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GuardDuty の料金

Amazon GuardDuty とは
GuardDuty RDS Protection はプレビューリリースです。RDS Protection の機能の使用には、「AWS の
サービス条件」の第 2 項 (「ベータ版とプレビュー」) が適用されます。

Amazon GuardDuty は、Amazon S3 ログ、CloudTrail 管理イベントログ、DNS ログ、Amazon EBS ボ
リュームデータ、Kubernetes Audit Logs、Amazon VPC フローログ、RDS ログインアクティビティの 
AWS CloudTrail データイベントなどのデータソース (p. 14)を分析して処理する、セキュリティモニタ
リングサービスです。悪意のある IP アドレスやドメインのリストなどの脅威インテリジェンスフィードお
よび機械学習を使用して、AWS 環境内での予期しない、および潜在的に未許可で悪意のあるアクティビ
ティを識別します。このアクティビティには、権限のエスカレートや、公開されている認証情報の使用、
悪意のある IP アドレスを使用した通信、Amazon EC2 インスタンスおよびコンテナワークロードでのマ
ルウェアの存在、データベースでのログインイベントの異常なパターンの検出といった問題が含まれま
す。例えば、GuardDuty はマルウェアやマイニングビットコインに使われている侵害された EC2 インスタ
ンスおよびコンテナワークロードを検出できます。また、AWS アカウントのアクセス動作をモニタリング
して、これまで使用されたことのないリージョンにインスタンスをデプロイする不正なインフラストラク
チャデプロイや、パスワードの強度を落とすためにパスワードポリシーの変更を行う通常とは異なる API 
コールなど、侵害の兆候がないかどうかを監視します。

GuardDuty では、GuardDuty コンソールまたは Amazon CloudWatch Events (p. 164) で表示できる
セキュリティの検出結果 (p. 48)を生成することによって、AWS 環境のステータスをお知らせしま
す。GuardDuty では、検出結果を Amazon Simple Storage Service (S3) バケットにエクスポートした
り、AWS Security Hub や Detective などの他のサービスと統合したりするためのサポートも提供していま
す。

GuardDuty の料金
GuardDuty のコストの詳細については、「Amazon GuardDuty の料金」を参照してください。

GuardDuty へのアクセス
GuardDuty は次のいずれかの方法で使用できます。

GuardDuty のコンソール

https://console.aws.amazon.com/guardduty

コンソールは、GuardDuty にアクセスして使用するためのブラウザベースのインターフェイスで
す。GuardDuty コンソールでは、GuardDuty アカウント、データ、およびリソースにアクセスできま
す。

AWS コマンドラインツール

AWS コマンドラインツールを使用すると、システムのコマンドラインでコマンドを発行し
て、GuardDuty タスクと AWS タスクを実行できます。コマンドラインツールは、タスクを実行する
スクリプトを作成する場合にも便利です。

AWS CLI のインストールおよび使用の方法については、「AWS Command Line Interface ユーザー
ガイド」を参照してください。GuardDuty で使用可能な AWS CLI コマンドを確認するには、「CLI 
Command Reference」(CLI コマンドリファレンス) を参照してください。
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GuardDuty へのアクセス

GuardDuty HTTPS API

サービスに HTTPS リクエストを直接発行できる GuardDuty HTTPS API を使用して、プログラム
により GuardDuty と AWS にアクセスできます。詳細については、「GuardDuty API Reference」
(GuardDuty API リファレンス) を参照してください。

AWS SDK

AWS には、さまざまなプログラミング言語およびプラットフォーム 
(Java、Python、Ruby、.NET、iOS、Android など) のライブラリとサンプルコードで構成されたソフ
トウェア開発キット (SDK) が用意されています。SDK は、GuardDuty へのアクセス権をプログラム
によって作成するのに役立ちます。ダウンロードやインストールなどの方法を含む AWS SDK の詳細
については、「Tools for Amazon Web Services」(Amazon Web Services 用のツール) を参照してくだ
さい。
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開始する前に

GuardDuty の開始方法
GuardDuty RDS Protection はプレビューリリースです。RDS Protection の機能の使用には、「AWS の
サービス条件」の第 2 項 (「ベータ版とプレビュー」) が適用されます。

このチュートリアルでは、GuardDuty の実践入門を学習します。GuardDuty をスタンドアロンアカウン
トとして、または AWS Organizations を用いて GuardDuty 管理者として有効にするための最小要件はス
テップ 1 で説明します。ステップ 2 ～ 5 では、検出結果を最大限に活用するために、GuardDuty が推奨す
る追加機能の使用をカバーします。

トピック
• 開始する前に (p. 3)
• ステップ 1: Amazon GuardDuty を有効にする  (p. 4)
• ステップ 2: サンプル検出結果を生成し、ベーシックなオペレーションの詳細を確認する (p. 5)
• ステップ 3: S3 バケットへの GuardDuty の検出結果のエクスポートを設定する (p. 6)
• ステップ 4: SNS を使用して GuardDuty の検出結果アラートを設定する  (p. 8)
• 次のステップ (p. 10)

開始する前に
GuardDuty は、AWS CloudTrail 管理イベント、および Amazon S3、DNS ログ、Kubernetes Audit 
Logs、Amazon VPC フローログ、RDS ログインアクティビティモニタリングの AWS CloudTrail データ
イベントを監視する脅威検出サービスです。また、Amazon GuardDuty の Malware Protection (p. 23)
の Amazon EBS ボリュームデータを分析します。これらは GuardDuty 内で個別に有効にする必要があ
ります。これらのデータソースを使用して、GuardDuty はアカウントのセキュリティ結果を生成しま
す。GuardDuty を有効にすると、すぐに環境のモニタリングが開始されます。GuardDuty はいつでも無効
にすることができ、AWS CloudTrail 管理イベント、および S3、DNS ログ、Kubernetes Audit Logs、EBS 
ボリュームデータ、VPC フローログ、RDS ログインアクティビティモニタリングの AWS CloudTrail デー
タイベントを処理しないように設定できます。

Note

GuardDuty サービスを有効にする前に、AWS CloudTrail 管理イベント、および S3、DNS ロ
グ、EKS 監査ログ、VPC フローログの AWS CloudTrail データイベントを有効にする必要は
ありません。Amazon GuardDuty は、これらのサービスから直接、データの独立したストリー
ムを取得します。新しい GuardDuty アカウントでは、GuardDuty EKS Protection、Malware 
Protection、RDS Protection、および S3 Protection がデフォルトで有効になっており、そ
れらの一部またはすべてをオプトアウトできます。既存の GuardDuty のお客様は、EKS 
Protection、Malware Protection、RDS Protection、S3 Protection のいずれか、またはすべての保
護プランを有効にするよう選択できます。詳細については、「Amazon GuardDuty でデータソー
スを使用する方法 (p. 14)」を参照してください。
RDS Protection は、一部の AWS リージョン でプレビューリリースとして利用できます。RDS 
Protection は、これらのリージョンに属する新しい GuardDuty アカウントに対して自動的に有効
になります。詳細については、「リージョンとエンドポイント (p. 261)」を参照してください。

GuardDuty の有効化については、次の点に注意してください。

• GuardDuty はリージョンレベルのサービスです。つまり、このページで行う設定手順はすべ
て、GuardDuty を使用してモニタリングするリージョンごとに繰り返す必要があります。
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ステップ 1: Amazon GuardDuty を有効にする 

AWS は、サポートされているすべてのリージョンで GuardDuty を有効にすることを強くお勧めしま
す。このように設定することで、GuardDuty はアクティブに使用されていないリージョンでも、許可
されていないアクティビティや異常なアクティビティに関する検出結果を生成できます。また、これ
により GuardDuty が有効となり、IAM などのグローバルな AWS のサービスのための AWS CloudTrail 
イベントのモニタリングが可能となります。GuardDuty がサポートされているすべてのリージョ
ンで有効になっていない場合、グローバルサービスに関連するアクティビティを検出する機能は低
下します。GuardDuty を使用できるリージョンのリストについては、「リージョンとエンドポイン
ト (p. 261)」を参照してください。

• 管理者権限を持つ AWS アカウントのユーザーであれば誰でも GuardDuty を有効にできますが、最小
特権というセキュリティのベストプラクティスに従い、GuardDuty を専門に管理するための IAM ユー
ザー、ロール、またはグループを作成することをお勧めします。GuardDuty を有効にするために必要
なアクセス権限の詳細については、「GuardDuty の有効化に必要な許可 (p. 220)」を参照してくださ
い。

• GuardDuty をいずれかのリージョンで初めて有効にすると、Malware Protection がデフォルトで有
効になります。GuardDuty は、AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty という名前のサービス
にリンクされたロールをアカウントに作成します。このロールには、GuardDuty がセキュリティ
検出結果を生成するために、AWS CloudTrail、VPC フローログ、および DNS ログから直接イベン
トを消費および分析することを可能にする許可と信頼ポリシーが含まれます。Malware Protection 
は、AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection という名前の別のサービスにリ
ンクされたロールをアカウントに作成します。このロールには、Malware Protection がエージェントレ
ススキャンを実行して GuardDuty アカウント内のマルウェアを検出できるようにするアクセス権限と信
頼ポリシーが含まれます。これにより、GuardDuty はアカウントに EBS ボリュームスナップショット
を作成し、そのスナップショットを GuardDuty サービスアカウントと共有できます。詳細については、
「GuardDuty のためのサービスにリンクされたロールの許可 (p. 225)」を参照してください。サービ
スにリンクされたロールの詳細については、「サービスリンクロールの使用」を参照してください。

• どのリージョンにおいても、初めて GuardDuty を有効にすると、AWS アカウントは、そのリージョン
での 30 日間の GuardDuty の無料トライアルに自動的に登録されます。

ステップ 1: Amazon GuardDuty を有効にする
GuardDuty を使用する最初のステップは、アカウントでそれを有効にすることです。有効にする
と、GuardDuty は、直ちに現在のリージョンでセキュリティ脅威のモニタリングを開始します。

GuardDuty 管理者として、組織内の他のアカウントの GuardDuty の検出結果を管理する場合は、メンバー
アカウントを追加し、それらのアカウントに対して GuardDuty を有効にする必要があります。ご利用の環
境で GuardDuty を有効にする方法については、オプションを選択してください。

Standalone account environment

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. [Get Started] (今すぐ始める) を選択します。
3. [Enable GuardDuty] (GuardDuty を有効にする) を選択します。

Multi-account environment

Important

このプロセスの前提条件として、組織内で GuardDuty の管理者を委任するには、管理したい
すべてのアカウントと同じ組織に所属し、AWS Organizations 管理アカウントへのアクセス
権限を持っている必要があります。管理者の委任には追加の許可が必要になる場合がありま
す。詳細については、「委任された管理者の指定に必要な許可 (p. 192)」を参照してくださ
い。
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ステップ 2: サンプル検出結果を生成し、ベー

シックなオペレーションの詳細を確認する

GuardDuty の委任管理者を指定するには

1. 管理アカウントを使用して、AWS Organizations コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
organizations/) を開きます。

2. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。

アカウント内で GuardDuty が既に有効になっていますか?

• GuardDuty がまだ有効になっていない場合は、[Get Started] (今すぐ始める) を選択
し、[Welcome to GuardDuty] (GuardDuty にようこそ) ページで GuardDuty の委任された管理
者を指定できます。

• GuardDuty が有効になっている場合、[Settings] (設定) ページで GuardDuty の委任された管理
者を指定することができます。

3. 組織の GuardDuty の委任された管理者として指定したいアカウントの 12 桁の AWS アカウント 
ID を入力し、[Delegate] (委任) を選択します。

Note

GuardDuty がまだ有効になっていない場合、委任された管理者を指定すると、そのアカ
ウントに対し現在のリージョンで GuardDuty が有効になります。

メンバーアカウントを追加するには

この手順では、AWS Organizations を通して GuardDuty の委任された管理者のアカウントにメン
バーアカウントを追加する方法について説明します。招待でメンバーを追加するオプションもありま
す。GuardDuty でメンバーを関連付ける 2 つの方法については、「Amazon GuardDuty での複数のア
カウントの管理 (p. 189)」を参照してください。

1. 委任された管理者のアカウントにログイン
2. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
3. ナビゲーションパネルで [Settings] (設定) を選択してから、[Accounts] (アカウント) を選択しま

す。

アカウントの一覧に組織内のすべてのアカウントが表示されます。
4. アカウント ID の横にあるチェックボックスを選択し、メンバーとして追加したいアカウントを選

択します。その後、[Action] (アクション) メニューから、[Add member] (メンバーの追加) を選び
ます。

Tip

新しいアカウントをメンバーとして追加するには、[Auto-enable] (自動有効化) の機能を
オンにします。ただし、この機能は、機能を有効にした後に組織に参加したアカウント
にのみ適用されます。

ステップ 2: サンプル検出結果を生成し、ベーシッ
クなオペレーションの詳細を確認する

GuardDuty がセキュリティ上の問題を検出すると、検出結果が生成されます。GuardDuty の検出結果は、
その固有のセキュリティ問題に関する詳細を含むデータセットです。検出結果の詳細を使用して、問題の
調査に役立てることができます。

GuardDuty は、placeholder 値を使用したサンプル検出結果の生成をサポートしています。このサンプル
を使用して、GuardDuty の機能をテストし、検出結果を理解してから GuardDuty によって発見された実
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ステップ 3: S3 バケットへの GuardDuty 
の検出結果のエクスポートを設定する

際のセキュリティ問題に馴染むために使われます。GuardDuty で利用可能な各検出結果タイプのサンプル
検出結果を生成するには、以下のガイドに従ってください。アカウント内でシミュレートされたセキュリ
ティイベントを生成するなど、サンプル検出結果を生成するその他の方法については、「サンプルの検出
結果 (p. 61)」を参照してください。

サンプル検出結果を作成して調査するには

1. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
2. [Settings] (設定) ページの [Sample findings] (結果のサンプル) で、[Generate sample findings] (結果サ

ンプルの生成) を選択します。
3. ナビゲーションペインで [Findings] (結果) を選択します。[Current findings] (最近の結果) ページに

[SAMPLE] とプレフィックスされたサンプル検出結果が表示されます。
4. リストから検出結果を選択して、検出結果の詳細を表示します。

• 検出結果の詳細ペインで使用可能なさまざまな情報フィールドを確認できます。検出結果のタ
イプが異なると、フィールドが異なる場合があります。すべての検出結果タイプで使用可能な
フィールドの詳細については、「検出結果の詳細 (p. 48)」を参照してください。詳細ペインか
ら、次のアクションを実行できます。

• ペインの一番上の [finding ID] (結果 ID) を選択し、検出結果のための完全な JSON 詳細を開き
ます。完全な JSON ファイルは、このパネルからダウンロードすることもできます。JSON に
は、コンソールビューに含まれない追加情報が含まれており、他のツールやサービスで取り込
むことができる形式です。

• [Resource affected] (影響を受けるリソース) セクションを表示します。実際の検出結果では、
ここに表示される情報はアカウント内の調査すべきリソースを特定するのに役立ち、実行可能
なリソースにアクセスするための適切な AWS Management Console へのリンクが含まれてい
ます。

• 「+」または「-」の虫眼鏡アイコンを選択して、その詳細の包括的または排他的なフィル
ターを作成します。検出結果フィルターの詳細については、「検出結果のフィルタリン
グ (p. 144)」を参照してください

5. サンプル検出結果をすべてアーカイブする

a. リストの上部にあるチェックボックスを選んで、すべての検出結果を選択します。
b. 保持したい検出結果を選択解除します。
c. [Actions] (アクション) メニューを選択し、[Archive] (アーカイブ) をクリックして、サンプルの検

出結果を非表示にします。

Note

Actions メニューを見るために、[Current] (最新) を選択し、検出結果ビューを切り替える
ために [Archived] (アーカイブ) を選択してください。

ステップ 3: S3 バケットへの GuardDuty の検出結
果のエクスポートを設定する

GuardDuty では、検出結果のエクスポートを設定することをお勧めします。これにより、GuardDuty の 90 
日間のストレージ期限を超えた無期限ストレージのために S3 バケットに検出結果をエクスポートできま
す。これにより、検出結果の記録を保持したり、環境内の問題を経時的に追跡したりできます。ここで概
説するプロセスでは、新しい S3 バケットをセットアップし、コンソール内から検出結果を暗号化するた
めの新しい KMS キーを作成する手順を説明します。独自の既存のバケットや別のアカウントのバケット
を使用する方法などの詳細については、「検出結果のエクスポート (p. 157)」を参照してください。

S3 エクスポートを設定するには
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ステップ 3: S3 バケットへの GuardDuty 
の検出結果のエクスポートを設定する

1. 検出結果を暗号化するには、GuardDuty がそのキーを暗号化に使用することを許可するポリシーを持
つ KMS キーが必要です。次のセクションで説明するポリシーを既存のキーにアタッチするか、コン
ソールから新しい KMS キーを作成できます。

Important

キーは、S3 バケットと同じ AWS リージョンに存在する必要があります。

新しいプロジェクトを作成するには、以下の手順に従います。同じリージョンの既存のキーを使用し
ている場合は、ポリシーを KMS キーにアタッチする手順に進みます。

a. コンソール (https://console.aws.amazon.com/kms) にログインします。
b. ナビゲーションペインで、[Customer managed keys] (カスタマー管理型のキー) を選択します。
c. [Create key] (キーの作成) を選択します。
d. [Key type] (キーのタイプ) の [Symmetric] (対称) を選択してから、[Next] (次へ) を選択します。

Note

KMS キーの詳細については、[Creating keys] (キーの作成) を参照してください。
e. キーの [Alias] (エイリアス) を指定し、[Next] (次へ) を選択します。
f. [Next] (次へ) を選択し、再度 [Next] (次へ) を選択して、デフォルトの管理許可と使用許可を承諾

します。
g. [Finish] (完了) を選択し、KMS キーを作成します。
h. キーエイリアスを選択します。
i. [Key Policy] (キーポリシー) セクションで、[Switch to policy view] (ポリシービューへの切り替え) 

を選択します。
j. "Statements": セクションに以下のステートメントを追加します。

[Region] (リージョン) を、KMS キーが作成されたリージョンに置き換えま
す。[111122223333] をバケットを所有するソースアカウントの AWS アカウント番号に置き換
えます。[KMSKeyId] を暗号化に使用するキーのキー ID に置き換え、[SourceDetectorID]
を現在のリージョンのソースアカウントの GuardDuty ディテクター ID に置き換えます。

このステートメントでは、更新されたポリシーを持つキーのみの使用を GuardDuty に許可できま
す。キーポリシーを編集するときは、JSON 構文が有効であることを確認してください。最後の
ステートメントの前にステートメントを追加する場合は、閉じ括弧の後にカンマを追加する必要
があります。

{     
    "Sid": "AllowGuardDutyKey", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "guardduty.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "kms:GenerateDataKey", 
    "Resource": "arn:aws:kms:Region:111122223333:key/KMSKeyId", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "aws:SourceAccount": "111122223333", 
            "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:guardduty:Region:111122223333:detector/SourceDetectorID"  
        } 
    }

2. コンソール (https://console.aws.amazon.com/guardduty/) にログインします。
3. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
4. [Findings export options] (結果のエクスポートオプション) の下で、[Configure now] (今すぐ設定) を選

択します。
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5. [New bucket] (新規バケット) を選択します。バケットの一意の名前を入力します。
6. (オプション) サンプル検出結果を生成して、新しいエクスポート設定をテストできます。ナビゲー

ションペインで [Settings] (設定) を選択します。
7. [Sample findings] (サンプル検出結果) で、[Generate sample findings] (サンプル調査結果を生成) を選

択します。新しいサンプル検出結果が、GuardDuty によって作成された S3 バケットのエントリとし
て 5 分以内に表示されます。

ステップ 4: SNS を使用して GuardDuty の検出結果
アラートを設定する

GuardDuty は、Amazon EventBridge と統合されており、これを使用して、検出結果データを他のアプリ
ケーションやサービスに送信して処理することができます。EventBridge では、GuardDuty の検出結果
を使用して、AWS Lambda 関数、Amazon EC2 Systems Manager オートメーション、Amazon Simple 
Notification Service (SNS) などのターゲットに検出結果イベントを接続することで、検出結果に対する自
動応答を開始できます。

この例では、EventBridge ルールのターゲットとなる SNS トピックを作成し、EventBridge を使用して 
GuardDuty から検出結果データをキャプチャするルールを作成します。結果として得られるルールは、検
出結果の詳細をメールアドレスに転送します。検出結果を Slack または Amazon Chime に送信する方法、
および送信される検出結果のアラートタイプを変更する方法については、「Amazon SNS トピックおよび
エンドポイントの設定 (p. 166)」を参照してください。

検出結果アラートの SNS トピックを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home で Amazon SNS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Topics] (トピック) を選択します。
3. [Create Topic] (トピックの作成) を選択します。
4. [Type] (タイプ) に、[Standard] (標準) を選択します。
5. [Name] (名前) に「GuardDuty」と入力します。
6. [Create Topic] (トピックの作成) を選択します。新しいトピックのトピック詳細が開きます。
7. [サブスクリプション] セクションで、[サブスクリプションの作成] を選択します。
8. [Protocol] (プロトコル) で [Email] (E メール) を選択します。
9. [Endpoint] (エンドポイント) に、通知を送信する先の E メールアドレスを入力します。
10. [Create subscription] (サブスクリプションの作成) を選択します。

サブスクリプションを作成した後に、E メールを通してサブスクリプションを確認する必要がありま
す。

11. サブスクリプションメッセージを確認するには、E メールの受信ボックスに移動して、サブスクリプ
ションメッセージで [Confirm subscription] (サブスクリプションの確認) を選択します。

Note

メール確認のステータスを確認するには、SNS コンソールに移動して [Subscriptions] (サブ
スクリプション) を選択します。

GuardDuty の検出結果をキャプチャしてフォーマットする EventBridge ルールを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/events/ で EventBridge コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。
3. [Create rule] (ルールの作成) を選択します。
4. ルールの名前と説明を入力します。
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ルールには、同じリージョン内および同じイベントバス上の別のルールと同じ名前を付けることはで
きません。

5. [Event bus] (イベントバス) として、[default] (デフォルト) を選択します。
6. [Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) を選択

します。
7. [Next] (次へ) を選択します。
8. [Event source] (イベントソース) で、[AWSevents] (イベント) を選択します。
9. [Event pattern] (イベントパターン) で、[Event pattern form] (イベントパターンフォーム) を選択しま

す。
10. [Event source] (イベントソース) では、AWS[services] (サービス) を選択します。
11. [AWS service] ( サービス) では、[GuardDuty] を選択します。
12. [Event Type] (イベントタイプ) では、[GuardDuty Finding] (GuardDuty の検出結果) を選択します。
13. [Next] (次へ) を選択します。
14. [Target types] (ターゲットタイプ) では、AWS[services] (サービス) を選択します。
15. [Select a target] (ターゲットの選択) では、[SNS topic] (SNS トピック) を選択し、[Topic] (トピック) 

では、以前に作成した SNS トピックの名前を選択します。
16. [Additional settings] (追加設定) セクションの [Configure target input] (ターゲット入力の設定) で

は、[Input transformer] (入力トランスフォーマー) を選択します。

入力トランスフォーマーを追加すると、GuardDuty から送信される JSON 検出結果データが、人が読
み取り可能なメッセージに書式設定されます。

17. [Configure input transformer] (入力トランスフォーマーの設定) を選択します。
18. [Target input transformer] (ターゲット入力トランスフォーマー) セクションで、[Input path] (入力パス) 

に以下のコードを貼り付けます。

{ 
  "severity": "$.detail.severity", 
  "Finding_ID": "$.detail.id", 
  "Finding_Type": "$.detail.type", 
  "region": "$.region", 
  "Finding_description": "$.detail.description"
} 
                             

19. メールを書式設定するには、[Template] (テンプレート) に以下のコードを貼り付けます。

"You have a severity <severity> GuardDuty finding type <Finding_Type> in the <region> 
 region."
"Finding Description:"
"<Finding_description>. "
"For more details open the GuardDuty console at https://console.aws.amazon.com/
guardduty/home?region=<region>#/findings?search=id%3D<Finding_ID>"

20. [Confirm] (確認) を選択します。
21. [Next] (次へ) をクリックします。
22. (オプション) ルールに 1 つ以上のタグを入力します。詳細については、「Amazon EventBridge ユー

ザーガイド」の「Amazon EventBridge のタグ」を参照してください。
23. [Next] (次へ) をクリックします。
24. ルールの詳細を確認し、[Create rule] (ルールの作成) を選択します。
25. (オプション) ステップ 2 のプロセスでサンプル検出結果を生成して、新しいルールをテストします。

生成されたサンプル検出結果ごとにメールが届きます。
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次のステップ
GuardDuty を引き続き使用すると、環境に関連する検出結果の種類を理解できるようになります。新しい
検出結果を受け取ったときはいつでも、検出結果の詳細ペイン中の検出結果の記述から [Learn more] (詳細
はこちら) を選択することにより、あるいは 検出結果タイプ (p. 66) の検出結果名を探すことにより、
その検出結果に関する修復に関するレコメンデーションを含む情報を検索できます。

次の機能は、GuardDuty を調整して、AWS 環境にとって最も関連性の高い検出結果を提供できるように
するのに役立ちます。

• インスタンス ID、アカウント ID、S3 バケット名などの特定の条件に基づいて検出結果を簡単に並べ替
えるには、GuardDuty 内でフィルターを作成して保存できます。詳細については、「検出結果のフィル
タリング (p. 144)」を参照してください。

• 環境内で予想される動作に関する検出結果を受け取っている場合は、[suppression rules] (p. 147) (抑制
ルール) で定義した基準に基づいて検出結果を自動的にアーカイブできます。

• 信頼できる IP のサブセットから検出結果を生成しないようにしたり、GuardDuty が通常のモニタリング
範囲外の IP をモニタリングするには、[Trusted IP and threat lists] (p. 151) (信頼されている IP および
脅威リスト) をセットアップできます。
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概念と用語
GuardDuty RDS Protection はプレビューリリースです。RDS Protection の機能の使用には、「AWS の
サービス条件」の第 2 項 (「ベータ版とプレビュー」) が適用されます。

Amazon GuardDuty の使用を開始するにあたり、その主要概念を確認しておくと利点があります。

アカウント

AWS リソースを含む標準の Amazon Web Services (AWS) アカウント。アカウントを使用して AWS 
にサインインし、GuardDuty を有効にできます。

他のアカウントを招待して、GuardDuty を有効にし、GuardDuty の AWS アカウントに関連付けるこ
ともできます。招待が承諾されると、アカウントは GuardDuty の管理者アカウントとして指定され、
これに追加されたアカウントはメンバーアカウントになります。これにより、代わりにそれらのアカ
ウントの GuardDuty の検出結果を表示および管理することができます。

管理者アカウントのユーザーは、自分のアカウントおよびすべてのメンバーアカウントの GuardDuty 
の検出結果を表示および管理できるだけでなく、GuardDuty の設定もできます。GuardDuty に最大 
5000 のメンバーアカウントを登録できます。

メンバーアカウントのユーザーは、GuardDuty マネジメントコンソールまたは GuardDuty API を使用
して、自分のアカウントの GuardDuty の検出結果を表示および管理するだけでなく、GuardDuty の設
定もできます。メンバーアカウントのユーザーは、他のメンバーアカウントの検出結果を表示または
管理することはできません。

1 つの AWS アカウントを同時に GuardDuty の管理者アカウントとメンバーアカウントにすることは
できません。AWS アカウントで承諾できるメンバーシップの招待は 1 つのみです。メンバーシップ
の招待の承諾はオプションです。

詳細については、「Amazon GuardDuty での複数のアカウントの管理 (p. 189)」を参照してくださ
い。

ディテクター

GuardDuty のすべての検出結果は、GuardDuty サービスを表すオブジェクトであるディテクターに
関連付けられています。ディテクターはリージョンレベルのエンティティであり、GuardDuty が動作
する各 AWS リージョン で一意のディテクターが必要です。リージョンで GuardDuty を有効にする
と、32 文字の英数字からなる特有の detectorId を持つ新しいディテクターがそのリージョンで作成さ
れます。detectorId の形式は 12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0 です。

https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールの [Settings] (設定) ページで、または
ListDetectors API を使用して、現在のリージョンの detectorId を確認できます。

Note

複数アカウント環境では、メンバーアカウントのすべての検出結果が管理者アカウントの
ディテクターに関連付けられます。

CloudWatch Events の通知頻度の設定や、GuardDuty が処理するオプションのデータソースの有効化
または無効化など、GuardDuty の一部の機能は、ディテクターを介して設定されます。

データソース

データのセットのオリジンまたは場所です。AWS 環境内の予期しない不正なアクティビティを検
出するために、GuardDuty は、AWS CloudTrail イベントログ、AWS CloudTrail 管理イベントのほ
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か、S3、VPC フローログ、DNS ログ、EKS 監査ログ、RDS ログインアクティビティモニタリング、
および EBS ボリュームの AWS CloudTrail データイベントを分析して処理します。詳細については、
「Amazon GuardDuty でデータソースを使用する方法 (p. 14)」を参照してください。

検出結果

GuardDuty によって発見された潜在的なセキュリティの問題。詳細については、「Amazon 
GuardDuty の検出結果について (p. 48)」を参照してください。

検出結果は、セキュリティ問題に関する詳細な説明と合わせて、GuardDuty コンソールに表示されま
す。GetFindings および ListFindings API オペレーションを呼び出して生成された検出結果を取得する
こともできます。

GuardDuty の検出結果は、Amazon CloudWatch Events を使用して確認することもできま
す。GuardDuty は、検出結果を HTTPS プロトコルを使用して Amazon CloudWatch に送信します。
詳細については、「Amazon CloudWatch Events を使用した GuardDuty の検出結果に対するカスタム
レスポンスの作成 (p. 164)」を参照してください。

スキャンオプション

GuardDuty Malware Protection が有効になっている場合、スキャンまたはスキップする Amazon EC2 
インスタンスと Amazon Elastic Block Store(EBS) ボリュームを指定できます。この機能を使用する
と、EC2 インスタンスおよび EBS ボリュームに関連付けられている既存のタグを、包含タグリスト
または除外タグリストのいずれかに追加できます。包含タグリストに追加するタグに関連付けられて
いるリソースは、マルウェアのスキャンが行われ、除外タグリストに追加されたリソースはスキャン
されません。詳細については、「スキャンオプション (p. 33)」を参照してください。

スナップショットの保持

GuardDuty Malware Protection が有効になっている場合、AWS アカウントで EBS ボリュームのス
ナップショットを保持するオプションが提供されます。GuardDuty は、EBS ボリュームのスナップ
ショットに基づいてレプリカ EBS ボリュームを生成します。Malware Protection スキャンがレプリカ 
EBS ボリュームでマルウェアを検出した場合にのみ、EBS ボリュームのスナップショットを保持でき
ます。レプリカ EBS ボリュームでマルウェアが検出されない場合、GuardDuty は、スナップショッ
トの保持設定に関係なく、EBS ボリュームのスナップショットを自動的に削除します。詳細について
は、「スナップショットの保持 (p. 32)」を参照してください。

 抑制ルール

抑制ルールを使用すると、特定の属性の組み合わせを作成して検出結果数を抑えることができます。
例えば、特定の VPC のインスタンス、特定の AMI を実行するインスタンス、特定の EC2 タグがある
インスタンスなどのみで、Recon:EC2/Portscan を自動アーカイブするために、GuardDuty フィル
ターを使ってルールを定義できます。このルールにより、ポートスキャンの検出結果は、条件を満た
すインスタンスから自動的にアーカイブされます。ただし、暗号化通貨のマイニングなど、他の悪意
のあるアクティビティを行っているインスタンスが GuardDuty によって検出された場合には、アラー
トが出されます。

GuardDuty 管理者アカウントで定義された抑制ルールは、GuardDuty メンバーアカウントに適用され
ます。GuardDuty メンバーアカウントは抑制ルールを変更できません。

抑制ルールでは、GuardDuty は依然としてすべての検出結果を生成します。抑制ルールは、すべての
アクティビティの完全で不変な履歴を維持しながら、検出結果の数を抑えます。

通常、抑制ルールの使用目的は、環境に対して誤検知と判断した検出結果を非表示にし、重要度の低
い検出結果からのノイズを減らして、より大きな脅威に集中できるようにすることです。詳細につい
ては、「抑制ルール (p. 147)」を参照してください。

信頼できる IP リスト

AWS 環境と高度に安全な通信を行うための、信頼できる IP アドレスのリスト GuardDuty では、信頼
できる IP リストに基づく検出結果は生成されません。詳細については、「信頼できる IP リストと 脅
威リストの使用 (p. 151)」を参照してください。
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脅威 IP リスト

悪意のある既知の IP アドレスのリスト GuardDuty は、疑わしいアクティビティの可能性があるため
に検出結果を生成するだけでなく、これらの脅威リストに基づく検出結果も生成します。詳細につい
ては、「信頼できる IP リストと 脅威リストの使用 (p. 151)」を参照してください。
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Amazon GuardDuty でデータソース
を使用する方法

GuardDuty RDS Protection はプレビューリリースです。RDS Protection の機能の使用には、「AWS の
サービス条件」の第 2 項 (「ベータ版とプレビュー」) が適用されます。

AWS 環境での予期されない不正なアクティビティを検出するために、GuardDuty は、このトピックで
説明されているソースからのデータを分析および処理します。GuardDuty は、これらのデータソースを
使用して、IAM アクセスキー、EC2 インスタンス、S3 バケット、および Amazon EKS リソースという 
AWS リソースタイプに関連する異常を検出します。これらのデータソースから GuardDuty への通信中、
ログデータはすべて暗号化されます。GuardDuty は、プロファイリングや異常の検出用のログから様々な
フィールドを抽出して、そのログを破棄します。

次のセクションでは、GuardDuty でサポートされている各データソースを使用する方法を説明します。

Important

一部のデータソースは、他の AWS リージョン では利用できない場合があります。詳細について
は、「リージョンとエンドポイント (p. 261)」を参照してください。

トピック
• AWS CloudTrail イベントログ (p. 14)
• AWS CloudTrail 管理イベント (p. 15)
• S3 の AWS CloudTrail データイベント (p. 15)
• Kubernetes 監査ログ (p. 16)
• VPC フローログ (p. 16)
• DNS ログ (p. 16)
• Elastic Block Storage (EBS) ボリューム (p. 17)
• RDS ログインアクティビティのモニタリング (p. 17)

AWS CloudTrail イベントログ
AWS CloudTrail は、アカウントの AWS API コールの履歴を提供します。これには、AWS マネジメント
コンソール、AWS SDK、コマンドラインツール、特定の AWS のサービスを使用した API コールが含まれ
ます。CloudTrail では、CloudTrail をサポートするサービス用の AWS API を呼び出したユーザーとアカウ
ント、呼び出し元のソース IP アドレス、および呼び出しの発生日時を特定することもできます。詳細につ
いては、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」を参照してください。GuardDuty は CloudTrail 管理イベント
と、オプションで S3 用の CloudTrail データイベントの両方をモニタリングできます。

GuardDuty を有効にすると、直ちに CloudTrail イベントログの分析が開始されます。CloudTrail 管理およ
び S3 データイベントを CloudTrail から直接、独立イベントストリームと重複イベントストリームで消費
します。GuardDuty で CloudTrail イベントへのアクセスには追加料金はかかりません。

GuardDuty は CloudTrail イベントを管理したり、いかなる方法にでも既存の CloudTrail 設定に影響を与
えたりすることはありません。CloudTrail イベントのアクセスと保持を直接管理するには、CloudTrail 
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サービスコンソールまたは API を使用する必要があります。詳細については、「Viewing Events with 
CloudTrail Event History」(CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示) を参照してください。

GuardDuty が AWS CloudTrail グローバルイベントを
処理する方法
GuardDuty が CloudTrail をデータソースとして使用する方法に関するもう 1 つの重要な点は、CloudTrail 
グローバルイベントの取扱いと処理です。ほとんどのサービスの場合、イベントはアクションが
発生したリージョンで記録されます。IAM、AWS Security Token Service、Amazon S3、Amazon 
CloudFront、Route 53 などのグローバルサービスに関して、イベントはグローバルサービスを含む追跡
に配信され、米国東部 (バージニア北部) リージョンで発生したとログに記録します。詳細については、
「About Global Service Events」(グローバルサービスイベントについて) を参照してください。

GuardDuty は、CloudTrail がすべてのリージョンに送信するグローバルイベントを含むリージョンに届く
すべてのイベントを処理します。これにより、GuardDuty はリージョンこどにユーザープロファイルと
ロールプロファイルを維持し、リージョンを超えて使用される悪意のある認証情報を正確に検出できま
す。

AWS は、サポートされているすべてのリージョンで GuardDuty を有効にすることを強くお勧めします。
このように設定することで、GuardDuty はアクティブに使用されていないリージョンでも、許可されてい
ないアクティビティや異常なアクティビティに関する検出結果を生成できます。これにより、GuardDuty 
がグローバルな AWS のサービス用の AWS CloudTrail イベントをモニタリングできます。GuardDuty が
サポートされているすべてのリージョンで有効になっていない場合、グローバルサービスに関連するアク
ティビティを検出する機能は低下します。

AWS CloudTrail 管理イベント
管理イベントは、コントロールプレーンイベントとも呼ばれます。これらのイベントでは、AWS アカウン
トのリソースで実行される管理オペレーションについてのインサイトが得られます。

次は、GuardDuty がモニタリングする CloudTrail 管理イベントの例です。
• セキュリティの設定 (IAM AttachRolePolicy API オペレーション)
• データをルーティングするルールの設定 (Amazon EC2 CreateSubnet API オペレーション)
• ログ記録の設定 (AWS CloudTrail CreateTrail API オペレーション)

S3 の AWS CloudTrail データイベント
データプレーンオペレーションとして知られるデータイベントは、リソース上またはリソース内で実行し
たリソースオペレーションに関するインサイトを提供します。それらは、多くの場合、高ボリュームのア
クティビティです。

次は、GuardDuty がモニタリングできる S3 の CloudTrail データイベントの例です。
• GetObject API オペレーション
• PutObject API オペレーション
• ListObjects API オペレーション
• DeleteObject API オペレーション

S3 データイベントモニタリングは、新しいアカウントで、デフォルトで有効となっています。ただし、
このデータソースはオプションで、任意のアカウントまたはリージョンでいつでも有効または無効にで
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きます。データソースとしての Amazon S3 の設定の詳細については、「Amazon GuardDuty における 
Amazon S3 Protection (p. 44)」を参照してください。

Kubernetes 監査ログ
Kubernetes 監査ログは、ユーザー、Kubernetes API を使用するアプリケーション、コントロールプレー
ンからのアクティビティなど、Amazon EKS クラスター内のシーケンシャルアクションをキャプチャしま
す。監査ログは、すべての Kubernetes クラスターのコンポーネントです。詳細については、Kubernetes 
ドキュメントの「Auditing」(監査) を参照してください。

Amazon EKS を使用すると、EKS コントロールプレーンのログ記録機能を通じて、Kubernetes 監査ログ
を Amazon CloudWatch Logs として取り込むことができます。GuardDuty で EKS Protection を有効にす
ると、GuardDuty は、直ちに Amazon EKS リソースの Kubernetes 監査ログの分析を開始します。フロー
ログの独立かつ重複ストリーミングを通じて、Amazon EKS コントロールプレーンログ機能から直接、監
査ログイベントを使用します。このプロセスでは、追加の設定は不要で、既存の Amazon EKS コントロー
ルプレーンのログ設定 (存在する場合) に影響はありません。

GuardDuty は、Amazon EKS コントロールプレーンのログ記録を管理したり、アカウントの 
Kubernetes 監査ログをアクセス可能な状態にしたりしません (Amazon EKS 向けに有効にしていない場
合)。Kubernetes 監査ログへのアクセスと保持期間を管理するには、Amazon EKS コントロールプレーン
のログ機能を設定する必要があります。詳細については、Amazon EKS ドキュメントの「コントロールプ
レーンログの有効化と無効化」を参照してください。

Kubernetes 監査ログモニタリングは、すべての GuardDuty 新規アカウントで、デフォルトで有効になっ
ています。ただし、このデータソースはオプションで、任意のアカウントまたはリージョンでいつでも
有効または無効にできます。データソースの Kubernetes 監査ログの設定の詳細については、「Amazon 
GuardDuty における EKS Protection (p. 19)」を参照してください。

VPC フローログ
Amazon VPC の VPC フローログ機能は、環境内のネットワークインターフェイスとの間で送受信される 
IP トラフィックに関する情報をキャプチャします。

GuardDuty を有効にすると、すぐに VPC フローログのデータの分析が開始されます。GuardDuty は、フ
ローログの単独ストリームおよび重複ストリームを通じて、VPC フローログ機能から直接、VPC フロー
ログイベントを消費します。このプロセスによる既存のフローログ設定への影響はありません。

GuardDuty はフローログを管理したり、アカウントへのアクセスを可能にしたりしません。フローログの
アクセスと保持期間を管理するには、VPC フローログ機能を設定する必要があります。

GuardDuty では、追加料金なしで、フローログにアクセスできます。GuardDuty では、検出結果を生成
するために処理されたフローログデータの量 (GB 単位) に対してのみ課金されます。GuardDuty では、ス
マートフィルターを適用し、脅威検出に関連するフローログのサブセットを分析することでコストを最適
化します。ただし、フローログの保持やアカウントでの使用を有効にした場合は、既存の料金が適用され
ます。

DNS ログ
Amazon EC2 インスタンス (デフォルト設定) で AWS DNS リゾルバーを使用している場合、GuardDuty 
は、内部の AWS DNS リゾルバーを介して、リクエストと応答の DNS ログにアクセスして処理すること
ができます。OpenDNS や GoogleDNS などの別の DNS リゾルバーを使用している場合、または独自の 
DNS リゾルバーを設定している場合、GuardDuty は、このデータソースのデータにアクセスして処理でき
ません。
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GuardDuty を有効にすると、独立データストリームから DNS ログの分析がすぐに開始されます。この
データストリームは、Route 53 リゾルバークエリログ記録機能を通じて提供されるデータとは別のもので
す。この機能の設定は、GuardDuty の解析には影響しません。

Elastic Block Storage (EBS) ボリューム
GuardDuty Malware Protection は Amazon EC2 インスタンスにアタッチされている Amazon EBS ボ
リュームで、マルウェアをスキャンして検出します。

GuardDuty が EC2 インスタンスまたはコンテナワークロードでマルウェアを示す結果を生成し、Malware 
Protection を有効にすると、GuardDuty はお客様のアカウントで、影響を受ける可能性のある EC2 イ
ンスタンスまたはコンテナワークロードにアタッチされた EBS ボリュームのスナップショットを作成
します。GuardDuty Malware Protection のためのサービスにリンクされたロールの許可 (p. 228) を
通じて GuardDuty にプロビジョニングされた権限を使用して、GuardDuty はそのスナップショット
から GuardDuty のサービスアカウントに暗号化されたレプリカ EBS ボリュームを作成します。その
後、GuardDuty はレプリカ EBS ボリュームをスキャンしてマルウェアを検出します。

Note

GuardDuty Malware Protection は、Amazon EBS 暗号化を使用して暗号化された EBS ボ
リュームをスキャンしません。詳細については、「GuardDuty での Malware Protection の仕組
み (p. 23)」を参照してください。

スキャンが完了すると、GuardDuty は暗号化された EBS ボリュームのレプリカと EBS ボリュームのス
ナップショットを削除します。マルウェアが見つかり、スナップショットの保持 (p. 32) の設定を有効
にすると、EBS ボリュームのスナップショットは削除されず、自動的に AWS アカウントで保持されま
す。マルウェアが見つからない場合、スナップショットの保持設定に関係なく、EBS ボリュームのスナッ
プショットは保持されません。

GuardDuty は、スキャンする各 EBS ボリュームのレプリカを最大 1 日間保持します。ただし、EBS ボ
リュームのレプリカとそのマルウェアスキャンでサービスの停止や障害が発生した場合は、その EBS ボ
リュームを最大 7 日間保持します。長期保存期間は、停止または障害をトリアージして対処するためのも
のです。GuardDuty Malware Protection は、停止または障害に対処した後、または延長された保持期間が
経過すると、レプリカ EBS ボリュームを削除します。

RDS ログインアクティビティのモニタリング
RDS ログインアクティビティは、AWS 環境における サポートされている Amazon Aurora データベー
ス (p. 40) へのログイン試行の成功と失敗の両方をキャプチャします。データベースを保護するため
に、GuardDuty RDS Protection は、疑わしいログイン試行がないかどうか、ログインアクティビティを継
続的に監視します。例えば、攻撃者がデータベースのパスワードを推測して Amazon Aurora データベース
へのブルートフォースアクセスを試みる可能性があります。

RDS Protection 機能を有効にすると、GuardDuty は Aurora サービスから直接データベースの RDS ロ
グインアクティビティのモニタリングを自動的に開始します。異常なログイン動作の兆候が見られる
場合、GuardDuty は侵害された可能性があるデータベースの詳細情報が含まれる検出結果を生成しま
す。RDS Protection を初めて有効にする場合、またはデータベースインスタンスを新しく作成した場合
は、通常の動作をベースラインにするための学習期間が必要です。このため、新たに有効になったデータ
ベースインスタンスや新しく作成されたデータベースインスタンスでは、最長で 2 週間程度、関連する異
常ログインが検出されないことがあります。

RDS Protection の機能には追加の設定は必要なく、既存の Amazon Aurora データベース設定には影響し
ません。GuardDuty は、サポートされているデータベースや RDS ログインアクティビティを管理した
り、RDS ログインアクティビティを行えるようにしたりするものではありません。
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新しいメンバーアカウントが組織に加わるときに RDS Protection の機能を自動的に有効にすることを選
択した場合、この操作により、これらの新しいメンバーアカウントに対して GuardDuty が自動的に有効に
なります。RDS ログインアクティビティのモニタリングをデータソースとして設定する方法については、
「GuardDuty RDS Protection (p. 40)」を参照してください。
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Amazon GuardDuty における EKS 
Protection

GuardDuty EKS Protection により、Amazon GuardDuty は、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon 
EKS) 内の Kubernetes クラスターの疑わしいアクティビティと侵害の可能性を検出できます。

EKS Protection は、GuardDuty が Kubernetes データソースを使用できるようにするオプションの拡張機
能です。このトピックでは、GuardDuty EKS Protection を有効または無効にするプロセスについて説明し
ます。

GuardDuty では、EKS Protection を無効にしないことを強くお勧めします。この機能が有効になっていな
い場合は、Amazon EKS 環境内において疑わしいアクティビティの検出結果をモニタリングまたは生成す
るための GuardDuty の機能は制限されます。

GuardDuty が Kubernetes データソースを使用する
仕組み

EKS Protection が有効になっている場合、GuardDuty はオプションのデータソースを使用して Kubernetes 
API に対する脅威を検出します。現在、Kubernetes Protection を有効にして次のデータソースを取り込む
ことができます。

Kubernetes 監査ログ

Kubernetes 監査ログは、ユーザー、アプリケーション、およびコントロールプレーンからの時系列の 
API アクティビティをキャプチャするすべての Kubernetes クラスターの機能です。EKS Protection が
有効になっている場合、GuardDuty は Amazon EKS からこれらのログを取り込み、これらのログをオ
ンにしたり保存したりすることなく、Amazon EKS リソースに関する Kubernetes の検出結果を生成
します。詳細については、「Kubernetes 監査ログ (p. 16)」を参照してください。

EKS Protection が有効になっている場合、GuardDuty は、Amazon EKS クラスターからの Kubernetes 
データソースを分析し、悪意のあるアクティビティや疑わしいアクティビティがないかのモニタリングを
直ちに開始します。詳細については、「Amazon GuardDuty でデータソースを使用する方法 (p. 14)」を参
照してください。

EKS Protection を無効にすると、GuardDuty はこのデータソースの使用を直ちに停止し、EKS クラスター
のモニタリングを停止します。

スタンドアロンアカウントの EKS Protection の設
定

コンソールまたは UpdateDetector API オペレーションを通じて、GuardDuty EKS Protection を無効ま
たは有効にできます。

アカウントの EKS Protection を設定するには、次の設定オプションを参照してください。
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EKS Protection を有効または無効にするには
スタンドアロンアカウントの GuardDuty EKS Protection を有効または無効にする手順については、次のい
ずれかのアクセス方法を選択してください。

Console

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) 内の [EKS Protection] (EKS Protection) を選択しま

す。
3. [EKS protection] (EKS Protection) ペインには、アカウントの Kubernetes Protection の現在のス

テータスが一覧表示されます。[Enable] (有効) または [Disable] (無効) を選択することで、このオ
プションはいつでも有効または無効にできます。

API

• 独自のリージョンレベルのディテクター ID を使用して updateDetector API オペレーション
を実行し、true または false に設定された [["Kubernetes Logs":"enable"]] を持つ
dataSources オブジェクトを渡して有効または無効にします。

AWS コマンドラインツールを使用して AWS CLI コマンドを実行することで、GuardDuty EKS 
Protection を有効または無効にすることもできます。必ずご自身の有効な ディテクター ID を使用
してください。

Note

次のサンプルコードは GuardDuty EKS Protection を有効にします。無効にするに
は、true を false に置き換えます。

https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールの [Settings] (設定) ページで、または
ListDetectors API を使用して、現在のリージョンの detectorId を確認できます。

aws guardduty update-detector --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0 --
data-sources '{"Kubernetes":{"AuditLogs":{"Enable":true}}}' 
                 

マルチアカウント環境での EKS Protection の設定
マルチアカウント環境では、GuardDuty の委任された管理者のアカウントのみが EKS Protection を設定で
きます。GuardDuty の委任された管理者は、メンバーアカウントのために Kubernetes Protection を有効ま
たは無効にできます。GuardDuty メンバーアカウントでは、このデータソースを有効または無効化できま
せん。

AWS Organizations でメンバーアカウントを管理する GuardDuty 管理者アカウントは、組織内のすべての
新しいアカウントで EKS Protection を自動的に有効にすることを選択できます。詳細については、「AWS 
Organizations を使用した GuardDuty アカウントの管理 (p. 191)」を参照してください。

組織メンバーアカウントの EKS Protection を自動的に
有効にする

Note

この機能は、AWS Organizations を通じて組み込まれたメンバーを持つ GuardDuty の委任された
管理者のみが使用できます。
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を手動で有効または無効にするには 

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。
3. GuardDuty の [Auto-enable] (自動有効化) がオンになっていることを確認します。オフの場合は、バ

ナーから [Enable] (有効化) を選択するか、[Auto-enable is OFF] (自動有効化がオフ) を選択して有効に
できます。この機能は、新しいメンバーアカウントが組織に参加したときに、そのメンバーのために 
GuardDuty を自動的に有効にします。EKS Protection を自動有効化するには、オンにする必要があり
ます。

4. GuardDuty の [Auto-enable] (自動有効化) をオンにすると、EKS Protection の切り替えアイコンを選択
することで、新しいメンバーのために EKS Protection を有効にできます。[Update Settings] (更新の設
定) を選択して確定します。

メンバーアカウントで EKS Protection を手動で有効ま
たは無効にするには
メンバーアカウントの Kubernetes Protection を有効または無効にする手順については、次のアクセス方法
を選択してください。

Console

すべてのアカウントで EKS Protection を有効にするには

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. すべてのアカウントで EKS Protection を一度に有効にするには、ナビゲーションペインから

[EKS Protection] (EKS Protection) を選択します。
3. 管理しているアカウントの内、EKS Protection が有効になっているアカウントの数を示すステー

トメントが表示されます。すべてのアカウントで EKS Protection を有効にするには [Enable all]
(すべて有効化) を選択します。

Note

組織内のアカウントを管理している場合、この操作により、[Auto-enable] (自動有効化) 
機能が組織内の将来のメンバーアカウントに対して EKS Protection を自動的に有効にし
ます。

メンバーアカウントで EKS Protection を手動で有効または無効にするには

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。

Note

[Accounts] (アカウント) テーブルから、[EKS Protection] (EKS Protection) 列を確認しま
す。緑のチェックマークアイコンは EKS Protection が有効であることを示し、青いダッ
シュアイコンはそれが無効であることを示します。この列が空白の場合、アカウントは 
EKS Protection の対象になりません。[Enabled] (有効) または [Disabled] (無効) でフィル
タリングすることもできます。

3. Kubernetes Protection 用に設定するアカウントを選択します。[Actions] (アクション) メニュー
から、[Enable EKS Protection] (EKS Protection を有効にする) または [Disable EKS Protection]
(EKS Protection を無効にする) を選択します。選択内容を確認して、選択したアカウントの設定
を変更します。テーブルは自動的に更新され、変更点が表示されます。
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の EKS Protection の自動無効化 

API

メンバーアカウントの EKS Protection を選択的に有効または無効にするには、自身のディテクター ID 
を使用し、updateMemberDetectors API オペレーションを実行します。次の例では、単一のメンバー
アカウントで EKS Protection を有効にする方法を示しています。無効にするには、true を false に
置き換えます。

https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールの [Settings] (設定) ページで、または
ListDetectors API を使用して、現在のリージョンの detectorId を確認できます。

aws guardduty update-member-detectors --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0 --
account-ids 123456789012 --data-sources '{"Kubernetes":{"AuditLogs":{"Enable":true}}}' 
                 

