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利用にあたって 

総合情報センターでは、研究支援、教育支援を目的として、コンピューターに関係する各種の

サービスをおこなっています。この手引は、総合情報センター湘南キャンパスの各コンピューター

室に設置されている研究・教育用コンピューターを本学学生および教職員が利用するための手引

です。各キャンパスの利用に関しては、各キャンパスの計算機室へお問い合わせください（詳細

は、巻末の「各キャンパス 問い合わせ先」を参照）。「窓口」とは湘南キャンパス５号館２階に

ある「総合情報センター５号館窓口」、３号館１階にある「総合情報センター３号館窓口」、１２

号館３階にある「総合情報センター１２号館窓口」の３ヶ所を意味します。 

「コンピューター室」とは、総合情報センターで管理しているコンピューター室を意味します

（詳細は、「各コンピューター室について（４ページ）」を参照）。 

「総合情報センターのホームページ」とは http://www.cc.u-tokai.ac.jp/ を示します。 

利用にあたっては、「東海大学電子計算機利用規程」と「総合情報センターの利用における遵守

事項」を厳守してください（詳細は、「東海大学電子計算機利用規程（５３ページ）」、「総合情報

センターの利用における遵守事項（第 2 版）（５５ページ）」を参照）。 

なお、総合情報センターは、総合情報センターがおこなっている各種サービスの運用管理に関

連して知りえた利用者の個人情報について、「東海大学個人情報保護に関する規定」に則り取り扱

います。 

窓口 

 窓口にて総合情報センターの利用に関する各種手続きができます。なお、Web ページや電子

メールでできる手続きもあります（詳しくは、「各種手続きについて（３４ページ）」を参照）。 

窓口は３、５、１２号館にあります（次ページ下図を参照）。 

【窓口サービス時間】 

３、５号館 平日９：００～１７：００ 土曜日９：００～１６：００ 

         １２号館  平日９：００～１７：００ 土曜日９：００～１５：３０ 

      日曜日、祝祭日は休止です（祝祭日は学年暦に準じます） 

      休暇中はサービス時間を変更する場合があります。 

コンピューターの種類 

 総合情報センターに設置されている教育・研究用のコンピューターを大きく分けると、パーソ

ナルコンピューターとサーバーの２つに分類されます。 

 各コンピューターは次ページ下図にあるコンピューター室にて利用できます。 

 パーソナルコンピューター 

１号館、３号館、５号館、６号館、７号館、１０号館、１２号館、１６号館の各コンピュー

ター室に設置しています。 
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 サーバー 

処理能力が高く、多人数で共同利用するコンピューターです。役割の違う機種をネット

ワークを介して利用できます。 

名  称 ホスト名 機  種 OS 役    割 

メールサーバー mail NEC Express5800 RedHat Linux
利用者間での情報交換（電子メール）を目的と

したコンピューター 

計算サーバー 

bosei 
NEC 

CX5000/F890 

(SunFire V890) 

Solaris9 
各種応用プログラムの実行、あるいは授業での

実習を目的としたコンピューター 

tx7 NEC TX7/i9610 SuSE Linux 
高速な計算処理を目的としたコンピューター

sx8r ＮＥＣ SX-8R/4B SUPER-UX

 

窓口およびコンピューター室配置図 

６棟 
７号館コンピューター室
(３階) 

５号館コンピューター室
(２階) 

１号館コンピューター室
(Ｂ翼２階) １０号館コンピューター室

(２階) 

 総合情報センター 

 １２号館窓口 

１２号館３階 

テニスコート

ラグビー場

１１号館

４号館

１号館

野外音楽堂

総合グランド
野球場

陸上競技場 サッカー場

武道館 Ｋ館 Ｊ館

２棟

１棟

１３号館

南門

北門

１４号館

３号館

６号館

２号館

７号館

１２号館

１０号館

８号館

１５号館

総合体育館

Ｈ館 Ｄ館

Ｇ館

Ｃ館

９号館

１６号館

５号館

 総合情報センター

 ３号館窓口 

 ３号館１階 

Ｆ館

Ｅ館 Ａ館

Ｂ館

１７号館

６号館コンピューター室
(Ａ棟１階) 

１６号館コンピューター室
(４階) 

３号館コンピューター室
(地下１階、１階) 

１２号館コンピューター室
(３階、４階) 

総合情報センター 

５号館窓口 

５号館２階 

コムスクエア

ＲＥＦＲＥ

カフェテラス
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1．コンピューター室 

コンピューター室は、１号館、３号館、５号館、６号館、７号館、１０号館、１２号館、 

１６号館にあります。 

各コンピューター室のコンピューターはすべてネットワークに接続されており、パーソナル

コンピューター単体での利用のほか、各サーバーの端末としても利用できます。 

  利用時間、設置機種などは、各コンピューター室によって異なります。 

  各コンピューター室で利用できるソフトウェアについては、「ソフトウェア（１６ページ）」 

を参照してください。 

 コンピューター室内はすべて禁煙、飲食厳禁です。ご協力ください。 

 

利用方法 
授業利用 

授業等でコンピューター室を利用する方法です（詳細は、「授業に関する手続き（３７ペ

ージ）」を参照）。 

 

個人利用 

授業の空き時間等に個人単位で利用する方法です。コンピューター室で授業がおこなわ

れていなければ利用できます。利用可能な時間帯は、掲示および「総合情報センターの

ホームページ」の「オンライン窓口」内にある「授業予約状況確認」で確認できます。 

なお、コンピューター室の利用状況(空き台数)を、リアルタイムに情報提供しています。

「総合情報センターのホームページ」の「オンライン窓口」内にある「コンピューター

室 利 用 状 況 」、 ま た は 「 総 合 情 報 セ ン タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ 携 帯 電 話 版

（http://www.cc.u-tokai.ac.jp/i/)」の「コンピューター室空き状況」を参照してくだ

さい。 

個人利用の場合は、1 人 1 台 60 分までを目安として利用してください。コンピュータ

ー室が混みあっているときは、譲り合ってご利用いただくようお願いします。 

 

 

時間外利用 

利用時間以外にコンピューター室を利用することができます。教職員が申請し認められ

た場合のみ利用できます（詳細は、「時間外利用の手続き（４１ページ）」を参照）。 
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各コンピューター室について 
 各コンピューター室の場所、利用方法、利用時間、設置機種および台数は以下のとおりです。 

* 全てのパーソナルコンピューターからＡ４用紙のページプリンター（モノクロ・カラー）へ印刷でき
ます。 
詳細は、「印刷枚数の管理（１３ページ）」を参照してください。 

*台数は総数です。なお、故障等により数台使用できない場合があります。 
*休暇中は利用時間を変更することがあります。 
*各コンピューター室視聴覚設備については、３８ページを参照してください。 

     *各コンピューター室の周辺機器については、８ページを参照してください。 
 
１号館コンピューター室（１号館２階Ｂ翼） 

室名 
利用方法 

利用時間 設置機種 台数 
個人 授業 

１B－２０６ 

コンピューター室 
○ ○ 

平日 

９：００～２１：００ 

土曜日 

９：００～２１：００ 

NEC Mate MY21A/E-1 

1.3GB MO ドライブ 

イメージスキャナ 

６１

１

１

 

３号館コンピューター室（３号館地下１階、１階） 

室名 
利用方法 

利用時間 設置機種 台数 
個人 授業 

３－B１０2 

コンピューター室 
○ ○ 平日 

１０：００～１７：００  

土曜日 

授業での利用のみ 

NEC Mate MY21A/E-1 ２１

３－B１０3 

コンピューター室 
○ ○ NEC Mate MY21A/E-1 ２１

３－１００ 

コンピューター室 
○  

平日 

９：００～２２：００  

土曜日 

９：００～２２：００ 

NEC Mate MY21A/E-1 

1.3GB MO ドライブ*１ 

イメージスキャナ*１ 

Apple iMac 

３２

  ５

  ５

 ４

３－１０１ 

コンピューター室 
○ ○ 

NEC Mate MY21A/E-1 

1.3GB MO ドライブ 

イメージスキャナ 

５１

  １

 １

３－１０２ 

コンピューター室 
○ ○ 

NEC Mate MY21A/E-1 

1.3GB MO ドライブ 

イメージスキャナ 

６２

  １

 １

３－１０４ 

コンピューター室 
○  NEC Mate MY21A/E-1 １8

３－１０５ 

コンピューター室 
○ ○ 

NEC Mate MY21A/E-1 

1.3GB MO ドライブ 

４６

 １

３－１０６ 

コンピューター室 
○ ○ 

NEC Mate MY21A/E-1 

1.3GB MO ドライブ 

４６

 １

  *1 １台は iMac 用です。 
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５号館コンピューター室（５号館２階） 

室名 
利用方法 

利用時間 設置機種 台数 
個人 授業 

５－２００ 

コンピューター室 
○  

平日 

９：００～１７：００  

土曜日 

９：００～１５：３０ 

NEC Mate MY21A/E-1 ２２

５－２０１ 

コンピューター室 
○  

平日 

９：００～２２：００  

土曜日 

９：００～２２：００ 

NEC Mate MY21A/E-1 ４５

５－２０２ 

コンピューター室 
○  NEC Mate MY21A/E-1  ４９

５－２０３ 

コンピューター室 
○  

NEC Mate MY21A/E-1 

デジタルビデオデッキ 

1.3GB MO ドライブ 

イメージスキャナ 

１５

 １

 ２

 ２

５－２０４ 

コンピューター室 
○ ○ NEC Mate MY21A/E-1 １６

５－２０６ 

コンピューター室 
○ ○ NEC Mate MY21A/E-1 ５３

５－２０７ 

コンピューター室 
○ ○ NEC Mate MY21A/E-1 ５３

５－２０８基礎教育 

コンピューター室 
 ○ 授業での利用のみ NEC Mate MY21A/E-1 ５１

 

６号館コンピューター室（６号館Ａ棟１階） 

室名 
利用方法 

利用時間 設置機種 台数 
個人 授業 

６Ａ－１０４ 

コンピューター室 
 ○ 授業での利用のみ NEC Versa Pro VY-18A/W-1 ６３

 

７号館コンピューター室（７号館３階） 

室名 
利用方法 

利用時間 設置機種 台数 
個人 授業 

７－３０３ 

コンピューター室 
○ ○ 

平日 

９：００～１７：００ 

土曜日 

９：００～１５：３０ 

NEC Mate MY21A/E-1 

1.3GB MO ドライブ 

イメージスキャナ 

５３

１

１

 

１０号館コンピューター室（１０号館２階） 

室名 
利用方法 

利用時間 設置機種 台数 
個人 授業 

１０－２０５ 

コンピューター室 
 ○ 授業での利用のみ 

Apple iMac 

1.3GB MO ドライブ 

イメージスキャナ 

２４

１２

１２

１０－２０６ 

コンピューター室 
○ ○ 

平日 

９：００～１９：００ 

土曜日 

９：００～１９：００ 

NEC Mate MY21A/E-1 

1.3GB MO ドライブ 

イメージスキャナ 

６１

 １

 ２
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１２号館コンピューター室（１２号館３階、４階） 

 
 
 
 
 
 
 
 

室名 

利用方法 

利用時間 設置機種 台数 
個人 授業 

１２－３０２ 

コンピューター室 
○ ○ 平日 

９：００～２１：００ 

土曜日 

９：００～２１：００ 

NEC Mate MA23A/E-4 ３６

１２－３０３ 

コンピューター室 
○ ○ NEC Mate MA23A/E-4 １５

１２－３０４ 

コンピューター室 
○ ○ 

平日 

９：００～１7：００ 

土曜日 

９：００～１５：３０ 

NEC Mate MA23A/E-4 ２１

１２－３０５ 

コンピューター室 
○ ○ NEC Mate MA23A/E-4 １０１

１２－３０６ 

コンピューター室 
○ ○ NEC Mate MA23A/E-4 ６１

１２－３０７ 

コンピューター室 A 
○ ○ NEC Mate MA23A/E-4 ６１

１２－３０７ 

コンピューター室 B 
○ ○ NEC Mate MA23A/E-4 ６１

１２－３０８ 

コンピューター室 
 ○ 授業での利用のみ 

Fujitsu FMV-C630 

NEC Mate MA23A/E-4 

４５

４５

１２－３０９ 

コンピューター室 
○ ○ 

平日 

９：００～１7：００ 

土曜日 

 ９：００～１５：３０ 

NEC Mate MA23A/E-4 １０１

１２－３１０ 

コンピューター室 
○ ○ 

平日 

９：００～２１：００ 

土曜日 

９：００～２１：００ 

NEC Mate MA23A/E-4 ５１

１２－４０1 

コンピューター室 A 

○ ○ 

平日 

９：００～１7：００ 

土曜日 

９：００～１５：３０ 

NEC MATE MA23A/E-4 ６１

１２－４０1 

コンピューター室 B 
NEC MATE MA23A/E-4 ６９

１２－４０２ 

コンピューター室Ａ 

○ ○ 

平日 

９：００～２１：００ 

土曜日 

９：００～２１：００ 

NEC MATE MA23A/E-4 ６７

１２－４０２ 

コンピューター室Ｂ 
NEC MATE MA23A/E-4 ６７
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１６号館コンピューター室（１６号館４階） 

室名 
利用方法 

利用時間 設置機種 台数 
個人 授業 

１６－４０１ 

コンピューター室 
 ○ 授業での利用のみ NEC Versa Pro VY-18A/W-1 ７９

１６－４０２ 

コンピューター室 
○ ○ 

平日 

９：００～１７：００ 

土曜日 

９：００～１５：３０ 

NEC Mate MY21A/E-1 

1.3GB MO ドライブ 

６４

  １

１６－４０３ 

コンピューター室 
○ ○ 

NEC Mate MY21A/E-1 

1.3GB MO ドライブ 

６４

  １

１６－４０４ 

コンピューター室 
○ ○ 

NEC Mate MY21A/E-1 

1.3GB MO ドライブ 

５７

  １

１６－４０５ 

コンピューター室 
○ ○ 

NEC Mate MY21A/E-1 

1.3GB MO ドライブ 

５５

  １

１６－４０６ 

コンピューター室 
○ ○ 

NEC Mate MY21A/E-1 

1.3GB MO ドライブ 

５３

  １
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周辺機器 

 各周辺機器は、以下のコンピューター室で使用できます。なお、貸出機器の利用については、

窓口サービス時間内になります。窓口サービス時間については１ページを参照してください。 

周辺機器名 室名(台数) 

１．３ＧＢ ＭＯドライブ 

１Ｂ－２０６コンピューター室*5（１） ３－１００コンピューター室（Win（４）,Mac（１））

３－１０１コンピューター室*5（１） ３－１０２コンピューター室*5（１） 

３－１０５コンピューター室*5（１） ３－１０６コンピューター室*5（１） 

５号館全コンピューター室*2（６） ５－２０３コンピューター室（２） 

７－３０３コンピューター室*5（１） １０－２０５コンピューター室（１２） 

１０－２０６コンピューター室*5（１） １２号館全コンピューター室*3（５） 

１６－４０２コンピューター室*5（１） １６－４０３コンピューター室*5（１） 

１６－４０４コンピューター室*5（１） １６－４０５コンピューター室*5（１） 

１６－４０６コンピューター室*5（１）  

DVD スーパーマルチドライブ

（DVD-R/RW,DVD-RAM 

DVD+R/RW,DVD-ROM 

CD-R/RW）*6 

３－１００コンピューター室（３２） ３－１０１コンピューター室（５１） 

３－１０２コンピューター室（６２） ３－１０４コンピューター室（１８） 

５－２００コンピューター室（２２） ５－２０１コンピューター室（４５） 

５－２０２コンピューター室（４９） ５－２０３コンピューター室（１５） 

５－２０４コンピューター室（１６） １０－２０６コンピューター室（６１） 

１２―３０２コンピューター室*5（１） １２－３０３コンピューター室（１５） 

１２―３０４コンピューター室*5（１） １２－３０５コンピューター室（１０１） 

１２―３０６コンピューター室*5（１） １２―３０７コンピューター室 AＢ*5（２） 

１２―３０８コンピューター室*5（１） １２―３０９コンピューター室*5（１） 

１２―３１０コンピューター室*5（１） １２―４０１コンピューター室 AB*5（2） 

１２―４０2 コンピューター室 AB*5（２）  

SuperDrive

（DVD-R,CD-R/RW） 
３－１００コンピューター室（Mac（４）） １０－２０５コンピューター室（２４） 

イメージスキャナ 

１Ｂ－２０６コンピューター室（１） ３－１００コンピューター室（Win（４）,Mac（１））

３－１０１コンピューター室（１） ３－１０２コンピューター室（１） 

５号館全コンピューター室*2（３） ５－２０３コンピューター室（２） 

７－３０３コンピューター室*5（１） １０－２０５コンピューター室（１２） 

１０－２０６コンピューター室（２） １２号館全コンピューター室*3（２） 

フイルムスキャナ 
3 号館全コンピューター室*1（１） 

１２号館全コンピューター室*3（１） 

５号館全コンピューター室*2（１） 

 

