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Duo ラボ v1 – 初級者向け 

 

 

 

最終更新日：2019 年 11 月 29 日 

このラボについて 

事前設定済みのラボ用に作成された初級者向けガイドでは、管理パネルの概要を含め、基本的なセットアップ方法に

ついて一通り説明します。内容は次のとおりです。 

このラボについて 

要件 

このソリューションについて 

トポロジ 

はじめに 

シナリオ 1. 管理パネルの操作 

シナリオ 2. アプリケーションの保護 

シナリオ 3. アプリケーションのオプション 

シナリオ 4. アプリケーションの削除 

シナリオ 5. ユーザの保護 

付録 A. Duo アカウントへのサインアップ 

次に必要な作業 
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注：ラボを開始してから 24 時間以内に、自分の Duo アカウントをアクティブにする必要があります。24 時

間を過ぎると、アクティベーションコードの有効期限が切れます。 
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要件 

次の表に、このデモンストレーションの要件の概要を示します。 

必須 オプション 

ラップトップ Cisco AnyConnect® がインストールされているラップトップ 

スマートフォン  

Duo Mobile アプリ  

このソリューションについて 

管理者は、Duo を導入することで、データの漏洩やアカウントの乗っ取りから組織と従業員を保護できます。 

このラボの初級者向けガイドでは、管理パネルの基本的な操作方法について説明します。Duo の二要素認証システム

のすべての要素は、管理パネルから管理できます。以下のような要素があります。 

• アプリケーションの設定およびテスト 

• 外部ユーザディレクトリからのユーザおよびグループのインポート 

• ユーザの登録と管理 

• 認証方式の管理 

• ユーザおよびデバイスに対するアクセスポリシーの適用 

• ダッシュボードのモニタリングおよびログ/レポートの生成 

• Duo 管理者アカウントの作成および管理 

• その他 
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トポロジ 

このコンテンツには、スクリプト形式のシナリオと、ソリューションの機能を実例で示すために事前設定された管理

ユーザとコンポーネントが含まれています。コンポーネントのほとんどは、あらかじめ定義された管理ユーザアカウ

ントを使用してすべて設定できます。コンポーネントへのアクセスに使用する IP アドレスとユーザ アカウント クレ

デンシャルは、アクティブセッションの [トポロジ（Topology）] メニューのコンポーネントアイコンをクリックして

確認するか、クレデンシャルが必要となるシナリオ内の手順で確認できます。 

dCloud のトポロジ 
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はじめに 

 

次の手順に従ってコンテンツのセッションをスケジュールし、プレゼンテーション環境を設定します。 

1. dCloud セッションを開始します。[手順を見る] [英語]  

注：セッションがアクティブになるまで最長で 10 分かかることがあります。 

2. 最適なパフォーマンスを得るには、Cisco AnyConnect VPN [手順を見る] [英語] およびラップトップのローカル 

RDP クライアント [手順を見る] [英語] を使用してワークステーションに接続します。 

3. [Jumphost] をクリック後、[リモートデスクトップ（Remote Desktop）] をクリックします。 

 

4. デスクトップの [デモ実施可能（Demo Ready）] アイコンをダブルクリックします。 

 

https://dcloud-cms.cisco.com/help/initiate-your-dcloud-session
https://dcloud-cms.cisco.com/help/install_anyconnect_pc_mac
https://dcloud-cms.cisco.com/help/local_rdp_mac_windows
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5. Duo Mobile アプリを自分のスマートフォンにダウンロードします。 

6. スマートフォンで Duo Mobile アプリを開き、右上隅にある [+] アイコンをクリックします。 

 

7. スマートフォンで QR コードをスキャンします。 

トラブルシューティング：QR コードをスキャンできない場合は、モバイルアプリで、[バーコードなし 

（No Barcode?）] をタップします。次に、[追加するアカウントのタイプ（What type of account do you want 

to add?）] リストから [Duo Security] を選択します。最後に、ラップトップのクレデンシャル画面（[起動

（Launch）] ボタンの下）で、[手動アクティベーションコード（Manual activation code）] フィールドに有

効な URL を入力します。 

8. ラップトップで [起動（Launch）] をクリックすると、Web ブラウザに新しい [ログイン - Duo（Login - Duo）] 

