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４）Internet Explorer7.X ：Windows 版のみ対応 
　 こ れ ら の ブ ラ ウ ザ か ら https://wmail.chs.nihon-u.
ac.jp/ にアクセスするとログイン画面（図１）が表示さ
れますので申請したユーザ ID とパスワードを入力して
ください。

　

VPN サーバを経由しメーラーで利用する場合
　一般にインターネット上の通信は暗号化されていない
ため，ID やパスワードおよび通信内容が盗聴される可能
性があります。そのため学外からのメールサーバを含む
研究用サーバ群利用については暗号化を必須としました。 
　この暗号化を VPN(Virtual Private Network) サーバ
経由で行うと学外からでも暗号化通信となり，あたかも
学内からの通信のように取り扱われます。 
　今回導入した VPN サーバは Windows や Mac および
iPhone/iPad 専用ソフトウェア AnyConnect を利用して
暗号化します。 
◆AnyConnectのインストール(初回利用時のみ必要) 

　Web ブラウザから https://falcon.chs.nihon-u.ac.jp/ に
アクセスします。 
　ユーザ名とパスワードを入力し，ログインをクリック
してください （図２）。

研究用サーバ群提供サービス内容 

　研究用サーバ群が提供するサービスは以下の通りです。
◆計算サーバ (eagle.chs.nihon-u.ac.jp)

　OS がこれまでの Solaris から RedHatLinux に変更さ
れました。C や Fortran のコンパイラを利用して計算が
できます 。
◆ファイルサーバ (pigeon.chs.nihon-u.ac.jp)

　利用者のデータ保存やインターネット経由でのデータ
共有ができます。 
◆メールサーバ (mail.chs.nihon-u.ac.jp）

　Web ブラウザやメーラーを用いてメールの送受信や
安全に添付ファイルを送信することができます。 
◆メーリングリストサーバ（ml.chs.nihon-u.ac.jp）
　メーリングリストを運用することができます。 
◆情報発信共有サーバ（cuckoo.chs.nihon-u.ac.jp）
　個人の情報発信やグループでの情報共有ができます 。
◆ポータルサーバ (swallow.chs.nihon-u.ac.jp)

　スケジュール管理や Web メール利用，ブックマーク
管理及びファイル管理などができます。 
◆ VPN サーバ (falcon.chs.nihon-u.ac.jp)

　学外から安全に研究用サーバ群の利用や学内リソース
にアクセスすることができます。
 
　これらのマニュアルについては http://www.cc.chs.
nihon-u.ac.jp/scholar/server.html#manual から参照で
きます ( 学内からのみ参照可 )。 
 

メールサーバの利用方法 
Web ブラウザ経由で利用 する場合
　コンピュータやスマートフォンの下記ブラウザから
メールの読み書きが可能です。スマートフォンと PC で
は表示画面の大きさが異なるため，自動的に表示モード
が切り替わります。 またメーラーとの併用も可能です。 
１）Mozilla Firefox3.6.X：Windows，Macintosh，　　

　　　　　　　　　　 Linux 版に対応 
２）Opera9.X：Windows，Macintosh，Linux 版に対応 
３）Safari4.X：Windows，Macintosh 版に対応 
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研究用サーバ群 更新特別号

　2011年度末に研究用サーバ群が，リース満了に伴い更
新されました。 
　新サーバ群利用についてはコンピュータセンターの研究用
システムに情報を記載しましたが，その概要をコンピュータ
センターニューズレター臨時増刊号としてお知らせします。 
特にこれまで質問の多かったメールサーバの利用方法を中
心に説明します。
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　AnyConnect を起動し，falcon.chs.nihon-u.ac.jp がサー
バに表示されていることを確認後 Connect をクリック
してください（図５）。