デジタルカメラ 

３号館全コンピューター室*1（５） 

３－１０１コンピューター室*1*4（１０） ３－１０２コンピューター室*1*4（１０） 

５号館全コンピューター室*2*4（５） １２号館全コンピューター室*3*4（１５） 

デジタルビデオカメラ 

３号館全コンピューター室*1（５） 

３－１０２コンピューター室*1*4（１０） 

１２号館全コンピューター室*3*4（１５） 

３－１０１コンピューター室*1*4（１０） 

５号館全コンピューター室*2*4（１６） 

 

メモリカードリーダー 
３－１００コンピューター室*1（１） ５号館全コンピューター室*2（２） 

１２号館全コンピューター室*3（１）  

モノクロプリンター 

カラープリンター 

全コンピューター室で使用（印刷指示）できます。その後プリンターが設置されている場所で出

力指示をおこなってください。 

印刷方法の詳細とプリンターの設置場所については「印刷枚数の管理（１３ページ）」を参照し

てください。 

プロッター 
１２―４０１コンピューター室 A（１） 

１２―４０１コンピューター室 B（１） 

１２―４０2 コンピューター室 A（１） 

１２―４０2 コンピューター室 B（１） 

ヘッドフォン ３－１００コンピューター室（Mac*1（４）） １０－２０５コンピューター室（２４） 

MIDI 鍵盤 ３－１００コンピューター室（Mac*1（４）） １０－２０５コンピューター室（２４） 

オーディオインターフェース ３－１００コンピューター室（Mac*1（４）） １０－２０５コンピューター室（２４） 

*1 ３号館窓口で貸し出しています。 

*2 ５号館窓口で貸し出しています。 

*3 １２号館窓口で貸し出しています。 

*4 授業を優先して貸し出しています。 

*5 教師卓に設置しています。 

*6  記載のコンピューター室以外のパーソナルコンピューターの DVD ドライブはコンボドライブ（DVD-ROM、CD-R/RW）です。 
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2．各種コンピューターの利用 

パーソナルコンピューター、メールサーバー、計算サーバーの各コンピューターを利用する場

合には、「計算機利用申請」の手続きをおこない、各自のログイン名とパスワードを取得する必要

があります。「計算機利用申請」は、利用目的によって「教育利用」と「研究利用」の区分があり

ます（詳細は、「コンピューターの利用に関する手続き（３４ページ）」を参照）。 
なお、新入生の場合は入学時に「教育利用」による計算機利用申請をおこなっているものとし

て、ログイン名とパスワードを通知します。ただし、計算サーバーを利用する場合は、計算サー

バーの利用申請をおこなってください（詳細は、「計算サーバー利用申請（３４ページ」を参照）。 

パスワードは、Ｗｅｂ履修登録やキャンパスライフエンジンでの利用者認証にも使用しますの

で、忘れないように各自で管理してください。 

 

利用場所 

 各コンピューターは以下の場所にて利用できます。 
利 用 機 種 利 用 場 所 

パーソナルコンピューター 各コンピューター室*1 
メールサーバー 

計算サーバー 
各コンピューター室および研究室などのネットワーク 

*1 利用時間、設置機種などは、各コンピューター室によって異なります（詳細は、「各コンピューター室について（４ペー 

ジ）」を参照）。 

 

サービス時間 

利 用 機 種 利 用 時  間 

パーソナル 

コンピューター 

利用時間については、「各コンピューター室について（４ページ）」を 

参照してください。 

メールサーバー 原則として２４時間毎日利用できます。 

計算サーバー 原則として２４時間毎日利用できます。 

*  毎日８：３０～９：００の間はシステム管理作業のため予告なくサービスを停止する場合があります。 

 パーソナルコンピューターを利用時間以外に利用することを「時間外利用」と呼びます。時間外利用をおこなうには

事前に手続きが必要です（詳細は、「時間外利用の手続き（４１ページ）」を参照）。 
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パスワードの管理 

 パーソナルコンピューター、メールサーバー、計算サーバーの各コンピューターを利用する場

合には、各自のログイン名とパスワードが必要です。パスワードは、本人であることを確認する

ためのキーワードです。あなたのパスワードを他人に知られてしまうとあなたのログイン名を不

正に使用され、悪用されるおそれがあります。 これを防ぐために、パスワードは他人に知られな

いよう各自で厳重に管理してください。 また、パスワードを他人に知られる危険性を減らすため

に、次の方法で定期的にパスワードを変更することを強く推奨します。 
 
パスワードの変更方法 

「総合情報センターのホームページ」の「パスワード変更」にて変更できます。 
 

パスワードの再設定 

「計算機利用登録証」を紛失した場合や、自分で変更したパスワードがわからなくなっ

た場合は、窓口で「パスワード再設定申請（３５ページ）」をおこなってください。 
なお、「計算機利用登録証」を紛失した場合は他人にパスワードを知られてしまう可能性

があります。至急この手続きをおこなってください。 
 



11 

利用者ファイルの管理 

ファイル容量はファイルサーバー、メールサーバー、計算サーバーに分けて管理しています。 

各サーバーの利用者ファイルの構成は、以下の図のようになっています。 

 
・ パーソナルコンピューター（個人フォルダー）、個人用 Web サーバー（Pubweb）のファイ

ル記憶領域は、ファイルサーバー上にまとめて確保されています。 

・ メールサーバーのファイル記憶領域はメールサーバー上で確保されています。 

・ 計算サーバーにおけるファイル記憶領域は計算サーバー上で確保されます。 

・ 計算サーバー（bosei,tx7）の利用者ファイルは、bosei,tx7 で共通の領域となります。 
・ 計算サーバー（sx8r）、フロントエンドサーバー(sxfep)の利用者ファイルは、sx8r,sxfep で

共通の領域となります。 
また、ファイル記憶領域の容量については、次ページの「ファイル上限値」の項目を参照して

ください。 
総合情報センターでは、この記憶領域のバックアップはおこないません。そのため、万一、シ

ステムの障害などにより内容が失われてしまった場合、そのファイルは復旧することができませ

ん。必要であれば各自でバックアップするよう心がけてください。 
 
 
 

 

個人用Ｗeb サーバー（Pubweb） 

メールサーバー 
メールサーバー 

メールサーバー 

計算サーバー（bosei） 
計算サーバー（tx7） 

個人用 Web サーバー（Pubweb）

ファイルサーバー 

パーソナルコンピューター 
（個人フォルダー） 

計算サーバー（sx8r） 

フロントエンドサーバー（sxfep）*1 SX-8R システム（sx8r,sxfep） 

計算サーバー 

＊1 フロントエンドサーバー（sxfep）については 

「SX-8R システムの利用（２８ページ）」を 

参照してください。 

計算サーバー 

計算サーバー（bosei,tx7） 

パーソナルコンピューター 
（個人フォルダー） 



12 

ファイル上限値 

利用者ごとに利用区分に対応した以下のファイル上限値が設定されます。ファイル上限

値の範囲内で利用者各自のファイルを保存できます。 

利用区分 
計算サーバー 
(bosei,tx7) 

ファイル上限値

計算サーバー

(sx8r) 
ファイル上限値

メールサーバー

 
ファイル上限値

ファイルサーバー 
 

ファイル上限値 

教育利用 １００MＢ 

１GB ２００MB ２００MB 

研究利用 １GＢ 

 
・ ファイルサーバーのファイル上限値はファイルサーバー上に存在する利用者のファ

イルを合計（パーソナルコンピューター（個人フォルダー）＋個人用 Web サーバー

（Ｐｕｂｗｅｂ））したものになります*1 
・ 研究利用申請を同じ年度に複数回おこなった場合でも、ファイル上限値の加算はあ

りません 
・ また、前年度に研究利用申請をおこなっていても、ファイル上限値は年度のはじめ

に教育利用の初期値になります 
*1  個人用Ｗｅｂサーバーのサービスは２００９年度末をもって終了します。 

 
ファイル上限値変更申請 

研究利用申請をおこなっていることが前提となりますが、計算サーバー（bosei,tx7）に

ついて、「ファイル上限値変更申請（３５ページ）」をおこなってファイル上限値を変更

できます。 
 

ファイル上限値および使用量の確認方法 

ファイルサーバーの各自のファイル上限値および使用量は、「総合情報センターのホー

ムページ」の「アカウント情報」内にある「情報の確認」にて確認できます。 
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印刷枚数の管理 

コンピューター室からの印刷 

コンピューター室からの印刷は、オンデマンド印刷というシステムで管理されています。 
オンデマンド印刷とは、コンピューター室のパソコンから印刷指示を出した後、ネット

ワークを経由してどのコンピューター室のプリンターでも印刷物が出力できるというシ

ステムです。 
例えば、５－２０１コンピューター室で課題を作成して印刷指示を出した後、次の授業

のある３号館へ移動し、３－１００コンピューター室のプリンターで出力することが可

能です。 
印刷方法の詳細（画面設定、機器操作手順など）については、「総合情報センターのホー

ムページ」の「サポート情報」内のコンピューター室利用について「プリンターの利用

について」を参照してください。 
印刷するまでの流れ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
印刷出力場所 

モノクロプリンター（台数） 
１B－206 コンピューター室（2） 3－101,102,105,106 コンピューター室（各 1）

3－100 コンピューター室（2） 5－204,206,207 コンピューター室（各 1） 

5－201 コンピューター室（3） 5－208 基礎教育コンピューター室（1） 

6A－104 コンピューター室（1） 7－303 コンピューター室（1） 

10－206 コンピューター室（2） 12 号館窓口（1） 

12,16 号館全コンピューター室（各 1）  

カラープリンター（台数） 

3－100 コンピューター室（1） 10－205 コンピューター室（1） 

5－201 コンピューター室（1） 12－３０３コンピューター室（1） 

＊ ３－B１０２，３－B１０３コンピューター室に設置されているプリンターは授業利用のみです。 

授業利用以外の印刷は上記のプリンターが設置されているコンピューター室で印刷してください。 

パソコンで印刷指示を出す 
（印刷データが印刷サーバーに蓄積される） 

プリンターの端末で印刷データの出力指示を出す

印刷を取り出したい場所（プリンター）へ移動 

印刷サーバーから印刷データがプリンターへ送られ、出力される

※この時点ではプリントアウトされません 

※学内の身分証（磁気カード）が利用できます 
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印刷枚数の制限 

プリンターへの出力は全て利用者ごとに印刷枚数がポイントでカウントされ、印刷枚数

には以下のような制限を設けています。印刷プレビューをおこない不必要な印刷は控え

る、できるだけ両面印刷をおこなうなど、制限枚数を超えないように注意して印刷して

ください。皆さんの心掛けが紙の節約につながりますので、ご協力をお願いします。 
 
・ モノクロプリンターでの印刷は出力枚数１枚で１ポイントになります。 
・ カラープリンターでの印刷は出力枚数１枚で２ポイントになります。 
・ 利用者１人が印刷できる出力枚数の上限は、１学期（春セメスター:４月～９月・秋

セメスター:１０月～３月）で４００ポイントです。印刷の途中でもこの上限に達し

た時点で、それ以降印刷ができなくなります。 
・ １回の印刷での最大出力枚数は５０枚です。この枚数を超える印刷をおこなう場合

は、複数回に分けて印刷してください。 
・ この制限は「出力枚数」でカウントされます。したがって、同じ印刷ページ数でも

１枚に両面印刷したり、レイアウト印刷したりすることで、出力枚数を節約できま

す。 
・ 両面印刷が標準設定です。片面印刷をおこなう場合は、印刷時に設定変更してくだ

さい。*1 
・ 印刷枚数の上限は、授業・研究等で必要と判断された場合、教職員からの申し出に

より変更できます（詳細は、「印刷枚数変更申請（３６ページ）」を参照）。 
*1  ｉＭａｃでは片面印刷が標準設定です。 

 
印刷枚数の確認 

印刷状況の詳細については、「総合情報センターのホームページ」の「アカウント情報」

内にある「印刷枚数確認」を参照してください。 
また、プリンターの端末画面に残りポイントが表示されますので、印刷時に確認してく

ださい。 
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2-1．パーソナルコンピューターの利用 

パスワード 

 コンピューター室では、どのパーソナルコンピューターでも同じログイン名、同じパスワー

ドで利用できます。 

 

利用者ファイル 

 パーソナルコンピューターのハードディスクへの一時保存は、デスクトップを利用してくだ

さい。なお、この領域の使用はあくまでも一時的なものです。シャットダウン後にファイルは

削除されるので、ご注意ください。また、利用者のファイルについての保証はいたしません。

予め用意されているファイル、ディレクトリに対してコピー、消去、変更、追加することは一

切認めません。 

 また、コンピューター室のパーソナルコンピューター にログインすると、Z ドライブに個人

ごとのフォルダーが割り当てられます。このフォルダーはファイルサーバー上に作成するため、

コンピューター室であればどこからログインしても利用できます。オペレーティングシステム 

のセキュリティ機能を使用しているため、ユーザ名とパスワードが守られていれば、他人から

見られることはありません。 

 総合情報センターでは、この個人ごとのフォルダーのバックアップはおこないません。その

ため、万一、システムの障害などによりファイルが壊れて内容が失われてしまった場合、その

ファイルは復旧することができません。必要であれば各自でバックアップするよう心がけてく

ださい。 

なお、ファイルサーバーではウィルスチェックをおこなっています。ウィルスに感染してい

るファイルは駆除を試み、駆除できない場合は削除されるのでご了承願います。 

詳細については「利用者ファイルの管理（１１ページ）」を参照してください。 

 

コンピューター室の利用時間については、「各コンピューター室について（４ページ）」を参

照してください。 



ソフトウェア
（コンピューター室で利用できるパーソナルコンピューターのソフトウェアは、次のとおりです。）

【オペレーティングシステム　Ｗｉｎｄｏｗｓ】
ソフトウェア名称/種別（括弧内はバージョンをあらわします） コンピューター室(括弧内は台数をあらわします)

ソフトウェア名称 ソフトウェア種別

1 3 5

B206
(61)

B102
(21)

B103
(21)

100
(32)

101
(51)

102
(62)

104
(18)

105
(46)

106
(46)

200
(22)

201
(45)

202
(49)

203
(15)

204
(16)

206
(53)

207
(53)

208
(51)

Windows XP(SP3)
OS

○ ○ ○ ○ ○ ○

Windows Vista(SP1) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Acrobat(8.0) ＰＤＦ文書作成 *1 ○ ○ 〇 ○ 〇 〇 ○ ○ ○ 〇 ○ *1 *1 *1

AfterEffectPro(7.0) モーショングラフィックス 〇 ○ 〇 ○ ○

ANSYS(11.0) 磁界・音響・振動解析

ASTEC-X(6.0) X端末ソフト ○

AutoCAD(2008) CAD

AVS/Express(7.1) 汎用可視化ソフトウェア

CINEMA4D(R10) 3Dアニメーションソフトウェア

Delphi(2006) Pascal言語 ○ 〇

Director(10) マルチメディアタイトル作成 〇 〇

Discovery Studio(2.1) モデリングシミュレーションソフト 〇

Excel統計 統計パッケージ

Femap with NX NASTRAN(9.2) 汎用構造解析ソフト

Flash(CS3) アニメーション作成 ○

FormZ(5.5) レンダリングソフト

GaussView(4.0) 計算結果の視覚化ツール 〇

GoLive(CS2) Webドキュメント作成 〇 ○ 〇 ○ ○

H-SPICE 集計回路設計

Illustrator(CS2) グラフィック・デザイン 〇 ○ 〇 ○ ○

LegoMindstorms Education(1.1) レゴブロック組み込みプログラム 〇

LightWave(9.0) ３Ｄアニメーション ○

Marc(2006r1) 構造解析

MATLAB(R2007a) 数値計算・モデリング 〇 ○ 〇 ○

MD NASTRAN(2005r3) 汎用構造解析ソフト

PhotoShop(CS2) グラフィック 〇 ○ 〇 ○ ○

PhotoShop(CS3) グラフィック

PremierePro(2.0) ビデオ（ノンリニア）編集 〇 ○ 〇 ○ ○

PremierePro(CS3) ビデオ（ノンリニア）編集

Pro/ENGINEER(4.0) CAD,CAE,CAM統合ソフト

Rhinoceros(4.0J) 3次元ツール

SAS (9.1.3) 汎用統計計算パッケージ ○

Solid Works(2007-2008) 3次元CAD

S-PLUS(7J) 統計解析

SPSS(15.0) 汎用統計計算パッケージ 〇 ○ 〇 ○ ○

Visio(2007) グラフィック

Visual Fortran(9.1) Fortran言語

VR4MAX ＶＲコンテンツ作成

今昔文字鏡 外字変換 ○

リモコン倶楽部Z(3.3) 授業支援システム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

WinDVD DVD再生ツール *1 *1 ○ *1 *1 *1

*1　教師卓のみに導入

*2　同時に利用できる台数は、50台です。

共通ソフトウェア
（全コンピューター室にインストールされています。）

ソフトウェア名称/種別(括弧内はバージョンをあらわします)

