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Duo 管理者パネル v1：インスタント デモ  

 

 

 
最終更新日：08-July-2019 

インスタント デモについて 

この事前設定済みデモ ガイドの内容は次のとおりです。 

インスタント デモについて 

このソリューションについて 

はじめに 

シナリオ 1： ダッシュボードの表示 

シナリオ 2： デバイスの分析情報の表示 

シナリオ 3： ポリシーの管理 

次に必要な作業 
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要件 

必須 オプション 

ラップトップ Cisco AnyConnect® 
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このソリューションについて 

この Duo 管理者パネル（Duo Admin Panel）インスタント デモでは Duo の管理作業について説明します。Duo ア
カウントに関するほとんどの設定は Duo 管理者パネルで行います。管理者は新しいアプリケーションの統合やユー
ザ登録などの設定を実行できます。また、企業リソースにアクセスしているデバイスに対するポリシーを表示して設
定し、セキュリティ態勢をより深く理解できます。Duo はモバイルとデスクトップの両カテゴリの主要なデバイス 
プラットフォームでデータをキャプチャし、詳しい分析情報を提供します。 

通常、MDM や EMM などのソリューションでは、重要なデバイス データをキャプチャするためにデバイスにエー
ジェントをインストールする必要があります。これらエージェントでは、デバイスのユーザが複数の権限を管理者に
与える必要があることが多く、ユーザが不安を感じる場合があります。 

以下は Duo 管理者パネルが提供する利点の一部です。 

• Duo はエージェントを必要とせずにデータをキャプチャ可能。Duo で保護されたアプリケーションにユーザがロ
グインするたびにキャプチャを実行。 

• エンド ユーザに Duo の存在を意識させない透過性。 

• 管理者が追加のセットアップや設定を行うことなく、そのままでデータをキャプチャ可能。 

 

さらに、Duo 管理者パネルでは、最新でセキュアなデバイスだけがアプリケーションにアクセス可能なようにデバ
イス ポリシーを設定できます。 
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はじめに 

プレゼンテーションの前に 

Cisco dCloud では、実際の対象者の前でプレゼンテーションを行う前に、アクティブなセッションを使用して、
このドキュメントのタスクを実施しておくことを強く推奨します。そうすることで、ドキュメントとコンテンツの
構成に慣れることができます。 

場合によっては、環境を元の構成にリセットするため、このガイドのシナリオを完了した後に新しいセッションを
スケジュールする必要があります。 

プレゼンテーションを成功させるには入念な準備が不可欠です。 

次の手順に従ってインスタント アクセス コンテンツのセッションを開始し、プレゼンテーション環境を設定します。 

1. [カタログ（Catalog）] をクリックして、サイド バーから [インスタントデモ（Instant Demo）] を選択します。
これで、すべての dCloud インスタント デモが一覧表示されます。 

2. [表示（View）] をクリックします。 

注：[カタログ検索（Search Catalog）] ボックスを使用してインスタント デモ（Instant Demo）の名前を検索する
こともできます。 
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シナリオ 1： ダッシュボードの表示 

価値提案：ダッシュボードでは、組織内にある Duo インスタンスを管理できるほか、Duo 全体の稼働状況を表示で
きます。 

手順 

1. Duo 管理者パネルにログインすると、Duo ダッシュボード画面になり、企業リソースにアクセスしているユー
ザとデバイスの詳細が表示されます。 

注：デモの Duo 管理者パネルには、一般的なお客様のデータが例として入力されています。 

 

2. ダッシュボードを確認します。以下の情報が表示されています。 

• 登録済みユーザの数。 

• 登録済みデバイスの数。 

• 認証データ履歴。 

• 緊急性が高い可能性のある状況（現在ロック アウトされているユーザの数など）。 
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3. [認証（Authentications）] セクションでヒストグラムの棒グラフにマウス ポインタを合わせると、その期間の
認証の詳細を確認できます。 

