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　情報基盤研究開発センターは、全国共同利用施設として大規模で高速な計算
環境による高度な計算サービスを学内外に提供するとともに、HPCIコンソーシアム
の一員として、京コンピュータを中核とした高性能計算基盤の構築を目指していま
す。また、個々の計算ニーズに応じたきめ細やかなチューニング支援や、最先端の
計算科学技術情報の蓄積と共有化を通じ、活発な研究者からなる「研究クラス
タ」の構築を推進しています。さらに、近隣の大学の計算機センターとの間で計算
サービスに関するアライアンス（同盟関係）を構築して、アライアンス全体での計算機
システム投資の効率化に取り組んでいます。
　利用者支援としては、線形計算、天文科学、高精度計算、分子科学、データ科
学等、スーパーコンピュータ利用者の専門分野に踏み込んで行っており、先駆的
科学計算に関するフォーラム・チュートリアルの開催、利用者の声を基にしたアプリ
ケーションソフトウェアの整備並びに利用者が新規に開発したソフトウェアの発掘・
整備を行っています。その成果をもとに、先端研究施設共用イノベーション創出事
業への展開を目指します。
　2017年度には箱崎キャンパスに設置していた4種類のスーパーコンピュータシス
テムの運用を終了し、伊都キャンパスに新たなスーパーコンピュータシステム「ITO
（いと）」を設置しました。ITOは最新のCPUによる高い演算性能を提供するのみ
ならず、GPUを搭載した計算ノードや大規模なフロントエンドシステムを備え、詳細な
電力モニタリング機構や本格的なパブリッククラウド連携の仕組みを導入した従来
にはない新しいスーパーコンピュータシステムです。
　情報基盤研究開発センターは、ITOを広く学内外の研究者に提供することによ
り、我が国の学術研究の基盤強化と新たな学術研究の展開に貢献します。

RIIT is one of the national academic supercomputer centers in Japan. It has
large and fast computer systems and offers advanced computing services to
university and non-university users. In addition to that, as a member of HPCI
in Japan, it is constructing an HPC Infrastructure, centered upon the
“K-computer”.
RIIT promotes the formation of specialized research clusters of active
researchers, by code-tuning supports tailored to cater to their individual
computing needs and accumulating the latest know-how on computational
science for common use. Furthermore, the institute is forming a computing
service alliance with the computer centers of neighboring universities and
investing collectively on efficient computing resources.
RIIT supports researchers of  various fields of science and technology by 
hosting events such as forums and tutorials, fulfilling requirements for 
specific applications, and maintaining user-developed software.
In FY2017, the new supercomputer system ITO has started its computational 
service at the new campus of the university, Ito. In addition to the latest 
general-purpose CPUs, this system also provides high-speed GPUs for specific 
calculations and large number of front-end nodes for interactive use. Besides, 
towards effective operation of the system, it consists facilities for monitoring 
power and for cooperation with public clouds. Through this system, ITO, RIIT 
contributes researchers in Japan, and also in the world, to accelerate their 
progress in their fields. 
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高精度土星磁気圏MHDシミュ
レーションによる磁気圏対流と
オーロラ発光の関係（色は赤道面
の磁場に平行方向の渦度。黒線
は磁力線。左図は極域の沿磁力
線構造。）

The relation of magnetospheric convection between the brightness of aurora
from the high resolution MHD simulation of Saturn’ s magnetosphere. The
color gives the vorticity parallel to the magnetic field. Magnetic field lines are
black. The left small panel is the polar distribution of FACs.

超並列計算向けフラグメント分子軌道法プログラム (OpenFMO) による、アデ
ノウイルスノブドメインの6-31G* 基底における 20480 並列までの全電子計算
結果(Fujitsu PRIMERGY CX400(旧システム)を使用)
Result of  execution times of total energy calculations up to 20480 
worker threads for Adenovirus KNOB domain of 6-31G* basis by 
massively parallel fragment molecular orbital program (OpenFMO) 
using a former system, Fujitsu PRIMERGY CX400.

Adenovirus
KNOB domain

16,764 atoms,
576 fragments
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サブシステムA/Subsystem A サブシステムB/Subsystem B
製品型番/Model Number Fujitsu PRIMERGY CX2550/CX2560 M4 Fujitsu PRIMERGY CX2570 M4
ピーク性能/Peak Performance 6.91 PFLOPS 3.05 PFLOPS
総主記憶容量/Total Main Memory DDR4 384 TB DDR4 49 TB + HBM2 8.19 TB
ノード数/Number of Nodes 2,000 nodes 128 nodes

演算ノード/Compute Node

Intel Xeon Gold 6154 (Skylake-SP) (3.0 GHz
(Turbo 3.7 GHz), 18 core)×2 sockets
DDR4 192 GiB

Intel Xeon Gold 6140 (Skylake-SP) (2.3 GHz (upto
3.7 GHz), 18 core), ×2 sockets
NVIDIA Tesla P100 (Pascal) (1,328 MHz (upto
1,480 MHz), 56 SM (3584 CUDA core)) HBM2 16
GiB × 4 sockets,
DDR4 384 GiB

総理論演算性能（サブシステムA+サブシステムB） / Total Peak Performance (SubsystemA + SubsystemB): 9.96 PFLOPS

基本フロントエンドノード/ Basic Front-
end nodes

大容量フロントエンドノード/Large Memory
Front-end nodes

製品型番/Model Number HPE DL380 Gen10 SGI UV 300
演算ノード/Compute Node Intel Xeon Gold 6140 (Skylake-SP)×2 / node Intel Xeon E7-8880 v4 (Broadwell-EX)×16 / node
総主記憶容量/Total Main Memory DDR4 384 GB/node DDR4 12TB/ node
ノード数/Number of Nodes 160 nodes (VM/Bare Metal) 4 nodes (VM/Bare Metal)
ストレージ / Storage : 24 PB (FEFS)
相互結合網/Interconnect : InfiniBand EDR

ORGANIZATION FOREWORDS
　情報通信技術（ICT : Information and Communication Technology）は、大学の教育・研究・
診療・支援業務を行う上で必要不可欠なものになっています。九州大学情報統括本部は、2007
年度の発足以来、九州大学における学内外へのICT関連サービスの基盤を担う組織として、学
生、職員、さらには学外関係者まで、九州大学のすべてのステークホルダーに、最良の情報環境を
提供することを使命に活動してきました。
　今後も世界最高水準の情報基盤を整備し、安全・安心・快適な教育・研究・診療・支援業務の
大学環境を支えて、学生や教職員が誇りに思うキャンパスづくりに努力してまいります。皆様のご
理解とご協力をお願い申し上げます。

Information and Communication Technology (ICT)　has 
become an indispensable infrastructure for education, 
research, medical care, and support services of 
universities. Kyushu University Information Infrastructure 
Initiative has provided ICT related basic services and 
environments to the inside and outside of Kyushu 
University since its establishment in FY2007, for the 
students, faculties, staffs and stakeholders.
We will continue to make efforts to improve the world's 
highest level information infrastructure to support the 
university activities of safe, secure and comfortable and 
to create our campus that students and faculties and 
staffs are proud of it.

　情報環境整備推進室の使命は、九州大学の情報基盤の運用と整備を推進することです。
2021年4月現在で、13室の事業室および1つのタスクフォースが本学の情報環境を支えています。
情報通信基盤となる有線と無線のKITEネットワーク、認証基盤としてのSSO-KID、ICカード職員
証・学生証、電子メールやオンライン会議環境の提供、教育情報システムおよびホスティングサービス
などの整備・運用、研究用スーパーコンピュータの利用支援、全学ソフトウェアとしてのマイクロソフト
製品やセキュリティ対策ソフトウェアの提供などを行っています。特に、近年ますます厳しさを増して
いるサイバー攻撃に対する対応や、災害時の対策も含め、利用者にわかりやすい情報提供や支
援サービスも強化してきました。今後も、情報環境整備を強力に進めてまいります。

The mission of the Working Groups for IT Environment is 
to operate and to improve information infrastructure at 
Kyushu University. Now, 13 working groups and 1 task 
force are supporting the information environment of the 
university. We provide the following services such as, 
wired and wireless KITE network as information 
communication basis, SSO-KID for authentication, IC 
cards for employee and student ID, e-mail and online 
meeting environments, educational information systems, 
hosting services, support service for supercomputers, 
providing Microsoft products and anti-virus. In particular, 
we have also strengthened information provision and 
support services of countermeasures against cyber 
attacks that are getting increasingly severe in recent 
years, and also countermeasures against emergencies of 
disasters. We will continue to improve the information 
environment in the future.

　情報基盤研究開発センターは、5つの研究部門体制により、情報通信の最先端技術を活用した教育・
研究を推進するとともに、全学の教育・研究活動への還元を進めています。本センターの資源を有効活
用することにより、様々な教育・研究活動が更に発展できるよう努めてまいります。
応用データ科学研究部門：データ科学を援用した学際研究と教育、および問題解決に資する研究開
発の推進
教育情報基盤研究部門：ICTを活用した学習支援システム、教材作成システム、遠隔講義システム等
の教育情報基盤に関わる研究開発を推進
先端サイバーネットワーク研究部門：ネットワークおよびセキュリティ技術の高度な研究開発を推進
先端計算科学研究部門：計算科学/計算機科学の研究を核として、幅広い学術応用分野の応用に
資する先端計算機利用の共通基盤技術開発を推進
情報システムセキュリティ研究部門：情報システムや情報資産を守るために、サイバー攻撃の検出・防御
手法、情報システムをセキュアにする設計・構築手法・運用手法に関する研究開発を推進
2019年度より学内の5つの全国共同利用・共同研究拠点である生体防御医学研究所、応用力学研

究所、先導物質化学研究所、マス・フォア・インダストリ研究所と連携して運営するユニークな附属汎オミクス
計測・計算科学センターを開設し、計測科学・データ科学・計算科学・数理科学を融合した「汎オミクス科学」
を推進するとともに、国際的な共同研究を推進する若手研究者の育成により、学術研究の深化と拡大に
貢献しています。

The Research Institute for Information Technologies (RIIT) 
promotes education and research development of 
computer science and related fields using the latest 
technologies in advanced information and 
communication, which boost various academic activities 
in our university. RIIT has five research divisions such as 
academic information structure, language education 
environment, learning space design, next generation and 
future network, interdisciplinary computational science 
and advanced computing infrastructure. In addition, the 
affiliated Pan-Omics Data-Driven Innovation Research 
Center (PDDIRECT) has been established from fiscal 2019. 
The affiliated center operates in collaboration with 
Institute of Mathematics for Industry, Medical Institute of 
Bioregulation, Research institute for Applied Mechanics, 
Institute for Materials Chemistry and Engineering, and 
RIIT, which are five joint usage / research centers in our 
university. PDDIRECT drives forward “Pan-Omics Science,” 
which integrates measurement science, data science, 
computational science, and mathematical science 
together, and fosters young researchers who promote 
international joint research to deepen and expand 
academic research.

　九州大学サイバーセキュリティセンターは、わが国あるいは国際的な課題であるサイバーセキュリ
ティの様々な問題を解決することを目的としています。研究面では外部資金を獲得し、海外の大
学とソサエティ5.0の重要な構成要素となるIoTをセキュアにする研究に取り組んでいます。教育
面では、九州大学の1年生全員が受講する講義「サイバーセキュリティ基礎論」を実施しています。
さらに、文科省の人材育成事業であるenpitに参画し、学部生、社会人を対象にした専門家の育
成教育の活動を行っています。ヤフージャパン、富士通株式会社や福岡県警などとの国内産官
連携を積極的に進めています。さらに海外の米国メリーランド大学ボルチモア校、豪州ニューサウス
ウェールズ大学、印国インド工科大学デリー校、英国ロンドン大学ロイヤルホロウェイ校と、サイバー
セキュリティに関する国際連携を推進し、サイバーセキュリティに関する教育・研究を幅広く持続的
に行っています。

The mission of Cybersecurity Center of Kyushu University 
is to solve the various issues and problems on 
cybersecurity in all of the world as well as Japan. As 
research, we focus on implementation of secure Society 
5.0 by secure IoT system. As education, we are charging 
of Cybersecurity Primary course as mandatory class for all 
of new students and join enpit project of MEXT and 
cultivate the Cybersecurity specialist for undergraduate 
students and adult students. We collaborate with Yahoo 
Japan, Fujitsu and Police of Fukuoka as the 
Industry-government-academia collaboration. We 
collaborate with UMBC(University of Maryland, Baltimore 
County), IITD(Indian Institute of Technology, Delhi), 
UNSW(University of New South Wales) and RHUL (Royal 
Holloway University of London), develops international 
education course, researches on advanced technologies 
for Secure IoT and AI, explores new area of Cybersecurity 
in social science such as laws for Cybersecurity and 
economics.

　情報システム部では、情報統括本部が提供する全学的な情報サービスについて、情報基盤研
究開発センター、サイバーセキュリティセンターの教員や他の部局の教職員と協力しながら、新たな
サービスの導入を行うとともに、安定した運用と利用者へのサポートを行っています。また、各種業
務用システムにおいては、ICTを活用した管理、運用を行っています。これらの活動にあっては、
情報統括本部全体で取り組んでいるISMS（Information Security Management System）の
考え方を意識し、安心で信頼できるサービスを目指して、改善に取り組んでいます。
　更に、CIOおよびCISOの方針に基づき、本学の情報政策の策定、その実現のための計画的
な情報環境の整備を事務的及び技術的な面から支援しています。

In the Department of Information Systems, we work for 
the Information Infrastructure Initiative's campus-wide 
information services by providing stable operations and 
supports users, and introducing new services. We are 
working in cooperation with the faculty of both the
Research Institution for Information Technology (RIIT) 
and Cybersecurity Center. We are also cooperating with 
faculty and staff of other organizations.
Further, we operate other campuses' business systems 
using ICT. With respect to the ISMS (Information Security 
Management System) spirit, we are engaged in providing 
more secure and trusted services in these operations. 
Furthermore, in accordance with CIO and CISO, we 
provide administrative and technical supports in 
formulating our university's information policy and 
develop an IT environment systematically to implement 
it as well.