ソフトウェア名称 ソフトウェア種別

Access(2007) データベース

Excel(2007) 表計算ソフト

Mathematica(6.0)*1 数学支援統合ソフト

McAfee(8.5.0i) ウィルス対策ソフト

Paint Shop Pro(XI) 画像編集

Power Point(2007) プレゼンテーション

Visual Basic(2008) BASIC言語

Visual C++(2008) C/C++言語

Word(2007) 日本語ワードプロセッサ

*1　同時に接続できる台数は、学内全体で１６３台です。（Macintoshも含む）



○ Visio(2007)

コンピューター室(括弧内は台数をあらわします) ソフトウェア名称

6 7 10 12 16

ソフトウェア名称A104
(63)

303
(53)

206
(61)

302
(36)

303
(15)

304
(21)

305
(101)

306
(61)

307A
(61)

307B
(61)

308
(45)

309
(101)

310
(51)

401A
(61)

401B
(69)

402A
(67)

402B
(67)

401
(79)

402
(64)

403
(64)

404
(57)

405
(55)

406
(53)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Windows XP(SP3)

○ ○ ○ ○ ○ ○ Windows Vista(SP1)

*1 *1 ○ *1 *1 ○ *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 Acrobat(8.0)

○ AfterEffectPro(7.0)

同時20台 ANSYS(11.0)

○ ○ ASTEC-X(6.0)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ AutoCAD(2008)

○ AVS/Express(7.1)

○ CINEMA4D(R10)

○ ○ ○ ○ ○ ○ Delphi(2006)

○ Director(10)

○ ○ Discovery Studio(2.1)

○ ○ ○ Excel統計

10台 *2 *2 *2 *2 Femap with NX NASTRAN(9.2)

○ ○ Flash(CS3)

同時60台 FormZ(5.5)

〇 〇 GaussView(4.0)

○ ○ ○ ○ GoLive(CS2)

○ H-SPICE

○ ○ ○ ○ Illustrator(CS2)

LegoMindstorms Education(1.1)

○ LightWave(9.0)

同時20台 Marc(2006r1)

○ ○ ○ ○ MATLAB(R2007a)

同時20台 MD NASTRAN(2005r3)

○ ○ PhotoShop(CS2)

○ ○ PhotoShop(CS3)

○ PremierePro(2.0)

○ ○ ○ PremierePro(CS3)

○ ○ ○ ○ ○ ○ Pro/ENGINEER(4.0)

○ Rhinoceros(4.0J)

○ SAS (9.1.3)

同時200台 Solid Works(2007-2008)

同時61台 S-PLUS(7J)

○ ○ ○ ○ ○ ○ SPSS(15.0)

○ Visio(2007)

○ Visual Fortran(9.1)

○ VR4MAX

今昔文字鏡

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ リモコン倶楽部Z(1.1)

*1 *1 ○ ○ ○ *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 WinDVD

【オペレーティングシステム　Mac OS X】
コンピューター室：3-100コンピューター室(4)、10-205コンピューター室(24)

ソフトウェア名称/種別

ソフトウェア名称 ソフトウェア種別

Adobe Reader(8)*1 PDF形式閲覧用

Excel (2008) 表計算ソフト

DreamWeaver(CS3) Webドキュメント生成ツール

iLife'06　(iTunes,iPhoto,iMovie,iDVD,iWeb,GarageBand)*1 デジタルライフスタイル　アプリケーション

Illustrator(CS3) グラフィック・デザイン

InDesign(CS3) ページレイアウト

Logic Pro(7.2) ミュージックシーケンス・ソフト

Mathematica(6.0)*2 数学支援統合ソフト

mi(2.1)*1 エディタ

Omni Outliner*1 アウトラインプロセッサ

Photoshop(CS3) グラフィックツール

PowerPoint (2008) プレゼンテーション

QuickTime*1 動画再生

RenderWorks(12.5J) VectorWorks　専用レンダリングモジュール

Safari*1 Webブラウザ

VectorWorks(12.5J) CAD

Word (2008) 日本語ワードプロセッサ

Xcode*1 開発環境

*1　フリーソフトウェアまたは本体に付属しているソフトウェアのため正式なサポートはおこなっていません。

　　また、バージョンアップ、使用によって生じる障害などには対応できません。

*2　同時に利用できる台数は、学内全体で１６3台です。（Windowsも含む）



要望ソフトウェア
（学科からの要望）

ソフトウェア名称/種別(括弧内はバージョンをあらわします) コンピューター室(括弧内は台数をあらわします)

ソフトウェア名称 ソフトウェア種別 コンピューター室 要望学部・学科

ABINIT-MP(4.1) 大規模分子の量子化学計算ソフト 5-204コンピューター室(16) 情報教育センター

Alternatiff 米国特許公報参照用画像ソフト 5-208基礎教育コンピューター室(51) 理学部物理学科

Blender(2.4.8a) CG画像作成ツール 12-302コンピューター室(32) 情報j教育センター

BioStation Viewer(8.00) 生体高分子モデリング・可視化ツール 5-204コンピューター室(16) 情報教育センター

CADPAC CADソフト
12-401コンピューター室A(61)、12-401コンピューター室B（69）
12-402コンピューター室A(67)、12-402コンピューター室B(67)
同時使用100台

工学部機械工学科

ChemDraw Plugin(11.0) 科学構造式の表示・編集用 6A-104コンピューター室(63) 理学部基礎教育研究室

Chemi Office 化学系ソフト 5-208基礎教育コンピューター室(51) 理学部基礎教育研究室

ChemSketch(11.0) 化学系ソフト
5-204コンピューター室(16)、  12-305コンピューター室(101)
12-307コンピューター室A(61)、12-307コンピューター室B(61)

情報教育センター

Cortona3D Viewer(6.0 ) VRML Viewer 5-206コンピューター室(53) 理学部数学科

Data Studio 物理教材センサー用ソフト 5-208基礎教育コンピューター室(1) 理学部基礎教育研究所

Discovery Studio Visualizer(2.0) Discovery Studio 連携ソフト
5-204コンピューター室(16)、  12-305コンピューター室(101)
12-307コンピューター室A(61)、12-307コンピューター室B(61)

情報教育センター

DjVuビューア 国立公文書館閲覧ツール 3-B102コンピューター室(21)、3-B103コンピューター室（21） 文学部日本文学科

eclipse(3.2) Javaソフトウェア開発

12-305コンピューター室(101)、12-306コンピューター室(61)
12-401コンピューター室A(61)、12-401コンピューター室B(69)
16-402コンピューター室(64)、16-403コンピューター室(64)
16-406コンピューター室(54)

情報教育センター

Facio(11.8.6) 3D分子モデル作成ツール 5-204コンピューター室(16) 情報教育センター

Gepasi(3) 代謝系シミュレーション 16-405コンピューター室(55) 情報教育センター

GLUT(3.7.6) OpenGL実行用ツールキット 5-206コンピューター室(53) 理学部数学科

Ju Ge Mu Player 国立公文書館閲覧ツール 3-B102コンピューター室(21)、3-B103コンピューター室（21） 文学部日本文学科

metasequir LE(R2.4) モデリング用ツール 12-302コンピューター室(32) 情報教育センター

MDL Chime plugin 化学構造式の表示、編集用 6A-104コンピューター室(63) 理学部基礎教育研究室

MicroTec(4.12) 半導体プロセス・デバイスシュミレーション 16-404コンピューター室(57) 同時使用40台 情報理工学部情報通信電子工学科

MSDE データベース支援ソフト 12-307コンピューター室A(61)、12-307コンピューター室B(61) 情報通信学部情報メディア学科

MusicStudioProducer(1.22) 統合音楽製作ソフト 12-305コンピューター室(101) 情報通信学部情報メディア学科

Omega Space VR空間構築ソフト 12-308コンピューター室(45) 同時使用10台 情報通信学部情報メディア学科

OptiBPM(8.1) 光CAD 12-304コンピューター室(3) 工学部光・画像工学科

Pov-Ray(3.6) CG画像作成ツール 12-302コンピューター室(32) 情報教育センター

Power Director 簡易映像編集ソフト 3-B102コンピューター室(21)、3-B103コンピューター室（21） 文学部広報メディア学科

processing 視覚デザイン用プログラミング言語 3-101コンピューター室(51) 理学部基礎教育研究所

ROBOLAB4 レゴブロック組み込みプログラム 12-308コンピューター室(45) 専門職大学院組込み技術研究科

SIMUL8(2008) 離散型シミュレーションソフト 12-309コンピューター室(101) 情報通信学部経営システム工学科

VectorWorks(11.5) 建築CAD
12-402コンピューター室Ａ(67)、12-402コンピューター室B(67)
同時使用84台

工学部建築学科

Verilog HDL(4.8.6R) 電子回路特性把握ツール 16-404コンピューター室(57)
情報通信電子工学科
エレクトロニクス学科

WinGAMESS 高精度分子軌道計算ソフト 5-204コンピューター室(16) 情報教育センター

World tool kit VR空間構築用C言語ライブラリ 12-308コンピューター室(6) 情報通信学部情報メディア学科

Yaf(a)Ray(0.1.0) CG画像作成ツール 12-302コンピューター室(32) 情報教育センター

3dsmax(2009) コンピュータグラフィックス用ソフト 12-308コンピューター室(8) 情報通信学部情報メディア学科

茶筌 キーワード抽出 5-204コンピューター室(16) 情報教育センター

*　ソフトウェアのインストール要望に関して、春学期に使用するものは前年度１月末まで、秋学期に使用するものは同年の８月末までに提出してくだ
   さい。詳細は総合情報センター５号館窓口までお問い合わせください。

フリーソフトウェア
（全コンピューター室にインストールされています。ただし、正式なサポートはおこなってい
ません。また、バージョンアップ、使用によって生じる障害などには対応できません。）

ソフトウェア名称/種別(括弧内はバージョンをあらわします)

ソフトウェア名称 ソフトウェア種別

+Lhaca(0.76) ファイル圧縮・解凍

Adobe Reader(8.1.3) PDF形式閲覧用

eclipse(3.2) Javaソフトウェア開発

FFFTP(1.96d) ファイル転送

Flash Player(10.0.12.36) Webプラグイン

Internet Explorer(7.0) Webブラウザ

JDK(1.6) Java言語

Media Player(11) Webプラグイン

Mozilla Firefox(3.0.3) Webブラウザ

Open Office(3.0) 総合オフィス

Quick Time(7.5.5) Webプラグイン

Real Player(11.06) Webプラグイン

Shockwave(11.0.3.470) Webプラグイン

TeraPad(0.93) テキストエディタ

TeraTerm(4.6) 端末ソフト
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2-2. ネットワークの利用 

各サーバーはコンピューター室や、研究室などで利用者が用意するコンピューターからネット

ワークを通じて利用できます。 
 

サーバーの利用時間 

各サーバーは原則として２４時間毎日利用できます。利用後は速やかにログアウトしてくださ

い。なお、毎日 ８：３０ ～ ９：００ の間はシステム管理作業のため利用ができない場合があ

ります。 

利用形態 

学内ＬＡＮからの接続 

コンピューター室のコンピューターや研究室等に設置されている情報コンセントにコン

ピューターを接続し、ネットワークを利用できます。 
情報コンセントに個々のコンピューターを接続する場合には、ネットワーク管理者が定

めたＩＰアドレスが必要となります（詳細は、「ＩＰアドレス取得申請（３９ページ）」

を参照）。 
各サーバーを利用する場合のコンピューター名とＩＰアドレスは次のとおりです。 

名  称 コンピューター名 ＩＰアドレス 
計算サーバー(bosei) bosei.cc.u-tokai.ac.jp 150.7.3.2 

計算サーバー(tx7) tx7.cc.u-tokai.ac.jp 150.7.3.1 

計算サーバー(sx8r) 

フロントエンドサーバー(sxfep) *1 
sxfep.scc.u-tokai.ac.jp 150.7.205.63 

メールサーバー mail.tokai-u.jp 150.7.40.1 

プロキシサーバー proxy.cc.u-tokai.ac.jp － 

ＤＮＳサーバー 
cc.u-tokai.ac.jp 

zone primary DNS
dns.cc.u-tokai.ac.jp 150.7.3.5 

 ＊1 フロントエンドサーバー(sxfep)については、「SX-8R システムの利用（２８ページ）」を参照してください。 
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無線ＬＡＮによる接続 

湘南校舎では、以下の場所で無線ＬＡＮが利用できます（一部電波の届きにくいところ

があります）。無線ＬＡＮを利用するために必要となるノートパソコン、無線ＬＡＮカー

ドは各自で用意してください。また、設定方法、接続方法については、「総合情報センター

のホームページ」の「サポート情報」内にある「無線ＬＡＮサービス」を参照してくだ

さい。また、３号館８、９、１０階でも利用可能です。詳細は政治経済学部までお問い

合わせください。 
 
 
無線ＬＡＮ 利用場所 

 
 

個人フォルダーの利用 

コンピューター室で Z ドライブに割り当てられている個人ごとのフォルダーを、研究室

や自宅から利用できます（詳細は、「総合情報センターのホームページ」の「サポート情

報」内のネットワークの利用について「個人フォルダーの利用方法」を参照）。 

１４号館全館 
１号館全館

１６号館全館（４階除く）

８号館１階バブレストラン８ 
２階学生生活支援室 

５号館２階５―２００コンピューター室

１３号館２階 

コムスクウェア２階 

６号館Ａ，Ｃ棟全館 ＲＥＦＲＥ 

カフェテラス
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2-3．メールサーバーの利用 

学内・学外から電子メール(E-Mail)が利用できます。また、学外からの利用を考慮し、SMTP 

Auth 等の機能もあります。 

 

利用方法 

メールサーバーを利用する場合のコンピューター名および IP アドレスは以下のとおり

です。また、以下のサービスを利用することができます。 

サービス 利  用 

コンピューター名 mail.tokai-u.jp 

ＩＰアドレス 150.7.40.1 

ＰＯＰ/ＩＭＡＰの利用 可 

Submission ポート 可 

POPS/IMAPS の利用 可 

SMTP Auth 可 

 

利用方法として、Ｗｅｂブラウザーから利用する方法と POP/IMAP に対応した電子

メールのソフトウェアを使用して利用する方法があります。 

Ｗｅｂブラウザーから利用する場合は、「総合情報センターのホームページ」の「Ｗｅｂ

メール」を使用してください。利用方法や各種設定に関しては、「総合情報センターの

ホームページ」の「サポート情報」内の電子メールの利用について「Web メール

（DEEPMail）の基本操作」を参照してください。 

研究室や学外のコンピューターから、POP/IMAP に対応した電子メールのソフトウェ

アを使用して利用する場合は、受信メールサーバー（POP サーバー/IMAP サーバー）

と送信メールサーバー（SMTP サーバー）の欄に mail.tokai-u.jp と指定し、アカウン

ト名（ユーザ名）にはログイン名を指定するように設定してください。利用方法や各種

設定に関しては、「総合情報センターのホームページ」の「サポート情報」内の電子メー

ルの利用について「電子メールソフトの設定」を参照してください。 

 

メールアドレス 

任意のメールアドレスを取得することができます。メールアドレスの取得方法について

は、「総合情報センターのホームページ」の「サポート情報」を参照してください。 

パスワード 

認証サーバーで管理しています。詳細は、「パスワードの管理(１０ページ)」を参照して

ください。 
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利用者ファイル 

メールサーバーで、各自が使用できるファイルの上限値は２００MB になります。ファ

イル上限値を変更することはできません。詳細は、「ファイル上限値（１２ページ）」を

参照してください。 

 

