
2022.07.28 現在 

教育研究用計算機システム（KAISER2022）導入 
に伴う各システム等の更新スケジュールについて（7 月版 第二版） 

 
 
１．メール 

(1) メールシステム（サーバ）の移行は，2022 年 8 月下旬頃を予定しています。 
(2) メールサーバの移行に関しましては，次の 2 つの点にご注意ください。 

    ・現在ご利用中のメールアドレスの変更はありませんので，ご安心ください。 
    ・メールサーバが変更になりますので，ご自身のパソコン等のメールソフトウェアの設

定をしていただく必要があります。（設定は，8 月中旬頃～下旬の期間内に必ず行って
ください。日程の詳細は HP にてお知らせしますので，ご確認ください） 

(3) 代表的なソフトウェアである「Outlook」「Thunderbird」等につきましては，設定など
の手順マニュアルのご案内を予定しています。 

(4) センターのサービスを利用せずに部局独自で管理運用されているメールドメイン（例え
ば，@med , @maritime , @rieb など）につきましては，特に設定変更の必要はありませ
ん。（該当の有無につきましては，部局のメール管理者にお尋ねください。） 

(5) 既に神戸大学のメールアドレスにて，Microsoft365 アカウントを作成されている方の
内，一部のご利用者を除きまして，個別に連絡しアカウントＩＤの変更をさせていただ
きました。関係する皆様方には，ご協力いただきましてありがとうございました。 

これら移行に関する通知や詳細につきましては，順次 Web ページ（下記６.節の（7）を参照）
にてお知らせします。 

 
２．グループウェア 

現行のグループウェア（KUIC／クイック：神戸大学教職員用グループウェア） 
(1) 2023 年 3 月までは，現状のまま稼働を予定しています。 
(2) 2023 年 4 月からは，参照機能のみの稼働になり，2023 年 10 月で運用の終了を予定

しています。 
新グループウェア 
(1) 2023 年 4 月より本格稼働開始を予定しています。本格稼働開始後は，新グループウェ

アのご利用をお願いします。 
(2) KUIC から新グループウェアへのコンテンツの移行は，移行ツールによる一括移行を行い

ますが，移行ツールが適用できないコンテンツにつきましては，各ユーザにて 2023 年
3 月末を目途にデータの移行をお願いします。 

これら移行に関する通知や詳細につきましては，順次 Web ページ（下記６.節の（7）を参照）
にてお知らせします。 

 
３．ＬＭＳ（学修管理システム） 

現行の LMS BEEF 
(1) 2024 年 3 月までは，現状のまま稼働を予定しています。 

・2023 年度は，年度更新を行い BEEF2023 のご利用が可能 
・2024 年度は，年度更新を行いません。 

(2) 2024 年 4 月からは，参照機能のみ稼働になり，2025 年 3 月で LMS BEEF の運用の
終了を予定しています。 

新 LMS（愛称：LMS BEEF+ (Plus)） 
(1) 2022 年 9 月 14 日から 2023 年 3 月までは，試験運用期間としての運用を予定して

います。 
(2) 2023 年 4 月より，本格稼働を予定していますので，積極的にご利用ください。 
(3) LMS BEEF から新 LMS へのコースコンテンツの移行は，各ユーザにて必要なコンテン

ツを手動で移行していただくことになりますので，2024 年 3 月末までにデータの移行
をお願いします。 

これら移行に関する通知や詳細につきましては，順次 Web ページ（下記６.節の（7）を参照）
にてお知らせします。 

 
４．教育用端末及び BYOD（Bring Your Own Device）端末関連 

教育用端末の撤去 
(1) 教育用端末は，2022 年度の第二クォーター終了後から順次撤去を予定しています。 
個人ホーム領域のバックアップ 
(1) 個人ホーム領域に保存されているデータにつきましては，各自でバックアップを取得し

