
次期教職員グループウェア及び次期教職員用
メール（KUMail）の利用に関する説明会
（部局IT技術担当者向け）

2018年10月31日
情報環境機構 電子事務局部門
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１.はじめに
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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
⇒ 12月17日

教職員用メール（KUMail）
⇒ 2019年2月

切替予定

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

1-1. 全体概要
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1-2. スケジュール

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

■スケジュール（予定）

③次期KUMailへの
配信開始

（1月頃予定）
▼

現行KUMail （MailSuite）

（12/15-16 運用停止予定）
▼

次期KUMail （Gmail）

②メールデータ一括移行
（11月～1月頃予定）

④メール並行運用
（2月～5月頃予定）

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月頃予定）
▼

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

⑤現行KUMailへの
配信停止

（5月頃予定）
▼

KUMailシステム
切替え

（5月頃予定）
▼

教職員グループ
ウェア切替え
（12/17）
▼

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）

▼
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新システムの構成や特徴についてピックアップでご説明します。

２.グループウェアの概要
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2-1. システム構成

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

学内PC
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

6

大型設備検索



2-2. ID/組織/グループ/2次グループ
・SPS-ID（個人ID）でログインしますが、kintone（業務システムの一部）利用時は自動的に

組織IDに切り替わります。
・手動でのメンバー更新が必要な2次グループ（旧2次アドレス帳）の他に、人事データと連携して
自動更新される「組織グループ」（部局・専攻、部・課・掛など）が利用可能です。

Garoon kintoneG Suite

ID

組織階層

2次グループ
（旧2次アドレス帳）

個人ID 個人ID 組織ID
SPS-IDを利用 SPS-IDを利用

組織単位でIDを付与
所属する部署の組織IDで利用
（ログインはSPS-IDで行う）

ー
組織グループ 組織グループ

グループメール

MLとして利用可

2次グループ
ユーザーが作成・更新

コンテンツの公開範囲などに利用可

ー

人事システムと連携し自動更新
コンテンツの公開範囲などに利用可

事務組織は掛単位、教員組織は
部局単位のグループとなります

組織IDのため2次グループは
利用不可

＜構成パッケージごとのID/組織/グループの対応＞
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2-3. 2次グループ

公開範囲＋アクセス権限 メーリングリスト
メールアーカイブ

2次グループ
（旧2次アドレス帳）

２次グループとは現行の2次アドレス帳に相当する機能です。
２次グループは、グループウェア内のコンテンツのアクセス権限指定の他にメーリングリスト、
メールアーカイブに利用可能です。

・ メーリングリスト機能が強化され、メール件名への通し番号の追加などが可能となります。
・ 2次グループを新しく作成する場合は、Garoon上で作成処理を行った後、G Suiteの管理画面
で初期設定が必要です。
（初期設定を行わないとインターネットからのメールを受信できません。）

＜旧2次アドレス帳との違い＞
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2-4. 権限の違い

主要機能 一般利用者 部局管理担当者

掲示板 閲覧/書込 閲覧/書込＋サブフォルダ作成

ファイル管理 閲覧/書込 閲覧/書込＋サブフォルダ作成

スケジュール

施設予約 予約の閲覧/登録
※権限を持つ施設のみ

予約の閲覧/登録＋承認
制限を超えた予約

施設の作成＋権限設定

・一般利用者と部局管理担当者で権限が異なります。
・部局管理担当者は、部局内における各機能の閲覧/書込の他にフォルダの作成や承認などの特
別な処理を行う権限を有し、権限は機能ごとに設定されます。

全ユーザーの予定表に対する閲覧/追加/変更/削除
※予定登録時の公開範囲に依存

※予定の追加/変更/削除時は通知される

＜機能ごとの権限＞
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 クイックガイド（配付物）と、デモ画面にて教職員グループウェアの
各機能を説明します。

３.機能説明
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カテゴリ 現行システム
（Notes/Domino）

