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Data Ware House

教職員ポータル
（Notes/Domino）

通知システム
調査用データ収集S
大型設備検索S
経費削減ナビ
在職証明発行S

財務会計システム

人給システム
評価S

就業管理S

健康管理

ペーパレス会議システム
(ECO Meeting)

教職員用メール（MailSuite）
KUMailストレージ
メールホスティング

現状：オンプレミス

更新後：クラウドサービス利用

財務会計システム

人給システム
評価S

就業管理S

オンプレミス環境 ハイブリットクラウド環境
（パブリッククラウド＋オンプレミス）

マイナンバーDB
健康管理
電子認証局等

ペーパレス会議システム

Data Ware House

教務情報システム

学納金管理システム

化学物質管理システム

マイナンバーDB

教務情報システム

証明書発行サーバ

学納金管理システム

化学物質管理システム
（KUCRS）

証明書発行サーバ

2018年11月から随時移行

教職員グループウェア
⇒ 1月21日

教職員用メール（KUMail）
⇒ 2月18日

学内（機密性の高いもののみ）

教職員用メール（Gmail）

教職員用メールオプション
KUMailストレージ
メールホスティング

汎用コン（学内）

教職員ポータル

通知システム
調査用データ収集S
大型設備検索S
経費削減ナビ
在職証明発行S

その他業務システム

パブリッククラウド
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2018年度全面的クラウド移行の全体イメージ



AWS(IaaS)クラウド移行スケジュール(結果)

11月 12月 1月

▲

▲
▲

AP1(オンプレ)
AP2‐3(クラウド)

AP4(オンプレ)

▲ 教務情報系AP5‐10(クラウド)

▲ AP11(クラウド)

▲ 財務会計系AP12‐16(クラウド)

▲
人事給与系AP17‐21(クラウド)

AP22(オンプレ)
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SaaS、PaaSクラウド移行スケジュール(結果)

2018年 2019年 2020年

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 ･･･ 2月 3月 ･･･

教職員グループウェア

教職員⽤メール
（KUMail）

※閲覧のみ可

③次期KUMailへの
配信開始
（2月12日）

▼

現⾏KUMail （MailSuite）

（1/17‐20 運用停止予定）
▼

次期KUMail （Gmail）

②メールデータ一括移行
（12月～2月16日）

④メール並行運用
（2月18日～5月19日）

送受信とも20MB

①容量制限開始
（ 9/3 ）

▼

利用者向け
説明会

（10～12月）

次期KUMail
運用開始
（2月18日）
▼

現⾏システム（Notes/Domino） 次期システム（Garoon・kintone）

⑤現行KUMailの
送受信停止

（5月20日）
▼

KUMailシステム
切替え

（5月20日）
▼

教職員グループ
ウェア切替え
（1月21日）

▼

メール１通あたりの
容量制限値

受信50MB
送信25MB

現行KUMail
システム停止
（3月末予定）

▼



(過去)事務用汎用コンピュータシステムの推移
■2005年度
・基幹サーバ(人事給与、財務会計、教務情報)に加え、

全部で約12システム(物理サーバ)を集約

■2013年度
・全学のサーバ集約を狙って、学術情報メディアセンター

北館のデータセンター化(電源、空調、自家発電、入退
管理など)を実施

■2014年度
・事務用汎用コンピュータシステムを調達・構築
・基幹サーバ(人事給与、財務会計、教務情報)に加え、

全部で約12システムを事務用汎用コンピュータ
システムへ移行(システムおよびデータ)
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(過去)教職員ポータルの推移

■2005年度
・教職員ポータル利用開始
(職員限定約3,000名、eメール機能有り)

・統合認証システムTAM(Tivoli Access Manager)導入
(※教職員の認証のベースとなった)

■2009年度
・教職員ポータルの全教職員数拡大(約12,000名)
■2010年度
・教職員ポータルeメール機能を停止(全学メールに代替)
■2015年度
・教職員ポータルの再リニューアルを実施
(利用者の意向を調査し、デザインや構成に反映)
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(過去)全学(教職員用：KUMail)メールの推移