てください。この個人ホーム領域には「オンラインストレージサービスのデータ」や「個
人 Web ページサービスのデータ」も該当しますので，サービスのご利用者は，同様に各
自でバックアップを取得してください。「個人 Web ページサービスのデータ」は移行す
る予定ですが，念のためにバックアップをお願いするものです。 



 
(2) 個人ホーム領域のデータは，保全期間を 2023 年 8 月末まで設ける予定ですが，可能な

限り教育用端末の撤去までにバックアップをお願いします。（教育用端末撤去後の保全期
間中のデータのバックアップ方法は別途お知らせ予定です。保全期間経過後は，データ
を完全削除する予定です。） 

BYOD 端末への Web ベースプログラミング環境の提供 
(1) 教育用端末で提供されていたプログラミング環境について，BYOD で統一された学習環

境を実現するために，Web ベースプログラミング環境のサービス展開を予定しています。
Red Hat Openshift Dev Spaces (旧名称 Red Hat CodeReady Workspaces) を
用いたシステムで，現在教育用端末で提供されている言語環境を利用できるよう構築を
進めております。 

これらに関する通知や詳細につきましては，順次 Web ページ（下記６.節の（7）を参照）に
てお知らせします。 

 
５．各種情報基盤センター提供サービス ※ 

(1) 基本的にサービス利用者に対しては，システム移行に伴う手続きは不要で引き続き同様
のサービスをご利用していただくことができます。 

    ただし，サービスの利用に際し，個人ホーム領域にファイルを保存されている教職員・
学生は，上記 4. 節に書かれた「個人ホーム領域のバックアップ」をお願いします。 

(2) 移行作業に伴い情報基盤センター提供サービスの新規・変更の受付を 7 月 12 日から停
止しております。受付再開の時期につきましては，個々のサービスにより異なるため，
移行情報ポータル（下記６.節の（7）を参照）にて順次ご案内させていただきますので，
各自でご確認ください。 

(3) 移行作業に伴い，新規のアカウント発行を 8 月 1 日～8 月末まで停止いたします。併せ
て，統合ユーザ管理システム (KUMA) も8月９日17時～8月末まで停止いたします。 

  但し，8 月 1 日付け新規採用者のアカウントは発行されますので，必ず 8 月 9 日 17 時
までに初期設定を完了してください。完了されない場合は，9 月までアカウント利用が
できなくなりますので，各部局におかれましては新規採用者にご周知願います。 

(4) Google Workspace (GWS) for Education は8月中も継続してご利用いただけます。
但し，8 月 9 日 17 時～月末は KUMA のユーザ画面が停止するため，GWS のアカウ
ント名（8 桁の英数字@gsuite.kobe-u.ac.jp）を確認することが出来なくなります。 

  この期間に初めて GWS を利用する予定がある方は，8 月 9 日 17 時までに KUMA の
ユーザ画面にログインして，GWS のアカウント名とパスワードをメモしておくように
お願いします。 

これらに関する通知や詳細につきましては，順次 Web ページ（下記６.節の（7）を参照）に
てお知らせします。 
※このサービスとは，Web サーバホスティングサービスやグループ Web ページサービスな

どの情報基盤センターが提供しているサービスを指します。 
 
６．説明会及び目安箱による質問受付等について 

(1) KAISER2022 に関する全学説明会を 7 月 5 日（火）に開催いたしました。 
(2) グループウェアや LMS につきましては，システムの本格稼働前に全学説明会の実施を

予定しています。 
(3) 全学説明会の資料を KUIC の文書管理で公開しています。PowerPoint ファイルをスラ

イドショーで音声付きで再生視聴可能です。リンクは，下記の更新情報(Top)にあります。 
(4) 全学説明会に加え，部局説明会を 7 月 6 日（水）～28 日（木）にて開催いたしました。 