次期システム
（Garoon/kintone/G Suite） 機能概要

ポータル トップページ
グループウェア検索

ポータル/リンク集/全文検索（Garoon） ・グループウェアの各機能、業務システムへのリンク等を表示
・様々なアプリケーションのデータをまとめて検索する

全学メール Gmail（G Suite） 教職員用メール（KUMail）のWebメール機能

KUMailストレージ KUMailストレージ（汎用コン）
Googleドライブ（G Suite）

ファイル共有が可能なオンラインストレージ機能　※学外者とも共有可能

大容量文書 メッセージ（Garoon） 宛先を指定してメッセージ送信やファイル共有を行う　※宛先はGaroonユーザーのみ

予定表 予定表・スケジュール調整 スケジュール（Garoon）
Googleカレンダー（G Suite）

個人の予定管理、ユーザ間での予定情報の共有　※Garoonと Googleカレンダーの登録内容を同期
簡易な空き時間把握、参加メンバーへの予定の仮登録・確定

施設予約 各部局向け施設予約 施設予約（Garoon） 会議室等の予約管理

掲示板 総合掲示板
各部局向け掲示板

掲示板（Garoon） 学内通知等、連絡事項の掲載

文書共有 文書共有
各部局向けファイル保管

ファイル管理（Garoon） 全学・部局内でのファイル共有

ユーザー検索 ユーザー検索（kintoneアプリ作成） SPS-IDを持つ教職員（＝Garoonユーザー）の検索/所属、メールアドレスなどを検索可能

２次アドレス帳 グループ（Garoon）
Googleグループ（G Suite）

メーリングリスト機能、２次アドレス受信BOX（メールアーカイブ）、権限設定グループ作成、検索
※「２次アドレス帳」は「２次グループ」に名称変更予定

職員録 職員録（kintoneアプリ作成） 部局総務担当がメンテナンスする職員録

役職者名簿 職員録（kintoneアプリ作成） 部局総務担当がメンテナンスする職員録のうち、役職者のみを表示

座席表 本部・共通事務部座席表
部局座席表・連絡先一覧

ファイル管理（Garoon） 座席表をPDFファイルで共有する

在席確認 在席表示 在席表示（Garoon） 個人の在席状況の表示

通知システム モーダル通知（kintoneアプリ作成）
通知一覧（Garoon）

受講必須e-Learningや年末調整等の通知について、特定の対象者のみモーダルウィンドウを表示する
各機能における新着/更新通知を、機能横断して一覧表示する

当番通知 スケジュール（Garoon）
当番通知（kintoneアプリ作成）

当直などの当番者の共有、通知

回覧板 メッセージ（Garoon） 特定メンバー間でのメッセージ送信やファイル共有/複数者への一斉通知、閲覧状況の確認、回答収集

フォーラム（施設系） スペース（Garoon） 特定メンバー間での情報共有、意見交換

申請 受付システム ワークフロー（Garoon） 各種申請、承認

メール

アドレス帳

通知

情報共有

3-1. 機能一覧

★

★

★
★

★
★

★

★

★

★印を付けた機能をデモにて説明
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（所属、メールアドレスなどが検索可能）



3-2. 機能説明

デモにてご説明いたします
要点をお手元のクイックガイドでご説明いたします
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3-3. 新システムでの主な変更点 ー 教職員グループウェア
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機能名 変更種別 変更点

ポータル 制限事項 掲示板 新着と予定表の表示の上下切替や、各表示内容の表示/非表示の切替ができません。

機能アップ Garoonのスケジュールでは、Googleカレンダーのように予定をドラック＆ドロップでカレンダー上を移動することがで
き、予定の変更が簡単にできます。

機能アップ GaroonのスケジュールとGoogleカレンダーは、自動で相互に予定を同期します。
※同期できる予定には一部制限があります。

運用変更 アラーム機能（予定の時間が近づいたタイミングでの通知）は、メールによる通知ではなく、予めPCやスマートフォンに
インストールする専用アプリに通知されます。

運用変更 全ユーザーの予定について、閲覧の他、追加/変更/削除が可能となります。※公開設定にした場合のみ。
現行システムにある「代理人設定（自身の予定表への権限設定）」機能はなくなります。

2次グループ
（旧2次アドレス帳） 機能アップ Garoonでの2次グループアドレス作成後に、別途Gsuite（Googleグループ）にて設定が必要となります。

Googleグループでは、これまでの2次アドレス帳のメーリングリスト機能より高度な設定が可能です。
メッセージ

（旧回覧板） 運用変更 回覧板機能は、メッセージ機能での運用に変更となります。

機能アップ 大容量文書（メッセージ）の保存期限は無期限となります。

機能アップ 送信確認機能により、受信者の確認状況を一覧で確認することができます。

運用変更 送信した文書の通知はメールではなく、通知一覧への通知となります。
※PCやスマートフォンの専用アプリにも通知されます。

制限事項 送信時のパスワード設定はできません。
必要に応じて、添付するファイルそのものに別途パスワード設定（暗号化ソフトやZIP圧縮）をお願いします。

機能アップ
スマートフォンからも簡単に利用できます。
スマートフォン標準のブラウザまたは、スマートフォン専用アプリから利用できます。
※すべての機能がスマートフォンで利用できるわけではありません。

運用変更 全体的にグループウェアへの情報登録/更新に関する通知や承認依頼に関する通知は、メールではなく新着通知
（ポータル左上「通知一覧」、画面上部の鈴マーク）に通知されます。

