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の図に示すように、管理者に連絡してトー
クエストするよう求めるプロンプトが表示
。

A SecurID® Software Token 2.4 for iOS クイック スタート

めに

SecurIDソフトウェア トークン アプリは、iOS
イスをRSA SecurID認証デバイスに変換する認
フトウェアです。

アプリがソフトウェア トークンとともに提供
ている場合は、デバイス上で生成されるOTP
ンタイム パスワード）を使用して、VPNクライ
トやその他の機密性の高いネットワーク リ
スに対する本人確認、つまり認証を行うことが
ます。

応トークンを使用してOTPを取得する方法

は、PINを必要とするトークンが発行され、
SecurIDの初回認証時にPINを作成します。PIN
だ作成していない場合は、認証を試みる前に
Nの設定」を参照してください。Tokenアプリ
動すると、トークンにPINが必要なことが検出
、発行されたPIN対応トークンのタイプに応じ
面が表示されます。

PINの入力］画面。［PINの入力］画面が表示さ
る場合は、PINを入力してEnterキーをタッ
します。PINと現在のトークンコードの組み
わせである、パスコードがアプリによって表
されます。このパスコードがOTPになります。

トークンコード］画面。［トークンコード］画
が表示される場合、Tokenアプリでは何も入
する必要はありません。その代わりに、保護
象リソースでPINを入力します。PINの横に
在のトークンコードを入力します。この組み
わせがOTPになります。

必要としないトークンを使用してOTPを取
る方法

必要としないトークンがITまたはヘルプ デ
管理者によって発行される場合があります。
nアプリを起動すると、［トークンコード］画
表示されます。現在のトークンコードがOTPに
ます。

アプリのインストール

次のいずれかの方法を使用して、アプリをインス
トールできます。

• アプリをApp Storeからデバイスに直接インス
トールします。

• ITunesでApp Storeを起動し、アプリをコン
ピューターにダウンロードして、デバイスと同
期します。

アプリをデバイスに直接インストール

1. デバイスの［App Store］アイコンをタッ
プします。

2. ［検索］をタップしてキーワード「RSA SecurID
トークン」を入力します。

3. ［RSA SecurIDソフトウェア トークン］
を選択します。

4. ［インストール］をタップします。

5. プロンプトが表示されたら、Apple IDまたは
iTunesアカウント認証情報を入力します。

デバイスが［ホーム］画面に切り替わります。
アプリがダウンロードされる間、進捗バーが表
示されます。ダウンロードが完了すると、アプ
リ アイコン全体が表示されます。

iTunesを使用してアプリをインストール

1. コンピューターのUSBポートにデバイスを接続
します。

2. iTunesでApp Storeを起動します。

3. ［検索］フィールドに「RSA SecurIDトークン」
と入力します。
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されたメールを削除します。
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プリを使用してワンタイム パスワードを生
るには、まずトークンをインストールしておく
があります。

ウェア トークンのインポート

ル アプリを使用して、ソフトウェア トークン
バイスにインポートします。どの方法を使用す
かは、管理者から指定されます。

トークンをインポートすると、プロセスを完了
するために必要な追加のセキュリティ情報の入
力を求められる場合があります。その場合は、
管理者から提供されている以下のいずれかの情
報を入力してください。

• 発行されたトークンをアクティブ化するワンタ
イム アクティベーション コード

• 発行されたトークンを有効化するパスワード 

ソフトウェア トークンのインポート—メールの添
付ファイル

1. デバイスがネットワークに接続していることを
確認します。

2. メール アプリで、トークン ファイルが添付され
ているメールを開きます。

3. メールの添付ファイルをタップします。

4. ［ト

5. プロ
ルの
をタ

トー
しま

6. トー
添付
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定

INが必要であることがITまたはヘルプ デ
者によって指摘された場合は、このセク
指示に従います。

-Service Consoleを使用してPINを作成し

、次を参照してください。「保護対象リ
対する認証.」
A SecurID® Software Token 2.4 for iOS クイック スタート

ウェア トークンのインポート—メールのハ
リンクをタップ

バイスがネットワークに接続していることを
認します。

ール アプリで、メールを開いて、トークンを
ンポートするハイパーリンクをタップします。

ロンプトが表示されたら、アクティベーショ
 コードまたはトークン パスワードを入力し
、［OK］をタップします。この例では、アク
ィベーション コードの入力を求めるプロンプ
が表示されています。

ebサイト証明書を受け入れるよう求められた
、［承諾］をタップします。トークンがイン
ートされ、アプリが起動します。

ークンのインポート後、トークン情報を含ん
ハイパーリンク付きメールを削除します。

ソフトウェア トークンのインポート—リンクを入
力

メールのURLリンクをタップしてトークンをイン
ポートできない場合は、リンクを入力します。

1. メール アプリで、メールを開いて、ハイパーリ
ンクをコピーします。

2. Tokenアプリで、  ＞［リンクの入力］をタッ
プします。

3. 管理者から送信されたリンクを入力するかペー
ストします。リンクはcom.rsa.securid://で始
まります。

4. ［送信］をクリックします。

5. プロンプトが表示されたら、アクティベーショ
ン コードまたはトークン パスワードを入力し
て、［OK］をタップします。この例では、アク
ティベーション コードの入力を求めるプロンプ
トが表示されています。