迷惑メール対策 

迷惑メール対策として、Greylisting 方式を採用しています。 

Greylisting 方式とは、はじめに送信されたメールを 1 度送信サーバーへ送り返し、一

定時間を経過したのちに再送されたメールを受信する方式です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用における注意点 

ファイル使用量が上限値に達してしまうと、新たにメールを受信できなくなりますので

ご注意ください。  

 

ファイル使用量の確認方法 

詳細は、「利用者ファイルの管理（１１ページ）」を参照してください。 

送信メール  

サーバー 

１．メール送信 

２．送信先サーバーへメールの再送を要求 

３．再送されたメールを受信者へ配送 

受信メール

サーバー 
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2-4．計算サーバーの利用 

 総合情報センターには、計算サーバーとして bosei、tx7、sx8r の３機種があります。それぞ

れオペレーティングシステムや利用できるアプリケーションに違いがありますので、目的や用途

に合わせて利用してください。 

各計算サーバーでの共通事項は次のとおりです。 

 

利用手続き 

「計算サーバー利用申請」が必要です。詳細は、「計算サーバー利用申請（３4 ページ）」

を参照してください。 

 

パスワード 

認証サーバーで管理しています。詳細は、「パスワードの管理（１０ページ）」を参照し

てください。 

 

利用者ファイル 

bosei と tx7 の利用者ファイルと、sx8r の利用者ファイルは、別々の管理になります。 

詳細は、「利用者ファイルの管理（１１ページ）」「ファイル上限値（１２ページ）」を参

照してください。 
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bosei の利用 

計算サーバー（bosei）は教育での実習を目的としたサーバーです。プログラミング言語の習得

や小規模な計算処理でご利用ください。 

 

利用手続き 

「計算サーバー利用申請」が必要です。詳細は、「計算サーバー利用申請（３４ページ）」

を参照してください。 

 

利用方法 

bosei は、パーソナルコンピューターの端末ソフト（telnet,ssh 等）を用いてネットワー

クからログインして利用します。ネットワークから利用する場合のコンピューター名お

よび IP アドレスは以下のとおりです。 

コンピューター名 ＩＰアドレス 

bosei.cc.u-tokai.ac.jp 150.7.3.2 

 

利用方法には直接コマンドを実行するＴＳＳ（Time Sharing System）処理とＮＱＳ

（Network Queueing System）によるバッチ処理を利用する方法があります。 

ＴＳＳ処理による利用はＣＰＵ時間で１分までとし、１分を超えた場合は強制的にプロ

セスを終了させることもあります。１分を超える場合はＮＱＳによるバッチ処理をおこ

なってください。 

 

ソフトウェア 

使用可能な基本ソフトウェアおよびアプリケーションプログラムを以下に示します。 

なお、一部のソフトウェアを除き、付属のマニュアルを参照できます。「総合情報センター

のホームページ」の「サポート情報」内の計算サーバーの利用について「各種マニュア

ル」を参照してください。 

種 類 基本ソフトウェア、アプリケーション 内 容 

ＯＳ Solaris9 オペレーティングシステム 

言語 

C 

C++ 

Fortran95 

コンパイラ 

ライブラリ ASL/ASLSTAT 科学技術計算ライブラリ 

アプリケーション 

MSC/NASTRAN 

MARC 

MENTAT 

Mathematica 

Gaussian03 

構造解析 

構造解析 

MARC のプリ・ポストプロセッサ  

数学支援統合ソフトウェア 

分子軌道計算プログラム 
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バッチ処理 

バッチ処理は長時間の実行、大容量メモリーが必要な処理に向いています。 

バッチ処理では、一連の処理をまとめてジョブとして扱います。バッチ処理ではＣＰＵ

時間とメモリーサイズの指定が必要で、その指定により実行のジョブクラスが決定され

ます。詳細は、「総合情報センターのホームページ」の「サポート情報」内の計算サーバー

の利用について「バッチ処理（ＮＱＳ）について」を参照してください。一度に多くの

ジョブを投入しないでください。大量投入時には、管理者によりスケジュール変更をお

こなう場合があります。 

なお、バッチ処理が利用できない処理およびソフトウェアを利用する際にＣＰＵ時間が

１分を超える場合には窓口へ相談してください。 

 

ジョブクラス 

バッチ処理に指定するＣＰＵ時間とメモリーサイズは次の表から選んでください。 

各クラスに1人の利用者が投入してよいジョブは実行中のジョブを含んで1本のみです。 

なお、申請している計算機利用申請（３４、３５ページを参照）の利用区分によっては、

一部利用できないジョブクラスがあります。 

クラス ＣＰＵ時間 メモリーサイズ 多重度 利用区分 

A １０分 １GB ８ 教育、研究 

B ３０分 １GB ４ 教育、研究 

C １８０分 ４GB ２ 教育、研究 

D 無制限 ８GB １ 研究 

* NQS のクラス設定は、今後見直される可能性があります。 

 

利用における注意点 

一時的な大容量のファイルの利用を目的として、一時保存領域を利用できます。一時保

存領域は、/work1 と/work2 があります。/work1 と/work2 は、ハードディスクの

構成と総容量に次のような違いがあります。 

 

 

 

 /work1は、総容量は小さいのですがハードディスクの冗長性が確保されており、/work2

は、ハードディスクの冗長性はありませんが総容量を大きく確保しています。通常の利

用では、/work1 を推奨しますが、状況に応じて/work2 をご利用ください。なお、一

定期間（原則として１日）が過ぎたものは削除の対象となります。大切なファイルは、

各自でバックアップしてください。なおシステムの運用上支障をきたすような大きなファ

イルは作成日時に関わらず無条件に削除します。 

bosei への接続時間が９０分を超えた場合やアイドル時間が１５分を超えた場合は、接

続を強制的に切断する場合があります。 

ディレクトリ 総容量 ハードディスクの構成 冗長性 

/work1 約９０GB RAID1（ミラーリング） 有 

/work2 約２８０GB RAID0（ストライピング） 無 
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ｔｘ７の利用 

計算サーバー（tx７）は研究での高速な計算処理を目的としたサーバーです。規模の大きい計

算や並列プログラムの実行に利用してください。 

 

利用手続き 

「計算サーバー利用申請」が必要です。詳細は、「計算サーバー利用申請（３４ページ）」

をしてください。 

 

利用方法 

tx７は、パーソナルコンピューターの端末ソフト（telnet,ssh 等）を用いてネットワー

クからログインして利用します。ネットワークから利用する場合のコンピューター名お

よび IP アドレスは以下のとおりです。 

コンピューター名 ＩＰアドレス 

tx7.cc.u-tokai.ac.jp 150.7.3.1 

 

利用方法には直接コマンドを実行するＴＳＳ（Time Sharing System）処理とＮＱＳ

（Network Queueing System）によるバッチ処理を利用する方法があります。 

ＴＳＳ処理による利用はＣＰＵ時間で１分までとし、１分を超えた場合は強制的にプロ

セスを終了させることもあります。１分を超える場合はＮＱＳによるバッチ処理をおこ

なってください。 

 

ソフトウェア 

利用可能な基本ソフトウェアおよびアプリケーションプログラムを以下に示します。 

なお、一部のソフトウェアを除き、付属のマニュアルを参照できます。「総合情報センター

のホームページ」の「サポート情報」内の計算サーバーの利用について「各種マニュア

ル」を参照してください。 

種 類 基本ソフトウェア、アプリケーション 内 容 

OS SuSE Linux オペレーティングシステム 

言語 

C 

C++ 

Fortran95 

コンパイラ 

ライブラリ 
MathKeisan 

ASL/ASLSTAT 

数値計算ライブラリ 

科学技術計算ライブラリ 

アプリケーション 

MSC/NASTRAN 

MARC 

MENTAT 

Gaussian03 

CHARMm 

構造解析 

構造解析 

MARC のプリ・ポストプロセッサ

分子軌道計算プログラム 

モデルシミュレーション 
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バッチ処理 

バッチ処理は長時間の実行、大容量メモリーが必要な処理に向いています。バッチ処理

では、一連の処理をまとめてジョブとして扱います。バッチ処理ではＣＰＵ時間とメモ

リーサイズの指定が必要で、その指定により実行のジョブクラスが決定されます。詳細

は、「総合情報センターのホームページ」の「サポート情報」内の計算サーバーの利用に

ついて「バッチ処理（ＮＱＳ）について」を参照してください。一度に多くのジョブを

投入しないでください。大量投入時には、管理者によりスケジュール変更をおこなう場

合があります。 

 

ジョブクラス 

バッチ処理に指定するＣＰＵ時間とメモリーサイズは、次の表から選んでください。 

各クラスに1人の利用者が投入してよいジョブは実行中のジョブを含んで1本のみです。 

なお、申請している計算機利用申請（３４、３５ページを参照）の利用区分によっては

一部利用できないジョブクラスがあります。 

クラス 経過時間 メモリーサイズ 
利用可能 

Core 数 
多重度 利用区分 

P4L ２４時間 ８GB ４ ４ 教育、研究

P4N 無制限 ８GB ４ 4 研究 

P8N 無制限 １６GB ８ 4 研究 

* NQS のクラス設定は、今後見直される可能性があります。 

 

利用における注意点 

一時的な大容量のファイルの利用を目的として、一時保存領域を利用できます。一時保

存領域は、/work1 と/work2 があります。/work1 と/work2 は、ハードディスクの

構成と総容量に次のような違いがあります。 

 

 

 

 /work1は、総容量は小さいのですがハードディスクの冗長性が確保されており、/work2

は、ハードディスクの冗長性はありませんが総容量を大きく確保しています。通常の利

用では、/work1 を推奨しますが、状況に応じて/work2 をご利用ください。なお、一

定期間（原則として１日）が過ぎたものは削除の対象となります。大切なファイルは、

各自でバックアップしてください。なおシステムの運用上支障をきたすような大きなファ

イルは作成日時に関わらず無条件に削除します。 

tx７への接続時間が９０分を超えた場合やアイドル時間が１５分を超えた場合は、接続

を強制的に切断する場合があります。 

 

 

ディレクトリ 総容量 ハードディスクの構成 冗長性 

/work1 約９０GB RAID1（ミラーリング） 有 

/work2 約２８０GB RAID0（ストライピング） 無 
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SX-8R システム（sx8r,sxfep）の利用 

計算サーバー（sx8r）は教育・研究での高速な計算処理を目的としたサーバーです。規模の大

きい計算やベクトル演算に利用してください。 

 

利用手続き 

「計算サーバー利用申請」が必要です。詳細は、「計算サーバー利用申請（３４ページ）」

を参照してください。 

 

利用方法 

SX-8R システムは、計算サーバー（sx8r）とフロントエンドサーバー（sxfep）で構

成されています。SX-8R システムを利用するには、フロントエンドサーバー（sxfep）

から利用してください。 

フロントエンドサーバー上で、ファイル（プログラムやデータ）の編集等の操作やプロ

グラムのコンパイルをおこないます。プログラムを実行するには、フロントエンドサー

バー（sxfep）からＮＱＳ（NetworkQueueing System）によるバッチ処理を計算サー

バー（sx8r）に依頼することで実行できます。 

 

システムの概念図 

 

 

フロントエンドサーバー（sxfep）は、Web ブラウザーから利用する方法（Webterm）

とパーソナルコンピューターの端末ソフト（ssh クライアント）を用いて利用する方法

があります。詳細は、「清水計算機室のホームページ（http://www2.scc.u-tokai.ac.jp/ 

www3/center/top/top.htm）」の「サポート情報」→「利用方法」→「計算サーバー

について」内の「SX-8R システムの活用方法」を参照してください。 
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ソフトウェア 

利用可能な基本ソフトウェアおよびアプリケーションプログラムを以下に示します。 

種 類 基本ソフトウェア、アプリケーション 内 容 

OS SUPER-UX オペレーティングシステム 

言語 

C 

C++ 

Fortran90 

コンパイラ 

ライブラリー ASL/ASLSTAT 科学技術計算ライブラリー 

 

バッチ処理 

バッチ処理では、一連の処理をまとめてジョブとして扱います。バッチ処理ではＣＰＵ

時間とメモリーサイズの指定が必要で、その指定により実行のジョブクラスが決定され

ます。詳細は、「清水計算機室のホームページ」の「サポート情報」→「利用方法」→「計

算サーバーについて」内の「SX-8R システムの活用方法」を参照してください。なお、

VL クラスで実行する場合は、その都度申請が必要です。 

 

ジョブクラス 

バッチ処理に指定するＣＰＵ時間とメモリーサイズは、次の表から選んでください。 

クラス 最大 CPU 時間 メモリーサイズ 多重度 

S １分 １GB 8 

M 1,440 分（24 時間） ２GB 4 

L 1,440 分（24 時間） ８GB ２ 

VL（要申請） 無制限 １６GB 2 

* NQS のクラス設定は、今後見直される可能性があります。 

 

利用における注意点 

一時的な大容量のファイルの利用を目的として、一時保存領域/work を利用できます。 

一定期間（原則として１週間）が過ぎたものは削除の対象となります。 

 

 

 

ディレクトリ 総容量 

/work １.５TB 
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フリーソフトウェアの利用 

 計算サーバー(bosei,tx7)では以下のフリーソフトウェアが利用できます。各フリーソフトウェ

アの利用に関しては、man コマンドによるオンラインマニュアルを参照してください。なお、

以下のソフトウェアは正式なサポートはおこないませんので、バージョンアップや使用による損

害等には対応できません。パーソナルコンピューターのフリーソフトウェアについては、「ソフト

ウェア（１６ページ）」を参照してください。 

コマンド名             機  能             
利 用 可 能 機 種 

bosei tx7 

bash シェル ○ ○ 

bzip2,bunzip2 ファイル圧縮・解凍 ○ ○ 

emacs テキストエディタ（ＧＮＵ－Ｅｍａｃｓ） ○ ○ 

g77 GNU FORTRAN コンパイラ ○ ○ 

gcc GNU C コンパイラ ○ ○ 

g++ GNU C++コンパイラ ○ ○ 

gnutar ファイル圧縮・解凍 ○ ○ 

gs ポストスクリプトファイルビューア ○ ○ 

gzip,gunzip ファイル圧縮・解凍 ○ ○ 

less テキストファイル表示 ○ ○ 

lha ファイル圧縮・解凍 ○ ○ 

nano テキストエディタ ○ ○ 

ng テキストエディタ ○ ○ 

nkf 漢字コード変換 ○ ○ 

perl Perl スクリプト ○ ○ 

shar,unshar シェルアーカイバ ○ ○ 

ssh セキュアなシェル ○ ○ 

tcsh シェル ○ ○ 

w3m テキストベース Web クライアント ○ ○ 

zip,unzip ファイル圧縮・解凍 ○ ○ 
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2-5．授業支援システムの利用（i-Collabo.Learning） 

 授業支援システムとは、より効果的に授業を進めることを目的に導入されたシステムです。 
授業支援システムには次のような機能があります。 

機能 詳細 
資料の配布 資料の配布をすることができます。 
レポート管理 課題の提示とレポート提出ができます。 
出席確認 授業の出欠を取ることができます。 
アンケート／小テスト管理 アンケートや小テストの回答、集計結果参照ができます。

授業コンテンツの再生 
Web ベースで作成されたコンテンツを組み込むことがで

きます。アンケート／小テスト管理機能と組み合わせるこ

とによりオンデマンド授業を構成することもできます。 

掲示板機能 授業中あるいは授業後の質疑応答、意見交換またはグルー

プディスカッション及びファイルの添付機能があります。

レスポンスアナライザー 受講者の意見収集、理解度の把握ができます。 
お知らせ機能 受講者に対する「お知らせ」を通知できます。 

 
これらの機能は講義日ごとに必要な機能だけを設定できます。また、授業コンテンツごとに受

講状況、アンケート／小テストの回答状況やレポート提出状況の確認がおこなえます。なお、次

年度以降は設定した内容をそのまま流用することができます。 
 

利用手続き 

授業支援システムを利用するためには、授業を担当する教職員が授業科目の申請をおこ

なう必要があります（詳細は、「授業支援システム利用申請（３７ページ）」を参照）。 

また、手続き終了後、授業進行にあわせた設定や、履修者の登録をおこなう必要があり

ます。 

利用方法 

Ｗｅｂブラウザーを使用して、「総合情報センターのホームページ」の「授業支援システ

ム」からシステムに接続します。 
授業支援システムに関する操作は、全てＷｅｂブラウザーを使っておこないます。 

遠隔授業 

遠隔授業をおこなうシステムを利用することができます。ネットワークを介し、遠隔地

の教員、受講者の映像、音声の送受信や Word や PowerPoint などのファイル共有がで

きる双方向ライブ型学習システムです。利用予定がある場合は、窓口にご相談ください。 

＊ web カメラ、マイク、イヤホン、ソフトウェアインストールが必要となります。 
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2-6. 授業支援ソフトウェアの利用（リモコン倶楽部 Z） 