タブが開きます。 
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9. デスクトップの下部にある DCV Automation Controller アイコンをクリックして、[dCloudへようこそ（Welcome 

to dCloud）] 画面に戻ります。 
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10. [dCloudへようこそ（Welcome to dCloud）] 画面で、[電子メールアドレス（Email Address）] の横にある  

[コピー（copy）] リンクをクリックします。 

11. 次に、デスクトップの下部にある Google Chrome アイコンをクリックして Web ブラウザの [ログイン -  

Duo（Login - Duo）] タブに戻り、電子メールアドレスを貼り付けます。 

 

 

 

12. [続行（Continue）] をクリックします。 



ラボガイド 

Cisco dCloud 

 

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. 10/36 ページ 

13. デスクトップの下部にある DCV Automation Controller アイコンをクリックして、[dCloudへようこそ（Welcome 

to dCloud）] 画面に戻ります。 

 

 

 

14. 今度は、[パスワード（Password）] の横の [コピー（copy）] リンクをクリックします。 

15. 次に、デスクトップの下部にある Google Chrome アイコンをクリックして Web ブラウザの [ログイン -  

Duo（Login - Duo）] タブに戻り、パスワードを貼り付けます。 
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16. [ログイン（Log In）] をクリックします。 

17. [保存（Save）] をクリックしてクレデンシャルを保存します。 

 

18. Duo Mobile アプリのパスコードを [パスコード（Passcode）] フィールドに入力して ID を確認し、[送信 

（Submit）] をクリックします。 
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シナリオ 1. 管理パネルの操作 

価値提案：管理パネルの左側にあるリンクをクリックすると、さまざまなメニュー項目を表示したり管理したりでき

ます。割り当てられた管理者ロールによっては、メニューの一部しか表示されない場合があります。 

手順 

1. 左側のナビゲーション画面に表示されている次の各オプションについて理解します。概要ビデオ 

• [ダッシュボード（Dashboard）]：サマリーと認証マップに戻ります。ダッシュボード参考資料 

• [デバイスインサイト（Device Insight）]：Duo で認証されるクライアントとデバイスに関する情報を確認できま

す。この機能は、Duo Beyond、Duo Access、Duo MFA プランを利用しているお客様に表示されます。デバイ

スインサイト参考資料 

• [ポリシー（Policies）]：ユーザグループおよびアプリケーションごとに、アクセスポリシーの調整や割り当てを

行います。この機能は、Duo Beyond、Duo Access、Duo MFA プランを利用しているお客様に表示されます。

ポリシー参考資料 

• [アプリケーション（Applications）]：アプリケーションの表示、追加、変更を行います。アプリケーションの保

護に関する参考資料 

• [ユーザ（Users）]：ユーザの表示、作成、変更を行います。Duo ユーザの管理に関する参考資料 

• [グループ（Groups）]：ユーザグループの作成、表示を行います。グループの利用に関する参考資料 

• [エンドポイント（Endpoints）]：Duo にアクセスするエンドユーザデバイスのオペレーティングシステム、ブラ

ウザ、プラグインセキュリティのステータスに関する情報を確認できます。この機能は、Duo Beyond、Duo Access 

プランを利用しているお客様に表示されます。エンドポイント参考資料 

注：この機能は、Duo MFA プランのお客様は利用できません。 

• [2FAデバイス（2FA Devices）]：スマートフォン、ハードウェアトークン、およびその他の認証デバイスの表示、

作成、割り当てを行います。2FA デバイスの管理 

• [管理者（Administrators）]：Duo 管理者アカウントの作成、管理、削除を行います。Duo 管理者アカウントの

管理 

• [信頼できるエンドポイントの設定（Trusted Endpoints Configuration）]：Duo 証明書を使用して、管理対象のデ

バイスおよび管理対象外のデバイスを検出する統合管理機能をセットアップします。この機能は、Duo Beyond プ

ランを利用しているお客様に表示されます。信頼できるエンドポイントに関する参考資料 

https://duo.com/docs/administration#video-overview
https://duo.com/docs/administration#dashboard
https://duo.com/docs/insight
https://duo.com/docs/insight
https://duo.com/docs/policy
https://duo.com/docs/protecting-applications
https://duo.com/docs/protecting-applications
https://duo.com/docs/administration-users
https://duo.com/docs/using-groups
https://duo.com/docs/endpoints
https://duo.com/docs/administration-devices
https://duo.com/docs/administration-admins
https://duo.com/docs/administration-admins
https://duo.com/docs/trusted-endpoints
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注：この機能は、Duo MFA プランのお客様は利用できません。 

