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本学の長年にわたる医用工学研究とサイバーセキュリティ研究の実績を融合し、セ
キュアなIoT医療機器システムの開発を行う生体医工学拠点を形成する。アジアから
の留学生も含めた人材育成を行い、十分に整備されていない環境でも使用可能で、メ
ンテナンス性の高い医療機器システムの開発を産官学が連携して実践する。「セキュ
アIoT生体医工学」＝「東京電機大学」を目指し、安全・安心・快適な社会の未来創
造に貢献する。
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グローバルIoT時代におけるセキュアかつ高度な生体医工学拠点の形成

医療・福祉機器開発・普及支援センター、サイバー・セキュリティ研究所、工学研究
科、理工学研究科、未来科学研究科、情報環境学研究科、先端科学技術研究科
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○
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２．事業内容（２ページ以内）

東京電機大学

（１）事業目的

　東京電機大学では「実学尊重」という建学の精神のもと、サイバーセキュリティ教育・研究・実用化等の実
績および生体医工学分野に関する教育・研究の実績を持ち、過去40年間にわたり医用工学に関するME公開講
座を行ってきた。これを踏まえ、本学ではブランディングのため「"安全"そして"安心"で"快適"な社会の未来
を創造する」というキャッチフレーズを設定し、本学の強みであるサイバーセキュリティ分野の実績および生
体医工学分野の実績を融合することで高度セキュアIoT医療機器システムの研究開発を行う。IoT技術を用いる

ことは、医療機器がStand aloneではなく外部と回線を通じて情報交換が可能となることも同時に意味する。そ

のためヒトの生命にかかわるIoT医療機器をウイルスなどによるサイバー攻撃から守るためには、サイバーセ

キュリティ技術の医療機器分野への導入は不可欠となる。それとともに研究開発された高度セキュアIoT医療
機器システムを国内のみならず、海外、特にアジアでの普及に貢献することができる人材育成を行う。
　本学の阪本捷房元学長は、日本生体医工学会（旧日本ME学会）の初代会長でもあることから、生体医工学

の研究・教育を行っている教員は約50人と、学内でもその比率は他分野に比べて高く、かつ他大学に比べても
非常に多い。そのため、本学で医用工学の研究が盛んであることは広く産学官で認識されている。このような
環境と実績を基に、研究ブランディング事業として、グローバルなIoT時代における安全・安心・高度な生体
医工学研究と人材育成を行う。従来、日本政府は東南アジアの新興国に対して病院建設等の支援を行い、多く
の日本製医療機器を設置してきている。しかし、現地では医療機器が故障した場合、多くは放置されて支援体
制の整った欧米企業の製品に順次置き換わるのが現状である。本事業はこのアジアの新興国で繰り返し生じる
「故障すると放置」という現状課題を解決するために、新興国の現地においても、保守・点検・修理を可能と
する現地仕様の医療機器の設計技術と、それを実現する人手をかけないIoT技術を活用したリモートメンテナ
ンス、モジュール化技術、セキュリティ技術等の新技術を医療機器専用に研究開発する事を目的とする。本事
業で得られる研究の成果を2015年より実施している国際化サイバーセキュリティ学特別コース（CySec）など
へ早期に反映し、学生や社会人が最先端の技術を学べるようにすることで、高度なセキュリティ人材の育成を
可能とする。実用化面からはセキュアIoTコンソーシアムを設置し、学内外での協力体制を確立し、学外の人

が医療機器を含むIoTシステムの開発において、機能の高度化やセキュリティ設計・検査を容易に行えるよう
にする。また、これらの技術を共有できる人材を育成することが、日本の医療機器産業発展の長期的視点から
極めて重要である。今回の研究ブランディング事業でこれらの課題を解決することにより、引き続き日本製医
療機器がアジアの新興国においても安全・安心に長期間安定して使用することができる。
　現在は、高品質、高性能な日本製医療機器であっても、故障に対するメンテナンス体制が不十分という大き
な問題点を有している。それに対して、日本の大手医療機器メーカは独自に対応しているが、その体制はまだ
不十分である。また、現地スタッフを短期研修して対応している企業もあるが、それも不十分である。現地ス
タッフや代理店を置けない中小企業は、たとえ優秀な製品を製造していてもアジア等の海外に進出できないと
いう課題もある。
　この研究ブランディング事業の実現には日本人学生のみならず、アジアの新興国からも留学生を受け入れ
て、本事業を通じて人材育成を行う必要がある。その為の学内体制として大学院に医用工学を対象に「アジア
留学生コース」を設置し、アジアからの留学生を優先的に入学させる。その実現の為に、国内の日本語学校や
現地学校を対象にパンフレット配布や教員の派遣を行い、留学生募集を行う。
　これらを着実に実施するため、学長主導の「研究ブランディング事業推進委員会」(仮称)を設置するととも
に、学内体制の強化を図るため組織改革を行う。

【大学の将来ビジョン】
　本学は創立以来100年を超えて「技術で社会に貢献する人材の育成」を使命とし、建学の精神「実学尊
重」、教育・研究理念「技術は人なり」のもと、社会環境の変化に適応し学生・生徒主役の優れた教育を実践
してきている。 そして、輝き続ける学園の実現のために将来構想(中長期計画)としては、次の100年に向けた

