オンライン授業に向けた準備について /
Preparations for online classes
English text is at the bottom.
1) 筑波大学の情報システムを利用するためのガイドライン
筑波大学の情報システム（ネットワークやコンピュータなど）を
利用するときに守らなくてはならないガイドラインがあります。
下記に、その URL を示しますので、熟読してください。
(JP)
https://oii.tsukuba.ac.jp/wp-content/uploads/sites/29/security/safety2020.pdf
(EN)
https://oii.tsukuba.ac.jp/wp-content/uploads/sites/29/security/safety2020e.pdf
(CN)
https://oii.tsukuba.ac.jp/wp-content/uploads/sites/29/security/safety2020c.pdf
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
(2) マルウェア対策
筑波大学では、個人所有の PC 等（Windows、Mac、モバイル端末）３台までに
インストール可能なアンチウィルスソフトを提供しています。
これに限りませんが、必ずアンチウィルスソフト等でマルウェア対策をしてください。
（アンチウイルスソフトをインストールできる対象）
https://www.cc.tsukuba.ac.jp/wp/service/sl/trendmicro/#site-license-rang
（アンチウイルスソフトのインストール方法）
※学外からは後述する VPN 接続している状態でインストールする必要がありま
す。
※インストールが終了したら、必ず VPN 接続を切断してください。
https://www.cc.tsukuba.ac.jp/wp/wpcontent/uploads/TrendMicro_Antivirus_install_manual_20190522.pdf
Windows10 に標準で含まれる Windows Defender
はアンチウィルスソフトとして使用できますので、

上記で提供されるアンチウィルスソフト等を追加インストールする必要はありませ
ん。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
(3) VPN 接続
学外から筑波大学が提供するアンチウィルスソフトをインストールする時など、
まれに、学内限定のネットワークに VPN 接続を通してアクセスしなければならない
場合があります。
VPN（学外から学内限定ネットワークに接続する方法）の利用マニュアルが、
以下の URL にまとめられています。アンチウィルスソフトのインストールなど、
止むを得ない場合に限り、必要最低限の時間だけ利用してください。
http://campus-vpn.cc.tsukuba.ac.jp/ja/howto.aspx
注意１：同時接続台数が全学で 500 台程度と限られているため、むやみに VPN を
使用しないこと。
注意２：TWINS、manaba、KdB、全学計算機システムなど、学内のほとんどのシステ
ムは VPN 接続不要です。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
-----------------------------------------------------------English version
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
(1) Guidelines for using the University of Tsukuba information system
There are guidelines that must be followed when using information system
(network, computer, etc.) of the University of Tsukuba
The URLs are shown below, so please read it carefully.
(JP)
https://oii.tsukuba.ac.jp/wp-content/uploads/sites/29/security/safety2020.pdf
(EN)
https://oii.tsukuba.ac.jp/wp-content/uploads/sites/29/security/safety2020e.pdf
(CN)
https://oii.tsukuba.ac.jp/wp-content/uploads/sites/29/security/safety2020c.pdf
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
(2) Anti-malware

University of Tsukuba provides anti-virus software that can be installed on up to 3
personally-owned PCs (Windows, Mac, mobile phones).
However, be sure to take anti-malware measures such as anti-virus software.
(Target for installing anti-virus software)
https://www.cc.tsukuba.ac.jp/wp/service/sl/trendmicro/#site-license-rang
(How to install anti-virus software)
* It is necessary to install it from off-campus with the VPN connection described
later.
* Please be sure to disconnect the VPN connection after the installation is
completed.
https://www.cc.tsukuba.ac.jp/wp/wpcontent/uploads/TrendMicro_Antivirus_install_manual_20190522.pdf
Since Windows Defender included as standard in Windows 10 can be used as
antivirus software, it is not necessary to additionally install the antivirus software
provided above.
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
(3) VPN connection
When installing anti-virus software provided by the University of Tsukuba from
outside the university, in rare cases, it may be necessary to access the campusonly network through a VPN connection.
VPN (How to connect to limited campus network from outside campus) usage
manual is summarized in the following URL.
Please use it for the minimum necessary time only when it is unavoidable, such as
installing anti-virus software.
http://campus-vpn.cc.tsukuba.ac.jp/ja/howto.aspx
Note 1: Do not use a VPN unnecessarily because the number of simultaneous
connections is about 500 at the university.
Note 2: Most systems on campus, such as TWINS, manaba, KdB, Zengaku
computer system, do not require a VPN connection.
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