• [レポート（Reports）]：認証イベント、管理者アクション、およびその他の有益な情報に関するレポートを表示

できます。課金管理者およびフィッシング管理者を除くすべての管理者がレポートを確認できます。レポート参

考資料 

• [設定（settings）]：Duo サービスのグローバル設定を変更します。管理パネルの使用と設定の変更に関する参考

資料 

• [課金（Billing）]：支払い方法の管理、Duo サブスクリプションの変更、月次課金履歴の表示およびダウン 

ロード、テレフォニークレジットまたは Duo ハードウェアトークンの購入を行います。 

2. 管理パネルの左側には、Duo のサポート情報も記載されています。 

3. また、左側の [アカウントID（Account ID）] の下には [導入ID（Deployment ID）] が表示されます。導入 ID を

クリックすると、Duo サービスのステータスページが表示され、Duo のクラウドシステムに関する現在の運用状

況を確認できます。 

 

https://duo.com/docs/administration#reports
https://duo.com/docs/administration#reports
https://duo.com/docs/administration-settings
https://duo.com/docs/administration-settings
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シナリオ 2. アプリケーションの保護 

価値提案：Duo で保護するサービス、システム、アプライアンスを設定できます。[アプリケーション（Applications）] 

ページには、Duo サービスによってリンクが設定され、保護されているすべてのリソースが一覧表示されます。 

手順  

1. 左側のサイドバーで [アプリケーション（Application）] をクリック後、[アプリケーションの保護（Protect an 

Application）] をクリックします。または、ダッシュボードページの右上にある [新規追加...（Add New...）] 

ボタンをクリックしてから [アプリケーション（Application）] をクリックします。 

 

注：[アプリケーションの保護（Protect an Application）] ページには、Duo で保護できるさまざまなタイプ

のサービスが表示されます。 

2. ページを下にスクロールして、対象のすべてのアプリケーションを参照するか、表示されているフィールドに製

品名を入力して、アプリケーションのリストをフィルタ処理することができます。たとえば、「ci」と入力する

と、ci で始まる Cisco と Citrix のソリューションが表示されます。 
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3. 新しいアプリケーションを追加する前に、[ドキュメントの確認（Read the documentation）] をクリックして、

Duo と対象のアプリケーションを統合するための要件と設定手順を確認します。 

注：[ドキュメントの確認（Read the documentation）] リンクが表示されない場合は、Duo が設定手順を管

理していないパートナーアプリケーションです。 

 

4. 確認したアプリケーションを Duo で保護する場合は、アプリケーション名の右側にある [このアプリケーション

を保護（Protect this Application）] リンクをクリックします。新しいアプリケーションは、Cisco SSL VPN など

のデフォルト名で追加されます。 

 

5. 新しいアプリケーションが設定されたら、該当のプロパティページにそのまま移動します。プロパティページで

は、アプリケーションの名前や電話のグリーティングメッセージを更新したり、そのアプリケーションのポリシー

を設定したりすることができます。 
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6. ページの上部近くにある [詳細（Details）] セクションには、統合キー（ikey）、秘密キー（skey）、および API  

のホスト名が表示されます。 

注：統合キーと秘密キーによって、Duo は特定のアプリケーションを一意に識別します。API ホスト名はア

カウントごとに一意ですが、すべてのアプリケーションに共通です。システムを Duo と連携させる際には、

この 2 つのキーとホスト名が必要です。Duo サポートに連絡する場合にも必要になる場合があります。 

 

重要：秘密キーはパスワードと同様に取り扱ってください。 

Duo アプリケーションのセキュリティを確保するには、秘密キー（skey）を安全に管理する必要があります

ので、秘密性の高いクレデンシャルと同じように保護してください。決して、承認されていない個人と共有し

たり、電子メールで他人に送信したりしないでください。 

7. 各アプリケーションの [プロパティ（properties）] ページの上部にある [手順（Instructions）] リンクをクリック

して、アプライアンス、デバイス、アプリケーション、サービス、またはシステムを Duo と連携させるように設

定します。 
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シナリオ 3. アプリケーションのオプション 