基盤整備状況を踏まえ、2014(平成26)年度から2023(平成35)年度までの10年間を目途とする新たな「中長期計

画～TDU Vision 2023～」を策定し、特色ある教育の充実と教育成果の向上を図り、理工系教育・研究におい
て更なる飛躍をし、理工系私立大学のトップランナーを目指している。
　大学の将来ビジョンを達成するためにはブランド力を強化することは極めて重要である。特に研究分野で
は、TDU Vision 2023に呼応し、平成28年12月に設置した「研究ブランディング検討委員会」にて、本学の研
究の方向性、ブランディングに関する検討を行い、本学の重点研究分野である、「生体医工学」「エネル
ギー・環境」「安心安全」「情報」を基本として種々検討した結果、本学の研究に関するキャッチフレーズと
して以下の中長期のビジョンを策定した。
「"安全"そして"安心"で“快適”な社会の未来を創造する」
　本学では、総合研究所の中に「サイバー・セキュリティ研究所」と「医療・福祉機器開発・普及支援セン
ター」を設置し、多企業参画によるオープンイノベーション型の研究開発と人材育成を行っており、多くの成
果を生み出してきている。これらの異なる研究領域である研究所の融合を図り、「グローバルIoT時代におけ
るセキュアかつ高度な生体医工学拠点の形成」を研究ブランディング事業として展開する。
　近年、病院や医療機器、医療データは頻繁にサイバー攻撃を受けており、ネットワークシステムのみなら



東京電機大学

　本ブランディング事業を中核として以下の研究をすでに開始し、顕著な成果をあげており、今後の発展と研
究成果の横断的融合が期待できる。研究推進深化フェーズ、研究進化フェーズ、統合研究推進フェーズに分け
て上記図に示した基盤研究の他に、各研究領域について段階的に以下の研究を進める。

【サイバー・セキュリティ技術】
・IoT向けリスク評価・証拠保全（フォレンジック技術）
・分散ストリーム暗号・閾値秘密分散
・低コストなりすまし・改ざん防止技術（ブロックチェーン・公開鍵暗号）
・AI応用サイバー攻撃対策技術
・耐サイバー攻撃ネットワーク基盤技術
【先進的ME技術】
・生体センシング
・ウエアラブル機器技術
・メンテナンス性、ロバスト性に優れたME技術
・負担のないマン−マシンインタフェース
・モジューラーな治療支援機器
【統合技術】
・故障予測技術・ビッグデータ解析
・セキュアリモートメンテナンス技術

　また、教育面では学部教育から大学院修士課程と博士課程までの一貫した生体医工学の教育による人材育成
を可能にする基盤整備を行う。我が国の生体医工学では、従来の就職活動において機械系なのか、電気電子系
なのか、生命工学系なのか卒業証書や修了証書だけでは分からず極めて不利であった。本研究ブランディング
事業では、大学院の修了証書に出身母体の専攻に生体医工学を専攻した旨を付記することで、修了生の専門が
何であるかが分かるように明示し、適正な就職活動を促進する。特に留学生に関しては、修了証書を母国の就
職先に提示するだけで、本人の能力を就職先に理解してもらえるため、就職後のミスマッチトラブルを回避で
きる。以上のことから、本事業の推移は我が国のみならず国際的視点からみて、科学的・技術的意義や社会
的・経済的意義は極めて大きいと言える。また、これらの成果が実を結ぶには5年以上かかるが、本事業の5年
間は、拠点形成期間として極めて重要である。

（２）期待される研究成果

ず、機器、データ等に関しては高度なセキュリティ環境が必要である。安全・安心・快適な社会の実現のため
に、医療機器分野でのセキュリティへの取り組みは極めて重要であり、これらに特化した研究・教育・実用化
のための先端拠点形成事業を提案するものである。
　具体的にはアジアからの留学生も含めた人材育成を行い、医療機器に対して十分に整備されていない環境で
も使用可能で、さらにメンテナンス性が高い医療機器システムの開発を進める。産官学が連携して実践するこ
とで、成果を世に次々と生み出し、本事業を通じて「セキュアなIoT生体医工学」と言えば「東京電機大学」
となるブランドの確立を目指す。



３．ブランディング戦略（５ページ以内）

東京電機大学

(1)大学の将来ビジョンと本事業で打ち出す独自色について
　本学は創立以来100年を超えて「技術で社会に貢献する人材の育成」を使命とし、建学の精神「実学尊
重」、教育・研究理念「技術は人なり」のもと、社会環境の変化に適応し学生・生徒主役の優れた教育を実践
してきている。そして、輝き続ける学園の実現のために将来構想(中長期計画)としては、次の100年に向けた

基盤整備状況を踏まえ、2014(平成26)年度から2023(平成35)年度までの10年間を目途とする新たな「中長期計

画～TDU Vision 2023～」を策定し、特色ある教育の充実と教育成果の向上を図り、理工系教育・研究におい
て更なる飛躍をし、理工系私立大学のトップランナーを目指している。
　大学の将来ビジョンを達成する手段の一つとしてブランド力を強化することは極めて重要である。特に研究
分野では、TDU Vision 2023に呼応し、平成28年12月に設置した「研究ブランディング検討委員会」にて、本
学の研究の方向性、ブランディングに関する検討を行い、本学の重点研究分野である、「生体医工学」「エネ
ルギー・環境」「安心安全」「情報」を基本として種々検討した結果、本学の研究に関するキャッチフレーズ
として以下の中長期のビジョンを策定した。

