
横浜国立大学情報基盤センターアカウント利用規約

平 成２９年 １月２３日

情報基盤センター長裁定

（目的）

第１条 この規約は、国立大学法人横浜国立大学情報システム利用規則（平成 22 年規則第 38 号）、

以下「利用規則」という。）第 5 条第 2 項に基づき、国立大学法人横浜国立大学（以下「本学」と

いう。）の情報システムの利用にあたって、情報基盤センター（以下「センター」という。）が提供

するアカウントの利用について、必要な事項を定める。

（適用範囲）

第２条 この規約は、本学の情報システム及びそれに係る情報を利用する全ての者に適用する。

（アカウント）

第３条 この規約におけるアカウントとは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) YNU ログイン ID
イ センターが管理運用する ID 管理システムに登録されるものをいう。

YNU ログイン ID は、利用者個人に対して一人につき１アカウント付与する。

ロ YNU ログイン ID は、以下のルールに則り付与する。

教職員：苗字．名前のイニシャル－ 3 文字のアルファベット

学 生：学生種別を表す 1 文字のアルファベット＋学籍番号 
その他（授業支援システム専用、VDI システム専用、ゲスト利用等）：情報基盤センター

長（以下「センター長」という。）が決定する。

(2) YNU メールアカウント（個人用）

イ YNU メールアカウント（個人用）は、教職員個人に対して付与するもので、マイクロ

ソフトのクラウドサービス Office365 上に登録され、ドメインが「ynu.ac.jp」のものをいう。

ロ YNU メールアカウント（個人用）は、一人につき 1 アカウント、以下のルールに則り付与

する。

苗字 - 名前 - 2 文字のアルファベット @ ynu.ac.jp   
なお、2 文字のアルファベットは、センターで自動的に割り当てる。 

ハ 2015 年 11 月以前に付与した YNU メールアドレス（旧 YNU メールアドレス）を利用してい

る者に対しては、旧YNUメールアドレス用のアカウントを一人につき 1アカウント付与する。

(3) YNU メールアカウント（団体用）

イ YNU メールアカウント（団体用）は、係等の団体に対して付与するもので、マイク

ロソフトのクラウドサービス Office365 上に登録され、ドメインが「ynu.ac.jp」のものをい

う。

ロ YNU メールアカウント（団体用）のアカウント名は、申請者の希望を考慮した上で、セン

ター長が決定する。

(4) YNU メールアカウント（生涯用）

イ YNU メールアカウント（生涯用）は、マイクロソフトのクラウドサービス Office365 上に

登録され、ドメインが「ynu.jp」のものをいう。

ロ YNU メールアカウント（生涯用）は、教職員、学生及び卒業生・修了生に対して一人につ

き１アカウント付与するもので、その利用手続き及び有効期限等については、「YNU メール

アカウント（生涯用）利用規約」で定める。

2 センターが提供するアカウントを利用する者（以下「利用者」という。）は、センター長に別紙様

式 1 の「情報システム利用申請書」を提出し、アカウントの割当を受けなければならない。ただし、

アカウントを必要としない情報システムについての利用手続きは、それぞれの情報システムの利用規

約で定める。

（アカウントの利用方法）

第４条 利用者は、アカウントの利用に際し、本学情報システム関係諸規則に従うこと。

2 利用者は、アカウントを他人に貸与してはならない。 



（アカウントの有効期限）

第５条 YNU ログイン ID の有効期限は、次のとおりとする。

(1) 教職員については、教職員の身分を失うまでとする。

(2) 学生については、学生の身分を失うまでとする。

(3) 本学の教員の指導を受けて研究に従事する者で、当該部局長の認める者については、申請年度

限りとし、当該年度を超えて利用する場合は、継続利用申請を行うこととする。

(4) 本規約第３条第１号のロのその他に該当する利用者及び同条同項第３号に該当する利用者の有

効期限は、申請年度限りとし、当該年度を利用する場合は、継続利用申請を行うこととする。

2 YNU メールアカウント（個人用）の有効期限は、教職員の身分を失うまでとする。 
3  YNU メールアカウント（団体用）の有効期限については、申請年度限りとし、当該年度を超えて

利用する場合は、継続利用申請を行わなければならない。ただし、継続利用申請理由が不適切である

とセンター長が判断した場合は、継続利用を認めない場合もある。

（禁止事項及び違反行為への対処）

第 6 条 アカウントの利用にあたっては、本規約第 4 条及び利用規則第 6 条（ID とパスワードによ

る認証の場合）を遵守すること。利用者の行為が、利用規則第 15 条に掲げる事項に違反すると被

疑される行為と認められたときは、利用規則第 16 条（違反行為への対処）により対処するものと

する。

附則

この規約は、平成２９年 ２月 １日から実施する。 



[ 横浜国立大学情報基盤センターアカウント利用規約　別紙様式1]情報システム利用申請書(2017.02.01版)

