
接続機関
学術情報ネットワーク

（スーパーSINET/SINET）

海外研究ネットワークとの相互接続

スーパーSINETノード� 10Gbps

米国向け：10Gbps

タイ向け：2Mbps

SINETノード� 90Mbps～1Gbps

SINET接続機関

CAnet

MAN LAN

HEAnet Abilene

ESnet

ThaiSARN

GEANT（全欧）´

SURFnet（蘭）

APAN

SINET
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愛知医科大学� 愛知学院大学� 愛知学泉大学�

愛知教育大学� 愛知県立大学� 愛知県立看護大学�

愛知工業大学� 愛知淑徳大学� 愛知文教大学�

愛知みずほ大学� 青山学院大学� 明石工業高等専門学校�

朝日大学� 旭川大学� 旭川医科大学�

旭川工業高等専門学校� 麻布大学� アジア経済研究所

足利工業大学� 芦屋大学� 跡見学園�

阿南工業高等専門学校

育英工業高等専門学校� 池坊短期大学� 石川県工業試験場�

石川県農業短期大学� 石川県立看護大学� 石川工業高等専門学校

石川職業能力開発短期大学校� 茨城大学� 茨城キリスト教大学�

茨城県立医療大学� 茨城工業高等専門学校� 茨城女子短期大学

医療情報システム開発センター

宇宙航空研究開発機構� 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部�宇宙航空研究開発機構 総合技術研究本部�

宇都宮大学� 宇部工業高等専門学校� 宇部フロンティア大学�

宇部フロンティア大学短期大学部

APEC環境技術交流促進事業運営協議会�英知大学� エネルギー総合工学研究所�

愛媛大学� 愛媛県立医療技術大学� 愛媛県立医療技術短期大学

応用経済時系列研究会� 応用統計学会� 大分大学�

大分県産業科学技術センター� 大分県立看護科学大学� 大分県立芸術文化短期大学

大分工業高等専門学校� 大阪大学� 大阪医療センター 臨床研究部�

大阪外国語大学� 大阪科学技術センター� 大阪教育大学

大阪経済大学� 大阪芸術大学� 大阪工業大学�

大阪国際大学� 大阪産業大学� 大阪歯科大学

大阪樟蔭女子大学� 大阪城南女子短期大学� 大阪女子短期大学�

大阪市立科学館� 大阪市立工業研究所� 大阪市立自然史博物館

大阪信愛女学院短期大学� 大阪市立大学� 大阪成蹊短期大学�

大阪体育大学� 大阪電気通信大学� 大阪バイオサイエンス研究所

大阪府環境情報センター� 大阪府立工業高等専門学校� 大阪府立大学�

大阪府立公衆衛生研究所� 大阪府立食とみどりの総合技術センター�大阪府立成人病センター

大阪府立母子保健総合医療センター� 大阪薬科大学� 大島商船高等専門学校�

追手門学院大学� 大谷大学� 岡崎女子短期大学�

岡山大学� 岡山県立大学� 岡山短期大学�

岡山理科大学� 沖縄大学� 沖縄キリスト教学院大学

沖縄キリスト教短期大学� 沖縄県立看護大学� 沖縄県立芸術大学�

沖縄工業高等専門学校� 沖縄国際大学� 沖縄女子短期大学

小樽商科大学� お茶の水女子大学� 帯広畜産大学

海上技術安全研究所� 海洋研究開発機構� 科学技術振興機構�

科学技術政策研究所� 香川大学� 香川県科学技術研究センター

香川県産業技術センター� 香川県立保健医療大学� 香川短期大学�

核燃料サイクル開発機構� 核融合科学研究所� 鹿児島大学

鹿児島県立短期大学� 鹿児島工業高等専門学校� 鹿児島国際大学�

鹿児島国際大学短期大学部� 鹿児島純心女子大学� 鹿児島純心女子短期大学

鹿児島女子短期大学� 活水女子大学� 神奈川県温泉地学研究所�

神奈川県立図書館� 金沢大学� 金沢医科大学

金沢学院大学� 金沢工業高等専門学校� 金沢工業大学�

金沢市国連寄託図書館� 金沢星稜大学� 金沢美術工芸大学

鹿屋体育大学� 株式会社けいはんな� 株式会社CSK 大川センター�

株式会社 日本総合研究所� 川崎医科大学� 癌研究会

関西大学� 関西医科大学� 関西外国語大学�

関西文化学術研究都市推進機構� 関西学院大学

気象庁気象研究所� 気象庁地磁気観測所� 北九州工業高等専門学校�

北九州産業学術推進機構� 北九州市立大学� 北里研究所

北里大学� 北見工業大学� 吉備国際大学�

岐阜大学� 岐阜医療技術短期大学� 岐阜経済大学

岐阜県生産情報技術研究所� 岐阜県製品技術研究所� 岐阜県立看護大学�

岐阜工業高等専門学校� 岐阜女子大学� 岐阜聖徳学園大学

岐阜聖徳学園大学短期大学部� 岐阜薬科大学� 九州大学�

九州看護福祉大学� 九州共立大学� 九州工業大学

九州国際大学� 九州産業大学� 九州歯科大学�

九州情報大学� 九州職業能力開発大学校� 九州女子大学

九州東海大学� 九州ヒューマンメディア創造センター� 九州保健福祉大学�

九州ルーテル学院大学� 京都大学� 京都大学化学研究所

京都外国語大学� 京都学園大学� 京都教育大学�

京都経済短期大学� 京都工芸繊維大学� 京都高度技術研究所

京都国立博物館� 京都産業21� 京都産業大学�

京都市埋蔵文化財研究所� 京都情報大学院大学� 京都職業能力開発短期大学校

京都女子大学� 京都市立芸術大学� 京都精華大学�

京都造形芸術大学� 京都橘女子大学� 京都ノートルダム女子大学

京都府精華町� 京都府農業資源研究センター� 京都府立大学�

京都府立医科大学� 京都文教大学� 京都薬科大学

杏林大学� 桐生短期大学� 近畿大学�

近畿福祉大学� 金城学院大学� 金城大学短期大学部

釧路工業高等専門学校� 釧路公立大学� 国立音楽大学�

熊本大学� 熊本学園大学� 熊本県立大学

熊本県立技術短期大学校� 熊本電波工業高等専門学校� 熊本保健科学大学�

久留米工業大学� 久留米工業高等専門学校� 久留米･鳥栖地域インターネット協議会

群馬大学� 群馬県繊維工業試験場� 群馬県立医療短期大学�

群馬県立女子大学� 群馬産業技術センター�

慶應義塾大学� KDDI株式会社 技術統括本部� けいはんなインターネット研究会�

原子力安全研究協会� 建築研究所� 賢明女子学院短期大学

県立新潟女子短期大学

高エネルギー加速器研究機構� 高輝度光科学研究センター� 攻玉社工科短期大学�

航空大学校� 高知大学� 交通安全環境研究所

高度情報科学技術研究機構� 甲南大学� 甲南女子大学�

神戸大学� 神戸学院大学� 神戸学院女子短期大学

神戸芸術工科大学� 神戸市外国語大学� 神戸市看護大学�

神戸松蔭女子学院大学� 神戸商科大学� 神戸女学院大学

神戸市立工業高等専門学校� 神戸市立中央図書館� 神戸親和女子大学�

神戸文化短期大学� 神戸薬科大学� 神戸山手大学�

神戸山手女子短期大学� 公立はこだて未来大学� 国際高等研究所�

国際湖沼環境委員会� 国際情報通信研究センター� 国際日本文化研究センター

国際連合大学� 国際連合地域開発センター� 国士舘大学�

国土地理院� 国文学研究資料館� 国民生活センター

国立遺伝学研究所� 国立医薬品食品衛生研究所� 国立科学博物館�

国立感染症研究所� 国立教育政策研究所� 国立京都国際会館

国立極地研究所� 国立公文書館� 国立国語研究所�

国立国際医療センター� 国立国際美術館� 国立国会図書館

国立社会保障･人口問題研究所� 国立情報学研究所� 国立情報学研究所 千葉分館

国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所� 国立成育医療センター研究所� 国立精神･神経センター�

国立大学協会� 国立大学財務・経営センター� 国立天文台�

国立特殊教育総合研究所� 国立保健医療科学院� 国立民族学博物館�

国立歴史民俗博物館� 小松短期大学

埼玉大学� 埼玉医科大学� 埼玉医科大学短期大学�

埼玉工業大学� 佐賀大学� 佐賀短期大学

相模女子大学� 作陽短期大学� 佐々木研究所�

佐世保工業高等専門学校� 札幌大学� 札幌医科大学

札幌市立高等専門学校� 札幌学院大学� 札幌国際大学�

三育学院短期大学� 産業安全研究所� 産業医学総合研究所

産業医科大学� 産業技術総合研究所� 産業技術短期大学�

産能大学� 山陽学園大学

滋賀大学� 滋賀医科大学� 志學館大学�

滋賀県工業技術総合センター� 滋賀県琵琶湖研究所� 滋賀県立大学

四国大学� 四国学院大学� 地震予知総合研究振興会�

静岡大学� 静岡県防災情報研究所� 静岡県立大学

静岡文化芸術大学� 自然科学研究機構岡崎3機関� 四天王寺国際仏教大学�

島根大学� 島根県立看護短期大学� 下関市立大学

秀明大学� 十文字学園女子大学� 夙川学院短期大学�

淑徳大学� 種智院大学� 純真女子短期大学

順天堂医療短期大学� 順天堂大学� 上越教育大学�

尚絅大学� 尚絅短期大学� 湘南工科大学

上武大学� 情報科学芸術大学院大学� 情報計算化学生物学会（CBI学会）�

消防研究所� 情報通信研究機構� 昭和大学

昭和音楽大学� 職業能力開発総合大学校� 白梅学園短期大学�

仁愛大学� 仁愛女子短期大学� 信州大学

水産大学校� 椙山女学園大学� 鈴鹿医療科学大学�

鈴鹿工業高等専門学校� 鈴鹿国際大学� スタンフォード日本センター

成安造形大学� 成蹊大学� 政策研究大学院大学�

星城大学� 清泉女子大学� 聖泉大学短期大学部

聖徳大学� 西南学院大学� 西南女学院大学�

星美学園短期大学� 製品評価技術基盤機構� 生物分子工学研究所

西武文理大学� 聖母女学院短期大学� 聖マリアンナ医科大学�

聖路加看護大学� 星稜女子短期大学� 専修大学

専修大学北海道短期大学� 洗足学園音楽大学

総合研究開発機構� 総合研究大学院大学� 総合地球環境学研究所�

崇城大学� 園田学園女子大学

第一経済大学� 第一工業大学� 第一福祉大学�

大学コンソーシアム京都� 大学入試センター� 大学評価・学位授与機構

高岡短期大学� 高千穂大学� 高松大学�

高松工業高等専門学校� 詫間電波工業高等専門学校� 多摩大学

多摩美術大学

地球科学技術総合推進機構� 地球環境産業技術研究機構� 千歳科学技術大学�

千葉大学� 千葉科学大学� 千葉経済大学

千葉工業大学� 中央大学� 中京大学�

中京女子大学� 中部大学� 中部学院大学

中部学院大学短期大学部

中国・四国インターネット協議会

筑波大学� 筑波技術短期大学� つくば国際大学�

津山工業高等専門学校� 鶴見大学

帝京大学� 帝京科学大学� 帝京平成大学�

データベース振興センター� デジタルシティプロジェクト� 田園調布学園大学

電気通信大学� 電子航法研究所� 電力中央研究所

東亜大学� 東海大学� 東海学園大学�

東海女子大学� 東海大学福岡短期大学� 東京大学

東京大学医科学研究所� 東京大学物性研究所� 東京医科歯科大学�

東京外国語大学� 東京海洋大学� 東京学芸大学

東京家政大学� 東京家政学院筑波女子大学� 東京経営短期大学�

東京芸術大学� 東京工業大学� 東京工芸大学

東京国立近代美術館� 東京国立博物館� 東京慈恵会医科大学�

東京純心女子学園� 東京情報大学� 東京神学大学

東京成徳短期大学� 東京逓信病院� 東京電機大学�

東京都健康安全研究センター� 東京都精神医学総合研究所� 東京都立科学技術大学

東京都立航空工業高等専門学校� 東京都立産業技術研究所� 東京都立短期大学�

東京都立保健科学大学� 東京都臨床医学総合研究所� 東京都老人総合研究所