「"安全"そして"安心"で“快適”な社会の未来を創造する」
　
　本学では、総合研究所の中に「サイバー・セキュリティ研究所」と「医療・福祉機器開発・普及支援セン
ター」を設置している。両研究所とも多企業参画によるオープンイノベーション型の研究開発と人材育成を
行っており、多くの成果を生み出してきている。これらの異なる研究領域である研究所の融合を図り、「グ
ローバルIoT時代におけるセキュアかつ高度な生体医工学拠点の形成」を研究ブランディング事業として展開
する。近年、病院や医療機器、医療データは頻繁にサイバー攻撃を受けており、ネットワークシステムのみな
らず、機器、データ等に関しては高度なセキュリティ環境が必要である。安全・安心・快適な社会の実現のた
めに、医療機器分野でのセキュリティへの取り組みは極めて重要であり、これらに特化した研究・教育・実用
化のための先端拠点形成事業を提案するものでる。本事業を通して「セキュアな高度IoT生体医工学」と言え
ば「東京電機大学」となるブランドの確立を目指す。
　日本の医用工学を代表とする学会は、日本ME学会（現日本生体医工学会）が出発点であるが、その学会の

初代会長は本学の第二代目学長の阪本捷房であり、また初代学長の丹羽保次郎も日本ME学会の設立発起人で
もある。そのため、本学は工学分野のみならず生体医工学分野の教育・研究にも長い歴史を持ち、他大学に比
べて生体医工学関係の研究者が多く在籍している。
　特に、これまで40年間にわたり続けてきた「東京電機大学公開講座“ME講座”」は学内外でも広く知られ

ており、昨年受審した平成27年度自己点検・評価(平成28年度(公財)大学基準協会認証評価)においても高く評

価された事業である。さらに、本学では18年前には理工学部に再生医療に関連する生命工学科を設立し、研究
と教育にいち早く対応してきた。また、理工学部では生命生体工学の人間への融合を目指した研究拠点とし
て、平成10年度～24年度の3期15年間にわたって文部科学省の「学術フロンティア推進事業」を行い、大きな

成果を生み出している。情報環境学部では平成9年度～23年度に人間・機械文明・精神活動の調和を主題とし
て「文部科学省ハイテクリサーチセンター」の指定を受け、脳科学研究分野の発展に大きな業績を残した。ま
た、平成15年度～19年度には東京電機大学21世紀COEプログラム「操作能力熟達に適応するメカトロニクス」

によりHAM（Human-Adaptive-Mechatronics）、即ち人間適応型機械システムの研究で大きな業績を残してい
る。この研究プロジェクトでは、世界で初めて看護士ロボットの研究開発を行った。以上の研究拠点プログラ
ムでは、基礎研究から応用研究まで幅広く行ってきた。また､現在では、私立大学戦略的研究基盤形成事業に
採択されて、「医療福祉機器の実用化における戦略的研究」を平成27年度～平成29年度の予定で行っている。
　教育・研究理念である「技術は人なり」と建学の精神である「実学尊重」は「ものづくり」の基本であり、
その理念に基づき実用化の研究を推進している。本学のこれら医用工学関連の活動は、学内はもとより学外で
もよく知られている。
　
　本学はイメージキャラクターとして鉄腕アトムを
2006年（平成18年）からパンフレット等の広報に使用している。
人間らしい心をもつ科学の子鉄腕アトムは「技術は人なり」を
モットーに技術者を育てる本学のキャラクターとして
定着してきている。

　本学のサイバーセキュリティについては研究開発と教育の両面から高い評価を得てきた。教育においては、
通常の学部教育・大学院教育に加え、文部科学省「高度人材養成のための社会人学び直し大学院プログラム」
の採択プログラムである「国際化サイバーセキュリティ学特別コース（CySec）」を2015年から社会人並びに

2017大学案内 



東京電機大学

修士の学生に実施し、高度なサイバーセキュティ人材育成に貢献してきた。また、文部科学省「成長分野を支
える情報技術人材の育成拠点の形成」の採択プログラムである「高度IT人材を育成する産学協働の実践教育

ネットワーク（enPiT2）」に2016年よりセキュリティ分野の連携校として参加するなどセキュリティ教育に多
面的に貢献してきた。研究においては、本学総合研究所にサイバーセキュリティ研究所を設置し、意欲的に研
究を推進しIEEE transaction on SMCなど国内外で多くの研究発表を行なってきた。この活動などが認められ

MITやケンブリッジ大学、慶応義塾大学など米国、英国、日本の15大学からなるサイバー脅威に対応するため

の世界初の国際連携組織「InterNational Cyber Security Center of Excellence (INCS-CoE)」に参加を指定され，国
際的なサイバーセキュリティの取り組みに貢献している。実務においては、本学のサイバー攻撃対応のための
組織であるTDU-CSIRTが大学として初めて日本シーサート協議会（NCA）に加入したのにみられるように、
先行的で実践的な取り組みを行っている。また、研究の成果から生まれたセキュリティ製品もいろいろある。
さらには研究成果を製品化したり研究で得られた知見を政府の政策立案に貢献するなどして、総務大臣表彰
（セキュリティ部門）や情報処理学会貢献賞を受賞するなどした。

　これらの生体医工学分野と情報セキュリティ分野の実績を融合し、セキュアかつ高度な生体医工学拠点を形
成し、画像医療機器企業や生体計測装置企業などと連携して、実用化を進めると共に人材育成を行い、グロー
バルな展開を行うことは、革新的かつ独自性のある取り組みである。さらに産官学が連携して実用化開発を進
めることで、早期社会実装を目指し、ブランドの確立を進める。

