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早稲田大学の概要
創設：1882年（創立134周年）

学生所属箇所：
13学部

17大学院

6専門職大学院

学生・生徒： 55,108人

教職員：

校友： 613,678人

キャンパス：早稲田・西早稲田・戸山・所沢・本庄・北九州等

海外：ニューヨーク、オレゴン（ポートランド）、ヨーロッパ（ブリュッ

セル）、北京、上海、台北、シンガポール等 8事務所

2附属高校(高等学院、本庄高等学院)

1附属中学(高等学院中学部)

1芸術学校

専任教員：1,866人

任期付・専任扱い：304人

非常勤：3,326人

専任職員：793人

職学他： 468人
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第１次 早稲田大学情報化推進プログラム
– 第Ⅰ期（1997-1999）

５万人の学生と教職員が利用できる情報環境の整備
– 第Ⅱ期（2000-2002）

情報環境を活用した教育研究スタイルの変革
– 第Ⅲ期（2003-2005）

グローカルユニバーシティの実現

第２次 早稲田大学情報化推進プログラム
– 第Ⅰ期（2006-2008）

いつでもどこでも安心して学べる環境の提供
– 第Ⅱ期（2009-2011）

教育研究の高度化・国際化
– 第Ⅲ期（2012-2014）

世界トップレベルの教育研究の提供

１．早稲田大学の情報化推進戦略

早稲田大学の情報化推進戦略
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CIO・学事統括常任理事

Waseda Vision
150推進本部

関連プロジェクト

教育支援システムの構築PJ

連携

○情報化推進
○情報化予算
○システム開発・業務改革推進
○システム運用・保守
○情報環境整備・利用支援 「Good Practice」の整理

および普及・展開PJ

業務構造改革PJ

：

文化推進部

総務部

国際部

学生部

教務部

研究推進部 人事部

財務部

キャンパス企画部

総長室

広報室

学術院等

教育
支援
シス
テム

PJ

研究支援システムの構築PJ

学生・校友支援システムの構築PJ

大学運営支援システムの構築PJ

サイバーセキュアキャンパス
の整備PJ

授業におけるTA制度の活用・
授業形式見直しPJ

事業別予算制度の構築PJ

戦略的広報の推進PJ

大学総合研究センター
・CTLT (教育方法研究開発部門)

・高等教育研究部門 大学IR

法人統括
常任理事

情報化推進
担当理事

総 長

情報化推進本部
（方針決定、経営レベルの企画）

情報化戦略会議
（改革案策定）

意思
決定
支援
シス
テム

PJ

財務
シス
テム

PJ

人事
シス
テム

PJ

事務局

情報企画部

研究
支援
シス
テム

PJ

情報化戦略
アドバイザリボード
（仮称）

－総長およびCIO（学事統括常任理事）、法人統括常任理事、情報化推進担当理事による「情報化推進本部」を新設
－「情報化推進本部」のもと、業務プロセス改革が必要な新規システム開発では、「情報化戦略会議」を設置し、サブシステムご
とに業務と情報システムを最適化する改革案を策定する

１．早稲田大学の情報化推進戦略

情報化推進体制（2014年度～）



WASEDA  University
6

Copyright ⓒWaseda University 2013.  All rights reserved.

１．早稲田大学の情報化推進戦略

Waseda Vision 150
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【情報化重点施策2015-2017】→詳細は早稲田大学情報企画部のサイトへ
１．教育方法の革新と学生の主体的・能動的な学びを支える情報基盤の構築
２．Top Global Universityの研究を支える情報基盤の構築
３．多様なコミュニティ形成のためのコミュニケーション・コラボレーション環境の実現
４．業務プロセス最適化・ガバナンス改革のための業務システムの再構築
５．情報セキュリティ強化と事業継続性確保による事業リスク軽減

国際化推進
・国際教育
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

・留学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
・外国学生
導入ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

