
北海道大学内で利用できる無線 LAN ネットワーク 
アクセスポイントとアカウントについて 

 
１．北海道大学の無線 LAN ネットワーク 
 

HINES-WLAN 
詳しくは http://www.hines.hokudai.ac.jp/HINESWORLD/（日・

英・中・韓対応）、http://www.hines.hokudai.ac.jp/wlan/ をご覧

ください。 
 
 eduroam 

北海道大学は eduroam 参加機関です 
eduroam 参加機関については http://www.eduroam.org/で確認する

ことができます。 

 
ELMS-(a/g/x) 詳しくは http://www.ec.hokudai.ac.jp/docs/index.html#q3 をご覧

ください（日本語のみ）。 

 
２．無線 LAN アクセスポイント 
無線 LAN のアクセスポイントは次の通りです。アクセスエリアには各ネットワークのロゴが貼付され

ています。 
HINES-WLAN、eduroam へのアクセスが可能です。 
ELMS、eduroam へのアクセスが可能です。 

 
 
３．無線 LAN 利用アカウント 
【留学生の皆さんへ】 
① 無線 LAN を利用するには ELMS に登録しアカウントを取得する必要があります。学生番号に基づ

いた ELMS-ID により HINES-WLAN、eduroam にもアクセスできます。 
情報基盤センター南館に行き、学生証を提示して登録手続きします。 

② eduroam 参加機関において無線 LAN アクセスアカウントを持っている場合、そのアカウントをも

って eduroam にアクセスし無線 LAN を使うことができます。（※） 
 
【研究者の皆さんへ】 
① 北海道大学に教職員として登録している場合、SSO システムのアカウントで HINES-WLAN、

eduroam にアクセスできます。SSO については所属する部局の事務にお問い合わせください。 

http://www.hines.hokudai.ac.jp/HINESWORLD/
http://www.hines.hokudai.ac.jp/wlan/
http://www.eduroam.org/
http://www.ec.hokudai.ac.jp/docs/index.html#q3


② 北海道大学に教職員として登録していない場合、iiC-ID（区分：「北大その他」）の取得が必要です。

所属する部局の事務にお問い合わせください。 
③ eduroam 参加機関において無線 LAN アクセスアカウントを持っている場合、そのアカウントをも

って eduroam にアクセスし無線 LAN を使うことができます。（※） 
 
【学会・イベント参加者の皆さんへ】 
① eduroam 参加機関において無線 LAN アクセスアカウントを持っている場合、そのアカウントをも

って eduroam にアクセスし無線 LAN を使うことができます。（※） 
② 事前にゲスト ID を申請・取得している場合、無線 LAN を使うことができます。ゲスト ID に関し

ては，学会・イベント等開催事務にお問い合わせください。 
 
※eduroam のアカウントを使う場合、ログイン名には「eduroam アカウント@所属機関のレルム名」を

入力して下さい(レルム名とは機関を示す文字列です。詳細は所属機関の eduroam 担当部署にお問い合

わせ下さい)。 
 
４．注意 
この情報は 2011 年 11 月現在の情報です。最新の情報については、各ネットワークのホームページにて

ご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wireless LAN Network in Hokkaido University 
Access Points & User’s Account 

 
２．Wireless LAN Network in Hokkaido University 
 

HINES-WLAN 

For the details, please refer to the official website: 
http://www.hines.hokudai.ac.jp/HINESWORLD/  
(Japanese, English, Chinese, Korean) or 
http://www.hines.hokudai.ac.jp/wlan/.  

 
 eduroam 

Hokkaido University is one of the participating institutions. 
For the other participating institutions, please refer to the official 
website: http://www.eduroam.org/. 

 
ELMS-(a/g/x) For the details, please refer to the official website: 

http://www.ec.hokudai.ac.jp/docs/index.html#q3 (Japanese only). 

 
３．Access Points of Wireless LAN 
The logo of each network is posted on the access area.  
    available to access to HINES-WLAN and eduroam 

available to access to ELMS and eduroam 

 
 
４．User’s Account for Wireless LAN Network 
 
【International Students】 
③ You need to register to ELMS and obtain login ID and password. With the ELMS ID based on 

your student ID number, you can also access to both HINES-WLAN and eduroam. 
For the registration, please visit the Information Initiative Center Southern Building and show 
your student ID card. 

④ If you have already had an access account issued by participating institutions of eduroam, you 
can use the wireless LAN network in Hokkaido University with the account.* 

 
【Researchers】 
① If you have already registered as staff of Hokkaido University, you can access to HINES-WLAN 



and eduroam with the SSO login ID & password. For the details on SSO, please ask at the office 
of your department. 

② If you do not register as staff of Hokkaido University, you need to obtain iiC ID and password 
(Category: Others). For the details on iiC ID. please ask at the office of your department. 

③ If you have already had an access account issued by participating institutions of eduroam, you 
can use the wireless LAN network with the account.* 

 
【Participants for academic conference and events】 

① If you have already had an access account issued by participating institutions of eduroam, 
you can use the wireless LAN network with the account.* 

② Without the eduroam account, you are required to apply for and obtain the guest account in 
advance. For the details please ask the staff at the academic conference or events.  

 
* Please input [eduroam account @ the realm name of your institution] as a login ID. Please ask at 
your institution for the details of realm name. 
 
４．Caution 
The listed information is subject to change without notice. So please refer to the latest information 
at websites of each wireless LAN network. 
 