情報統括本部長

石橋　達朗
Director of Information
Infrastructure Initiative
Tatsurou Ishibashi

情報統括本部副本部長・
情報環境整備推進室長（CIO）

谷口　倫一郎
Vice Director of Information
Infrastructure Initiative, 
Head of Working Groups for 
IT Environment, CIO
Rin-ichiro Taniguchi

情報基盤研究開発
センター長

小野　謙二
Director of Research
Institute for Information
Technology
Kenji Ono

サイバーセキュリティ
センター長（CISO）

岡村　耕二
Director of Cybersecurity 
Center, CISO
Koji Okamura

情報システム部長

平塚　昭仁
Director of Information System
Department
Akihito Hiratsuka
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情報基盤課
Information Technology 
Infrastructure Division

全学情報環境の整備・開発支援・管理
Maintenance and Support of 
IT environment in the university

全学情報環境の研究・開発・教育
Research, development and education of 
IT environment in the university

（本部事務局）（部局・全国共同利用施設）

全学情報環境整備の共同作業場
Liaison for construction and management of
IT environment in the university

情報企画課
Information Technology and 
Planning Division

情報環境整備推進室
Working Groups for IT Environment

情報環境整備推進室連絡会議
Liaison Council of the Working Groups

情報統括本部運営会議
Management Council

本部事務局
Administration Bureau

各部局
Other Organizations

附属図書館
University Library

病院
University Hospital

各教育研究施設
Educational Organizations

企画総務グループ
General Affairs and Planning 
Group

情報統括本部長 （総長）
Director of Information Infrastructure Initiative

参加
Join

情報システム部長（副ＣＩＯ）
Director of  Information  System 
Department

ＣＩＯ：最高情報責任者（情報統括役員）
ＣＩＳＯ：最高情報セキュリティ責任者

・HPC事業室
High Performance Computing

・ネットワーク事業室
Networking

・認証基盤事業室
Authentication and Authorization

・教育基盤事業室
Education Infrastructure

・学務教務支援事業室
Faculty Support

・ソフトウェア事業室
Software

・図書館連携事業室
Cooperation with Library

・広報事業室
Public Relation

・九大CSIRT
Kyudai Computer Security Incident 
Response Team

・情報共有基盤事業室
Collaborative Infrastructure

・ISMS運用事業室
ISMS

・ 情報セキュリティ対策基本計画事業室
Design of Information Security Threat
Protection

・クラウドサービス導入支援事業室
Cloud Service User Support

事 業 室 / Working Groups

・オンライン授業支援タスクフォース
Online Lecture Support
（2020.10.1～2022.3.31）

事務 ICT 支援グループ
Administration Bureau  
ICT Group

情報基盤グループ
Information Technology 
Infrastructure Group

情報管理室
Information Technology 
Management Group

2021/5/1

情報統括本部
Information Infrastructure Initiative

情報統括本部副本部長 (ＣＩＯ)
Vice Director of Information Infrastructure Initiative

情報政策委員会
Information Policy Committee 

教育研究評議会
Education and Research Council

参加
Join

情報基盤研究開発センター
Research Institute for Information Technology

情報システム部
Department of Information Systems

タスクフォース / Task Forces

派遣
Dispatch

参加
Join

情報統括本部長補佐 (ＣＩSＯ)
Vice Director of Information Infrastructure Initiative

海外連携部門
Department of International Collaboration

サイバーセキュリティの研究・教育・組織連携
Research, Education and Collaboration on Cybersecurity

（学内共同教育研究センター）

サイバーセキュリティセンター
Cybersecurity Center 

サイバーセキュリティ教育部門
Department of Education for Cybersecurity

社会情報研究部門
Department of Social Cybersecurity 

サイバーセキュリティセンター委員会
Committee of  Cybersecurity Center 

高度セキュリティ技術研究部門
Department of Advanced Technologies for Cybersecurity 

サイバーセキュリティセンター長
Director of Cybersecurity Center

全国共同利用運営委員会
Committee of National Joint use of Computers

教授会
Council of Professors

汎オミクス計測・計算科学センター
Pan-Omics Data-Driven Innovation Research Center 

（附属施設）

情報システムセキュリティ研究部門
Section of Cyber Security for Information Systems

応用データ科学研究部門
Section of Applied Data Science

教育情報基盤研究部門
Section of Educational Information

先端サイバーネットワーク研究部門
Section of Advanced Network and Security

先端計算科学研究部門
Section of Advanced Computational Science

応用オミクスデータ科学研究部門
Section of Applied Pan-Omics Data Science

情報基盤研究開発センター長（副ＣＩＯ）
Director of Research Institute for Information Technology

汎オミクスデータ解析研究部門
Section of Pan-Omics Data Analysis

汎オミクス数理モデリング研究部門
Section of Pan-Omics Mathematical Modeling

汎オミクス計測・計算科学研究部門
Section of Pan-Omics Data-Driven Innovation

汎オミクス共同研究推進部門
Section of Pan-Omics Collaboration

汎オミクス計測・計算科学センター運営委員会
Steering Committee of Pan-Omics Data-Driven Innovation 
Research Center

汎オミクス計測・計算科学センター長
Director of Pan-Omics Data-Driven Innovation Research Center

本部事務局・各部局等
Administration Bureau and Other Organizations
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環境による高度な計算サービスを学内外に提供するとともに、HPCIコンソーシアム
の一員として、京コンピュータを中核とした高性能計算基盤の構築を目指していま
す。また、個々の計算ニーズに応じたきめ細やかなチューニング支援や、最先端の
計算科学技術情報の蓄積と共有化を通じ、活発な研究者からなる「研究クラス
タ」の構築を推進しています。さらに、近隣の大学の計算機センターとの間で計算
サービスに関するアライアンス（同盟関係）を構築して、アライアンス全体での計算機
システム投資の効率化に取り組んでいます。
　利用者支援としては、線形計算、天文科学、高精度計算、分子科学、データ科
学等、スーパーコンピュータ利用者の専門分野に踏み込んで行っており、先駆的
科学計算に関するフォーラム・チュートリアルの開催、利用者の声を基にしたアプリ
ケーションソフトウェアの整備並びに利用者が新規に開発したソフトウェアの発掘・
整備を行っています。その成果をもとに、先端研究施設共用イノベーション創出事
業への展開を目指します。
　2017年度には箱崎キャンパスに設置していた4種類のスーパーコンピュータシス
テムの運用を終了し、伊都キャンパスに新たなスーパーコンピュータシステム「ITO
（いと）」を設置しました。ITOは最新のCPUによる高い演算性能を提供するのみ
ならず、GPUを搭載した計算ノードや大規模なフロントエンドシステムを備え、詳細な
電力モニタリング機構や本格的なパブリッククラウド連携の仕組みを導入した従来
にはない新しいスーパーコンピュータシステムです。
　情報基盤研究開発センターは、ITOを広く学内外の研究者に提供することによ
り、我が国の学術研究の基盤強化と新たな学術研究の展開に貢献します。

RIIT is one of the national academic supercomputer centers in Japan. It has
large and fast computer systems and offers advanced computing services to
university and non-university users. In addition to that, as a member of HPCI
in Japan, it is constructing an HPC Infrastructure, centered upon the
“K-computer”.
RIIT promotes the formation of specialized research clusters of active
researchers, by code-tuning supports tailored to cater to their individual
computing needs and accumulating the latest know-how on computational
science for common use. Furthermore, the institute is forming a computing
service alliance with the computer centers of neighboring universities and
investing collectively on efficient computing resources.
RIIT supports researchers of  various fields of science and technology by 
hosting events such as forums and tutorials, fulfilling requirements for 
specific applications, and maintaining user-developed software.
In FY2017, the new supercomputer system ITO has started its computational 
service at the new campus of the university, Ito. In addition to the latest 
general-purpose CPUs, this system also provides high-speed GPUs for specific 
calculations and large number of front-end nodes for interactive use. Besides, 
towards effective operation of the system, it consists facilities for monitoring 
power and for cooperation with public clouds. Through this system, ITO, RIIT 
contributes researchers in Japan, and also in the world, to accelerate their 
progress in their fields. 

九州大学情報統括本部 Information Infrastructure Initiative, Kyushu University
〒819-0395  福岡市西区元岡744　744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, Japan
Tel: +81-92-802-2614   Fax: +81-92-802-2630   E-mail: ogssyomu@jimu.kyushu-u.ac.jp

https://iii.kyushu-u.ac.jp/
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高精度土星磁気圏MHDシミュ
レーションによる磁気圏対流と
オーロラ発光の関係（色は赤道面
の磁場に平行方向の渦度。黒線
は磁力線。左図は極域の沿磁力
線構造。）

The relation of magnetospheric convection between the brightness of aurora
from the high resolution MHD simulation of Saturn’ s magnetosphere. The
color gives the vorticity parallel to the magnetic field. Magnetic field lines are
black. The left small panel is the polar distribution of FACs.

超並列計算向けフラグメント分子軌道法プログラム (OpenFMO) による、アデ
ノウイルスノブドメインの6-31G* 基底における 20480 並列までの全電子計算
結果(Fujitsu PRIMERGY CX400(旧システム)を使用)
Result of  execution times of total energy calculations up to 20480 
worker threads for Adenovirus KNOB domain of 6-31G* basis by 
massively parallel fragment molecular orbital program (OpenFMO)
using a former system, Fujitsu PRIMERGY CX400.
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サブシステムA/Subsystem A サブシステムB/Subsystem B
製品型番/Model Number Fujitsu PRIMERGY CX2550/CX2560M4 Fujitsu PRIMERGY CX2570M4
ピーク性能/Peak Performance 6.91 PFLOPS 3.05 PFLOPS
総主記憶容量/Total MainMemory DDR4 384 TB DDR4 49 TB +HBM2 8.19 TB
ノード数/Number of Nodes 2,000 nodes 128 nodes

演算ノード/Compute Node

Intel Xeon Gold 6154 (Skylake-SP) (3.0 GHz
(Turbo 3.7 GHz), 18 core)×2 sockets
DDR4 192GiB

Intel Xeon Gold 6140 (Skylake-SP) (2.3 GHz (upto
3.7 GHz), 18 core),×2 sockets
NVIDIA Tesla P100 (Pascal) (1,328MHz (upto
1,480MHz), 56 SM (3584 CUDA core)) HBM2 16
GiB× 4 sockets,
DDR4 384GiB

総理論演算性能（サブシステムA+サブシステムB） / Total Peak Performance (SubsystemA + SubsystemB): 9.96 PFLOPS

基本フロントエンドノード/ Basic Front-
end nodes

大容量フロントエンドノード/Large Memory
Front-end nodes

製品型番/Model Number HPE DL380Gen10 SGI UV 300
演算ノード/Compute Node Intel Xeon Gold 6140 (Skylake-SP)×2 / node Intel Xeon E7-8880 v4 (Broadwell-EX)×16 / node
総主記憶容量/Total MainMemory DDR4 384GB/node DDR4 12TB/ node
ノード数/Number of Nodes 160 nodes (VM/BareMetal) 4 nodes (VM/BareMetal)
ストレージ / Storage : 24 PB (FEFS)
相互結合網/Interconnect : InfiniBand EDR

ORGANIZATION FOREWORDS
　情報通信技術（ICT : Information and Communication Technology）は、大学の教育・研究・
診療・支援業務を行う上で必要不可欠なものになっています。九州大学情報統括本部は、2007
年度の発足以来、九州大学における学内外へのICT関連サービスの基盤を担う組織として、学
生、職員、さらには学外関係者まで、九州大学のすべてのステークホルダーに、最良の情報環境を
提供することを使命に活動してきました。
　今後も世界最高水準の情報基盤を整備し、安全・安心・快適な教育・研究・診療・支援業務の
大学環境を支えて、学生や教職員が誇りに思うキャンパスづくりに努力してまいります。皆様のご
理解とご協力をお願い申し上げます。

Information and Communication Technology (ICT)　has 
become an indispensable infrastructure for education, 
research, medical care, and support services of 
universities. Kyushu University Information Infrastructure 
Initiative has provided ICT related basic services and 
environments to the inside and outside of Kyushu 
University since its establishment in FY2007, for the 
students, faculties, staffs and stakeholders.
We will continue to make efforts to improve the world's 
highest level information infrastructure to support the 
university activities of safe, secure and comfortable and 
to create our campus that students and faculties and 
staffs are proud of it.

　情報環境整備推進室の使命は、九州大学の情報基盤の運用と整備を推進することです。
2021年4月現在で、13室の事業室および1つのタスクフォースが本学の情報環境を支えています。
情報通信基盤となる有線と無線のKITEネットワーク、認証基盤としてのSSO-KID、ICカード職員
証・学生証、電子メールやオンライン会議環境の提供、教育情報システムおよびホスティングサービス
などの整備・運用、研究用スーパーコンピュータの利用支援、全学ソフトウェアとしてのマイクロソフト
製品やセキュリティ対策ソフトウェアの提供などを行っています。特に、近年ますます厳しさを増して
いるサイバー攻撃に対する対応や、災害時の対策も含め、利用者にわかりやすい情報提供や支
援サービスも強化してきました。今後も、情報環境整備を強力に進めてまいります。

The mission of the Working Groups for IT Environment is 
to operate and to improve information infrastructure at 
Kyushu University. Now, 13 working groups and 1 task 
force are supporting the information environment of the 
university. We provide the following services such as, 
wired and wireless KITE network as information 
communication basis, SSO-KID for authentication, IC 
cards for employee and student ID, e-mail and online 
meeting environments, educational information systems, 
hosting services, support service for supercomputers, 
providing Microsoft products and anti-virus. In particular, 
we have also strengthened information provision and 
support services of countermeasures against cyber 
attacks that are getting increasingly severe in recent 
years, and also countermeasures against emergencies of 
disasters. We will continue to improve the information 
environment in the future.

　情報基盤研究開発センターは、5つの研究部門体制により、情報通信の最先端技術を活用した教育・
研究を推進するとともに、全学の教育・研究活動への還元を進めています。本センターの資源を有効活
用することにより、様々な教育・研究活動が更に発展できるよう努めてまいります。
応用データ科学研究部門：データ科学を援用した学際研究と教育、および問題解決に資する研究開
発の推進
教育情報基盤研究部門：ICTを活用した学習支援システム、教材作成システム、遠隔講義システム等
の教育情報基盤に関わる研究開発を推進
先端サイバーネットワーク研究部門：ネットワークおよびセキュリティ技術の高度な研究開発を推進
先端計算科学研究部門：計算科学/計算機科学の研究を核として、幅広い学術応用分野の応用に
資する先端計算機利用の共通基盤技術開発を推進
情報システムセキュリティ研究部門：情報システムや情報資産を守るために、サイバー攻撃の検出・防御
手法、情報システムをセキュアにする設計・構築手法・運用手法に関する研究開発を推進
2019年度より学内の5つの全国共同利用・共同研究拠点である生体防御医学研究所、応用力学研

究所、先導物質化学研究所、マス・フォア・インダストリ研究所と連携して運営するユニークな附属汎オミクス
計測・計算科学センターを開設し、計測科学・データ科学・計算科学・数理科学を融合した「汎オミクス科学」
を推進するとともに、国際的な共同研究を推進する若手研究者の育成により、学術研究の深化と拡大に
貢献しています。

The Research Institute for Information Technologies (RIIT) 
promotes education and research development of 
computer science and related fields using the latest 
technologies in advanced information and 
communication, which boost various academic activities 
in our university. RIIT has five research divisions such as 
academic information structure, language education 
environment, learning space design, next generation and 
future network, interdisciplinary computational science 
and advanced computing infrastructure. In addition, the 
affiliated Pan-Omics Data-Driven Innovation Research 
Center (PDDIRECT) has been established from fiscal 2019. 
The affiliated center operates in collaboration with 
Institute of Mathematics for Industry, Medical Institute of 
Bioregulation, Research institute for Applied Mechanics, 
Institute for Materials Chemistry and Engineering, and 
RIIT, which are five joint usage / research centers in our 
university. PDDIRECT drives forward “Pan-Omics Science,” 
which integrates measurement science, data science, 
computational science, and mathematical science 
together, and fosters young researchers who promote 
international joint research to deepen and expand 
academic research.

　九州大学サイバーセキュリティセンターは、わが国あるいは国際的な課題であるサイバーセキュリ
ティの様々な問題を解決することを目的としています。研究面では外部資金を獲得し、海外の大
学とソサエティ5.0の重要な構成要素となるIoTをセキュアにする研究に取り組んでいます。教育
面では、九州大学の1年生全員が受講する講義「サイバーセキュリティ基礎論」を実施しています。
さらに、文科省の人材育成事業であるenpitに参画し、学部生、社会人を対象にした専門家の育
成教育の活動を行っています。ヤフージャパン、富士通株式会社や福岡県警などとの国内産官
連携を積極的に進めています。さらに海外の米国メリーランド大学ボルチモア校、豪州ニューサウス
ウェールズ大学、印国インド工科大学デリー校、英国ロンドン大学ロイヤルホロウェイ校と、サイバー
セキュリティに関する国際連携を推進し、サイバーセキュリティに関する教育・研究を幅広く持続的
に行っています。

The mission of Cybersecurity Center of Kyushu University 
is to solve the various issues and problems on 
cybersecurity in all of the world as well as Japan. As 
research, we focus on implementation of secure Society 
5.0 by secure IoT system. As education, we are charging 
of Cybersecurity Primary course as mandatory class for all 
of new students and join enpit project of MEXT and 
cultivate the Cybersecurity specialist for undergraduate 
students and adult students. We collaborate with Yahoo 
Japan, Fujitsu and Police of Fukuoka as the 
Industry-government-academia collaboration. We 
collaborate with UMBC(University of Maryland, Baltimore 
County), IITD(Indian Institute of Technology, Delhi), 
UNSW(University of New South Wales) and RHUL (Royal 
Holloway University of London), develops international 
education course, researches on advanced technologies 
for Secure IoT and AI, explores new area of Cybersecurity 
in social science such as laws for Cybersecurity and 
economics.