財政改革
・学費改定
・政策的
予算編成

・教職員
人件費

Waseda Vision 150 を実現する核心戦略を具現化するための仕掛け・仕組みの構築

大学運営改革

・事業評価
制度構築

・職員人事
制度改革

・職員研
修・育成

（SDﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾑ開発）

・業務構造
改革（定
型処理集
中化）

・校友会と
の連携

文化推進

・文化発信
・文化推進

DB

広報改革

・戦略的広報
・大学情報集約

キャンパス
整備

・新棟計画

学生支援
改革
・ｷｬﾘｱ講座
ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ

・留学生就
職支援

・学びなが
ら働く場
の創出

ｽﾎﾟｰﾂ振
興

研究改革

・研究支援体制
・研究所等見直
・若手研究者の
支援

・学外連携・国
際発信力強化

・高等教育研究
機関

教務改革

・全学基盤教育
・教養教育
・ｸｫｰﾀｰ制導入
・日本語教育
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

・ﾀﾞﾌﾞﾙﾃﾞｨｸﾞﾘｰ
・ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ制度
・TA等活用・
授業形式見直

・科目数削減
・導入教育科目
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ化

各学術院等

・政治経済
・法学
・文学
・教育・総合
科学

・商学
・理工
・社会科学
・人間科学
・ｽﾎﾟｰﾂ科学
・国際

他

１．早稲田大学の情報化推進戦略

Waseda Vision 150と情報化重点施策
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Waseda-netポータル（2002年稼動）
学生・教職員・校友への「One Stopサービス」を目指した共通プラットフォーム（利用者別の情報・サー
ビス提供基盤）

2002年以前はシステムごとにログインが必要だったが、Waseda-net IDを利用し、Waseda-netポータルに
機能統合（シングルログインでサービス提供）

学生の総ログイン回数は年間1000万回超、平均して2日に１回はログイン

Course N@vi（2007年稼動）

履修者の教学システムとの自動連携、シラバス編集や出席、休講連絡、資料提示、レポート課題、成績入
力、授業アンケートなど、教員の業務を機能集約

教育支援以外にも業務や会議体での資料共有、セミナーなど様々な用途で利用され、科目以外でも利用が
拡大（800程度）

教員の利用率は2015年秋学期で93.4%（非常勤含む）

一方でユーザーインターフェースの陳腐化、機能・情報量の増大

Waseda-netポータル、Course N@viの機能の統合・再配置
（2016/2にポータル機能リリース・授業支援は2017/4予定）

２．ポータルサイト「MyWaseda」

MyWaseda開発の背景
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Waseda-netポータル Course N@vi

教学システム
法人システム
研究支援システム

各種業務システム

文書ファイルサーバ 公開フォルダ

お知らせ・申請フォーム

お知らせ 資料掲載 レポート

小テスト

ディスカッション

レビューシート出席管理 成績管理自動反映

呼び出し

認証源泉
情報反映

呼び出し

呼び出し

呼び出し
認証情報

科目・履修者情報

呼び出し 呼び出し

呼び出し 呼び出し

呼び出し

呼び出し

Waseda-netポータル Course N@vi

２．ポータルサイト「MyWaseda」

既存システム概念図
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学生ポータル

教員ポータル

職員ポータル

授業

研究

学生生活

キャリア

ITサービス

法人運営
人事厚生

業務

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 施設予約

ｽｹｼﾞｭｰﾙ・施設予約

お知らせ

資料
ファイル

申請ﾌｫｰﾑ
ｱﾝｹｰﾄ

ﾒｯｾｰｼﾞ

ビデオ

汎用機能

BBS 小テスト
Web版

クリッカー

レポート 出席 成績

授業・セミナー機能

MyWaseda

学籍履修 キャリア 奨学金

健康管理

財務研究課題 出張

教学 法人

入試

研究契約

Student

Job
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

社会連携
教育履歴

人事

２．ポータルサイト「MyWaseda」

MyWasedaシステム概念図
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３．本学におけるクラウド活用

