
キャンパス無線LANサービス
（ODINS無線LAN）簡易マニュアル
本学構成員／ゲスト利⽤者 共通

- Windows⽤ -

⼤阪⼤学情報推進部
情報基盤課ODINS担当

※無線LANアクセスポイント設置場所付近でないと、電波が弱く
正しく設定ができないことがございます。

※特に初回設定時は、無線LANアクセスポイント設置場所を
確認のうえ、設定をお願いいたします。

無線LANアクセスポイント設置場所：
https://www.odins.osaka-u.ac.jp/wireless/place/
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改訂履歴

版数 改訂項 改訂内容 改訂年⽉⽇

1.0 ― 新規作成 2015/10/15

1.1 全項 2016/2/9

1.2 全項
設定⽅法の変更

OSのバージョンごとの
マニュアルサポート終了

2022/7/1

3



注意事項

1. ⼤阪⼤学総合情報通信システム利⽤者ガイドライ
ンおよび⽇本国の法律を遵守すること。

2. 研究、教育、およびそれらに必要な⽬的にのみ⼤
阪⼤学個⼈IDおよびビジターID(以下、所有する
ID)を使⽤すること。

3. ⾃分の所有するIDを他⼈に使⽤させないこと。ま
た他⼈の所有するIDを使⽤しないこと。

4. 所有するIDの使⽤によって⽣じた全ての責任を負
うこと。

5. （ゲストユーザ以外）情報セキュリティ研修を受
講し、⽇々の情報セキュリティ対策を怠らないこ
と。

キャンパス無線LANサービス（ODINS無線LAN）を
利⽤する場合は、以下の事項を遵守して下さい。
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・ ⾚枠 ： 共通の選択項⽬

・ 橙枠 ： 個別の選択項⽬

・ ： 少し複雑な項⽬

・吹き出し ： 各操作をするうえでのポイント

例）

マニュアル内の表記について

現在
オフ
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1-1. Wi-Fi設定準備

①「検索」をクリック

②「cont」と⼊⼒し「コントロールパネル」をクリック

①

②
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1-2. Wi-Fi設定準備

①「ネットワークとインターネット」をクリック
②「ネットワークと共有センター」をクリック
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①

②



1-3. Wi-Fi設定準備

①「新しい接続またはネットワークのセットアップ」を
クリック
②「ワイヤレスネットワークに⼿動で接続します」をク
リック
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①

②



1-4. Wi-Fi設定準備

①ネットワーク名に指定のSSIDを⼊⼒
②セキュリティの種類に「WPA2エンタプライズ」を⼊⼒
③「次へ」をクリック
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①
②

③

①⼊⼒するSSIDについて
本学構成員の場合：「odins‒1x」を⼊⼒
ビジターの場合 ：「odins‒visitor ‒1x」を⼊⼒



1-5. Wi-Fi設定準備
①「接続の設定を変更します」をクリック
②「セキュリティ」タブを選択し「設定」をクリック
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①

②



1-6. Wi-Fi設定準備
①「証明書を検証してサーバーのIDを検証する」の
チェックを外す
②「OK」をクリック
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①

②



1-7. Wi-Fi設定準備
①「詳細設定」をクリック
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①



1-8. Wi-Fi設定準備
①「認証モードを指定する」のチェックを⼊れ「ユー
ザー認証」に変更する
②「資格情報の保存」をクリック
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① ②



2. 情報の⼊⼒
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③ 開いているウィンドウの「OK」を全てクリックします。

①ユーザー名とパスワードを⼊⼒する
SSID⼊⼒時に「odins‒1x」を⼊⼒した場合：
→ ユーザー名は「⼤阪⼤学個⼈ID」

例)  u******
SSID⼊⼒時に「odins‒visitor-1x」を⼊⼒した場合：
→ ユーザー名は「ビジターID」

②「OK」をクリックする

②

①



3. 接続
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「odins-1x」を選択し、接続をクリックすると
接続完了です。



