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１ メールデータの移行方法概要 

Waseda-net メール（Web メール）から Waseda メール（Gmail）へのメールデータ移行には２つの方法があります。 

 

■手順１： 

Waseda-net メール（Web メール）の"inbox"フォルダのみを使用している、または、"inbox"フォルダのみをデータ移行する。 

 

この場合は、Gmailの[アカウントとインポート]機能を使用します。この方法は最も簡単にWaseda-net メール（Web メール）か

らWaseda メール（Gmail）へメールデータを移行できます。 

 

参考（Gmailヘルプ）: 他のアカウントから Gmail にメールを移動するための 3 つの方法 

（ https://support.google.com/mail/answer/56283?hl=ja&ref_topic=3394220 ） 

└方法 1: 他のアカウントから受信済みのメールのみを読み込む 

 

■手順２： 

Waseda-net メール（Web メール）の"inbox"フォルダ以外のフォルダ含め、すべてまたは任意のデータを移行する。 

 

この場合は、Waseda-net メール（Web メール）のデータを、IMAP4 ならびに OAuth 2.0 をサポートするメールソフトを経由し

て Waseda メール（Gmail）へデータ移行します。この方法は、Waseda-net メール（Web メール）のフォルダ構成を維持できる

ものの、Thunderbird や Apple Mail など、IMAP4ならびに OAuth 2.0 の両方をサポートし、アカウント間でデータコピー機

能可能なメールソフトを使用するため、手順１に比べて煩雑なものとなります。 

 

参考（Gmailヘルプ）:メール クライアントに Gmail を設定する

（https://support.google.com/mail/troubleshooter/1668960?hl=ja&ref_topic=3398031） 

 

※有線 LAN（DHCP）接続、有線 LAN（固定 IPアドレス）接続、研究室等の個別に設置した無線 LAN接続で、学内ネットワ

ークから IMAP4 を利用するためには、汎用プロキシを使用する必要があります。 

※2016 年 9 月 1 日より、学内ネットワークからの IMAP4 利用には汎用プロキシが不要となりました。 

 

 

https://support.google.com/mail/answer/56283?hl=ja&ref_topic=3394220
https://support.google.com/mail/troubleshooter/1668960?hl=ja&ref_topic=3398031
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２ 手順１：Waseda-net メール（Web メール）の"inbox"フォルダのみを使用して

いる、または、"inbox"フォルダのみをデータ移行する。 

２－１） 右上の設定アイコン をクリックし、[設定] をクリックします。 

  

 

２－２） [アカウントとインポート] タブをクリックします。 

 

 

２－３） メッセージと連絡先のインポート：] セクションで [メッセージと連絡先のインポート] をクリックします。 
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２－４） Waseda メールアドレスを入力し、[次のステップ] をクリックします。 

 

 

２－５） ユーザー名、パスワード、POP サーバー入力し、ポート番号右の［編集］クリックし、ポート番号を選択します。 

 
 

設定値 

パスワード MyWaseda のログインパスワード 

POPユーザー名 Waseda-net メールアドレス( ～@～.waseda.jp ) 

POPサーバー post.waseda.jp 

ポート 995 (SSL を使用するにチェック) 
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２－６） オプションを選択します。次の設定を推奨します。設定が完了したら［インポート開始］をクリックします。 

 

オプション設定推奨値 

メールをインポート オン 

取得したメッセージのコピーをサーバーに残す オン 

メッセージを受信トレイに保存せずにアーカイブする オフ 

インポートしたすべての受信したメッセージにラベルを付ける オフ 

 

２－７） ［OK］をクリックします。 

 

 

２－８） インポート状況は下記で確認可能です。 
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２－９） 8/30 日以降、Waseda-net メールへ新規メールが届かなくなったら、アカウントを削除します。 
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３ 手順２：Waseda-net メール（Web メール）の"inbox"フォルダ以外のフォルダ

含め、すべてまたは任意フォルダのデータを移行する。 

Step 1: IMAPの有効化 

３－１） 右上の設定アイコン をクリックし、[設定] をクリックします。 

  

 