 コンピューター室内で授業を支援するためのコンピューター授業支援ソフトウェア（リモコン

倶楽部 Z）を利用することができます。 
このソフトウェアは、教師卓の画面を学生側の端末に画面転送することができます。その他に

も、以下のような機能があります。 
機能  詳細 

出席管理機能 学生の出席状況を保存することができます。 
画面転送機能 教師卓の画面を学生側の端末に転送することができます。 
モニタリング機能 学生側のモニタを閲覧することができます。 
資料配布、回収機能 あらかじめ作成しておいたファイルを配布、回収することができます。

アンケート 学生に質問やアンケートを出題し、結果を集計することができます。 
ロック機能 学生側からのキーボード、マウス操作をロックすることができます。 
アプリ起動機能 教師卓側から学生側のアプリケーションを起動することができます。 
 
上記以外の機能については、「総合情報センターのホームページ」の「サポート情報」内のソフ

トウェア・ツールの利用について「授業支援ソフトウェア（リモコン倶楽部Ｚ）の利用について」

を参照してください。 
 

利用できるコンピューター室 

号館 コンピューター室 
１号館 １Ｂ－２０６コンピューター室 

３号館 
３－Ｂ１０２コンピューター室   ３－Ｂ１０３コンピューター室 
３－１０１コンピューター室    ３－１０２コンピューター室 
３－１０５コンピューター室    ３－１０６コンピューター室   

５号館 ５－２０４コンピューター室    ５－２０６コンピューター室 
５－２０８基礎教育コンピューター室 

６号館 ６Ａ－１０４コンピューター室 
７号館 ７－３０３コンピューター室 
１０号館 １０－２０６コンピューター室 

１２号館 

１２－３０２コンピューター室     １２－３０４コンピューター室 
１２－３０５コンピューター室   １２－３０６コンピューター室    
１２－３０７コンピューター室Ａ  １２－３０７コンピューター室Ｂ  
１２－３０９コンピューター室   １２－３１０コンピューター室  
１２－４０１コンピューター室Ａ   １２－４０１コンピューター室Ｂ 
１２－４０２コンピューター室Ａ  １２－４０２コンピューター室Ｂ 

１６号館 
１６－４０１コンピューター室      １６－４０２コンピューター室 
１６－４０３コンピューター室      １６－４０４コンピューター室 
１６－４０５コンピューター室      １６－４０６コンピューター室 
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2-7. バーチャルリアリティシステムの利用 

 １２号館３階１２－３０８コンピューター室で、３ＤＣＧの画像を３面ワイドスクリーンに投

影し、立体的に可視化することができる、バーチャルリアリティシステムを利用することができ

ます。 
バーチャルリアリティには次のような特徴があります。 

 
・ 床面、正面、横面の３面スクリーンと５台のプロジェクターから構成される、新しいバーチャ

ルリアリティシステムである「HOLOSTAGE」を採用 
・ 深い没入感を体感できる 
・ 多人数での利用が可能 
・ 幅広い分野での活用 
・ VR4MAX、AVS、WORLD TOOL KIT を始めとするソフトウェアがバーチャルリアリティ

空間に表示させるコンテンツ作成の幅を広げる 
・ PowerPoint でのプレゼンテーションをワイドスクリーンで活用 
 

利用方法／利用手続き 

バーチャルリアリティシステムの利用方法や手続き方法に関しては、窓口にご相談くだ

さい。 
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3．各種手続きについて 

3-1．各種手続き 

 各種手続きの方法は次の３種類があります。 
１．窓口で申請する方法 
２．Web で申請する方法 
３．電子メールで申請する方法 

申請によって利用できる手続き方法が異なりますので、「手続き方法」の欄を参照してください。

各々の申請方法については「各種手続きの方法（４８ページ）」を参照してください。最新の情報

は、「総合情報センターのホームページ」の「オンライン窓口」を参照してください。 
なお、各種手続きの利用開始日については、窓口休止日を除きます。 
 

コンピューターの利用に関する手続き 

◆パーソナルコンピューター、メールサーバーを利用したい場合（教育利用区分） 
   

 【手続き名】 計算機利用申請（教育利用） 

 【手続き方法】 窓口 
 【利用開始】 学生（学部学生・大学院生）*1：手続き終了 

*1 春・秋学期入学者はこの申請手続きが済んでいるものとします。 
教職員：手続き終了翌日から 
研究員･生、研修員･生、科目等履修生、ＴＡ 
聴講生（大学発行の身分書持参の場合）：手続き終了の翌日から 
上記以外の方は窓口へお問合せください。 

 【対象者】 本学の教職員，大学院生及び学部学生 
学術研究あるいは教育を目的とする機関で所長が認めた機関に所

属し、学術研究あるいは教育に従事する者 

その他特に所長が適当と認めた者 
 【備考】 有効期限は在職、在籍期間です。 

なお、教育補助学生（ＴＡ）用に計算機利用申請をしたい場合は、

窓口にご相談ください。 
   

◆計算サーバーを利用したい場合 
   
 【手続き名】 計算サーバー利用申請 

 【手続き方法】 Ｗｅｂ 
 【利用開始】 手続き終了から約１０分後 
 【対象者】 すべての利用者 
 【備考】 有効期限は、在職、在籍期間です 
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◆研究（卒業研究など）でコンピューターを利用したい場合（研究利用区分） 
   

 【手続き名】 計算機利用申請（研究利用） 

 【手続き方法】 窓口、Ｗｅｂ 
 【利用開始】 手続き終了２日後から 
 【対象者】 研究で利用する教職員および学生 

ただし、教職員もしくは大学院生が申請をしてください。学部学

生等は一括申請者として含めることができます。 
 【備考】 有効期限は年度末までです。 

年度末に「計算機利用報告書」を提出しなければなりません。 
報告書が提出されなかった場合には、次年度以降の利用に制限を

加える場合があります。 
教育利用区分の計算機利用申請をおこなっていない場合、この申

請と同時に教育利用区分の計算機利用申請をおこなったものとし

ます。 
   
◆計算機利用申請（研究利用）の区分に複数名の利用者をまとめて登録・追加したい場合 
   
 【手続き名】 研究利用区分一括申請 

 【手続き方法】 窓口、電子メール 
 【利用開始】 手続き終了２日後から 
 【対象者】 研究で利用する教職員および学生 

申請済みもしくは申請中の計算機利用申請（研究利用）に登録・

追加することができます。 
   
◆計算サーバーのファイル容量を増やしたい場合 
   

 【手続き名】 ファイル上限値変更申請 
 【手続き方法】 窓口、電子メール 
 【利用開始】 手続き終了約３０分後から 
 【対象者】 計算サーバー(bosei,tx7)の利用者 

 【備考】 研究利用申請をおこなっていることが前提となります。計算機利

用申請後に変更理由を記入していただき、総合情報センターが認

めた場合のみ変更します。 
ファイル上限値は年度初めに教育利用区分の初期値に戻します。 

   
◆計算機利用申請後、パスワードがわからなくなったので再設定したい場合 
   

 【手続き名】 パスワード再設定申請 

 【手続き方法】 窓口 
 【利用開始】 手続き終了約１０分後から 
 【対象者】 すべての利用者 
 【備考】 パスワードは、不正利用を防ぐ大切なものです。各自でしっかり

管理してください。パスワード再設定申請をおこなう際には、学

生の方は学生証、教職員の方は身分証明証が必要です。パスワー

ド再設定申請を何度もおこなうとパスワードの取り扱いについて

確認する場合があります。 
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◆印刷枚数の上限値を変更したい場合 
   
 【手続き名】 印刷枚数変更申請 

 【手続き方法】 窓口、電子メール 
 【利用開始】 手続き終了翌日から 

 【対象者】 教職員 
 【備考】 授業・研究等で印刷枚数の上限値の変更が必要と判断された場合

に、担当教職員が学生（学部学生・大学院生）についての変更申

請をしてください。総合情報センターが認めた場合のみ変更しま

す。なお、変更した印刷枚数の上限値は９月末、３月末まで有効

です。 
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授業に関する手続き 

◆授業でコンピューター室を利用したい場合 
※１学期を通して利用する場合は、授業時間割編成時に希望を調査し調整をおこなってい

ます。教務委員を通じて手続きをおこなってください。 
 【手続き名】 コンピューター室授業利用申請 

 【手続き方法】 窓口、電子メール 
 【申込期間】 原則として利用する前週の木曜日まで 

ただし、金曜日以降は各コンピューター室の予定表に記載されま

せんが、前日まで受け付けることが可能です。 
 【対象者】 教職員 
 【備考】 教職員またはＴＡがコンピューター室に必ず在室する必要があり

ます。 
時間割編成後の変更は、窓口で空き状況を確認した上で、教学課

にて必要な手続きをおこなってください。 
 
◆授業でホームページ作成の実習を目的としてＷｅｂサーバーを利用したい場合 
   
 【手続き名】 授業用Ｗｅｂサーバー利用申請 

 【手続き方法】 Ｗｅｂ 
 【利用開始】 手続き終了２日後から 
 【対象者】 教員 
 【備考】 有効期限は、春学期はサマーセッション終了後１週間まで、秋学

期はウインターセッション終了後１週間までとします。 
ファイル上限値は１つの申請で２００ＭＢです。 

 
◆授業で使用するアカウントを利用したい 
   

 【手続き名】 授業用アカウント申請 

 【手続き方法】 窓口 
 【利用開始】 手続き終了後から 
 【対象者】 教員 
 【備考】 有効期限は、年度末までです。履修者との情報交換専用にメール

アドレスが必要な場合は希望する授業用メールアドレスを記載し

てください。授業用メールアドレスは翌日からの利用となります。

 
◆授業支援システムを利用したい場合 
   
 【手続き名】 授業支援システム利用申請 

 【手続き方法】 Ｗｅｂ 
 【利用開始】 手続き終了２日後から 
 【対象者】 教員 
 【備考】 有効期限は、春学期はサマーセッション終了後１週間まで、秋学

期はウインターセッション終了後１週間までとします。機能につ

いての詳細は、「授業支援システムの利用（３１ページ）」を参照

してください。 
学生、ＴＡの利用は対象の教員が申請してください。 
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各コンピューター 室視聴覚設備について 

室    名 

連 

続 
教 
室 

マ
イ
ク 

書
画
カ
メ
ラ 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー 

Ｖ
Ｔ
Ｒ 

P

C

音
*１

備        考 

１Ｂ－２０６コンピューター室  ○  ○  
３－Ｂ１０２コンピューター室 

○  ○  プラズマディスプレイが設置されています。 
３－Ｂ１０３コンピューター室 

３－１０１コンピューター室 
○ ○  ○ ○

授業で利用する機器として、以下のものを貸し出しています。*４ 

・書画カメラ（１台）  ・デジタルカメラ（１０台） 
・デジタルビデオカメラ（１０台） ３－１０２コンピューター室 

３－１０５コンピューター室 
○ ○ ○ ○ ○ ○  

３－１０６コンピューター室 

５－２０４コンピューター室    ○*3*4 授業で利用する機器として、以下のものを貸し出しています。*４ 

・デジタルカメラ（５台）  ・デジタルビデオカメラ（１６台）

５－２０６コンピューター室 
○ ○ ○ ○ ○  

５－２０７コンピューター室*２ 

５－２０８ 
基礎教育コンピューター室  ○ ○ ○ ○  

６Ａ－１０４コンピューター室  ○  ○ 教学課第３分室講師室にて授業の担当教員が鍵を借り、開閉室を行っ

てください。 
７－３０３コンピューター室  ○  ○  

１０－２０５コンピューター室  ○  ○ ○
１０号館１階守衛室にて授業の担当教員が鍵を借り、開閉室を行って

ください。 
１０－２０６コンピューター室  ○ ○ ○ ○  

１２－３０２コンピューター室  ○ ○ ○ ○
１２－３０２、１２－３１０コンピューター室と視聴覚設備を連動さ

せて使用できます。 
１２－３０４コンピューター室    ○*3*4  

１２－３０５コンピューター室  ○ ○ ○ ○

１２－３０６コンピューター室と視聴覚設備を連動させて使用でき

ます。以下の機器を貸し出しています*４ 

・デジタルカメラ（１５台）  ・デジタルビデオカメラ（１５台）

１２－３０６コンピューター室  ○ ○ ○ ○
１２－３０５コンピューター室と視聴覚設備を連動させて使用でき

ます。デュアルディスプレイ、モニタ（４台）が設置されています。

１２－３０７コンピューター室Ａ 
○ ○ ○ ○ ○  

１２－３０７コンピューター室Ｂ 
１２－３０８コンピューター室  ○ ○ ○ バーチャルリアリティシステムが設置されています。 

１２－３０９コンピューター室  ○ ○ ○ ○

以下のものが設置されています。使用に当たっては教育支援課へご相

談ください。 
・遠隔授業システム  ・デジタルボード 

１２－３１０コンピューター室  ○ ○ ○ ○
１２－３１０、１２－３０２コンピューター室と視聴覚設備を連動さ

せて使用できます。 

１２－３１１    ○*3*4

以下のものが設置されています。使用に当たっては教育支援課へご相

談ください。 
・遠隔授業システム 

１２－４０１コンピューター室Ａ 
○ ○ ○ ○ ○  

１２－４０１コンピューター室Ｂ 
１２－４０２コンピューター室Ａ 

○ ○ ○ ○ ○  
１２－４０２コンピューター室Ｂ 

１６－４０１コンピューター室  ○  ○ ○
教学課第４分室講師室にて担当教員が当室の鍵を借り、開閉室を行っ

てください。 
１６－４０２コンピューター室 

○ ○  ○ ○

連続教室のパーティションは担当教職員で、開閉を行ってください。
１６－４０３コンピューター室 
１６－４０４コンピューター室 

○ ○  ○ ○
１６－４０５コンピューター室 
１６－４０６コンピューター室  ○  ○ ○  
*１ 教師卓のＰＣ音がスピーカーから出力可能な教室です。 

*２ 教師卓はありません。 

*３ 移動式プロジェクターを利用できます。 

*４ 利用希望の場合は教職員が各窓口にて手続きを行ってください。 
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ネットワークに関する手続き 

◆研究室内のパソコンをネットワークに接続したい場合 
   
 【手続き名】 ＩＰアドレス取得申請 

 【手続き方法】 窓口、電子メール、電話 
 【利用開始】 手続き終了後から 
 【対象者】 専任教職員、特任教職員 
 【備考】 情報コンセントが設置されていない部屋でネットワークを利用した

い場合は窓口にご相談ください。 
ＩＰアドレスは各所属で管理している場合があります。この場合、各

管理責任者からＩＰアドレスの発行を受けてください。 
毎年９月～１０月頃に利用の確認をおこないます。 

◆組織単位でホームページを作成したい場合 
   
 【手続き名】 公開用Ｗｅｂサーバー利用申請 

 【手続き方法】 窓口、電子メール 
 【利用開始】 手続き終了３日後から 
 【対象者】 教職員 
 【備考】 公開用 Web サーバー上にサブフォルダを作成することができます。

公開用 Web サーバーサブフォルダ技術担当者名簿を提出してくださ

い。認められた場合に利用できます。 
学科の場合は主任教授、委員会の場合は委員長、公認サークル・クラ

ブは部長教員が申請してください。 
ファイルサイズは、特に制限はありません。良識ある範囲で利用して

ください。なお、今後ファイル上限値を設定する可能性がありますの

で予めご了承ください。 
毎年１２月に継続の確認をおこないます。継続の有無が確認できない

場合は３月末で利用を停止します。 
なお東海大学において学会を開催する場合や学会の事務局を請負っ

た場合、学会開催や事務局運営のために公開用 Web サーバーを利用

することができます。東海大学で承認されたことがわかる書類をコ

ピーして提出してください。 
   
◆組織（各学科）単位でのサブドメイン名を取得したい場合 
   
 【手続き名】 サブドメイン名取得申請 

 【手続き方法】 窓口、電子メール 
 【利用開始】 手続き終了３日後から 
 【対象者】 教職員 
 
 