メッセージ
（旧大容量文書）

その他

スケジュール
（旧予定表）



3-3. 新システムでの主な変更点 ー 教職員用メール（KUMail）
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機能名 変更種別 変更点
機能アップ メール受信サイズが現行の 20 MB から 50 MB に変更となります。
機能アップ スプール容量が現行の 10 GB から無制限に変更となります。
機能アップ 送信直後の送信取り消しができます。初期値は5秒で、最大30秒までご自身で設定が可能です。

機能アップ
指定したメールを受信トレイからは非表示にし、指定した日時に受信トレイに再通知させる「スヌーズ」機能が使用できます。
指定したメールには「スヌーズ中」というラベルがつきます。対応を後回しにする場合などに利用できます。

運用変更
添付できる拡張子に制限があります。制限された拡張子の添付ファイルを送る場合には、Google ドライブにアップロードしてか
らドライブの添付ファイルとしてURLを送信することができます。

運用変更
従来のKUINSのスパムチェックサーバは経由しませんので、SPAM判定は、Gmailが行います。Gmailでは、添付ファイルだけで
なく、ウィルスを拡散させる可能性があるコンテンツ、画像、リンクがメールに追加されている場合に迷惑メールと判定します。

運用変更
Webメールや、スマートフォンアプリ、ThunderbirdなどのメールクライアントでIMAP接続する場合はShibboleth認証でログイ
ンします。

運用変更

MailSuiteでは20MB以上の添付ファイルはKUMailストレージに自動的に格納され、メールから添付ファイルが引き剥がされて
KUMaiストレージのURLが挿入されますが、Gmailでは、添付ファイルのサイズが25MBを超える場合には、自動的にGoogleドラ
イブのマイドライブにアップロードされ、送信メールにはファイルをダウンロードするためのリンクが追加されます。ファイルの
閲覧権限は、一般公開とするか、G SuiteまたはGoogleユーザに制限することが可能です。

運用変更
MailSuiteのゴミ箱の自動削除の初期値は120日ですが、Gmailでは30日になります。また、Gmailでは自動削除期間を変更する
ことはできません。ただし、メールクライアントでは自動削除期間を変更することは可能です。

運用変更 Webメールではeml形式でインポート/エクスポートができません。ただし、メールクライアントでIMAP接続をすれば可能です。

運用変更
フォルダの概念が無くなり、代わりに各メールにラベルが付与されます。ラベルは従来のフォルダのように階層構造で管理可能で
す。メールの振り分け機能では、MailSuiteではフォルダにメールを格納していましたが、Gmailではメールにラベルを付与する
ことで実現します。フィルタで条件を作成し、付与するラベルを選択できます。

運用変更 他のメールアドレスに自動転送設定を行う場合、転送先に送られた確認コードを入力する必要があります。

制限事項
Webメール上では予約送信機能は利用することはできません。
ただし、Thunderbird、Outlookでは、アドオンを利用することで同等の機能が利用可能になります。

制限事項 Webメール上では複数の署名を使用することができません。

Gmail
（旧MailSuite）



移行に向けての詳細スケジュールや皆さまへのご依頼事項など

をご連絡いたします。

４.移行に向けた連絡事項
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4-1. 移行に向けたイベント

データ移行希望調査（回答期限 11月16日（金））
※教職員全員対象、回答期限までに必ずご回答ください。

 Gmailへの配信開始（二重配信開始：2019年1月中旬）

 Gmailの利用開始（並行運用期間：2019年2月～5月）

現行システム（MailSuite） の送受信停止（2019年5月）
※現行システム（MailSuite）の閲覧は2020年3月末まで可能。

16

試行環境の提供（説明会後～12月14日まで）

操作マニュアル（日・英）及び詳細資料の提供（12月10日の週を予定）

システム切替のための現行システム（Notes/Domino）の停止期間（12月15日～16日）

新システムの利用開始（12月17日～）

教職員グループウェア

教職員用メール（KUMail） 「5. G Suiteについて」にて
詳しく解説します。



4-2. 依頼事項・注意点（1）
教職員グループウェアのデータ移行

現行システムに登録されているデータは、可能な限りシステム管理者側で一括移行する
方針ですが、以下のデータは移行ができません。
•予定表のデータは、公開範囲設定の移行ができないため、各ユーザーにてGaroonの
スケジュールへの移行をお願いします。手順については、別途お知らせします。
•２次アドレスメールボックスに保存されているメールデータは、新システムに移行できませ
ん。グループウェアの切り替え後にメールデータ（emlファイル形式）をご提供します。

教職員グループウェアのデータ更新凍結期間
業務への影響を最小限にするために、システム切替のための運用停止については、
12月15日（土）～16日（日）の間で予定しています。
ただし、 掲示板と文書共有・部局ファイル管理については、移行データ量の都合により、
12月12日頃から移行作業を開始する場合があります。
作業開始時期は改めてお知らせします。

