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日吉 ITC 情報ネットワーク環境の変更説明会
旧アカウント（日吉 ITC 情報ネットワークアカウント）から新アカウント（ITC アカウント）へ
司会：日吉 ITC 所長・教養研究センター副所長・商学部教授

種村和史

本日は、ご多忙のところお集まりくださり、まことにありがとうござい
ました。今回は、日吉 ITC との共催で教員サポート「日吉 ITC 情報ネット
ワークアカウントから ITC アカウントへの移行について」を開催します。
最近、様々な機会に「日吉 ITC 情報ネットワークアカウントが ITC アカ
ウント」に変わるというお知らせが皆様に届いていることと思います。し
かし、
「
『日吉 ITC 情報ネットワークアカウント』っていったい何だっけ？」
「自分たちとは関係ない話なんじゃない？」と思っていらっしゃる先生も
多いのではないでしょうか？ 学生たちが慶應義塾大学の各キャンパスの
パソコンルームや教室に設置されているパソコンを使っている風景は日頃
見慣れていらっしゃると思いますが、彼らがパソコンにログインするとき
にアカウントが必要となります。このアカウントはこれまで各キャンパス
ごとに配布していて、日吉で配布していたのが日吉 ITC 情報ネットワー
クアカウントです。今回、これをキャンパス間の垣根を越えて共通で使え
るアカウントに変更することになったのです。
「ああ、それじゃ、自分は
パソコンルームのパソコンを使わないし、授業でパソコンを使わないから
やっぱり関係ないな」と思われるかもしれません。しかし、
この移行によっ
て教員にも影響が生じます。
例えば皆様は、
「これまで使っていた hc.cc.keio.ac.jp というメールアドレ
スが使えなくなる」というお話を、しばしば耳になさることと思います。
これも今回の移行に付随する変更です。そう聞くと、そのほか自分たちに
関係がある変更が他にないのかと急に心配になるのではないでしょうか？
逆に、先生によっては、今回の変更は、慶應メールやメディアセンター
の My Library、あるいは教育支援システムで、日頃頻繁にお使いの共通認
証システム keio.jp の変更なのか、それなら自分の教育研究環境が大変な影
響を受けてしまうとご心配になっておられるかもしれません。これも正し
くは違います。
このように、今回アナウンスされている移行がいったいどういう内容な
のか、自分たちにとっていったいどういう影響が出るのかわからず、戸惑っ
ている先生方がたくさんおられるように思います。
今回の移行は、慶應義塾の学習環境・教育環境をよりよくするために
ITC により行われるものです。したがって、この移行が皆様のご心配やス
トレスの種にならないように、皆様の戸惑いを解消するため周知の機会を
提供することは、まさに教員サポートの趣旨にかなったことと考え、今回
の企画を催した次第です。ITC のホームページやチラシだけではわかりに
くい内容を、日吉 ITC の職員さんに説明していただこうと思います。また、
後ほど質疑応答の時間も設けておりますので、皆様がご懸念ご心配の点を
直接ご質問ください。また、今回の変更に関して、なにかご意見ご要望な
どございましたら、よい機会ですのでぶつけてください。
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質疑応答
質問 1：@hc.cc.keio.ac.jp のメールアドレスを 2012 年 4 月
から 5 年間転送するとのことですが、5 年といわず利用者
の在籍期間中転送してもらえないのですか。
作山：日吉 ITC では @hc.cc.keio.ac.jp の利用者数を考慮し
て、4 キャンパス内では最長の 5 年間を転送期間として設
けております。たとえ頻繁にメールのやり取りがない相
手であっても、5 年の間にはメールアドレスの変更を伝え
る機会があると考え長めに設定した期間です。以上をご
理解いただき、皆さんメールアドレスの移行をお願いい
たします。ただし、5 年後の利用状況を鑑みて、それ以降
の転送サービスも、運用を検討する予定です。
質問 2：@hc.cc.keio.ac.jp のメールアドレスから他のメー
ルアドレスへ転送する設定方法を教 えてほしいです。
作 山： 日吉 ITC Web ページ（http://www.hc.itc.keio.ac.jp/ja/
com_old_mail_forward.html）をご参照ください。ご不明な
点がございましたら教員向けヘルプデスク（内線：32819、
平日 9：30 〜 17：30）までお問い合わせください。上記
設定による転送サービスは 2012 年 3 月 31 日まで有効です。
2012 年 4 月からの転送サービスは Web 経由で設定・解除
いただけるよう準備しておりますので整い次第、日吉 ITC
Web ペ ー ジ に あ る「 教 職 員 向 け 情 報 」
（http://www.hc.itc.
keio.ac.jp/ja/faculty_hc.html）にてお知らせいたします。
質問 3：個人 Web 公開用の URL に教員の個人番号が表示
されてしまうのは個人情報を晒すことになるので、サー
ビスの受付時に任意の URL に変更するよう窓口で案内す
べきではないでしょうか。
作山：個人 Web の URL に教員の個人番号を設定するのは
システムに登録する際、URL を空欄にしないためデフォ
ルト設定値として表示しているためです。個人 Web 公開
サービスの受付時にはご希望の URL を第三希望まで伺う
運用になっております。各キャンパス ITC へも受付手順
徹底のため再度周知いたします。
質問 4：現在、個人 Web 公開サービスを使って授業の資
料等を公開しているが今後は外部ホスティングサービス
へ移行しなければならないのでしょうか。
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作山：個人 Web 公開サービスは、ITC システムでもご利