【備考】 申請する際には、所属長の承認が必要となります。 
電子メールで申請する場合は、所属長が学園内のメールアドレスを使

用して手続きをおこなってください。 
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◆組織（各学科）単位でのサブネットアドレスを取得したい場合 
 
 【手続き名】 サブネットアドレス取得申請 

 【手続き方法】 窓口、電子メール 
 【利用開始】 手続き終了１週間後から 
 【対象者】 教職員 
 【備考】 申請する際には、所属長の承認が必要となります。 

電子メールで申請する場合は、所属長が学園内のメールアドレスを使

用して手続きをおこなってください。 
 

◆研究室などに情報コンセントを設置したい場合 
 
 【手続き名】 情報コンセント設置要望 

 【手続き方法】 窓口、電子メール 
 【利用開始】 年２回（春と夏）工事をおこなう予定です 
 【対象者】 教職員 
 【備考】 部屋の見取り図に情報コンセント設置希望場所を記入した書類を添

付してください。 
   
◆研究活動または組織（委員会など）で利用するメーリングリストを作成したい場合 
 
 【手続き名】 メーリングリスト利用申請 

 【手続き方法】 窓口、電子メール 
 【利用開始】 手続き終了３日後から 
 【対象者】 申請する団体の責任者が申請者となり、教職員と大学院生、卒業研究

生をメンバーにできます。 
 【備考】 認められた場合に利用できます。

委員会の連絡用に利用する場合は、委員長が申請してください。 
毎年１２月に継続の確認をおこないます。継続の有無が確認できない
場合は３月末で利用を停止します。 
なお東海大学において学会を開催する場合や学会の事務局を請負っ

た場合、学会開催や事務局運営のためにメーリングリストを作成する

ことができます。東海大学で承認されたことがわかる書類をコピーし

て提出してください。 

  

   
◆学部・学科運用のメールサーバーへウイルス診断機能を導入したい場合 
 
 【手続き名】 電子メールウィルス診断機能申請 

 【手続き方法】 窓口、電子メール 
 【利用開始】 手続き終了１週間後から 
 【対象者】 教職員 
 【備考】 申請する際には、所属長の承認が必要となります。 

申し込みサーバーで動作している MTA のバージョンによっては

サービスを提供できない場合があります。 

原則２４時間３６５日利用できますが、保守または障害などで停止し

ている場合は、申し込みサーバーへのメール配送ができなくなりま

す。また、申し込みサーバー内の利用者間のメールに関してはこのウ

イルス診断機能は働きません。 
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◆パーソナルコンピューターを利用する際に、コンピューター室と同様の認証をさせたい場合

 
 【手続き名】 コンピューター室の認証利用申請 

 【手続き方法】 窓口、電子メール 
 【対象者】 教職員 
 【備考】 申請する際には、所属長の承認が必要となります。 

学部や学科などに設置されているパーソナルコンピューターを利用

する際に、総合情報センターのコンピューター室と同じように、ログ

イン名とパスワードによる認証をおこなうことができます。 
申請後、学部や学科の担当者と作業内容や利用開始日についての調整

が必要になります。 
 
時間外利用の手続き 

◆コンピューター室をサービス時間以外に利用したい場合 
   
 【手続き名】 時間外利用申請 

 【手続き方法】 Ｗｅｂ 
 【申込期間】 原則として利用する前週の木曜日まで 
 【対象者】 申請者は教職員のみ 

大学院生、学部学生が利用したい場合は、申請者の共同利用として申

請してください。 
 【備考】 原則として研究利用申請をおこなっている必要があり、認められた場

合に利用できます。コンピューター室を時間外に利用する場合は、申

請者が責任をもってコンピューター室の管理（鍵の管理など）をおこ

なってください。 
閉門後も学内（各研究室またはコンピューター室）に滞留する場合は、

「構内滞留時間延長届」を総務課に提出後申請してください。提出さ

れない場合は時間外利用の取り消しとみなします。 
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ソフトウェア使用の契約に関する手続き 

以下のソフトウェアについて、総合情報センターでサイトライセンス等を取得して、条件を満

たす方へ無償、または、ライセンス料を一部有償で配付しています。なお、総合情報センターの

サイトライセンスが終了した場合、または変更になった場合にはそれに従っていただきます。 

◆数学支援統合ソフト（Mathematica）を利用したい場合 

   

 【手続き名】 Mathematica 契約の申し込み 

 【利用ＯＳ】 Windows、Mac OS X、Linux 

利用ＯＳなどに制限があるので、詳細は、窓口までお問い合わせくだ

さい。 

 【手続き方法】 窓口 

 【対象者】 専任教職員 

 【取得方法】 窓口でインストールＣＤ－ＲＯＭの貸出を受け、各自でインストール

してください。 

 【使用条件】 湘南キャンパス内に設置され、大学が所有またはリースしている、主

として教育目的に使われるコンピューターにのみインストールでき

ます。 

 【備考】 毎年５月頃に継続の確認をおこないます。上記の使用条件を満たさな

い場合は契約を解除する場合があります。 
一度に利用できる台数は学内全体で同時１６３台です。このため、最

大利用台数を超えている場合は一時的に利用できない場合がありま

すので、その際には時間をずらして利用してください。なお、利用で

きる台数に制限があるので利用しない場合には、Mathematica を終

了するようにしてください。 
   

◆汎用統計計算パッケージ（SAS）を利用したい場合 

   

 【手続き名】 Windows 版 SAS 契約の申し込み 

 【利用ＯＳ】 Windows 

 【手続き方法】 窓口 

 【対象者】 教職員 

 【取得方法】 窓口でインストールＣＤ－ＲＯＭの貸出を受け、各自でインストール

してください。 

 【使用条件】 研究室での利用に限ります。ライセンス料の一部として、年間15000

円を負担していただきます（毎年１０月に継続の確認をおこないま

す）。ただし、ライセンス数に限りがありますので、申し込みの前に

窓口へ申し出てください。 
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◆分子軌道計算プログラムを利用したい場合 

   

 【手続き名】 Gaussian03、GausｓView4.0 契約の申し込み 

 【利用ＯＳ】 UNIX（Gaussian03)、Windows（GausｓView4.0) 

 【手続き方法】 Web（「教職員ポータル」の「リンク」タグ内の「湘南校舎」・ 

「総合情報センター」・「ソフトウェア配布」をご覧ください） 

 【対象者】 教職員 

 【取得方法】 窓口でインストールＣＤ－ＲＯＭの貸出を受け、各自でインストール

してください。 

 【使用条件】 湘南キャンパス内に設置され、大学が所有またはリースしている、主

として教育目的に使われるコンピューターにのみインストールでき

ます。ソースコードでの提供ですので、利用にあたっては指定コンパ

イラおよびライブラリが必要になります。事前にシステム要件を確認

してください。ソフトウェアのインストール及び使用にあたっては、

各自の責任においておこなってください。センターでは、インストー

ル方法、利用等についての質問にはお答えできませんので、予めご了

承願います。 
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◆CAD,CAE,CAM 統合ソフト（Pro/ENGINEER）を利用したい場合 
  

 【手続き名】 Pro/ENGINEER 契約の申し込み 

 【利用ＯＳ】 Windows 

 【手続き方法】 窓口 

 【対象者】 教職員 

 【取得方法】 窓口でインストールＣＤ－ＲＯＭの貸出を受け、各自でインストール

してください。 

 【使用条件】 湘南キャンパス内に設置され、大学が所有またはリースしている、主

として教育目的に使われるコンピューターにのみインストールできま

す。 

   

◆Autodesk 社のソフトウェアを利用したい場合 

  

 【手続き名】 Autodesk 契約の申し込み 

 【利用ＯＳ】 Windows 

 【手続き方法】 窓口 

 【対象者】 教職員、学生 

 【取得方法】 教職員は、窓口でインストールＣＤ－ＲＯＭまたは DVD の貸出を受

け、各自でインストールしてください。学生は、窓口にパーソナルコ

ンピューターを持参し各自でインストールをおこなってください。 

 【使用条件】 東海大学の教職員・学生であれば、研究室・自宅で利用することがで

きます。 

【教職員】 

研究室 

主として教育目的に使われるコンピューターにのみインストール

できます。ネットワークに接続した環境でのみ使用できます。 

自宅 

東海大学内の総合情報センターの窓口にパーソナルコンピュー

ターを持ち込んでインストールしてください。 

【学生】 

窓口にパーソナルコンピューターを持ち込んでインストールして

ください。 

在籍期間終了後、ソフトウェアを削除してください。 

 【ソフトウェア】Autodesk Inventor Professional 2008 

  AutoCAD Electrical 2008 

  AutoCAD Raster Design 2008 

  AutoCAD Revit Series 2008 

  AutoCAD Architectural Desktop 2008 

  AutoCAD Civil 3D 2008 

  AutoCAD Map3D 2008 

  AutoCAD 2008 
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キャンパスライフエンジンに関する手続き 

◆キャンパスライフエンジンのフォーラムを利用したい場合 
   
 【手続き名】 キャンパスライフエンジンのフォーラム利用申請 

 【手続き方法】 窓口、電子メール 
教職員が提出する場合は、４号館１階情報システム開発課でも受け付

けます。 
 【利用開始】 手続き終了３日後から 
 【申請者】 教職員 

・学科で申請する場合は所属長 
・ゼミ等で申請する場合は担当教員 
・委員会で申請する場合は委員長 
・公認サークル・クラブ・有志団体で申請する場合は 
 部長教員、代表教職員または教学課長が申請してください。 

 【備考】 申請書と一緒に、申請するフォーラムの利用者の一覧と、その利用者

に与える権限（参照または発言）を記載した印刷物、およびテキスト

ファイルの提出が必要です。フォーラムの利用に関する詳細は、キャ

ンパスライフエンジンの操作手順書を参照してください。 
毎年１２月に次年度の継続の確認をおこないます。 
キャンパスライフエンジンのフォーラムは学生向けのサービスにな

ります。教職員向けの内容は、教職員ポータルのフォーラムを利用し

てください。 
   
◆キャンパスライフエンジンのライブラリを利用したい場合 
   
 【手続き名】  キャンパスライフエンジンのライブラリ申請 

 【手続き方法】 窓口、電子メール 
教職員が提出する場合は、４号館１階情報システム開発課でも受け付

けます。 
 【利用開始】 手続き終了３日後から 
 【申請者】 教職員 
 【備考】 ライブラリに添付できるファイルは、１回の投稿で最大３つまで、

ファイルサイズは合計１０ＭＢまでです。 
キャンパスライフエンジンのライブラリは学生向けのサービスにな

ります。教職員向けの内容は、教職員ポータルのライブラリを利用し

てください。 
   
◆携帯版キャンパスライフエンジンのパスワードを忘れた場合 
   
 【手続き名】 キャンパスライフエンジン携帯電話用パスワード再発行申請 

 【手続き方法】 窓口 
 【利用開始】 手続き終了の翌日から 
 【申請者】 学生 
 【備考】 再発行されたパスワードは、キャンパスライフエンジンの個人連絡で

お知らせしますので、パソコンからキャンパスライフエンジンにアク

セスして確認してください。 
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教職員ポータルに関する手続き 

◆教職員ポータルのパスワードがわからなくなったので再発行したい 
   
 【手続き名】 教職員ポータルパスワード再発行申請 

 【手続き方法】 窓口、４号館１階情報システム開発課でも受け付けます。 
 【利用開始】 手続き終了の翌日から 
 【申請者】 教職員 
 【備考】 手続きには身分証明書が必要です。 

 
キャンパスカードに関する手続き 

◆キャンパスカードの PIN コードがわからなくなったので再設定したい場合 
   
 【手続き名】 キャンパスカード PIN コード再設定申請 

 【手続き方法】 窓口、４号館１階情報システム開発課でも受け付けます。 
 【利用開始】 手続き終了後から 
 【申請者】 教育事務用パソコン利用の教職員 
 【備考】 手続きには身分証明書とキャンパスカードが必要です。 
   
◆キャンパスカードの PIN コードの入力を間違えてロックがかかったので解除したい場合 
   
 【手続き名】 キャンパスカードロック解除申請 

 【手続き方法】 窓口、４号館１階情報システム開発課でも受け付けます。 
 【利用開始】 手続き終了後から 
 【申請者】 教育事務用パソコン利用の教職員 
 【備考】 手続きには身分証明書とキャンパスカードが必要です。 
   
◆キャンパスカードを忘れてきたので仮カードを利用したい場合 
   
 【手続き名】 キャンパスカード仮カード発行申請 

 【手続き方法】 窓口、４号館１階情報システム開発課でも受け付けます。 
 【利用開始】 手続き終了後から 
 【申請者】 教育事務用パソコン利用の教職員 
 【備考】 手続きには身分証明書が必要です。 

仮カードの使用期間は発行当日のみです。 
   
◆ キャンパスカードを紛失・破損したので、新しいカードを発行したい場合 
   
 【手続き名】 キャンパスカード再発行申請 

 【手続き方法】 窓口、４号館１階情報システム開発課でも受け付けます。 
 【利用開始】 手続き終了約１週間後から 

新しいカードが発行されるまで、仮カードを使用していただきます。

 【申請者】 教育事務用パソコン利用の教職員 
 【備考】 手続きには、身分証明書が必要です。 

紛失・破損したカードは、無効化され、利用できません。 
古いカードが見つかった場合は、速やかに窓口に返却してください。
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◆他機関への異動・退職でカードを返却したい場合 
   
 【手続き名】 キャンパスカード返却 

 【手続き方法】 窓口、４号館１階情報システム開発課でも受け付けます。 
 【申請者】 教育事務用パソコン利用の教職員 
 【備考】 手続きには、身分証明書とキャンパスカードが必要です。 

他機関への異動・退職時には、必ずキャンパスカードを窓口に返却し

てください。 
 

東京大学情報基盤センター 

スーパーコンピューティング部門に関する手続き 

◆全国共同利用スーパーコンピューターシステムを利用したい場合 
   
 【手続き名】 大型計算機システム利用申請 

 【手続き方法】 窓口 
 【備考】 大型計算機センターを利用するには連絡所を通して下図の経路で利用

することになっています。 
なお、連絡所は各キャンパスで次のようになっています。 
（１）湘南、代々木、伊勢原キャンパスは湘南キャンパス総合情報セ

ンターの窓口。 
（２）清水、沼津キャンパスは清水計算機室。 

 
利用者  連絡所  

大型計算機 
センター 

共同利用掛 
 大型計算機

センター 

    

利用開始、対象者など詳細は、 
東京大学情報基盤センタースーパーコンピューティング部門のホーム

ページ（http://www.cc.u-tokyo.ac.jp/）をご覧ください。 
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3-2．各種手続きの方法 

 各種の手続きは、総合情報センターの窓口で受け付けています。また、Ｗｅｂページや電子メー

ルでできる手続きもあります。 
各種申請書類は、「総合情報センターのホームページ」から入手できます。詳細は、「総合情報

センターのホームページ」の「オンライン窓口」を参照してください。 
 

窓口での手続き 

 窓口は、５号館２階「総合情報センター５号館窓口」、３号館１階「総合情報センター３号館窓

口」、１２号館３階「総合情報センター１２号館窓口」の３ヶ所です。窓口では手続きに必要な書

類や資料を用意しています。また、窓口に設置している端末でおこなう手続きもあります。本人

確認のため、顔写真入りの学生証や身分証明書を忘れずに持参してください。 
 

窓口サービス時間 

 平 日 ９：００ ～ １７：００ 
 土曜日 ９：００ ～ １６：００（１２号館窓口のみ１５：３０までになります） 

日曜日、祝祭日は休止です（祝祭日は学年暦に準じます）。 
休暇中はサービス時間を変更することがあります。 

 

Ｗｅｂページでの手続き 

 Ｗｅｂブラウザーを使用して、一部の手続きがおこなえます（詳細は、「総合情報センターホー

ムページ」の「オンライン窓口」を参照）。現在Ｗｅｂページでおこなえる手続きは以下のとおり

です。 
計算機利用申請（研究利用） 

計算サーバー利用申請(bosei,tx7,sx8r) 

授業用 Web サーバー利用申請 

授業支援システム利用申請 

時間外利用申請 

 

電子メールでの手続き 

 申請書類を添付ファイルとして電子メールで送信して申請書を提出する方法です（詳細は、「総

合情報センターのホームページ」の「オンライン窓口」を参照）。 
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3-3．利用に関する相談 

 コンピューターを利用していて、また利用しようとして、わからないことがある場合には、以

下の資料や総合情報センターのホームページを参照してください。 
・窓口に用意している操作方法についての資料やソフトウェアのマニュアル 
・「総合情報センターのホームページ」の「サポート情報」 

