
二要素認証とは 
二要素認証では、オンラインアカウントに 2 つ目のセキュリティレイヤが

追加されます。2 つ目の要素（電話やその他のモバイルデバイス）を使用

して身元を確認することで、あなた以外の誰かがパスワードを知っていた

としてもログインできないようにすることができます。 

仕組み 

 

1. 通常どおりユーザ名とパスワードを入力 

2. スマートフォンを使用して本人確認 

3. 安全にログイン 

Duo への登録が完了した後、ユーザ名とパスワードを使用して通常どおりにログインし

てから、デバイスを使って本人確認を行います。管理者は、SMS、音声コール、ワンタ

イムパスコード、Duo Mobile スマートフォンアプリなどを通じて本人確認を行うよう

にシステムをセットアップできます。 

携帯電話以外を使用する場合、固定電話やタブレットを使用することも、管理者にハー

ドウェアトークンを要求することもできます。Duo では、1 つのアカウントに複数のデ

バイスを関連付けることができるため、携帯電話と固定電話、固定電話とハードウェア

トークンのように、2 つの異なるモバイルデバイスなどを使用することができます。  



二要素認証が必要な理由 

パスワードの侵害はますます容易になっています。パスワードは、盗まれたり、推測さ

れたり、ハッキングされたりする可能性があります。第三者が自分のアカウントにアク

セスしていることに気付かないことさえあります。 

二要素認証では、2 つ目のセキュリティレイヤが追加されるため、パスワードが侵害され

た場合でもアカウントの安全性が確保されます。Duo Push を使用すると、第三者が自分

になりすましてログインしようとすると（スマートフォン上で）すぐに警告されます。 

この 2 つ目の認証要素は、ユーザ名やパスワードとは無関係です。Duo からパスワー

ドの入力を要求されることはありません。 

サポートされるデバイス 

デバイスプラットフォームをクリックすると詳細が表示されます。 

• iOS  

• Android  

• Windows Phone  

• 携帯電話と固定電話  

• ハードウェアトークン  
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セットアップ方法 

Duo の自己登録プロセスでは、デバイスの登録だけでなく、必要に応じてモバイルアプ

リのインストールを簡単に行えます。登録の詳細はこちら » 

よくある問題 

• Duo Mobile を再アクティブ化する必要があります。 

• Duo Mobile でプッシュ通知を受信できなくなりました。 

• 電話機・スマートフォンを紛失しました。 

• ハードウェアトークンが機能しません。 

• iOS 10 を使用しています。デバイス上で App Store から最新バージョンの Duo 

Mobile をインストールすることができません。 

• Microsoft Internet Explorer を使用しています。Duo Prompt が正しく表示されません。 

詳細については、Duo.com にアクセスして、各組織向け

の Duo の Trusted Access ソリューションを確認してく

ださい。 
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登録ガイド 
Duo の自己登録プロセスでは、スマートフォンまたはタブレットの登録や 

Duo Mobile アプリケーションのアクティブ化を簡単に行うことができま

す。このプロセスでは、プッシュ通知で Duo からのリクエストを受信し

て、タップして承認し、ログインすることができます。 

 
目次 

• Duo でのスマートフォンまたはタブレットの登録 

o ステップ 1：ようこそ画面 

o ステップ 2：認証デバイスの種類を選択する 

o ステップ 3：電話番号を入力する 

o ステップ 4：プラットフォームを選択する 

o ステップ 5：Duo Mobile をインストールする 

o ステップ 6：Duo Mobile をアクティブにする 

o ステップ 7：デバイスオプションを設定する 

• 登録後にデバイスを追加または管理する 

• その他のサポートされている認証方法 
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Duo でのスマートフォンまたはタブレッ

トの登録 
Duo では、Duo からのインタラクティブな Web ベースの プロンプトを表示するブラ

ウザやクライアント アプリケーションを使用する場合、保護されている VPN や Web 

アプリケーションに初めてログインするときに、登録が求められます。または、組織の 

Duo 管理者から登録リンクを含む電子メールを受け取る場合もあります。 

サポートされているブラウザ：対応ブラウザは Chrome、Firefox、Safari、Opera、

Internet Explorer 8 以降です。Duo の認証デバイスを一部サポートしていないブラウザ

もあります（たとえばセキュリティキーは Internet Explorer では機能しません）。Duo 

の認証方法との広範な互換性を維持するために、最新バージョンの Chrome または 

Firefox を使用することをお勧めします。 

ステップ 1：ようこそ画面 

[セットアップの開始（Start setup）] をクリックして、デバイスの登録を開始します。 

 

https://guide.duo.com/prompt
https://www.google.com/chrome/browser/
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/
https://guide.duo.com/u2f


ステップ 2：認証デバイスの種類を選択する 

登録するデバイスの種類を選択し、[続行（Continue）] をクリックします。最も快適に

利用するにはスマートフォンの使用が推奨されますが、固定電話、セキュリティキー、

または iOS/Android タブレットを登録することもできます。 

 

https://guide.duo.com/security-keys


ステップ 3：電話番号を入力する 

ドロップダウンリストから国を選択し、電話番号を入力します。Duo で保護されたサー

ビスにログインするときに使用するスマートフォン、固定電話、または携帯電話を使用

します。前のステップで「固定電話」を選択した場合は、内線番号を入力できます。 

正しく入力されているかどうかを再確認し、ボックスにチェックを入れて、[続行

（Continue）] をクリックします。 

 

タブレットを登録する場合は、電話番号の入力は求められません。 



ステップ 4：プラットフォームを選択する 

デバイスのオペレーティングシステムを選択し、[続行（Continue）] をクリックします。 

 

 

ステップ 5：Duo Mobile をインストールする 

Duo Mobile を使用する理由 

• 高速で簡単 

• あらゆる国で動作する 

• モバイルデータ通信を必要としない 

Duo Mobile は、スマートフォンで動作するアプリで、迅速で簡単な認証を実現しま

す。電話通話やテキストメッセージによるログインも可能ですが、快適に利用するため

には Duo Mobile の使用をお勧めします。 



画面に表示されるプラットフォーム別の指示に従って、Duo Mobile をインストールし

ます。アプリをインストールしたら、登録ウィンドウに戻り、[Duo Mobile をインス

トールしました（I have Duo Mobile installed）] をクリックします。 

 

  



ステップ 6：Duo Mobile をアクティブにする 

アプリをアクティブにすると、アカウントにリンクされ、認証に使用できるようになり

ます。 

iPhone、Android、および Windows Phone では、アプリの内蔵バーコードスキャナを

使用してバーコードをスキャンすることで、Duo Mobile をアクティブにします。デバ

イスのプラットフォームごとの指示に従ってください。 

 

 



[続行（Continue）] ボタンは、バーコードが正常にスキャンされた後にクリック可能に

なります。 

 

バーコードをスキャンできない場合は、[代わりにアクティベーションリンクを電子

メールで送信（Or, have an activation link emailed to you instead.）] をクリックして、

指示に従ってください。 

ステップ 7：デバイスオプションを設定する 

（オプション） 

[デバイスオプション（Device Options）] で認証デバイスにわかりやすい名前を付けた

り、[別のデバイスの追加（Add another device）] をクリックして再度登録プロセスを

行って 2 台目の認証デバイスまたは別の認証デバイスを追加することもできます。 

Duo で最も頻繁に使用するデバイスの場合は、自動プッシュ通知リクエストを有効にで

きます。これを有効にするには、[ログイン時：（When I log in:）] オプションを変更

し、[認証方法の選択を確認する（Ask me to choose an authentication method）] から 

[このデバイスに自動的にDuo Pushを送信する（Automatically send this device a Duo 

Push）] または [このデバイスを自動的に呼び出す（Automatically call this device）] に

設定を変更し、[保存（Save）] をクリックします。自動オプションのいずれかが有効に



なっている Duo では、スマートフォン上の Duo Mobile アプリへのプッシュ通知または

デバイスへの電話通知（選択可能）を通じて認証リクエストが自動的に送信されます。 

 
[続行してログイン（Continue to login）] をクリックし、Duo Prompt に進みます。 

 



設定完了 

デバイスで、Duo Push 認証リクエストを承認できるようになりました。[プッシュを送

信（Send me a Push）] をクリックして、試してみてください。スマートフォンで受信

した Duo ログインリクエストで [承認（Approve）] をタップします。 

 

Duo を使用した認証の詳細については、Duo Prompt の使用に関するガイドを確認して

ください。 

登録後にデバイスを追加または管理する 

管理者が許可している場合は、新しい認証デバイスを追加したり、Duo Prompt から既

存のデバイスを管理したりすることもできます。 

許可されていない場合、電話番号を変更したり、Duo Mobile を再度アクティブ化した

り、新しい電話機を追加したりする必要がある際は、組織の Duo 管理者にお問い合わ

せください。 

https://guide.duo.com/prompt
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その他のサポートされている認証方法 

Duo は、スマートフォンの Duo Push の他にも、さまざまなデバイスをサポートしてい

ます。セキュリティキーや macOS Touch ID など、他にも様々な種類のデバイスを登

録できます。また、 SMS パスコードの受信や通話によるログインの承認など、電話機

を使用した認証方法もあります。なお、認証方法によっては、組織のポリシーで制限さ

れていたり、一部のブラウザやアプリケーションと互換性がなかったりする場合もあり

ますのでご注意ください。 

  

https://guide.duo.com/u2f
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Duo Prompt を使用した認証 
Duo Prompt では、ログインするたびに本人確認の方法を選択できます。 

目次 

• Duo Prompt の使用 

• セルフサービスオプション 

• 信頼できるデバイス 

• 小型画面からの認証 

• ソフトウェアアップデート 

• パーソナルデバイス 

Duo Prompt の使用 

サポートされているブラウザ：Chrome、Firefox、Safari、Opera、Internet Explorer 8 以降

に対応しています。 

Duo への登録が完了した後（または Duo 管理者が Duo を使用できるようにセットアッ

プした後）、Duo で保護された Web サービスまたはアプリケーションへブラウザから

ログインすると、Duo Prompt が表示されるようになります。 
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携帯電話やハードウェアトークンなど複数のデバイスが登録されている場合は、デバイ

スセレクタが表示されます。 

 

使用するデバイスを選択してから、認証方法を選択します。 

方法 説明 

Duo Push スマートフォンまたはタブレットにログインリクエストをプッシュ通知し
ます（Duo Mobile が iOS、Android、または Windows Phone デバイス上
にインストールされ、アクティブになっている場合）。リクエストを確認
して [承認（Approve）] をタップするだけでログインできます。 

コールミー 
（Call Me） 

電話のコールバックにより認証します。 

パスコードの入力
（Enter a Passcode） 

Duo Mobile を使用して生成されたパスコード、SMS で送信されたパス
コード、ハードウェアトークンによって生成されたパスコード、または管
理者から提供されたパスコードを使用してログインします。 
[コードの送信（Send codes）] をクリックし、スマートフォンに送信され
た新しいパスコードのバッチを取得します。 



また、ワンタッチ ハードウェアベースの認証にセキュリティキーを使用することもで

きます。 

Duo 管理者がログインに使用可能な認証方法を制限している場合があります。その場合

は、Duo Prompt で許可された方法のみが表示されます。そのため、組織で Duo ログイ

ン用の通話が禁止されている場合は、プロンプトに [プッシュを送信（Send Me a 

Push）] オプションと [パスコードを入力（Enter a Passcode）] オプションのみが表示

されます。 

組織でアカウントにアタッチされた認証方法の使用が制限されている場合は、そのこと

を示すメッセージと Duo バイパスコードを入力するためのオプションが表示されます。 

 

https://guide.duo.com/security-keys


認証できない場合やどうしていいかわからない場合は、Duo Prompt の左側にある [ヘ

ルプが必要な場合（Need help?）] をクリックします。管理者が追加の手順や連絡先情

報でヘルプテキストをカスタマイズしている場合があります。 

 

セルフサービスオプション 

組織でセルフサービスが有効になっている場合は、[新しいデバイスの追加（Add a new 

device）] リンクをクリックして新しい認証デバイスを追加したり、[個人設定とデバイス

（My Settings & Devices）] をクリックして設定を更新して認証方法を削除できます。 

https://guide.duo.com/add-device
https://guide.duo.com/add-device
https://guide.duo.com/add-device
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信頼できるデバイス 

また、管理者が Duo の信頼できるデバイス機能を有効にしている場合は、[記憶する

（Remember me for...）] オプションも表示されます。認証時にこのボックスをオンに

すると、プロンプトで表示された期間は Duo 二要素認証を再度実行する必要がなくな

ります。 

 

  



小型画面からの認証 

小型画面（タブレットなど）または小型のブラウザウィンドウを備えたデバイスから 

Duo を使用してログインしている場合は、Duo Prompt の外観が少し異なりますが、問

題ありません。フルサイズのプロンプトに表示されたすべてのデバイスとオプションを

使用できます。また、同じ手順に従ってデバイスを登録して管理できます。 

 

 



上部の [設定（Settings）] ボタンをクリックして、[新しいデバイスの追加（Add a new 

device）] または [個人設定とデバイス（My Settings & Devices）] にアクセスします。

[設定（Settings）] ボタンの [X] をクリックすると、Duo Prompt に戻ります。 

 

 



ソフトウェアアップデート 

組織でこの機能が有効になっている場合は、認証時に古いブラウザまたはプラグインソ

フトウェアを更新するように求められます。認証前に Web ブラウザ、Flash、または 

Java のバージョンを最新に更新するには数分かかることがあります。また、保護され

たリソースの使用を継続し、後で更新することも選択できます。 

 

 



組織で古いブラウザやプラグインを備えたデバイスから Duo で保護されたリソースへ

のアクセスがブロックされている場合は、ソフトウェアを更新するまで二要素認証を実

行できません。 

 

ソフトウェアアップデートについてはこちらを参照してください。 

管理者は、特定のコンピュータやモバイル オペレーティング システムからのアクセス

をブロックすることもできます。この場合は、OS を許可されたバージョンにアップグ

レードするか、別のデバイスに切り替える必要があります。 

 

  

https://guide.duo.com/software-update


パーソナルデバイス 
組織は、管理していないデバイスからアプリケーションへのアクセスをブロックするよ

うに選択できます。このポリシーが適用されている場合は、パーソナルデバイスから 

Duo 認証を実行することができません。 

 

このポリシー設定の詳細については、[許可された内容の確認（See what is allowed）] 

をクリックしてください。 

 



新しいデバイスの追加 
新しいスマートフォンを追加する場合や、セキュリティキーを追加する必

要がある場合は、Duo Prompt から新しいデバイスを簡単に正しく追加で

きます。 

目次 

• 新しいデバイスの登録 

• デバイスオプションの構成 

o Duo Mobile の再アクティブ化 

o デバイス名の変更 

o デバイスの削除 

新しいデバイスの登録 

新しいデバイスの登録を開始するには、[新しいデバイスの追加（Add a new device）] 

をクリックします。このリンクが表示されない場合は、組織がこの機能を有効にしてい

ない可能性があります。その場合はDuo 管理者に連絡して新しいデバイスを追加してく

ださい。 
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認証方法を選択し、二要素認証を完了して新しいデバイスの追加を開始します。 

Duo Push 用にアクティブ化したデバイスに代わって新しいデバイスを追加する場合に

元のデバイスが手元になければ、このページで認証方法として Duo Push を選択しない

でください。元のデバイスがなくても、同じ電話番号の新しいデバイスがある場合は、

音声通話または SMS パスコードを使用して認証できます。 

過去に登録した認証デバイスにアクセスできない場合は、このページから新しいデバイ

スを追加することはできません。Duo 管理者にサポートを依頼してください。 

 



冒頭の登録ガイドに記載されている通りに、デバイス登録プロセスに進みます。例とし

て、別のスマートフォンを追加してみましょう。 

 

2 台目のスマートフォンの番号を入力して確認します。 

 

https://guide.duo.com/enrollment


新しいスマートフォンのオペレーティングシステムを選択します。 

 

新しいスマートフォンに Duo Mobile をインストールし、バーコードをスキャンしてア

クティブにします。 

 



新しいスマートフォンが追加され、他の登録済みのデバイスとともに表示されます。

[別のデバイスの追加（Add another device）] をクリックして登録プロセスを再度行う

と、別のオーセンティケータを追加することができます。 

 

  



デバイスオプションの構成 

登録済みのデバイスの横にある [デバイスオプション（Device Options）] ボタンをク

リックして、そのタイプのデバイスで使用可能なアクションを表示します。登録済みの

スマートフォンに対して [Duo Mobile の再アクティブ化（Reactivate Duo Mobile）] を

実行したり、任意のタイプのデバイスに対して [デバイス名の変更（Change Device 

Name）] を実行したり、認証デバイスを削除したりできます。 

 



デバイス名の変更 

[デバイス名の変更（Change Device Name）] をクリックすると、デバイスの表示名を

変更するためのインターフェイスが表示されます（ハードウェアトークンの名前は変更

できません）。新しい名前を入力し、[保存（Save）] をクリックします。 

 

 



デバイスの名前の変更が完了すると、デバイスを管理する際にその名前が表示される

だけでなく、そのデバイスでどのように本人確認が行われるかも表示されるようにな

ります。 

 

 



Duo で元のデバイスを引き続き使用する場合は、デフォルトにするデバイスを指定でき

ます。[デフォルトデバイス：（Default Device:）] ドロップダウンメニューをクリック

し、認証用のデフォルトデバイスを選択します。変更が終了したら、[保存（Save）] を

クリックします。 

 

 



Duo で頻繁に使用するデバイスは、次の通り設定してください。[ログイン時：（When 

I log in:）] オプションを変更し、[認証方法の選択を確認する（Ask me to choose an 

authentication method）] から [このデバイスに自動的にDuo Pushを送信する

（Automatically send this device a Duo Push）] または [このデバイスに自動的に通話す

る（Automatically call this device）] に設定を変更して自動プッシュ通知リクエストを

有効にし、[保存（Save）] をクリックします。自動オプションのいずれかが有効になっ

ている Duo では、スマートフォン上の Duo Mobile アプリへのプッシュ通知またはデバ

イスへの通話通知（選択可能）で認証要求が自動的に送信されます。 

 

 