現行システムでのデータ整理
文書共有・部局ファイル保管や2次アドレス帳等において、不要なデータがあれば
12月7日（金）を目途に整理をお願いします。
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4-2. 依頼事項・注意点（2）
教職員用メールの一括移行について

①移行対象
・メールデータ一括移行の対象は「メール」と「フォルダ」のみです。（希望者のみ）

ただし、現行KUMail（MailSuite）のサーバ上にある（＝Webメール画面で確認できる）「メール」と
「フォルダ」に限ります。

②移行対象外
・「SPAM」「ゴミ箱」「送信トレイ」「予約送信」フォルダに保存されているメールは移行対象外です。
・住所録、スケジュール、SPAM設定、自動振り分けの設定、転送設定、個人環境の設定（使用言語、署名
ほか）などは移行対象外です。

【⇒次期KUMail（Gmail）の利用開始後に、利用者にてGmail上で設定を行っていただく必要があります。
MailSuiteの住所録（アドレス帳）、自動振り分け設定の移行については、後日、移行支援ツールを提供予定です。】

※以下のメールやフォルダ は移行できません。
• １通あたりのサイズが25MBを超えるメール（受信済み・送信済み とも） [*1]
• Gmailでブロックされるファイル（拡張子が.exeのファイルなど）が添付されたメール [*2]
• 破損したメール
• 暗号化されたメール
• 名前に' /'（半角スラッシュ）を含むフォルダ

なお、移行結果は、メールデータ移行完了後に、各利用者に通知する予定です。
【⇒必要に応じて、現行KUMail（MailSuite）で該当メールの退避等を行っていただく必要があります。 】

[*1] 移行ツールの制限値（なお、Gmailの１通あたりのメール容量制限は、受信50MB／送信25MBです。）
[*2] 参照URL）Gmail でブロックされるファイルの種類 https://support.google.com/mail/answer/6590?hl=ja
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4-2. 依頼事項・注意点（3）

19

教職員用メール移行関係

・全学メールアドレス（～@kyoto-u.ac.jp）及び２次アドレス（～@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp）自体
の変更はありません。

・メールデータの一括移行を希望しない場合でも、次期システム（Gmail）へのメール配信開始（2019年
１月頃予定）後は、Gmailにも新着メールが届きます（全て「受信トレイ」に格納されます）。

・2019年2月頃から5月頃までの並行運用期間では、現行／次期いずれのシステムでも送受信できますが、
並行運用期間中に現行システム（MailSuite）で新たに作成・送信されるメッセージは、次期システム

（Gmail）には移行されません。早めに新しいメールシステム（Gmail）でのご利用をお願いします。

・並行運用期間中、 SpamメールはGmailへ転送しません。
本学のサーバがGmailからSpamメール送信サーバと誤認されるのを防ぐための処置です。
現行システム（MailSuite）でSpam振り分けの設定がされていない場合、Spamメールも転送されて
しまうため、管理者側で各ユーザの「Spamフォルダ」に格納するように設定し、転送されないよう
にします。

・移行期間中、KUMailメールアドレスの変更処理は実施できません。

※教職員用メール(KUMail)の移行に関する詳細は、以下の情報環境機構サイトをご確認ください。
http://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/ja/services/portal/member/ku_internal/newkumail.html
（【学内限定】教職員用メール(KUMail)の移行について）



4-3. お問い合わせ
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[情報環境機構 教職員用メールサポート]
E-mail: kumail-qa@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

[情報環境機構 電子事務局部門] Tel:(本部)16-2198
E-mail: e-office@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

 教職員グループウェアに関して

 教職員用メール（KUMail）に関して

[情報環境機構 情報環境支援センター] Tel:(本部)16-7840
E-mail: support@iimc.kyoto-u.ac.jp

 SPS-ID・認証ICカードに関して
（情報環境機構サービス全般の問い合わせ窓口）

※システム更新・移行に関する詳細は、以下の情報環境機構サイトにて順次掲載します。
http://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/ja/services/portal/member/ku_internal/newkumail.html
（【学内限定】次期教職員グループウェア・次期教職員用メール(KUMail)についてのお知らせ）

※よくある質問は、情報環境機構のFAQページに順次掲載します。
http://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/ja/faq/



4-４. 試行環境について
本番稼働までの間、操作に慣れて頂くことを目的に新システムの試行環境を公開しております。
業務多忙の中恐縮ですが、可能な限りログイン、操作確認をお願いいたします。

＜試行環境のアクセス方法＞

＜利用における注意点＞
・試行環境に登録されているデータはテストデータとなります。
・教員、職員、部局ごと での最低限の権限設定となっております。
詳細な権限設定は本番環境と異なります。機微なデータの登録は行わないようご注意ください。

