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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

サービスを行っています。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

に設置されている教育・研究用パソコンを本学学生及び教職員が利用するための手引です。 

「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）。 

「総合情報センター湘南キャンパスのホームページ」とは http://www.cc.u-tokai.ac.jp/ を

示します。 

利用にあたっては、「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、

「総合情報センターの利用における遵守事項（第３版）（７３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行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程」にのっとり取り扱

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（６３ページ）」を参照）。 

窓口は３、５、１２号館にあります（次ページを参照）。 

【窓口サービス時間】 

３、５、１２号館 平日９：００～１７：００ 土曜日９：００～１６：００ 

     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、パソコ

ンとサーバーの２つに分類されます。 

 各コンピューターは次ページにあるコンピューター室にて利用できます。 

  １号館、３号館、５号館、６号館、７号館、１０号館、１２号館、１６号館、1８号館、 

研究実験館 E の各コンピューター室に設置しています。 
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窓口及びコンピューター室配置図 
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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、18 号館、研究実験館 E にあります。 

各コンピューター室のパソコンはすべてネットワークに接続されており、パソコンでの利用

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、「付録：ソフトウェア（８３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（６４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行われて

いなければ利用できます。利用可能な時間帯は、３、５、１２、16、18 号館大型ディ

スプレイ、教室前パネルコンピューター、掲示、及び「総合情報センター湘南キャンパ

スのホームページ」⇒「授業について」内の「コンピューター室の利用状況」で確認で

きます。 

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方法です。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、「時間外利用申請」（６５ページ）」を参照）。 
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各コンピューター室について 

コンピューター室環境は以下のとおりです。 

○コンピューター室端末 

    シンクライアントシステム（ネットブート型）環境を提供します。シンクライアントシ 

ステムは、サーバーからネットワーク経由で OS 及びアプリケーションを読み込み起動す 

るシステムです。パソコンのディスクには一度読み込んだ OS 及びアプリケーションをキ 

ャッシュすることができ、2 回目以降の起動時間が短縮されます。 

他にも、利用経過後のパソコン性能を損なうことなく活用することができます。機器は、 

NEC Express5800/51Lg 等を導入し高速で高性能なハードウェアを搭載しています。 

   また、アプリケーションの仮想化技術も併せて構築することにより、コンピューター室 

の場所を選ばずにアプリケーションの利用が可能になるシステムも実現しています。 

なお、一部 Mac 環境も提供しています。 

 

  ○個人用フォルダー 

  コンピューター室のパソコンは、起動時に初期化されます。そのため、作成したファイ

ルはパソコンにログオンした時に割り当てられる、個人用フォルダー（記憶領域 最大

1GB）に保存してください。 

個人用フォルダーは、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   

場所を選ばずに利用することが可能です。ログイン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、個人用フォルダーのバックアップは行いません。 

     そのため、万一、システム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。 

   ※ファイルサーバーではウィルスチェックを行っています。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ますのでご了承ください。 

   ※研究室や自宅からも利用することが可能です。 

 

○画面転送システム 

    教師卓に設置されている操作パネルを利用することによって、プロジェクター及び学生

卓に設置されている中間ディスプレイに、教師卓のパソコンの画面を転送するシステムで

す。画面転送はハードウェア転送方式を採用しているため、パソコン画面だけではなく動

画なども遅延なくリアルタイムに転送できます。 

    また、教師卓には液晶ペンタブレットも設置されており、転送画面へ専用ペンで直接描 

画可能で、授業の効率化を図っています。 

 

4



○印刷環境 

オンデマンド印刷環境を提供します。オンデマンド印刷とは、利用しているパソコンからネ

ットワーク経由で印刷指示を出すことにより、利用しているコンピューター室に設置されてい

る印刷端末、及び別のコンピューター室に設置されている印刷端末からも印刷物が出力できる

システムです。※印刷指示は、1 日で削除されます。 

◆プリンター 

設置場所 全コンピューター室 

出力可能用紙サイズ A4 

印刷 モノクロ/カラー 

標準設定 モノクロ両面印刷 

（片面印刷/カラー印刷を行う場合は、印刷時に設定を変更して

ください。） 

利用方法 印刷指示を出し、出力したいプリンターでユーザー認証を 

行うことで、印刷物が出力されます。学生は学生証、教職員は身

分証明書による認証が可能です。 

利用制限 ポイントによる印刷枚数制限を行っています。 

・モノクロ：１枚 1 ポイント、カラー：１枚 2 ポイント 

・1 セメスター400 ポイントまで 

(春)4 月 1 日～9 月 30 日：400 ポイント 

(秋)10 月 1 日～3 月 31 日：400 ポイント 

1 回の印刷：最大出力値 100 ポイント 

印刷枚数上限値変更 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

り変更することができます。（詳細は、「印刷枚数変更申請」（６

５ページ）を参照） 

◆プロッター 

設置場所 12-303 コンピューター室、12-401 コンピューター室 AB 

12-402 コンピューター室 AB 

出力可能用紙サイズ A0、A1、A3、A4 

印刷 モノクロ 

標準設定 モノクロ片面印刷 

利用方法 印刷指示を出す際、出力したいプロッターを選択し、印刷指示を

出したプロッターでユーザー認証を行うことで、印刷物が出力さ

れます。学生は学生証での認証が可能です。 

利用制限 CAD 系ソフトウェア（AutoCAD201４、Solid Works、

MIDAS/Gen、CADPAC 2D 等）を利用した建築や機械等の図

面を出力する目的以外での利用は、お控えください。 
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○大型タブレット端末 

大型タブレット端末とは、５２型モニターを               

搭載したテーブル型タブレット端末です。 

大型タブレット端末では、データはすべて「カード」

として表示され、マルチタッチ操作で直感的に加工

することができます。 

設置場所 12-308 コンピューター室 

 

◆機能 

ホワイトカード 
ホワイトボードのように、タッチ操作で自由に書込みがで

きる機能です。 

キャプチャー 画面をそのままキャプチャーすることができる機能です。 

スロー 

カードを指定の場所に投げ入れるだけで、簡単にコンピュ

ーター室内の大型モニターにデータを投影させることが

できる機能です。 

Network Display 
教師卓端末・学生端末の画面を取込み、リモート操作でき

る機能です。 

タブレット端末連携 
ネットワーク経由で、簡単にタブレット端末と画像の送受

信ができる機能です。 

スキャナー 
紙媒体の資料を即座にカードとして取込むことができる

機能です。 

Web ブラウザー 
パソコンのように Web ページを閲覧することができる機

能です。 

USB メモリー接続 USB メモリーのデータを取込むことができる機能です。 

デジタルカメラ連携 
指定の場所にデジタルカメラ（*TransferJet 対応）を置

くだけで、データを取込むことができる機能です。 

 

○共通ソフトウェア 

全コンピューター室に共通して導入されているソフトウェアは以下のとおりです。 

また、他のソフトウェアの詳細については、８３ページを参照してください。 

   【製品名】 

Microsoft Office 2010（Word , Excel , PowerPoint , Access） 

     Visual Studio 2010（Basic , C++ , C#）、Acrobat、 Adobe Reader、JDK 

     Flash Player、Internet Explorer、Libre Office、Mathematica、Lhaplus 

     Mozilla Firefox、Paint Shop Pro、Quick Time、Real Player、WinDVD 

     Windows Media Player、TeraTerm、TeraPad、WinSCP 

Windows Live ムービーメーカー、Google Chrome 
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各コンピューター室の場所、利用方法、利用時間、設置機種及び台数、視聴覚設備、周辺機

器、ソフトウェア（その他、詳細は８３ページを参照）、レイアウトは次のとおりです。 

 

○1 号館コンピューター室（1 号館 B 翼２階） 

室名 1B-206 コンピューター室 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 

9:00～22:00 
土曜日 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：61 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク - 

プロジェクター - 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 - 

大型モニター - 

周辺機器 
プリンター：2 台             

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 
共通ソフトウェア           

Adobe Flash (CS5) 

レイアウト 

 

備考 ・プロジェクターを 3 号館窓口で貸し出し 

  

 

【出入口】 

プリンター 

【出入口】 
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○3 号館コンピューター室（3 号館 1 階） 

室名 3-100 コンピューター室 

利用方法 個人 

利用時間 
平日 

9:00～22:00 
土曜日 

設置機器 
Windows NEC Express5800/51Lg：32 台 

Mac iMac：4 台 

周辺機器 

プリンター：３台            

DVD スーパーマルチドライブ（Windows） 

スキャナー：5 台（Windows(4),Mac(1)） 

ヘッドフォン：4 個（Mac） 

MIDI 鍵盤：4 個（Mac） 

オーディオインターフェース：4 個（Mac） 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア 

Windows 

Adobe Dreamweaver（CS5）

Adobe Flash（CS5） 

Adobe Illustrator（CS5） 

Adobe PhotoShop（CS5） 

Adobe PremierePro（CS4） 

共通ソフトウェア       Mac 

レイアウト 

 

備考 

・周辺機器(ヘッドフォン、MIDI 鍵盤)は 3 号館窓口で

貸し出し 

・印刷専用端末 2 台設置 

 

プ
リ
ン
タ
ー

プリンター 

【出入口】 

【3号館窓口】

印
刷
専
用

プ
リ
ン
タ
ー

【3-105 へ】 【3-106 へ】
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室名 3-101 コンピューター室 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 

9:00～22:00 
土曜日 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：53 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク ○ 

プロジェクター - 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 ○ 

持込 AV 機器 - 

大型モニター - 

周辺機器 
プリンター：1 台 

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア           

Adobe Dreamweaver（CS5） 

Adobe Flash（CS5） 

Adobe Illustrator（CS5） 

Adobe PhotoShop（CS5） 

Adobe PremierePro（CS4） 

レイアウト 

 

備考 

・連続教室として利用可(3-102 コンピューター室) 

・マイク、プロジェクター、書画カメラを 3 号館窓口

で貸し出し 

  

プリンター 

【出入口】 
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室名 3-102 コンピューター室 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 

9:00～22:00 
土曜日 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：62 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク ○ 

プロジェクター - 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 ○ 

持込 AV 機器 - 

大型モニター - 

周辺機器 
プリンター：1 台          

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア           

Adobe Dreamweaver（CS5） 

Adobe Flash（CS5） 

Adobe Illustrator（CS5） 

Adobe PhotoShop（CS5） 

Adobe PremierePro（CS4） 

レイアウト 

 

備考 

・連続教室として利用可(3-101 コンピューター室) 

・マイク、プロジェクター、書画カメラを 3 号館窓口

で貸し出し 

  

プリンター 

【出入口】 
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室名 3-104 コンピューター室 

利用方法 個人 

利用時間 
平日 

9:00～22:00 
土曜日 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：18 台 

周辺機器 
プリンター：2 台 

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア          

Adobe Dreamweaver（CS5） 

Adobe Flash（CS5） 

Adobe Illustrator（CS5） 

Adobe PhotoShop（CS5） 

Adobe PremierePro（CS4） 

レイアウト 

 

備考 - 

 

プリンター 

【出入口】 
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室名 3-105 コンピューター室 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 

9:00～22:00 
土曜日 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：46 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク ○ 

プロジェクター - 

画面転送システム - 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 ○ 

大型モニター ○ 

周辺機器 
プリンター：1 台      

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア           

Adobe Dreamweaver（CS5） 

Adobe Flash（CS5） 

Adobe Illustrator（CS5） 

Adobe PhotoShop（CS5） 

Adobe PremierePro（CS4） 

レイアウト 

 