クラウド活用のきっかけ

■サイロ化されたシステム

・サービス毎のサーバ配置

・サーバ台数増加に伴う運用管理コストの増大

－複雑なデータレプリケーション（長時間の夜間バッチ処理）

－自前開発したプログラムの品質低下（様々な障害の発生）

■利用者毎の多様なニーズ・要望への対応
－コンシューマ向けシステムのリッチインターフェースに慣れた利用者

－WWWでのCGI/CMS（Contents Management System）利用の要請

－年々求められる新規サービス立ち上げスピード

■頻発する「事故」への対応
－ＰＣやＵＳＢにダウンロードした個人情報の流出

－学外サービス利用サイトでのインシデント多発
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■ハードウェアの標準化
－同一マシンで環境を統一することでスケールメリットを追求
－運用管理の負荷も劇的に軽減

■仮想化技術の活用
－多数の安価なサーバを束ね、仮想化技術によってリソースをフル活用

■停電・災害時バックアップ対策 BCP（事業継続計画）
－アプリケーションの重要性による分類

－学生や教員などが利用する止められないサービスはデータセンターへ

クラウド技術を活用した共通IT基盤の構築

３．本学におけるクラウド活用

2011年度より共通IT基盤の構築
手始めに！
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■共通IT基盤上に、あらかじめパターン化された仮想/
物理サーバ構成を事前に定義

レベル Lite Standard Advanced

スペック 仮想
CPU:1core
Memory：
4GB

仮想
CPU：
2core
Memory：
8GB

物理
CPU：
12core
Memory：
48GB

■サービスレベルの観点から、ソフトウェアやアプリケ
ーションでの対策についても事前に定義

レベル Low Middle High

スペック 対策なし コールドス
タンバイ

HAクラスタ
による冗長
化

３．本学におけるクラウド活用

共通IT基盤の基本方針
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Advanced Standard Lite

High

パターンA
高可用性・高性能が要
求されるサービス。
例：CMS（Course
Management
System)のDB

パターンB
高可用性が要求される
サービス。
高い性能は要求されない。
例：業務システムDB

Middl
e

パターンC
コールドスタンバイレベ
ルの可用性で問題ない
サービス。
例：利用率の高くない
サービスのDB

Low

パターンD
同一機能をもった複数
サーバが用意されるサー
ビスで、やや性能を要求
される。
例：CMSのWeb

パターンE
同一機能をもった複数
サービスが用意される
サービスで、性能が要求
されない。
例：業務システムWeb

３．本学におけるクラウド活用

共通IT基盤システムモデル
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学生・教職員

大学内システム

認証DB コンテンツDB

SW

NAS
（Network Attached Storage）

Web・AP
Mail

重要サーバ 大規模ストレージ

負荷バランス

Internet

共有ディスク

データベース

移行前

３．本学におけるクラウド活用

共通IT基盤移行事例（Course N@vi）
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サーバ仮想化基盤
（ブレードサーバ+共有ディスク）

OS

AP

OS

AP

OS

AP

OS

AP

・・・

学生・教職員

プライベートクラウド環境

共通ネットワーク基盤共用NAS

短期間での構築・移行を実現（移行期間正味2ヵ月）

システムの特徴

Internet

VPN
セキュアな通信での連携

Web・AP・Mail

停電対策（すべてのコンポーネントをDC化、BCP対策）

重要度・目的に応じたサーバ配置（仮想／物理／共用）

セキュアかつ安定した既存システムとの連携

輪番停電対策が
発端だったが．．

物理サーバ
（ブレードサーバ＋共有ディスク）

認証DB コンテンツDB

データベース

大学内システム

移行後

３．本学におけるクラウド活用

共通IT基盤移行事例（Course N@vi）
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年度 2011 → 2015