6. Webサイト証明書を受け入れるよう求められた
ら、［承諾］をタップします。トークンがイン
ポートされ、アプリが起動します。

7. トークンのインポート後、トークン情報を含ん
だハイパーリンク付きメールを削除します。

ソフトウェア トークンのインポート—QRコード

1. Self-Service Consoleにサイン インします。

2. ［トークンのアクティブ化］をクリックします。

3. QRコードのアイコンをタップします。

4. 手順

トー
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イスからトークンコードを読み取ります。

クライアントのサイン イン画面の［パス
ド］フィールドに、デバイスに表示されて
トークンコードをスペースなしで入力し、
］をクリックします。この例では、

452041」と入力します。

作成を求めるプロンプトが表示されます。
必ず4桁から8桁までの数字にし、先頭

ロ以外にします。PINを記憶してください。

いPINを入力して確定します。

コードの入力を求めるプロンプトが表示さ
す。

IN］をタップするか右にスワイプして［PIN
力］画面に戻ります。
A SecurID® Software Token 2.4 for iOS クイック スタート

る前に

nアプリを起動すると、発行されたソフトウェ
ークンのタイプに応じて、 ［PINの入力］画面
はトークンコードのいずれかが表示されます。

okenアプリを起動して、開いたままにします。

のいずれかを実行します。

［PINの入力］画面が表示される場合は、次
のトピックを参照してください。「PINの設
定—［PINの入力］画面.」
トークンコードが表示される場合は、次を参
照してください。「PINの設定—［トークン
コード］画面.」

の手順では、アクセスを許可する前に本人確認
要なリソースの例として、VPNクライアントを
します。

設定—［PINの入力］画面

ンピューターでVPNクライアントに接続
ます。

ーザー名を入力して、VPNサイン イン画面
開いたままにします。

3. デバイス上で、［PINの入力］フィールドを空白
のままにして、Enter（➞）キーをタップする
か、左にスワイプします。

4. デバ

5. VPN
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「29
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PINは
をゼ

6. 新し

パス
れま

7. ［<P
の入



RS

 5

8. 新
キ バイス上にあるVPNまたはその他の

対象リソースに対して認証を行う場合
［コピー］ボタンを使用してトークン
ドをコピーできます。

作成を求めるプロンプトが表示されます。
必ず4字から8字までの文字にします。
記憶してください。

いPINを入力して確定します。

コードの入力を求めるプロンプトが表示さ
す。

イスで、［>］（ネクスト コード）をタップ
か左にスワイプします。
A SecurID® Software Token 2.4 for iOS クイック スタート

しく作成されたPINを入力して、Enter（➞）
ーをタップします。

9. デバイスからパスコードを読み取ります。

10. VPNクライアントのサイン イン画面の［パス
コード］フィールドに、パスコードをスペース
なしで入力します。［OK］をクリックします。

PINの設定—［トークンコード］画面

1. コンピューターでVPNクライアントに接
続します。

2. ユーザー名を入力します。

3. ［パスコード］フィールドに、デバイスに表
示されているトークンコードをスペースなし
で入力し、［OK］をクリックします。
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保護
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コー
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PINは
PINを

4. 新し
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れま

5. デバ
する
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PNクライアントのサイン イン画面に戻ります。
パスコード］フィールドに、新しく作成された

INを入力し、その直後に、デバイスに表示さ
ているネクスト コードをスペースなしで入力
ます。［OK］をクリックします。

対象リソースに対する認証

対象リソースに対する認証を行うには、次の手
従います。次の手順の例では、コンピューター
存在するVPNクライアント アプリケーション
ソースです。

ンピューターでVPNクライアント アプリケー
ョンに接続します。

ーザー名を入力して、VPNクライアントのサ
ン イン画面を開いたままにします。

バイスでTokenアプリを起動します。

のいずれかを実行します。

PINの入力を求めるプロンプトがデバイスに
表示されている場合は、PINを入力して
Enterキーをタップします。デバイスにパス
コードが表示されます。RSA SecurIDソフト
ウェア トークンのパスコードを、VPNクライ
アント アプリケーションにスペースなしで
入力します。

トークンコードがデバイスに表示されている
場合は、PINをVPNクライアント アプリケー
ションに入力してから、PINの右側にトーク
ンコードをスペースなしで入力します。

• トークンにPINが必要でない場合は、VPNク
ライアントの［パスコード］フィールドに、
デバイスに表示されているトークンコードを
スペースなしで入力します。

注：デバイス上にあるVPNまたはその他の
保護対象リソースに対して認証を行う場合
は、［コピー］ボタンを使用してトークン
コードをコピーできます。

5. ［OK］をクリックします。

注：デバイスに表示されているコードをコン
ピューターに入力する前に、コードが変更さ
れてしまった場合は、ネクスト コードを入力
してサイン インを完了します。

ネクスト トークンコードでの認証

ネクスト トークンコードの入力を求める保護対象
リソースに対して認証を行う場合は、次の手順に従
います。

1. 認証を行おうとしている保護対象リソースに
よってネクスト トークンコードの入力を求めら
れたら、デバイス上でTokenアプリに戻ります。

2. ［>］（ネクスト コード）をタップ するか左
にスワイプ してネクスト トークンコードを
表示します。

3. 保護対象リソースで、Tokenアプリによって表
示されたトークンコードを入力します。
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