備考 
・連続教室として利用可(3-106 コンピューター室) 

・マイク、書画カメラを 3 号館窓口で貸し出し 

  

プリンター 

大型モニター 

【3-100 へ】 

【出入口】 

大型モニター 

大型モニター 大型モニター 

【3-106 へ】↑ 
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室名 3-106 コンピューター室 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 

9:00～22:00 
土曜日 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：46 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク ○ 

プロジェクター - 

画面転送システム - 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 ○ 

大型モニター ○ 

周辺機器 
プリンター：1 台           

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア           

Adobe Dreamweaver（CS5） 

Adobe Flash（CS5） 

Adobe Illustrator（CS5） 

Adobe PhotoShop（CS5） 

Adobe PremierePro（CS4） 

レイアウト 

 

備考 
・連続教室として利用可(3-105 コンピューター室) 

・マイク、書画カメラを 3 号館窓口で貸し出し 

プリンター 

大型モニター

大型モニター 

【3-100 へ】 

大型モニター 大型モニター 

【3-105 へ】↓ 
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室名 3-B102 コンピューター室 AB 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 9:00～17:00 

土曜日 9:00～15:30 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：33 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク ○ 

プロジェクター - 

画面転送システム - 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 ○ 

大型モニター ○ 

周辺機器 
プリンター：1 台 

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア           

Adobe Dreamweaver（CS5） 

Adobe Flash（CS5） 

Adobe Illustrator（CS5） 

Adobe PhotoShop（CS5） 

Adobe PremierePro（CS4） 

レイアウト 

 

備考 
・マイク、書画カメラ、持込 PC 用 RGB ケーブルを

3 号館窓口で貸し出し 

 

 

プリンター 

大型モニター 大型モニター 

【出入口】 

【出入口】 
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○5 号館コンピューター室（5 号館 2 階） 

室名 5－201 コンピューター室 

利用方法 個人 

利用時間 
平日 

9:00～22:00 
土曜日 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：42 台 

周辺機器 

プリンター：1 台           

スキャナー：2 台 

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア           

Adobe Dreamweaver（CS5） 

Adobe Flash（CS5） 

Adobe Illustrator（CS5） 

Adobe PhotoShop（CS5） 

Adobe PremierePro（CS4） 

Delphi 

SPSS 

レイアウト 

 

 

備考 - 

プリンター 
【出入口】 【出入口】 
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室名 5－202 コンピューター室 

利用方法 個人 

利用時間 
平日 

9:00～22:00 
土曜日 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：38 台 

周辺機器 

プリンター：1 台 

スキャナー：1 台 

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア           

Adobe Dreamweaver（CS5） 

Adobe Flash（CS5） 

Adobe Illustrator（CS5） 

Adobe PhotoShop（CS5） 

Adobe PremierePro（CS4） 

Delphi 

SPSS 

レイアウト 

 

備考 - 

  

プリンター 

【出入口】 【出入口】 
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室名 5－204 コンピューター室 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 

9:00～22:00 
土曜日 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：16 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク - 

ピンマイク - 

プロジェクター - 

画面転送システム - 

教師卓 PC 音声出力 - 

持込 PC 画面出力 - 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 - 

大型モニター ○ 

周辺機器 
プリンター：1 台            

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア           

ANSYS（14） 

ANSYS FLUENT（14） 

AutoCAD（201４） 

Discovery Studio（3.0） 

Gauss View（5） 

Matlab（R2010a） 

SPSS 

レイアウト 

 

備考 ・書画カメラを 5 号館窓口で貸し出し 

 

プリンター 

大型モニター【出入口】 
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室名 5－206 コンピューター室 

利用方法 個人 

利用時間 
平日 

9:00～22:00 
土曜日 

設置機器 
Windows NEC Express5800/51Lg：40 台 

Mac iMac：2 台 

周辺機器 

プリンター：1 台 

スキャナー：1 台 

DVD スーパーマルチドライブ（Windows） 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア 

Windows 

Adobe Dreamweaver（CS5）

Adobe Flash（CS5） 

Adobe Illustrator（CS5） 

Adobe PhotoShop（CS5） 

Adobe PremierePro（CS4） 

Delphi 

SPSS 

共通ソフトウェア       Mac 

レイアウト 

 

備考 - 

  
プリンター 

【出入口】 【出入口】 

【5-207 へ】
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室名 5－207 コンピューター室 

利用方法 個人 

利用時間 
平日 

9:00～22:00 
土曜日 

設置機器 
Windows NEC Express5800/51Lg：40 台 

Mac iMac：2 台 

周辺機器 

プリンター：1 台               

スキャナー：1 台 

DVD スーパーマルチドライブ（Windows） 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア 

Windows 

Adobe Dreamweaver（CS5）

Adobe Flash（CS5） 

Adobe Illustrator（CS5） 

Adobe PhotoShop（CS5） 

Adobe PremierePro（CS4） 

Delphi 

SPSS 

共通ソフトウェア       Mac 

レイアウト 

 

備考 - 

  
プリンター 

【出入口】 【出入口】 

【5-206 へ】
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○6 号館コンピューター室（6 号館 A 棟 1 階） 

室名 6A-104 コンピューター室 

利用方法 授業 

設置機器 NEC VersaPro  VY-B：63 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク - 

プロジェクター ○ 

画面転送システム - 

教師卓 PC 音声出力 - 

持ち込み PC 画面出力 - 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 - 

大型モニター - 

周辺機器 
プリンター：1 台              

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 
共通ソフトウェア           

Delphi 

レイアウト 

 

備考 
・6 号館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 

 

 

プリンター 
スクリーン 

プロジェクター

【出入口】 
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○7 号館コンピューター室（7 号館 3 階） 

室名 7-303 コンピューター室 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 9:00～17:00 

土曜日 9:00～15:30 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：49 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク ○ 

プロジェクター - 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 - 

大型モニター - 

周辺機器 
プリンター：1 台              

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 
共通ソフトウェア           

SPSS 

レイアウト 

 

備考 

・7 号館 2 階体育学部事務室にて授業の担当教員が 

AV ラックの鍵を借りてください 

・プロジェクターを 5 号館窓口で貸し出し 

  

プリンター 

【出入口】 

【出入口】 
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○10 号館コンピューター室（10 号館 2 階） 

室名 10-205 コンピューター室 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 

9:00～22:00 
土曜日 

設置機器 iMac：24 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク - 

プロジェクター - 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 - 

大型モニター - 

周辺機器 

プリンター：1 台                 

スキャナー：11 台 

ヘッドフォン：24 個 

MIDI 鍵盤：24 個 

オーディオインターフェース：24 個 

ソフトウェア 共通ソフトウェア（Mac）       

レイアウト 

                        

備考 

・10 号館守衛室にて授業の担当教員が備品ロッカー

の鍵を借りてください（MIDI 鍵盤,スキャナー） 

・プロジェクターを 3 号館窓口で貸し出し 

プリンター 

【出入口】 

【出入口】 
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室名 10-206 コンピューター室 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 

9:00～22:00 
土曜日 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：57 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク - 

プロジェクター - 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 - 

大型モニター - 

周辺機器 
プリンター：2 台              

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア           

Adobe Illustrator（CS5） 

Adobe PhotoShop（CS5） 

Adobe PremierePro（CS4） 

ASTEC-X 

Autodesk 3ds Max（2013） 

S-PLUS 

SPSS 

レイアウト 

 

備考 ・プロジェクターを 3 号館窓口で貸し出し 

  

プリンター 

【出入口】 

【出入口】 
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○12 号館 3 階コンピューター室（12 号館 3 階） 

室名 12-302 コンピューター室 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 

9:00～22:00 
土曜日 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：36 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク  

プロジェクター - 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 - 

大型モニター - 

周辺機器 
プリンター：1 台                

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア             

Adobe Dreamweaver（CS5） 

Adobe Flash（CS5） 

Adobe Illustrator（CS5） 

Adobe PhotoShop（CS5） 

Adobe PremierePro（CS4） 

AutoCAD（2014） 

Matlab（R2010a） 

レイアウト 

 

備考 
・マイク、プロジェクター、書画カメラを 12 号館窓口で

貸し出し 

  プリンター 

【出入口】 【出入口】 
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室名 12-303 コンピューター室 

利用方法 個人 

利用時間 
平日 

9:00～22:00 
土曜日 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：15 台（23 型ワイド） 

周辺機器 

プリンター：1 台                

プロッター：1 台 

スキャナー：5 台 

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア             

ANSYS（14） 

ANSYS FLUENT（14） 

AutoCAD（2014） 

Discovery Studio（3.0） 

Gauss View（5） 

Matlab（R2010a） 

MD Nastran 

SPSS 

レイアウト 

 

備考 - 

 

 

 

プリンター 
【出入口】 

プロッター 
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室名 12-304 コンピューター室 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 9:00～17:00 

土曜日 9:00～15:30 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：21 台（23 型ワイド） 

視聴覚設備 

ハンドマイク - 

ピンマイク - 

プロジェクター - 

画面転送システム - 

教師卓 PC 音声出力 - 

持込 PC 画面出力 - 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 - 

大型モニター ○ 

周辺機器 
プリンター：1 台                

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア             

ANSYS（14） 

ANSYS FLUENT（14） 

AutoCAD（2014） 

Discovery Studio（3.0） 

Gauss View（5） 

Matlab（R2010a） 

MD Nastran 

SPSS 

レイアウト 

 

備考 ・書画カメラを 12 号館窓口で貸し出し 

 

 

 

 

 

 

 プリンター 大型モニター

【出入口】 
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室名 12-305 コンピューター室 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 9:00～17:00 

土曜日 9:00～15:30 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：101 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク - 

プロジェクター - 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 - 

大型モニター - 

周辺機器 
プリンター：1 台                

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア             

AutoCAD（2014） 

Matlab（R2010a） 

レイアウト 

 

備考 
・マイク、プロジェクター、書画カメラを 12 号館窓口で

貸し出し 

  

プリンター 

【出入口】 

【出入口】 

〔柱〕 
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室名 12-306 コンピューター室 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 9:00～17:00 

土曜日 9:00～15:30 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：61 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク - 

プロジェクター - 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 - 

大型モニター ○ 

周辺機器 
プリンター：1 台                

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア             

Adobe Dreamweaver（CS5） 

Adobe Flash（CS5） 

Adobe Illustrator（CS5） 

Adobe PhotoShop（CS5） 

Adobe PremierePro（CS4） 

AutoCAD（2014） 

レイアウト 

 

備考 
・マイク、プロジェクター、書画カメラを 12 号館窓口で

貸し出し 

  

プ
リ
ン
タ
ー 

大型モニター 大型モニター

大型モニター 大型モニター 

【出入口】 
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室名 12-307 コンピューター室 A 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 9:00～17:00 

土曜日 9:00～15:30 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：61 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク - 

プロジェクター ○ 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 - 

大型モニター - 

周辺機器 
プリンター：1 台                   

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア              

AutoCAD（201４） 

Delphi 

Matlab（R2010a） 

レイアウト 

 

備考 
・連続教室として利用可(12-307 コンピューター室 B) 

・マイク、書画カメラを 12 号館窓口で貸し出し 

 

プ
リ
ン
タ
ー 

スクリーン 

プロジェクター

【出入口】 

【出入口】 

【12-307Bへ】 
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室名 12-307 コンピューター室 B 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 9:00～17:00 

土曜日 9:00～15:30 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：61 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク - 