デバイスの削除 

過去に登録したデバイスの代わりに新しいデバイスを登録する場合は、今後認証に使用

しないデバイスを削除できます。削除するデバイスの横にある [デバイスオプション

（Device Options）] ボタンをクリックしてから、ごみ箱ボタンをクリックして、そのデ

バイスを削除します。 

 

デバイスの削除を確認するメッセージが表示されます。 

 

認証デバイスがプロファイルから削除されます。 

 

  



デバイスの管理 
デバイス管理では、新しいデバイスを簡単に編集または追加することがで

きます。 

目次 

• デバイス管理へのアクセス 

• 既存のデバイスの管理 

o Duo Mobile の再アクティブ化 

o デバイス名の変更 

o デバイスの削除 

• 新しいデバイスの追加 

デバイス管理へのアクセス 
管理者がセルフサービスデバイス管理を有効にしている場合は、Duo Prompt の左側に

「個人設定とデバイス（My Settings & Devices）」リンクが表示されます。 

プッシュ通知または通話で認証リクエストを自動送信するオプションが有効になってい

る場合は、「個人設定とデバイス（My Settings & Devices）」リンクをクリックする

前に、進行中のプッシュ通知または通話をキャンセルする必要があります。 

 

https://guide.duo.com/manage-devices#authentication
https://guide.duo.com/manage-devices#manage-existing-devices
https://guide.duo.com/manage-devices#reactivate-duo-mobile
https://guide.duo.com/manage-devices#reactivate-duo-mobile
https://guide.duo.com/manage-devices#change-device-name
https://guide.duo.com/manage-devices#remove-devices
https://guide.duo.com/manage-devices#add-new-device
https://guide.duo.com/prompt


デバイスを管理するには、認証方法を選択して二要素認証を完了します（すべての認証

オプションを表示するには、下にスクロールしなければならない場合があります）。登

録済みのデバイスにアクセスできない場合は、デバイス管理ポータルに入ることができ

ません。Duo 管理者にサポートを依頼してください。 

 



認証後に、デバイス管理ポータルが表示されます。ここで、[別のデバイスの追加（Add 

another device）] をクリックし、デバイス登録手順に従って、新しいデバイスを登録

したり、既存のデバイスを再アクティブ化、編集、または削除できます。 

 

[個人設定とデバイス（My Settings & Devices）] を終了するには、表示されているデバ

イスの下にある [完了（Done）] ボタンをクリックするか、左側の組織のロゴ（または

表示されていれば、Duo のロゴ）をクリックします。 

https://guide.duo.com/enrollment
https://guide.duo.com/manage-devices#reactivate-duo-mobile
https://guide.duo.com/manage-devices#change-device-name
https://guide.duo.com/manage-devices#remove-devices


デフォルトの認証オプション 

複数のデバイスで認証する場合は、デフォルトにするデバイスを指定できます。[デ

フォルトデバイス：（Default Device:）] ドロップダウンメニューをクリックし、認証

用のデフォルトデバイスを選択します。変更が終了したら、[保存（Save）] をクリック

します。 

 

 



Duo で頻繁に使用するデバイスの場合は、[ログイン時：（When I log in:）] オプショ

ンを変更し、[認証方法の選択を確認する（Ask me to choose an authentication 

method）] から [このデバイスに自動的にDuo Pushを送信する（Automatically send 

this device a Duo Push）] または [このデバイスに自動的に通話する（Automatically 

call this device）] に設定を変更して自動プッシュ通知リクエストを有効にし、[保存

（Save）] をクリックします。自動オプションのいずれかが有効になっている Duo で

は、スマートフォン上の Duo Mobile アプリへのプッシュ通知またはデバイスへの通話

通知（選択可能）で認証要求が自動的に送信されます。 

 



既存のデバイスの管理 

登録済みデバイスの隣に表示されている [デバイスオプション（Device Options）] ボタ

ンをクリックして、そのタイプのデバイスで使用可能なアクションを表示します。登録

済みのスマートフォンに対して [Duo Mobile の再アクティブ化（Reactivate Duo 

Mobile）] を実行したり、電話機に対して [デバイス名の変更（Change Device 

Name）] を実行したり、認証デバイスを削除したりできます。 

 

 



Duo Mobile の再アクティブ化 

スマートフォンを機種変更して電話番号をそのまま継承する場合など、スマートフォン

で Duo Push を機能させる必要がある場合は、[Duo Mobile の再アクティブ化

（Reactivate Duo Mobile）] ボタンをクリックします。デバイスに関するいくつかの質

問に答えた後、スマートフォンでスキャンする新しい QR コードが送られてきます。こ

れにより、Duo Mobile のアクティブ化プロセスが完了します。 

 

 



デバイス名の変更 

[デバイス名の変更（Change Device Name）] をクリックすると、デバイスの表示名を

変更するためのインターフェイスが表示されます（ハードウェアトークンの名前は変更

できません）。新しい名前を入力し、[保存（Save）] をクリックします。 

 

 



デバイスの名前の変更が完了すると、デバイスを管理する際にその名前が表示される

だけでなく、そのデバイスでどのように本人確認が行われるかも表示されるようにな

ります。 

 

 



デバイスの削除 

スマートフォンまたはトークンデバイスを削除するには、ごみ箱ボタンをクリックし

ます。 

注：すべてのデバイスを削除することはできません。一つだけ登録されているデバイス

を削除する場合は、別のデバイスを追加してから、元のデバイスを削除します。デバイ

スを削除できない場合は、管理者に連絡して削除を依頼してください。 

 

認証デバイスの削除を確認またはキャンセルするメッセージが表示されます。 

 



デバイスが削除されます。削除されたデバイスは、Duo 認証要求の承認に使用できなく

なります。 

 

新しいデバイスの追加 

新しい認証デバイスを追加するには、Duo Prompt の左側にある [新しいデバイスの追

加（Add a new device）] リンクをクリックします。新しいデバイス登録プロンプトが

表示されます。 

新しいデバイスを追加する手順についてはこちらを参照してください。 

  

https://guide.duo.com/add-device


Duo は、ソフトウェアとオペレーティングシステムのポリシーを使用して

情報を安全に保護します。Duo 管理者は、ソフトウェアが期限切れになっ

たときに警告を表示したり、アクセスを許可する前にソフトウェア更新を

要求したり、組織の要件を満たしていないデバイスからのアクセスをブ

ロックしたりすることもできます。 

目次 

• ソフトウェア更新通知 

o ソフトウェアの更新 

• ソフトウェアブロッキング 

ソフトウェア更新通知 
Duo 管理者がこの機能を有効にしている場合は、Duo で保護されたサービスにログイ

ンしたときに、ブラウザのバージョンと、ブラウザで有効になっている Java プラグイ

ンと Flash プラグインのバージョンが確認されます。これらのいずれかが期限切れに

なっていた場合は、そのことが通知され、サービスへのログインを終了する前に、ソフ

トウェアを更新するためのオプションが表示されます。 

 

https://guide.duo.com/software-update#software-update
https://guide.duo.com/software-update#software-block
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https://guide.duo.com/software-update#software-block


[更新する（Let's update it）] ボタンをクリックして、最新情報を確認します。[X] をク

リックすると、ソフトウェア更新通知を無視して Duo 認証を続行できますが、二要素認

証のリクエストを承認した後で、再度、期限切れのソフトウェアを更新するようにリク

エストされます。 

 

今すぐ更新しない場合は、[スキップ（Skip）] をクリックして続行します。次回 Duo を

使用してログインしたときに、再度、期限切れのソフトウェアを更新するように通知さ

れます。 



一定期間が経過してもまだソフトウェアが期限切れのままだった場合は、組織はそのソ

フトウェアからのアクセスをブロックすることができます。期限切れのソフトウェアを

使用し続けることができなくなる 1 週間前からカウントダウン警告が表示されます。そ

の場合も、警告を無視して Duo 認証を続行できます。 

 

Duo は、ブラウザやプラグインが期限切れからかなりの期間が経過している場合は認証

をブロックします。ログインする前に、期限切れのソフトウェアを更新する必要があり

ます。 

 



[許容範囲の確認（See what is allowed）] をクリックし、Duo Prompt 内の更新指示に

従います。デバイスで複数の警告が発生している場合は、プロンプトの下部にある [次

へ（Next）] リンクと [戻る（Back）] リンクを使用して、それらの間を移動できます。 

 

 



ソフトウェアの更新 

ソフトウェアの更新方法と、必要に応じて他のベンダーのダウンロードサイトへリンク

する方法を紹介します。 

オペレーティングシステムに組み込まれているブラウザ（OSX 上の Safari や Windows 

上の Internet Explorer や Edge など）の更新は、通常、システムの組み込みソフトウェ

ア更新サービスを使用して提供されます。PC の Windows Update または Mac のソフ

トウェアアップデートを確認し、未処理のセキュリティ更新を適用します。たとえば、

Internet Explorer 11 より古い Internet Explorer バージョンを使用している Windows 7 

以降のユーザは、Windows Update 経由でバージョン 11 にアップグレードします。 

 

 



Chrome ブラウザには Flash プラグインが組み込まれているため、通常は自動的に更新

されます。[Google Chrome について（About Google Chrome）] を確認して、未処理

の更新を適用するか、Chrome を再起動して更新を完了します。 

 

 

Firefoxブラウザの場合は、外部のサイトからソフトウェアをダウンロードして、ブラウ

ザや、システムにインストールされている Flash ブラウザプラグインまたは Java ブラ

ウザプラグインを更新しなければならない場合があります。 



[Firefox の更新方法を確認する（See how to update Firefox）] リンクをクリックする

と、Firefox の更新ページが表示されます。 

 

[Flash の更新方法を確認する（See how to update Flash）] リンクをクリックすると、

Adobe の Flash のダウンロードページが開き、最新バージョンのプラグインを取得でき

ます。 

 



[Java の更新方法を確認する（See how to update Java）] リンクをクリックすると、

Oracle 社の Java ダウンロードページが表示されます。 

 

Firefox、Java、および Flash はすべて自動更新機能を備えています。この機能を有効に

して、期限切れにならないようにすることを検討してください。Chrome はデフォルト

で自動更新に設定されます。 

• 詳細設定 - Firefox のアクセシビリティ、ブラウジング、ネットワーク、更新、

その他 

• Java 自動更新 

• Flash Player のバックグラウンド更新 

ブラウザ、プラグイン、またはオペレーティングシステムの更新のインストールが困難

な場合は、組織の IT サポートにサポートを依頼してください。 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/advanced-panel-settings-in-firefox#w_firefox-updates_2
https://support.mozilla.org/en-US/kb/advanced-panel-settings-in-firefox#w_firefox-updates_2
https://www.java.com/en/download/help/java_update.xml
https://www.java.com/en/download/help/java_update.xml
https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/flash-player-background-updates.html
https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/flash-player-background-updates.html


ソフトウェアブロッキング 
選択したブラウザ、プラグイン、またはオペレーティングシステムのプ

ラットフォームやバージョンがインストールされたデバイスからのアクセ

スが組織でブロックされる場合もあります。 

Duo Prompt には、オペレーティングシステム、ブラウザ、またはプラグインがブロッ

クされていることを知らせるメッセージが表示されます。 

 

 



組織のリソースにアクセスできるプラットフォームを確認するには、[許容範囲の確認

（See what is allowed）] をクリックします。 

 

  



iOS 版の Duo Mobile 
Duo Mobile アプリケーションでは、iPhone に送信されたログインリクエ

ストに対して [承認（Approve）] をタップするだけで、認証を簡単に行え

ます。また、インターネット接続やモバイルデータ通信を利用できない場

合でも、ログインパスコードをすばやく生成できます。 

目次 

• Duo Mobile のインストール 

• Duo Push 
o Duo Push と通知 

o Face ID 
o Touch ID 

• Apple Watch 
• パスコード 

• Duo Mobile へのアカウントの追加 

• セキュリティ診断 

• サードパーティアカウント 

• アカウントの削除 

• プルして更新 

• バックアップと復元 

• ダークモード 

Duo Mobile のインストール 

App Store で、Duo Mobile の最新バージョンを検索します。 

サポートされているプラットフォーム：現在のバージョンの Duo Mobile では、iOS 

11.0 以降がサポートされています。iOS 10.0 上の古い Duo Mobile バージョンのサ

ポートは、2019 年 7 月 28 日に終了しました。 

https://guide.duo.com/iphone#duo-mobile-install
https://guide.duo.com/iphone#duo-mobile-install
https://guide.duo.com/iphone#push
https://guide.duo.com/iphone#notifications
https://guide.duo.com/iphone#notifications
https://guide.duo.com/iphone#faceid
https://guide.duo.com/iphone#touchid
https://guide.duo.com/iphone#apple-watch
https://guide.duo.com/iphone#passcodes
https://guide.duo.com/iphone#add-account
https://guide.duo.com/iphone#add-account
https://guide.duo.com/iphone#security-checkup
https://guide.duo.com/iphone#third-party-accounts
https://guide.duo.com/iphone#removing
https://guide.duo.com/iphone#pull-to-refresh
https://guide.duo.com/iphone#backup-restore
https://guide.duo.com/iphone#dark-mode
https://itunes.apple.com/us/app/duo-mobile/id422663827?mt=8


デバイスにインストールされている Duo Mobile のバージョンを確認するには、iOS の 

[設定（Settings）] メニューに移動してから、下にスクロールして、[Duo Mobile] をタッ

プします。[システム情報（System Info）] セクションに、アプリのバージョンが表示さ

れます。 

Duo Push 
Duo Push は最も簡単で最も迅速な認証方法です。iOSデバイスにログインリクエスト

が送信され、[承認（Approve）] を押すだけで認証することができます。 

 



心当たりのないログインリクエストを受け取った場合は、[拒否（Deny）] を押してリク

エストを拒否してください。受け取ったリクエストを不正として報告したり、[間違え

ました（It was a mistake）] をタップして報告せずにリクエストを拒否することもでき

ます。 

 

 



 

Duo Push と通知 

Duo Mobile バージョン 3.8 以降では、iOS のロック画面またはバナー通知から Duo 

Push リクエストに応答できます。通知に応答するときに表示されるアクションは、PIN 

または生体認証を使用せずにログインリクエストを承認できるかどうかなど、組織の 

Duo ポリシーの設定によって異なります。 

  
3D Touch に対応する Apple デバイスでは、ロック画面で Duo Mobile 通知をしばらく

長押しすると、[承認（Approve）] または [拒否（Deny）] のアクションが表示されま

す。いずれかのアクションをタップして、パスコードまたは生体認証（顔や指紋）を入

力し、アクションを完了します。 

 

 



3D Touch が機能しないデバイスでは、ロック画面の Duo Mobile 通知を左にスワイプ

すると、その他のアクションが表示されます。 

 

画面のロックが解除されたら、受信した Duo Mobile バナー通知を長押しするか、下に

スワイプして認証アクションを表示します。 

 



Face ID 

Duo 認証リクエストは、Duo Mobile 3.19 以降がインストールされた iPhone X 上の 

Face ID を使用して承認できます。Duo 管理者が Duo リクエストの承認時に生体認証

を必須として設定している場合は、Duo Push リクエスト内に Face ID のアイコンが表

示されます。 

 

 



生体認証が必要な iPhone X で Duo Push リクエストを初めて受信したときには、Duo 

Mobile アプリに Face ID 権限を付与するように求められます。[OK] をタップして続行

します。 

 

 



iPhone X のロックを解除するときと同じように顔をスキャンして Duo ログインリクエ

ストを承認します。 

 

 



最初の試行が成功しなかった場合は、[Face ID の再試行（Try Face ID Again）] をタッ

プして、再度顔をスキャンします。 

 



Face ID を使用してログインリクエストを承認できない場合は、[キャンセル

（Cancel）] をタップし、デバイスのパスコードを使用して Duo 認証リクエストを承認

できます。 

Touch ID 

iOS 用の Duo Mobile 3.7 以降では、ユーザの本人確認を行うための追加のセキュリ

ティレイヤとして、 Touch ID を使用した Duo Push によるログインもサポートされて

います。Touch ID 対応の iOS デバイスを使用している場合は、Duo Mobile で認証を行

うたびに Touch ID プロンプトが表示されます（管理者によってそのように設定されて

いる場合）。 

 

Touch ID センサーで指紋をスキャンできない場合は、[キャンセル（Cancel）] をタップ

し、デバイスのパスコードを使用して Duo 認証リクエストを承認することもできます。 



 

Apple Watch 
Apple Watch ガイドをご覧ください。 

 

パスコード 

下向きの矢印をタップするだけで、ログイン用のワンタイムパスコードを取得できま

す。この機能は、インターネット接続がない場所や、モバイルデータ通信を利用できな

い場所などでも利用できます。 

https://guide.duo.com/apple-watch
https://guide.duo.com/apple-watch


 Duo ネイティブアカウントの場合（つまりデバイスが Duo に登録され、Duo Push 用

のアプリがアクティブになっている場合）は、表示されているパスコードが使用される

まで有効となります。矢印をタップして、新しい Duo パスコードを生成します。 

 

 

https://guide.duo.com/enrollment#activate-duo-mobile
https://guide.duo.com/enrollment#activate-duo-mobile


アカウントがサードパーティ OTP アカウントの場合（つまり、Gmail などの別のサー

ビスにログインしていて、デバイスが認証アプリケーションとして追加されている場

合）は、右側に 30 秒のカウントダウンインジケータが表示されます。有効期限が切れ

る前にパスコードを使用しなかった場合は、新しいパスコードが生成され、カウントダ

ウンが再び開始されます。 

 

他のモバイルアプリで Duo Mobile からパスコードを使用する必要がある場合は、パス

コードをタップするだけで、現在表示されているコードをコピーして他のアプリに貼り

付けることができます。 

https://guide.duo.com/third-party-accounts
https://guide.duo.com/third-party-accounts
https://guide.duo.com/third-party-accounts


 

Duo Mobile へのアカウントの追加 

セットアッププロセス中には、スキャン用のバーコードが表示されます（こちらを参照

してください）。 

[アカウントの追加（Add Account）]（または右上のプラスボタン）をタップします。

バーコードをスキャンして、Duo Mobile にアカウントを追加します。 

 
 

https://guide.duo.com/enrollment#activate
https://guide.duo.com/enrollment#activate


 