・業務メニューからアクセスする各システムは運用中の本番環境へリンクしています。
テスト環境ではありませんので、ご注意ください。

・機能ごとの留意事項は以下のとおりです。

以下のURLにアクセスし、SPS-IDでログインしてください。

https://ku-grn.cybozu.com/g/

メール
現行MailSuiteへ遷移します。
（2月よりGSuiteに移行）

施設予約
自部局の予約の承認を部局員全員が可能です。
本番では各施設の管理担当者のみが承認を行えます。

業務リンク リンクやカテゴリは暫定で変更の可能性があります。

ファイル管理
掲示板

ワークフロー
[企画・情報部]-[全学グループウェア各種申請書]に
テスト用の申請フォームを設定しています。

2次グループ 登録画面の確認は可能ですが、実際の登録は行えません。

カテゴリ/フォルダの構成は暫定のものです。
本番環境は現行システムの状態が移行されます。
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（2月よりGmailに移行）



 Google 「G Suite」の特徴や機能についてご説明します。

５.G Suiteについて

22



G Suite for Education とは

Googleが提供する教育機関向けグループウェアサービス

メール、カレンダー、オンラインストレージなどを統合的に利用可能

2006年より運用開始

導入事例

京都大学では、附属病院、東南アジア研、KURA等が利用
旧帝大では北海道大学、東京大学が、学生向けに利用
他大学ではミシガン大学、カリフォルニア大学バークレー校、

早稲田大学、慶應大学、日本大学等が教職員・学生向けに利用
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グループウェア

教職員メール

教職員グループウェア移行フェーズ

Phase1 Phase2 Phase3 Phase4

カレンダー

構築
ポータル
リプレース

KUMail
並行運用期間

次期KUMail
運用開始

2018/5 - 2018/12 2018/12-2019/1末 2019/2 - 2019/5 2019/5

2次グループ
（旧２次アドレス帳）

(TAM | 
LDAP)

(LDAP) (LDAP)

(TAM) 

(TAM) 

(TAM) 

※PIMSYNC同
期のみ開始

(Shibboleth) (Shibboleth) (Shibboleth) 

(Shibboleth) 

(Shibboleth) 

(Shibboleth) 

(Shibboleth) 

(Shibboleth) 

(Shibboleth) 

(Shibboleth) 

(Shibboleth) 

ユーザが G SuiteにログインできるのはPhase3 以降
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G Suite for Education で運用するサービス

運用開始時は下記機能を提供

25

サービス名 用途

Gmail 教職員メール
@kyoto-u.ac.jp

ビジネス向けGoogleグループ 2次グループ（旧2次アドレス帳）
@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

カレンダー 予定表。Garoonと連携

ドライブ ファイルの保存、共有、共同編集

ドキュメント、スプレッドシート、
スライド

Word、Excel、Powerpoint互換

フォーム Webフォームの作成



G Suite 京都大学テナント
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京都大学 テナント

@kyoto-u.ac.jp

@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

附属病院 テナント

東南アジア研 テナント

XX部局 テナント

京都大学テナントから見ると、他のテナントは外部のエリアとして扱われます。
共有範囲、アクセス管理は各テナントでコントロールします。
※部局ドメインでG Suiteをご利用されたい場合は、外部テナントを契約して頂く必要があります。

@kuhp.kyoto-u.ac.jp

@cseas.kyoto-u.ac.jp

個人向けGoogle

@gmail.com



G Suite コアサービスと個人向けGoogleサービス

G Suiteコアサービス => 京都大学テナント管理者が、テナント全体の利用範囲、共有範囲等を
コントロールする。

個人向けGoogleサービス => 京都大学テナント管理者が、京都大学のアカウントでの利用可否を
コントロールする。
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今回提供する
G Suiteコアサービス
（調達範囲）

今回提供しない
G Suite コアサービス
（運用後提供を検討）

個人向けGoogleサービス
（運用後提供を検討）

京都大学テナントの管理範囲

「オフ」になっているサービスは京都大学アカウントでは利用できません。ご要望
の収集や利用方法を調査して提供を検討します。また、提供時にはアナウンス
します。
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G Suite コアサービスと個人向けGoogleサービス
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サービス G Suite for Education のコアサービス 追加サービス （個人向けGoogleサービスでも提供されている機能）

利用規約
G Suite for Education のプライバシーに関するお知らせ

G Suite for Education 契約、データ処理の修正条項
（後者は学校が同意している場合）

Google 利用規約、プライバシー ポリシー、サービス固有の利用規約

データ使用
コアサービスで収集されたユーザーの個人情報は、Gmail、
ドキュメント、スプレッドシート、スライドなどのコアサービスを提
供する目的でのみ使用されます。

すべての追加サービスから収集された情報は、それらの追加サービスを提供、
維持、保護、改善し、新しい追加サービスを開発するために使用されます。

広告

コアサービスでは広告は表示されません。また、コアサービスで
収集されたお客様のデータは、コアサービスと追加サービスの
どちらにおいても、広告目的で使用されることはありません。