プロジェクター ○ 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 - 

大型モニター - 

周辺機器 
プリンター：1 台                

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア             

AutoCAD（201４） 

Delphi 

Matlab（R2010a） 

レイアウト 

 

備考 
・連続教室として利用可(12-307 コンピューター室 A) 

・マイク、書画カメラを 12 号館窓口で貸し出し 

 
プリンター 

スクリーン 

プロジェクター

【出入口】 

【出入口】 

【12-307Aへ】 
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室名 12-308 コンピューター室 

利用方法 授業 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：49 台（23 型ワイド） 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク ○ 

プロジェクター - 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 ○ 

持込 AV 機器 ○ 

大型モニター ○ 

周辺機器 

プリンター：1 台                

DVD スーパーマルチドライブ 

Blu-ray レコーダー 

大型タブレット端末 

ソフトウェア 共通ソフトウェア            

レイアウト 

 

備考 

・12 号館窓口で授業の担当教員が鍵を借り、開閉室を 

行ってください 

・マイク、書画カメラを 12 号館窓口で貸し出し 

 

プ
リ
ン
タ
ー 

大型モニター

大型モニター

【出入口】 

大型タブレット端末 
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室名 12-309 コンピューター室 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 9:00～17:00 

土曜日 9:00～15:30 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：101 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク - 

プロジェクター - 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 - 

大型モニター - 

周辺機器 
プリンター：1 台                

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア             

AutoCAD（2014） 

Matlab（R2010a） 

レイアウト 

 

備考 
・マイク、プロジェクター、書画カメラを 12 号館窓口で

貸し出し 

  

プリンター 
【出入口】 

【出入口】 

〔柱〕 
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室名 12-310 コンピューター室 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 

9:00～22:00 
土曜日 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：51 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク - 

プロジェクター - 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 - 

大型モニター - 

周辺機器 
プリンター：1 台                

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア            

Adobe Dreamweaver（CS5） 

Adobe Flash（CS5） 

Adobe Illustrator（CS5） 

Adobe PhotoShop（CS5） 

Adobe PremierePro（CS4） 

AutoCAD（2014） 

Matlab（R2010a） 

SPSS 

レイアウト 

 

備考 
・マイク、プロジェクター、書画カメラを 12 号館窓口で

貸し出し 

 

  
プ
リ
ン
タ
ー 

【出入口】 【出入口】 
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○12 号館 4 階コンピューター室（12 号館 4 階） 

室名 12-401 コンピューター室 A 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 9:00～17:00 

土曜日 9:00～15:30 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：61 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク ○ 

プロジェクター - 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 - 

大型モニター - 

周辺機器 

プリンター：1 台                

プロッター：1 台 

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア             

ASTEC-X 

AutoCAD（201４） 

Autodesk Inventor Pro（201４） 

CADPAC ２D 

MIDAS/Gen 

SolidWorks（2011） 

レイアウト 

 

備考 

・連続教室として利用可(12-401 コンピューター室 B) 

・マイク、プロジェクター、書画カメラを 12 号館窓口で

貸し出し 

  

プリンター 

【出入口】 

【12-401Bへ】

プロッター 

〔柱〕 

〔柱〕 
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室名 12-401 コンピューター室 B 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 9:00～17:00 

土曜日 9:00～15:30 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：69 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク ○ 

プロジェクター - 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 - 

大型モニター - 

周辺機器 

プリンター：1 台                

プロッター：1 台 

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア             

ASTEC-X 

AutoCAD（201４） 

Autodesk Inventor Pro（201４） 

CADPAC ２D 

MIDAS/Gen 

SolidWorks（2011） 

レイアウト 

 

備考 

・連続教室として利用可（12-401 コンピューター室 A）

・マイク、プロジェクター、書画カメラを 12 号館窓口で

貸し出し 

  

プリンター 

【出入口】 
プロッター 

【12-401A へ】
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室名 12-402 コンピューター室 A 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 

9:00～22:00 
土曜日 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：67 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク ○ 

プロジェクター ○ 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 - 

大型モニター - 

周辺機器 

プリンター：1 台                

プロッター：1 台 

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア             

ASTEC-X 

AutoCAD（201４） 

Autodesk Inventor Pro（201４） 

CADPAC ２D 

MIDAS/Gen 

SolidWorks（2011） 

レイアウト 

 

備考 
・連続教室として利用可(12-402 コンピューター室 B) 

・マイク、書画カメラを 12 号館窓口で貸し出し 

 
プ
リ
ン
タ
ー 

スクリーン 

プロジェクター

【出入口】 

【出入口】 

【12-402Bへ】 

プロッター 
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室名 12-402 コンピューター室 B 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 

9:00～22:00 
土曜日 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：67 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク ○ 

プロジェクター ○ 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 - 

大型モニター - 

周辺機器 

プリンター：1 台                

プロッター：1 台 

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 

共通ソフトウェア             

ASTEC-X 

AutoCAD（201４） 

Autodesk Inventor Pro（201４） 

CADPAC ２D 

MIDAS/Gen 

SolidWorks（2011） 

レイアウト 

 

備考 
・連続教室として利用可(12-402 コンピューター室 A) 

・マイク、書画カメラを 12 号館窓口で貸し出し 

 

プリンター 

スクリーン 

プロジェクター

【
出
入
口
】

【
出
入
口
】

【12-402Aへ】 

プロッター 

37



○16 号館コンピューター室（16 号館 4 階） 

室名 16-401 コンピューター室 

利用方法 授業 

設置機器 NEC VersaPro  VY-B：79 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク - 

プロジェクター ○ 

画面転送システム - 

教師卓 PC 音声出力 - 

持込 PC 画面出力 - 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 - 

大型モニター - 

周辺機器 
プリンター：1 台              

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 
共通ソフトウェア           

Delphi 

レイアウト 

 

備考 

・16 号館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 

・マイク、AV 機器を 16 号館講師室にて貸し出し 

 

 

プリンター 

スクリーン 

プロジェクター

【出入口】 

【出入口】 
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室名 16-402 コンピューター室 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 9:00～17:00 

土曜日 9:00～15:30 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：59 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク - 

プロジェクター ○ 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 ○ 

大型モニター - 

周辺機器 
プリンター：1 台              

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 
共通ソフトウェア           

AutoCAD（201４） 

レイアウト 

 

備考 

・連続教室として利用可(16-403 コンピューター室)

・連続教室利用の場合、16-40２コンピューター室の

 マイクを利用 

・マイク、AV 機器を 16 号館講師室にて貸し出し 

・パーティションは利用者で開閉を行ってください 

 

プリンター 
スクリーン 

プロジェクター

【出入口】 
【16-403 へ】 

〔柱〕 
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室名 16-403 コンピューター室 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 9:00～17:00 

土曜日 9:00～15:30 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：59 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク - 

プロジェクター ○ 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 ○ 

大型モニター - 

周辺機器 
プリンター：1 台              

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 
共通ソフトウェア           

AutoCAD（201４） 

レイアウト 

 

備考 

・連続教室として利用可(16-402 コンピューター室)

・連続教室利用の場合、16-40２コンピューター室の

 マイクを利用 

・マイク、AV 機器を 16 号館講師室にて貸し出し 

・パーティションは利用者で開閉を行ってください 

 

プリンター スクリーン 

プロジェクター

【出入口】 

【16-402 へ】 

〔柱〕 
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室名 16-404 コンピューター室 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 9:00～17:00 

土曜日 9:00～15:30 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：57 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク - 

プロジェクター ○ 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 ○ 

大型モニター - 

周辺機器 
プリンター：1 台        

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 
共通ソフトウェア           

AutoCAD（201４） 

レイアウト 

 

備考 

・連続教室として利用可(16-405 コンピューター室)

・連続教室利用の場合、16-405 コンピューター室の

 マイクを利用 

・マイク、AV 機器を 16 号館講師室にて貸し出し 

・パーティションは利用者で開閉を行ってください 

 

プリンター 

スクリーン 

プロジェクター

【出入口】 

【16-405 へ】

〔柱〕 

41



室名 16-405 コンピューター室 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 9:00～17:00 

土曜日 9:00～15:30 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：55 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク - 

プロジェクター ○ 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 ○ 

大型モニター - 

周辺機器 
プリンター：1 台          

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 
共通ソフトウェア           

AutoCAD（2014） 

レイアウト 

 

備考 

・連続教室として利用可(16-404 コンピューター室)

・連続教室利用の場合、16-405 コンピューター室の

 マイクを利用 

・マイク、AV 機器を 16 号館講師室にて貸し出し 

・パーティションは利用者で開閉を行ってください 

 

プリンター 

スクリーン 

プロジェクター

【出入口】 

〔柱〕 

【16-404 へ】 
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室名 16-406 コンピューター室 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 9:00～17:00 

土曜日 9:00～15:30 

設置機器 NEC Express5800/51Lg：53 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク - 

プロジェクター ○ 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 - 

持込 AV 機器 ○ 

大型モニター - 

周辺機器 
プリンター：1 台              

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 
共通ソフトウェア           

AutoCAD（201４） 

レイアウト 

 

備考 ・マイク、AV 機器を 16 号館講師室にて貸し出し 

 

 

プリンター 

スクリーン 

プロジェクター

【出入口】 

【出入口】 
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○18 号館コンピューター室（18 号館１階） 

室名 18-104 コンピューター室 A 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 

9:00～22:00 
土曜日 

設置機器 NEC Express5800/5２Xa：６1 台（21.5 型ワイド）

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク ○ 

プロジェクター ○ 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力（HDMI 対応） ○ 

持込 PC ネットワーク接続 ○ 

持込 AV 機器 ○ 

大型モニター - 

周辺機器 

プリンター：1 台              

DVD スーパーマルチドライブ 

※教師卓 PC Blu-ray ドライブ 

ソフトウェア 
Windows 7 

共通ソフトウェア 

Delphi 

Windows 8.1 共通ソフトウェア 

レイアウト 

 

備考 ・連続教室として利用可(1８-１04 コンピューター室 B)

スクリーン 

プリンター 

プロジェクター

【出入口】 【出入口】 
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室名 18-104 コンピューター室 B 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 

9:00～22:00 
土曜日 

設置機器 NEC Express5800/5２Xa：６1 台（21.5 型ワイド）

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク ○ 

プロジェクター ○ 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力（HDMI 対応） ○ 

持込 PC ネットワーク接続 ○ 

持込 AV 機器 ○ 

大型モニター - 

周辺機器 

プリンター：1 台              

DVD スーパーマルチドライブ 

※教師卓 PC Blu-ray ドライブ 

ソフトウェア 
Windows 7 

共通ソフトウェア 

Delphi 

Windows 8.1 共通ソフトウェア 

レイアウト 

 

備考 ・連続教室として利用可(1８-１04 コンピューター室 A)

スクリーン 

プロジェクター

プリンター 

【出入口】 【出入口】 
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○研究実験館 E コンピューター室（研究実験館 E１階） 

室名 E-104 コンピューター室 

利用方法 個人、授業 

利用時間 
平日 9:00～17:00 

土曜日 9:00～15:30 

設置機器 NEC Express5800/51Ma：31 台 

視聴覚設備 

ハンドマイク ○ 

ピンマイク ○ 

プロジェクター - 

画面転送システム ○ 

教師卓 PC 音声出力 ○ 

持込 PC 画面出力 ○ 

持込 PC ネットワーク接続 ○ 

持込 AV 機器 ○ 

大型モニター ○ 

周辺機器 
プリンター：1 台              

DVD スーパーマルチドライブ 

ソフトウェア 共通ソフトウェア           

レイアウト 

 