　情報システム部では、情報統括本部が提供する全学的な情報サービスについて、情報基盤研
究開発センター、サイバーセキュリティセンターの教員や他の部局の教職員と協力しながら、新たな
サービスの導入を行うとともに、安定した運用と利用者へのサポートを行っています。また、各種業
務用システムにおいては、ICTを活用した管理、運用を行っています。これらの活動にあっては、
情報統括本部全体で取り組んでいるISMS（Information Security Management System）の
考え方を意識し、安心で信頼できるサービスを目指して、改善に取り組んでいます。
　更に、CIOおよびCISOの方針に基づき、本学の情報政策の策定、その実現のための計画的
な情報環境の整備を事務的及び技術的な面から支援しています。

In the Department of Information Systems, we work for 
the Information Infrastructure Initiative's campus-wide 
information services by providing stable operations and 
supports users, and introducing new services. We are 
working in cooperation with the faculty of both the
Research Institution for Information Technology (RIIT) 
and Cybersecurity Center. We are also cooperating with 
faculty and staff of other organizations.
Further, we operate other campuses' business systems 
using ICT. With respect to the ISMS (Information Security 
Management System) spirit, we are engaged in providing 
more secure and trusted services in these operations. 
Furthermore, in accordance with CIO and CISO, we 
provide administrative and technical supports in 
formulating our university's information policy and 
develop an IT environment systematically to implement 
it as well.

情報統括本部長

石橋　達朗
Director of Information
Infrastructure Initiative
Tatsuro Ishibashi

情報統括本部副本部長・
情報環境整備推進室長（CIO）

谷口　倫一郎
Vice Director of Information
Infrastructure Initiative, 
Head of Working Groups for 
IT Environment, CIO
Rin-ichiro Taniguchi

情報基盤研究開発
センター長

小野　謙二
Director of Research
Institute for Information
Technology
Kenji Ono

サイバーセキュリティ
センター長（CISO）

岡村　耕二
Director of Cybersecurity 
Center, CISO
Koji Okamura

情報システム部長

平塚　昭仁
Director of Information System
Department
Akihito Hiratsuka
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情報基盤課
Information Technology
Infrastructure Division

全学情報環境の整備・開発支援・管理
Maintenance and Support of
IT environment in the university

全学情報環境の研究・開発・教育
Research, development and education of
IT environment in the university

（本部事務局）（部局・全国共同利用施設）

全学情報環境整備の共同作業場
Liaison for construction and management of
IT environment in the university

情報企画課
Information Technology and 
Planning Division

情報環境整備推進室
Working Groups for IT Environment

情報環境整備推進室連絡会議
Liaison Council of the Working Groups

情報統括本部運営会議
Management Council

本部事務局
Administration Bureau

各部局
Other Organizations

附属図書館
University Library

病院
University Hospital

各教育研究施設
Educational Organizations

企画総務グループ
General Affairs and Planning 
Group

情報統括本部長 （総長）
Director of Information Infrastructure Initiative

参加
Join

情報システム部長（副ＣＩＯ）
Director of Information System
Department

ＣＩＯ：最高情報責任者（情報統括役員）
ＣＩＳＯ：最高情報セキュリティ責任者

・HPC事業室
High Performance Computing

・ネットワーク事業室
Networking

・認証基盤事業室
Authentication and Authorization

・教育基盤事業室
Education Infrastructure

・学務教務支援事業室
Faculty Support

・ソフトウェア事業室
Software

・図書館連携事業室
Cooperation with Library

・広報事業室
Public Relation

・九大CSIRT
Kyudai Computer Security Incident 
Response Team

・情報共有基盤事業室
Collaborative Infrastructure

・ISMS運用事業室
ISMS

・ 情報セキュリティ対策基本計画事業室
Design of Information Security Threat
Protection

・クラウドサービス導入支援事業室
Cloud Service User Support

事 業 室 / Working Groups

・オンライン授業支援タスクフォース
Online Lecture Support
（2020.10.1～2022.3.31）

事務 ICT 支援グループ
Administration Bureau
ICT Group

情報基盤グループ
Information Technology
Infrastructure Group

情報管理室
Information Technology
Management Group
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情報統括本部
Information Infrastructure Initiative

情報統括本部副本部長 (ＣＩＯ)
Vice Director of Information Infrastructure Initiative

情報政策委員会
Information Policy Committee 

教育研究評議会
Education and Research Council
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情報基盤研究開発センター
Research Institute for Information Technology

情報システム部
Department of Information Systems

タスクフォース / Task Forces

派遣
Dispatch

参加
Join

情報統括本部長補佐 (ＣＩSＯ)
Vice Director of Information Infrastructure Initiative

海外連携部門
Department of International Collaboration

サイバーセキュリティの研究・教育・組織連携
Research, Education and Collaboration on Cybersecurity

（学内共同教育研究センター）

サイバーセキュリティセンター
Cybersecurity Center

サイバーセキュリティ教育部門
Department of Education for Cybersecurity

社会情報研究部門
Department of Social Cybersecurity

サイバーセキュリティセンター委員会
Committee of Cybersecurity Center

高度セキュリティ技術研究部門
Department of Advanced Technologies for Cybersecurity

サイバーセキュリティセンター長
Director of Cybersecurity Center

全国共同利用運営委員会
Committee of National Joint use of Computers

教授会
Council of Professors

汎オミクス計測・計算科学センター
Pan-Omics Data-Driven Innovation Research Center

（附属施設）

情報システムセキュリティ研究部門
Section of Cyber Security for Information Systems

応用データ科学研究部門
Section of Applied Data Science

教育情報基盤研究部門
Section of Educational Information

先端サイバーネットワーク研究部門
Section of Advanced Network and Security

先端計算科学研究部門
Section of Advanced Computational Science

応用オミクスデータ科学研究部門
Section of Applied Pan-Omics Data Science

情報基盤研究開発センター長（副ＣＩＯ）
Director of Research Institute for Information Technology

汎オミクスデータ解析研究部門
Section of Pan-Omics Data Analysis

汎オミクス数理モデリング研究部門
Section of Pan-Omics Mathematical Modeling

汎オミクス計測・計算科学研究部門
Section of Pan-Omics Data-Driven Innovation

汎オミクス共同研究推進部門
Section of Pan-Omics Collaboration

汎オミクス計測・計算科学センター運営委員会
Steering Committee of Pan-Omics Data-Driven Innovation
Research Center

汎オミクス計測・計算科学センター長
Director of Pan-Omics Data-Driven Innovation Research Center

本部事務局・各部局等
Administration Bureau and Other Organizations



EDUCATION 
　九州大学では、より効果的な教育・学習を実現するために、ICT（Information 
and Communication Technology）を活用した教育・学習を支援しています。その
ために、学生PC必携化を強力に推進するだけでなく、ICTを活用した教育・学習
を円滑に実施する上で必須なサーバ群（Web学習システム等）を管理・運用して
います。

　また、全ての学生が何時でも、何処でも、自分のペースで、制約なく学習できるよ
うに、VDIによるWindows 10やLinuxの仮想計算機環境をQUEENS（Kyushu 
University Educational ENvironment Services）として提供しています。

Our important mission is to provide the ICT (Information and Communication 
Technology) environment for education utilizing computers and networks. 
For this purpose, we have been promoting “ Bring Your Own Device” and 
maintain many servers such as the Web Learning System for effective 
education and learning with ICT.

We are also providing the VDI (Virtual Desktop Infrastructure) for Windows 10 
and Linux virtual machines as QUEENS (Kyushu University Educational 
ENvironment Services) for students to learn anytime, anywhere, without any 
restriction by themselves.

▲Moodle トップページ画面

▲QUEENS ポータル画面 ▲Mac OS X に置ける VDI 画像例

SERVICES
CAMPUS NETWORKING  
　九州大学の学内ネットワークである、九州大学総合情報伝達システム（KITE、
Kyushu university Integrated information Transmission Environment）は、
九州大学の構成員の通信インフラとして、電子メールやWebアクセスといったいわ
ゆるコモディティアクセスや高度な教育・研究に必要な通信が学内あるいは学外に
対して滞りなく行えるよう、世界レベルの先端的な高速ネットワーク環境を提供して
います。また、九大CSIRTによって安全で安心な情報通信基盤の運用が行われ
ています。

The Kyushu university Integrated-information Transmission Environment 
(KITE), a fast and robust campus network infrastructure, supports not only 
common network services such as email and the World Wide Web but also 
advanced communications for education and research.  The Kyushu 
University Computer Security Incident Response Team (Kyudai CSIRT) secures 
online activities.

高速基幹ネットワーク
　KITEは、データセンターを中心として、伊都、病院、筑紫、大橋キャンパスを
10Gbpsで接続した超高速ネットワークとしてのバックボーンおよび各キャンパス内を
網羅する高速キャンパスネットワークを提供しています。インターネットへは、SINET
と40Gbpsで接続しており、BGPを用いた経路制御で超高速かつ柔軟な対外接
続をしています。

High-Speed Campus Backbone Network
KITE is composed of the 10 gigabits backbone network, which interconnects 
five main campuses: Ito,  Hospital, Kasuga, and Ohashi campuses via the 
university datacenter, and of high-speed branch networks which covers the 
whole campuses.  Internet access is provided with 40 Gbps connections via 
SINET by exchanging routing information using BGP.

全学無線ネットワーク
　1500台以上の無線基地局によって構成される全学無線ネットワークサービス
kitenetは、全キャンパスどこでも学内サービスを利用可能にしています。また、600
台以上の無線基地局によって構成される教育無線ネットワークサービスedunetは
教育用に高速通信サービスを提供しています。さらに、学内で、国際無線LAN
ローミング基盤eduroamが利用可能です。

Campus-Wide Wireless Services
A Wi-Fi service, kitenet, enables ubiquitous network access in the whole 
campus, served with over 1.5 thousand access points.  Another Wi-Fi service, 
edunet, provides high-speed wireless access for education by over six 
hundred access points.  An international roaming service, eduroam, is also 
available.

全学 SPAM・脅威メール対策サーバ
　メールに含まれる脅威情報やSPAMメールへの対策として、脅威情報の自動
除去とSPAMメールの警告ができる機能をもったメールサーバをサービスしていま
す。これにより、学内に最新のウイルスに対して脆弱な端末があっても、それらを保
護できます。また、警告によって利用者は、自分宛に来たSPAMメールの選別を容
易にできるようになります。

Anti-spam and Antivirus Email Filtering Service
As a measure against email threats, a mail filtering server is served to remove 
malware and to put warning marks onto spam and phishing messages.  This 
service helps endpoint protection of client computers and facilitates mail 
sorting of users.

サーバホスティング
　部局のメール、WebやDNS機能をサービスするサーバホスティングを提供してい
ます。このサービスにより、学内の情報資産管理にかかる時間や費用の効率化を
図っています。

Server Hosting
Email, web, and DNS hosting services are provided for campus organizations 
to reduce expense of individual IT services.

全学ファイアウォール
　全学ファイアウォールによってリアルタイムなセキュリティインシデント対策が行われ
ています。また、脅威情報の解析を外部の専門的な企業にアウトソースすることで、
気づきにくい攻撃への早期対策が可能になっています。

Gateway Firewall
Prevention and response against security incidents is carried out with 
monitoring external traffic at the gateway firewall.  Prompt response to 
advanced attacks is enabled by detailed analysis of firewall logs by an outside 
professional security operation center.

九大CSIRT(Computer Security Incident Response Team)
　九大CSIRTは、情報セキュリティインシデント等が発生した際の応急対応、調査
等の事後対策ならびに日々の情報セキュリティ状況の把握と情報インシデントの事
前防止など安全な九州大学サイバー空間の維持・強化に取り組んでいます。

Computer Security Incident Response Team (CSIRT)
Kyudai CSIRT intends to maintain and strengthen network security of the 
university, with engaged on daily inspection of network security, and 
emergent actions, follow-ups, and prevention against security incidents.

SOFTWARE  
　全学的に使用するソフトウェアの標準化、教育・研究
環境の整備、経費の節減、法令遵守を目的に、社会で
広く使用されているソフトウェアを一括して提供する体
制を整備しています。

●マイクロソフト製品
　マイクロソフト社から包括ライセンスを購入し、九州大
学の学生および教職員にWindows OSやOfficeツー
ルを無償で提供しています。さらに、クラウドサービスの
Microsoft 365（旧称Office 365）が利用できます。

●セキュリティ対策ソフトウェア
　トレンドマイクロ社からセキュリティ対策ソフトウェアの
包括ライセンスを購入し、学生および教職員に提供し
ています。

●Adobe製品
　Adobe社とCLP（Contractual License Program）
契約を締結し、九州大学の教職員がAdobe社のソフト
ウェアを購入する際にアカデミック価格よりも安価に購
入できるサービスを提供しています。
※Creative Cloud はサービス対象外

To offer standardized and convenient services to faculty
members and students, a campus-wide agreement with
software vendors was formed with Information 
Infrastructure Initiative to provide popular applications 
for free or at a lower cost.

●Microsoft Products
A comprehensive license was purchased from Microsoft
so that students and faculty members can install or
upgrade the Windows OS and Office tools free of
charge. Microsoft 365 (old name: 'Office 365'), a suite of 
online services is also available.

●Anti-Virus Software
Through Initiative III, Kyushu University purchases
licenses of the security software of TrendMicro Co. and
distributes them to the university students and faculty 
members.

●Adobe Products
Through Initiative III, Kyushu University signed a contract
with Adobe Co. through CLP (Contractual License
Program). With this contract, the products of Adobe Co.
can be purchased at a price lower than the academic
price. ※Except for the service of Creative Cloud

MAIL SERVICE  
“Primary Mail Service” is a service that provides a basic and 
official email environment for Kyushu University to all 
students and faculty members. In addition to providing 
daily email communication, emergency call and important 
notification will be sent to this email service. The service is 
provided by Microsoft 365 (old name: 'Office 365') Exchange 
Online. Users can use webmail and general email software 
to access the service. The size of the mailbox is 50GB. Email 
addresses are automatically assigned based on the user's 
real name.  Students can also use the student ID based mail 
address. Users are expected to use “File Sharing System” to 
avoid attaching huge files.

Online Storage  
　九州大学では、ネットワーク上に電子ファイルを保存できるオンラインストレージとして、複数のサービスが
利用できます。「OneDrive for Business」はMicrosoft 365のサービスの一つで、一人5TBの大容量
が利用できます。ただし、機密性が高いファイルは保存できません。「ファイル共有システム」は、情報統括
本部が管理するサーバーを使って提供しているサービスです。全構成員向けでメールへの添付ファイル
量を削減する目的の「Share」と、職員専用の「Archive」があります。Shareに保存したファイルは90日
後に自動的に削除されます。ファイルは大学ネットワーク内に保存されるので、機密性が高い情報を保存
できます。Archiveは端末の
学外への持ち出し時に盗難・
紛失対策として秘密情報の
端末への保存を避ける目的
でも利用できます。

We are providing several online storage services. OneDrive 
for Business in Microsoft 365 provides 5TB storage for each 
person, however you cannot store high confidential 
documents there. "File Sharing System" is another service 
which is provided by on-premise servers. There are two 
systems available. “Share” is for reducing email attachment 
whose retention period is 90 days (for both students and 
staff members), and “Archive” is for a long-term storage 
(only for staff members). They are suitable for exchanging 
sensitive information because we are operating them on 
premise. Also, you can use them to avoid storing 
personal/confidential information on your portable devices 
to reduce damage by theft/loss of devices.

　「全学基本メール」は、九州大学の全ての学生および教職員に基本的かつ公式な電子メール環境を
提供するものです。日常的なメール利用環境の提供に加えて、大学からの重要な連絡事項や、緊急時
の安否確認もこのメールアドレスに届きます。サービスはMicrosoft 365（旧称Office 365）のExchange 
Onlineで提供しており、Webメールと一般的なメールソフトで利用できます。一人当たりのメール保存容量
は100GBです。メールアドレスは英字氏名をベースとした物が自動的に割り当てられます。学生は学生番
号のメールアドレスも利用でき
ます。添付ファイルの送付に
は「ファイル共有システム」の
利用を推奨しています。
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ID MANAGEMENT AND SSO (SINGLE SIGN-ON)  

九州大学情報統括本部九州大学情報統括本部KYUSHU UNIVERSITYKYUSHU UNIVERSITY

iNFORMATION
iNFRASTRUCTURE
iNITIATIVE

　学内情報サービスの利便性・安全性・信用性の向上を目指して、全学共通認証基盤を整備して
います。利用者のID・パスワードを一元化することで煩雑さを解消し、更には安心かつ安全な情報
システムの利用および運用を可能とするものです。そのために、全学の構成員情報を保持するID
管理システムを運用し、それを用いて本学構成員（学生および教職員）へ九州大学全学共通
ID（SSO-KID）を発行しています。また、利用者認証用に、LDAPサーバ、マトリックス認証装置
（QMAX）、Shibboleth IdP認証サーバを動作させています。Shibbolethは学内でのSSOに使うだ
けでなく、世界の学術サービスでのSSOにも用いています。

To provide more security for IT services, the Information 
Infrastructure Initiative (iCube for short) constructed the campus 
authentication platform, and have been issuing “ SSO-KID” 
students and faculty members. The iCube has been integrating 
user authentication platform, and it can deliver user-friendly, 
trustworthy, and secure protected services. The iCube has the 
ID management system of all university staff and students. The 
iCube manages LDAP server, matrix password authentication 
server, and Shibboleth IdP server. The Shibboleth IdP is not 
only a university SSO platform but also world wide academic 
SSO platform.