追加サービスでは広告が表示されることがあります。ただし、幼稚園から高等学
校までの G Suite for Education ユーザーについては、ユーザーの個人情
報（あるいは Google アカウントに関連付けられているすべての情報）が広
告の表示目的で使用されることはありません。

セキュリティ
コアサービスは、G Suite のセキュリティ監査および証明書
（ISO 27001、SOC 2、SOC 3）の対象です。

いずれの追加サービスも、情報セキュリティに関する Google の高い基準を満
たしています。

共有の制
限

コアサービスのお客様データを第三者と共有することはありま
せん。ただし、共有の同意を得た場合、法律によって共有す
るよう求められた場合など、プライバシー ポリシーで規定され
ているいくつかの例外的な状況を除きます。また、G Suite 
契約の機密性に関する条項では、コアサービス内のお客様
データの第三者への共有に制限を課しています。

個人情報が第三者と共有されることはありません。ただし、お客様から同意を
得た場合や法的要請のあった場合など、プライバシー ポリシーで規定されてい
る例外的な状況を除きます。

https://support.google.com/a/answer/6356441

https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/apps/intl/ja/terms/education_terms.html
https://www.google.com/intx/ja/work/apps/terms/dpa_terms.html
https://www.google.com/policies/terms/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://support.google.com/a/answer/181865
https://www.google.com/policies/privacy/#infosecurity
https://www.google.com/policies/privacy/#nosharing
https://www.google.com/policies/privacy/#nosharing


G Suiteアカウントと個人向けGoogleアカウントの切り替え

アカウントの切り替えは画面右上のプロフィール写真
をクリックして行います。

※個人向けGoogleアカウント（@gmail.com）をお持ちの場合は、
現在ログイン中のアカウントを意識いただくようお願いします。

30



アカウントのライフサイクル

 退職後、360日間はメールの転送と自動応答が可能になります。
• SPS-IDは退職後30日後に停止されます。
• Googleアカウントは360日間は停止しませんが、十分長いランダムなパスワードを設定

します。
 退職後、360日以内にユーザが再雇用された場合は、データを引き継いた状態で利用で

きます。
 退職後、360日後にアカウントを削除します。

• 作成したデータは、メールだけでなくドライブ等のデータも完全に削除されます。
 名誉教授についても上記条件に準じます。

31

使用可能 アカウント削除

使用可能 ログイン不可
自動転送、自動応答可能 アカウント削除

Garoon

G suite

30日（月末） 360日退職日



G Suite のセキュリティ

 世界屈指のセキュリティレベルを誇るデータセンターで稼働している
 複数の第３者機関の監査・認証を受けています

• ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018、AICPA SOC 1、SOC 2、SOC 3、
FedRAMP 等

 ログイン自動不正アクセス防止機能（いつもと異なる場所、端末からアクセスすると自動的
に一時ブロックする機能）

 データはファイルを複数のパートに分割し、それぞれ異なる鍵で暗号化されます。さらに暗号
鍵自体も暗号化されます。その状態で各地のデータセンターに分散して保存されているため、
物理データを盗難されても復元できません。 （Google Cloud Summit 18' より）

参考:
セキュリティとコンプライアンスに関するホワイトペーパー
https://lp.google-mkto.com/rs/248-TPC-286/images/Google_Security%20Compliance_Japanese_FINAL.pdf
G Suiteのセキュリティと信頼
https://gsuite.google.com/security/
Google Cloud セキュリティとプライバシー
https://www.google.com/intl/ja_ALL/cloud/security/
Standards, Regulations & Certifications
https://cloud.google.com/security/compliance/
透明性レポート
https://transparencyreport.google.com/?hl=ja
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現行・次期KUMail 仕様比較
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現行KUMail 次期KUMail

インフラ オンプレ （京都大学汎用コ
ン）
クオリティア社製 Mail Suite

クラウド（Saas）
Google社 Gmail（G 
Suite for education の
メール機能）

大学内データセンターで運用。
データバックアップは遠隔地の
データセンターで保管

世界中にある自社データセン
ターで分散管理。可用性
99.9% 以上

1ユーザあたりの容量 10GB 無制限

1通あたりの容量 送信20MB / 受信 20MB 送信 25MB / 受信 50MB

ファイル添付 20MB 以上の場合は
KUMailストレージに保管し
URL提供

25MB 以上の場合は
Googleドライブに保管しURL
提供



現行・次期KUMail 仕様比較
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現行KUMail 次期KUMail