備考 - 

 

 

プリンター 

大型モニター 

【出入口】 

【出入口】 
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2．各種コンピューターの利用 

パソコン、メールサーバー、計算サーバー、授業支援システム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」の手続きを行う必要があります。「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、「計算機利用申請（教育利用）」

及び「計算機利用申請（研究利用）」（６４,６６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行っているものとします。

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行ってください（詳細は、

「計算サーバー利用申請（６６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。 

 
パスワードの管理 

   パソコン、メールサーバー、計算サーバー、授業支援システム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。パスワードを他人に知られてしまうとログイン名を不正

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 

「総合情報センター湘南キャンパスのホームページ」⇒「パスワード変更」にて変更でき

ます。 

 

○パスワードの再設定 

「総合情報センター情報サービス利用通知書」、又は「ログイン名と初期パスワードについ

て」（入学許可証付随）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「情報サービスパスワード再発行申請」（６４ページ）を行ってください。 

なお、「総合情報センター情報サービス利用通知書」、又は「ログイン名と初期パスワード

について」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

急この手続きを行ってください。 
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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 
パソコン 各コンピューター室*1 

メールサーバー 

各コンピューター室及び研究室などのネットワークを介して 計算サーバー 

授業支援システム 
 

*1 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 

パソコン 
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。*1 

メールサーバー 

原則として２４時間毎日利用できます。*2 計算サーバー 

授業支援システム 

 

*1 パソコン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。時間外利用を行うには事前に手続きが必要で

す（詳細は、「時間外利用申請（６５ページ）」を参照）。 

*2 障害発生等でシステムメンテナンスの必要がある場合、及びシステムアップデート（３：００～７：００）のために

サービスを停止する場合があります。 
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2-１．メールサーバーの利用 

利用方法 

利用方法として、Web ブラウザーから利用する方法と電子メールソフトウェアを利用す

る方法があります。 

◆Web ブラウザーから利用 

Web ブラウザーから利用する場合は、「総合情報センター湘南キャンパスのホーム

ページ」⇒「Web メール」を利用していただくか、以下の URL を入力してください。 

 

URL https://mail.tokai-u.jp/ 

 

利用方法や各種設定に関しては、「総合情報センター湘南キャンパスのホームページ」

⇒「サポート情報」内の｢電子メールの利用について｣から「Web メール（DEEPMail）

の基本操作」を参照してください。 

◆電子メールソフトウェアを利用 

研究室や学外のコンピューターから、電子メールソフトウェアを使用して利用する場

合の利用方法や各種設定に関しては、「総合情報センター湘南キャンパスのホームぺ 

—ジ」⇒「サポート情報」内の「電子メールの利用について」から「電子メールソフ

トの設定」を参照してください。 

 

メールサーバーを利用する場合のサーバー名と接続方法は以下のとおりです。 

サーバー名 mail.tokai-u.jp 

 

接続方法 

受信プロトコル（ポート番号）
POPS（９９５） 

IMAPS（９９３） 

送信プロトコル（ポート番号）
SMTPS（４６５） 

SMTP Auth 

 

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、「総合情報センター湘南キャンパスのホームページ」⇒「サポート情報」内の「電子

メールの利用について」から「任意メールアドレスについて」を参照してください。 

※任意のメールアドレスを登録した場合、３０日間経過するまで再度登録することはで 

きません。また、任意のメールアドレスを変更すると、利用していたメールアドレス 

は 1 年間（３６５日）誰も取得することができなくなります。      
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各種セキュリティ対策について 

   ○迷惑メール対策 

◆S25R 方式の採用 

 メールを送信するサーバーの正当性を判定します。不当と判断されたサーバーから 

のメールは Greylisting 方式の判定対象となります。 

◆Greylisting 方式の採用 

 メールの受信を拒否するブラックリスト、迷惑メールの判定をせずに受信を許可する 

ホワイトリストと併せて、受信を一旦保留するグレイリストを用いる方法です。正し 

いメール通信手順により、再度通信されたメールは受信されます。 

◆迷惑メールフィルター（CLOUDMARK）の採用 

     迷惑メールか否かを判断するための情報をデーターベース化しており、その条件に 

該当するものを迷惑メールと判断します。迷惑メールと判断された場合、受信メール

の件名の先頭に [spam] の文字列が追記されます。 

 

   ○ウィルス対策 

◆ウィルス対策ソフト（Sophos AV）の導入 

 ウィルス対策ソフトによって、送受信メールの安全性をサーバー上で確認します。 

 

   ○なりすまし対策 

◆SPF(Sender Policy Framework)の適用 

 メールの送信元アドレスの詐称を防ぐための送信ドメイン認証技術です。大学の 

メールアドレスから送られたメールが、大学のメールサーバーから送信されたかを判 

断する情報を、受信者側に提供しています。 

   

○アカウント不正利用対策 

◆メール送信時のユーザー認証（SMTP Auth）の適用 

 メール送信時にユーザー認証を行う方法です。ユーザー認証を行うことによりメール 

の不正中継や、メールアカウントの不正利用を防ぐことができます。 

 

   ○データの安全性対策 

◆メールの暗号化通信の適用 

 送信者側とサーバー間の通信をすべて暗号化するため、通信が盗聴されても内容を 

読み取ることはできません。 
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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 1GB 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。 

 

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、メールを受信できなくなりますのでご注意

ください。  

 

 

 

東海大学メールサーバー 外部メールサーバー 

各種セキュリティ対策実施図 

東海大学 

利用者

ＳＰＦ 

“なりすまし”の検証 

暗号化通信 

【メール送信】 
ウィルスチェック 

メール送信認証 

SMTP Auth 

暗号化通信 

【メール受信】 

迷惑メール判定 

迷惑メール 

フィルター 

S25R 

Greylisting 

ウィルスチェック 
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ファイル使用量の確認方法 

メールサーバーの各自のファイル使用量は、Web メールのホーム画面で確認できます。

詳しくは、「総合情報センター湘南キャンパスのホームページ」⇒「アカウント情報」内

にある「情報の確認」から「メールサーバーのファイル使用量確認方法」を参照してく

ださい。 

 

メーリングリスト 

研究活動または組織で利用するメーリングリストを作成することができます（詳細は、

「メーリングリスト利用申請(６９ページ)」を参照）。 
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2-2．計算サーバーの利用 

計算サーバーは授業での実習目的と研究での高速な計算処理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の場合は「教育利用」の手続きをしてください。また

規模の大きい計算や並列プログラムの実行を行う場合は「研究利用」の手続きをして利用してく

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（６６ページ）」

を参照してください）。 

 

利用方法 

パソコンの端末ソフト（Tera Term 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は以下のとおりです。 

 

サーバー名 lx.cc.u-tokai.ac.jp 

 

接続方法（ポート番号） 

SSH（２２） 

SFTP（２２） 

SCP（２２） 

 

計算サーバーはログインノードと計算ノードから構成されています。ログインノードは

１ノードで構成され、プログラムの作成、コンパイル、ジョブの投入やＧＵＩ利用のア

プリケーション操作を行います。計算ノードは３２ノード（６４CPU、３８４コア）で

構成され、研究用と教育用に分かれており、各ノードに適切なジョブクラスを割り当て

一つのサーバー群として実行されます。プログラムの実行はバッチ処理（PBS）を利用

します。利用方法の詳細は、「総合情報センター湘南キャンパスのホームページ」⇒「サ

ポート情報」内の「計算サーバーの利用について」を参照してください。 
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バッチ処理（PBS） 

バッチ処理（PBS）では、一連の処理をまとめてジョブとして扱います。計算サーバー

でプログラムを実行する場合はバッチ処理（PBS）を利用してください。計算に必要と

される時間（経過時間）やメモリーサイズ、利用コア数によってジョブクラスを指定し

ます。各ジョブクラスで使用できる時間（経過時間）とメモリーサイズ、利用可能コア

数は以下の表を参照してください。 

バッチ処理（PBS）を利用したプログラムの実行方法については、「総合情報センター

湘南キャンパスのホームページ」⇒「サポート情報」内の「計算サーバーの利用につい

て」から「バッチ処理（PBS）について」を参照してください。 

 

ジョブクラス 

バッチ処理で指定するジョブクラスは、次の表から選択してください。各ジョブクラス

で 1 人の利用者が実行できるジョブは 1 本のみです。なお、計算機利用申請（詳細は、

「各種手続き（64,66 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 
制限時間 

（経過時間） 
メモリーサイズ 

利用可能 

コア数 
多重度 利用区分 

S 10 分 24GB 6 8 教育、研究

M 1 時間 24GB 6 8 教育、研究

L 24 時間 48GB 12 8 研究 

LL 7 日間 48GB 12 8 研究 

VL 無制限 48GB 12 8 研究 
 

* ジョブクラスの設定は、今後見直される可能性があります。 

* システムメンテナンス等を実施する際には、制限時間よりも前にジョブを停止する場合があります。 

 

 

 

バッチ処理（PBS）

ログインノード(1 ノード) 

計算ノード 

（３２ノード - ６４CPU、３８４コア） 

端末ソフトから接続 

プログラム作成、コンパイル

計算サーバー 

プログラムの実行 
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ソフトウェア 

利用可能な基本ソフトウェア及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

湘南キャンパスのホームページ」⇒「サポート情報」内の「計算サーバーの利用につい

て」から「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 RedHat ES5 オペレーティングシステム 

言語 

Intel(r) C 

Intel(r) C++ 

Intel(r) Fortran 

コンパイラ 

ライブラリ 

Intel MPI 

Intel MKL 

Numeric Factory 

(ASL/ASLSTAT 

METIS 

SuperLU/MUMPS/Lis 等) 

ノード間実行ライブラリ 

数学ライブラリ 

数値計算ライブラリ集 

(科学技術計算 

行列・グラフの並べ替え・分割 

疎行列 等) 

アプリケーション 

Mathematica 

MSC/Nastran*1 

Marc*1 

Mentat*1 

Gaussian09 

CHARMｍ*2 

Advance/PHASE*3 

科学技術計算 

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 

第一原理計算 

*1 同時に接続できる台数は、学内全体で 20 台です。(Windows 版含みます。) 

*2 同時に接続できる台数は、学内全体で 15 台です。 

(Windows の Discovery Studio でシミュレーション機能を使用した場合も CHARMm が使用されます。) 

*3 同時に接続できる台数は、学内全体で 1 台です。 

 

 

利用者ファイル 

計算サーバーで各自が使用できる上限値は 1GB になります。研究活動で計算サーバー

を利用する場合は、上限値を変更することが可能です。 

 

ファイル使用量の確認方法 

計算サーバーの各自のファイル使用量は、quota コマンドで確認できます。詳しくは、

「総合情報センター湘南キャンパスのホームページ」⇒「アカウント情報」内にある「情

報の確認」から「計算サーバーのファイル使用量確認方法」を参照してください。 

 

ファイル上限値変更申請 

研究利用の申請を行っていることが前提となります。計算サーバーについて、「ファ 

イル上限値変更申請（６６ページ）」を行ってファイル上限値を変更できます。 
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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。 

 

 

 

なお、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。大切なファ

イルは、各自でバックアップしてください。また、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。 

ディレクトリ 総容量 

/work 約７TB 
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3．各種システムの利用 

3-1. ネットワークの利用 

東海大学は、全てのキャンパスが学園ネットワークによって接続されており、学内の様々なサー

ビスを利用することができます。また、不正アクセスやファイル共有を目的とした通信などを遮

断し、学内のネットワークを安全に利用するための装置（ファイアウォール）を導入しています。

ファイアウォールで学内のネットワークセキュリティを３段階に分類して管理しています。研究

室などの初期設定はイエローレベルになります。各レベルの詳細は次のとおりです。 

 