LAN 接続した際、認証画面が表示され、認証が通った画

用いただけます。ただし、現在公開中の Web コンテンツ

面を保持したまま無線 LAN を利用いただいておりまし

はご自身で ITC システム側へ移行していただく必要がご

た。しかしスマートフォンやアンドロイド端末の種類に

ざいます。外部ホスティングサービスへの移行対象はグ

よっては、この仕組みに対応できず、無線 LAN 接続を継

ループ Web 公開サービスをご利用いただいている方を対

続できないという問題が確認されています。この問題に

象としております。

対応したのが keiomobile2 で、こちらは利用者個人に電子
証明書を発行し、利用端末にインストールして無線 LAN

質問 5：ITC システムの個人 Web 公開サービスと、慶應メー

接続を保持する仕組みを採用しております。今年（2011

ルにある個人 Web の機能は同じものなのでしょうか。

年）度は日吉キャンパス内では試験運転期間としており
ますが、無線 LAN を利用する端末に応じて keiomobile と

作山：提供元の異なる Web 公開サービスです。ITC シス

keiomobile2 を使い分けていただくことが可能です。

テムの個人 Web 公開サービスは ITC システムから提供す
るもので、慶應メールの個人 Web のサービスは慶應メー

質問 8：これまで日吉 ITC 情報ネットワークアカウントで

ルに付属した機能です。両方で個人 Web 公開サービスを

Unix ログインを利用していたが、利用料が発生するとは

利用された場合、二つの Web ページを持つことになりま

知りませんでした。利用料はどのように支払われていた

す。なお、将来的に、慶應メールがシステムを変更した

のか教えてください

場合、現在と同じような個人 Web 機能が付属されるか確
約できないため、ITC としては ITC システムの個人 Web

作山：日吉所属の専任の先生の場合は、日吉運営サービ

公開サービスのご利用を推奨いたします。

スが利用料を振り替えております。非常勤の先生の場合
は、状況に応じて利用申請時に証紙にてお支払いいただ

質問 6：日吉 ITC 情報ネットワークアカウントで Web 公

くこともあります。

開サービスを利用している利用者が ITC アカウントの個
人 Web 公開サービスへ移行した場合、Web アドレスのリ

質問 9：そもそも、ITC アカウントは必ず取得しなければ

ダイレクションはしてくれるのでしょうか。

ならないのでしょうか。

作山：現在、リダイレクションサービスは提供しており

作山：必須ではありません。三田・日吉・信濃町・矢上キャ

ません。今後の対応については検討させていただきます。

ンパス内の ITC 設置パソコンの利用、Unix ログイン、個

また、Web アドレスのリダイレクションサービスを開始

人 Web 公開サービス、統合印刷システムのいずれかをご

する場合は日吉 ITC のホームページにある「教職員向け

利用いただく場合は ITC アカウントを取得する必要があ

情 報 」（http://www.hc.itc.keio.ac.jp/ja/faculty_hc.html） に て

ります。

*

お知らせいたします。
質 問 7： 無 線 LAN で の 認 証 方 式 に keiomobile と
keiomobile2 がありますがこの二つの違いがわかりません。
今後も 2 つとも利用可能なのか、keiomobile2 へ移行する
必要があるのか教えてください。
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作 山： 今 後 も keiomobile と keiomobile2 は 平 行 し て サ ー

教員サポート（担当：種村和史）

ビスを継続していきます。これまで keiomobile から無線
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* Web ページの URL が変更になった際、旧 URL にアクセ

TEL：045-563-1111（代表）
lib-arts@adst.keio.ac.jp
http://lib-arts.hc.keio.ac.jp/

スすると、新 URL に自動で転送させるサービス
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