統合対象サーバ台数 223 → 353

統合後物理サーバ台数 223 → 56

最終的に以下のサーバ台数

設置場所：学内（163台）
ＤＣ（190台）

用途： 本番（250台）
評価（ 78台）
開発（ 22台）
ﾒﾝﾃ （ 3台）

３．本学におけるクラウド活用

全システムの移行
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３．本学におけるクラウド活用

クラウドサービス利用ガイドライン

クラウドサービスの急速な普及にともない、インターネットを経由して高機
能なサービスを迅速かつ容易に利用できるようになってきた。

これらのクラウドサービスを本学の教育研究活動や業務において有効活用す
ることにより、大幅な作業の効率化やコストの削減が期待できる。

一方、情報流出等からの保護が必要となる学生、教職員等の個人情報や、本
学の重要情報、機密情報等の情報資産を学外のクラウドサービス上で取り扱
うことは、新たな情報セキュリティ上のリスクが否応なく増加する結果をも
たらす。

学外のクラウドサービスの利用に関して基準を設定し、情報流出等のリスクを
最小限にするためのガイドラインの作成

わかってはいるけど、クラウドへの漠然とした不安
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３．本学におけるクラウド活用

情報資産の重要度
情報資産の重要度により利用サービスを選択できるよう、サービス利用基
準に基づいたチェックリストを用意

重要度 情報漏えい・改竄・消失した場合の影響 情報資産の例

レベル４
最重要

学外関係者および学内への影響は深刻かつ重
大である。 大学の評判・信用に重大な影響を
与える。 コンプライアンス上の問題が生じる。

入試データ、健康保険証番 号、金
融機関の口座番号、 医療情報、外
為法の規制対 象（輸出規制対象）
となる 情報等

レベル３
重要

学内全箇所及び学内関係者に重大な影響があ
る。 大学の経営及び事業の運営に重大な影響
がある。

業務システムデータ、部門 外秘情
報、学生・生徒記録

レベル２
取扱注意

学内の特定の箇所又は大学の特定の機 能に影
響がある。

利用者による入力データ、 研究
データ(公開予定情 報)、学外秘情報

レベル１
一般

支障がない 公開情報

情報資産分類

※著作権について：どの情報分類においても、十分な配慮が必要である。
※研究情報について：どの情報分類においても、以下の点に配慮が必要である。
・研究情報の扱いに関しては、学術研究倫理に係るガイドラインに従うものとする。
・共同研究及び委託研究に関わる研究情報の扱いは、その研究に関わる契約(NDA など)に従うものとする。
・人を対象とする研究に関わる研究情報に関しては、人を対象とする研究に関する倫理規程に従うものとする。
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３．本学におけるクラウド活用

重要度別のクラウドサービス利用可否
重要度 クラウドサービスの利用 備考

レベル４：最重要 原則不可 メリットとリスクを比較
した上でサービスの利用
判断を行うレベル３：重要 原則不可

レベル２：取扱注意 利用可

レベル１：一般 利用可

 レベル３、レベル４の情報については、クラウドサービスを利用するこ
とで得られるメリットと、重要資産を外部に保管することによるリスク
を比較・吟味した上で、クラウドサービスを利用することがメリットに
なると判断された場合は、サービスの利用を認める。

 クラウドサービスを利用する場合は、クラウドサービス事業者のサービ
ス内容、セキュリティ対策状況を確認したうえで適切なクラウドサービ
スを利用する。
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３．本学におけるクラウド活用

クラウドサービス利用チェックリスト
クラウドサービス事業者に求めるチェック項目、利用者側で検討すべき
チェック項目のそれぞれについて、以下の視点でチェック項目を整理。

