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「社会と協働し、すべての国民に最適ながん医療を提供する」を理念として
掲げ、がんの診療、調査、研究を行う厚生労働省所管の国立研究開発法人 
国立がん研究センター。今回、同センターは新型コロナウイルス
（COVID-19）感染拡大に伴う政府のテレワーク推進の流れを受け、Cisco 
Secure Access by Duo を導入。多要素認証およびデバイス健全性チェッ
クにより安心、安全なテレワーク拡大に向けた先行導入を実施しました。

国立がん研究センターは日本におけるがん征圧の中核拠点として、がんその他の悪性新生物に対
する診療、研究、技術開発、治験、調査、政策提言、人材育成、情報提供などを行う、国立高度
専門医療研究センター（ナショナルセンター）の 1 つです。東京築地に中央病院、研究所と千葉
県柏市に東病院を展開、先端医療開発センター、社会と健康研究センター、がん対策情報センター
などを設置。全国のがん診療連携拠点病院と連携した教育研修、情報普及の役割も担っています。

COVID-19 感染拡大を受けテレワークの拡大が急務に
国立がん研究センター 情報統括センター 副センター長の田中勝弥氏は、今回のテレワーク拡
大の取り組み経緯を次のように話します。「2020 年 3 月、COVID-19感染拡大に伴う政府の
テレワーク推進の流れを受け、当センターでも対応を検討しました。患者さまと対面する必要
のある医療スタッフは難しいものの、スタッフ部門の事務処理などテレワーク可能な業務もあり
ます。それ以前から働き方改革の観点でテレワークの仕組み自体はありましたので、それを拡
大するかたちで実行しよう、と考えました。」
同センターでは以前からテレワーカーに対し Cisco AnyConnect による VPN 経由でセンター
内の自身の PC にアクセスする、リモートデスクトップを提供していました。しかし、従前にテ
レワークを行っていたスタッフは 10 名に満たず、テレワークを拡大させる上では貸し出し PC 

の不足が課題となりました。新たに PC を調達、展開する時間もない緊急事態下で、当センター
は自宅 PC の使用を解禁せざるを得ない状況となります。

多要素認証と PC 健全性確認で安全性を高め
テレワーク拡大に向けた先行導入を実施

Cisco Secure Access by Duo 導入事例

国立研究開発法人 国立がん研究センター

─国立研究開発法人 国立がん研究センター 情報統括センター 副センター長  田中 勝弥 氏

Cisco Secure Access by Duo はいま、対応が求められる多要素
認証がスピーディに実現できる、まさにテレワークのためのソリューショ
ンだと思います。

製品 ＆ サービス

課題

ソリューション

結果～今後

・Cisco Secure Access by Duo
  （Cisco Duo Security）
・Cisco Secure Endpoint
  （Cisco AMP for Endpoints）
・Cisco AnyConnect
・Cisco Secure Firewall
  （Cisco ASA）

・ COVID-19 感染拡大によりテレワークの
拡大が急務に

・ 貸与 PC の調達が難しい緊急事態に、自
己保有 PC の利用を決断

・ 多要素認証によるユーザ確認とデバイス
の健全性チェックを実施したい

・ 従来の Cisco Any Connect（VPN）によ
るリモートデスクトップに Cisco Secure 
Access by Duo による多要素認証とデバ
イス健全性チェックを追加

・ ユーザの利便性を損なわずテレワークの
安全性を強化

・ 検討から約 1 ヵ月の短期間で立ち上げ

・ 事務系職員 約 20 名を対象としたテレ
ワーク拡大トライアルを実行

・ ユーザのリテラシーやコスト面などを勘案
しベストな方策を継続して検討

課題

がんの診療・調査・研究などを行う、厚生労働省所管の国立研究開発法人（独立行政
法人）。英語名は National Cancer Center、略称は NCC。「高度専門医療に関する
研究などを行う国立研究開発法人に関する法律」（平成 20 年法律第 93 号）に基づく、
医療に関する 6 つのナショナルセンター（国立高度専門医療研究センター）の 1 つ。
1962 年（昭和 37）に「国立がんセンター」として開設。2010 年（平成 22）独立行政
法人に移行、現在の名称となり、2015 年 4 月、国立研究開発法人に移行した。