価値提案：アプリケーションの [プロパティ（properties）] ページでは、いくつかの設定を追加できます。 

手順 

ポリシー 

1. ポリシー設定は、Duo Beyond、Duo Access、Duo MFA プランのお客様に表示されます。Duo Beyond または Duo 

Access のお客様のみ、アプリケーションおよびグループポリシーの作成/割り当てを行い、デバイスのセキュリ

ティや許可されたオーセンティケータなどを制御できます。 

https://duo.com/pricing
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2. Duo MFA のお客様は、個別のアプリケーションに関するポリシーを作成して、そのアプリケーションを利用する

すべてのユーザに適用したり、グローバルポリシーを利用してすべてのアプリケーションの設定を管理したりす

ることができます。 
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タイプと名前 

1. アプリケーションタイプには、Duo で保護するアプリケーションのタイプが表示されます。このフィールドは読

み取り専用です。 

2. ユーザは、Duo Push を使用して認証するたびにアプリケーション名を確認できます。アプリケーション名を更新す

る場合は、新しい名前を入力し、ページの下部にある [変更の保存（Save Changes）] ボタンをクリックします。 
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セルフサービスポータル 

Duo のセルフサービスポータルでは、認証デバイスの追加、更新、削除ができます。セルフサービスポータルは、イ

ンライン登録機能と認証プロンプト機能を備えた Web ベースのアプリケーションおよび一部の SSL VPN アプリケー

ション向けのオプションです。 

1. この機能を有効にするには、[設定（Settings）] の下の [ユーザが自分でデバイスを管理する（Let users manage 

their own devices）] チェックボックスをオンにします。このオプションは、アプリケーションがセルフサービ

スポータル機能をサポートしている場合にのみ利用できます。 

2. ページ下部にある [変更の保存（Save Changes）] をクリックします。 

 

新しいユーザポリシー 

1. アプリケーションの新しいユーザポリシーは、次のいずれかになります。 

• [登録が必要（Require Enrollment）]：Duo に登録されていないユーザは、プライマリユーザ名とパスワードを入

力した後、インラインに自己登録設定プロセスが表示されます。すでに Duo に登録されているユーザは、二要素

認証を完了するように求められます。このポリシーは、新しいアプリケーションにデフォルトで適用されます。 

• [アクセスを許可（Allow Access）]：すでに Duo に登録されているユーザは、二要素認証を求められます。Duo に

登録されていないユーザは、登録する必要はなく、二要素認証なしでアクセスを許可されます。Duo Beyond ま

たは Duo Access プランを利用しているお客様の場合、認証ログにこの設定をすれば、二要素認証なしでアプリ

ケーションにアクセスできるユーザのイベントを確認できます。 

• [アクセスを拒否（Deny access）]：Duo に登録されていないユーザはアクセスを拒否されます。ユーザは認証を

受ける前に、自動登録オプション、一括自己登録、Duo 管理者による手動登録のいずれかの方法で、登録する必

要があります。 

注：新しいユーザポリシー設定は、Duo を段階的に展開する場合、または、検証しながら導入する場合は特

に重要です。最初に一部のユーザだけを登録してアクセスを許可するようにポリシーを設定することができま

す。この場合、試験的に登録されたユーザだけで二要素認証が必要となり、それ以外のユーザは引き続き通常

どおりログオンできます。 
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2. 新しいユーザポリシーを変更するには、対象の設定項目の横にあるオプションボタンをクリックします。 

3. ページ下部にある [変更の保存（Save Changes）] をクリックします。 

 

デバイスの記憶 

[デバイスの記憶（Remembered Devices）] オプションが設定されている場合、ユーザは、一度該当のデバイスで認

証を受けると、指定した期間、Duo の二要素認証は求められません。 

1. この機能を有効にするには、[ユーザがデバイスを記憶できるようにする（Allow users to remember their device 

for）] の横にあるチェックボックスをオンにして、必要な日数（365 日以下。デフォルトは 30 日）または時間を

入力します。 

2. [変更の保存（Save Changes）] をクリックします。 

 

承認済みネットワーク 

[承認済みネットワーク（Authorized Networks）] オプションが設定されている場合、ユーザは、リストに表示され

ている IP アドレス、IP 範囲、または CIDR ネットワーク以外からアプリケーションにアクセスする場合にのみ、二要

素認証を求められます。「承認済みネットワークの設定」ドキュメントを参照してください。 

1. この機能を設定するには、[次のIPからログインする場合二要素認証を必要としない（Don't require two-factor 

authentication for logins from the following IPs:）] チェックボックスをオンにし、フィールドに該当のネットワー

ク情報を入力します。 

https://duo.com/docs/remembered-devices#configuring-authorized-networks
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2. 未登録のユーザが承認済みのネットワークからアプリケーションにアクセスする際に Duo に登録させる場合は、

