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資料の目的

•二段階認証のため、iPhoneもしくはiPad
へMicrosoft Authenticatorをインストー
ルし、PCと連動させて設定を行う
(動画 オーセンティケーターiOS編)

•緊急時のために、電話による認証の追加
を設定する
(動画 電話認証追加編)
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準備するもの

• Windowsが動作するPC ブラウザ(Edge Chrome推奨)

• iPhone(5S(2013年発売)以降)
もしくはiPad(第5世代以降)iPadAir2(2014年発売)以降
※iOS11.0以上がインストールされている機器

• Windows iPhoneもしくはiPadとも
インターネット接続が必要

• 教育センターから配布された
Ｏｐｅｎアカウント及びパスワード

※少し詳しい方が近くに居ると心強いかと思います
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クラウドは便利なサービスだが

•アカウント・パスワード流出
→第三者がアクセスし放題
→しっかりと管理をお願いします

•それでも流出可能性はある！
→二段階認証・二要素認証を
必須としています
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セキュリティを高めるため

「二段階認証」の設定を！

• IDやパスワードが漏洩してしまっても、二段階認
証の設定をしていることで、アカウント乗っ取り
を防ぐことができます。

• 指紋認証・顔認証等、スマホの機能も併用する
ことにより、セキュリティをより強固にすることが
できます。
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二段階認証 なぜ設定するの?①
•なぜ自分の携帯で認証する必要が？

「今アクセスするのはあなたですか？」
をあなた個人所持の機器で確認するのが
確実
指紋・顔認証等で更にセキュリティ向上
印鑑と印鑑証明のような関係

•ガラケーなんですが…
電話番号で登録する方法もあります

•どうしても登録したくない
•学校の電話等では他人も認証可のため、
所持している機器で認証をお願いします
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二段階認証 なぜ設定するの?②
•認証がめんどくさいなぁ

•このほうが一番簡単とのことです

•毎回認証するの?
•二週間後に認証にチェックを入れると、
月2回ほどになる

•二週間経っていないけど認証を求められた
•異なるネットワーク(家・職場等)や、
異なる機器を使用すると認証を求められる

•授業中に認証を求められると困る
•朝、必ず授業に使用する機器で
ログインしてください 7



二段階認証の方法
１．携帯アプリによる認証

Microsoft Authenticator(オーセンティケーター)

２．携帯電話による認証

①SMS(ショートメール)による認証

②電話による認証

３．代替の電話による認証(家の電話等)

４．職場の電話による認証

１～３のうち2つ以上を組み合わせましょう

※４職場電話はセキュリティ低下・異動時の再設定・
他職員に迷惑がかかるため、お勧めしません

※３代替の電話も家でしか認証できない・引っ越しで
番号変更等もあるので使用しない方がよろしいです 8



１．アプリによる認証
マイクロソフト オーセンティケーター

• スマホのアプリをインストールして認証

• 「その人しか持っていないものを,
その人が持っているか」確認する

• 加えてスマホの個人認証も使用することで
本人確認を行う
(顔・指紋・パターン・パスワード等々)

• 安全安心向上のためよろしくお願いします
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１．アプリによる設定
流れ(初回のみ)

①ＰＣでブラウザを開き、Office365へサインイン
→二段階認証の設定を求められる

②iPhone(iPad)にMicrosoft Authenticatorを
インストールし、設定の準備をする

③ＰＣを操作し画面にＱＲコードを表示させる

↓③→④は素早く行わないと失敗する場合あり

④iPhone(iPad)でＰＣ画面のＱＲコードを撮影する

⑤ＰＣとiPhone(iPad)がつながったか確認する
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下へスクロール・・・

１．アプリによる認証
「Microsoft365」（以下、M365）へサインイン
「沖縄県立総合教育センター」のページ
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１．アプリによる認証
①ＰＣでM365へサインイン※アカウント準備

12
12

←サインインを
クリック



１．アプリによる認証
①ＰＣでM365へサインイン※アカウント準備

１．アカウント入力
〇〇@open.ed.jp ２パスワード入力

(大文字小文字記号) 
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３．初めてのログイン時
or二段階認証を設定

していないときに出現

今すぐダウンロード
はお勧めしません

４．アプリ取得の説明

重要:「次へ」は押さない!
この後スマホの設定になります



１．アプリによる認証
②スマホにAuthenticatorインストール

iPhone編
１．iPhoneでカメラ起動
２．右のＱＲにかざす
３．画面上に「AppStoreで
表示」がでたらタップ
４．ストア「Microsoft 
Authenticator」入手を
タップ
５．AppleID/pass 指紋等
求められることがあります
６．インストール後、
アイコン があるか確認