■2010年度
・全学メール(教職員用メール、学生用メール)の提供開始

■2011年度
・5月、教職員用メールディスク装置のI/O性能が低下

■2013年度
・部局メール廃止を狙いメールホスティングサービス提供

■2014年度
・4月、教職員用メールディスク装置のI/O性能が低下

■2016年度
・SaaSなeメールに向けて、メールリテラシー向上施策
(機構の広報誌、リーフレット配布、他2件 全学へ通知)
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(過去)統合認証基盤の推移

■2007～2008年度
・教職員への全学アカウント配付(SPS‐ID、約12,000名)
・学生への全学アカウント配付(ECS‐ID、約23,000名)
■2009年度
・統合LDAP(SPS‐ID、ECS‐ID)利用開始、部局利用も開始
・Shibboleth認証連携利用開始

■2010年度
・全学統合認証基盤の本格的な運用開始
(全学アカウント、統合LDAP、Shibboleth認証、ICカード)

■2014年度～2016年度
・教職員向けの電子申請新規開発および利用者管理

システムの大幅改修 (3ヵ年計画)
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全学メールアド
レス取得伺いに
基づき部局へ
情報提供

KUMail

アカウント管理(ECS-ID)

統合LDAP
認証と属性提供

EcsAD

ApeosWare

EcsLDAP

アカウント管理(SPS-ID)

KUMOI(O365)

電子申請システム

窓口申請教務情報システム

教職員ポータル

認証ICカード

学籍データ

部局からの申請のうえ
受付処理を行い、登録

差分データ手動取
得のうえ、発行処
理

教育コン Linux認証用

有効化、パスワード変更・
メール転送設定

教育コン プリンタ
認証用

利用者管理システ
ムに担当者が直接
登録

学生用メール

教育コン 端末認証用

教職員用メール

教職員グループウェア認証

電子認証局

登録・失効
処理

有効化、パスワード変更

<プッシュ同期>
電子ジャーナルLDAP
高度情報教育ｺﾝ端末LDAP
事務汎用ｺﾝ ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞAD 

人事・給与システム・雇用Web

ECS-ID
SPS-ID

即時反映

TAM認証サーバ

シングルサインオン用
(グループウェア・財会システ
ム・人事シート等

利用者管理システム
ECS-ID・SPS-ID

利用者情報活用システム

参照

Shibboleth IdP
シングルサインオン用

利用者管理システム連携イメージ 【2015年8月 新・利用者管理システム稼働後】

各部局ITシステム

全学生共通ポータル
KULASIS、MyKuline、KUMOIなど
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(参考)方針の「事前」の機構内合意形成①
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(参考)方針の「事前」の機構内合意形成②
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クラウド移行に対する調達の基本的考え方

・システム基盤のクラウド利用（IaaS）による
運用経費とＢＣＰ/ＤＲを現実的に実現できること

・シングル・サインオン(SSO)などShibboleth認証
連携方式への巻き取り、全学認証の一元化

‐‐‐‐

・ 新で標準的な業務サービス（SaaS）の活用に
よる利便性の大幅向上

・京都大学独自ＡＰサービスを維持する/新規開発
する開発プラットフォーム環境（PaaS）の利用

‐‐‐‐

・重要な教職員用eメール(KUMail)サービスで
可用性の担保と運用管理コストの抑制（SaaS）
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2017～2018年度の調達概要
■事務用汎用コンピュータ調達：
・2017年5月～12月 第１～5回仕様策定委員会
・2018年1月 仕様書確定
・2018年2月 入札公告＆入札説明会
・2018年5月 開札

⇒アマゾンAWS(IaaS)、ハイブリッドクラウド

■教職員グループウェア調達：
・2017年5月～12月 第１～5回仕様策定委員会
・2018年1月 仕様書確定
・2018年2月 入札公告＆入札説明会
・2018年5月 開札

⇒Garoon(SaaS)、kintone(PaaS)、G Suite(SaaS)

開札まで”できあがり”イメージの確実性は ?? だった 13



全学周知・広報(時系列)