セキュリティ診断 
Duo Mobile のセキュリティ診断では、Duo の推奨セキュリティ設定に照らしてデバイ

ス設定が検証され、デバイスの設定が正しいかどうかを確認することができます。 

この iOS デバイスには、最新のソフトウェアがインストールされており、Duo で推奨

されているすべてのセキュリティ設定がすでに構成されています。 

 



この iOS デバイスには、最新の OS アップデートがインストールされていません。 

 

検出された問題をタップして、その設定項目の詳細と、推奨構成でデバイスを更新する

方法を確認します。 

Duo Mobile で、メニューをタップして、[設定（Settings）] > [セキュリティ診断

（Security Checkup）] に移動すると、デバイスのセキュリティステータスをいつでも確

認できます。 

  



 

サードパーティアカウント 

Duo Mobile は、Google や Dropbox などのサードパーティの TOTP アカウントをサ

ポートしています。詳細はこちら » 

 

アカウントの削除 

左上の [編集（Edit）] ボタンをタップして、アカウントを削除します。次に、削除アイ

コンをタップして、[削除（Delete）] をタップし、削除を確定します。 

 

プルダウンして更新 

アカウントリストをプルダウンして、認証リクエストを確認します。Duo Mobile で

は、認証リクエストが自動的にチェックされますが、リクエストを見逃した可能性があ

る場合は、アカウントのリストをタップし、プルダウンして更新します。 

 

バックアップと復元 

iOSデバイスで iCloud バックアップが有効になっている場合、Duo Mobile のアカウン

ト情報は自動的にバックアップされ、同じデバイス上にのみ復元されます。iCloud バッ

クアップを使用して、Duo アカウントを新しいiOSデバイスに移行することはできませ

ん。詳細については、iCloud バックアップの有効化に関する Apple のガイドを参照し

てください。 

管理者が Duo Mobile のバックアップ・復元機能を有効にしていて、Duo で保護された

アカウントを事前にアプリから iCloud にバックアップしていた場合は、ガイド付きリ

カバリプロセスを実行して、新しい iOS デバイスで自分のアカウントを Duo Mobile に

https://guide.duo.com/third-party-accounts
https://guide.duo.com/third-party-accounts
https://support.apple.com/en-us/HT203977
https://support.apple.com/en-us/HT203977


復元できます。また、サードパーティアカウントのバックアップとリカバリを選択する

こともできます。 

iOS 用の完全版の Duo Restore ガイドはこちらを参照してください。 

https://guide.duo.com/duo-restore#ios


 

ダークモード 

Duo Mobileバージョン 3.29.0 からは、iOS 13 以降でダークモードをサポートしてい

ます。 

 

 



Duo Mobile のダークモードは、iOS システムの設定に依存します。アプリ内でダーク

モードを有効に切り替えることはできません。デバイスでシステム全体のダーク設定が

有効になっている場合は、Duo Mobile も自動的にダークモードに切り替わります。 

Android 10 では、複数の方法でダークモードを有効にすることができます。 

• [設定（Settings）] → [ディスプレイと明るさ（Display & Brightness）] → [表示

（Appearance）] に移動して、[ダーク（Dark）] を選択します。 

• 画面の右側を下にスワイプして、コントロールセンターを開きます。明るさコント

ロールを長押しして詳細オプションを表示し、[ダークモード（Dark Mode）] ボタ

ンをタップします。 

  



Apple Watch と Duo Mobile 
Duo は、Apple Watch からのログインリクエストの承認とパスコードの生

成をサポートしています。 

 

 
Apple Watch をサポートするには、Duo Mobile 3.8 以降が必要です。デバイスにイン

ストールされている Duo Mobile のバージョンを確認するには、iOS の [設定

（Settings）] メニューに移動してから、下にスクロールして、[Duo Mobile] をタップし

ます。[システム情報（System Info）] セクションに、アプリのバージョンが表示され

ます。 

Duo Mobile で、Apple Watch 通知を有効にする必要があります。スマートフォンで 

Watch アプリを開いて、[マイウォッチ（My Watch）] をタップし、下にスクロールし

て、Duo のエントリをタップします。[アプリをApple Watch で表示（Show App on 

Apple Watch）] を有効にします。 

https://guide.duo.com/apple-watch?wvideo=3ulo1r2xs6


Duo Push 
スマートフォンがロックされているときにプッシュ通知を受信すると、ペアリングされ

た Apple Watch 上にも通知が表示されます。Apple Watch の Taptic Engine は、触覚

フィードバックを生成するデバイス内部のリニアアクチュエータで、アラートや通知を

受信するたびに手首に振動を伝えます。つまり、Duo Mobile でログイン要求が送信さ

れるたびに振動を感じることができます。これにより、すばやくログインしたり、要求

を拒否したりできます。 

また、スマートフォンに触ることなく、ログインを承認したり、ログインリクエストを

拒否したりできます。 

 

スマートフォンがロックされている場合にのみ、Duo リクエストが Apple Watch で表

示されます。スマートフォンのロックが解除されている場合は、Apple Watch に通知が

送信されません。 



パスコード 

Apple Watch の Duo アプリからパスコードを生成することもできます。ウォッチ上で

アプリを起動して、アカウントをタップするだけで、そのアカウント用のパスコードが

生成されます。 

 

  



Android 版の Duo Mobile 
Duo Mobile アプリケーションでは、Android デバイスに送信されたログイ

ンリクエストに対して [承認（Approve）] をタップするだけで、認証を簡

単に行えます。また、インターネット接続やモバイルデータ通信を利用で

きない場合でも、ログインパスコードをすばやく生成できます。 

目次 
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o 暗号化トラブルシューティング 

Duo Mobile のインストール 

Google Play で、Duo Mobile の最新バージョンを検索します。 

サポートされているプラットフォーム：現在のバージョンの Duo Mobile では、

Android 7.0 以降がサポートされています。Android 6.0 上の古い Duo Mobile バージョ

ンのサポートは、2019 年 7 月 28 日に終了しました。 

https://guide.duo.com/android#duo-mobile-install
https://guide.duo.com/android#duo-mobile-install
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Duo は、OnePlus、LineageOS、ColorOS などの非標準カスタム Android ディストリ

ビューションを公式にサポートしていません。また、Duo Mobile は ChromeOS 上での

使用に対応していません。 

デバイスにインストールされている Duo Mobile のバージョンを確認するには、

Android の [設定（Settings）] メニューに移動して、[アプリ（Apps）] をタップし、下

にスクロールして、[Duo Mobile] をタップします。[アプリ情報（App Info）] 画面に

バージョンが表示されます。 

Duo Push 
Duo Push は最も簡単で最も迅速な認証方法です。直ちにスマートフォンにログインリ

クエストが送信されます。 

Duo Push 通知が画面に表示されたら、選択可能なアクションが示されている場所（[承

認（Approve）] または [拒否（Deny）]）をタップします。 

 

アクションを選択する前に、通知を下にスライドして、ユーザ名、タイムスタンプ、位置

情報（利用可能な場合）などのログインリクエストに関する詳細情報を確認できます。 

どのタイプの通知でも [承認（Approve）] をタップするだけで、Duo で保護されたアプ

リケーションへのログインが完了します。 

 



（通知のアクションをタップするのではなく）プッシュリクエスト通知自体をタップす

ると、Duo Mobile に Duo Push の画面全体が表示されます。 

 

 



心当たりのないログインリクエストを受け取った場合は、通知または Duo Push 画面上

の [拒否（Deny）] をタップしてリクエストを拒否します。認証試行が自分のものでは

ない場合は、[不正の可能性があります（It seemed fraudulent）] をタップすると、不

正なログイン試行が拒否され、疑わしいリクエストが Duo 管理者に通知されます。自

分が行ったログインリクエストをキャンセルするだけであれば、[間違えました（It was 

a mistake）] をタップして、報告せずにリクエストを拒否できます。 

 

 



 

指紋検証 

Duo Mobile 3.10 以降では、ユーザの本人確認を行うための追加のセキュリティレイ

ヤとして、 Touch ID を使用した Duo Push によるログインもサポートされています。

Android v5.0 以降が搭載されたデバイスと指紋リーダーを使用している場合は、Duo 

Mobile で認証を行うたびに指紋をスキャンする必要があります（管理者によってその

ように設定されている場合）。 

 

センサーを使用して指紋をスキャンできない場合は、デバイスのパスコード（Android 

のロック画面で使用したものと同じ）を使用して Duo 認証リクエストを承認すること

もできます。 



 

パスコード 

下向きの矢印をタップするだけで、ログイン用のワンタイムパスコードを取得できま

す。この機能は、インターネット接続がない場所や、モバイルデータ通信を利用できな

い場所でも利用できます。 

Duo ネイティブアカウントの場合（つまりデバイスが Duo に登録され、Duo Push 用

のアプリがアクティブになっている場合）は、表示されているパスコードが使用される

まで有効となります。矢印をタップして、新しい Duo パスコードを生成します。 

 

https://guide.duo.com/enrollment#activate-duo-mobile
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アカウントがサードパーティ OTP アカウントの場合（つまり、Gmail などの別のサー

ビスにログインしていて、デバイスが認証アプリケーションとして追加されている場

合）は、右側に 30 秒のカウントダウンインジケータが表示されます。有効期限が切れ

る前にパスコードを使用しなかった場合は、新しいパスコードが生成され、カウントダ

ウンが再び開始されます。 

 

他のモバイルアプリで Duo Mobile からのパスコードを使用する必要がある場合は、パ

スコードをタップするだけで、現在表示されているコードをコピーして他のアプリに貼

り付けることができます。 

https://guide.duo.com/third-party-accounts
https://guide.duo.com/third-party-accounts
https://guide.duo.com/third-party-accounts


 

Duo Mobile へのアカウントの追加 

セットアッププロセス中には、スキャン用のバーコードが表示されます（こちらを参

照）。[アカウントの追加（Add Account）]（または右上のプラスボタン）をタップし

ます。バーコードをスキャンして、Duo Mobile にアカウントを追加します。 

 

https://guide.duo.com/enrollment#activate-duo-mobile
https://guide.duo.com/enrollment#activate-duo-mobile


 

セキュリティ診断 

Duo Mobile のセキュリティ診断では、Duo の推奨セキュリティ設定に照らしてデバイ

ス設定が検証され、デバイスの設定が正しいかどうかを確認することができます。 

この Android デバイスには、最新のソフトウェアがインストールされ、Duo が推奨す

るすべてのセキュリティ設定がすでに構成されています。 

 

 



この Android デバイスは、最新ではない Android バージョンであり、Duo が推奨する

セキュリティ設定の一部またはすべてがまだ構成されていません。 

 

検出された問題をタップして、その設定項目の詳細と、推奨構成でデバイスを更新する

方法を確認します。 

Duo Mobile で、[メニュー（Menu）] > [設定（Settings）] > [セキュリティ診断

（Security Checkup）] に移動すると、デバイスのセキュリティステータスをいつでも確

認できます。 



 

サードパーティアカウント 

Duo Mobile は、Google や Dropbox などのサードパーティの TOTP アカウントをサ

ポートしています。詳細はこちら » 

 

アカウントの削除 

アカウントを削除するには、削除するアカウントを長押しします。その後、[アカウン

トの削除（Remove account）] をタップして、削除を確定します。 

 

プルダウンして更新 

アカウントリストをプルダウンして、認証リクエストを確認します。Duo Mobile で

は、認証リクエストが自動的にチェックされますが、リクエストを見逃した可能性があ

る場合は、アカウントのリストをタップし、プルダウンして更新します。 

 

バックアップと復元 

管理者が Duo Mobile のバックアップ・復元機能を有効にしていて、Duo で保護された

アカウントを事前にアプリから Google ドライブにバックアップしていた場合は、ガイ

ド付き回復プロセスを実行して、新しい Android デバイスで自分のアカウントを Duo 

Mobile に復元できます。サードパーティアカウントの復元を事前に選択していた場合

は、サードパーティアカウントの回復を実行することもできます。アカウント回復プロ

セスを開始するには、Duo Mobile のようこそ画面で [アカウントの回復（Get my 

account back）] をタップするか、[設定（Settings）] > [Duo Restore] に移動します。 

https://guide.duo.com/third-party-accounts
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Android 用の完全版の Duo Restore ガイドはこちらを参照してください。 

https://guide.duo.com/duo-restore#android


 

ダークテーマ 

Duo Mobile バージョン 3.29.0 以降は、Android のダークテーマをサポートしています。 

 

Duo Mobile のダークテーマは、Android システムの設定に依存します。アプリ内で

ダークテーマを切り替えることはできません。デバイスでシステム全体のダーク設定が

有効になっている場合は、Duo Mobile も自動的にダークテーマに切り替わります。 



Android 10 では、複数の方法でダークテーマを有効にすることができます。 

• [設定（Settings）] → [表示（Display）] → [テーマ（Theme）] に移動して、[ダー

クテーマ（Dark Theme）] を選択します。 

• 通知トレイから Android 設定をプルダウンして、[ダークテーマ（Dark Theme）] を

タップします。 

ダークテーマは、一部の Android P (9) デバイスでもサポートされています。Android 9 

でダークテーマを有効にする手順は次のとおりです。 

1. [設定（Settings）] → [表示（Display）] に移動して、[詳細（Advanced）] をタップ

します。 

2. [デバイステーマ（Device theme）] をタップし、[ダーク（Dark）] を選択します。 

 

トラブルシューティング 

Push トラブルシューティング 

Duo Push 通知を受信しない場合は、まず、プルして更新を試してください。これで問

題が解決しない場合は、その他の Android トラブルシューティング手順に関する Duo 

ナレッジベースを参照してください。 

暗号化トラブルシューティング 

モバイルデバイスの暗号化により、デバイス上のデータを安全に保つことができます。 

起動時のパスワード認証、PIN 認証、またはパターン認証が有効になっている場合、

Duo はデバイスが暗号化されていると見なします。この設定が行われていない場合は、

デバイスの暗号化の安全性が低下し、Duo で保護されたサービスやアプリケーションに

アクセスできなくなる可能性があります。 

https://guide.duo.com/android#pull-to-refresh
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Android デバイスで暗号化を有効にする手順は次のとおりです。 

1. [設定（Settings）] → [セキュリティ（Security）] → [画面ロック（Screen Lock）] 

に移動します。 

2. デバイスの起動時にパスワード、PIN、またはパターンの入力を要求するように設定

します。 

3. Samsung のデバイスを使用している場合は、さらに「安全な起動」を有効にする必

要があります。 

1. [設定（Settings）] → [ロック画面とセキュリティ（Lock screen and security）] 

→ [安全な起動（Secure startup）] に移動します。 

2. [デバイスの電源がオンになったときにPINを要求する（Require PIN when 

device turns on）] を選択します。 

4. Duo Mobile を閉じて再度開きます。 

上記手順を完了しても、Duo Mobile でディスク暗号化エラーが表示される場合は、こ

の設定を一度無効にしてから再度有効にしてください。この現象は、一部の Android デ

バイスメーカーがスマートフォンを暗号化するためのデフォルトのパスワードを設定し

ている場合に発生することがあります。スマートフォンは暗号化されているように見え

ても、スマートフォンの設定により、起動時の PIN/パスワード/パターンとして独自の 

PIN/パスワード/パターンが設定されるまでは、技術的には完全に暗号化されていると

は言えません。独自のパスワードで暗号化することが最も安全なオプションです。 

注意すべきその他の項目： 

• Samsung デバイスでは、アクセシビリティ権限を有効にすると、「安全なスタート

アップ」が自動的にオフになります。 

• Android 7.0 以降の一部の新しいデバイス（Google Pixel など）は、ファイルベー

スの暗号化をサポートしているため、起動時の PIN が設定されていない場合でも、

Duo はそのデバイスを暗号化されているものと見なします。 

  



Windows Phone 版の Duo Mobile 
Windows Phone 版の Duo Mobile に対するアプリケーションサポートが 

2019 年 1 月 1 日に終了し、アプリは 2020 年 3 月 10 日に Windows ス

トアから削除されました。2019 年 12 月 10 日に、Windows Phone オペ

レーティングシステムは正式にサポートが終了ました。これは、Microsoft 

が Windows Phone デバイスのセキュリティ更新プログラムの提供を終了

したことを意味します。 

Duo は、Windows Phone デバイスに対するトラブルシューティングのサポートを提供

していません。2020 年 3 月より前に Duo Mobile アプリをインストールしてアクティ

ブにしたユーザは、引き続きこの手順を利用できます。詳細はこちら... 

サポートされるプラットフォーム：このバージョンの Duo Mobile は、Windows Phone 

8 以降でサポートされていました。 

https://help.duo.com/s/article/windows-phone-end-of-support
https://help.duo.com/s/article/windows-phone-end-of-support


Duo Push 
Duo Push は最も簡単かつ迅速な認証方法です。スマートフォンにログインリクエスト

が送信され、[承認（Approve）] を押すだけで認証することができます。 

 

心当たりのないログインリクエストを受け取った場合は、[拒否（Deny）] を押してリク

エストを拒否してください。このことを不正として報告したり、[間違いです（It was a 

mistake）] をタップして報告せずにリクエストを拒否することもできます。 



 

Duo Push と通知 

Windows Phone のロック画面またはバナー通知からの Duo Push リクエストに対応で

きます。 

画面がロック解除された状態で受信した Duo Mobile バナー通知を下にスワイプして、

リクエストを承認または拒否します。 

 



 

パスコード 

鍵アイコンをタップするだけで、ログイン用のワンタイムパスコードを取得できます。

この機能は、インターネット接続がない場所や、モバイルデータ通信を利用できない場

所でも利用できます。 

 



 

Duo Mobile へのアカウントの追加 

セットアッププロセス中に、スキャンするバーコードが表示されます（こちらを参照）。 

[アカウントの追加（Add Account）]（または右上のプラスボタン）をタップします。

バーコードをスキャンして、Duo Mobile にアカウントを追加します。 

 

https://guide.duo.com/enrollment#activate


 

サードパーティアカウント 

Duo Mobile は、Google や Dropbox などのサードパーティの TOTP アカウントをサ

ポートしています。詳細はこちら » 

 

アカウントの削除 

左上の [編集（Edit）] ボタンをタップして、アカウントを削除します。次に、削除アイ

コンをタップして、[削除（Delete）] をタップし、削除を確定します。 

 

プルダウンして更新 

アカウントリストをプルダウンして、認証リクエストを確認します。Duo Mobile で

は、認証リクエストが自動的にチェックされますが、リクエストを見逃した可能性があ

る場合は、アカウントのリストをタップし、プルダウンして更新します。 

 

バックアップと復元 

現在、Windows Phone 上で登録された Duo Mobile アカウントをバックアップして復

元することはできません。 

  

https://guide.duo.com/third-party-accounts
https://guide.duo.com/third-party-accounts


BlackBerry 版 Duo Mobile 
BlackBerry 版 Duo Mobile に対するサポートは 2016 年 11 月 1 日に終了

しました。ユーザは Duo Prompt から BlackBerry デバイスを自分で登録す

ることはできません。Duo のBlackberry デバイスに対するトラブルシュー

ティングのサポートは提供されていませんが、2018 年 9 月より前に Duo 

Mobile アプリをインストールしてアクティブにしたユーザは、引き続きこ

の手順を利用できます。詳細はこちら... 