今後、テレワークを全社展開する上では利用ツールの初期設定のシンプルさとコストが鍵、と田
中氏は指摘した上で、セキュリティに対する視点およびシスコへの期待を、次のように話しまし
た。「Cisco Secure Access by Duo はスピーディ、かつスモールスタートでこれから欠かせ
ないゼロトラストセキュリティである多要素認証を実現でき、利用における操作性は何の問題も
ありません。初期のデバイスとの紐づけ設定がやや複雑な点が、 IT リテラシーレベルにばらつ
きがある全社展開においては管理側の不安材料です。また、大規模なユーザ利用時には、月額
のライセンスコストも冷静に見極める必要があるでしょう。オンプレミスとクラウドが混在し、我々
の組織の特性上の難しさも多々ありますが、高度化、複雑化するセキュリティに対する考え方は
シンプルに、常に最新のツールを使い、最新の状態に保つことが最低限だと捉えています。そ
のためにはこれからも新しいツールは率先してトライアルしていきますので、今後もシスコには
ユーザが使いやすく、組織としても導入と管理がしやすいサービス、ソリューションの提供に期
待しています。」

その他の詳細情報
Cisco Secure Access by Duo の詳細は http://www.cisco.com/jp/go/duo を参照してくだ
さい。

国立研究開発法人 国立がん研究センター
所在地 東京都中央区築地 5-1-1
設置 1962 年
職員数 3,774 名（2020 年 4 月 1 日時点）
URL https://www.ncc.go.jp/
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Cisco AnyConnect（VPN）と Cisco Secure Access by Duo 連携

業務の生産性を損なわず
テレワークの安全性を高める
アプリケーションや VPN アクセ
ス時に、多要素認証による本人
確認とデバイスの健全性を検証
し、アクセス可能なユーザおよ
びデバイスを識別した上で「信
頼」を確立。適切な権限を付与
することにより、パスワード漏え
いやマルウェアに侵害されたデ
バイスから不正アクセス・情報
漏えいを防ぐことができます。

ストレスのない
多要素認証を提供

ユーザ自身が認証方式をカスタ
マイズ可能。スマートフォンや
ウェアラブルなど好みのデバイ
スを登録管理して、多要素認証
をストレスなく利用できます。
ユーザは認証画面で DuoPush 
を選択できます。数秒後にス
マートフォンで受信するプッシュ
通知で［承認］を押すだけで、
アプリケーションに安全にストレ
スなくアクセスできます。

クラウドサービスとの
高い親和性

O
ce 365や Outlook、BOX、
Dropbox、AWS、Azure、Active 
Directory など、さまざまなクラ
ウドアプリケーションやプラット
フォームとの統合が可能です。

クラウドベースで
導入しやすい

組織の大小を問わず簡単に導入
および運用できる、SaaS モデ
ルで提供されます。クラウドベー
スのセキュリティサービスのた
め、既存の IT インフラへの影
響を最小限に抑えて導入するこ
とが可能です。ユーザの自己登
録機能や自動連携機能により導
入時間を短縮。導入ステップは
標準化、公開されたガイダンス
資料と動画により、導入工数が
大幅に削減可能です。
https://duo.com/docs

Cisco Secure Access by Duo
「ゼロトラストセキュリティ」の考え方に基づき、多要素認証（MFA：Multi-Factor Authentication）を

実現する、クラウドベースのセキュリティサービスです。
社員が業務利用するデバイスやアプリの状態の可視化と、社内イントラだけでなく

外部クラウドサービス利用時の安全性も実現します。

結果～今後

そこで、同センターではこの少し前にシスコの担当者からタイムリーに案内を受けていた Cisco 

Secure Access by Duo の導入を検討、直ちに検証を開始します。その狙いを、 田中氏はこう
説明します。「センターからの貸与ではない自前の PC を利用してもらうにあたり、懸念したの
は本人確認とデバイスの脆弱性でした。テレワークでは個人情報を扱う業務は行わないものの、
管理部門として万一の情報漏えいへの対策はできる限り講じておく責任があります。Cisco 

Secure Access by Duo は同時期に内閣サイバー セキュリティセンターから注意喚起もあった
ゼロトラスト、多要素認証によるユーザ認証に加えて、OS のアップデートやウイルスソフトの有
無などデバイスの健全性もチェック、脆弱性のある端末はアクセスさせない機能があり、当方の
求めるところと合致しました。まさに、テレワークのためのソリューションだという印象です。」

こうして同センターは、職務内容および IT リテラシーなどを勘案して、情報統括センターおよび
中央病院医療情報部のスタッフ、約 20 名を対象としたテレワーク拡大に向けた先行導入を開
始しました。従来の Cisco AnyConnect （VPN）によるリモートデスクトップに Cisco Secure 

Access by Duo の多要素認証による本人確認および PC のヘルスチェック（健全性確認）が追
加され、デバイスの脅威検知と感染リスクのある端末のアクセス制御のため、Cisco Secure 

