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サイバーメディアセンターが平成12年度に創設されたのに伴って初代センター長を

務めてから13年後の本年度より、図らずも2度目のセンター長を拝命することになりま

した。サイバーメディアセンターのすべての教職員の皆様とともに、本センターのさら

なる発展のために微力ながら精進してまいる所存ですので、ご指導、ご厚情の程を何卒

よろしくお願い申し上げます。

サイバーメディアセンターの設立当初、私自身が本センターで実現を目指したこと

は、ディジタルコンテンツから、情報メディア（データ）そのもの、通信メディアなど

の多様なメディアを基盤とした、新たな形態での人間の知的活動、すなわち、新たな思

索、発見、創造を促し、知的活動の大規模化、グローバル化を促すサイバースペースあ

るいはサイバーソサイエティを大阪大学キャンパス内に構築することでした。

現在、私は文部科学省で平成25年2月に新たに設置されました学術情報委員会の委員

長を務めています。この委員会では、その名称の通り本センターと非常に深く関係した

内容を審議しております。先般、委員長代理をお務めであるお茶の水女子大学学長の羽

入佐和子先生に、センター長に就任したことをお伝えしました。羽入先生からは、「10
年以上も前に何と先見性のあるセンター名をつけられたことでしょう。」とお褒めの言

葉をいただきました。

このように素晴らしいコンセプトをもって立ち上がった本センターも10年以上の歳

月を経て、その間、担当する業務も拡大の一途を辿り、事務組織についても情報推進部

が新たに設置され、そこで事務業務が行われるようになるなど大きな変革を遂げてきま

した。

特に昨年度は、情報関連事項について全学的な見地から審議を行う情報企画室におい

て、情報に関する方策全般に関わる企画および運営を遂行する全学組織を設けることの

必要性が鋭意議論され、その具体的な組織として情報推進機構が本年度から設置される

運びとなりました。本センターは、その組織変更にともない、本年度より情報推進機構

の重要な一翼を担う組織として位置づけられ、その新たな体制のもとで諸活動を開始し

ております。

近年の情報通信技術の飛躍的な発展のもとで、日本の科学技術・学術の国際競争力を

強化するにあたりアカデミッククラウドを全国規模でいかに構築するかが緊要の課題

になっています。つまり、サイバーメディアセンターの設立当初本センターに託した機

能を全国規模で実現することが重要であり、本センターがその主要な拠点としての役割

を果たしていくことが求められています。

そのような機能強化を後押しするように、長年の懸案であったサイバーメディアセン

ター本館の耐震・改修及びスーパーコンピュータ等を収納するITコア棟の新設が予算化

され、平成26年度末に竣工する予定です。

その翌年度、平成27年度に本センターは創設15周年という一つの節目の年を迎えま

す。組織的な大きな改革のもとでの機能強化、また、建物をはじめとするさまざまな環

境整備の達成時期をこの創立15周年を目途として、本センターの皆様とともに着実に遂

行していきたく考えております。

センター長あいさつ

サイバーメディアセンター長

西尾 章治郎



センターの八葉脈

マルチメディア
言語教育研究部門

マルチメディア言語教育環境
の構築、マルチメディア言語
教育教材開発の支援、ネット
ワークを用いた国際化教育、
全学共通教育科目における外
国語に関する教育と研究を行
います。

大規模計算科学
研究部門

応用情報システム
研究部門

先端ネットワーク環境
研究部門

学内ネットワークODINSの運

用支援、超高速ネットワー
ク・モバイル環境などの新し
いネットワーク技術や省エネ
ルギーの導入、ネットワーク
利用技術・情報セキュリティ
技術・情報倫理の啓蒙、ネッ
トワーク関連の研究教育を行
います。

サイバーコミュニティ
研究部門

先進情報技術を援用した建
築・都市におけるサイバーコ
ミュニティの構築、電子図書
館、BIMシミュレーションと

都市基盤評価の応用ならびに
CADシステムと図形情報科

学に関する教育と研究を行い
ます。

全学支援企画部門

教育、研究、事務に係る情報
通信システムの構築、維持、
利用者支援等、サイバーメ
ディアセンターが実施してい
る全学支援サービスの充実や
支援業務遂行のための企画、

運営管理を行います。

コンピュータ実験科学
研究部門

科学問題設定・解決のために、
スーパーコンピュータを含ん
だ計算機応用と計算機教育を
支援し、科学問題における数
理モデルや計算モデルに関連
する教育と研究を行います。