SUPPORT FOR CAMPUS LIBRARY  
図書館システム支援
　図書館のWebサービス、業務システム、ネットワークの運用支援を行っています。特に、ｅリソースの
管理・提供に関する活動では、国内で先駆的な役割を果たしています。

Library System and Networks
We employ cutting-edge Technology for managing and
providing electronic resources as well as supporting operations
of the library web services, library systems, and networks.

学術コンテンツサービス支援
　電子ジャーナルなどの学術情報サービスを自宅や出張先からも利用できるように、リモートアクセス
サービスの運用を支援しています。

Scholarly Contents Services
We technically support the effective use of library’s scholarly 
contents. We provide the remote access to library resources 
from off-campus locations.

機関リポジトリ支援
　九州大学学術情報リポジトリ（QIR）は、九州大学の論文を保存し世界に公開することを目的とし
たシステムです。

QIR: Kyushu University Institutional Repository
QIR is a web-based system to archive academic papers 
published by the KU researchers and make them available 
via open access.

図書館での教育支援
　担当スタッフや図書館TA（Cuter）による学習支援や学内ICTサービスの利用支援を行って
います。

ICT Support in Library
We and Library Teaching Assistant (Cuter) support your 
learning activity and the ICT service use.

IC CARD
　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情報基盤VRICS（Value 
and Right Circulation Control System）に基づいたICカードです。全学共通ICカード1枚で様々
なサービスを利用できます。発行するカードの種類には、IC学生証、IC職員証、ゲストカードなどがあり
ます。

利用できるサービス
－図書館の入退館ゲート・自動図書貸出し
－建物・居室入出時の電子錠
－生協電子マネー
－車両入構ゲート

The campus IC card is based on VRICS (Value and Right Circulation 
Control System) intelligence infrastructure which was developed 
by the SLRC (System LSI Research Center) of Kyushu University. 
Types of cards are IC staff ID cards, IC student ID cards, guest 
cards, et al.

Available services are
－Customer card of Library
－Entrance key of buildings and rooms
－Electric money for University CO-OP shops
－Vehicle passage gates

全学共通 IC カード
（IC 職員証）

 IC staff ID card

全学共通 ID と
マトリックスパスワード
（IC 職員証・裏面）
ID and Matrix password 
(back of IC-staff card)



EDUCATION 
　九州大学では、より効果的な教育・学習を実現するために、ICT（Information 
and Communication Technology）を活用した教育・学習を支援しています。その
ために、学生PC必携化を強力に推進するだけでなく、ICTを活用した教育・学習
を円滑に実施する上で必須なサーバ群（Web学習システム等）を管理・運用して
います。

　また、全ての学生が何時でも、何処でも、自分のペースで、制約なく学習できるよ
うに、VDIによるWindows 10やLinuxの仮想計算機環境をQUEENS（Kyushu 
University Educational ENvironment Services）として提供しています。

Our important mission is to provide the ICT (Information and Communication 
Technology) environment for education utilizing computers and networks. 
For this purpose, we have been promoting “ Bring Your Own Device” and 
maintain many servers such as the Web Learning System for effective 
education and learning with ICT.

We are also providing the VDI (Virtual Desktop Infrastructure) for Windows 10 
and Linux virtual machines as QUEENS (Kyushu University Educational 
ENvironment Services) for students to learn anytime, anywhere, without any 
restriction by themselves.

▲Moodle トップページ画面

▲QUEENS ポータル画面 ▲Mac OS X に置ける VDI 画像例

SERVICES
CAMPUS NETWORKING  
　九州大学の学内ネットワークである、九州大学総合情報伝達システム（KITE、
Kyushu university Integrated information Transmission Environment）は、
九州大学の構成員の通信インフラとして、電子メールやWebアクセスといったいわ
ゆるコモディティアクセスや高度な教育・研究に必要な通信が学内あるいは学外に
対して滞りなく行えるよう、世界レベルの先端的な高速ネットワーク環境を提供して
います。また、九大CSIRTによって安全で安心な情報通信基盤の運用が行われ
ています。

The Kyushu university Integrated-information Transmission Environment 
(KITE), a fast and robust campus network infrastructure, supports not only 
common network services such as email and the World Wide Web but also 
advanced communications for education and research.  The Kyushu 
University Computer Security Incident Response Team (Kyudai CSIRT) secures 
online activities.

高速基幹ネットワーク
　KITEは、データセンターを中心として、伊都、病院、筑紫、大橋キャンパスを
10Gbpsで接続した超高速ネットワークとしてのバックボーンおよび各キャンパス内を
網羅する高速キャンパスネットワークを提供しています。インターネットへは、SINET
と40Gbpsで接続しており、BGPを用いた経路制御で超高速かつ柔軟な対外接
続をしています。

High-Speed Campus Backbone Network
KITE is composed of the 10 gigabits backbone network, which interconnects 
five main campuses: Ito,  Hospital, Kasuga, and Ohashi campuses via the 
university datacenter, and of high-speed branch networks which covers the 
whole campuses.  Internet access is provided with 40 Gbps connections via 
SINET by exchanging routing information using BGP.

全学無線ネットワーク
　1500台以上の無線基地局によって構成される全学無線ネットワークサービス
kitenetは、全キャンパスどこでも学内サービスを利用可能にしています。また、600
台以上の無線基地局によって構成される教育無線ネットワークサービスedunetは
教育用に高速通信サービスを提供しています。さらに、学内で、国際無線LAN
ローミング基盤eduroamが利用可能です。

Campus-Wide Wireless Services
A Wi-Fi service, kitenet, enables ubiquitous network access in the whole 
campus, served with over 1.5 thousand access points.  Another Wi-Fi service, 
edunet, provides high-speed wireless access for education by over six 
hundred access points.  An international roaming service, eduroam, is also 
available.

全学 SPAM・脅威メール対策サーバ
　メールに含まれる脅威情報やSPAMメールへの対策として、脅威情報の自動
除去とSPAMメールの警告ができる機能をもったメールサーバをサービスしていま
す。これにより、学内に最新のウイルスに対して脆弱な端末があっても、それらを保
護できます。また、警告によって利用者は、自分宛に来たSPAMメールの選別を容
易にできるようになります。

Anti-spam and Antivirus Email Filtering Service
As a measure against email threats, a mail filtering server is served to remove 
malware and to put warning marks onto spam and phishing messages.  This 
service helps endpoint protection of client computers and facilitates mail 
sorting of users.

サーバホスティング
　部局のメール、WebやDNS機能をサービスするサーバホスティングを提供してい
ます。このサービスにより、学内の情報資産管理にかかる時間や費用の効率化を
図っています。

Server Hosting
Email, web, and DNS hosting services are provided for campus organizations 
to reduce expense of individual IT services.

全学ファイアウォール
　全学ファイアウォールによってリアルタイムなセキュリティインシデント対策が行われ
ています。また、脅威情報の解析を外部の専門的な企業にアウトソースすることで、
気づきにくい攻撃への早期対策が可能になっています。

Gateway Firewall
Prevention and response against security incidents is carried out with 
monitoring external traffic at the gateway firewall.  Prompt response to 
advanced attacks is enabled by detailed analysis of firewall logs by an outside 
professional security operation center.

九大CSIRT(Computer Security Incident Response Team)
　九大CSIRTは、情報セキュリティインシデント等が発生した際の応急対応、調査
等の事後対策ならびに日々の情報セキュリティ状況の把握と情報インシデントの事
前防止など安全な九州大学サイバー空間の維持・強化に取り組んでいます。

Computer Security Incident Response Team (CSIRT)
Kyudai CSIRT intends to maintain and strengthen network security of the 
university, with engaged on daily inspection of network security, and 
emergent actions, follow-ups, and prevention against security incidents.

SOFTWARE  
　全学的に使用するソフトウェアの標準化、教育・研究
環境の整備、経費の節減、法令遵守を目的に、社会で
広く使用されているソフトウェアを一括して提供する体
制を整備しています。

●マイクロソフト製品
　マイクロソフト社から包括ライセンスを購入し、九州大
学の学生および教職員にWindows OSやOfficeツー
ルを無償で提供しています。さらに、クラウドサービスの
Microsoft 365（旧称Office 365）が利用できます。

●セキュリティ対策ソフトウェア
　トレンドマイクロ社からセキュリティ対策ソフトウェアの
包括ライセンスを購入し、学生および教職員に提供し
ています。

●Adobe製品
　Adobe社とCLP（Contractual License Program）
契約を締結し、九州大学の教職員がAdobe社のソフト
ウェアを購入する際にアカデミック価格よりも安価に購
入できるサービスを提供しています。
※Creative Cloud はサービス対象外

To offer standardized and convenient services to faculty
members and students, a campus-wide agreement with
software vendors was formed with Information 
Infrastructure Initiative to provide popular applications 
for free or at a lower cost.

●Microsoft Products
A comprehensive license was purchased from Microsoft
so that students and faculty members can install or
upgrade the Windows OS and Office tools free of
charge. Microsoft 365 (old name: 'Office 365'), a suite of 
online services is also available.

●Anti-Virus Software
Through Initiative III, Kyushu University purchases
licenses of the security software of TrendMicro Co. and
distributes them to the university students and faculty 
members.

●Adobe Products
Through Initiative III, Kyushu University signed a contract
with Adobe Co. through CLP (Contractual License
Program). With this contract, the products of Adobe Co.
can be purchased at a price lower than the academic
price. ※Except for the service of Creative Cloud

MAIL SERVICE  
“Primary Mail Service” is a service that provides a basic and 
official email environment for Kyushu University to all 
students and faculty members. In addition to providing 
daily email communication, emergency call and important 
notification will be sent to this email service. The service is 
provided by Microsoft 365 (old name: 'Office 365') Exchange 
Online. Users can use webmail and general email software 
to access the service. The size of the mailbox is 50GB. Email 
addresses are automatically assigned based on the user's 
real name.  Students can also use the student ID based mail 
address. Users are expected to use “File Sharing System” to 
avoid attaching huge files.

Online Storage  
　九州大学では、ネットワーク上に電子ファイルを保存できるオンラインストレージとして、複数のサービスが
利用できます。「OneDrive for Business」はMicrosoft 365のサービスの一つで、一人5TBの大容量
が利用できます。ただし、機密性が高いファイルは保存できません。「ファイル共有システム」は、情報統括
本部が管理するサーバーを使って提供しているサービスです。全構成員向けでメールへの添付ファイル
量を削減する目的の「Share」と、職員専用の「Archive」があります。Shareに保存したファイルは90日
後に自動的に削除されます。ファイルは大学ネットワーク内に保存されるので、機密性が高い情報を保存
できます。Archiveは端末の
学外への持ち出し時に盗難・
紛失対策として秘密情報の
端末への保存を避ける目的
でも利用できます。

We are providing several online storage services. OneDrive 
for Business in Microsoft 365 provides 5TB storage for each 
person, however you cannot store high confidential 
documents there. "File Sharing System" is another service 
which is provided by on-premise servers. There are two 
systems available. “Share” is for reducing email attachment 
whose retention period is 90 days (for both students and 
staff members), and “Archive” is for a long-term storage 
(only for staff members). They are suitable for exchanging 
sensitive information because we are operating them on 
premise. Also, you can use them to avoid storing 
personal/confidential information on your portable devices 
to reduce damage by theft/loss of devices.

　「全学基本メール」は、九州大学の全ての学生および教職員に基本的かつ公式な電子メール環境を
提供するものです。日常的なメール利用環境の提供に加えて、大学からの重要な連絡事項や、緊急時
の安否確認もこのメールアドレスに届きます。サービスはMicrosoft 365（旧称Office 365）のExchange 
Onlineで提供しており、Webメールと一般的なメールソフトで利用できます。一人当たりのメール保存容量
は100GBです。メールアドレスは英字氏名をベースとした物が自動的に割り当てられます。学生は学生番
号のメールアドレスも利用でき
ます。添付ファイルの送付に
は「ファイル共有システム」の
利用を推奨しています。
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iNFORMATION
iNFRASTRUCTURE
iNITIATIVE

　学内情報サービスの利便性・安全性・信用性の向上を目指して、全学共通認証基盤を整備して
います。利用者のID・パスワードを一元化することで煩雑さを解消し、更には安心かつ安全な情報
システムの利用および運用を可能とするものです。そのために、全学の構成員情報を保持するID
管理システムを運用し、それを用いて本学構成員（学生および教職員）へ九州大学全学共通
ID（SSO-KID）を発行しています。また、利用者認証用に、LDAPサーバ、マトリックス認証装置
（QMAX）、Shibboleth IdP認証サーバを動作させています。Shibbolethは学内でのSSOに使うだ
けでなく、世界の学術サービスでのSSOにも用いています。

To provide more security for IT services, the Information 
Infrastructure Initiative (iCube for short) constructed the campus 
authentication platform, and have been issuing “ SSO-KID” 
students and faculty members. The iCube has been integrating 
user authentication platform, and it can deliver user-friendly, 
trustworthy, and secure protected services. The iCube has the 
ID management system of all university staff and students. The 
iCube manages LDAP server, matrix password authentication 
server, and Shibboleth IdP server. The Shibboleth IdP is not 
only a university SSO platform but also world wide academic 
SSO platform.

SUPPORT FOR CAMPUS LIBRARY  
図書館システム支援
　図書館のWebサービス、業務システム、ネットワークの運用支援を行っています。特に、ｅリソースの
管理・提供に関する活動では、国内で先駆的な役割を果たしています。

Library System and Networks
We employ cutting-edge Technology for managing and
providing electronic resources as well as supporting operations
of the library web services, library systems, and networks.

学術コンテンツサービス支援
　電子ジャーナルなどの学術情報サービスを自宅や出張先からも利用できるように、リモートアクセス
サービスの運用を支援しています。

Scholarly Contents Services
We technically support the effective use of library’s scholarly 
contents. We provide the remote access to library resources 
from off-campus locations.

機関リポジトリ支援
　九州大学学術情報リポジトリ（QIR）は、九州大学の論文を保存し世界に公開することを目的とし
たシステムです。

QIR: Kyushu University Institutional Repository
QIR is a web-based system to archive academic papers 
published by the KU researchers and make them available 
via open access.

図書館での教育支援
　担当スタッフや図書館TA（Cuter）による学習支援や学内ICTサービスの利用支援を行って
います。

ICT Support in Library
We and Library Teaching Assistant (Cuter) support your 
learning activity and the ICT service use.

IC CARD
　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情報基盤VRICS（Value 
and Right Circulation Control System）に基づいたICカードです。全学共通ICカード1枚で様々
なサービスを利用できます。発行するカードの種類には、IC学生証、IC職員証、ゲストカードなどがあり
ます。

利用できるサービス
－図書館の入退館ゲート・自動図書貸出し
－建物・居室入出時の電子錠
－生協電子マネー
－車両入構ゲート

The campus IC card is based on VRICS (Value and Right Circulation 
Control System) intelligence infrastructure which was developed 
by the SLRC (System LSI Research Center) of Kyushu University. 
Types of cards are IC staff ID cards, IC student ID cards, guest 
cards, et al.

Available services are
－Customer card of Library
－Entrance key of buildings and rooms
－Electric money for University CO-OP shops
－Vehicle passage gates

全学共通 IC カード
（IC 職員証）

 IC staff ID card

全学共通 ID と
マトリックスパスワード
（IC 職員証・裏面）
ID and Matrix password 
(back of IC-staff card)



EDUCATION 
　九州大学では、より効果的な教育・学習を実現するために、ICT（Information 
and Communication Technology）を活用した教育・学習を支援しています。その
ために、学生PC必携化を強力に推進するだけでなく、ICTを活用した教育・学習
を円滑に実施する上で必須なサーバ群（Web学習システム等）を管理・運用して
います。

　また、全ての学生が何時でも、何処でも、自分のペースで、制約なく学習できるよ
うに、VDIによるWindows 10やLinuxの仮想計算機環境をQUEENS（Kyushu 
University Educational ENvironment Services）として提供しています。

Our important mission is to provide the ICT (Information and Communication 
Technology) environment for education utilizing computers and networks. 
For this purpose, we have been promoting “ Bring Your Own Device” and 
maintain many servers such as the Web Learning System for effective 
education and learning with ICT.