レベル 
通信 

対象範囲 詳細 
学外→学内 学内→学外 

グリーン ×*1 × コンピューター室 
学内→学外はプロキシサーバーを利用

した通信のみ可能です。 

イエロー ×*1 △ 

コンピューター室以外で、

教育・研究用ネットワーク

を利用している機器 

 

無線 LAN サービス 

 

SSL-VPN 

学内→学外は利用できる通信を制限し

ています。 

利用可能な通信プロトコル（ポート番

号） 

・Web 閲覧用 

  HTTP(80)、HTTPS(443) 

RTSP(554) 

・メール送受信用 

   Submission(587)、 

IMAPS(993) 

  POPS(995)、SMTPS(465) 

・DNS 

   DNS(53) 

・時刻設定用 

  NTP(123) 

レッド ○ ○ 

『ファイアウォール設定変

更申請』*2 を提出し、承認

された機器 

セキュリティが低いため、申請者自身

でセキュリティの確保を行ってくださ

い。 

*1 学外→学内の通信は VPN 装置に接続すれば可能です。 

*2 ファイアウォール設定変更申請については、「ファイアウォール設定変更申請（６７ページ）」を参照してください。 
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インターネット 

学外 

学内 

学外 ⇒ 学内 

グリーン：×（VPN 装置の利用により通信可能）

イエロー：×（VPN 装置の利用により通信可能）

レッド：〇 

 

 

 

フ ァ イ ア ウ ォ ー ル

学内 ⇒ 学内 

グリーン：×（プロキシサーバー経由の通信可能）

イエロー：△（※一部の通信の許可） 

レッド： 〇 

VPN 装置 

プロキシサーバー 

※

グリーンレベル通信 

イエローレベル通信 

レッドレベル通信 

ネットワークセキュリティ概念図 
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各種サービス 

○学内ＬＡＮの利用 

コンピューター室のパソコンや、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（６７ページ）」

を参照）。 

 

○学内無線ＬＡＮの利用 

湘南校舎では、以下の場所で大学が運用している無線ＬＡＮを利用できます（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機器は各自で

ご用意ください。また、設定及び接続方法、対応機種については、「総合情報センター湘

南キャンパスのホームページ」⇒「サポート情報」内の「ネットワークの利用について」

から「無線ＬＡＮサービス」をご参照してください。 

 

◆学内無線ＬＡＮ 利用場所 
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http://www.cc.u-tokai.ac.jp/FAQ/Wireless/WPA/index.html


○公衆無線ＬＡＮの利用 

湘南校舎では学内無線 LAN とは別に、携帯通信キャリア(au, ソフトバンク)の公衆無線

LAN が利用できます。利用に関する詳細は各キャリアのホームページをご覧ください。 

※ソフトバンクの公衆無線 LAN は 2014 年 4 月開始予定です。 

 

au http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/wifi/wifi-spot/ 

ソフトバンク http://www.softbank.jp/mobile/network/wifispot/ 

 

◆au Wi-Fi SPOT, ソフトバンク Wi-Fi スポット 利用場所 
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○VPN 装置の利用 

ＶＰＮ（Virtual Private Network）装置とは、学外（自宅や出張先など）から学内の

研究室にあるパソコンやサーバーにアクセスする場合に利用します。ＶＰＮ装置を利用

することで研究室のセキュリティがイエローレベルであってもＳＳＨやリモートデスク

トップ（ＲＤＰ）接続が可能となります。セキュリティレベルを低下させずに学外から

学内にアクセスできる手段として導入しています（詳細は、「総合情報センター湘南キャ

ンパスのホームページ」⇒「サポート情報」内の「ネットワークの利用について」から

「SSL-VPN の利用について」を参照）。 

 

ＶＰＮ装置のＵＲＬ https://vpn.cc.u-tokai.ac.jp/TOKAI 

 

 

○プロキシサーバーの利用 

プロキシサーバーを利用する事で、セキュリティレベルがグリーンレベルであっても学

外と通信する事が可能です。プロキシサーバーの設定は次の２つの方法があります。利

用したいソフトウェアに合わせて設定してください。 

 

設定方法 設定項目 

プロキシサーバーを直接設定 proxy.cc.u-tokai.ac.jp 8080（ポート番号） 

自動構成スクリプトを利用 http://www.cc.u-tokai.ac.jp/proxy.pac 

 

○DNS サーバーの利用 

研究室等からネットワークを利用する場合は、ＤＮＳサーバーに以下のアドレスを指定

してください。 

 

ＩＰアドレス １５０．７．３．５ 

 

 

サービス時間 

原則として２４時間毎日利用できます。 
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3-2．授業支援システムの利用 

 授業支援システムとは、授業を効果的に進めることを目的に導入されたシステムです。教材の

配布、予習復習内容の提示、出席管理、提出されたレポートの管理などをシステム上で行うこと

で、授業運営の効率を向上させることができます。また、アンケート、テスト、ディスカッショ

ン（掲示板）などの機能により、学生の授業理解度の向上に役立ちます。 

 

 

利用方法 

操作は、Ｗｅｂブラウザーを使って行います。「総合情報センター湘南キャンパスのホー

ムページ」⇒「授業支援システム（IT’s class.）」を利用していただくか、以下の URL

を入力してください。 

 

URL https://lms.cc.u-tokai.ac.jp/ 

 

利用方法に関しては、「総合情報センター湘南キャンパスのホームページ」⇒「サポート

情報」内の「各種サービスの利用について」から「授業支援システム（IT’s class.）の

利用について」を参照してください。 

 

機能 

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 資料を配布することができます。 

レポート管理・提出 レポート課題の提示と回収、返却などができます。 

出席確認 授業の出欠を取ることができます。 

アンケート アンケートの実施、結果集計をすることができます。 

テスト 小テストの実施、結果集計をすることができます。 

授業コンテンツの掲載 e-learning 向けのコンテンツを掲載できます。 

ディスカッション 

（掲示板） 

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。 

お知らせ 受講者に対する「お知らせ」を通知することができます。 
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4．各種手続きについて 

4-1．各種手続き 

  各種手続きは、総合情報センターの窓口で受付ています。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、「総合情報センター湘南キャンパスのホームページ」から入手できます。詳

細は、「総合情報センター湘南キャンパスのホームページ」⇒「各種申請」を参照してください。 

 

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（窓口） 

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パソコンで行

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。窓口のサービス時間については、「窓口サービス時間（１ページ）」を

参照してください。 

 

２．Web で申請する方法（Ｗｅｂ） 

Web ブラウザーを使用して、一部の手続きが行えます（詳細は、「総合情報センター

湘南キャンパスのホームページ」⇒「各種申請」を参照）。 

 

３．電子メールで申請する方法（電子メール） 

   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、「総合情報センター湘南キャンパスのホームページ」⇒「各種申請」を参照）。 

 

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。なお、各種手続きの利用開始日は、窓口サービスの休止日を除きます。 
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ＩＤ,パスワードに関する手続き 

◆ＩＤ，パスワードの取得方法 
   

 【手続き名称】 計算機利用申請（教育利用） 
 【手続き方法】 窓口、Web ※電話,メール等での受付は行っていません。 
 【対象者】 本学の教職員、大学院生及び学部学生他、以下の身分の方が申請 

可能です。 
・非常勤講師 ・臨時職員 ・研究員 ・研究生 ・研修員 
・研修生 ・科目等履修生  
・聴講生（大学発行の身分書持参の場合） 

 【利用開始日】 手続き終了の翌日から 
 【有効期限】 在職、在籍期間 
 【備考】 春・秋学期入学者は、この申請手続きが終了しているものとします。

   
◆パスワードの再発行 
   
 【手続き名称】 情報サービスパスワード再発行申請 
 【手続き方法】 窓口 ※電話,メール等での受付は行っていません。 
 【対象者】 計算機利用申請をしている全ての利用者 
 【利用開始日】 手続き終了約５分後から 

 

 

授業に関する手続き 

◆コンピューター室の予約（セメスター予約） 
 
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行っています。各学

科（センター,研究室）の教務委員を通じて手続きを行ってください。授業時間割編成時とは、

授業を実施する前年の６月～７月頃にかけての時期をさします。 
 【手続き名称】 コンピューター室授業利用調査（第二優先順位編成科目） 
 【手続き方法】 調査期間前に教務委員の方へ文書を発送しますので、そちらをご覧

ください。 
 【申込期間】 利用調査期間中 
 【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

務課にて必要な手続きを行ってください。 
 
◆コンピューター室の予約（単発予約） 
   

 【手続き名称】 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 
 【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。 
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◆コンピューター室の予約（時間外予約） 
   

 【手続き名称】 時間外利用申請 
 【手続き方法】 窓口、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】 教職員 

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】 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）を行ってください。 
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。 
   
◆印刷枚数上限の変更 
   
 【手続き名称】 印刷枚数変更申請 
 【手続き方法】 窓口、電子メール 
 【対象者】 教職員 
 【利用開始日】 手続き終了２日後から 
 【有効期限】 春セメスター分は９月末まで、秋セメスターは３月末まで 
 【備考】 授業、研究等で印刷枚数の上限値の変更が必要な場合に、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。 

 
◆授業専用の ID 
   

 【手続き名称】 授業用アカウント申請 
 【手続き方法】 窓口 

 【対象者】 教員 
 【利用開始日】 手続き終了２日後から 
 【有効期限】 年度末 
 【備考】 授業用のメールアドレスが必要な場合は、本申請により取得が可能

です。 
   

◆授業でホームページの作成 

   

 【手続き名称】 授業用Ｗｅｂサーバー利用申請 
 【手続き方法】 Web 
 【対象者】 教員 
 【利用開始日】 手続き終了２日後から 
 【有効期限】 春セメスターはサマーション終了後１週間まで 

秋セメスターはウィンターセッション終了後１週間まで 
 【備考】 ファイル上限値は１つの申請で２００ＭＢです。 
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計算サーバーに関する手続き 

◆計算サーバーの利用 
   

 【手続き名称】 計算サーバー利用申請 
 【手続き方法】 Web 
 【対象者】 計算機利用申請を行った全ての利用者 
 【利用開始日】 手続き終了約５分後から 
 【有効期限】 在職、在籍期間 
   
◆研究活動（卒業研究など）で利用 
   
 【手続き名称】 計算機利用申請（研究利用） 
 【手続き方法】 Web 
 【対象者】 研究活動で計算サーバーを利用する教職員及び学生 

ただし、申請は教職員もしくは大学院生が行ってください。 
学部学生などは一括申請者として申請することができます。 
詳しくは「研究利用区分一括申請」をご覧ください。 

 【利用開始日】 手続き終了２日後から 
 【有効期限】 年度末 
 【備考】 年度末に「計算機利用報告書」を提出していただきます。 

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。 
計算機利用申請（教育利用）を行っていることが前提となります。 

   
 【手続き名称】 研究利用区分一括申請 
 【手続き方法】 窓口、電子メール 
 【対象者】 研究活動で計算サーバーを利用する教職員及び学生 

申請済みの計算機利用申請（研究利用）に追加することができます。

申請は教職員もしくは大学院生が行ってください。 
 【利用開始日】 手続き終了２日後から 
 【有効期限】 年度末 
   
◆ファイル容量上限値の変更 
   
 【手続き名称】 ファイル上限値変更申請 
 【手続き方法】 窓口、電子メール 
 【対象者】 計算サーバーの利用者 
 【利用開始日】 手続き終了２日後から 
 【有効期限】 年度末 