互換性のあるプラットフォーム：BlackBerry 10 および BBOS 4.5.0 以降。 

注：Duo Mobile for BlackBerry は、一度に 1 つのアカウントに対してのみアクティブに

することができます。 

https://help.duo.com/s/article/blackberry-end-of-support
https://help.duo.com/s/article/blackberry-end-of-support


 

Duo Push 
Duo Push は最も簡単かつ迅速な認証方法です。スマートフォンにログインリクエスト

が送信され、[承認（Approve）] を押すだけで認証することができます。 

 

心当たりのないログインリクエストを受け取った場合は、[拒否（Deny）] を押してリク

エストを拒否してください。これを不正として報告したり、[間違えました（It was a 

mistake）] をタップして報告せずにリクエストを拒否することもできます。 



 

パスコード 

[パスコードの生成（Generate Passcode）] をタップするだけで、ログイン用のワンタ

イムパスコードを取得できます。この機能はインターネット接続がない場所や、モバイ

ルデータ通信を利用できない場所でも利用できます。 

 

  



Duo Mobile の復元機能を使用すれば、Duo で保護されたアカウントとサードパーティ

の OTP アカウント（Google や Facebook など）をバックアップして、同じデバイス

または新しいデバイスに復元できます。 

サードパーティのアカウントのバックアップと復元には、Duo Mobile バージョン 3.28 

以降が必要です。Duo Mobile バージョン 3.17 ～ 3.27 では、Duo で保護されたアカウ

ントの復元のみが可能です。 

Duo Mobile エンドユーザ（管理者以外）で、この手順以外での Duo Restore の設定に

関するサポートが必要な場合、または組織が Duo Restore の使用を許可しているかど

うかがわからない場合は、組織の IT ヘルプデスクにサポートを依頼してください。 

目次 

• Duo Restore for iOS 
o Duo Restore の有効化 

o サードパーティアカウントのリカバリ 

o Duo で保護されたアカウントのリカバリ 

• Duo Restore for Android 
o Duo Restore の有効化 

o サードパーティアカウントのリカバリ 

o Duo で保護されたアカウントのリカバリ 

• 手動でのアカウントのリカバリ 

• よく寄せられる質問（FAQ） 

Duo Restore for iOS 
Duo Restore の有効化 

1. 現在の iOS デバイス上で最新バージョンの Duo Mobile アプリが実行されているこ

とを確認します。 

https://guide.duo.com/duo-restore#ios
https://guide.duo.com/duo-restore#enable-backup-ios
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2. デバイスを iCloud にバックアップします。夜間の iCloud バックアップには、Duo 

Restore の情報が含まれます。iTunes バックアップも暗号化されます。 

iOS ではアプリが自動的にバックアップされるため、iCloud が有効になっている iOS 

ユーザの場合は Duo Restore のバックアップ機能が常にオンになっており、情報が

バックアップされていることを示す通知が表示されません。ただし、アカウントを復元

できるかどうかは、Duo 管理パネルで管理者が Duo Restore を有効にしているかどう

かやサードパーティアカウントを再接続するためのリカバリパスワードが設定されてい

るかどうかによって異なります。 

サードパーティアカウント用の Duo Restore の有効化 

Duo Mobile 3.28 以降でサードパーティアカウントが検出されると、リカバリパスワー

ドを作成するように要求されます。[今すぐ有効にする（Enable Now）] をタップし

て、リカバリパスワードを 1 つ設定します。 

10 ～ 128 文字のリカバリパスワードを入力します。このパスワードは紛失しないよう

にしてください。これらのアカウントをリカバリするには、このパスワードを入力する

必要があります。Duo ではこのパスワードをリカバリすることができません。必ず安全

に保管してください。このパスワードを紛失した場合は、各サービスに個別にアクセス

して、2FA セットアッププロセスを実行し、サードパーティアカウントを手動で再接続

する必要があります。 

サードパーティアカウントのリカバリ 

1. iCloud バックアップから新しい、またはリセットする iOS デバイスを復元します。 

2. 新しいデバイスで Duo Mobile アプリを開きます。 

3. 事前にサードパーティアカウントのバックアップを作成していた場合は、Duo 

Mobile からリカバリするアカウントが見つかったことが通知されます。[自動再接続

（Automatically reconnect）] をタップして、リカバリプロセスを開始します。 

4. リカバリパスワードを入力してから、[再接続（Reconnect）] をタップします。Duo 

Mobile で、サードパーティアカウントが復元されます。 



サードパーティアカウントの復元が成功してからアカウントリストに戻ると、サード

パーティアカウントをタップすることで、それらのサービスにログインするためのパス

コードを生成できます。 

ただし、これを行ってもDuo で保護されたアカウントが再接続されるわけではありませ

ん。これらのアカウントと Duo Push または Duo Mobile パスコードを使用して Duo で

保護されたサービスにログインするには、Duo で保護されたアカウントのリカバリ手順

を実行する必要があります。 

実行中に iOS 上でのサードパーティアカウントのリカバリを参照してください。 

 

Duo で保護されたアカウントのリカバリ 

1. iCloud バックアップから新しい、またはリセットする iOS デバイスを復元します。 

2. 新しいデバイスで Duo Mobile アプリを開きます。 

https://guide.duo.com/duo-restore#recover-duo-accounts-ios
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3. メインアカウントリストで、Duo アカウントの横にある [再接続（Reconnect）] を

タップします。 

 

4. IT 管理者が選択した Duo で保護されたアプリケーションにログインします。 

5. IT 管理者がこのアプリケーションに対して許可した方法で Duo を使用して認証しま

す。SMS またはハードウェア トークン パスコードと通話が許可されていない場合

は、別の Duo Push 対応 2FA デバイスを使用するか、Duo セルフサービスポータル

を使用する（使用可能な場合）、もしくはIT 管理者に連絡して新しいデバイス上で

のアカウントの復元を依頼する必要があります。 

6. 認証後に、新しい iOS デバイスを Duo サービスに接続する必要があります。 



Duo Restore for Android 
Duo Restore の有効化 

1. Duo Mobile アプリで初めてアカウントを追加すると、デバイスで Duo Restore を

有効にするための新しい通知プロンプトが表示されます。 

 



2. [設定（SET UP NOW）] をタップし、Duo Restore に使用する Google アカウント

を選択します。Google ドライブにバックアップを保存するための Duo Mobile 権限

を付与します。 

 

 



3. この時点で、[サードパーティアカウントの自動再接続（Automatically reconnect 

third-party accounts）] をタップして、サードパーティアカウントのアカウントリ

カバリを有効にすることもできます。このとき有効にしなかった場合は、後で Duo 

Mobile から最初のサードパーティアカウントが追加されたことが通知されます。 

 



4. プロンプトが表示されたら、10 ～ 128 文字のリカバリパスワードを入力して確定し

ます。このパスワードは紛失しないようにしてください。これらのアカウントをリ

カバリする際には、このパスワードを入力する必要があります。Duo ではこのパス

ワードをリカバリすることができません。必ず安全に保管してください。このパス

ワードを紛失した場合は、各サービスに個別にアクセスして、2FA セットアッププ

ロセスを実行し、サードパーティアカウントを手動で再接続する必要があります。 

 

 



また、次の操作を行うことで、いつでも Duo Restore を有効にすることができます。 

1. 現在の Android デバイス上で最新バージョンの Duo Mobile アプリが実行されてい

ることを確認します。 

2. Duo Mobile アプリを開きます。 

3. メインアカウントリストの右上にあるオーバーフローメニュー（垂直に並んだ3 つ

のドット）をタップします。 

4. [設定（Settings）] をタップします。 

5. [Duo Restore] をタップします。 

6. [Googleドライブを使用したアカウントのバックアップ（Backup accounts with 

Google Drive）] をタップして、Duo Restore をオンにします。 

7. バックアップを保存する Google アカウントを選択します。 

8. 必要に応じて、[サードパーティアカウントの自動再接続（Automatically reconnect 

third-party accounts）] をタップして、サードパーティアカウントの復元を有効にし

ます。 

9. 10 ～ 128 文字のリカバリパスワードを入力して確定します。 

サードパーティアカウントのリカバリ 

1. 新しいデバイスまたはリセットデバイスで Duo Mobile アプリを開きます。 

2. 新しい Android デバイスで、Google Play ストアからバージョン 3.28 以降の Duo 

Mobile アプリをダウンロードします。 

3. 新しいデバイスで Duo Mobile アプリを開きます。 



4. ようこそ画面で、[マイアカウントの取得（Get My Account Back）] をタップします。 

 

5. 初めて Duo Restore をセットアップしたときに使用した Google アカウントを選択

します。 

6. Duo Mobile で Google ドライブ内の有効なバックアップが検出されると、バック

アップされていたアカウントが復元されます。バックアップにサードパーティアカ

ウントが含まれていた場合は、プロンプトが表示されたときに、リカバリパスワー

ドを入力します。 

サードパーティアカウントの復元が成功してからアカウントリストに戻ると、サード

パーティアカウントをタップすることで、それらのサービスにログインするためのパス

コードを生成できます。 



ただし、これを行ってもDuo で保護されたアカウントが再接続されるわけではありませ

ん。これらのアカウントと Duo Push または Duo Mobile パスコードを使用して Duo で

保護されたサービスにログインするには、Duo で保護されたアカウントのリカバリ手順

を実行する必要があります。 

 Android 上でのサードパーティアカウントのリカバリについては下記動画を参照してく

ださい。 

 

Duo で保護されたアカウントのリカバリ 

1. 新しい Android デバイスで、Google Play ストアから最新の Duo Mobile アプリを

ダウンロードします。 

2. 新しいデバイスで Duo Mobile アプリを開きます。 

https://guide.duo.com/duo-restore#recover-duo-accounts-android
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3. ようこそ画面で、[マイアカウントの取得（Get My Account Back）] をタップします。 

 

4. 初めて Duo Restore をセットアップしたときに使用した Google アカウントを選択

します。 

5. アカウント情報が見つかった場合は、Duo Restore 画面とメインアカウントリスト

にアカウントが表示されますが、パスコードの生成に使用された鍵ボタンではな

く、[再接続（Reconnect）] ボタンが表示されます。 



6. メインアカウントリストで、Duo アカウントの横にある [再接続（Reconnect）] を

タップします。 

 

7. IT 管理者が選択した Duo で保護されたアプリケーションにログインします。 

8. IT 管理者がこのアプリケーションに対して許可した方法でDuo を使用して認証しま

す。SMS またはハードウェア トークン パスコードと通話が許可されていない場合

は、別の Duo Push 対応 2FA デバイスを使用するか、Duo セルフサービスポータ

ルを使用する、またはIT 管理者に連絡して新しいデバイス上でのアカウントの復元

を依頼する必要があります。 

9. 認証後に、新しい Android デバイスを Duo サービスに接続する必要があります。 

  



手動でのアカウントのリカバリ 

Duo 管理者が Duo Restore 機能を有効にしていない場合や、バックアップにサード

パーティアカウントが含まれているもののそれらのアカウントのリカバリパスワードを

設定していない場合は、Duo Mobile 内でアカウントをリカバリ（[再接続

（Reconnect）] をタップ）しようとすると、次のような画面が表示されます。 

 



サードパーティアカウント 2FA セットアップ画面でバーコードをスキャンするか、

Duo で保護されたアカウントをリカバリするために、Duo Prompt から [個人設定とデ

バイス（My Settings and Devices）] ページにアクセスして、アカウントを再度アク

ティブにします。組織がセルフサービスデバイス管理を有効にしていない場合は、IT ヘ

ルプデスクまたは Duo サービス管理者に連絡して、アカウントの再アクティブ化のサ

ポートを依頼してください。 

よく寄せられる質問（FAQ） 

Duo Mobile の復元プロセスは Duo Mobile アプリ内の

サードパーティアカウントにどのように影響しますか？ 

各サードパーティのサイトにアクセスして、2FA の再アクティブ化に関する特定の手順

に従う必要があります。この場合は、一般的に、通話や SMS などの代替リカバリ方法

を使用してから、QA コードをスキャンする必要があります。サードパーティアカウン

トには、Google アカウント、Amazon、Facebook、Snapchat、Dropbox などの Duo 

Mobile に追加されたが、Duo サービスに直接リンクされていないアカウントが含まれ

ます。 

アプリを削除した場合、Duo Mobile アカウントはデバ

イスに保存されますか？ 

デバイスのオペレーティングシステムによって異なります。 

• iOS では、アプリを削除すると、すべてのアカウントがデバイスの安全なキー

チェーンに保持されます。これは、同じデバイスで Duo Mobile を再インストール

すると、Duo で保護されたアカウントとサードパーティアカウントの両方が使用で

きることを意味します。アカウントは、アプリで明示的に実行された場合にのみ削

除されます。 

https://guide.duo.com/manage-devices
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• Android では、Duo Mobile アプリを削除すると、デバイスからすべてのアカウント

が削除されます。Duo Mobile アプリを削除すると、自力でのアカウントリカバリの

可能性が完全に断たれるため、有効になっている場合は Google ドライブにバック

アップされた Duo Restore データも削除されます。 

Duo Mobile で削除したアカウントは復元できますか？ 

いいえ。アプリ内のアカウントを手動で削除すると、アカウントは完全失われ、復元で

きなくなります。 

Duo Mobile バックアップの容量はどのくらいですか？ 

Duo Mobile バックアップファイルのサイズは、デバイスに関連付けられたアカウント

の数によって異なりますが、一般的に 500 KB 未満です。 

Duo は Duo Mobile アプリ内のアカウントで使用される

秘密キーのペアをバックアップしますか？ 

Duo Mobile でサードパーティアカウントの復元を有効にしていない場合は、Google ド

ライブ（Android）または iCloud（iOS）アカウントへのアプリバックアップに秘密

キーやその他の機密データは含まれません。一部のサードパーティアカウントでは、プ

ライマリIDとして電子メールアドレスが使用されるため、それらのアカウントがバック

アップに含まれることに注意してください（Amazon、Gmail など）。 

iTunes へのフルデバイス暗号化バックアップでは、アカウントリストと秘密キーのペ

アの両方がバックアップされますが、バックアップを作成したものと同じスマートフォ

ンでしか復元できません。 

サードパーティアカウントのバックアップと復元を選択し、アカウントリカバリパス

ワードを設定している場合は、Google ドライブ（Android）または iCloud（iOS）への

アプリバックアップにサードパーティアカウントの秘密キー情報が含まれます。バック

アップはリカバリパスワードによって暗号化されます。リカバリパスワードはあなたし

か知らないため、Duo でリカバリすることはできません。サードパーティアカウント情

https://help.duo.com/s/article/2242


報を含むバックアップを復元する場合は、バックアップを復号するためにリカバリパス

ワードを入力する必要があります。 

ユーザは、バックアップファイルをチェックしたり開いたりすることはできません。

iCloud は、ユーザがバックアップファイルを表示する手段を提供していません。

Google ドライブのユーザは、Duo Mobile がドライブを使用してデータを保存している

ことやそのバックアップのサイズを見ることはできますが、そのファイルを操作するこ

とはできません。Duo Mobile は、Google ドライブ内のアプリケーション固有のフォル

ダにしかアクセスできません。 

秘密キーがバックアップされていない場合は、どのよう

に表示されますか？ 

アカウントリストを復元すると、各アカウントの横に [再接続（Reconnect）] リン

クが表示されます。アカウントを再接続すると、再アクティブ化プロセスに誘導さ

れます。ここでは、Duo で保護されたアプリケーション（Duo アカウント管理者に

よって構成されたもの）に認証され、本人確認が行われる必要があります。本人確

認完了後、Duo Mobile がアカウントを再度アクティブにします。 

別のモバイルプラットフォームに（Android から iOS 

に、または iOS から Android に）バックアップを復元

できますか？ 

いいえ。バックアップを異なるプラットフォーム間で復元することはできません。Duo 

Mobile は、Duo Prompt 内のセルフサービスデバイス管理オプション（Duo 管理者に

よって有効になっている場合）により、別のプラットフォーム上の古いデバイスと同じ

電話番号を使用する新しいデバイスでアクティブにすることができます。また、IT ヘル

プデスクまたは Duo 管理者に連絡して、新しいデバイスでのアカウントの再アクティ

ブ化のサポートを依頼することもできます。 

https://guide.duo.com/add-device
https://guide.duo.com/add-device


Duo Restore を起動しようとすると、「この Google ア

カウントでバックアップされたアカウントが見つかりま

せん。別の Google アカウントを選択するか、ヘルプデ

スクに連絡してください」というエラーが発生するのは

なぜですか？ 

この現象が起きる原因はいくつかあります。 

• Duo Restore を試みる際に、間違った Google アカウントが選択された。 

• 最近、新しいスマートフォンで Duo Restore をオンに切り替えたために、まだ古い

スマートフォン上のバックアップと同期していない可能性がある。 

• 古いスマートフォンから Duo Mobile アプリが削除されたため、Google ドライブの

バックアップも削除された。 

• Duo Restore が古い（元の）デバイス上でアクティブにされていなかったため、

バックアップに使用できない。 

  