２．↓Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ リンク↓

３．

４．
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１．アプリによる認証
②スマホにAutheniticatorインストール→設定準備

７.アプリタップ→
「同意します」
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８.この画面で
触らない！

この後ＰＣの設定になります



１．アプリによる認証
③ＰＣを操作し画面にＱＲコードを表示
PC画面にQRコードを出しましょう

１．セキュリティ保護の説明
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２．スマホ操作の説明

重要!!!
QRコードを

出したままさわらない!

３．QRコードが表示されます

③ＰＣでＱＲ表示
→④スマホでＱＲ撮影は
手早く行ってください

この後スマホでの撮影になります



２.途中「ＯＫ」「許可」
等出たらタップ

１．アプリによる認証
④iPhone(iPad)でＰＣ画面のＱＲコードを撮影する

iPhone

３.PC画面の
 ＱＲ撮影

17

１.「QRコードをス
キャンします」タップ



５.通知を送信します
→「許可」タップ

１．アプリによる認証
④iPhone(iPad)でＰＣ画面のＱＲコードを撮影する

6-1.自分のアカウン
トが表示されます
※顔/指紋認証を求められる
ことがあります

ここで、ＰＣ画面を確認してください 18

6-2オートフィルは
…と出たら「×」
※ロック解除をパスワードにして
いると出るようです

FaceID/TouchIDが
自動で有効になり
ます
解除は顔/指紋でログイ
ン後アカウントタップ
→⚙で設定



１．アプリによる認証
⑤ＰＣとiPhone(iPad)がつながったか確認する

１．ＰＣから承認要求をスマホに送ります

「ＱＲコードをスキャンします」から
「試してみましょう」は自動で変わる
場合もあります
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次へ



１．アプリによる認証

⑤ＰＣとiPhone(iPad)がつながったか確認する
２．承認してみましょう
ＰＣ画面

画面に
出ていたら
承認

２．承認してみましょう
スマホ画面

出ていなかったら
アイコンタップ→承認

承認

これでＰＣとスマホアプリが
つながりました 20

指紋/顔認証を
行う
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１．アプリによる認証

⑤ＰＣとiPhone(iPad)がつながったか確認する
３．承認できない！
ＰＣ画面

…try againと出た場合、

←「再送信」しても認証できません
その場合は次の方法に従ってください。
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１．アプリによる認証

⑤ＰＣとiPhone(iPad)がつながったか確認する
３．承認できなかったとき
ＰＣ画面

スマホ画面

１．「最初に
アプリを… 」
まで「戻る」

２．ＱＲが表示
されるまで
「次へ」

３．＋タップ

４．職場または
学校アカウント

タップ
５．ＱＲ
コード

スキャン

１．

４．

３．
２．

５． ５．



１．アプリによる認証

毎回認証するの?
•認証時、右画面が
出たら、

スマホで応答する前に
「今後14日間はこの
メッセージを表示
しない」に
☑チェックを入れ応答してください

•同じデバイス&同じネットワーク内だと、
二週間認証の必要はありません

•違うデバイスor違うネットワーク内だと
承認を求められます 23



１．アプリによる認証

認証手続きができなかった

パソコンに「返信がありませんでし
た」と出た場合…
※携帯画面をロック解除しておく
1.パソコンで「Microsoft 
Authenticatorアプリにもう一度要求
を送信する」タップ
２．携帯に「承認しますか?」出たら
タップ

なければ上からスワイプ
→承認をタップ
指紋・顔・パスワードを
求められることがあります
できなかったらキャンセル

→アカウント設定の最初から

１．パソコンで

２.携帯画面で
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１．アプリによる認証

間違えて「拒否」を押した場合…

間違えて
拒否なら

報告を押すと、二段階認証ロック
→Authenticatorでのログインができなくなります

PC側で何も操作していないのに「承認しますか？」が
出たら、教育センターに必ず連絡をお願いします！ 25



2.電話による認証

これで一応設定完了ですが…
あちらこちらから…

「機種変し、Authenticatorを入れたけど…」

「復習しようと思ってAuthenticatorから
アカウントを消したら…」

「間違ってアンインストールをして、
あわててまたインストールしたけど…」

「ログインできない！」
等々、嘆きの電話・メールが来ます…

• Autheniticatorだけで承認の場合、
いざというときにセンター側での再設定が必要です

• Faxで申請→復活まで丸一日かかることがあります

• 自分で復帰させるためスマホ番号も登録ください
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電話による認証設定