３－２） [メール転送と POP/IMAP] タブをクリックします。 
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３－３） [IMAP を有効にする] を選択し、[変更を保存] をクリックします。 

 

 

Step2: メールソフトの設定 

３－４） 対応メールソフト 

IMAP4 ならびに OAuth 2.0 の両方をサポートし、アカウント間でデータコピー機能可能なメールソフトが必要となります。 

 

対応メールソフト例 

対応メールソフト例 OAuth 2.0 対応 

アカウント間データコピー可能 

Mozilla Thunderbird 38 以降 

MacOS X 10.11 の標準メールアプリ 

利用不可メールソフト例 アカウント間データコピー不可 Windows 8.1／Windows 10 の標準メールアプリ 

OAuth 2.0 非対応 Windows Live メール 2012 

Outlook 2010／2013／2016 

Becky! Internet Mail 2 

 

３－５） Waseda-net メール（Web メール）をメールソフトで受信するために以下を設定してください。 

メールソフトの一般的な設定値 

メール アドレス Waseda-net メールアドレス( ～@～.waseda.jp ) 

アカウント名、または、ログイン名 Waseda-net メールアドレス( ～@～.waseda.jp ) 

パスワード MyWaseda のログインパスワード 

アカウントの種類 IMAP 

受信メール サーバー 設定 サーバー名: post.waseda.jp 

ポート: 993 

暗号化方法: SSL 

送信メール サーバー 設定（SMTP) サーバー名: post.waseda.jp 

ポート: 465 

暗号化方法: SSL 

SMTP 認証を使用する：はい 
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３－６） Waseda メール（Gmail）をメールソフトで受信するために以下を設定してください。 

メールソフトの一般的な設定値 

メール アドレス Waseda-net メールアドレス( ～@～.waseda.jp ) 

アカウント名、または、ログイン名 Waseda-net メールアドレス( ～@～.waseda.jp ) 

ユーザー認証 WasedaID、MyWaseda のログインパスワード 

アカウントの種類 IMAP 

受信メール サーバー 設定 サーバー名: imap.gmail.com 

ポート: 993 

暗号化方法: SSL 

認証方式: OAuth2.0 

送信メール サーバー 設定（SMTP) サーバー名: smtp.gmail.com 

ポート: 587 (または 465) 

暗号化方法: TLS（STARTTLS） (または SSL) 

認証方式: OAuth2.0（SMTP 認証を使用する） 

 

３－７） Waseda-net メール（Web メール）、Waseda メール（Gmail）のメールデータの同期が終了したら、Waseda-net メール

（Web メール）のメールデータをフォルダごと Waseda メールのアカウントへコピーします。 

※メール数、メールデータ量、ネットワーク速度によってコピーに時間を要する場合があります。 
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４ Mozilla Thunderbird設定例 

Thunderbird バージョン 45.2 を用いて説明します。Windows 版の画面となりますが、MacOS 版も同様の設定が可能です。 

 

Waseda-net メール設定 

４－１） 「Thunderbird」を起動します。 

 

４－２） 「新しいメールアドレスを使いたい方」画面の［メールアカウントを設定する］ボタンをクリックします。 

 

 

４－３） 「新しいメールアドレスを使いたい方」画面が表示されない場合は、「ローカルフォルダ」をクリックし、「新規アカウン

ト作成」の「メール」をクリックします。 
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４－４） 「メールアカウントの設定」画面が表示されます。各項目に次の値を入力し、［続ける］ボタンをクリックします。 

 
 

■入力／選択項目 

項目 設定値 

あなたのお名前 

※メール送信時に「送信者名」として通知されます。 
氏名 

メールアドレス Waseda-net メールアドレス( ～@～.waseda.jp ) 

パスワード MyWaseda のログインパスワード 

パスワードを記憶する チェック ボックスをオン 
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４－５） 自動的にメールアカウントの設定の検索が開始します。検索結果が表示された後、各項目に次の値を入力／選択

します。入力が終わったら、［再テスト］ボタンをクリックします。 

 

 