(2)学生募集や卒業生の進路への影響、研究成果の寄与等の本事業で想定する効果を踏まえた本事業のステー
クホルダーの検討
　本ブランディング事業における成果指標と達成目標の策定に際して、下記のようなステークホルダーを念頭
に置いて整理した。

【ブランディング事業における直接的ステークホルダー】
①事業に関連する企業
　＜想定する効果＞
　・アジアへの日本製医療機器の安定供給による信頼度の向上。
　・リモートメンテナンスにより故障に強い日本製医療機器の提供。
　・関連企業との強いネットワークを構築し、日本製医療機器のシェア拡大。
　・国際競争力の強いIoTシステムの実現。
　・セキュリティ設計や検査を容易にし、関連技術者の負担を軽減。
　・コンソーシアムを通じた企業間の連携強化。
　・企業実習・研修受け入れによる人的交流の活性化。
②ＭＥ講座履修者、アジア留学生
　・最先端技術の教育（ME講座、CySec等）を行い、優秀な技術者を育成。
　・事業推進による効果で更なる履修者の増加を見込み、その結果、多くの関連技術者を社会に輩出。
　・アジア留学生を積極的に受け入れ、グローバルな人材育成を図り、教育拠点としての地位を確立。

【ブランディング事業から派生する間接的ステークホルダー】
①受験生（留学生）
　＜想定する効果＞
　・知名度の向上によりオープンキャンパス来場者、推薦入試志願者、一般入試志願者の増加に結びつく。
　・結果的に志願者確保と優秀な人材を確保。
②在校生、父母、OB
　＜想定する効果＞
　・大学のブランド向上により、在校生、ご父母、OB等の大学関係者の満足度が向上。
　・本学の評価の向上により企業からの求人増が期待され、就職環境が良好となる。
③企業、自治体、団体等
　＜想定する効果＞
　・本学に対するイメージの向上が本学に対する関心度や信頼度の向上に結びつき、地域連携、産学連携、
    技術相談、受託研究、共同研究、寄付金受け入れ増が期待できる。
④社会一般
　＜想定する効果＞
　・マスコミの記事の掲載件数の向上。上記が相乗効果をともない本学の知名度が向上する。
　・本学が社会的に高い評価を得ることにより、私立大学のトップランナーとして位置づけされることに
    繋がる。

(3)事業を通じて浸透させたい自大学のイメージ（ステークホルダー別）
　本学は生体医工学分野の教育・研究にも長い歴史を持ち、他大学に比べて生体医工学関係の研究者が多く在
籍している。これまで40年間にわたり「東京電機大学公開講座“ME講座”」を行っており、学内外でも広く
知られ、昨年の大学基準協会認証評価でも高く評価されている。理工学研究科には再生医療に関連する生命理
工学専攻を有し、教育・研究に対応している。また、サイバーセキュリティに関しては通常の学部教育



東京電機大学

・大学院教育に加え、文部科学省「高度人材養成のための社会人学び直し大学院プログラム」採択プログラム
である「国際化サイバーセキュリティ学特別コース（CySec）」を社会人並びに修士の学生に実施し、高度な
人材育成に貢献してきている。研究においては、本学総合研究所にサイバーセキュリティ研究所を設置し、意
欲的に研究を推進し、世界初の国際連携組織「InterNational Cyber Security Center of Excellence (INCS-CoE)」に
参加し、貢献している。
　これらの生体医工学分野と情報セキュリティ分野の強みを融合させることでより強固なものとし、本事業を
通して、教育・研究理念である「技術は人なり」と建学の精神である「実学尊重」の中で「セキュアなIoT生
体医工学」＝「東京電機大学」となるイメージの確立を目指す。

  本ブランディング事業を通じて浸透させたい大学のイメージをステークホルダーごとに整理すると下記のよ
うになる。

①在校生におけるイメージ
　建学の精神である「実学尊重」のもと、最先端な研究ができる環境と高度な教育を受けることができ、技術
で社会に貢献できるような大学。
　特に「グローバルIoT時代のセキュア生体医工学」における最先端の知識と技術を身に着けることができる
大学。
②父母、OBにおけるイメージ
　グローバル社会が求める高度な教育を受けることが可能な環境を提供し、優れた人材育成を行なっており、
大学院進学への道や安定した就職活動が可能な大学。
　特に「IoT時代のセキュア生体医工学」では革新的かつ最先端である大学。
③関連企業・団体におけるイメージ
　建学の精神である「実学尊重」のもとに、高度な技術と教育を有する人材を輩出する大学。
　特に「IoT時代のセキュア生体医工学」分野では世界レベルの実力を有する人材を次々に輩出する大学。
④社会一般におけるイメージ
　「IoT時代のセキュア生体医工学」の向上による安全・安心・快適な社会の未来創造に貢献する大学。