We are also providing the VDI (Virtual Desktop Infrastructure) for Windows 10 
and Linux virtual machines as QUEENS (Kyushu University Educational 
ENvironment Services) for students to learn anytime, anywhere, without any 
restriction by themselves.

▲Moodle トップページ画面

▲QUEENS ポータル画面 ▲Mac OS X に置ける VDI 画像例

SERVICES
CAMPUS NETWORKING  
　九州大学の学内ネットワークである、九州大学総合情報伝達システム（KITE、
Kyushu university Integrated information Transmission Environment）は、
九州大学の構成員の通信インフラとして、電子メールやWebアクセスといったいわ
ゆるコモディティアクセスや高度な教育・研究に必要な通信が学内あるいは学外に
対して滞りなく行えるよう、世界レベルの先端的な高速ネットワーク環境を提供して
います。また、九大CSIRTによって安全で安心な情報通信基盤の運用が行われ
ています。

The Kyushu university Integrated-information Transmission Environment 
(KITE), a fast and robust campus network infrastructure, supports not only 
common network services such as email and the World Wide Web but also 
advanced communications for education and research.  The Kyushu 
University Computer Security Incident Response Team (Kyudai CSIRT) secures 
online activities.

高速基幹ネットワーク
　KITEは、データセンターを中心として、伊都、病院、筑紫、大橋キャンパスを
10Gbpsで接続した超高速ネットワークとしてのバックボーンおよび各キャンパス内を
網羅する高速キャンパスネットワークを提供しています。インターネットへは、SINET
と40Gbpsで接続しており、BGPを用いた経路制御で超高速かつ柔軟な対外接
続をしています。

High-Speed Campus Backbone Network
KITE is composed of the 10 gigabits backbone network, which interconnects 
five main campuses: Ito,  Hospital, Kasuga, and Ohashi campuses via the 
university datacenter, and of high-speed branch networks which covers the 
whole campuses.  Internet access is provided with 40 Gbps connections via 
SINET by exchanging routing information using BGP.

全学無線ネットワーク
　1500台以上の無線基地局によって構成される全学無線ネットワークサービス
kitenetは、全キャンパスどこでも学内サービスを利用可能にしています。また、600
台以上の無線基地局によって構成される教育無線ネットワークサービスedunetは
教育用に高速通信サービスを提供しています。さらに、学内で、国際無線LAN
ローミング基盤eduroamが利用可能です。

Campus-Wide Wireless Services
A Wi-Fi service, kitenet, enables ubiquitous network access in the whole 
campus, served with over 1.5 thousand access points.  Another Wi-Fi service, 
edunet, provides high-speed wireless access for education by over six 
hundred access points.  An international roaming service, eduroam, is also 
available.

全学 SPAM・脅威メール対策サーバ
　メールに含まれる脅威情報やSPAMメールへの対策として、脅威情報の自動
除去とSPAMメールの警告ができる機能をもったメールサーバをサービスしていま
す。これにより、学内に最新のウイルスに対して脆弱な端末があっても、それらを保
護できます。また、警告によって利用者は、自分宛に来たSPAMメールの選別を容
易にできるようになります。

Anti-spam and Antivirus Email Filtering Service
As a measure against email threats, a mail filtering server is served to remove 
malware and to put warning marks onto spam and phishing messages.  This 
service helps endpoint protection of client computers and facilitates mail 
sorting of users.

サーバホスティング
　部局のメール、WebやDNS機能をサービスするサーバホスティングを提供してい
ます。このサービスにより、学内の情報資産管理にかかる時間や費用の効率化を
図っています。

Server Hosting
Email, web, and DNS hosting services are provided for campus organizations 
to reduce expense of individual IT services.

全学ファイアウォール
　全学ファイアウォールによってリアルタイムなセキュリティインシデント対策が行われ
ています。また、脅威情報の解析を外部の専門的な企業にアウトソースすることで、
気づきにくい攻撃への早期対策が可能になっています。

Gateway Firewall
Prevention and response against security incidents is carried out with 
monitoring external traffic at the gateway firewall.  Prompt response to 
advanced attacks is enabled by detailed analysis of firewall logs by an outside 
professional security operation center.

九大CSIRT(Computer Security Incident Response Team)
　九大CSIRTは、情報セキュリティインシデント等が発生した際の応急対応、調査
等の事後対策ならびに日々の情報セキュリティ状況の把握と情報インシデントの事
前防止など安全な九州大学サイバー空間の維持・強化に取り組んでいます。

Computer Security Incident Response Team (CSIRT)
Kyudai CSIRT intends to maintain and strengthen network security of the 
university, with engaged on daily inspection of network security, and 
emergent actions, follow-ups, and prevention against security incidents.

SOFTWARE  
　全学的に使用するソフトウェアの標準化、教育・研究
環境の整備、経費の節減、法令遵守を目的に、社会で
広く使用されているソフトウェアを一括して提供する体
制を整備しています。

●マイクロソフト製品
　マイクロソフト社から包括ライセンスを購入し、九州大
学の学生および教職員にWindows OSやOfficeツー
ルを無償で提供しています。さらに、クラウドサービスの
Microsoft 365（旧称Office 365）が利用できます。

●セキュリティ対策ソフトウェア
　トレンドマイクロ社からセキュリティ対策ソフトウェアの
包括ライセンスを購入し、学生および教職員に提供し
ています。

●Adobe製品
　Adobe社とCLP（Contractual License Program）
契約を締結し、九州大学の教職員がAdobe社のソフト
ウェアを購入する際にアカデミック価格よりも安価に購
入できるサービスを提供しています。
※Creative Cloud はサービス対象外

To offer standardized and convenient services to faculty
members and students, a campus-wide agreement with
software vendors was formed with Information 
Infrastructure Initiative to provide popular applications 
for free or at a lower cost.

●Microsoft Products
A comprehensive license was purchased from Microsoft
so that students and faculty members can install or
upgrade the Windows OS and Office tools free of
charge. Microsoft 365 (old name: 'Office 365'), a suite of 
online services is also available.

●Anti-Virus Software
Through Initiative III, Kyushu University purchases
licenses of the security software of TrendMicro Co. and
distributes them to the university students and faculty 
members.

●Adobe Products
Through Initiative III, Kyushu University signed a contract
with Adobe Co. through CLP (Contractual License
Program). With this contract, the products of Adobe Co.
can be purchased at a price lower than the academic
price. ※Except for the service of Creative Cloud

MAIL SERVICE  
“Primary Mail Service” is a service that provides a basic and 
official email environment for Kyushu University to all 
students and faculty members. In addition to providing 
daily email communication, emergency call and important 
notification will be sent to this email service. The service is 
provided by Microsoft 365 (old name: 'Office 365') Exchange 
Online. Users can use webmail and general email software 
to access the service. The size of the mailbox is 100GB. Email 
addresses are automatically assigned based on the user's 
real name.  Students can also use the student ID based mail 
address. Users are expected to use “File Sharing System” to 
avoid attaching huge files.

Online Storage  
　九州大学では、ネットワーク上に電子ファイルを保存できるオンラインストレージとして、複数のサービスが
利用できます。「OneDrive for Business」はMicrosoft 365のサービスの一つで、一人5TBの大容量
が利用できます。ただし、機密性が高いファイルは保存できません。「ファイル共有システム」は、情報統括
本部が管理するサーバーを使って提供しているサービスです。全構成員向けでメールへの添付ファイル
量を削減する目的の「Share」と、職員専用の「Archive」があります。Shareに保存したファイルは90日
後に自動的に削除されます。ファイルは大学ネットワーク内に保存されるので、機密性が高い情報を保存
できます。Archiveは端末の
学外への持ち出し時に盗難・
紛失対策として秘密情報の
端末への保存を避ける目的
でも利用できます。

We are providing several online storage services. OneDrive 
for Business in Microsoft 365 provides 5TB storage for each 
person, however you cannot store high confidential 
documents there. "File Sharing System" is another service 
which is provided by on-premise servers. There are two 
systems available. “Share” is for reducing email attachment 
whose retention period is 90 days (for both students and 
staff members), and “Archive” is for a long-term storage 
(only for staff members). They are suitable for exchanging 
sensitive information because we are operating them on 
premise. Also, you can use them to avoid storing 
personal/confidential information on your portable devices 
to reduce damage by theft/loss of devices.

　「全学基本メール」は、九州大学の全ての学生および教職員に基本的かつ公式な電子メール環境を
提供するものです。日常的なメール利用環境の提供に加えて、大学からの重要な連絡事項や、緊急時
の安否確認もこのメールアドレスに届きます。サービスはMicrosoft 365（旧称Office 365）のExchange 
Onlineで提供しており、Webメールと一般的なメールソフトで利用できます。一人当たりのメール保存容量
は100GBです。メールアドレスは英字氏名をベースとした物が自動的に割り当てられます。学生は学生番
号のメールアドレスも利用でき
ます。添付ファイルの送付に
は「ファイル共有システム」の
利用を推奨しています。
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iNFORMATION
iNFRASTRUCTURE
iNITIATIVE

　学内情報サービスの利便性・安全性・信用性の向上を目指して、全学共通認証基盤を整備して
います。利用者のID・パスワードを一元化することで煩雑さを解消し、更には安心かつ安全な情報
システムの利用および運用を可能とするものです。そのために、全学の構成員情報を保持するID
管理システムを運用し、それを用いて本学構成員（学生および教職員）へ九州大学全学共通
ID（SSO-KID）を発行しています。また、利用者認証用に、LDAPサーバ、マトリックス認証装置
（QMAX）、Shibboleth IdP認証サーバを動作させています。Shibbolethは学内でのSSOに使うだ
けでなく、世界の学術サービスでのSSOにも用いています。

To provide more security for IT services, the Information 
Infrastructure Initiative (iCube for short) constructed the campus 
authentication platform, and have been issuing “ SSO-KID” 
students and faculty members. The iCube has been integrating 
user authentication platform, and it can deliver user-friendly, 
trustworthy, and secure protected services. The iCube has the 
ID management system of all university staff and students. The 
iCube manages LDAP server, matrix password authentication 
server, and Shibboleth IdP server. The Shibboleth IdP is not 
only a university SSO platform but also world wide academic 
SSO platform.

SUPPORT FOR CAMPUS LIBRARY  
図書館システム支援
　図書館のWebサービス、業務システム、ネットワークの運用支援を行っています。特に、ｅリソースの
管理・提供に関する活動では、国内で先駆的な役割を果たしています。

Library System and Networks
We employ cutting-edge Technology for managing and
providing electronic resources as well as supporting operations
of the library web services, library systems, and networks.

学術コンテンツサービス支援
　電子ジャーナルなどの学術情報サービスを自宅や出張先からも利用できるように、リモートアクセス
サービスの運用を支援しています。

Scholarly Contents Services
We technically support the effective use of library’s scholarly 
contents. We provide the remote access to library resources 
from off-campus locations.

機関リポジトリ支援
　九州大学学術情報リポジトリ（QIR）は、九州大学の論文を保存し世界に公開することを目的とし
たシステムです。

QIR: Kyushu University Institutional Repository
QIR is a web-based system to archive academic papers 
published by the KU researchers and make them available 
via open access.

図書館での教育支援
　担当スタッフや図書館TA（Cuter）による学習支援や学内ICTサービスの利用支援を行って
います。

ICT Support in Library
We and Library Teaching Assistant (Cuter) support your 
learning activity and the ICT service use.

IC CARD
　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情報基盤VRICS（Value 
and Right Circulation Control System）に基づいたICカードです。全学共通ICカード1枚で様々
なサービスを利用できます。発行するカードの種類には、IC学生証、IC職員証、ゲストカードなどがあり
ます。

利用できるサービス
－図書館の入退館ゲート・自動図書貸出し
－建物・居室入出時の電子錠
－生協電子マネー
－車両入構ゲート

The campus IC card is based on VRICS (Value and Right Circulation 
Control System) intelligence infrastructure which was developed 
by the SLRC (System LSI Research Center) of Kyushu University. 
Types of cards are IC staff ID cards, IC student ID cards, guest 
cards, et al.

Available services are
－Customer card of Library
－Entrance key of buildings and rooms
－Electric money for University CO-OP shops
－Vehicle passage gates

全学共通 IC カード
（IC 職員証）

 IC staff ID card

全学共通 ID と
マトリックスパスワード
（IC 職員証・裏面）
ID and Matrix password 
(back of IC-staff card)



EDUCATION 
　九州大学では、より効果的な教育・学習を実現するために、ICT（Information 
and Communication Technology）を活用した教育・学習を支援しています。その
ために、学生PC必携化を強力に推進するだけでなく、ICTを活用した教育・学習
を円滑に実施する上で必須なサーバ群（Web学習システム等）を管理・運用して
います。

　また、全ての学生が何時でも、何処でも、自分のペースで、制約なく学習できるよ
うに、VDIによるWindows 10やLinuxの仮想計算機環境をQUEENS（Kyushu 
University Educational ENvironment Services）として提供しています。

Our important mission is to provide the ICT (Information and Communication 
Technology) environment for education utilizing computers and networks. 
For this purpose, we have been promoting “ Bring Your Own Device” and 
maintain many servers such as the Web Learning System for effective 
education and learning with ICT.

We are also providing the VDI (Virtual Desktop Infrastructure) for Windows 10 
and Linux virtual machines as QUEENS (Kyushu University Educational 
ENvironment Services) for students to learn anytime, anywhere, without any 
restriction by themselves.

▲Moodle トップページ画面

▲QUEENS ポータル画面 ▲Mac OS X に置ける VDI 画像例

SERVICES
CAMPUS NETWORKING  
　九州大学の学内ネットワークである、九州大学総合情報伝達システム（KITE、
Kyushu university Integrated information Transmission Environment）は、
九州大学の構成員の通信インフラとして、電子メールやWebアクセスといったいわ
ゆるコモディティアクセスや高度な教育・研究に必要な通信が学内あるいは学外に
対して滞りなく行えるよう、世界レベルの先端的な高速ネットワーク環境を提供して
います。また、九大CSIRTによって安全で安心な情報通信基盤の運用が行われ
ています。

The Kyushu university Integrated-information Transmission Environment 
(KITE), a fast and robust campus network infrastructure, supports not only 
common network services such as email and the World Wide Web but also 
advanced communications for education and research.  The Kyushu 
University Computer Security Incident Response Team (Kyudai CSIRT) secures 
online activities.

高速基幹ネットワーク
　KITEは、データセンターを中心として、伊都、病院、筑紫、大橋キャンパスを
10Gbpsで接続した超高速ネットワークとしてのバックボーンおよび各キャンパス内を
網羅する高速キャンパスネットワークを提供しています。インターネットへは、SINET
と40Gbpsで接続しており、BGPを用いた経路制御で超高速かつ柔軟な対外接
続をしています。

High-Speed Campus Backbone Network
KITE is composed of the 10 gigabits backbone network, which interconnects 
five main campuses: Ito,  Hospital, Kasuga, and Ohashi campuses via the 
university datacenter, and of high-speed branch networks which covers the 
whole campuses.  Internet access is provided with 40 Gbps connections via 
SINET by exchanging routing information using BGP.

全学無線ネットワーク
　1500台以上の無線基地局によって構成される全学無線ネットワークサービス
kitenetは、全キャンパスどこでも学内サービスを利用可能にしています。また、600
台以上の無線基地局によって構成される教育無線ネットワークサービスedunetは
教育用に高速通信サービスを提供しています。さらに、学内で、国際無線LAN
ローミング基盤eduroamが利用可能です。

Campus-Wide Wireless Services
A Wi-Fi service, kitenet, enables ubiquitous network access in the whole 
campus, served with over 1.5 thousand access points.  Another Wi-Fi service, 
edunet, provides high-speed wireless access for education by over six 
hundred access points.  An international roaming service, eduroam, is also 
available.

