
RSA SecurID® Software Token 2.1 for Android™
クイック  スタート
はじめに

RSA SecurID Software Token 2.1 for Android をご利用
いただき、 あ りがと う ございます。 この製品は、
Android スマート フォン / タブレッ ト を RSA 
SecurID 認証デバイス と して機能させるための認証
ソフ ト ウェアです。

アプリ ケーシ ョ ンを使用するには、 ソフ ト ウェア 
トークンをインポートする必要があ り ます。 アプ リ
ケーシ ョ ンでは、 60 秒または 30 秒ごとに新しい
トークンコードが生成されます。 現在の トークン
コードを使用して、 SecurID で保護されている リ
ソース、 たとえば、 企業 VPN にアクセスします。
ソフ ト ウェア トークンが SecurID PIN を必要とする
場合、 PIN と トークンコードを組み合わせたパス
コードを使用します。 トークンコードまたはパス
コードが OTP （ワン タイム パスワード） です。

このドキュ メン トでは、 RSA SecurID アプ リ ケー
シ ョ ンのインス トール方法、 ソフ ト ウェア トーク
ンのインポート方法と使用方法について説明しま
す。 最大 10 個のソフ ト ウェア トークンをデバイス
にインポートできます。 各トークンは 1 つずつイン
ポートする必要があ り ます。

RSA SecurID アプリケーシ ョ ンのインス
トール 

Google Play （Play ス ト ア） からアプリ ケーシ ョ ン
（無料） をインス トールします。

アプリケーシ ョ ンをインストールするには、 以下の手順
に従います。

1. デバイスがインターネッ トに接続されているこ
とを確認します。

2. アプリ ケーシ ョ ンの一覧で、 Google Play または
Play ス ト アのアイコンをタ ップします。

3. ［検索］ をタ ップしてキーワード 「RSA 
SecurID」 を入力します。

4. ［RSA SecurID Software Token］ を選択します。

5. ［インス トール］ をタ ップします。

アプ リ ケーシ ョ ンに必要になる権限が、 デバイ
スに一覧表示されます。

6. ［OK］ をタ ップする とダウンロードが開始され
ます。

ステータス  アイコンに、 ダウンロードの進行状
況が表示されます。 ダウンロードが完了する と、
通知アイコンがステータス  バーに表示されま
す。 ［通知］ ウ ィンド ウにもアプリ ケーシ ョ ンが
表示されます。

RSA SecurID アプリケーシ ョ ンの起動

アプリケーシ ョ ンを起動するには、 以下の手順に従い
ます。

1. アプ リ ケーシ ョ ンの一覧で、 RSA SecurID アイ
コンをタ ップします。

2. 使用許諾契約書を確認し、 ［私は使用許諾契約書
の条項に同意します］ を選択します。 ［続行］ を
タ ップします。

次のステップ

使用許諾契約書に同意した後、 ソフ ト ウェア トー
クンのインポートが可能にな り ます。

• 管理者がデバイス ID の確認を求めてきた場合
は、 セクシ ョ ン ? デバイス ID のメール送信 ? に
進んでください。

• 管理者がデバイス ID の確認を求めずに、 ソフ ト
ウェア トークンを送信してきた場合は、 セク
シ ョ ン ? ソフトウェアトークンのインポート ?
に進んでください。

デバイス ID のメール送信

管理者は、 トークンを送信する前に、 デバイス ID
の確認を求めてく るこ とがあ り ます。 デバイス ID
は、 ソフ ト ウェア トークンをデバイスにバインド
して、 ソフ ト ウェア トークンが他のデバイスで使
用できないよ うにします。 デバイスのメール アカ
ウン トがセッ ト アップされているこ とを確認しま
す。 管理者のメール アドレスを入手します。

