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Information Security Training Manual
情報セキュリティ研修マニュアル
In order to activate your Nagoya University ID you must ① take the “Information Security Training for New Students”,
② pass the “Assurance Test”, ③install the multi-factor authentication CAS application, and ④complete the ‘Yearly
Information Security Check’ . You will not be able access the Nagoya University Collaboration and Course Tools
(NUCT), nor register to courses online if you do not complete these steps. Make sure to obtain your THERS account
as well.
名古屋大学IDを有効化するためには、 ①新入生情報セキュリティ研修を受講して ②確認テストに合格したあと、 ③多要
素認証CASアプリをインストールし、④年次情報セキュリティーチェックを完了させる必要があります。これを完了させ
ないと、the Nagoya University Collaboration and Course Tools NUCTが使えず、オンラインでの履修登録もできません。
機構アカウントも忘れずに取得してください。

Make sure to complete items A to D as soon as possible.
できるだけ早く、AからDの手続きを済ませておいてください。
A. Information Security Training for New Students / 新入生情報セキュリティ研修
B. Installing Multi-Factor authentication CAS app / 名大IDの多要素認証CASアプリのインストール
C. Obtaining THERS Account / 機構アカウント（THERSアカウント）の取得
D. Yearly Information Security Check / 年次情報セキュリティチェック
E. Change Your Pre-issued Password / パスワードの変更（Only available in Japan/日本国内のみ可能）

注意/Caution
Follow the instructions step by step, following the
order shown at the upper left corner of each page.
If you made a mistake, or accidentally closed the
browser, return to the first page of each chapter (A-1,
B-1, C-1, D-1, E-1).
スライドの左上の順番に従って作業を進めてください。
途中で間違えたり、うっかりブラウザを閉じてしまった
場合には、各章の最初（A-1、B-1、C-1、D-1、E-1）
へ戻って、やり直してください。

A. Information Security Training for New Students / 新入生情報セキュリティ研修

A

Information Security Training for New Students
新入生情報セキュリティ研修
In order to activate your Nagoya University ID and use the University’s information services new
students must complete the Information Security Training and pass an assurance test.
In the new student information security training, you will learn how to handle Nagoya University's
information equipment and software, and how to manage your passwords.
You are required to complete this training course in order to register for courses.
◆◇◆◇◆◇

名古屋大学では、名大IDを有効化し、大学の情報サービスを利用するためには新入生情報セキュリティ研
修を受講して、確認テストに合格する必要があります。

新入生情報セキュリティ研修では、名古屋大学の情報機器やソフトウェアの取り扱いやパスワードの管理
などについて学習します。
研修を完了しないと履修登録を行うことが出来ないため、必ず受講してください。

A. Information Security Training for New Students / 新入生情報セキュリティ研修

A-1

Type your Nagoya University ID here
① Access the following link: https://ist.nagoyau.ac.jp/

② The page shown on the right will appear.
③ Type your Nagoya Univ ID and
click the “ログイン” (login) button.
◆◇◆◇◆◇

① 次のリンクにアクセスしてください：
https://ist.nagoya-u.ac.jp/
② 右のウィンドウが表示されます。
③ 名古屋大学IDを入力し「ログイン」をクリック
します。

A-2

A. Information Security Training for New Students / 新入生情報セキュリティ研修

① Click “設定ツール” (tool settings)to change the
language.
◆◇◆◇◆◇

※日本語で受講する場合は、
言語設定は必要ありません。

A. Information Security Training for New Students / 新入生情報セキュリティ研修

A-3

① Click “言語” (language) to change the
language.
◆◇◆◇◆◇

※日本語で受講する場合は、
言語設定は必要ありません。

A. Information Security Training for New Students / 新入生情報セキュリティ研修

A-4

① Click the “Information Security Training
for New Student (Academic...” tab.
◆◇◆◇◆◇

