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 メールシステムの事例
⁻ 情報基盤とメールシステムのこれまでの歩み

 複数のクラウドを利用する理由
⁻ 中長期的な事業継続性
⁻ 極めて高い稼働率
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立教大学の概要



創立
1874年、ウィリアムズ主教により立教学校として開設

キャンパス
池袋キャンパス、新座キャンパス、（富士見総合グラウンド）

学部学科
10学部27学科8専修1コース、10研究科、3独立研究科、法科大学院

学生数
学部 19,521人 大学院 1,171人 （2017年5月1日現在）

教職員数
教員 2,362人（うち専任教員 622人（※任期有含む））

専任職員 295人 （2014年5月1日現在）

1-1 立教大学の概要

1. 立教大学の概要



志木 ←→ 池袋

約19分

２つのキャンパス



役割
立教大学の教育研究情報基盤を企画・構築・運用し、コンピュータやマルチ
メディア機器の利活用を促進することによって、教育・研究活動を支援する。

体制
センター長1名 副センター長2名（教員）

池袋キャンパス：専任職員5名 委託約45名

新座キャンパス：専任職員（1名）委託約15名

※各分野の専門業者様と協業

学生スタッフ 約100名

教育研究活動支援のサービス提供部門

「利用者の利便性を最大限に！」

1-2 メディアセンターの概要（１）

1. 立教大学の概要



V-Campusプロジェクト
立教大学の情報基盤インフラ整備

PC関連機器整備
PC教室や教卓設置端末、貸出PCなどPC機関連機器の整備・運用

マルチメディア機器整備
プロジェクターや音響設備をはじめとした、 マルチメディア機器の整備・運用

コンテンツ作成支援
MOOC向け教育コンテンツ、授業収録、学内のアーカイブ用などの各種コンテ
ンツの作成支援、Webサイトコンテンツ作成

教育・研究支援
授業支援システムや研究者データベース、eポートフォリオなどの、学内の各種
教育・研究活動支援システムの整備・運用

1-2 メディアセンターの概要（２）

1. 立教大学の概要



情報基盤V-Campus



2-1 V-Campusのコンセプトと目的

学習や研究に、仲間とのコミュニケーションに活用できる、情報化時
代の新しいキャンパスとして誕生

−校友を含めた広がりのあるキャンパス
−共愉的（convivial）なキャンパス（協調、自由、開放、楽しさ）
−安全なキャンパス
−快適なキャンパス
−進取の精神に満ちたキャンパス

インターネット技術を使った研究・教育用情報基盤を整え、学生生活
を支援する

−多彩なコミュニケーション環境の提供により
• 教育・研究活動
• 効率的な情報提供
• 生涯教育
• さまざまなコミュニティの形成

を支援する。

2. 情報基盤V-Campus



2-2 V-Campus これまでの略歴
１９９３ •クラスBのIP取得

１９９９ V-Campus •ISP/プロバイダ

•インターネット接続10Mbps/イントラネット

•メールサーバ、WebサーバをDC移設

２００２ V-Campus 2nd •プロバイダ業務分離（@rikkyo.jp)

•インターネット接続100Mbps/Virus Scan, F/W, IDS

２００４ V-Campus 3rd •各キャンパス-DC間1Gbps

•SPIRIT/CHORUS/CROSSROAD

２００８ V-Campus 4th •Gmail

•データセンター移設/サーバの仮想化

•シンクライアントPC教室

•インターネット接続1Gbps

２０１２ V-Campus 5th •ポータル基盤(SharePoint2010)

•認証基盤(SSO,shibboleth)

•スマートフォン対応(iPhone,Android,Windows)