全学 SPAM・脅威メール対策サーバ
　メールに含まれる脅威情報やSPAMメールへの対策として、脅威情報の自動
除去とSPAMメールの警告ができる機能をもったメールサーバをサービスしていま
す。これにより、学内に最新のウイルスに対して脆弱な端末があっても、それらを保
護できます。また、警告によって利用者は、自分宛に来たSPAMメールの選別を容
易にできるようになります。

Anti-spam and Antivirus Email Filtering Service
As a measure against email threats, a mail filtering server is served to remove 
malware and to put warning marks onto spam and phishing messages.  This 
service helps endpoint protection of client computers and facilitates mail 
sorting of users.

サーバホスティング
　部局のメール、WebやDNS機能をサービスするサーバホスティングを提供してい
ます。このサービスにより、学内の情報資産管理にかかる時間や費用の効率化を
図っています。

Server Hosting
Email, web, and DNS hosting services are provided for campus organizations 
to reduce expense of individual IT services.

全学ファイアウォール
　全学ファイアウォールによってリアルタイムなセキュリティインシデント対策が行われ
ています。また、脅威情報の解析を外部の専門的な企業にアウトソースすることで、
気づきにくい攻撃への早期対策が可能になっています。

Gateway Firewall
Prevention and response against security incidents is carried out with 
monitoring external traffic at the gateway firewall.  Prompt response to 
advanced attacks is enabled by detailed analysis of firewall logs by an outside 
professional security operation center.

九大CSIRT(Computer Security Incident Response Team)
　九大CSIRTは、情報セキュリティインシデント等が発生した際の応急対応、調査
等の事後対策ならびに日々の情報セキュリティ状況の把握と情報インシデントの事
前防止など安全な九州大学サイバー空間の維持・強化に取り組んでいます。

Computer Security Incident Response Team (CSIRT)
Kyudai CSIRT intends to maintain and strengthen network security of the 
university, with engaged on daily inspection of network security, and 
emergent actions, follow-ups, and prevention against security incidents.

SOFTWARE  
　全学的に使用するソフトウェアの標準化、教育・研究
環境の整備、経費の節減、法令遵守を目的に、社会で
広く使用されているソフトウェアを一括して提供する体
制を整備しています。

●マイクロソフト製品
　マイクロソフト社から包括ライセンスを購入し、九州大
学の学生および教職員にWindows OSやOfficeツー
ルを無償で提供しています。さらに、クラウドサービスの
Microsoft 365（旧称Office 365）が利用できます。

●セキュリティ対策ソフトウェア
　トレンドマイクロ社からセキュリティ対策ソフトウェアの
包括ライセンスを購入し、学生および教職員に提供し
ています。

●Adobe製品
　Adobe社とCLP（Contractual License Program）
契約を締結し、九州大学の教職員がAdobe社のソフト
ウェアを購入する際にアカデミック価格よりも安価に購
入できるサービスを提供しています。
※Creative Cloud はサービス対象外

To offer standardized and convenient services to faculty
members and students, a campus-wide agreement with
software vendors was formed with Information 
Infrastructure Initiative to provide popular applications 
for free or at a lower cost.

●Microsoft Products
A comprehensive license was purchased from Microsoft
so that students and faculty members can install or
upgrade the Windows OS and Office tools free of
charge. Microsoft 365 (old name: 'Office 365'), a suite of 
online services is also available.

●Anti-Virus Software
Through Initiative III, Kyushu University purchases
licenses of the security software of TrendMicro Co. and
distributes them to the university students and faculty 
members.

●Adobe Products
Through Initiative III, Kyushu University signed a contract
with Adobe Co. through CLP (Contractual License
Program). With this contract, the products of Adobe Co.
can be purchased at a price lower than the academic
price. ※Except for the service of Creative Cloud

MAIL SERVICE  
“Primary Mail Service” is a service that provides a basic and 
official email environment for Kyushu University to all 
students and faculty members. In addition to providing 
daily email communication, emergency call and important 
notification will be sent to this email service. The service is 
provided by Microsoft 365 (old name: 'Office 365') Exchange 
Online. Users can use webmail and general email software 
to access the service. The size of the mailbox is 50GB. Email 
addresses are automatically assigned based on the user's 
real name.  Students can also use the student ID based mail 
address. Users are expected to use “File Sharing System” to 
avoid attaching huge files.

Online Storage  
　九州大学では、ネットワーク上に電子ファイルを保存できるオンラインストレージとして、複数のサービスが
利用できます。「OneDrive for Business」はMicrosoft 365のサービスの一つで、一人5TBの大容量
が利用できます。ただし、機密性が高いファイルは保存できません。「ファイル共有システム」は、情報統括
本部が管理するサーバーを使って提供しているサービスです。全構成員向けでメールへの添付ファイル
量を削減する目的の「Share」と、職員専用の「Archive」があります。Shareに保存したファイルは90日
後に自動的に削除されます。ファイルは大学ネットワーク内に保存されるので、機密性が高い情報を保存
できます。Archiveは端末の
学外への持ち出し時に盗難・
紛失対策として秘密情報の
端末への保存を避ける目的
でも利用できます。

We are providing several online storage services. OneDrive 
for Business in Microsoft 365 provides 5TB storage for each 
person, however you cannot store high confidential 
documents there. "File Sharing System" is another service 
which is provided by on-premise servers. There are two 
systems available. “Share” is for reducing email attachment 
whose retention period is 90 days (for both students and 
staff members), and “Archive” is for a long-term storage 
(only for staff members). They are suitable for exchanging 
sensitive information because we are operating them on 
premise. Also, you can use them to avoid storing 
personal/confidential information on your portable devices 
to reduce damage by theft/loss of devices.

　「全学基本メール」は、九州大学の全ての学生および教職員に基本的かつ公式な電子メール環境を
提供するものです。日常的なメール利用環境の提供に加えて、大学からの重要な連絡事項や、緊急時
の安否確認もこのメールアドレスに届きます。サービスはMicrosoft 365（旧称Office 365）のExchange 
Onlineで提供しており、Webメールと一般的なメールソフトで利用できます。一人当たりのメール保存容量
は100GBです。メールアドレスは英字氏名をベースとした物が自動的に割り当てられます。学生は学生番
号のメールアドレスも利用でき
ます。添付ファイルの送付に
は「ファイル共有システム」の
利用を推奨しています。

20212021

ID MANAGEMENT AND SSO (SINGLE SIGN-ON)  

九州大学情報統括本部九州大学情報統括本部KYUSHU UNIVERSITYKYUSHU UNIVERSITY

iNFORMATION
iNFRASTRUCTURE
iNITIATIVE

　学内情報サービスの利便性・安全性・信用性の向上を目指して、全学共通認証基盤を整備して
います。利用者のID・パスワードを一元化することで煩雑さを解消し、更には安心かつ安全な情報
システムの利用および運用を可能とするものです。そのために、全学の構成員情報を保持するID
管理システムを運用し、それを用いて本学構成員（学生および教職員）へ九州大学全学共通
ID（SSO-KID）を発行しています。また、利用者認証用に、LDAPサーバ、マトリックス認証装置
（QMAX）、Shibboleth IdP認証サーバを動作させています。Shibbolethは学内でのSSOに使うだ
けでなく、世界の学術サービスでのSSOにも用いています。

To provide more security for IT services, the Information 
Infrastructure Initiative (iCube for short) constructed the campus 
authentication platform, and have been issuing “ SSO-KID” 
students and faculty members. The iCube has been integrating 
user authentication platform, and it can deliver user-friendly, 
trustworthy, and secure protected services. The iCube has the 
ID management system of all university staff and students. The 
iCube manages LDAP server, matrix password authentication 
server, and Shibboleth IdP server. The Shibboleth IdP is not 
only a university SSO platform but also world wide academic 
SSO platform.

SUPPORT FOR CAMPUS LIBRARY  
図書館システム支援
　図書館のWebサービス、業務システム、ネットワークの運用支援を行っています。特に、ｅリソースの
管理・提供に関する活動では、国内で先駆的な役割を果たしています。

Library System and Networks
We employ cutting-edge Technology for managing and
providing electronic resources as well as supporting operations
of the library web services, library systems, and networks.

学術コンテンツサービス支援
　電子ジャーナルなどの学術情報サービスを自宅や出張先からも利用できるように、リモートアクセス
サービスの運用を支援しています。

Scholarly Contents Services
We technically support the effective use of library’s scholarly 
contents. We provide the remote access to library resources 
from off-campus locations.

機関リポジトリ支援
　九州大学学術情報リポジトリ（QIR）は、九州大学の論文を保存し世界に公開することを目的とし
たシステムです。

QIR: Kyushu University Institutional Repository
QIR is a web-based system to archive academic papers 
published by the KU researchers and make them available 
via open access.

図書館での教育支援
　担当スタッフや図書館TA（Cuter）による学習支援や学内ICTサービスの利用支援を行って
います。

ICT Support in Library
We and Library Teaching Assistant (Cuter) support your 
learning activity and the ICT service use.

IC CARD
　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情報基盤VRICS（Value 
and Right Circulation Control System）に基づいたICカードです。全学共通ICカード1枚で様々
なサービスを利用できます。発行するカードの種類には、IC学生証、IC職員証、ゲストカードなどがあり
ます。

利用できるサービス
－図書館の入退館ゲート・自動図書貸出し
－建物・居室入出時の電子錠
－生協電子マネー
－車両入構ゲート

The campus IC card is based on VRICS (Value and Right Circulation 
Control System) intelligence infrastructure which was developed 
by the SLRC (System LSI Research Center) of Kyushu University. 
Types of cards are IC staff ID cards, IC student ID cards, guest 
cards, et al.

Available services are
－Customer card of Library
－Entrance key of buildings and rooms
－Electric money for University CO-OP shops
－Vehicle passage gates

全学共通 IC カード
（IC 職員証）

 IC staff ID card

全学共通 ID と
マトリックスパスワード
（IC 職員証・裏面）
ID and Matrix password 
(back of IC-staff card)
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　情報基盤研究開発センターは、全国共同利用施設として大規模で高速な計算
環境による高度な計算サービスを学内外に提供するとともに、HPCIコンソーシアム
の一員として、京コンピュータを中核とした高性能計算基盤の構築を目指していま
す。また、個々の計算ニーズに応じたきめ細やかなチューニング支援や、最先端の
計算科学技術情報の蓄積と共有化を通じ、活発な研究者からなる「研究クラス
タ」の構築を推進しています。さらに、近隣の大学の計算機センターとの間で計算
サービスに関するアライアンス（同盟関係）を構築して、アライアンス全体での計算機
システム投資の効率化に取り組んでいます。
　利用者支援としては、線形計算、天文科学、高精度計算、分子科学、データ科
学等、スーパーコンピュータ利用者の専門分野に踏み込んで行っており、先駆的
科学計算に関するフォーラム・チュートリアルの開催、利用者の声を基にしたアプリ
ケーションソフトウェアの整備並びに利用者が新規に開発したソフトウェアの発掘・
整備を行っています。その成果をもとに、先端研究施設共用イノベーション創出事
業への展開を目指します。
　2017年度には箱崎キャンパスに設置していた4種類のスーパーコンピュータシス
テムの運用を終了し、伊都キャンパスに新たなスーパーコンピュータシステム「ITO
（いと）」を設置しました。ITOは最新のCPUによる高い演算性能を提供するのみ
ならず、GPUを搭載した計算ノードや大規模なフロントエンドシステムを備え、詳細な
電力モニタリング機構や本格的なパブリッククラウド連携の仕組みを導入した従来
にはない新しいスーパーコンピュータシステムです。
　情報基盤研究開発センターは、ITOを広く学内外の研究者に提供することによ
り、我が国の学術研究の基盤強化と新たな学術研究の展開に貢献します。

RIIT is one of the national academic supercomputer centers in Japan. It has
large and fast computer systems and offers advanced computing services to
university and non-university users. In addition to that, as a member of HPCI
in Japan, it is constructing an HPC Infrastructure, centered upon the
“K-computer”.
RIIT promotes the formation of specialized research clusters of active
researchers, by code-tuning supports tailored to cater to their individual
computing needs and accumulating the latest know-how on computational
science for common use. Furthermore, the institute is forming a computing
service alliance with the computer centers of neighboring universities and
investing collectively on efficient computing resources.
RIIT supports researchers of  various fields of science and technology by 
hosting events such as forums and tutorials, fulfilling requirements for 
specific applications, and maintaining user-developed software.
In FY2017, the new supercomputer system ITO has started its computational 
service at the new campus of the university, Ito. In addition to the latest 
general-purpose CPUs, this system also provides high-speed GPUs for specific 
calculations and large number of front-end nodes for interactive use. Besides, 
towards effective operation of the system, it consists facilities for monitoring 
power and for cooperation with public clouds. Through this system, ITO, RIIT 
contributes researchers in Japan, and also in the world, to accelerate their 
progress in their fields. 

九州大学情報統括本部   Information Infrastructure Initiative, Kyushu University
〒819-0395  福岡市西区元岡744　744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, Japan
Tel: +81-92-802-2614   Fax: +81-92-802-2630   E-mail: ogssyomu@jimu.kyushu-u.ac.jp

https://iii.kyushu-u.ac.jp/
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高精度土星磁気圏MHDシミュ
レーションによる磁気圏対流と
オーロラ発光の関係（色は赤道面
の磁場に平行方向の渦度。黒線
は磁力線。左図は極域の沿磁力
線構造。）

The relation of magnetospheric convection between the brightness of aurora
from the high resolution MHD simulation of Saturn’ s magnetosphere. The
color gives the vorticity parallel to the magnetic field. Magnetic field lines are
black. The left small panel is the polar distribution of FACs.

超並列計算向けフラグメント分子軌道法プログラム (OpenFMO) による、アデ
ノウイルスノブドメインの6-31G* 基底における 20480 並列までの全電子計算
結果(Fujitsu PRIMERGY CX400(旧システム)を使用)
Result of  execution times of total energy calculations up to 20480 
worker threads for Adenovirus KNOB domain of 6-31G* basis by 
massively parallel fragment molecular orbital program (OpenFMO) 
using a former system, Fujitsu PRIMERGY CX400.

Adenovirus
KNOB domain

16,764 atoms,
576 fragments
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サブシステムA/Subsystem A サブシステムB/Subsystem B
製品型番/Model Number Fujitsu PRIMERGY CX2550/CX2560 M4 Fujitsu PRIMERGY CX2570 M4
ピーク性能/Peak Performance 6.91 PFLOPS 3.05 PFLOPS
総主記憶容量/Total Main Memory DDR4 384 TB DDR4 49 TB + HBM2 8.19 TB
ノード数/Number of Nodes 2,000 nodes 128 nodes

演算ノード/Compute Node

Intel Xeon Gold 6154 (Skylake-SP) (3.0 GHz
(Turbo 3.7 GHz), 18 core)×2 sockets
DDR4 192 GiB

Intel Xeon Gold 6140 (Skylake-SP) (2.3 GHz (upto
3.7 GHz), 18 core), ×2 sockets
NVIDIA Tesla P100 (Pascal) (1,328 MHz (upto
1,480 MHz), 56 SM (3584 CUDA core)) HBM2 16
GiB × 4 sockets,
DDR4 384 GiB

総理論演算性能（サブシステムA+サブシステムB） / Total Peak Performance (SubsystemA + SubsystemB): 9.96 PFLOPS

基本フロントエンドノード/ Basic Front-
end nodes

大容量フロントエンドノード/Large Memory
Front-end nodes

製品型番/Model Number HPE DL380 Gen10 SGI UV 300
演算ノード/Compute Node Intel Xeon Gold 6140 (Skylake-SP)×2 / node Intel Xeon E7-8880 v4 (Broadwell-EX)×16 / node
総主記憶容量/Total Main Memory DDR4 384 GB/node DDR4 12TB/ node
ノード数/Number of Nodes 160 nodes (VM/Bare Metal) 4 nodes (VM/Bare Metal)
ストレージ / Storage : 24 PB (FEFS)
相互結合網/Interconnect : InfiniBand EDR

ORGANIZATION FOREWORDS
　情報通信技術（ICT : Information and Communication Technology）は、大学の教育・研究・
診療・支援業務を行う上で必要不可欠なものになっています。九州大学情報統括本部は、2007
年度の発足以来、九州大学における学内外へのICT関連サービスの基盤を担う組織として、学
生、職員、さらには学外関係者まで、九州大学のすべてのステークホルダーに、最良の情報環境を
提供することを使命に活動してきました。
　今後も世界最高水準の情報基盤を整備し、安全・安心・快適な教育・研究・診療・支援業務の
大学環境を支えて、学生や教職員が誇りに思うキャンパスづくりに努力してまいります。皆様のご
理解とご協力をお願い申し上げます。

Information and Communication Technology (ICT)　has 
become an indispensable infrastructure for education, 
research, medical care, and support services of 
universities. Kyushu University Information Infrastructure 
Initiative has provided ICT related basic services and 
environments to the inside and outside of Kyushu 
University since its establishment in FY2007, for the 
students, faculties, staffs and stakeholders.
We will continue to make efforts to improve the world's 
highest level information infrastructure to support the 
university activities of safe, secure and comfortable and 
to create our campus that students and faculties and 
staffs are proud of it.