Note

スペースで区切られたアカウント ID のリストを渡すこともできます。

コードが正常に実行されると、UnprocessedAccounts の空のリストが返されます。アカウントの
ディテクター設定を変更する際に問題が発生した場合は、そのアカウント ID と問題の概要が表示され
ます。

Note

スクリプトを使用して新しいアカウントを追加し、新しいアカウントで Kubernetes 
Protection を無効にする場合は、このトピックで説明されているように、オプションの
dataSources オブジェクトで createDetector API オペレーションを変更できます。

新しい GuardDuty アカウントの EKS Protection の
自動無効化

Important

デフォルトでは、すべての GuardDuty アカウントで EKS Protection が自動的に有効になりま
す。

GuardDuty 管理者が新しいアカウントで初めて GuardDuty を有効にしていて、EKS Protection をデフォル
トで有効にしたくない場合は、オプションの dataSources オブジェクトで createDetector API オペレー
ションを変更することで無効にできます。次の例では EKS Protection を無効にしたまま新しい GuardDuty 
ディテクターを有効にするために、AWS CLI を使用しています。

aws guardduty create-detector --enable --data-sources '{"Kubernetes":{"AuditLogs":
{"Enable":false}}}' 
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Amazon GuardDuty の Malware 
Protection

GuardDuty Malware Protection は Amazon GuardDuty の拡張機能です。GuardDuty は、マルウェアによっ
て既に侵害されたリソース、または危険にさらされているリソースを特定します。Malware Protection は 
GuardDuty のサポート機能として、この侵害の原因として疑われるマルウェアを検出します。

Malware Protection を有効にして、GuardDuty で Amazon EC2 インスタンスまたはコンテナワーク
ロードの疑わしい動作が検出されると、GuardDuty Malware Protection が、影響を受ける EC2 インス
タンスまたはコンテナワークロードにアタッチされた Amazon Elastic Block Store (EBS) ボリュームで
エージェントレススキャンを自動的に開始し、マルウェアを検出します。詳細については、「 Malware 
Protection スキャンを開始する GuardDuty の検索結果 (p. 35)」を参照してください。GuardDuty 
Malware Protection では、スキャンするリソースまたはスキップするリソースを選択することもできま
す。GuardDuty Malware Protection では、検索から除外することを選択したリソースに対して自動スキャ
ンが開始されない場合があります。スキャンでマルウェアが検出された場合、GuardDuty コンソールでそ
の脅威に関する詳細な Malware Protection の結果を表示できます。

Malware Protection はオプションの機能で、リソースのパフォーマンスに影響を与えないように設計され
ています。Malware Protection 機能は、任意のアカウントまたは利用可能な AWS リージョン でいつでも
開始または停止することができます。デフォルトでは、既存の GuardDuty のお客様は Malware Protection 
を 30 日間お試しいただけます。新しい GuardDuty アカウントでは、Malware Protection がすでに有効
になっており、30 日間の試用期間に含まれています。詳細については、「GuardDuty コストの見積も
り (p. 203)」を参照してください。

GuardDuty での Malware Protection の仕組み
GuardDuty Malware Protection は、侵害された可能性がある Amazon EC2 インスタンスおよびコンテナ
ワークロードにアタッチされた EBS ボリューム上のマルウェアをスキャンして検出します。以下の画像
は、GuardDuty で Malware Protection がどのように機能するかを説明したものです。
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GuardDuty がマルウェアを示す疑わしいアクティビティや潜在的に悪意のあるアクティビティを検出する
と、Malware Protection は、GuardDuty が検出したそのようなアクティビティのリソースにアタッチされ
た、関連する EBS ボリュームのスナップショットを作成し、GuardDuty サービスアカウントと共有しま
す。次に、Malware Protection は、サービスアカウントで、それらのスナップショットを使用して暗号化
された EBS ボリューム のレプリカを作成します。

スキャンオプション (p. 33) に基づいて、マルウェア検出のための自動エージェントレス検索が開始さ
れます。スキャンが完了すると、GuardDuty は暗号化された EBS ボリュームのレプリカと EBS ボリュー
ムのスナップショットを削除します。マルウェアが見つかり、スナップショットの保持 (p. 32) の設定
を有効にすると、EBS ボリュームのスナップショットは削除されず、自動的に AWS アカウントで保持さ
れます。マルウェアが見つからない場合、スナップショットの保持設定に関係なく、EBS ボリュームの
スナップショットは保持されません。デフォルトでは、スナップショットの保持設定はオフになっていま
す。スナップショットとその保持にかかるコストについては、「Amazon EBS の料金」を参照してくださ
い。

GuardDuty は、スキャンする各 EBS ボリュームのレプリカを最大 1 日間保持します。ただし、EBS ボ
リュームのレプリカとそのマルウェアスキャンでサービスの停止や障害が発生した場合は、その EBS ボ
リュームを最大 7 日間保持します。ボリューム保持期間が延長されている間に、サービスの停止または
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障害のトリアージと対処をしてください。GuardDuty Malware Protection は、停止または障害に対処した
後、または延長された保持期間が経過すると、EBS ボリュームのレプリカを削除します。

Note

GuardDuty が結果を生成する各 EC2 インスタンスおよびコンテナワークロードに対し
て、GuardDuty Malware Protection は 24 時間に 1 回だけスキャンを開始します。

マルウェアスキャンが完了したら、次のリソースにアクセスして、検出結果の詳細と対応する 
CloudWatch ログイベントを詳細に理解できます。

• マルウェアが検出された場合、GuardDuty は影響を受けたリソースとマルウェアの詳細を含む新しい
Malware Protection の検出結果のタイプ (p. 111) を生成します。詳細については、「検出結果の詳
細 (p. 48)」を参照してください。

• Malware Protection のスキャンステータスを理解するには、「スキャンステータスと結果の監
視 (p. 36)」を参照してください。

• GuardDuty は、各イベントを Amazon CloudWatch ロググループに公開します。これらは、マルウェ
アのスキャン中に生成されるイベントです。スキャンオプション (p. 33) をカスタマイズした場
合、GuardDuty Malware Protection は一部のリソースをスキップすることがあります。ログイベント
の詳細については、「CloudWatch Logs を監査する方法と、リソースがスキップされる理由につい
て (p. 172)」を参照してください。

Malware Protection でサポートされるボリューム
GuardDuty は、暗号化されていないボリュームと、カスタマーマネージドキーで暗号化されたボリュー
ムの両方をサポートします。EBS ボリュームがカスタマーマネージドキーで暗号化されている場
合、GuardDuty は同じキーを使用して EBS ボリュームのレプリカを暗号化します。暗号化されていない 
EBS ボリュームの場合、GuardDuty は独自のキーを使用して EBS ボリュームのレプリカを暗号化しま
す。GuardDuty Malware Protection は、Amazon EBS 暗号化を使用して暗号化された EBS ボリュームを
スキャンしません。GuardDuty Malware Protection は、AWS アカウントにある EC2 インスタンスにア
タッチされた EBS ボリュームのスキャンをサポートします。

Note

GuardDuty は ECS Fargate をサポートしていません。

AWS リージョン ごとの GuardDuty サービスアカウン
ト
スナップショットが作成され、GuardDuty サービスアカウントと共有されると、CloudTrail ログに新しい
イベントが作成されます。このイベントは、対応する snapshotId および userId (その AWS リージョ
ン の GuardDuty サービスアカウント) を指定します。次の例は、ModifySnapshotAttribute リクエス
トの request を示す CloudTrail イベントのスニペットです。

"requestParameters": { 
        "snapshotId": "snap-1234567890abcdef0", 
        "createVolumePermission": { 
            "add": { 
                "items": [ 
                    { 
                        "userId": "111122223333" 
                    } 
                ] 
            } 
        }, 
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        "attributeType": "CREATE_VOLUME_PERMISSION" 
    }

userId は GuardDuty サービスアカウントであり、選択したリージョンによって異なります。次の表は、
各リージョンの GuardDuty サービスアカウントを示します。

AWS リージョン リージョンコード GuardDuty サービスアカウント ID 
(userId)

米国東部 (バージニア北部) us-east-1 652050842985

米国東部 (オハイオ) us-east-2 178123968615

米国西部 (北カリフォルニ
ア)

us-west-1 669213148797

米国西部 (オレゴン) us-west-2 447226417196

アジアパシフィック (ムンバ
イ)

ap-south-1 913179291432

アジアパシフィック (大阪) ap-northeast-3 089661699081

アジアパシフィック (ソウ
ル)

ap-northeast-2 039163547507

アジアパシフィック (東京) ap-northeast-1 874749492622

アジアパシフィック (シンガ
ポール)

ap-southeast-1 247460962669

アジアパシフィック (シド
ニー)

ap-southeast-2 124839743349

カナダ (中部) ca-central-1 175877067165

欧州 (フランクフルト) eu-central-1 002294850712

欧州 (アイルランド) eu-west-1 283769539786

欧州 (ロンドン) eu-west-2 310125036783

欧州 (パリ) eu-west-3 866607715269

欧州 (ストックホルム) eu-north-1 693780578038

南米 (サンパウロ) sa-east-1 546914126324

欧州 (ミラノ) (オプトイン) eu-south-1 977238331021

アジアパシフィック (香港) 
(オプトイン)

ap-east-1 249472122084

中東 (バーレーン) (オプトイ
ン)

me-south-1 404001805210

アフリカ (ケープタウン) (オ
プトイン)

af-south-1 957664736811

アジアパシフィック (ジャカ
ルタ) (オプトイン)

ap-southeast-3 452118225523
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GuardDuty Malware Protection の設定

スタンドアロンアカウントの GuardDuty Malware 
Protection の設定

AWS Organizations に関連付けられているアカウントの場合、次のセクションで説明されているように、
コンソールの設定を使用してこのプロセスを自動化できます。

Malware Protection の追加前に GuardDuty を使用していたアカウントでは、コンソールで GuardDuty を設
定することで、これを有効にできます。

Malware Protection を有効または無効にするには
スタンドアロンアカウントの Malware Protection を有効および無効にする手順については、以下のアクセ
ス方法を選択してください。

Console

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) 内の Malware Protection を選択します。
3. [Malware Protection] ペインには、アカウントの Malware Protection の現在のステータスが一覧表

示されます。[Enable] (有効) または [Disable] (無効) を選択することで、このオプションはいつで
も有効または無効にできます。

API

• ユーザー独自のリージョンレベルのディテクター ID を使用し、EbsVolumes を true または
false に設定した dataSources オブジェクトを渡して、updateDetector API オペレーションを
実行します。

AWS コマンドラインツールを使用して次の AWS CLI コマンドを実行することで、Malware 
Protection を有効または無効にすることもできます。必ずご自身の有効な ###### ID を使用し
てください。

Note

次のサンプルコードは Malware Protection を有効にします。無効にするには、true を
false に置き換えます。

https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールの [Settings] (設定) ページで、または
ListDetectors API を使用して、現在のリージョンの detectorId を確認できます。

 aws guardduty update-detector --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0
 --data-sources '{"MalwareProtection":{"ScanEc2InstanceWithFindings":
{"EbsVolumes":true}}}' 
                 

マルチアカウント環境での Malware Protection の設
定

マルチアカウント環境で Malware Protection を設定できるのは、GuardDuty 管理者アカウントのみで
す。GuardDuty 管理者アカウントは、メンバーアカウントの Malware Protection を有効または無効にで
きます。管理者がメンバーアカウントに GuardDuty Malware Protection を設定すると、そのメンバーアカ
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めに信頼されたアクセスを確立する

ウントは管理者アカウントの設定に従い、コンソールからこれらの設定を変更できなくなります。AWS 
Organizations サポートでメンバーアカウントを管理する GuardDuty 管理者アカウントは、組織内のすべ
ての新しいアカウントで Malware Protection を自動的に有効にすることを選択できます。詳細について
は、「AWS Organizations を使用した GuardDuty アカウントの管理 (p. 191)」を参照してください。

Malware Protection を有効化するために信頼されたア
クセスを確立する
GuardDuty の委任管理者が組織の管理アカウントと同じでない場合は、管理アカウントで組織の Malware 
Protection 機能を有効にする必要があります。このようにすることで、委任された管理者が、AWS 
Organizations によって管理されるメンバーアカウント内で GuardDuty Malware Protection のためのサー
ビスにリンクされたロールの許可 (p. 228) を作成できます。

Note

GuardDuty の委任された管理者を指定する前に、「GuardDuty の委任された管理者のための重要
な考慮事項 (p. 191)」を参照してください。

以下のアクセス方法を選択して、GuardDuty の委任管理者がメンバーアカウントの Malware Protection を
有効にすることを許可します。

Console

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。

ログインするには、AWS Organizations 組織の管理者アカウントを使用します。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
3. a. 委任された管理者を指定していない場合は、次の操作を実行します。

[Settings] (設定) ページの [Delegated Administrator] (委任された管理者) で、組織内
の GuardDuty ポリシーを管理するために指定する 12 桁の account ID を入力しま
す。[Delegate] (委任) を選択します。

b. i. 管理アカウントとは異なる委任された管理者を既に指定している場合は、次の操作を実
行します。

[Settings] (設定) ページの [Delegated Administrator] (委任された管理者) 
で、[Permissions] (許可) 設定をオンにします。このアクションにより、委任された管理
者は関連する許可をメンバーアカウントにアタッチし、これらのメンバーアカウントで 
Malware Protection を有効にすることができます。

ii. 管理アカウントと同じ委任された管理者を既に指定している場合は、メンバーアカウン
トに対して Malware Protection を直接有効化できます。詳細については、「組織のメン
バーアカウントの Malware Protection を自動的に有効にする (p. 29)」を参照してく
ださい。

Tip

委任された管理者が管理アカウントと異なる場合は、メンバーアカウントのために 
Malware Protection を有効にできるようにするための許可を委任された管理者に付
与する必要があります。

4. 委任管理者に他のリージョンのメンバーアカウントの Malware Protection を有効にすることを許
可する場合は、AWS リージョンを変更して上記のステップを繰り返します。

API

1. 管理アカウントの認証情報を使用して、次のコマンドを実行します。
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組織のメンバーアカウントの Malware 

Protection を自動的に有効にする

aws organizations enable-aws-service-access --service-principal malware-
protection.guardduty.amazonaws.com

2. オプション:委任管理者ではない管理アカウントに対して Malware Protection を有効にするに
は、管理アカウントで最初に GuardDuty Malware Protection のためのサービスにリンクされた
ロールの許可 (p. 228) を明示的に設定し、他のメンバーアカウントと同様に、委任管理者から 
Malware Protection を有効にする必要があります。

aws iam create-service-linked-role --aws-service-name malware-
protection.guardduty.amazonaws.com

3. 現在選択されている AWS リージョンで委任された管理者を指定しました。あるリージョンでア
カウントを委任された管理者に指定した場合、そのアカウントは他のすべてのリージョンで委任
された管理者である必要があります。上記のステップを他のすべてのリージョンについて繰り返
します。

組織のメンバーアカウントの Malware Protection を自
動的に有効にする

Note

この機能は、AWS Organizations でメンバーを管理する GuardDuty 管理者だけが利用できます。

GuardDuty Malware Protection は、組織内のすべてのメンバーアカウントに対して有効にできます。

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) 内の Malware Protection を選択します。
3. GuardDuty Malware Protection で、管理者アカウントとメンバーアカウントの GuardDuty Malware 

Protection の現在のステータスが表示されます。
4. [Enable] (有効化) をクリックして、管理者アカウントでマルウェア対策サービスを開始します。
5. [Enable all] (すべて有効化) を選択すると、すべてのメンバーアカウントに対してワンクリックで 

Malware Protection を有効にでき、選択が確定されます。コンソールには、正常に有効化されたメン
バーアカウントの数が表示されます。

有効化されると、左側のナビゲーションペインの [Account] (アカウント) でメンバーアカウントを管
理できるようになります。

Note

この操作により、[Auto-enable] (自動有効化) 機能も有効になり、組織内の将来のメンバーアカウ
ントに対して Malware Protection が自動的に有効になります。

メンバーアカウントで Malware Protection を選択的に
有効または無効にする

Note

この機能は、AWS Organizations でメンバーを管理する GuardDuty 管理者だけが利用できます。

メンバーアカウントの Malware Protection を選択的に有効および無効にする手順については、以下のアク
セス方法を選択してください。
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組織に新しく追加されたアカウント
に対する Malware Protection の設定

Console

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。

Note

[Account] (アカウント) のテーブルで、[Malware Protection] 列を確認します。緑の
チェックマークアイコンは Malware Protection が有効になっていることを示し、青い
ダッシュアイコンはそれが無効になっていることを示します。この列が空白の場合、
アカウントは Marware Protection の対象になっていません。[Enabled] (有効) または
[Disabled] (無効) でフィルタリングすることもできます。

3. Malware Protection を設定するアカウントを選択します。[Actions] (アクション) メニューか
ら [Enable Malware Protection] (Malware Protection を有効にする) または [Disable Malware 
Protection] (Malware Protection を無効にする) のいずれかを選択し、選択内容を確認すること
で、選択したアカウントの設定を変更します。テーブルは自動的に更新され、変更点が表示され
ます。

API

メンバーアカウントの GuardDuty Malware Protection を選択的に有効または無効にするには、自身
の###### ID を使用し、updateMemberDetectors API オペレーションを実行します。次の例では、
単一のメンバーアカウントで Malware Protection を有効にする方法を示しています。無効にするに
は、true を false に置き換えます。

https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールの [Settings] (設定) ページで、または
ListDetectors API を使用して、現在のリージョンの detectorId を確認できます。

aws guardduty update-member-detectors --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0
 --account-ids 123456789012 --data-sources '{"MalwareProtection":
{"ScanEc2InstanceWithFindings":{"EbsVolumes":true}}}'

Note

スペースで区切られたアカウント ID のリストを渡すこともできます。

コードが正常に実行されると、UnprocessedAccounts の空のリストが返されます。アカウントの
ディテクター設定を変更する際に問題が発生した場合は、そのアカウント ID と問題の概要が表示され
ます。

組織に新しく追加されたアカウントに対する Malware 
Protection の設定
新しく追加されたメンバーアカウントに対しては、まず GuardDuty で [Enable] (有効化) を選択してか
ら、Malware Protection で [Enable] (有効化) もしくは [Disable] (無効化) を選択する必要があります。詳細
については、「ステップ 3 - 招待を受け入れる (p. 199)」を参照してください。

招待によって管理されるメンバーアカウントは、自分のアカウントに対して GuardDuty Malware 
Protection を手動で設定できます。アカウントの Malware Protection の現在のステータスを表示する方法
については、以下のアクセス方法を選択してください。

Console

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。
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招待によって管理されている組織内の既存のアカ
ウントに対して Malware Protection を有効にする

3. [Auto-enable] (自動有効化) を選択して、Malware Protection のステータスを確認します。
4. 新しいメンバーアカウントに対して Malware Protection の [Enable] (有効化) または [Disable] (無

効化) を選択できます。
5. [Update Settings] (設定の更新) を選択して、選択を確定します。

API

Important

新しいディテクターではデフォルトで Malware Protection が自動的に有効になっています。

GuardDuty 管理者が新しいアカウントで初めて GuardDuty を有効にしていて、Malware Protection を
デフォルトで有効にしたくない場合は、オプションの dataSources オブジェクトで createDetector
API オペレーションを変更することでこれを無効にすることができます。次の例では Malware 
Protection を無効にしたまま新しい GuardDuty ディテクターを有効にするために、AWS CLI を使用し
ています。

aws guardduty create-detector --enable --data-sources '{"MalwareProtection":
{"ScanEc2InstanceWithFindings":{"EbsVolumes":false}}}'

招待によって管理されている組織内の既存のアカウン
トに対して Malware Protection を有効にする
メンバーアカウントで GuardDuty Malware Protection のサービスにリンクされたロール (SLR) が作成され
ている必要があります。AWS Organizations によって管理されていないメンバーアカウントでは、管理者
が Malware Protection 機能を有効にすることはできません。

現在、https://console.aws.amazon.com/guardduty/ の GuardDuty コンソールから次の手順を実行して、既
存のメンバーアカウントの Malware Protection を有効にすることができます。

Console

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. 管理者アカウントのナビゲーションペインで [Accounts] (アカウント) を選択します。
3. Malware Protection を有効にするメンバーアカウントを選択し、[Actions] (アクション) を選択し

ます。
4. [Disassociate member] (メンバーの関連付けを解除する) を選択します。
5. メンバーアカウントのナビゲーションペインで、[Settings] (設定) 内の [Malware Protection]

(Malware Protection) を選択します。
6. [Enable Malware Protection] (Malware Protection を有効にする) を選択します。GuardDuty で

メンバーアカウントの SLR が作成されます。SLR の詳細については、「GuardDuty Malware 
Protection のためのサービスにリンクされたロールの許可 (p. 228)」を参照してください。

7. 管理者アカウントのナビゲーションペインで [Settings] (設定) 内の [Accounts] (アカウント) を選
択します。

8. 組織に追加し直す必要があるメンバーアカウントを選択します。
9. [Actions] (アクション)、[Add member] (メンバーの追加) の順に選択します。

API

1. 管理者アカウントを使用して Malware Protection を有効にするメンバーアカウントで
DisassociateMembers API を実行します。
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GuardDuty Malware Protection の検出タイプ

2. メンバーアカウントを使って UpdateDetector を呼び出して、Malware Protection を有効にします。

https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールの [Settings] (設定) ページで、または
ListDetectors API を使用して、現在のリージョンの detectorId を確認できます。

aws guardduty update-detector --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0 --data-
sources '{"MalwareProtection":{"ScanEc2InstanceWithFindings":{"EbsVolumes":true}}}'

3. 管理者アカウントを使用して CreateMembers API を実行して、メンバーを組織に追加し直しま
す。

GuardDuty Malware Protection の検出タイプ
Malware Protection は、GuardDuty が検出した結果に応じて次の結果を生成します。このような検出結果
は、Malware Protection を有効にしているアカウントに対してのみ生成できます。

• Execution:EC2/MaliciousFile (p. 111)
• Execution:ECS/MaliciousFile (p. 111)
• Execution:Kubernetes/MaliciousFile (p. 112)
• Execution:Container/MaliciousFile (p. 112)
• Execution:EC2/SuspiciousFile (p. 112)
• Execution:ECS/SuspiciousFile (p. 113)
• Execution:Kubernetes/SuspiciousFile (p. 113)
• Execution:Container/SuspiciousFile (p. 114)

Malware Protection のカスタマイズ
全般設定
スナップショットの保持
GuardDuty には、AWS アカウントで EBS ボリュームのスナップショットを保持するオプションがありま
す。デフォルトでは、スナップショットの保持設定はオフになっています。

スキャンが開始されると、GuardDuty は EBS ボリュームのスナップショットに基づいて EBS ボリューム
のレプリカを生成します。スナップショットの保持を有効化している場合、スキャンが完了した後に EBS 
ボリュームのスナップショットが保持されますが、これは Malware Protection がスキャンによって EBS 
ボリュームのレプリカ内にマルウェアを検出した場合のみに限られます。マルウェアが検出されない場
合、GuardDuty は、スナップショットの保持設定に関係なく、EBS ボリュームのスナップショットを自動
的に削除します。スナップショットとその保持にかかる費用については、「Amazon EBS の料金」を参照
してください。

アクセス方法を選択して、スナップショットの保存設定を有効にします。

Console

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) 内の Malware Protection を選択します。
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スキャンオプション

3. コンソールの下部のセクションで [General settings] (一般設定) を選択します。スナップショット
を保持するには、[Snapshots retention] (スナップショットの保持) をオンにします。

API

1. 次の AWS CLI コマンドを実行すると、GuardDuty Malware Protection が検出結果を生成した場
合、スナップショットが自動的に保持されます。

必ず detector-id をご自身の有効な detectorId に置き換えてください。
2. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールの [Settings] (設定) ページで、または

ListDetectors API を使用して、現在のリージョンの detectorId を確認できます。

aws guardduty update-malware-scan-settings --detector-
id 60b8777933648562554d637e0e4bb3b2 --ebs-snapshot-preservation 
 "RETENTION_WITH_FINDING"

3. スナップショットの保持を無効にしたい場合は、RETENTION_WITH_FINDING を
NO_RETENTION に置き換えます。

スキャンオプション
GuardDuty Malware Protection では、Amazon EC2 インスタンスと EBS ボリュームをスキャンと脅威検
出プロセスに含めるタグ、または除外するタグを指定できます。包含タグリストまたは除外タグリストの
タグを編集して、各マルウェアスキャンをカスタマイズできます。各リストには、最大 50 個のタグを含
めることができます。

EC2 リソースにまだタグが関連付けられていない場合は、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザー
ガイド」の「Amazon EC2 リソースのタグ付け」または「Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユー
ザーガイド」の「Amazon EC2 リソースのタグ付け」を参照してください。

Note

GuardDuty は、GuardDutyExcluded タグが true に設定されている場合、ボリュームをスキャ
ンしません。

EC2 インスタンスをマルウェアウェアスキャンから除外する方
法
スキャンプロセス中に EC2 インスタンスまたは EBS ボリュームを除外する場合は、任意の EC2 インスタ
ンスまたは EBS ボリュームの GuardDutyExcluded タグを true に設定することで、GuardDuty による
スキャンが実行されなくなります。GuardDutyExcluded タグの詳細については、「GuardDuty Malware 
Protection のためのサービスにリンクされたロールの許可 (p. 228)」を参照してください。EC2 インスタ
ンスタグを除外リストに追加することもできます。複数のタグを除外タグリストに追加すると、これらの
タグの少なくとも 1 つを含む EC2 インスタンスがマルウェアスキャンから除外されます。アクセス方法を
選択して、EC2 インスタンスに関連するタグを除外リストに追加します。

Console

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) 内の Malware Protection を選択します。
3. [General settings] (全般設定) の隣にある [Scan options] (スキャンオプション) を選びます。この

セクションの右側にあるドロップダウンメニューで、[Use exclusion tags] (除外タグを使用する) 
を選択します。

4. [Add new exclusion tag] (新しい除外タグを追加) を選択し、除外するタグの Key と Value ペア
を指定します。Value を指定するかどうかは任意です。
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Important

タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。詳細については、「Linux インスタン
ス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「タグの制限」または「Windows インスタンス
用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「タグの制限」を参照してください。

キーの値が指定されておらず、EC2 インスタンスが指定されたキーでタグ付けされている場合、
タグに割り当てられた値にかかわらず、EC2 インスタンスは Malware Protection のスキャンプロ
セスから除外されます。

API

• マルウェアスキャン設定を更新して、EC2 インスタンスまたはコンテナワークロードをスキャンプ
ロセスから除外します。

以下の AWS CLI コマンドの例は、新しいタグを除外タグリストに追加するものです。必ず
detector-id の例を、ご自身の有効な detectorId に置き換えてください。

MapEquals は Key/Value ペアの一覧です。

https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールの [Settings] (設定) ページで、または
ListDetectors API を使用して、現在のリージョンの detectorId を確認できます。

aws guardduty update-malware-scan-settings --detector-
id 60b8777933648562554d637e0e4bb3b2 --scan-resource-criteria '{"Exclude": 
 {"EC2_INSTANCE_TAG" : {"MapEquals": [{ "Key": "TestKeyWithValue", "Value": 
 "TestValue" }, {"Key":"TestKeyWithoutValue"} ]}}}' --ebs-snapshot-preservation 
 "RETENTION_WITH_FINDING"

Important

タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。詳細については、「Linux インスタン
ス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「タグの制限」または「Windows インスタンス用 
Amazon EC2 ユーザーガイド」の「タグの制限」を参照してください。

EC2 インスタンスをマルウェアスキャンに含めるには
EC2 インスタンスをスキャンする場合は、そのタグを包含リストに追加します。包含タグのリストにタグ
を追加すると、追加されたタグを含まない EC2 インスタンスは、マルウェアスキャン時にスキップされま
す。複数のタグを包含タグのリストに追加した場合、これらのタグを 1 つでも含む EC2 インスタンスに
は、マルウェアスキャンが実施されます。場合によっては、スキャンプロセス中に EC2 インスタンスが
スキップされることがあります。詳細については、「マルウェアスキャン中にリソースをスキップする理
由 (p. 173)」を参照してください。

アクセス方法を選択して、EC2 インスタンスに関連するタグを包含リストに追加します。

Console

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールにログインします。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) 内の Malware Protection を選択します。
3. [General settings] (全般設定) の隣にある [Scan options] (スキャンオプション) を選びます。この

セクションの右側にあるドロップダウンメニューで、[Use inclusion tags] (包含タグを使用する) 
を選択します。

4. [Add new inclusion tag] (新しい包含タグを追加) を選択し、除外するタグの Key と Value ペアを
指定します。Value を指定するかどうかは任意です。
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Malware Protection スキャンを
開始する GuardDuty の検索結果

Important

タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。詳細については、「Linux インスタン
ス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「タグの制限」または「Windows インスタンス
用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「タグの制限」を参照してください。

キーの値が指定されておらず、EC2 インスタンスが指定されたキーでタグ付けされている場合、
タグに割り当てられている値に関係なく、EC2 インスタンスは Malware Protection のスキャンプ
ロセスに包含されます。

API

• マルウェアスキャン設定を更新して、スキャンプロセスに EC2 インスタンスまたはコンテナワー
クロードを含めます。

以下の AWS CLI コマンドの例は、新しいタグを包含タグリストに追加するものです。必ず
detector-id の例を、ご自身の有効な detectorId に置き換えてください。TestKey と
TestValue の例を EC2 リソースに関連付けられているタグの Key と Value ペアに必ず置き換
えてください。

MapEquals は Key/Value ペアの一覧です。

https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールの [Settings] (設定) ページで、または
ListDetectors API を使用して、現在のリージョンの detectorId を確認できます。

aws guardduty update-malware-scan-settings --detector-
id 60b8777933648562554d637e0e4bb3b2 --scan-resource-criteria '{"Include": 
 {"EC2_INSTANCE_TAG" : {"MapEquals": [{ "Key": "TestKeyWithValue", "Value": 
 "TestValue" }, {"Key":"TestKeyWithoutValue"} ]}}}' --ebs-snapshot-preservation 
 "RETENTION_WITH_FINDING"

Important

タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。詳細については、「Linux インスタン
ス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「タグの制限」または「Windows インスタンス
用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「タグの制限」を参照してください。

Note

GuardDuty が新しいタグを検出するまでに、最長で 5 分かかることがあります。

ユーザーはいつでも [Inclusion tags] (包含タグ) または [Exclusion tags] (除外タグ) のどちらかを選択でき
ますが、両方を選択することはできません。タグを切り替える場合は、このセクションの右側にあるド
ロップダウンメニューからそのタグを選択し、[Confirm] (確認) ボタンを押して選択したものを確定しま
す。このアクションにより、現在のタグがすべてクリアされます。

Malware Protection スキャンを開始する GuardDuty 
の検索結果

Malware Protection は、GuardDuty が Amazon EC2 インスタンスまたはコンテナのワークロードでマル
ウェアを示す疑わしい動作を検出したときにスキャンを開始します。以下の GuardDuty の検索結果一覧の
一部は、アウトバウンドの場合にのみスキャンを開始できます。

• Backdoor:EC2/C&CActivity.B (p. 67)
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• Backdoor:EC2/C&CActivity.B!DNS (p. 68)
• Backdoor:EC2/DenialOfService.Dns (p. 68)
• Backdoor:EC2/DenialOfService.Tcp (p. 69)
• Backdoor:EC2/DenialOfService.Udp (p. 69)
• Backdoor:EC2/DenialOfService.UdpOnTcpPorts (p. 70)
• Backdoor:EC2/DenialOfService.UnusualProtocol (p. 70)
• Backdoor:EC2/Spambot (p. 71)
• CryptoCurrency:EC2/BitcoinTool.B (p. 72)
• CryptoCurrency:EC2/BitcoinTool.B!DNS (p. 72)
• Impact:EC2/AbusedDomainRequest.Reputation (p. 73)
• Impact:EC2/BitcoinDomainRequest.Reputation (p. 73)
• Impact:EC2/MaliciousDomainRequest.Reputation (p. 74)
• Impact:EC2/PortSweep (p. 74)
• Impact:EC2/SuspiciousDomainRequest.Reputation (p. 75)
• Impact:EC2/WinRMBruteForce (p. 75) (アウトバウンドのみ)
• Recon:EC2/Portscan (p. 77)
• Trojan:EC2/BlackholeTraffic (p. 77)
• Trojan:EC2/BlackholeTraffic!DNS (p. 78)
• Trojan:EC2/DGADomainRequest.B (p. 78)
• Trojan:EC2/DGADomainRequest.C!DNS (p. 79)
• Trojan:EC2/DNSDataExfiltration (p. 79)
• Trojan:EC2/DriveBySourceTraffic!DNS (p. 80)
• Trojan:EC2/DropPoint (p. 80)
• Trojan:EC2/DropPoint!DNS (p. 81)
• Trojan:EC2/PhishingDomainRequest!DNS (p. 81)
• UnauthorizedAccess:EC2/RDPBruteForce (p. 83) (アウトバウンドのみ)
• UnauthorizedAccess:EC2/SSHBruteForce (p. 83) (アウトバウンドのみ)
• UnauthorizedAccess:EC2/TorClient (p. 84)
• UnauthorizedAccess:EC2/TorRelay (p. 84)

GuardDuty Malware Protection のスキャンステータ
スと結果の監視

GuardDuty Malware Protection の各スキャンのスキャンステータスを監視できます。想定されるスキャン
の [Status] (ステータス) の値は、Completed、Running、Failed です。

スキャンが完了すると、[Status] (ステータス) が Completed のスキャンに [Scan result] (スキャン結果) 
が入力されます。[Scan result] (スキャン結果) で可能な値は、Clean と Infected です。

マルウェアスキャンの各検索結果の保持期間は 90 日です。このような詳細を確認するには、GuardDuty 
コンソールを使用するか、以下の API を使用します。

Console

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールにログインします。
2. ナビゲーションペインで [Malware scans] (マルウェアウェアのスキャン) を選択します。
3. [filter criteria] (フィルター条件) で利用可能な次の [Properties] (プロパティ) によってマルウェアス

キャンをフィルターできます。
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• [Scan ID] (スキャン ID)
• [Account ID] (アカウント ID)
• [EC2 instance ARN] (EC2 インスタンス ARN)
• [Scan status] (スキャンステータス)

フィルター条件に使用されるプロパティについては、「検出結果の詳細 (p. 48)」を参照してく
ださい。

API

• マルウェアの検索が完了した
ら、EC2_INSTANCE_ARN、SCAN_ID、ACCOUNT_ID、GUARDDUTY_FINDING_ID、SCAN_STATUS
および SCAN_START_TIME に基づいてマルウェアスキャンをフィルタリングできます。

フィルターの条件については、「検出結果の詳細 (p. 48)」を参照してください。
• filter-criteria の例は、次のコマンドで変更できます。現在、1 つの
CriterionKey を基準にフィルタリングできます。CriterionKey のオプション
は、EC2_INSTANCE_ARN、SCAN_ID、ACCOUNT_ID、GUARDDUTY_FINDING_ID、SCAN_STATUS
および SCAN_START_TIME です。

以下のように同じ CriterionKey を使うなら、必ず EqualsValue の例を、ご自身の有効な AWS
scan-id に置き換えてください。

detector-id の値の例を有効な detector-id に置き換えます。max-results (最大 50) と
sort-criteria を変更できます。AttributeName は必須であり、scanStartTime である必要
があります。

aws guardduty describe-malware-scans --detector-id 60b8777933648562554d637e0e4bb3b2
 --max-results 1 --sort-criteria '{"AttributeName": "scanStartTime", "OrderBy": 
 "DESC"}' --filter-criteria '{"FilterCriterion":[{"CriterionKey":"SCAN_ID", 
 "FilterCondition":{"EqualsValue":"123456789012"}}] }'

• このコマンドの応答には、最大 1 つの結果が表示され、(Infected の場合は) 影響を受けるリソー
スとマルウェアの検出結果に関する詳細が含まれます。

Malware Protection のクォータ
Malware Protection は、この機能が使用するさまざまなリソースのデフォルトの可用性を次のように設定
しています。

範囲 デフォルト コメント

圧縮ファイルまたはアーカイブ
ファイル内のデータの抽出と分
析

5 アーカイブファイルで許可され
るネストレベルの最大数。

脅威の数 32 検出結果パネルに表示できる脅
威の最大数。

スキャン毎、インスタンス毎の 
EBS ボリューム

11 GuardDuty が EC2 インスタ
ンスごとにスキャンできる 
EBS ボリュームの最大数。ス
キャンする必要がある EBS 
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範囲 デフォルト コメント
ボリュームが 11 以上ある
場合、GuardDuty Malware 
Protection は deviceName を
アルファベット順に並べ替えた
上で、最初の 11 個の EBS ボ
リュームを選択します。

サポートされる暗号化形式 非暗号化、およびカスタマーマ
ネージドキーによる暗号化。

Malware Protection は、暗号化
されていないボリュームと、
カスタマーマネージドキーで
暗号化されたボリュームの両
方をサポートします。Malware 
Protection は、EBS マネージ
ドキーで暗号化された EBS ボ
リュームをサポートしていませ
ん。

EBS ボリュームサイズ 1024 GB GuardDuty Malware Protection が
スキャンできる EBS ボリューム
の最大サイズ (GB)。

サポートされているファイルの
種類

GuardDuty Malware Protection 
は、次のファイルシステムの種
類をスキャンできます。

• 新技術ファイルシステム 
(NTFS)

• X ファイルシステム (XFS)
• ext2 ファイルシステム
• ext4 ファイルシステム
• File Allocation Table (FAT) 

ファイルシステム
• Virtual File Allocation Table 

(VFAT) ファイルシステム

該当なし

スキャンオプションタグ 50 マルウェアスキャンオプション
の設定をカスタマイズするた
めに追加できるリソースタグの
最大数。詳細については、「ス
キャンオプション (p. 33)」を
参照してください。

保持期間の検索 90 GuardDuty が検出結果を保持
する最大日数。最新情報につい
ては、「Amazon GuardDuty の
クォータ (p. 257)」を参照して
ください。
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範囲 デフォルト コメント

マルウェアウェアスキャンの保
持期間

90 GuardDuty Malware Protection が
スキャンの履歴を保持する最大
日数。最新のマルウェアスキャ
ンを表示する方法については、
「GuardDuty Malware Protection 
のスキャンステータスと結果の
監視 (p. 36)」を参照してくだ
さい。
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GuardDuty RDS Protection
GuardDuty RDS Protection はプレビューリリースです。RDS Protection の機能の使用には、「AWS の
サービス条件」の第 2 項 (「ベータ版とプレビュー」) が適用されます。

お客様の Amazon Relational Database Service (RDS) データベースを保護するために、Amazon 
GuardDuty の脅威検出範囲は拡大されています。現在、このプレビューリリースでは、これらの サポート
されているデータベース (p. 40) と互換性がある完全マネージド型のリレーショナルデータベースエン
ジンである、Amazon Aurora をサポートしています。利用可能なリージョンについては、「リージョン固
有機能の可用性 (p. 261)」を参照してください。

Amazon GuardDuty の RDS Protection は、RDS ログインアクティビティを分析してプロファイリング
し、Amazon Aurora データベース (Amazon Aurora MySQL 互換エディションおよび Aurora PostgreSQL 
互換エディション) への潜在的なアクセス脅威がないかどうかを調べます。この機能により、潜在的に疑
わしいログイン動作を特定できます。RDS Protection は追加のインフラストラクチャが不要で、データ
ベースインスタンスのパフォーマンスに影響を与えないように設計されています。

RDS Protection がデータベースインスタンスへの脅威を示す潜在的に疑わしい、または異常なログイン試
行を検出すると、GuardDuty は侵害の可能性があるデータベースインスタンスに関する詳細を含む新しい
結果を生成します。

RDS Protection 機能は、この機能が使用可能な任意の AWS リージョン および任意のアカウントで、いつ
でも有効または無効にできます。RDS Protection が有効になっていない場合、GuardDuty は RDS ログイ
ンアクティビティを取り込むことも、異常なログイン動作や疑わしいログイン動作を検出することもでき
ません。

サポートされている Amazon Aurora データベース
現在、RDS Protection は次の Aurora データベースのバージョンをサポートしています。

• Aurora MySQL の 2.10.2 および 3.2.1 以降のバージョン
• Aurora PostgreSQL のバージョン 10.17、11.12、12.7、13.3、および 14.3 以降のバージョン

RDS Protection が RDS ログインアクティビティモ
ニタリングを使用する仕組み

Amazon GuardDuty の RDS Protection は、アカウント内のサポートされている Amazon Aurora (Aurora) 
データベースを保護します。RDS Protection 機能を有効にすると、GuardDuty は直ちに Aurora データ
ベースインスタンスの RDS ログインアクティビティのモニタリングを開始します。GuardDuty は RDS ロ
グインアクティビティを継続的にモニタリングしてプロファイリングし、疑わしいアクティビティ (これ
まで特定されなかった外部攻撃者からのデータベースインスタンスへの不正アクセスなど) がないかを調
べます。RDS Protection を初めて有効にする場合、またはデータベースインスタンスを新しく作成した場
合は、通常の動作をベースラインにするための学習期間が必要です。このため、新たに有効になったデー
タベースインスタンスや新しく作成されたデータベースインスタンスでは、最長で 2 週間程度、関連する
異常ログインが検出されないことがあります。詳細については、「RDS ログインアクティビティのモニタ
リング (p. 17)」を参照してください。

RDS Protection が潜在的な脅威 (一連の成功、失敗、未完了のログイン試行で異常なパターンなど) を検出
すると、GuardDuty は侵害された可能性のあるデータベースインスタンスに関する詳細を含む新しい検出
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結果を生成します。詳細については、「RDS Protection の検出結果タイプ (p. 114)」を参照してくださ
い。RDS Protection を無効にすると、GuardDuty は RDS ログインアクティビティのモニタリングを直ち
に停止するため、サポートされているデータベースインスタンスに対する潜在的な脅威を検出できなくな
ります。

GuardDuty RDS Protection は、プレビューリリース中は無料で使用できます。一般提供が開始された後
も、30 日間の無料試用期間を引き続き利用できます。詳細については、「RDS Protection の無料プレ
ビュー (p. 203)」を参照してください。

Note

GuardDuty が、サポートされているデータベース (p. 40) または RDS のログインアクティビ
ティを管理したり、RDS ログインアクティビティを利用できるようにしたりすることはありませ
ん。

スタンドアロンアカウントの RDS Protection の設
定

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) 内の [RDS Protection] を選択します。
3. [RDS Protection] ページにアカウントの現在のステータスが表示されます。[Enable] (有効化) または

[Disable] (無効化) を選択することで、いつでもこの機能を有効または無効にできます。[Confirm] (確
認) をクリックして、選択内容を確認します。

マルチアカウント環境での RDS Protection の設定
マルチアカウント環境で組織内のメンバーアカウントの RDS Protection 機能を有効または無効にできる
のは、GuardDuty 委任管理者アカウントのみです。GuardDuty メンバーアカウントからは、この設定を
変更できません。委任管理者アカウントでは、AWS Organizations を使用してメンバーアカウントを管
理します。この委任管理者は、組織に加わるすべての新規アカウントに対して、RDS ログインアクティ
ビティモニタリングの自動有効化を選択できます。マルチアカウント環境の詳細については、「Amazon 
GuardDuty での複数のアカウントの管理」を参照してください。

委任管理者向けの RDS Protection の設定
1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。

必ず管理アカウントの認証情報を使用してください。
2. ナビゲーションペインで、[RDS Protection] を選択します。
3. [RDS Protection] ページで、[Enable] (有効化) または [Disable] (無効化) を選択し、[RDS Login Activity 

Monitoring] (RDS ログインアクティビティモニタリング) を有効または無効にします。

[Confirm] (確認) をクリックして、選択内容を確認します。

既存のメンバーアカウントの RDS Protection を自動
で有効にする

Note

この機能は、AWS Organizations を通じて組み込まれた GuardDuty 委任管理者のみが使用できま
す。
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Protection を自動で有効にする

委任管理者は、組織内の既存のメンバーアカウントに対して RDS Protection 機能を有効化できます。

既存のメンバーアカウントの RDS Protection を自動で有効にするには

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。

必ず委任管理者アカウントの認証情報を使用してください。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) 内の [RDS Protection] を選択します。
3. [RDS Protection] ページで、[Enable all] (すべて有効化) を選択し、すべてのメンバーアカウントに対

して RDS ログインアクティビティモニタリングを有効にします。

デフォルトでは、この操作により [Auto-enable GuardDuty and RDS Login Activity Monitoring for new 
member accounts] (新規メンバーアカウントの GuardDuty と RDS ログインアクティビティモニタリ
ングを自動有効化) オプションが自動的に有効になります。

[Enable all] (すべて有効化) オプションを使用できない場合は、「メンバーアカウントを選択して RDS 
Protection を有効または無効にする (p. 43)」を参照してください。

4. [Confirm] (確認) をクリックして、選択内容を確認します。これで、RDS ログインアクティビティモ
ニタリングが有効になっている組織内のアクティブなメンバーアカウントの数を表示できるようにな
りました。

新しいメンバーアカウントの RDS Protection を自動
で有効にする

Note

この機能は、AWS Organizations を通じて組み込まれた GuardDuty 委任管理者のみが使用できま
す。

委任管理者は、[RDS Protection] または [Accounts] (アカウント) ページのいずれかを使用して、コンソー
ルから組織内の新規メンバーアカウントの RDS ログインアクティビティモニタリングを有効にできま
す。

新しいメンバーアカウントの RDS Protection を自動で有効にするには

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。

必ず委任管理者アカウントの認証情報を使用してください。
2. 以下のいずれかを実行します。

• [RDS Protection] ページを使用する場合:

1. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) 内の [RDS Protection] を選択します。
2. [RDS Protection] ページで、[Auto-enable RDS Login Activity Monitoring for new member 

accounts] (新しいメンバーアカウントの RDS ログインアクティビティモニタリングを自動で
有効にする) を有効にします。

• [Accounts] (アカウント) ページを使用する場合:

1. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。
2.

