
 
申込日：20   /  /    

                                                                  Application Date: YYYY / MM / DD 
 

テレビ会議システム多地点接続制御装置（MCU）利用申込書 
Application for the Use of the Multiple Control Unit (MCU)  

 
東京大学情報基盤センター長 殿 
To The Director of Information Technology Center, The University of Tokyo 
 
 貴センターがサービスしている MCU の利用を申し込みます。 
  I hereby apply for the use of the MCU managed by ITC 

職名・身分 : 
Title ・ Status 

  申込者氏名 Applicant’s name : 
※申込者は、学内の教職員に限ります。 
  Only academic and administrative staff on campus are eligible to apply  

所属 Affiliation : 

電話番号（内線）Telephone (extension #) :             E-mail : 
 利用種別: □講義  □会議  □セミナー  □講演  □その他(                                                  ) 
Type of Use: -Lecture  -Conference  -Seminar  -Lecture Presentation  -Others 
利用目的 Purpose of Use: 
利用日時:        20     年    月   日    時   分 ―   時   分 
Date & Time of Use:    yyyy  /  mm  /   dd         hh   :  mm  -   hh   :  mm 
同じ授業などで複数日申し込まれる方は右の

欄にお書き下さい Please complete the column 
on the right if you need to apply for multiple 
days for the same lecture.  

以下の質問にお答えください。Please answer the following questions. 
 
1. 最大接続数(15 以下)をご記入ください。State the number of maximum connections (up to 15) 

 
 最大接続数 Number of maximum connections（  ） 
※	 事前に、テレビ会議システムに割り当てられた IP アドレスがグローバルなものであること、NAT 内でないこ

と、途中の経路にファイアウォールがないことをご確認ください。MCU への接続に失敗する可能性が高くなり
ます。 
Please make sure that the IP address assigned for the TV conference is a global IP address and not on the NAT in 
advance, and that there is no firewall along of the route. These may result in the failure to connect to the MCU. 
 

2. テスト接続（希望する場合は日時をご記入下さい。）Test Connection (fill in the date & time if required) 
 
 希望日時       （     月     日     時     分 ～     時     分） 
 Preferred date & time      MM  /  DD  /  Time / minutes  ~  Time /  minutes) 
 

3. 画面レイアウト（記入がない場合には自拠点を含まない全ての会場を等分割で表示） 
Screen Layout (Unless stated otherwise all locations will be displayed as the same size, and your location will not be 
shown) 
 
※ 画面レイアウトについては別紙「MCU 利用上の注意」をご参照下さい。 
   Please refer to the attached “Points to Note when using the MCU” for details on the screen layout 
 
□	画面レイアウト番号 Screen Layout Number（   ） 
□	画面に自拠点を表示する Display own location on the screen 
□	指定する拠点のみを各拠点に 1 画面で表示させる（講義向き）。指定した拠点には各拠点の分割画

面が表示される Display one specific location on all screens (for lecture). All locations can be displayed on the 
screen of the specified location, 

指定する拠点名と IPアドレス Specified location & IP address（                                ） 
 

【登録が済みましたら】Once registration has been completed 
登録後、メールにて IP アドレスと会議番号(5 桁の数字)をお知らせしますので、接続先にお伝えください。 
Once registration has been completed, you will be informed of the IP address and conference number (5-digit 
number) by email. Please pass this information to all the other connecting sites. 
 
Polycom の場合｢IP アドレス##会議番号｣,SONY の場合「IP アドレス#会議番号」を指定してコール（接続
）してください。Specify “IP address##conference number” if using Polycom, or “IP address#conference number” if using 
SONY when you call (connect). 

（センター記入欄） 

申込受付日: 20   /   /    担当者:    会議番号：    備考： 

サポート窓口：情報基盤センター 電子教材担当 内線 23002 +81-3-5841-2759 
E-mail: DistEdu-support@itc.u-tokyo.ac.jp 
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