情報メディア教育
研究部門

高度な情報教育環境の構築、
情報教育と情報倫理教育の実
施、情報教育担当者へのファ
カルティディベロップメント
等の教育と研究を行います。

スーパーコンピュータとク
ラウドシステムの運用や利
用者支援に関わりながら、
大規模な情報を扱うシステ
ムのアーキテクチャ、運用
技術、ならびに利用技術と
しての大規模情報の可視化や
CPS (Cyber Physical System)の
構築技術などに関する教育と
研究を行います。

スーパーコンピュータシステ
ムの運用支援、計算結果可視
化技術の普及、大規模計算機
システムの高度利用技術の啓
蒙、計算科学および関連する
科目の教育と研究を行います。

サイバーメディアセンターは、8つの研究部門から構成されています。
大阪大学における情報関連組織の機能を相補的かつ有機的に統合化することにより、

情報処理技術基盤の格段の整備を図るとともに、ディジタルコンテンツの蓄積・発信
のための基盤技術の提供と高度な利用の効率化を目指します。



教育研究支援

サイバーメディアセンターは、全国共同利用施設として、情報処理技術基盤

の整備、提供および研究開発、情報基盤に支えられた高度な教育の実践ならび

に知的資源の電子的管理および提供を行うことを目的としています。

超高速スーパーコンピュータシステム等を有し、高度な大規模計算機システ

ム環境を全国の大学などの研究者に提供するとともに、学内では、大阪大学総

合情報通信システムや電子図書館システムなどの整備支援を行っています。

また、学生にはキャンパスネットワークを利用した教育用計算機システムを

提供しています。

教　　育 研　　究 社会貢献

大阪大学内に高度な情報教育環境

を構築・整備し、情報通信技術

（ICT）を活用した情報処理教育、

マルチメディア言語教育を実践

し、e-Learningや情報機器を活用

した授業科目を実施する。

8つの研究部門がそれぞれに推進

する研究活動と並行して、学際大

規模情報基盤共同利用・共同研究

拠点としての役割も担い、主に下

記の研究を推進する。
●学際・総合科学の創成と実践
●情報化社会を支える教育研究

基盤に関する研究
●共同利用・共同研究拠点を利

用した学際的研究

●学際大規模情報基盤共同利用・

共同研究拠点として、国公私立

大学に対するサービスを継続

し、その発展に寄与する。
●高校生のためのスーパーコン

ピューティング・コンテストを

実施し、計算科学分野の若手人

材育成を図る。
● IT産学連携フォーラムOACISを
通して、社会的ニーズと技術的

シーズの相互理解を深め、産学

連携を推進する。
大阪大学内の高度な教育研究環境

の構築を支援すると共に、学際大

規模情報基盤共同利用・共同研究

拠点としての役割を果たす。

主機室、サーバ機器室、研究

室、情報推進部事務部などが

ある。

情報教育システム及びCALL
システムの教室、研究室、

ODINSネットワーク機器室、

サーバ機器室などがある。

箕面キャンパスODINS基幹

機器及びサーバ機器室、コン

ピュータ学習室がある。

サイバーメディアセンターのロゴ
※サイバーメディアセンターの頭文字

CMCをポイントからポイントへ伝わ

る情報をイメージし波形の形態でデザ

インしている。

サイバーメディアセンター概要

第２期中期目標（2010～2015）

吹田本館 豊中教育研究棟 箕面総合研究棟 



SINET4 JGN-X

高信頼キャンパスネットワーク

大阪大学総合情報通信システム

ODINS

電子図書館

CLE と WebOCM

主な活動内容

情報ネットワーク

アカデミッククラウド

教育学習支援センターとの連携

教育 教育研究支援

教育用計算機システムとして、情報教育システム
及び外国語教育に用いるCALL（Computer Assisted 
Language Learning）システムがあり、約1200台のパ
ソコンをキャンパスネットワークを利用して接続
し、運用しています。
情報教育では、コンピュータを用いた電子メール

やWWWなどの基本的な利用方法からプログラミン
グなどの高度な計算機利用技術にわたる一貫した情
報教育カリキュラムを実施しています。CALLシス
テムでは、ICTを駆使することによって、個人の習
熟度レベルに応じた外国語学習や異文化理解教育を
サポートしています。