[Accounts] (アカウント) ページで、更新アイコン ( ) の横にある [Auto-enable] (自動
有効化) を選択します。

3. [Auto-enable GuardDuty and set source preferences] (GuardDuty を自動有効化し、ソースを設
定する) 設定で、[Auto-enable GuardDuty for all accounts added to your organization] (組織に追
加されたすべてのアカウントの GuardDuty を自動で有効にする) をオンにします。
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4. これで、[Enable RDS Login Activity Monitoring for new member accounts] (新しいメンバーア
カウントの RDS ログインアクティビティモニタリングを有効にする) を有効化できるようにな
りました。

メンバーアカウントを選択して RDS Protection を有
効または無効にする

Note

この機能は、AWS Organizations を通じて組み込まれた GuardDuty 委任管理者のみが使用できま
す。

コンソールから、メンバーアカウントを選択して RDS ログインアクティビティのモニタリングを有効ま
たは無効にできます。

メンバーアカウントを選択して RDS Protection を有効または無効にするには

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。

必ず委任管理者アカウントの認証情報を使用してください。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。

[Accounts] (アカウント) ページで、[RDS login activity] (RDS ログインアクティビティ) 列を確認しま

す。緑のチェックマークアイコン ( ) は、RDS ログインアクティビティモニタリングが有効である

ことを示し、青いダッシュアイコン ( ) は、RDS ログインアクティビティモニタリングが無効であ
ることを示します。

3. RDS Protection の設定を行うアカウントを選択します。一度に複数のアカウントを選択できま
す。[Actions] (アクション) ドロップダウンメニューで、[Enable RDS Login Activity Monitoring] (RDS 
ログインアクティビティモニタリングを有効にする) または [Disable RDS Login Activity Monitoring]
(RDS ログインアクティビティモニタリングを無効にする) を選択し、RDS ログインアクティビティ
のモニタリングを有効または無効にします。
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Amazon GuardDuty における 
Amazon S3 Protection

S3 Protection は S3 バケット内のデータの潜在的なセキュリティリスクを特定するために、オブジェクト
レベルの API オペレーションを Amazon GuardDuty がモニタリングする機能を有効にします。

GuardDuty は AWS CloudTrail 管理イベントと CloudTrail S3 データイベントを分析して 
Amazon S3 リソースに対する脅威をモニタリングします。これらのデータソースは、さま
ざまな種類のアクティビティをモニタリングします。例えば、S3 の CloudTrail 管理イベン
トには、ListBuckets、DeleteBuckets、PutBucketReplication などの S3 バケッ
トを一覧表示または設定するオペレーションが含まれます。S3 のデータイベントの例に
は、GetObject、ListObjects、DeleteObject、PutObject などのオブジェクトレベルの API オペ
レーションが含まれます。

GuardDuty を有効にしているすべてのアカウントで、CloudTrail 管理イベントの GuardDuty モニタリング
はデフォルトでオンになっており、設定できません。CloudTrail S3 データイベントログは、GuardDuty で
設定可能なデータソースです。S3 Protection は新しいディテクターに対してデフォルトで有効になってい
ます。S3 Protection の追加前に作成されたアカウントでは、このデータソースを手動で有効にする必要が
あります。このトピックでは、S3 データイベントモニタリングを有効または無効にするプロセスについて
説明します。

GuardDuty では、S3 Protection を有効にすることが強く推奨されます。この機能が無効になっている場
合、GuardDuty は S3 バケットに格納されているデータへの疑わしいアクセスの検出結果を完全にモニタ
リングまたは発見することができません。

GuardDuty が S3 データイベントを使用する仕組み
GuardDuty の S3 保護機能とは、S3 データイベントを GuardDuty のデータソースとして有効になってい
るかどうかを指します。S3 データイベントのモニタリングが有効になった場合、GuardDuty はすべての 
S3 バケットに関する S3 データイベントを分析し、悪意のあるアクティビティや疑わしいアクティビティ
がないかのモニタリングを開始します。詳細については、「Amazon GuardDuty でデータソースを使用す
る方法 (p. 14)」を参照してください。

GuardDuty は、パブリックにアクセスできるようにしたオブジェクトに対するリクエストは処理しません
が、バケットがパブリックにアクセス可能になったときに警告を発します。GuardDuty が S3 データイベ
ントモニタリングに基づいて脅威を検出すると、セキュリティの検出結果が生成されます。GuardDuty が 
Amazon S3 で生成できる検出結果のタイプについては、「GuardDuty のS3 の検出結果タイプ (p. 116)」
を参照してください。

S3 Protection を無効にすると、GuardDuty はこのデータソースの使用を直ちに停止し、S3 バケットに格
納されたデータへのアクセスのモニタリングを停止します。

スタンドアロンアカウントの S3 Protection の設
定。

AWS Organizations に関連付けられているアカウントの場合、次のセクションで説明されているように、
コンソールの設定を使用してこのプロセスを自動化できます。

S3 Protection の追加前に GuardDuty を使用していたアカウントでは、コンソールまたは
UpdateDetector API オペレーションを通して GuardDuty を生成することで、新しいデータソースを有
効にできます。
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Amazon S3 データイベントをアカウントのデータソースとして設定するには、次の設定オプションを参照
してください。

S3 Protection を有効または無効にするには
スタンドアロンアカウントの S3 Protection を有効または無効にする手順については、以下のアクセス方法
を選択してください。

Console

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) 内の [S3 Protection] (S3 Protection) を選択します。
3. [S3 Protection] (S3 Protection) ペインには、アカウントの S3 Protection の現在のステータスが一

覧表示されます。[Enable] (有効) または [Disable] (無効) を選択することで、このオプションはい
つでも有効または無効にできます。

API

• 独自のリージョンレベルのディテクター ID を使用し、"S3 Logs":"enable" をそれぞれ true 
または false に設定した dataSources オブジェクトを渡して、updateDetector API オペレー
ションを実行します。

AWS コマンドラインツールを使用して AWS CLI コマンドを実行することで、S3 Protection を有
効または無効にすることもできます。自身の有効なディテクター ID を使用してください。

Note

次のサンプルコードは S3 Protection を有効にします。無効にするには、true を false
に置き換えます。

https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールの [Settings] (設定) ページで、または
ListDetectors API を使用して、現在のリージョンの detectorId を確認できます。

aws guardduty update-detector --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0 --
data-sources '{"S3Logs":{"Enable":true}}'

マルチアカウント環境での S3 Protection の設定
マルチアカウント環境では、GuardDuty 管理者アカウントのみが S3 Protection を構成できま
す。GuardDuty 管理者アカウントは、メンバーアカウントの S3 Protection を有効または無効にできま
す。GuardDuty メンバーアカウントでは、このデータソースを有効または無効化できません。

AWS Organizations サポートでメンバーアカウントを管理する GuardDuty 管理者アカウントは、組織内の
すべての新しいアカウントで S3 Protection を自動的に有効にすることを選択できます。詳細については、
「AWS Organizations を使用した GuardDuty アカウントの管理 (p. 191)」を参照してください。

組織メンバーアカウントの S3 Protection を自動的に
有効にします。

Note

この機能は、AWS Organizations を通じて組み込まれた GuardDuty メンバーの管理者だけが利用
できます。
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選択的に有効または無効にするには 

1. 管理者アカウントを使用してこの手順を実行します。

https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。
3. GuardDuty の [Auto-enable] (自動有効化) がオンになっていることを確認します。オフの場合は、バ

ナーから [Enable] (有効化) を選択するか、[Auto-enable is OFF] (自動有効化がオフ) を選択して有効
にできます。この機能は、組織内の新しいメンバーアカウントに対して GuardDuty を自動的に有効に
し、S3 Protection を自動有効にするには、有効にしておく必要があります。

4. GuardDuty の自動有効化をオンにすると、[S3 Protection] (S3 Protection) 切り替えアイコンを選択す
ることで GuardDuty を有効にすることに加えて、新しいメンバーの S3 Protection を有効にできま
す。[Update Settings] (更新の設定) を選択して確定します。

メンバーアカウントで S3 Protection を選択的に有効
または無効にするには
メンバーアカウントの S3 Protection を有効または無効にする手順については、以下のアクセス方法を選択
してください。

Console

すべてのアカウントで S3 Protection を有効にするには

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. すべてのアカウントで S3 Protection を一度に有効にするには、ナビゲーションペインから [S3 

Protection] (S3 保護) を選択します。
3. 管理しているアカウントの内、S3 Protection が有効になっているアカウントの数を示すステート

メントが表示されます。すべてのアカウントで S3 Protection を有効にするには [Enable all] (すべ
て有効化) を選択します。

Note

組織内のアカウントを管理している場合、この操作により、[Auto-enable] (自動有効化) 
機能が組織内の将来のメンバーアカウントに対して S3 Protection を自動的に有効にしま
す。

メンバーアカウントで S3 Protection を選択的に有効または無効にするには

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。

Note

アカウントテーブルから、[S3 Protection] (S3 Protection) 列を確認します。緑のチェッ
クマークアイコンは S3 Protection が有効であることを示し、青いダッシュアイコンはそ
れが無効であることを示します。この列が空白の場合、アカウントは S3 Protection の対
象になりません。[Enabled] (有効) または [Disabled] (無効) でフィルタリングすることも
できます。

3. S3 Protection を設定するアカウントを選択します。[Actions] (アクション) メニューから [Enable 
S3 Protection] (S3 Protection を有効にする) または [Disable S3 Protection] (S3 Protection を無効
にする) のいずれかを選択し、選択内容を確認することで、選択したアカウントの設定を変更しま
す。テーブルは自動的に更新され、変更点が表示されます。
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API

メンバーアカウントの S3 Protection を選択的に有効または無効にするには、自身のディテクター ID 
を使用し、updateMemberDetectors API オペレーションを実行します。次の例では、単一のメンバー
アカウントで S3 Protection を有効にする方法を示しています。無効にするには、true を false に
置き換えます。

https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールの [Settings] (設定) ページで、または
ListDetectors API を使用して、現在のリージョンの detectorId を確認できます。

 aws guardduty update-member-detectors --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0
 --account-ids 123456789012 --data-sources '{"S3Logs":{"Enable":true}}' 
                 

Note

スペースで区切られたアカウント ID のリストを渡すこともできます。

コードが正常に実行されると、UnprocessedAccounts の空のリストが返されます。アカウントの
ディテクター設定を変更する際に問題が発生した場合は、そのアカウント ID と問題の概要が表示され
ます。

Note

スクリプトを使用して新しいアカウントをオンボーディングし、新しいアカウントで S3 
Protection を無効にする場合は、このトピックで説明されているように、オプションの
dataSources オブジェクトで createDetector API オペレーションを変更できます。

新しい GuardDuty アカウントの S3 Protection の自
動無効化

Important

デフォルトで、新しいディテクターでは S3 Protection が自動的に有効になっています。

GuardDuty 管理者が新しいアカウントで初めて GuardDuty を有効にしていて、S3 Protection をデフォル
トで有効にしたくない場合は、オプションの dataSources オブジェクトで createDetector API オペレー
ションを変更することで無効にできます。次の例では S3 Protection を無効にしたまま新しい GuardDuty 
ディテクターを有効にするために、AWS CLI を使用しています。

 aws guardduty create-detector --enable --data-sources '{"S3Logs":{"Enable":false}}'
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Amazon GuardDuty の検出結果につ
いて

GuardDuty RDS Protection はプレビューリリースです。RDS Protection の機能の使用には、「AWS の
サービス条件」の第 2 項 (「ベータ版とプレビュー」) が適用されます。

GuardDuty の検出結果は、ネットワーク内で検出された潜在的なセキュリティ上の問題を表します。AWS 
環境で、潜在的に悪意のある予期しないアクティビティを検出すると、GuardDuty によって検出結果が生
成されます。

GuardDuty の検出結果は、GuardDuty コンソールの [Findings] (検出結果) ページで、または AWS CLI 
や API オペレーションを使用して表示および管理できます。検出結果の管理方法の概要については、
「Amazon GuardDuty の検出結果の管理 (p. 143)」を参照してください。

トピック:

検出結果の詳細 (p. 48)

GuardDuty の検出結果で使用できるデータのタイプについて説明します。
サンプルの検出結果 (p. 61)

GuardDuty のテストまたは理解のために、検出結果のサンプルを生成する方法について説明します。
GuardDuty の検出結果の形式 (p. 58)

GuardDuty の検出結果タイプの形式と GuardDuty で追跡するさまざまな脅威の目的について説明しま
す。

検出結果タイプ (p. 66)

GuardDuty で利用可能なすべての検出結果をタイプ別で示します。各検出結果タイプの内容には、そ
の検出結果の説明と修復のためのヒントと推奨事項が含まれています。

検出結果の詳細
GuardDuty RDS Protection はプレビューリリースです。RDS Protection の機能の使用には、「AWS の
サービス条件」の第 2 項 (「ベータ版とプレビュー」) が適用されます。

Amazon GuardDuty コンソールでは、検出結果の概要セクションで検出結果の詳細を見ることができま
す。検出結果の詳細は検出結果のタイプによって異なります。

検出結果にどのような情報が表示されるかを決める基本的な情報が 2 つあります。1 つ目はリソー
スタイプです。これは、Instance、AccessKey、S3Bucket、Kubernetes cluster、ECS 
cluster、Container、または RDSDBInstance です。情報の検出結果を決定する 2 つ目の詳細は
[Resource Role] (リソースロール) です。リソースロールは、アクセスキー用の Target である可能性があ
ります。つまり、リソースが疑わしいアクティビティのターゲットであったことを意味します。インスタ
ンスタイプの検出結果については、リソースロールが Actor である場合があります。つまり、リソースが
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不審なアクティビティを実行するアクターだったことを意味します。このトピックでは、検出結果の一般
的に入手可能な詳細をいくつか説明します。

検出結果の概要
検出結果の概要のセクションには、次の情報を含む、検索条件の最も基本的な識別機能が含まれていま
す。

• アカウント ID - GuardDuty がこの検出結果を生成する原因となったアクティビティを実行した AWS ア
カウントのID

• [Count] (カウント) - GuardDuty が、このパターンとこの検出結果 ID の一致するアクティビティを集約
した回数。

• 作成時刻 - この検出結果が初めて生成された日時。この値が [Updated at] (更新時刻) と異なる場合は、
そのアクティビティが複数回発生しており、現在も進行中の問題でありことを示しています。

Note

GuardDuty コンソールの検出結果のタイムスタンプはローカルタイムゾーンで表示されます。
一方、JSON エクスポートおよび CLI 出力では UTC 中にタイムスタンプが表示されます。

• [Finding ID] (結果 ID) - この検出結果タイプおよびパラメータセットに対応する一意の識別子です。この
パターンに一致するアクティビティが新しく出現した場合は、同じ ID に集約されます。

• [Finding type] (結果タイプ) - 検出結果をトリガーしたアクティビティのタイプを表す、書式設定された
文字列。詳細については、「GuardDuty の検出結果の形式 (p. 58)」を参照してください。

• リージョン - 検出結果が作成された AWS リージョン。サポートされるリージョンについては、「リー
ジョンとエンドポイント (p. 261)」を参照してください。

• リソース ID - GuardDuty がこの検出結果を生成する原因となったアクティビティを実行した AWS リ
ソースの ID。

• スキャン ID — GuardDuty Malware Protection が有効な場合に検出結果に適用されます。これは、侵害
された可能性がある EC2 インスタンスまたはコンテナワークロードにアタッチされた EBS ボリューム
で実行されるマルウェアスキャンの識別子です。詳細については、「Malware Protection の検出結果詳
細 (p. 54)」を参照してください。

• 重要度 - [High] (高)、[Medium] (中)、[Low] (低) のいずれかで割り当てられた検出結果の重要度。詳細に
ついては、「GuardDuty の検出結果の重要度 (p. 63)」を参照してください。

• [Updated at] (更新時刻) - GuardDuty がこの検出結果を生成する原因となったパターンに一致する新しい
アクティビティにより、この検出結果が最後に更新された時刻。

リソース
[Resource affected] (影響を受けるリソース) には、アクティビティ開始の対象となった AWS リソースの
詳細が表示されます。利用可能な情報は、リソースタイプとアクションタイプによって異なります。

[Resource role] (リソースロール) - 検出を開始した AWS リソースのロールです。値は [TARGET] または
[ACTOR] で、それぞれの値は、リソースが疑わしいアクティビティの対象であったか、疑わしいアクティ
ビティを実行したアクターであったことを表します。

リソースタイプ - 該当するリソースのタイプ。複数のリソースが関係していた場合は、複数の
リソースタイプが検出結果に含まれる可能性があります。リソースタイプは、[Instance] (イン
スタンス)、[AccessKey]、[S3Bucket]、[KubernetesCluster]、[ECSCluster]、[Container] (コンテ
ナ)、[RDSDBInstance] です。リソースタイプによって、使用可能な検出結果の詳細が異なります。リソー
スオプションタブを選択して、そのリソースで使用可能な詳細を学びます。

Instance

インスタンスの詳細:
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Note

インスタンスが既に停止している場合、またはクロスリージョン API コールを行うときに別
のリージョンの EC2 インスタンスから基盤となる API コールが発生した場合、インスタンス
の詳細が欠落することがあります。

• インスタンス ID - GuardDuty がその検出結果を生成する原因となったアクティビティに含まれる 
EC2 インスタンスの ID。

• インスタンスタイプ - 検出結果に関連する EC2 インスタンスのタイプ。
• [Launch Time] (起動時刻) - インスタンスが開始された日時
• Outpost ARN - AWS Outposts の Amazon リソースネーム (ARN)。AWS Outposts インスタンスに

のみ適用されます。詳細については、「AWS Outposts とは」を参照してください。
• [Security Group Name] (セキュリティグループ名) - 関連するインスタンスに付属するセキュリティ

グループの名前。
• [Security Group ID] (セキュリティグループ ID) - 関係するインスタンスに付属するセキュリティグ

ループの ID。
• [Instance state] (インスタンスの状態) - ターゲットインスタンスの現在の状態。
• [Availability Zone] (アベイラビリティーゾーン) - 関連するインスタンスが配置されている AWS リー

ジョンアベイラビリティーゾーン。
• [Image ID] (イメージ ID) - アクティビティに関連するインスタンスの構築に使用される Amazon マ

シンイメージの ID。
• [Image Description] (イメージの説明) - アクティビティに関連するインスタンスの構築に使用される 

Amazon マシンイメージの ID に関する説明。
• [Tags] (タグ) - このリソースにアタッチされているタグのリスト。リストの形式は key:value で

す。

AccessKey

アクセスキーの詳細:

• アクセスキー ID - GuardDuty がその検出結果を生成する原因となったアクティビティを行ったユー
ザーのアクセスキー ID。

• [Principal ID] (プリンシパル ID) - GuardDuty がその検出結果を生成する原因となったアクティビ
ティを行ったユーザーのプリンシパル ID。

• [User type] (ユーザータイプ) - GuardDuty がその検出結果を生成する原因となったアクティビティ
を行ったユーザーのタイプ。詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してくださ
い。

• [User name] (ユーザー名) - GuardDuty がその検出結果を生成する原因となったアクティビティを
行ったユーザーの名前。

S3Bucket

S3 バケットの詳細

• [Name] (名前) - 検出結果に関連するバケットの名前。
• [ARN] – 検出結果に関連するバケットの ARN。
• [Owner] (所有者) - 検出結果に関連するバケットを所有するユーザーの正規ユーザー ID。正規ユー

ザー ID の詳細については、「AWS アカウント ID」を参照してください。
• [Type] (タイプ) - バケット検出結果のタイプで、[Destination] (送信先) または [Source] (ソース) にな

ります。
• デフォルトのサーバー側暗号化 - バケットの暗号化に関する詳細。

50

https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/userguide/what-is-outposts.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-event-reference-user-identity.html#cloudtrail-event-reference-user-identity-fields
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/acct-identifiers.html


Amazon GuardDuty Amazon GuardDuty ユーザーガイド
リソース

• バケットタグ - このリソースにアタッチされたタグのリスト。リストの形式は key:value です。
• [Effective Permissions] (有効な許可) - 関連するバケットが公開されているかどうかを示す、バケッ

トに関するすべての有効な許可とポリシーの評価。値は [PUBLIC] (公開) または [NOT PUBLIC] (非
公開) です。

EKSCluster

Kubernetes クラスターの詳細:

• 名前 — Kubernetes クラスターの名前。
• ARN — クラスターを識別する ARN。
• 作成時刻 - このクラスターが生成された日時。

Note

GuardDuty コンソールの検出結果のタイムスタンプはローカルタイムゾーンで表示されま
す。一方、JSON エクスポートおよび CLI 出力では UTC 中にタイムスタンプが表示されま
す。

• VPC ID — クラスターに関連付けられている VPC ID。
• 状態 – クラスターの現在の状態。
• タグ - クラスターに適用し、クラスターの分類と整理に役立つメタデータ。各タグは、key:value

形式でリストされているキーとオプションの値で構成されます。キーと値の両方を定義できます。

クラスタータグは、クラスターに関連付けられた他のリソースには伝達されません。

ECSCluster

ECS クラスターの詳細

• ARN — クラスターを識別する ARN。
• 名前 - クラスターの名前。
• 状態 – クラスターの現在の状態。
• アクティブサービスの数 — ACTIVE 状態のクラスター内で実行されているサービスの

数。ListServices でこれらのサービスを確認できます。
• 登録されたコンテナインスタンス数 — クラスターに登録されているコンテナインスタンスの数。こ

れには、ACTIVE および DRAINING 状態の両方のコンテナインスタンスが含まれます
• 実行中のタスク数 — RUNNING 状態のクラスターのタスクの数。
• タグ - クラスターに適用し、クラスターの分類と整理に役立つメタデータ。各タグは、key:value

形式でリストされているキーとオプションの値で構成されます。キーと値の両方を定義できます。
• タスクの詳細 — クラスター内のタスクの詳細。

Container

コンテナの詳細:

• コンテナランタイム — コンテナの実行に使用されたコンテナランタイム (docker または
containerd など)。

• ID — コンテナインスタンスのコンテナインスタンス ID または完全な ARN エントリ。
• 名前 — コンテナの名前。
• イメージ — コンテナインスタンスのイメージ。
• ボリュームマウント — コンテナボリュームのマウントのリスト。コンテナは、そのファイルシステ

ムの下にボリュームをマウントできます。
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• セキュリティコンテキスト — コンテナセキュリティコンテキストは、コンテナの権限とアクセス制
御設定を定義します。

• プロセスの詳細 — 検出結果に関連付けられているプロセスの詳細が記述されます。

RDSDBInstance

RDSDBInstance の詳細:

Note

このリソースは、データベースインスタンスに関連する RDS Protection の検出結果で利用で
きます。

• [Database Instance ID] (データベースインスタンス ID) — GuardDuty の検出に関与したデータベー
スインスタンスに関連付けられた識別子

• [Engine] (エンジン) — 検出に関与したデータベースインスタンスのデータベースエンジン名。指定
できる値は、Aurora MySQL 互換または Aurora PostgreSQL 互換です。

• [Engine version] (エンジンバージョン) – GuardDuty の検出に関与したデータベースエンジンのバー
ジョン

• [Database cluster ID] (データベースクラスター ID) — GuardDuty の検出に関与したデータベースイ
ンスタンス ID を含むデータベースクラスターの識別子

• [Database instance ARN] (データベースインスタンス ARN) — GuardDuty の検出に関与したデータ
ベースインスタンスを識別する ARN

RDS データベース (DB) ユーザーの詳細
Note

このセクションは、GuardDuty で RDS Protection 機能を有効にしたときの検出結果に適用されま
す。詳細については、「GuardDuty RDS Protection (p. 40)」を参照してください。

GuardDuty の検出結果から、侵害の可能性があるデータベースに関する、以下のユーザー情報と認証情報
が得られます。

• [User] (ユーザー) - 異常なログイン試行に使用されたユーザー名
• [Application] (アプリケーション) — 異常なログイン試行に使用されたアプリケーション名
• [Database] (データベース) — 異常なログイン試行に関与したデータベースインスタンスの名前
• [SSL] — ネットワークに使用された Secure Socket Layer (SSL) のバージョン
• [Auth method] (認証方法) — 検出に関与したユーザーが使用した認証方法

EBS ボリュームのスキャンの詳細
Note

このセクションは、GuardDuty で Malware Protection の機能を有効にしたときの検出結果に適用
されます。詳細については、「Amazon GuardDuty の Malware Protection (p. 23)」を参照してく
ださい。

EBS ボリュームスキャンは、侵害された可能性のある EC2 インスタンスまたはコンテナワークロードに
アタッチされた EBS ボリュームに関する詳細を提供します。

• スキャン — マルウェアスキャンの識別子。
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• スキャン開始日 — マルウェアスキャンが開始された日時。
• スキャン完了日 — 不正プログラムのスキャンの完了日時。
• 検出結果 ID — このマルウェアスキャンを開始した GuardDuty の検出結果 ID。
• ソース – 可能な値は Bitdefender および AWS です。
• スキャン検出 — 各マルウェアスキャンの詳細と結果の全情報。

• スキャンされたアイテム数 — スキャンされたファイルの合計数。totalGb、files、および
volumes などの詳細を提供します。

• 脅威が検出されたアイテム数 — スキャン中に検出された悪意のある files の合計数。
• 最も重要度の高い脅威の詳細 — スキャン中に検出された、重要度が最も高い脅威の詳細と、悪意のあ

るファイルの数。severity、threatName、および count などの詳細を提供します。
• 名前で検出された脅威 — すべての重要度レベルの脅威をグループ化するコンテナ要

素。itemCount、uniqueThreatNameCount、shortened、および threatNames などの詳細を提
供します。

アクション
検出結果の [Action] (アクション) は、その検出をトリガーしたアクティビティのタイプに関する詳細を示
します。利用可能な情報は、アクションタイプによって異なります。

[Action type] (アクションタイプ) - 検出結果アクティビティのタイプ。この値
は、NETWORK_CONNECTION、PORT_PROBE、DNS_REQUEST、AWS_API_CALL、RDS_LOGIN_ATTEMPT
のいずれかになります。利用可能な情報は、アクションタイプによって異なります。

• NETWORK_CONNECTION - ネットワークトラフィックが識別済み EC2 インスタンスとリモートホス
ト間で交わされたことを示します。このアクションタイプには、次の追加情報が含まれています。
• [Connection direction] (接続方向) - GuardDuty がその検出結果を生成する原因となったアクティビティ

で確認されたネットワークの接続方向。これには、次のいずれかの値を指定できます。
• インバウンド - リモートホストがアカウントの識別済み EC2 インスタンスのローカルポートへの接

続を開始したことを示します。
• アウトバウンド - 識別済み EC2 インスタンスがリモートホストへの接続を開始したことを示しま

す。
• 不明 - GuardDuty が接続の方向を判別できなかったことを示します。

• プロトコル - GuardDuty がその検出結果を生成する原因となったアクティビティで確認されたネット
ワークの接続プロトコル。

• ローカル IP (ローカル IP) - 検出結果をトリガーしたトラフィックの元の送信元 IP アドレス。この情
報を使用して、トラフィックが通過する中間レイヤーの IP アドレスと、検出結果をトリガーしたトラ
フィックの元の送信元 IP アドレスを区別します。例えば、EKS ポッドが実行されているインスタン
スの IP アドレスではなく、EKS ポッドの IP アドレスです。

• [Blocked] (ブロック) - ターゲットポートがブロックされているかどうかを示します。
• PORT_PROBE - リモートホストが複数のオープンポートで識別済みの EC2 インスタンスを調査したこ

とを示します。このアクションタイプには、次の追加情報が含まれています。
• ローカル IP - 検出結果をトリガーしたトラフィックの元の送信元 IP アドレス。この情報を使用して、

トラフィックが通過する中間レイヤーの IP アドレスと、検出結果をトリガーしたトラフィックの元の
送信元 IP アドレスを区別します。例えば、EKS ポッドが実行されているインスタンスの IP アドレス
ではなく、EKS ポッドの IP アドレスです。

• [Blocked] (ブロック) - ターゲットポートがブロックされているかどうかを示します。
• DNS_REQUEST - 識別済みの EC2 インスタンスがドメイン名を照会したことを示します。このアク

ションタイプには、次の追加情報が含まれています。
• プロトコル - GuardDuty がその検出結果を生成する原因となったアクティビティで確認されたネット

ワークの接続プロトコル。
• [Blocked] (ブロック) - ターゲットポートがブロックされているかどうかを示します。
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• AWS_API_CALL - AWS API が呼び出されたことを示します。このアクションタイプには、次の追加情
報が含まれています。
• API - 呼び出された API オペレーションの名前で、GuardDuty がこの検出結果を生成する原因となっ

た API。

Note

これらのオペレーションは、AWS CloudTrail によってキャプチャされる API 以外のイベント
を含めることもできます。詳細については、「CloudTrail によってキャプチャされる API 以
外のイベント」を参照してください。

• [User Agent] (ユーザーエージェント) – API リクエストを実行したユーザーエージェント。この値は、
呼び出しが AWS Management Console、AWS のサービス、AWS SDK、または AWS CLI のいずれか
ら実行されたかを示します。

• エラーコード - API コールの失敗によって検出結果がトリガーされた場合、そのコールに対してエ
ラーコードが表示されます。

• サービス名 - 検出結果をトリガーした API コールを実行しようとしたサービスの DNS 名。
• RDS_LOGIN_ATTEMPT — 侵害された可能性のあるデータベースに、リモート IP アドレスからログイ

ンが試行されたことを示します。
• [IP address] (IP アドレス) — 疑わしいログイン試行に使用されたリモート IP アドレス。

Malware Protection の検出結果詳細
Note

このセクションは、GuardDuty で Malware Protection の機能を有効にしたときの検出結果に適用
されます。詳細については、「Amazon GuardDuty の Malware Protection (p. 23)」を参照してく
ださい。

Malware Protection スキャンでマルウェアが検出された場合は、https://console.aws.amazon.com/ 
guardduty/ コンソールで「検出結果」のページで対応する結果を選択すると、スキャンの詳細を表示でき
ます。Malware Protection の検出結果の重要度は、GuardDuty の検出結果の重要度によります。

Note

GuardDutyFindingDetected タグは、スナップショットにマルウェアが含まれていると指定し
ます。

次の情報は、詳細パネルの「検出された脅威」セクションでご覧になれます。

• 名前 — 検出によってファイルをグループ化することによって取得された脅威の名前。
• 重要度 — 検出された脅威の重要度。
• ハッシュ – ファイルの SHA-256 ハッシュ。
• ファイルパス — EBS ボリューム内の悪意のあるファイルの場所。
• ファイル名 — 脅威が検出されたファイルの名前。
• ボリューム ARN — スキャンされた EBS ボリュームの ARN。

次の情報は、詳細パネルの「マルウェアスキャンの詳細」のセクションでご覧になれます。

• スキャン — 不正プログラムスキャンのスキャン ID。
• スキャン開始日 — スキャンが開始された日時。
• スキャン完了日 — スキャンの完了日時。
• スキャンされたファイル — スキャンされたファイルとディレクトリの合計数。
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• スキャンされた合計 GB — プロセス中にスキャンされたストレージの容量。
• 検出結果 ID — このマルウェアスキャンを開始した GuardDuty の検出結果 ID。
• 次の情報は、詳細パネルの「ボリュームの詳細」のセクションでご覧になれます。

• ボリューム ARN — ボリュームの Amazon リソースネーム (ARN)。
• SnapshotARN — EBS ボリュームのスナップショットの ARN。
• ステータス — Running、Skipped、および Completed などのボリュームのスキャン状態。
• 暗号化タイプ — ボリュームの暗号化に使用される暗号化のタイプ。例えば、CMCMK です。
• デバイス名 - デバイスの名前。例えば、/dev/xvda です。

アクターまたはターゲット
[Resource role] (リソースロール) が TARGET の場合には、検出結果に [Actor] (アクター) セクションが表示
されます。これは、リソースが疑わしいアクティビティの対象であったことを示します。また、[Actor] (ア
クター) セクションには、リソースを対象としたエンティティの詳細が含められます。

[Resource role] (リソースロール) が ACTOR の場合には、検出結果に [Target] (ターゲット) セクションが表
示されます。これは、リソースがリモートホストに対する不審なアクティビティに関与していたことを示
します。また、このセクションには、リソースのターゲットになった IP またはドメインに関する情報が含
められます。

[Actor] (アクター) セクションまたは [Target] (ターゲット) セクションには、次の情報を含めることができ
ます。

• [Affiliated] (関連) – リモート API コール実行者の AWS アカウントが GuardDuty 環境に関連しているか
どうかの詳細です。この値が true の場合、API コール実行者は何らかの形でアカウントに関連してい
ます。false の場合、API コール実行者は環境外です。

• [Remote Account ID] (リモートアカウント ID) – 最終的なネットワークでリソースにアクセスするために
使用された Egress IP アドレスを所有するアカウント ID。

• IP アドレス - GuardDuty がその検出結果を生成する原因となったアクティビティに関係のある IP アド
レス。

• 場所 - GuardDuty がその検出結果を生成する原因となったアクティビティに関係のある IP アドレスの位
置情報。

• [Organization] (組織) - GuardDuty がその検出結果を生成する原因となったアクティビティに関係のある 
IP アドレスの ISP 組織情報。

• ポート - GuardDuty がその検出結果を生成する原因となったアクティビティに関係のあるポート番号。
• ドメイン - GuardDuty がその検出結果を生成する原因となったアクティビティに関係のあるドメイン。

追加情報
すべての検出結果には [Additional information] (追加情報) セクションがあり、次のような情報が含まれま
す。

• 脅威リスト名 - GuardDuty がこの検出結果を生成する原因となったアクティビティに関する IP アドレス
またはドメイン名が含まれている脅威リストの名前。

• サンプル - サンプル検出結果であるかどうかを示す true または false の値。
• アーカイブ - 検出結果がアーカイブ済みかどうかを示す true または false の値。
• [Unusual] (異常) - 履歴で確認されていないアクティビティの詳細 これらには、異常な (以前に確認され

ていない) ユーザー、場所、時間、バケット、ログイン動作などが含まれます。
• 異常プロトコル - GuardDuty がその検出結果を生成する原因となったアクティビティに関係のあるネッ

トワークの接続プロトコル。
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証拠
DNS ログに基づく検出結果には [Evidence] (証拠) セクションがあり、次のような情報が含まれます。

• 脅威インテリジェンスの詳細 - 認識された Threat name が表示される脅威リストの名前。
• 脅威名 - 脅威に関連付けられているマルウェアファミリーの名前、またはその他の識別子。

異常な動作
AnomalousBehavior で終わる検出結果タイプは、GuardDuty 異常検出機械学習 (ML) モデルによって検出
されたことを示します。機械学習モデルは、アカウントへのすべての API リクエストを評価し、相手が
使用するタクティクスに関連する異常なイベントを特定します。機械学習モデルは、リクエストを行った
ユーザー、リクエストが行われた場所、リクエストされた特定の API など、API リクエストのさまざまな
要因を追跡します。

CloudTrail ユーザーアイデンティティ において、API リクエストの原因となった、異常のある要因につい
ての詳細は、検出結果の詳細を参照してください。アイデンティティは、CloudTrail userIdentity エレメン
トで定義され、指定できる値は、Root、IAMUser、AssumedRole、FederatedUser、AWSAccount ま
たは AWSService です。

API アクティビティに関連付けられているすべての GuardDuty の検出結果で使用できる詳細に加え
て、AnomalousBehavior 検出結果には、次のセクションで概説される追加の詳細が含まれています。これ
らの詳細はコンソールで表示でき、検出結果の JSON でも確認できます。

• 異常な API - 検出結果に関連付けられたプライマリ API リクエストに近いユーザーアイデンティティが
原因の API リクエストのリスト。このペインでは、次の方法で API イベントの詳細をさらに分類しま
す。
• 最初にリストされている API はプライマリ API です。プライマリ API は、観測された最も高いリスク

アクティビティに関連付けられた API リクエストです。これは、発見をトリガーし、検出結果タイプ
の攻撃ステージと相関する API です。これは、コンソールの [Action] (アクション) セクションおよび
検出結果の JSON で詳述されている API でもあります。

• リストされている他の API は、プライマリ API の近くで観察されるリストされたユーザーアインデン
ティティからの追加の異常 API です。リストに API が 1 つしかない場合、機械学習モデルはそのユー
ザーアイデンティティからの追加の API リクエストを異常として識別しませんでした。

• API のリストは、API が正常に呼び出されたかどうかに基づいて分類され、API が正常に呼び出され
なかった場合は、エラーレスポンスが受信されたことを意味します。受信したエラーレスポンスのタ
イプは、それぞれ正常に呼び出されなかった API の上に一覧表示されます。考えられるエラーレスポ
ンスのタイプは、access denied、access denied exception、auth failure、instance 
limit exceeded、invalid permission - duplicate、invalid permission - not 
found、および operation not permitted です。

• API は、関連するサービスによって分類されます。

Note

その他のコンテキストについては、[Historical APIs] (過去の API) を選択し、上位 API の詳細を
確認します。通常は、ユーザーアイデンティティとアカウント内のユーザーすべての両方で表
示される最大 20 個の API です。API は、[Rare (less than once a month)] (めったにない(月に 1 
回未満))、[Infrequent (a few times a month)] (頻繁でない(月に数回))、または [Frequent (daily to 
weekly)] (頻繁(毎日から毎週))でマークされ、アカウント内で使用されている頻度によって異な
ります。

• [Unusual Behavior (Account)] (異常な動作 (アカウント)) - このセクションでは、アカウントでプロファ
イリングされた動作に関する詳細について説明します。このパネルで追跡される情報は次のとおりで
す。
• [ASN Org] (ASN 組織) - 異常な API コールが行われた ASN 組織
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• [User Name] (ユーザー名) - 異常な API コールを行ったユーザーの名前。
• ユーザーエージェント - 異常な API コールを行うために使用されるユーザーエージェント。ユーザー

エージェントは、aws-cli または Botocore などのコールを行うために使用されるメソッドです。
• [User Type] (ユーザー名) - 異常な API コールを行ったユーザーの名前。可能な値

は、AWS_SERVICE、ASSUMED_ROLE、IAM_USER または ROLE です。
• バケット — アクセスされている S3 バケットの名前。

• [Unusual Behavior (User Identity)] (異常な動作 (ユーザー ID)) - このセクションでは、検出に関与し
たユーザーアイデンティティのプロファイリングされた動作の詳細について説明します。動作が履歴と
して識別されない場合は、GuardDuty 機械学習モデルが、トレーニング期間内にこの方法で API コール
を行うユーザー ID を認識していないことを意味します。ユーザーアイデンティティ に関する詳細につ
いては、次を参照してください。
• [ASN Org] (ASN 組織) - 異常な API コールが行われた元の ASN 組織。
• ユーザーエージェント - 異常な API コールを行うために使用されるユーザーエージェント。ユーザー

エージェントは、aws-cli または Botocore などのコールを行うために使用されるメソッドです。
• バケット — アクセスされている S3 バケットの名前。

• [Unusual Behavior (Bucket)] (異常な動作 (バケット)) - このセクションでは、検出結果に関連する、S3 
バケットのプロファイリングされた動作に関する詳細について説明します。動作が履歴として識別さ
れない場合は、GuardDuty 機械学習モデルが、トレーニング期間内にこの方法によるバケットへの API 
コールを認識していないことを意味します。このセクションで追跡される情報は次のとおりです。
• [ASN Org] (ASN 組織) - 異常な API コールが行われた元の ASN 組織。
• [User Name] (ユーザー名) - 異常な API コールを行ったユーザーの名前。
• ユーザーエージェント - 異常な API コールを行うために使用されるユーザーエージェント。ユーザー

エージェントは、aws-cli または Botocore などのコールを行うために使用されるメソッドです。
• [User Type] (ユーザー名) - 異常な API コールを行ったユーザーの名前。可能な値

は、AWS_SERVICE、ASSUMED_ROLE、IAM_USER または ROLE です。

Note

過去の動作の詳細については、[Unusual behavior (Account)] (異常な動作 (アカウント))、[User 
ID] (ユーザー ID)、または [Bucket] (バケット) セクションのいずれかで [Historical behavior] (過
去の動作) を選択し、アカウント内での使用頻度に応じて、[Rare (less than once a month)] (頻
度が低い (月に 1 回未満))、[Infrequent (a few times a month)] (頻繁でない (月に数回))、または
[Frequent (daily to weekly)] (頻度が高い (毎日から毎週)) の各カテゴリーのアカウントで、想定
される動作の詳細を表示します。

• [Unusual Behavior (database profiling)] (異常な動作 (データベースプロファイリング)) - このセクション
では、検出結果に関連するデータベースインスタンスの、プロファイリングされた動作に関する詳細に
ついて説明します。動作が履歴として識別されない場合は、GuardDuty 機械学習モデルが、トレーニン
グ期間内にこの方法によるデータベースインスタンスへのログイン試行を認識していないことを意味し
ます。検出結果パネルで追跡されるこのセクションの情報は次のとおりです。
• [User name] (ユーザー名) - 異常なログイン試行に使用されたユーザー名
• [ASN Org] (ASN 組織) - 異常なログイン試行が行われた ASN 組織
• [Application name] (アプリケーション名) — 異常なログイン試行に使用されたアプリケーション名
• [Database name] (データベース名) — 異常なログイン試行に関与したデータベースインスタンス名

S3 ボリュームベースの異常
このセクションでは、S3 ボリュームベースの異常についてのコンテキスト情報について詳しく説明しま
す。ボリュームベースの検出結果 (Exfiltration:S3/AnomalousBehavior (p. 118)) は、ユーザーの S3 バ
ケットに対する異常な数の S3 API コールをモニタリングし、データ漏えいの可能性を示します。以下の 
S3 の API 呼び出しは、ボリュームベースの異常検出のために監視されます。

• GetObject
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• CopyObject.Read
• SelectObjectContent

以下のメトリクスは、IAM エンティティが S3 バケットにアクセスするときの通常の動作のベースライ
ンを構築するのに役立ちます。データの流出を検出するために、ボリュームベースの異常検出結果は
通常の行動ベースラインに対してすべてのアクティビティを評価します。次のメトリクスを表示するに
は、[Unusual behavior (User Identity)] (異常な動作)、[Observed Volume (User Identity)] (確認されたボ
リューム (ユーザーアイデンティティ))、および [Observed Volume (Bucket)] (確認されたボリューム (バ
ケット)) セクションで [Historical Behavior] (過去の動作) を選択します。

• 過去 24 時間で影響を受けた S3 バケットのすべてのユーザーによって呼び出された s3-api-name API 
呼び出しの数。

• 過去 24 時間で S3 バケットのすべてのユーザーによって呼び出された s3-api-name API 呼び出しの
数。

• 過去 24 時間で影響を受けた S3 バケットのすべてのユーザーにわたる s3-api-name API 呼び出しの
数。

RDS ログインアクティビティベースの異常
このセクションは、異常なアクターが行ったログイン試行回数の詳細について説
明するものであり、ログイン試行の結果ごとにグループ分けされています。RDS 
Protection の検出結果タイプ (p. 114) はログインイベントをモニタリングして
successfulLoginCount、failedLoginCount、incompleteConnectionCount などの異常なパ
ターンがないかを確認し、異常な動作を特定します。

• successfulLoginCount — このカウンターは、異常なアクターがデータベースインスタンスに対して行っ
た、成功した接続 (ログイン属性の正しい組み合わせ) の合計を表します。ログイン属性には、ユーザー
名、パスワード、データベース名が含まれます。

• failedLoginCount — このカウンターは、データベースインスタンスへの接続を確立しようとして失敗し
た (不成功の) ログイン試行の合計を表します。これは、ユーザー名、パスワード、データベース名な
ど、ログイン情報の組み合わせの属性が 1 つ以上、正しくなかったことを示します。

• incompleteConnectionCount — このカウンターは、成功または失敗に分類できない接続試行の回数を表
します。これらの接続は、データベースが応答する前に閉じられています。例えば、データベースポー
トは接続されているものの情報がデータベースに送信されないポートスキャンや、ログインが成功また
は失敗して完了する前に接続が中止された場合などです。

GuardDuty の検出結果の形式
GuardDuty RDS Protection はプレビューリリースです。RDS Protection の機能の使用には、「AWS の
サービス条件」の第 2 項 (「ベータ版とプレビュー」) が適用されます。

GuardDuty は AWS の環境内で不審な動作や予期しない動作を検出すると、検出結果を生成します。
検出結果は、GuardDuty で検出した潜在的なセキュリティ問題に関する詳細を含む通知です。[finding 
details] (p. 65) (結果の詳細) には、何が起こったのか、不審なアクティビティに関与している AWS リ
ソース、このアクティビティの発生日時やその他の情報が含まれます。

検出結果の詳細で最も役立つ情報の 1 つは、[finding type] (結果タイプ) です。検出結果タイプの目的は、
潜在的なセキュリティ問題について簡潔でわかりやすい説明を提供することです。例えば、GuardDuty の
Recon:EC2/PortProbeUnprotectedPort 検出結果タイプは、AWS 環境の EC2 インスタンスに保護されてい
ないポートがあり、これを攻撃者が見つけようとしていることを迅速に知らせます。

GuardDuty では、次のフォーマットを使って、生成するさまざまな検出結果タイプに名前を付けます。
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ThreatPurpose:ResourceTypeAffected/ThreatFamilyName.DetectionMechanism!Artifact

このフォーマットの各部分は、検出結果タイプの特徴を表します。これらの特徴には、次のような説明が
あります。

• ThreatPurpose - 攻撃型または潜在的な攻撃型の脅威の主な目的についての説明です。GuardDuty 脅威の
目的の一覧表については、次のセクションを参照してください。

• ResourceTypeAffected - この検出結果でどの AWS リソースが攻撃対象の候補として特定されたかを示
します。現在、GuardDuty は EC2、S3、IAM、および EKS のリソースに関する検出結果を生成できま
す。

• ThreatFamilyName - GuardDuty で検出された全体的な脅威または潜在的な悪意のあるアクティビティの
説明です。例えば、NetworkPortUnusual の値は、GuardDuty の検出結果で識別された EC2 インスタン
スに、識別された特定のリモートポートでの通信履歴がないことを示します。

• DetectionMechanism - どの GuardDuty が検出結果を検出した方法を説明します。これは、一般的な検出
結果タイプの変動や、GuardDuty が特定のメカニズムを使用して検出した検出結果を示すために使用で
きます。例えば、Backdoor:EC2/DenialOfService.Tcp は、TCP 上でサービス拒否 (DoS) が検出されたこ
とを示します。UDP バリアントは Backdoor:EC2/DenialOfService.Udp です。

.Custom の値は、GuardDuty がカスタム脅威リストに基づいて検出結果を検出したことを示
し、.Reputation は、GuardDuty がドメインレピュテーションスコアモデルを使用して検出結果を検出し
たことを示します。

• Artifact - 悪意のあるアクティビティで使用されたツールが所有する特定のリソースを示します。例え
ば、検出結果タイプ CryptoCurrency:EC2/BitcoinTool.B!DNS の DNS は、EC2 インスタンスがビットコ
インに関連する既知のドメインと通信していることを示します。

脅威の目的
GuardDuty において、[threat purpose] (脅威の目的) は、攻撃型または潜在的な攻撃の段階など脅威の
主な目的について説明します。例えば、バックドアなどの脅威の目的は、攻撃型であると示します。た
だし、MITRE ATT&CK 戦術と一致する [Impact] (影響) などの脅威の目的があります。MITRE ATT&CK 
戦術は、攻撃者の攻撃サイクルにおける異なるフェーズを示します。現行の GuardDutyリリースの発売
で、ThreatPurpose は次の値に設定できます。

Backdoor

この値は、攻撃者が AWS リソースに侵入し、そのリソースを変更したので、ホームのコマンドアン
ドコントロール (C&C) サーバーに連絡でき、悪意のあるアクティビティを仕掛ける命令を受け取るこ
とを示します。

Behavior

この値は、GuardDutyは特定の AWS リソースの確立されたベースラインとは異なるアクティビティ
やアクティビティパターンを検出したことを示します。

CredentialAccess

この値は、GuardDuty がユーザーの環境からアカウント ID やパスワードなどの認証情報を盗むため
に攻撃者が使用する可能性のあるアクティビティパターンを検出したことを示します。この脅威の目
的は、MITRE ATT&CK 戦術に基づいています。

Cryptocurrency

この値は、GuardDuty がユーザーの環境の AWS リソースが、(ビットコインなどの) 暗号通貨に関連
付けられたソフトウェアをホストしています。

DefenseEvasion

この値は、ユーザーの環境に侵入している間、GuardDuty は攻撃者が検出を回避するために使用する
可能性のあるアクティビティまたはアクティビティパターンを検出したことを示します。この脅威の
目的は、MITRE ATT&CK 戦術に基づいています。
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Discovery

この値は、GuardDuty がシステムおよび内部ネットワークに関する知識を拡張するために使用する可
能性のあるアクティビティまたはアクティビティパターンを検出したことを示します。この脅威の目
的は、MITRE ATT&CK 戦術に基づいています。

実行

この値は、GuardDuty が、攻撃者が悪意のあるコードを実行してネットワークを探索したり、データ
を盗んだりする可能性があることを検出したことを示します。この脅威の目的は、MITRE ATT&CK 戦
術に基づいています。

Exfiltration

この値は、GuardDuty がネットワークからデータを盗もうとするときに攻撃者が使用する可能性
のあるアクティビティまたはアクティビティパターンを検出したことを示します。この脅威の目的
は、MITRE ATT&CK 戦術に基づいています。

Impact

この値は、GuardDuty がアクティビティまたはアクティビティパターンを検出することにより、ユー
ザーのシステムおよびデータを操作、中断、または破壊しようとしていることを示しています。この
脅威の目的は、MITRE ATT&CK 戦術に基づいています。

InitialAccess

この脅威の目的は、MITRE ATT&CK 戦術に基づいています。
Pentest

AWS リソースの所有者や承認された担当者は、オープンなセキュリティグループや安全性の低い
アクセスキーなどの脆弱性を見つけるために、AWS アプリケーションに対して意図的にテストを
実行する場合があります。これらの侵入テストは、攻撃者が気づく前に脆弱なリソースを特定して
ロックダウンする目的で実行されます。ただし、承認済みペンテスターが使用する一部のツールは
一般的なものであるため、不正なユーザーや攻撃者がこのテストに便乗して利用する場合がありま
す。GuardDuty は、このようなアクティビティの真の意図は特定できませんが、[Pentest] (侵入テス
ト) 値により、GuardDuty がこのようなアクティビティを検出し、および既知の侵入テストツールで
生成したアクティビティと類似しユーザーのネットワークへの悪意のある調査を示します。

Persistence

この値は、GuardDuty が初期アクセスルートが切断された場合でも、攻撃者がシステムへのアクセス
を維持するために使用する可能性のあるアクティビティまたはアクティビティパターンを検出したこ
とを示します。例えば、既存のユーザーの侵入して得た認証情報を介してアクセスした後に、新しい 
IAM ユーザーを作成することが含まれます。既存のユーザーの認証情報が削除されると、攻撃者はオ
リジナルイベントの一部として検出されなかった新しいユーザーへのアクセスを保持します。この脅
威の目的は、MITRE ATT&CK 戦術に基づいています。

Policy

この値は、AWS アカウントがセキュリティに関して推奨されたベストプラクティスに反する動作を
行っていることを示します。

PrivilegeEscalation

この値は、ユーザーの AWS 環境下の関連プリンシパルが、攻撃者にネットワークへのより高いレ
ベルの許可を取得するために使用する可能性のあることを通知します。この脅威の目的は、MITRE 
ATT&CK 戦術に基づいています。

Recon

この値は、GuardDuty がネットワークの偵察を実行するときに、攻撃者がアクセスを拡大したり、リ
ソースを利用したりする方法を決定するために使用する可能性のあるアクティビティまたはアクティ

60

https://attack.mitre.org/matrices/enterprise/cloud/aws/
https://attack.mitre.org/tactics/TA0002/
https://attack.mitre.org/tactics/TA0002/
https://attack.mitre.org/tactics/TA0010/
https://attack.mitre.org/matrices/enterprise/cloud/aws/
https://attack.mitre.org/matrices/enterprise/cloud/aws/
https://attack.mitre.org/matrices/enterprise/cloud/aws/
https://attack.mitre.org/matrices/enterprise/cloud/aws/
https://attack.mitre.org/matrices/enterprise/cloud/aws/


Amazon GuardDuty Amazon GuardDuty ユーザーガイド
サンプルの検出結果

ビティパターンを検出したことを示します。例えば、このアクティビティは、AWS ポートを調べた
り、ユーザーやデータベーステーブルなどをリスト化により、環境の脆弱性のスコープアウトを含め
ることができます。

Stealth

この値は、攻撃者が積極的にアクションを隠そうとしていることを示します。例えば、匿名化したプ
ロキシサーバーを使用し、アクティビティの本質の判断を非常に難しくしています。

Trojan

この値は、悪意のあるアクティビティを密かに実行するトロイの木馬プログラムが攻撃に使用されて
いることを示します。このソフトウェアは合法的なプログラムを装う場合があります。ユーザーは、
このソフトウェアを誤って実行することがあります。脆弱性を特定して自動的に実行されることもあ
ります。

UnauthorizedAccess

この値は、承認されていない個人による不審なアクティビティまたは不審なアクティビティパターン
が GuardDuty で検出されたことを示します。

GuardDuty のサンプルの検出結果生成

GuardDuty RDS Protection はプレビューリリースです。RDS Protection の機能の使用には、「AWS の
サービス条件」の第 2 項 (「ベータ版とプレビュー」) が適用されます。

Amazon GuardDuty でサンプル検出結果を生成すると、GuardDuty で生成できるさまざまな検出結果タイ
プを視覚化して理解することができます。サンプル検出結果を生成すると、GuardDuty によって最新の検
出結果リストにデータが入力され、サポートされている検出結果タイプごとに 1 つのサンプル検出結果が
強調表示されます。

生成されるサンプルは、プレースホルダーの値が入力された近似値です。生成されるサンプルはご利用の
環境での実際の検出結果とは異なりますが、CloudWatch Events やフィルターなど、GuardDuty のさま
ざまな設定をテストするために使用できます。検出結果タイプに使用できる値のリストは、検出結果タイ
プ (p. 66) テーブルを参照してください。

ご利用の環境でシミュレートしたアクティビティに基づいていくつかの一般的な検出結果を生成するに
は、以下の「一般的な GuardDuty の検出結果の自動生成 (p. 62)」を参照してください。

GuardDuty の コンソールや API で使用したサンプル
検出結果の生成
アクセスメソッドを選択し、サンプル検出結果を生成する学習をします。

Note

コンソールメソッドは、各検出結果タイプのうちの 1 つを生成します。1 つのサンプル検出結果
を生成できるのは、API 経由のみです。

Console

サンプル検出結果を生成するには、次の手順を使用します。このプロセスでは、GuardDuty の検出タ
イプごとに 1 つのサンプル検出結果を生成します。
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1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
3. [Settings] (設定) ページの [Sample findings] (結果のサンプル) で、[Generate sample findings] (結

果サンプルの生成) を選択します。
4. ナビゲーションペインで [Findings] (結果) を選択します。[Current findings] (最近の結果) ページ

に [SAMPLE] とプレフィックスされたサンプル検出結果が表示されます。

API

GuardDuty の任意の検出タイプに一致する単一のサンプル検出結果を生成するに
は、CreateSampleFindings API の場合、タイプの検索に使用できる値は、検出結果タイプ (p. 66)
テーブルにリストされています。

これは、CloudWatch Events ルールのテストや検出結果に基づくオートメーションに役立ちます。次
の例は、AWS CLI を使用して Backdoor:EC2/DenialOfService.Tcp タイプの単一サンプル検出
結果を生成する方法を示しています。

https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールの [Settings] (設定) ページで、または
ListDetectors API を使用して、現在のリージョンの detectorId を確認できます。

aws guardduty create-sample-findings --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0 --
finding-types Backdoor:EC2/DenialOfService.Tcp

これらのメソッドによって生成されたサンプル検出結果のタイトルは、常にコンソール内で [SAMPLE]
で始まります。サンプルの検出結果には、検出結果の JSON の詳細の additionalInfo セクションに値
"sample": true があります。

一般的な GuardDuty の検出結果の自動生成
次のスクリプトを使用して、複数の一般的な GuardDuty の検出結果を自動生成することができま
す。guardduty-tester.template は AWS CloudFormation を使用して、要塞ホスト、ssh でアクセスでき
るテスターの Amazon EC2 インスタンス、2 つのターゲットEC2インスタンスがある独立した環境を作
成することができます。その後、テスター EC2 インスタンス、ターゲット Windows EC2 インスタン
ス、ターゲット Linux EC2 インスタンス間のインタラクションを開始する guardduty_tester.sh を実行し
て、GuardDuty が検出して生成した検出結果を通知する一般的な攻撃タイプの 5 つをシミュレートしま
す。

1. 前提条件として、guardduty-tester.template と guardduty_tester.sh を実行したいアカウントと
リージョンで GuardDuty を有効にする必要があります。GuardDuty 有効化の詳細については、
「GuardDuty の開始方法 (p. 3)」を参照してください。

スクリプトを実行する各リージョンで、新規または既存の EC2 キーペアを使用する必要があります。
この EC2 キーペアは新しい CloudFormation スタックの作成時に、guardduty-tester.template スクリ
プトでパラメータとして使用されます。キーペア生成の詳細については、「Amazon EC2 Key Pairs」
を参照してください。

2. guardduty-tester.template を使用して新しい CloudFormation スタックを作成します。スタックの作
成の詳細については、「スタックの作成」を参照してください。guardduty-tester.template を実行す
る前に、新しいスタックを識別するためのスタックの名前、スタックを実行するアベイラビリティー
ゾーン、EC2 インスタンスの起動に使用するキーペアのパラメータ値を変更します。その後、対応す
るプライベートキーを使用して、SSH 接続で EC2 インスタンスにアクセスします。

guardduty-tester.template の実行と完了の所要時間は約 10 分です。環境を作成しテスター EC2 イン
スタンスに guardduty_tester.sh をコピーします。
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3. AWS CloudFormation コンソールで、新しく実行している AWS CloudFormation スタックの横にある
チェックボックスを選択します。表示されている一連のタブで [Output] (出力) タブを選択します。要
塞ホストとテスター EC2 インスタンスに割り当てられている IP アドレスに注意します。SSH 経由で
テスター EC2 インスタンスにアクセスするには、両方の IP アドレスが必要です。

4. 要塞ホストからインスタンスにログインするため、~/.ssh/config ファイルで次のエントリを作成しま
す。

Host bastion 
        HostName {Elastic IP Address of Bastion} 
        User ec2-user 
        IdentityFile ~/.ssh/{your-ssh-key.pem}
Host tester 
        ForwardAgent yes 
        HostName {Local IP Address of RedTeam Instance} 
        User ec2-user 
        IdentityFile ~/.ssh/{your-ssh-key.pem} 
        ProxyCommand ssh bastion nc %h %p 
        ServerAliveInterval 240

これで、$ ssh テスターを呼び出し、ターゲット EC2 インスタンスにログインできます。要塞ホスト
を介して EC2 インスタンスの設定や接続を行う場合の詳細情報については、https://aws.amazon.com/
blogs/security/securely-connect-to-linux-instances-running-in-a-private-amazon-vpc/ を参照してくださ
い。

5. テスター EC2 インスタンスに接続後、guardduty_tester.sh を実行して、テスターとターゲット EC2 
インスタンス間のインタラクションの開始、攻撃のシミュレート、GuardDuty の検出結果を生成しま
す。

GuardDuty の検出結果の重要度
GuardDuty の各検出結果には、当社のセキュリティエンジニアが定めたネットワークの潜在的なリスクを
示す重要度と値が割り当てられます。重要度の値の範囲は 0.1～8.9 です。値が大きいほど、セキュリティ
リスクが高いことを示します。検出結果が示す潜在的なセキュリティの問題への対応を判断するために役
立つように、GuardDuty ではこの範囲を [High] (高)、[Medium] (中)、[Low] (低) の重要度に分けています。

Note

値 0 と 9.0 から 10.0 が将来使用するために現在予約されています。

次に、GuardDuty の検出結果について現在定められている重要度と値とそれぞれの一般的なレコメンデー
ションを示します。

重要度レベル 値の範囲

[High] (高) 8.9～7.0

[High] (高) の重要度は、問題になっているリソース (EC2 インスタンスや IAM ユーザー認証情報) が侵害
され、不正な目的で活発に使用されていることを示します。