■入力／選択項目 

項目 設定値 

受信サーバ  IMAP 

 サーバのホスト名 post.waseda.jp 

 ポート番号 993 

 SSL SSL/TLS 

 認証方式 自動検出 

送信サーバ  SMTP 

 サーバのホスト名 post.waseda.jp 

 ポート番号 465 

 SSL SSL/TLS 

 認証方式 自動検出 

ユーザ名 受信サーバ Waseda-net メールアドレス( ～@～.waseda.jp ) 

 送信サーバ Waseda-net メールアドレス( ～@～.waseda.jp ) 

 

補足事項： 

「アカウント設定がMozilla ISPデータベースから見つかりました」というメッセージとともに、Wasedaメール（Gmail）向けの設

定が自動的に仮設定される場合は、［手動設定］をクリックし、上記内容に修正してください。 
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４－６） 正しく設定されていると「次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。」と表示され

るので、［完了］ボタンをクリックします。 

入力した値が正しくない場合は、［完了］ボタンが表示されないので、再度入力値を確認してください。 

  
 

４－７） 設定した「Waseda-net メール」のアカウントを右クリックし、「購読…」をクリックします。 
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４－８） 同期したいフォルダを選択し、［OK］をクリックします。 

 

 

 

Waseda メール設定 

４－９） 「ローカルフォルダ」をクリックし、「新規アカウント作成」の「メール」をクリックします。 
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４－１０） 「メールアカウントの設定」画面が表示されます。各項目に次の値を入力し、［続ける］ボタンをクリックします。 

 
 

■入力／選択項目 

項目 設定値 

あなたのお名前 

※メール送信時に「送信者名」として通知されます。 
氏名 

メールアドレス Waseda メールアドレス( ～@～.waseda.jp ) 

パスワード [入力不要] 

パスワードを記憶する チェック ボックスをオン 
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４－１１） 自動的にメールアカウントの設定の検索が開始します。検索結果が表示された後、各項目に次の値を入力／選択

します。入力が終わったら、［再テスト］ボタンをクリックします。 

 
 

■入力／選択項目 

項目 設定値 

受信サーバ  IMAP 

 サーバのホスト名 imap.gmail.com 

 ポート番号 993 

 SSL SSL/TLS 

 認証方式 OAuth2 または自動検出を仮設定 

送信サーバ  SMTP 

 サーバのホスト名 smtp.gmail.com 

 ポート番号 465 

 SSL SSL/TLS 

 認証方式 OAuth2 または自動検出を仮設定 

ユーザ名 受信サーバ Waseda メールアドレス( ～@～.waseda.jp ) 

 送信サーバ Waseda メールアドレス( ～@～.waseda.jp ) 

 

補足事項： 

「アカウント設定が Mozilla ISP データベースから見つかりました」というメッセージとともに、自動設定済画面が表示される

場合は、［手動設定］をクリックし、念のため上記設定となっていることを確認した後に［完了］をクリックしてください。 
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４－１２） 正しく設定されていると「次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。」と表示され

るので、［完了］ボタンをクリックします。 

入力した値が正しくない場合は、［完了］ボタンが表示されないので、再度入力値を確認してください。 

  

※認証方式が「OAuth2」にならない場合は、手動で「OAuth2」に変更してください。 

 

４－１３） Waseda ID とパスワードを入力し、［Login］をクリックします。 

 

 

４－１４） Google サービス接続リクエスト画面で、［許可］をクリックします。 
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データコピー 

４－１５） 受信トレイなど Waseda メールにすでに存在しているフォルダへデータを移行する場合は、当該フォルダ内のメー

ルをすべて選択し、右クリックのメニューからコピー先を指定します。 

 

 

４－１６） Waseda メールに存在していないフォルダへフォルダごとデータを移行する場合は、当該フォルダを Waseda メール

アカウントにドラッグ＆ドロップしてください。 
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５ Mac OS X メール設定例 

Waseda-net メール設定 

５－１） 「メール」を起動します。 

 

５－２） 「追加するメールアカウントの選択」画面が表示されるので、「その他のメールアカウントを追加」を選択し、［続ける］

ボタンをクリックします。 

※すでに別のアカウントが登録されている場合は、［メール］メニューから［アカウントを追加］をクリックします。 

 
 