チェック項目 内容

クラウドサービス
利用範囲、コスト、事業者・サービスの信頼性、セキュリティ対
策、サービスの監査、ヘルプデスク、契約条件 など

セキュリティ対策
サービス・資源の管理、マルウェア対策、バックアップ、ログ、
ソフトウェア管理、脆弱性管理、通信のセキュリティ、暗号化、
インシデント管理

クラウドサービス導入 運用体制、ユーザー・パスワード管理、セキュリティルール

クラウドサービス運用
サービス管理、バックアップとリストア、ログ、ソフトウェア管
理、脆弱性管理、セキュリティインシデント管理
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４．MyWaseda基盤へのAWSの活用

AWSの検討（他サービスとの比較）
• AWSは豊富なサービスが提供されているものの、特殊要件が必要となった場合には物理サーバサービス

やハウジングサービスは無い。

• AWSでは仮想サーバの自動フェールオーバー機能は提供されておらず、個別に仕組みを構築する必要が
あるが、異なるDC間でマルチサイトクラスタ構成を組むことが可能となる。

• AWSのハードウェアやソフトウェアについては公開範囲が限定されているため、問題発生時にAWSから
提供される情報からの確認となるため、調査や切り分けに時間がかかる可能性がある。

大項目 小項目 Amazon Web Services 国内ベンダー製某サービス

インスタンス 仮想サーバ 豊富なメニューを提供
ハイメモリ、クラスタGPU、インメモリDB、etc

STDサービスとHAサービスの二種類のサービスレベル内で、CPUとRAMの組み合わせに
よるメニューを提供

物理サーバ 無し 提供（ハウジングもあり）

クラスタ構成 リージョン毎にAvailability zoneを複数から選択したシステム構成を作成して
おく必要がある。

セルフサービスポータルから分散を設定可能。

HA・オートスケール
等

HA機能 無し（個別に仕組みを構築する必要がある） 仮想サーバの自動フェールオーバー機能を基盤サービス標準提供

OS ・Windows Server 2003R2、2008、2008R2、2012、2012R2
・Red Hat Enterprise Linux
・SUSE Linux Enterprise Server

（HA版）
Windows Server 2008R2 SE、2008R2 EE、2012 SE、2012 R2 SE
RHEL 6.4（64bit版）

（STD版）
Windows Server 2012 SE
CentOS 6.4 （64bit）
Ubuntu 12.04LTS （64bit)

オートスケールアウト 可能（API、コマンドライン） 可能（ポータルから設定）

休止サービス 提供（課金無し） 提供（一部有償）

割引料金 リザーブドインスタンス（1年、3年） 3年割メニュー

ハードウェア 不明 自社製（STDにはNECCI用に開発した専用設計品を利用）

監視 監視対象 性能・リソース情報(CloudWatch)
その他監視は個別構築必要

ping監視、サービス/プロセス監視、ログ監視、閾値監視 (オンプレ、ハウジング、他クラ
ウドも監視可能)

ログ保管期間 2週間 13ヶ月

料金体系 従量課金（監視間隔、アラーム数、etc） 固定（50円/監視対象/月）
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• Webサーバ間でデータを共有する用途などで利用するハードウェアのNASは提供されない。

• AWSでは長期保管用データの格納先として、コストにこだわったストレージを提供している。

• AWSでがFireWallが無償であるとともに、Load Balancerは高機能なものが格安で提供されている。

大項目 小項目 Amazon Web Services 国内ベンダー製某サービス

ストレージ オブジェクトストレージ AmazonS3として、スタンダードと更に低冗長化オプションを提供している。
（9.6円/GB/月～）

■オブジェクトストレージ(CN)
・ストレージ容量課金：8.6円/GB/月
■オブジェクトストレージ(AZ)
・ストレージ容量課金：2.45円/GB/月
＋ダウンロードデータ転送量：14.08円/GB/月

ブロックレベルストレー
ジ

AmazonEBSとして提供。（14.4円/GB/月～） ・For STD：10.8円/GB/月
・For HA：44.7円/GB/月

NAS 提供無し 14.12円/GB/月～

長期保管用データ Amazon Glacierオプションとして提供（1.44円/GB/月～） 提供無し

その他 大容量データ転送 提供（11,880円/ｽﾄﾚｰｼﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ＋359円/時） インポートのみ提供（個別見積）