デバイス ID をメールで送信するには、 以下の手順に従い

ます。

1. よ う こそ画面で、 ［デバイス ID］ をタ ップし
ます。

2. 次のいずれかの操作を実行します。

• ［デバイス ID を メール］ をタ ップして、 デバ
イス ID を本文に含んだメールを開きます。

• ［デバイス ID のコピー］ をタ ップして、 デバ
イス ID をコピーします。

3. メール オプシ ョ ンを選択した場合は、 管理者の
メール アドレスを ［To: （宛先）］ フ ィールドに
入力して、 メールを送信します。

4. ? ソフトウェアトークンのインポート ? に進み
ます

追加トークンのためのデバイス ID のメール送信

追加のソフ ト ウェア トークンを リ クエス ト し、 管
理者がこれらをバインドするためのデバイス ID を
求めてきた場合、 ユーザーはリ クエス トのたびにデ
バイス ID を送信する必要があ り ます。 デバイス ID
は、 ［情報］ 画面に表示されます。

追加トークンのためにデバイス ID をメールで送信するに

は、 以下の手順に従います。

1. ［情報］ をタ ップします。

2. 次のいずれかの操作を実行します。

• ［デバイス ID］ ＞ ［デバイス ID を メール］
をタ ップして、 デバイス ID を本文に含んだ
メールを開きます。

• ［デバイス ID］ ＞ ［デバイス ID のコピー］
をタ ップして、 デバイス ID をコピーします。

3. メール オプシ ョ ンを選択した場合は、 管理者の
メール アドレスを ［To: （宛先）］ フ ィールドに
入力して、 メールを送信します。

4. ? ソフトウェアトークンのインポート ? に進み
ます
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ソフ トウェア トークンのインポート

ユーザーは、 添付ファ イルまたは URL リ ンクの形
式でメールによってソフ ト ウェア トークンを受信
します。 あるいは、 管理者は、 ユーザーが QR コー
ド ? をスキャンするよ う設定する場合もあ り ます。
また管理者の設定によっては、 プロンプ トが表示さ
れ、 次のいずれかを入力する必要があ り ます。