① 「20XX年度新入生セキュリティ研修」タ
ブをクリックします。

A. Information Security Training for New Students / 新入生情報セキュリティ研修

A-5

① Read the learning material from
“Learning Material List”.
② Select “Assurance test”.
③ Click “Assurance test”.
④ Read the notes and click “Begin
Assessment”.
◆◇◆◇◆◇

① 「教材一覧」から教材を読みます。

② 画面左側にある「確認テスト」を選択し
ます。
③ 「タイトル」の下にある「確認テスト」
をクリックします。
④ 説明を読み、「テストを開始」をクリッ
クします。

①

②
③

A. Information Security Training for New Students / 新入生情報セキュリティ研修

A-6

Is you score of over 80?
テストは80点以上でしたか？
① Once you have finished answering all
the questions, click “Submit for Grading”.

② After that, click “Submit for Grading”
one more time.
◆◇◆◇◆◇

① 全ての問題に答えたら「採点のために提
出」をクリックします。
② その後にもう一度、「採点のために提
出」をクリックします。

YES
Proceed to the next step.
次のステップに進みます。

NO
Retake the test.
もう一度確認テストを
受けてください。

B

B. Installing Multi-Factor Authentication CAS app / 名大IDの多要素認証CASアプリのインストール

Multi-Factor CAS authentication with Nagoya University ID
名古屋大学ID（名大ID）による多要素認証CAS
Nagoya University has a system (CAS authentication) that allows students to log in to the NUPACE
Online Course Manager (course registration system), lecture management system, and many other
information services using their Nagoya University ID and password.

Multi-factor CAS authentication system has been introduced in view of the need for stronger security.
This is a system in which a one-time password is generated and notified each time you log in by
installing an authentication application on your smartphone or PC in advance, and authentication is
performed using three items: Nagoya University ID, password, and one-time password.
This section A explains how to install the multi-factor authentication CAS application.
◆◇◆◇◆◇

名古屋大学では、NUPACE履修管理システムや、名大ポータル、NUCTなどの情報サービスに、名大IDと
パスワードのみでログインできる仕組み（CAS認証）があります。

2022年から、より強いセキュリティのため多要素CAS認証が導入されました。これは、事前にお手持ち
のスマートフォンやPCに専用の認証アプリをインストールすることによって、毎ログイン時にワンタイ
ムパスワード（一時的なパスワード）を発行・通知し、名大ID、パスワード、ワンタイムパスワードの3
点で認証を行う仕組みです。
このセクションAでは、多要素認証CASアプリのインストール方法を説明します。

B-1

B. Installing Multi-Factor Authentication CAS app / 名大IDの多要素認証CASアプリのインストール

In the Nagoya University ID multi-factor authentication CAS, you can use any of the following as an
authentication application (It is sufficient to set up only one).
“Google Authenticator (for smartphones)”, “Microsoft Authenticator (for smartphones)”
“WinAuth (for Windows)”, “Step Two (for Mac)”
* ‘Microsoft Authenticator’ is used for the THERS account described in C section,
so installing this one may save you time and effort.
① Please refer to this page to install the authentication app and register the authentication seed.
https://icts.nagoya-u.ac.jp/en/services/nuid/CAS/mfa_cas_seed_registration.html
◆◇◆◇◆◇

名大IDの多要素認証CASでは、認証アプリとして次のいずれかを利用できます（1つだけで十分です） 。
「Google Authenticator（スマホ用）」「Microsoft Authenticator （スマホ用） 」
「WinAuth （Windows用） 」「Step Two（Mac用）」

※Cセクションで説明する機構アカウントではMicrosoft Authenticatorを利用するので、
こちらをインストールすると手間が省けます。
① こちらのページを参考にして、認証アプリのインストールと認証シードの登録を行ってください。
https://icts.nagoya-u.ac.jp/ja/services/nuid/CAS/mfa_cas_seed_registration.html

