２０１9 年 11 月 19 日
パソコンを使いこなす会
【第 16 回分科会のテーマ： スマホを探す 】

今回は、普段使っているスマホが見当たらなくなったとき、自分でパソコンを操作して探し出す演習をします。
iPhone や Android 端末は Wi-Fi や GPS と信号のやり取りをしているので、その信号を辿っていけば大ま
かな場所を絞り込むことができます。
ここで、スマホとして記載していますが、iPad やタブレットに対しても同様に探すことができます。また、自分の
スマホだけでなく、ID、パスワードを提供された知人のスマホを探してあげることもできます。
この操作は、スマホ・パソコンの ID、パスワードの仕組みを理解するいい機会になります。
A. iPhone を探す
B. Android デバイスを探す
C. 携帯を探す

【具体的内容：スマホを探す】
】

A. iPhone を探す
【https://www.apollomaniacs.com/ipod/howto_touch_findmyiphone.htm】
1. 「iPhone を探す」の初期設定
Find iPhone 機能を使用するには、最初に１回初期設定が必要。
まずは iCloud のセットアップを行う。

①.

(設定)画面を開き、自分のアカウント名が表示されている部分をタップする。
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名前の下に記載されているメ
ールアドレスが Apple ID で
す。

②.

(探す)をタップする。

③. 「iPhone を探す」をタップする。
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「オフラインのデバイスを探す」を
(オン)にしておくと、 無くしたデバイ
スがネットにつながらない状態(オフライン)でも、そのデバイスの追跡が可能とな
ります。 これはオフラインとなったデバイスが Bluetooth ビーコン信号を送信し、
近くの iOS デバイス（他人の物を含む）がそれを受信できた場合に、その情報をア
ップルにリレーすることにより実現します。 もちろんこの情報は暗号化され、リレ
ーしたデバイスの持ち主やアップルには、紛失したデバイスの持ち主は特定できま
せん。 またこの情報量は非常に少ないので、リレーしたデバイスの通信料やバッテ
リーに負荷をかけることはありません。
なお、この機能を使用するには、少なくとも 2 台以上の iOS デバイスまたは Mac
を所有している必要があり、 デバイスの検索にも、iOS デバイスまたは Mac を使
用する必要があります。 これは暗号化された Bluetooth ビーコン信号の解読に、
iOS デバイスまたは Mac のセキュアチップに格納された、鍵情報を使用するため
です。
「最後の位置情報を送信」を
(オン)にしておくと、 iPod/iPad/iPhone の
バッテリーが減少し、停止する直前に、その位置情報を iCloud に送信します。
iCloud の「iPhone を探す」画面からデバイスを見つけられるチャンスが増加しま
す。(iOS8 以降)
④. 「iPhone を探す」を
(オン)にする。
(通常、iCloud を有効にすると、同時に「iPhone を探す」もオンになる。)
⑤. これで準備は完了。

2. パソコンから iPhone を探す
それでは実際に、パソコンから iPhone を探してみよう。
①. iCloud へのログイン
パソコンのインターネットブラウザで iCloud のログイン画面 を開き、Apple ID とパスワードを入力する。
②. パスワードを忘れた時は、ここをクリックしてパスワ
ード再設定に行く。
③. 「2 ファクタ認証」の設定をしているときは下の画面
になる。
ここで、「iPhone を探す」をクリックする。
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④. Apple ID とパスワードを正しく入力したときは次のメニュー画面になる。

⑤. アイコンをクリックすると、各機能を利用できる。
⑥.

(iPhone を探す)アイコンをクリックする。

⑦. 場合によっては、ここで再度 Apple ID のパスワードを要求されるので、パスワードを入力する。

⑧. すると地図画面が開き、あなたの iPhone の現在の場所が図示される。
⑨. 画面上の「すべてのデバイス」をクリックすると、あなたが Apple ID に結びつけているデバイスの一覧が表
示される。 任意のデバイスをクリックすると、その位置を知ることが出来る。
ただしネットワークに繋がっていないデバイスにはグレーの丸マークが付き、最後に確認された位置が表示
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される。 iPod touch など、Wi-Fi 接続しか持たないデバイスでは、スリープに入ってもグレーマークにな
る。