• パスワード  

• アクティベーシ ョ ン コード

トークンのインポート を開始する前に、 パスワード
またはアクティベーシ ョ ン コードが手元にあるこ
とを確認します。

受信したメールの指示に従って、 次のいずれかのイ
ンポート手順を実施します。

メールの添付ファイル

メールの添付ファイルからソフ トウェア トークンをイン
ポートするには、 以下の手順に従います。

1. デバイスのメールアプリ ケーシ ョ ンで、 添付
ファイル （ファ イル拡張子は .sdtid） が挿入され
たメールを開きます。

2. 添付ファ イルをタ ップします。

3. プロンプ トが表示されたら、 パスワードを入力
します。 ［OK］ をタ ップします。

4. セキュ リ ティ上の理由によ り、 メールは削除し
てください。

URL リンク

メール内の URL リンクからソフ トウェア トークンをイ

ンポートするには、 以下の手順に従います。

1. デバイスのメールアプリ ケーシ ョ ンで、 URL リ
ンクが記載されたメ ッセージを開きます。

2. URL リ ンクをタ ップします。

3. プロンプ ト と して ［アプ リ ケーシ ョ ンを選択］
が表示されたら、 ［RSA SecurID］ をタ ップし
ます。

4. プロンプ トが表示されたら、 アクティベーシ ョ
ン コードまたはパスワードを入力します。
［OK］ をタ ップします。

5. サーバ証明書の受け入れを承諾するよ うに指示
されたら、 ［承諾］ をタ ップします。

6. セキュ リ ティ上の理由によ り、 メールは削除し
てください。

インポート URL オプシ ョ ン

URL リ ンクをタ ップして トークンをインポートで
きない場合は、 次の手動の手順を実施してくだ
さい。

［インポート URL］ オプシ ョ ンを使用してソフ ト
ウェア トークンをインポートするには、 以下の手
順に従います。

1. デバイスのメールアプリ ケーシ ョ ンで、 URL リ
ンクが記載されたメ ッセージを開きます。

2. URL リ ンクは、 http://127.0.0.1/securid で始ま り
ます。 リ ンクをホールド して、 ［コピー］ オプ
シ ョ ンを選択します。

3. RSA SecurID アプ リに移動します。 よ う こそ画
面で、 ［ トークンのインポート ］ ＞ ［インポート
URL］ をタ ップします。

4. テキス ト  フ ィールドをホールド して、 ［貼り付
け］ をタ ップします。

5. プロンプ トが表示されたら、 アクティベーシ ョ
ン コードまたはパスワードを入力して、 Enter
キーをタ ップします。

6. サーバ証明書の受け入れを承諾するよ うに指示
されたら、 ［承諾］ をタ ップします。

7. セキュ リ ティ上の理由によ り、 メールは削除し
てください。

注： 追加のトークンを手動でインポートするには、
［ トークン  リ ス ト ］ をタ ップしてから ［インポート
URL］ をタ ップします。

QR コードのスキャン

管理者の指示に従って トークン データを含む QR
コードにアクセスし、 次の手順に従って QR コード
をキャプチャします。

QR コードをスキャンしてソフ トウェア トークンをイン

ポートするには、 以下の手順に従います。

1. RSA SecurID アプ リに移動します。 よ う こそ画
面で、 ［ トークンのインポート ］ ＞ ［QR コード
のスキャン］ をタ ップします。

2. QR コードの全体が明瞭に表示されているこ と
を確認します。 カメ ラを QR コードに向けて
コードをキャプチャします。

3. プロンプ トが表示されたら、 アクティベーシ ョ
ン コードまたはパスワードを入力して、 ［OK］
をタ ップします。

注： QR コードをスキャンして追加のトークンをイ
ンポートするには、 ［ トークン リ ス ト ］ をタ ップし
てから ［QR コードのスキャン］ をタ ップします。

PIN の設定 

注： トークンが PIN を必要と しない場合は、 ? 保護

されたリソースへの認証 ? に進みます。

開始する前に

インポート した トークンによって、 RSA SecurID ア
プ リ ケーシ ョ ンの起動時に、 ［PIN の入力］ 画面ま
たは ［ トークンコード］ 画面が表示されます。

次のいずれかの操作を実行します。

• ［PIN の入力］ 画面が表示されたら、 セク
シ ョ ン ?PIN の設定（PIN の入力画面）? に進
んでください。

• ［ トークンコード］ 画面が表示されたら、
?PIN の設定（トークンコード画面）? に進ん
でください。
2  



RSA SecurID® Software Token 2.1 for Android™
クイック  スタート

PIN の設定 （PIN の入力画面）

［PIN の入力］ 画面から PIN を設定するには、 以下の手順

に従います （VPN の例）。

1. ユーザーの PC （またはユーザーのデバイス） か
ら企業 VPN に接続します。 

2. ユーザー名を入力して、 ログオン画面を開いた
ままにします。

3. デバイスで RSA SecurID アプ リ ケーシ ョ ンを開
始します。

4. ［PIN の入力］ 画面で Enter キーをタ ップする
か、 左にスワイプします。 

デバイスに トークンコードが表示されます。

5. VPN ログオン画面で ［パスコード］ または ［パ
スワード］ フ ィールドに トークンコードを入力
します。 PIN を作成するダイアログが表示され
ます。 PIN は必ず 4 桁から 8 桁までの数字を指
定し、 先頭をゼロ以外にします。 

6. 新しい PIN を入力し、 確認のため再入力しま
す。 VPN にパスコード  プロンプ トが表示され
ます。 

7. デバイスで ［戻る］ ボタンをタ ップするか、
右にスワイプして、 ［PIN の入力］ 画面に戻り
ます。

8. PIN を入力して、 Enter キーをタ ップするか、 左
にスワイプして、 パスコードを表示します。

 

9. VPN ログオン画面でパスコードを入力して
［OK］ をク リ ッ ク します。

注： デバイス上の VPN ク ラ イアン ト を使用する場
合は、 アプ リ ケーシ ョ ン メニューで ［コピー］ を
タ ップしてパスコードをコピーし、 このパスコード
を VPN ログオン画面にペース トするこ とができ
ます。
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PIN の設定 （トークンコード画面）