B-2

B. Installing Multi-Factor Authentication CAS app / 名大IDの多要素認証CASアプリのインストール

Once you have installed the authentication application and registered the authentication seed
check to see if you can correctly use the multi-factor authentication CAS.,
① Please refer to this page to carry out a trial run of the Multi-Factor Authentication CAS.
https://icts.nagoya-u.ac.jp/en/services/nuid/CAS/mfa_cas_authentication_test.html
② If the message“認証成功。多要素認証CAS利用OKです。(Authentication succeeded. The multifactor authentication CAS is available)” is displayed, the multi-factor authentication CAS is valid.
◆◇◆◇◆◇

認証アプリのインストールと認証シードの登録が完了したら,正しく多要素認証CASが利用できるか確認
しましょう。

① こちらのページを参考にして、多要素認証CASの利用テストを行ってください。
https://icts.nagoya-u.ac.jp/ja/services/nuid/CAS/mfa_cas_authentication_test.html
② 「認証成功。多要素認証CAS利用OKです。」と表示されたら多要素認証CASは有効です。

C. Obtaining THERS Account / 機構アカウント（THERSアカウント）の取得

C

Tokai National Higher Education and Research System Account (THERS Account)
機構アカウント（THERS Account）
From 2021, Tokai National Higher Education and Research System (THERS) have distributed THERS
accounts based on an agreement with Microsoft Corporation.
Currently, the THERS account corresponds to the THERS e-mail address (****@*.thers.ac.jp) and is
required in order to use "Microsoft Office software (Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Teams)", etc.
This section C explains how to obtain a THERS account.
*New students must first pass “B. Information Security Training for New Students ”.
◆◇◆◇◆◇

2021年より、東海国立大学機構（機構）はマイクロソフト社との契約に基づいて機構アカウントを発行
しています。
現在、機構アカウントは機構メールアドレス（***@*.thers.ac.jp）と対応しており、「Microsoft Office
ソフトウェア（Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Teams）」の利用などに必要です。
このセクションCでは機構アカウントの取得方法を説明します。

※新入生の場合は先に「B.新入生情報セキュリティ研修 」に合格しておく必要があります．

C. Obtaining THERS Account / 機構アカウント（THERSアカウント）の取得

C-1

When you obtain a THERS account, there is CAS authentication using your Nagoya University ID.
Please go through section "A. Installation of the multi-factor authentication CAS application" and
"B. Information Security Training for New Students " first.
① Please refer to this page to check your THERS account.
https://icts.nagoya-u.ac.jp/ja/services/thersaccount/
② Click “Click here to translate this page to English using Google translation.”.
③ Please follow the page's instructions.
◆◇◆◇◆◇

機構アカウントの入手時に、名古屋大学IDによるCAS認証があります。

先に「A. 多要素認証CASアプリのインストール」と「B. / 新入生情報セキュリティ研修 」を行ってくだ
さい。
① こちらのページを参考にして、機構アカウントの確認を行ってください。
https://icts.nagoya-u.ac.jp/ja/services/thersaccount/

C. Obtaining THERS Account / 機構アカウント（THERSアカウント）の取得

C-2

To start using your THERS account, you need to install the authentication application "Microsoft
Authenticator“ and set up two-step authentication.
① Please refer to this page to start using your THERS account:
https://icts.nagoya-u.ac.jp/ja/services/thersaccount/ms365start.html

② Click “Click here to translate this page to English using Google translation.”.
③ Please follow the page's instructions.
◆◇◆◇◆◇

機構アカウントの利用を始めるために、認証アプリ”Microsoft Authenticator”をインストールして、
二段階認証の設定を行う必要があります。
① こちらのページを参考にして、機構アカウントの利用開始手続きを行ってください。
https://icts.nagoya-u.ac.jp/ja/services/thersaccount/ms365start.html

D. Yearly Information Security Check / 年次情報セキュリティチェック

D-1

① Type the following address in the address bar :
https://cert.nagoya-u.ac.jp

③

② Log in with your ID and password.