附属図書館と協力し、学術情報データベースの提供、デ
ータベースや電子ジャーナルへのリモートアクセス機能の
整備、マルチメディア端末・情報コンセントシステムの設
置などの電子図書館サービスを提供し、インターネット上
の情報を活用しながら教育と研究活動が行える環境を提供
しています。

情報システムの運用効率化、セキュリティ強化、コスト
削減を目的に、大学内のプライベートクラウドとしてキャ
ンパスクラウドを構築し、大学内に分散しているサーバの
集約、統合を進めています。これまでに、部局等で管理し
ている約20システムのキャンパスクラウドへの移行を支援
し、稼働を開始しています。また、キャンパスクラウド上
でメールサービスを提供し、約20部局、8000アカウントを
キャンパスクラウドへ移行しました。
さらに、パブリッククラウドを活用したハイブリッドク

ラウドの構築や、他大学とのシステム連携や統合を行うア
カデミッククラウドの構築の検討を進めています。

研究教育支援・社会
貢献のための情報イン
フラとして、キャンパ
スネットワークである
大阪大学総合情報通信
システム（ODINS）の
整備・運用を支援して
います。

2013年度には、既有
の設備を活かすことで
コスト面を考慮しつつ、
キャンパス無線LAN
の拡充、迷惑メール・
ウィルスメール対策の
強化、より高度なファ
イアウォール機能など
を提供するODINS 6期
整備を行いました。
これにより、『サービスレベル向上』、『セキュリティ強

化』などを実現した高速かつ高信頼ネットワークを学内に
提供しています。

CLEは、Webを利用した授業支援で、授業ごとに
学生と教員、学生同士のコミュニケーションを促進
するためのディスカッションボード、配付資料や
PowerPointスライドなど各種教材の公開、オンライ
ンでのレポート受付などの機能を備えています。
またWebOCMは、WebサイトやPDFファイル上で

文字列をダブルクリックするだけで引けるマルチメ
ディア辞書（英和、独和、仏和、韓日、中日辞書）
を装備するなど、効果的な語学学習が授業の内外を
問わず積極的、自律的に実践されることを目指して
開発されているユーザーフレンドリーなLearning 
Management Systemです。

サイバーメディアセンターは、教育学習支援セン
ター *と連携し、学生が主体的に問題を発見し解を
見出していく能動的学習「アクティブラーニング」
などの新しい教授法を、最先端情報通信技術を利用
して効果的に実施するための学修環境整備や
e-Learning環境の構築等、様々な点において全学的
な観点から教育支援・学習支援の企画・開発・実施
を行っています。

* 平成25年6月文部科学省特別経費「国際的に卓越
した教育研究拠点機能の充実」により設置された
学内組織

情報教育教室

附属図書館HP

http://www.library.osaka-u.ac.jp/

情報メディア教育

マルチメディア言語教育



大規模計算機システム

HPCIプロジェクト

スーパーコンピュータシステム
NEC SX-9×10ノード

総合処理能力：16TFLOPS

総合主記憶：10TB

スーパーコンピュータシステム
NEC SX-8R×20ノード

総合処理能力：5.3TFLOPS

総合主記憶：3.3TB

VisLab OSAKA

産学連携推進活動：IT連携フォーラムOACIS

学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点

社会貢献

研究

大規模計算機システムによる高性能計算環境を学
内外の学術研究者や産業界の研究者に提供していま
す。サイバーメディアセンターの大規模計算機シス
テムはベクトル型スーパーコンピュータ（NEC 
SX-8R, SX-9）とPCクラスタ（NECExpress5800/
120Rg-1,Express5800/53Xh）からなっており、先進
的で大規模な計算を行えるよう各種講習会の実施や
利用支援も行っています。これらの計算機群の一部
は、革新的ハイパフォーマンス・コンピューティン
グ・インフラ（HPCI）として連携し、計算機資源
として提供されています。
https://www.hpci-office.jp/

サイバーメディアセンターは情報通信研究機構、関西大
学、関西学院大学、大阪電気通信大学、バイオグリッドセ
ンター関西、コンソーシアム関西、サイバー関西プロジェ
クトと共同で大阪うめきたの知的創造拠点ナレッジキャピ
タルに大規模計算結果などの可視化によるアウトリーチと
共同研究、産学連携を目指したコラボレーションオフィス
“VisLab OSAKA”を開設しています。また、楽しく先端技
術に触れることのできる交流施設 The Labでは、可視化結
果や様々な研究成果をわかりやすく公開する展示やワーク
ショップを行っています。