開催につきまして，ご協力いただきありがとうございました。 
(5) KAISER 更新に関する質問を受け付けるための目安箱につきましては，6 月 8 日（水）

から KUIC を利用して開始しています。 
(6) 部局への周知につきましては，今後も教育研究評議会若しくは部局長会議等を通じて，

順次お知らせを予定しています。 
(7) 更新関連情報をお知らせするため，ポスターの掲示及び Web ページを開設しています。 
  最新情報は，下記の Web ページにて随時更新されていますのでご確認ください。 
  →更新情報(Top)  https://www.istc.kobe-u.ac.jp/kaiser2022/ 
  →移行情報ポータル(詳細)  https://gitlab.istc.kobe-u.ac.jp/kaiser2022public/announce 
(8) KAISER2022 の稼働後は，現状と同様に DX・情報統括本部情報基盤センターにてサポ

ートを行う予定ですので，引き続きご利用ください。 
 
＊ 上記の更新スケジュールは現在予定されているものであり，システム構築が進みますと随時

確定していきますので，確定次第，最新情報を Web ページ（上記６.節の（7）を参照）にてご
案内しております。 

以上 



2022/07/28 現在

KAISRE2022の更新に関する説明会の⽇程について

開始 − 終了 部局名 開催形式 備考

07⽉05⽇ (⽕) 11:00 − 11:30 全学向け オンライン
※質疑応答次第では終了時間が変わりますことご了承ください。

開始 − 終了 部局名 開催形式 備考

07⽉06⽇ (⽔) 13:15 − 13:30 国際協⼒研究科 オンライン
07⽉08⽇ (⾦) 13:20 − 13:50 ⼯学研究科 オンライン
07⽉08⽇ (⾦) 15:30 − 16:00 システム情報学研究科 対⾯
07⽉13⽇ (⽔) 15:10 − 15:40 海事科学研究科 オンライン
07⽉15⽇ (⾦) 10:30 − 11:00 医学研究科 対⾯
07⽉15⽇ (⾦) 13:00 − 13:30 国際⽂化学研究科 オンライン
07⽉15⽇ (⾦) 15:30 − 16:00 ⼈間発達環境学研究科 オンライン
07⽉20⽇ (⽔) 09:30 − 10:00 経済経営研究所 オンライン
07⽉20⽇ (⽔) 13:20 − 13:50 法学研究科 オンライン
07⽉20⽇ (⽔) 15:00 − 15:30 保健学研究科 オンライン
07⽉22⽇ (⾦) 13:20 − 13:50 理学研究科 対⾯
07⽉22⽇ (⾦) 14:20 − 14:50 農学研究科 オンライン
07⽉27⽇ (⽔) 13:00 − 13:30 ⼈⽂学研究科 オンライン
07⽉28⽇ (⽊) 12:30 − 13:00 経済学研究科 オンライン
07⽉28⽇ (⽊) 15:00 − 15:30 経営学研究科 オンライン

全学説明会
説明会開催⽇

説明会開催⽇
部局説明会



現⾏メール

新規メール

現⾏
KUIC

新規
Garoon

※データ移⾏ツールが適⽤できないコンテンツについては、各ユーザにて⼿動によるデータ移⾏が必要です

現⾏
LMS BEEF

新規
LMS BEEF+

(Plus)

※2022.09.01 KAISER2022の契約上の運⽤開始⽇

※上記の更新スケジュールは現在予定されているものであり，システム構築が進みますと随時確定していきますので，確定次第最新情報をWebページにてご案内しております。

メール

グループウェア

検証期間

ＬＭＳ

システム構築

2023.12 2024.1 2024.2 2024.3 2024.4 2024.52023.6 2023.7 2023.8 2023.9 2023.10 2023.11

教育研究⽤計算機システム（KAISER2022）導⼊に伴う各システムの更新スケジュール ①（2022.07.28 現在）
システム名等 2022.4 2022.5 2022.6 2022.7 2022.8 2022.9 2022.10 2022.11 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2023.52022.12