③

③ Click Yearly information Security Check
for Academic Year 20XX .
④ Click Yearly Information Security Check
which is shown underneath the title.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

① https://cert.nagoya-u.ac.jp にアクセスします。

② IDとパスワードを入力してログインします。
③ 20XX年度年次情報セキュリティチェック をクリックします。
④ タイトルの下の年次情報セキュリティチェックをクリックします。

④

D. Yearly Information Security Check / 年次情報セキュリティチェック

D-2

Type your THERS email address
(****@*.thers.ac.jp) and click SEND MAIL.
(Please confirm that you received an email without any
problems from step D3.)
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

機構メールアドレス(****@*.thers.ac.jp)を入力し、
メール送信をクリックします。
(次の操作D3以降でメールが届いているか確認します)

D. Yearly Information Security Check / 年次情報セキュリティチェック

D-3

① Open a new tab.

② Access the following website:
https://outlook.jp
③ Click “Sign in”

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

① 新しいタブを開きます。
② 以下のウェブサイトにアクセスします。
https://outlook.jp
③ 「Sign in」をクリックします。

2022/4/7
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D. Yearly Information Security Check / 年次情報セキュリティチェック

D-3

① Sign in to your THERS account.
② You should have received an email titled
“Your Mail Address Confirmation”.
Access the link in the mail.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

① 機構アカウントを使ってサインインします。
② メールアドレス確認のメールが届いている
はずですので、その中に記載されている
URLにアクセスしてください。

2022/4/7
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D. Yearly Information Security Check / 年次情報セキュリティチェック

D-5

① The screen on the right will appear.
(If not, click the provided URL in the email
again or copy and paste the link into the
address bar.)
② Click CONFIRM.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

①右の画面が表示されます。
(表示されない場合はメールに記載のURLを再度ク
リック、または、リンクをアドレスバーに貼り付
けてください。)

② 確定をクリックします。

2022/4/7
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D. Yearly Information Security Check / 年次情報セキュリティチェック

D-6
①

②

Type the following URL into the address bar.
https://cert.nagoya-u.ac.jp

Where necessary, click ‘cas’, enter your ID
and password and login again.

③

Click "Yearly information Security Check
for Academic Year 20XX“

④

Click "Yearly information Security Check“

②
③

④

⑤ Answer all questions and click Submit. You will be
prompted to click Submit in the confirmation window once
more.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

①

https://cert.nagoya-u.ac.jp をアドレスバーに入力します。

②

再度ログインする必要があれば、右上の「cas」をクリックし
IDとパスワードを入力してログインしてください。

③

「20XX年度年次情報セキュリティチェック」をクリックします。

②

③

④ 「20XX年度年次情報セキュリティチェック」 を再クリックします。
⑤

全ての設問に回答したら提出をクリックし、確認ウィンドウが
2022/4/7
表示されたら、再度提出をクリックします。

④
21

Congratulations!

You have completed all of the required steps!
The next procedure “E. Change Your Pre-issued Password” is optional.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

これで手続きは終了です! お疲れさまでした。
これ以降の操作「E.パスワードの変更」については、必要に応じて行っ

てください。

D. Change Your Pre-issued Password / パスワードの変更

E-1

※ The following procedure cannot be completed outside of Japan. Please try once you have entered
the country.
※以下の操作は日本国外では行えません。日本に到着後に行ってください。

①

Access:
https://directory.nagoya-u.ac.jp/chpasswd/

②

Type the provided password in “old“ .

③

Type new password in “new” and
in “retype” .

④

Click Change password.

②

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

①

https://directory.nagoya-u.ac.jp/chpasswd/に
アクセスしてください。

②

現在のパスワードを入力します。

③

新規パスワードを入力します。

④

Change passwordをクリックします。
2022/4/7

③
④
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