Endpoint も連携しています。

業務の生産性を損なわずテレワークの安全性を高める
今回の仕組みでは、自宅から Cisco AnyConnect で VPN 接続する際、連携する Cisco 

Secure Access by Duo のデバイスヘルス機能で PC の健全性を確認するとともに、スマート
フォンへのプッシュ通知にユーザ自身がアクションを返す多要素認証でユーザ認証が実行されま
す。実際に日々、テレワークを行う国立がん研究センター 中央病院 医療情報部 岡田幸枝氏と
渡辺清美氏は、その使い心地について「初期のデバイスの紐づけ設定さえ終わってしまえば、
日々の接続は意識しないくらい簡単で、業務上の面倒さは特にありません。」と話します。

検討開始から展開まで約 1ヵ月のスピード感も高評価
田中氏は、立ち上がりまでのスピード感についても高く評価しています。「今回、トライアルライ
センス貸与からわずか 1 ヵ月足らずで、職員への展開まで行うことができました。このスピードは
機器の導入、構築の必要がないクラウドサービスならではですし、スモールスタートで実環境の
検証を行って本格導入を見極められる点もメリットです。その間シスコと連携を密に、高い技術力
で対応してくれた構築パートナーにも感謝しています。」

先行導入の結果を踏まえ、今後もテレワーク推進に向けての検討を継続
こうして短期間でスタートした Cisco Duo を活用したテレワーク先行導入は、順調に稼働して
います。従前は 10 人に満たなかったテレワーク希望者は現時点で約 270 名と増加傾向にあ
ることも踏まえ、同センターでは今後も、さまざまな視点からテレワーク拡大の可能性を模索し
ていく予定とのことです。
テレワーク推進の重要性について、国立がん研究センター 中央病院 医療情報部 医療情報シス
テム運用管理室 奥田興司氏は「医療機関はテレワークがなじみにくい職種ではありますが、少
子高齢化が進む日本では介護、育児などの事情で職場でのフルタイム勤務が難しい方がテレ
ワークなら仕事が続けられる、復職いただけるという効果は大きなものがあります。その実現に
おいては、利用者にも管理者にとっても安全かつ効率的な仕組みが求められます。」と語ります。

ソリューション 【プライマリー認証】
ユーザ名、パスワード
Duo 認証方法（Push）
を入力

※検証構成時の動作。実環境展開時の構成は要検討。

【セカンダリー認証】
Duo Push にて顔認証でログイン

Microsoft VPNs Cloud Apps On-Premises CustomSSO

REST 
APIS

WEB SDK

RADIUS

SAML

OIDC

連携するアプリケーション（一部）
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ることも踏まえ、同センターでは今後も、さまざまな視点からテレワーク拡大の可能性を模索し
ていく予定とのことです。
テレワーク推進の重要性について、国立がん研究センター 中央病院 医療情報部 医療情報シス
テム運用管理室 奥田興司氏は「医療機関はテレワークがなじみにくい職種ではありますが、少
子高齢化が進む日本では介護、育児などの事情で職場でのフルタイム勤務が難しい方がテレ
ワークなら仕事が続けられる、復職いただけるという効果は大きなものがあります。その実現に
おいては、利用者にも管理者にとっても安全かつ効率的な仕組みが求められます。」と語ります。

ソリューション 【プライマリー認証】
ユーザ名、パスワード
Duo 認証方法（Push）
を入力

※検証構成時の動作。実環境展開時の構成は要検討。

【セカンダリー認証】
Duo Push にて顔認証でログイン

Microsoft VPNs Cloud Apps On-Premises CustomSSO

REST 
APIS

WEB SDK

RADIUS

SAML

OIDC

連携するアプリケーション（一部）
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「社会と協働し、すべての国民に最適ながん医療を提供する」を理念として
掲げ、がんの診療、調査、研究を行う厚生労働省所管の国立研究開発法人 
国立がん研究センター。今回、同センターは新型コロナウイルス
（COVID-19）感染拡大に伴う政府のテレワーク推進の流れを受け、Cisco 
Secure Access by Duo を導入。多要素認証およびデバイス健全性チェッ
クにより安心、安全なテレワーク拡大に向けた先行導入を実施しました。

国立がん研究センターは日本におけるがん征圧の中核拠点として、がんその他の悪性新生物に対
する診療、研究、技術開発、治験、調査、政策提言、人材育成、情報提供などを行う、国立高度
専門医療研究センター（ナショナルセンター）の 1 つです。東京築地に中央病院、研究所と千葉
県柏市に東病院を展開、先端医療開発センター、社会と健康研究センター、がん対策情報センター
などを設置。全国のがん診療連携拠点病院と連携した教育研修、情報普及の役割も担っています。

