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二段階認証の設定 

 Android版 スマホアプリで確認コードを設定する方法 

設定を行うには「@kwansei.ac.jp」「携帯電話のキャリアメール」以外の 

メールアドレスが一つ必要になります。 

上記で登録するメールアドレスは、「登録時の認証番号の送信」「パス

コードの送信」以外の目的で関西学院が使用することはありません。 
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1. 二段階認証の設定 

  

 

1.1 二段階認証設定画面にログ

イン 

1. 二段階認証設定画面には情報シ

ステムWebサービスを開きま

す。 

https://webservice.kwansei.ac.jp 

2. ログイン画面の下部にある「二

段階認証の設定」のリンクをタ

ップします。 

 

 

3. 【二段階認証設定】画面にログ

インします。 

システム利用 ID とパスワード

を入力し、「ログイン」をタッ

プします 

 

システム利用 ID 

パスワード 

https://webservice.kwansei.ac.jp/
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4. 確認コードの取得方法選択 

 

「スマホアプリで確認コードを

生成する」をタップします。 

 

 

 

5. 確認コード送信先メールアドレ

スの登録 

 

メールアドレスを入力します。 

@kwansei.ac.jp で終わるメ

ールアドレスは登録できませ

ん。 

「登録する」をタップすると、

本人確認のために登録しようと

しているメールアドレス宛にメ

ールが送信されます。  

 

 

xxxxxx@xxx.com 

登録するメールアドレスを入力 
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6.  認証番号の入力 

メール (件名:【認証番号のお

知らせ】)に、記載されている

認証番号(6 桁の数字)を二段階

認証画面に入力し、「次へ」を

タップします。 

 

 

 

認証番号の有効期間は 10分です。 

10 分以上経過した場合は、「再送信する」

をタップし、最新の確認コードを取得してくだ

さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

認証番号（６桁の数字） 

登録したメールアドレ

スに届くメール 
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1.2 Google認証システムアプリ

のインストール 

 

 

 

1. 「Google 認証システムアプリ

をインストールしていない方は

こちらへ」をタップします。 

 

 

 

 

2. Google Play をタップします。  

 

」 

次へ 

既にGoogle認証システムアプ

リをインストールしている場

合は、【1.3 スマホアプリへの

トークン登録と確認コードの入

力】に進んでください。 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=ja  

 

 

 

インストールが終わりましたら、元のブラウザの二段階認証の画面に戻ってください。   

 

 

Google認証システムのインストール  

 

1. Google Play ストア から

「Google 認証システム」アプ

リをインストールします。 

2. インストールが終わると「開

く」に変わります。 

ホーム画面「Authenticator」

にアイコンが追加されます。  

 

3. ホームボタンをタップして一度

閉じます。 

 

ホーム画面にある「認証システ

ム」のアイコンをタップしま

す。 

Google 認証システム  

 

Google 認証システム  

 

次へ 
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1.3 スマホアプリへのトークン

登録と確認コードの入力 

 

1. ブラウザより二段階認証設定

画面に戻り、先ほどと同じ画

面の下部にある「Google認

証システムへトークンを登録

する」をタップします。  

 

        

2. 認証システムで開く」が表示

されたら、「1 回のみ」をタ

ップします。 

アプリをインストール済みの場合

は、左の画面が表示されます。

「Google Authenticatorへトークン

を登録する」をタップします。 
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3. 「キーを保存」と表示された

ら「OK」をタップします。 

      

4. Google 認証システムのアプ

リを起動すると画面に６桁の

確認コードが表示されます。 

 

６桁の確認コードをタップす

ると「確認コードがクリップ

ボードにコピーされまし

た。」と表示されます。  

表示される確認コードは 30秒

ごとに変わります。  

Google 認証システム  

アプリ 

Google 認証システム  

 

アプリ 

Google 認証システム  
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5. ブラウザより二段階認証の画

面に戻り、確認コード入力欄

をタップし、確認コードをペ

ーストします。（直接入力も

可能です。） 

          

 

6. 設定完了の画面が表示された

ら、「終了する」をタップし

ます。 

 

６桁の数字 
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2 二段階認証を用いたログイン  

 

 

2.1 スマホアプリで取得した確

認コードでログインする 

1. https://webservice.kwansei.ac.jpに

アクセスし、システム利用 ID 

とパスワードを入力し、ログイ

ンボタンをタップします。 

 

 

 

2. 認証が成功すると続いて確認

コードの入力を求められま

す。 

アプリ「Google 認証システ

ム」に表示されている6 桁の確

認コードを入力します。表示さ

れる確認コードは 30 秒ごと

に変わります。 

確認コードが変わる前に入力

し、ログインボ タンをクリッ

クします。  

 

6 桁の数字(確認コード)  

 

562 017 

アプリ「Google 認証システム」 

https://webservice.kwansei.ac.jp/
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「関西学院 システム利用規定への同意確認」 

 

※ 「関西学院 システム利用規定への同意確認」を済ませていない利用者には、同意確認

文書が表示されます。最後まで読み「同意する」をクリックします  

※ 同意しない場合は情報システムWebサービスを含めシステムの利用ができません）。  

 