携帯電話または固定電話での Duo の使用 
Duo は、通話や SMS パスコードによる認証をサポートし、すべての携帯

電話と固定電話で動作します。 

通話による認証 

Duo Prompt で [コールミー（Call Me）] ボタンをクリックします（または、Duo イン

タラクティブプロンプトが表示されない場合は、[2つ目のパスワード（second 

password）] フィールドに「phone」と入力します）。Duo が電話機を呼び出します。

Duo Prompt の下部にあるステータスバーは、プロセスの各ステップで更新されます。 

 

呼び出しに応答し、指示を聞いて認証します。Duo Prompt のステータスバーにも、電

話で要求を承認する方法が表示されます。 

 

  



 

SMS パスコードによる認証 

電話機に送信されたパスコードを使用して認証を行うことができます。Duo にパスコー

ドのバッチを送信させるには、[パスコードの入力（Enter a Passcode）] をクリック

（または [2つ目のパスワード（second password）] フィールドに「sms」と入力）し

てから、[新しいコードの送信（Text me new codes）] ボタンをクリックします。 

 

Duo Prompt のステータスバーに、パスコードが電話機に送信されたことが示されま

す。1 つのバッチで送信される SMS パスコードの数は、管理者が定義します（最大 10 

個）。複数のパスコードを一度に送信すると、モバイルデータ通信を利用できない場合

でも、これらのパスコードを使用して複数回認証することができます。 

 



SMS パスコードを使用して認証するには、[パスコードの入力（Enter a Passcode）] 

ボタンをクリックして、テキストメッセージで Duo から受信したパスコードを入力

し、[ログイン（Log In）] をクリックします。 

 

 



Duo では、バッチですでに使用された SMS パスコードを追跡し、次に使用すべきもの

が通知されます。 

 

新しいパスコードはいつでも送信できます。パスコードの新しいバッチによって古いパ

スコードがすべて無効にされるため、新しいパスコードが届いたら古いメッセージを削

除することをお勧めします。 

  



ハードウェアトークンと Duo の使用 
ハードウェアトークンは、最も基本的な認証方法です。 

 

ハードウェアトークンを使用して認証するには、[パスコードの入力（Enter a 

Passcode）] ボタンをクリックします。ハードウェアトークンのボタンを押して新しい

パスコードを生成し、それを指定されたスペースに入力して、[ログイン（Log In）] を

クリックします（または、生成されたパスコードを [2つ目のパスワード（second 

password）] フィールドに入力します）。パスコードを入力する前に、[デバイス：

（Device:）] ドロップダウンメニューを使用してトークンを選択する必要はありません。 

 



Yubikey トークンを持っている場合は、パスコード入力フィールドをクリックして、

Yubikey をタップし、パスコードを生成して送信します。 

ボタンが連続して何回も押され、生成されたパスコードがログインに使用されていない

場合は、トークンが「非同期」になることがあります。トークンが動作を停止した場合

は、管理者に連絡してください。 

  

https://guide.duo.com/common-issues#hardware-token-stopped-working


セキュリティキーと Duo 
シスコの二要素認証プラットフォームは、セキュリティキーをサポートし

ており、すでに Duo Push で使用されているワンタップ機能と組み合わせ

て、フィッシング攻撃に対して耐性のある安全なログイン承認を提供して

います。 

目次 

• セキュリティキーとは 

• セキュリティキーの要件 

• セキュリティキーの登録 

o セキュリティキーを使用した初期登録 

o Duo Prompt からのセキュリティキーの追加 

• セキュリティキーを使用した認証 

• 既存の U2F ユーザ：セキュリティキーの更新 

セキュリティキーとは 

セキュリティキーは USB ポートに接続され、タップされたときやボタンが押されたと

きに、ログインを検証するために、署名付き応答を Duo に送り返します。Duo では、

U2F と WebAuthn の認証基準を使用して、セキュリティキーが処理されます。

「FIDO2」と呼ばれる WebAuthn も表示される場合があります。 

セキュリティキーの要件 

Duo でセキュリティキーを使用するには、以下のものを用意しておく必要があります。 

• サポートされているブラウザ（Chrome 70、Firefox 60、Safari 13 以降）、または 

Microsoft Edge 79 以降。認証のサポートは、Duo のインライン ブラウザ プロンプ

トを表示する Web アプリケーションに限定されます。 

• 使用可能な USB ポート。 
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• サポートされている USB セキュリティキー。Yubico または Feitian 製の 

WebAuthn/FIDO2 セキュリティキーが適切です。U2F 専用のセキュリティキー

（Yubikey NEO-n など）は、Firefox で使用できません。 

加えて、管理者は、Duo でセキュリティキーの使用を有効にしておく必要があります。

不明な点がある場合は、組織のサポートチームまたはヘルプデスクに相談して、セキュ

リティキーが許可されていることを確認してください。 

セキュリティキーの登録 
最初の自己登録プロセス中にセキュリティキーを登録することもできますが、別のデバ

イス（携帯電話など）を使用してすでに Duo に登録している場合は、デバイス管理

ポータルから追加の認証デバイスとしてセキュリティキーを追加することもできます。 

セキュリティキーを使用した初期登録 

管理者から電子メールで送信されたリンクから Duo 登録ページにアクセスします。これ

は、初めて Duo で保護されたリソースにログインしたときに行います。デバイスのリス

トで [セキュリティキー（Security Key）] を選択してから、[続行（Continue）] をクリッ

クします。 

 

https://www.yubico.com/solutions/fido2/Yubico
https://www.ftsafe.com/Products/FIDO2
https://guide.duo.com/enrollment
https://guide.duo.com/manage-devices
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続行する前に、登録サイトのポップアップウィンドウがブロックされていないことを確

認してください。 

 

セキュリティキー登録ウィンドウは、接続されているセキュリティキーを自動的に特定

して承認しようとします。 

 



セキュリティキーのモデルによっては、デバイス上のボタンをタップ、挿入、または押

して続行する必要があります。 

 

セキュリティキーを登録するときに、タップしてセキュリティキーを登録するように求

められます（複数回求められる場合もあります）。また、セキュリティキーに関する情

報へのアクセスを Duo に許可するかどうかを尋ねられる場合もあります（必要に応じ

て、[許可（Allow）] または [続行（Proceed）] をクリックします）。 

 



セキュリティキーの識別が成功したかどうかが表示されます。 

 

セキュリティキーの登録が完了しました。 

 

  



Duo Prompt からのセキュリティキーの追加 

Duo で他のデバイスを登録したことがある場合は、管理者が Duo のセルフサービス

ポータルを有効にしていれば、新しいセキュリティキーを追加のオーセンティケータと

して簡単に追加できます。 

Duo で保護されたサービスに移動してログインします。Duo Prompt で、左側に [新しい

デバイスの追加（Add a new device）] リンクが表示されます。このリンクをクリック

し、すでに登録されている電話機やその他のデバイスを使用して、Duo ログイン要求を

承認します。 

 



「セキュリティキーを使用した初期登録」で示したように、セキュリティキー登録プロ

セスに進みます。 

 

セキュリティキーが追加されました（この例では、Yubico 製のセキュリティキー）。

登録されたセキュリティキーは他の登録済みのデバイスと一緒に表示されます。 

 

  

https://guide.duo.com/security-keys#security-key-enrollment


セキュリティキーを使用した認証 
次に Duo を使用してログインすると、セキュリティキーをタップまたは挿入するだけ

でログインできます。一部の種類のキーは、認証時のプロンプトとして点滅します。 

Chrome または Edge でも登録済みの場合は、これらのブラウザでの認証に使用するた

めに使用可能なデバイスのドロップダウンリストからセキュリティキーを選択する必要

はありません。 

 



その他のブラウザでは、認証デバイスのドロップダウンリストからセキュリティキーを

選択する必要があります。 

 

リストからセキュリティキーを選択し、[セキュリティキーの使用（Use Security 

Key）] をクリックします。プロンプトが表示されたら、セキュリティキーをタップし

ます。 

 

  



既存の U2F ユーザ：セキュリティキーの更新 

セキュリティキーの更新前に Duo 認証用の U2F トークンを登録したユーザの場合は、

次にその U2F オーセンティケータを使用して Chrome または Edge でログインしたと

きに、そのデバイス用のセキュリティキー登録を更新するように求められます。 

[続行（Continue）] をクリックし、セキュリティキーをタップしてください。 

 

Chrome または Edge でセキュリティキーの登録が更新されると、サポートされている

すべてのブラウザでそのセキュリティキーを使用できます。 

 

  



Touch ID と Duo 
MacOS で Touch ID を使用すると、フィッシング攻撃に対して耐性のある

安全な Duo ログイン承認と、すでに Duo Push で使用されているワンタッ

チ機能を組み合わせて使用することができます。 

目次 

• Touch ID の要件 

• Touch ID と Duo の概要ビデオ 

• Touch ID の登録 

o Touch ID を使用した初期登録 

o Duo Prompt からの Touch ID の追加 

• Touch ID を使用した認証 

Touch ID の要件 

Touch ID 認証のサポートは、Duo のインライン ブラウザ プロンプトを表示する Web 

アプリケーションに限定されます。 

Duo で Touch ID を使用するには、以下のものを用意しておく必要があります。 

• Touch ID ボタンを備えた MacBook Pro または MacBook Air。 

• Touch ID に登録された指紋（Apple サポートサイトで手順を参照）。 

• Chrome 70 以降。Safari や MacOS 上のその他のブラウザはサポートされていま

せん。 

Touch ID の登録または認証には、通常の Chrome ブラウジングウィンドウを使用する

必要があります。Duo では、シークレットウィンドウで Touch ID を使用できません。 

加えて、管理者は、Duo で Touch ID の使用を有効にしておく必要があります。不明な

点がある場合は、組織のサポートチームまたはヘルプデスクに相談して、Touch ID が

許可されていることを確認してください。 
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Touch ID と Duo の概要ビデオ 
Duo に Touch ID を登録して、それを認証に使用する方法について説明します。 

 

Touch ID の登録 
最初の自己登録プロセス中に Touch ID を登録することもできますが、別のデバイス

（携帯電話など）を使用してすでに Duo に登録している場合は、デバイス管理ポータル

から追加の認証デバイスとして Touch ID を追加することもできます。 

Touch ID を使用して Duo ログイン要求を承認する MacBook が複数存在する場合は、

それぞれを Duo の新しい Touch ID デバイスとして個別に登録する必要があります。 

  

https://guide.duo.com/enrollment
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Touch ID を使用した初期登録 

管理者から電子メールで送信されたリンクから Duo 登録ページにアクセスします。こ

れは、初めて Duo で保護されたリソースにログインしたときに行います。デバイスの

リストで [Touch ID] を選択してから、[続行（Continue）] をクリックします。 

 

 



Touch ID の使用を続行する前に、登録サイトのポップアップウィンドウがブロックさ

れていないことを確認してください。 

 

Touch ID を登録するときに、タップして Touch ID を登録するように求められます。ま

た、Touch ID に関する情報へのアクセスを Duo に許可するかどうかを尋ねられる場合

もあります（プロンプトが表示されたら、[許可（Allow）] をクリックします）。 

 



Touch ID 登録ウィンドウで、承認のために Touch ID ボタンをタップするように求めら

れます。 

 

Touch Bar の Touch ID ボタンに指を置きます。 

 

Touch ID の識別が成功したかどうかが表示されます。 

 



Touch ID の登録が完了しました。 

 

Duo Prompt からの Touch ID の追加 

Duo で他のデバイスを登録したことがある場合は、管理者が Duo のセルフサービスポー

タルを有効にしていれば、Touch ID を追加のオーセンティケータとして簡単に追加でき

ます。 



Duo で保護されたサービスに移動してログインします。Duo Prompt で、左側に [新しい

デバイスの追加（Add a new device）] リンクが表示されます。このリンクをクリック

し、すでに登録されている電話機やその他のデバイスを使用して、Duo ログイン要求を

承認します。 

 

「Touch ID を使用した初期登録」で示したように、Touch ID 登録プロセスに進みます。 

 

https://guide.duo.com/touch-id#touch-id-enrollment
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認証デバイスとして Touch ID が追加されました。登録されたセキュリティキーは他の

登録済みのデバイスと一緒に表示されます。 

 

  



Touch ID を使用した認証 
次に Chrome で Duo を使用してログインしたときに、認証デバイスのドロップダウン

リストで [Touch ID] を選択できます。 

 

このリストで [Touch ID] を選択したら、[Touch ID の使用（Use Touch ID）] をクリッ

クし、プロンプトが表示されたら Touch ID ボタンをタッチします。 

 

  



Duo Prompt を使用した認証 
Duo Prompt では、ログインするたびに本人確認を行う方法を選択できます。 

目次 

• Duo Prompt の使用 

• セルフサービスオプション 

• 信頼できるデバイス 

• 小型画面からの認証 

• ソフトウェアアップデート 

• パーソナルデバイス 

Duo Prompt の使用 

サポートされているブラウザ：Chrome、Firefox、Safari、Opera、Internet Explorer 

8 以降。 
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Duo の登録完了後（または Duo 管理者が Duo を使用できるようにセットアップした

ら）、 Duo で保護された Web サービスまたはアプリケーションへブラウザからログイ

ンする際、Duo Prompt が表示されるようになります。 

 

携帯電話やハードウェアトークンなど複数のデバイスが登録されている場合は、デバイ

スセレクタが表示されます。 

 

https://guide.duo.com/enrollment


使用するデバイスを選択してから、認証方法を選択します。 

方法 説明 

Duo Push スマートフォンまたはタブレットにログインリクエストをプッシュ

通知します（Duo Mobile が iOS、Android、または Windows 

Phone デバイス上にインストールされ、アクティブになっている場

合）。リクエストを確認して [承認（Approve）] をタップするだけ

でログインできます。 

コールミー 電話のコールバックにより認証します。 

パスコードの入力 Duo Mobile を使用して生成されたパスコード、SMS で送信された

パスコード、ハードウェアトークンによって生成されたパスコー

ド、または管理者から提供されたパスコードを使用してログインし

ます。 

[コードの送信（Send codes）] をクリックし、電話機に送信された

新しいパスコードのバッチを取得します。 

また、ワンタッチ ハードウェアベースの認証にセキュリティキーを使用することもで

きます。 

Duo 管理者がログインに使用可能な認証方法を制限している場合があります。その場合

は、Duo Prompt に許可された方法のみが表示されます。そのため、組織で Duo ログイ

ン用の通話が禁止されている場合は、プロンプトに [プッシュを送信（Send Me a 

Push）] オプションと [パスコードを入力（Enter a Passcode）] オプションのみが表示

されます。 

https://guide.duo.com/security-keys


組織でアカウントにアタッチされた認証方法の使用が制限されている場合は、そのこと

を示すメッセージと Duo バイパスコードを入力するためのオプションが表示されます。 

 

認証できない場合やどうしていいかわからない場合は、Duo Prompt の左側にある [ヘ

ルプが必要な場合（Need help?）] をクリックします。管理者が追加の手順や連絡先情

報でヘルプテキストをカスタマイズしている場合があります。 

 

  



セルフサービスオプション 

組織でセルフサービスが有効になっている場合は、[新しいデバイスの追加（Add a new 

device）] リンクをクリックして新しい認証デバイスを追加するしたり、[個人設定とデ

バイス（My Settings & Devices）] をクリックして設定を更新して、認証方法を削除で

きます。 

 

https://guide.duo.com/add-device
https://guide.duo.com/add-device
https://guide.duo.com/manage-devices
https://guide.duo.com/manage-devices
https://guide.duo.com/manage-devices
https://guide.duo.com/manage-devices


信頼できるデバイス 

また、管理者が Duo の信頼できるデバイス機能を有効にしている場合は、[記憶する

（Remember me for...）] オプションも表示されます。認証時にこのボックスをオンに

すると、プロンプトで表示された期間は Duo 二要素認証を再度実行する必要がなくな

ります。 

 

 



小型画面からの認証 

小型画面（タブレットなど）または小型のブラウザウィンドウを備えたデバイスから 

Duo を使用してログインしている場合は、Duo Prompt の外観が少し異なりますが、問

題ありません。フルサイズのプロンプトに表示されたすべてのデバイスとオプションを

使用できます。また、同じ手順に従ってデバイスを登録して管理できます。 

 

 



上部の [設定（Settings）] ボタンをクリックして、[新しいデバイスの追加（Add a 

New Device）] または [個人設定とデバイス（My Settings & Devices）] にアクセスし

ます。[設定（Settings）] ボタンの [X] をクリックすると、Duo Prompt に戻ります。 

 

 



ソフトウェアアップデート 

組織でこの機能が有効になっている場合は、認証時に古いブラウザまたはプラグインソ

フトウェアを更新するように求められます。認証前に Web ブラウザ、Flash、または 

Java のバージョンを最新に更新するには数分かかることがあります。また、保護され

たリソースの使用を継続し、後で更新することも選択できます。 

 

 



組織で旧式のブラウザやプラグインを備えたデバイスから Duo で保護されたリソース

へのアクセスがブロックされている場合は、ソフトウェアを更新するまで二要素認証を

実行できません。 

 

ソフトウェアアップデートについてはこちらを参照してください。 

管理者は、特定のコンピュータやモバイル オペレーティング システムからのアクセス

をブロックすることもできます。この場合は、OS を許可されたバージョンにアップグ

レードするか、別のデバイスに切り替える必要があります。 

 

  

https://guide.duo.com/software-update


パーソナルデバイス 
組織は、管理していないデバイスからアプリケーションへのアクセスをブロックするよ

うに選択できます。このポリシーが適用されている場合は、パーソナルデバイスから 

Duo 認証を実行することができません。 

 

このポリシー設定の詳細については、[許可された内容の確認（See what is allowed）] 

をクリックしてください。 

 



アペンドモード 
インライン Duo Prompt またはセカンダリ パスコード フィールドをサ

ポートしないアプリケーションとデバイスでは、アペンドモードを使用で

きます。パスワードと認証方法の両方を [パスワード（password）] 