　Macintosh の場合は，画面上部の AnyConnect アイ
コンをクリックしてください。
　iPhone，iPad は AnyConnect プログラムをタッチし
実行してください。
　ユーザ名とパスワードを入力し connect をクリックす
ると認証後，ステータスバーに AnyConnect の状況が
表示されます。 
　接続後は学内からのアクセスと同様にメーラー等を起
動してメールサーバを利用することができます。

VPN サーバを経由せずメーラーで利用する場合 
　VPN サーバを利用されない場合は，メーラープログ
ラムの認証や暗号化機能を利用するため，下記の指定が
必要となります。 
◆メールの受信設定 

 a) メールの受信に POP を利用する場合 
　　　受信サーバ : POP3 
　　　サーバのホスト名 : mail.chs.nihon-u.ac.jp
　　　ポート番号 : 995 
　　　SSL: SSL/TLS 
　　　認証方式 : 通常のパスワード認証 
 b) メールの受信に IMAP を利用する場合 
　　　受信サーバ : IMAP 
　　　サーバのホスト名 : mail.chs.nihon-u.ac.jp 
　　　ポート番号 : 993 
　　　SSL: SSL/TLS 
　　　認証方式 : 通常のパスワード認証
◆メールの送信設定 

　　　送信サーバ : SMTP 
　　　サーバのホスト名 : mail.chs.nihon-u.ac.jp 
　　　ポート番号 : 465 
　　　SSL: SSL/TLS 
　　　認証方式 : 通常のパスワード認証 

　ログイン後の，左側部分の上から 3 つめに表示されて
いる AnyConnect をクリックすると，自動的に
AnyConnect プログラムがインストールされます（図３）。

 

　もし，ActiveX の警告が表示された場合は，実行許
可してください。
　iPhone/iPad の場合は，AppStore から AnyConnect
で検索しダウンロードし，インストールをお願いします

（無料）。 
◆ AnyConnect での接続 

a) Web ランチモード接続
　再度 Web ブラウザで https://falcon.chs.nihon-u.ac.jp/
にアクセスし，ユーザ名とパスワードを入力しログイン
をクリックしてください。
　図３の画面が表示されたら AnyConnect を選択し，
表示される StartAnyConnect をクリックしてください

（図４）。

b) スタンドアロンモード接続
　Windows の場合，スタートメニューから Cisco フォ
ルダの AnyConnect をクリックしてプログラムを起動
するか，タスクバー内の AnyConnect をクリックして
ください。

図 2
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図５
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◆ Outlook を利用する場合

　新しいアカウントを作成し，必要事項を入力します。

　「詳細設定」をクリックし，「インターネット電子メー
ル設定画面」を表示させ「送信サーバ」タブをクリック
します。
　「送信サーバー（SMTP）は認証が必要」にチェック
を入れてください（図７）。

　次に「詳細設定」タブをクリックします。
　POPの場合，ポート番号を995と変更し「このサーバー
は暗号化された接続（SSL）が必要」にチェックを入れ
てください（図８）。

◆ Becky! を利用する場合 

　メールボックスを作成し，ツールメニューの「メール
ボックスの変更」を選択すると，次の画面が表示されま
すので設定を変更してください（図９）。

◆ NU-Mail 経由での利用 

　NU-Mail などの Web メーラーから研究用メールサー
バ宛に届いたメール内容を確認することができます。 
＜ NU-Mail の場合＞ 
１）NU-Mail にログインします 。
２）NU-Mail ページの上部にある設定 ( 歯車のマークか

ら選択できます ) をクリックします（図 10）。

３）アカウントタブを開きます。
４）POP3 を使用したメッセージの確認の 「自分の

POP3 のメール アカウントを追加」をクリックし
ます（図 11）。 

 図 11

 図９

 図６

 図７

 図８

 図 10
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５）研究用メールサーバのメールアドレス
　　(xxx@chs.nihon-u.ac.jp) を入力し次のステップ を