Webメール LDAP認証 Shibboleth認証

IMAP/SMTP LDAP認証 Shibboleth認証

POP LDAP認証 G Suiteローカル認証
（PWはGaroonから確認可
能）

スパム・ウイルスチェッ
ク

KUINSのスパム・ウイルス
チェックサーバ

G Suiteのスパム・ウイルスチェッ
クサーバ



次期KUMailの機能

引き続き利用可能な機能
 検索機能 => 高速かつ検索精度向上
 転送設定
 自動振り分け
 自動下書き保存
 不在通知

利用できなくなる機能
 複数署名の利用
 予約送信

• メールソフトのアドオンで代替可能
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新たに追加される機能
 送信取り消し

• 5〜30秒 で設定可能
 スヌーズ機能



ラベル

フォルダはラベルという概念に変わります。
※一通のメールにラベルを複数つけることができ、ラベル単位で一覧が可能
※ラベルは従来のフォルダのように階層構造で管理することが可能
※自動振り分け機能もフォルダ分けではなくラベル付をするイメージ
※データ移行の際には、Mail Suiteのフォルダ名がついたラベルを付与

（例）
<MailSuite側のフォルダ構造が次のような場合>
フォルダ１
L フォルダ２ （←【メール２】が格納されている）

L フォルダ３ （←【メール３】が格納されている）
<Gmailに移行後>
・【メール２】には以下の二つのラベルが付きます。

(1)受信トレイ
(2)フォルダ１/フォルダ２

・【メール３】には以下の二つのラベルが付きます。
(1)受信トレイ
(2)フォルダ１/フォルダ２/フォルダ３

36



送信制限事項

https://support.google.com/a/answer/166852?hl=ja

G Suiteには、以下の送信に関する制限事項があります。
 1 日の送信数の上限 2,000 通
 メールの自動転送 10,000 通
 自動転送メールフィルタ 20 件
 メール 1 通あたりの宛先数（1 通のメールの [To]、[Cc]、[Bcc] 欄のアドレス数）2,000 件（外部の場合は

500 件）
 SMTP 経由で送信（POP または IMAP 方式を利用）、または Gmail API で送信されたメール 1 通あたりの宛

先数（1 通のメールの [To]、[Cc]、[Bcc] 欄のアドレス数。これには smtp-relay.gmail.com または
smtp.gmail.com を使用して送信されたメールも含まれます）100 件

 1 日あたりの総宛先数 10,000 件
 1 日あたりの外部宛先数 3,000 件
 1 日あたりの固有の宛先数 3,000 件（外部の場合は 2,000 件）

上記の上限に 1 つでも達すると、そのユーザーは最長で 24 時間メールを送信できなくなります。
ただし、G Suite アカウントへのアクセスやメールの受信は引き続き行うことができ、Gmail 以外の Google サービスもこれ
までどおり利用できます。

=> 上記制限を超える数の宛先にメールを送る場合は、2次グループを作成するなどしてください。
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受信制限事項

https://support.google.com/a/answer/1366776?hl=ja

G Suiteには、以下の受信に関する制限事項があります。
 1 分あたり 60 通
 1 時間あたり 3,600 通
 1 日あたり 86,400 通

 アカウントが受信制限に達した場合、新規メールの受信に関する制限は、多くの場合 24 
時間程度で解消します。

 アカウントで上限に達すると、ユーザーは新規メールを受信できなくなります。また検索速度
が遅くなるなど、アカウントの全般的な問題が発生する場合があります。受信メールはすべて
送信者に返送されます。
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その他よくある質問

 メーリングリストに送ったメールが届かない
• 同じMessage−IDのメールは重複して管理できない
• 自身にも受けたい場合はBccで送る

※毎回Bccに入れるにはChromeのアドオンが必要
• 送ったメールは「送信済みメール」「すべてのメール」で確認可能。

 添付できないファイル拡張子がある
• MailSuiteでは添付ファイルの種類による制限は有りませんでしたが、2018/10/1現

在、G Suiteでは以下の拡張子のファイルはセキュリティ上添付できません。（プロ
グラムを実行可能な拡張子が対象）

.ade、.adp、.bat、.chm、.cmd、.com、.cpl、.dll、.dmg、.exe、.hta、.ins
、.isp、.jar、.js、.jse、.lib、.lnk、.mde、.msc、.msi、.msp、.mst、.nsh、
.pif、.scr、.sct、.shb、.sys、.vb、.vbe、.vbs、.vxd、.wsc、.wsf、.wsh、
.cab

• G Suiteでは絶えず変化する有害なソフトウェアに対応するため、添付できないファ
イル形式は頻繁に更新されます。

• 上記ファイルを受け渡す必要がある場合は、Google ドライブで共有していただけま
す。
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※FAQは随時、情報環境機構サイトへ掲載していきます



KUMail配信経路 二重配信開始 2019/1〜
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現行経路 二重配信経路

二重配信時のメールは、KUINSメール配送サー
バを経由しません。スパムメールと判定されたメー
ルは、Mail SuiteへのSPAMフォルダへ格納する
よう変更します。



