ネットワークカード調査票
Network Registration Form
記入日：

西暦

Date

年

月

year

日

month

day

マシンのメーカー名および型番：
Manufacturer/Brand and Model number
職名または係名：

Affiliation
使用者名：

User Name
利用する OS：

Operating System
ネットワークカードの MAC(Media Access Controller)アドレス(12 桁)：
MAC Address of your Network Card (12-digit)

ウィルス対策ソフト： 導入済み (Already installed) ／
Anti-virus Software

導入予定 (Will be installed)

※ ネットワークへの接続には、ウィルス対策ソフトの導入が必須です。
Anti-virus Software MUST be installed to access to the network.

ウィルス対策ソフトのソフトウェア名：
Name of Anti-virus Software installed
A. Windows Defender (Windows10 / Windows8.1)
B. その他
Other
利用場所：
Location

設定完了後の連絡希望：
連絡を希望する (Yes) ／
Need confirmation once registered?
連絡先：
Contact information

希望しない (No)

E-mail
内線(Ext.)

******************************************************************************
(以下計算機室記入 Do not fill below)
受理日：西暦
年
月
日
MAC アドレス登録日：西暦
年
月
IP アドレス(DHCP による自動取得の場合は記入不要)：

日

ネットワーク利用中止届 受理日：西暦

月

年

日

機器のネットワーク接続申請に際しての留意事項
〔１〕 当該機器のネットワーク利用を中止する場合は、「ネットワーク利用中止届」を提出して
下さい。
〔２〕 申請内容に変更が生じた場合は、改めて「ネットワークカード調査票」を提出して下さ
い。
〔３〕 セキュリティ確保のため、当該機器への研究科外部からのアクセスは原則禁止とします。
研究科設置のファイアウォールにおいてアクセス制御を行いますので、予めご承知おき下
さい。
〔４〕 PC を接続する場合、OS やアプリケーションについて、セキュリティ関連のソフトウェア
更新を必ず行って下さい。また、ウィルス対策ソフトウェアの導入は必須です。
〔５〕 複合機、プリンタ、NAS 等の PC 以外の機器を接続する場合、当該機器の基本ソフトウェア
のバージョン番号の確認方法、最新のソフトウェアの入手方法および適用方法を必ず確認
し、最新を保って下さい。また、当該機器の管理用パスワードは、必ず初期値とは違うも
のに変更、設定して下さい。
〔６〕 当該機器の用途や当該機器に保存される情報の重要度を検討し、情報漏洩や不正利用が起
こらないよう、当該機器側でも適正なアクセス制御設定を行って下さい。

Important Notice on Network Device Registration
〔１〕 To discontinue the use of the Faculty network, submit the “Network Deregistration
Form”.
〔２〕 If any given information changes, resubmit the “Network Registration Form”.
〔３〕 For security reasons, accessing to its registered device(s) from outside the Faculty
network is prohibited. The access from outside the Faculty network is controlled through
the firewall at the Faculty of Economics.
〔４〕 To connect PC(s) to the Faculty network, make sure to apply the security-related
updates to OS and application software. And, anti-virus software must be installed.
〔５〕 To connect a multi-function printer, printer, NAS or other devices to the Faculty
network, make sure to keep the installed software up-to-date (check the OS version and
its latest software information). And, do NOT use the default admin password.
〔６〕 Keep in mind its use and its importance of data stored. And, make sure to have the
appropriate access control at user’s end to prevent information leakage and
unauthorized use.

