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大阪大学キャンパス無線 LAN サービス 利用ガイド 
 
１．無線 LAN サービス 
大阪大学では、本学のキャンパスネットワークである“大阪大学総合情報通信システム

（Osaka Daigaku Information Network System: ODINS）”により Wi-Fi（無線 LAN サー

ビス）として「odins-1x」および「eduroam」を提供しています。 
「odins-1x」は、大阪大学独自で提供している無線 LAN サービスです。 
「eduroam」は、世界の大学等の高等教育研究機関で無線 LAN を相互利用するための国

際無線 LAN ローミング基盤です。本学はもちろん、学外の eduroam 参加機関であれば、

訪問先でも「eduroam」に接続し、インターネットを利用できます。 
いずれも大阪大学個人 ID を所有しているユーザのみご利用可能です。利用可能な場所は

各キャンパス（吹田・豊中・箕面）及び中之島センターとなります。詳細な場所は次の URL
でご確認ください。 

 
 学内の接続可能な場所：https://www.odins.osaka-u.ac.jp/wireless/place/ 

 
 
２．接続方法 
接続方法はご利用機器によって異なるため、次の URL のマニュアルをご確認ください。 

 ※「eduroam」のご利用には別途申請が必要ですので併せてご確認ください。 
 ※「odins-1x」は申請の必要なくご利用いただけます。 

 
 接続方法：https://www.odins.osaka-u.ac.jp/wireless/manual/ 
 
 
３．利用上の注意事項 
無線 LAN サービスをご利用になる際には、以下の点にご注意ください。 

(1) 本サービスは、情報セキュリティ研修を受講することで、継続してご利用いただけます。 
(2) 大阪大学総合情報通信システム利用規程をはじめとした本学の関係規程等及び著作権

法等の関係諸法規を遵守してください。 
(3) 違法行為や倫理的に問題のある行為、トラブル等が発覚した場合、違反者個人がその責

任を負うことになります。 
(4) その他、ご利用中に生じた損失や損害等に関して、本学では責任を負いかねます。あら

かじめご了解ください。 
 
※ 「学生（学部生、大学院生、非正規生）」および「教職員（大阪大学雇用）」においては、

大阪大学の情報セキュリティを遵守するため、マイハンダイから、必ず情報セキュリ 
ティ研修（e-learning）を受講してください。 

 
４．問い合わせ先 
 情報推進部情報基盤課 ODINS担当 
 E-mail：odins-contact@odins.osaka-u.ac.jp 
受付時間：8：30～17：15 (※12 時から 13 時は受付不可) 
※問い合わせの際は、大阪大学発行のメールを用いてご連絡をお願いします。 
※メール件名、個人 ID、氏名、所属を明記してください。 
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Osaka University Campus Wireless Network Service User Guide 
 
1. Wireless services 

Osaka University provides Wi-Fi services “odins-1x” and “eduroam”. Someone who has 
an Osaka University personal ID can use it. 

“odins-1x” is a Wi-Fi service provided by Osaka University. 
“eduroam” is a service that allows wireless communication between educational 

institutions. If you visit an eduroam participant, you can connect to “eduroam” at your 
visit. 
Available locations are each campus (Suita / Toyonaka / Minoh) and Nakanoshima 

Center. Please confirm the detailed location at the following URL. 
* The “eduroam” is the service which offers Wireless LAN Roaming (Mutual use) between 
several educational research institutes such as universities. Osaka University also uses 
this service. 
 

Accessible location map: https://www.odins.osaka-u.ac.jp/wireless/place/ 
 
 
2. Usage 

Please refer to the following manuals for the connection with each device. 
* Note that prior application is required to use “eduroam”. Please check together. 
* “odins-1x” can be used without application. 

 
Connection method: https://www.odins.osaka-u.ac.jp/wireless/eduroam-en/ 

 
3. Notes 
Please follow the following rules and regulation for usage of Osaka University Wi-Fi 
Service 
(1) Follow the usage rules and guidelines of Information Security Policy of Osaka 

University. 
(2) Use the Osaka University Wi-Fi service only for research and education purposes. 
(3) Take full responsibility for any incidents on the use of Osaka University Wi-Fi 

service. 
 
* Students (undergraduate, graduate, non-regular students) and faculty (employee of 
Osaka University) must take security training (e-learning) from My Handai. 
 
4. Contact information 
Department of Information and Communications Technology Services 
� E-mail: odins-contact@odins.osaka-u.ac.jp 
� Business hours: from 8:30 a.m. to 5:15 p.m. (* Closed from 12:00 p.m. to 1:00 p.m.) 
* Please use the e-mail issued by Osaka University for inquiries. 
* Please specify mail subject, your personal ID, name, and affiliation when making 
inquiries by e-mail. 
 