［トークンコード］ 画面から PIN を設定するには、 以下
の手順に従います （VPN の例）。

1. ユーザーの PC （またはユーザーのデバイス） か
ら企業 VPN に接続します。

2. ユーザー名を入力して、 ログオン画面を開いた
ままにします。

3. デバイスで RSA SecurID アプ リ ケーシ ョ ンを起
動して、 トークンコードを表示します。 

4. VPN ログオン画面で ［パスコード］ または ［パ
スワード］ フ ィールドに トークンコードを入力
します。 PIN を作成するダイアログが表示され
ます。 PIN は必ず 4 文字から 8 文字までの文字
を指定し、 先頭をゼロ以外にします。 

5. 新しい PIN を入力し、 確認のため再入力しま
す。 VPN にパスコード  プロンプ トが表示され
ます。 

6. デバイスで ［ネクス ト  コード］ をタ ップし
ます。

7. VPN ログオン画面に戻り ます。 ［パスコード］
または ［パスワード］ フ ィールドに PIN を入力
します （この例では、 PIN は 13867254 です）。
PIN の右側に トークンコードを入力します。
［OK］ をク リ ッ ク します。

保護されたリソースへの認証

次の手順に従って、 コンピュータまたはデバイスか
ら保護された リ ソースへの認証を実行します。 次の
例では、 コンピュータから保護された リ ソースにア
クセスします。

トークンの選択 （必要な場合）

複数のソフ ト ウェア トークンがあ り、 アクティブ
な トークンとは異なる トークンを使用する必要があ
る場合は、 認証プロセスを開始する前に目的の トー
クンを選択します。

異なる トークンを選択するには、 以下の手順に従います。

1. デバイスで RSA SecurID アプ リ ケーシ ョ ンを起
動します。

2. ［ トークン  リ ス ト ］ を選択します。

3. 目的の トークンの名前をタ ップします。 これに
よ り、 トークンはアクティブ化されます。

認証

認証するには、 次の手順に従います （VPN の例）。

1. 企業 VPN に接続します。 

2. ユーザー名を入力して、 ログオン画面を開いた
ままにします。 

3. デバイスで RSA SecurID アプリ ケーシ ョ ンを起
動します。

4. 次のいずれかの操作を実行します。 

• ［PIN の入力］ 画面が表示されたら、 PIN を
入力して Enter キーをタ ップします。 デバイ
スにパスコードが表示されます。 VPN の
［パスコード］ （または ［パスワード］）
フ ィールドにパスコードを入力します。 

• トークンが PIN を必要とする場合に、
RSA SecurID アプリ ケーシ ョ ンに ［ トークン
コード］ 画面が表示される場合、 VPN の
［パスコード］ （または ［パスワード］）
フ ィールドに PIN を入力し、 トークンコード
を PIN の右側に入力します。 

• トークンが PIN を必要と しない場合は、 VPN
の ［パスコード］ （または ［パスワード］）
フ ィールドに トークンコードを入力します。 

ネクスト  コードでの認証

ワン タイム パスワードを入力した後に、 認証の完
了のために、 ネクス ト  コード （ トークンコードま
たはパスコード） の入力を求めるプロンプ トが表示
されるこ とがあ り ます。 不正なワン  タイム パス
ワードを連続して何度も入力した場合など、 このプ
ロンプ トは、 さまざまな理由で表示されます。 ネク
ス ト  コードを要求する目的は、 トークンが引き続
き正当な所有者に所持されているこ とを確認するこ
とです。 
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ネクスト  コードで認証するには、 以下の手順に従い

ます。

1. ネクス ト  コードを求めるプロンプ トが表示され
たら、 デバイスの RSA SecurID アプ リ ケーシ ョ
ンに戻り ます。

2. ［ネクス ト  コード］ をタ ップします。

3. 保護された リ ソースの画面で、 表示されたコー
ドを入力します。

© 2010-2016 EMC Corporation. All Rights Reserved.
改訂 ： 2016 年 5 月

本書に記載したその他の商品名およびサービスは各
社の商標または登録商標です。
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