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1 用語 

【MFA】 

Multi-Factor Authentication（多要素認証）の略。SSO 連携システムへのログイン時に、大阪大学個人

ID とパスワードの認証に加え、6 桁の認証コード（OTP）で認証を行うことを指します。 

 

【認証コード】 

スマートフォンや PC の認証アプリケーションで表示される数字 6 桁のコードを指します。認証コード

は 30 秒毎に変化するので、ワンタイムパスワード（OTP：One-Time Password)とも呼ばれます。 

認証コードは、認証アプリケーションに QR コードを登録することにより表示されます。 

 

【認証アプリケーション】 

認証コードを表示させるためのスマートフォンアプリまたは PC のブラウザ拡張機能を指します。「認

証アプリ」と言い表すこともあります。 

 

<動作確認済のスマートフォンアプリ・ブラウザ拡張機能> 

■スマートフォンアプリ 

・Microsoft Authenticator ・Google Authenticator 

 

 

 

■PC のブラウザ拡張機能 

・Authenticator by mymindstorm 

・Authenticator by authenticator.cc 

・Authenticator Extension 

 

【QR コード】 

MFA 登録画面で表示される二次元バーコードを指します。 

このコードが第三者に知られた場合、第三者が不正に MFA 認証を行うことが可能となるため、第三者

に知られないよう適切に管理する必要があります。 
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【手動入力コード】 

QR コードを文字列に置き換えたコードです。スマートフォンのカメラが使用できないとき、QR コー

ドの代わりに手動入力コードを登録します。QR コードと同じように、第三者に知られないよう適切に

管理する必要があります。 

認証アプリケーションの種類により、「キー」、「秘密キー」、「シークレット」というように表記さ

れています。 

 

【一時解除コード】 

MFA 登録を完了した利用者が、一時的に MFA 認証を解除したい場合に必要なコードを指します。これ

は MFA 登録時に利用者自身が決定します。 

このコードが第三者に知られた場合、第三者が利用者に成りすまして MFA 認証を行わない設定に変更

できてしまうため、第三者に知られないよう適切に管理する必要があります。 
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2 MFA 登録 

最初にスマートフォンと PC のウェブブラウザ、両方を準備しておいてください。 

A.  モバイルアプリ認証（推奨） 

（スマートフォンの操作） 

①スマートフォンの「Google Play」

や「App Store」で 

「Microsoft Authenticator」アプリ

（無料）を検索してインストールし

ます。 

 

 

（スマートフォンの操作） 

②インストールが完了したら、「開

く」をクリックします。 

 

 

（PC の操作） 

③SSO 連携システム（マイハンダ

イ、勤務管理など）にアクセスし、

個人 ID とパスワードを入力して

「ログイン」をクリックします。 
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（PC の操作） 

④多要素認証（MFA）の登録につい

ての画面が表示されるので、「MFA

登録」をクリックします。 

（お急ぎの場合は、「確認」をク

リックすると、登録をスキップして

SSO 連携システムにログインできま

す） 

 

（PC の操作） 

⑤「MFA 登録に進む」をクリック

すると、QR コードが表示されま

す。 

PC は一旦そのままにしておきま

す。 

 

（スマートフォンの操作） 

⑥スマートフォンのアプリ

「Microsoft Authenticator」で「ア

カウントの追加」をタップします。 

(機器によってはページをスライドさ

せると表示されます。)  

 

 

※既に「MicrosoftAuthenticator」を

使用されている方は、設定を追加す

るために右上の「...」もしくは「＋」

ボタンをタップし、「アカウントの

追加」をタップしてください。 
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（スマートフォンの操作） 

⑦「どのようなアカウントを追加し

ていますか？」と表示されたら、 

「他のアカウント(Google、

Facebook など)」をタップします。 

 

（スマートフォンの操作） 

⑧警告が表示されたら「許可(また

は、OK)」をタップします。バー

コードを読むためのカメラが起動し

ます。 

（設定や機種によって、警告が表示

されずにバーコードを読むためのカ

メラが起動する場合があります。） 

 

（スマートフォンの操作） 

⑨スマートフォンのカメラで、PC

の QR コードをスキャンします。 

 

 

「他のアカウント

(Google、Facebook な

ど)」をタップします。 

「Authenticator に写真の撮影と

動画の記録を許可しますか？」の

質問に対して「許可」をタップし

ます。 

ここに 

QR コードが 

表示されます。 

QR コードをスキャンできない場合は、個

人 ID・手動入力コードを手入力します。 
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（PC の操作） 

⑩スマートフォンの認証アプリに表

示される 6 桁のコードを、認証コー

ド(登録確認用)に入力し、「確認」

をクリックします。 

 

 

※認証に成功すると認証コード項目の下部に”認証に成功しま

した”と表示されます。 

（参考画像） 

スマートフォンの認証アプリのコー

ド表示 

 

 

 

 

（PC の操作） 

⑪一時解除コードと一時解除コード

（確認）に任意の数字を入力し、

「登録」をクリックします。  

※一時解除コードは緊急時に必要なので忘れないようにして

ください。 
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（PC の操作） 

⑫MFA 登録は完了です。ブラウザ

はそのまま閉じてください。 

 

⑬MFA 登録後、学外のネットワーク

より SSO 連携システムにログインを

すると、MFA 認証コード入力画面に

遷移します。 

認証アプリに表示される 6 桁のコード

を入力し、「認証」をクリックしま

す。 

「今後 30 日間はこのメッセージを表

示しない」にチェックを入れると、そ

の後 30 日間、同じ PC とブラウザで

ログインをするときに認証コードの入

力は要求されなくなります。 

学内からのログインでは MFA 認証

画面は表示されません。 
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B.  その他の方法（スマートフォンをお持ちでない場合） 