フィールドに入力します。 

アペンドモードの使用方法 

パスワードと使用する認証方法をカンマで区切って、以下のように入力します。 

password,authentication_method 

authentication_method の部分は、次のように置き換えます。 

入力する文字列 目的 

password,passcode Duo Mobile を使用して生成されたパスコード、SMS で送信された

パスコード、ハードウェアトークンによって生成されたパスコー

ド、または管理者から提供されたパスコードを使用してログインし

ます。 

例：「mypass123,123456」や「mypass123,1456789」 

password,push スマートフォンにログインリクエストをプッシュ通知します（Duo 

Mobile が iOS、Android、または Windows Phone デバイス上にイ

ンストールされ、アクティブになっている場合）。リクエストを確

認して [承認（Approve）] をタップするだけでログインできます。 

password,phone 電話のコールバックにより認証します。 



password,sms SMS パスコードの新しいバッチを取得します。 

ログイン試行は失敗します。新しいパスコードのいずれかを使用し

てもう一度ログインします。 

複数のデバイスが登録されている場合は、これらの要素名の末尾に番号を追加すること

もできます。たとえば、push2 は 2 台目のスマートフォンにログインリクエストを送

信する、phone3 は 3 台目の電話機を呼び出すなどです。 

 

例 

パスワードが「hunter2」の場合に Duo Push を使用するには、次のように入力します。 

hunter2,push 

パスワードが「hunter2」の場合にパスコード「123456」を使用するには、次のように

入力します。 

hunter2,123456 

パスワードが「hunter2」の場合に 2 台目の電話機に新しい SMS パスコードを送信す

るには、次のように入力します。 

hunter2,sms2 

パスワードと Duo 要素間の 区切り文字はデフォルトではカンマになっていますが、管

理者がこれを別の文字に変更している場合があります。ここに示されている内容と異な

る場合は、組織から送信された手順に従ってください。 

  



Duo Access Gateway Launcher へのログ

イン 
組織の Duo Access Gateway の URL に移動します。わからない場合は、管理者にお問

い合わせください。 

まず Duo Access Gateway のログインページでユーザ名とパスワードを入力します。 

 



次に、Duo 二要素認証を実行します（または最初のデバイスを登録します）。 

 

その後、ランチャに割り当てられたすべてのアプリケーションが表示されます。 

 

https://guide.duo.com/prompt
https://guide.duo.com/enrollment


アプリケーションの起動 
ランチャウィンドウでアプリケーションタイルをクリックすると、そのアプリケーショ

ンにアクセスできます。 

組織がユーザに割り当てることができるアプリケーションリンクには、次の 3 種類があ

ります。 

SSO アプリケーション 

このアプリケーションは、プライマリおよびセカンダリ SSO ログイン用に構成されて

います。SSO アプリケーションの多くは、Salesforce や Office 365 などのクラウドア

プリです。 

ランチャから SSO アプリを起動した場合は、ユーザ名とパスワードを再度入力する必

要がありません（ランチャにログオンした時点にすでに入力されているため）。 

管理者によるアプリケーションの構成方法によっては、再度 Duo 認証を実行しなけれ

ばならない場合があります。Duo Prompt に [記憶する（Remember me...）] オプショ

ンが表示される場合は、そのチェックボックスをオンにして、新しい SSO アプリケー

ションを起動したときに Duo Prompt をスキップします。 

 



Web アプリケーション 

このアプリケーションは、プライマリ SSO 用にセットアップされていませんが、Duo 

二要素認証で保護されています。 

これらのアプリケーションのいずれかを起動すると、そのアプリケーション用のユーザ

名とパスワードを入力を要求されます（ランチャへのログインに使用したログイン情報

と異なる場合があります）。 

管理者によるアプリケーションの構成方法によっては、再度 Duo 認証を実行しなけれ

ばならない場合があります。Duo Prompt に [記憶する（Remember me...）] オプショ

ンが表示される場合は、そのチェックボックスをオンにして、新しい SSO アプリケー

ションを起動したときに Duo Prompt をスキップします。 

 

アプリケーション ブックマーク 

ブックマークされたアプリケーションは、アクセスする際に Duo 認証を必要としません。 

これらのアプリケーションを起動するときにログイン情報を入力しなければならないこ

ともありますが、再度 Duo で認証する必要はありません。 

  



SSH アクセス用 DuoConnect 
DuoConnect では、VPN を使用しなくても組織の SSH サーバに簡単にア

クセスできます。 

DuoConnect は、64 ビット版の Windows、macOS、Linux システムでサポートされて

います。DuoConnect を使用するには、DuoConnect クライアントソフトウェアをワー

クステーションにインストールし、SSH が機能するよう多少の設定手順を実行する必

要があります。Duo 管理者から、SSH 接続を更新するために必要になる詳細な接続情

報が送信されます。 

目次 

• Windows クライアント 

o DuoConnect のインストール 

o SSH の設定 

• macOS クライアント 

o DuoConnect のインストール 

o SSH の設定 

• Linux クライアント 

o DuoConnect のインストール 

o SSH の設定 

• SSH ログインのテスト 

• DuoConnect の更新 

o オプションの DuoConnect の更新 

o 必須の DuoConnect の更新 

• よく寄せられる質問（FAQ） 
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Windows クライアント 

DuoConnect のインストール 

1. 管理者としてログインした状態で、コンピュータに最新の DuoConnect Installer for 

Windows をダウンロードします。 

2. ダウンロードした MSI ファイルをダブルクリックしてインストーラを起動します。 

3. [DuoConnect セットアップウィザード（DuoConnect Setup Wizard）] ページで、

[次へ（Next）] をクリックします。 

4. [宛先フォルダ（Destination Folder）] ページで、デフォルトの宛先が選択されてい

る状態で、[次へ（Next）] をクリックします。 

5. [DuoConnect のインストールの準備（Ready to install DuoConnect）] ページで、

[インストール（Install）] をクリックします。「次のプログラムでこのコンピュータ

にソフトウェアをインストールできるようにしますか？（Do you want to allow the 

following program to install software on this computer?）」というポップアップが

表示されたら、[はい（Yes）] をクリックします。 

6. [DuoConnect セットアップウィザードの完了（Completed the DuoConnect Setup 

Wizard）] ページで [終了（Finish）] をクリックし、インストーラを終了します。 

設定 

DuoConnect のインストールはこれで完了です。次に、SSH クライアントを使用する

ための設定を更新する必要があります。 

  

https://dl.duosecurity.com/DuoConnect-latest.msi
https://dl.duosecurity.com/DuoConnect-latest.msi


PuTTY 

1. PuTTY を起動して、DuoConnect で接続する SSH サーバ用に保存された PuTTY 

セッションをロードします。 

2. PuTTY セッションウィンドウの左側にある [接続（Connection）] カテゴリを展開

してから、[プロキシ（Proxy）] をクリックします。ウィンドウの右側に、[プロキ

シの使用を制御するオプション（Options controlling proxy usage）] が表示されま

す。 

3. [プロキシタイプ（Proxy type）] で、[ローカル（Local）] を選択します。 

4. [Telnet コマンド、またはローカルプロキシコマンド（Telnet command, or local 

proxy command）] で、Duo 管理者から受け取った DuoConnect 接続文字列をコ

ピーして貼り付けます。 

コマンドの例を以下に示します。 

duoconnect -host %host:%port -relay=https://server-ssh.example.com 

5. 保存された PuTTY セッションのウィンドウに戻り、[保存（Save）] をクリックし

て、コピーした DuoConnect 情報でセッションを更新します。 

6. DuoConnect を使用してアクセスするすべての SSH サーバに対して、保存された

セッションの設定手順を繰り返します。 



 

Git、Cygwin などの OpenSSH ベースの端末 

1. テキストエディタで ~/.ssh/config ファイルを開きます。このファイルがない場合

は、作成します。 

2. Duo 管理者から受け取った DuoConnect 接続文字列を config ファイルの末尾にコ

ピーして貼り付けます。 

コマンドの例を以下に示します。 

Host server.example.com 

ProxyCommand duoconnect -host=%h:%p -relay=https://server-ssh.example.com 



3. Duo 管理者から提供されるすべての SSH サーバに対して、上記の手順を繰り返し

ます。 

4. ~/.ssh/config ファイルを保存します。 

 

MacOS クライアント 

DuoConnect のインストール 

1. 管理者としてログインした状態で、コンピュータに最新の DuoConnect Installer for 

macOS をダウンロードします。 

2. pkg ファイルをダブルクリックして、インストーラを起動します。 

3. [DuoConnect Installer へようこそ（Welcome to the DuoConnect Installer）] ペー

ジで、[続行（Continue）] をクリックします。 

4. [接続先の選択（Select a Destination）] ページで、デフォルトの接続先が選択され

ている状態で、[続行（Continue）] をクリックします。 

5. [HD へのインストールの選択（Select Install on HD）] ページで、[インストール

（Install）] をクリックします。 

6. インストーラからユーザ名とパスワードの入力を求められたら、必要な情報を入力

し、[ソフトウェアのインストール （Install Software）] をクリックします。 

7. [インストールが正常に完了しました（The installation was completed 

successfully）] ページで、[閉じる（Close）] をクリックします。インストーラをゴ

ミ箱に移動するかどうかを尋ねられたら、[ゴミ箱に移動（Move to Trash）] をク

リックして、システムからインストーラパッケージを削除します。 

https://dl.duosecurity.com/DuoConnect-latest.pkg
https://dl.duosecurity.com/DuoConnect-latest.pkg


SSH の設定 

DuoConnect のインストールはこれで完了です。次に、SSH クライアントを使用する

ための設定を更新する必要があります。 

端末 

1. テキストエディタで ~/.ssh/config ファイルを開きます。このファイルがない場合

は、作成します。 

2. Duo 管理者から受け取った DuoConnect 接続文字列を config ファイルの末尾にコ

ピーして貼り付けます。 

コマンドの例を以下に示します。 

Host server.example.com 

ProxyCommand duoconnect -host=%h:%p -relay=https://server-ssh.example.com 

3. Duo 管理者から提供されるすべての SSH サーバに対して、上記の手順を繰り返し

ます。 

4. ~/.ssh/config ファイルを保存します。 

 

Linux クライアント 

DuoConnect のインストール 

1. sudo 権限を持っているユーザとしてログインした状態で、コンピュータに最新の 

DuoConnect Installer for Linux をダウンロードします。 

2. 端末ウィンドウを開き、DuoConnect Installer の gz ファイルをダウンロードした

ディレクトリへ移動します。 

3. 端末ウィンドウで、次のコマンドを入力してインストーラを解凍します。 

tar xzvf DuoConnect-1.0.0.tar.gz 

https://dl.duosecurity.com/DuoConnect-latest.tar.gz


ファイル名には最新バージョンが反映されるため、この例とは少し異なる場合があ

ります。 

4. 次のように入力すると、インストーラを実行できます。 

sudo ./install.sh 

5. パスワードの入力を求められます。インストールが正常に完了すると、次のように

表示されます。 

+ cp duoconnect /usr/local/bin/ 

+ chmod 755 /usr/local/bin/duoconnect 

+ chown 0:0 /usr/local/bin/duoconnect 

 

SSH の設定 

DuoConnect のインストールはこれで完了です。次に、SSH クライアントを使用する

ための設定を更新する必要があります。 

端末 

1. テキストエディタで ~/.ssh/config ファイルを開きます。このファイルがない場合

は、作成します。 

2. Duo 管理者から受け取った DuoConnect 接続文字列を config ファイルの末尾にコ

ピーして貼り付けます。 

コマンドの例を以下に示します。 

Host server.example.com 

ProxyCommand duoconnect -host=%h:%p -relay=https://server-ssh.example.com 

3. Duo 管理者から提供されるすべての SSH サーバに対して、上記の手順を繰り返し

ます。 

4. ~/.ssh/config ファイルを保存します。 

  



 

SSH ログインのテスト 

DuoConnect をインストールし、SSH クライアントの設定を更新したら、SSH 接続を

テストして、すべてが正常に動作していることを確認します。 

1. 通常どおりに SSH 接続を開始して、SSH サーバに接続します。 

2. ブラウザウィンドウがポップアップ表示され、組織のユーザ名とパスワードを入力

するように求められます。 

3. プライマリログイン後に、 Duo 二要素認証を実行する必要があります（または Duo 

に自己登録します）。 

4. 次のページで、ブラウザタブを閉じて SSH クライアントに戻るように指示されま

す。 

5. SSH サーバに接続した後は、通常どおりにリモートサーバへのログインを続けるこ

とができます。 

これで DuoConnect を使用した SSH サーバへのアクセスが完了します。 

 

DuoConnect の更新 

新しい特徴や機能、バグ修正、またはセキュリティパッチを含む DuoConnect の新し

いバージョンは定期的にリリースされます。 

DuoConnect の更新には、オプションのものと必須のものがあります。オプションの更

新はスキップしてもリモート SSH ホストへの接続を続行できますが、必須の更新はイ

ンストールしないとシステムにアクセスできません。 

https://guide.duo.com/prompt
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オプションの DuoConnect の更新 

SSH サーバへの認証を試みたときに最新の DuoConnect が実行されていない場合は、

DuoConnect クライアントが期限切れであることが通知されます。 

 

[後で更新（Update Later）] をクリックした場合は、認証が完了し、ログインが正常に

行われますが、次回に SSH サーバへの認証が必要になったときに再度更新を求められ

ます。 

[今すぐ更新（Update Now）] をクリックした場合は、お使いのコンピュータ プラット

フォーム用の最新バージョンの DuoConnect をダウンロードしてインストールするた

めのページが表示されます。 



 

最新の DuoConnect クライアントをインストールしたら、端末からサーバに対して再

認証を行う必要があります。 



必須の DuoConnect の更新 

SSH サーバへの認証を試みたときに最低限必要なバージョンの DuoConnect が実行さ

れていない場合は、DuoConnect クライアントが期限切れであることと、接続を続行す

るために更新を実行する必要があることが通知されます。 

 

最新のDuoConnect クライアントをインストールしたら、端末からサーバに対して再認

証を行う必要があります。 



 

よく寄せられる質問（FAQ） 

macOS 上の Chrome で、空白のブラウザページが開き、認証が行われま

せん。どうすればよいでしょうか。 

Chrome の更新を保留している場合、リンクを正しく開くことができないという 

macOS の問題が報告されています。Chrome を更新して再起動してから先に進んでく

ださい。この問題に対する修正は、macOS 10.13.4 で行われる予定です。 

その日に初めて VS Code などのツールを使用したときに、接続を開始せず

に最初の要素を求めるブラウザポップアップが表示されることがあります。 

エディタは、アクセスが発生するたびに git フェッチを試みます。自動フェッチ機能を

無効にするには、"git.autofetch": false のように設定を変更します。 

詳細については、 「VS Code でのバージョン管理の使用」を参照してください。 

  

https://code.visualstudio.com/docs/editor/versioncontrol
https://code.visualstudio.com/docs/editor/versioncontrol


Duo Unix 
Duo Prompt では、ログインするたびに認証する方法を選択できます。 

 

Duo Mobile を使用して生成されたパスコード、SMS で送信されたパスコード、ハード

ウェアトークンによって生成されたパスコード、または管理者から提供されたパスコー

ドを入力するか、別の認証オプションを選択します。 

オプション 説明 

Duo Push スマートフォンにログインリクエストをプッシュ通知します（Duo 

Mobile が iOS、Android、または Windows Phone デバイス上にイ

ンストールされ、アクティブになっている場合）。リクエストを確

認して [承認（Approve）] をタップするだけでログインできます。 

電話 電話のコールバックにより認証します。 

SMS パスコード SMS パスコードの新しいバッチを取得します。 

  



目次 

• Duo を使用した Microsoft Windows へのログイン 

• Windows Logon 用のオフラインアクセス 

o Duo Mobile を使用したオフラインアクセスのアクティブ化 

セキュリティキーを使用したオフラインアクセスのアクティブ化 

o オフラインアクセスを使用した認証 

o オフラインアクセスの再アクティブ化 

Duo を使用した Microsoft Windows への
ログイン 
Duo Authentication for Windows Logon での認証方法は、デフォルトで自

動プッシュに設定されています。 

Microsoft Windows のユーザ名とパスワードを入力すると、認証リクエストがスマート

フォン上の Duo Mobile アプリに自動的にプッシュされます。 

 

https://guide.duo.com/rdp#winlogon-auth
https://guide.duo.com/rdp#winlogon-auth
https://guide.duo.com/rdp#offline-access
https://guide.duo.com/rdp#offline-access
https://guide.duo.com/rdp#offline-access-activate-duo-mobile
https://guide.duo.com/rdp#offline-access-activate-duo-mobile
https://guide.duo.com/rdp#offline-access-activate-security-key
https://guide.duo.com/rdp#offline-access-auth
https://guide.duo.com/rdp#offline-access-reactivate


自動プッシュが無効になっている場合や Duo Prompt で [キャンセル（Cancel）] ボタン

をクリックした場合は、上部にあるドロップダウンから別のデバイスを選択するか（複

数登録されている場合）、使用可能な要素を選択して Duo での本人確認を行えます。 

• Duo Push：リクエストをスマートフォンに送信します。Duo Mobile を iOS、

Android、または Windows Phone デバイス上にインストールしてアクティブにして

ある場合は、Duo Push を使用できます。 

• コールミー（Call Me）：電話のコールバックを通じて認証を実行します。 

• パスコード（Passcode）：Duo Mobile を使用して生成されたパスコード、SMS で

受信されたパスコード、ハードウェアトークンによって生成されたパスコード、ま

たは管理者から提供されたパスコードを使用してログインします。 

  
SMS パスコードの新しいバッチを受け取るには、[新しいコードを送信（Send me 

new codes）] ボタンをクリックします。その後、新しく提供されたパスコードのい

ずれかを使用して認証できます。 

Duo Authentication for Windows Logon では、オンライン認証用の U2F セキュリティ

キーがサポートされていないことに注意してください。 

 



Windows Logon 用のオフラインアクセス 
Duo Windows Logon 用のオフラインアクセスを使用すれば、Duo のクラウドサービス

に接続できない場合でも、Windows システムに安全にログオンできます。オフライン

アクセスの方法は、いずれか 1 つのみ（iOS または Android 版の Duo Mobile、あるい

は U2F セキュリティキーのいずれか）をアクティブにすることができます。 

組織でこの機能の使用が許可されている場合は、オンラインで Duo のサービスと接続

可能な状態のワークステーションにログインまたはロック解除を行い、Duo 二要素認証

が成功すると、オフラインアクティブ化プロンプトが表示されます。 

Duo Mobile を使用したオフラインアクセスのアクティブ化 

Duo Mobile でオフラインアクセスをアクティブにするには： 

1. [Duo モバイルパスコード（Duo Mobile Passcode）] を選択して、[今すぐアクティ

ブ化（Activate Now）] をクリックし、オフラインアクセスのセットアップを開始

します（または、[後で登録（オフラインでログインできない可能性があります）

（Enroll later (May prevent offline login)）] をクリックして別の時間にセットアップ

します）。 

 

https://guide.duo.com/iphone
https://guide.duo.com/android


2. iOS または Android デバイス上にインストールされた Duo Mobile アプリを使用し

て、アクティブ化用の QR コードをスキャンします。アプリで [+] をタップして、

アカウントの追加を開始します。 

 



