
Case Study

日本大学は、16学部90学科のほか大学院や短期大学、高等学校、中学校などを有し、組織的にも国

内最大級の規模を誇っている。同学では、横浜のデータセンターを中心に学部や病院、中学・高校を含

む27拠点を接続する「日本大学ネットワーク（日大WAN）」を形成し、インターネット接続などのサービ

スを提供している。近年、ネットワークパフォーマンスへのニーズが急速に高まり、1Gbps/10Gbpsへ

のアップグレードを計画。中核となるルーターとして、ジュニパーネットワークスの「MXシリーズ」と

「SRXシリーズ」を採用した。

日本大学は、前身である日本法律学校が創設された明治22年より続く長い歴史を持ち、学生数では国内

トップ、学部・学科数や建物延面積、図書蔵書数などでもトップクラスを誇り、まさに日本最大の大学である。

2019年に創立 130年を迎える同学は、「自主創造」を教育理念として「日本一教育力のある大学」を目

標に、さらなる教育環境の整備・強化に注力しているところだ。記念事業の一環として、2016年に危機

管理学部やスポーツ科学部を新設。新しい学部教育を通じて「時代が必要とする人材、自主創造型パー

ソンの育成」を目指している。

これほど多拠点を持つ組織ともなると、一般的な大学とは異なる ICT戦略を採っている。日本大学では、

学部、病院、高校・中学校はある程度裁量が任せられ、独自性を持って運用されている。そのため、同

学の本部 IT部門は学内 ITコンサルティングの１面を持つ。

特にユーザー数は学生・生徒、教職員等を含めて 10万人規模となるため、ソフトウェアライセンスもユー

ザー数での契約形態ではデメリットと感じられる。そのため、なるべくオープンソースソフトウェアなど

を活用し、ユーザー数に依存しないソリューションを選定しているとのことだ。

特に問題となるのはネットワークだ。各学部等の独自性を認めながらも、組織としては統制を取ってい

かなければならない。

「安定的で快適、かつ自由に利用できるインフラを求められる一方で、安全性も確保しなければなりま

せん。そこで私たちは、各拠点を束ねる“日本大学ネットワーク（日大WAN）”を構築し、セキュリティレ

ベルの均一化を図っています」と、本部 管財部 IT管理課 課長の吉田清氏は説明する。

性能・運用性・安定性の総合力を重視
日大WANは、1994年ごろに構築され、アップデートを繰り返して本日まで運用されてきた。日本大学

では、ほぼ学部ごとにキャンパスがあり、病院・高校やデータセンターを含めて27拠点が、日大WAN

に接続されている。日大WANは横浜に設置されたデータセンターを中心に、SINET 5やプロバイダ

などにも接続されている。各拠点は、日大WANを介してインターネットと接続する。

日大WANは、最近まで 100Mbpsをベースに各拠点と接続していた。しかし、昨今のデバイスやアプリ

ケーションの進化によって、トラフィック強化へのニーズが急速に高まっていた。大学はもちろん、中学・

高校ではタブレットを活用した授業が進み、遅延などのトラブルが問題視されつつあった。場合によって

は、各組織で独自にインターネット接続を契約し、帯域の問題に対処していた事実もあった。

そこで日本大学では、拠点との接続回線を 1Gbpsまたは 10Gbpsへと一気に増強。帯域の課題を解決

する計画を立てた。魅力のあるネットワークインフラを提供すれば、拠点ごとのインターネット契約を解

消し、再び統制を図ることができる。加えて、非対称化していたネットワークトポロジーをよりシンプルな

ものに改訂し、管理性の向上を図る必要もあった。

全国27拠点、総距離 1,700kmをつなぐ
日本最大の学内ネットワーク
シンプルかつパワフルなインフラを実現
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プ※2。名実ともに日本最大の大学である。
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吉田氏は、「諸処の問題を解決するには、パワフルで安定的に稼働するネッ
トワーク機器が必要でした。また、将来的な40G/100Gという世界を見据
えて、拡張性も重視しました。拠点が関東圏外にも広がっていますので、リ
モートから容易に運用できるかどうかという点も見逃せません」と、当時に設
定された要件の厳しさを語った。それに応えたソリューションが、ジュニパー
ネットワークスのMXシリーズおよびSRXシリーズだった。