• 動画 電話認証追加編
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2.電話による認証

2つを組み合わせる理由
•アプリでの認証のみだと、
機種変更や紛失時に再度設定ができない
→教育委員会→教育センターへ
書類での申請が必要（時間かかる）

•電話認証のみだとセキュリティ低くなる

•普段はアプリで認証
緊急時は電話で認証し、
アプリを再設定した方が
手間がかからない
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2.電話による認証

「電話による認証」を設定
携帯電話による認証（どちらでもかまいません）

①SMS(ショートメール)による認証

スマホにMicrosoftより通知→PCに6桁の数字入力

メリット：文字情報なのであとでも見られる

デメリット：遅れて来る場合もある
少々めんどくさい 料金がかかる

②電話による認証

スマホにMicrosoftより電話→指示に従い＃を押す
メリット:すぐに応答すればすぐ使える

デメリット:取らないと何度もかかってくる

めんどくさい 分からない番号なので恐い
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2.電話による認証

電話による認証を設定しましょう

右隅
アカウント
マネージャ

アカウントを表示
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2.電話による認証

マイアカウント→セキュリティ情報※スマホ準備

スマホ
「Authenticator」
に通知→承認

※承認が遅いと・・・
→PC「お客様からの返信がありませんでした」
→「もう一度要求を送信する」 31



2.電話による認証

セキュリティ情報→＋方法の追加

①

②電話

③
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2.電話による認証
セキュリティ情報→＋方法の追加※スマホを準備

④日本(+81) ⑤090XXXXXXXX ハイフン無し

⑥どちらか選択

⑦次へ
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2.電話による認証
セキュリティ情報→＋方法の追加※スマホを準備

ＰＣ
スマホ

⑨タップ

⑪認証コード入力

⑫次へ

⑩認証コード（数字）確認

※「電話する」だと
電話に出る→音声指示通
りに対応(通常＃を押す)

⑬完了

⑧「電話」確認

※認証コード通知が
遅くなる場合あります 34



Authenticatorでログインできない
ときは電話認証で
•「別の方法でサイン
インする」をクリック

•個人所持の携帯で
承認する

•①ショートメール
→6桁の数字を入力

•②電話→かかってくるので、
指示に従いキー（通常は＃）を押す

①「別の方法」
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Autheniticator認証できなくなったときは

情報削除→再設定

①別の方法でサインイン
→電話による認証

• 電話認証でログインできたら
PCでアカウントマネージャ起動

②セキュリティ情報→再度電話認証
→Authenticator削除

③＋方法の追加
「認証アプリ」で

ＱＲコードを
出し、再度設定
して下さい

①「別の方法」

②Autheniticator削除

③＋方法の追加
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機種変更したら?

•前携帯は必ずリセットをしてください
•購入店に依頼 「iPhone リセット」
「android リセット」で検索

•新携帯にMicrosoft Authenticator
インストール
•先の手順に従い、入れ直してください

•PC側で前携帯の二段階認証を削除
マイアカウント→セキュリティ情報
→前携帯の情報を削除（P32参考）
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携帯を紛失したら?

•「探す」サービスをまず使う

•管理職に申し出る(インシデント防止)

•紛失した機種の二段階認証を消去
PC側でマイアカウント→セキュリティ情報
→前機種の情報（電話番号含）を削除

•新携帯にMicrosoft Authenticator入れ
直し
•先の手順に従い、入れ直してください
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スマホを家に忘れた！

•承認できないので
ログインできません
•センター側でも
承認はできません

•そうならないよう気をつけましょう

•二週間に一回の承認
→承認する曜日を確認する

＝絶対にスマホを忘れない習慣を
身につけましょう
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禁止事項
•パスワードの変更
•身に覚えのない「承認」

•特に電話での承認は緊急時以外禁止

•身に覚えのない承認がきた
他からログインされた形跡はある等は
緊急ですのですぐにセンターに連絡を!

•ログインできない
アカウント名の変更等は教委経由で
センターに紙面で申請をお願いします

•パスワード忘れは各教育委員会へ
問い合わせをお願いします
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