平成 29 年 4 月 27 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
日頃より本学学務システムの適切な利用にご協力いただきありがとうございます。
以前お知らせしましたとおり、現行学務システム（UTask-Web, UT-mate）を統合した東京大
学学務システム(UTokyo Academic affairs System：略称 UTAS)への切り替えについて、当初
2017 年１月の予定が延期となっておりましたが、このたび改めて切り替えスケジュールを以下の
とおり確定しましたので、お知らせいたします。
○切り替えスケジュール
現行学務システムの停止と UTAS の稼働開始を次のとおり予定しています。
平成 29(2017)年 6 月 9 日(金)17:00 現行学務システム（UTask-Web, UT-mate）停止
平成 29(2017)年 6 月 14 日(水)9:00 東京大学学務システム（UTAS）稼働開始
※現行学務システム（UTask-Web, UT-mate）停止から UTAS 稼働開始までの間、
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。
○UTAS の利用方法
UTAS 稼働開始前に、UTask-Web 及び UT-mate 内に操作マニュアルを掲載いたします。

27 April, 2017
To All Students and Academic and Administrative Staff
Information Regarding Changeover of the Academic Affairs System at UTokyo
We would like to express our thanks to all your support and cooperation with the use of the
University’s academic affairs system.
We had previously informed you that the changeover from the current academic affairs
systems in use (UTask-Web, UT-mate) to the merged system (UTokyo Academic affairs System)
would be postponed from the originally planned date in January 2017. We would like to inform
you of the new schedule for the changeover.
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)
17:00hrs (5:00 pm) on Friday, 9 June 2017
Activation of UTAS
09:00hrs (9:00 am) on Wednesday, 14 June 2017
Please be aware that the automated transcript issuing machines will not be operating from
the time current systems (UTask-Web + UT-mate) are taken off-line and UTAS comes on-line.
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.
How to Use UTAS
The Users’ Manual for UTAS will be made available on both UTask-Web and UT-mate prior to
UTAS coming online.