　情報環境整備推進室の使命は、九州大学の情報基盤の運用と整備を推進することです。
2021年4月現在で、13室の事業室および1つのタスクフォースが本学の情報環境を支えています。
情報通信基盤となる有線と無線のKITEネットワーク、認証基盤としてのSSO-KID、ICカード職員
証・学生証、電子メールやオンライン会議環境の提供、教育情報システムおよびホスティングサービス
などの整備・運用、研究用スーパーコンピュータの利用支援、全学ソフトウェアとしてのマイクロソフト
製品やセキュリティ対策ソフトウェアの提供などを行っています。特に、近年ますます厳しさを増して
いるサイバー攻撃に対する対応や、災害時の対策も含め、利用者にわかりやすい情報提供や支
援サービスも強化してきました。今後も、情報環境整備を強力に進めてまいります。

The mission of the Working Groups for IT Environment is 
to operate and to improve information infrastructure at 
Kyushu University. Now, 13 working groups and 1 task 
force are supporting the information environment of the 
university. We provide the following services such as, 
wired and wireless KITE network as information 
communication basis, SSO-KID for authentication, IC 
cards for employee and student ID, e-mail and online 
meeting environments, educational information systems, 
hosting services, support service for supercomputers, 
providing Microsoft products and anti-virus. In particular, 
we have also strengthened information provision and 
support services of countermeasures against cyber 
attacks that are getting increasingly severe in recent 
years, and also countermeasures against emergencies of 
disasters. We will continue to improve the information 
environment in the future.

　情報基盤研究開発センターは、5つの研究部門体制により、情報通信の最先端技術を活用した教育・
研究を推進するとともに、全学の教育・研究活動への還元を進めています。本センターの資源を有効活
用することにより、様々な教育・研究活動が更に発展できるよう努めてまいります。
応用データ科学研究部門：データ科学を援用した学際研究と教育、および問題解決に資する研究開
発の推進
教育情報基盤研究部門：ICTを活用した学習支援システム、教材作成システム、遠隔講義システム等
の教育情報基盤に関わる研究開発を推進
先端サイバーネットワーク研究部門：ネットワークおよびセキュリティ技術の高度な研究開発を推進
先端計算科学研究部門：計算科学/計算機科学の研究を核として、幅広い学術応用分野の応用に
資する先端計算機利用の共通基盤技術開発を推進
情報システムセキュリティ研究部門：情報システムや情報資産を守るために、サイバー攻撃の検出・防御
手法、情報システムをセキュアにする設計・構築手法・運用手法に関する研究開発を推進
2019年度より学内の5つの全国共同利用・共同研究拠点である生体防御医学研究所、応用力学研

究所、先導物質化学研究所、マス・フォア・インダストリ研究所と連携して運営するユニークな附属汎オミクス
計測・計算科学センターを開設し、計測科学・データ科学・計算科学・数理科学を融合した「汎オミクス科学」
を推進するとともに、国際的な共同研究を推進する若手研究者の育成により、学術研究の深化と拡大に
貢献しています。

The Research Institute for Information Technologies (RIIT) 
promotes education and research development of 
computer science and related fields using the latest 
technologies in advanced information and 
communication, which boost various academic activities 
in our university. RIIT has five research divisions such as 
academic information structure, language education 
environment, learning space design, next generation and 
future network, interdisciplinary computational science 
and advanced computing infrastructure. In addition, the 
affiliated Pan-Omics Data-Driven Innovation Research 
Center (PDDIRECT) has been established from fiscal 2019. 
The affiliated center operates in collaboration with 
Institute of Mathematics for Industry, Medical Institute of 
Bioregulation, Research institute for Applied Mechanics, 
Institute for Materials Chemistry and Engineering, and 
RIIT, which are five joint usage / research centers in our 
university. PDDIRECT drives forward “Pan-Omics Science,” 
which integrates measurement science, data science, 
computational science, and mathematical science 
together, and fosters young researchers who promote 
international joint research to deepen and expand 
academic research.

　九州大学サイバーセキュリティセンターは、わが国あるいは国際的な課題であるサイバーセキュリ
ティの様々な問題を解決することを目的としています。研究面では外部資金を獲得し、海外の大
学とソサエティ5.0の重要な構成要素となるIoTをセキュアにする研究に取り組んでいます。教育
面では、九州大学の1年生全員が受講する講義「サイバーセキュリティ基礎論」を実施しています。
さらに、文科省の人材育成事業であるenpitに参画し、学部生、社会人を対象にした専門家の育
成教育の活動を行っています。ヤフージャパン、富士通株式会社や福岡県警などとの国内産官
連携を積極的に進めています。さらに海外の米国メリーランド大学ボルチモア校、豪州ニューサウス
ウェールズ大学、印国インド工科大学デリー校、英国ロンドン大学ロイヤルホロウェイ校と、サイバー
セキュリティに関する国際連携を推進し、サイバーセキュリティに関する教育・研究を幅広く持続的
に行っています。

The mission of Cybersecurity Center of Kyushu University 
is to solve the various issues and problems on 
cybersecurity in all of the world as well as Japan. As 
research, we focus on implementation of secure Society 
5.0 by secure IoT system. As education, we are charging 
of Cybersecurity Primary course as mandatory class for all 
of new students and join enpit project of MEXT and 
cultivate the Cybersecurity specialist for undergraduate 
students and adult students. We collaborate with Yahoo 
Japan, Fujitsu and Police of Fukuoka as the 
Industry-government-academia collaboration. We 
collaborate with UMBC(University of Maryland, Baltimore 
County), IITD(Indian Institute of Technology, Delhi), 
UNSW(University of New South Wales) and RHUL (Royal 
Holloway University of London), develops international 
education course, researches on advanced technologies 
for Secure IoT and AI, explores new area of Cybersecurity 
in social science such as laws for Cybersecurity and 
economics.

　情報システム部では、情報統括本部が提供する全学的な情報サービスについて、情報基盤研
究開発センター、サイバーセキュリティセンターの教員や他の部局の教職員と協力しながら、新たな
サービスの導入を行うとともに、安定した運用と利用者へのサポートを行っています。また、各種業
務用システムにおいては、ICTを活用した管理、運用を行っています。これらの活動にあっては、
情報統括本部全体で取り組んでいるISMS（Information Security Management System）の
考え方を意識し、安心で信頼できるサービスを目指して、改善に取り組んでいます。
　更に、CIOおよびCISOの方針に基づき、本学の情報政策の策定、その実現のための計画的
な情報環境の整備を事務的及び技術的な面から支援しています。

In the Department of Information Systems, we work for 
the Information Infrastructure Initiative's campus-wide 
information services by providing stable operations and 
supports users, and introducing new services. We are 
working in cooperation with the faculty of both the
Research Institution for Information Technology (RIIT) 
and Cybersecurity Center. We are also cooperating with 
faculty and staff of other organizations.
Further, we operate other campuses' business systems 
using ICT. With respect to the ISMS (Information Security 
Management System) spirit, we are engaged in providing 
more secure and trusted services in these operations. 
Furthermore, in accordance with CIO and CISO, we 
provide administrative and technical supports in 
formulating our university's information policy and 
develop an IT environment systematically to implement 
it as well.

情報統括本部長

石橋　達朗
Director of Information
Infrastructure Initiative
Tatsurou Ishibashi

情報統括本部副本部長・
情報環境整備推進室長（CIO）

谷口　倫一郎
Vice Director of Information
Infrastructure Initiative, 
Head of Working Groups for 
IT Environment, CIO
Rin-ichiro Taniguchi

情報基盤研究開発
センター長

小野　謙二
Director of Research
Institute for Information
Technology
Kenji Ono

サイバーセキュリティ
センター長（CISO）

岡村　耕二
Director of Cybersecurity 
Center, CISO
Koji Okamura

情報システム部長

平塚　昭仁
Director of Information System
Department
Akihito Hiratsuka
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情報基盤課
Information Technology 
Infrastructure Division

全学情報環境の整備・開発支援・管理
Maintenance and Support of 
IT environment in the university

全学情報環境の研究・開発・教育
Research, development and education of 
IT environment in the university

（本部事務局）（部局・全国共同利用施設）

全学情報環境整備の共同作業場
Liaison for construction and management of
IT environment in the university

情報企画課
Information Technology and 
Planning Division

情報環境整備推進室
Working Groups for IT Environment

情報環境整備推進室連絡会議
Liaison Council of the Working Groups

情報統括本部運営会議
Management Council

本部事務局
Administration Bureau

各部局
Other Organizations

附属図書館
University Library

病院
University Hospital

各教育研究施設
Educational Organizations

企画総務グループ
General Affairs and Planning 
Group

情報統括本部長 （総長）
Director of Information Infrastructure Initiative

参加
Join

情報システム部長（副ＣＩＯ）
Director of  Information  System 
Department

ＣＩＯ：最高情報責任者（情報統括役員）
ＣＩＳＯ：最高情報セキュリティ責任者

・HPC事業室
High Performance Computing

・ネットワーク事業室
Networking

・認証基盤事業室
Authentication and Authorization

・教育基盤事業室
Education Infrastructure

・学務教務支援事業室
Faculty Support

・ソフトウェア事業室
Software

・図書館連携事業室
Cooperation with Library

・広報事業室
Public Relation

・九大CSIRT
Kyudai Computer Security Incident 
Response Team

・情報共有基盤事業室
Collaborative Infrastructure

・ISMS運用事業室
ISMS

・ 情報セキュリティ対策基本計画事業室
Design of Information Security Threat
Protection

・クラウドサービス導入支援事業室
Cloud Service User Support

事 業 室 / Working Groups

・オンライン授業支援タスクフォース
Online Lecture Support
（2020.10.1～2022.3.31）

事務 ICT 支援グループ
Administration Bureau  
ICT Group

情報基盤グループ
Information Technology 
Infrastructure Group

情報管理室
Information Technology 
Management Group
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情報統括本部
Information Infrastructure Initiative

情報統括本部副本部長 (ＣＩＯ)
Vice Director of Information Infrastructure Initiative

情報政策委員会
Information Policy Committee 

教育研究評議会
Education and Research Council

参加
Join

情報基盤研究開発センター
Research Institute for Information Technology

情報システム部
Department of Information Systems

タスクフォース / Task Forces

派遣
Dispatch

参加
Join

情報統括本部長補佐 (ＣＩSＯ)
Vice Director of Information Infrastructure Initiative

海外連携部門
Department of International Collaboration

サイバーセキュリティの研究・教育・組織連携
Research, Education and Collaboration on Cybersecurity

（学内共同教育研究センター）

サイバーセキュリティセンター
Cybersecurity Center 

サイバーセキュリティ教育部門
Department of Education for Cybersecurity

社会情報研究部門
Department of Social Cybersecurity 

サイバーセキュリティセンター委員会
Committee of  Cybersecurity Center 

高度セキュリティ技術研究部門
Department of Advanced Technologies for Cybersecurity 

サイバーセキュリティセンター長
Director of Cybersecurity Center

全国共同利用運営委員会
Committee of National Joint use of Computers

教授会
Council of Professors

汎オミクス計測・計算科学センター
Pan-Omics Data-Driven Innovation Research Center 

（附属施設）

情報システムセキュリティ研究部門
Section of Cyber Security for Information Systems

応用データ科学研究部門
Section of Applied Data Science

教育情報基盤研究部門
Section of Educational Information

先端サイバーネットワーク研究部門
Section of Advanced Network and Security

先端計算科学研究部門
Section of Advanced Computational Science

応用オミクスデータ科学研究部門
Section of Applied Pan-Omics Data Science

情報基盤研究開発センター長（副ＣＩＯ）
Director of Research Institute for Information Technology

汎オミクスデータ解析研究部門
Section of Pan-Omics Data Analysis

汎オミクス数理モデリング研究部門
Section of Pan-Omics Mathematical Modeling

汎オミクス計測・計算科学研究部門
Section of Pan-Omics Data-Driven Innovation

汎オミクス共同研究推進部門
Section of Pan-Omics Collaboration

汎オミクス計測・計算科学センター運営委員会
Steering Committee of Pan-Omics Data-Driven Innovation 
Research Center

汎オミクス計測・計算科学センター長
Director of Pan-Omics Data-Driven Innovation Research Center

本部事務局・各部局等
Administration Bureau and Other Organizations
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　情報基盤研究開発センターは、全国共同利用施設として大規模で高速な計算
環境による高度な計算サービスを学内外に提供するとともに、HPCIコンソーシアム
の一員として、京コンピュータを中核とした高性能計算基盤の構築を目指していま
す。また、個々の計算ニーズに応じたきめ細やかなチューニング支援や、最先端の
計算科学技術情報の蓄積と共有化を通じ、活発な研究者からなる「研究クラス
タ」の構築を推進しています。さらに、近隣の大学の計算機センターとの間で計算
サービスに関するアライアンス（同盟関係）を構築して、アライアンス全体での計算機
システム投資の効率化に取り組んでいます。
　利用者支援としては、線形計算、天文科学、高精度計算、分子科学、データ科
学等、スーパーコンピュータ利用者の専門分野に踏み込んで行っており、先駆的
科学計算に関するフォーラム・チュートリアルの開催、利用者の声を基にしたアプリ
ケーションソフトウェアの整備並びに利用者が新規に開発したソフトウェアの発掘・
整備を行っています。その成果をもとに、先端研究施設共用イノベーション創出事
業への展開を目指します。
　2017年度には箱崎キャンパスに設置していた4種類のスーパーコンピュータシス
テムの運用を終了し、伊都キャンパスに新たなスーパーコンピュータシステム「ITO
（いと）」を設置しました。ITOは最新のCPUによる高い演算性能を提供するのみ
ならず、GPUを搭載した計算ノードや大規模なフロントエンドシステムを備え、詳細な
電力モニタリング機構や本格的なパブリッククラウド連携の仕組みを導入した従来
にはない新しいスーパーコンピュータシステムです。
　情報基盤研究開発センターは、ITOを広く学内外の研究者に提供することによ
り、我が国の学術研究の基盤強化と新たな学術研究の展開に貢献します。

RIIT is one of the national academic supercomputer centers in Japan. It has
large and fast computer systems and offers advanced computing services to
university and non-university users. In addition to that, as a member of HPCI
in Japan, it is constructing an HPC Infrastructure, centered upon the
“K-computer”.
RIIT promotes the formation of specialized research clusters of active
researchers, by code-tuning supports tailored to cater to their individual
computing needs and accumulating the latest know-how on computational
science for common use. Furthermore, the institute is forming a computing
service alliance with the computer centers of neighboring universities and
investing collectively on efficient computing resources.
RIIT supports researchers of  various fields of science and technology by 
hosting events such as forums and tutorials, fulfilling requirements for 
specific applications, and maintaining user-developed software.
In FY2017, the new supercomputer system ITO has started its computational 
service at the new campus of the university, Ito. In addition to the latest 
general-purpose CPUs, this system also provides high-speed GPUs for specific 
calculations and large number of front-end nodes for interactive use. Besides, 
towards effective operation of the system, it consists facilities for monitoring 
power and for cooperation with public clouds. Through this system, ITO, RIIT 
contributes researchers in Japan, and also in the world, to accelerate their 
progress in their fields. 