開始日 
終了日
承認YNUログ
インID

YNUログイン
ID初期パス
ワード
【注】受領
後、速やか
に変更して
下さい。

YNUメールアカウント
（個人用）
後ろに@ynu.ac.jpを
つけたものがアカウ
ント兼メールアドレス
となります。初期パ
スワードはパスワー
ド変更システムから
確認してください。

苗字
(Sur.Name）

名前
(Given Name)

(Middle
Name)お持ち
の方のみ

全角で記入 姓、名の順、
半角で記入
頭文字は大
文字

入力は、選
択式になって
います。

雇用開始日
より前から利
用を希望され
る方のみ

本学の雇用
に関する規
則に沿った職
名を記入

複数の所属
をお持ちの方
は、いずれか
一つの所属
のみ記入

組合員証に
記載のある
番号（末尾の
2桁を抜いた
8桁の番号）
を記入。

例1yokohama.h-aaa Rtry&!f11a yokohama-hanako-ab 横浜 花子 クリスティーン ヨコハマ ハナコ クリスティーン Yokohama Hanako Christeen 1969/02/15 常勤教員 (教授） 2017/02/01 2017/04/01 教授 教育学部 12345678

例2yokohama.t-bbb 4tDt1j=k11 yokohama-taro-xy 横浜 太郎 ヨコハマ タロウ Yokohama Taro 1971/10/25 非常勤講師 2017/02/01 2017/04/01 2018/03/31 非常勤講師 工学研究院 23456789

1

2

3

4

5

行の増減は適宜　調整してください

※ 「情報基盤センター入力欄」以外は必須項目となっています。漏れなくご記入ください。
※ メールアドレス：「苗字(Sur.Name)」-(ハイフン)「名前(Given Name)」-(ハイフン)「チェックデジット2文字」の形式にて当センターが指定します。（ミドルネームはメールアドレスに含まれません）

卒業生等でYNUメールアドレス（生涯用）をすでにお持ちの方は、@より前の部分は同じ文字列にて発行させていただきます。
※ 任期：　任期開始日については、常勤、非常勤に関わらず、必ずご記入ください。任期終了日は、常勤の方は不要です。
※ 職員番号：派遣職員や研究員等で職員番号の無い方は、「無し」、申請時には番号が無く未記入の方は、「未定」と記入ください。

役員

常勤教員 (教授）
常勤教員 (准教授）
常勤教員 (講師、助教、特別研究教員、研究教員、助手）
附属学校教諭-1 (本学自身で採用)
附属学校教諭-2 (派遣、人事交流等)

特任教員 (教授、准教授、講師、助教、研究教員）
常勤職員

特任職員・再雇用職員

名誉教授

情報基盤センター使用欄 非常勤講師

YNUメール 非常勤教員（客員教授、客員准教授、教育担当特任教授　等）

非常勤職員　（事務系非常勤職員、研究担当特任教授　等）
事務系の派遣職員等 
採用前教員 (非常勤講師、非常勤教員を含む）
採用前職員 (その他）
非常勤研究員（客員研究員、科研費研究員、ポストドクター等）

採用日 TLO、YUVEC等の準構成員

インキューべーション施設等の入居者（非構成員）

サーバ登録

ID付与

職員番号確認

受付

台帳登録

承認YNUメール（生涯用）確認

通知

備考

本学において雇用されてい
る期間(任期終了日につい
ては、期限付きの方のみ必
要。)

職員番号

本申請によって収集された個人情報は、申請されたサービスの運用目的にのみ使用します。本センターと機密保持契約を結んでいるシス
テム保守業者が作業目的で利用する場合を除き、センター外の第三者には一切提供されません。

申請書の提出によって、上記取扱いに同意いただいたものとさせていただきます。
当センターの個人情報保護方針及び個人情報に関するお問い合わせ先については、情報基盤センターウェブサイトをご確認ください。
http://www.itsc.ynu.ac.jp/files/id/privacy_policy.pdf

利用者区
分

職名利用開始希望日
任期 本学の所属

関係部局
フリガナ 英語氏名 生年月日※情報基盤センター入力欄 姓 名

ミドルネー
ム
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