５－３） 「メールアカウントを追加」画面が表示されます。各項目に次の値を入力し［サインイン］ボタンをクリックします。 

  

 

■入力／選択項目 

項目 設定値 

名前 

※メール送信時に「送信者名」として通知されます。 
氏名 

メールアドレス Waseda-net メールアドレス( ～@～.waseda.jp ) 

パスワード MyWaseda のログインパスワード 
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５－４） 「アカウント名またはパスワードを確認できません」とのメッセージが表示されるので、各項目に次の値を入力／選

択し、［サインイン］ボタンをクリックします。 

 

 

■入力／選択項目 

項目 設定値 

メールアドレス Waseda-net メールアドレス( ～@waseda.jp ) 

ユーザ名 Waseda-net メールアドレス( ～@waseda.jp ) 

パスワード MyWaseda のログインパスワード 

アカウントの種類 IMAP 

受信用メールサーバー post.waseda.jp 

送信用メールサーバー post.waseda.jp 

 

５－５） メールのみチェックボックスを入れ、[完了]をクリックします。 

※この画面が自動表示されない場合は、［メール］メニューから［環境設定］をクリックします。 
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Waseda メール設定 

５－６） ［メール］-［アカウントを追加］メニューから、「Google」を選択し、［続ける］ボタンをクリックします。 

 

 

５－７） Waseda メールアドレスを入力し、［次へ］をクリックします。 
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５－８） Waseda ID とパスワードを入力し、［Login］をクリックします。 

利用する環境によっては、下側へ画面をスクロールする必要があります。 

 

 

５－９） メールのみチェックボックスを入れ、[完了]をクリックします。 
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データコピー 

５－１０） 受信トレイなど Waseda メールにすでに存在しているフォルダへデータを移行する場合は、当該フォルダ内のメー

ルをすべて選択し、［メッセージ］-［コピー］メニューからコピー先を指定します。 

 

 

５－１１） Waseda メールに存在していないフォルダへフォルダごとデータを移行する場合は、当該フォルダを Waseda メール

アカウントにドラッグ＆ドロップしてください。 
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６ お問い合わせ 

６－１） メールデータの移行がうまくいかない場合は、下記問い合わせ先へご連絡ください 

Waseda メールに関する問合せ窓口 

  IT ヘルプデスク Waseda-net担当 

メール：waseda-net@list.waseda.jp 

mailto:waseda-net@list.waseda.jp

	１ メールデータの移行方法概要
	２ 手順１：Waseda-netメール（Webメール）の"inbox"フォルダのみを使用している、または、"inbox"フォルダのみをデータ移行する。
	２－１） 右上の設定アイコンをクリックし、[設定] をクリックします。
	２－２） [アカウントとインポート] タブをクリックします。
	２－３） メッセージと連絡先のインポート：] セクションで [メッセージと連絡先のインポート] をクリックします。
	２－４） Wasedaメールアドレスを入力し、[次のステップ] をクリックします。
	２－５） ユーザー名、パスワード、POPサーバー入力し、ポート番号右の［編集］クリックし、ポート番号を選択します。
	２－６） オプションを選択します。次の設定を推奨します。設定が完了したら［インポート開始］をクリックします。
	２－７） ［OK］をクリックします。
	２－８） インポート状況は下記で確認可能です。
	２－９） 8/30日以降、Waseda-netメールへ新規メールが届かなくなったら、アカウントを削除します。

	３ 手順２：Waseda-netメール（Webメール）の"inbox"フォルダ以外のフォルダ含め、すべてまたは任意フォルダのデータを移行する。
	Step 1: IMAPの有効化
	３－１） 右上の設定アイコンをクリックし、[設定] をクリックします。
	３－２） [メール転送と POP/IMAP] タブをクリックします。
	３－３） [IMAP を有効にする] を選択し、[変更を保存] をクリックします。
	Step2: メールソフトの設定
	３－４） 対応メールソフト
	３－５） Waseda-netメール（Webメール）をメールソフトで受信するために以下を設定してください。
	３－６） Wasedaメール（Gmail）をメールソフトで受信するために以下を設定してください。
	３－７） Waseda-netメール（Webメール）、Wasedaメール（Gmail）のメールデータの同期が終了したら、Waseda-netメール（Webメール）のメールデータをフォルダごとWasedaメールのアカウントへコピーします。

