プロジェクト”はそのネーミングも含めて、うまく PR できれば大き

な貢献度に結びつくのではないか。 

○様々な継続的事業・業務に加えて教育面での貢献も少なくない。enPIT2の継続・

発展に向けた取組を期待したい。 

○電力消費が大きいという宿命があるが、省エネプランについて積極的な言及がほ

しかった。 
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