学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点は、北海道
大学情報基盤センター、東北大学サイバーサイエンスセン
ター、東京大学情報基盤センター、東京工業大学学術国際
情報センター、名古屋大学情報基盤センター、京都大学学
術情報メディアセンター、大阪大学サイバーメディアセン
ター及び九州大学情報基盤研究開発センターの8つの共同
利用施設を構成拠点とし、東京大学情報基盤センターがそ
の中核拠点として機能する「ネットワーク型」共同利用・
共同研究拠点です。文部科学大臣の認定を受け、2010年4
月から本格的な活動を開始しました。
サイバーメディアセンターでは、ベクトル・スカラー混

在計算最適化、ベクトル・スカラー混成計算機連携運用技
術、大規模データ可視化技術に関する共同研究を推進して
います。
http://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/ja/

大阪大学サイバーメディアセンターを含む大学や法人が
スーパーコンピュータや大規模ストレージおよび「京」を
ネットワークで結び、利用者の多様なニーズに応える計算
機環境を実現する革新的ハイパフォーマンス・コンピュー
ティング・インフラ（HPCI）の構築を行っています。当
センターはこの中で特に、これらのスーパーコンピュータ
等をひとつのユーザアカウントにより利用することができ
る認証システムの研究開発に貢献しています。

産学連携推進を目的として、主に関西圏の企業と大学を
結ぶIT連携フォーラムOACISの活動を2002年より大学院情
報科学研究科とともに行っています。重要な技術課題を取
り上げて行う年2回のシンポジウム、基礎から先端にわた
るIT技術をわかりやすく解説するOACIS情報科学講座、要
請された課題について解説する技術座談会などの活動が特
徴です。

高校生のためのスーパーコンピューティングコンテス
ト（SuperCon）は、高校生チームを対象としたプログ
ラミングコンテストです。このコンテストは、東京工
業大学学術国際情報センターが1995年度から開催して
おり、サイバーメディアセンターは2005年度に共催と
して参画し、2007年度から共同主催者として実施して
います。
東工大と阪大が所有するスーパーコンピュータを実

際に使用して、与えられた課題の解答法をプログラミ
ングするという点、及び難易度の高い一つの問題に対
して４日間かけてプログラムを作成するという点が、
本コンテストの特徴です。初日にはベクトル化や並列
化の講義が東工大と阪大の会場で行われます。

コンテストの様子

スーパーコンピューティングコンテスト
（SuperCon）



2000年4月 サイバーメディアセンター設置 2007年1月 スーパーコンピュータ(SX-8R)、PCクラスタ導入
2001年1月 スーパーコンピュータ(SX-5)導入 2007年3月 汎用コンピュータシステム更新
2001年9月 電子図書館システム導入 2008年4月 高信頼基幹・全学ネットワークシステム(ODINS5)導入
2001年11月 高速キャンパスネットワークシステム(ODINS4)導入 2008年7月 スーパーコンピュータ(SX-9)導入
2002年1月 バイオグリッド基盤システム導入 2009年3月 教育用電子計算機システム更新
2002年3月 アプリケーションサーバサービス、 2009年6月 学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点として認定

統一アカウントシステム・ポータルシステム導入 (2010年4月開始）
2002年9月 豊中教育研究棟竣工 2010年10月 全学IT認証基盤(CA/RA)システム更新
2003年1月 データグリッド基盤システム導入 2012年10月 汎用コンピュータシステム更新
2005年3月 教育用電子計算機システム更新 2013年4月 大阪大学総合情報通信システム6期(ODINS6)導入
2006年4月 情報推進部設置(サイバーメディアセンターの事務担当)          2013年4月 情報推進機構設置
2006年10月 全学IT認証基盤(C /RA)システム導入