(4)アンケート調査や意見聴取、既存データの分析による大学のイメージ、認知程度の把握・分析
　本学では総務部が中心となり、大学のイメージ調査を毎年ステークホルダー毎に実施している。具体的には
　・新入生アンケート
　・父母アンケート
　・卒業式アンケート
　・卒業生アンケート
　・企業アンケート
　・高校進路指導室アンケート　等
  を実施している。
　
  上記の各種アンケート結果を分析し、以下のように整理している
　・本学は、100年を超える歴史を持つ理工系の伝統校である。
　・社会の第一線で活躍する技術者の育成を目指し、実験・実習、実社会と連携した教育が特徴である。
　・教員は、第一線の研究者や実業界からの人材が多い。
　・学生を主役とした親身な指導を方針とし、「実学尊重」の建学精神、「技術は人なり」の教育・研究理念
    を掲げる。
　・学生の多くは「ものづくり」が好きで、まじめで素直である。
　・先進性や協調性を尊重する堅実な校風で、秋葉原電気街の育ての親といわれる。
　・卒業生は社会の第一線で活躍し評価が高い。
　・教育に熱心で就職は非常に良好という評価を得ている。
　・社会人教育の伝統により公開講座や産官学交流、出版活動など社会貢献にも積極的である。
　・研究面では、人間を中心とした科学技術の発展を目指し、医療・福祉、情報ネットワーク、環境等に関す
   る実践的な研究に特色があり、社会で活用されている研究成果も多い。

(5)分析内容を踏まえた情報発信手段・内容の検討
　本学では前節(4)でのステークホルダー別の大学のイメージ調査結果を踏まえて、大学ブランディング戦略
の一環として大学のイメージ向上をめざし、ステークホルダーごとに下記のような手段のプロモーション活動
を行っている。
①受験生への活動
　高校訪問、予備校訪問、進学ガイダンス、オープンキャンパス、教員説明会　等
②在校生、父母、OBへの活動
　父母懇談会、ホームカミングデイ、校友会行事　等
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③事業の成果を波及させる企業、自治体、団体への活動
　セミナー、技術相談会、企業訪問、展示会　等
④社会一般への活動
　地域連携イべント、他大学との協議会、求人各社との懇談、マスコミ各社との連携　等
さらに、ステークホルダー全体へはホームぺージ、メールマガジン、広告、大学パンフレット、広報誌等を活
用して情報発信を行っている。
　研究活動の成果は論文、学会発表、シンポジウム、公開講座などで情報発信を行っている。

(6)具体的工程
　本研究ブランディング戦略を確実に実践し、目標達成するために、PDCAサイクルを整備している。PDCA
サイクルは「研究活動」「ブランディング活動」「事業全体」としてそれぞれ整備しており、それらがリンク
して運営できる「しくみ」となっている。PDCAサイクルは学内の委員会等の会議体で決定されており、運営
においても可能な限り見える化（数値化）を行い、責任分担も明確化している。
　本学のブランディング戦略の全体像を下記に示す。

【ブランディング戦略のPDCAサイクル概略図】

(7)工程ごとの成果指標と達成目標について
【本事業の成果指標と目標】
　＜ステークホルダー＞
　・履修者・アジア留学生、事業参加者、事業に関連する企業 等
　＜目標とする指標＞
　　公開講座回数、公開講座参加人数、留学生参加人数、共同研究受託数、技術相談件数、
    論文、学会発表、雑誌記事掲載数、シンポジウム、特許出願数、展示会出展数、
　　事業の外部評価、事業の共感度 等
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【大学全体の成果指標と目標】
　＜ステークホルダー＞
　　受験生（留学生）、在校生・父母・OB、企業・自治体・団体、社会一般  等
　＜目標とする指標＞
　　ホームページアクセス数、受験者数、大学院進学率、外部資金獲得金額、
　　寄付金、産学連携数、産学連携相談件数 等

＊PDCAサイクルの進捗管理表の指標を見える化（数値化）し、進捗状況を第三者からも明確に把握できるよ
うにする。
　　（例）ME講座回数（2017年度目標、20講義）

　　　　　ME講座参加人数（2017年度目標、人数60名）

(8)達成目標の進捗状況を把握する方法
　本学では中長期計画を策定し、強みをより強化し、他大学との差別化を図るために全学的改編を推進してい
る。「ブランディング戦略のPDCA概略図」で示すように、セキュアかつ高度な医工学分野に特化した本研究ブ
ランディング事業を大学のブランディング戦略の中核にして展開する。大学の中長期計画のPDCAと研究ブラン
ディング事業のＰＤＣＡをリンクさせて進捗管理を進める。とりまとめ部門を研究推進社会連携センターに一
元化し、効率的な運営を行う。
　承認された目標（P）に向かって推進部門が関連部門と連携して実行し（D）、連携委員会で評価を行い

（C）、連携委員会又はその上位委員会で改善策を提言し（A）、再度目標を設定し（P2）、計画に盛り込
む。
  ・目標を数値化し、PDCA管理表に落とし込みを行い、進捗が見えるようにする。
　・外部評価者による適正な評価の実施
　
【研究活動の進捗把握方法】
　＜推進部門＞
　　本事業研究者グループ、サイバーセキュリティ研究所、医療・福祉機器開発・普及センター
　＜連携部門＞
　　研究推進社会連携センター、広報委員会、経理部門 等
　＜連携委員会＞
　　研究ブランディング検討委員会、ブランディング事業推進委員会(仮称)、研究推進社会連携センター
    運営委員会 等
　
【ブランディング戦略の進捗把握方法】
　＜推進部門＞
　　研究推進社会連携センター、広報委員会、学長室 等
　＜連携部門＞
　　本事業研究者グループ、サイバーセキュリティ研究所、医療・福祉機器開発・普及センター 等
　＜連携委員会＞
　　大学評議会、研究ブランディング検討委員会、
　　研究推進社会連携センター運営委員会、広報委員会 等
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【学内実施体制】
　研究ブランディング事業「グローバルIoT時代におけるセキュアかつ高度な生体医工学拠点の形成」を推進
するために、「大学評議会」を決定機関の上位に置き、「研究ブランディング検討委員会」「研究推進社会連
携センター運営委員会」「研究ブランディング事業推進委員会（仮称）」を事務局の研究推進社会連携セン
ターがハンドリングし、企画立案・運営・調整を行う。特にブランディング戦略については学園全体の広報戦
略を担う広報委員会との連携強化が必要であり、事務局の総務部（企画広報担当）との協働を図る。なお、研
究推進社会連携センターは、本学における研究の戦略的検討から、研究により得られた成果の社会への還元ま
でを支援する研究推進に係る中核的な役割を担っている事務組織である。
  研究推進社会連携センターでは、総合研究所を擁しており、5つの研究部門が設置されている（エネル