KUMail配信経路 G Suite利用開始（並行運用期間） 2019/2〜2019/5
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下記作業を各自行い、メール環境を移行してください
● 移行データの確認（希望された方のみ）
● 自動転送、アドレス帳、自動振り分けの移行

G Suiteに届かなかったメールは、Mail Suiteで確認してください。
● 二重配信に失敗した場合、エラーメールがMail Suiteに届きます
● KUINSサーバでSPAM判定されたメールはMail Suiteへ保存されます



KUMail配信経路 完全切替後（MX切替後） 2019/5〜
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MailSuiteは
Webメール閲覧専用で
2020/3 まで利用可能

メールホスティング、部局メール、生涯メール
や、
sendmail.kuins.net
smtp-auth.kuins.kyoto-u.ac.jp
などのSMTPサーバは引き続き利用可能

KUMail ストレージは
添付ファイル一時保管機能を除
き、引き続き利用可能



カレンダー

カレンダーは複数作れます
個人カレンダー
研究グループカレンダー

カレンダーごとに、共有範囲を設定できます
デフォルトは同じテナント内のユーザから閲覧可能
特定のユーザへ共有（Googleアカウントを共有先が所有していることが条件）
一般公開

スケジュール単位で公開・非公開を選択できます
Garoonのスケジュールと同期します
個人Googleのスケジュールは同期の対象外です

43



カレンダー 共有について
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京都大学 テナント

デフォルト設定（ユーザが何も設定しない場合）

A さんのカレンダー

外部 テナント

インターネット

Bさん

京都大学テナント内の他ユーザに共有します

（予定時間枠のみ表示）



カレンダー 共有について
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京都大学 テナント

学外の特定のユーザに対して共有する設定も可能

A さんのカレンダー

外部 テナント

インターネット

Bさん

京都大学テナント外のGoogleユーザへ予定を共有します

Dさん

Cさん

Eさん



ドライブと関連サービス
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ドライブ ● ファイルの保存、共有、共同編集が可能
● ファイル容量は無制限。

ドキュメント、スプレッド
シート、スライド

● Word、Excel、Powerpoint互換
● 一つの資料に対して複数ユーザで共同編集が可能
● 編集履歴が残るため、メールでのやり取り、版管理が不要に

フォーム
● 手軽にWebフォームを作成可能。
● 受付内容をスプレッドシートへ保存し、Excel形式でダウン

ロードが可能



2次グループ(ビジネス向けGoogleグループ)

旧2次アドレス帳の代替機能

@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp のメールを引き続き利用可能
です

アドレス、メンバー情報は移行します
共有メールボックスのデータは移行できませんが、別途ご提供する

予定です（グループウェア移行後にご案内します）
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2次グループ(ビジネス向けGoogleグループ)

従来との変更点

 メーリングリスト機能
従来の単なる転送機能とは違い、転送先で迷惑メールと判断される可能性が

低くなります
件名に連番をつけることが可能です

公開範囲の変更（＊）
投稿者（差出人）をメンバーに限定可能

 フォーラム機能（＊）
Web画面から投稿可能

課題管理、QA管理（＊）
解決状況をグループ内で共有

（＊）2019年２月以降G Suiteにログイン可能になってから利用いただけます
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その他利用検討予定のサービス

チームドライブ
ドライブを複数ユーザで管理する機能。
※マイフォルダの共有とは違い、ユーザが退職してもデータが残る。

ハングアウト（Hangouts）
チャット、ビデオ会議

 Task
Todo管理
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提供予定のサービス

Gmail の情報保護モード（個人向けGoogleでは利用可能。G Suiteでも
サービス開始予定）

● メールを表示できる有効期限を設定できる
● メールの転送を禁止できる
● 添付ファイルのダウンロードやコピーを制限できる
● 携帯電話のSMSを使った個人認証をかけられる

https://support.google.com/mail/answer/7674059
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https://support.google.com/mail/answer/7674059


G Suiteオンラインヘルプ

ごく基本的な機能、京大特有の設定については情報環境機構サイトでマニュアルや
FAQを提供しますが、最新の情報、詳細な情報はG Suiteが提供するオンラインヘ
ルプをご活用ください。

Gmail ヘルプ
https://support.google.com/mail/

Google グループ ヘルプ
https://support.google.com/groups/

Google ドライブ ヘルプ
https://support.google.com/drive/

カレンダー ヘルプ
https://support.google.com/calendar/

連絡先 ヘルプ
https://support.google.com/contacts/
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https://support.google.com/mail/
https://support.google.com/groups/
https://support.google.com/drive/
https://support.google.com/calendar/
https://support.google.com/contacts/


本日の説明内容、今回のグループウェア、メール更新に向けてご
質問があればお願いいたします。

６.質疑応答
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