•Office365

２０１６ V-Campus 6th •セキュリティ対策強化

•Microsoft Azure メールBCP

•インターネット接続10Gbps/各キャンパス-DC間10Gbps

2. 情報基盤V-Campus



 インターネット接続、キャンパス・データセンター間ネットワーク接続
⁻ 高い信頼性・拡張性データセンターの利用
⁻ 柔軟なネットワーク基盤

 ネットワークセキュリティ
⁻ ウイルス対策（メール・Web）
⁻ ネットワーク攻撃対策
⁻ 迷惑メール対策

 ネットワークサービス
⁻ 無線LAN

 メールシステム、メーリングリスト
⁻ Gmail
⁻ Office365
⁻ メーリングリスト

 ID管理システム
⁻ 各システム間の認証連携

 PC教室
⁻ 池袋キャンパス
⁻ 新座キャンパス

2-3 提供サービス（１）

2. 情報基盤V-Campus



 ポータルシステム
⁻ SPIRIT

 授業支援システム
⁻ Blackboard

 eポートフォリオシステム
⁻ 立教時間

 E-Learning
⁻ 英語教材

 個人用コンテンツ
⁻ 個人用ホームページ
⁻ 個人用ネットワークドライブ

 その他学習支援
⁻ その他教室・貸出PC

 スマートフォン対応アプリ
⁻ SPIRIT Mobile

2-3 提供サービス（２）

2. 情報基盤V-Campus



2-4 システム基盤

2. 情報基盤V-Campus

① 基本方針

セキュリティ
⁻ ネットワーク、システムのリスク（インターネット、脆弱性）

⁻ 物理的なリスク（サーバ室）

可用性
⁻ システム障害のリスク（ソフト、ハード）

⁻ 環境のリスク（電源供給）

運用
⁻ 体制（対応時間、技術力、オペレーション）

⁻ コスト（システム導入費、保守費、人件費、施設維持費）



2-4 システム基盤

2. 情報基盤V-Campus

② 具体的な方策

クラウドサービスの活用
⁻ 高い稼働率
⁻ 新しいテクノロジー

システム資源の集約
⁻ システム基盤をデータセンターに集積
⁻ キャンパスには必要最低限の機器のみ



池袋キャンパス

2-4 システム基盤

2. 情報基盤V-Campus

③ 構成イメージ

Internet

新座キャンパス

データセンター

ストレージ オールフラッシュ
ストレージ

ブレードサーバ

仮想サーバ群

ネットワークセキュリティ

ストレージ

ブレードサーバ

仮想サーバ群

ストレージ

ブレードサーバ

仮想サーバ群

SINET

G suite

Office365

Microsoft
Azure



メールシステム



3-1 V-Campus 1st ：1999年～

3. メールシステム

■ オンプレサーバ

メール、Webサーバをデータセンターへ

インターネット接続 10Mbps

 イントラネットの構築
 学生、教職員向けとして学内に数台のモデムを設置し

インターネット接続サービスを提供
 2000年携帯電話向け Mobile V-Campus スタート

キャンパス設備に影響されない運用に



3-2 V-Campus 2nd ：2002年～

3. メールシステム

■ オンプレサーバ

データセンターでの運用

インターネット接続 100Mbps

3-3 V-Campus 3rd ：2004年～

■ オンプレサーバ

■ Webメール（グループウェア）

データセンターでの運用



3-4 V-Campus 4th ：2008年～

3. メールシステム

■ オンプレサーバ
（postfix + 緊急用WebメールUI）

■ Gmail（Google Apps）

■ Live@Edu *試験導入

データセンター（規模拡大に伴い移設）

SINET接続



3-4 V-Campus 4th ：2008年～

3. メールシステム

① 背景

インターネット環境の変化
⁻ 回線の高速化、大容量化
⁻ モバイル端末の普及

メールサービスの性能問題
⁻ メール配送の遅延
⁻ メールボックスの肥大化
⁻ 頻発する障害



② 検討

複数のサービスの比較検討
⁻ Google Apps
⁻ Live@Edu
⁻ Yahoo! Mail

選定の決め手

学内での合意形成

3-4 V-Campus 4th ：2008年～

3. メールシステム



② 検討

*補足

Live@Eduの課題
−自ドメイン向け送信メールが外部へ出ていかない
−POPサーバが固定されていない
−POP等のサービスが認証連携できていない

3-4 V-Campus 4th ：2008年～

3. メールシステム



③ 導入

システム基盤の刷新

データセンター移設
⁻ システム基盤の集積化を進める

サーバ仮想化
⁻ 可用性の向上
⁻ 認証基盤の充実

3-4 V-Campus 4th ：2008年～

3. メールシステム



④ 運用

稼働率

利便性
−検索機能
−大容量
−Webメール
−POP/IMAP

ワークツール
⁻ カレンダー
⁻ ドライブ

3-4 V-Campus 4th ：2008年～

3. メールシステム





3-5 V-Campus 5th ：2012年～

3. メールシステム

■ オンプレサーバ
（postfix + 緊急用WebメールUI）

■ Gmail（Google Apps）

■ Exchange Online（Office365）*非公開

データセンター

SINET接続



複数のクラウドメールサービス

中長期的な事業継続性
⁻ サービスレベルでの冗長性
⁻ 1社依存のリスク回避

極めて高い稼働率
⁻ Gmail × Office365

利用者の選択肢
⁻ 好き嫌い、使い勝手

3-5 V-Campus 5th ：2012年～

3. メールシステム



① 背景

Gmailの定着

更に高い稼働率を目指す