3. Duo Mobile に新しいアカウント情報が保存され、このコンピュータの名前を確認す

るように要求されます。[コンピュータ名の保存（SAVE COMPUTER NAME）] を

タップして続行します。 

 

 



4. Duo Mobile のアクティブ化が完了したら、アプリに表示されているコードを 

Windows システム上のプロンプトに入力して、オフラインアクティブ化を完了する

必要があります。[オフラインコードに移動（TAKE ME TO MY OFFLINE CODE）] 

をタップします。 

 

 



5. Duo Mobile アカウントのリストで [Windows オフライン（WINDOWS OFFLINE）] 

アカウントをタップして、6 桁のパスコードを生成します。 

 

 



6. Duo Mobile からコンピュータ上のオフラインアクティブ化画面にパスコード（ス

ペースなし）を入力してから、[オフラインログインのアクティブ化（Activate 

Offline Login）] ボタンをクリックして、オフラインアクセスのセットアップを終了

します。 

 

セキュリティキーを使用したオフラインアクセスのアク

ティブ化 

Duo のオフラインアクセスは、次のセキュリティキーで動作します。 

• U2F/FIDO2 をサポートする Yubico ブランドキー 

• Google Titan 

• Feitian ePass FIDO 

• Thetis FIDO 



HyperFIDO トークンは、オフラインアクセスのアクティブ化に対応しておらず、単純

な OTP パスコードトークンでも Duo D-100 ハードウェアトークンでもありません。

お使いのセキュリティキーを Duo で使用できるかどうかがわからない場合は、組織の 

Duo 管理者または IT ヘルプデスクにお問い合わせください。 

オフラインアクセス用のセキュリティキーをアクティブにするには： 

1. [セキュリティキー（Yubikey）（Security Key (Yubikey)）] を選択して、[今すぐア

クティブ化（Activate Now）] をクリックし、オフラインアクセスのセットアップ

を開始します（または、[後で登録（オフラインでログインできない可能性がありま

す）（Enroll later (May prevent offline login)）] をクリックして別の時間にセット

アップします)。 

 

 

2. Duo for Windows Logon がセキュリティキーとの接続を試みます。セキュリティ

キーが装着されていない場合は装着してください。セキュリティキーが点滅を開始

し、Duo 画面に [セキュリティキーが検出されました - タップして登録（Security 

key found - Tap to enroll）] と表示されます。点滅しているセキュリティキーに

タッチして登録します。 



 

3. セキュリティキーを再度タップして確認します。 

 



4. 成功すると、Duo オフラインアクティブ化ウィンドウに、[セキュリティキーが確認

されました - 登録完了（Security key verified - enrollment complete）] と表示され

ます。[オフラインログインのアクティブ化（Activate Offline Login）] ボタンをク

リックして、オフラインアクセスのセットアップを終了します。 

 

オフラインアクセスを使用した認証 

お使いのアカウントに対してオフラインアクセスをアクティブにすると、コンピュータ

が Duo のクラウドサービスに接続できない場合、Windows のユーザ名とパスワードの

送信に成功した後、オフラインコードまたはセキュリティキー（事前にアクティブにさ

れたデバイスのタイプによる）を使用してログインするためのオプションが自動的に表

示されます。 



Duo Mobile がアクティブになっている場合は、Duo Mobile で Windows コンピュータ

のエントリをタップしてパスコードを生成し、そのパスコードを Duo Prompt に入力し

て、[ログイン（Log In）] をクリックします。 

 

 



セキュリティキーがアクティブになっている場合は、点滅し始めます。セキュリティ

キーをタップしてログインします。 

 

 



オフライン二要素認証プロンプトに、残りのオフラインログインの数、またはオフライ

ンアクセスを使用した認証の有効期限が表示されます（Duo 管理パネルでオフラインア

クセスを有効にしたときに組織の管理者が選択したオプションによる）。 

 

オフラインアクセスの上限に達すると、Duo のオンライン認証に成功しないと再度オフ

ラインパスコードを使用してログインできませんという内容のメッセージが表示されま

す。Duo のオンライン認証を実行すると、オフラインアクセスが更新されます。 



Duo Authentication for Windows Logon のインストールを「フェールクローズ」に設定

されたフェールモードで実行した場合、そのコンピュータ上でオフラインアクセスをア

クティブにしていないユーザは、インターネットに接続していない間、ログインできま

せん。次にコンピュータをインターネットに接続したときに、必ずオフラインアクティ

ブ化を実行してください。 

 

オフラインアクセスの再アクティブ化 

アクティブ化に使用したものとは別のスマートフォンで Windows オフラインアカウン

トを Duo Mobile に追加する必要がある場合は、オンラインの Duo MFA プロンプトか

らその操作を行うことができます。 

1. インターネットに接続された Windows コンピュータで、ユーザ名とパスワードを

使用してログインします。 



2. Duo Prompt の左側にある [オフラインデバイスの交換/再接続

（Replace/Reconnect an offline device）] リンクをクリックして開始します。Duo 

for Windows Logon アプリケーションがスマートフォンにプッシュリクエストを送

信するように設定されている場合は、進行中の認証をキャンセルして、左側のリン

クをクリックできます（スマートフォンではリクエストを承認しないでくださ

い）。 

 

 



3. その後、Duo 認証を完了する必要があります。使用可能な方法をクリックし、ログ

インリクエストを承認します。 

 

4. 別のスマートフォンで Duo Mobile を使用して QR コードをスキャンし、最初にオ

フラインアクセスデバイスをアクティブにしたときと同様にプロンプトが表示され

たら、確認コードを入力して、アクティブ化プロセスを続行します。 

重要： 1 回のアクティブ化プロセスでオフラインアクセスをアクティブにできるスマー

トフォンは 1 台のみです。別のスマートフォンでオフラインアクセスをアクティブにす

ると、これまでオフラインアクセスがアクティブだったスマートフォンは非アクティブ

になります。 

  

https://guide.duo.com/rdp#offline-access-activate-duo-mobile


Duo を使用した macOS へのログイン 
Mac にログインすると、Duo Authentication for macOS Logon からセカ

ンダリ認証が要求されます。 

Duo のインストール後は、新しいコンソールログオンに対して Duo 認証が要求されま

すが、スクリーンセーバーのロックを解除する場合や、すでにログインしていてシステ

ムのスリープ状態を解除するだけの場合は要求されません。 

macOS のユーザ名とパスワードを入力すると、スマートフォン上の Duo Mobile アプ

リに認証リクエストが自動的にプッシュされます。 

 

自動プッシュが無効になっている場合や Duo Prompt で [キャンセル（Cancel）] ボタン

をクリックした場合は、上部にあるドロップダウンから別のデバイスを選択するか（複

数登録されている場合）、使用可能な要素を選択してDuo での本人確認を行えます。 



• Duo Push：リクエストをスマートフォンに送信します。Duo Mobile を iOS、

Android、または Windows Phone デバイス上にインストールしてアクティブにして

ある場合は、Duo Push を使用できます。 

• コールミー（Call me）：電話のコールバックによる認証を実行します。 

• パスコード（Passcode）：Duo Mobile を使用して生成されたパスコード、SMS で

受信されたパスコード、ハードウェアトークンによって生成されたパスコード、ま

たは管理者から提供されたパスコードを使用してログインします。 

  

SMS パスコードの新しいバッチを受け取るには、[新しいコードを送信（Send me 

new codes）] ボタンをクリックします。その後、新しく提供されたパスコードのい

ずれかを使用して認証できます。 

  



Duo Push と LastPass を使用したログイン 
Duo Push と LastPass を使用するには、最初に Duo アカウントにサイン

アップして、Duo 認証を使用するように LastPass ボールトを構成する必

要があります。詳細な手順については、LastPass のマニュアルを参照して

ください。 

LastPass Web ページとブラウザ拡張 

ユーザ名とパスワードを入力すると LastPass Duo 多要素ウィンドウが表示され、お使

いのモバイルデバイスで Duo Mobile がアクティブになっている場合は、モバイルデバ

イス上にプッシュ認証リクエストも表示されます。 

[このコンピュータは信頼されています...（This computer is trusted...）] オプションをク

リックすると、以後そのデバイス上の同じブラウザから二要素認証が要求されなくなり

ます。 

 

https://duo.com/docs/lastpass
https://duo.com/docs/lastpass


LastPass で Duo を設定する際に Duo WebSDK エクスペリエンスを有効にした場合

は、Duo Prompt が表示されます。認証オプションを選択し、ボールトへのアクセスを

承認します。 

 

LastPass モバイルアプリ 

ユーザ名とパスワードを入力すると LastPass Duo 多要素ウィンドウが表示され、、お

使いのモバイルデバイスで Duo Mobile がアクティブになっている場合は、モバイルデ

バイス上にプッシュ認証リクエストも表示されます。LastPass モバイルアプリにログ

インしているのと同じデバイスから Duo Push リクエストを承認できます。 

https://guide.duo.com/prompt


[このデバイスを信頼しますか?（Trust this device?）] オプションをクリックすると、

以後そのデバイス上の LastPass アプリから二要素認証が要求されなくなります。 

 

LastPass for Applications 
LastPass for Applications プログラムは、Microsoft Windows でのみ利用できます。

LastPass for Applications ログインウィンドウでユーザ名とパスワードを入力すると 

LastPass Duo 多要素ウィンドウが表示され、お使いのモバイルデバイスで Duo Mobile 

がアクティブになっている場合は、モバイルデバイス上にプッシュ認証リクエストも表

示されます。 



[このコンピュータは信頼されています...（This computer is trusted...）] オプションを

クリックすると、以後 LastPass for Applications にログインするときに二要素認証が要

求されなくなります。 

 

自動プッシュ要求を承認する代わりに、空のフィールドに別の要素名またはパスコード

を入力し、[認証（Authenticate）] ボタンをクリックすることもできます。方法は次の

とおりです。 

入力する文字列 目的 

パスコード Duo Mobile を使用して生成されたパスコード、SMS で送信された

パスコード、ハードウェアトークンによって生成されたパスコー

ド、または管理者から提供されたパスコードを使用してログインし

ます。 

例：「123456」または「1456789」 



push スマートフォンにログインリクエストをプッシュします（Duo 

Mobile が iOS、Android、Windows Phone、または Windows 

Phone デバイス上にインストールされ、アクティブになっている場

合）。リクエストを確認して [承認（Approve）] をタップするだけ

でログインできます。 

phone 電話のコールバックにより認証します。 

sms SMS パスコードの新しいバッチを取得します。 

ログイン試行は失敗します。新しいパスコードのいずれかを使用し

てもう一度ログインします。 

注：LastPass は、プライマリデバイスでのみ動作します。Duo アカウントに複数のス

マートフォンまたはデバイスが関連付けられている場合は、パスコードを使用するか、

最初のものからの LastPass プッシュリクエストを承認することしかできません。 

 

例 

1 台目のスマートフォンに Duo Push リクエストを送信するには、次のように入力し

ます。 

push 

パスコード「123456」を使用するには、次のように入力します。 

123456 

新しい SMS パスコードを電話機に送信するには、次のように入力します。 

sms 



 

Duo のワンタッププッシュ認証を使用して LastPass をセットアップしない場合は、

Lastpass をサードパーティアカウントとして Duo Mobile に追加することで、パスワー

ドボールトを保護することができます。Google Authenticator で LastPass をセット

アップする手順に従ってください。Google Authenticator 用の Duo Mobile アプリを置

き換えるだけです。これを行うと、Duo Mobile によって生成されたパスコードを使用

して、LastPass にログインできます。 

  

https://guide.duo.com/third-party-accounts
https://helpdesk.lastpass.com/multifactor-authentication-options/google-authenticator/


Cisco AnyConnect クライアントを使用

したログイン 
会社全体に適用される Duo 認証の設定によっては、Cisco AnyConnect ク

ライアントを使用している場合に、[パスコード（Passcode）] フィールド

が表示されない場合があります。 

自動プッシュを使用した単一パスワード 

AnyConnect でパスワードの入力しか要求されない場合は、次のように表示されます。 

 



 

ログイン情報を送信すると、認証リクエストが Duo Mobile アプリへのプッシュまたは

コールバックを通じて自動的に送信されます。 

また、パスワードの末尾にカンマ（","）を追加して、その後ろに Duo パスコードまた

は Duo 要素の名前を続けることもできます。方法は次のとおりです。 



入力する文字列 目的 

password,passcode Duo Mobile を使用して生成されたパスコード、SMS で送信され

たパスコード、ハードウェアトークンによって生成されたパス

コード、または管理者から提供されたパスコードを使用してログ

インします。 

例：「mypass123,123456」や「mypass123,1456789」 

password,push スマートフォンにログインリクエストをプッシュします（Duo 

Mobile が iOS、Android、または Windows Phone デバイス上に

インストールされ、アクティブになっている場合）。リクエスト

を確認して [承認（Approve）] をタップするだけでログインでき

ます。 

password,phone 電話のコールバックにより認証します。 

password,sms SMS パスコードの新しいバッチを取得します。 

ログイン試行は失敗します。新しいパスコードのいずれかを使用

してもう一度ログインします。 

複数のデバイスが登録されている場合は、これらの要素名の末尾に番号を追加すること

もできます。たとえば、push2 は 2 台目のスマートフォンにログイン要求を送信し、

phone3 は 3 台目の電話機を呼び出します。 

 

例 

パスワードが「hunter2」の場合に Duo Push を使用するには、次のように入力します。 

hunter2,push 

パスワードが「hunter2」の場合にパスコード「123456」を使用するには、次のように

入力します。 

hunter2,123456 



パスワードが「hunter2」の場合に 2 台目の電話機に新しい SMS パスコードを送信す

るには、次のように入力します。 

hunter2,sms2 

カンマは、パスワードと Duo 要素の間で使用する、 Duo のデフォルトの区切り文字で

す。管理者が別の文字に変更している場合もあります。ここに示されている内容と異な

る場合は、組織から送信された手順に従ってください。 

要素選択用の 2 つ目のパスワード 

AnyConnect で [2つ目のパスワード（Second Password）] 入力フィールドが表示され

る場合は、次のような画面が表示されます（AnyConnect 管理者が [2つ目のパスワード

（Second Password）] というラベルを別のラベルに変更している場合もあります）。 

 



 



[2つ目のパスワード（Second Password）] フィールドを使用して、認証方法を Duo に

指示します。方法は次のとおりです。 

入力する文字列 目的 

パスコード Duo Mobile を使用して生成されたパスコード、SMS を介して送信され

たパスコード、ハードウェアトークンによって生成されたパスコード、

または管理者から提供されたパスコードを使用してログインします。 

例：「123456」または「1456789」 

push スマートフォンにログインリクエストをプッシュします（Duo Mobile 

が iOS、Android、または Windows Phone デバイス上にインストール

され、アクティブになっている場合）。リクエストを確認して [承認

（Approve）] をタップするだけでログインできます。 

phone 電話のコールバックを介して認証します。 

sms SMS パスコードの新しいバッチを取得します。 

ログイン試行は失敗します。新しいパスコードのいずれかを使用して

もう一度ログインします。 

複数のデバイスが登録されている場合は、これらの要素名の末尾に番号を追加すること

もできます。たとえば、push2 は 2 台目のスマートフォンにログイン要求を送信し、

phone3 は 3 台目の電話機を呼び出します。 



 

例 

1 台目のスマートフォンに Duo Push リクエストを送信するには、次のように入力し

ます。 

push 

2 台目のスマートフォンに Duo Push リクエストを送信するには、次のように入力し

ます。 

push2 

パスコード「123456」を使用するには、次のように入力します。 

123456 

新しい SMS パスコードを 2 台目の電話機に送信するには、次のように入力します。 

sms2 

  



VMware View を使用したログイン 
プライマリログイン情報を入力すると、2 つ目のダイアログが表示されます。 

 

 



[次の応答（Next response）] フィールドを使用して、認証方法を Duo に指示します。

方法は次のとおりです。 

入力する文字列 目的 

パスコード Duo Mobile を使用して生成されたパスコード、SMS で送信された

パスコード、ハードウェアトークンによって生成されたパスコー

ド、または管理者から提供されたパスコードを使用してログインし

ます。 

例：「123456」または「1456789」 

push スマートフォンにログインリクエストをプッシュします（Duo 

Mobile が iOS、Android、または Windows Phone デバイス上にイ

ンストールされ、アクティブになっている場合）。リクエストを確

認して [承認（Approve）] をタップするだけでログインできます。 

phone 電話のコールバックにより認証します。 

sms SMS パスコードの新しいバッチを取得します。 

ログイン試行は失敗します。新しいパスコードのいずれかを使用し

てもう一度ログインします。 

複数のデバイスが登録されている場合は、これらの要素名の末尾に番号を追加すること

もできます。たとえば、push2 は 2 台目のスマートフォンにログイン要求を送信し、

phone3 は 3 台目の電話機を呼び出します。 



 

例 

1 台目のスマートフォンに Duo Push リクエストを送信するには、次のように入力し

ます。 

push 

2 台目のスマートフォンに Duo Push リクエストを送信するには、次のように入力し

ます。 

push2 

パスコード「123456」を使用するには、次のように入力します。 

123456 

新しい SMS パスコードを 2 台目の電話機に送信するには、次のように入力します。 

sms2 

  



Pulse クライアントを使用したログイン 
Juniper Pulse または Pulse Connect クライアントを使用している場合

は、[セカンダリパスワード（Secondary Password）] フィールドが表示

されます。 

 

