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はじめに [About This Manual]
KUINS が提供する IKEv2 (Internet Key Exchange version 2) 接続サービスを利用すると、自宅等の学外でインターネ
ットに接続した PC から学内 LAN にアクセス可能になり、学外からのアクセスを制限している Web ページや電子ジャー
ナル等が利用・閲覧できるようになります。このマニュアルでは、学外でインターネット接続ができている状態を前提とし
ていますので、まずはブラウザでインターネットにアクセスできるかどうか（Google や Yahoo 等の検索が可能かなど）ご
確認いただいた上で以下の設定を行ってください。Android での KUINS IKEv2 接続は、現状 ID、パスワードを使用した
接続方法のみ対応しております。
KUINS IKEv2 connection service enables you to connect your PC to the campus LAN from your home or your office (outside the
university) so that you can access limited websites or E-journals which are available only inside the university. First of all, please
confirm you can access internet from your PC (e.g. you can use Google or Yahoo search etc.) then proceed the following steps.
KUINS IKEv2 connection on Android can accept only ID and password authentication currently.

（1）Google Play より、IKEv2 接続ソフト「strongSwan VPN Client」をダウンロード、インストールします。「strongSwan
VPN Client」を起動し、右上の「ADD VPN PROFILE」をタップします。
Please download and install the latest IKEv2 connection software “strongSwan VPN Client” from Google Play. Launch “strongSwan
VPN Client” then tap “ADD VPN PROFILE” on the right top.

（2）Server の欄に「ikev2.kuins.kyoto-u.ac.jp」を入力し、VPN Type は「IKEv2 EAP-TNC (Username/Password)」
を選択します。Username、Password には ECS-ID/SPS-ID とパスワードを入力します。入力完了後、右上の「SAVE」
をタップします。
Type "ikev2.kuins.kyoto-u.ac.jp" for "Server” and select “IKEv2 EAP-TNC (Username/Password)” for “VPN Type”. Enter your
ECS-ID/SPS-ID and password. After that, tap “SAVE” on the right top.
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（3）追加された「 ikev2.kuins.kyoto-u.ac.jp 」をタップします。「接続リクエスト」というメッセージが表示された場合は
「OK」をタップします。
Type "ikev2.kuins.kyoto-u.ac.jp” which you have setup. If “Connection Request” message is shown, tap “OK”.

（4）正常に接続出来た場合は「Connected」と表示されます。IKEv2 接続を終了する時は「DISCONNECT」をタップして
ください。
When connected, “Connected” is displayed. To disconnect the IKEv2 connection, tap "DISCONNECT".

IKEv2 接続に関する問題については、まず京都大学情報環境機構サイトのよくある質問に当てはまる内容がないか、
必ず確認してください。 ⇒ http://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/ja/faq/network/vpn/
その上で解決できない場合は、接続方式（IKEv2）、具体的に接続を試みた場所、接続しようとした日時、ID（パスワード
不要）、お使いの端末の OS、バージョン、エラーメッセージなどなるべく詳しく記載し、
https://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/ja/inquiry/?q=network までお問合せください。
First of all, please make sure to check if there are something related to FAQ in IIMC website for the troubles of IKEv2 connection.
http://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/en/faq/network/vpn/
If you still cannot solve your problem even though you checked the above FAQ, please send your inquiry to
https://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/en/inquiry/?q=network with details like VPN type (IKEv2), where and when you tried to connect, your
ID (password is unnecessary), the OS and version of your terminal, error message and so on.
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