重要度が [High] (高) の検出結果のセキュリティの問題は、優先事項として処理し、リソースのそれ
以上の不正使用を防ぐために直ちに修復を行うことをお勧めします。例えば、EC2 インスタンスを
クリーンアップまたは終了するか、IAM 認証情報を更新します。詳細については、「Remediation 
Steps (p. 177)」(修復のステップ) を参照してください。

[Medium] (中) 6.9～4.0
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重要度レベル 値の範囲

[Medium] (中) の重要度は、通常観察される動作から逸脱する不審なアクティビティを示し、場合によっ
てはリソースが侵害されていることを示します。

できるだけ早く、関連するリソースを調査することをお勧めします。修復のステップはリソースと検出
結果のタイプによって異なりますが、通常、アクティビティが許可されており、ユースケースに沿って
いることを確認する必要があります。原因を特定できない場合やアクティビティが許可されたことを確
認できない場合は、リソースが侵害されたとみなし、「Remediation Steps (p. 177)」(修復のステップ) 
に従ってリソースを保護する必要があります。

次に、重要度が [Medium] (中) の検出結果を確認する場合に考慮する事項を示します。

• 未承認のユーザーがインストールした新しいソフトウェアでリソースの動作が変更されていないか確
認してください。例えば、通常より高いトラフィックが許可されている場合や、新しいポートの通信
が有効化されている場合などがあります。

• 許可されているユーザーがコントロールパネルの設定を変更しているかどうかを確認します (セキュリ
ティグループの設定の変更など)。

• 該当するリソースでアンチウィルススキャンを実行し、未承認のソフトウェアを検出します。
• 該当する IAM ロール、ユーザー、グループ、または認証情報セットにアタッチされている許可を検証

します。次のアクセス許可を変更または更新する必要がある場合があります。

[Low] (低) 3.9～1.0

「低」の重要度は、ネットワークが侵害されなかった不審なアクティビティが試行されたことを示しま
す (ポートスキャンや侵入の失敗など)。

すぐに推奨されるアクションはありませんが、この情報は、誰かがネットワークの弱点を探しているこ
とを示している可能性があるので、念のためメモしてください。

GuardDuty の検出結果の集約
すべての検出結果は動的です。これは、GuardDuty が同一のセキュリティ問題に関連する新しいアクティ
ビティが検出されると、新しい検出結果が生成されるのではなく、元の検出結果が新しい情報で更新され
ることを意味します。この動作により、同様のレポートを複数確認しなくても現在の問題を識別すること
が可能となり、認識済みのセキュリティの問題が重複してノイズになることを減らせます。

例えば、UnauthorizedAccess:EC2/SSHBruteForce の検出結果の場合、インスタンスへの複数のア
クセスの試行が同じ検出結果 ID に集約され、検出結果の詳細のカウント数が増加します。これは、その検
出結果が、インスタンスの SSH ポートがそのタイプのアクティビティに対して適切に保護されていないこ
とを示す単一のセキュリティの問題を示しているためです。ただし、GuardDuty で環境の新しいインスタ
ンスをターゲットとする SSH アクセスのアクティビティが検出されると、一意の検出結果 ID を持つ新し
い検出結果が作成され、新しいリソースに関連するセキュリティの問題があることがアラートで示されま
す。

検出結果が集計されると、そのアクティビティの最新のオカレンスの情報で更新されます。つまり、上記
の例ではインスタンスが新しいアクターからのブルートフォースの試みのターゲットになった場合、検出
結果の詳細は最も新しいソースのリモート IP を反映して更新され、古い情報は置き換えられることになり
ます。個々のアクティビティの試行についての詳細は、CloudTrail または VPC フローログに引き続き記録
されます。

アラート GuardDuty で既存の検出結果を集約するのではなく、新しい検出結果を生成するようにトリガー
する条件は、検出結果タイプによって異なります。各検出結果タイプの集約の条件は、ご利用のアカウン
トの個別のセキュリティの問題を明確にするために、当社のセキュリティエンジニアによって決定されま
す。
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GuardDuty の検出結果を見つけて分析する
GuardDuty の検出結果を表示および分析するには、次の手順を使用します。

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. [Findings] (結果) を選択し、特定の検出結果を選択して詳細を表示します。

各検出結果の詳細は、検出結果タイプ、関連リソース、アクティビティの性質によって異なります。
使用可能な検出結果フィールドの詳細については、「検出結果の詳細 (p. 48)」を参照してくださ
い。

3. (オプション) 検出結果をアーカイブする場合は、検出結果のリストから検出結果を選択し、[Actions]
(アクション) メニューを選択します。その後、[Archive] (アーカイブ) を選択します。

アーカイブされた検出結果は、[Current] (最新) のドロップダウンから [Archived] (アーカイブ済み) を
選択すると表示されます。

現時点において、GuardDuty では GuardDuty メンバーアカウントのユーザーは検出結果をアーカイブ
することができません。

Important

上記の手順を使用して検出結果を手動でアーカイブする場合は、この検索後に発生した検出
結果 (アーカイブ完了後に生成された検出結果) はすべて、現在の検出結果のリストに追加さ
れます。現在のリストにこの検出結果を表示しない場合は、自動アーカイブすることができ
ます。詳細については、「抑制ルール (p. 147)」を参照してください。

4. (オプション) 検出結果をダウンロードするには、検出結果のリストから検出結果を選択し、[Actions]
(アクション) メニューを選択します。その後、[Export] (エクスポート) を選択します。検出結果を
[Export] (エクスポート) すると、完全な JSON ドキュメントが表示されます。

Note

場合によっては、GuardDuty は、ある検出結果が生成された後に、その結果が誤検出である
ことを認識することがあります。GuardDuty は検出結果の JSON 詳細に [Confidence] (信頼
度) フィールドを設けて、その値をゼロに設定します。このようにして、GuardDuty はこう
した検出結果を無視しても構わないことを知らせます。
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検出結果タイプ
GuardDuty RDS Protection はプレビューリリースです。RDS Protection の機能の使用には、「AWS の
サービス条件」の第 2 項 (「ベータ版とプレビュー」) が適用されます。

新しく追加されたタイプや廃止されたタイプを含む、GuardDuty の検出結果タイプの重要な変更点につい
ては、「Amazon GuardDuty のドキュメント履歴 (p. 263)」を参照してください。

廃止された検出結果タイプの詳細については、「廃止された検出結果タイプ (p. 126)」を参照してくださ
い。

GuardDuty EC2 の検出結果タイプ
次の検出結果は Amazon EC2 リソースに固有であり、常に Instance のリソースタイプを有していま
す。検出結果の重要度と詳細は、EC2 インスタンスが不審なアクティビティの対象であるか、不審なアク
ティビティを実行するアクターであるかを示すリソースロールによって異なります。

ここにリストされている検出結果には、検出結果タイプの生成に使用されるデータソースとモデルが含ま
れます。データソースとモデルの詳細については、「Amazon GuardDuty でデータソースを使用する方
法 (p. 14)」を参照してください。

Note

インスタンスが既に終了している場合、または基盤となる API コールが、異なるリージョンに 
EC2 インスタンスを生じるクロスリージョン API コールの一部である場合、インスタンスの詳細
がEC2 インスタンスの検出結果から欠落することがあります。

すべての EC2 の検出結果について、問題のリソースを調べて正常に動作しているかどうかを確認すること
をお勧めします。アクティビティが認可されると、そのリソースに対する誤検出の通知を防ぐため、抑制
ルールや信頼できる IP リストを使用できます。予期しないアクティビティについては、セキュリティの
ベストプラクティスとしてインスタンスが侵害されていると仮定し、侵害された EC2 インスタンスの修
復 (p. 177) で説明されている対策をとることをお勧めします。

トピック
• Backdoor:EC2/C&CActivity.B (p. 67)
• Backdoor:EC2/C&CActivity.B!DNS (p. 68)
• Backdoor:EC2/DenialOfService.Dns (p. 68)
• Backdoor:EC2/DenialOfService.Tcp (p. 69)
• Backdoor:EC2/DenialOfService.Udp (p. 69)
• Backdoor:EC2/DenialOfService.UdpOnTcpPorts (p. 70)
• Backdoor:EC2/DenialOfService.UnusualProtocol (p. 70)
• Backdoor:EC2/Spambot (p. 71)
• Behavior:EC2/NetworkPortUnusual (p. 71)
• Behavior:EC2/TrafficVolumeUnusual (p. 71)
• CryptoCurrency:EC2/BitcoinTool.B (p. 72)
• CryptoCurrency:EC2/BitcoinTool.B!DNS (p. 72)
• Impact:EC2/AbusedDomainRequest.Reputation (p. 73)
• Impact:EC2/BitcoinDomainRequest.Reputation (p. 73)
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• Impact:EC2/MaliciousDomainRequest.Reputation (p. 74)
• Impact:EC2/PortSweep (p. 74)
• Impact:EC2/SuspiciousDomainRequest.Reputation (p. 75)
• Impact:EC2/WinRMBruteForce (p. 75)
• Recon:EC2/PortProbeEMRUnprotectedPort (p. 76)
• Recon:EC2/PortProbeUnprotectedPort (p. 76)
• Recon:EC2/Portscan (p. 77)
• Trojan:EC2/BlackholeTraffic (p. 77)
• Trojan:EC2/BlackholeTraffic!DNS (p. 78)
• Trojan:EC2/DGADomainRequest.B (p. 78)
• Trojan:EC2/DGADomainRequest.C!DNS (p. 79)
• Trojan:EC2/DNSDataExfiltration (p. 79)
• Trojan:EC2/DriveBySourceTraffic!DNS (p. 80)
• Trojan:EC2/DropPoint (p. 80)
• Trojan:EC2/DropPoint!DNS (p. 81)
• Trojan:EC2/PhishingDomainRequest!DNS (p. 81)
• UnauthorizedAccess:EC2/MaliciousIPCaller.Custom (p. 81)
• UnauthorizedAccess:EC2/MetadataDNSRebind (p. 82)
• UnauthorizedAccess:EC2/RDPBruteForce (p. 83)
• UnauthorizedAccess:EC2/SSHBruteForce (p. 83)
• UnauthorizedAccess:EC2/TorClient (p. 84)
• UnauthorizedAccess:EC2/TorRelay (p. 84)

Backdoor:EC2/C&CActivity.B
EC2 インスタンスは、既知の C&C サーバーに関連付けられる IP 
をクエリしています。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: VPC フローログ

この検出結果は、AWS 環境のリスト化したインスタンスが既知の C&C サーバーに関連付けられた IP を
クエリしていることを知らせるものです。リスト化したインスタンスは侵害されている可能性がありま
す。C&C サーバーは、ボットネットのメンバーにコマンドを発行するコンピュータです。

ボットネットとは、一般的なタイプのマルウェアに感染し制御されたインターネットコネクテッドデバイ
ス (PC、サーバー、モバイルデバイス、IoT デバイスなど) のコレクションです。通常、ボットネットは、
マルウェアの配布や盗用された情報 (クレジットカード番号など) の収集に使用されます。ボットネットの
目的と構造によっては、C&C サーバーから分散型サービス拒否 (DDoS) 攻撃を開始するためのコマンドが
発行されることもあります。

Note

クエリされた IP が log4j 関連の場合、関連付けられた検出結果のフィールドには次の値が含まれ
ます。

• service.additionalInfo.threatListName = Amazon
• service.additionalInfo.threatName = Log4j Related

67



Amazon GuardDuty Amazon GuardDuty ユーザーガイド
Backdoor:EC2/C&CActivity.B!DNS

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Backdoor:EC2/C&CActivity.B!DNS
EC2 インスタンスが、既知の C&C サーバーに関連付けられるド
メイン名をクエリしています。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース; DNS ログ

この検出結果は、AWS 環境のリスト化したインスタンスが既知の C&C サーバーに関連付けられているド
メインをクエリしていることを知らせるものです。リスト化したインスタンスは侵害されている可能性が
あります。C&C サーバーは、ボットネットのメンバーにコマンドを発行するコンピュータです。

ボットネットとは、一般的なタイプのマルウェアに感染し制御されたインターネットコネクテッドデバイ
ス (PC、サーバー、モバイルデバイス、IoT デバイスなど) のコレクションです。通常、ボットネットは、
マルウェアの配布や盗用された情報 (クレジットカード番号など) の収集に使用されます。ボットネットの
目的と構造によっては、C&C サーバーから分散型サービス拒否 (DDoS) 攻撃を開始するためのコマンドが
発行されることもあります。

Note

クエリされたドメイン名が log4j 関連の場合、関連付けられた検出結果のフィールドには次の値が
含まれます。

• service.additionalInfo.threatListName = Amazon
• service.additionalInfo.threatName = Log4j Related

Note

GuardDuty がこの検出結果タイプを生成する方法をテストするには、テスト用のドメイン
guarddutyc2activityb.com に (Linux については dig、Windows については nslookup を
使用して) インスタンスから DNS リクエストを実行できます。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Backdoor:EC2/DenialOfService.Dns
EC2 インスタンスが、DNS プロトコルを使用したサービス拒否 
(DoS) 攻撃の実行に利用されている可能性があります。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: VPC フローログ
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この検出結果は、大量のアウトバウンド DNS トラフィックを生成しているリスト化した EC2 インスタ
ンスが AWS 環境にあることを知らせるものです。これは、リスト化されたインスタンスが侵害されてお
り、DNS プロトコルを使用したサービス拒否 (DoS) 攻撃の実行に利用されていることを示しています。

Note

この検出結果では、パブリックにルーティング可能な IP アドレスに対する DoS 攻撃のみ検出し
ています。このような IP アドレスは、DoS 攻撃の主なターゲットとなっています。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Backdoor:EC2/DenialOfService.Tcp
EC2 インスタンスが TCP プロトコルを使用したサービス拒否 
(DoS) 攻撃の実行に利用されている可能性があります。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: VPC フローログ

この検出結果は、大量のアウトバウンド TCP トラフィックを生成しているリスト化した EC2 インスタン
スが AWS 環境にあることを知らせるものです。これは、インスタンスが侵害されており、TCP プロトコ
ルを使用したサービス拒否 (DoS) 攻撃の実行に利用されていることを示しています。

Note

この検出結果では、パブリックにルーティング可能な IP アドレスに対する DoS 攻撃のみ検出し
ています。このような IP アドレスは、DoS 攻撃の主なターゲットとなっています。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Backdoor:EC2/DenialOfService.Udp
EC2 インスタンスが UDP プロトコルを使用したサービス拒否 
(DoS) 攻撃の実行に利用されている可能性があります。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: VPC フローログ

この検出結果は、大量のアウトバウンド UDP トラフィックを生成しているリスト化した EC2 インスタ
ンスが AWS 環境にあることを知らせるものです。これは、リスト化されたインスタンスが侵害されてお
り、UDP プロトコルを使用したサービス拒否 (DoS) 攻撃の実行に利用されていることを示しています。

Note

この検出結果では、パブリックにルーティング可能な IP アドレスに対する DoS 攻撃のみ検出し
ています。このような IP アドレスは、DoS 攻撃の主なターゲットとなっています。
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修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Backdoor:EC2/DenialOfService.UdpOnTcpPorts
EC2 インスタンスが、TCP ポートで UDP プロトコルを使用した
サービス拒否 (DoS) 攻撃の実行に利用されている可能性がありま
す。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: VPC フローログ

この検出結果は、TCP 通信に通常使用されるポートを対象とした大量のアウトバウンド UDP トラフィッ
クを生成している EC2 インスタンスが AWS 環境にあることを知らせるものです。これは、リスト化され
たインスタンスが侵害されており、TCP ポートで UDP プロトコルを使用したサービス拒否 (DoS) 攻撃の
実行に利用されていることを示しています。

Note

この検出結果では、パブリックにルーティング可能な IP アドレスに対する DoS 攻撃のみ検出し
ています。このような IP アドレスは、DoS 攻撃の主なターゲットとなっています。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Backdoor:EC2/DenialOfService.UnusualProtocol
EC2 インスタンスが、異常なプロトコルを使用したサービス拒
否 (DoS) 攻撃の実行に利用されている可能性があります。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: VPC フローログ

この検出結果は、ご利用の AWS 環境にリストされている EC2 インスタンスが、Internet Group 
Management Protocol などの EC2 インスタンスでは通常使用されない異常なプロトコルタイプから大量の
アウトバウンドトラフィックを生成していることを知らせるものです。これは、インスタンスが侵害され
ており、異常なプロトコルを使用したサービス拒否 (DoS) 攻撃の実行に利用されている可能性があること
を示しています。この検出結果では、パブリックにルーティング可能な IP アドレスに対する DoS 攻撃の
み検出しています。このような IP アドレスは、DoS 攻撃の主なターゲットとなっています。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。
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Backdoor:EC2/Spambot
EC2 インスタンスがポート 25 でリモートホストと通信して異常
な動作を示しています。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: VPC フローログ

この検出結果は、AWS 環境のリスト化した EC2 インスタンスがポート 25 でリモートホストと通信して
いることを知らせるものです。この EC2 インスタンスにはポート 25 での通信履歴が以前にないため、
この動作は通常と異なります。従来、ポート 25 はメールサーバーで SMTP 通信のために使用されていま
す。この検出結果は、EC2 インスタンスが侵害されており、スパムの送信に利用されている可能性がある
ことを示しています。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Behavior:EC2/NetworkPortUnusual
EC2 インスタンスが通常と異なるサーバーポートでリモートホ
ストと通信しています。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: VPC フローログ

この検出結果は、AWS 環境のリスト化した EC2 インスタンスが、確立されたベースラインから逸脱して
動いていることを知らせるものです。この EC2 インスタンスには、このリモートポートでの通信履歴があ
りません。

Note

EC2 インスタンスがポート 389 またはポート 1389 で通信した場合、関連する検出の重要度は 
[High] (高) に変更され、検出結果フィールドには次の値が含まれます。

• service.additionalInfo.context = Possible log4j callback

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Behavior:EC2/TrafficVolumeUnusual
EC2 インスタンスがリモートホストに対して通常と異なる大量
のネットワークトラフィックを生成しています。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)
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• データソース: VPC フローログ

この検出結果は、AWS 環境のリスト化した EC2 インスタンスが、確立されたベースラインから逸脱して
動いていることを知らせるものです。この EC2 インスタンスでは、このリモートホストに対してこれほど
大量のトラフィックを送信した履歴がありません。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

CryptoCurrency:EC2/BitcoinTool.B
EC2 インスタンスが暗号通貨関連のアクティビティに関連付け
られている IP アドレスをクエリしています。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: VPC フローログ

この検出結果は、AWS 環境のリスト化した EC2 インスタンスでビットコインやその他の暗号通貨関連ア
クティビティに紐づけられた IP アドレスがクエリされていることを知らせるものです。ビットコインは、
他の通貨、製品、サービスと交換できる国際的な暗号通貨およびデジタル決済システムです。ビットコイ
ンはビットコインマイニングの報酬であり、脅威アクターを高度に追及します。

修復のレコメンデーション

暗号通貨の情報を取り出して管理するためこの EC2 インスタンスがを使用する場合、またはこのイン
スタンスがブロックチェーンのアクティビティに関与している場合は、この検出結果はご利用の環境の
想定されるアクティビティを示している可能性があります。ご利用の AWS 環境でこのような状況が発
生した場合は、この検出結果に対する抑制ルールを設定することをお勧めします。抑制ルールは、2 つ
のフィルター条件で構成する必要があります。1 つ目の条件では、[Finding type] (結果タイプ) 属性に
CryptoCurrency:EC2/BitcoinTool.B という値を使用します。2 つ目のフィルター条件では、ブロッ
クチェーンのアクティビティに関係するインスタンスの [Instance ID] (インスタンス ID) を使用します。抑
制ルールの作成の詳細については、「抑制ルール (p. 147)」を参照してください。

このアクティビティが予期しないものである場合は、インスタンスが侵害されている可能性があります。
「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

CryptoCurrency:EC2/BitcoinTool.B!DNS
EC2 インスタンスが暗号通貨関連のアクティビティに関連付け
られているドメイン名をクエリしています。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース; DNS ログ

この検出結果は、AWS 環境のリスト化した EC2 インスタンスで、ビットコイン、またはその他の暗号
通貨関連アクティビティに紐づけたドメインがクエリされていることを知らせるものです。ビットコイン
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は、他の通貨、製品、サービスと交換できる国際的な暗号通貨およびデジタル決済システムです。ビット
コインはビットコインマイニングの報酬であり、脅威アクターを高度に追及します。

修復のレコメンデーション

暗号通貨の情報を取り出して管理するためこの EC2 インスタンスがを使用する場合、またはこのイン
スタンスがブロックチェーンのアクティビティに関与している場合は、この検出結果はご利用の環境の
想定されるアクティビティを示している可能性があります。ご利用の AWS 環境でこのような状況が発
生した場合は、この検出結果に対する抑制ルールを設定することをお勧めします。抑制ルールは、2 つ
のフィルター条件で構成する必要があります。1 つ目の条件では、[Finding type] (結果タイプ) 属性に
CryptoCurrency:EC2/BitcoinTool.B!DNS という値を使用します。2 つ目のフィルター条件では、
ブロックチェーンのアクティビティに関係するインスタンスの [Instance ID] (インスタンス ID) を使用しま
す。抑制ルールの作成の詳細については、「抑制ルール (p. 147)」を参照してください。

このアクティビティが予期しないものである場合は、インスタンスが侵害されている可能性があります。
「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Impact:EC2/AbusedDomainRequest.Reputation
EC2 インスタンスが、既知の悪用されたドメインに関連付けら
れた評価の低いドメイン名をクエリしています。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース; DNS ログ

この検出結果は、AWS 環境内にリストされている Amazon EC2 インスタンスが、既知の悪用されたドメ
インまたは IP アドレスに関連付けられたレピュテーションの低いドメイン名をクエリしていることを知ら
せるものです。悪用したドメインの例としては、動的 DNS プロバイダーだけでなく、無料のサブドメイ
ン登録を提供する最上位のドメイン名 (TLD) と第 2 位のドメイン名 (2LD) があります。脅威アクターは、
無料または低コストでドメインを登録するこれらのサービスを使用する傾向があります。このカテゴリの
評価の低いドメインは、レジストラのパーキング IP アドレスを決定する有効期限切れドメインであり、
アクティブになっていない可能性があります。パーキング IP は、レジストラがどのサービスにもリンクさ
れていないドメインのトラフィックを管理する場所です。脅威アクターが一般的にこれらのレジストラの
サービスまたは C&C のサービス、マルウェア配布に使用するため、リストされた Amazon EC2 インスタ
ンスは侵害される可能性があります。

[Low] (低) のレピュテーションドメインは、レピュテーションスコアモデルに基づいています。このモデル
は、ドメインの特徴を評価およびランク付けし、それが悪意のあるものである可能性を判断します。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Impact:EC2/BitcoinDomainRequest.Reputation
EC2 インスタンスが、暗号通貨関連のアクティビティに関連付
けられている評判の低いドメイン名をクエリしています。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース; DNS ログ
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Impact:EC2/MaliciousDomainRequest.Reputation

この検出結果は、AWS 環境のリスト化した Amazon EC2 インスタンスで、ビットコイン、またはその他
の暗号通貨関連アクティビティに紐づけた評判の低いドメイン名がクエリされていることを知らせるもの
です。ビットコインは、他の通貨、製品、サービスと交換できる国際的な暗号通貨およびデジタル決済シ
ステムです。ビットコインはビットコインマイニングの報酬であり、脅威アクターを高度に追及します。

[Low] (低) のレピュテーションドメインは、レピュテーションスコアモデルに基づいています。このモデル
は、ドメインの特徴を評価およびランク付けし、それが悪意のあるものである可能性を判断します。

修復のレコメンデーション

暗号通貨の情報を取り出して管理するためこの EC2 インスタンスがを使用する場合、またはこのイン
スタンスがブロックチェーンのアクティビティに関与している場合は、この検出結果はご利用の環境の
想定されるアクティビティを示している可能性があります。ご利用の AWS 環境でこのような状況が発
生した場合は、この検出結果に対する抑制ルールを設定することをお勧めします。抑制ルールは、2 つ
のフィルター条件で構成する必要があります。1 つ目の条件では、[Finding type] (結果タイプ) 属性に
Impact:EC2/BitcoinDomainRequest.Reputation という値を使用します。2 つ目のフィルター条件
では、ブロックチェーンのアクティビティに関係するインスタンスの [Instance ID] (インスタンス ID) を使
用します。抑制ルールの作成の詳細については、「抑制ルール (p. 147)」を参照してください。

このアクティビティが予期しないものである場合は、インスタンスが侵害されている可能性があります。
「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Impact:EC2/MaliciousDomainRequest.Reputation
EC2 インスタンスが、悪意のある既知のドメインに関連付けら
れた評判の低いドメインをクエリしています。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース; DNS ログ

この検出結果は、AWS 環境内にリストされている Amazon EC2 インスタンスが、悪意のある既知のドメ
インまたは IP アドレスに関連付けられたレピュテーションの低いドメイン名をクエリしていることを知
らせるものです。例えば、ドメインを既知のシンクホール IP アドレスに関連付けることができます。シン
クホールドメインは、以前に脅威アクターに制御されたドメインであり、ドメインへのリクエストは、イ
ンスタンスが侵害されていることを示している場合があります。これらのドメインは、悪意のある既知の
キャンペーンやドメイン生成アルゴリズムと相関している可能性もあります。

[Low] (低) のレピュテーションドメインは、レピュテーションスコアモデルに基づいています。このモデル
は、ドメインの特徴を評価およびランク付けし、それが悪意のあるものである可能性を判断します。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Impact:EC2/PortSweep
EC2 インスタンスが、多数の IP アドレスのポートを調査してい
ます。
デフォルトの重要度: [High] (高)
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Impact:EC2/SuspiciousDomainRequest.Reputation

• データソース: VPC フローログ

この検出結果は、AWS 環境にリスト化した EC2 インスタンスが、多数のパブリックにルーティング可能
な IP アドレス上のポートを調査していることを知らせるものです。このアクティビティタイプは、通常脆
弱性ホストを見つけて悪用するのに使われます。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Impact:EC2/SuspiciousDomainRequest.Reputation
EC2 インスタンスが、年齢や低人気により、本質的に疑わし
い、低評判のドメイン名をクエリしています。
デフォルトの重要度: [Low] (低)

• データソース; DNS ログ

この検出結果は、AWS 環境のリスト化した Amazon EC2 インスタンスが悪意があると疑われたり、過去
に悪意のあるドメインだったため評判の低いドメイン名をクエリしていることを知らせるものですが、当
社の評判モデルは、既知の脅威と明確に関連付けることができませんでした。これらのドメインは通常、
新たに観察されるか、または少量のトラフィックを受信します。

[Low] (低) のレピュテーションドメインは、レピュテーションスコアモデルに基づいています。このモデル
は、ドメインの特徴を評価およびランク付けし、それが悪意のあるものである可能性を判断します。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Impact:EC2/WinRMBruteForce
EC2 インスタンスがアウトバウンドの Windows リモート管理総
当たり攻撃を実行しています。
デフォルトの重要度: [Low] (低)*

Note

EC2 インスタンスが総当たり攻撃の対象である場合、この検出結果の重要度は「低」です。EC2 
インスタンスが総当たり攻撃の動作主体である場合、この検出結果の重要度は「高」です。

• データソース: VPC フローログ

この検出結果は、AWS 環境のリスト化した EC2 インスタンスが、Windows ベースのシステム上の 
Windows リモート管理サービスへのアクセスを目的とした Windows リモート管理 (WinRM) 総当たり攻撃
を実行していることを知らせるものです。
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Recon:EC2/PortProbeEMRUnprotectedPort

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Recon:EC2/PortProbeEMRUnprotectedPort
EC2 インスタンスの保護されていない EMR 関連のポートを悪意
のある既知のホストが探しています。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: VPC フローログ

この検出結果は、AWS 環境でクラスターの一部としたリスト化した EC2 インスタンスの EMR 関連の感
知ポートが、セキュリティグループ、アクセスコントロールリスト (ACL)、Linux IPTables などホスト上
のファイアウォールでブロックされておらず、インターネットの既知のスキャナーが積極的に調査してい
ることを知らせるものです。ポート 8088 (YARN ウェブ UI ポート) など、この検出結果をトリガーできる
ポートは、リモートコード実行で使用される可能性があります。

修復のレコメンデーション

インターネットからクラスター上のポートへのオープンアクセスをブロックし、それらのポートへのア
クセスを必要とする特定の IP アドレスのみにアクセスを制限する必要があります。詳細については、
「Security Groups for EMR Clusters」(EMR クラスターのセキュリティグループ) を参照してください。

Recon:EC2/PortProbeUnprotectedPort
EC2 インスタンスの保護されていないポートを悪意のある既知
のホストが探しています。
デフォルトの重要度: [Low] (低)*

Note

この検出結果のデフォルトの重要度は [Low] (低) です。ただし、調査対象のポートが (9200 また
は 9300) で使用されている場合、検出結果の重要度は [High] (高) になります。

• データソース: VPC フローログ

この検出結果は、AWS 環境のリスト化した EC2 インスタンスのポートが、セキュリティグループ、アク
セスコントロールリスト (ACL)、Linux IPTables など、ホスト上のファイアウォールでブロックされてお
らず、インターネットの既知のスキャナーが積極的に調査していることを知らせるものです。

識別された保護されていないポートが 22 または 3389 であり、それらのポートを使用してインスタンスに
接続している場合は、それらのポートへのアクセスを自社ネットワークの IP アドレス空間の IP アドレス
のみに許可することで公開を制限することができます。Linux でポート 22 へのアクセスを制限するには、
「Linux インスタンス用の受信トラフィックの認可」を参照してください。Windows でポート 3389 への
アクセスを制限するには、「Windows インスタンス用の受信トラフィックの認可」を参照してください。
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Recon:EC2/Portscan

修復のレコメンデーション

インスタンスがウェブサーバーをホストしている場合など、インスタンスが意図的に公開されている場合
があります。ご利用の AWS 環境でこのような状況が発生した場合は、この検出結果に対する抑制ルール
を設定することをお勧めします。抑制ルールは、2 つのフィルター条件で構成する必要があります。1 つ
目の条件では、[Finding type] (結果タイプ) 属性に Recon:EC2/PortProbeUnprotectedPort という
値を使用します。2 番目のフィルター条件は、要塞ホストとして機能する 1 つ以上のインスタンスと一致
する必要があります。これらのツールをホストするインスタンスで識別可能な条件に応じて、[Instance 
image ID] (インスタンスイメージ ID) 属性または [Tag] (タグ) 値の属性のいずれかを使用できます。抑制
ルールの作成の詳細については、「抑制ルール (p. 147)」を参照してください。

このアクティビティが予期しないものである場合は、インスタンスが侵害されている可能性があります。
「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Recon:EC2/Portscan
EC2 インスタンスがリモートホストにアウトバウンドポートス
キャンを実行しています。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: VPC フローログ

この検出結果は、AWS 環境のリスト化した EC2 インスタンスが短時間にに複数のポートに接続しようと
して、ポートスキャン攻撃を行っている可能性があることを知らせるものです。ポートスキャン攻撃の目
的は、オープンポートを見つけ、マシンで実行されているサービスを発見してそのオペレーティングシス
テムを特定することです。

修復のレコメンデーション

この検出結果は、ご利用の環境の EC2 インスタンスに脆弱性評価アプリケーションがデプロイされてお
り、それらのアプリケーションがポートをスキャンして、誤ってオープンポート設定になっているもの
をアラートするので、誤検出される可能性があります。ご利用の AWS 環境でこのような状況が発生した
場合は、この検出結果に対する抑制ルールを設定することをお勧めします。抑制ルールは、2 つのフィル
ター条件で構成する必要があります。1 つ目の条件では、[Finding type] (結果タイプ) 属性に Recon:EC2/
Portscan という値を使用します。2 番目のフィルター条件は、これらの脆弱性評価ツールをホストする 
1 つ以上のインスタンスと一致する必要があります。これらのツールをホストするインスタンスで識別可
能な条件に応じて、[Instance image ID] (インスタンスイメージ ID) 属性または [Tag] (タグ) 値の属性のい
ずれかを使用できます。抑制ルールの作成の詳細については、「抑制ルール (p. 147)」を参照してくださ
い。

このアクティビティが予期しないものである場合は、インスタンスが侵害されている可能性があります。
「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Trojan:EC2/BlackholeTraffic
EC2 インスタンスが既知のブラックホールであるリモートホス
トの IP アドレスに通信しようとしています。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: VPC フローログ
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Trojan:EC2/BlackholeTraffic!DNS

この検出結果は、AWS 環境のリスト化した EC2 インスタンスがブラックホール (あるいはシンクホール) 
の IP アドレスと通信しようとしているため、侵害されている可能性があることを知らせるものです。ブ
ラックホールとは、送受信トラフィックが密かに破棄されるネットワークの場所を指し、意図した受信者
にデータが届いていないことは送信元に知らされません。ブラックホール IP アドレスは、稼働していない
ホストマシンやホストが割り当てられていないアドレスを指定します。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Trojan:EC2/BlackholeTraffic!DNS
EC2 インスタンスがブラックホールの IP アドレスにリダイレク
トされるドメイン名をクエリしています。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース; DNS ログ

この検出結果は、AWS 環境のリスト化した EC2 インスタンスがブラックホール IP アドレスにリダイレ
クトされるドメイン名をクエリしているため、侵害されている可能性があることを知らせるものです。ブ
ラックホールとは、送受信トラフィックが密かに破棄されるネットワークの場所を指し、意図した受信者
にデータが届いていないことは送信元に知らされません。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Trojan:EC2/DGADomainRequest.B
EC2 インスタンスがアルゴリズムを使用して生成されたドメイ
ンをクエリしています。このようなドメインは、マルウェアに
よって悪用されることが多く、EC2 インスタンスが侵害されて
いる場合があります。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース; DNS ログ

この検出結果は、AWS 環境のリスト化した EC2 インスタンスがドメイン生成アルゴリズム (DGA) のドメ
インをクエリしようとしていることを知らせるものです。EC2 インスタンスは侵害されている可能性があ
ります。

DGA は、大量のドメイン名を定期的に生成してコマンドアンドコントロール (C&C) サーバーとのランデ
ブーポイントとするために使用されます。C&C サーバーは、ボットネットのメンバーにコマンドを発行す
るコンピュータであり、一般的なタイプのマルウェアに感染して制御されたインターネットのコネクテッ
ドデバイスのコレクションです。ランデブーポイントの候補数が多いと、感染されたコンピュータは毎日
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Trojan:EC2/DGADomainRequest.C!DNS

これらのドメイン名の一部にアクセスしてアップデートやコマンドを受け取ろうとするため、ボットネッ
トを効果的にシャットダウンすることが困難となります。

Note

この検出結果は、アドバンストな経験則を使用したドメイン名分析に基づいており、脅威インテ
リジェンスフィードでは検出されない新しい DGA ドメインを識別する可能性があります。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Trojan:EC2/DGADomainRequest.C!DNS
EC2 インスタンスがアルゴリズムを使用して生成されたドメイ
ンをクエリしています。このようなドメインは、マルウェアに
よって悪用されることが多く、EC2 インスタンスが侵害されて
いる場合があります。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース; DNS ログ

この検出結果は、AWS 環境のリスト化した EC2 インスタンスがドメイン生成アルゴリズム (DGA) のドメ
インをクエリしようとしていることを知らせるものです。EC2 インスタンスは侵害されている可能性があ
ります。

DGA は、大量のドメイン名を定期的に生成してコマンドアンドコントロール (C&C) サーバーとのランデ
ブーポイントとするために使用されます。C&C サーバーは、ボットネットのメンバーにコマンドを発行す
るコンピュータであり、一般的なタイプのマルウェアに感染して制御されたインターネットのコネクテッ
ドデバイスのコレクションです。ランデブーポイントの候補数が多いと、感染されたコンピュータは毎日
これらのドメイン名の一部にアクセスしてアップデートやコマンドを受け取ろうとするため、ボットネッ
トを効果的にシャットダウンすることが困難となります。

Note

この検出結果は、GuardDuty の脅威インテリジェンスフィードの既知の DGA ドメインに基づい
ています。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Trojan:EC2/DNSDataExfiltration
EC2 インスタンスが DNS クエリを使用してデータを密かに抽出
しようとしています。
デフォルトの重要度: [High] (高)
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Trojan:EC2/DriveBySourceTraffic!DNS

• データソース; DNS ログ

この検出結果は、AWS 環境のリスト化した EC2 インスタンスが、アウトバウンドデータ転送用の DNS 
クエリを使用しているマルウェアであることを知らせるものです。このタイプのデータ転送は、侵害さ
れたインスタンスを示し、データの漏洩につながる可能性があります 通常、DNS トラフィックはファイ
アウォールでブロックされません。例えば、侵害された EC2 インスタンスのマルウェアは、データ (ク
レジットカード番号など) を DNS クエリ内にエンコードし、それを攻撃者が制御するリモート DNS サー
バーに送信できます。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Trojan:EC2/DriveBySourceTraffic!DNS
EC2 インスタンスがドライブバイダウンロード攻撃の既知の攻
撃元であるリモートホストのドメイン名をクエリしています。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース; DNS ログ

この検出結果は、自動ダウンロード攻撃の既知のソースであるリモートホストのドメイン名をクエリして
いるため、リスト化した AWS 環境の EC2 インスタンスが侵害された可能性があることを知らせるもので
す。これらは、インターネットから意図せずにダウンロードされるコンピュータソフトウェアであり、ウ
イルス、スパイウェア、マルウェアの自動インストールをトリガーする場合があります。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Trojan:EC2/DropPoint
EC2 インスタンスが、マルウェアによって収集された認証情報
やその他の盗難されたデータを保持していることが認識されてい
るリモートホストの IP アドレスに通信しようとしています。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: VPC フローログ

この検出結果は、AWS 環境の EC2 インスタンスで、マルウェアが取り込んだ認証情報やその他の盗難さ
れたデータを保持して、リモートホストの IP アドレスに通信しようとしていることを知らせるものです。

修復のレコメンデーション
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Trojan:EC2/DropPoint!DNS

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Trojan:EC2/DropPoint!DNS
EC2 インスタンスが、マルウェアによって収集された認証情報
やその他の盗難されたデータを保持していることが認識されてい
るリモートホストのドメイン名をクエリしています。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース; DNS ログ

この検出結果は、AWS 環境の EC2 インスタンスで、マルウェアが取り込んだ認証情報やその他の盗難さ
れたデータを保持するリモートホストのドメイン名をクエリしていることを知らせるものです。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Trojan:EC2/PhishingDomainRequest!DNS
EC2 インスタンスがフィッシング攻撃に関与しているドメイン
をクエリしています。EC2 インスタンスは侵害されている可能
性があります。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース; DNS ログ

この検出結果は、AWS 環境の EC2 インスタンスがフィッシング攻撃に関与しているドメインをクエリし
ようとしていることを知らせるものです。フィッシングドメインは、個人を特定できる情報、銀行やクレ
ジットカードの詳細情報とパスワードなど、ユーザーが機密データを提供するように仕向ける、正当な機
関になりすました人物によって設定されます。EC2 インスタンスがフィッシングウェブサイトに保存され
ている機密データを検索しようとしたり、フィッシングウェブサイトを設定しようとしたりする可能性が
あります。EC2 インスタンスは侵害されている可能性があります。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

UnauthorizedAccess:EC2/MaliciousIPCaller.Custom
EC2 インスタンスがカスタム脅威リストの IP アドレスに接続し
ています。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)
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UnauthorizedAccess:EC2/MetadataDNSRebind

• データソース: VPC フローログ

この検出結果は、AWS 環境の EC2 インスタンスが、ユーザーがアップロードした脅威リストに含まれて
いる IP アドレスを使用してアウトバウンド通信していることを知らせるものです。GuardDuty の場合、脅
威リストは悪意のある既知の IP アドレスで構成されます。GuardDuty では、アップロード済みの脅威リス
トに基づいて検出結果を生成します。この検出結果を生成するために使用された脅威リストは、検出結果
の詳細に表示されます。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

UnauthorizedAccess:EC2/MetadataDNSRebind
EC2 インスタンスが、インスタンスメタデータサービスに解決
する DNS 検索を実行しています。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース; DNS ログ

この検出結果は、AWS 環境の EC2 インスタンスが、EC2 メタデータ IP アドレス (169.254.169.254) を決
定するドメインをクエリしていることを知らせるものです。この種類の DNS クエリは、インスタンスが 
DNS リバイディング技術の対象であることを示している可能性があります。この手法は、インスタンスに
関連付けらた IAM 認証情報など、EC2 インスタンスからメタデータを取得するために使用できます。

DNS リバインディングには、EC2 インスタンスで実行されているアプリケーションをだまして URL か
ら返されるデータをロードすることが含まれます。URL のドメイン名は EC2 メタデータ IP アドレス 
(169.254.169.254) に解決されます。これにより、アプリケーションは EC2 メタデータにアクセスし、攻
撃者がそのメタデータを使用できるようにする可能性があります。

EC2 インスタンスが URL の追加を許可する脆弱なアプリケーションを実行している場合や、EC2 インス
タンスで実行されているウェブブラウザで、誰かが URL にアクセスする場合のみ、DNS リバインディン
グを使用して EC2 メタデータにアクセスできます。

修復のレコメンデーション

この検出結果に応じて、EC2 インスタンスで実行されている脆弱性アプリケーションがあるか、誰が検出
結果で識別したドメインへアクセスするためブラウザを使用しているかを評価する必要があります。根本
的な原因が脆弱なアプリケーションである場合は、脆弱性を修復する必要があります。ユーザーが識別し
たドメインを閲覧した場合、ドメインをブロックするか、ユーザーがそのドメインにアクセスできないよ
うにします。この検出結果が上記のいずれかのケースに関連していると判断した場合は、EC2 インスタン
スに関連付けられたセッションを取り消す必要があります。

一部の AWS のお客様は、メタデータ IP アドレスを信頼できる DNS サーバーのドメイン名に意図的に
マッピングします。ご利用の環境でこのような状況が発生した場合は、この検出結果に対する抑制ルール
を設定することをお勧めします。抑制ルールは、2 つのフィルター条件で構成する必要があります。1 つ
目の条件では、[Finding type] (結果タイプ) 属性に UnauthorizedAccess:EC2/MetaDataDNSRebind
という値を使用します。2 つ目のフィルター条件では、DNS リクエストのドメインを使用します。値は
メタデータの IP アドレス (169.254.169.254) にマッピングしたドメインと一致する必要があります。抑制
ルールの作成の詳細については、「抑制ルール (p. 147)」を参照してください。
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UnauthorizedAccess:EC2/RDPBruteForce

UnauthorizedAccess:EC2/RDPBruteForce
EC2 インスタンスが RDP ブルートフォース攻撃に巻き込まれて
います。
デフォルトの重要度: [Low] (低)*

Note

EC2 インスタンスが総当たり攻撃の対象である場合、この検出結果の重要度は「低」です。EC2 
インスタンスが総当たり攻撃の動作主体である場合、この検出結果の重要度は「高」です。

• データソース: VPC フローログ

この検出結果は、 AWS 環境の EC2 インスタンスが、Windows ベースのシステムで RDP サービスへのパ
スワードを取得することを目的としたブルートフォース攻撃に関与していることを知らせるものです。こ
れは、AWS リソースへの未承認のアクセスを示している場合があります。

修復のレコメンデーション

インスタンスのリソースロールが ACTOR の場合は、インスタンスが RDP 総当たり攻撃の実行に利用
されたことを示しています。このインスタンスに Target としてリストされた IP アドレスと通信する
合理的な理由がない限りは、インスタンスが侵害されたと仮定し、侵害された EC2 インスタンスの修
復 (p. 177) でリストされたアクションを取ることをお勧めします。

インスタンスの [Resource Role] (リソースロール) が TARGET である場合は、セキュリティグルー
プ、ACL、ファイアウォールのいずれかを使用して RDP ポートを信頼できる IP のみ保護することで、こ
の検出結果を修復できます。詳細については、「EC2 インスタンスの保護のヒント (Linux)」を参照してく
ださい。

UnauthorizedAccess:EC2/SSHBruteForce
EC2 インスタンスが SSH ブルートフォース攻撃に巻き込まれて
います。
デフォルトの重要度: [Low] (低)*

Note

総当たり攻撃が EC2 インスタンスのいずれかを標的にしている場合、この検出結果の重要度は
「低」です。EC2 インスタンスが総当たり攻撃の動作主体である場合、この検出結果の重要度は
「高」です。

• データソース: VPC フローログ

この検出結果は、AWS 環境の EC2 インスタンスが、Linux ベースのシステムで SSH サービスへのパス
ワードを取得目的の総当たり攻撃に関与したことを知らせるものです。これは、AWS リソースへの未承認
のアクセスを示している場合があります。

Note

この検出結果は、ポート 22 のモニタリングトラフィックを通じてのみ生成されます。SSH サー
ビスが他のポートを使用するように設定されている場合には、この検出結果は生成されません。
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UnauthorizedAccess:EC2/TorClient

修復のレコメンデーション

総当たり攻撃の対象が要塞ホストである場合、これはご利用の AWS 環境の想定内の動作を示している
可能性があります。このような状況が発生した場合は、この検出結果に対する抑制ルールを設定するこ
とをお勧めします。抑制ルールは、2 つのフィルター条件で構成する必要があります。1 つ目の条件で
は、[Finding type] (結果タイプ) 属性に UnauthorizedAccess:EC2/SSHBruteForce という値を使用し
ます。2 番目のフィルター条件は、要塞ホストとして機能する 1 つ以上のインスタンスと一致する必要が
あります。これらのツールをホストするインスタンスで識別可能な条件に応じて、[Instance image ID] (イ
ンスタンスイメージ ID) 属性または [Tag] (タグ) 値の属性のいずれかを使用できます。抑制ルールの作成
の詳細については、「抑制ルール (p. 147)」を参照してください。

このアクティビティがご利用の環境で想定外であり、インスタンスの [Resource Role] (リソースロール) 
が TARGET である場合は、セキュリティグループ、ACL、ファイアウォールのいずれかを使用して SSH 
ポートを信頼できる IP のみ保護することで、この検出結果を修復できます。詳細については、「EC2 イ
ンスタンスの保護のヒント (Linux)」を参照してください。

インスタンスの [Resource Role] (リソースロール) が ACTOR の場合は、インスタンスが SSH 総当たり攻
撃の実行に利用されたことを示しています。このインスタンスに Target としてリストされた IP アドレ
スと通信する合理的な理由がない限りは、インスタンスが侵害されたと仮定し、侵害された EC2 インスタ
ンスの修復 (p. 177) でリストされたアクションを取ることをお勧めします。

UnauthorizedAccess:EC2/TorClient
EC2 インスタンスが Tor Guard または Authority ノードに接続し
ています。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: VPC フローログ

この検出結果は、AWS 環境の EC2 インスタンスが TorGuard または 権限ノードに接続中であることを
知らせるものです。Tor は匿名通信を有効化するソフトウェアです。Tor Guards および Authority ノード
は、Tor ネットワークへの初期ゲートウェイとして動作します。このトラフィックは、この EC2 インスタ
ンスが侵害され、Tor ネットワーク上のクライアントとして動作していることを示している場合がありま
す。この検出結果は、攻撃者が真のアイデンティティを隠して、AWS リソースへの不正アクセスを示して
いる場合があります。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

UnauthorizedAccess:EC2/TorRelay
EC2 インスタンスが Tor リレーとして Tor ネットワークに接続
しています。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: VPC フローログ
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IAM の検出結果タイプ

この検出結果は、AWS 環境の EC2 インスタンスが Tor リレーとして動作していることを示す方法で、Tor 
ネットワークに接続中であることを知らせるものです。Tor は匿名通信を有効化するソフトウェアです。
ある Tor リレーから別の Tor リレーにクライアントの不正なトラフィックを転送することで、通信の匿名
性を高めます。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

GuardDuty IAM 検出結果タイプ
次の検出結果は、IAM エンティティとアクセスキーに特有であり、常に AccessKey の [Resource Type]
(リソースタイプ) です。検出結果の重要度と詳細は、検出結果タイプによって異なります。

ここにリストされている検出結果には、検出結果タイプの生成に使用されるデータソースとモデルが含ま
れます。データソースとモデルの詳細については、「Amazon GuardDuty でデータソースを使用する方
法 (p. 14)」を参照してください。

すべての IAM 関連の検出結果について、問題のエンティティを検証し、その許可が最小特権のベストプラ
クティスに従っていることを確認することをお勧めします。このアクティビティが予期しないものである
場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。アクションの詳細については、「侵害された AWS 
認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

トピック
• CredentialAccess:IAMUser/AnomalousBehavior (p. 86)
• DefenseEvasion:IAMUser/AnomalousBehavior (p. 86)
• Discovery:IAMUser/AnomalousBehavior (p. 87)
• Exfiltration:IAMUser/AnomalousBehavior (p. 87)
• Impact:IAMUser/AnomalousBehavior (p. 88)
• InitialAccess:IAMUser/AnomalousBehavior (p. 88)
• PenTest:IAMUser/KaliLinux (p. 89)
• PenTest:IAMUser/ParrotLinux (p. 89)
• PenTest:IAMUser/PentooLinux (p. 89)
• Persistence:IAMUser/AnomalousBehavior (p. 90)
• Policy:IAMUser/RootCredentialUsage (p. 90)
• PrivilegeEscalation:IAMUser/AnomalousBehavior (p. 91)
• Recon:IAMUser/MaliciousIPCaller (p. 91)
• Recon:IAMUser/MaliciousIPCaller.Custom (p. 92)
• Recon:IAMUser/TorIPCaller (p. 92)
• Stealth:IAMUser/CloudTrailLoggingDisabled (p. 92)
• Stealth:IAMUser/PasswordPolicyChange (p. 93)
• UnauthorizedAccess:IAMUser/ConsoleLoginSuccess.B (p. 93)
• UnauthorizedAccess:IAMUser/InstanceCredentialExfiltration.InsideAWS (p. 94)
• UnauthorizedAccess:IAMUser/InstanceCredentialExfiltration.OutsideAWS (p. 95)
• UnauthorizedAccess:IAMUser/MaliciousIPCaller (p. 95)
• UnauthorizedAccess:IAMUser/MaliciousIPCaller.Custom (p. 96)
• UnauthorizedAccess:IAMUser/TorIPCaller (p. 96)
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CredentialAccess:IAMUser/AnomalousBehavior

CredentialAccess:IAMUser/AnomalousBehavior
AWS 環境へアクセスを取得するために使用された API が異常な
方法で呼び出されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: CloudTrail 管理イベント

この検出結果は、アカウント内で異常な API リクエストが観察されたことを知らせるものです。この検出
結果には、単一の API、または単一のユーザーアイデンティティで近似の一連の関連 API リクエストが含
まれる場合があります。観察される API は、攻撃者がユーザーの環境のパスワード、ユーザー名、および
アクセスキーを収集しようすると、攻撃の認証情報アクセスステージに一般的に関連しています。このカ
テゴリの API は、GetPasswordData、GetSecretValue、GenerateDbAuthToken です。

この API リクエストは、GuardDuty の異常検出機械学習 (ML) モデルによって異常として識別されていま
す。機械学習モデルは、アカウント内のすべての API リクエストを評価し、攻撃者が使用するテクニック
に関連する異常なイベントを特定します。機械学習モデルは、リクエストを行ったユーザー、リクエスト
が行われた場所、リクエストされた特定の API など、API リクエストのさまざまな要因を追跡します。リ
クエストしたユーザーアイデンティティにおいて API リクエストのどの要因が異常なのかという詳細につ
いては、「検出結果の詳細 」を参照してください。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

DefenseEvasion:IAMUser/AnomalousBehavior
防御対策を回避するために使用された API が異常な方法で呼び出
されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: CloudTrail 管理イベント

この検出結果は、アカウント内で異常な API リクエストが観察されたことを知らせるものです。この検
出結果には、単一の API、または単一のユーザーアイデンティティで近似の一連の関連 API リクエストが
含まれる場合があります。観察された API は、攻撃者が自分のトラックをカバーし、検出を回避しようと
している防御回避戦術に一般的に関連しています。このカテゴリの API は通常、削除、無効化、停止オペ
レーションです (DeleteFlowLogs、DisableAlarmActions、StopLogging など)。

この API リクエストは、GuardDuty の異常検出機械学習 (ML) モデルによって異常として識別されていま
す。機械学習モデルは、アカウント内のすべての API リクエストを評価し、攻撃者が使用するテクニック
に関連する異常なイベントを特定します。機械学習モデルは、リクエストを行ったユーザー、リクエスト
が行われた場所、リクエストされた特定の API など、API リクエストのさまざまな要因を追跡します。リ
クエストしたユーザーアイデンティティにおいて API リクエストのどの要因が異常なのかという詳細につ
いては、「検出結果の詳細 」を参照してください。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。
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Discovery:IAMUser/AnomalousBehavior
リソースの検出に一般的に使用される API が、異常な方法で呼び
出されました。
デフォルトの重要度: [Low] (低)