※年度初めに教育利用区分の初期値（１GB）に戻します。 
 【備考】 計算機利用申請（研究利用）を行っていることが前提です。 

研究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。 
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ネットワークに関する手続き 

◆IP アドレスの取得 
   
 【手続き名称】 ＩＰアドレス取得申請 
 【手続き方法】 窓口、電子メール、電話 
 【対象者】 専任教職員、特任教職員 
 【利用開始日】 手続き終了後から 
 【有効期限】 IP アドレスの利用確認を毎年１回（１月～２月頃）行います。 

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。 

 
 

【備考】 IP アドレス取得時には、申請書は必要ありません。 

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。 
管理責任者がご不明の場合は、窓口までお問い合せください。 

   

◆ファイアウォール設定変更 
   

 【手続き名称】 ファイアウォール設定変更申請 
 【手続き方法】 窓口 

 【対象者】 専任教職員、特任教職員（ＩＰアドレス申請者） 
 【利用開始日】 手続き終了２日後から 
 【有効期限】 ファイアウォール設定変更の利用確認を毎年１回（１月～２月頃）行

います。継続の有無が確認できない場合は、設定を初期値（イエロー

レベル）に戻します。 
 【備考】 詳細は「３－１．ネットワークの利用」（５７ページ）をご確認くだ

さい。 
 
◆学科でサブドメインが必要な場合 
   
 【手続き名称】 サブドメイン名取得申請 
 【手続き方法】 窓口、電子メール 
 【対象者】 教職員 
 【利用開始日】 手続き終了２日後から 
 【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

して手続きを行ってください。 
   
◆学科でサブネットアドレスの管理 
   
 【手続き名称】 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 
 【対象者】 教職員 
 【利用開始日】 手続き終了１週間後から 
 【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

して手続きを行ってください。 
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◆コンピューター室の認証利用 
   
 【手続き名称】 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 
 【利用開始日】 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。 
 【備考】 申請する際には、所属長の承認が必要となります。 

本申請により学部や学科などに設置されているパソコンを利用する際

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行うことができます。 

 

その他の利用できるサービスに関する手続き 

◆組織単位でホームページを作成する場合 
 
 【手続き名称】 公開用Ｗｅｂサーバー利用申請 
 【手続き方法】 窓口、電子メール 
 【対象者】 教職員 
 【利用開始日】 手続き終了２日後から 
 【有効期限】 公開用 Web サーバーの継続利用確認を毎年 1 回（年末頃）行います。

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。 
 【備考】 申請者は各組織の長（学部の場合は学部長、学科の場合は主任教授、委

員会の場合は委員長、課の場合は所属長、公認サークル・クラブは部長

教員もしくは学生支援課課長）が申請してください。 
組織（学部、学科、委員会、課）でサブドメインを取得していない場合

は、「サブドメイン名取得申請」も一緒に行ってください。 
公開用 Web サーバー上に技術担当者がサブフォルダーを作成すること

ができます。作成したサブフォルダーの技術担当者を変更したい場合は、

「公開用 Web サーバーサブフォルダー技術担当者申請」を行ってくださ

い。認められた場合に利用できます。 
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。 
   
 【手続き名称】 公開用Ｗｅｂサーバーサブフォルダー技術担当者申請 
 【手続き方法】 窓口、電子メール 
 【対象者】 教職員 
 【利用開始日】 手続き終了２日後から 
 【有効期限】 公開用 Web サーバーの有効期限と同じです。 
 【備考】 申請は各組織の長（学部の場合は学部長、学科の場合は主任教授、委員

会の場合は委員長、課の場合は所属長、公認サークル・クラブは部長教

員もしくは学生支援課課長）が申請してください。 
組織（学部、学科、委員会、課）でサブドメインを取得していない場合

は、「サブドメイン名取得申請」も一緒に行ってください。 
公開用 Web サーバー上に技術担当者がサブフォルダーを作成すること

ができます。作成したサブフォルダーの技術担当者を変更したい場合は、

「公開用 Web サーバーサブフォルダー技術担当者申請」を行ってくださ

い。認められた場合に利用できます。 
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◆メーリングリストを利用する場合 
 
 【手続き名称】 メーリングリスト利用申請 
 【手続き方法】 窓口、電子メール 
 【対象者】 教職員 
 【利用開始日】 手続き終了２日後から 
 【有効期限】 メーリングリストの継続利用確認を、毎年 1 回（年末頃）に行います。

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。 
 【備考】 申請者は各組織の長（学部の場合は学部長、学科の場合は主任教授、委

員会の場合は委員長、課の場合は所属長、公認サークル・クラブは部長

教員もしくは学生支援課課長）が行ってください。 

 

 

 

ソフトウェア使用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、又は変

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）契約の申し込み 

   

 【手続き名称】 Mathematica 契約の申し込み 

 【製品】 Mathematica 9（9.0.1）,8（8.0.4）,7（7.0.1） 

Workbench 

 【対応ＯＳ】 Windows、Mac OS X、Linux 

※ＯＳ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】 Web 

 【ライセンス】 ・Mathematica Single License: 

 東海大学湘南校舎に在職する教職員が大学で所有 

又はリースしているコンピューター 

・Mathematica Faculty Home Use: 

 東海大学湘南校舎に在職する教職員が個人所有するコンピューター 

・Mathematica Student Home Use: 

 東海大学湘南校舎に在籍する学生が個人所有するコンピューター 

 【対象者】 湘南校舎に在職・在籍している教職員及び学生 

 【取得方法】 利用申請後、各自ソフトウェアをダウンロードしインストール 

 【使用条件】 ・湘南校舎に在職,在籍している方 

・総合情報センターの「Mathematica 使用契約」に同意する必要があり

ます。 

・製品インストール時に表示されるソフトウェア毎の「使用許諾契約書」

に同意する必要があります。 

・年度末に教育効果として「計算機利用報告書」を提出していただきま

す。（教職員） 

 【備考】 利用申請は、東海大学が判別できるドメイン（＠以降）のアドレスを指

定してください。 
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◆分子軌道計算プログラム可視化ツールソフト（GaussView）契約の申し込み 

   

 【手続き名称】 GausｓView 契約の申し込み 

 【製品】 GaussView （5） 

 【対応ＯＳ】 Windows 

 【対象者】 教職員 

 【手続き方法】 総合情報センター5 号館窓口 

 【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】 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

て行ってください。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、予めご了承ください。 

   
◆Autodesk 社のソフトウェアを利用したい場合 

  

 【手続き名称】 Autodesk 契約の申し込み 

 【製品】 括弧内は利用できるバージョンを表示しています。 

  AutoCAD（201２,2013） 

  Autodesk Alias Design（201２） 

  AutoCAD Architecture（201２,2013） 

  AutoCAD Civil 3D（201２,2013） 

  AutoCAD Electrical（2012,2013） 

  Autodesk Inventor Professional（201２,2013） 

  AutoCAD Map 3D（2012,2013） 

  AutoCAD Mechanical（201２,2013） 

  AutoCAD MEP（2013） 

  AutoCAD Plant 3D（2013） 

  Autodesk Infrastructure Modeler（2013） 

  Autodesk Moldflow Insight Advanced（201２） 

  Autodesk Mudbox（201２,2013） 

  Autodesk Navisworks Manage（201２,2013） 

  Autodesk Quantity Takeoff（2013） 

  Autodesk Raster Design（2013） 

  Autodesk Revit（2013） 

  Autodesk Revit Architecture（201２） 

  Autodesk Revit MEP（201２） 

  Autodesk Revit Structure（201２） 

  Autodesk Robot Structural Analysis Professional（2013） 

  Autodesk Showcase（201２,2013） 

  Autodesk Simulation Moldflow Adviser（2013） 

  Autodesk Simulation Multiphysics（201２,2013） 

  Autodesk SketchBook Designer（201２,2013） 

  Autodesk Vault（201２） 

  Autodesk Vault Basic（2013） 

  Autodesk 3ds Max Design（201２,2013） 

 【対応ＯＳ】 Windows 

 【対象者】 教職員、学生 
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 【手続き方法】 窓口 

 【取得方法】 【教職員（学内）】 

窓口でインストールメディアの貸出を受け、各自でインストールしてく

ださい。ただし、ネットワークに接続した環境でのみ使用できます。 

【教職員（学外）,学生】 

窓口にパソコンを持ち込んで各自でインストールしてください。 

※受付時間：平日 9:00～15:00 土曜日：9:00～14:00 

在職,在籍期間終了後、ソフトウェアを削除してください。 

 【使用条件】 東海大学の教職員及び学生であれば、学内,学外（自宅）のパソコンで利用

することができます。 

 

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 

◆全国共同利用大型計算機システムを利用したい場合 
   
 【手続き名称】 スーパーコンピューターシステム利用申込書 
 【手続き方法】 窓口 
 【備考】 全国共同利用施設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、連絡所は湘南キャンパス総合情報センターの窓口で行っていま

す。 
 

 
 

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/）を参照してください。 

 

利用者 連絡所 
東京大学情報
基盤センター 
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4-2．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「総合情報センター湘南キャンパスのホームページ」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 

・「総合情報センター湘南キャンパスのホームページ」⇒「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付る問い

合わせフォーム又は窓口へお問い合わせください。 

 

利用に関する質問を受付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付る問い合わせフォームを用意しています。「総合情

報センター湘南キャンパスのホームページ」⇒「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詳細に明

記してください。 

 

     

 

相談方法 

窓口ではコンピューターに関する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。窓口のサービス時間については、「窓口サービス時間（１ページ）」を参照してくだ

さい。 

 

以下の電話でも受付ています。 

・３号館窓口    内線２８３５ 

・５号館窓口    内線２８１４ 

・１２号館窓口  内線２８４８ 
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総合情報センターの利用における遵守事項（第３版） 
 

 

 この遵守事項は、東海大学総合情報センターが取り扱うコンピューター等の情報資産を利用する場合に、守ってい

ただくことをまとめたものです。 

 「東海大学情報セキュリティポリシー」のもと、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

程に違反していると総合情報センター所長または所属長が認めた場合は、利用を停止することがあります。 

 

用語の説明 

コンピューター等 ： 総合情報センターが管理するコンピューター、周辺機器、ネットワーク、システム等 

ログイン名 ： コンピューターを利用するためのIDであり、総合情報センターから割り当てられたもの 

ユーザー名ということもあります 

コンピューター室 ： 総合情報センターが管理するコンピューター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．コンピューター等の利用における遵守事項 

 

「利用の手引」等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）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 

（２）他人のログイン名、パスワードを使用しないこと 

（３）他人のプライバシーを侵害しないこと、たとえば 

   ・他人のファイルやフォルダーを許可なく参照しないこと 

（４）知的財産権（著作権、特許権、商標権、肖像権など）に十分配慮すること 

（５）公序良俗に反する行為をしないこと 

（６）特定の個人や団体を誹謗中傷しないこと 

（７）営利を目的とした行為をしないこと 

（８）法律及び東海大学が定める規程等に違反しないこと 

（９）他の利用者に迷惑もしくは損害を与えないこと 

（10）「インターネットの利用マナー」を心がけること 

 

 

２．電子メールの利用における遵守事項 

 

「１．コンピューター等の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）許可されたログイン名で電子メールを送受信すること 

