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概要 

GAuthLogonV は Google Authenticator のワンタイムパスワードによって

Wndows ログインセッションの利用を制限するソフトウェアです。GAuthLogonV 導入後

は、正しいワンタイムパスワードを入力しなければログインセッションを利用することができ

なくなります。 

GAuthLogonV は Windows ログイン認証プロバイダ（クレデンシャルプロバイダ-CP）で

はありません。任意の認証プロバイダでログイン後に起動します。そのため Windows に

は任意の方法（ユーザ名パスワード、スマートカード、顔認証、指紋認証等）でログインでき

ます。 しかし、Windows にどのような認証方法でログインしたとしても、ログイン直後に

起動する GAuthLogonV がワンタイムパスワードを求める画面を表示します。正しいワン

タイムパスワードを入力しなければデスクトップを利用できません。正しいワンタイムパスワ

ードを入力するとユーザデスクトップが表示されます。 

GAuthLogonV は VMWare VDI の仮想マシーンを利用対象として想定しています。

VMWare VDI ではコネクションサーバから仮想サーバにシングルサインオンする仕組み

のため、カスタムクレデンシャルプロバイダが有効になりません。GAuthLogonV を導入

すればサインオン後にコード認証を求めることができるようになります。 

AWS WorkSpace にも導入できますが、利用終了時に仮想マシーンから必ずサインアウ

トしなければなりません。単にクライアントを終了（仮想マシーンから切断）すると、次回接

続時コード認証画面は表示されません（ WorkSpace ドキュメントにはドメインに参加した

WorkSpace ではポリシー設定により切断されたら自動的にサインアウトされるようにでき

ると記述があります） 
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１．導入 

配布ファイル内の Setup.exe を実行してください。 

 

[インストール]ボタンを選択すると数秒で導入は完了します。 

インストール先： 

 32bit OS  %ProgramFiles%\RiBiG\GAuthLogonV 

64bit OS %Program Files% (x86)\RiBiG\ GAuthLogonV 

インストールが完了すると Google Authenticator を設定するプログラムが起動しま

す。この時点での Google Authenticator の設定は必須ではありません。後で設定す

ることは可能です。設定しない場合、プログラムを終了してください。 
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設定方法： 

1. [生成]ボタンをクリックします 

 

2. バーコードを表示するウィンドウが現れます。そのままバーコードをデバ

イスで読み取るか、バーコード下のラベルを変更後、再描画ボタンでバ

ーコードを更新させてからバーコードをデバイスで読み取って下さい。ララララ

ベルには日本語文字は使えませんベルには日本語文字は使えませんベルには日本語文字は使えませんベルには日本語文字は使えません 

3. バーコードを表示するウィンドウを閉じてください。 

4. 回復コード（３２桁以上の任意の文字列）を設定すると、回復コードで１

度だけログインできるようになります。 

5. [保存]ボタンでバーコード化されたデータや回復コードを保存します。 
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6. ウィンドウを閉じます。 

 

設定すると、次回のログイン/ロック解除直後に、６桁のワンタイムコードを求める画

面が表示されるようになります。 

 

＊＊デモ版＊＊ 

どの PC でも常に同一のコードが生成されます。どのデバイスでも同じワンタイムコ

ードが表示されます。また、回復コードを設定しなくても自動で 

”12345678901234567890123456789012” 

が設定されます。デモ版を利用しているユーザ誰でも同じワンタイムコード、回復コ

ードでログインできますので、評価以外の目的での利用は安全ではありません。 

 

設定しないと、ログイン/ロック解除合計７回までワンタイムコードを入力する必要は

ありませんが、それまでにデイバスの設定を行わないとセッションを利用できなくな

ります。ワンタイムコード未入力で何度までログインできるかは設定可能です。 
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2．ログイン/ロック解除 

デバイス設定済： 

ログイン/ロック解除の直後、一時的にユーザのデスクトップが表示されますがワンタイムコ

ード入力を求める画面に切り替わります。 

 