[承認済みネットワークからログインする新しいユーザを登録する（Enroll new users logging in from authorized 

networks）] チェックボックスをオンにします。 

3. [変更の保存（Save Changes）] をクリックします。 

 

ユーザ名の正規化 

ユーザ名の正規化オプションは、プライマリ認証用に入力したユーザ名を、Duo ユーザアカウントと照合する前に正

規化する必要があるかどうかを制御します。 

正規化がオフの場合、たとえば、jsmith、ドメイン名\jsmith、jsmith@ドメイン名.com というユーザ名は、Duo では 

3 つ別々のユーザとして認識されます。 

正規化がオンの場合は、ドメイン情報はすべてユーザ名から除外されます。そのため、jsmith、ドメイン名\jsmith、jsmith@

ドメイン名.com は、すべて単一の Duo ユーザ（jsmith）として認識されます。 

1. ユーザ名の正規化をオンにするには、[シンプル（Simple）] の横にあるオプションボタンをクリックします。 

2. [変更の保存（Save Changes）] をクリックします。 
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音声グリーティング 

1. 音声グリーティングは、Duo 認証手順に先立ち、検証用の通話の最初にユーザに読み上げられるメッセージです。

必要に応じてメッセージをカスタマイズできます。 

2. [変更の保存（Save Changes）] をクリックします。 

 

アプリケーションに関するメモ 

1. [メモ（Notes）] フィールドに、アプリケーションに関する追加情報を入力します。メモは管理者にのみ表示され

ます。 

2. [変更の保存（Save Changes）] をクリックします。 

 

許可グループ 

1. 許可グループでは、Duo グループを利用して、アクティブな Duo ユーザのアプリケーションへのアクセスを制限

できます。許可グループを設定するには、[特定のグループのユーザのみを認証（Only allow authentication from 

users in certain groups）] チェックボックスをオンにした後、[グループの選択（Select group）] フィールドを

クリックするとグループのリストが表示されます。 

2. グループ名をクリックして選択します。フィールドにグループ名を入力して、グループの検索結果を絞り込むこ

ともできます。 

3. ページ下部にある [変更の保存（Save Changes）] をクリックします。最大 100 グループまで選択できます。 
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ホスト名のホワイトリスト登録 

1. [ホスト名のホワイトリスト登録（Hostname Whitelisting）] オプションを設定すると、アプリケーションのホス

ト名が承認されている場合のみ Duo プロンプトが表示されます。これにより、管理していない Web ページのア

プリケーションには Duo プロンプトが表示されないようになるため、ユーザが不正な Web サイトでだまされて

認証情報を入力してしまうリスクが最小限に抑えられます。 

2. この設定を有効にしてオプションを追加するには、[承認されたアプリケーションのホスト名にのみアクセスを

許可する（Only allow access for approved application hostnames）] の横にあるチェックボックスをオンに

します。 

3. [承認されたアプリケーションのホスト名（Approved application hostnames）] フィールドに、この Duo アプリ

ケーションで使用するサービスまたはシステムを示す、完全修飾ホスト名、IP アドレス、またはドメイン名（ワ

イルドカード使用可）を入力します。入力した内容は、1 行に 1 つずつ表示されます。各行の後ろにカンマを付

けて、説明用のコメントを追加することができます。 

4. [ホスト名未確認時の処理（Hostname missing）] では、上記で入力した承認済み IP アドレスまたはホスト名に

一致する HTTP リファラが、ユーザのブラウザまたはアプリケーションから送信されない場合の処理方法を設定

します。[アクセスを拒否（推奨）（Deny access (recommended)）] を選択すれば、ユーザが Duo 認証を完了

してアプリケーションにアクセスするのを拒否できます。[ユーザの認証を許可する（Allow the user to authenticate）] 

を選択すれば、リファラの値を照合せずにアプリケーションへのアクセスを許可します。 
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シナリオ 4. アプリケーションの削除 