	４ Mozilla Thunderbird設定例
	Waseda-netメール設定
	４－１） 「Thunderbird」を起動します。
	４－２） 「新しいメールアドレスを使いたい方」画面の［メールアカウントを設定する］ボタンをクリックします。
	４－３） 「新しいメールアドレスを使いたい方」画面が表示されない場合は、「ローカルフォルダ」をクリックし、「新規アカウント作成」の「メール」をクリックします。
	４－４） 「メールアカウントの設定」画面が表示されます。各項目に次の値を入力し、［続ける］ボタンをクリックします。
	４－５） 自動的にメールアカウントの設定の検索が開始します。検索結果が表示された後、各項目に次の値を入力／選択します。入力が終わったら、［再テスト］ボタンをクリックします。
	４－６） 正しく設定されていると「次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。」と表示されるので、［完了］ボタンをクリックします。 入力した値が正しくない場合は、［完了］ボタンが表示されないので、再度入力値を確認してください。
	４－７） 設定した「Waseda-netメール」のアカウントを右クリックし、「購読…」をクリックします。
	４－８） 同期したいフォルダを選択し、［OK］をクリックします。
	Wasedaメール設定
	４－９） 「ローカルフォルダ」をクリックし、「新規アカウント作成」の「メール」をクリックします。
	４－１０） 「メールアカウントの設定」画面が表示されます。各項目に次の値を入力し、［続ける］ボタンをクリックします。
	４－１１） 自動的にメールアカウントの設定の検索が開始します。検索結果が表示された後、各項目に次の値を入力／選択します。入力が終わったら、［再テスト］ボタンをクリックします。
	４－１２） 正しく設定されていると「次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。」と表示されるので、［完了］ボタンをクリックします。 入力した値が正しくない場合は、［完了］ボタンが表示されないので、再度入力値を確認してください。
	４－１３） Waseda IDとパスワードを入力し、［Login］をクリックします。
	４－１４） Googleサービス接続リクエスト画面で、［許可］をクリックします。
	データコピー
	４－１５） 受信トレイなどWasedaメールにすでに存在しているフォルダへデータを移行する場合は、当該フォルダ内のメールをすべて選択し、右クリックのメニューからコピー先を指定します。
	４－１６） Wasedaメールに存在していないフォルダへフォルダごとデータを移行する場合は、当該フォルダをWasedaメールアカウントにドラッグ＆ドロップしてください。

	５ Mac OS X メール設定例
	Waseda-netメール設定
	５－１） 「メール」を起動します。
	５－２） 「追加するメールアカウントの選択」画面が表示されるので、「その他のメールアカウントを追加」を選択し、［続ける］ボタンをクリックします。
	５－３） 「メールアカウントを追加」画面が表示されます。各項目に次の値を入力し［サインイン］ボタンをクリックします。
	５－４） 「アカウント名またはパスワードを確認できません」とのメッセージが表示されるので、各項目に次の値を入力／選択し、［サインイン］ボタンをクリックします。
	５－５） メールのみチェックボックスを入れ、[完了]をクリックします。
	Wasedaメール設定
	５－６） ［メール］-［アカウントを追加］メニューから、「Google」を選択し、［続ける］ボタンをクリックします。
	５－７） Wasedaメールアドレスを入力し、［次へ］をクリックします。
	５－８） Waseda IDとパスワードを入力し、［Login］をクリックします。
	５－９） メールのみチェックボックスを入れ、[完了]をクリックします。
	データコピー
	５－１０） 受信トレイなどWasedaメールにすでに存在しているフォルダへデータを移行する場合は、当該フォルダ内のメールをすべて選択し、［メッセージ］-［コピー］メニューからコピー先を指定します。
	５－１１） Wasedaメールに存在していないフォルダへフォルダごとデータを移行する場合は、当該フォルダをWasedaメールアカウントにドラッグ＆ドロップしてください。

	６ お問い合わせ
	６－１） メールデータの移行がうまくいかない場合は、下記問い合わせ先へご連絡ください