ギー・環境、生命・医工学、情報、基盤工学、基礎科学）。また、研究部門には更に4つのプロジェクト研究
所が設置されており、本事業を推進するにあたり、既存の「サイバー・セキュリティ研究所」と「医療・福祉
機器開発・普及センター」の2つのプロジェクト研究所が連携して行う。
　本事業の研究グループは、研究科間の枠を超えた横断的な研究者により構成されている。具体的には、

・工学研究科：電気電子工学専攻、機械工学専攻、情報通信工学専攻
・理工学研究科：生命理工学専攻、情報学専攻、電子・機械工学専攻
・未来科学研究科：情報メディア学専攻、ロボット・メカトロニクス学専攻
・情報環境学研究科：情報環境学専攻
・先端科学技術研究科(博士課程(後期))：電気電子システム工学専攻、情報通信メディア工学専攻、
　機械システム工学専攻、先端技術創成専攻、情報学専攻

であり、30～40名の研究者が関わることとなっている。
　研究活動におけるPDCAサイクルは、研究ブランディング事業推進委員会（仮称）にて管理・運営し、ブラ

ンディング戦略と事業全体のPDCAサイクルは、研究推進社会連携センター運営委員会と研究ブランディング
検討委員会が管理・運営する。
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【自己点検・評価体制、外部評価体制】
　自己点検・評価体制については、研究推進社会連携センター内の部門である産官学交流センターにおいて、
本学が推進する研究プロジェクトを、平成25年度経済産業省の委託事業である「産学連携評価モデル・拠点モ
デル実証事業（モデル構築事業）」にて設定した、評価指標を用いて、点検・評価を行っていることから、こ
のモデルを利活用し、本事業に対して自己点検・評価を行うこととしている。
  外部評価体制については、研究推進社会連携センターアドバイザリーボード委員として依頼している委員の
他、医学サイドとして、川崎医科大学、自治医科大学、三井記念病院、元東京女子医科大学の研究者、また工
学サイドとして、早稲田大学、東京工業大学の研究者が委員として連携し評価を行う。

【学内・学外との連携関係】
  総合研究所のプロジェクト研究所として既に研究活動を行ってきたことから、多くの機関との連携関係が構
築されている。ついては以下のように更なる連携強化と信頼関係の増強を図り、本事業を推進する。

①成果展開／研究相談
　・東京電機大学経営同友会
　・東京電機大学校友会
　・東京電機大学ME会
②国際連携
　・セキュリティ関連国際連携機関INCS-CoE
　・メトロポリタン州立大学（米国）などとの共同研究
　・アジアの大学
③標準化推進／国際連携チーム拡大
  ・医療機器関連企業
　・IETF等における標準化
　・NTT等の通信事業者・プロバイダ
　・SINET等の学術情報ネットワーク
④成果共有／研究連携
  ・埼玉医科大学
　・東京大学
　・九州大学
　・千葉大学
　・早稲田大学
　・東京女子医科大学
　・東京工業大学
　・北陸先端科学技術大学院大学
　・国立国際医療研究センター
　・産業技術総合研究所(AIST)
⑤高度人材／分野創造
  ・セキュアIoTプラットホーム協議会
  ・日本スマートフォンセキュリティ協会
  ・日本コンピュータセキュリティインデント対応チーム協議会
⑥国際展開／連携プロジェクト
　・経済産業省
　・厚生労働省
　・文部科学省
　・総務省
　・Medical Excellence Japan(MEJ)等



５．年次計画（３ページ以内）

目
標

実
施
計
画

目
標

【MEグループとセキュリティグループによる統合研究】
・研究体制の充実化を目途として、基盤、基礎研究（リモートメンテナンス、センサ、高度セ
キュリティ基盤の高度化等）を開始する。
・セキュア高度IoT医療機器システムについて、主要な医療機器関連機関とネットワーク構築
について意見交換する。
・MEグループ､セキュリティグループでの議論を踏まえ統合研究の推進を本格化する。
【教育体制の体系化準備】
・昨年度の医療機器国際展開技術者育成の公開講座の成果を踏まえ、内容を充実する。
・教科書の現地語への翻訳を開始するとともに、留学生参加の充実を図る。
・各学部にまたがる医療機器関連の教育について、横断的な体制を充実する。
【MEセキュリティ統合シンポジウムの開催】
・1、2年目の活動をまとめてシンポジウムを開催する。

東京電機大学

平成29年度

【事業実施体制整備】
・大学評議会のもとに、本事業の実施を推進するために、研究ブランディング事業推進委員会
(仮称)を設置する。その傘下にMEグループ、セキュリティグループ、MEセキュリティ統合グ