 これらの資料やホームページを参照して解決しない場合には、利用に関する質問を受け付ける

問い合わせフォームまたは窓口へお問い合わせください。 
 

利用に関する質問を受け付ける問い合わせフォーム 

 問題解決のために、利用に関する質問を受け付ける問い合わせフォームを用意しています。「総

合情報センターのホームページ」の「お問い合わせ先」からご利用ください。なお、質問の際に

は、利用機種、利用しているソフトウェアやエラーメッセージなどの情報を明記してください。 
 

     
 

相談方法 

窓口では主に本学の大学院生がコンピューターの利用やプログラミングの相談に応じています。

問題解決のための手助けとして利用してください。 
 
下記の電話でも受け付けています。 
・３号館窓口    内線２８３５ 
・５号館窓口    内線２８１４ 
・１２号館窓口  内線２８５０ 
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4．メディアテクノロジー講座 

 メディアテクノロジー講座は、コンピューターやネットワークを活用するための技術を身につ

けるための講座です。単位としては認定されませんが、学部学科を問わず誰でも申し込みをする

ことができ、受講者は短期間に集中して学習することができます。 

２００８年度開講したコースは以下のとおりです。 

 

２００８年度開講コース 

Ｃ入門 

はじめて体験する３DCG 

パソコン構築 

無線 LAN 構築 

Linux 入門 

 

200９年度の開講コースや詳細内容、日程などについて、最新の情報を「総合情報センターの

ホームページ」でお知らせします。また、「総合情報センターのホームページ」から申し込み手続

きができます。 
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東海大学総合情報センター規程 

（制定 昭和58年４月１日） 

 

改訂 1991年４月１日    2002年４月１日 

2003年４月１日    2004年４月１日 

2008年４月１日                   

第１章 総則 

第１条 この規程は，東海大学総合情報センター（以下「センター」という。）の組織及び

運営に関して必要な事項を定める。 

第２条 センターは，電子計算機及びネットワーク（以下「情報処理設備」という。）の適

正な管理・運用を図り，本学における研究，教育及び事務処理の利用に供することを目

的とする。 

第３条 センターは，前条の目的を達成するために別に定める組織及び職務分掌規程に基

づく業務を行う。 

第４条 センターの本部，部，課，計算機室を次の校舎に置く。 

(１) 本部           湘南校舎 

(２) 情報システム管理課    同上 

(３) 情報システム開発課    同上 

(４) 代々木計算機室      代々木校舎 

(５) 高輪計算機室       高輪校舎 

(６) 清水計算機室       清水校舎 

(７) 沼津計算機室       沼津校舎 

(８) 伊勢原情報システム部   伊勢原校舎 

(９) 伊勢原情報システム課   同上 

第２章 組織 

第５条 本部に次の教職員を置く。 

(１) 所長 

(２) 次長 若干名 

ただし，本部の必要に応じて兼任の所員を置くことができる。 

２ 所長は，センターを代表し，その業務を統括する。 

３ 次長は，所長を補佐し，所長事故あるときはその職務を代行する。 

４ 第１項ただし書の兼任所員は，所長の要請により専門的事項について助言を行うもの

とする。 

第６条 課，計算機室に次の教職員を置く。 

(１) 課長，室長 

(２) 教職員（教育職員，事務職員及び技術職員） 

ただし，必要に応じ，兼任の教職員を置くことができる。 

２ 課長，室長は，センター運営の基本方針に基づいて当該課，計算機室の業務を統括す

る。 
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ただし，必要に応じ，兼任の教職員を置くことができる。 

２ 課長，室長及び施設長は，センター運営の基本方針に基づいて当該課，計算機室及び施設

の業務を統括する。 

３ 教職員は，別に定める規程に基づきそれぞれの業務を担当する。 

 

第３章 委員会 

第７条 センターに運営委員会を置く。 

 

第８条 運営委員会は，次に掲げる委員をもつて構成する。 

(１) 委員長 東海大学情報処理運営委員会委員長が任命した者 

(２) 委 員 利用部門の代表者 

(３) 幹 事 委員長が指名したセンター職員 

２ 前項に定める委員の任期は１か年とし，再任を妨げない。 

３ 運営委員会は，次の事項を審議する。 

(１) センターの運営に関する事項 

(２) 情報処理設備の運用方針並びに利用計画に関する事項 

(３) その他所長から付議された事項 

４ 運営委員会は，必要に応じて専門委員会を置くことができる。 

 

第９条 専門委員会は，運営委員会の諮問に応じて具体的あるいは専門的な事項を審議する。 

２ 専門委員会の構成及び委員の任期については，別に定める。 

 

第４章 利用 

第１０条 情報処理設備の利用に関する事項は，別に定める。 

 

第５章 細則 

第１１条 この規程の実施に関して必要な事項は，総長の承認を得て所長が別に定める。 

 

第６章 改廃 

第１２条 この規程の改廃は，所長の発議に基づき，運営委員会の議を経て総長が決定する。 

 

付 則 

この規程は，昭和 58 年４月１日から施行する。 

付 則（2004 年４月１日） 

この規程は，2004 年４月１日から施行する。 
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東海大学電子計算機利用規程 

（制定 昭和48年４月１日） 

 

改訂 昭和58年４月１日    2002年４月１日 

 

第１条 この規程は，東海大学総合情報センター規程第10条に基づき，総合情報センターが管理す

る研究・教育用電子計算機（以下「計算機」という。）の利用に関して必要な事項を定め

る。 

 

第２条 計算機の利用は，学術研究，教育及び教育情報処理を目的とし，かつ，その成果を原則と

して公開し得るものに限る。 

 

第３条 計算機を利用できる者は，次の各号に掲げる者とする。 

 (１) 本学の教職員，大学院生及び学部学生 

 (２) 学術研究あるいは教育を目的とする機関で所長が認めた機関に所属し，学術研究あるい

は教育に従事する者 

(３) その他特に所長が適当と認めた者 

 

第４条 計算機を利用しようとする者は，課題ごとに，次の各号に掲げる事項を記載した所定の

申請書を所長に提出し，その承認を受けなければならない。 

 (１) 申請者氏名及び所属 

 (２) 課題に関する事項 

 (３) その他所長が必要と認めた事項 

２ 所長は，当該課題に係る計算機利用を許可した場合は，当該利用のための課題番号（以下「登

録番号」という。）を付してその旨を申請者に通知するものとする。 

 

第５条 計算機の利用形態を，次の各号に掲げる形態に区分する。 

 (１) 学術研究利用 

 (２) 大学院研究利用 

 (３) 卒業研究利用 

 (４) 教育実習利用 

 (５) 教育情報処理利用 

 (６) 教科外教育利用 

 (７) 学外者研究利用 

 (８) その他 
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第６条 計算機の利用を許可された者（以下「利用者」という。）は第４条に掲げる事項に変更を

生じた場合，その旨を速やかに所長に届け出なければならない。 

 

第７条 利用者は，当該利用に係る経費の一部を負担しなければならない。 

２ 計算機使用料金については，別に定める。 

 

第８条 この規程に定めるもののほか，計算機利用に関して必要な事項は所長が定める。 

 

   付 則 

 この規程は，昭和48年４月１日から施行する。 

付 則（2002年４月１日） 

 この規程は，2002年４月１日から施行する。 
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総合情報センターの利用における遵守事項（第２版） 
 

 東海大学総合情報センターを利用する場合の遵守事項（守っていただくこと）は以下のとおりです。 

 利用者が以下の遵守事項や東海大学において制定されている規定に違反していると所長または室長（課長）が 

認めた場合には、計算機等の利用を停止することがあります。 

 

用語の説明 

計算機等 ： 総合情報センターが管理する計算機、周辺機器、ネットワーク、その他の機器類 

ログイン名 ： 計算機を利用するためのIDであり、総合情報センターから割り当てられたもの。 

ユーザー名と言うこともあります。 

コンピュータ室 ： 総合情報センターが管理する計算機等が整備されている教室・部屋・場所など 

インターネットの 

利用マナー 

： インターネットを利用する際に、自分を守るためあるいは他人に配慮するために知っ

ておく必要のある事柄。 

例えば、財団法人インターネット協会による「インターネットを利用する方のための

ルール＆マナー集(http://www.iajapan.org/rule/rule4general/)」など。 

 

 

１．計算機利用における遵守事項 

 計算機を利用する場合には、「利用の手引」の定めに従うとともに、以下の事項を遵守してください。 

（１）計算機等の利用は「東海大学電子計算機利用規程」第２条に従うこと 
 

「東海大学電子計算機利用規程」 

第２条 計算機の利用は、学術研究、教育及び教育情報処理を目的とし、かつ、その成

果を原則として公開し得るものに限る。 
 

（２）計算機等を利用する場合には、効率的な利用を心がけること 

（３）不正に他人のログイン名、パスワードを使用しないこと 

（４）自分のログイン名、パスワードを他人に使用させないこと 

（５）許可されたログイン名のみを使用すること 

（６）他人のプライバシーを侵害しないこと、たとえば 

   ・他人のファイルやディレクトリを許可なく参照しないこと 

   ・他人のログイン名やパスワードを許可なく公開しないこと 

（７）公序良俗に反する行為をしないこと 

（８）特定の個人や団体を誹謗中傷しないこと 

（９）営利を目的とした行為をしないこと 

（10）法律、東海大学や総合情報センターが定める規定等に違反しないこと 

（11）他の利用者に迷惑もしくは損害を与えないこと 

（12）計算機等を利用して他人の人権を損なう行為をしないこと 

（13）計算機は許可された資源（ディスク（ディレクトリ、ファイル）、CPUなど）のみを使用すること 

（14）計算機等の正常な運用を妨げるような行為をしないこと 

 

２．電子メール利用における遵守事項 

 電子メールを利用する場合には、「１．計算機利用における遵守事項」の他に、以下の事項を遵守してください。 

（１）「インターネットの利用マナー」を心がけること 

（２）他人のプライバシーを侵害しないこと、たとえば 

   ・他人のメールを許可なく公開しないこと 

   ・他人のメールを許可なく見ないこと 

（３）許可されたログイン名で電子メールを送受信すること 
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（４）メーリングリストへの入会、脱会は個人の責任で行うこと、たとえば 

   ・他人のメールアドレスをメーリングリストに登録しないこと 

・卒業などによりログイン名が使用できなくなる場合には、必ず脱会すること 

 

３．情報サービス（ホームページ閲覧など）の利用における遵守事項 

 情報サービス（ホームページ閲覧など）を利用する場合には、「１．計算機利用における遵守事項」の他に、以下

の事項を遵守してください。 

（１）「インターネットの利用マナー」を心がけること 

（２）情報サービスを利用して情報の書き込みを行う場合には、以下のことを守ること 

   ・許可なく他人の個人的な情報を書き込まないこと 

   ・大学の品位を損なうような情報を書き込まないこと 

   ・書き込んだ内容については、個人が責任を持つこと 

 

４．World Wide Web（ホームページ）作成における遵守事項 

 ホームページを作成し公開する場合には、「１．計算機利用における遵守事項」の他に、以下の事項を遵守してく

ださい。 

（１）「インターネットの利用マナー」を心がけること 

（２）著作権、肖像権を侵害しないこと 

（３）情報を公開する場合は個人の責任で行うこと 

（４）大学の品位を損なうような情報を発信しないこと 

 

５．学内ネットワーク利用における遵守事項 

 学内ネットワークを利用する場合には、「１．計算機利用における遵守事項」の他に、以下の事項を遵守してくだ

さい。 

（１）研究室などで使用するIPアドレスは許可されたものを使用すること 

（２）他人のプライバシーを侵害しないこと、たとえば 

      ・ネットワーク上のデータを許可なく参照しないこと 

（３）コンピュータウィルス等の感染や外部からの不正利用を防ぐように、積極的な処置を施すこと。また、感染等

が疑われる場合は、すみやかにネットワークから切り離すこと 

 

６．コンピュータ室利用における遵守事項 

 コンピュータ室を利用する場合には、「利用の手引」に従うとともに、以下の事項を遵守してください。 

（１）予約表または利用表がある場合には記入すること 

（２）他人に迷惑をかけないこと 

（３）コンピュータ室内で飲食をしないこと 

（４）コンピュータ室内へ飲食物を持ち込む場合、かばんなどに入れて持ち込むこと 

（５）コンピュータ室内で喫煙をしないこと 

（６）コンピュータ室内でゲームをしないこと 

（７）ゴミ、不要用紙などは決められた場所に捨てること 

（８）机、計算機、室内を汚さないこと 

（９）授業利用の妨げにならないように、授業での利用時間になったらすみやかにコンピュータ室から退出すること 

（10）コンピュータ室内の機器、装置、マニュアル類を壊したり、持ち帰ったりしないこと 

（11）総合情報センターが管理する機器以外の計算機や周辺機器を持ち込んで使用する場合には、許可を得ること 

（12）用紙の節約につとめること 

（13）コンピュータ室内では携帯電話の電源を切るかマナーモードにし、通話は室外でおこなうこと 

（14）コンピュータ室内の機器を使用中に破損、故障が生じた場合には、すみやかに窓口まで申し出ること 

（15）コンピュータ室内の計算機等の使用後は、適切な終了処理をおこなうこと 

以上 
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東海大学情報セキュリティポリシー 

                             （制定 2006 年 1 月 1 日） 

 

Ⅰ 情報セキュリティの基本方針 

 

1. 基本方針 

 高度情報化社会の中で東海大学の構成員が教育や研究、社会活動を安全に遂行していく

ためには、大学の情報資産の安全性を確保することが不可欠である。 

 本学の学生、教職員のすべてが、情報資産の価値を認識することが肝要であり、自身の

情報を守るだけでなく、他者の資産も侵してはならないものとして行動すべきである。 

 本学は、構成員や学外社会に向けて、高度の安全性が確保された情報システム環境を提

供する。本学の構成員はそれを正しく利用する。それにとどまらず、本学からの不正な情

報提供や不正アクセスをなくして学外に対しても本学の情報システムの信頼性を高めてい

く。 

 本学の全構成員が、情報環境を個々の活動の中で正しく利用していけるよう、情報シス

テムの運用、利用についての指針として、情報セキュリティポリシーを制定する。 

 

 情報セキュリティポリシーの目指すところは 

(a)本学の情報セキュリティに対する侵害を阻止すること 

(b)学内外の情報セキュリティを損ねる加害行為を抑止すること 

(c)情報資産に関して、重要度に見合った管理を行うこと 

(d)情報セキュリティに関する情報の取得を支援すること 

である。 

 

2. 用語の定義 

東海大学情報セキュリティポリシー（以下、ポリシーと記す）で使用する用語の定義に

ついては、平成 12 年 7 月 18 日の情報セキュリティ対策推進会議による「情報セキュリテ

ィポリシーに関するガイドライン」に定める定義と同様とする。 

http://www.kantei.go.jp/jp/it/security/taisaku/guideline.html 

 

 

3. 対象範囲 

ポリシーの対象範囲は、本学のすべての情報資産に加えて、ポリシーの対象者が本学の

ネットワークに接続して使用するコンピュータを含むものとする。 

ポリシーの対象者は、本学の全構成員（専任教職員、特任教職員、非常勤教職員、委託

業者、大学院生、大学生、研究生、聴講生など）および本学の情報資産を学内で利用しよ

うとする来学者とする。 
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4. 実施手順の作成 

 東海大学情報セキュリティポリシー実施手順（以下、実施手順と記す）を別途定めて情

報セキュリティ対策推進の詳細を規定する。学部等および事務部門は部門ごとの情報セキ

ュリティポリシー実施手順を定めてこれを補完する。 

 

 

Ⅱ 対策基準 

 

1. 組織・体制 

 本学に情報セキュリティ責任者を長とする情報セキュリティ委員会を設置する。情報セ

キュリティ委員会はポリシーを策定し、情報セキュリティ対策に関する重要事項を決定す

る。 

 学部等および事務部門ごとに情報システム管理責任者を置く。情報システム管理責任者

はそれぞれの部門での情報セキュリティ対策実施手順を策定して実施する。 

情報セキュリティ責任者は情報システム管理責任者連絡会議を開いて連絡調整、情報交

換を行う。組織、体制等の詳細については実施手順に定める。 

 

 