九州大学情報統括本部   Information Infrastructure Initiative, Kyushu University
〒819-0395  福岡市西区元岡744　744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, Japan
Tel: +81-92-802-2614   Fax: +81-92-802-2630   E-mail: ogssyomu@jimu.kyushu-u.ac.jp

https://iii.kyushu-u.ac.jp/
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高精度土星磁気圏MHDシミュ
レーションによる磁気圏対流と
オーロラ発光の関係（色は赤道面
の磁場に平行方向の渦度。黒線
は磁力線。左図は極域の沿磁力
線構造。）

The relation of magnetospheric convection between the brightness of aurora
from the high resolution MHD simulation of Saturn’ s magnetosphere. The
color gives the vorticity parallel to the magnetic field. Magnetic field lines are
black. The left small panel is the polar distribution of FACs.

超並列計算向けフラグメント分子軌道法プログラム (OpenFMO) による、アデ
ノウイルスノブドメインの6-31G* 基底における 20480 並列までの全電子計算
結果(Fujitsu PRIMERGY CX400(旧システム)を使用)
Result of  execution times of total energy calculations up to 20480 
worker threads for Adenovirus KNOB domain of 6-31G* basis by 
massively parallel fragment molecular orbital program (OpenFMO) 
using a former system, Fujitsu PRIMERGY CX400.

Adenovirus
KNOB domain

16,764 atoms,
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サブシステムA/Subsystem A サブシステムB/Subsystem B
製品型番/Model Number Fujitsu PRIMERGY CX2550/CX2560 M4 Fujitsu PRIMERGY CX2570 M4
ピーク性能/Peak Performance 6.91 PFLOPS 3.05 PFLOPS
総主記憶容量/Total Main Memory DDR4 384 TB DDR4 49 TB + HBM2 8.19 TB
ノード数/Number of Nodes 2,000 nodes 128 nodes

演算ノード/Compute Node

Intel Xeon Gold 6154 (Skylake-SP) (3.0 GHz
(Turbo 3.7 GHz), 18 core)×2 sockets
DDR4 192 GiB

Intel Xeon Gold 6140 (Skylake-SP) (2.3 GHz (upto
3.7 GHz), 18 core), ×2 sockets
NVIDIA Tesla P100 (Pascal) (1,328 MHz (upto
1,480 MHz), 56 SM (3584 CUDA core)) HBM2 16
GiB × 4 sockets,
DDR4 384 GiB

総理論演算性能（サブシステムA+サブシステムB） / Total Peak Performance (SubsystemA + SubsystemB): 9.96 PFLOPS

基本フロントエンドノード/ Basic Front-
end nodes

大容量フロントエンドノード/Large Memory
Front-end nodes

製品型番/Model Number HPE DL380 Gen10 SGI UV 300
演算ノード/Compute Node Intel Xeon Gold 6140 (Skylake-SP)×2 / node Intel Xeon E7-8880 v4 (Broadwell-EX)×16 / node
総主記憶容量/Total Main Memory DDR4 384 GB/node DDR4 12TB/ node
ノード数/Number of Nodes 160 nodes (VM/Bare Metal) 4 nodes (VM/Bare Metal)
ストレージ / Storage : 24 PB (FEFS)
相互結合網/Interconnect : InfiniBand EDR

ORGANIZATION FOREWORDS
　情報通信技術（ICT : Information and Communication Technology）は、大学の教育・研究・
診療・支援業務を行う上で必要不可欠なものになっています。九州大学情報統括本部は、2007
年度の発足以来、九州大学における学内外へのICT関連サービスの基盤を担う組織として、学
生、職員、さらには学外関係者まで、九州大学のすべてのステークホルダーに、最良の情報環境を
提供することを使命に活動してきました。
　今後も世界最高水準の情報基盤を整備し、安全・安心・快適な教育・研究・診療・支援業務の
大学環境を支えて、学生や教職員が誇りに思うキャンパスづくりに努力してまいります。皆様のご
理解とご協力をお願い申し上げます。

Information and Communication Technology (ICT)　has 
become an indispensable infrastructure for education, 
research, medical care, and support services of 
universities. Kyushu University Information Infrastructure 
Initiative has provided ICT related basic services and 
environments to the inside and outside of Kyushu 
University since its establishment in FY2007, for the 
students, faculties, staffs and stakeholders.
We will continue to make efforts to improve the world's 
highest level information infrastructure to support the 
university activities of safe, secure and comfortable and 
to create our campus that students and faculties and 
staffs are proud of it.

　情報環境整備推進室の使命は、九州大学の情報基盤の運用と整備を推進することです。
2021年4月現在で、13室の事業室および1つのタスクフォースが本学の情報環境を支えています。
情報通信基盤となる有線と無線のKITEネットワーク、認証基盤としてのSSO-KID、ICカード職員
証・学生証、電子メールやオンライン会議環境の提供、教育情報システムおよびホスティングサービス
などの整備・運用、研究用スーパーコンピュータの利用支援、全学ソフトウェアとしてのマイクロソフト
製品やセキュリティ対策ソフトウェアの提供などを行っています。特に、近年ますます厳しさを増して
いるサイバー攻撃に対する対応や、災害時の対策も含め、利用者にわかりやすい情報提供や支
援サービスも強化してきました。今後も、情報環境整備を強力に進めてまいります。

The mission of the Working Groups for IT Environment is 
to operate and to improve information infrastructure at 
Kyushu University. Now, 13 working groups and 1 task 
force are supporting the information environment of the 
university. We provide the following services such as, 
wired and wireless KITE network as information 
communication basis, SSO-KID for authentication, IC 
cards for employee and student ID, e-mail and online 
meeting environments, educational information systems, 
hosting services, support service for supercomputers, 
providing Microsoft products and anti-virus. In particular, 
we have also strengthened information provision and 
support services of countermeasures against cyber 
attacks that are getting increasingly severe in recent 
years, and also countermeasures against emergencies of 
disasters. We will continue to improve the information 
environment in the future.

　情報基盤研究開発センターは、5つの研究部門体制により、情報通信の最先端技術を活用した教育・
研究を推進するとともに、全学の教育・研究活動への還元を進めています。本センターの資源を有効活
用することにより、様々な教育・研究活動が更に発展できるよう努めてまいります。
応用データ科学研究部門：データ科学を援用した学際研究と教育、および問題解決に資する研究開
発の推進
教育情報基盤研究部門：ICTを活用した学習支援システム、教材作成システム、遠隔講義システム等
の教育情報基盤に関わる研究開発を推進
先端サイバーネットワーク研究部門：ネットワークおよびセキュリティ技術の高度な研究開発を推進
先端計算科学研究部門：計算科学/計算機科学の研究を核として、幅広い学術応用分野の応用に
資する先端計算機利用の共通基盤技術開発を推進
情報システムセキュリティ研究部門：情報システムや情報資産を守るために、サイバー攻撃の検出・防御
手法、情報システムをセキュアにする設計・構築手法・運用手法に関する研究開発を推進
2019年度より学内の5つの全国共同利用・共同研究拠点である生体防御医学研究所、応用力学研

究所、先導物質化学研究所、マス・フォア・インダストリ研究所と連携して運営するユニークな附属汎オミクス
計測・計算科学センターを開設し、計測科学・データ科学・計算科学・数理科学を融合した「汎オミクス科学」
を推進するとともに、国際的な共同研究を推進する若手研究者の育成により、学術研究の深化と拡大に
貢献しています。

The Research Institute for Information Technologies (RIIT) 
promotes education and research development of 
computer science and related fields using the latest 
technologies in advanced information and 
communication, which boost various academic activities 
in our university. RIIT has five research divisions such as 
academic information structure, language education 
environment, learning space design, next generation and 
future network, interdisciplinary computational science 
and advanced computing infrastructure. In addition, the 
affiliated Pan-Omics Data-Driven Innovation Research 
Center (PDDIRECT) has been established from fiscal 2019. 
The affiliated center operates in collaboration with 
Institute of Mathematics for Industry, Medical Institute of 
Bioregulation, Research institute for Applied Mechanics, 
Institute for Materials Chemistry and Engineering, and 
RIIT, which are five joint usage / research centers in our 
university. PDDIRECT drives forward “Pan-Omics Science,” 
which integrates measurement science, data science, 
computational science, and mathematical science 
together, and fosters young researchers who promote 
international joint research to deepen and expand 
academic research.

　九州大学サイバーセキュリティセンターは、わが国あるいは国際的な課題であるサイバーセキュリ
ティの様々な問題を解決することを目的としています。研究面では外部資金を獲得し、海外の大
学とソサエティ5.0の重要な構成要素となるIoTをセキュアにする研究に取り組んでいます。教育
面では、九州大学の1年生全員が受講する講義「サイバーセキュリティ基礎論」を実施しています。
さらに、文科省の人材育成事業であるenpitに参画し、学部生、社会人を対象にした専門家の育
成教育の活動を行っています。ヤフージャパン、富士通株式会社や福岡県警などとの国内産官
連携を積極的に進めています。さらに海外の米国メリーランド大学ボルチモア校、豪州ニューサウス
ウェールズ大学、印国インド工科大学デリー校、英国ロンドン大学ロイヤルホロウェイ校と、サイバー
セキュリティに関する国際連携を推進し、サイバーセキュリティに関する教育・研究を幅広く持続的
に行っています。

The mission of Cybersecurity Center of Kyushu University 
is to solve the various issues and problems on 
cybersecurity in all of the world as well as Japan. As 
research, we focus on implementation of secure Society 
5.0 by secure IoT system. As education, we are charging 
of Cybersecurity Primary course as mandatory class for all 
of new students and join enpit project of MEXT and 
cultivate the Cybersecurity specialist for undergraduate 
students and adult students. We collaborate with Yahoo 
Japan, Fujitsu and Police of Fukuoka as the 
Industry-government-academia collaboration. We 
collaborate with UMBC(University of Maryland, Baltimore 
County), IITD(Indian Institute of Technology, Delhi), 
UNSW(University of New South Wales) and RHUL (Royal 
Holloway University of London), develops international 
education course, researches on advanced technologies 
for Secure IoT and AI, explores new area of Cybersecurity 
in social science such as laws for Cybersecurity and 
economics.

　情報システム部では、情報統括本部が提供する全学的な情報サービスについて、情報基盤研
究開発センター、サイバーセキュリティセンターの教員や他の部局の教職員と協力しながら、新たな
サービスの導入を行うとともに、安定した運用と利用者へのサポートを行っています。また、各種業
務用システムにおいては、ICTを活用した管理、運用を行っています。これらの活動にあっては、
情報統括本部全体で取り組んでいるISMS（Information Security Management System）の
考え方を意識し、安心で信頼できるサービスを目指して、改善に取り組んでいます。
　更に、CIOおよびCISOの方針に基づき、本学の情報政策の策定、その実現のための計画的
な情報環境の整備を事務的及び技術的な面から支援しています。

In the Department of Information Systems, we work for 
the Information Infrastructure Initiative's campus-wide 
information services by providing stable operations and 
supports users, and introducing new services. We are 
working in cooperation with the faculty of both the
Research Institution for Information Technology (RIIT) 
and Cybersecurity Center. We are also cooperating with 
faculty and staff of other organizations.
Further, we operate other campuses' business systems 
using ICT. With respect to the ISMS (Information Security 
Management System) spirit, we are engaged in providing 
more secure and trusted services in these operations. 
Furthermore, in accordance with CIO and CISO, we 
provide administrative and technical supports in 
formulating our university's information policy and 
develop an IT environment systematically to implement 
it as well.

情報統括本部長

石橋　達朗
Director of Information
Infrastructure Initiative
Tatsurou Ishibashi

情報統括本部副本部長・
情報環境整備推進室長（CIO）

谷口　倫一郎
Vice Director of Information
Infrastructure Initiative, 
Head of Working Groups for 
IT Environment, CIO
Rin-ichiro Taniguchi

情報基盤研究開発
センター長

小野　謙二
Director of Research
Institute for Information
Technology
Kenji Ono

サイバーセキュリティ
センター長（CISO）

岡村　耕二
Director of Cybersecurity 
Center, CISO
Koji Okamura

情報システム部長

平塚　昭仁
Director of Information System
Department
Akihito Hiratsuka

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

情報基盤課
Information Technology 
Infrastructure Division

全学情報環境の整備・開発支援・管理
Maintenance and Support of 
IT environment in the university

全学情報環境の研究・開発・教育
Research, development and education of 
IT environment in the university

（本部事務局）（部局・全国共同利用施設）

全学情報環境整備の共同作業場
Liaison for construction and management of
IT environment in the university

情報企画課
Information Technology and 
Planning Division

情報環境整備推進室
Working Groups for IT Environment

情報環境整備推進室連絡会議
Liaison Council of the Working Groups

情報統括本部運営会議
Management Council

本部事務局
Administration Bureau

各部局
Other Organizations

附属図書館
University Library

病院
University Hospital

各教育研究施設
Educational Organizations

企画総務グループ
General Affairs and Planning 
Group

情報統括本部長 （総長）
Director of Information Infrastructure Initiative

参加
Join

情報システム部長（副ＣＩＯ）
Director of  Information  System 
Department

ＣＩＯ：最高情報責任者（情報統括役員）
ＣＩＳＯ：最高情報セキュリティ責任者

・HPC事業室
High Performance Computing

・ネットワーク事業室
Networking

・認証基盤事業室
Authentication and Authorization

・教育基盤事業室
Education Infrastructure

・学務教務支援事業室
Faculty Support

・ソフトウェア事業室
Software

・図書館連携事業室
Cooperation with Library

・広報事業室
Public Relation

・九大CSIRT
Kyudai Computer Security Incident 
Response Team

・情報共有基盤事業室
Collaborative Infrastructure

・ISMS運用事業室
ISMS

・ 情報セキュリティ対策基本計画事業室
Design of Information Security Threat
Protection

・クラウドサービス導入支援事業室
Cloud Service User Support

事 業 室 / Working Groups

・オンライン授業支援タスクフォース
Online Lecture Support
（2020.10.1～2022.3.31）

事務 ICT 支援グループ
Administration Bureau  
ICT Group

情報基盤グループ
Information Technology 
Infrastructure Group

情報管理室
Information Technology 
Management Group

2021/5/1

情報統括本部
Information Infrastructure Initiative

情報統括本部副本部長 (ＣＩＯ)
Vice Director of Information Infrastructure Initiative

情報政策委員会
Information Policy Committee 

教育研究評議会
Education and Research Council

参加
Join

情報基盤研究開発センター
Research Institute for Information Technology

情報システム部
Department of Information Systems

タスクフォース / Task Forces

派遣
Dispatch

参加
Join

情報統括本部長補佐 (ＣＩSＯ)
Vice Director of Information Infrastructure Initiative

海外連携部門
Department of International Collaboration

サイバーセキュリティの研究・教育・組織連携
Research, Education and Collaboration on Cybersecurity

（学内共同教育研究センター）

サイバーセキュリティセンター
Cybersecurity Center 

サイバーセキュリティ教育部門
Department of Education for Cybersecurity

社会情報研究部門
Department of Social Cybersecurity 

サイバーセキュリティセンター委員会
Committee of  Cybersecurity Center 

高度セキュリティ技術研究部門
Department of Advanced Technologies for Cybersecurity 

サイバーセキュリティセンター長
Director of Cybersecurity Center

全国共同利用運営委員会
Committee of National Joint use of Computers

教授会
Council of Professors

汎オミクス計測・計算科学センター
Pan-Omics Data-Driven Innovation Research Center 

（附属施設）

情報システムセキュリティ研究部門
Section of Cyber Security for Information Systems

応用データ科学研究部門
Section of Applied Data Science

教育情報基盤研究部門
Section of Educational Information

先端サイバーネットワーク研究部門
Section of Advanced Network and Security

先端計算科学研究部門
Section of Advanced Computational Science

応用オミクスデータ科学研究部門
Section of Applied Pan-Omics Data Science

情報基盤研究開発センター長（副ＣＩＯ）
Director of Research Institute for Information Technology

汎オミクスデータ解析研究部門
Section of Pan-Omics Data Analysis

汎オミクス数理モデリング研究部門
Section of Pan-Omics Mathematical Modeling

汎オミクス計測・計算科学研究部門
Section of Pan-Omics Data-Driven Innovation

汎オミクス共同研究推進部門
Section of Pan-Omics Collaboration

汎オミクス計測・計算科学センター運営委員会
Steering Committee of Pan-Omics Data-Driven Innovation 
Research Center

汎オミクス計測・計算科学センター長
Director of Pan-Omics Data-Driven Innovation Research Center

本部事務局・各部局等
Administration Bureau and Other Organizations
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