課金 固定+通信料に応じた従量課金 固定中心の料金体系

４．MyWaseda基盤へのAWSの活用

AWSの検討（他サービスとの比較）

インターネット接続 帯域上限 無制限だが、保証帯域は無し 1Gbps

料金体系 完全従量課金 ベストエフォート型、帯域保証型ともに固定料金で提供

その他 VPN 提供：4,320円/VPN/月 提供：無償

専用線接続 提供 提供

ファイアーウォール 仮想FWを提供：無償 仮想、専有を提供：有償（仮想10Mbpsは無償）

ロードバランサー 提供：従量課金 仮想、専有を提供：固定料金

DC間ネットワーク ■別のアベイラビリティゾーンへの転送量課金：1.2円/GB
■別のリージョンへの転送量課金：10.8円/GB

提供：個別見積

Sinet接続 提供 提供

利用方法 コマンドラインによる設定
（Amazon社のサポートor専門家のノウハウ必要）

SDN自動化機能によるGUI操作
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４．MyWaseda基盤へのAWSの活用

AWSの検討（他サービスとの比較）

国内ベンダーIaaSサービスは、
物理ハードウェアの導入やNAS機能など、AWSにはないサービ
スがあり、日本の企業が基盤から提供しているという安心感は
ある。

しかしながら、基本的にAWS上にも代替サービスは実現するこ
とが可能で、さらにAWSでは別データセンターを用いたマルチ
クラスターサイトを標準で構築することが可能で、これにより
大規模災害時の事業継続性を担保できることがわかった。
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４．MyWaseda基盤へのAWSの活用

AWSの検討（契約時の確認ポイント）

導入構築は、MyWasedaの構築業者でもある日本電気株式会社（NEC）に委託するとと
もに、直接契約の場合、支払がクレジットカードとなる、ドル建てでの請求となるなど日
本の商習慣とあわない部分もあることから、 AWSもNEC経由での契約を行うこととした。
この場合、NECの子会社であるNECソリューションイノベータ株式会社（NES）がAWS

より再販を許可されたAWSをサービスとして提供することとなり、NESの利用約款によ
る適用を受けることとなる。

特に注意が必要となったポイント
 NECが任意にサービスを終了できることとされており、運営母体であるAmazonの経営

悪化に伴う事業縮小時などに限らず、NECの経営判断によってもサービス終了となり
うる。MyWasedaの持続性・継続性がNECに依存するリスクがある。

 約款の内容変更が一方的に行われるため、常に約款変更に伴うリスクの増大という懸
念を抱えることとなる。

 他方、本サービスによるMyWasedaへのアクセスについては、サーバの地域分散・運
用面での安定性が確保されており、向上が見込める。
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４．MyWaseda基盤へのAWSの活用

AWSの検討（契約時の確認ポイント）
# 確認ポイント 考慮点

１ 約款は本学の承認を得ることなく、いつでも変更が出来る。変更
連絡はAWSが本学へメールを送った時点で完了し、変更後の約款
はAWSのサービスを利用した時点で同意したものとみなされる。

本学はサービスを継続的に利用すること
が想定されるため、変更された約款をほ
ぼ自動的に同意したものとみなされる。

２ サービスを適正に設定および利用し、コンテンツを不正アクセス
から保護するため暗号化技術を使用することや定期的にコンテン
ツを保存することなど、適切なセキュリティ、保護およびバック
アップを維持するため自ら手段をとることにつき責任を負う。

