
電子情報システム専攻 
メールサーバ移行説明会 

電気系情報環境整備委員会 
Info-comm@nuee.nagoya-u.ac.jp 

最終版 



背景 
• echoサーバの老朽化 

– メールサーバは10年近く使用したハードウェアで
運用 

– ウェブサーバやWindowsサーバも含めて旧式化 
– 冗長性の向上やサーバ集約が必要 
– アカウント管理の手間が大・技術室の体制変更 

• 学内サービスの充実 
– 全学メールサービス (POP/IMAP, Webmail, Web上
での設定機能提供, 修了後6か月間のアカウント
維持, 無償 etc.) 

– その他ホスティングサービス (費用発生) 



電気系サーバ ネットワーク構成（2016年5月） 

Webサーバ 
(www.echo) 
133.6.156.133 
192.168.100.211 

インターネット 

Webサーバ 
(www.nuee) 
133.6.156.132 
192.168.100.210 

SSHサーバ 
133.6.156.128 
192.168.100.221 

NISサーバ 
DNSサーバ 
133.6.156.128 
192.168.100.235 

メールサーバ 
133.6.156.128 
192.168.100.236 

Windows Server 2008 R2 ② 
192.168.100.* 

Windows Server 2008 R2 ① 
192.168.100.* 



インターネット 

予備機 

電気系サーバ ネットワーク構成 リプレース後 

Webサーバ（www.nuee） 
Webサーバ（echo.nuee） 
メールサーバ 
Windows Server 2012 R2 ① 
Windows Server 2012 R2 ② 

本番機 

旧Webサーバ NISサーバ 

DNSサーバ 
(OpenBlocks) 

新サーバ上の仮想マシンとして集約＆サーバは２重化 

物理的な構成 

現在新サーバを設定中 



電気系サーバ ネットワーク構成 リプレース後 

インターネット 

プライベート 

DMZ（実際にはルータでNAPT変換） 

Windows Server 2012 R2 ① 
192.168.100.14 

Windows Server 2012 R2 ② 
192.168.100.15 

Webサーバ 
(www.nuee) 
133.6.156.132 
192.168.100.10 

Webサーバ 
(www.echo) 
133.6.156.133 
192.168.100.11 

メールサーバ 
133.6.156.128 
192.168.100.12 

旧Webサーバ 
(www.nuee) 
PHP&PostgreSQLのために 
残す 

NISサーバ 
(www.nuee) 
旧Webサーバのために残す 

DNSサーバ 
133.6.156.128 
192.168.100.13 

論理的な構成 



現在の専攻メールサーバサービス 

• 現在、メールアドレスはログイン用のアカウン
トに付帯して提供されている (ログイン名=メー
ルアドレス) 

• メール転送先はホームディレクトリに置かれ
た .forward ファイル内に記載して設定する 

• しかし、ログインすることを必要とするユー
ザーは少ない 

• 毎年入れ替わる教職員・学生全員のアカウン
ト管理を年度初めに実施しているが、これを
続けるのは現実的ではない 
 
 



メールサーバサービスの移行 
• 新サーバではアカウントを提供しない 
• メールアドレスはエイリアスによる転送として
提供し、サーバはスプールを持たない 

• 転送先を設定するにはサーバの管理者権限
が必要 

•  メールの転送先は固定＆一カ所 
• 当面メールの転送先を個人で設定する仕組
みについては今後の検討課題 

• なお、転送先が全学メールの場合には、全学
メール側で最終的な転送先を設定可能 
 



専攻サーバ 

スプール 

.forward に従い転送(個人で設定) 

学外メールアドレス 

.forward 

POP3 
SMTP 
(TLS) 

現在のメール送受信の流れ 



専攻サーバ 

POP3, IMAP 

SMTP 
(TLS) 

今後のメール送受信の流れ 

全学サーバ 

.forward 

スプール 

エイリアス 

転送先は固定 個人で設定 

• メールアドレスはそのまま 
• メーラーソフトウェアの送受信サーバと使用するアカウントを変

更するのみ (詳しい方の手助けが必要な場合有り) 
• 学外アドレスに自由に転送できる点も変わらない 

学外メールアドレス 



メールサーバサービスの新旧対応 
旧サーバ 全学サーバ 

受信プロトコル POP3 POP3, IMAP4 

送信プロトコル SMTP SMTP 

送信メールサイズの上限 20MB 100MB 

転送先 自由に設定(複数可) 自由に設定(複数可) 

スプールサイズ quotaで制限 500MB 

WebMail機能 無し 有り 

POP3の場合には多くの場合十分 
IMAP4での長期運用は不可 

これまで通りのメールの使い方 (POP3) であれば、
まず不便を感じない(はず) 