• 期間（選択した棒グラフが示す）。 

• アクセスを許可（Granted Access）されたユーザの数。 

• アクセスを拒否（Denied Access）されたユーザの数。 
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4. [認証ログ（Authentication Log）] セクションまで下にスクロールすると、認証に関するさらに詳しい情報が表
示されます（ユーザ名、アプリケーションなど）。 
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シナリオ 2： デバイスの分析情報の表示 

価値提案：このシナリオでは、 環境内のデバイスについて Duo で表示されるデータを示します。このデータには
多くの価値があります。組織の多くでは、会社のラップトップを使うよう従業員に求めていますが、その方針を守
らせる技術的な方法がありません。何も対策を取らないと、エンド ユーザが各自の個人デバイスから Outlook Web 

App などのリソースにアクセスする可能性があります。企業リソースに個人デバイスでアクセスされると、脆弱な
バージョンの Windows（Vista など）を実行していても把握できないため、これはかなり危険です。 

このデモでは、Duo 管理者パネルの 3 つの領域に焦点を当てます。 

• デバイス インサイト（概要） 

• モバイル デバイス 

• ラップトップおよびデスクトップ 

手順 

概要 

1. 管理者パネル（Admin Panel）で [デバイスインサイト（Device Insight）] を選択し、[デバイスインサイト
（Device Insight）] 画面を表示します。 

 

2. [デバイスインサイト（Device Insight）] 画面を詳しく確認します。 

• 企業アプリケーションにアクセスするラップトップやデスクトップなどのデバイスすべて、およびモバイル 
デバイス（多要素認証に使うデバイスも含む）の概要を確認します。 

• 最新デバイスと旧型デバイスの割合など、オペレーティング システムの分布を確認します。管理者は、管理
対象デバイスと管理対象外デバイスの数を比較することもできます。 
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3. 下にスクロールすると、このデータの直近 7 日、30 日、90 日のトレンドを示すグラフを確認できます。 

• 最近のソフトウェア リリースと旧型デバイスの上昇が対応していることに注目してください。 
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注：ブラウザ（およびブラウザ プラグイン）も攻撃に対する脆弱性がよく見られますが、これらについても同様の
トレンド データを利用できます。 
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モバイル デバイス 

1. 管理者パネルで、[デバイスインサイト（Device Insight）] > [モバイルデバイス（Mobile Devices）] を選択し
ます。 

 

2. [モバイルデバイス（Mobile Devices）] 画面には、使用中のモバイル デバイスの詳細な内訳が表示されます。
これには Duo モバイル アプリケーションをインストールしているデバイスと、Duo で保護されているブラウザ
ベースの企業リソースにアクセスするデバイスの両方が含まれます。 
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3. 画面の [デバイスの内訳（Device Breakdown）] セクションには、プラットフォームのさまざまな OS の内訳が
表示され、iOS と Android それぞれの詳しいバージョンも表示されます。 

注：この分析情報は、管理者が Spectre や Meltdown などの脆弱性に関連するリスク プロファイルを把握するため
に重要です。 

4. 下にスクロールして、これらのデバイスが改ざんされているかどうか（脱獄、または root 化されている）、 
画面ロックが有効かどうか、バイオメトリックが有効かどうか、Android デバイスでディスク暗号化が有効かど
うか（すべての iOS デバイスではデフォルトで有効）を確認します。 

 

注：これらの分析情報は、対応するポリシー（シナリオ 3 で説明）と共に、企業データにアクセスするデバイスに
暗号化と画面ロックを求めるコンプライアンス規制で役立ちます。 

注：このデータはすべて、Duo モバイル アプリケーションを使用してネイティブにキャプチャされます。このため
エージェントは必要ありません。 
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ラップトップおよびデスクトップ 

価値提案：3 月初旬、Google Chrome に対してゼロデイ攻撃が発生し、重大な脆弱性があることが発覚しました。
この時 Duo を利用する企業は、エンド ユーザが使用していた Chrome のバージョンを把握していただけでなく、
エンド ユーザの Chrome が更新されるまで Chrome からのアクセスを制限することもできました。 