COVID-19 感染拡大を受けテレワークの拡大が急務に
国立がん研究センター 情報統括センター 副センター長の田中勝弥氏は、今回のテレワーク拡
大の取り組み経緯を次のように話します。「2020 年 3 月、COVID-19感染拡大に伴う政府の
テレワーク推進の流れを受け、当センターでも対応を検討しました。患者さまと対面する必要
のある医療スタッフは難しいものの、スタッフ部門の事務処理などテレワーク可能な業務もあり
ます。それ以前から働き方改革の観点でテレワークの仕組み自体はありましたので、それを拡
大するかたちで実行しよう、と考えました。」
同センターでは以前からテレワーカーに対し Cisco AnyConnect による VPN 経由でセンター
内の自身の PC にアクセスする、リモートデスクトップを提供していました。しかし、従前にテ
レワークを行っていたスタッフは 10 名に満たず、テレワークを拡大させる上では貸し出し PC 

の不足が課題となりました。新たに PC を調達、展開する時間もない緊急事態下で、当センター
は自宅 PC の使用を解禁せざるを得ない状況となります。

多要素認証と PC 健全性確認で安全性を高め
テレワーク拡大に向けた先行導入を実施

Cisco Secure Access by Duo 導入事例

国立研究開発法人 国立がん研究センター

─国立研究開発法人 国立がん研究センター 情報統括センター 副センター長  田中 勝弥 氏

Cisco Secure Access by Duo はいま、対応が求められる多要素
認証がスピーディに実現できる、まさにテレワークのためのソリューショ
ンだと思います。

製品 ＆ サービス

課題

ソリューション

結果～今後

・Cisco Secure Access by Duo
  （Cisco Duo Security）
・Cisco Secure Endpoint
  （Cisco AMP for Endpoints）
・Cisco AnyConnect
・Cisco Secure Firewall
  （Cisco ASA）

・ COVID-19 感染拡大によりテレワークの
拡大が急務に

・ 貸与 PC の調達が難しい緊急事態に、自
己保有 PC の利用を決断

・ 多要素認証によるユーザ確認とデバイス
の健全性チェックを実施したい

・ 従来の Cisco Any Connect（VPN）によ
るリモートデスクトップに Cisco Secure 
Access by Duo による多要素認証とデバ
イス健全性チェックを追加

・ ユーザの利便性を損なわずテレワークの
安全性を強化

・ 検討から約 1 ヵ月の短期間で立ち上げ

・ 事務系職員 約 20 名を対象としたテレ
ワーク拡大トライアルを実行

・ ユーザのリテラシーやコスト面などを勘案
しベストな方策を継続して検討

課題

がんの診療・調査・研究などを行う、厚生労働省所管の国立研究開発法人（独立行政
法人）。英語名は National Cancer Center、略称は NCC。「高度専門医療に関する
研究などを行う国立研究開発法人に関する法律」（平成 20 年法律第 93 号）に基づく、
医療に関する 6 つのナショナルセンター（国立高度専門医療研究センター）の 1 つ。
1962 年（昭和 37）に「国立がんセンター」として開設。2010 年（平成 22）独立行政
法人に移行、現在の名称となり、2015 年 4 月、国立研究開発法人に移行した。

今後、テレワークを全社展開する上では利用ツールの初期設定のシンプルさとコストが鍵、と田
中氏は指摘した上で、セキュリティに対する視点およびシスコへの期待を、次のように話しまし
た。「Cisco Secure Access by Duo はスピーディ、かつスモールスタートでこれから欠かせ
ないゼロトラストセキュリティである多要素認証を実現でき、利用における操作性は何の問題も
ありません。初期のデバイスとの紐づけ設定がやや複雑な点が、 IT リテラシーレベルにばらつ
きがある全社展開においては管理側の不安材料です。また、大規模なユーザ利用時には、月額
のライセンスコストも冷静に見極める必要があるでしょう。オンプレミスとクラウドが混在し、我々
の組織の特性上の難しさも多々ありますが、高度化、複雑化するセキュリティに対する考え方は
シンプルに、常に最新のツールを使い、最新の状態に保つことが最低限だと捉えています。そ
のためにはこれからも新しいツールは率先してトライアルしていきますので、今後もシスコには
ユーザが使いやすく、組織としても導入と管理がしやすいサービス、ソリューションの提供に期
待しています。」

その他の詳細情報
Cisco Secure Access by Duo の詳細は http://www.cisco.com/jp/go/duo を参照してくだ
さい。

国立研究開発法人 国立がん研究センター
所在地 東京都中央区築地 5-1-1
設置 1962 年
職員数 3,774 名（2020 年 4 月 1 日時点）
URL https://www.ncc.go.jp/

 