• データソース: CloudTrail 管理イベント

この検出結果は、アカウント内で異常な API リクエストが観察されたことを知らせるものです。この検
出結果には、単一の API、または単一のユーザーアイデンティティで近似の一連の関連 API リクエスト
が含まれる場合があります。観察される API は、ユーザーの AWS 環境がより広範な攻撃を受けやすく
なる場合、攻撃者が情報を収集して、攻撃の検出段階に一般的に関連しています。このカテゴリの API 
は、get、describe、または list オペレーションです (DescribeInstances、GetRolePolicy、または
ListAccessKeys など)。

この API リクエストは、GuardDuty の異常検出機械学習 (ML) モデルによって異常として識別されていま
す。機械学習モデルは、アカウント内のすべての API リクエストを評価し、攻撃者が使用するテクニック
に関連する異常なイベントを特定します。機械学習モデルは、リクエストを行ったユーザー、リクエスト
が行われた場所、リクエストされた特定の API など、API リクエストのさまざまな要因を追跡します。リ
クエストしたユーザーアイデンティティにおいて API リクエストのどの要因が異常なのかという詳細につ
いては、「検出結果の詳細 」を参照してください。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

Exfiltration:IAMUser/AnomalousBehavior
AWS 環境からデータを収集するために一般的に使用される API 
は、異常な方法で呼び出されました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: CloudTrail 管理イベント

この検出結果は、アカウント内で異常な API リクエストが観察されたことを知らせるものです。この検出
結果には、単一の API、または単一のユーザーアイデンティティで近似の一連の関連 API リクエストが含
まれる場合があります。観測された API は、侵入戦術に一般的に関連していて、そこでは攻撃者がネッ
トワークからデータを収集しようとしています。この検出結果タイプの API は管理 (コントロールプレー
ン)オペレーションのみであり、通常は、S3、スナップショット、およびデータベースに関連しています 
(PutBucketReplication、CreateSnapshot、RestoreDBInstanceFromDBSnapshot など)。

この API リクエストは、GuardDuty の異常検出機械学習 (ML) モデルによって異常として識別されていま
す。機械学習モデルは、アカウント内のすべての API リクエストを評価し、攻撃者が使用するテクニック
に関連する異常なイベントを特定します。機械学習モデルは、リクエストを行ったユーザー、リクエスト
が行われた場所、リクエストされた特定の API など、API リクエストのさまざまな要因を追跡します。リ
クエストしたユーザーアイデンティティにおいて API リクエストのどの要因が異常なのかという詳細につ
いては、「検出結果の詳細 」を参照してください。

修復のレコメンデーション
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このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

Impact:IAMUser/AnomalousBehavior
ある AWS 環境でデータやプロセスを改ざんするために、一般的
に使用される API が、異常な方法で呼び出されました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: CloudTrail 管理イベント

この検出結果は、アカウント内で異常な API リクエストが観察されたことを知らせるものです。こ
の検出結果には、単一の API、または単一のユーザーアイデンティティで近似の一連の関連 API リ
クエストが含まれる場合があります。観察される API は、攻撃者がオペレーションを中断し、ユー
ザーのアカウント内のデータを操作、中断、または破壊しようとするインパクト戦術に一般的に関連
しています。この検出結果タイプの API は、通常、delete、update、または put オペレーションです 
(DeleteSecurityGroup、UpdateUser、PutBucketPolicy など)。

この API リクエストは、GuardDuty の異常検出機械学習 (ML) モデルによって異常として識別されていま
す。機械学習モデルは、アカウント内のすべての API リクエストを評価し、攻撃者が使用するテクニック
に関連する異常なイベントを特定します。機械学習モデルは、リクエストを行ったユーザー、リクエスト
が行われた場所、リクエストされた特定の API など、API リクエストのさまざまな要因を追跡します。リ
クエストしたユーザーアイデンティティにおいて API リクエストのどの要因が異常なのかという詳細につ
いては、「検出結果の詳細 」を参照してください。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

InitialAccess:IAMUser/AnomalousBehavior
ある AWS 環境への不正アクセスを取得するために一般的に使用
される API が、異常な方法で呼び出されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: CloudTrail 管理イベント

この検出結果は、アカウント内で異常な API リクエストが観察されたことを知らせるもの
です。この検出結果には、単一の API、または単一のユーザーアイデンティティで近似の一
連の関連 API リクエストが含まれる場合があります。攻撃者がユーザーの環境へのアクセ
スを確立しようとすると、観察される API は、攻撃の初期アクセス段階に一般的に関連して
います。このカテゴリの API は、通常 get トークン、またはセッションオペレーションです 
(GetFederationToken、StartSession、GetAuthorizationToken など)。

この API リクエストは、GuardDuty の異常検出機械学習 (ML) モデルによって異常として識別されていま
す。機械学習モデルは、アカウント内のすべての API リクエストを評価し、攻撃者が使用するテクニック
に関連する異常なイベントを特定します。機械学習モデルは、リクエストを行ったユーザー、リクエスト
が行われた場所、リクエストされた特定の API など、API リクエストのさまざまな要因を追跡します。リ
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クエストしたユーザーアイデンティティにおいて API リクエストのどの要因が異常なのかという詳細につ
いては、「検出結果の詳細 」を参照してください。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

PenTest:IAMUser/KaliLinux
API が Kali Linux EC2 マシンから呼び出されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: CloudTrail 管理イベント

この検出結果は、Kali Linux が実行されているマシンはユーザーの環境の AWS アカウントの認証情報一覧
を使用して API コールが行われていることを知らせるものです。Kali Linux は、セキュリティプロフェッ
ショナルが EC2 インスタンスの脆弱性を特定してパッチを適用するために使う一般的な侵入テストツール
です。このツールを攻撃者が利用して EC2 設定の脆弱性を探り出し、AWS 環境への未承認のアクセスを
取得する場合があります。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

PenTest:IAMUser/ParrotLinux
API が Parrot Security Linux マシンから呼び出されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: CloudTrail 管理イベント

この検出結果は、Parrot Security Linux が実行されているマシンはユーザーの環境の AWS アカウントの認
証情報を使用して API コールが行われていることを知らせるものです。Parrot Security Linux は、セキュ
リティプロフェッショナルが EC2 インスタンスの脆弱性を特定してパッチを適用するために使う一般的な
侵入テストツールです。このツールを攻撃者が利用して EC2 設定の脆弱性を探り出し、AWS 環境への未
承認のアクセスを取得する場合があります。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

PenTest:IAMUser/PentooLinux
API が Pentoo Linux マシンから呼び出されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: CloudTrail 管理イベント
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この検出結果は、Pentoo Linux が実行されているマシンはユーザーの環境の AWS アカウントの認証情報
一覧を使用して API コールが行われていることを知らせるものです。Pentoo Linux は、セキュリティプロ
フェッショナルが EC2 インスタンスの脆弱性を特定してパッチを適用するために使う一般的な侵入テスト
ツールです。このツールを攻撃者が利用して EC2 設定の脆弱性を探り出し、AWS 環境への未承認のアク
セスを取得する場合があります。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

Persistence:IAMUser/AnomalousBehavior
ある AWS 環境への不正アクセスを維持するために一般的に使用
される API が、異常な方法で呼び出されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: CloudTrail 管理イベント

この検出結果は、アカウント内で異常な API リクエストが観察されたことを知らせるものです。
この検出結果には、単一の API、または単一のユーザーアイデンティティで近似の一連の関連 
API リクエストが含まれる場合があります。観察される API は、攻撃者がユーザーの環境への
アクセスを獲得し、そのアクセスを維持しようとするパーシスタンス戦術に一般的に関連してい
ます。このカテゴリの API は、通常、create、インimport、または modify オペレーションです 
(CreateAccessKey、ImportKeyPair、ModifyInstanceAttribute など)。

この API リクエストは、GuardDuty の異常検出機械学習 (ML) モデルによって異常として識別されていま
す。機械学習モデルは、アカウント内のすべての API リクエストを評価し、攻撃者が使用するテクニック
に関連する異常なイベントを特定します。機械学習モデルは、リクエストを行ったユーザー、リクエスト
が行われた場所、リクエストされた特定の API など、API リクエストのさまざまな要因を追跡します。リ
クエストしたユーザーアイデンティティにおいて API リクエストのどの要因が異常なのかという詳細につ
いては、「検出結果の詳細 」を参照してください。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

Policy:IAMUser/RootCredentialUsage
API がルートユーザーサインイン認証情報を使用して呼び出され
ました。
デフォルトの重要度: [Low] (低)

• データソース: CloudTrail 管理イベントまたは CloudTrail データイベント

この検出結果は、ユーザーの環境のリスト化された AWS アカウント のルートユーザーサインイン認証情
報が AWS サービスへのリクエストに使用されていることを知らせるものです。ユーザーは AWS サービ
スへのアクセスにルートユーザーサインイン認証情報を使用しないことをお勧めします。代わりに、AWS 
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のサービスは AWS Security Token Service (STS) からの最小特権の一時認証情報を使用してアクセスしま
す。AWS STS がサポートされていない状況では、IAM ユーザー認証情報をお勧めします。詳細について
は、「IAM ベストプラクティス」を参照してください。

Note

アカウントで S3 脅威検出が有効になっている場合、この検出結果は、AWS アカウント アのルー
トユーザーサインイン認証情報を使用して S3 リソースで S3 データプレーンオペレーションを実
行しようとした場合に応答して生成される可能性があります。使用された API コールは、検出結
果の詳細でリスト化されます。S3 脅威検出が有効になっていない場合、この検出結果はイベント
ログ API によってのみトリガーされます。S3 脅威検出の詳細については、「S3 Protection 」を
参照してください。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

PrivilegeEscalation:IAMUser/AnomalousBehavior
通常ある AWS 環境への高レベルの許可を取得するために使用さ
れる API が異常な方法で呼び出されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース CloudTrail 管理イベント

この検出結果は、アカウント内で異常な API リクエストが観察されたことを知らせるものです。
この検出結果には、単一の API、または単一のユーザーアイデンティティで近似の一連の関連 
API リクエストが含まれる場合があります。観察される API は、攻撃者が環境へのより高いレ
ベルの許可を取得しようとする特権エスカレーション戦術に一般的に関連しています。このカテ
ゴリの API は、通常、IAM ポリシー、ロール、ユーザーを変更するオペレーションを含みます 
(AssociateIamInstanceProfile、AddUserToGroup、PutUserPolicy など)。

この API リクエストは、GuardDuty の異常検出機械学習 (ML) モデルによって異常として識別されていま
す。機械学習モデルは、アカウント内のすべての API リクエストを評価し、攻撃者が使用するテクニック
に関連する異常なイベントを特定します。機械学習モデルは、リクエストを行ったユーザー、リクエスト
が行われた場所、リクエストされた特定の API など、API リクエストのさまざまな要因を追跡します。リ
クエストしたユーザーアイデンティティにおいて API リクエストのどの要因が異常なのかという詳細につ
いては、「検出結果の詳細 」を参照してください。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

Recon:IAMUser/MaliciousIPCaller
API が悪意のある既知の IP アドレスから呼び出されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース CloudTrail 管理イベント
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Recon:IAMUser/MaliciousIPCaller.Custom

この検出結果は、ユーザーの環境内のアカウントの AWS リソースをリスト化または記述できる API オペ
レーションが、脅威リストの IP アドレスから呼び出されたことを知らせるものです。攻撃者は盗まれた認
証情報を使用して、より重要な認証情報を見つけたり、入手した認証情報の機能を特定するために、ユー
ザーの AWS リソースの偵察を行うことがあります。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

Recon:IAMUser/MaliciousIPCaller.Custom
API が悪意のある既知の IP アドレスから呼び出されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース CloudTrail 管理イベント

この検出結果は、ユーザーの環境のアカウントの AWS リソースをリスト化または説明できる API オペ
レーションがカスタム脅威リストの IP アドレスから呼び出されたことを知らせるものです。使用された脅
威リストは、検出結果の詳細に表示されます。攻撃者は盗まれた認証情報を使用して、より重要な認証情
報を見つけたり、入手した認証情報の機能を特定するために、ユーザーの AWS リソースの偵察を行うこ
とがあります。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

Recon:IAMUser/TorIPCaller
API が Tor 出口ノードの IP アドレスから呼び出されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース CloudTrail 管理イベント

この検出結果は、ユーザーの環境のアカウントの AWS リソースをリスト化または説明できる API オペ
レーションが Tor 出口ノードの IP アドレスから呼び出されたことを知らせるものです。Tor は匿名通信を
有効化するソフトウェアです。通信を暗号化し、一連のネットワークノード間のリレー中にランダムに通
信をバウンスさせます。最後の Tor ノードは出口ノードと呼ばれます。攻撃者は真のアイデンティティを
隠すために Tor を使用します。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

Stealth:IAMUser/CloudTrailLoggingDisabled
AWS CloudTrail ログ記録は無効です。
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デフォルトの重要度: [Low] (低)

• データソース CloudTrail 管理イベント

この検出結果は、ユーザーの AWS 環境の CloudTrail の追跡が無効化されたことを知らせるものです。こ
れにより、悪意ある目的でユーザーの AWS リソースへアクセスしている間、活動の痕跡を消してトラッ
クを隠してログ記録を無効化しようとします。この検出結果は、証跡情報の削除または更新が成功するこ
とによってトリガーされる場合があります。また、この検出結果は、GuardDuty に関連付けられている証
跡のログを保存する S3 バケットが削除された場合にもトリガーされます。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

Stealth:IAMUser/PasswordPolicyChange
アカウントのパスワードポリシーが弱化されています。
デフォルトの重要度: [Low] (低)*

Note

この検出結果の重要度は、パスワードポリシーに加えられた変更の重要度に応じて、[Low] (低)、
[Medium] (中)、[High] (高) になります。

• データソース CloudTrail 管理イベント

AWS アカウントパスワードポリシーが、ユーザーの AWS 環境のリスト化されたアカウントでが無力に
されました。例えば、アカウントの削除、必要な文字数を減らすような更新、記号や数字を不要とする更
新、パスワードの有効期限を延長するような更新が行われています。この検出結果により、ユーザーの 
AWS アカウントのパスワードポリシーを更新または削除を試みることでトリガーされます。AWS アカウ
ントのパスワードポリシーでは、IAM ユーザーに設定できるパスワードの種類を規定するルールを定義し
ます。パスワードポリシーが弱化されると、覚えやすいパスワードや推測しやすいパスワードの作成が可
能になり、セキュリティ上のリスクが生じます。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

UnauthorizedAccess:IAMUser/
ConsoleLoginSuccess.B
世界中でコンソールに対する複数の正常なログインが確認されま
した。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース CloudTrail 管理イベント
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この検出結果は、世界各地から同時に同じ IAM ユーザーによるコンソールへの複数の正常なログイン
が確認されたことを知らせるものです。このような悪意やリスクの高いアクセスロケーションパターン
は、AWS リソースへの不正アクセスの可能性を示しています。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

UnauthorizedAccess:IAMUser/
InstanceCredentialExfiltration.InsideAWS
インスタンス起動ロールを通じて EC2 インスタンス専用に作成
された認証情報は、AWS 内の別のアカウントから使用されてい
ます。
デフォルトの重要度: [High] (高)*

Note

この検出結果のデフォルトの重要度は [High] (高) です。ただし、API がご使用の AWS 環境に関
連付けられているアカウントによって呼び出された場合、重要度は [Medium] (中) です。

• データソース: CloudTrail 管理イベントまたは S3 データイベント

この検出結果は、EC2 インスタンスの認証情報を使用して、関連付けられた EC2 インスタンスが実行さ
れているアカウントとは異なる AWS アカウントが所有する IP アドレスから API を呼び出す場合に知らせ
るものです。

AWS は、一時的な認証情報を作成したエンティティ (AWS アプリケーション、EC2、Lambda 
など) 外にその認証情報を再配布することはお勧めしません。ただし、承認されたユーザー
は EC2 インスタンスから認証情報をエクスポートして正当な API コールを行うことができま
す。remoteAccountDetails.Affiliated フィールドが True である場合、API は、ご使用の AWS 環
境に関連付けられたアカウントから呼び出されました。攻撃の可能性を排除してアクティビティが正当で
あることを確認するには、これらの認証情報を割り当てる先の IAM ユーザーに問い合わせてみます。

修復のレコメンデーション

この検出結果に応じて、次のワークフローを使用して、一連のアクションを決定できます。

1. service.action.awsApiCallAction.remoteAccountDetails.accountId フィールドから関
係するリモートアカウントを特定します。

2. 次に、そのアカウントが
service.action.awsApiCallAction.remoteAccountDetails.affiliated フィールドから 
GuardDuty 環境に関連付けられているかどうかを確認します。

3. アカウントが連携している場合は、リモートアカウントの所有者と EC2 インスタンスの認証情報の所
有者に問い合わせて、調査してください。

4. アカウントが提携していない場合は、まず、そのアカウントが組織に関連付けられている
が、GuardDuty マルチアカウントの設定の一部となっていないかどうか、または GuardDuty がアカウ
ント内でまだ有効化されていないかどうかを評価します。それ以外の場合は、EC2 認証情報の所有者に
問い合わせて、リモートアカウントがこれらの認証情報を使用するユースケースがあるかどうかを判断
します。
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5. 認証情報の所有者がリモートアカウントを認識しない場合は、AWS 内で動作する脅威アクターによっ
て認証情報が侵害された可能性があります。ご利用の環境を保護するために、侵害された EC2 インス
タンスの修復 (p. 177) で推奨されているステップを実行する必要があります。さらに、AWS Trust 
and Safety チームに不正使用レポートを送信して、リモートアカウントの調査を開始できます。AWS 
Trust and Safety にレポートを送信するときは、検出結果の完全な JSON 詳細を含めてください。

UnauthorizedAccess:IAMUser/
InstanceCredentialExfiltration.OutsideAWS
インスタンス作成ロールで EC2 インスタンス専用に作成された
認証情報が外部 IP アドレスから使用されています。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: CloudTrail 管理イベントまたは S3 データイベント

この検出結果は、AWS の外のホストはユーザーの AWS 環境の EC2 インスタンスで作成した一時的な 
AWS 認証情報を使用して、AWS API オペレーションを実行しようとしていることを知らせるもので
す。EC2 インスタンス一覧に不正アクセスされ、このインスタンスの一時的な認証情報が AWS の外のリ
モートホストに漏洩している可能性があります。AWS は、作成したエンティティの外で一時的な認証情
報を再配布することは推奨しません (AWS アプリケーション、EC2、Lambda など)。ただし、承認され
たユーザーは EC2 インスタンスから認証情報をエクスポートして正当な API コールを行うことができま
す。潜在的な攻撃を除外し、アクティビティの正当性を検証するには、検出結果においてリモート IP から
のインスタンスの認証情報の使用が想定されるかどうかを検証します。

修復のレコメンデーション

この検出結果が生成されるのは、VPC インターネットゲートウェイ (IGW) からではなく、オンプ
レミスのゲートウェイから排出され、インターネットトラフィックがルーティングされるように、
ネットワークが構成されている場合です。AWS Outposts や VPC VPN 接続などの一般的な構成で
は、このようにトラフィックがルーティングされる可能性があります これが予期した動作である
場合は、抑制ルールを使用して、2 つのフィルター条件で構成されるルールを作成することをお勧
めします。1 つ目の条件では、[finding type] (結果タイプ) に UnauthorizedAccess:IAMUser/
InstanceCredentialExfiltration.OutsideAWS を使用します。2 番目のフィルター条件は、オン
プレミスインターネットゲートウェイの IP アドレスまたは CIDR 範囲を持つ [API caller IPv4 Address]
(API 発信者の IPv4 アドレス) です。抑制ルールの作成の詳細については、「抑制ルール (p. 147)」を参
照してください。

Note

GuardDuty が外部ソースからの継続的なアクティビティを観察した場合、その機械学習モデル
は、想定されるアクティビティとしてこれを識別し、そのソースからのアクティビティの検出結
果の生成を停止します。GuardDuty は、他のソースからの新しい動作に関する検出結果を引き続
き生成し、学習したソースを時間の経過とともに変化する動作として再評価します。

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。「侵
害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

UnauthorizedAccess:IAMUser/MaliciousIPCaller
API が悪意のある既知の IP アドレスから呼び出されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)
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• データソース CloudTrail 管理イベント

この検出結果は、API オペレーション (EC2 インスタンスの起動、新しい IAM ユーザーの作成、AWS 権限
の変更などの試行など) が悪意のある既知の IP アドレスから呼び出されたことを知らせるものです。これ
は、ユーザーの環境の AWS リソースへの不正アクセスであることを示している場合があります。

修正のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

UnauthorizedAccess:IAMUser/
MaliciousIPCaller.Custom
API がカスタム脅威リストにある IP アドレスから呼び出されま
した。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース CloudTrail 管理イベント

この検出結果は、API オペレーション (EC2 インスタンスの起動、新しい IAM ユーザーの作成、AWS 権
限の変更などの試行など) が、アップロードした脅威リストに含まれる IP アドレスから呼び出されたこと
を知らせるものです。 では、脅威リストは悪意のある既知の IP アドレスで構成されます。これは、ユー
ザーの環境の AWS リソースへの不正アクセスであることを示している場合があります。

修正のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

UnauthorizedAccess:IAMUser/TorIPCaller
API が Tor 出口ノードの IP アドレスから呼び出されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース CloudTrail 管理イベント

この検出結果は、API オペレーション (EC2 インスタンスの起動、新しい IAM ユーザーの作成、AWS 権限
の変更などの試行など) が Tor 出口ノードの IP アドレスから呼び出されたことを知らせるものです。Tor 
は匿名通信を有効化するソフトウェアです。通信を暗号化し、一連のネットワークノード間のリレー中に
ランダムに通信をバウンスさせます。最後の Tor ノードは出口ノードと呼ばれます。これは、攻撃者が真
のアイデンティティを隠しているという意図により、AWS リソースへの未承認のアクセスを示している場
合があります。

修正のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。
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Kubernetes 監査ログの検出結果タイプ
次の検出結果は Kubernetes リソースに固有であり、resource_type は EKSCluster です。検出結果の重
要度と詳細は、検出結果タイプによって異なります。

すべての Kubernetes タイプの検出結果については、問題のリソースを調べて、アクティビティが想定
されたものであるのか、または悪意あるアクティビティである可能性があるのかを判断することをお
勧めします。GuardDuty の検出結果によって特定された、侵害された Kubernetes リソースを修復する
ためのガイダンスについては、「GuardDuty によって検出された Kubernetes のセキュリティ問題の修
復 (p. 181)」を参照してください。

トピック
• CredentialAccess:Kubernetes/MaliciousIPCaller (p. 98)
• CredentialAccess:Kubernetes/MaliciousIPCaller.Custom (p. 98)
• CredentialAccess:Kubernetes/SuccessfulAnonymousAccess (p. 99)
• CredentialAccess:Kubernetes/TorIPCaller (p. 99)
• DefenseEvasion:Kubernetes/MaliciousIPCaller (p. 100)
• DefenseEvasion:Kubernetes/MaliciousIPCaller.Custom (p. 100)
• DefenseEvasion:Kubernetes/SuccessfulAnonymousAccess (p. 101)
• DefenseEvasion:Kubernetes/TorIPCaller (p. 101)
• Discovery:Kubernetes/MaliciousIPCaller (p. 102)
• Discovery:Kubernetes/MaliciousIPCaller.Custom (p. 102)
• Discovery:Kubernetes/SuccessfulAnonymousAccess (p. 103)
• Discovery:Kubernetes/TorIPCaller (p. 103)
• Execution:Kubernetes/ExecInKubeSystemPod (p. 104)
• Impact:Kubernetes/MaliciousIPCaller (p. 104)
• Impact:Kubernetes/MaliciousIPCaller.Custom (p. 104)
• Impact:Kubernetes/SuccessfulAnonymousAccess (p. 105)
• Impact:Kubernetes/TorIPCaller (p. 105)
• Persistence:Kubernetes/ContainerWithSensitiveMount (p. 106)
• Persistence:Kubernetes/MaliciousIPCaller (p. 106)
• Persistence:Kubernetes/MaliciousIPCaller.Custom (p. 107)
• Persistence:Kubernetes/SuccessfulAnonymousAccess (p. 107)
• Persistence:Kubernetes/TorIPCaller (p. 108)
• Policy:Kubernetes/AdminAccessToDefaultServiceAccount (p. 108)
• Policy:Kubernetes/AnonymousAccessGranted (p. 109)
• Policy:Kubernetes/ExposedDashboard (p. 109)
• Policy:Kubernetes/KubeflowDashboardExposed (p. 110)
• PrivilegeEscalation:Kubernetes/PrivilegedContainer (p. 110)

Note

Kubernetes バージョン 1.14 より前では、system:unauthenticated グループは、デフォルト
で system:discovery と system:basic-user ClusterRoles に関連付けられていました。こ
の関連付けは、匿名ユーザーからの意図しないアクセスを許可する場合があります。クラスター
の更新では、これらの許可は取り消されません。クラスターをバージョン 1.14 以降に更新した場
合でも、これらの許可は引き続き有効になっている可能性があります。これらの許可の関連付け
を system:unauthenticated グループから解除することをお勧めします。これらの許可を取
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り消すためのガイダンスについては、「Amazon EKS ベストプラクティスガイド」の「Review 
and revoke unnecessary anonymous access」(不要な匿名アクセスの確認と取り消し) を参照して
ください。

CredentialAccess:Kubernetes/MaliciousIPCaller
Kubernetes クラスターの認証情報またはシークレットにアクセ
スするために一般的に使用される API が悪意のある既知の IP ア
ドレスから呼び出されました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、API オペレーションが悪意のある既知のアクティビティと関連した IP アドレスから呼び
出されたことを知らせるものです。観察された API は、攻撃者が Kubernetes クラスターのパスワード、
ユーザー名、およびアクセスキーの収集を試みている認証情報アクセス戦術に一般的に関連付けられてい
ます。

修復のレコメンデーション

KubernetesUserDetails セクションの検出結果で報告されたユーザーが system:anonymous である
場合は、匿名ユーザーが API の呼び出しを許可された理由を調査し、必要に応じて許可を取り消します。
ユーザーが認証されたユーザーである場合は、そのアクティビティが正当なものであるのか、または悪意
のあるものであるのかを調査します。アクティビティが悪意のあるものである場合は、ユーザーのアクセ
スを取り消し、攻撃者がクラスターに加えた変更を元に戻します。ガイダンスについては、「Kubernetes 
検出結果の修復 (p. 181)」を参照してください。

CredentialAccess:Kubernetes/
MaliciousIPCaller.Custom
Kubernetes クラスターの認証情報またはシークレットにアクセ
スするために一般的に使用される API が、カスタム脅威リストの 
IP アドレスから呼び出されました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、API オペレーションが、アップロード済みの脅威リストに含まれている IP アドレス
から呼び出されたことを知らせるものです。この検出結果に関連する脅威リストは、検出結果の詳細
の [Additional Information] (追加情報) セクションにリストされています。観察された API は、攻撃者が 
Kubernetes クラスターのパスワード、ユーザー名、およびアクセスキーの収集を試みている認証情報アク
セス戦術に一般的に関連付けられています。

修復のレコメンデーション

KubernetesUserDetails セクションの検出結果で報告されたユーザーが system:anonymous である
場合は、匿名ユーザーが API の呼び出しを許可された理由を調査し、必要に応じて許可を取り消します。
ユーザーが認証されたユーザーである場合は、そのアクティビティが正当なものであるのか、または悪意
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のあるものであるのかを調査します。アクティビティが悪意のあるものである場合は、ユーザーのアクセ
スを取り消し、攻撃者がクラスターに加えた変更を元に戻します。ガイダンスについては、「Kubernetes 
検出結果の修復 (p. 181)」を参照してください。

CredentialAccess:Kubernetes/
SuccessfulAnonymousAccess
Kubernetes クラスターの認証情報またはシークレットにアクセ
スするために一般的に使用される API が、認証されていないユー
ザーによって呼び出されました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、API オペレーションが system:anonymous ユーザーによって正常に呼び出されたこと
を知らせるものです。system:anonymous によって実行された API コールは認証されていません。観察
された API は、攻撃者が Kubernetes クラスターのパスワード、ユーザー名、およびアクセスキーの収集
を試みている認証情報アクセス戦術に一般的に関連付けられています。このアクティビティは、検出結果
で報告された API アクションで匿名アクセスまたは非認証アクセスが許可され、他のアクションで許可さ
れる可能性があることを示します。この動作が想定されていない場合は、設定ミスがあるか、または認証
情報が侵害されている可能性があります。

修復のレコメンデーション

クラスター上の system:anonymous ユーザーに付与されている許可を調べて、すべての許可が必要であ
ることを確認する必要があります。誤って、または悪意を持って許可が付与された場合は、ユーザーのア
クセスを取り消し、クラスターに対して攻撃者が加えた変更を元に戻す必要があります。ガイダンスにつ
いては、「Review and revoke unnecessary anonymous access」(不要な匿名アクセスの確認と取り消し) 
を参照してください。

CredentialAccess:Kubernetes/TorIPCaller
Kubernetes クラスターの認証情報またはシークレットにアクセ
スするために一般的に使用される API が、Tor 出口ノードの IP 
アドレスから呼び出されました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、API が Tor 出口ノードの IP アドレスから呼び出されたことを知らせるものです。観察
された API は、攻撃者が環境のパスワード、ユーザー名、およびアクセスキーの収集を試みている認証
情報アクセス戦術に一般的に関連付けられています。Tor は匿名通信を有効化するソフトウェアです。
通信を暗号化し、一連のネットワークノード間のリレー中にランダムに通信をバウンスさせます。最後
の Tor ノードは出口ノードと呼ばれます。これは、攻撃者が真のアイデンティティを隠す意図を持っ
た、Kubernetes クラスターのリソースへの未承認のアクセスを示している場合があります。

修復のレコメンデーション
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KubernetesUserDetails セクションの検出結果で報告されたユーザーが system:anonymous である
場合は、匿名ユーザーが API の呼び出しを許可された理由を調査し、必要に応じて許可を取り消します。
ユーザーが認証されたユーザーである場合は、そのアクティビティが正当なものであるのか、または悪意
のあるものであるのかを調査します。アクティビティが悪意のあるものである場合は、ユーザーのアクセ
スを取り消し、攻撃者がクラスターに加えた変更を元に戻します。ガイダンスについては、「Kubernetes 
検出結果の修復 (p. 181)」を参照してください。

DefenseEvasion:Kubernetes/MaliciousIPCaller
防御対策を回避するために一般的に使用される API が、悪意のあ
る既知の IP アドレスから呼び出されました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、API オペレーションが悪意のある既知のアクティビティと関連した IP アドレスから呼び
出されたことを知らせるものです。観察された API は一般に、攻撃者が検出を回避するためにアクション
の隠ぺいを試みている防御回避戦術に関連付けられています。

修復のレコメンデーション

KubernetesUserDetails セクションの検出結果で報告されたユーザーが system:anonymous である
場合は、匿名ユーザーが API の呼び出しを許可された理由を調査し、必要に応じて許可を取り消します。
ユーザーが認証されたユーザーである場合は、そのアクティビティが正当なものであるのか、または悪意
のあるものであるのかを調査します。アクティビティが悪意のあるものである場合は、ユーザーのアクセ
スを取り消し、攻撃者がクラスターに加えた変更を元に戻します。ガイダンスについては、「Kubernetes 
検出結果の修復 (p. 181)」を参照してください。

DefenseEvasion:Kubernetes/
MaliciousIPCaller.Custom
防御対策を回避するために一般的に使用される API が、カスタム
脅威リストにある IP アドレスから呼び出されました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、API オペレーションが、アップロード済みの脅威リストに含まれている IP アドレス
から呼び出されたことを知らせるものです。この検出結果に関連する脅威リストは、検出結果の詳細の
[Additional Information] (追加情報) セクションにリストされています。観察された API は一般に、攻撃者が
検出を回避するためにアクションの隠ぺいを試みている防御回避戦術に関連付けられています。

修復のレコメンデーション

KubernetesUserDetails セクションの検出結果で報告されたユーザーが system:anonymous である
場合は、匿名ユーザーが API の呼び出しを許可された理由を調査し、必要に応じて許可を取り消します。
ユーザーが認証されたユーザーである場合は、そのアクティビティが正当なものであるのか、または悪意
のあるものであるのかを調査します。アクティビティが悪意のあるものである場合は、ユーザーのアクセ
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スを取り消し、攻撃者がクラスターに加えた変更を元に戻します。ガイダンスについては、「Kubernetes 
検出結果の修復 (p. 181)」を参照してください。

DefenseEvasion:Kubernetes/
SuccessfulAnonymousAccess
防御対策を回避するために一般的に使用される API が、認証され
ていないユーザーによって呼び出されました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、API オペレーションが system:anonymous ユーザーによって正常に呼び出されたこと
を知らせるものです。system:anonymous によって実行された API コールは認証されていません。観察
された API は一般に、攻撃者が検出を回避するためにアクションの隠ぺいを試みている防御回避戦術に関
連付けられています。このアクティビティは、検出結果で報告された API アクションで匿名アクセスまた
は非認証アクセスが許可され、他のアクションで許可される可能性があることを示します。この動作が想
定されていない場合は、設定ミスがあるか、または認証情報が侵害されている可能性があります。

修復のレコメンデーション

クラスター上の system:anonymous ユーザーに付与されている許可を調べて、すべての許可が必要であ
ることを確認する必要があります。誤って、または悪意を持って許可が付与された場合は、ユーザーのア
クセスを取り消し、クラスターに対して攻撃者が加えた変更を元に戻す必要があります。ガイダンスにつ
いては、「Review and revoke unnecessary anonymous access」(不要な匿名アクセスの確認と取り消し) 
を参照してください。

DefenseEvasion:Kubernetes/TorIPCaller
防御対策を回避するために一般的に使用される API が、Tor 出口
ノードの IP アドレスから呼び出されました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、API が Tor 出口ノードの IP アドレスから呼び出されたことを知らせるものです。観察さ
れた API は一般に、攻撃者が検出を回避するためにアクションの隠ぺいを試みている防御回避戦術に関連
付けられています。Tor は匿名通信を有効化するソフトウェアです。通信を暗号化し、一連のネットワー
クノード間のリレー中にランダムに通信をバウンスさせます。最後の Tor ノードは出口ノードと呼ばれま
す。これは、攻撃者が真のアイデンティティを隠す意図を持った、Kubernetes クラスターへの未承認のア
クセスを示している場合があります。

修復のレコメンデーション

KubernetesUserDetails セクションの検出結果で報告されたユーザーが system:anonymous である
場合は、匿名ユーザーが API の呼び出しを許可された理由を調査し、必要に応じて許可を取り消します。
ユーザーが認証されたユーザーである場合は、そのアクティビティが正当なものであるのか、または悪意
のあるものであるのかを調査します。アクティビティが悪意のあるものである場合は、ユーザーのアクセ
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スを取り消し、攻撃者がクラスターに加えた変更を元に戻します。ガイダンスについては、「Kubernetes 
検出結果の修復 (p. 181)」を参照してください。

Discovery:Kubernetes/MaliciousIPCaller
Kubernetes クラスター内のリソースを見つけるために一般的に
使用される API が、ある IP アドレスから呼び出されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、API オペレーションが悪意のある既知のアクティビティと関連した IP アドレスから呼び
出されたことを知らせるものです。観察される API は、攻撃の検出段階で一般的に使用されます。攻撃者
は、情報を収集して、Kubernetes クラスターがより広範な攻撃の影響を受けやすいかどうかを判断しま
す。

修復のレコメンデーション

KubernetesUserDetails セクションの検出結果で報告されたユーザーが system:anonymous である
場合は、匿名ユーザーが API の呼び出しを許可された理由を調査し、必要に応じて許可を取り消します。
ユーザーが認証されたユーザーである場合は、そのアクティビティが正当なものであるのか、または悪意
のあるものであるのかを調査します。アクティビティが悪意のあるものである場合は、ユーザーのアクセ
スを取り消し、攻撃者がクラスターに加えた変更を元に戻します。ガイダンスについては、「Kubernetes 
検出結果の修復 (p. 181)」を参照してください。

Discovery:Kubernetes/MaliciousIPCaller.Custom
Kubernetes クラスターのリソースを見つけるために一般的に使
用される API が、カスタム脅威リストにある IP アドレスから呼
び出されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、API が、アップロード済みの脅威リストに含まれている IP アドレスから呼び出されたこ
とを知らせるものです。この検出結果に関連する脅威リストは、検出結果の詳細の [Additional Information]
(追加情報) セクションにリストされています。観察される API は、攻撃の検出段階で一般的に使用されま
す。攻撃者は、情報を収集して、Kubernetes クラスターがより広範な攻撃の影響を受けやすいかどうかを
判断します。

修復のレコメンデーション

KubernetesUserDetails セクションの検出結果で報告されたユーザーが system:anonymous である
場合は、匿名ユーザーが API の呼び出しを許可された理由を調査し、必要に応じて許可を取り消します。
ユーザーが認証されたユーザーである場合は、そのアクティビティが正当なものであるのか、または悪意
のあるものであるのかを調査します。アクティビティが悪意のあるものである場合は、ユーザーのアクセ
スを取り消し、攻撃者がクラスターに加えた変更を元に戻します。ガイダンスについては、「Kubernetes 
検出結果の修復 (p. 181)」を参照してください。
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Discovery:Kubernetes/SuccessfulAnonymousAccess
Kubernetes クラスターのリソースを見つけるために一般的に使
用される API が、認証されていないユーザーによって呼び出され
ました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、API オペレーションが system:anonymous ユーザーによって正常に呼び出されたこと
を知らせるものです。system:anonymous によって実行された API コールは認証されていません。攻撃
者が Kubernetes クラスターで情報を収集しているときに観測された API は、攻撃の検出段階に一般的に
関連しています。このアクティビティは、検出結果で報告された API アクションで匿名アクセスまたは非
認証アクセスが許可され、他のアクションで許可される可能性があることを示します。この動作が想定さ
れていない場合は、設定ミスがあるか、または認証情報が侵害されている可能性があります。

修復のレコメンデーション

クラスター上の system:anonymous ユーザーに付与されている許可を調べて、すべての許可が必要であ
ることを確認する必要があります。誤って、または悪意を持って許可が付与された場合は、ユーザーのア
クセスを取り消し、クラスターに対して攻撃者が加えた変更を元に戻す必要があります。ガイダンスにつ
いては、「Review and revoke unnecessary anonymous access」(不要な匿名アクセスの確認と取り消し) 
を参照してください。

Discovery:Kubernetes/TorIPCaller
Kubernetes クラスターのリソースを見つけるために一般的に使
用される API が、Tor 出口ノードの IP アドレスから呼び出され
ました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、API が Tor 出口ノードの IP アドレスから呼び出されたことを知らせるものです。観察
される API は、攻撃の検出段階で一般的に使用されます。攻撃者は、情報を収集して、Kubernetes クラ
スターがより広範な攻撃の影響を受けやすいかどうかを判断します。Tor は匿名通信を有効化するソフト
ウェアです。通信を暗号化し、一連のネットワークノード間のリレー中にランダムに通信をバウンスさせ
ます。最後の Tor ノードは出口ノードと呼ばれます。これは、攻撃者が真のアイデンティティを隠す意図
を持った、Kubernetes クラスターへの未承認のアクセスを示している場合があります。

修復のレコメンデーション

KubernetesUserDetails セクションの検出結果で報告されたユーザーが system:anonymous である
場合は、匿名ユーザーが API の呼び出しを許可された理由を調査し、必要に応じて許可を取り消します。
ユーザーが認証されたユーザーである場合は、そのアクティビティが正当なものであるのか、または悪意
のあるものであるのかを調査します。アクティビティが悪意のあるものである場合は、ユーザーのアクセ
スを取り消し、攻撃者がクラスターに加えた変更を元に戻します。ガイダンスについては、「Kubernetes 
検出結果の修復 (p. 181)」を参照してください。
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Execution:Kubernetes/ExecInKubeSystemPod
kube-system 名前空間内のポッド内でコマンドが実行されまし
た
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、コマンドが kube-system 名前空間内のポッドで Kubernetes exec API を使用して実行
されたことを示すものです。kube-system 名前空間はデフォルトの名前空間であり、主に kube-dns や
kube-proxy などのシステムレベルのコンポーネントに使用されます。kube-system 名前空間のポッド
またはコンテナ内でコマンドを実行することは非常にまれであり、疑わしいアクティビティを示している
可能性があります。

修復のレコメンデーション

このコマンドの実行が想定されていない場合は、コマンドの実行に使用されたユーザーアイデンティティ
の認証情報が侵害される可能性があります。ユーザーのアクセスを取り消し、攻撃者がクラスターに加え
た変更を元に戻します。ガイダンスについては、「Kubernetes 検出結果の修復 (p. 181)」を参照してく
ださい。

Impact:Kubernetes/MaliciousIPCaller
Kubernetes クラスターのリソースを改ざんするために一般的に
使用される API が、悪意のある既知の IP アドレスから呼び出さ
れました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、API オペレーションが悪意のある既知のアクティビティと関連した IP アドレスから呼び
出されたことを知らせるものです。観測された API は、インパクト戦術に一般的に関連していて、ここで
は攻撃者が AWS 環境内部でデータを操作、割り込み、または破壊しようとしています。

修復のレコメンデーション

KubernetesUserDetails セクションの検出結果で報告されたユーザーが system:anonymous である
場合は、匿名ユーザーが API の呼び出しを許可された理由を調査し、必要に応じて許可を取り消します。
ユーザーが認証されたユーザーである場合は、そのアクティビティが正当なものであるのか、または悪意
のあるものであるのかを調査します。アクティビティが悪意のあるものである場合は、ユーザーのアクセ
スを取り消し、攻撃者がクラスターに加えた変更を元に戻します。ガイダンスについては、「Kubernetes 
検出結果の修復 (p. 181)」を参照してください。

Impact:Kubernetes/MaliciousIPCaller.Custom
Kubernetes クラスターのリソースを改ざんするために一般的に
使用される API が、カスタム脅威リストにある IP アドレスから
呼び出されました。
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Impact:Kubernetes/SuccessfulAnonymousAccess

デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、API オペレーションが、アップロード済みの脅威リストに含まれている IP アドレス
から呼び出されたことを知らせるものです。この検出結果に関連する脅威リストは、検出結果の詳細の
[Additional Information] (追加情報) セクションにリストされています。観測された API は、インパクト戦術
に一般的に関連していて、ここでは攻撃者が AWS 環境内部でデータを操作、割り込み、または破壊しよ
うとしています。

修復のレコメンデーション

KubernetesUserDetails セクションの検出結果で報告されたユーザーが system:anonymous である
場合は、匿名ユーザーが API の呼び出しを許可された理由を調査し、必要に応じて許可を取り消します。
ユーザーが認証されたユーザーである場合は、そのアクティビティが正当なものであるのか、または悪意
のあるものであるのかを調査します。アクティビティが悪意のあるものである場合は、ユーザーのアクセ
スを取り消し、攻撃者がクラスターに加えた変更を元に戻します。ガイダンスについては、「Kubernetes 
検出結果の修復 (p. 181)」を参照してください。

Impact:Kubernetes/SuccessfulAnonymousAccess
Kubernetes クラスターのリソースを改ざんするために一般的に
使用される API が、認証されていないユーザーによって呼び出さ
れました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、API オペレーションが system:anonymous ユーザーによって正常に呼び出されたこと
を知らせるものです。system:anonymous によって実行された API コールは認証されていません。観測
された API は、攻撃者がクラスターのリソースを改ざんしているときの攻撃の影響段階に一般的に関連し
ています。このアクティビティは、検出結果で報告された API アクションで匿名アクセスまたは非認証ア
クセスが許可され、他のアクションで許可される可能性があることを示します。この動作が想定されてい
ない場合は、設定ミスがあるか、または認証情報が侵害されている可能性があります。

修復のレコメンデーション

クラスター上の system:anonymous ユーザーに付与されている許可を調べて、すべての許可が必要であ
ることを確認する必要があります。誤って、または悪意を持って許可が付与された場合は、ユーザーのア
クセスを取り消し、クラスターに対して攻撃者が加えた変更を元に戻す必要があります。ガイダンスにつ
いては、「Review and revoke unnecessary anonymous access」(不要な匿名アクセスの確認と取り消し) 
を参照してください。

Impact:Kubernetes/TorIPCaller
Kubernetes クラスターのリソースを改ざんするために一般的に
使用される API が、Tor 出口ノードの IP アドレスから呼び出さ
れました。
デフォルトの重要度: [High] (高)
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Persistence:Kubernetes/ContainerWithSensitiveMount

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、API が Tor 出口ノードの IP アドレスから呼び出されたことを知らせるものです。観
測された API は、インパクト戦術に一般的に関連していて、ここでは攻撃者が AWS 環境内部でデータ
を操作、割り込み、または破壊しようとしています。Tor は匿名通信を有効化するソフトウェアです。
通信を暗号化し、一連のネットワークノード間のリレー中にランダムに通信をバウンスさせます。最後
の Tor ノードは出口ノードと呼ばれます。これは、攻撃者が真のアイデンティティを隠す意図を持っ
た、Kubernetes クラスターへの未承認のアクセスを示している場合があります。

修復のレコメンデーション

KubernetesUserDetails セクションの検出結果で報告されたユーザーが system:anonymous である
場合は、匿名ユーザーが API の呼び出しを許可された理由を調査し、必要に応じて許可を取り消します。
ユーザーが認証されたユーザーである場合は、そのアクティビティが正当なものであるのか、または悪意
のあるものであるのかを調査します。アクティビティが悪意のあるものである場合は、ユーザーのアクセ
スを取り消し、攻撃者がクラスターに加えた変更を元に戻します。ガイダンスについては、「Kubernetes 
検出結果の修復 (p. 181)」を参照してください。

Persistence:Kubernetes/ContainerWithSensitiveMount
機密性の高い外部ホストパスが内部でマウントされた状態でコン
テナが起動されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、volumeMounts セクションに書き込みアクセス権を持つ機密ホストパスを含む設定でコ
ンテナが起動されたことを知らせるものです。これにより、機密性の高いホストパスがコンテナ内からア
クセスおよび書き込み可能になります。この手法は、攻撃者がホストのファイルシステムにアクセスする
ために一般的に使用されます。

修復のレコメンデーション

このコンテナの起動が想定されていない場合、コンテナの起動に使用されたユーザーアイデンティ
ティの認証情報が侵害される可能性があります。ユーザーのアクセスを取り消し、攻撃者がクラス
ターに加えた変更を元に戻します。ガイダンスについては、「Remediating Kubernetes findings」
(Kubernetes の検出結果の修復) を参照してください。このコンテナの起動が想定されている場合
は、resource.KubernetesDetails.KubernetesWorkloadDetails.containers.imagePrefix
フィールドに基づくフィルター基準で構成される抑制ルールを使用することをお勧めします。フィルター
基準では、imagePrefix フィールドは検出結果で指定された imagePrefix と同じである必要がありま
す。抑制ルールの作成の詳細については、「Suppression rules」(抑制ルール) を参照してください。

Persistence:Kubernetes/MaliciousIPCaller
Kubernetes クラスターへの永続アクセスを取得するために一般
的に使用される API が、悪意のある既知の IP アドレスから呼び
出されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)
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Persistence:Kubernetes/MaliciousIPCaller.Custom

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、API オペレーションが悪意のある既知のアクティビティと関連した IP アドレスから呼び
出されたことを知らせるものです。観察される API は、攻撃者がユーザーの Kubernetes クラスターへの
アクセス権を取得し、そのアクセスを維持しようとする永続化戦術に一般的に関連しています。

修復のレコメンデーション

KubernetesUserDetails セクションの検出結果で報告されたユーザーが system:anonymous である
場合は、匿名ユーザーが API の呼び出しを許可された理由を調査し、必要に応じて許可を取り消します。
ユーザーが認証されたユーザーである場合は、そのアクティビティが正当なものであるのか、または悪意
のあるものであるのかを調査します。アクティビティが悪意のあるものである場合は、ユーザーのアクセ
スを取り消し、攻撃者がクラスターに加えた変更を元に戻します。ガイダンスについては、「Kubernetes 
検出結果の修復 (p. 181)」を参照してください。

Persistence:Kubernetes/MaliciousIPCaller.Custom
Kubernetes クラスターへの永続アクセスを取得するために一般
的に使用される API が、カスタム脅威リストにある IP アドレス
から呼び出されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、API オペレーションが、アップロード済みの脅威リストに含まれている IP アドレス
から呼び出されたことを知らせるものです。この検出結果に関連する脅威リストは、検出結果の詳細の
[Additional Information] (追加情報) セクションにリストされています。観察される API は、攻撃者がユー
ザーの Kubernetes クラスターへのアクセス権を取得し、そのアクセスを維持しようとする永続化戦術に
一般的に関連しています。

修復のレコメンデーション

KubernetesUserDetails セクションの検出結果で報告されたユーザーが system:anonymous である
場合は、匿名ユーザーが API の呼び出しを許可された理由を調査し、必要に応じて許可を取り消します。
ユーザーが認証されたユーザーである場合は、そのアクティビティが正当なものであるのか、または悪意
のあるものであるのかを調査します。アクティビティが悪意のあるものである場合は、ユーザーのアクセ
スを取り消し、攻撃者がクラスターに加えた変更を元に戻します。ガイダンスについては、「Kubernetes 
検出結果の修復 (p. 181)」を参照してください。

Persistence:Kubernetes/SuccessfulAnonymousAccess
Kubernetes クラスターへの高レベルの許可を取得するために一
般的に使用される API が、認証されていないユーザーによって呼
び出されました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: Kubernetes 監査ログ
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Persistence:Kubernetes/TorIPCaller

この検出結果は、API オペレーションが system:anonymous ユーザーによって正常に呼び出されたこと
を知らせるものです。system:anonymous によって実行された API コールは認証されていません。観察
される API は、攻撃者がユーザーのクラスターへのアクセス権を取得し、そのアクセスを維持しようとす
る永続化戦術に一般的に関連しています。このアクティビティは、検出結果で報告された API アクション
で匿名アクセスまたは非認証アクセスが許可され、他のアクションで許可される可能性があることを示し
ます。この動作が想定されていない場合は、設定ミスがあるか、または認証情報が侵害されている可能性
があります。

修復のレコメンデーション

クラスター上の system:anonymous ユーザーに付与されている許可を調べて、すべての許可が必要であ
ることを確認する必要があります。誤って、または悪意を持って許可が付与された場合は、ユーザーのア
クセスを取り消し、クラスターに対して攻撃者が加えた変更を元に戻す必要があります。ガイダンスにつ
いては、「Review and revoke unnecessary anonymous access」(不要な匿名アクセスの確認と取り消し) 
を参照してください。

Persistence:Kubernetes/TorIPCaller
Kubernetes クラスターへの永続アクセスを取得するために一般
的に使用される API が、Tor 出口ノードの IP アドレスから呼び
出されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、API が Tor 出口ノードの IP アドレスから呼び出されたことを知らせるものです。観察
される API は、攻撃者がユーザーの Kubernetes クラスターへのアクセス権を取得し、そのアクセスを維
持しようとする永続化戦術に一般的に関連しています。Tor は匿名通信を有効化するソフトウェアです。
通信を暗号化し、一連のネットワークノード間のリレー中にランダムに通信をバウンスさせます。最後の 
Tor ノードは出口ノードと呼ばれます。これは、攻撃者が真のアイデンティティを隠しているという意図
により、AWS リソースへの未承認のアクセスを示している場合があります。

修復のレコメンデーション

KubernetesUserDetails セクションの検出結果で報告されたユーザーが system:anonymous である
場合は、匿名ユーザーが API の呼び出しを許可された理由を調査し、必要に応じて許可を取り消します。
ユーザーが認証されたユーザーである場合は、そのアクティビティが正当なものであるのか、または悪意
のあるものであるのかを調査します。アクティビティが悪意のあるものである場合は、ユーザーのアクセ
スを取り消し、攻撃者がクラスターに加えた変更を元に戻します。ガイダンスについては、「Kubernetes 
検出結果の修復 (p. 181)」を参照してください。

Policy:Kubernetes/
AdminAccessToDefaultServiceAccount
デフォルトのサービスアカウントには、Kubernetes クラスター
に対する管理者権限が付与されています。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: Kubernetes 監査ログ
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Policy:Kubernetes/AnonymousAccessGranted

この検出結果は、Kubernetes クラスター内の名前空間のデフォルトのサービスアカウントに管理者権限が
付与されたことを知らせるものです。Kubernetes は、クラスター内のすべての名前空間のためにデフォ
ルトのサービスアカウントを作成します。別のサービスアカウントに明示的に関連付けられていないポッ
ドに、デフォルトのサービスアカウントをアイデンティティとして自動的に割り当てます。デフォルト
のサービスアカウントに管理者権限がある場合、ポッドが誤って管理者権限で起動される可能性がありま
す。この動作が想定されていない場合は、設定ミスがあるか、または認証情報が侵害されている可能性が
あります。

修復のレコメンデーション

ポッドに許可を付与するためにデフォルトのサービスアカウントを使用しないでください。代わりに、
ワークロードごとに専用のサービスアカウントを作成し、必要に応じてそのアカウントに許可を付与する
必要があります。この問題を解決するには、すべてのポッドとワークロードの専用サービスアカウントを
作成し、ポッドとワークロードを更新して、デフォルトのサービスアカウントから専用アカウントに移行
する必要があります。その後、デフォルトのサービスアカウントから管理者許可を削除する必要がありま
す。追加のガイダンスとリソースについては、「Kubernetes 検出結果の修復 (p. 182)」を参照してくだ
さい。