ブラウザのアドオン（拡張機能）も MFA に利用することができます。 

Filrefox のアドオンまたは Chrome の拡張機能設定画面を表示し、”Authenticator”で検索すると、多

数のアドオンが見つかります。動作確認済みの以下のいずれかを追加してください。 

このブラウザアドオン方式を選択する場合、MFA 登録に使用した PC がお手元にないと学外からロ

グインできなくなります。登録の際は十分に注意してください。 

Firefox のアドオン https://addons.mozilla.org/ja/firefox/ 

 

 

Chrome の拡張機能 https://chrome.google.com/webstore/ 

 

 

 

Microsoft Edge の拡張機能 https://www.microsoft.com/ 

 

 

Microsoft のサイトで画面右上の検索ボタンから”Authenticator extension”を検索し、Edge に追加します。 

※Microsoft のウェブサイトがサインインを求めても、閉じるボタンで閉じてください。サインインは不要

です。 

※古いバージョンの Edge（左のアイコン：青の方）では、QR コードの読み取りがうまくいかない場合が

あります。できれば新しい Edge(右のアイコン：青緑の方)でお試しください。 

新しい Edge は”https://www.microsoft.com/ja-jp/edge”から入手可能です。 

 

 

 

https://addons.mozilla.org/ja/firefox/
https://chrome.google.com/webstore/search/authenticator
https://www.microsoft.com/
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①Google Chrome の例です。ウェブ

ストアで Authenticator を検索して

追加します。 

 

②初回登録手順の QR コード表示画

面まで進みます。 

（『A. モバイルアプリ認証（推

奨）』手順の③～⑤） 

 

③QR コード表示画面でウェブブラ

ウザの画面右上に Authenticator

ツールが表示されています。クリッ

クするとツールが起動します。 

 

④QR コード部分をマウスドラック

で範囲選択すると、QR コードの登

録ができます。 

 

ここに 

QR コードが 

表示されます。 

QR コードをスキャンできない場
合は個人 ID・手動入力コードを
手入力します。 
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⑤登録するとツールが 6 桁のコード

を表示するようになります。 

（認証アプリの 6 桁のコードはク

リックするとコピーできます。） 

 

⑥認証コード(登録確認用)に、アプ

リに表示されている 6 桁のコードを

入力し、「確認」をクリックしま

す。 

 

※認証に成功すると認証コード項目の下部に”認証に成功しま

した”と表示されます。 

⑦一時解除コードと一時解除コード

（確認）に任意の数字を入力し、

「登録」をクリックします。 

一時解除コードは緊急時に必要なの

で忘れないようにしてください。  

⑧MFA 登録は完了です。ブラウザ

はそのまま閉じてください。 
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⑨MFA 登録後、学外のネットワー

クより SSO 連携システムにログイン

をすると、MFA 認証の画面に遷移

します。認証アプリに表示される 6

桁のコードを入力し、「認証」をク

リックします。「今後 30 日間はこ

のメッセージを表示しない」に

チェックを入れると、その後 30 日

間、同じ PC とブラウザでログイン

をするときに認証コードの入力は要

求されなくなります。 

学内からのログインでは MFA 認証

画面は表示されません。 
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3 MFA の一時解除 

MFA の登録を行ったスマートフォンが手元にない等、認証コードが不明な状態で SSO 連携システムにログ

インをしなければならない場合は、緊急手段として以下の操作を行います。 

①MFA 認証コード入力画面の下にある

一時解除リンクをクリックします。 

 

②一時解除画面で、大阪大学個人 ID、パ

スワード、一時解除コードを入力し、一

時解除ボタンをクリックします。 

 

③一時解除完了画面が表示されます。画

面に記載された時間までは MFA が解除

された状態になり、SSO 連携システムに

は大阪大学個人 ID とパスワードの認証

でログインができます。 

※一時解除期間を過ぎると、再度 MFA

のコード確認画面が表示されるようにな

ります。 
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4 MFA の再登録 

MFA の再登録を行う場合（スマートフォン等のデバイスを買い替えた場合等） 

再登録用 URL にアクセスします。または、全学 IT 認証基盤サービスポータルサイトのリンクからアクセ

スします。 

再登録用 URL：https://auth-mfa.auth.osaka-u.ac.jp/AttributeRegistSite/MfaInfoServlet 

 

旧の認証用デバイス（スマートフォン・タブレット端末）を使用してログイン後、「MFA 登録に進む」を

クリックします。 

QR コードが表示されましたら、 

『2 MFA 登録』を参照のうえ、MFA の

再登録を行ってください。 

 

 

 

 

 

（＊）旧の認証用デバイスがなく一時解除コードも忘れた場合は、大阪大学の学内ネットワークから再登録

用 URL にアクセスすれば、認証コードの入力をしなくても MFA 登録画面に進むことが可能です。もしく

は『（３）MFA のリセットについて』の手順にて MFA リセット依頼を行ってください。 

 

事前登録期間中に MFA の登録を行わなかった場合 

上記（＊）と同様に、大阪大学の学内ネットワークから再登録用 URL にアクセスすれば、MFA 登録画面

に進むことが可能です。もしくは『（３）MFA のリセットについて』の手順にて MFA リセット依頼を

行ってください。 

 

MFA のリセットについて 

学内便または FAX で MFA リセット依頼を行うことは可能ですが、この場合はセキュリティ上の理由でパ

スワードも再発行になります。学内便又は FAX で依頼をいただいた場合は、大阪大学個人 ID 通知書（再

発行済パスワード含む）をご所属部局の庶務担当係に送付しますので、そちらでお受け取りください。 

MFA リセット依頼の手順については以下のページをご参照ください。 

https://web.auth.osaka-u.ac.jp/portal/ja/password.html 

 

 

 