「ジュニパーネットワークスのルーターは、私が参加するWIDEプロジェクト
やその他のイベントでもよく話題になり、ネットワーク業界では標準的な選択
になっていると感じていました。JUNOS OSのオープン性は、オープンソー
スのツールを活用する私たちにとって親和性が高く、コミュニティが活発なと
ころもポイントですね」と、本部 管財部 IT管理課の相川成周氏は魅力を語る。

これまで体験したことのない運用性
新しい日大WANでは、従来の非対称な構成から横浜のデータセンターを中
心に据えることによりシンプルな構成に変更し、学部・病院などの高トラフィッ
クが求められる拠点に 10Gbps、高校などに 1Gbpsの接続を提供した。
SINET 5やプロバイダーとの接続にもそれぞれ 10Gbpsとし、広帯域なイン
ターネット接続を提供している。MXシリーズは 10Gbps接続、SRXシリー
ズは 1Gbpsの境界に設置されている状況だ。

パフォーマンスの効果は言うに及ばず、10Gbps/1Gbpsの快適なネットワー
クインフラを提供できるようになった。加えて相川氏は、運用面の効果を高く
評価する。

「私たちは、日々の運用で、各学部のさまざまな要求に応えていく必要があり
ます。JUNOSのCLIは使いやすく、コミットベースの設定は失敗しないた
めストレスを感じず、作業時間が短縮できます。そのため、多数の拠点の管
理も問題なくこなせています。以前のデバイスは、設定の変更操作で非常に
気を使いました。JUNOSでは世界が変わったように感じます」（相川氏）

REST APIを活用して運用の自動化も
現在、相川氏は、JUNOSのREST APIを活用した運用の自動化を検討・
実験中だという。その 1つ目の試作が、ルーターの自動シャットダウンを計画
できるWebアプリケーションだ。

各拠点では、ビルメンテナンスなどで全館停電が発生することがあるため、
事前にルーターをシャットダウンしておく必要がある。停電の情報を拠点の
担当者が入力しておけば、相川氏らに通知されると共に、機器の自動シャッ
トダウンが設定されるというものだ。相川氏は、GoogleのWebフォームや
Appsスクリプトを利用してテストツールを作成し、機能することを確認して
いるという。

「今は単純なことしか実現できていませんが、今後は各拠点の担当者へネッ
トワークの情報を提供する可視化ツールや、管理者を補佐する運用自動化
ツールなど、より実運用に即したアプリケーションを開発したいと考えていま
す。JUNOSだからこそ実現できる運用だと考えています」（相川氏）

他の大学や企業と同様に、日本大学でもクラウドサービスの積極的に活用を
視野に入れている。クラウドサービスの活用が広まれば、当然のことながら
インターネットトラフィックも増加が見込まれる。その意味で40Gや 100G

の採用も近いのではないかと、吉田氏は分析している。

「広帯域は歓迎すべきことですが、セキュリティのパフォーマンスにも注意す
る必要があります。各拠点で高額なセキュリティデバイスを導入するのは限
界がありますから、本部にセキュリティ対策を集約できる『BGP Flowspec』
技術に注目しています。JUNOSはすでにBGP Flowspecに対応している
ため、前向きに導入を検討していきたいですね」（相川氏）

創立 130周年を迎える日本大学は、学生、教職員の教育研究活動を支援す
るため、ネットワーク環境への要求がますます高まるだろう。“日本一の教育”
を、ジュニパーネットワークスのテクノロジーが陰から支えていく。

 （2017年9月）
お問い合わせ：ジュニパーネットワークス株式会社　 
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