Policy:Kubernetes/AnonymousAccessGranted
system:anonymous ユーザーには、Kubernetes クラスターに
対する API 許可が付与されました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、Kubernetes クラスター上のユーザーが、ユーザー system:anonymous をロールにバ
インドするために ClusterRoleBinding または RoleBinding を正常に作成したことを知らせるもの
です。これにより、ロールで許可された API オペレーションへの認証されていないアクセスを有効にしま
す。この動作が想定されていない場合は、設定ミスがあるか、または認証情報が侵害されている可能性が
あります

修復のレコメンデーション

クラスター上の system:anonymous ユーザーまたは system:unauthenticated グループに付与され
ている許可を調べて、不要な匿名アクセスを取り消す必要があります。ガイダンスについては、「Review 
and revoke unnecessary anonymous access」(不要な匿名アクセスの確認と取り消し) を参照してくださ
い。悪意を持って許可が付与された場合は、その許可を付与したユーザーのアクセスを取り消し、クラ
スターに対して攻撃者が加えた変更を元に戻す必要があります。ガイダンスについては、「Remediating 
Kubernetes findings」(Kubernetes の検出結果の修復) を参照してください。

Policy:Kubernetes/ExposedDashboard
Kubernetes クラスターのダッシュボードがインターネットに公
開されました
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: Kubernetes 監査ログ
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Policy:Kubernetes/KubeflowDashboardExposed

この検出結果は、クラスターの Kubernetes ダッシュボードがロードバランサーサービスによってイン
ターネットに公開されたことを知らせるものです。ダッシュボードが公開されると、クラスターの管理イ
ンターフェイスがインターネットからアクセス可能になり、攻撃者は認証およびアクセスコントロールの
存在する可能性のあるギャップを悪用できます。

修復のレコメンデーション

Kubernetes ダッシュボードで強力な認証および認可が強制されているようにする必要があります。また、
ネットワークアクセスコントロールを実装して、特定の IP アドレスからダッシュボードへのアクセスを制
限する必要があります。

Policy:Kubernetes/KubeflowDashboardExposed
Kubernetes クラスターの Kubeflow ダッシュボードがインター
ネットに公開されました
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、クラスターの Kubeflow ダッシュボードがロードバランサーサービスによってインター
ネットに公開されたことを知らせるものです。Kubeflow ダッシュボードが公開されると、Kubeflow 環境
の管理インターフェイスがインターネットからアクセス可能になり、攻撃者は認証およびアクセスコント
ロールの存在する可能性のあるギャップを悪用できます。

修復のレコメンデーション

Kubeflow ダッシュボードで強力な認証および認可が強制されているようにする必要があります。また、
ネットワークアクセスコントロールを実装して、特定の IP アドレスからダッシュボードへのアクセスを制
限する必要があります。

PrivilegeEscalation:Kubernetes/PrivilegedContainer
ルートレベルのアクセス権を持つ特権コンテナが Kubernetes ク
ラスターで起動されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: Kubernetes 監査ログ

この検出結果は、特権コンテナが、クラスター内の特権コンテナを起動するためにこれまで使用されたこ
とのないイメージを使用して Kubernetes クラスターで起動されたことを知らせるものです。特権コンテ
ナには、ホストへのルートレベルのアクセス権があります。攻撃者は、特権のエスカレーション戦術とし
て特権コンテナを起動して、ホストにアクセスして侵害することができます。

修復のレコメンデーション

このコンテナの起動が想定されていない場合、コンテナの起動に使用されたユーザーアイデンティティの
認証情報が侵害される可能性があります。ユーザーのアクセスを取り消し、攻撃者がクラスターに加えた
変更を元に戻します。ガイダンスについては、「Kubernetes 検出結果の修復 (p. 181)」を参照してくだ
さい。
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Malware Protection の検出結果のタイプ

Malware Protection の検出結果のタイプ
GuardDuty Malware Protection は、EC2 インスタンスまたはコンテナワークロードのスキャン中に検出さ
れた、すべての脅威に対する単一の Malware Protection の検出結果を提供します。この検出結果には、ス
キャン中に行われた検出の合計数が含まれ、重要度に基づいて、検出された上位 32 個の脅威の詳細が示
されます。他の GuardDuty の検出結果とは異なり、同じ EC2 インスタンスまたはコンテナワークロード
が再度スキャンされても、Malware Protection の結果は更新されません。

マルウェアを検出するスキャンごとに、新しい Malware Protection の検出結果が生成されます。Malware 
Protection の検出結果には、検出結果を生成した対応するスキャンに関する情報と、このスキャンを開始
した GuardDuty の検出結果が含まれます。これにより、疑わしい動作と検出されたマルウェアとの関連付
けがより簡単になります。

Note

GuardDuty がコンテナワークロードで悪意のあるアクティビティを検出する場合、Malware 
Protection は EC2 レベルの検出結果を生成しません。

次の検出結果は、GuardDuty Malware Protection に固有です。

トピック
• Execution:EC2/MaliciousFile (p. 111)
• Execution:ECS/MaliciousFile (p. 111)
• Execution:Kubernetes/MaliciousFile (p. 112)
• Execution:Container/MaliciousFile (p. 112)
• Execution:EC2/SuspiciousFile (p. 112)
• Execution:ECS/SuspiciousFile (p. 113)
• Execution:Kubernetes/SuspiciousFile (p. 113)
• Execution:Container/SuspiciousFile (p. 114)

Execution:EC2/MaliciousFile
悪意のあるファイルが EC2 インスタンスで検出されました。
デフォルトの重要度: 検出された脅威によって異なります。

この検出結果は、GuardDuty Malware Protection スキャンが、AWS 環境内でリストされた EC2 インスタ
ンスで 1 つ以上の悪意のあるファイルを検出したことを示しています。このリスト化したインスタンスは
侵害されている可能性があります。詳細については、次を参照してください。検出結果の詳細にある「脅
威の検出」を参照してください。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Execution:ECS/MaliciousFile
悪意のあるファイルが ECS クラスターで検出されました。
デフォルトの重要度: 検出された脅威によって異なります。
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この検出結果は、GuardDuty Malware Protection スキャンが ECS クラスターに属するコンテナワークロー
ドで 1 つ以上の悪意のあるファイルを検出したことを示しています。詳細については、次を参照してくだ
さい。検出結果の詳細にある「脅威の検出」を参照してください。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、ECS クラスターに属するコンテナが侵害されている
可能性があります。詳細については、「侵害された ECS クラスターの修復 (p. 179)」を参照してくださ
い。

Execution:Kubernetes/MaliciousFile
悪意のあるファイルが Kubernetes クラスターで検出されまし
た。
デフォルトの重要度: 検出された脅威によって異なります。

この検出結果は、GuardDuty Malware Protection スキャンが Kubernetes クラスターに属するコンテナワー
クロードで 1 つ以上の悪意のあるファイルを検出したことを示しています。これが EKS マネージドクラ
スターの場合、検出結果の詳細には、影響を受ける EKS リソースに関する追加情報が表示されます。詳細
については、次を参照してください。検出結果の詳細にある「脅威の検出」を参照してください。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、コンテナのワークロードが侵害されている可能性
があります。詳細については、「GuardDuty によって検出された Kubernetes のセキュリティ問題の修
復 (p. 181)」を参照してください。

Execution:Container/MaliciousFile
悪意のあるファイルがスタンドアロンコンテナで検出されまし
た。
デフォルトの重要度: 検出された脅威によって異なります。

この検出結果は、GuardDuty Malware Protection スキャンがコンテナワークロードで 1 つ以上の悪意のあ
るファイルを検出し、クラスター情報が特定されていないことを示しています。詳細については、次を参
照してください。検出結果の詳細にある「脅威の検出」を参照してください。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、コンテナのワークロードが侵害されている可能性が
あります。詳細については、「侵害されたスタンドアロンコンテナの修復 (p. 180)」を参照してくださ
い。

Execution:EC2/SuspiciousFile
EC2 インスタンスで疑わしいファイルが検出されました。
デフォルトの重要度: 検出された脅威によって異なります。

この検出結果は、GuardDuty Malware Protection スキャンが EC2 インスタンスで 1 つ以上の疑わしいファ
イルを検出したことを示します。詳細については、次を参照してください。検出結果の詳細にある「脅威
の検出」を参照してください。
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SuspiciousFile タイプの検出では、アドウェア、スパイウェア、デュアルユースツールなどの望まし
くないであろうプログラムが、影響を受けるリソースに存在することが示されます。これらのプログラム
は、リソースに悪影響を及ぼしたり、攻撃者が悪意のある目的で使用された可能性があります。例えば、
ネットワークツールは、リソースを侵害しようとするハッキングツールとして、敵対者によって合法的ま
たは悪意を持って使用される可能性があります。

疑わしいファイルが検出された場合は、検出されたファイルがご使用の AWS 環境で表示されるかどうか
を評価してください。ファイルが予期しないものである場合は、次のセクションで提供される修復の推奨
事項に従ってください。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Execution:ECS/SuspiciousFile
疑わしいファイルが ECS クラスターで検出されました。
デフォルトの重要度: 検出された脅威によって異なります。

この検出結果は、GuardDuty Malware Protection スキャンが ECS クラスターに属するコンテナで 1 つ以
上の疑わしいファイルを検出したことを示しています。詳細については、次を参照してください。検出結
果の詳細にある「脅威の検出」を参照してください。

SuspiciousFile タイプの検出では、アドウェア、スパイウェア、デュアルユースツールなどの望まし
くないであろうプログラムが、影響を受けるリソースに存在することが示されます。これらのプログラム
は、リソースに悪影響を及ぼしたり、攻撃者が悪意のある目的で使用された可能性があります。例えば、
ネットワークツールは、リソースを侵害しようとするハッキングツールとして、敵対者によって合法的ま
たは悪意を持って使用される可能性があります。

疑わしいファイルが検出された場合は、検出されたファイルがご使用の AWS 環境で表示されるかどうか
を評価してください。ファイルが予期しないものである場合は、次のセクションで提供される修復の推奨
事項に従ってください。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、ECS クラスターに属するコンテナが侵害されている
可能性があります。詳細については、「侵害された ECS クラスターの修復 (p. 179)」を参照してくださ
い。

Execution:Kubernetes/SuspiciousFile
疑わしいファイルが Kubernetes クラスターで検出されました。
デフォルトの重要度: 検出された脅威によって異なります。

この検出結果は、GuardDuty Malware Protection スキャンが Kubernetes クラスターに属するコンテナで 1 
つ以上の疑わしいファイルを検出したことを示しています。これが EKS マネージドクラスターの場合、検
出結果の詳細には、影響を受ける EKS に関する追加情報が表示されます。詳細については、次を参照して
ください。検出結果の詳細にある「脅威の検出」を参照してください。

SuspiciousFile タイプの検出では、アドウェア、スパイウェア、デュアルユースツールなどの望まし
くないであろうプログラムが、影響を受けるリソースに存在することが示されます。これらのプログラム
は、リソースに悪影響を及ぼしたり、攻撃者が悪意のある目的で使用された可能性があります。例えば、
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ネットワークツールは、リソースを侵害しようとするハッキングツールとして、敵対者によって合法的ま
たは悪意を持って使用される可能性があります。

疑わしいファイルが検出された場合は、検出されたファイルがご使用の AWS 環境で表示されるかどうか
を評価してください。ファイルが予期しないものである場合は、次のセクションで提供される修復の推奨
事項に従ってください。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、コンテナのワークロードが侵害されている可能性
があります。詳細については、「GuardDuty によって検出された Kubernetes のセキュリティ問題の修
復 (p. 181)」を参照してください。

Execution:Container/SuspiciousFile
疑わしいファイルがスタンドアロンコンテナで検出されました。
デフォルトの重要度: 検出された脅威によって異なります。

この検出結果は、GuardDuty Malware Protection スキャンが、クラスター情報を持たないコンテナ上で 1 
つ以上の疑わしいファイルを検出したことを示しています。詳細については、次を参照してください。検
出結果の詳細にある「脅威の検出」を参照してください。

SuspiciousFile タイプの検出では、アドウェア、スパイウェア、デュアルユースツールなどの望まし
くないであろうプログラムが、影響を受けるリソースに存在することが示されます。これらのプログラム
は、リソースに悪影響を及ぼしたり、攻撃者が悪意のある目的で使用された可能性があります。例えば、
ネットワークツールは、リソースを侵害しようとするハッキングツールとして、敵対者によって合法的ま
たは悪意を持って使用される可能性があります。

疑わしいファイルが検出された場合は、検出されたファイルがご使用の AWS 環境で表示されるかどうか
を評価してください。ファイルが予期しないものである場合は、次のセクションで提供される修復の推奨
事項に従ってください。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、コンテナのワークロードが侵害されている可能性が
あります。詳細については、「侵害されたスタンドアロンコンテナの修復 (p. 180)」を参照してくださ
い。

GuardDuty RDS Protection の検出結果タイプ

GuardDuty RDS Protection はプレビューリリースです。RDS Protection の機能の使用には、「AWS の
サービス条件」の第 2 項 (「ベータ版とプレビュー」) が適用されます。

GuardDuty RDS Protection は、データベースインスタンスでの異常なログイン動作を検出します。以下
の検出結果は サポートされている Amazon Aurora データベース (p. 40) 固有のものであり、リソースタイ
プは RDSDBInstance です。結果の重大度と詳細は、結果タイプによって異なります。

トピック
• CredentialAccess:RDS/AnomalousBehavior.SuccessfulLogin (p. 115)
• CredentialAccess:RDS/AnomalousBehavior.FailedLogin (p. 115)
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CredentialAccess:RDS/
AnomalousBehavior.SuccessfulLogin
ユーザーが RDS データベースへのログインに、異常な方法で成
功しました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: RDS ログインアクティビティモニタリング

この検出結果は、AWS 環境の RDS データベースで異常なログインの成功が観察されたことを通知するも
のです。これは、RDS データベース上のロールが侵害され、潜在的な悪意のあるアクターによってアクセ
スされた可能性があることを示しています。

このログイン成功は、GuardDuty の異常検出機械学習 (ML) モデルにより、異常として識別されていま
す。機械学習モデルは、サポートされている Amazon Aurora データベース (p. 40) 内のすべてのデータ
ベースログインイベントを評価し、攻撃者が使用するテクニックに関連する異常なイベントを特定しま
す。機械学習モデルは、リクエストを行ったユーザー、リクエストが行われた場所、使用された特定の
データベース接続の詳細など、RDS ログインアクティビティのさまざまな要因を追跡します。潜在的に異
常なログインイベントについては、「RDS ログインアクティビティベースの異常 (p. 58)」を参照してくだ
さい。

修復のレコメンデーション

関連付けられたデータベースに対するこのアクティビティが想定外の場合は、認証情報が公開されている
か、侵害されている可能性があります。関連するデータベースロールのパスワードを変更し、利用可能な
監査ログを確認して、侵害されたユーザーが行ったアクティビティを確認することをお勧めします。詳細
については、「Remediating a compromised database instance」(侵害されたデータベースインスタンスの
修正) を参照してください。

CredentialAccess:RDS/
AnomalousBehavior.FailedLogin
RDS データベースで、1 回以上の異常なログイン失敗が確認さ
れました。
デフォルトの重要度: [Low] (低)

• データソース: RDS ログインアクティビティモニタリング

この結果から、AWS 環境内の RDS データベースで 1 回以上の異常なログイン失敗が確認されたことがわ
かります。これは、RDS データベースが、潜在的な悪意のあるアクターによるブルートフォース攻撃の対
象となった可能性があることを示しています。

この失敗したログインは、GuardDuty の異常検出機械学習 (ML) モデルにより、異常として識別されてい
ます。機械学習モデルは、サポートされている Amazon Aurora データベース (p. 40) 内のすべてのデータ
ベースログインイベントを評価し、攻撃者が使用するテクニックに関連する異常なイベントを特定しま
す。機械学習モデルは、リクエストを行ったユーザー、リクエストが行われた場所、使用された特定の
データベース接続の詳細など、RDS ログインアクティビティのさまざまな要因を追跡します。潜在的に異
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常な RDS ログインアクティビティについては、「RDS ログインアクティビティベースの異常 (p. 58)」を
参照してください。

修復のレコメンデーション

関連付けられたデータベースに対するこのアクティビティが想定外の場合は、データベースが公開され
ているか、データベースのアクセスポリシーが過度に許容されている可能性があります。データベース
をプライベート VPC に配置し、必要なソースからのトラフィックを許可するようにセキュリティグルー
プのルールを制限することをお勧めします。詳細については、「Remediating a compromised database 
instance」(侵害されたデータベースインスタンスの修正) を参照してください。

GuardDuty のS3 の検出結果タイプ
次の検出結果は、Amazon S3リソースに特有のもので、データソースが S3 CloudTrail データイベン
トの場合、またはデータソースが CloudTrail 管理イベントや AccessKey の場合、リソースタイプは
S3Bucket となります。検出結果の重要度と詳細は、検出結果タイプとバケットに関連付けられている許
可によって異なります。

ここにリストされている検出結果には、検出結果タイプの生成に使用されるデータソースとモデルが含ま
れます。データソースとモデルの詳細については、「Amazon GuardDuty でデータソースを使用する方
法 (p. 14)」を参照してください。

Important

S3 CloudTrail データイベントのデータソースを持つ検出結果は、GuardDuty で S3 Protection を
有効にしている場合のみ生成されます。2020 年 7 月 31 日よりも後に作成されたすべてのアカウ
ントでは、S3 Protection がデフォルトで有効になっています。S3 Protection を有効または無効に
する方法については、「Amazon GuardDuty における Amazon S3 Protection (p. 44)」を参照して
ください。

すべての S3Bucket タイプの検出結果では、問題のバケットに対するアクセス権限と検出結果に関係する
ユーザーのアクセス権限を確認することをお勧めします。予期しないアクティビティについては、「侵害
された S3 バケットの修復 (p. 178)」に記載されている修復レコメンデーションを参照してください。

トピック
• Discovery:S3/AnomalousBehavior (p. 117)
• Discovery:S3/MaliciousIPCaller (p. 117)
• Discovery:S3/MaliciousIPCaller.Custom (p. 118)
• Discovery:S3/TorIPCaller (p. 118)
• Exfiltration:S3/AnomalousBehavior (p. 118)
• Exfiltration:S3/MaliciousIPCaller (p. 119)
• Impact:S3/AnomalousBehavior.Delete (p. 119)
• Impact:S3/AnomalousBehavior.Permission (p. 120)
• Impact:S3/AnomalousBehavior.Write (p. 120)
• Impact:S3/MaliciousIPCaller (p. 121)
• PenTest:S3/KaliLinux (p. 121)
• PenTest:S3/ParrotLinux (p. 122)
• PenTest:S3/PentooLinux (p. 122)
• Policy:S3/AccountBlockPublicAccessDisabled (p. 123)
• Policy:S3/BucketAnonymousAccessGranted (p. 123)
• Policy:S3/BucketBlockPublicAccessDisabled (p. 124)
• Policy:S3/BucketPublicAccessGranted (p. 124)
• Stealth:S3/ServerAccessLoggingDisabled (p. 125)
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• UnauthorizedAccess:S3/MaliciousIPCaller.Custom (p. 125)
• UnauthorizedAccess:S3/TorIPCaller (p. 125)

Discovery:S3/AnomalousBehavior
S3 オブジェクトの検出に一般的に使用される API が、異常な方
法で呼び出されました。
デフォルトの重要度: [Low] (低)

• データソース: S3 CloudTrail データイベント

この検出結果は、IAM エンティティが S3 API を呼び出して、環境内の ListObjects などの S3 バケッ
トを検出したことを知らせるものです。このタイプのアクティビティは攻撃の検出段階に関連しており、
攻撃者は、AWS 環境がより広範な攻撃を受けやすいかどうかを判断するために情報を収集します。IAM エ
ンティティが異常な方法で API を呼び出したため、このアクティビティは疑わしいものです。例えば、過
去の履歴がない IAM エンティティが S3 API を呼び出したり、IAM エンティティが通常とは異なる場所か
ら S3 API 呼び出したりした場合です。

この API は、GuardDuty の異常検出機械学習 (ML) モデルによって異常として識別されています。機械学
習モデルは、アカウント内のすべての API リクエストを評価し、攻撃者が使用するテクニックに関連する
異常なイベントを特定します。リクエストを行ったユーザー、リクエストが行われた場所、リクエストさ
れた特定の API、リクエストされたバケット、および API 呼び出しの数など、API リクエストのさまざま
な要因を追跡します。リクエストを呼び出したユーザーアイデンティティにおいて API リクエストのどの
要因が異常なのかという詳細については、「検出結果の詳細」を参照してください。

修復のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。

Discovery:S3/MaliciousIPCaller
AWS 環境のリソースを見つけるために一般的に使われている S3 
API は、悪意のある既知の IP アドレスから呼び出されました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: S3 CloudTrail データイベント

この検出結果は、S3 API オペレーションが悪意のある既知のアクティビティと関連した IP アドレスか
ら呼び出されたことを知らせるものです。一般に、観察された API は、攻撃者が AWS 環境に関する
情報を収集している段階である、攻撃機会の発見段階に関連しています。例には、GetObjectAcl や
ListObjects が含まれます。

修復のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。
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Discovery:S3/MaliciousIPCaller.Custom

Discovery:S3/MaliciousIPCaller.Custom
S3 API がカスタム脅威リストにある IP アドレスから呼び出され
ました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: S3 CloudTrail データイベント

この検出結果は、GetObjectAcl または ListObjects などの S3 API が、アップロード済みの脅威リス
トに含まれている IP アドレスから呼び出されたことを知らせています。この検出結果に関連する脅威リス
トは、検出結果の詳細の [Additional information] (追加情報) セクションにリストされています。このタイ
プのアクティビティは攻撃の検出段階に関連しており、攻撃者は、AWS 環境がより広範な攻撃を受けやす
いかどうかを判断するために情報を収集しています。

修復のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。

Discovery:S3/TorIPCaller
S3 API が Tor 出口ノードの IP アドレスから呼び出されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: S3 CloudTrail データイベント

この検出結果は、GetObjectAcl や ListObjects などの S3 API が Tor 出口ノードの IP アドレスか
ら呼び出されたことを知らせるものです。このタイプのアクティビティは攻撃の検出段階に関連してお
り、攻撃者は、AWS 環境がより広範な攻撃を受けやすいかどうかを判断するために情報を収集していま
す。Tor は匿名通信を有効化するソフトウェアです。通信を暗号化し、一連のネットワークノード間のリ
レー中にランダムに通信をバウンスさせます。最後の Tor ノードは出口ノードと呼ばれます。これは、攻
撃者が真のアイデンティティを隠しているという意図により、AWS リソースへの未承認のアクセスを示し
ている場合があります。

修正のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。

Exfiltration:S3/AnomalousBehavior
IAM エンティティが疑わしい方法で S3 API を呼び出しました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: S3 CloudTrail データイベント
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Exfiltration:S3/MaliciousIPCaller

この検出結果から、IAM エンティティが S3 バケットの関連している API コールを行い、このアクティ
ビティがそのエンティティの確立されたベースラインと異なっていることがわかります。このアクティ
ビティで使用された API コールは、攻撃の抽出段階に関連付けられており、攻撃者はデータを収集しま
す。IAM エンティティが異常な方法で API を呼び出したため、このアクティビティは疑わしいものです。
例えば、過去の履歴がない IAM エンティティが S3 API を呼び出したり、IAM エンティティが通常とは異
なる場所から S3 API 呼び出したりした場合です。

この API は、GuardDuty の異常検出機械学習 (ML) モデルによって異常として識別されています。機械学
習モデルは、アカウント内のすべての API リクエストを評価し、攻撃者が使用するテクニックに関連する
異常なイベントを特定します。リクエストを行ったユーザー、リクエストが行われた場所、リクエストさ
れた特定の API、リクエストされたバケット、および API 呼び出しの数など、API リクエストのさまざま
な要因を追跡します。リクエストを呼び出したユーザーアイデンティティにおいて API リクエストのどの
要因が異常なのかという詳細については、「検出結果の詳細」を参照してください。

修復のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。

Exfiltration:S3/MaliciousIPCaller
AWS 環境からデータを収集するために一般的に使用される S3 
API は、悪意のある既知の IP アドレスから呼び出されました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: S3 CloudTrail データイベント

この検出結果は、S3 API オペレーションが悪意のある既知のアクティビティと関連した IP アドレスから
呼び出されたことを知らせるものです。観察された API は、攻撃者がネットワークからデータを収集しよ
うとしている侵入戦術に一般的に関連しています。例には、GetObject や CopyObject が含まれます。

修復のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。

Impact:S3/AnomalousBehavior.Delete
IAM エンティティが疑わしい方法でデータを削除をしようとした 
S3 API を呼び出しました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: S3 CloudTrail データイベント

この検出結果は、AWS 環境内の IAM エンティティが S3 バケットを含んでおり、この動作はそのエン
ティティの確立されたベースラインとは異なっていることを知らせるものです。このアクティビティで使
用された API コールは、データを削除しようとする攻撃に関連付けられています。IAM エンティティが異
常な方法で API を呼び出したため、このアクティビティは疑わしいものです。例えば、過去の履歴がない 
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Impact:S3/AnomalousBehavior.Permission

IAM エンティティが S3 API を呼び出したり、IAM エンティティが通常とは異なる場所から S3 API 呼び出
したりした場合です。

この API は、GuardDuty の異常検出機械学習 (ML) モデルによって異常として識別されています。機械学
習モデルは、アカウント内のすべての API リクエストを評価し、攻撃者が使用するテクニックに関連する
異常なイベントを特定します。リクエストを行ったユーザー、リクエストが行われた場所、リクエストさ
れた特定の API、リクエストされたバケット、および API 呼び出しの数など、API リクエストのさまざま
な要因を追跡します。リクエストを呼び出したユーザーアイデンティティにおいて API リクエストのどの
要因が異常なのかという詳細については、「検出結果の詳細」を参照してください。

修復のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。

S3 バケットのコンテンツを監査して、以前のオブジェクトバージョンを復元できるかどうか、または復元
する必要があるかどうかを判断することをお勧めします。

Impact:S3/AnomalousBehavior.Permission
アクセスコントロールリスト (ACL) のアクセス許可設定に一般的
に使用される API が異常な方法で呼び出されました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: S3 CloudTrail データイベント

この検出結果は、AWS 環境内の IAM エンティティがリストされている S3 バケットのバケットポリシー
または ACL を変更したことを知らせるものです。この変更により、S3 バケットが認証された AWS ユー
ザーすべてに公開される可能性があります。

この API は、GuardDuty の異常検出機械学習 (ML) モデルによって異常として識別されています。機械学
習モデルは、アカウント内のすべての API リクエストを評価し、攻撃者が使用するテクニックに関連する
異常なイベントを特定します。リクエストを行ったユーザー、リクエストが行われた場所、リクエストさ
れた特定の API、リクエストされたバケット、および API 呼び出しの数など、API リクエストのさまざま
な要因を追跡します。リクエストを呼び出したユーザーアイデンティティにおいて API リクエストのどの
要因が異常なのかという詳細については、「検出結果の詳細」を参照してください。

修復のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。

S3 バケットのコンテンツを監査して、オブジェクトが予期せずパブリックアクセスを許可されていなかっ
たか確認することをお勧めします。

Impact:S3/AnomalousBehavior.Write
IAM エンティティが疑わしい方法でデータの書き込みをしようと
した S3 API を呼び出しました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)
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Impact:S3/MaliciousIPCaller

• データソース: S3 CloudTrail データイベント

この検出結果は、AWS 環境内の IAM エンティティが S3 バケットを含んでおり、この動作はそのエン
ティティの確立されたベースラインとは異なっていることを知らせるものです。このアクティビティで使
用された API コールは、データを書き込もうとする攻撃に関連付けられています。IAM エンティティが異
常な方法で API を呼び出したため、このアクティビティは疑わしいものです。例えば、過去の履歴がない 
IAM エンティティが S3 API を呼び出したり、IAM エンティティが通常とは異なる場所から S3 API 呼び出
したりした場合です。

この API は、GuardDuty の異常検出機械学習 (ML) モデルによって異常として識別されています。機械学
習モデルは、アカウント内のすべての API リクエストを評価し、攻撃者が使用するテクニックに関連する
異常なイベントを特定します。リクエストを行ったユーザー、リクエストが行われた場所、リクエストさ
れた特定の API、リクエストされたバケット、および API 呼び出しの数など、API リクエストのさまざま
な要因を追跡します。リクエストを呼び出したユーザーアイデンティティにおいて API リクエストのどの
要因が異常なのかという詳細については、「検出結果の詳細」を参照してください。

修復のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。

S3 バケットのコンテンツを監査して、この API 呼び出しが悪意のあるデータや不正なデータを書き込ん
でいなかったか確認することをお勧めします。

Impact:S3/MaliciousIPCaller
AWS 環境中のデータまたはプロセスの改ざんに一般的に使用さ
れる S3 API は、悪意のある既知の IP アドレスから呼び出されま
した。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: S3 CloudTrail データイベント

この検出結果は、S3 API オペレーションが悪意のある既知のアクティビティと関連した IP アドレス
から呼び出されたことを知らせるものです。観察された API は、攻撃者が AWS 環境内のデータを
操作、中断、または破壊しようとする影響戦術に一般的に関連しています。例には、PutObject や
PutObjectAcl が含まれます。

修復のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。

PenTest:S3/KaliLinux
S3 API が Kali Linux マシンから呼び出されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)
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PenTest:S3/ParrotLinux

• データソース: S3 CloudTrail データイベント

この検出結果は、Kali Linux が実行されているマシンで AWS アカウントの認証情報を使用して S3 API 
コールが行われていることを知らせるものです。認証情報は侵害されている可能性があります。Kali Linux 
は、セキュリティプロフェッショナルが EC2 インスタンスの脆弱性を特定してパッチを適用するために使
う一般的な侵入テストツールです。このツールを攻撃者が利用して EC2 設定の脆弱性を探り出し、AWS 
環境への未承認のアクセスを取得する場合があります。

修復のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。

PenTest:S3/ParrotLinux
S3 API が Parrot Security Linux マシンから呼び出されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: S3 CloudTrail データイベント

この検出結果は、Parrot Security Linux が実行されているマシンで、AWS アカウントに属するの認証情報
を使用して S3 API コールが行われていることを知らせるものです。認証情報は侵害されている可能性が
あります。Parrot Security Linux は、セキュリティプロフェッショナルが EC2 インスタンスの脆弱性を特
定してパッチを適用するために使う一般的な侵入テストツールです。このツールを攻撃者が利用して EC2 
設定の脆弱性を探り出し、AWS 環境への未承認のアクセスを取得する場合があります。

修復のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。

PenTest:S3/PentooLinux
S3 API が Pentoo Linux マシンから呼び出されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

• データソース: S3 CloudTrail データイベント

この検出結果は、Pentoo Linux が実行されているマシンで AWS アカウントの認証情報を使用して S3 API 
コールが行われていることを知らせるものです。認証情報は侵害されている可能性があります。Pentoo 
Linux は、セキュリティプロフェッショナルが EC2 インスタンスの脆弱性を特定してパッチを適用する
ために使う一般的な侵入テストツールです。このツールを攻撃者が利用して EC2 設定の脆弱性を探り出
し、AWS 環境への未承認のアクセスを取得する場合があります。

修復のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。
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Policy:S3/AccountBlockPublicAccessDisabled
IAM エンティティが、アカウント上の S3 ブロックパブリックア
クセスを無効にするために使用される API を呼び出しました。
デフォルトの重要度: [Low] (低)

• データソース CloudTrail 管理イベント

この検出結果は、Amazon S3 ブロックパブリックアクセスがアカウントレベルで無効されたことを知らせ
るものです。S3 ブロックパブリックアクセス設定が有効化されると、それらはデータが誤って公開され
るのを防ぐためのセキュリティ対策として、バケット上でポリシー、またはアクセスコントロールリスト 
(ACL) をフィルタリングするために使われます。

バケット内、またはバケット内のオブジェクトへの公開アクセスを許可するために、通常、S3 ブロック
パブリックアクセスは、アカウントでは無効になっています。アカウントのために S3 ブロックパブリッ
クアクセスを無効にすると、バケットへのアクセスは、個々のバケットに適用されるポリシー、ACL、ま
たはバケットレベルのパブリックアクセス設定によって制御されます。これは、必ずしもバケットがパブ
リックに共有されているということではありませんが、アクセスへの適切なレベルが提供されているのを
確認するために、バケットに対して適用される許可を監査する必要があります。

修復のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。

Policy:S3/BucketAnonymousAccessGranted
IAM プリンシパルは、バケットポリシーまたは ACL を変更する
ことにより、インターネットへの S3 バケットへのアクセスを許
可しています。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース CloudTrail 管理イベント

この検出結果から、IAM エンティティが、そのバケット上のバケットポリシーまたは ACL を変更したた
め、リストされた S3 バケットがインターネット上でパブリックにアクセス可能になったことを知らせる
ものです。ポリシーまたは ACL の変更が検出された後に、Zelkova によって提供された自動推論を使用し
て、バケットがパブリックアクセス可能かどうかを判断します。

Note

バケットの ACL またはバケットポリシーが明示的に拒否またはすべてを拒否するように設定され
ている場合、そのバケットに対してこの検出結果を生成することはできません。

修復のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。
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Policy:S3/BucketBlockPublicAccessDisabled

Policy:S3/BucketBlockPublicAccessDisabled
IAM エンティティが、バケットの S3 ブロックパブリックアクセ
スを無効にするために使用される API を呼び出しました。
デフォルトの重要度: [Low] (低)

• データソース CloudTrail 管理イベント

この検出結果から、リストされた S3 バケットのために、ブロックパブリックアクセスが無効になったこ
とを知らせるものです。有効にすると、S3 ブロックパブリックアクセス設定が使われ、バケットに適用さ
れるポリシーまたは アクセスコントロールリスト (ACL) をフィルタリングし、データが誤って公開される
安全対策となります。

通常、S3 ブロックパブリックアクセスは、バケット上で無効にされ、バケットまたはバケット内のオブ
ジェクトへの公開アクセスを許可します。S3 ブロックパブリックアクセスがこのバケットに対して無効に
なっている場合、バケットに適用されるポリシーまたはそれに適用される ACL によって、バケットへのア
クセスが制御されます。これは、バケットがパブリックに共有されているということではありませんが、
バケットに適用されているポリシーと ACL を監査して、適切な許可が適用されていることを確認する必要
があります。

修復のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。

Policy:S3/BucketPublicAccessGranted
バケットポリシーまたは ACL を変更することにより、IAM プリ
ンシパルは、AWS ユーザーに対する S3 バケットへのパブリッ
クアクセスを許可しました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース CloudTrail 管理イベント

この検出結果は、リストされた S3 バケットが認証されたすべての AWS ユーザーに対してパブリックに公
開されたことを知らせるものです。これは、IAM エンティティが、その S3 バケットバケット上のバケッ
トポリシーまたは ACL を変更したためです。ポリシーまたは ACL の変更が検出された後に、Zelkova に
よって提供された自動推論を使用して、バケットがパブリックアクセス可能かどうかを判断します。

Note

バケットの ACL またはバケットポリシーが明示的に拒否またはすべてを拒否するように設定され
ている場合、そのバケットに対してこの検出結果を生成することはできません。

修復のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。
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Stealth:S3/ServerAccessLoggingDisabled

Stealth:S3/ServerAccessLoggingDisabled
バケットのために S3 サーバーアクセスのログ記録が無効になり
ました。
デフォルトの重要度: [Low] (低)

• データソース CloudTrail 管理イベント

この検出結果は、AWS 環境内のバケットのために、サーバーアクセスのログ記録が無効になっているこ
とを知らせるものです。無効にした場合、識別された S3 バケットにアクセスしようとする試みに対して
ウェブリクエストログは作成されません。ただし、DeleteBucket などのバケットへの S3 管理 API コール
は、まだ追跡されています。このバケットの CloudTrail を介して S3 データイベントログが有効になって
いる場合、バケット内のオブジェクトに対するウェブリクエストは引き続き追跡されます。ログ記録の無
効化は、許可されていないユーザーがその形跡を隠すために頻繁に使用する手法です。S3 ログの詳細につ
いては、「S3 サーバーアクセスログ」と「S3 ログオプション」を参照してください。

修復のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。

UnauthorizedAccess:S3/MaliciousIPCaller.Custom
S3 API がカスタム脅威リストにある IP アドレスから呼び出され
ました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: S3 CloudTrail データイベント

この検出結果は、アップロードした脅威リストに含まれたIP アドレスから S3 API オペレーション 
(PutObject や PutObjectAcl など) が呼び出されたことを知らせるものです。この検出結果に関連する
脅威リストは、検出結果の詳細の [Additional information] (追加情報) セクションにリストされています。

修復のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。

UnauthorizedAccess:S3/TorIPCaller
S3 API が Tor 出口ノードの IP アドレスから呼び出されました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

• データソース: S3 CloudTrail データイベント

125

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/API_DeleteBucket.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/ServerLogs.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/logging-with-S3.html


Amazon GuardDuty Amazon GuardDuty ユーザーガイド
廃止された検出結果タイプ

この検出結果は、Tor 出口ノードの IP アドレスから S3 API オペレーション (PutObject や
PutObjectAcl など) が呼び出されたことを知らせるものです。Tor は匿名通信を有効化するソフトウェ
アです。通信を暗号化し、一連のネットワークノード間のリレー中にランダムに通信をバウンスさせま
す。最後の Tor ノードは出口ノードと呼ばれます。この検出結果は、攻撃者が真のアイデンティティを隠
して、AWS リソースへの未承認のアクセスを行っていることを示している場合があります。

修復のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。

廃止された検出結果タイプ
検出結果は、GuardDuty で検出した潜在的なセキュリティ問題に関する詳細を含む通知です。新しく追
加されたタイプや廃止されたタイプを含む、GuardDuty の検出結果タイプの重要な変更点については、
「Amazon GuardDuty のドキュメント履歴 (p. 263)」を参照してください。

GuardDuty により生成された、次の検出結果タイプは廃止されています (今後生成されません)。

Important

GuardDuty の廃止された検出結果タイプを再アクティブ化することはできません。

トピック
• Exfiltration:S3/ObjectRead.Unusual (p. 126)
• Impact:S3/PermissionsModification.Unusual (p. 127)
• Impact:S3/ObjectDelete.Unusual (p. 127)
• Discovery:S3/BucketEnumeration.Unusual (p. 128)
• Persistence:IAMUser/NetworkPermissions (p. 128)
• Persistence:IAMUser/ResourcePermissions (p. 129)
• Persistence:IAMUser/UserPermissions (p. 129)
• PrivilegeEscalation:IAMUser/AdministrativePermissions (p. 130)
• Recon:IAMUser/NetworkPermissions (p. 131)
• Recon:IAMUser/ResourcePermissions (p. 131)
• Recon:IAMUser/UserPermissions (p. 132)
• ResourceConsumption:IAMUser/ComputeResources (p. 132)
• Stealth:IAMUser/LoggingConfigurationModified (p. 133)
• UnauthorizedAccess:IAMUser/ConsoleLogin (p. 133)
• UnauthorizedAccess:EC2/TorIPCaller (p. 134)
• Backdoor:EC2/XORDDOS (p. 134)
• Behavior:IAMUser/InstanceLaunchUnusual (p. 134)
• CryptoCurrency:EC2/BitcoinTool.A (p. 135)
• UnauthorizedAccess:IAMUser/UnusualASNCaller (p. 135)

Exfiltration:S3/ObjectRead.Unusual
IAM エンティティが疑わしい方法で S3 API を呼び出しました。
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Impact:S3/PermissionsModification.Unusual

デフォルトの重要度: [Medium] (中)*

Note

この検出結果のデフォルトの重要度は [Medium] (中) です。ただし、インスタンスで作成される一
時的な AWS 認証情報を使用して API が呼び出された場合、検出結果の重要度は [High] (高) にな
ります。

• データソース: S3 CloudTrail データイベント

この検出結果は、AWS 環境中の IAM エンティティは、S3 バケットを含み、そのエンティティの確立され
たベースラインとは異なる API コールが実行されていることを知らせるものです。このアクティビティで
使用された API コールは、攻撃の抽出段階に関連付けられており、攻撃者はデータを収集しようとしてい
ます。IAM エンティティが API を呼び出した方法が異常だったため、このアクティビティは疑わしいもの
です。例えば、この IAM エンティティに以前このタイプの API を呼び出した履歴がない場合や、API が異
常な場所から呼び出された場合などです。

修復のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。

Impact:S3/PermissionsModification.Unusual
IAM エンティティが API を呼び出して、1 つ以上の S3 リソース
の許可を変更しました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)*

Note

この検出結果のデフォルトの重要度は [Medium] (中) です。ただし、インスタンスで作成される一
時的な AWS 認証情報を使用して API が呼び出された場合、検出結果の重要度は [High] (高) にな
ります。

この検出結果は、IAM エンティティが、AWS 環境内の 1 つ以上のバケットまたはオブジェクトの許可を
変更するように設計された API コールを行っていることを知らせるものです。このアクションは、攻撃者
により、アカウント外で情報を共有できるよう実行された可能性があります。IAM エンティティが API を
呼び出した方法が異常だったため、このアクティビティは疑わしいものです。例えば、この IAM エンティ
ティに以前このタイプの API を呼び出した履歴がない場合や、API が異常な場所から呼び出された場合な
どです。

修復のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。

Impact:S3/ObjectDelete.Unusual
IAM エンティティが S3 バケット内のデータを削除するために使
用される API を呼び出しました。
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Discovery:S3/BucketEnumeration.Unusual

デフォルトの重要度: [Medium] (中)*

Note

この検出結果のデフォルトの重要度は [Medium] (中) です。ただし、インスタンスで作成される一
時的な AWS 認証情報を使用して API が呼び出された場合、検出結果の重要度は [High] (高) にな
ります。

この検出結果は、AWS 環境内の特定の IAM エンティティが、バケット自体を削除して、リストされた S3 
バケットのデータを削除するように設計された API コールを実行していることを知らせるものです。IAM 
エンティティが API を呼び出した方法が異常だったため、このアクティビティは疑わしいものです。例え
ば、この IAM エンティティに以前このタイプの API を呼び出した履歴がない場合や、API が異常な場所か
ら呼び出された場合などです。

修復のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。

Discovery:S3/BucketEnumeration.Unusual
IAM エンティティが、ネットワーク内の S3 バケットを検出する
ために使用される S3 API を呼び出しました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)*

Note

この検出結果のデフォルトの重要度は [Medium] (中) です。ただし、インスタンスで作成される一
時的な AWS 認証情報を使用して API が呼び出された場合、検出結果の重要度は [High] (高) にな
ります。

この検出結果は、IAM エンティティが S3 API を呼び出して、環境内の ListBuckets などの S3 バケッ
トを検出したことを知らせるものです。このタイプのアクティビティは攻撃の検出段階に関連してお
り、攻撃者は、AWS 環境がより広範な攻撃を受けやすいかどうかを判断するために情報を収集していま
す。IAM エンティティが API を呼び出した方法が異常だったため、このアクティビティは疑わしいもので
す。例えば、この IAM エンティティに以前このタイプの API を呼び出した履歴がない場合や、API が異常
な場所から呼び出された場合などです。

修復のレコメンデーション

関連付けられたプリンシパルに対してこのアクティビティが予期せぬ場合は、認証情報が公開されている
か、S3 許可が十分に制限されていないことを示している可能性があります。詳細については、「侵害され
た S3 バケットの修復 (p. 178)」を参照してください。

Persistence:IAMUser/NetworkPermissions
IAM ユーザーが、AWS アカウントのセキュリティグループ、
ルート、ACL のネットワーク許可を変更するために一般的に使
用される API を呼び出しました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)*
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Persistence:IAMUser/ResourcePermissions

Note

この検出結果のデフォルトの重要度は [Medium] (中) です。ただし、インスタンスで作成される一
時的な AWS 認証情報を使用して API が呼び出された場合、検出結果の重要度は [High] (高) にな
ります。

この検出結果は、AWS 環境の特定のプリンシパル (AWS アカウントのルートユーザー、IAM ロール、ま
たは IAM ユーザー) が確立されたベースラインとは異なる動作をしていることを示しています。このプリ
ンシパルには、この API 呼び出しの履歴はありません。

この検出結果は、ネットワーク構成設定が不審な状況下で変更された場合、例えば、プリンシパルが
CreateSecurityGroup API を呼び出したが、それ以前に呼び出しの履歴がない場合などにトリガーされ
ます。攻撃者はよく、セキュリティグループの変更を試み、さまざまなポートで特定のインバウンドトラ
フィックを許可させて彼らが EC2 インスタンスにアクセスする能力を向上させようとします。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

Persistence:IAMUser/ResourcePermissions
プリンシパルが、AWS アカウントのさまざまなリソースのセ
キュリティアクセスポリシーを変更するために一般的に使用され
る API を呼び出しました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)*

Note

この検出結果のデフォルトの重要度は [Medium] (中) です。ただし、インスタンスで作成される一
時的な AWS 認証情報を使用して API が呼び出された場合、検出結果の重要度は「高」になりま
す。

この検出結果は、AWS 環境の特定のプリンシパル (AWS アカウントのルートユーザー、IAM ロール、ま
たは IAM ユーザー) が確立されたベースラインとは異なる動作をしていることを示しています。このプリ
ンシパルには、この API 呼び出しの履歴はありません。

この検出結果は、AWS リソースにアタッチされたポリシーや許可に変更が見られた場合、例えば、AWS 
環境のプリンシパルが PutBucketPolicy API を呼び出したが、それ以前に呼び出しの履歴がない場合な
どにトリガーされます。Amazon S3 など一部のサービスでは、リソースに対するプリンシパルアクセス
を 1 つ以上付与する、リソースにアタッチされた許可をサポートします。盗まれた認証情報が使用される
と、攻撃者はリソースにアタッチされたポリシーを変更し、自身にそのリソースに対する今後のアクセス
を付与できます。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

Persistence:IAMUser/UserPermissions
プリンシパルが、AWS アカウントの IAM ユーザー、グループ、
ポリシーを追加、変更、削除するために一般的に使用される API 
を呼び出しました。
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PrivilegeEscalation:IAMUser/AdministrativePermissions

デフォルトの重要度: [Medium] (中)*

Note

この検出結果のデフォルトの重要度は [Medium] (中) です。ただし、インスタンスで作成される一
時的な AWS 認証情報を使用して API が呼び出された場合、検出結果の重要度は [High] (高) にな
ります。

この検出結果は、AWS 環境の特定のプリンシパル (AWS アカウントのルートユーザー、IAM ロール、ま
たは IAM ユーザー) が確立されたベースラインとは異なる動作をしていることを示しています。このプリ
ンシパルには、この API 呼び出しの履歴はありません。

この検出結果は、AWS 環境のユーザー関連の許可に不審な変更があった場合、例えば、AWS 環境のプ
リンシパルが AttachUserPolicy API を呼び出したが、それ以前に呼び出しの履歴がない場合などにト
リガーされます。攻撃者は、盗まれた認証情報を使用して、新規ユーザーの作成、既存ユーザーに対する
アクセスポリシーの追加、またはアクセスキーの作成により、元のアクセスポイントが閉じられている場
合であってもアカウントへのアクセスを最大化することがあります。例えば、アカウントの所有者が特定
の IAM ユーザーまたはパスワードが盗まれたことに気づいてアカウントから削除したとします。ただし、
不正に作成された管理者プリンシパルによって作成された他のユーザーを削除することはなく、攻撃者が 
AWS アカウントにアクセスできる状態にしてしまう可能性があります。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

PrivilegeEscalation:IAMUser/
AdministrativePermissions
プリンシパルがそれ自体に非常に寛容なポリシーを割り当てよう
としました。
デフォルトの重要度: [Low] (低)*

Note

特権のエスカレーションに失敗した場合のこの検出結果の重要度は [Low] (低) で、特権のエスカ
レーションに成功した場合は [Medium] (中) です。

この検出結果は、AWS 環境の特定の IAM エンティティが特権エスカレーション攻撃を示す可能性のある
動作をしていることを示します。この検出結果は、IAM ユーザーまたはロールが許容度の高いポリシーを
割り当てようとするとトリガーされます。問題となるユーザーまたはロールが管理者特権を持つことを意
図しない場合は、ユーザーの認証情報が危険にさらされているか、ロールの許可が正しく設定されていな
い可能性があることを示します。

攻撃者は、盗まれた認証情報を使用して、新規ユーザーの作成、既存ユーザーに対するアクセスポリシー
の追加、またはアクセスキーの作成により、元のアクセスポイントが閉じられている場合であってもアカ
ウントへのアクセスを最大化します。アカウントの所有者が特定の IAM ユーザーまたはパスワードが盗ま
れたことに気づいてアカウントから削除したとしても、不正に作成した管理者プリンシパルによって作成
された他のユーザーを削除せず、その AWS アカウントに攻撃者がアクセスすることが可能なままになっ
ている場合があります。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。
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Recon:IAMUser/NetworkPermissions
プリンシパルが、AWS アカウントのセキュリティグループ、
ルート、ACL のネットワークアクセス許可を変更するために一
般的に使用される API を呼び出しました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)*

Note

この検出結果のデフォルトの重要度は [Medium] (中) です。ただし、インスタンスで作成される一
時的な AWS 認証情報を使用して API が呼び出された場合、検出結果の重要度は [High] (高) にな
ります。

この検出結果は、AWS 環境の特定のプリンシパル (AWS アカウントのルートユーザー、IAM ロール、ま
たは IAM ユーザー) が確立されたベースラインとは異なる動作をしていることを示しています。このプリ
ンシパルには、この API 呼び出しの履歴はありません。

この検出結果は、AWS アカウントのリソース許可が不審な状況下で調査された場合にトリガーされます。
例えば、プリンシパルが DescribeInstances API を呼び出したが、それ以前に呼び出しの履歴がない
場合です。攻撃者は盗まれた認証情報を使用して、より重要な認証情報を見つけたり、入手した認証情報
の機能を特定するために、ユーザーの AWS リソースの偵察を行うことがあります。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

Recon:IAMUser/ResourcePermissions
プリンシパルが、AWS アカウントのさまざまなリソースのセ
キュリティアクセスポリシーを変更するために一般的に使用され
る API を呼び出しました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)*

Note

この検出結果のデフォルトの重要度は [Medium] (中) です。ただし、インスタンスで作成される一
時的な AWS 認証情報を使用して API が呼び出された場合、検出結果の重要度は [High] (高) にな
ります。

この検出結果は、AWS 環境の特定のプリンシパル (AWS アカウントのルートユーザー、IAM ロール、ま
たは IAM ユーザー) が確立されたベースラインとは異なる動作をしていることを示しています。このプリ
ンシパルには、この API 呼び出しの履歴はありません。

この検出結果は、AWS アカウントのリソース許可が不審な状況下で調査された場合にトリガーされます。
例えば、プリンシパルが DescribeInstances API を呼び出したが、それ以前に呼び出しの履歴がない
場合です。攻撃者は盗まれた認証情報を使用して、より重要な認証情報を見つけたり、入手した認証情報
の機能を特定するために、ユーザーの AWS リソースの偵察を行うことがあります。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。
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Recon:IAMUser/UserPermissions
プリンシパルが、AWS アカウントの IAM ユーザー、グループ、
ポリシーを追加、変更、削除するために一般的に使用される API 
を呼び出しました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)*

Note

この検出結果のデフォルトの重要度は [Medium] (中) です。ただし、インスタンスで作成される一
時的な AWS 認証情報を使用して API が呼び出された場合、検出結果の重要度は [High] (高) にな
ります。

この検出結果は、AWS 環境のユーザー許可が不審な状況下で調査された場合にトリガーされます。
例えば、プリンシパル (AWS アカウントのルートユーザー、IAM ロール、または IAM ユーザー) が
ListInstanceProfilesForRole API を呼び出したが、それ以前に呼び出しの履歴がない場合です。攻
撃者は盗まれた認証情報を使用して、より重要な認証情報を見つけたり、入手した認証情報の機能を特定
するために、ユーザーの AWS リソースの偵察を行うことがあります。

この検出結果は、AWS 環境の特定のプリンシパルが通常とは異なる動作をしていることを示しています。
このプリンシパルには、このような API コールの履歴はありません。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

ResourceConsumption:IAMUser/ComputeResources
プリンシパルが、EC2 インスタンスなどのコンピューティング
リソースを起動するために一般的に使用される API を呼び出しま
した。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)*

Note

この検出結果のデフォルトの重要度は [Medium] (中) です。ただし、インスタンスで作成される一
時的な AWS 認証情報を使用して API が呼び出された場合、検出結果の重要度は [High] (高) にな
ります。

この検出結果は、AWS 環境にリストされたアカウント内の EC2 インスタンスが不審な状況下で起動され
た場合にトリガーされます。この検出結果は、AWS 環境の特定のプリンシパルが確立されたベースライ
ンとは異なる動作をしていることを示しています。例えば、プリンシパル (AWS アカウントのルートユー
ザー、IAM ロール、または IAM ユーザー) が RunInstances API を呼び出したが、それ以前に呼び出し
の履歴がない場合です。これは、攻撃者が盗まれた認証情報を使用して、コンピューティング時間を盗
難 (暗号通貨マイニングやパスワードのクラッキングなど) している可能性を示します。または、攻撃者が 
AWS 環境の EC2 インスタンスおよび認証情報を使用してアカウントへのアクセスを維持している可能性
を示している場合もあります。