1. 管理者パネルで、[デバイスインサイト（Device Insight）] > [ラップトップおよびデスクトップ（Laptops & 
Desktops）] の順に選択します。 

 

注：このすべてのデータは、Duo で保護されたブラウザベースのリソースにユーザがログインするたびに Duo で
キャプチャされます。エージェントは必要ありません。 

2. [ラップトップおよびデスクトップ（Laptops & Desktops）] 画面で、環境で使われている企業の管理対象デバ
イスと BYO デバイスの両方についてオペレーティング システムの内訳の概要を確認します。 
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3. 最初に OS 情報の概要が表示され、その後に OS バージョンごとのデータが表示されます。 

4. 下にスクロールして、ブラウザ プラットフォームと各バージョンの同様の内訳を確認します。 

 

 

価値提案：他のソフトウェアと同様に、古いブラウザはエクスプロイトに対して脆弱です。ブラウザはエンド ユー
ザが日常的に（企業リソースだけでなく）個人の Web サイトや疑わしい Web サイトへのアクセスにも使っている
ため、かなり広い攻撃対象領域を抱えています。攻撃者はエクスプロイトしやすい古いブラウザを探して攻撃を仕
掛けるため、ブラウザを最新の状態に維持することが、膨大な数の攻撃を少しでも減らす重要な手段となります。 
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5. さらに下にスクロールして Java と Flash プラグインのステータスを表示し、プラグインが有効かどうかを確認
します。有効な場合は最新のものかどうかを判断します。 

注：Java と Flash プラグインのリリース ノート（特にセキュリティ更新について）を確認すれば、これらプラグイ
ンを無効にすべきか、少なくとも最新の状態に維持すべきかを判断できます。 
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6. いずれかのプラグインをクリックすることで、特定のデバイスとその関連ユーザを詳しく表示できます。 

 

 

 

注：このデータはすべて Duo プラットフォームに 180 日間保管され、その他のプラットフォーム（Splunk、
Rapid7、その他の SIEM など）にエクスポートできます。 
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シナリオ 3： ポリシーの管理 

価値提案：このシナリオでは、管理者がデバイス データに基づいて設定できるポリシーを詳しく説明します。また、
Duo デバイス ポリシーを使用して、最新かつセキュアなデバイスだけにアプリケーションへのアクセスを認める方
法を紹介します。 

通常、これらのポリシーで管理者の操作が必要になることはほとんどありません。しかし、今年初めに発覚した 

Chrome の脆弱性を突いたゼロデイ攻撃など新たな脅威が発生した場合は、管理者がログインして数回クリックす
るだけで、「直ちに更新を求めるポリシー」を 2 週間適用できます。これにより、絶えず変化する脅威の状況下で
も組織のセキュリティ態勢をすぐに改善できます。 

注：Duo でソフトウェア アップデートが管理されているため、新しいバージョンがリリースされるたびにポリシー
のチェックと更新を心配する必要がありません。 

手順 

1. 管理者パネルで [ポリシー（Policies）] を選択します。 

 

2. すでに設定されているポリシーを確認します。Duo ポリシーの適用レベルは 3 つあります。 

• グローバル：すべてのユーザとアプリケーションに適用されるポリシー 

• アプリケーション：割り当てられている特定のアプリケーションに適用されるポリシー 

• グループ：特定のアプリケーションに接続する特定のユーザ グループに適用されるポリシー 

注：この 3 つのポリシー レベルを使用すると、管理上の負担を最小限に抑えながら、ビジネスを実行するために必
要なアクセスのみを提供する、包括的なセキュリティ ポリシーを作成できます。 
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3. 下にスクロールして、Workday 管理者（Workday Administrators）ポリシーを表示します。 

• ERP ソリューションである Workday の管理者は、組織のミッション クリティカルなアプリケーションに対
してかなり高い権限を持ちます。 

• Workday 管理者には、より制限されたアクセス ポリシーが必要です。 

• グループ レベルのポリシーを使用しているため、Workday 管理者のみが影響を受けます。標準のログイン 
ユーザにはもう少し制限のないポリシーを作成できます。 

