KUINS-Air 無線 LAN への接続（Mac OS X）
How to connect to Wi-Fi “KUINS-Air” (Mac OS X)
2017 年 5 月
KUINS-Air への接続には【A】ID、パスワードを使用した接続、もしくは【B】クライアント証明書を使用した接続方法の
2 種類があります。
There are 2 ways to connect to KUINS-Air, with using [A] ID and password or [B] client certificate.

【A】 ID、パスワードを使用した接続方法
How to connect to KUINS-Air with using ID and password

(1) アップルメニューから「システム環境設定」を選択します。
Choose "System Environment setting" from Apple menu.

(2) 「システム環境設定画面」で「ネットワーク」を選択します。
Choose "Network" in the "System environment setting screen".
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(3) ネットワーク画面左側の一覧から「Wi-Fi」を選択します。
（※バージョンによって「Wi-Fi」は「AirMac」と表記されますので読み替えてください。）
続いて右上の「Wi-Fi を入にする」ボタンをクリックします。
Choose "Wi-Fi" from the list in the left of network screen.
(* Depending on the version, Wi-Fi could be displayed as "AirMac". Please replace them.)
Then click "Turn on Wi-Fi” in upper right corner.

(4) 「ネットワーク名」のプルダウンメニューで「KUINS-Air」を選択します。
Choose "KUINS-Air" from the pull-down menu in Network name field.

(5) ECS-ID/SPS-ID とパスワードを入力し、「接続」をクリックします。
Enter your ECS-ID/SPS-ID and password then click “Connect”.
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(6) 「証明書を検証」画面が表示された場合は、「証明書を表示」を選択してください。
If the screen "Inspection of certificate" is displayed, click "Display the certificate".

(7) サーバー名が「rad.kuins.kyoto-u.ac.jp」であることを確認し、「続ける」をクリックします。
Check if the server name is “rad.kuins.kyoto-u.ac.jp” then click "Continue".

(8) 下記画面が表示された場合は、PC の管理者パスワードを入力して OK をクリックしてください。
When the below screen is displayed, enter the administrator’s password then click “OK”.
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(9) 「状況：接続済み」と表示されます。以上で接続完了です。
“Status : Connected” will be displayed. The connection is completed.

上記設定でうまく行かない場合は、以下のリンクをご参照の上、「京大ラクラク設定ツール」もお試し下さい。
If you have any difficulties with the above settings, please refer to the below link and try to use “Kyodai Rakuraku Setting Tool”.

http://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/ja/whatsnew/information/detail/150804053110.html

KUINS-Air 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、必ず確認して下さい。 http://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/ja/faq/network/wifi/
その上で解決できない場合は具体的に接続を試みた場所(建物名及び部屋番号)、接続しようとした時間、ID(パスワー
ド不要)、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
合せ下さい。
First of all, please be sure to check if there are something related to FAQ in IIMC website for the troubles of KUINS-Air connection.

http://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/en/faq/network/wifi/
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 where (building name, room number) and when you tried to
connect, your ID (password is unnecessary), error message and so on.
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【B】 クライアント証明書を使用した接続方法
How to connect to KUINS-Air with using client certificate

(1) 以下のリンクをご参照のうえ、クライアント証明書のダウンロード、インストールを行ってください。
http://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/ja/services/cert/client_cert/
Please refer to the below link then download and install the client certificate.
http://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/en/services/cert/client_cert/

(2) アップルメニューから「システム環境設定」を選択します。
Choose "System Environment setting" from Apple menu.

(3) 「システム環境設定画面」で「ネットワーク」を選択します。
Choose "Network" in the "System environment setting screen".
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(4) ネットワーク画面左側の一覧から「Wi-Fi」を選択します。
（※バージョンによって「Wi-Fi」は「AirMac」と表記されますので読み替えてください。）
続いて右上の「Wi-Fi を入にする」ボタンをクリックします。
Choose "Wi-Fi" from the list in the left of network screen.
(* Depending on the version, Wi-Fi could be displayed as "AirMac". Please replace them.)
Then click "Turn on Wi-Fi” in upper right corner.

(5) 今までに【A】ID、パスワードを使用した接続方法をお使いで、今後クライアント証明書を使用した接続方法に変更
される場合は、既に保存されている KUINS-Air のプロファイルを削除して下さい。ネットワーク画面の「詳細」ボタ
ンをクリックします。
If you have already used the connection of using 【A】ID and password and want to change the connection using the client
certificate, please delete the stored profile of KUINS-Air. Click “Details” on the network screen.
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(6) 「Wi-Fi」タブの「使ったことのあるネットワーク」で「KUINS-Air」を選択し、「－」ボタンで削除します。
In the “Wi-Fi” tab, select “KUINS-Air” in the below list then click “－”button to delete it.

(7) 「ネットワーク名」のプルダウンメニューで「KUINS-Air」を選択します。
Choose "KUINS-Air" from the pull-down menu in Network name field.

(8) 以下のようなポップアップが表示されますので、「モード：EAP-TLS」を選択します。「ID」の欄でプルダウンからイ
ンストール済みの証明書を選択し、「接続」をクリックします。
The below screen will be shown. Please select “EAP-TLS” for “Mode”. Then select the installed certificate from the pull down
menu in the “ID” field and click “Connect”.
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(9) 「状況：接続済み」と表示されます。以上で接続完了です。
“Status : Connected” will be displayed. The connection is completed.

KUINS-Air 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、必ず確認して下さい。 http://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/ja/faq/network/wifi/
その上で解決できない場合は具体的に接続を試みた場所(建物名及び部屋番号)、接続しようとした時間、ID(パスワー
ド不要)、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
合せ下さい。
First of all, please be sure to check if there are something related to FAQ in IIMC website for the troubles of KUINS-Air connection.

http://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/en/faq/network/wifi/
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 where (building name, room number) and when you tried to
connect, your ID (password is unnecessary), error message and so on.
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