検証期間

2023.10.10 運⽤終了予定
（現⾏KUICのServer OS サポート終了のため）

新システム稼働開始

現⾏システム稼働中

新システム本格稼働開始

参照機能のみ稼働現⾏システム稼働中

システム構築 学内公開〜データ移⾏期間

新システム稼働開始（試験運⽤期間）

現⾏システム稼働中（BEEF2022） 年度更新（BEEF2023）

新システム本格稼働開始

移⾏
期間

システム構築

2022.09.01 

旧メールサーバの運⽤は終了しますが，移⾏前に旧サーバに届いた

メールの読み出しは2022年度末頃まで可能にする予定です

※ご利⽤中のメールアドレスの
変更はありません

※2022年8⽉下旬頃の移⾏に向けて各ユーザでメールの設定が必要
になります。設定等の詳細につきましては，順次お知らせします

積極的に
利⽤しよう！

８⽉中旬〜下旬までの
移⾏期間中にPC側のメール
ソフトの設定を変更しよう！

さぁ！4⽉からの
授業の準備だ！！

この期間中にデータの
移⾏をお願いします

LMS BEEFから新LMSへのコースコンテンツの移⾏は、各ユーザにて必要なコンテンツを⼿動でデータ移⾏を⾏う必要があります

参照機能のみ稼働
2024年度末に
運⽤終了予定



iMac 2022.08.31 運⽤終了

（個⼈ホーム領域）
※データ保全期間として2023年8⽉末まで保全しますが，以後は完全削除の予定

 2023年8⽉末以降は完全削除予定

BYOD端末

現⾏システム
でのサービス

新規システム
でのサービス

質問受付  2022.09 以降は，KAISER2022提供サービスのサポートを開始

説 明 会

※2022.09.01 KAISER2022の契約上の運⽤開始⽇

※上記の更新スケジュールは現在予定されているものであり，システム構築が進みますと随時確定していきますので，確定次第最新情報をWebページにてご案内しております。

現⾏システム稼働中

システム構築

2024.1 2024.2 2024.3 2024.4

以後は，BYOD端末を利⽤した授業のみになります（これに関連して，Webベースプログラミング環境の提供を予定しています）

2024.5

質問受付
説明会等

6⽉8⽇からKUICにて
⽬安箱を設置(質問受付)

部局説明会
を開催いた
しました。

グループウェア，ＬＭＳ等つきましては，本格稼働前にも全学説明会を開催予定
（上記の説明会の内容は，事後でもオンデマンド等を予定しています）

2023.122023.6 2023.7 2023.8 2023.9 2023.10 2023.112022.12 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4

教育⽤端末

撤去
作業

各種サービス

※サービス毎に準備が整い次第，順次，新サーバに移⾏します（移⾏についてはユーザ側は意識しなくて良い）

順次，新システムにてサービス提供を継続します検証期間

現⾏サービス稼働中

2023.5

教育研究⽤計算機システム（KAISER2022）導⼊に伴う各システムの更新スケジュール ②（2022.07.28 現在）
システム名等 2022.4 2022.5 2022.6 2022.7 2022.8 2022.9 2022.10 2022.11

デ ー タ 保 全 期 間

※教育⽤端末の撤去までに
個⼈ホーム領域のバックアップを
⾏ってください。

※教育⽤端末の撤去までに
個⼈ホーム領域のバックアップを
⾏ってください。

（個⼈ホーム領域に含まれるもの）
・オンラインストレージのデータ
・個⼈Webページサービスのデータ
・その他サービスの利⽤に際して，

個⼈ホーム領域に保存されているデータ

全学説明会（７⽉５⽇）の資料を
KUICにて公開しています（視聴可能）

個々のサービスにより，再開時期が異なります。
詳細はWebでご案内しますので，そちらをご確認くださ

申請サービスの新規・
変更の申込受付を停⽌
中です。（07/12〜）