⁻ Gmail での実績

Microsoft 包括ライセンス
⁻ ライセンス契約

認証連携
⁻ Shibboleth
⁻ ADFS

3-5 V-Campus 5th ：2012年～

3. メールシステム



② 導入

*補足

Office365（Exchange Online）の課題

全学共通アドレスリストの参照
⁻ 学生・教職員すべての構成員が同一サイト

メールエイリアスの利用手順
⁻ Gmailの利便性

3-5 V-Campus 5th ：2012年～

3. メールシステム



② 導入

Gmail と Exchange Online

SSO（Single Sign-On）の実現
⁻ Google Apps と Office365 を認証連携

3-5 V-Campus 5th ：2012年～

3. メールシステム





③ 運用

稼働率

利便性
−検索機能
−大容量
−Webメール
−POP/IMAP
−モバイル端末
−データ移行

3-5 V-Campus 5th ：2012年～

3. メールシステム



キャンパス

データセンター

受信メールリレー

認証 POP

3-5 V-Campus 5th ：2012年～

3. メールシステム

ロードバランサ

一斉メール送信用

メーリングリストサーバ

SPAM対策

ウイルス対策

構成イメージ

メールスプールは
30日分を保持

G suite

Office365



3-6 V-Campus 6th ：2016年～

3. メールシステム

■ オンプレサーバ

■ Gmail（Google Apps）

■ Exchange Online（Office365）*非公開
（緊急用Webメール（IMAP））

■ BCP対策（Azure）

アンチウィルス、アンチSPAMもクラウドで

対応



① 背景・導入

メール関連資源のクラウド化をさらに促進
−アンチウイルス、アンチSPAMをクラウドで対応
−オンプレ環境を不要とすることを目指す

Office365の課題

Azureの活用

3. メールシステム

3-6 V-Campus 6th ：2016年～

背景：関連アプライアンスなどによる障害



データセンター

キャンパス

メールリレー 認証 POP

3. メールシステム

3-6 V-Campus 6th ：2016年～

メールリレー
（バックアップ）

認証
（バックアップ）

（バックアップ）

① 構成イメージ（受信）
G suite

Office365

G suite

Microsoft
Azure



データセンター

キャンパス

メールリレー

認証

3. メールシステム

3-6 V-Campus 6th ：2016年～

メールリレー
（バックアップ）

認証
（バックアップ）

（バックアップ）

① 構成イメージ（送信）

Active!Gate一斉メール送信用

G suite

Office365

G suite

Microsoft
Azure



データセンター

キャンパス

メールリレー 認証

3. メールシステム

3-6 V-Campus 6th ：2016年～

メールリレー
（バックアップ）

認証
（バックアップ）

（バックアップ）

② 構成イメージ（Gmailダウン時（受信））

Webメール
（IMAP）

SSOではない認証

G suite

Office365

G suite

Microsoft
Azure



データセンター

キャンパス

メールリレー 認証

3. メールシステム

3-6 V-Campus 6th ：2016年～

メールリレー
（バックアップ）

認証
（バックアップ）

（バックアップ）

Active!Gate一斉メール送信用

② 構成イメージ（Gmailダウン時（送信））

SSOではない認証

Webメール

G suite

Office365

G suite

Microsoft
Azure



データセンター

キャンパス

メールリレー 認証 POP

3. メールシステム

3-6 V-Campus 6th ：2016年～

メールリレー
（バックアップ）

認証
（バックアップ）

（バックアップ）

③ 構成イメージ（データセンターダウン時（受信））
G suite

Office365

G suite

Microsoft
Azure



データセンター

キャンパス

メールリレー 認証 POP

3. メールシステム

3-6 V-Campus 6th ：2016年～

メールリレー
（バックアップ）

認証
（バックアップ）

（バックアップ）

③ 構成イメージ（データセンターダウン時（送信））
G suite

Office365

G suite

Microsoft
Azure



② 運用

稼働率

利便性

3. メールシステム

3-6 V-Campus 6th ：2016年～



ストレージサービス



Internet

4-1 提供サービス概要

4. ストレージサービス

オンプレ（教育研究系）

事務系

ポータル基盤
OneDrive for Business

（SharePoint）

個人領域
ホームディレクトリ

授業支援システム
（Blackboard）

Web
（Proself）

Googleドライブ

OneDrive

G suite

Office365



バック
アップ

EMC VNX

NAS

Pure 
Storage

CISCO UCS

VMware

仮想
サーバ

仮想
デスクトップ

V-Campus Server ＆ StorageTopics



4-2 提供サービス一覧

4. ストレージサービス

種別 設置形態 ネットワーク 容量 その他 用途

事務用フォルダ 事務系専用

個人領域
ホームディレクトリ