⑩. 各デバイス名をクリックすると、上のような画面が表示される。
B. Android デバイスを探す
【https://support.google.com/accounts/answer/6160491?hl=ja&ref_topic=7189042】

1. デバイスを見つける準備
Android デバイスで Google アカウントにログインすると、デフォルトで「デバイスを探す」がオンになる。
「デバイスを探す」を使用するには、紛失した Android デバイスが次の条件を満たしている必要がある。
• 電源がオンになっている
• Google アカウントにログインしている
• モバイルデータ ネットワークまたは Wi-Fi に接続している
• Google Play での表示がオンになっている
• 位置情報がオンになっている
• 「デバイスを探す」がオンになっている
①. 「デバイスを探す」がオンになっているか確認する
「デバイスを探す」をオフにしている場合は、次のようにする。
1. デバイスの「設定」アプリを開く。
2. [セキュリティ] [デバイスを探す] をタップする。[セキュリティ] が表示されない場合は、[セキュリ
ティと現在地情報] または [Google] [セキュリティ] をタップする。
3. 「デバイスを探す」がオンになっていることを確認する。
複数のユーザーが共有するタブレットの場合、この設定を変更できるのはタブレットの所有者のみ。
②. 位置情報がオンになっているか確認する
1. デバイスの「設定」アプリを開く。
2. [位置情報] をタップする。[位置情報] が表示されない場合は、[セキュリティと現在地情報]
情報] をタップする。
3. [位置情報] をオンにする。
③. Google Play での表示がオンになっているか確認する
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[位置

Google Play で非表示にしているデバイスは、「デバイスを探す」にも表示されない。デバイスを表示する手順
は次のとおり。
1. play.google.com/settings にアクセスする。
2. 「マイデバイス」で選択したデバイスの[表示]に☑を付ける。
2. パソコンでデバイスを見つける
1. Google アカウントにログインする。

注: このデバイスに複数のユーザー

プロファイ ル を設定している場合は、メイン プロファイ ル の

Google アカウントでログインする。ユーザー プロファイルの詳細を参照。

2. android.com/find にアクセスする。≪https://android.com/find≫

3. 複数のデバイスを利用している場合は、画面の上部で目的のデバイスをクリックする。
3. アプリをインストールする
Android スマートフォンや Android タブレットを使って他のデバイスを見つけられるようにしておくには、デ
バイスに「デバイスを探す」アプリ
をインストールする。
4. アプリで探す
1.

別の Android スマートフォンまたはタブレットで、「デバイスを探す」アプリ を開く。
別のデバイスにこのアプリをまだインストールしていない場合は、Google Play からダウンロードする。

2. ログインする。
•
•

3.

<あなたの名前>
あなたの名前> として続行] をタップする。
友だちの手助けをしている場合は、[ゲストとしてログイン] をタップして、友だちにログインして
自分自身のデバイスを紛失した場合は、[

もらう。

上記と同じ手順で操作し、こちらの手順に進む
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C. 携帯を探す
【https://soreiinee.com/2227.html】
1.

ドコモの場合

サービス内容の紹介サイト：
https://www.nttdocomo.co.jp/service/safety/search/
①. フリーダイヤル：0120-524-360 に電話する。
②. ガイダンスが流れますので指示に従って操作する。
③. オペレータから次の内容を聞かれる。
・本人確認の情報
・無くした携帯の番号
・無くした携帯の機種
・無くした携帯の暗証番号
④. 電波の発信位置を確認して、○○町の○○番地付近というところまで教えてもらえる。
2. au の場合

ケータイ探せて安心サービス にアクセス。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/featurephone/safety/sagasete-anshin/
①. フリーダイヤルに電話する。
 au ケータイから：局番なし 113（無料）
 au 以外の携帯電話、一般電話から：0077-7-113（無料）
②. 操作は、ドコモの場合と同じ。
3. ソフトバンクの場合

紛失ケータイ捜索サービス
http://www.softbank.jp/mobile/service/search_phone/
①. 電話で問い合わせる。
 ソフトバンク携帯から：局番なし 157（無料）
 一般電話から：0800-919-0157 （無料）
②. 操作は、ドコモの場合と同じ。
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以上