■情報環境機構内での合意形成(調達前)：
・情報環境機構運営委員会にて方針決定＠2017年2月
・情報担当理事への事前説明＠2017年4月

■広報誌を通して学内へ事前周知(構築前)：
・情報環境機構広報誌「Info!」 No.13＠2018年6月
・情報環境機構広報誌「Info!」 No.14＠2018年11月

■開札：”できあがり”のイメージ確定＠2018年5月
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■部局長会議へ今後のイベント報告＠2018年10月

■学内説明会(約1,300名、教職員の約10%)



(現在)事務用汎用コンピュータの移行(IaaS)

■概要：
・関東3つのデータセンタに基幹システムなど分散収容
⇒緊急時のマイグレーションが可能

・データセンタと京大間は SINETを利用しL2VPNで接続
⇒学内オンプレ環境と同様に扱える

・一部AP(マイナンバー、健康情報)は京大オンプレで維持
⇒結果として、ハイブリッドクラウド

・データ連携しているAPをグルーピングして、その単位で
移行を実施

■期待される効果：
・物理的セキュリティ
・BCP/DRに対する現実的な対処
・運用(BCP/DRを含む)のトータルでのコスト削減 15



事務用汎用コンピュータ移行 (結果：再掲)
11月 12月 1月

▲

▲
▲

AP1(オンプレ)
AP2‐3(クラウド)

AP4(オンプレ)

▲ 教務情報系AP5‐10(クラウド)

▲ AP11(クラウド)

▲ 財務会計系AP12‐16(クラウド)

▲
人事給与系AP17‐21(クラウド)

AP22(オンプレ)

必ず事前テストを行い、移行時間など把握したうえで
データ凍結の後、本番移行を実施した。
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(現在)教職員ポータルの移行と構成

Garoon
(Cybozu)

kintone
(Cybozu)

新 教職員グループウェア

現 教職員グループウェア
Notes
(IBM)

業務システム

メッセージ

掲⽰板 ファイル管理

ポータル

スケジュール

施設予約

移 ⾏

業務リンク

etc…

職員録 経費削減情報Navi

供⽤資産公募 調査⽤ﾃﾞｰﾀ収集

在職証明書発⾏ 契約実績検索

メール

G Suite
(Google)

スケジュール

アドレス帳
同期

リンク

京都⼤学統合認証システム
（Shibboleth）

ログインログイン ログイン

スマートフォン

ログイン ログイン

ブラウザ Or 専⽤アプリ
ブラウザ or 専⽤アプリ

OSはWindows or Mac

⼤型設備検索
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(現在)システム間のデータ連携イメージ

USER Group

G Suite Garoon

USER

組織

2次Group
申請

kintone

USER 組織

USER管理

Group管理

統合LDAP

中間
LDAP

連携
プログラム
(オンプレミス)

利用者DB
利用者管理
システム

電子申請
システム

Group

USER Group 組織

部局から申請
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事務用汎用コン
ピュータのオンプ

レミスに搭載



今回提供したG Suite
コアサービス（調達範囲）

今回提供してない
G Suite コアサービス
（今後提供を検討）

個人向けGoogleサービス
（運用後提供を検討）

(現在) G Suite京大テナントの管理範囲
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(未来) IaaS(外部クラウド)の積極利用
■オンプレミスから外部クラウドへの検討促進：
・今回、基幹業務系システムの外部クラウド(IaaS)への

移行が成功した。
・今後、他のオンプレミスで運用している研究系サーバ

など調達案件に際しても、外部クラウド(IaaS)への移行
を検討する。
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■情報セキュリティリスクのノウハウ蓄積：
・オンプレミスでは、インシデントを起こしたシステムの
IPアドレスの通信を遮断していた。

・今後、これまでの対策が実施できない場合も想定され、
クラウドでの情報セキュリティ対策や監視のノウハウの
蓄積が必要と考えている。



(未来) 業務改善に向けて
■教職員ポータル(Garoon＆kintone)：
・現状の業務および今後拡大する業務について、

より効率的な運用を実現すべく、導入したシステムに
合わせた業務フローなど、”業務標準化”と”データ
標準化”に向けた取り組みを強化。

・京都大学独自APについても、スクラッチ開発はできる
だけ抑える。

■教職員用eメール(KUMail)＆G Suite：
・eメールでの業務効率化を進める。一方で、「メールは
”葉書”」であるといったeメールリテラシーを徹底する
取り組みを強化する。