[セカンダリパスワード（Secondary Password）] フィールドを使用して、認証方法を 

Duo に指示します。方法は次のとおりです。 

入力する文字列 目的 

パスコード Duo Mobile を使用して生成されたパスコード、SMS で送信されたパス

コード、ハードウェアトークンによって生成されたパスコード、または

管理者から提供されたパスコードを使用してログインします。 

例：「123456」または「1456789」 



push スマートフォンにログインリクエストをプッシュします（Duo Mobile 

が iOS、Android、または Windows Phone デバイス上にインストール

され、アクティブになっている場合）。リクエストを確認して [承認

（Approve）] をタップするだけでログインできます。 

phone 電話のコールバックにより認証します。 

sms SMS パスコードの新しいバッチを取得します。 

ログイン試行は失敗します。新しいパスコードのいずれかを使用して

もう一度ログインします。 

複数のデバイスが登録されている場合は、これらの要素名の末尾に番号を追加すること

もできます。たとえば、push2 は 2 台目のスマートフォンにログイン要求を送信し、

phone3 は 3 台目の電話機を呼び出します。 

 

例 

1 台目のスマートフォンに Duo Push リクエストを送信するには、次のように入力し

ます。 

push 

2 台目のスマートフォンに Duo Push リクエストを送信するには、次のように入力し

ます。 

push2 

パスコード「123456」を使用するには、次のように入力します。 

123456 

新しい SMS パスコードを 2 台目の電話機に送信するには、次のように入力します。 

sms2 



Juniper Network Connect 
Network Connect で表示される Duo Prompt では、ログインするたびに本

人確認の方法を選択できます。 

 



使用する電話機を選択してから、認証方法を選択します。 

方法 説明 

Duo Push スマートフォンにログインリクエストをプッシュします（Duo Mobile が 

iOS、Android、または Windows Phone デバイス上にインストールされ、

アクティブになっている場合）。リクエストを確認して [承認

（Approve）] をタップするだけでログインできます。 

電話 電話のコールバックにより認証します。 

パスコード Duo Mobile を使用して生成されたパスコード、SMS で送信されたパス

コード、ハードウェアトークンによって生成されたパスコード、または管

理者から提供されたパスコードを使用してログインします。 

[SMS パスコードの送信（Send SMS passcodes）] をクリックして、パ

スコードの新しいバッチを取得します。 

管理者が Duo セルフサービスポータルを有効にしている場合は、[デバイスの管理

（Manage Devices）] ボタンをクリックして、認証方法を追加、更新、削除することも

できます。 

  

https://guide.duo.com/manage-devices
https://guide.duo.com/manage-devices
https://guide.duo.com/manage-devices
https://guide.duo.com/manage-devices


Citrix Receiver クライアントを使用した 
ログイン 
会社全体で適用される Duo 認証の設定によっては、Citrix Receiver クライ

アントを使用している場合に、[パスコード（Passcode）] フィールドが表

示されない場合があります。 

自動プッシュを使用したパスワード 
Receiver でパスワードの入力しか要求されない場合は、次のように表示されます。 

 



ログイン情報を送信すると、Duo Mobile アプリへのプッシュまたは電話通話として認

証要求が自動的に送信されます。 

また、パスワードの末尾にカンマ（","）を追加して、その後ろに Duo パスコードまた

は Duo 要素の名前を続けることもできます。方法は次のとおりです。 

入力する文字列 目的 

password,passcode Duo Mobile を使用して生成されたパスコード、SMS で送信された

パスコード、ハードウェアトークンによって生成されたパスコー

ド、または管理者から提供されたパスコードを使用してログインし

ます。 

例：「mypass123,123456」や「mypass123,1456789」 

password,push スマートフォンにログイン要求をプッシュします（Duo Mobile が 

iOS、Android、または Windows Phone デバイス上にインストー

ルされ、アクティブになっている場合）。要求を確認して [承認

（Approve）] をタップするだけでログインできます。 

password,phone 電話のコールバックにより認証します。 

password,sms SMS パスコードの新しいバッチを取得します。 

ログイン試行は失敗します。新しいパスコードのいずれかを使用し

てもう一度ログインします。 

複数のデバイスが登録されている場合は、これらの要素名の末尾に番号を追加すること

もできます。たとえば、push2 は 2 台目のスマートフォンにログインリクエストを送

信し、phone3 は 3 台目の電話機を呼び出します。 

  



 

例 

パスワードが「hunter2」の場合に Duo Push を使用するには、次のように入力します。 

hunter2,push 

パスワードが「hunter2」の場合にパスコード「123456」を使用するには、次のように

入力します。 

hunter2,123456 

パスワードが「hunter2」の場合に 2 台目の電話機に新しい SMS パスコードを送信す

るには、次のように入力します。 

hunter2,sms2 

カンマは、パスワードと Duo 要素の間で使用する、Duo のデフォルトの区切り文字で

す。管理者が別の文字に変更している場合もあります。ここに示されている内容と異な

る場合は、組織から送信された手順に従ってください。 



要素選択用のパスコード 

Receiver で「パスコード」の入力を要求されるた場合は、次のような画面が表示され

ます。 

 

 



[パスコード（Passcode）] フィールドを使用して、認証方法を Duo に指示します。方

法は次のとおりです。 

入力する文字列 目的 

パスコード Duo Mobile を使用して生成されたパスコード、SMS で送信されたパス

コード、ハードウェアトークンによって生成されたパスコード、または

管理者から提供されたパスコードを使用してログインします。 

例：「123456」または「1456789」 

push スマートフォンにログインリクエストをプッシュします（Duo Mobile 

が iOS、Android、または Windows Phone デバイス上にインストー

ルされ、アクティブになっている場合）。リクエストを確認して [承

認（Approve）] をタップするだけでログインできます。 

phone 電話のコールバックにより認証します。 

sms SMS パスコードの新しいバッチを取得します。 

ログイン試行は失敗します。新しいパスコードのいずれかを使用して

もう一度ログインします。 

複数のデバイスが登録されている場合は、これらの要素名の末尾に番号を追加すること

もできます。たとえば、push2 は 2 台目のスマートフォンにログイン要求を送信し、

phone3 は 3 台目の電話機を呼び出します。 



 

例 

1 台目のスマートフォンに Duo Push 要求を送信するには、次のように入力します。 

push 

2 台目のスマートフォンに Duo Push 要求を送信するには、次のように入力します。 

push2 

パスコード「123456」を使用するには、次のように入力します。 

123456 

新しい SMS パスコードを 2 台目の電話機に送信するには、次のように入力します。 

sms2 

  



サードパーティアカウント 
一部のオンラインサービスと Web アプリケーションでは、モバイルで生
成されたパスコードを使用してアカウントを保護できます。Duo Mobile 
を使用してパスコードを生成し、すべてのアカウントを 1 つのアプリで保
持します。 

 

目次 

• サードパーティアカウントのセットアップ 

• パスコードの使用 

• バックアップと復元 

  

https://guide.duo.com/third-party-accounts#duo-mobile-install
https://guide.duo.com/third-party-accounts#passcodes
https://guide.duo.com/third-party-accounts#backup-restore


サードパーティアカウントのセットアップ 
1. IPhone/iOS または Android 用の Duo Mobile をインストールします。 

2. 指示に従い、認証アプリケーションを使用して、アカウントの二要素認証（2 段階
認証と呼ばれることもあります）をオンにします。Google Authenticator やその他
のモバイルアプリケーションに関する説明は無視してください。代わりに Duo 
Mobile を使用します。 

3. お使いのアプリケーションで認証アプリケーションを構成する場合は、通常、ス
キャン用のバーコードが表示されます。Duo Mobile を開き、[+] アイコンまたは [ア
カウントの追加（Add Account）] ボタンをタップして、新しいアカウントを追加し
ます。 

 

https://itunes.apple.com/us/app/duo-mobile/id422663827
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duosecurity.duomobile&hl=en


4. Duo Mobile を使用して、画面に表示されているアプリケーションのバーコードをス

キャンします。 

 
ほとんどのサービスでは、バーコードをスキャンできない場合に入力可能な秘密鍵

も用意されています。[バーコードなし（No Barcode?）] ボタンをタップし、リス

トからアカウントのタイプを選択します。[アカウント（Account）] フィールドを

使用して、アカウントに名前を付けます（"Dropbox" や "joe@gmail.com" な

ど）。スマートフォンの [キー（Key）] フィールドにアプリケーションの秘密鍵を

入力します。 



5. 最後に、Duo Mobile のアカウント名の横にあるインジケータをタップして、30 秒

後に有効期限が切れるパスコードを生成します。パスコードジェネレータが正常に

動作していることを確認するために、コンピュータ上のアプリケーションの検証プ

ロンプトにパスコードを（スペースなしで）入力します。その後で、[次へ

（Next）]、[終了（Finish）]、または認証アプリケーションの登録を完了するための

リンクをクリックします。 

 



パスコードの使用 

これで、アカウントへのログイン時にパスコードの入力を要求された場合に、Duo 

Mobile アプリを使用して新しいパスコードを生成できるようになりました。他のモバ

イルアプリで Duo Mobile からのパスコードを使用する必要がある場合は、パスコード

をタップするだけで、現在表示されているコードをコピーして他のアプリに貼り付ける

ことができます。 

バックアップと復元 

注意：お使いのデバイスでは最も安全な保存方法が使用されているため、デバイスから

データを消去した場合やデバイスをアップグレードした場合は、Duo Restore を使用し

て過去のバックアップからサードパーティアカウントを復元するか、アカウントを再プ

ロビジョニングする必要があります。Duo Mobile からサードパーティアカウントをエ

クスポートすることはできません。 

Duo Mobile のサードパーティアカウントをバックアップから復元する際に問題が発生

した場合（回復パスワードを忘れた場合など）に備えて、サードパーティアカウント

（電話番号やバックアップコードなど）に関して推奨されているバックアップ方針に従

うこともお勧めします。 

  

https://guide.duo.com/duo-restore
https://guide.duo.com/duo-restore
https://guide.duo.com/duo-restore


よくある問題 
ここに記載されていない問題がある場合は、システム管理者に問い合わせ

てください。 

• Duo Mobile を再アクティブ化する必要があります。 

• Duo Mobile でプッシュ通知の受信を間違って停止してしまいました。 

• 電話機を紛失しました。 

• ハードウェアトークンが機能しません。 

• iOS 10 を使用しています。デバイス上で App Store から最新バージョンの Duo 

Mobile をインストールすることができません。 

• Microsoft Internet Explorer を使用しています。Duo Prompt が正しく表示されま

せん。 

 

Duo Mobile を再アクティブ化する必要があります 

新しいスマートフォンを入手した場合は、Duo Mobile を再アクティブ化する必要があ

ります。セルフサービスが有効になっている場合は、Duo のデバイス管理ポータルを使

用して、新しいデバイスを自分で登録できます。そうでない場合は、管理者に新しいア

クティブ化リンクを送信するように依頼してください。 

左側のプラットフォームを選択すると、そのプラットフォームでのアクティブ化手順が

表示されます。 

管理者が Duo Mobile のバックアップおよび復元機能を有効にしていて、事前に Duo 

Mobile アカウントをバックアップしていた場合は、ガイド付きの回復プロセスを実行

して、新しいスマートフォン（オリジナルのデバイスと同じプラットフォーム、つまり 

Android から Android、または iOS から iOS）で自分のアカウントを Duo Mobile に復

元できます。こちらから完全版の Duo Restore ガイドを参照してください。 

  

https://guide.duo.com/common-issues#reactivate
https://guide.duo.com/common-issues#reactivate
https://guide.duo.com/common-issues#no-pushes
https://guide.duo.com/common-issues#no-pushes
https://guide.duo.com/common-issues#lost-phone
https://guide.duo.com/common-issues#hardware-token-stopped-working
https://guide.duo.com/common-issues#ios-version
https://guide.duo.com/common-issues#ios-version
https://guide.duo.com/common-issues#ios-version
https://guide.duo.com/common-issues#ie-compat
https://guide.duo.com/common-issues#ie-compat
https://guide.duo.com/common-issues#ie-compat
https://guide.duo.com/manage-devices
https://help.duo.com/s/article/duo-restore


 

Duo Mobile でプッシュ通知を受信できなくなりました 

お使いのスマートフォンと当社のサービスの間にネットワーク通信の問題がある場合

は、プッシュリクエストを受信できない可能性があります。多くのスマートフォンで

は、プッシュリクエストを確認するときに Wi-Fi 通信とモバイルデータ通信のどちらを

使用するかの判断が問題になります。信頼性の高いインターネットに接続されていれ

ば、スマートフォンを機内モードに設定した後、通常の動作モードに戻すだけで、この

種の問題が解決することがよくあります。同様にデバイスの Wi-Fi 接続をオフにしてか

ら、モバイルデータ接続を使用することでこの問題を解決できる場合もあります。 

まず、スマートフォンの時刻と日付が正しいことを確認してください。スマートフォン

の日付と時刻が手動で設定されている場合は、デバイスの設定を変更して、日付と時刻

がネットワークと自動的に同期するように設定してください。 

iOS ユーザは、Duo Mobile バージョン 3.32.0 以降でトラブルシューティング ツール

を実行できます。このツールを実行する手順は次のとおりです。 

1. iOS デバイスで Duo Mobile アプリを開き、アカウントリスト画面の左上にある [編

集（Edit）] ボタンをタップしてから、プッシュリクエストを受信していないアカウ

ントの名前をタップします。 

2. 次に、[アカウントの詳細（Account Details）] 画面の [通知が届きませんか？（Missing 

Notifications?）] セクションで [使い始める（Get Started）] ボタンをタップします。 

3. Duo Mobile でテストが実行されます。いずれかの手順に失敗すると、詳しいトラブ

ルシューティング情報が表示されます。推奨アクションを実行したら、[**テストの

再実行*（**Run test again*）] をタップして再試行します。 

Push の自動トラブルシューティングを実行する手順は次のとおりです。 

• デバイスの設定を確認します。 

• インターネット接続を確認します。 



• デバイスが Duo のクラウドサービスに接続できることを確認します。 

• Duo Push 通知のテスト送信を実行します。 

これらのアクションのいずれもサポートされない場合は、Duo ナレッジベースでiOS と 

Android のその他のトラブルシューティング手順を参照してください。 

自分では Duo Push を機能させることができず、管理者が Duo のデバイス管理ポータ

ルを有効にしている場合は、Duo Mobile アプリによって生成されたパスコードを使用

してログインし、スマートフォンに新しいアクティブ化リンクを送信できます。手順に

ついては、「個人設定とデバイス」ガイドを参照してください。 

ここで紹介されている推奨事項を試しても Duo Push を機能させたり、自分でデバイス

を再アクティブ化したりできない場合は、組織の Duo 管理者に Duo Mobile の再アク

ティブ化を依頼してください。 

 

電話機を紛失しました 

電話機を紛失した場合や盗難に遭ったと思われる場合は、すぐに Duo 管理者に連絡し

てください。 

組織が Duo のセルフサービス機能を有効にしていて、事前に 2 台目の認証デバイスを

登録していた場合は、「個人設定とデバイス」を使用して、紛失または盗難に遭った電

話機を削除できます。 

Duo にログインできない場合は、紛失した認証用の電話機を無効にして別の方法でログ

インできるように設定を変更するよう Duo 管理者に依頼します。 

電話機を紛失した場合は管理者に連絡することが重要ですが、まだアカウントがパス

ワードによって保護されていることに注意してください。 

https://help.duo.com/s/article/2051
https://help.duo.com/s/article/2050
https://guide.duo.com/manage-devices
https://guide.duo.com/manage-devices


 

ハードウェアトークンが機能しません 

トークンが機能しなくなった場合や生成されたパスコードでログインできない場合は、

管理者に連絡してください。 

ボタンが連続して何回も押され、生成されたパスコードがログインに使用されていない

場合は、トークンが「非同期」になることがあります。この現象は、トークンがポケッ

トやバックパックの中で他の物と一緒に保管されていた場合に偶発的に起きることがあ

ります。管理者は、ユーザに連続で 3 つのパスコードを生成するように依頼すること

で、トークンの再同期を試みることができます。 

 

iOS 10 を使用しています。デバイス上で App Store か

ら最新バージョンの Duo Mobile をインストールするこ

とができません 

Duo Mobile 3.29.0 以降でサポートされるオペレーティングシステムの最小バージョン

は iOS 11 です。 

iOS 10 ユーザは、Apple の TestFlight プログラムを使用して、iOS バージョン

（3.28.1）と互換性のある最新の Duo Mobile バージョンをダウンロードできます。 

1. デバイスに Apple TestFlight アプリケーションをインストールする必要があります。 

2. TestFlight をインストールしたら、このリンクをタップしてから、[インストール

（Install）] をタップして、iOS 10 デバイスに Duo Mobile 3.28.1 をインストール

します。 

さらにサポートが必要な場合は、管理者に連絡してください。 

  

https://itunes.apple.com/us/app/testflight/id899247664?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/testflight/id899247664?mt=8
https://testflight.apple.com/join/ArwVoq52


 

Microsoft Internet Explorer を使用しています。 

Duo Prompt が正しく表示されません 

Duo を快適に利用するためには、Duo 認証で Internet Explorer の互換表示を使用する

ことはお勧めしません。互換表示は次の方法でオフにすることができます。 

アドレスバーから： 

ページアドレスの右側にあるアドレスバーに [互換表示（Compatibility View）] ボタン  

が表示されている場合は、そのボタンをクリックして互換モードを終了することができ

ます。 

Internet Explorer の [ツール（Tools）] メニューから： 

Internet Explorer ブラウザウィンドウで、Alt キーを押してメニューバーを表示します。 

[ツール（Tools）] → [互換表示設定（Compatibility View settings）] に移動して、次の

中から必要な変更を行います。 

• [互換表示に追加したWebサイト（Websites you've added to Compatibility View）]  

から Duo 認証を使用する Web サイトを削除します。 

•  [すべてのWebサイトを互換表示で表示する（Display all websites in Compatibility 

View）] オプションが表示されていて有効になっている場合はオフにします。 

• [イントラネットサイトを互換表示で表示する（Display intranet sites in 

Compatibility View）] オプションをオフにします。 

[閉じる（Close）] ボタンをクリックして、変更を保存します。 

それでも Duo Prompt が正しく表示されない場合は、管理者に連絡してください。 

https://guide.duo.com/prompt


 

その他の問題 

ここに記載されていない問題がある場合は、当社のナレッジベースを確認するか、シス

テム管理者にお問い合わせください。 

 

https://help.duo.com/
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