クリックします。 
６）設定例が自動的に入力されますが，ポートを 995 に

変更してください。 
７）パスワードを入力します。 
※　またセキュリティで保護された接続（SSL）を使っ
　　てメールを取得するを選択してください。 
 

迷惑 (SPAM) メールの取り扱い 
　宣伝や勧誘など，受信者に断り無しに送りつけてくる
メールを，一般的に「迷惑メール」または「SPAM メー
ル」と呼びます。
　新しい研究用メールサーバには独自の迷惑 (SPAM)
メール判定ソフトが組み込まれており，このソフトが迷
惑 (SPAM) メールと判定すると，自動的にメールサブ
ジェクトの先頭に [SPAM] が挿入されます。
　したがって利用するメーラーのフィルタ機能を利用す
れば，自動的にフォルダに振り分けたり一定期間後に自
動消去させることが可能です。但し，迷惑 (SPAM) 判
定は完全ではありませんので，自動的に削除ではなく，
削除前に確認することをお勧めします。

添付ファイルの取り扱い 
　添付ファイル付きのメールを送信すると，次の処理が
実行されます。尚，本機能は解除可能です。解除する場
合はコンピュータセンターまで申請をお願いします。
１）添付ファイルを取り外して専用サーバに保管し，ダ

ウンロード URL を宛先に通知します。
２）上記通知より 10 分後に，ダウンロード URL へロ

グインする為のパスワードが宛先へ通知されます。
　　添付ファイルなしのメールについてはこれまでと変

わりませんが，添付ファイル付きメールを送信する
と，自動的に「添付ファイル」が取り外され，専用
サーバへ保管されます。この時点でメールの宛先に
は「メール本文」に以下の情報が追記され，メール
本文だけが送信されます。

　　　　・添付ファイルのダウンロード URL
　　　　・ダウンロード期限
　　　　・ダウンロード回数
　　尚ダウンロード期限は「7 日間」，ダウンロード回

数は「無制限」に設定されています。
３） 上記ダウンロード URL にログインする為のパス

ワードが，相手先に「10 分後」に通知されます。（メー
ル送信者が宛先を間違えた場合や誤ったファイルを

添付して送信した場合，パスワードが相手先に送信
されるまでの 10 分間に自分で添付ファイルを削除
することができる「誤送信防止」機能が実装してあ
ります。）　

※　添付ファイルの削除は以下の URL へ研究用アカウ
ントでログインし，「添付ファイルの管理」から削
除を実施してください。

　　　　　　https://duck.chs.nihon-u.ac.jp/

ウィルス
　メールサーバ上にウィルス対策ソフトがインストール
されており，ウィルスに感染した添付ファイル付きメー
ルが発見された場合以下の処理が行われます。

（１）学外から送信されたメールの場合

　ウィルスが添付されたメールは自動的にウィルスを削
除しようと試みます。削除できた場合は削除したことを
お知らせするメールと，ウイルスが削除されたメールの
2 通が届きます。削除できなかった場合は，その旨をお
知らせするメールのみ届き，ウィルスが添付されたメー
ルは自動的に破棄されます。必要な場合送信元に連絡し
ウィルス対策とメールの再送を依頼してください。

（２）学内から送信されたメールの場合

　自動的にウィルスを削除しようと試みます。削除でき
た場合はそのメールを相手先に送信しますが，削除でき
なかった場合はメールを破棄し相手先にはメールは配送
されません。学内送信元には，いずれの場合も情報が届
きますので対策を実施し，必要な場合はメールを再送し
てください。

システムの申請について 
　コンピュータセンターホームページの研究用システ
ムのマニュアル・申請書 (http://www.cc.chs.nihon-u.
ac.jp/scholar/manual.html)，またはコンピュータセン
ター窓口にて書式を入手し申請をお願いします。 
　尚，本学部の専任教職員以外の方は，専任教職員の承
諾が必要となり，利用期間は年度末までとなります。
 

問い合わせ先 
　
      　コンピュータセンターヘルプデスク 

　　　　内  線：5932 
　　　　e-mail： support@educ.chs.nihon-u.ac.jp 　　