ループの3つのグループ会合を設けて、実施体制を固める。
・所要の研究備品を購入し、研究環境を整える。
・研究に先立ち、医療機器国際展開の企業、関係する日系病院、支援機関、工業会から、セ
キュリティ状況、経済・社会・文化風土の違い、想定外使用等の基礎調査を行う。
【人材育成と連携ネットワークの構築】
・人材育成については、平成29年度の医療機器国際展開技術者育成の公開講座の成果を踏ま

え、次年度計画を策定する。また、大学院履修証明プログラムCySecを実施する。さらに、本
学の取り組みを対外関連機関に紹介し、連携の基礎を固める。

（事業実施体制整備）
・研究ブランディング事業推進委員会(仮称)設置
・下部に、ＭＥグループ、セキュリティグループ、MEセキュリティ統合グループを設置
・所要の研究備品を購入し、研究環境を整備
【高度IoTセキュア医療機器システム実現に向けた調査と基盤研究の実施】
（MEグループ）
・アジア新興国等国際展開の医療機器製造企業、海外医療機器技術協力会、国際協力機構、日
本貿易振興機構、Medical Excellence Japanなどの団体から聞き取り調査を実施
・①アジア新興国における日本との環境の違い、②アジア新興国における想定外使用、③メン
テナンスの容易化に対する技術的課題の分析を行い、医療機器国際展開の研究方向策定、およ
び生体センシングに関する研究に着手
（セキュリティグループ）
・既に研究で高く評価されているデジタルフォレンジック技術、セキュリティリスク評価ツー
ル、ネットワークセキュリティツールなどの研究をIoT向けに深化
・分散データストリーミング技術および、低コストなりすまし・改ざん防止のためのブロック
チェーンや公開鍵暗号の適用方式の研究を開始
・IoT時代における機器検証の高度化を目的として、IoT設備設計の研究者と生体センシングの
研究者の研究成果の融合に着手
（人材育成）
・平成29年度の医療機器国際展開技術者育成の公開講座の成果を踏まえ、業界ニーズにより合
致した「医療機器国際展開技術者育成講座」案を作成
・教育用の英文教科書の内容を検討し、現地語への翻訳の準備開始
・大学院単位履修証明プログラムCySec実施
・本学での体系的な医療機器の教育カリキュラムについて計画
（学内体制の整備と外部連携）
・本学の研究ブランディング事業取り組みについて、研究者個人ベースから、大学としての取
り組みに向けて、関連団体、工業会、主要企業と意見交換、連携基盤の基礎固め
・年度末成果報告会および過去3年続いている国際的なセキュリティシンポジウムを実施

平成30年度
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（ＭＥグループ）
・直ちに個別メーカで対応のできるものと将来に向けての基礎研究課題の抽出
・高度セキュアIoT医療機器システムの研究課題（リモートメンテナンス、センサ、高度セ
キュリティ基盤の高度化等）についての調査結果を踏まえ、ウエアラブル機器技術、メンテナ
ンス性・ロバスト性を持つME技術に関する基礎研究を開始
（セキュリティグループ）
・平成29年に開始した研究を継続しつつ、統合化に向けて、技術連携タスクフォースとして利
便性・安全性統合評価技術と設計支援技術の開発開始
・高度セキュアIoT医療機器システムの要求分析を実施
・セキュアリモートメンテナンス技術の研究を開始
（MEセキュリティ統合グループ）

・MEセキュリティ統合グループでの情報交換、統合研究骨子の検討
（人材育成）
・昨年度開始の医療機器国際展開技術者育成講座の成果を踏まえ、より充実し実施
・教科書については、留学生による翻訳グループを編成
・大学院単位履修プログラムCySecに最先端のセキュリティ研究成果を体験できる演習導入
・本学内の医療機器関連の複数学部にわたる横断的、総合的な教育カリキュラムの検討
（学内体制整備と外部連携）
・セキュア高度IoT医療機器システムの協力ネットワークにおける参加企業の検討、調整
・企業との実習・研修について、検討
・初年度、2年度目の活動をまとめて、研究成果シンポジウムを年度末に開催
・海外有力研究者を招へいし、国際的なセキュリティシンポジウムを開催
・外部評価委員会の実施を通じた研究計画の所要の見直し

平成31年度

【高度IoTセキュア医療機器システムの基盤研究】
・高度セキュアIoT医療機器システムの研究課題についての基礎研究の中間とりまとめ

・MEセキュリティ統合グループでの検討を本格化させ、実証を目指した準備に着手
【留学生教育の体制強化】
・医療機器国際展開技術者育成講座を実施・継続するとともに、リモート座学実施による公開
講座の本学本部キャンパス以外への展開を図る。
・アジアの2、3か国を対象に、教科書の現地語への翻訳の校正を終了し、医療機器国際展開推
進の留学生募集パンフレットの検討、作成を行う。
【国際展開連携ネットワークの強化】
・医療機器国際展開技術者育成講座の継続的支援を確保する覚書を国内機関と交わす。
・3年間の活動を振り返り、中間まとめのシンポジウムを開催する。