東京農業大学� 東京農工大学� 東京文化財研究所�

統計数理研究所� 同志社大学� 道都大学

東邦学園短期大学� 東邦大学� 同朋学園�

東北大学� 東北大学金属材料研究所� 東北大学流体科学研究所

東洋大学� 東洋学園大学� 東洋女子短期大学�

東和大学� 常磐大学� 徳島大学

徳島文理大学� 徳山大学� 徳山工業高等専門学校�

鳥取大学� 鳥羽商船高等専門学校� 苫小牧工業高等専門学校�

苫小牧駒沢大学� 富山大学� 富山医科薬科大学�

富山県工業技術センター� 富山県立大学� 富山工業高等専門学校�

富山国際大学� 富山商船高等専門学校� 豊田工業高等専門学校�

豊田工業大学� 豊橋技術科学大学

東北学術研究インターネットコミュニティ

東北学術研究インターネットコミュニティ

内閣府経済社会総合研究所� 長岡技術科学大学� 長岡工業高等専門学校�

長岡造形大学� 長崎大学� 長崎ウエスレヤン大学

長崎外国語大学� 長崎県立大学� 長崎総合科学大学�

長崎県総合水産試験場� 長野大学� 長野県環境保全研究所

長野県工科短期大学校� 長野工業高等専門学校� 長野県情報技術試験場�

長野県精密工業試験場� 長浜バイオ大学� 中村学園大学

名古屋大学� 名古屋外国語大学� 名古屋学芸大学�

名古屋学芸大学短期大学部� 名古屋経済大学� 名古屋経済大学短期大学部

名古屋工業大学� 名古屋商科大学� 名古屋女子大学�

名古屋市立大学� 名古屋文理大学� 七尾短期大学

奈良教育大学� 奈良県農業技術センター� 奈良県立大学�

奈良県立医科大学� 奈良県立奈良図書館� 奈良工業高等専門学校

奈良国立博物館� 奈良女子大学� 奈良文化財研究所�

鳴門教育大学� 南山大学

新潟大学� 新潟医療福祉大学� 新潟工業短期大学�

新潟国際情報大学� 新潟職業能力開発短期大学校� 新潟青陵大学

新潟薬科大学� 新居浜工業高等専門学校� NICOテクノプラザ�

西九州大学� 西日本工業大学� 二松学舎大学

日本大学� 日本医学放射線学会� 日本科学技術振興財団�

日本学術振興会� 日本学術振興会 インターネット技術第163委員会 MDX分科会�日本気象協会

日本銀行 金融研究所� 日本計算機統計学会� 日本芸術文化振興会 (新国立劇場)�

日本芸術文化振興会（国立劇場）�日本原子力研究所� 日本歯科大学

日本女子体育大学� 日本私立学校振興・共済事業団� 日本水産資源保護協会�

日本赤十字北海道看護大学� 日本体育大学� 日本中央競馬会競走馬総合研究所

日本統計学会� 日本福祉大学� 日本麻酔科学会�

日本薬学会� 日本薬科大学� 人間環境大学

ノートルダム清心女子大学

梅光学院大学� 萩国際大学� 函館工業高等専門学校�

函館大学� 羽衣学園短期大学� 花園大学

浜松大学� 浜松医科大学

一橋大学� 姫路工業大学� 姫路獨協大学�

兵庫大学� 兵庫医科大学� 兵庫教育大学

兵庫県立看護大学� 兵庫県立工業技術センター� 弘前大学�

広島大学� 広島経済大学� 広島県産業科学技術研究所

広島工業大学� 広島商船高等専門学校

福井大学� 福井県園芸試験場� 福井県原子力環境監視センター�

福井県工業技術センター� 福井県栽培漁業センター� 福井県水産試験場

福井県総合グリーンセンター� 福井県畜産試験場� 福井県内水面総合センター�

福井県農業試験場� 福井県雪対策・建設技術研究所� 福井県立大学

福井工業高等専門学校� 福井工業大学� 福岡大学�

福岡教育大学� 福岡県立大学� 福岡工業大学

福岡国際大学� 福岡歯科大学� 福岡女学院大学�

福岡女子大学� 福岡女子短期大学� 藤女子大学

藤田保健衛生大学� 佛教大学� 物理系学術誌刊行協会�

文化女子大学� 文京学院大学

平安女学院大学短期大学部� 別府大学� 別府溝部学園短期大学

防衛医科大学校� 防衛研究所� 防衛大学校�

放射線医学総合研究所� 法政大学� 放送大学学園

北星学園大学� 北星学園大学短期大学部� 北陸学院�

北陸大学� 北陸先端科学技術大学院大学� 星薬科大学

北海学園大学� 北海学園北見大学� 北海道大学�

北海道浅井学園大学� 北海道医療大学� 北海道開発土木研究所

北海道環境科学研究センター� 北海道教育大学� 北海道工業大学�

北海道自動車短期大学� 北海道情報大学� 北海道東海大学

北海道文教大学� 北海道武蔵女子短期大学� 北海道薬科大学�

北海道立衛生研究所� 北海道立工業試験場� 北海道立地質研究所

北海道立林業試験場� 北海道立林産試験場

舞鶴工業高等専門学校� 松江工業高等専門学校� 松山大学

松山東雲女子大学

三重大学� 三重県立看護大学� 南九州大学�

都城工業高等専門学校� 宮崎大学� 宮崎県立看護大学

宮崎公立大学� 宮崎国際大学� 宮崎産業経営大学

武庫川女子大学� 武蔵工業大学� 室蘭工業大学

名桜大学� 明海大学� 明治大学�

明治鍼灸大学� 明治薬科大学� 名城大学

明倫短期大学� メディア教育開発センター

ものつくり大学� 文部科学省

八代工業高等専門学校� 山口大学� 山口芸術短期大学�

山口県産業技術センター� 山口県立大学� 山口短期大学

山梨大学� 山梨英和大学� 山梨学院大学�

山梨学院短期大学� 山梨県立看護大学� 山梨県立女子短期大学

行吉学園

横浜国立大学� 横浜市立大学� 横浜美術短期大学�

米子工業高等専門学校

酪農学園大学

理化学研究所� 立命館大学� リモート･センシング技術センター�

琉球大学� 龍谷大学� 流通科学大学

麗澤大学

労働政策研究・研修機構

和歌山大学� 和歌山県立医科大学� 和歌山県立医科大学看護短期大学部

和光大学� 早稲田大学� 稚内北星学園大学

海上保安大学校� 呉大学� 呉大学短期大学部� 呉工業高等専門学校�
県立広島女子大学� 高知県教育センター� 高知工業高等専門学校� 高知職業能力開発短期大学校�
高知女子大学� 山陽女子短期大学� 島根職業能力開発短期大学校� 鈴峯女子短期大学�
鳥取県立米子南商業高等学校�広島県立大学� 広島県立保健福祉短期大学� 広島国際学院大学�
広島修道大学� 広島女学院大学� 広島市立大学� 福山大学�
福山平成大学� 放射線影響研究所� 安田女子大学� 弓削商船高等専門学校

会津大学� 会津マルチメディアセンター� 秋田大学� 秋田公立美術工芸短期大学�
秋田工業高等専門学校� 秋田職業能力開発短期大学校�一関工業高等専門学校� いわき明星大学�
岩手大学� 岩手医科大学� 岩手看護短期大学� 岩手県立産業技術短期大学校�
岩手県立大学� 岩手IT研究開発支援センター� 奥羽大学� 角田宇宙推進研究所�
郡山女子大学� 尚絅学院大学女子短期大学部�聖霊女子短期大学� 仙台白百合女子大学�
仙台電波工業高等専門学校�鶴岡工業高等専門学校� 東北学院大学� 東北芸術工科大学�
東北工業大学� 東北職業能力開発大学校� 東北福祉大学� 東北文化学園大学�
東北薬科大学� 東日本国際大学� 日本赤十字秋田短期大学� 福島大学�
福島学院大学短期大学部� 福島県ハイテクプラザ� 福島県立医科大学� 福島工業高等専門学校�
富士大学� 宮城大学� 宮城学院女子大学� 宮城教育大学�
宮城県産業技術総合センター� 宮城工業高等専門学校� 盛岡大学� 山形大学�
山形県工業技術センター� 山形県テクノポリス財団� 山形県立産業技術短期大学校� 山形県立保健医療大学�
山形県立米沢女子短期大学� 山形短期大学

青森大学� 青森県工業総合研究センター� 青森県立保健大学� 青森公立大学�
青森職業能力開発短期大学校� 青森中央短期大学� 秋田桂城短期大学� 北里大学 獣医畜産学部�
八戸大学� 八戸工業大学� 八戸工業高等専門学校� 弘前学院大学
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