全学メールアドレスの維持 

• 学部から大学院に進学する、あるい修士課
程(博士前期)から博士課程(博士後期)に進
学する場合にはアドレスは維持されます。 

• 卒業・修了した場合、６ヶ月経ってからそのア
ドレスは削除されます。 



皆様にお願いしたいこと 
• 研究室構成員のメールアドレス=>転送先の対応表(転送
情報ファイル, 次頁参照)を作成してください。 

• 対応表はカンマ区切りのCSVとしてください。なお、全角

文字の混入などがないようにお願いします。テキストエ
ディタ・エクセル等で作成できます。 

• 12月9日までにfukui@etech.engg.nagoya-u.ac.jpまで
送ってください。その際研究室名を明記してください。 

• 教職員についてはこれまで全学メールアドレスを取得し
ていない場合があります。移行前に取得することを勧め
ます。 
 



転送情報ファイル 

taro@nuee.nagoya-u.ac.jp, taro@a.mbox.nagoya-u.ac.jp 
jiro@nuee.nagoya-u.ac.jp, jiro@b.mbox.nagoya-u.ac.jp 
hanako@nuee.nagoya-u.ac.jp, hanako@c.mbox.nagoya-u.ac.jp 

3ユーザーの転送情報を含むcsvファイルの例： 

“転送元, 転送先”の順に、一行毎に

一ユーザー分の情報を記す。区切り
は半角カンマとなります。 

研究室サーバのメールアドレスや、外部のメールアドレスを
使う場合には、そちらを記載してください。ただし、ユーザー
側からこの転送先を変更できないため、一端全学メールに
送った上でユーザー側で全学メールからの転送先を指定す
る方がベターだと考えます。 

指定できる転送先メールア
ドレスは一カ所のみです 



新サーバでの転送開始 

旧サーバ 新サーバ 

MX 
メールは新サーバに全て転送 

スプール 

全学メール 
スプール 

エ
イ
リ
ア
ス 

ユーザー 

転送開始までに届いたメールを 
移行期間内に取り込み 

新しいスプールへ移行 

IPアドレス#1 

IPアドレス#2 

nueeドメインあてメール 

転送開始前でも、
送信サーバを全学
メールサーバに変
更してしまってOK 

学外メールアドレス 

echoから学外メールアドレ

スへの転送を行っている場
合、事前に全学メールサー
バへそのアドレスへの転送
設定をしておくこと 



旧サーバの運用終了 

旧サーバ 

新サーバ 

MX 
新サーバがMXを担当 

スプール 

全学メール 
スプール 

エ
イ
リ
ア
ス 

ユーザー 

IPアドレス#1 
IPアドレス#2 

停止 

複数のアドレスをI/Fに付与 

nueeドメインあてメール 

全学メールサーバで送受信 
学外メールアドレス 



メール利用形態毎のお勧めプラン 

echoを送信サーバとして利用 echo以外の学内外の送信
サーバを利用 

echoのスプールを使用 
転送なし 

全学メールに移行 全学メールに移行 

echoのスプールを使用 
転送あり 

全学メールに移行＆転送先
を全学メールで指定 

全学メールに移行＆転送
先を全学メールで指定 

echoでは転送のみ 
転送先は一つ 

新サーバから直接転送＆送
信用に全学メールアカウント
も取得 

新サーバから直接転送 
 

echoでは転送のみ 
転送先は複数 

新サーバから全学メールに一
端転送し、そこから全ての転
送先へ送る 

新サーバから全学メールに
一端転送し、そこから全て
の転送先へ送る 

全学メールアカ
ウントは不要 全学メール以外に転送 

 全学メールアカウントを取得(多くの方はすでにお持ちです)して、新サーバからそこに
転送するケースが大半です。 
 

 全学メールアカウントに転送した後は、各ユーザーが個別に設定するだけとなります。 



想定されるトラブル 
長期出張者 
長期出張者については、研究室側で対応をお願いいたします。転送先の指定
に加え、全学サーバ側での転送＆スプール設定が必要になると思われます。 
 
全学メールサーバのアカウントがないと送信サーバを使えない 
全学サーバでも送信時にユーザー認証を行いますので、送信にはアカウント取
得が必要になります。(学外のメールアドレスへ転送しつつ、学内の他の送信
サーバを使う場合には、アカウント取得は不要です。) 
 
ファイアウォールの設定変更 
メール送受信に使うポートへのアクセスを、研究室入口のルータで制限してい
る場合がありえます。echoへのアクセスについて開けるだけでなく、全学サーバ
についても開けるようにしてください 
 
スプールオーバーフロー 
全学メールではスプールが比較的小さいため、メールをサーバに(一定期間)残
す設定をしているユーザーは、メールがあふれる可能性があります 
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