修復のレコメンデーション
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このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

Stealth:IAMUser/LoggingConfigurationModified
プリンシパルが、AWS アカウントの CloudTrail によるログ記録
の停止、既存のログの削除、その他アクティビティの痕跡を消す
ために一般的に使用される API を呼び出しました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)*

Note

この検出結果のデフォルトの重要度は [Medium] (中) です。ただし、インスタンスで作成される一
時的な AWS 認証情報を使用して API が呼び出された場合、検出結果の重要度は [High] (高) にな
ります。

この検出結果は、環境内でリストされた AWS アカウントのログ記録設定が不審な状況下で変更された場
合にトリガーされます。この検出結果は、AWS 環境の特定のプリンシパルが確立されたベースラインと
は異なる動作をしていることを知らせるものです。例えば、プリンシパル (AWS アカウントのルートユー
ザー、IAM ロール、または IAM ユーザー) が StopLogging API を呼び出したが、それ以前に呼び出しの
履歴がない場合です。これは、攻撃者が自身のアクティビティの痕跡を消去することで自身の行動を隠そ
うとしていることを示す場合があります。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

UnauthorizedAccess:IAMUser/ConsoleLogin
AWS アカウントのプリンシパルによる通常とは違うコンソール
へのログインが確認されました。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)*

Note

この検出結果のデフォルトの重要度は [Medium] (中) です。ただし、インスタンスで作成される一
時的な AWS 認証情報を使用して API が呼び出された場合、検出結果の重要度は [High] (高) にな
ります。

この検出結果は、コンソールへのログインが不審な状況下で検出された場合にトリガーされます。例え
ば、プリンシパルが、これまで行ったことのない ConsoleLogin API の呼び出しを、これまで使用したこ
とのないクライアントまたは通常とは異なる場所から行った場合などです。これは、盗まれた認証情報が 
AWS アカウントにアクセスするために使用されているか、有効なユーザーが無効または安全ではない方法 
(例えば、許可された VPN 経由ではないなど) でアカウントにアクセスしている可能性を示します。

この検出結果は、AWS 環境の特定のプリンシパルが通常とは異なる動作をしていることを知らせるもので
す。このプリンシパルには、この特定の場所からこのクライアントアプリケーションを使用してログイン
したアクティビティの履歴はありません。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。
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UnauthorizedAccess:EC2/TorIPCaller
EC2 インスタンスが Tor 出口ノードからのインバウンド接続を
受信しています。
デフォルトの重要度: [Medium] (中)

この検出結果は、AWS 環境内の EC2 インスタンスが Tor 出口ノードからのインバウンド接続を受信して
いることを知らせるものです。Tor は匿名通信を有効化するソフトウェアです。通信を暗号化し、一連の
ネットワークノード間のリレー中にランダムに通信をバウンスさせます。最後の Tor ノードは出口ノード
と呼ばれます。この検出結果は、攻撃者が真のアイデンティティを隠して、AWS リソースへの未承認のア
クセスを行っていることを示している場合があります。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Backdoor:EC2/XORDDOS
EC2 インスタンスが通信しようとしている IP アドレスには XOR 
DDoS マルウェアが関連付けられています。
デフォルトの重要度: [High] (高)

この検出結果は、AWS 環境内の EC2 インスタンスが通信しようとしている IP アドレスに XOR DDoS マ
ルウェアが関連付けられていることを知らせるものです。この EC2 インスタンスは侵害されている可能
性があります。XOR DDoS は、Linux システムをハイジャックするトロイの木馬マルウェアです。システ
ムへのアクセスを得るため、このマルウェアは Linux 上の Secure Shell (SSH) サービスへのパスワードを
発見するためのブルートフォース攻撃を開始します。SSH 認証情報を取得してログインに成功すると、
ルートユーザー権限を使用して、XOR DDoS をダウンロードしてインストールするスクリプトを実行しま
す。その後、このマルウェアはボットネットの一部として、他のターゲットに対する分散型サービス拒否 
(DDoS) 攻撃を開始します。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

Behavior:IAMUser/InstanceLaunchUnusual
IAM ユーザーが起動した EC2 インスタンスのタイプが通常と異
なります。
デフォルトの重要度: [High] (高)

この検出結果は、AWS 環境の特定の IAM ユーザーが通常とは異なる動作をしていることを知らせるもの
です。この IAM ユーザーには、このタイプの EC2 インスタンスを起動した履歴がありません。IAM ユー
ザーの認証情報は侵害されている可能性があります。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。
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CryptoCurrency:EC2/BitcoinTool.A
EC2 インスタンスはビットコインマイニングプールと通信して
います。
デフォルトの重要度: [High] (高)

この検出結果は、AWS 環境の EC2 インスタンスがビットコインマイニングプールと通信していることを
知らせるものです。暗号通貨マイニングの分野で、マイニングプールとはマイナー (採掘者) によるリソー
スの共同出資 (プール) であり、ネットワークで処理能力を共有し、ブロックの解決に貢献した度合いに応
じて報酬の分配を受ける仕組みです。この EC2 インスタンスをビットコインマイニングに使用していない
限り、EC2 インスタンスは侵害されている可能性があります。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合、インスタンスは侵害されている可能性があります。詳
細については、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」を参照してください。

UnauthorizedAccess:IAMUser/UnusualASNCaller
API が通常とは異なるネットワークの IP アドレスから呼び出さ
れました。
デフォルトの重要度: [High] (高)

この検出結果は、特定のアクティビティが通常とは異なるネットワークの IP アドレスから呼び出された
ことを知らせるものです。これは、記述されたユーザーの AWS の使用履歴全体で一度も確認されていな
いネットワークです。このアクティビティには、コンソールログイン、EC2 インスタンスの起動、新しい 
IAM ユーザーの作成、AWS 権限の変更などが含まれます。これは、AWS リソースへの未承認のアクセス
を示している場合があります。

修復のレコメンデーション

このアクティビティが予期しないものである場合は、認証情報が侵害されている可能性があります。詳細
については、「侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)」を参照してください。

リソース別の検出結果タイプ
次のページは、GuardDuty が現在検出結果を生成しているリソースタイプごとに分類されています。この
ページには、そのリソースタイプのすべての検出結果タイプに関する詳細情報が含まれています。

• EC2 の検出結果タイプ (p. 66)
• IAM の検出結果タイプ (p. 85)
• Kubernetes 監査ログの検出結果タイプ (p. 97)
• Malware Protection の検出結果のタイプ (p. 111)
• RDS Protection の検出結果タイプ (p. 114)
• S3 の検出結果タイプ (p. 116)

検出結果の表
次の表に、すべての検出結果タイプの名前、リソース、データソース、重要度を示します。アスタリスク 
(*) が付いている重要度は、その検索の状況によって重要度が異なるものを示しています。その重要度につ
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いては、検出結果の詳細で説明されています。検出結果名を選択すると、その検出結果の詳細が表示され
ます。

検出結果タイプ リソース データソース 重要度

Backdoor:EC2/
C&CActivity.B (p. 67)

EC2 VPC フローログ [High] (高)

Backdoor:EC2/
C&CActivity.B!
DNS (p. 68)

EC2 DNS ログ [High] (高)

Backdoor:EC2/
DenialOfService.Dns (p. 68)

EC2 VPC フローログ [High] (高)

Backdoor:EC2/
DenialOfService.Tcp (p. 69)

EC2 VPC フローログ [High] (高)

Backdoor:EC2/
DenialOfService.Udp (p. 69)

EC2 VPC フローログ [High] (高)

Backdoor:EC2/
DenialOfService.UdpOnTcpPorts (p. 70)

EC2 VPC フローログ [High] (高)

Backdoor:EC2/
DenialOfService.UnusualProtocol (p. 70)

EC2 VPC フローログ [High] (高)

Backdoor:EC2/
Spambot (p. 71)

EC2 VPC フローログ [Medium] (中)

Behavior:EC2/
NetworkPortUnusual (p. 71)

EC2 VPC フローログ [Medium] (中)

Behavior:EC2/
TrafficVolumeUnusual (p. 71)

EC2 VPC フローログ [Medium] (中)

CredentialAccess:IAMUser/
AnomalousBehavior (p. 86)

IAM CloudTrail 管理イベント [Medium] (中)

CredentialAccess:Kubernetes/
MaliciousIPCaller (p. 98)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [High] (高)

CredentialAccess:Kubernetes/
MaliciousIPCaller.Custom (p. 98)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [High] (高)

CredentialAccess:Kubernetes/
SuccessfulAnonymousAccess (p. 99)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [High] (高)

CredentialAccess:Kubernetes/
TorIPCaller (p. 99)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [High] (高)

CryptoCurrency:EC2/
BitcoinTool.B (p. 72)

EC2 VPC フローログ [High] (高)

CryptoCurrency:EC2/
BitcoinTool.B!
DNS (p. 72)

EC2 DNS ログ [High] (高)

DefenseEvasion:IAMUser/
AnomalousBehavior (p. 86)

IAM CloudTrail 管理イベント [Medium] (中)
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検出結果タイプ リソース データソース 重要度

DefenseEvasion:Kubernetes/
MaliciousIPCaller (p. 100)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [High] (高)

DefenseEvasion:Kubernetes/
MaliciousIPCaller.Custom (p. 100)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [High] (高)

DefenseEvasion:Kubernetes/
SuccessfulAnonymousAccess (p. 101)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [High] (高)

DefenseEvasion:Kubernetes/
TorIPCaller (p. 101)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [High] (高)

Discovery:IAMUser/
AnomalousBehavior (p. 87)

IAM CloudTrail 管理イベント [Low] (低)

Discovery:Kubernetes/
MaliciousIPCaller (p. 102)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [Medium] (中)

Discovery:Kubernetes/
MaliciousIPCaller.Custom (p. 102)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [Medium] (中)

Discovery:Kubernetes/
SuccessfulAnonymousAccess (p. 103)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [Medium] (中)

Discovery:Kubernetes/
TorIPCaller (p. 103)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [Medium] (中)

Discovery:S3/
AnomalousBehavior (p. 117)

S3 S3 CloudTrail データイ
ベント

低

Discovery:S3/
MaliciousIPCaller (p. 117)

S3 S3 CloudTrail データイ
ベント

高

Discovery:S3/
MaliciousIPCaller.Custom (p. 118)

S3 S3 CloudTrail データイ
ベント

高

Discovery:S3/
TorIPCaller (p. 118)

S3 S3 CloudTrail データイ
ベント

中

Execution:Kubernetes/
ExecInKubeSystemPod (p. 104)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [Medium] (中)

Exfiltration:IAMUser/
AnomalousBehavior (p. 87)

IAM CloudTrail 管理イベント [High] (高)

Exfiltration:S3/
AnomalousBehavior (p. 118)

S3 S3 CloudTrail データイ
ベント

高

Exfiltration:S3/
MaliciousIPCaller (p. 119)

S3 S3 CloudTrail データイ
ベント

[High] (高)

Impact:EC2/
AbusedDomainRequest.Reputation (p. 73)

EC2 DNS ログ [Medium] (中)

Impact:EC2/
BitcoinDomainRequest.Reputation (p. 73)

EC2 DNS ログ [High] (高)

Impact:EC2/
MaliciousDomainRequest.Reputation (p. 74)

EC2 DNS ログ [High] (高)
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検出結果タイプ リソース データソース 重要度

Impact:EC2/
PortSweep (p. 74)

EC2 VPC フローログ [High] (高)

Impact:EC2/
SuspiciousDomainRequest.Reputation (p. 75)

EC2 DNS ログ [Low] (低)

Impact:EC2/
WinRMBruteForce (p. 75)

EC2 VPC フローログ [Low] (低)*

Impact:IAMUser/
AnomalousBehavior (p. 88)

IAM CloudTrail 管理イベント [High] (高)

Impact:Kubernetes/
MaliciousIPCaller (p. 104)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [High] (高)

Impact:Kubernetes/
MaliciousIPCaller.Custom (p. 104)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [High] (高)

Impact:Kubernetes/
SuccessfulAnonymousAccess (p. 105)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [High] (高)

Impact:Kubernetes/
TorIPCaller (p. 105)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [High] (高)

Impact:S3/
AnomalousBehavior.Delete (p. 119)

S3 S3 CloudTrail データイ
ベント

高

Impact:S3/
AnomalousBehavior.Permission (p. 120)

S3 S3 CloudTrail データイ
ベント

高

Impact:S3/
AnomalousBehavior.Write (p. 120)

S3 S3 CloudTrail データイ
ベント

中

Impact:S3/
MaliciousIPCaller (p. 121)

S3 S3 CloudTrail データイ
ベント

高

InitialAccess:IAMUser/
AnomalousBehavior (p. 88)

IAM CloudTrail 管理イベント [Medium] (中)

PenTest:IAMUser/
KaliLinux (p. 89)

IAM CloudTrail 管理イベント [Medium] (中)

PenTest:IAMUser/
ParrotLinux (p. 89)

IAM CloudTrail 管理イベント [Medium] (中)

PenTest:IAMUser/
PentooLinux (p. 89)

IAM CloudTrail 管理イベント [Medium] (中)

PenTest:S3/
KaliLinux (p. 121)

S3 S3 CloudTrail データイ
ベント

中

PenTest:S3/
ParrotLinux (p. 122)

S3 S3 CloudTrail データイ
ベント

中

PenTest:S3/
PentooLinux (p. 122)

S3 S3 CloudTrail データイ
ベント

中

Persistence:IAMUser/
AnomalousBehavior (p. 90)

IAM CloudTrail 管理イベント [Medium] (中)
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検出結果タイプ リソース データソース 重要度

Persistence:Kubernetes/
ContainerWithSensitiveMount (p. 106)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [Medium] (中)

Persistence:Kubernetes/
MaliciousIPCaller (p. 106)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [Medium] (中)

Persistence:Kubernetes/
MaliciousIPCaller.Custom (p. 107)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [Medium] (中)

Persistence:Kubernetes/
SuccessfulAnonymousAccess (p. 107)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [High] (高)

Persistence:Kubernetes/
TorIPCaller (p. 108)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [Medium] (中)

Policy:IAMUser/
RootCredentialUsage (p. 90)

IAM CloudTrail 管理イベン
トまたは S3 CloudTrail 
データイベント

[Low] (低)

Policy:Kubernetes/
AdminAccessToDefaultServiceAccount (p. 108)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [High] (高)

Policy:Kubernetes/
AnonymousAccessGranted (p. 109)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [High] (高)

Policy:Kubernetes/
KubeflowDashboardExposed (p. 110)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [Medium] (中)

Policy:Kubernetes/
ExposedDashboard (p. 109)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [Medium] (中)

Policy:S3/
AccountBlockPublicAccessDisabled (p. 123)

S3 CloudTrail 管理イベント [Low] (低)

Policy:S3/
BucketAnonymousAccessGranted (p. 123)

S3 CloudTrail 管理イベント [High] (高)

Policy:S3/
BucketBlockPublicAccessDisabled (p. 124)

S3 CloudTrail 管理イベント [Low] (低)

Policy:S3/
BucketPublicAccessGranted (p. 124)

S3 CloudTrail 管理イベント [High] (高)

PrivilegeEscalation:IAMUser/
AnomalousBehavior (p. 91)

IAM CloudTrail 管理イベント [Medium] (中)

PrivilegeEscalation:Kubernetes/
PrivilegedContainer (p. 110)

Kubernetes Kubernetes 監査ログ [Medium] (中)

Recon:EC2/
PortProbeEMRUnprotectedPort (p. 76)

EC2 VPC フローログ [High] (高)

Recon:EC2/
PortProbeUnprotectedPort (p. 76)

EC2 VPC フローログ [Low] (低)*

Recon:EC2/
Portscan (p. 77)

EC2 VPC フローログ [Medium] (中)
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検出結果タイプ リソース データソース 重要度

Recon:IAMUser/
MaliciousIPCaller (p. 91)

IAM CloudTrail 管理イベント [Medium] (中)

Recon:IAMUser/
MaliciousIPCaller.Custom (p. 92)

IAM CloudTrail 管理イベント [Medium] (中)

Recon:IAMUser/
TorIPCaller (p. 92)

IAM CloudTrail 管理イベント [Medium] (中)

Stealth:IAMUser/
CloudTrailLoggingDisabled (p. 92)

IAM CloudTrail 管理イベント [Low] (低)

Stealth:IAMUser/
PasswordPolicyChange (p. 93)

IAM CloudTrail 管理イベント [Low] (低)*

Stealth:S3/
ServerAccessLoggingDisabled (p. 125)

S3 CloudTrail 管理イベント [Low] (低)

Trojan:EC2/
BlackholeTraffic (p. 77)

EC2 VPC フローログ [Medium] (中)

Trojan:EC2/
BlackholeTraffic!
DNS (p. 78)

EC2 DNS ログ [Medium] (中)

Trojan:EC2/
DGADomainRequest.B (p. 78)

EC2 DNS ログ [High] (高)

Trojan:EC2/
DGADomainRequest.C!
DNS (p. 79)

EC2 DNS ログ [High] (高)

Trojan:EC2/
DNSDataExfiltration (p. 79)

EC2 DNS ログ [High] (高)

Trojan:EC2/
DriveBySourceTraffic!
DNS (p. 80)

EC2 DNS ログ [High] (高)

Trojan:EC2/
DropPoint (p. 80)

EC2 VPC フローログ [Medium] (中)

Trojan:EC2/DropPoint!
DNS (p. 81)

EC2 DNS ログ [Medium] (中)

Trojan:EC2/
PhishingDomainRequest!
DNS (p. 81)

EC2 DNS ログ [High] (高)

UnauthorizedAccess:EC2/
MaliciousIPCaller.Custom (p. 81)

EC2 VPC フローログ [Medium] (中)

UnauthorizedAccess:EC2/
MetadataDNSRebind (p. 82)

EC2 DNS ログ [High] (高)

UnauthorizedAccess:EC2/
RDPBruteForce (p. 83)

EC2 VPC フローログ [Low] (低)*
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検出結果タイプ リソース データソース 重要度

UnauthorizedAccess:EC2/
SSHBruteForce (p. 83)

EC2 VPC フローログ [Low] (低)*

UnauthorizedAccess:EC2/
TorClient (p. 84)

EC2 VPC フローログ [High] (高)

UnauthorizedAccess:EC2/
TorRelay (p. 84)

EC2 VPC フローログ [High] (高)

UnauthorizedAccess:IAMUser/
ConsoleLoginSuccess.B (p. 93)

IAM CloudTrail 管理イベント [Medium] (中)

UnauthorizedAccess:IAMUser/
InstanceCredentialExfiltration.InsideAWS (p. 94)

IAM CloudTrail 管理イベント [High] (高)*

UnauthorizedAccess:IAMUser/
InstanceCredentialExfiltration.OutsideAWS (p. 95)

IAM CloudTrail 管理イベン
トまたは S3 CloudTrail 
データイベント

高

UnauthorizedAccess:IAMUser/
MaliciousIPCaller (p. 95)

IAM CloudTrail 管理イベント [Medium] (中)

UnauthorizedAccess:IAMUser/
MaliciousIPCaller.Custom (p. 96)

IAM CloudTrail 管理イベント [Medium] (中)

UnauthorizedAccess:IAMUser/
TorIPCaller (p. 96)

IAM CloudTrail 管理イベント [Medium] (中)

UnauthorizedAccess:S3/
MaliciousIPCaller.Custom (p. 125)

S3 S3 CloudTrail データイ
ベント

高

UnauthorizedAccess:S3/
TorIPCaller (p. 125)

S3 S3 CloudTrail データイ
ベント

[High] (高)

Execution:EC2/
MaliciousFile (p. 111)

EC2 EBS ボリューム 検出された脅威によっ
て異なります

Execution:ECS/
MaliciousFile (p. 111)

ECS EBS ボリューム 検出された脅威によっ
て異なります

Execution:Kubernetes/
MaliciousFile (p. 112)

Kubernetes EBS ボリューム 検出された脅威によっ
て異なります

Execution:Container/
MaliciousFile (p. 112)

コンテナ EBS ボリューム 検出された脅威によっ
て異なります

Execution:EC2/
SuspiciousFile (p. 112)

EC2 EBS ボリューム 検出された脅威によっ
て異なります

Execution:ECS/
SuspiciousFile (p. 113)

ECS EBS ボリューム 検出された脅威によっ
て異なります

Execution:Kubernetes/
SuspiciousFile (p. 113)

Kubernetes EBS ボリューム 検出された脅威によっ
て異なります

Execution:Container/
SuspiciousFile (p. 114)

コンテナ EBS ボリューム 検出された脅威によっ
て異なります
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検出結果タイプ リソース データソース 重要度

CredentialAccess:RDS/
AnomalousBehavior.SuccessfulLogin (p. 115)

サポートされている 
Amazon Aurora データ
ベース (p. 40)

RDS ログインアクティ
ビティのモニタリング

中

CredentialAccess:RDS/
AnomalousBehavior.FailedLogin (p. 115)

サポートされている 
Amazon Aurora データ
ベース (p. 40)

RDS ログインアクティ
ビティのモニタリング

低
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Amazon GuardDuty の検出結果の管
理

GuardDuty RDS Protection はプレビューリリースです。RDS Protection の機能の使用には、「AWS の
サービス条件」の第 2 項 (「ベータ版とプレビュー」) が適用されます。

GuardDuty は、検出結果のソート、保存、管理に役立つ重要な特徴を提供します。これらの特徴によっ
て、特定の環境に合わせて検出結果を調整したり、重要度の低い検出結果のノイズを減らしたり、特殊な 
AWS 環境の脅威に焦点を当てたりすることができます。GuardDuty の検出結果の価値を高めるために、
これらの特徴の使い方を理解し、このページのトピックを見直してしてください。

トピック:

検出結果のフィルタリング (p. 144)

指定した基準に基づいて GuardDuty の検出結果をフィルターする方法を学習します。
抑制ルール (p. 147)

GuardDuty が抑制ルールでアラートする検出結果を自動的にフィルターする方法を学習します。抑制
ルールは、フィルターに基づいて検出結果を自動的にアーカイブします。

信頼できる IP リストと 脅威リストの使用 (p. 151)

パブリックにルーティング可能な IP アドレスに基づいて、IP リストや脅威リストを使用し
て、GuardDuty モニタリングスコープをカスタマイズします。信頼できる IP リストは、信頼できる 
IP から生成された非 DNS の検出結果を抑制し、脅威インテルのリストは、GuardDuty が原因となる
ユーザーが定義した IP からのアクティビティにアラートを出します。

検出結果のエクスポート (p. 157)

検出結果が S3 バケットに自動的にエクスポートされるように設定して、過去 90 日間のレコードを保
持できるようにします。この履歴データは、アカウント内の疑わしいアクティビティを追跡し、修復
アクションが成功したかどうかの評価を支援します。

Amazon CloudWatch Events を使用した GuardDuty の検出結果に対するカスタムレスポンスの作
成 (p. 164)

Amazon CloudWatch events を通じて GuardDuty の検出結果の自動通知を設定します。CloudWatch 
Events を通じて他のタスクを自動化して、検出結果への応答を支援します。

CloudWatch Logs を監査する方法と、Malware Protection スキャン中にリソースがスキップされる理由に
ついて (p. 172)

GuardDuty Malware Protection の CloudWatch Logs を監査する方法と、影響を受けた Amazon EC2 
インスタンスまたは Amazon EBS ボリュームがスキャンプロセス中にスキップされた理由について説
明します。

GuardDuty Malware Protection における誤検出の報告 (p. 175)

GuardDuty Malware Protection の誤検出エクスペリエンスと、脅威の誤検出を報告する方法について
説明します。
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検出結果のフィルタリング
GuardDuty RDS Protection はプレビューリリースです。RDS Protection の機能の使用には、「AWS の
サービス条件」の第 2 項 (「ベータ版とプレビュー」) が適用されます。

検出結果フィルターを使用すると、指定した条件に一致する検出結果を表示し、一致しない検出結果を
除外できます。Amazon GuardDuty コンソールを使用して検出結果フィルターを簡単に作成すること
も、JSON を使用して CreateFilter API を使用してフィルターを作成することもできます。コンソールで
フィルターを作成する方法については、次のセクションを参照してください。これらのフィルターを使用
して受信した検出結果を自動的にアーカイブするには、「抑制ルール (p. 147)」を参照してください。

GuardDuty コンソールでのフィルターの作成
検出結果フィルターは、GuardDuty コンソールを通して 作成およびテストすることができます。抑制ルー
ルやその後のフィルターオペレーションで使用するためにコンソールを通して作成したフィルターは、保
存できます。フィルターは、少なくとも 1 つのフィルター基準で構成されます。その基準は少なくとも 1 
つの値と組み合わさった 1 つのフィルター属性で構成されています。

フィルターを作成する際には、次の点に注意してください。

• フィルターでは、ワイルドカードを使用できません。
• 特定のフィルターのための基準として、最少 1 から最大 50 までの属性を指定できます。
• カウント ID などの属性値をフィルタリングするための [equal to] (等しい) または [not equal to] (等しく

ない) の条件を使用しする最合、大場 50 個の値を指定できます。
• 各フィルター基準の属性は AND 演算子として評価されます。同じ属性の複数の値は AND/OR として評価

されます。

検出結果をフィルタリングするには (コンソール)

1. GuardDuty の検出結果が表示されるたリストの上にある [Add filter criteria] (フィルター条件を追加) を
選択します。

2. 展開された属性のリストで、[Account ID] (アカウント ID) または [Action type] (アクションタイプ) な
ど、フィルターの条件として特定したい属性を選択します。

Note

フィルター基準として指定できる属性の一覧については、このページの フィルター属性の表
を参照してください。

3. 表示されたテキストフィールドで選択された各属性の値を指定し、[Apply] (適用) を選択します。
Note

フィルターを適用したら、フィルター名の左側にある黒いドットを選択し、フィルターに一
致する検出結果を除外するようにフィルターを変換できます。これにより、選択した属性に
対して [not equals] (等しくない) フィルターが実質的に作成されます。

4. 指定された属性とその値 (フィルター条件) をフィルターとして保存するには、[Save] (保存) を選択し
ます。フィルター名と説明を入力し、[Done] (完了) を選択します。

フィルターの属性
API オペレーションを使用してフィルターを作成したり、検出結果を並べ替える場合は、JSON 中でフィ
ルター基準を特定する必要があります。これらのフィルター基準は、検出結果の詳細 JSON と相関しま
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す。次の表にフィルター属性のコンソール表示名と、それに対応する JSON フィールド名のリストを表示
します。

コンソールフィールド名 JSON フィールド名

アカウント ID accountId

検出結果 ID id

リージョン region

重要度 severity

検出結果タイプ type

更新時刻 updatedAt

アクセスキー ID resource.accessKeyDetails.accessKeyId

プリンシパル ID resource.accessKeyDetails.principalId

ユーザーネーム resource.accessKeyDetails.userName

ユーザータイプ resource.accessKeyDetails.userType

IAM インスタンスプロファイル ID resource.instanceDetails.iamInstanceProfile.id

インスタンス ID resource.instanceDetails.instanceId

インスタンスイメージ ID resource.instanceDetails.imageId

インスタンスのタグキー。 resource.instanceDetails.tags.key

インスタンスのタグ値。 resource.instanceDetails.tags.value

IPv6 アドレス resource.instanceDetails.networkInterfaces.ipv6Addresses

プライベート IPv4 アドレス resource.instanceDetails.networkInterfaces.privateIpAddresses.privateIpAddress

パブリック DNS 名 resource.instanceDetails.networkInterfaces.publicDnsName

パブリック IP resource.instanceDetails.networkInterfaces.publicIp

セキュリティグループ ID resource.instanceDetails.networkInterfaces.securityGroups.groupId

セキュリティグループ名 resource.instanceDetails.networkInterfaces.securityGroups.groupName

サブネット ID resource.instanceDetails.networkInterfaces.subnetId

VPC ID resource.instanceDetails.networkInterfaces.vpcId

Outpost ARN resource.instanceDetails.outpostARN

リソースタイプ resource.resourceType

バケット許可 resource.s3BucketDetails.publicAccess.effectivePermissions

バケット名　 resource.s3BucketDetails.name

バケットタグキー resource.s3BucketDetails.tags.key

バケットタグ値 resource.s3BucketDetails.tags.value
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コンソールフィールド名 JSON フィールド名

バケットタイプ resource.s3BucketDetails.type

アクションタイプ service.action.actionType

呼び出された API service.action.awsApiCallAction.api

API 発信者のタイプ service.action.awsApiCallAction.callerType

API エラーコード service.action.awsApiCallAction.errorCode

API 発信者の都市 service.action.awsApiCallAction.remoteIpDetails.city.cityName

API 発信者の国 service.action.awsApiCallAction.remoteIpDetails.country.countryName

API 発信者の IPv4 アドレス service.action.awsApiCallAction.remoteIpDetails.ipAddressV4

API 発信者の ASN ID service.action.awsApiCallAction.remoteIpDetails.organization.asn

API 発信者の ASN 名 service.action.awsApiCallAction.remoteIpDetails.organization.asnOrg

API 発信者のサービス名 service.action.awsApiCallAction.serviceName

DNS リクエストドメイン service.action.dnsRequestAction.domain

ブロック済みのネットワーク接続 service.action.networkConnectionAction.blocked

ネットワーク接続の方向 service.action.networkConnectionAction.connectionDirection

ネットワーク接続のローカルポート service.action.networkConnectionAction.localPortDetails.port

ネットワーク接続プロトコル service.action.networkConnectionAction.protocol

ネットワーク接続の都市 service.action.networkConnectionAction.remoteIpDetails.city.cityName

ネットワーク接続の国 service.action.networkConnectionAction.remoteIpDetails.country.countryName

ネットワーク接続のリモート IPv4 アドレス service.action.networkConnectionAction.remoteIpDetails.ipAddressV4

ネットワーク接続のリモート IP ASN ID service.action.networkConnectionAction.remoteIpDetails.organization.asn

ネットワーク接続のリモート IP ASN 名 service.action.networkConnectionAction.remoteIpDetails.organization.asnOrg

ネットワーク接続のリモートポート service.action.networkConnectionAction.remotePortDetails.port

関連するリモートアカウント service.action.awsApiCallAction.remoteAccountDetails.affiliated

Kubernetes API 発信者の IPv4 アドレス service.action.kubernetesApiCallAction.remoteIpDetails.ipAddressV4

Kubernetes API 呼び出しリクエスト URI service.action.kubernetesApiCallAction.requestUri

ネットワーク接続のローカル IPv4 アドレス service.action.networkConnectionAction.localIpDetails.ipAddressV4

プロトコル service.action.networkConnectionAction.protocol

API 呼び出しのサービス名 service.action.awsApiCallAction.serviceName

API 発信者アカウント ID service.action.awsApiCallAction.remoteAccountDetails.accountId

脅威リスト名 service.additionalInfo.threatListName

リソースロール service.resourceRole
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コンソールフィールド名 JSON フィールド名

EKS クラスター名 resource.eksClusterDetails.name

Kubernetes ワークロード名 resource.kubernetesDetails.kubernetesWorkloadDetails.name

Kubernetes ワークロード名前空間 resource.kubernetesDetails.kubernetesWorkloadDetails.namespace

Kubernetes ユーザー名 resource.kubernetesDetails.kubernetesUserDetails.username

Kubernetes コンテナイメージ resource.kubernetesDetails.kubernetesWorkloadDetails.containers.image

Kubernetes コンテナイメージのプレフィックス resource.kubernetesDetails.kubernetesWorkloadDetails.containers.imagePrefix

スキャン ID service.ebsVolumeScanDetails.scanId

脅威の名前 service.ebsVolumeScanDetails.scanDetections.threatDetectedByName.threatNames.name

脅威の重要度 service.ebsVolumeScanDetails.scanDetections.threatDetectedByName.threatNames.severity

SHA ファイル service.ebsVolumeScanDetails.scanDetections.threatDetectedByName.threatNames.filePaths.hash

ECS クラスター名 resource.ecsClusterDetails.name

ECS コンテナイメージ resource.ecsClusterDetails.taskDetails.containers.image

ECS タスク定義 ARN resource.ecsClusterDetails.taskDetails.definitionArn

スタンドアロンコンテナのイメージ resource.containerDetails.image

データベースインスタンス ID resource.rdsDbInstanceDetails.dbInstanceIdentifier

データベースクラスター ID resource.rdsDbInstanceDetails.dbClusterIdentifier

データベースエンジン resource.rdsDbInstanceDetails.engine

データベースユーザー resource.rdsDbUserDetails.user

抑制ルール
抑制ルールは、フィルター属性と値の組み合わせで構成される基準のセットで、指定した条件に一致する
新しい検出結果を自動的にアーカイブして検出結果をフィルタリングするために使用する条件のセット
のことです。抑制ルールを使用して、重要ではない検出結果、誤検出の検出結果、対応を行わない脅威を
フィルタリングすることにより、環境に最も影響があるセキュリティの脅威を認識しやすくなります。

抑制ルールを作成すると、その抑制ルールが適用されている限り、ルールで定義された条件に一致する新
しい検出結果が自動的にアーカイブされます。既存のフィルターを使用して抑制ルールを作成したり、定
義した新しいフィルターから抑制ルールを作成することもできます。検出結果タイプ全体を抑制するよう
抑制ルールを設定したり、特定の検出結果タイプの特定のインスタンスのみを抑制する、よりきめ細かい
フィルター条件を定義したりできます。抑制ルールはいつでも編集できます。

抑制された検出結果は、AWS Security Hub、Amazon S3、Detective、CloudWatch には送信されない
ため、Security Hub やサードパーティーの SIEM、その他のアラート、チケット発行アプリケーション
などを介して GuardDuty の検出結果を利用する場合に検出のノイズが減ります。GuardDuty Malware 
Protection (p. 23) を有効にした場合、抑制された GuardDuty の検出結果ではマルウェアスキャンは開始さ
れません。

GuardDuty は、抑制ルールに一致している場合でも検出結果を生成します。ただし、これらの検出結果は
自動的に [archived] (アーカイブ) としてマークされます。アーカイブされた検出結果は 90 日間 GuardDuty 
に保存され、その期間中いつでも表示することができます。抑制された検出結果は、GuardDuty コ
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ンソールで、検出結果の表から [Archived] (アーカイブ) を選択するか、service.archived 等式の
findingCriteria 条件を true にした ListFindings API を使用して GuardDuty API を通じて表示できま
す。

Note

マルチアカウント環境では、GuardDuty 管理者のみが抑制ルールを作成できます。

抑制ルールの一般的ユースケースとその例
次に示す検出結果タイプには、抑制ルールを適用するための一般的ユースケースがあります。検出結果名
を選択して検出結果の詳細が表示されます。または、情報を確認して、コンソールからその検出結果タイ
プに対する抑制ルールを構築します。

Important

GuardDuty は、誤検出を繰り返し特定した検出結果に対してのみ、抑制ルールを構築することを
お勧めします。

• UnauthorizedAccess:IAMUser/InstanceCredentialExfiltration.OutsideAWS (p. 95) - VPC のインターネッ
トゲートウェイからではなく、オンプレミスのゲートウェイからインターネットへのトラフィックを
ルーティングするように VPC ネットワークが設定されている場合に、生成された検出結果を自動的に
アーカイブするために抑制ルールを使用します。

この検出結果が生成されるのは、VPC インターネットゲートウェイ (IGW) からではなく、オンプ
レミスのゲートウェイから排出され、インターネットトラフィックがルーティングされるように、
ネットワークが構成されている場合です。AWS Outposts や VPC VPN 接続などの一般的な構成で
は、このようにトラフィックがルーティングされる可能性があります これが予期した動作である
場合は、抑制ルールを使用して、2 つのフィルター条件で構成されるルールを作成することをお勧
めします。1 つ目の条件では、[finding type] (結果タイプ) に UnauthorizedAccess:IAMUser/
InstanceCredentialExfiltration を使用します。2 番目のフィルター条件は、オンプレミスイン
ターネットゲートウェイの IP アドレスまたは CIDR 範囲を持つ [API caller IPv4 address] (API 発信者の 
IPv4 アドレス) です。次の例は、API 発信者の IP アドレスに基づいてこの検出結果タイプを抑制するた
めに使用するフィルターを示しています。

Finding type: UnauthorizedAccess:IAMUser/InstanceCredentialExfiltration API caller IPv4 
 address: 198.51.100.6

Note

複数の API 発信者の IP を含めるには、それぞれに新しい API 発信者 IPv4 アドレスフィルター
を追加します。

• Recon:EC2/Portscan (p. 77) - 脆弱性評価アプリケーションを使用する場合に、検出結果を自動的にアー
カイブするために抑制ルールを使用します。

抑制ルールは、2 つのフィルター条件で構成する必要があります。1 つ目の条件では、[Finding type] (結
果タイプ) 属性に Recon:EC2/Portscan という値を使用します。2 番目のフィルター条件は、これら
の脆弱性評価ツールをホストする 1 つ以上のインスタンスと一致する必要があります。これらのツール
をホストするインスタンスで識別可能な条件に応じて、[Instance image ID] (インスタンスイメージ ID) 
属性または [Tag] (タグ) 値の属性のいずれかを使用できます。次の例は、特定の AMI を持つインスタン
スに基づいてこの検出結果タイプを抑制するために使用するフィルターを示しています。

Finding type: Recon:EC2/Portscan Instance image ID: ami-999999999

• UnauthorizedAccess:EC2/SSHBruteForce (p. 83) - 踏み台インスタンスをターゲットとする場合に、検
出結果を自動的にアーカイブするために抑制ルールを使用します。

総当たり攻撃の対象が要塞ホストである場合、これはご利用の AWS 環境の想定内の動作を示している
可能性があります。このような状況が発生した場合は、この検出結果に対する抑制ルールを設定するこ
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とをお勧めします。抑制ルールは、2 つのフィルター条件で構成する必要があります。1 つ目の条件で
は、[Finding type] (結果タイプ) 属性に UnauthorizedAccess:EC2/SSHBruteForce という値を使用
します。2 番目のフィルター条件は、要塞ホストとして機能する 1 つ以上のインスタンスと一致する必
要があります。これらのツールをホストするインスタンスで識別可能な条件に応じて、[Instance image 
ID] (インスタンスイメージ ID) 属性または [Tag] (タグ) 値の属性のいずれかを使用できます。次の例は、
特定のタグ値を持つインスタンスに基づいてこの検出結果タイプを抑制するために使用するフィルター
を示しています。

Finding type: UnauthorizedAccess:EC2/SSHBruteForce Instance tag value: devops

• Recon:EC2/PortProbeUnprotectedPort (p. 76) - 意図的に公開しているインスタンスをターゲットとする
場合に、検出結果を自動的にアーカイブするために抑制ルールを使用します。

インスタンスがウェブサーバーをホストしている場合など、インスタンスが意図的に公開され
ている場合があります。ご利用の AWS 環境でこのような状況が発生した場合は、この検出結果
に対する抑制ルールを設定することをお勧めします。抑制ルールは、2 つのフィルター条件で
構成する必要があります。1 つ目の条件では、[Finding type] (結果タイプ) 属性に Recon:EC2/
PortProbeUnprotectedPort という値を使用します。2 番目のフィルター条件は、要塞ホストとして
機能する 1 つ以上のインスタンスと一致する必要があります。これらのツールをホストするインスタン
スで識別可能な条件に応じて、[Instance image ID] (インスタンスイメージ ID) 属性または [Tag] (タグ) 
値の属性のいずれかを使用できます。次の例は、コンソール内の特定のタグキーを持つインスタンスに
基づいてこの検出結果タイプを抑制するために使用するフィルターを示しています。

Finding type: Recon:EC2/PortProbeUnprotectedPort Instance tag key: prod

GuardDuty で抑制ルールを作成するには
アクセス方法を選択して、GuardDuty で抑制ルールを作成または管理します。

Console

GuardDuty コンソールを使用して、抑制ルールを視覚化、作成、管理することができます。抑制ルー
ルはフィルターと同じ方法で生成され、既存の保存済みフィルターを抑制ルールとして使用できま
す。フィルター作成の詳細については、「検出結果のフィルタリング (p. 144)」を参照してくださ
い。

コンソールを使用して抑制ルールを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. [Findings] (検出結果) ページで、[Suppress findings] (検出結果の抑制) をクリックして、抑制ルー

ルパネルを開きます。
3. フィルター基準メニューを開くには、[Add filter criteria] (フィルター基準を追加) に filter 

criteria を入力します。リストから基準を選択できます。選択した基準の有効な値を入力しま
す。

Note

有効な値を判断するには、検出結果テーブルを表示して、抑制する結果を選択します。
検出結果パネルで詳細を確認します。

複数のフィルター基準を追加して、抑制したい検出結果のみがテーブルに表示されるようにする
ことができます。

4. 抑制ルールの [Name] (名前) と [Description] (説明) を入力します。有効な文字は、英数字、ピリ
オド (.)、ダッシュ (-)、アンダースコア (_)、空白スペースです。

5. [Save (保存)] を選択します。
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また、既存の保存済みフィルターから抑制ルールを作成できます。フィルター作成の詳細について
は、「検出結果のフィルタリング (p. 144)」を参照してください。

保存済みフィルターから抑制ルールを作成するには、次の手順を実行します。

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. [Findings] (検出結果) ページで、[Suppress findings] (検出結果の抑制) をクリックして、抑制ルー

ルパネルを開きます。
3. [Saved rules] (保存済みのルール) ドロップダウンの一覧から、保存したフィルターを選択しま

す。
4. 新しいフィルター基準を追加することもできます。フィルター基準を追加する必要がない場合

は、この手順をスキップします。

フィルター基準メニューを開くには、[Add filter criteria] (フィルター基準を追加) に filter 
criteria を入力します。リストから基準を選択できます。選択した基準の有効な値を入力しま
す。

Note

有効な値を判断するには、検出結果テーブルを表示して、抑制する結果を選択します。
検出結果パネルで詳細を確認します。

5. 抑制ルールの [Name] (名前) と [Description] (説明) を入力します。有効な文字は、英数字、ピリ
オド (.)、ダッシュ (-)、アンダースコア (_)、空白スペースです。

6. [Save (保存)] を選択します。

抑制ルールを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. [Findings] (検出結果) ページで、[Suppress findings] (検出結果の抑制) をクリックして、抑制ルー

ルパネルを開きます。
3. [Saved rules] (保存済みのルール) ドロップダウンの一覧から、保存したフィルターを選択しま

す。
4. [Delete rule] (ルールを削除) を選択します。

API

API を使用して抑制ルールを作成するには

1. 抑制ルールは、CreateFilter API を使用して作成できます。これを行うには、次に示す例の形式
に従って JSON ファイルでフィルター条件を指定します。次の例では、test.example.com への 
DNS リクエストが行われたアーカイブされていない検出結果を抑制します。

{ 
    "Criterion": { 
        "service.archived": { 
            "Eq": [ 
                "false" 
            ] 
        }, 
        "service.action.dnsRequestAction.domain": { 
            "Eq": [ 
                "test.example.com" 
            ] 
        } 
    }
}
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JSON のフィールド名とそれに相当するコンソールのフィールド名の一覧については、「フィル
ターの属性 (p. 144)」を参照してください。

フィルター基準をテストするには、ListFindings API で同じ JSON 基準を使用し、正しい検出結
果が選択されていることを確認します。フィルター条件をテストするには、AWS CLI で独自の 
detectorId と .json ファイルを使用して例に従ってください。

https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールの [Settings] (設定) ページで、または
ListDetectors API を使用して、現在のリージョンの detectorId を確認できます。

aws guardduty list-findings --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0 --
finding-criteria file://criteria.json

2. 抑制ルールとして使用するフィルターを CreateFilter API を使用してアップロードするか、AWS 
CLI で次の例に従って独自のディテクター ID、抑制ルール名、.json ファイルを使用してアップ
ロードします。

https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールの [Settings] (設定) ページで、または
ListDetectors API を使用して、現在のリージョンの detectorId を確認できます。

aws guardduty create-filter --action ARCHIVE --detector-
id 12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0 --name yourfiltername --finding-criteria 
 file://criteria.json
                

ListFilter API を使用して、プログラムでフィルターのリストを表示できます。GetFilter API にフィル
ター名を指定すると、個々のフィルターの詳細を表示できます。UpdateFilter API を使用してフィル
ターを更新するか、DeleteFilter API を使用してフィルターを削除します。

信頼できる IP リストと 脅威リストの使用
VPC フローログ、AWS のイベントログ、DNS ログを分析および処理することで、Amazon GuardDuty 
は、AWS CloudTrail 環境のセキュリティをモニタリングします。このモニタリングのスコープ
は、GuardDuty を設定して、独自の信頼できる IP リストと独自の脅威リストからの悪意のある既知のIPに
ついてのアラートを停止するための GuardDuty を設定することでモニタリングの範囲をカスタマイズでき
ます。

信頼できる IP リストと脅威リストは、パブリックにルーティング可能な IP アドレスを宛先とするトラ
フィックにのみ適用されます。リストの効果は、すべての VPC フローログおよび CloudTrail 検出結果に
適用されますが、DNS 検出結果には適用されません。

GuardDuty は、次のタイプのリストを使用するように構成できます。

信頼できる IP リスト

信頼できる IP リストは、AWS インフラストラクチャ とアプリケーションを用いて、安全な通信とし
て信頼している IP アドレスにより構成されています。GuardDuty は、VPC フローログまたは信頼で
きる IP リストの IP アドレスのための CloudTrail 検出結果を生成しません。単一の信頼できる IP リス
トには、最大 2000 の IP アドレスと CIDR 範囲を含めることができます。どの時点でも、信頼できる 
IP リストのアップロード数は各リージョンの AWS アカウントにつき 1 つに限られます。

脅威 IP リスト

脅威リストは、悪意のある既知の IP アドレスで構成されます。このリストは、サードパーティの
脅威インテリジェンスによって提供されるか、あるいは組織専用に特別に生成することができま

151

https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/APIReference/API_ListFindings.html
https://console.aws.amazon.com/guardduty/
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/APIReference/API_ListDetectors.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/APIReference/API_CreateFilter.html
https://console.aws.amazon.com/guardduty/
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/APIReference/API_ListDetectors.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/APIReference/API_ListFilter.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/APIReference/API_GetFilter.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/APIReference/API_UpdateFilter.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/APIReference/API_DeleteFilter.html


Amazon GuardDuty Amazon GuardDuty ユーザーガイド
リストフォーマット

す。GuardDuty は、疑わしいアクティビティの可能性があるために検出結果を生成するだけでなく、
これらの脅威リストに基づく検出結果も生成します。単一の脅威リストには、最大 250,000 の IP ア
ドレスと CIDR 範囲を含めることができます。GuardDuty は、脅威リスト内の IP アドレスおよび 
CIDR 範囲に関与するアクティビティのみに基づいて検出結果を生成し、ドメイン名に基づいて検出
結果が生成されることはありません。どの時点でも、領域につき AWS アカウントごとのアップロー
ドされた脅威リストは最大 6 つまでに限られます。

Note

信頼できる IP リストと脅威リストの両方に同じ IP を含めると、それは最初に信頼できる IP リス
トによって処理され、検出結果は生成されません。

マルチアカウント環境では、GuardDuty 管理者アカウントのユーザーだけが、信頼できる IP リストと脅
威リストをアップロードして管理することができます。管理者アカウントからアップロードされた信頼で
きる IP リストや脅威リストで、そのメンバーアカウントの GuardDuty 機能を与えました。つまり、メン
バーアカウントの場合、GuardDuty は管理者の脅威リストからの、既知の悪意ある IP アドレスを含むアク
ティビティに基づく検出結果を生成しますが、管理者の信頼できる IP リストからの IP アドレスを含むア
クティビティに基づく検出結果は生成しません。詳細については、「Amazon GuardDuty での複数のアカ
ウントの管理 (p. 189)」を参照してください。

リストフォーマット
GuardDuty は次のフォーマットのリストを受け入れます。

信頼できる IP リストまたは脅威 IP リストをホストする各ファイルの最大サイズは 35 MB です。信頼で
きる IP リストと脅威 IP リストで、IP アドレスおよび CIDR 範囲を 1 行に 1 つずつ表示する必要がありま
す。IPv4 アドレスのみ受け入れられます。

• プレーンテキスト (TXT)

このフォーマットは、CIDR ブロックと個々の IP アドレスの両方をサポートします。次のサンプルリス
トはプレーンテキスト (TXT) フォーマットを使用しています。

192.0.2.0/24
198.51.100.1
203.0.113.1

• 脅威情報構造化記述形式 (STIX)

このフォーマットは、CIDR ブロックと個々の IP アドレスの両方をサポートします。次のサンプルリス
トは STIX フォーマットを使用しています。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<stix:STIX_Package  
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
    xmlns:stix="http://stix.mitre.org/stix-1"  
    xmlns:stixCommon="http://stix.mitre.org/common-1"  
    xmlns:ttp="http://stix.mitre.org/TTP-1"  
    xmlns:cybox="http://cybox.mitre.org/cybox-2"  
    xmlns:AddressObject="http://cybox.mitre.org/objects#AddressObject-2"  
    xmlns:cyboxVocabs="http://cybox.mitre.org/default_vocabularies-2"  
    xmlns:stixVocabs="http://stix.mitre.org/default_vocabularies-1"  
    xmlns:example="http://example.com/"  
    xsi:schemaLocation="  
    http://stix.mitre.org/stix-1 http://stix.mitre.org/XMLSchema/core/1.2/stix_core.xsd  
    http://stix.mitre.org/Campaign-1 http://stix.mitre.org/XMLSchema/campaign/1.2/
campaign.xsd  
    http://stix.mitre.org/Indicator-2 http://stix.mitre.org/XMLSchema/indicator/2.2/
indicator.xsd  
    http://stix.mitre.org/TTP-2 http://stix.mitre.org/XMLSchema/ttp/1.2/ttp.xsd  
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    http://stix.mitre.org/default_vocabularies-1 http://stix.mitre.org/XMLSchema/
default_vocabularies/1.2.0/stix_default_vocabularies.xsd  
    http://cybox.mitre.org/objects#AddressObject-2 http://cybox.mitre.org/XMLSchema/
objects/Address/2.1/Address_Object.xsd"  
    id="example:STIXPackage-a78fc4e3-df94-42dd-a074-6de62babfe16"  
    version="1.2">  
    <stix:Observables cybox_major_version="1" cybox_minor_version="1">  
        <cybox:Observable id="example:observable-80b26f43-dc41-43ff-861d-19aff31e0236">  
            <cybox:Object id="example:object-161a5438-1c26-4275-ba44-a35ba963c245">  
                <cybox:Properties xsi:type="AddressObject:AddressObjectType" 
 category="ipv4-addr">  
                    
 <AddressObject:Address_Valuecondition="InclusiveBetween">192.0.2.0##comma##192.0.2.255</
AddressObject:Address_Value>  
                </cybox:Properties>  
            </cybox:Object>  
        </cybox:Observable>  
        <cybox:Observable id="example:observable-b442b399-aea4-436f-bb34-b9ef6c5ed8ab">  
            <cybox:Object id="example:object-b422417f-bf78-4b34-ba2d-de4b09590a6d">  
                <cybox:Properties xsi:type="AddressObject:AddressObjectType" 
 category="ipv4-addr">  
                    <AddressObject:Address_Value>198.51.100.1</
AddressObject:Address_Value>  
                </cybox:Properties>  
            </cybox:Object>  
        </cybox:Observable>  
        <cybox:Observable id="example:observable-1742fa06-8b5e-4449-9d89-6f9f32595784">  
            <cybox:Object id="example:object-dc73b749-8a31-46be-803f-71df77565391">  
                <cybox:Properties xsi:type="AddressObject:AddressObjectType" 
 category="ipv4-addr">  
                    <AddressObject:Address_Value>203.0.113.1</
AddressObject:Address_Value>  
                </cybox:Properties>  
            </cybox:Object>  
        </cybox:Observable>  
    </stix:Observables>  
</stix:STIX_Package>

• Open Threat Exchange (OTX)TM CSV

このフォーマットは、CIDR ブロックと個々の IP アドレスの両方をサポートします。次のサンプルリス
トは OTXTM CSV フォーマットを使用しています。

Indicator type, indicator, description
CIDR, 192.0.2.0/24, example
IPv4, 198.51.100.1, example
IPv4, 203.0.113.1, example

• FireEyeTM iSIGHT 脅威インテリジェンス CSV

このフォーマットは、CIDR ブロックと個々の IP アドレスの両方をサポートします。次のサンプルリス
トは FireEyeTM CSV フォーマットを使用しています。

reportId, title, threatScape, audience, intelligenceType, publishDate, reportLink, 
 webLink, emailIdentifier, senderAddress, senderName, sourceDomain, sourceIp, subject, 
 recipient, emailLanguage, fileName, fileSize, fuzzyHash, fileIdentifier, md5, sha1, 
 sha256, description, fileType, packer, userAgent, registry, fileCompilationDateTime, 
 filePath, asn, cidr, domain, domainTimeOfLookup, networkIdentifier, ip, port, protocol, 
 registrantEmail, registrantName, networkType, url, malwareFamily, malwareFamilyId, 
 actor, actorId, observationTime