（ＭＥグループ）
・停電、エアフィルタの目詰まり、高温多湿環境、虫等の装置内侵入、未熟な従業員の現地特
殊事情への対応する観点からの中間とりまとめ
・ウエアラブル機器技術、メンテナンス性・ロバスト性を持つME技術に関する研究を継続
（セキュリティグループ）
・AI応用サイバー攻撃対策技術の研究の開始
・IoTを踏み台にするサイバー攻撃に対する耐サイバー攻撃ネットワーク基盤技術の研究の開
始
・なりすまし・改ざん防止技術の研究の継続
（MEセキュリティ統合グループ）
・セキュアリモートメンテナンス技術の研究の継続
・MEセキュリティ統合グループでの要求分析に基づき、IoT医療機器システムプロトタイプの
開発に着手
（人材育成）
・大学院単位履修プログラムCySecを実施すると共に医療機器国際展開技術者育成講座にセ
キュリティ講演を追加及びリモート講座の試行錯誤的開催実施
・留学生に教科書の現地語の翻訳依頼
・IoT機器、医療機器に関する脆弱性･対策等に関する報告を行うと共に書籍化を検討
・本学の医療機器の学部横断的な人材育成プログラムにブランディング事業の成果反映
（学内体制整備と外部連携）
・セキュアIoTコンソーシアムへの参加企業の募集と実施企業の編成
・研究ブランディング事業の進展を踏まえ、企業との実習・研修相談を開始
・3年間の活動を振り返り、中間まとめのシンポジウム開催、研究成果等を海外へ情報発信
・外部評価委員会の実施、所要の研究計画の見直し
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【高度セキュアIoT医療機器システムの実証着手】

・国内外の学識経験者や企業の技術者経営者等を含めた高度セキュアIoT医療機器システムの
コンソーシアムを編成し、実証に着手
【研究ブランディング事業中間成果の教育プログラムへの反映】
・医療機器国際展開技術者育成講座および大学院単位履修プログラムCySecに研究ブランディ
ング事業での成果を取り入れた実習を追加
【アジアの大学との連携強化】
・教科書のアジアの2､3か国の現地語への翻訳を終了し、3年間にわたる研究ブランディング事
業の成果を踏まえ、アジアを中心とする海外との連携強化に着手する。
・研究・人材育成におけるアジアの国との連携検討の動きをまとめたシンポジウム開催

平成32年度

（MEグループ）
・ウエアラブル機器技術、メンテナンス性・ロバスト性を持つME技術に関する研究継続
・負担のないマンーマシンインタフェースやモジューラーな医療機器の研究開始
（セキュリティグループ）
・AI応用サイバー攻撃対策技術の研究と耐サイバー攻撃ネットワーク基盤技術の研究継続
（MEセキュリティ統合グループ）
・セキュアリモートメンテナンス技術の研究継続および、高度セキュアIoT医療機器の開発に
向けた故障予測技術・ビッグデータ解析技術の研究開始
・MEセキュリティ統合グループを中心とし、IoT医療機器システムプロトタイプの評価改良
（人材育成）
・医療機器国際展開技術者育成講座の千住キャンパスでの実施と、リモートでの千住以外の地
域での実施。講座に研究ブランディング事業の成果を取り入れ
・英語及び現地語で翻訳した教科書の作成終了、出版方法検討
（学内体制の整備と外部連携）
・国内外の学識経験者や企業の技術者経営者等を含む高度セキュアIoT医療機器システムのコ
ンソーシアム編成
・3年間の研究ブランディング事業の成果と学内体制の整備を踏まえ、アジアを中心とする海
外との連携強化に着手
・アジアにミッションを派遣し、本学医療機器留学生募集パンフレットを配布し、アジアの医
療機器関連の大学との連携の可能性を検討
・ブランディング事業の成果を踏まえ、企業との実習・研修実施本格化
・アジアの国との連携検討の具体的動きをまとめてシンポジウム開催

平成33年度

【高度セキュアIoT医療機器システム研究の総括】
・これまでの検討・研究結果を適用し、高機能化、セキュア化の有効性の評価を通じて開発技
術や開発システム、実験システムの改良をシステムの実用化と製品展開を目指して実施
【医療機器国際展開のための中核技術人材育成の総括】
・医療機器の国際展開という目的意識を持った留学生の受け入れを開始
・公開講座にアジアの国からの講師の講義やサイバーセキュリティの内容を追加し、グローバ
ルなIoT時代にふさわしいセキュアな医療機器国際展開の国際公開講座とする。
【国際展開連携ネットワーク形成の総括】
・アジアの医療関連大学とのダブルディグリー制度について、提携を目指す。
・研究ブランディング事業の最終年度に当たり、5年間の総括シンポジウムを開催

（MEグループ、セキュリティグループ、MEセキュリティ統合グループ）
・高度セキュアIoT医療機器の開発に向けたビッグデータ解析技術の研究を継続
・IoT医療機器システムプロトタイプの評価結果を踏まえ、企業と連携して実用化にむけた高
度セキュアIoT医療機器システムの試作と評価を実施
（人材育成）
・医療機器国際展開技術者育成講座は、アジアの国からの講師を追加し、サイバーセキュリ
ティの追加を含め研究ブランディング事業の成果を取り入れ
・CySecプログラムの講座に「IoT･医療セキュリティ」を追加し、研究ブランディング事業の
成果反映
・アジアの新興国を中心に、医療機器国際展開の目的意識を持つ留学生の受け入れ開始
・アジアの医療機器関連大学との意見交換を踏まえ、教科書の現地語への翻訳本を出版
・医療機器の人材育成プログラムを完成し、学内受け入れ整備を行い、アジアの医療関連大学
とのダブルディグリー制度に関する連携可能性を検討
（学内体制の整備と外部連携）
・企業との実習・研修の実施体制を拡充
・5年間の研究ブランディング事業の総括シンポジウムを開催、国内・海外への情報発信



６．既選定事業との関連（該当する場合のみ：１ページ以内）

東京電機大学

　平成28年度に本学が採択された「研究ブランディング事業」はない。
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