沿 革

組 織

情報処理教育センター 附属図書館

サイバーメディアセンター

情報推進機構

大型計算機センター

センター長 副センター長

現員（2013年10月1日現在）

*全学支援企画部門の兼任教員を含む

サイバーメディアセンター

研究部門

情報メディア教育研究部門

マルチメディア言語教育研究部門

大規模計算科学研究部門

コンピュータ実験科学研究部門

サイバーコミュニティ研究部門

先端ネットワーク環境研究部門

応用情報システム研究部門

全学支援企画部門（兼任）

教授会

広報委員会

高性能計算機システム委員会

その他センター各種委員会

全国共同利用
運営委員会

全学支援会議

情報基盤課

研究系システム班

教育系システム班

箕面キャンパス班

情報企画課

総務係

会計係

情報企画班

情報推進部長

教授 7

准教授 8

*講師 3

*助教 5

*特任教授（常勤） 1

特任講師（常勤） 1

特任助教（常勤） 1

特任研究員（常勤） 2

特任研究員 2

非常勤職員 3

合計 33

現員（2013年10月1日現在）

*技術職員9名（内数）

情報推進部

1981年4月 学内共同教育研究施設として設置
1982年2月 三菱電機の汎用機COSMO900Ⅱ導入
1982年4月 TSSを利用した情報処理教育開始
1987年2月 IBMの汎用計算機3090-200とPC

(5550)を用いた複合システムに更新
1992年3月 NeXTワークステーション388台を

中心とした分散システムに更新
1996年3月 ソニーのサーバー群とPC QuarterL

(NEXTSTEP搭載)500台に更新
2000年3月 IBMサーバー群とPC IntelliStation

E pro(Linux搭載)700台に更新
2000年3月末 改組

1931年5月 附属図書館設置
1988年9月 OPACサービス開始
1995年3月 学内LAN上でCD-ROM検索サービス

開始
1997年12月 WWW上での電子展示サービス開始

（懐徳堂）
1999年8月 西洋古版アジア地図の電子掲示サー

ビス開始
2000年3月末 一部改組

1962年4月 計算機センター発足
1967年4月 バッチサービス開始
1967年9月 NEAC2200モデル200、通信制御装置

及び周辺機器導入
1968年1月 阪大MAC(TSS)システムサービス開始
1969年4月 全国共同利用施設として大型計算機

センター設置
1972年3月 NEAC2200モデル700（1号機）、

NEAC2200モデル500導入
1986年6月 スーパーコンピュータSX-1サービス

開始
1994年3月 大阪大学総合情報通信システム

(ODINS)導入
1997年1月 スーパーコンピュータSX-4/64M2

サービス開始
1998年3月 演算サーバー ExemplarV2200/N

サービス開始
2000年3月 改組

部長 1

課長 2

*課長補佐 2

*専門職員 10

係長 2

*主任 3

*事務職員・その他職員 11

非常勤職員等 16

　　　　合計 47

A



グラウンド

文学、法学、経済学研究科

国際公共政策研究科、法経研究棟

附属図書館

全学教育推進機構

基礎工学研究科

理学研究科

サイバーメディアセンター豊中教育研究棟

サイバーメディアセンター豊中教育実習棟

柴原駅
大阪モノレール

至阪急石橋駅

至　阪急北千里駅

工学研究科

医学系研究科

歯学研究科

阪大本部

サイバーメディアセンター吹田本館

コンベンションセンター

バスターミナル

サイバーメディアセンター吹田教育実習棟

阪大病院前

大阪モノレール

大阪大学サイバーメディアセンター豊中教育研究棟

〒567-0047　大阪府茨木市美穂ヶ丘 5-1

TEL 06-6877-5111(代)  FAX 06-6879-8814

〒560-0043　大阪府豊中市待兼山町 1-32

TEL 06-6850-6111(代)  FAX 06-6850-6819

 http://www.cmc.osaka-u.ac.jp/
大阪大学サイバーメディアセンター

大阪大学サイバーメディアセンター吹田本館

大阪市街地エリア

新大阪

千里中央

新幹線

　伊丹空港

地下鉄御堂筋線

Toyonaka Campus 

Location

グラウンド

附属図書館

管理棟

B棟

A棟

サイバーメディアセンター箕面分室

福利会館

総合研究棟

彩都西駅

大阪モノレール

Suita Campus 

Minoh Campus 

〒562-8558　大阪府箕面市粟生間谷東8-1-1

TEL 072-730-5111(代)  FAX 072-730-5475

大阪大学サイバーメディアセンター箕面分室

C棟

彩都西駅

阪大病院前駅

豊中キャンパス 吹田キャンパス

柴原駅 大阪モノレール

箕面キャンパス


