学生向け情報サービスの設定手順（新入生用）2020.4駒場版
1. UTokyo Account

情報システム本部
情報基盤センター

• 学生向け各種情報サービスの利用にはUTokyo Accountが必要です。
• UTokyo Accountのユーザ名は共通ID（学生証の右下の番号）の下10桁です。 UTokyo Accountのユーザ名（10桁）、初
期パスワードは東京大学合格者情報登録システムにログインし、確認の上、ご自身で印刷または保存したものです。
• 最初にまず、諸手続きで渡されたアカウント通知書の初期パスワードを変更してください。
• 変更手続きは、https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/dics/ja/account.htmlの「パスワード変更」を参照。
• ”UTokyo Account”で検索するとこのページがみつかります。

2. 教育用計算機システム(ECCS)

4. メールアドレス登録

6. マイクロソフト Office など

• 「教育用計算機システム利用の手引」の19.3-19.7
を読んだ上で、以下のオンライン新規利用者講習
会を受講して利用権を取得してください。（小テ

• 学務システムUTASにUTokyo
Accountでログインしメールアド
レス（ 3.で取得したもの）を登
録（推奨）してください。
• 5.の手続きの前日までに行ってく
ださい。

• 個人所有のPCでマイクロソフトOfficeが利用可
能です。
• https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/dics/ja/
mslicense.htmlの「Office365Proplus 利用許諾 」
から申請してください。
• 申請から利用可能になるまで，日中は3時間、
夜間は翌日11時までかかります。
• “UTokyo Microsoft License”で検索するとこのペー
ジが見つかります。
• 2019年4月からMATLABも利用出来ます。

ストあり）

https://www.ecc.u-tokyo.ac.jp/guide/tebiki/
https://www.ecc.u-tokyo.ac.jp/onlineseminar.html
• テストに合格すると、1時間後に情報教育棟などに設
置されたiMacが UTokyo Accountでログインして利用可
能となります。

3. 学生メール
•
•

東大のメールアドレスで，Gmailが利用可
能になります。
手続きは1.の「パスワード変更」と同じ
ページの「ECCSクラウドメール」から。

5. UTokyo WiFi
•
•

•

講義室等で WiFi が利用できます。
https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/dics/ja/wifi.htmlの「アカウントメニュー」から申
請してください。
•
“UTokyo WiFi”で検索するとこのページがみつかります。
•
申請は国内のネットワークから行ってください。学内ではECCSのiMacか
らも申請できます。
専用のユーザ名とパスワードが，4.で登録したメールアドレスに届きます。

Startup Procedures on the UTokyo Student Information Services（for new students）2020.4 komaba version
1. UTokyo Account

Division for Information and Communication Systems
Information Technology Center

• UTokyo Account is required in order to use the various student information services.
• You will be able to check your user name and the initial password of your UTokyo Account on http://utas-ew.adm.u-tokyo.ac.jp/ .
• First, please change the initial password provided on the “UTokyo Account Notice”.
• To change your password , please refer to “Passsword Change” on https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/dics/ja/account.html.
• This page can be found if you search for “UTokyo Account” on the web (Google, bing, etc).

2. Educational Campus-wide
Computing System (ECCS)
• Read the “ECCS User’s Handbook” , then take and
pass the “ECCS Online New User Information
Seminar” found on
https://www.ecc.u-tokyo.ac.jp/files/tebiki-e.pdf
https://www.ecc.u-tokyo.ac.jp/onlineseminar.html

• One hour after you pass the test, you will be able
to use the iMacs (ECCS terminal) located in places
like the Information Education Building with your
UTokyo Account.

3. ECCS Cloud Email
•
•

You will be able to use Gmail services on the
university domain.
Apply for “ECCS Cloud Email” from the “UTokyo
Account User Menu” where you changed the
password in the step 1.

4. Registering
Email Address
• Login to UTAS (the academic affairs
system) and register your email
address in the contacts information.
(We recommend that you register the
address obtained in “3. ECCS Cloud
Email”)
• After you have registered your email
address, you can apply for “5. UTokyo
WiFi” on the following day.

6. Office Software License etc.
• You can use Microsoft Office on your own PC.
• Search “UTokyo Microsoft License”, and apply from
https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/dics/ja/
mslicense.html
• “Office365Proplus Application” needs at least 3
hours (if applying between 8am ～ 6pm) or until the
following morning (11am) if you apply during the
night before it becomes accessible.
• This page can be found if you search “UTokyo
Microsoft License” on the web.
• MATLAB software has been available since Apr. 2019.

5. UTokyo WiFi
•
•
•
•

You can use UTokyo WiFi for academic activities.
Search for “UTokyo WiFi” and apply for your WiFi account on
https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/dics/ja/wifi.html
The WiFi account can only be applied for while you are in Japan. You can use the iMacs - ECCS
terminal.
Your ID and password for UTokyo WiFi will be sent to the registered email address (step 4).

新入生のみなさんへ/To All New Students of UTokyo

Microsoft Officeの提供
Microsoft Office for students
東京大学では包括ライセンス契約により、新入生（学部学生・大学院生の方）の皆さんは、Microsoft
Officeを、個人が所有するＰＣ等に個人の費用負担なくインストールすることができます。
The University of Tokyo is offering Microsoft Office® to all undergraduate/graduate students
through a comprehensive university agreement. Students will be able to install Microsoft Office
on their own PC free of charge.

１．利用できるソフトウェア製品 /Available Products
・Office 365 ProPlus（日本語(Japanese)版／英語(English)版 ）
（Office Professional Plusのクラウド版です/Cloud version of Office Professional ）

２.

インストールできる機器

/ Supported Devices

・1 人あたり Windows PC または Mac 5 台、タブレット 5 台 (Windows、iPad、Android)、
スマートフォン 5 台にインストールできます。（Microsoft Surface Pro などの 2-in-1
Windows デバイスは、PC とタブレットのどちらにカウントしてもかまいません。）
・One user can use 5 Windows/macOS PCs, 5 Tablets (Windows, iOS, Android), 5
smart phone (You can count 2-in-1 Windows device either PC or Tablet.)

３．

利用方法

/ How to use

詳しくは下記のウェブサイトを参照してください。

“UTokyo Microsoft License” で検索！

Please refer to the following website for more information

Search using “UTokyo Microsoft License” ！

http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/administration/dics/service/mslicense.html
ECCS新規利用者講習会でも説明します。
/Explanation will be given at the ECCS new user seminars.

４．

注意事項

/ Notice

・

インストールにはUTokyo Accountが必要になります。UTokyo Accountは入学手続き時
に配布されます。

・

ソフトウェアを利用できるのは在学中です。卒業後は利用出来ません。

・

利用規約を守って利用してください。

・

To install the software, you must have a UTokyo Account. You will be given your
UTokyo Account during the admissions procedures.

・

The software license is valid as long as you belong to the University of Tokyo as a
student. You will not be able to continue using this license after you graduate.

・

Please follow and obey the usage and security guidelines.

お問い合わせ先/ Contacts
情報システム部情報戦略課/ Information Strategy Group
ＴＥＬ：03-5841-2178 (Japanese only)
（平日/ Weekdays 9：30～12：00、13：00～16：30））
又は UTokyo Microsoft Licenseのページの
問い合わせフォームからお問い合わせください
If you need to ask questions in English, please contact
us using the webform in the UTokyo Microsoft
License site.
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