価値提案：Duo 管理パネルからアプリケーションを削除する前に、製品の設定から Duo 認証を削除してください。 

警告：アプリケーションを削除すると、ユーザがログインできなくなる場合があります。 

手順 

1. Duo からアプリケーションを削除するには、Duo 管理パネルでアプリケーションの設定ページを表示し、[アプリ

ケーションの削除（Remove Application）] をクリックします。 

 

2. アプリケーションを削除することを確認します。 

 

2. アプリケーションが Duo から削除されます。 
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シナリオ 5. ユーザの保護 

価値提案：二要素認証によって、フィッシング、ソーシャルエンジニアリング、パスワードブルートフォース攻撃か

らユーザを保護し、脆弱なクレデンシャルまたは盗まれたクレデンシャルを不正利用してログインできないように防

御できます。 

手順 

1. 二要素認証を使用してユーザを保護するには、ユーザを Duo に登録する必要があります。ユーザを登録するには、

Duo 管理パネルの左側のサイドバーで [ユーザ（Users）] をクリックします。 

2. [ユーザ（Users）] ページの上部にある [一括ユーザ登録（Bulk Enroll Users）] リンクをクリックします。 

 

3. [一括ユーザ登録（Bulk Enroll Users）] ページで、登録するユーザのユーザ名と電子メールアドレスを入力します。

登録されたユーザには、管理者が二要素認証サービスへの登録を要求したことを通知する電子メールが送信され

ます。この電子メールにはユーザごとのリンクが含まれているため、ユーザはすぐに登録できます。この電子メー

ルの文章は編集できます。登録メールを送信する準備ができたら、ページの下部にある [登録用リンクの送信（Send 

Enrollment Links）] ボタンをクリックします。詳細な手順については、「一括自己登録に関するドキュメント」

を参照してください。 

 

https://duo.com/docs/enrolling-users#bulk-self-enrollment
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4. 電子メールを受信したユーザがメッセージ内のリンクをクリックして登録を完了すると、Duo のサービスに登録

されます。登録されたユーザは、Duo の二要素認証システムを使用して安全にログインできるようになります。 

 

5. 使用しているデバイスまたはサービスに固有のドキュメントを参照し、シナリオ 3 で設定したアプリケーション

で Duo の二要素認証を利用するようにシステムを設定します。 

6. 新たに登録された概念実証ユーザに、Duo で保護されたサービスにログインするよう依頼します。Duo プロンプ

トが表示され、セカンダリ認証を完了するように求められます。未登録ユーザには、セカンダリ認証を求めるプ

ロンプトが表示されません。 

 

https://duo.com/docs
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付録 A. Duo アカウントへのサインアップ 

価値提案：自分で Duo を調査する準備ができているお客様は、Duo アカウントを設定し、Duo Mobile アプリをダウ

ンロードする必要があります。Duo Mobile は、Duo Security のモバイル認証アプリケーションです。 

手順 

1. 個人の Duo アカウントを持っていない場合は、https://signup.duo.com/ にサインアップして取得してください。 

2. すべての情報を入力し、[個人（Just Me）] を選択後、[アカウントの作成（Create My Account）] をクリックし

ます。 

 

  

https://signup.duo.com/
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3. 電子メールアカウントの受信トレイを確認し、[Duoへようこそ（Welcome to Duo）] 電子メールを開いて、 

[電子メールの確認（Verify Your Email）] をクリックします。 

 

4. パスワードに12 文字以上入力して作成します。同じパスワードを再度入力して、[続行（Continue）] をクリック

します。 
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5. 自分のモバイルデバイスで App Store または Play Store を開いて Duo Mobile アプリを検索し、[インストール

（Install）] をクリック後、[開く（Open）] をクリックします。 

 

6. ブラウザに表示される次の手順に従って、スマートフォンで Duo Mobile アプリをアクティブにします。 
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7. 自分の電話番号を入力し、予備の検証方法を設定して、[完了（Finish）] をクリックします。 

注：海外の番号を入力する場合は、国コードを追加します。 
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次に必要な作業 

関連する Duo Security のプロポーザルを確認し、オンプレミスやクラウドのすべてのアプリケーションに、安全

かつ簡単にアクセスできるようにする方法を習得してください。ユーザ、デバイス、場所を問わずに実現できる

ことが必要です。 

Duo ラボ v1 詳細ガイド – AnyConnect を利用して Duo をセットアップする方法を説明します。 

 

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