オンプレ 教育研究系 10GB／アカウント Web UI有り
アカウントに紐づく
個人領域

授業支援システム オンプレ 教育研究系 4GB／コース 授業用

ポータル基盤
OneDrive for Business

オンプレ 教育研究系 10GB／アカウント
ポータル基盤上の個
人領域

GSuite クラウド インターネット 無制限
各種機能と
連携

自由な用途
業務利用もあり

Office365 OneDrive クラウド インターネット 無制限 非公開

ほかクラウドサービス クラウド インターネット



4-3 提供サービス

4. ストレージサービス

① 事務用フォルダ



4-3 提供サービス

4. ストレージサービス

② 個人領域ホームディレクトリ

オンプレのシステム基盤上

アカウントに紐づくファイル領域

ネットワークドライブ

Webフォルダとしても利用可

インターネットアクセス用WebUI（Proself）



ネットワークドライブに
マウント

マイドキュメントに
マウント





4-3 提供サービス

4. ストレージサービス

③ 授業支援システム（Blackboard）

オンプレサーバ（仮想基盤上）

コース登録
⁻ 授業科目毎に作成
⁻ 履修学生登録も自動連携

Webフォルダとしても利用可





4-3 提供サービス

4. ストレージサービス

④ ポータル基盤（OneDrive for Business）

SharePoint2013 オンプレサーバ（仮想基盤上）

アカウントに紐づく個人領域





4-3 提供サービス

4. ストレージサービス

⑤ GSuite

クラウドサービス

アカウントに紐づいて利用可能

各種ツール
⁻ ドキュメント
⁻ スプレッドシート
⁻ フォーム
⁻ 写真・画像
⁻ 動画コンテンツ





4-3 提供サービス

4. ストレージサービス

⑥ OneDrive（Office365）*非公開

Office365全体の課題



4-4 提供サービス以外

4. ストレージサービス



4-5 運用

4. ストレージサービス

利便性
⁻ 大容量（無制限）
⁻ 検索機能
⁻ 共有機能

課題
⁻ 共有設定
⁻ 運用ルール





運用



5-1 クラウドサービスの運用状況

5. 運用

① 稼働率



5-1 クラウドサービスの運用状況

5. 運用

② 利便性

充実した機能

常に最新化されるテクノロジー

学内マニュアル

学内オリエンテーションは未実施



5-2 クラウドサービスの運用課題

5. 運用

① セキュリティ

メール
⁻ 標的型攻撃
⁻ フィッシング

ファイル管理
⁻ 公開設定
⁻ 使い分け



5-2 クラウドサービスの運用課題

5. 運用

② ネットワークトラフィック

ネットワークの高速化

モバイル端末の増加



学内無線LANの整備と学生の学習環境

無線LANで学内全域をカバー

貸出PCの利用

学習環境としてのクラウド利用

Topics





学内無線LANの整備と学生の学習環境

Topics

池袋キャンパス



学内無線LANの整備と学生の学習環境

Topics

新座キャンパス



学内無線LANの整備と学生の学習環境

Topics

富士見グラウンド



貸出場所 図書館
ラーニング
コモンズ

メディア
センター

図書館
メディア
センター

台数 280 260 100 140 50

合計台数 830

学内貸出PC台数

学内無線LANの整備と学生の学習環境

Topics



5-2 クラウドサービスの運用課題

5. 運用

③ ルール

規程の整備

実運用に即したルール作成



5-2 クラウドサービスの運用課題

5. 運用

④ 多様な属性に応じた権限設定

教員、職員、学生

属性に応じた権限設定

企業向けサービスとの違い



5-2 クラウドサービスの運用課題

5. 運用

④ コスト

フルクラウド化に向けた試算

予算と執行



5-3 クラウドサービスの運用まとめ

5. 運用

優れた可用性

常に最新化されるテクノロジー

大衆化したサービス

ルールの整備

権限設定

コスト



展望



6-1 今後の方向性

6. 展望

基本方針

セキュリティ・可用性・運用

クラウドサービスの活用

システム資源の集約



6-1 今後の方向性

6. 展望

② 具体的な方策

フルクラウド化を目指す

先ずはハイブリッド



6-2 取り組みたいこと

6. 展望

① クラウドサービスの連携

シンプルな連携
⁻ アカウント管理、認証



6-2 取り組みたいこと

6. 展望

② 仮想デスクトップサービス

クライアントPC管理
⁻ 5,000台×複数イメージのクライアントPC



6-2 取り組みたいこと

6. 展望

③ ルールの整理

関係規定の整備
⁻ 情報に応じた管理基準
⁻ 保存場所、保管方法
⁻ 公開設定



本日の内容

 メールシステムの事例
⁻ 情報基盤とメールシステムのこれまでの歩み

 複数のクラウドを利用する理由
⁻ 中長期的な事業継続性
⁻ 極めて高い稼働率
⁻ 利用者の選択肢

 ストレージサービスの事例
⁻ 様々なストレージサービスの用途

 クラウドサービスの運用
⁻ 優れた可用性
⁻ 高い利便性
⁻ 運用ルールの課題



The founding spirit of Rikkyo University is steeped in

Christian values of providing a liberal education that nurtures every aspect of 

the individual. These values continue to be our guiding principle.

ありがとうございました


