平成２８年１１月２１日

学生・教職員 各位

本 部 学 務 課
東京大学学務システムの切り替えについて
本学学務システムの利用については、日頃よりご協力いただきありがとうございます。
現在、学部前期課程において「UTask-Web」
、学部後期課程及び大学院において「UT-mate」の
２つの学務システムが運用されております。平成 25 年度から、これらのシステムを統合した新し
い学務システムである東京大学学務システム(UTokyo Academic affairs System：略称 UTAS)の
構築を行なってきましたが、来年一月の学務システムの切り替えを目指し、現在、最後の工程で
ある本学による受入テストに入っております。
切り替えスケジュール等は以下に示すとおりになっておりますので、あらかじめご承知おきく
ださるようお願いいたします。切り替えにあたっては、利用者の方にご不便をおかけすることも
あろうかと存じますが、ご理解とご協力を賜りますよう何卒よろしくお願いいたします。
○切り替えスケジュール
現行学務システムの停止と UTAS の稼働開始は次のとおり予定しています。
平成 28(2016)年 12 月 28 日正午 現行学務システム（UTask-Web, UT-mate）停止
平成 29(2017)年 1 月 4 日 9 時 東京大学学務システム（UTAS）稼働開始

※平成 28(2016)年 12 月 28 日 9 時～平成 29(2017)年 1 月 4 日終日の間、自動証明書発行機は
ご利用いただけませんのでご注意ください。
○UTAS へのログイン
UTAS へのログインについては、
これまでどおり UTokyo Account により行うことになります。
すでに現在の学務システムを使用されている方は、特に手続きすることなくこれまでと同様に
ご利用いただけます。なお、UTAS のログイン画面の URL は未定ですが、稼働開始後に、現行シ
ステムのログイン画面から移動できるように設定する予定です。
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To All Students and Academic and Administrative Staff
Information Regarding Changeover of the Academic Affairs System at UTokyo
We would like to express or thanks to all your support and cooperation with the use of
the University’s academic affairs system.
As you are aware, currently there are two systems being used in the University; “UTaskWeb” in the Junior Division of the undergraduate level, and “UT-mate” at all other levels
of the University. Since 2013 we have been working towards the development of UTAS,
the UTokyo Academic affairs System which will merge the existing two systems. We are
now in the final stages of the process, and are carrying out trials with the aim of a
changeover to the new system next January.
Please find below the proposed schedule for the changeover, and we would be grateful
for your understanding and cooperation during this period for any inconvenience that
the changeover may cause to the users.
Schedule for Changeover
The plan for the cessation of the current system and activation of UTAS is as follows.
Termination of current systems (UTask-Web + UT-mate)
12:00hrs on 28 December 2016
Activation of UTAS (UTokyo Academic affairs System)
09:00hrs on 4 January 2017
Please be aware that the automated transcript issuing machines will not be operating
between 09:00, 28 December 2016 to 23:59, 4 January 2017.
Logging onto UTAS
You will use your UTokyo Account to log onto UTAS. Those who are already using the
existing systems will be able to use the system without the need for special procedures.
Currently the address for the log in page has not been fixed, but the plan is to make it
possible to transfer to the page from the log in screen of the current systems once UTAS
has been activated.
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