4. 最終確認
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「odins-1x」を選択し、接続をクリックすると
接続完了です。

Wi-Fiがオンに
なっている
ことを確認

接続済みに
なっている
ことを確認

選択したSSIDで
あることを確認



【番外1】接続削除/解除/接続強度の確認
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削除したい
SSIDを

右クリックする

接続を解除
する場合

設定を削除
する場合

波が3本線だ
と通信が安定
しています



【番外2】無線LANの無効化と再有効化
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Wi-Fiボタン
（⻘⾊）を
クリックで
無効化

Wi-Fiボタン
（⽩⾊）を
クリックで
有効化



【番外3】アダプターの無効化と再有効化（1/4）
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「Windowsボタン」をクリックし「設定」を選択します。
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「ネットワークとインターネット」を選択し「ネットワークの詳
細設定」をクリックします。

【番外3】アダプターの無効化と再有効化（2/4）
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「ネットワークアダプタオプションの詳細」を選択します。

【番外3】アダプターの無効化と再有効化（3/4）
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Wi-Fiアイコン
を選択

選択したネット
ワークデバイスを
無効にする

選択したネット
ワークデバイスを
有効にする

Wi-Fiアイコン
を選択

アダプターの無効化

アダプターの有効化

【番外3】アダプターの無効化と再有効化（4/4）
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「Windowsボタン」をクリックし「設定」を選択します。

【番外4】ネットワーク設定のリセット（1/4）
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「ネットワークとインターネット」を選択し「ネットワークの詳
細設定」をクリックします。

【番外4】ネットワーク設定のリセット（2/4）
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「ネットワークのリセット」を選択します。

【番外4】ネットワーク設定のリセット（3/4）



26

① 「今すぐリセット」を選択する
② 「はい」を選択する

5分後に⾃動的
に再起動します

①

②

【番外4】ネットワーク設定のリセット（4/4）



1. 情報セキュリティ研修について（学⽣の⽅へ）
l キャンパス無線LANサービスは、情報セキュリティ研修

を毎年受講することで、継続してご利⽤いただけます。
l 期限までに受講しない場合は、利⽤できなくなりますの

でご注意ください。
l キャンパス無線LANサービスの利⽤再開は、情報セキュ

リティ研修を受講した翌週の⽉曜⽇（⽉曜が休⽇の場合
は⽕曜⽇）の9時ごろとなります。

l 情報セキュリティ研修に関する案内は、KOANにも掲⽰
されていますので、必ずご確認ください。

2. 問い合わせの前に確認すべきこと
以下のFAQにある内容をご確認ならびに対応をお願いいた

します。
https://www.odins.osaka-u.ac.jp/wireless/faq/

お問い合わせの前にご⼀読ください(1/2)
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https://www.odins.osaka-u.ac.jp/wireless/faq/


3. 問い合わせに関する注意事項（特に学⽣の⽅へ）
l メールには、件名、所属、名前、署名を記載のうえ、

連絡をお願いいたします。
l ⼤阪⼤学発⾏のメールアドレスで連絡をお願いします。
l 個⼈情報を扱うケースもあり、本⼈確認ができないもの、

迷惑メールと区別がつかないものには返信しかねます。
l 問い合わせの際に、最低限、以下の情報を添えてご連絡

をお願いいたします。

（共通）
・⽒名
・⼤阪⼤学個⼈ID

（無線LANにつながらない場合）
・使⽤端末とOS（可能であればバージョン情報も）
・つながらなかった場所と⽇時（⼤体で結構です）
・つながらなかった無線LAN（SSID）の種類
（odins-1x, eduroam）

l 個々の端末に関するお問い合わせにつきましては、マ
ニュアル以上のことは回答できませんので、あらかじめ
ご了承ください。

4. 問い合わせ先
担当：情報推進部情報基盤課ODINS担当
E-mail ：odins-contact＠odins.osaka-u.ac.jp
※電話での問い合わせは受け付けておりません。

お問い合わせの前にご⼀読ください(2/2)
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