MyWasedaの開発、維持については、本
学側の責任となる。

３ 連絡なしに設備故障や技術的な理由でサービスの中断ができる。
定期点検はメール通知された内容で一時的に中断が行われる。

設備故障等によるサービス中断の可能性
は低いと想定。

４ 請求原因の如何を問わず、損害賠償責任は、直接かつ現実に発生
した通常損害に限定される。また、賠償金額の上限は直近6か月
の利用料金までなど制限される。

本学が甚大な損害を被った場合に、損害
を回復しきれないおそれがある。

５ サービス内容がサービス仕様書のレベルを満たさない場合、その
月に本学が払う月額を割引くのみ。

AWSのサービスを活用して冗長構成や
データバックアップ等の対策を実施して
おく必要あり。６ AWSが原因の停止、利用不能、サーバからのデータ漏えい、デー

タの滅失などいずれも責任を負わない。

７ 予告なしにサービス廃止がされる可能性がある。 事前情報を確認しておく。
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４．MyWaseda基盤へのAWSの活用

AWSでのインフラ実現（ネットワーク構成）

インターネット

契約DC

スイッチ

ファイアウォール

スイッチ スイッチ

広域イーサ接続用
DC設置IXルータ

大学構内

サーバ設置拠点

スイッチ

ファイアウォール

スイッチ

スイッチ

AWS

本学VPC
（本番用＋評価用）

広域イーサー

広域イーサ接続用
学内設置IXルータ

Internet Gateway

Direct Connect

当初、AWSからのインターネット接続は、SINET経由を想定していたが、今回のサービスが
学外公開を前提としていること、SINET接続する際にも学内経由で接続となるため、学内の定
期メンテナンスを考慮して、直接インターネットへの接続とすることにした。
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４．MyWaseda基盤へのAWSの活用

AWSでのインフラ実現（システム構成）
 ２つのAZにWeb/APサーバ、DB

（RDS）、NAS用途サーバを配置。
 Web/APサーバについてはELBにより

バランシング。
 スレーブ側のRDSが存在するAZ上の

Web/APサーバは基本的に待機させて
おき、スレーブが稼動した際に、運用
で稼動させる。

※異なるAZ間ではネットワークの遅延に
よる影響が発生する（0.8ms→2.4ms）
ことを考慮。

 RDSについては、Zabbixによりフェイ
ルオーバーするよう構築。

 NAS用途サーバについては、
ClusterProで冗長化。

 インターネット接続とは別に、学内と
のデータ連携等の接続に、VPN、
Direct Connectを活用してセキュアな
通信を可能とした。
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４．MyWaseda基盤へのAWSの活用

AWSを活用してよかったこと・こまったこと

よかったこと
 RDSのインスタンスとしては40coreまでのCPUやメモリのほか、高速なディスク（SSD）

を選択可能。インスタンスタイプについては、再起動により変更が可能であるため、運用
中も柔軟な変更が可能となった（でももっとスケールアップしたい？x1.32xlarge？）。

 ELBについても、セッションを維持しつつバランスするだけでなく、問題発生時には、問
題のあるインスタンスを切り離しつつ、利用中のセッションについて別のサーバに振り分
けてくれるなど、高機能。

こまったこと
 コンソールの時間が日本時間ではない。また、RDSについてフェイルオーバー後にコン

ソールの表示がなかなか変わらない（遅延する）。
 CloudWatch上でログを確認しようとした際に、コンソールでは２週間分しか確認できない、

CPU等の状態表示の最小間隔がEBSでは１分、RDSは５分となっている（もっと細かく）。
 日本時間の日中に、メンテナンスによるサーバ再起動が必要となるといったことが月に１

回以上（運用中のサーバは20台程度）。
※とはいえ、ファームウェアアップデート等定期メンテナンス作業も不要。。
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４．今後の方向性

学内・DC・AWSの非機能要件比較
学内
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 AWSの場合、激甚災害対策のためのマルチクラスタサイトを容易に実現できる点など優れているが、