 

4. 上にスクロールして戻り、ユーザ ロケーション（User Location）ポリシーで米国からのアクセスを許可し、
それ以外の国からのアクセスは拒否するように設定されているのを確認します。 

 

価値提案：これはすべての管理者が米国にいて、出張もないことがわかっている場合です。米国以外にも拠点があ
る場合や、従業員が国外に頻繁に出張する場合は、これらのユーザに対して米国以外からのログインを許可するき
め細かいグループ ポリシーを別に作成できます。 
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5. [信頼できるエンドポイント（Trusted Endpoints）]  ポリシーを表示します。 

• 現在はこのポリシーが設定されているため、企業が管理して信頼できるエンドポイントでのみ Workday に
ログインできます。これには、EMM（Jamf など）が管理するラップトップや企業 MDM（Airwatch など）
に登録されているモバイル デバイスなどがあります。 

 

注：Workday は機密データを扱う極めて重要性の高いアプリケーションであるため、管理された信頼できるデバイ
スが必要とされるのは当然です。組織内には重要性が若干低いアプリケーションやユーザ グループが他にも存在す
るため、それらにはデバイスが最新の状態に保たれている限り、BYO デバイスを使ったアクセスを許可できます。 

6. 下にスクロールし、Workday にログインする際は Chrome を使うこと、および Chrome の最新バージョンがリ
リースされた場合は 2 週間以内に更新する必要があることを規定した Browsers ポリシーが設定されているこ
とを確認します。 

• このポリシーでは、ブラウザが最新バージョンでなくなると、Workday にログインするたびに通知を受け取
るようになりますが、最初の 2 週間は更新を延期できます。 

• ただし、2 週間を超えるとログインはブロックされ、更新してからでないとログインできなくなります。 

 

価値提案：Duo はユーザにブロックした理由だけでなく、デバイスの更新方法についても通知するため、IT 部門 

や管理者のサポートがなくてもユーザはこのプロセスを完了できます。これによりヘルプデスクの負担が減り、 

ステップバイステップで解決方法がわかるため、ビジネス ユーザの時間が無駄になりません。ここでのユーザは 

管理者です。Duo ではログインが保護されるだけでなく、その他のユーザにも役立つ価値が提供されます。 

7. 画面下部の Mobile ポリシーに注目します。 

 

注：これらの各ポリシーは、ユーザが強力なセキュリティのベスト プラクティス（画面ロックを有効にすることを
求める、デバイスが脱獄、または root 化（改ざん）されていないことを求める、など）に従うようにするアシュア
ランスを管理者がすばやく簡単に設定して提供できるように設計されています。 
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8. 管理者パネルで [レポート（Reports）] を選択して [認証ログ（Authentication Log）] を表示し、Duo ポリシー
によりアプリケーションへのログインが阻止されたユーザを確認します。 

 

9. フィルタ アイコンをクリックすると、フィルタ フィールドとフィルタ オプションが表示されます。[アクセス拒
否（Access denied）] ボックスをオンにします。 
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10. ユーザがログインできなかった認証イベントがいくつか表示されるまで下にスクロールします（場所の制限、 
古いデバイスなどの理由）。 

 
 



インスタント デモ ガイド 
Cisco dCloud 

 

 

©2019 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 
Cisco、Cisco Systems、およびCisco Systemsロゴは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。 
本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。 
「パートナー」または「partner」という用語の使用はCiscoと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1502R)  
この資料の記載内容は2019年7月現在のものです。 
この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。 

 
 

 
 

シスコシステムズ合同会社 

〒107‐6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー 
http://www.cisco.com/jp 
 
 

 

19.07 

お問い合せ先 

 

次に必要な作業 

関連する Duo Security プロポーザルを確認し、Duo Security によって、オンプレミスとクラウドのすべてのア
プリケーションへのユーザ、デバイス、場所を問わないシンプルで安全なアクセスがどのように実現されてい
るのか理解してください。 

 

https://dcloud2-rtp.cisco.com/content/proposal/139766/download
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