2. 情報の分類と管理 

2.1 情報の管理 

 情報資産は、管理の権限を有する者によって管理される。管理の権限については実施手

順に規定する。 

本学の設置するすべてのパソコン、サーバおよび、ネットワーク設備にシステム管理者

を定める。 

情報をパソコンやサーバに保存する場合、情報の管理者は、バックアップ等の業務をシ

ステム管理者に代行させることができる。システム管理者は管理する上で必要な範囲を超

えて情報にアクセスしてはならない。 

情報の管理者は、自己の管理する情報へのアクセスのためであっても、システム管理者

から許可を得ていない者に情報システムを使用させてはならない。 

 

2.2 情報の分類 

情報の管理者は、ポリシーの対象となるすべての情報について、公開・非公開を定めな

ければならない。 

以下、閲覧できる者を限定した情報を非公開情報といい、情報の利用者すべてに閲覧を

許す情報を公開情報という。 

 (a) 非公開情報 

システム管理者から許可された者以外がコンピュータに非公開情報を保管してはならな

い。システム管理者は情報の機密性や重要度に応じた適切なセキュリティ対策を施して情

報を管理しなければならない。 

非公開情報へのアクセスを許可する者の範囲は情報の管理者が定める。 
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 (b) 公開情報 

 公開情報は情報の改ざんや偽情報の流布への対抗策と、個人情報の漏洩、プライバシー

や著作権の侵害への防止策が講じられなければならない。 

 情報発信を行う場合は、正規の発信者であることを証明する必要が生ずることに留意し

なければならない。 

 

2.3 情報の作成、保守、システム開発 

 情報を作成する際は、著作権などの他者の知的財産権を侵していないことを確認しなけ

ればならない。 

外部委託などのために、非公開情報を限定された第三者に開示する必要がある場合は、

開示の都度、守秘義務契約を結ばなければならない。 

 

2.4 情報機器および記憶媒体の処分 

 情報機器および記憶媒体を廃棄する場合は、その処分方法に注意しなければならない。 

 情報機器および記憶媒体を保守契約により交換する場合、またはレンタル機器の撤去を

行う場合は、撤去後の記憶媒体の処理法についても十分配慮しなければならない。 

 

3. 物理的セキュリティ 

3.1 パソコン端末機器とネットワーク設備 

システム管理者から許可を得ていないものが機器や設備を使えないような方策を整えな

ければならない。 

パソコンや、ネットワークについては認証と使用の記録を残さなければならない。 

 端末機器とネットワーク設備には、災害、事故および情報機器の盗難への対策を講じて

おかなければならない。 

 

3.2 サーバ機器 

サーバ機器は、その重要度に応じたセキュリティ対策が施された管理場所に設置されな

ければならない。停止したときに大学内の業務遂行に重大な支障をきたす重要なサーバ機

器に対しては、認証と入退室の記録を残さなければならない。 

サーバ機器に記録される情報資源は、サーバ機器の重要度に応じて定期的にバックアッ

プを行うこととする。 

情報資源を保存するサーバ機器や、情報をバックアップしたメディアには、火災、地震

等の災害や盗難等の犯罪から守るための対策を施さなければならない。 

重要なサーバ機器については、故障や停電などの事故の際、迅速に保守、回復ができる

ような体制を整えておかなければならない。 

 

 

4. 人的セキュリティ 

 ポリシーの対象者は、ポリシーを遵守しなければならない。 

 システム管理者は、責任を持って個々の情報システムの維持に努めなければならない。 
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4.1 教育・研修 

 本学の全構成員は、研修会や説明会または講義等を通じ、ポリシーおよび実施手順を理

解し、情報セキュリティ上の問題が生じないように努めなければならない。 

 情報セキュリティ委員会は、システム管理者等が行う教職員向けのポリシーに関する研

修の支援をしなければならない。また、教職員が行う学生向けのポリシーに関するオリエ

ンテーションまたは講義に協力しなければならない。 

 情報セキュリティ委員会は、システム管理責任者がシステム管理者に行う研修プログラ

ムの実施に必要な措置を施さなければならない。 

 

4.2 パスワード管理 

 自己のパスワードは秘密としなければならない。また、十分なセキュリティを維持でき

るよう、自己のパスワードの設定および変更に配慮しなければならない。 

 他の利用者のアカウントを使用してはならない。 

 

4.3 利用範囲 

 情報機器やネットワーク設備は利用が許可される際に利用目的が限定されている。許さ

れた目的以外で機器や設備を使用してはならない。 

 アクセス権のない情報システムや情報に入り込もうとしてはならない。意図的でなく入

り込んだときは、速やかに退出しなければならない。 

 

4.4 システム管理 

 システム管理者は情報システムの利用資格者の規程を定めなければならない。 

 規程に基づく利用資格を有する者以外に情報端末のアカウントを発行してはならない。

また、利用資格を失った利用者のアカウントを速やかに除去しなければならない。 

 システム管理者は、いかなる場合にも利用者からのパスワードの聞き取りを行ってはな

らない。 

 ログ情報および通信内容の解析等にあたっては、利用者のプライバシーに配慮し、閲覧

解析を認める場合の要件と手続きを定めなければならない。 

 

4.5 外部委託 

 本学の業務を請け負う事業者（委託業者）はポリシーの対象者に含まれる。 

 情報システムの開発および保守ならびにシステム管理業務を委託業者に発注する場合は、

契約書面にポリシーおよび実施手順の遵守を明記しなければならない。 

 

 

5. 技術的セキュリティ 

情報機器を不正なアクセス等から保護するため、情報機器へのアクセス制御、ネットワ

ーク管理についての対策を講ずることとする。 

この対策によって課される制限が教育研究上の利便性を過剰に損なうことは避けられな

ければならない。 
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5.1 ネットワーク設備およびパソコン、サーバの運用基準 

 パソコンなどの情報機器をネットワークに接続するときは、システム管理者を決めて、

情報システム管理責任者の承認を得なければならない。 

 システム管理者は、許可を得ていない者が機器や設備を使えないような方策を整えなけ

ればならない。 

 学内のネットワークに接続されている情報機器を使うときは、認証によって利用許可が

確認されなければならない。 

システム管理者は、管理する情報機器のアクセス記録を、盗難、改ざんや消去等を防止

する処置を施して一定期間保存しなければならない。また、定期的にそれらを分析、監視

しなければならない。システム管理者の管理する情報機器が不正使用されて学内外に被害

を及ぼしているときは、情報セキュリティ委員会や情報システム管理責任者が、対策に必

要なアクセス記録の提出を求めることがある。システム管理者はこれに協力しなければな

らない。 

 

5.2 コンピュータウィルス、スパイウェア対策 

システム管理者は、不正アクセス、コンピュータウィルスやスパイウェア等情報システ

ムの運用を妨害し、情報を漏洩しようとする攻撃行為から情報資産を守るために必要な対

策を講じなければならない。 

 

5.3 非公開情報流出への対策 

情報の管理者の許可を得た場合を除いて、非公開情報の学外への持ち出し、あるいは、

非公開情報への学外からのアクセスをしてはならない。 

許可を得て非公開情報を学外に持ち出し、あるいは学外からアクセスするときは、情報

を暗号化するなど盗難、紛失や盗聴による情報流出を防ぐための対策を講じなければなら

ない。 

 

 

6. 事故・犯罪と発生時の対処 

6.1 事故、故障 

 ポリシーの対象者は、情報セキュリティに関する事故、システム上の障害を発見した場

合には、システム管理責任者またはシステム管理者に直ちに報告しなければならない。 

 システム管理責任者およびシステム管理者は、報告のあった事故等について必要な措置

を直ちに講じなければならない。 

 システム管理責任者は、発生した事故等に関する記録を一定期間保存し、情報セキュリ

ティ委員会に報告するとともに、重大な事故に対しては、迅速な再発防止のための対策を

講じなければならない。 

 

6.2 不正使用 

 情報セキュリティ委員会は、情報機器の不正使用の範囲とそれに対処するための措置手

順を定める。 
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システム管理責任者は、学内、学外からの報告や依頼を受けて、情報機器の不正使用の

調査を早急に行う。不正使用が確認されたときは、手順に従って、関連する通信の遮断ま

たは該当する情報機器の切り離しを実施する。 

 あらかじめ定めのない行為によって情報セキュリティが阻害されたときは、情報セキュ

リティ責任者の判断で緊急に対処する。 

 本学の構成員が不正使用を行ったときは、学則、勤務規則、その他の諸規則に従って処

分を受けることがある。 

 情報セキュリティ委員会は、発生した不正行為の内容と対処を、セキュリティを損なわ

ない範囲で公表する。 

 

 

7.点検・評価 

 情報セキュリティ委員会は、ポリシーに関する点検と評価のために以下のような情報を

収集して定期的に検討する。 

 (a)本学の構成員からのポリシー遵守に関する意見と実施運用上の要望、クレーム 

 (b)事故、故障、不正行為の事例、対策の成功事例、システム管理者からの意見や要望 

 (c)ポリシーの実施状況についての点検・監査結果 

 (d)情報システムの機密性、完全性および可用性ならびに犯罪予防の観点からの情報セキ

ュリティ診断結果 

 情報セキュリティ委員会は、これらの情報をもとに、ポリシーの実効性を評価し、より

セキュリティレベルの高い、かつ、遵守可能なポリシーに更新しなければならない。 

 情報セキュリティ責任者は学長に点検・評価の結果を報告し、本学の全構成員に提示し

て啓発する。 
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   1. 情報セキュリティ対策推進会議 

    「情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」（平成 12 年 7 月 18 日） 

     http://www.kantei.go.jp/jp/it/security/taisaku/guideline.html 

   2. 大学の情報セキュリティポリシーに関する研究会 

    「大学における情報セキュリティポリシーの考え方」（平成 14 年 3 月 29 日） 

     http://www.kudpc.kyoto-u.ac.jp/Security/tosin2001.html 
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3号館

14号館

11号館

３号館 コンピューター室

NEC PC-MY21A/E-1
３－B１０２ コンピューター室 × ２１台
３－B１０３ コンピューター室 × ２１台
３－１００ コンピューター室 × ３２台
３－１０１ コンピューター室 × ５１台
３－１０２ コンピューター室 × ６２台
３－１０４ コンピューター室 × １８台
３－１０５ コンピューター室 × ４６台
３－１０６ コンピューター室 × ４６台
Apple iMac
３－１００ コンピューター室 × ４台

4号館

1号
館

8号館

１号館 コンピューター室

NEC PC-MY21A/E-1
１B－２０６ コンピューター室 × ６１台

１０号館 コンピューター室

Apple iMac
１０－２０５コンピューター室 × ２４台

NEC PC-MY21A/E-1
１０－２０６コンピューター室 × ６１台

10号館

13号館

15号館

計算サーバー(bosei)

NEC CX5000/F890
（SunFire V890) 

CPU 1.5GHz UltraSPARC Ⅳ+ ×8
主記憶 32GB

補助記憶 584GB  

計算サーバー(tx7)

NEC NEC TX7/i9610  

CPU Itanium2 32CPU

主記憶 128GB

補助記憶 292GB

ファイルサーバー

NEC Express5800

主記憶 4GB

補助記憶 46.5GB(RAID1)

授業支援サーバー
認証サーバ（LDAP)

DNSサーバー
キャッシュサーバー

Webサーバー

7号館
J,K,L館

国際会館

コムスクエア

７号館コンピューター室

NEC Mate MY21A/E-1

７－３０３コンピューター室 × ５３台

6号館

6号館コンピューター室

NEC Versa Pro VY-18A/W-1
６A－１０４コンピューター室 × ６３台

12号館

実験実習棟(1,2,6)

研究実験館(A,B,C)

未来科学

共同技術センター

糖鎖工学研究施設

17号館

１２号館コンピューター室

NEC Mate MY23A/E-1

１２－３０２コンピューター室 × ３６台

１２－３０３コンピューター室 × １５台
１２－３０４コンピューター室 × ２１台
１２－３０５コンピューター室 × １０１台
１２－３０６コンピューター室 × ６１台
１２－３０７コンピューター室A × ６１台
１２－３０７コンピューター室B × ６１台
１２－３０８コンピューター室 × ４５台
１２－３０９コンピューター室 × １０１台
１２－３１０コンピューター室 × ５１台
１２－４０１コンピューター室A × ６１台
１２－４０１コンピューター室B × ６９台
１２－４０２コンピューター室A × ６７台
１２－４０２コンピューター室B × ６７台

12号館

16号館コンピューター室

NEC Mate MY21A/E-1

１６－４０２コンピューター室 × ６４台
１６－４０３コンピューター室 × ６４台
１６－４０４コンピューター室 × ５７台
１６－４０５コンピューター室 × ５７台
１６－４０６コンピューター室 × ５３台
NEC Versa Pro VY-18A/W-1
１６－４０１コンピューター室 × ７９台

16号館

５号館コンピューター室

NEC Mate MY21A/E-1

５－２００コンピューター室 × ２２台
５－２０１コンピューター室 × ４５台
５－２０２コンピューター室 × ４９台
５－２０３コンピューター室 × １５台
５－２０４コンピューター室 × １６台
５－２０６コンピューター室 × ５３台
５－２０７コンピューター室 × ５３台
５－２０８基礎教育コンピューター室 ×５１台

メールサーバー

IDC

校舎間ネットワーク

e-VLAN網

研究実験館

(E,F,G,H)

９号館

研究実験館(D)

東海大学湘南校舎システム構成図
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湘南キャンパス案内図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

湘南キャンパス配置図 
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湘南キャンパスコンピューター室配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

３号館１階
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３号館事務室
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守衛室
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３－Ｂ１０２コンピューター室

（文学部第１ＰＣ室） 
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（文学部第２ＰＣ室） 
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１２号館４階

１６号館４階 

１２－４０１ 
コンピューター室Ａ 

１２－４０１ 
コンピューター室Ｂ 

１２－４０２ 
コンピューター室Ａ 

１２－４０２ 
コンピューター室Ｂ

１６－４０１ 

コンピューター室 

１６－４０２ 

コンピューター室 

１６－４０３ 

コンピューター室 

１６－４０４ 

コンピューター室 

１６－４０５ 

コンピューター室 

１６－４０６ 

コンピューター室 

EV 

EV 

EV 

ＷＣ 

ＷＣ 管理室 
相談応対電話 



各キャンパス 問い合わせ先 
 

キャンパス 所 在 地 

湘南キャンパス  

情報システム管理課 

〒２５９－１２９２ 神奈川県平塚市北金目１１１７ 
電話 ０４６３－５８－１２１１（代表）（内線２８１３） 

 http://www.cc.u-tokai.ac.jp/ 
代々木キャンパス  

代々木計算機室 

〒１５１―００６３ 東京都渋谷区富ヶ谷２－２８－４ 
電話 ０３－３４６７―２２１１（代表）（内線３３０） 
http://www.ycc.u-tokai.ac.jp/ 

高輪キャンパス  

高輪計算機室 

〒１０８－８６１９ 東京都港区高輪2-3-23 

電話 ０３－３４４１－１１７１（代表） 

沼津キャンパス 

 沼津計算機室 

〒４１０－０３９５ 静岡県沼津市西野３１７ 
電話 ０５５－９６８－１１１１（代表） 
http://www.ncc.u-tokai.ac.jp/ncc/ 

清水キャンパス 

 清水計算機室 

〒４２４―８６１０ 静岡県静岡市清水区折戸３－２０－１ 
電話 ０５４－３３４－０４１１（代表）（内線３４０１） 
http://www2.scc.u-tokai.ac.jp/www3/center/top/top.htm 

伊勢原キャンパス 

 伊勢原情報システム課 

〒２５９－１１９３ 神奈川県伊勢原市下糟屋１４３ 
電話 ０４６３―９３―１１２１（代表）（内線２６６５） 
http://web.icc.u-tokai.ac.jp/ 

熊本キャンパス  

熊本事務課 

〒８６２－８６５２ 熊本県熊本市渡鹿９－１－１ 

電話 ０９６－３８６－２６３７（直通） 

阿蘇キャンパス  

阿蘇事務課 

〒８６９－１４０４ 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽 

電話 ０９７６－６７－３９１０（直通） 

札幌キャンパス  

札幌事務課 

〒００５－８６０１ 北海道札幌市南区南沢５条１－１－１ 

電話 ０１１－５７１－５１１１（代表）（内線３６０） 

旭川キャンパス 

 旭川事務室 

〒０７０－８６０１ 北海道旭川市神居町忠和２２４ 

 電話 ０１６６－６１－５１１１（代表）（内線１９０） 

 
 
 
 

本書に登場するシステム名、製品名などは一般に各開発メーカーの登録商標です。 
ソフトウェアのバージョンは２００９年２月現在の状況で示しています。 

      
     本書の校舎情報等は２００９年２月現在の情報を基に作成しております。 
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