  

背景色は異なることがあります。 
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クライアントから仮想マシーンに接続時、自動的に ALT+CTRL+DEL を押したときの以

下の画面に切り替わることがあります。原因はプログラムでセキュリティ設定を行っている

ためです。 キャンセルボタンでコード入力画面に戻ります。 

 

Authenticator が表示する６桁コードを入力してから、[了解]ボタンを選択するとデスクト

ップが表示されます。[取消]ボタンでロック、また、ALT+CTRL+DEL でサインアウトでき

ます。 

 

デバイス未設定 

 

ログイン/ロック解除の直後、一時的にユーザのデスクトップが表示されますが、コードを設

定するよう求めるウィンドウが現れます。[OK] でデスクトップに切り替わり、設定プログラ

ムが自動起動します。 
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3. デバイス設定プログラム AddToken 

インストール時にデバイスを設定しなかったり、デバイスを再設定したりするには、設定プロ

グラムを使います。 

 

起動方法 

1. スタートメニュの GAuthLogonV – AddToken を選択 

 

2. GAuthLogonV フォルダ内の AddToken.exe を実行 

 

“１．導入“の設定方法に従って設定してください。 

  



10 

 

4. 設定 

4.1  コード認証不要ユーザ 

ワンタイムコード入力を求められないユーザを指定することができます。 

“CodeAuthExcept.user” というテキストファイルに 1 行ごとにコード認証を不要とする

ユーザ名をダウンキャストか UPN で指定してください。 

 ダウンキャスト： Domain\Username 

例外ユーザが記入された“CodeAuthExcept.user”は GAuthLogonV インストールフ

ォルダ内に設置してください。ログインユーザが CodeAuthExcept.user に見つかると 

コード認証画面は表示されません。 

ファイル“CodeAuthExcept.user”のアクセス権限設定 

誰が例外ユーザなのかわからないようにするために、管理

者ユーザと System 以外のユーザからアクセスできない

よう設定してください。 

プログラム内部では CodeAuthExcept.user” で指定されたユーザ名は SID に変換さ

れ、ログインユーザの SID と比較します。ユーザ名のリテラル比較を行っているわけでは

ありません。 

 

4.2 ロック解除時コード認証不要 

GAuthLogonV インストールフォルダ内 gauthlogon.ini ファイルの Google 

Authenticator セクションに NoCodeAuthForUnlock キーを設定してください。 

[Google Authenticator] 

NoCodeAuthForUnlock=true 
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全ユーザでロック解除時に認証コード入力が不要になります。特定ユーザのみ不要とする

には、 

“プロファイルフォルダ\AppData\Roaming\RiBiG\GAuthLogon“フォルダ内の 

gauthlogon.ini ファイルにロック解除時認証コード不要設定を行ってください。 

[Google Authenticator] 

NoCodeAuthForUnlock=true 

 

4.3  認証コード未入力ログインの最大回数 

デバイスを設定しない場合、既定ではログイン/ロック解除の合計７回まで認証コード入力

は求められません。 この回数は任意の値に設定できます。管理者ユーザと一般ユーザと

でそれぞれ別の値を指定します。 

GAuthLogonV インストールフォルダ内 gauthlogon.ini ファイルの Google 

Authenticator セクションに AdminGraceCount / UserGraceCount を定してくだ

さい。 

[Google Authenticator] 

//管理者ユーザは３回 

AdminGraceCount =3  

//一般ユーザは１回 

UserGraceCount=1 
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5．アンインストール 

設定の”アプリと機能”, コントロールパネルの“プログラムの追加と削除“などから 

GAuthLogonV をアンインストールできます。 

 

 

 

[アンインストール]ボタンを選択後、UAC で資格昇格してください。 

 

 

[アンインストール]ボタンでアンインストールが完了します。この時点では、まだ残っている 

ファイルがありますので、必ず、サインアウト/ログアウトしてください。 

 