（２）他人のプライバシーを侵害しないこと、たとえば 

   ・受信した電子メール及び他人のメールアドレスを許可なく公開しないこと 

   ・他人の電子メールを許可なく見ないこと 

（３）情報の機密性に注意し、電子メールでの送受信が適当かどうか判断すること 

（４）一度送信した電子メールは消去することができず、記録として残るので十分注意して記述すること 

（５）メールボックス容量を考慮し、不要な電子メールを削除するなど常に整理すること 

（６）見知らぬ人から来た電子メールの添付ファイルを開かないこと 

（７）正規の電子メールを装って「偽のホームページ」へ誘導し、個人情報を入力させる「フィッシング(Phishing)」

詐欺に注意すること 
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３．情報サービス（ホームページ・SNS・ブログ・ツイッター等の閲覧・作成、データ入力）の利用における遵

守事項 

 

「１．コンピューター等の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）情報サービスを利用して情報の書き込み･発信を行う場合には、以下のことを守ること 

   ・許可なく他人の個人情報を書き込み･発信しないこと 

   ・大学の品位を損なうような情報を書き込み･発信しないこと 

   ・書き込み･発信した内容については、個人が責任を持つこと 

（２）著作権、肖像権を侵害しないこと 

 

 

４．学内ネットワークの利用における遵守事項 

 

「１．コンピューター等の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）コンピューターウィルス等の感染や外部からの不正利用を防ぐために、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 

 

 

５．コンピューター室の利用における遵守事項 

 

「１．コンピューター等の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）他人に迷惑をかけないこと 

（２）コンピューター室内で飲食をしないこと 

（３）コンピューター室内へ飲食物を持ち込む場合、かばんなどに入れること 

（４）コンピューター室内で喫煙をしないこと 

（５）コンピューター室内でゲームをしないこと 

（６）ゴミ、不要用紙などは決められた場所に捨てること 

（７）机、コンピューター、室内を汚さないこと 

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

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

（10）総合情報センターが管理する機器以外のコンピューター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 

（11）用紙の節約につとめること 

（12）コンピューター室内では、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 

（13）コンピューター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 

（14）コンピューター室内の機器を使用後は、適切な終了処理をおこなうこと 

 

以上 
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東海大学ネットワーク構成図

インターネット

清水キャンパス

沼津キャンパス

湘南キャンパス

伊勢原キャンパス

代々木キャンパス

100Mbps

1Gbps

1Gbps

1Gbps

1Gbps

札幌キャンパス

熊本キャンパス

阿蘇キャンパス

SINET

学
園
高
速
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

100Mbps

100Mbps

1Gbps

高輪キャンパス

SINET

1Gbps

1Gbps

1Gbps
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１号館

７号館

湘南キャンパスシステム構成図

８号館

３号館

１３号館

４号館

１１号館

１４号館

５号館

（５－２０１、２０２、２０４、２０６、２０７）

６号館コンピューター室

１号館コンピューター室

７号館コンピューター室

１０号館コンピューター室

１２号館コンピューター室
３号館コンピューター室

５号館コンピューター室

（１Ｂ－２０６）

（１０－２０５、２０６）

（７－３０３）

（６Ａ－１０４）

１２号館

１７号館

（１２－３０２、３０３、３０４、３０５、３０６、３０７ＡＢ、
３０８、３０９、３１０、４０１ＡＢ、４０２ＡＢ）

メールサーバー

１６号館コンピューター室
（１６－４０１、４０２、４０３、

４０４、４０５、４０６）

（３－B１０２ＡＢ、１００、１０１、１０２、１０４、１０５、１０６）

５号館

１２号館

１０号館

１５号館

９号館

計算サーバー

授業支援サーバー

研究実験館
（Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ）

Ｅ館コンピューター室
（Ｅ－１０４）

未来科学共同技術センター
糖鎖工学研究施設

研究実験館
（Ａ、Ｂ、Ｃ）

実験実習棟
（１、２、６）

学園高速情報
ネットワーク

SINET

J館・K館

１６号館

２号館

Ｄ館

６号館

５号館

１８号館コンピューター室
（１８－１０４AB）１８号館

ものつくり館
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湘南キャンパス案内図 
 
【交通アクセス】 【詳細マップ】 

 

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 

  
【１号館２階】 

 
 

 
 

【３号館地下１階】            【３号館１階】 
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【５号館２階】 

  
 

【６号館Ａ棟１階】 
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【７号館３階】 

  
 

【１０号館２階】 

  
 

【１２号館３階】 
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【１２号館４階】 

  
 

 

【１６号館４階】 
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【研究実験館Ｅ１階】 

  
 

【１８号館１階】 
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【付録】ソフトウェア

個別ソフトウェア

1B 6A 7 10 Ｅ

206
(61)

100
(32)

101
(53)

102
(62)

104
(18)

105
(46)

106
(46)

B102AB
(33)

201
(42)

202
(38)

204
(16)

206
(40)

207
(40)

104
(63)

303
(49)

206
(57)

302
(36)

303
(15)

304
(21)

305
(101)

306
(61)

307A
(61)

307B
(61)

308
(49)

309
(101)

310
(51)

401A
(61)

401B
(69)

402A
(67)

402B
(67)

401
(79)

402
(59)

403
(59)

404
(57)

405
(55)

406
(53)

104A
(61)

104B
(61)

104
(31)

Adobe Dreamweaver(CS5)*3 Webドキュメント生成ツール ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Adobe Flash(CS5)*3 アニメーション作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Adobe Illustrator(CS5)*3 グラフィック・デザイン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Adobe PhotoShop(CS5)*3 グラフィック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Adobe PremierePro(CS4)*3 ビデオ（ノンリニア）編集 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ANSYS(14)*1 *2 磁界・音響・振動解析 ○ ○ ○

ANSYS FLUENT(14)*9 数値流体力学 ○ ○ ○

ASTEC-X(6.0) X端末ソフト ○ ○ ○ ○ ○

AutoCAD(2014) CAD ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Autodesk 3ds Max Design(2013) CAD ○

Autodesk Inventor Pro(2014) CAD ○ ○ ○ ○

CADPAC 2D*3 CAD ○ ○ ○ ○

Delphi*4 プログラミング言語 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Discovery Studio(3.0)*1 *5 モデリングシミュレーションソフト ○ ○ ○

GaussView(5) 計算結果の視覚化ツール 〇 ○ ○

Matlab(R2010a)*1 数値計算・モデリング ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MD Nastran*1*6 汎用構造解析ソフト ○ ○

MIDAS/Gen*7 汎用構造解析ソフト ○ ○ ○ ○

SolidWorks(2011)*6 3次元CAD ○ ○ ○ ○

S-PLUS 統計解析 ○

SPSS*1 *8 汎用統計計算パッケージ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【ANSYS】 【SPSS】

Adobe Acrobat(10.1) *3 ＰＤＦ文書作成

Mathematica(9.0) 数学支援統合ソフト

McAfee VirusScan(8.8i) ウィルス対策ソフト *1 「各ソフトウェアに含まれている製品・オプション」を参照

Microsoft Access(2010) データベース *2　同時に接続できる台数は、学内全体で25台です。

Microsoft Excel(2010) 表計算ソフト *3　同時に接続できる台数は、学内全体で100台です。

Microsoft PowerPoint(2010) プレゼンテーション *4　同時に接続できる台数は、学内全体で120台です。 【Discovery Studio】

Microsoft Word(2010) 日本語ワードプロセッサ *5　同時に接続できる台数は、学内全体で15台です。

Paint Shop Pro(X3) 画像編集 *6　同時に接続できる台数は、学内全体で20台です。 【MATLAB】

Visual Basic(2010) プログラミング言語 *7　同時に接続できる台数は、学内全体で130台です。

Visual C++(2010) プログラミング言語 *8　同時に接続できる台数は、学内全体で200台です。

Visual C#(2010) プログラミング言語 *9　同時に接続できる台数は、学内全体で5台です。

WinDVD(2010) *3 DVD再生ツール

Lhaplus(1.59) ファイル圧縮・解凍

Adobe Flash Player(12.0) Webプラグイン

Adobe Reader(11.0) PDF形式閲覧用

Adobe Shockwave Player(12.0) Webプラグイン

Google Chrome(32) Webブラウザー

Internet Explorer(9.0) Webブラウザー

Java SE JDK(7) プログラミング言語

Libre Office(4.2) 総合オフィス 【MD Nastran】

Mozilla Firefox(27.0) Webブラウザー

Quick Time Player(7.7) Webプラグイン

Real Player(16) Webプラグイン

Silverlight(5) Webプラグイン

TeraPad(1.09) テキストエディタ

TeraTerm(4.80) 端末ソフト

Windows Live ムービーメーカー(2012) 動画編集ソフト

Windows Media Player(12) Webプラグイン

WinSCP(5.5.1) ファイル転送

解析ツール

ファーマコフォアモデリング解析DS Catalyst Conformation

ファーマコフォアモデリング
3Dデータベース解析

密度汎関数理論プログラム

密度汎関数理論を使用した化合物電子状態計算プログ
ラム

DS MMFF

DS QSAR+ BUNDLE

DS QUANTUMm

DS Protein Health

DS Protein Docking

DS Protein Families

DS DMol3-Molecular

DS Catalyst DB Build

DS Catalyst DB Search

DS Catalyst Hypothesis

DS Catalyst SBP

DS Catalyst Score

DS Catalyst Shape

たんぱく質モデリング

定量的構造活性相関プログラム

量子力学／分子力学計算プログラム

シミュレーション（Merck Molecular力場）

ドッキングシミュレーション

ライブラリ設計

ソフトウェア種別

ビジュアライゼージョン

シミュレーション

生体高分子の構築

たんぱく質モデリングおよび配列解析

たんぱく質受容体-リガントとの相互作用

毒性予測

DS Standalone

DS CHARMm

DS LigandFit

DS LigandScore

DS De Novo Evolution

DS Catalyst Conformation

DS Analysis

DS Biopolymer

DS MODELER

DS Protein Refine

DS Protein Families

DS Protein Health

DS Sequence Analysis

DS Ludi

DS TOPKAT

MD Nastran*1*6

オプション名

Advanced Statistics

Regression

Custom Tables

Forecasting

Amos

Modler

オプション名

ソフトウェア種別

アドオンモジュール

回帰分析

カスタムテーブル用アドオンモジュール

時系列分析、予測分析アドオンモジュール

共分散構造分析ソフト

モデリングファミリー

オプション名 ソフトウェア種別

MSC Nastran 汎用構造解析プログラム

DS De Novo Ligand Builder

Simulink シミュレーション

Simulink Control Design 制御システム設計および解析

DS DMol3 Descriptors Component

DS X-RAY

Dytran 汎用3次元衝撃解析プログラム

LS-Dyna 構造解析ソフト 

Patran CAE環境統合プリ・ポストソフトウェア

Marc 汎用非線形構造解析ソルバー

Mentat Marc専用プリ・ポストプロセッサ 

DS Flexible Docking

DS LibDock

DS MCSS

DS Library Design

MATLAB Report Generator データベース接続性およびレポート

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) Communications Toolbox

ソフトウェア名称 ソフトウェア種別
Filter Design Toolbox

Filter Design HDL Coder

Fixed-Point Toolbox

Model Predictive Control Toolbox

Aerospace Toolbox

Control System Toolbox

Toolbox 制御システム設計および解析

System Identification Toolbox

Signal Processing Toolbox

Toolbox 信号処理および通信

Wavelet Toolbox

Image Processing Toolbox 画像・動画処理

ANSYS FLUENT(14)*9

ANSYS(14)*1 *2

ASTEC-X(6.0)