・eメール以外のG Suite利用については、利便性の大幅
な向上が期待できる。 21



苦労した点①
■4PJ(AWS、Garoon、kintone、G Suite)を同時に進めた：
・4つの新規プロジェクトを並行して同時推進したため、

設計会議に膨大な時間を要した。
4つのPJは密接に関連しており、同時進行は必須だった。

・課題管理にて、ベンダーと京大側との意識合わせを
実施したが、リリース前のピークあたりに、コミュニケー
ション不足が散見され、思い込みや錯誤による“手戻り”
が発生した。

・PJ推進の基本：相互の信頼関係を確保すること!!
・進捗と課題の把握：相互のコミュニケーションに

基づき、課題認識の上、対応やTo Doを明確にする。
・私たちはやってた! ・・・だが一部に約1ｶ月の遅延

が起きた。
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苦労した点②

■教職員ポータル：
・教職員ポータルは、約14年間利用してきたが、棚卸しを

十分に実施しなかった。結果、移行データが膨大な量
となって、抽出、クレンジング、データ変換、移行時間
などのテストに多大な時間を要した。
⇒定期的に”ゴミ“を捨てる棚卸は、必要である。

■教職員用eメール(KUMail)：
・Gmailは、学内外で多く利用されており、問題も発生して

いなかった旨、学内説明会で丁寧に説明した。
・メールスプールのコピーなど、本人意向の調査結果に

基づいて “注意深く”移行プロセスを進めた。
・失敗が許されないとの意識もあり、スタッフの結構な

負担となった。 23



得られた知見①

■仮想サーバ移行など(オンプレミス⇒AWS)：
・京都大学 学術情報メディアセンター北館をデータ
センター化し、学内のサーバ集約を狙っていた。

・一方、仮想化技術も進展し、ネットワークも広帯域となり、
サーバを利用者の付近に配置する必要はない。

・環境的には、大規模地震や異常気象による災害が
甚大化しつつあり、十分な対策を実施するには、
膨大なコストがかかる。

・外部データセンタの強みは、物理的セキュリティ、
大規模災害に対するリスク低減および異常事態時の
システムやデータの自動マイグレーションにある。

・学内システムをAWSへ移行することにより、現実的な
BCPやDR対策が見えてきた。
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得られた知見②
■教職員用メールなど(KUMail、G Suite)：
・情報セキュリティへの配慮はもちろん 重要である。
・その上で、教職員用eメール(KUMail)は、教育研究＆

業務で利用する重要なコミュケーション手段であるため、
十分な可用性の担保が大前提である。

・そのため、旧来のオンプレ・メールに拘らずに、SaaS形態
のeメールを使う時代になったと考える。

・eメール以外のAPについても、世界で利用されている
SaaS形態のAPを利活用する方が、構成員に受け入れら
れ易い。特に、構成員の利便性は大幅に向上する。

‐‐‐
・総じて、これからのIT部門は、システムやライセンスを

保有することから、サービスを利用するというクラウド
の発想に切り替えるべきである。 25



まとめ

2018年度，業務系システムおよびサービスについて、
以下のとおり、”全面的なクラウド移行” を実施した。

・基幹システムなどをBCP/DRを含む運用のトータルコスト
低減の観点から、アマゾンAWS(IaaS)へ大規模移行した。

・約14年間利用したグループウェア(Notes/Domino)を、業務
標準化および独自AP開発コスト低減などの観点から、
サイボウズ社 Garoon(SaaS)とkintone(PaaS)に切り替えた。

・約9年間利用したMailSuite(オンプレミス)を、十分な可用性
を担保する観点から、G Suite(SaaS)に切り替えた。

今後は、これらのシステムおよびサービスを軸にして、
あらゆる業務改善を継続的に進めてゆきます。
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