通常の障害時の切り分けや調査がオンプレミスと比較して困難な可能性がある。

 AWSは、各インスタンスに対してのメンテナンスのためのサーバ再起動指示が不定期で通知される。

サービス運用中にサーバ再起動を余技なくされることがある。

４．今後の方向性

学内・DC・AWSの非機能要件比較まとめ

利用者

学外

学内

プライベート・クラウド パブリック・クラウド

•認証システム
•学生教員サービス

•メール
•WWWサービス
•オンラインストレージ
•バックアップサイト

・各種業務システム
・文書管理システム

■学内の各種システムをトータライズして考える思考方法

■オンプレとクラウドサービスの適切な使い分け

■さまざまなITシステムの適材適所な構成
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■激甚対策のためのポリシー設定

現状のインフラは、学内およびデータセンターに分散設置しているが、
学内のサーバ設置場所が倒壊した場合、パブリッククラウド上に優先度
の高いサーバを構築するだけでも2ヶ月程度はかかる。

４．今後の方向性

次期の基盤に向けた課題

■すべてのサーバをクラウド化？

クラウドを活用する場合、24時間365日稼動させるサーバについては価
格的に高価（仮想サーバの１台増えるたびに費用が発生）。これに対し
、オンプレミスであればオーバーコミットにより、搭載される物理コア
・メモリ以上に稼動させることが可能となる（業務サーバ等）。
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４．今後の方向性

激甚災害対策の方針
データの重要度別に復旧期間を定め、必要に応じてクラウドサービスに定期的にデータを保管
しておくことで、重要なシステム群については短期間で復旧可能な環境を構築可能とする。

１．データ重要度

２．復旧レベル

重要度 データ種類

高 各システムの源泉となるデータ（入試・学籍・履修・人事・財務等）。
その他はシステム領域、プログラムソース、学籍簿等のデータ。

中 源泉データより連携・加工されて登録されるデータ。

低 公開データや源泉データより連携・加工により復元可能なデータ。

レベル 復旧期間 サーバ種類

高 １週間以内 源泉データサーバ、教職員・学生に対して通知するサーバ、
メールサーバ、Webサーバ

中 ３週間以内 業務利用するサーバ

低 ２か月以内 その他サービスを提供するサーバ（広報のみなど）
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４．今後の方向性

次期システムの構築方針

バックアップレベル／復
旧レベル

対象システム 備考

重要度高／
復旧レベル高

• 各システムの源泉データ（入試、学籍、
科目、成績、人事、財務）。

• 源泉データサーバ、教職員・学生に対し
て通知するサーバ、メールサーバ。

• DNS、IPアドレス管理

フルバックアップを日次・週次で
パブリッククラウド、遠隔地キャ
ンパスにも保管。
1週間以内に復旧する。
DNSはDRサイトを用意する。

重要度中／
復旧レベル中

• 各システムの源泉となるデータ+源泉
データより連携・加工されて登録される
データ。

• 業務利用するサーバ。
• NTP、学内向け認証システム、アンチウ

イルスシステム。

フルバックアップを週次でパブ
リッククラウドにも保管。
クラウド上に復旧用環境を事前に
用意し、3週間以内に復旧する。

重要度低／
復旧レベル低

• 公開データ。源泉データより連携・加工
されて登録されるデータ。

• その他サービスを提供するサーバ（広報
のみなど）。

• 監視サーバ、学内用SMTP・Webサーバ

パブリッククラウドではデータを
取らない。
クラウド上に復旧用環境を用意し、
2カ月以内に復旧する。
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ご静聴ありがとうございました。

本資料の作成にあたってご協力いただくとともに、

日頃、本学のシステム開発・運用に尽力していただいている

日本電気株式会社、早稲田大学アカデミックソリューション、

職場の皆さんに感謝いたします。

なお、本資料の内容については、発表者自身の私見に基づく部分

もあり、すべてが早稲田大学の統一見解ではありません。

ご意見・ご質問については、toyo@waseda.jpまで