AutoCAD(2014)

Autodesk 3ds Max Design(2014)

Autodesk Inventor Pro(2014)

Rigid Body Dynamics

Extended Dynamics

モデリング・メッシング
Mesh Morpher

Multiphysics

解析機能Fatigue Module

DesignModeler

DesignXplorer

MIDAS/Gen*7

SolidWorks(2011)*6

S-PLUS

SPSS*1 *8

CADPAC 2D*3

Delphi*4

Discovery Studio(3.0)*1 *5

GaussView(5)

Matlab(R2010a)*1

Adobe PhotoShop(CS5)*3

Adobe PremierePro(CS4)*3

Windows　【オペレーティングシステム　Ｗｉｎｄｏｗｓ７ SP1】

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

3 5 12

コンピューター室(括弧内は台数をあらわします)

16 18

ソフトウェア名称

ソフトウェア名称

Adobe Dreamweaver(CS5)*3

Adobe Flash(CS5)*3

Adobe Illustrator(CS5)*3

DS ADMET 薬物体内動態解析

共通ソフトウェア *1
各ソフトウェアに含まれている製品・オプション

（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) オプション名 ソフトウェア種別

ソフトウェア名称 ソフトウェア種別

Statistics Toolbox
Toolbox 統計およびデータ解析

Neural Network Toolbox

DS CFF

オプション名 ソフトウェア種別

Optimization Toolbox Toolbox 数学および最適化

Model Predictive Control Toolbox 解析最適化

フリーソフトウェア
Fuzzy Logic Toolbox

Robust Control Toolbox

（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。）
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コンピューター室：18-104コンピューター室A(61)、18-104コンピューター室B(61)

共通ソフトウェア

ソフトウェア種別

ＰＤＦ文書作成

Webプラグイン

PDF形式閲覧用

Webプラグイン

DVD書き込み、再生ツール

Webブラウザー

Webブラウザー

プログラミング言語

ファイル圧縮・解凍

総合オフィス

数学支援統合ソフト

ウィルス対策ソフト

データベース

表計算ソフト

プレゼンテーション

日本語ワードプロセッサ

Webブラウザー

Webプラグイン

Webプラグイン

Webプラグイン

テキストエディタ

端末ソフト

プログラミング言語

プログラミング言語

プログラミング言語

動画編集ソフト

Webプラグイン

BD再生ツール

ファイル転送

*2 同時に接続できる台数は、学内全体で100台です。

*3 教師卓PCのみのインストールになります。

WinSCP(5.5.1)*1

Internet Explorer(11.0)*1

Visual C#(2013)

Adobe Acrobat(10.1)*2

Adobe Flash Player(12.0)*1

Adobe Reader(11.0)*1

B's Recorder*1

Google Chrome(32)*1

Adobe Shockwave Player(12.0)*1

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

TeraPad(1.09)*1

TeraTerm(4.80)*1

Visual Basic(2013)

Laplus(1.59)*1

McAfee VirusScan(8.8i)

Microsoft Access(2013)

Microsoft Excel(2013)

Libre Office(4.2)*1

Windows　【オペレーティングシステム　Windows８.1　】

Windows Live ムービーメーカー(2012)*1

Windows Media Player(12)*1

WinDVD Pro(11) *3

*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行っていません。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。

Visual C++(2013)

Mathematica(9.0)

Microsoft Word(2013)

Mozilla Firefox(27.0)*1

Quick Time Player(7.7)*1

Real Player(16)*1

Microsoft PowerPoint(2013)

Silverlight(5)*1

Java SE JDK(7)*1
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コンピューター室：3-100コンピューター室(4)、5-206コンピューター室(2)、5-207コンピューター室(2)、10-205コンピューター室(24)

共通ソフトウェア

ソフトウェア種別

Webドキュメント生成ツール

Webプラグイン

アニメーション作成

グラフィック・デザイン

インタラクティブドキュメント作成ツール

グラフィック

PDF形式閲覧用

デジタルライフスタイル　アプリケーション

ミュージックシーケンス・ソフト

数学支援統合ソフト

ウィルス対策ソフト

表計算ソフト

プレゼンテーション

日本語ワードプロセッサ

デジタルレコーディングソフト

動画再生

VectorWorks　専用レンダリングモジュール

Webブラウザ

CAD

要望ソフトウェア
（学科からの要望）

ソフトウェア名称 ソフトウェア種別 導入コンピューター室 要望学部・学科

ACD ChemSketch 化学系ソフト 5-204、12-305コンピューター室 情報教育センター

ACD/Labs 化学系ソフト 18-104コンピューター室AB 理学部基礎教育研究室

Audacity レコーディング・サウンド編集ソフト 12-306、12-310コンピューター室 情報教育センター

Blender(2.69) CG画像作成ツール 12-306コンピューター室 情報教育センター

Cabri Geometry Ⅱ plus 教育用幾何学ソフト 18-104コンピューター室AB 理学部数学科

Cabri 3D 教育用幾何学ソフト 18-104コンピューター室AB 理学部数学科

ChemDraw plugin NET 科学構造式の表示・編集用 16-402コンピューター室 理学部基礎教育研究室

Cpad for Java2 SDK Java開発環境 18-104コンピューター室AB 情報教育センター

DS Visualizer Discovery Studio 連携ソフト 5-204、12-305コンピューター室 情報教育センター

Facio ３D分子モデル作成ツール
5-204コンピューター室
18-104コンピューター室AB

情報教育センター
理学部基礎教育研究室

GeoGebra 動的数学ソフトウェア 18-104コンピューター室AB 理学部数学科

IPtalk パソコン要約筆記ソフト 1B-206、10-206コンピューター室 教学部湘南教務課

Mitaka 4次元デジタル宇宙ビューワー 18-104コンピューター室AB 理学部基礎教育研究室

ParaView 数値計算結果の可視化用ソフトウェア 12-402コンピューター室AB 工学研究科機械工学専攻

Pleiades ALL in one Java総合開発環境 18-104コンピューター室AB 理学部情報数理学科

Pov Ray(3.7) 3次元CGソフトウェア 12-307コンピューター室AB 情報理工学部情報科学科

Vector Works(11.5J)*1 建築CAD 12-402コンピューター室AB 工学部建築学科

VPython Python用3Dグラフィックモジュール 18-104コンピューター室AB 理学部物理学科

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

W32Tex TeX環境 18-104コンピューター室AB 理学部情報数理学科

情報検索の演習 情報検索演習ソフト 3-101コンピューター室 課程資格教育センター

*1 同時に接続できる台数は、学内全体で92台です。

Adobe Flash(CS5)

Mac 【オペレーティングシステム　Ｍａｃ ＯＳ X】

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

Adobe Dreamｗeaver(CS5)

Adobe Flash Player*1

Adobe Illustrator(CS5)

Adobe InDesign(CS5)

Adobe PhotoShop(CS5)

Adobe Reader*1

iLife'09 (iPhoto,iMovie,iDVD,iWeb,GarageBand)

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）

※ソフトウェアのインストール要望に関して、春学期に使用する製品は前年度1月末まで、秋学期に使用する製品は同年の7月末までにご提出ください。
　ソフトウェア要望書提出締め切り後、調整いたしますのでご了承ください。
　また、年度末に「計算機利用報告書」を提出いただきます。詳細は総合情報センター5号館2階窓口にお問い合わせください。

Logic Studio

Microsoft Excel (2011)

Microsoft PowerPoint (2011)

Microsoft Word (2011)

QuickTimePlayer*1

Mathematica(9.0)

McAfee VirusScan for Mac

Safari*1

VectorWorks(2011)

*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行っていません。
　  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。

ProToolsLE

RenderWorks(2011)
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○ 各コンピューター室視聴覚設備について 

室    名 

P 

C 

台 

数 

ハ
ン
ド
マ
イ
ク 

ピ
ン
マ
イ
ク 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー 

画
面
転
送
シ
ス
テ
ム 

教

師

卓

P

C

音

声

出

力

持

込

Ｐ

Ｃ

画

面

出

力

持

込

Ｐ

Ｃ

音

声

出

力
※１

持

込

Ｐ

Ｃ

ネ

ッ

ト

ワ

｜

ク

利

用

持
込
Ａ
Ｖ
機
器 

大
型
モ
ニ
タ
ー 

備        考 

１Ｂ－２０６コンピューター室 ６１ ○  ※2 ○ ○ ○ ○  
３－１０１コンピューター室 ５３ ○ ○ ※2 ○ ○ ○ ○ ○

連続教室として利用可 
３－１０２コンピューター室 ６２ ○ ○ ※2 ○ ○ ○ ○ ○

３－１０５コンピューター室 ４６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
連続教室として利用可 

３－１０６コンピューター室 ４６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３－Ｂ１０２コンピューター室Ａ 
３３ ○ ○ 

 
○ ○ ○ ○ ○

連続教室としての利用のみ 
（部屋を分割する利用は不可） ３－Ｂ１０２コンピューター室Ｂ 

５－２０４コンピューター室 １６    ○  

６Ａ－１０４コンピューター室 ６３ ○  ○
６号館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 ４９ ○ ○ ※2 ○ ○ ○ ○
７号館２階体育学部事務室にてＡＶラックの鍵

を借り、ハンドマイクをご利用ください。 
１０－２０５コンピューター室 ２４ ○  ※2 ○ ○ ○  

１０－２０６コンピューター室 ５７ ○  ※2 ○ ○ ○ ○  

１２－３０２コンピューター室 ３６ ○  ※2 ○ ○ ○ ○  

１２－３０４コンピューター室 ２１   ○  

１２－３０５コンピューター室 １０１ ○  ※2 ○ ○ ○ ○  

１２－３０６コンピューター室 ６１ ○  ※2 ○ ○ ○ ○ ○  

１２－３０７コンピューター室Ａ ６１ ○  ○ ○ ○ ○ ○
連続教室として利用可 

１２－３０７コンピューター室Ｂ ６１ ○  ○ ○ ○ ○ ○

１２－３０８コンピューター室 ４９ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 大型タブレット端末利用可 

１２－３０９コンピューター室 １０１ ○  ※2 ○ ○ ○ ○  

１２－３１０コンピューター室 ５１ ○  ※2 ○ ○ ○ ○  

１２－４０１コンピューター室Ａ ６１ ○ ○ ※2 ○ ○ ○ ○
連続教室として利用可 

１２－４０１コンピューター室Ｂ ６９ ○ ○ ※2 ○ ○ ○ ○

１２－４０２コンピューター室Ａ ６７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
連続教室として利用可 

１２－４０２コンピューター室Ｂ ６７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１６－４０１コンピューター室 ７９ ○  ○
１６号館講師室にて授業の担当教員が鍵を 
借り、開閉室をおこなってください。 

１６－４０２コンピューター室 ５９ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 連続教室として利用可 
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 ５９ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○

１６－４０４コンピューター室 ５７ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 連続教室として利用可 
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。 １６－４０５コンピューター室 ５５ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○

１６－４０６コンピューター室 ５３ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  

１８－１０４コンピューター室Ａ ６１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 連続教室として利用可 
持込ＰＣ画面出力がＨＤＭＩ対応 １８－１０４コンピューター室Ｂ ６１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｅ－１０４コンピューター室 ３１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

※1 音声ケーブルは総合情報センター各窓口で貸し出しをしています。 

※2 プロジェクターは総合情報センター各窓口で貸し出しをしています。 
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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２０１４年２月現在の状況で示しています。 
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