01-00000001, Example, Test, Operational, threat, 1494944400, 
 https://www.example.com/report/01-00000001, https://www.example.com/
report/01-00000001, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 192.0.2.0/24, , , 
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 Related, , , , , , network, , Ursnif, 21a14673-0d94-46d3-89ab-8281a0466099, , , 
 1494944400

01-00000002, Example, Test, Operational, threat, 1494944400, 
 https://www.example.com/report/01-00000002, https://www.example.com/
report/01-00000002, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
 Related, 198.51.100.1, , , , , network, , Ursnif, 
 12ab7bc4-62ed-49fa-99e3-14b92afc41bf, , ,1494944400

01-00000003, Example, Test, Operational, threat, 1494944400, 
 https://www.example.com/report/01-00000003, https://www.example.com/
report/01-00000003, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Related, 
 203.0.113.1, , , , , network, , Ursnif, 8a78c3db-7bcb-40bc-a080-75bd35a2572d, , , 
 1494944400

• ProofpointTM ET Intelligence Feed CSV

このフォーマットは、個々の IP アドレスのみをサポートします。次のサンプルリストは Proofpoint
CSV フォーマットを使用しています。ports パラメータはオプションです。ポートをスキップする場合
は、末尾のカンマ (,) を必ず残してください。

ip, category, score, first_seen, last_seen, ports (|)
198.51.100.1, 1, 100, 2000-01-01, 2000-01-01,  
203.0.113.1, 1, 100, 2000-01-01, 2000-01-01, 80

• AlienVaultTM Reputation Feed

このフォーマットは、個々の IP アドレスのみをサポートします。次のサンプルリストは AlienVault
フォーマットを使用しています。

198.51.100.1#4#2#Malicious Host#US##0.0,0.0#3
203.0.113.1#4#2#Malicious Host#US##0.0,0.0#3

信頼できる IP リストと 脅威リストをアップロードす
るために必要な許可
さまざまな IAM アイデンティティは、GuardDuty で信頼できる IP リストおよび脅威リストを用いて機能
するための特別な許可を必要とします。AmazonGuardDutyFullAccess (p. 235) マネージドポリシーがア
タッチされている ID のみがアップロードされた信頼できる IP リストと脅威リストの名前を変更および無
効化できます。

さまざまな ID に、信頼できる IP リストと脅威リストの操作 (名前変更および無効化に加えて、リストの
アップロード、有効化、削除、場所の更新が含まれます) を行うためのフルアクセスを付与するには、次
のアクションがユーザー、グループ、またはロールにアタッチされたアクセス許可ポリシーに存在するこ
とを確認してください。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:PutRolePolicy", 
        "iam:DeleteRolePolicy" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::123456789123:role/aws-service-role/guardduty.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty"
}
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Important

これらのアクションは AmazonGuardDutyFullAccess マネージドポリシーに含まれていませ
ん。

信頼できる IP リストと脅威リストに対するサーバー
側の暗号化の使用
GuardDuty は、SSE-AES256 および SSE-KMS のリストの暗号化タイプをサポートしています。SSE-C 
はサポートされていません。S3 サーバー側暗号化の使用の詳細については、「サーバーサイドの暗号化で
データを保護する」を参照してください。

リストがサーバー側の暗号化 SSE-KMS を使用して暗号化されている場合は、GuardDuty サービスにリン
クされたロールである AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty に許可を与え、リストをアクティブ化する
ためにファイルを復号する必要があります。KMS キーポリシーに次のステートメントを追加し、アカウン
ト ID を独自のステートメントに置き換えます。

{ 
    "Sid": "AllowGuardDutyServiceRole", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
    "AWS": "arn:aws:iam::123456789123:role/aws-service-role/guardduty.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty" 
    }, 
    "Action": "kms:Decrypt*", 
    "Resource": "*"
}

信頼できる IP リストと脅威リストをアップロードす
るには
次の手順では、信頼できる IP リストと脅威リストをGuardDuty コンソールを使ってアップロードする方法
を示します。

信頼できる IP リストと脅威リストをアップロードするには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Lists] (リスト) を選択します。
3. [List management] (リスト管理) ページで、[Add a trusted IP list] (信頼されている IP リストの追加) ま

たは [Add a threat list] (脅威リストを追加) を選択します。
4. ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

• [List name] (リスト名) で、リストの名前を入力します。
• [Location] (場所) で、リストの場所を指定します。これは、信頼できる IP リストまたは脅威リスト

と、リストを含むファイルが保存されている S3 バケットです。
Note

次の形式で場所の URL を指定できます。
• https://s3.amazonaws.com/bucket.name/file.txt
• https://s3-aws-region.amazonaws.com/bucket.name/file.txt
• http://bucket.s3.amazonaws.com/file.txt
• http://bucket.s3-aws-region.amazonaws.com/file.txt
• s3://bucket.name/file.txt
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• [Format] (フォーマット) で、リストのファイルタイプを選択します。
• [I agree] (同意します) チェックボックスをオンにします。
• [Add list] (リストを追加) を選択します。

信頼できる IP リストや脅威リストを有効または無効
にするには
次の手順は、アップロードが完了した後、GuardDuty の信頼できる IP リストや脅威リストを有効化または
無効化にする方法を示しています。GuardDuty は有効化になっている場合、AWS 環境のモニタリングで
アップロードしたリストのみを含みます。

信頼できる IP リストと脅威リストを有効化にする (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Lists] (リスト) を選択します。
3. [List management] (リスト管理) ページで、有効化したい信頼できる IP セットまたは脅威リストを探

し、[Active] (アクティブ) の列にあるラジオボタンを選択します。

信頼できる IP リストや脅威リストを無効化にする (API または CLI)

• UpdateThreatIntelSet と UpdateIPSet オペレーションまたは update-ip-set と update-threat-intel-set
CLI コマンドを実行することで、信頼されている IP リストまたは脅威リストを無効化にすることがで
きます。

例えば、次のコマンドを実行できます。

detector-id と ip-set-id を、それぞれ有効なディテクター ID と信頼されている IP リスト ID に
必ず置き換えてください。

https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールの [Settings] (設定) ページで、または
ListDetectors API を使用して、現在のリージョンの detectorId を確認できます。

aws  guardduty update-ip-set --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0 --ip-set-
id ip-set-id --no-activate

Note

IP リストを有効化または更新した後、GuardDuty がリストを同期するまでに最大 15 分かかるこ
とがあります。

信頼できる IP リストと脅威リストを更新するには
GuardDuty にアップロードしてアクティブにした信頼できる IP リストまたは脅威リスト に変更を加えた
場合 (リストの名前を変更したり、リストに IP アドレスを追加するなど)、GuardDuty がセキュリティモニ
タリングスコープで最新バージョンのリストを使用するために、このリストを GuardDuty で更新して再度
アクティブにする必要があります。信頼できる IP リストまたは脅威リストを更新するには、以下の手順を
使用するか、UpdateThreatIntelSet そして GuardDuty API の UpdateIPSet オペレーションを実行してくだ
さい。

信頼できる IP リストと脅威リストを更新するには (コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
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2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Lists] (リスト) を選択します。
3. [List management] (リスト管理) ページで、更新する信頼できる IP セットまたは脅威リストを探

し、[Active] (アクティブ) の列にある鉛筆アイコンを選択します。
4. [Update list] (リストの更新) ポップアップウィンドウで指定するリストの情報を確認し、[I agree] (同

意します) を選択して、[Update list] (リストの更新) を選択します。
5. [List management] (リスト管理) ページで、再度有効化したい信頼できる IP セットまたは脅威リスト

を探し、[Active] (アクティブ) の列にあるラジオボタンを選択します。

検出結果のエクスポート
GuardDuty では、アクティブな検出結果を CloudWatch Events にエクスポートできます。オプションで 
Amazon S3 バケットにもエクスポートできます。GuardDuty によって生成された新しいアクティブな検出
結果は、検出結果の生成後約 5 分以内に自動的にエクスポートされます。アクティブな検出結果の更新を 
CloudWatch Events にエクスポートする頻度を設定できます。選択した頻度は、更新された既存の検出結
果を CloudWatch Events、S3 バケット (設定されている場合)、Detective (統合されている場合) にエクス
ポートするときに適用されます。既存の検出結果の更新の詳細については、「GuardDuty の検出結果の集
約  (p. 64)」を参照してください。

検出結果のエクスポート設定については、次の点に注意します。

• エクスポート設定はリージョンレベルです。つまり、GuardDuty を使用しているリージョンごとにエク
スポートオプションを設定する必要があります。ただし、GuardDuty を使用する各リージョンのエクス
ポート先として、1 つのリージョンで同じバケットを使用できます。

• アーカイブされた検出結果 (自動アーカイブされた検出結果の新しいインスタンスも含む) はエクスポー
トされません。検出結果のアーカイブを解除すると、そのステータスが [Active] (アクティブ) に更新さ
れ、エクスポートされます。

• GuardDuty 管理者アカウントで検出結果のエクスポートを有効にすると、現在のリージョンで生成され
た関連付けられたメンバーアカウントからのすべての検出結果も、管理者アカウント用に設定されてい
る同じ場所にエクスポートされます。

アクティブな検出結果を Amazon S3 バケットにエクスポートするための設定を構成するには、GuardDuty 
が検出結果の暗号化に使用できる KMS キーと、GuardDuty がオブジェクトをアップロードできるように
する許可を持つ S3 バケットが必要です。このトピックを参照して、検出結果のエクスポートと頻度を構
成する方法を学習します。

検出結果のエクスポートの設定に必要な許可
検出結果のエクスポートのオプションを設定するときは、検出結果を保存するバケットと、データ暗号
化に使用する KMS キーを選択します。GuardDuty アクションに対する許可に加えて、検出結果のエクス
ポートのオプションを設定するには、次のアクションに対する許可も必要です。

• kms:ListAliases
• s3:CreateBucket
• s3:GetBucketLocation
• s3:ListAllMyBuckets
• s3:PutBucketAcl
• s3:PutBucketPublicAccessBlock
• s3:PutBucketPolicy
• s3:PutObject
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Important

ポリシーが putObjectAcl を明示的に拒否した場合、検出結果を公開できなくなります。

GuardDuty に KMS キーへの許可を付与する
GuardDuty は、AWS KMS キーを使用してバケット内の検出結果データを暗号化します。検出結果のエク
スポートを正常に設定するには、まず、KMS キーを使用する許可を GuardDuty に付与する必要がありま
す。許可は、使用するキーのキーポリシーを変更することで付与します。

GuardDuty の検出結果に新しいキーを使用する場合は、先に進む前にキーを作成します。別のアカウント
でキーを使用する場合、キーを所有するアカウントにログインして、キーポリシーを適用する必要があり
ます。エクスポート設定を定義するときは、別のアカウントのキーのキー ARN も必要です。

キーポリシーを変更して GuardDuty でキーを使用できるようにするには

1. https://console.aws.amazon.com/kms で AWS KMS コンソールを開きます。
2. AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
3. 新しいキーを作成するか、エクスポートされた検出結果の暗号化に使用する既存のキーを選択しま

す。キーはバケットと同じリージョンにある必要がありますが、検出結果をエクスポートするリー
ジョンごとに、この同じバケットとキーペアを使用できます。

4. キーを選択し、[General configuration] (一般的な設定) パネルからキー ARN をコピーします。
5. [Key policy] (キーポリシー) で [Edit] (編集) を選択します。

Tip

[Switch to policy view] (ポリシービューに切り替える) が表示された場合はそれを選択して
キーポリシーを表示してから、[Edit] (編集) を選択します。

6. KMS キーに以下のキーポリシーを追加し、GuardDuty にキーへのアクセスを付与します。このステー
トメントでは、ポリシーを変更するためのキーのみの使用を GuardDuty に許可できます。キーポリ
シーを編集するときは、JSON 構文が有効であることを確認してください。最後のステートメントの
前にステートメントを追加する場合は、閉じ括弧の後にカンマを追加する必要があります。

{     
    "Sid": "AllowGuardDutyKey", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "guardduty.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "kms:GenerateDataKey", 
    "Resource": "arn:aws:kms:Region1:444455556666:key/KMSKeyId", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "aws:SourceAccount": "123456789012", 
            "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:guardduty:Region2:123456789012:detector/SourceDetectorID"  
        } 
    }
}

7. Region1 を、KMS キーのリージョンに置き換えます。444455556666 を KMS キーの作成に使用し
た AWS アカウント ID に置き換えます。KMSKeyId を暗号化するために選択した KMS キーのキー ID 
に置き換えます。これらの値を特定するには、この KMS キーの [ARN] を参照してください。

123456789012 を GuardDuty アカウントの AWS アカウント ID に置き換えます。Region2 を 
GuardDuty アカウントのリージョンに置き換えます。SourceDetectorID を現在のリージョンにあ
るソースアカウントの GuardDuty ディテクター ID の detectorID に置き換えます。
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https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールの [Settings] (設定) ページで、または
ListDetectors API を使用して、現在のリージョンの detectorId を確認できます。

Note

手動で有効にしたリージョンで GuardDuty を使用している場合は、「Service」
の値をそのリージョンのリージョンエンドポイントに置き換えます。例えば、
中東 (バーレーン) (me-south-1) リージョンで GuardDuty を使用している場合
は、"Service": "guardduty.amazonaws.com" を "Service": "guardduty.me-
south-1.amazonaws.com" に置き換えます。

8. [Save] (保存) を選択します。
9. (オプション) 既存のバケットを使用する予定の場合は、キー ARN をメモ帳にコピーして、後のステッ

プで使用します。キー ARN を見つけるには、「キー ID と ARN を検索する」を参照してください。

GuardDuty に対するバケットへの許可の付与
アカウント内または別の AWS アカウント内にある既存のバケットを使用する場合は、そのバケットに
オブジェクトをアップロードするアクセス権限を GuardDuty に付与する必要があります。これらの許可
は、S3 バケットポリシーを追加することによって付与します。既存のバケットを使用している場合は、次
のセクションを展開して、バケットポリシーを追加するためのステップバイステップの手順に従ってくだ
さい。

GuardDuty がバケットのオブジェクトをアップロードできるよう
にするバケットポリシーを追加するには
1. https://console.aws.amazon.com/s3/ で Amazon S3 コンソールを開きます。
2. エクスポートされた検出結果に使用するバケットを選択します。
3. [Permissions] (許可) を選択し、[Bucket Policy] (バケットポリシー) を選択します。
4. ポリシー例をコピーし、[Bucket policy editor] (バケットポリシーエディタ) に貼り付けます。
5. ポリシー例のプレースホルダの値を、環境に適した値に置き換えます。

[myBucketName] を置き換えます。[optional prefix] (オプションのプレフィックス) をエクス
ポートした検出結果のフォルダの場所に置き換えます (この場所がまだ存在しない場合、GuardDuty 
により設定中に作成されます)。[Region] (リージョン) を、KMS キーがあるリージョンに置き換え
ます。123456789012 を GuardDuty が設定されているアカウントの AWS アカウント番号に置き換
えます。[KMSKeyId] を暗号化に使用するキーのキー ID に置き換え、[SourceDetectorID] を現
在のリージョンのソースアカウントの GuardDuty ディテクター ID に置き換えます。

ポリシーの例

次のポリシーの例は、Amazon S3 バケットに検出結果を送信する許可を GuardDuty に付与する方法を示
しています。検出結果のエクスポートを設定した後にパスを変更する場合は、新しい場所に対する許可を
付与するように、ポリシーを変更する必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowGuardDutygetBucketLocation", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "guardduty.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "s3:GetBucketLocation", 
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            "Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "111122223333", 
                    "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:guardduty:Region:111122223333:detector/SourceDetectorID"  

                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowGuardDutyPutObject", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "guardduty.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName/[optional prefix]/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "111122223333", 
                    "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:guardduty:Region:111122223333:detector/SourceDetectorID"  

                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyUnencryptedUploadsThis is optional", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": { 
                "Service": "guardduty.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName/[optional prefix]/*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "s3:x-amz-server-side-encryption": "aws:kms" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyIncorrectHeaderThis is optional", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": { 
                "Service": "guardduty.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName/[optional prefix]/*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "s3:x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id": 
 "arn:aws:kms:Region:111122223333:key/KMSKeyId" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyNon-HTTPS", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName/[optional prefix]/*", 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "aws:SecureTransport": "false" 
                } 
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            } 
        } 
    ]
}

Note

手動で有効にしたリージョンで GuardDuty を使用している場合は、サービスの値をそのリージョ
ンのリージョンエンドポイントに置き換えます。例えば、中東 (バーレーン) (me-south-1) リー
ジョンで GuardDuty を使用している場合は、"Service": "guardduty.amazonaws.com" を
"guardduty.me-south-1.amazonaws.com" に置き換えます。

コンソールを使用した検出結果のバケットへのエクス
ポート
検出結果のエクスポートを設定するときに、既存の S3 バケットを選択するか、エクスポートされた検出
結果を保存する新しいバケットを GuardDuty で作成することができます。新しいバケットの使用を選択し
た場合、GuardDuty は作成したバケットに必要なすべての許可を適用します。既存のバケットを使用する
場合は、バケットポリシーを更新して、GuardDuty でバケットに検出結果を配置できるようにする必要が
あります。

検出結果を別のアカウントの既存のバケットにエクスポートすることもできます。

アカウントで新しいバケットまたは既存のバケットを選択するときに、プレフィックスを追加できま
す。検出結果のエクスポートを設定すると、GuardDuty は検出結果の S3 バケットに新しいフォルダー
を作成します。プレフィックスは、GuardDuty によって作成されたデフォルトのフォルダ構造である /
AWSLogs/111122223333/GuardDuty/Region の前に付けられます。

Important

KMS キーおよび S3 バケットは同じリージョンにある必要があります。

これらのステップを完了する前に、KMS キーを設定し、既存のバケットを使用している場合
は、GuardDuty がオブジェクトを作成できるようにバケットポリシーを追加していることを確認してくだ
さい。

New bucket in your account

新しいバケットを使用して検出結果のエクスポートを設定するには

1. GuardDuty が検出結果の暗号化に使用する KMS キーにポリシーを追加します。ポリシーの例に
ついては、「GuardDuty に KMS キーへの許可を付与する  (p. 158)」を参照してください。

2. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
3. [Settings] (設定) を選択します。

a. [Settings] (設定) ページにある [Finding export options] (検出結果のエクスポートオプション) 
セクションの [S3 bucket] (S3 バケット) で、[Configure now] (今すぐ設定) を選択します。

b. [New bucket] (新規バケット) を選択して、エクスポートされた検出結果を保存する新しいバ
ケットを作成します。

[Name the bucket] (バケットに名前を付ける) フィールドに、バケットの名前を入力します。
名前はすべての S3 バケットで一意である必要があります。バケット名の先頭は小文字の英
数字にする必要があります。

c. バケットポリシーで [optional prefix] を使用した場合、そのプレフィックスを [Log file 
prefix] (ログファイルのプレフィックス) に入力する必要があります。そうでない場合は任意
です。値を入力すると、フィールドの下にあるパスの例が更新され、エクスポートされる検
出結果が保存されるバケットへのパスが反映されます。
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d. [KMS encryption] (KMS 暗号化) で、次のいずれかを行います。
• [Choose key from your account] (このアカウントからキーを選択) を選択します。

その後、[Key alias] (キーエイリアス) リストから、ポリシーを変更したキーのキーエイ
リアスを選択します。

• [Choose key from another account] (別のアカウントからキーを選択) を選択します。

その後、ポリシーを変更したキーの完全な ARN を入力します。

選択するキーは、バケットと同じリージョンにある必要があります。キー ARN の検索
方法については、「キー ID と ARN を検索する」を参照してください。

e. [Save] (保存) を選択します。

Existing bucket in your account

既存のバケットを使用して検出結果のエクスポートを設定するには

1. GuardDuty が検出結果の暗号化に使用する KMS キーにポリシーを追加します。ポリシーの例に
ついては、「GuardDuty に KMS キーへの許可を付与する  (p. 158)」を参照してください。

2. S3 バケットにオブジェクトをアップロードする許可を GuardDuty に付与するポリシーを
アタッチします。ポリシーの例については、「GuardDuty に対するバケットへの許可の付
与 (p. 159)」を参照してください。

3. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
4. [Settings] (設定) を選択します。

a. [Settings] (設定) ページにある [Finding export options] (検出結果のエクスポートオプション) 
セクションの [S3 bucket] (S3 バケット) で、[Configure now] (今すぐ設定) を選択します。

b. [Existing bucket in your account] (アカウントの既存のバケット) を選択します。

[Name the bucket] (バケットの名前) フィールドで、バケットの名前を入力します。
c. オプション。[Log file prefix] (ログファイルのプレフィックス) で、使用するパスプレフィッ

クスを入力します。GuardDuty は、指定したプレフィックス名を持つ新しいフォルダーを
バケット内に作成します。値を入力すると、フィールドの下にあるパスの例が更新され、バ
ケットにあるエクスポートされた検出結果へのパスが反映されます。

d. [KMS encryption] (KMS 暗号化) で、次のいずれかを行います。
• [Choose key from your account] (このアカウントからキーを選択) を選択します。

その後、[Key alias] (キーエイリアス) リストから、ポリシーを変更したキーのキーエイ
リアスを選択します。

• [Choose key from another account] (別のアカウントからキーを選択) を選択します。

その後、ポリシーを変更したキーの完全な ARN を入力します。

選択するキーは、バケットと同じリージョンにある必要があります。キー ARN の検索
方法については、AWS Key Management Service デベロッパーガイド の「キー ID と 
ARN を検索する」を参照してください。

e. [Save (保存)] を選択します。

Existing bucket in another account

別のアカウント内の既存のバケットを使用して検出結果のエクスポートを設定するには

1. GuardDuty が検出結果の暗号化に使用する KMS キーにポリシーを追加します。ポリシーの例に
ついては、「GuardDuty に KMS キーへの許可を付与する  (p. 158)」を参照してください。
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2. 別のアカウント内の S3 バケットにオブジェクトをアップロードする許可を GuardDuty に付与す
るポリシーをアタッチします。ポリシーの例については、「GuardDuty に対するバケットへの許
可の付与 (p. 159)」を参照してください。

Note

バケットを所有するアカウントのアカウント ID をポリシーで使用します。
3. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
4. [Settings] (設定) を選択します。

a. [Existing bucket in another account] (別のアカウントの既存のバケット) を選択します。
b. [Bucket ARN field] (バケット ARN フィールド) に、使用する別のアカウントのバケットの 

ARN を入力します。
c. [KMS encryption] (KMS 暗号化) でポリシーを変更したキーの完全な ARN を入力します。

選択するキーは、バケットと同じリージョンにある必要があります。キー ARN の検索方法
については、「キー ID と ARN を検索する」を参照してください。

d. [Save] (保存) を選択します。

エクスポートアクセスエラー
検出結果のエクスポートのオプションを構成した後、GuardDuty が検出結果をエクスポートできない場
合、[Settings] (設定) ページにエラーメッセージが表示されます。これは、S3 バケットが削除された場
合や、バケットへの許可が変更された場合など、GuardDuty がターゲットリソースにアクセスできなく
なった場合に発生します。また、バケット内のデータの暗号化に使用される KMS キーにアクセスできな
くなった場合にも発生します。

エクスポートに失敗すると、GuardDuty はアカウントに関連付けられた電子メールに通知を送信し、問
題について通知します。問題が解決しない場合は、GuardDuty によってアカウント内の検出結果のエクス
ポートが無効になります。設定を更新して、検出結果のエクスポートをいつでも再開できます。

このエラーを受け取った場合は、検出結果のエクスポートを有効にして設定する方法に関するこのトピッ
クの情報を確認してください。例えば、キーポリシーを確認し、暗号化用に選択した KMS キーに正しい
ポリシーが適用されていることを確認します。

更新されたアクティブな検出結果をエクスポートする
頻度の設定
環境に応じて、更新されたアクティブな検出結果をエクスポートする頻度を設定します。デフォルトで
は、更新された検出結果は 6 時間ごとにエクスポートされます。つまり、最新のエクスポート後に更新
された検出結果が、次のエクスポートに含まれます。更新された検出結果が 6 時間ごとにエクスポートさ
れ、エクスポートが 12:00 に発生した場合、12:00 以降に更新した検出結果が 18:00 にエクスポートされ
ます。

頻度を設定するには

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. [Settings] (設定) を選択します。
3. [Findings export options] (結果のエクスポートオプション) セクションで、[Frequency for updated 

findings] (更新された結果の頻度) を選択します。これにより、更新されたアクティブな検出結果を 
CloudWatch Events と Amazon S3 の両方にエクスポートする頻度が設定されます。次から選択でき
ます。

• [Update CWE and S3 every 15 minutes] (CWE と S3 を 15 分ごとに更新)
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• [Update CWE and S3 every 1 hour] (CWE と S3 を 1 時間ごとに更新)
• [Update CWE and S3 every 6 hours (default)] (CWE と S3 を 6 時間ごとに更新 (デフォルト))

4. [Save] (保存) を選択します。

Amazon CloudWatch Events を使用した GuardDuty 
の検出結果に対するカスタムレスポンスの作成

検出結果が変更されると、GuardDuty は、Amazon CloudWatch Eventsのイベントを作成しま
す。CloudWatch イベントを作成する変更の検出結果には、新しく生成された検出結果または新しく集計
された検出結果が含まれます。イベントは、ベストエフォートベースで出力されます。

GuardDuty の検出結果には、それぞれ検出結果 ID が割り当てられます。GuardDuty によって、一意の検
出結果 ID を持つ各検出結果に対して CloudWatch イベントが作成されます。その後に発生した既存の検出
結果は、すべて元の検出結果に集約されます。

Note

アカウントが GuardDuty の委任された管理者である場合、CloudWatch Events は元のメンバーア
カウントに加えて、アカウントに公開されます。

GuardDuty で CloudWatch events を使用することにより、タスクを自動化し、GuardDuty の検出結果に
よって明らかになったセキュリティ上の問題に対応できるようになります。

CloudWatch Events に基づいて GuardDuty の検出結果に関する通知を受け取るには、CloudWatch Events 
ルールおよび GuardDuty のターゲットを作成する必要があります。このルールでは、CloudWatch は 
GuardDuty が生成する検出結果の通知を、ルールで指定されたターゲットに送信できます。詳細について
は、「GuardDuty (CLI) の CloudWatch Events とターゲットの作成 (p. 170)」を参照してください。

トピック
• GuardDuty の CloudWatch Events 通知頻度 (p. 164)
• GuardDuty の CloudWatch イベント形式 (p. 165)
• GuardDuty の検出結果を通知する CloudWatch Events ルールの作成 (コンソール) (p. 166)
• GuardDuty (CLI) の CloudWatch Events とターゲットの作成 (p. 170)
• GuardDuty マルチアカウント環境の CloudWatch Events (p. 171)

GuardDuty の CloudWatch Events 通知頻度
[Notifications for newly generated findings with a unique finding ID] (一意の結果 ID を持つ新しく生成された
結果の通知) - GuardDuty は CloudWatch イベントに基づいて検出結果の 5 分以内に通知を送信します。こ
のイベント (およびこの通知) には、この検出結果が一意の ID を伴って生成されてから最初の 5 分に発生
したこの検出結果のそれ以降のすべての発生も含まれています。

Important

新しく生成される検出結果に関して送信される通知のデフォルトの頻度 (5 分) をカスタマイズす
ることはできません。

[Notifications for subsequent finding occurrences] (以後の結果の発生に関する通知) - デフォルトでは、ユ
ニークな検出結果 ID を用いての検出結果のために、GuardDuty は、6 時間間隔で行われる特定の検出結果
のその後の発生を単一のイベントに集約します。その後、GuardDuty はこのイベントに基づいて、これら
の後続の発生に関する通知を送信します。つまり、デフォルトでは、既存の検出結果の後続の発生につい
ては、GuardDuty は CloudWatch Events に基づいて 6 時間ごとに通知を送信します。
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Important

その後の検出結果の発生に関する通知のデフォルトの頻度はカスタマイズできます。有効な値
は、15 分、1 時間、またはデフォルトの 6 時間です。この値を更新するには、CreateDetector ま
たは UpdateDetector API オペレーションを使用します。GuardDuty コンソールからこの値を更新
することもできます - [Settings] (設定) を選択し、[Finding export options] (検出結果のエクスポー
トオプション) で、[Frequency for updated findings] (検出結果の更新頻度) プルダウンメニューか
ら頻度を選択します。
監督者アカウントのユーザーのみが、以降の検出結果について CloudWatch Events に送信される
通知のデフォルトの頻度をカスタマイズできます。メンバーアカウントのユーザーはこの頻度値
をカスタマイズできません。自分のアカウントで管理者アカウントにより設定された頻度値は、
そのすべてのメンバーアカウント中の GuardDuty 機能に適用されます。つまり、管理者アカウン
トのユーザーがこの頻度値を 1 時間に設定すると、すべてのメンバーアカウントでも、以降の検
出結果について CloudWatch Events に送信される通知の頻度が 1 時間になります。詳細について
は、「Amazon GuardDuty での複数のアカウントの管理 (p. 189)」を参照してください。

CloudWatch Eventsを用いてアーカイブされた GuardDuty の検出
結果のモニタリング
手動でアーカイブされた検出結果の場合、最初の検出結果と、それ以降に発生したすべての検出結果 
(アーカイブ完了後に生成された検出結果) は、前述のとおり頻度ごとに CloudWatch Events に送信されま
す。

自動でアーカイブされた検出結果の場合、最初の検出結果と、それ以降に発生したすべての検出結果 
(アーカイブ完了後に生成された検出結果) は、CloudWatch Events に送信されません。

GuardDuty の CloudWatch イベント形式
GuardDuty の CloudWatch イベントには次の形式があります。

        { 
         "version": "0", 
         "id": "cd2d702e-ab31-411b-9344-793ce56b1bc7", 
         "detail-type": "GuardDuty Finding", 
         "source": "aws.guardduty", 
         "account": "111122223333", 
         "time": "1970-01-01T00:00:00Z", 
         "region": "us-east-1", 
         "resources": [], 
         "detail": {GUARDDUTY_FINDING_JSON_OBJECT} 
        }    
     

Note

詳細値は、配列内で複数の検出結果をサポートできる「検出結果」値を返すのとは対照的に、単
一の検出結果の JSON の詳細をオブジェクトとして返します。

GUARDDUTY_FINDING_JSON_OBJECT に含まれているすべてのパラメータの完全なリストについては、
「GetFindings」を参照してください。GUARDDUTY_FINDING_JSON_OBJECT に表示される id パラメー
タは、上記で説明した検出結果 ID です。
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GuardDuty の検出結果を通知する CloudWatch Events 
ルールの作成 (コンソール)
GuardDuty で CloudWatch Events を使用すると、GuardDuty の検出結果イベントをメッセージングハブ
に送信して GuardDuty の検出結果の可視性を高めることで、自動検出結果アラートを設定できます。この
トピックでは、SNS トピックを設定し、そのトピックを CloudWatch Events ルールに接続して、E メー
ル、Slack、または Amazon Chime に検出結果アラートを送信する方法を説明します。

Amazon SNS トピックおよびエンドポイントの設定
まず、Amazon Simple Notification Service でトピックを設定し、エンドポイントを追加する必要がありま
す。詳細については、「SNS ガイド」を参照してください。

この手順では、GuardDuty の検出結果データを送信したい場所を設定します。SNS トピックは、イベント
ルールの作成中または作成後に CloudWatch Events ルールに追加できます。

Email setup

SNS トピックの作成

1. https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home で Amazon SNS コンソール にサインインします。
2. ナビゲーションペインから [Topics] (トピック) を選択し、[Create Topic] (トピックの作成) を選択

します。
3. [Create topic] (トピックの作成) セクションで [Standard] (スタンダード) を選択します。次に、ト

ピックの名前を入力します (例: GuardDuty_to_Email)。その他の詳細はオプションです。
4. [Create Topic] (トピックの作成) を選択します。新しいトピックのトピック詳細が開きます。
5. [Subscriptions] (サブスクリプション) セクションで、[Create Subscription] (サブスクリプション

の作成) を選択します。
6. a. [Protocol] (プロトコル) メニューから [Email] (E メール) を選択します。

b. [Endpoint] (エンドポイント) フィールドに、通知を受信する E メールアドレスを追加しま
す。

Note

作成後、E メールクライアントを通じてサブスクリプションを確認する必要があり
ます。

c. [Create subscription] (サブスクリプションの作成) を選択します。
7. 受信トレイでサブスクリプションのメッセージを確認し、[Confirm Subscription] (サブスクリプ

ションの確認) を選択します。

Slack setup

SNS トピックの作成

1. https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home で Amazon SNS コンソール にサインインします。
2. ナビゲーションペインから [Topics] (トピック) を選択し、[Create Topic] (トピックの作成) を選択

します。
3. [Create topic] (トピックの作成) セクションで [Standard] (スタンダード) を選択します。次に、

トピックの名前を入力します (例: GuardDuty_to_Slack)。その他の詳細はオプションで
す。[Create topic] (トピックの作成)を選択し、確定します。
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AWS Chatbot クライアントの設定

1. AWS Chatbot コンソールに移動します。
2. [Configured clients] (設定されたクライアント) パネルから [Configure new client] (新しいクライア

ントを設定) を選択します。
3. Slack を選択し、[Configure] (設定) で確認します。

Note

Slack を選択するときは、[allow] (許可) を選択してチャンネルにアクセスするため
に、AWS Chatbot のための許可を確認する必要があります。

4. [Configure new channel] (新しいチャンネルを設定)を選択し、設定の詳細ペインを開きます。

a. チャンネルの名前を入力します。
b. [Slack channel] (Slack チャンネル) で、使用したいチャネルを選択します。AWS Chatbot を

用いてプライベート Slack チャンネルを使用するには、[Private channel] (プライベートチャ
ンネル) を選択します。

c. Slack で、チャンネル名を右クリックして [Copy Link] (リンクのコピー) を選択して、コピー
のリンクを選択することでプライベートチャンネルのチャンネル ID をコピーします。

d. AWS Chatbot ウインドウの AWS マネジメントコンソールで、Slack からコピーした ID を 
[Private channel ID] (プライベートチャンネル ID) フィールドに貼り付けます。

e. [Permissions] (許可)で、まだロールを持っていない場合は、テンプレートを使用して IAM 
ロールを作成することを選択します。

f. [Policy] (ポリシー) テンプレートで、[Notification permissions] (通知の許可) を選択します。
これは AWS Chatbot のためのIAM ポリシーテンプレートです。CloudWatch アラーム、イベ
ント、ログ、および Amazon SNS トピックに必要な読み取りおよびリスト許可を提供しま
す。

g. 以前に SNS トピックを作成したリージョンを選択し、Slack チャンネルに通知を送信するた
めに作成した Amazon SNS トピックを選択します。

5. [Configure] (設定) を選択します。

Chime setup

SNS トピックの作成

1. https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home で Amazon SNS コンソール にサインインします。
2. ナビゲーションペインから [Topics] (トピック) を選択し、[Create Topic] (トピックの作成) を選択

します。
3. [Create topic] (トピックの作成) セクションで [Standard] (スタンダード) を選択します。次に、

トピックの名前を入力します (例: GuardDuty_to_Chime)。その他の詳細はオプションで
す。[Create topic] (トピックの作成)を選択し、確定します。

AWS Chatbot クライアントの設定

1. AWS Chatbot コンソールに移動します。
2. [Configured clients] (設定されたクライアント) パネルから [Configure new client] (新しいクライア

ントを設定) を選択します。
3. Chime を選択し、[Configure] (設定) で確認します。
4. [Configuration details] (設定の詳細) ペインから、チャンネルの名前を入力します。
5. Chime で目的のチャットルームを開きます。

a. 右上の歯車アイコンを選択してから、[Manage webhooks and bots] (ウェブフックとボット
の管理) を選択します。
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b. [Copy URL] (URL をコピー)を選択し、Webhook URL をクリップボードにコピーします。
6. AWS Chatbot ウィンドウのリポジトリの AWS マネジメントコンソール上で、コピーした URL 

を [Webhook URL] (ウェブフック URL) フィールドに貼り付けてください。
7. [Permissions] (許可)で、まだロールを持っていない場合は、テンプレートを使用して IAM ロール

を作成することを選択します。
8. [Policy] (ポリシー) テンプレートで、[Notification permissions] (通知の許可) を選択します。これ

は AWS Chatbot のためのIAM ポリシーテンプレートです。CloudWatch アラーム、イベント、ロ
グ、および Amazon SNS トピックに必要な読み取りおよびリスト許可を提供します。

9. 以前に SNS トピックを作成したリージョンを選択し、Chime ルームに通知を送信するために作
成した Amazon SNS トピックを選択します。

10. [Configure] (設定) を選択します。

GuardDuty の検出結果の CloudWatch イベントを設定します。
1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインから [Rules] (ルール) を選択し、[Create Rule] (ルールの作成) を選択します。
3. [Service Name] (サービス名) メニューから [GuardDuty] を選択します。
4. [Event Type] (イベントタイプ) メニューから [GuardDuty Finding] (GuardDuty の検出結果) を選択しま

す。
5. [Event Pattern Preview] (イベントパターンのプレビュー) の [Edit] (編集) を選択します。
6. 以下の JSON コードを [Event Pattern Preview] (イベントパターンプレビュー) に貼り付け、[Save] (保

存) を選択します。

{ 
  "source": [ 
    "aws.guardduty" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "GuardDuty Finding" 
  ], 
  "detail": { 
    "severity": [ 
      4, 
      4.0, 
      4.1, 
      4.2, 
      4.3, 
      4.4, 
      4.5, 
      4.6, 
      4.7, 
      4.8, 
      4.9, 
      5, 
      5.0, 
      5.1, 
      5.2, 
      5.3, 
      5.4, 
      5.5, 
      5.6, 
      5.7, 
      5.8, 
      5.9, 
      6, 
      6.0, 
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      6.1, 
      6.2, 
      6.3, 
      6.4, 
      6.5, 
      6.6, 
      6.7, 
      6.8, 
      6.9, 
      7, 
      7.0, 
      7.1, 
      7.2, 
      7.3, 
      7.4, 
      7.5, 
      7.6, 
      7.7, 
      7.8, 
      7.9, 
      8, 
      8.0, 
      8.1, 
      8.2, 
      8.3, 
      8.4, 
      8.5, 
      8.6, 
      8.7, 
      8.8, 
      8.9 
    ] 
  }
}

Note

上記のコードでは、[Medium] (中)〜[High] (高) の検出結果が警告されます。
7. [Targets] (ターゲット) セクションで、[Add Target] (ターゲットの追加) をクリックします。
8. [Select Targets] (ターゲットの選択) メニューから、[SNS Topic] (SNS トピック) を選択します。
9. [Select Topic] (トピックの選択) で、ステップ 1 で作成した SNS トピックの名前を選択します。
10. イベントの入力を設定します。

• Chime または Slack の通知をステップ 11 にスキップするように設定している場合、タイプデフォ
ルトを [Matched event] (一致したイベント) に入力します。

• SNS 経由でメールの通知を設定する場合は、次のステップで示されるとおりに、以下のステップに
従って受信トレイに送信されるメッセージをカスタマイズします。

a. [Configure input] (入力の設定) を展開して、[Input Transformer] (インプットトランスフォーマー) 
を閉じます。

b. 次のコードをコピーして、[Input Path] (入力パス) フィールドに貼り付けます。

{ 
    "severity": "$.detail.severity", 
    "Account_ID": "$.detail.accountId", 
    "Finding_ID": "$.detail.id", 
    "Finding_Type": "$.detail.type", 
    "region": "$.region", 
    "Finding_description": "$.detail.description"
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} 
                             

c. 次のコードをコピーして [Input Template] (入力テンプレート) フィールドに貼り付け、E メール
をフォーマットします。

"AWS <Account_ID> has a severity <severity> GuardDuty finding type <Finding_Type> 
 in the <region> region."
"Finding Description:"
"<Finding_description>. "
"For more details open the GuardDuty console at https://console.aws.amazon.com/
guardduty/home?region=<region>#/findings?search=id%3D<Finding_ID>" 
                             

11. [Configure Details] (詳細の設定) をクリックします。
12. [Configure rule details] (ルール詳細の設定) ページでルールの [Name] (名前) と [Description] (説明) を

入力してから、[Create Rule] (ルールの作成) を選択してルールを有効化します。

GuardDuty (CLI) の CloudWatch Events とターゲット
の作成
次の手順は、AWS CLI コマンドを使用して、CloudWatch Events のルールおよび GuardDuty ターゲット
を作成する方法を示します。具体的には、CloudWatch を可能にするルールを作成して、GuardDuty が生
成するすべての検出結果のイベントを送信し、ルールのターゲットとして AWS Lambda 関数を追加する
方法について説明します。

Note

Lambda 関数に加えて、GuardDuty および CloudWatch は次のターゲットタイプをサポートし
ます: Amazon EC2 インスタンス、Amazon Kinesis streams、Amazon ECSタスク、AWS Step 
Functions ステートマシン、run のコマンド、および組み込みターゲット。

CloudWatch Events コンソールから、GuardDuty の CloudWatch Events ルールおよびターゲットを
作成することもできます。より多くの情報と詳細なステップについては、「イベントでトリガーする 
CloudWatch Events のルールの作成」を参照してください。[Event Source] (イベントソース) セクショ
ンで、[Service name] (サービス名) のための GuardDuty と [Event Type] (イベントタイプ) のための
GuardDuty Finding を選択します。

ルールおよびターゲットを作成するには

1. GuardDutyが生成するすべての検出結果のイベントを CloudWatch から送信するルールを作成するに
は、次の CloudWatch CLI コマンドを実行します。

AWS events put-rule --name Test --event-pattern "{\"source\":
[\"aws.guardduty\"]}"

Important

GuardDuty で生成された検出結果のサブセットにのみイベントを送信するよう CloudWatch 
に指示できるように、ルールをさらにカスタマイズできます。このサブセットは、ルー
ルで指定されている検出結果の属性に基づきます。例えば、次の CLI コマンドを使用し
て、CloudWatch で重要度が 5 または 8 の GuardDuty の検出結果でイベントのみ送信できる
ようにルールを作成します。
AWS events put-rule --name Test --event-pattern "{\"source\":
[\"aws.guardduty\"],\"detail-type\":[\"GuardDuty Finding\"],\"detail
\":{\"severity\":[5,8]}}"
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この目的のために、GuardDuty の検出結果のための JSON で利用可能な任意のプロパティ値
を使用できます。

2. ステップ 1 で作成したルールのターゲットとして Lambda 関数をアタッチするには、次の 
CloudWatch CLI コマンドを実行します。

AWS events put-targets --rule Test --targets Id=1,Arn=arn:aws:lambda:us-
east-1:111122223333:function:<your_function>

Note

上記コマンド内の <your_function> を GuardDuty イベントの実際の Lambda 関数に置き換え
てください。

3. ターゲットを呼び出す上で必要な許可を追加するには、次の Lambda CLI コマンドを実行します。

AWS lambda add-permission --function-name <your_function> --statement-id 1 
--action 'lambda:InvokeFunction' --principal events.amazonaws.com

Note

上記コマンド内の <your_function> を GuardDuty イベントの実際の Lambda 関数に置き換え
てください。

Note

上記の手順では、CloudWatch Events をトリガーするルールのターゲットとして Lambda 関
数を使用しています。他の AWS リソースをターゲットと設定して、CloudWatch Events を
トリガーすることもできます。詳細については、「PutTargets」を参照してください。

GuardDuty マルチアカウント環境の CloudWatch 
Events
GuardDuty 管理者として、アカウント内の CloudWatch イベントルールは、メンバーアカウントからの該
当する検出結果に基づいてトリガーします。つまり、前のセクションで説明したように、管理者アカウン
トで CloudWatch Events を通じて検出結果通知を設定すると、独自のメンバーアカウントに加えてメン
バーアカウントによって生成された重要度の高い、中程度の検出結果も通知されます。

GuardDuty の検出結果元となったメンバーアカウントは、検出結果のJSON 詳細の accountId フィール
ドによって特定することができます。。

コンソールで環境内の特定のメンバーアカウントのカスタムイベントルールの作成を開始するには、新し
いルールを作成し、イベントパターンプレビューに次のテンプレートを貼り付け、イベントをトリガーし
たいメンバーアカウントのアカウント ID を追加します。

{ 
  "source": [ 
    "aws.guardduty" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "GuardDuty Finding" 
  ], 
  "detail": { 
    "accountId": [ 
      "123456789012" 
    ] 
  }
} 
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Note

この例では、リストされたアカウント ID のすべての検出結果に対してトリガーします。複数の 
ID を JSON 構文の後にカンマで区切って追加できます。

CloudWatch Logs を監査する方法と、Malware 
Protection スキャン中にリソースがスキップされる
理由について

GuardDuty Malware Protection は Amazon CloudWatch ロググループ /aws/guardduty/malware-scan-
events にイベントを発行します。マルウェアスキャンに関連する各イベントについて、影響を受けるリ
ソースのステータスとスキャン結果を監視できます。特定の Amazon EC2 リソースと Amazon EBS ボ
リュームが、Malware Protection スキャン中にスキップされた可能性があります。

GuardDuty Malware Protection の CloudWatch Logs 
の監査
CloudWatch ロググループ /aws/guardduty/malware-scan-events でサポートされるスキャンイベントには 
3 つのタイプがあります。

Malware Protection スキャンイベント名 説明

EC2_SCAN_STARTED GuardDuty Malware Protection が、EBS ボリュー
ムのスナップショットを作成する準備など、マル
ウェアスキャンのプロセスを開始するときに作成
されます。

EC2_SCAN_COMPLETED 影響を受けるリソースの EBS ボリュームの少なく
とも 1 つに対して GuardDuty Malware Protection 
スキャンが完了したときに作成されます。スキャ
ンが完了すると、スキャン結果は Clean または
Infected のいずれかになります。

EC2_SCAN_SKIPPED GuardDuty Malware Protection スキャンが影響を
受けるリソースのすべての EBS ボリュームをス
キップするときに作成されます。スキップ理由
を特定するには、対応するイベントを選択し、詳
細を表示します。スキップの理由の詳細について
は、以下の「マルウェアスキャン中にリソースを
スキップする理由 (p. 173)」を参照してくださ
い。

Note

AWS Organizations を使用している場合、組織のメンバーアカウントからの CloudWatch ログイ
ベントは、管理者とメンバーアカウントのロググループの両方に公開されます。

Console

1. https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ コンソールにログインします。
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2. ナビゲーションペインで、[Logs] (ログ)、[Log groups] (ロググループ) の順に選択します。ロググ
ループ /aws/guardduty/malware-scan-events を選択し、GuardDuty Malware Protection のスキャ
ンイベントを表示します。

クエリを実行するには、[Log Insights] (ログのインサイト) を選択してください

クエリを実行する方法の詳細については、「Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド」の「
CloudWatch Logs Insights によるログデータの分析」を参照してください。

3. [Scan ID] (スキャン ID) を選択して、影響を受けたリソースとマルウェアの検出結果の詳細を監視
します。例えば、次のクエリを実行し、CloudWatch ログイベントを scanId でフィルタリング
できます。ご自身の有効な Scan-ID を使用してください。

fields @timestamp, @message, scanRequestDetails.scanId as scanId
| filter scanId like "77a6f6115da4bd95f4e4ca398492bcc0"
| sort @timestamp asc

API

• ロググループを操作するには、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「AWS CLI を使用した
ログエントリの検索」を参照してください。

ロググループ /aws/guardduty/malware-scan-events を選択し、GuardDuty Malware Protection のス
キャンイベントを表示します。

• ログイベントを表示してフィルタリングするには、「Amazon CloudWatch API リファレンス」の
「GetLogEvents」および「FilterLogEvents」をそれぞれ参照してください。

GuardDuty Malware Protection ログの保持
ロググループ /aws/guardduty/malware-scan-events のデフォルトのログ保持期間は 90 日で、その後ロ
グイベントは自動的に削除されます。CloudWatch ロググループのログ保持ポリシーを変更するには、
「CloudWatch Logs でログのデータ保持期間を変更する」または「PutRetentionPolicy」を参照してくださ
い。

マルウェアスキャン中にリソースをスキップする理由
マルウェアスキャンに関連するイベントでは、特定の EC2 リソースと EBS ボリュームがスキャンプロ
セス中にスキップされた可能性があります。次の表に、GuardDuty Malware Protection がリソースをス
キャンしない理由を示します。該当する場合は、提案された手順を使用してこれらの問題を解決し、次
回 GuardDuty Malware Protection がマルウェアスキャンを開始したときにこれらのリソースをスキャンす
るようにします。その他の問題は、イベントの経過を知らせるために使用されるものであり、対応不要で
す。

スキップの理由 説明 提案されるステップ

UNSUPPORTED_KEY_ENCRYPTIONGuardDuty Malware 
Protection は、暗号化さ
れていないボリューム
と、カスタマーマネー
ジドキーで暗号化され
たボリュームをサポー
トします。Amazon EBS 
暗号化を使用して暗号
化された EBS ボリュー

暗号化キーをカス
タマーマネージド
キーに置き換えま
す。GuardDuty がサ
ポートする暗号化タイ
プの詳細については、
「Malware Protection 
でサポートされるボ
リューム (p. 25)」を参
照してください。
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ムのスキャンはサポー
トされていません。

EXCLUDED_BY_SCAN_SETTINGSEC2 インスタンスま
たは EBS ボリューム
は、マルウェアスキャ
ン中に除外されまし
た。2 つの可能性があ
ります。タグが対象リ
ストに追加されたが、
リソースがこのタグ
に関連付けられていな
いか、タグが除外リス
トに追加され、リソー
スがそのタグに関連
付けられている、また
は、GuardDutyExcluded
タグがそのリソースに
対し true に設定されて
います。

スキャンオプションま
たは Amazon EC2 リ
ソースに関連付けられ
ているタグを更新しま
す。詳細については、
「スキャンオプショ
ン (p. 33)」を参照して
ください。

UNSUPPORTED_VOLUME_SIZEボリュームが 1024 GB 
を超えています。

実用的ではありませ
ん。

NO_VOLUMES_ATTACHED GuardDuty Malware 
Protection がアカウント
でインスタンスを検出
しましたが、このイン
スタンスにスキャンを
続行するための EBS ボ
リュームがアタッチさ
れていません。

実用的ではありませ
ん。

UNABLE_TO_SCAN 内部サービスエラー。 実用的ではありませ
ん。

SNAPSHOT_NOT_FOUND EBS ボリュームから
作成され、サービスア
カウントと共有されて
いるスナップショット
が見つかりませんでし
た。GuardDuty Malware 
Protection はスキャン
を続行できませんでし
た。

CloudTrail をチェックし
て、スナップショット
が意図的に削除されて
いないことを確認しま
す。
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スキップの理由 説明 提案されるステップ

SNAPSHOT_QUOTA_REACHED各リージョンのスナッ
プショットに許可され
ている最大ボリューム
に達しました。これに
より、スナップショッ
トの保持だけでなく、
新しいスナップショッ
トの作成もできなくな
ります。

古いスナップショット
を削除するか、クォー
タの増加をリクエスト
できます。リージョン
ごとのスナップショッ
トのデフォルト制限
と、クォータの増加を
リクエストする方法に
ついては、「AWS 全
般のリファレンスガ
イド」の「サービス
クォータ」を参照して
ください。

MAX_NUMBER_OF_ATTACHED_VOLUMES_REACHEDEC2 インスタンスに 
11 を超えた EBS ボ
リュームがアタッチさ
れました。GuardDuty 
Malware Protection 
は、deviceName のア
ルファベット順に取得
された EBS ボリューム
の最初の 11 個をスキャ
ンしました。

実用的ではありませ
ん。

UNSUPPORTED_PRODUCT_CODE_TYPEGuardDuty 
は、marketplace と
しての productCode
を使用したインスタン
スのスキャンをサポー
トしていません。詳細
については、「Linux イ
ンスタンス用 Amazon 
EC2 ユーザーガイド」
の「有料 AMI」を参照
してください。

productCode の詳細
については、「Amazon 
EC2 API リファレン
ス」の「ProductCode」
を参照してください。

実用的ではありませ
ん。

GuardDuty Malware Protection における誤検出の報
告

GuardDuty Malware Protection スキャンにより、Amazon EC2 インスタンスまたはコンテナワークロー
ド内の無害なファイルが悪質または有害であると特定される可能性があります。Malware Protection と 
GuardDuty サービスのエクスペリエンスを向上させるために、スキャン中に悪質または有害であると特定
されたファイルに実際にはマルウェアが含まれていないと思われる場合は、誤検出結果を報告できます。
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誤検出ファイル提出
1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールにログインします。
2. 誤検出の結果と思われるものを特定したら、AWS Support にアクセスして、誤検出ファイル提出のプ

ロセスを開始します。
3. [Malware Scans] (マルウェアのスキャン) を選択します。
4. スキャンを選択してその [Finding ID] (検出結果 ID) を表示します。
5. [Finding ID] (検出結果 ID) を指定します。ファイルの SHA-256 ハッシュを指定する必要があります。

これは、GuardDuty Malware Protection が正しいファイルを受信していることを確認するために必要
です。

6. AWS Support チームは、ファイルと SHA-256 ハッシュをアップロードする際に使用できる Amazon 
Simple Storage Service (S3) の URL をお客様に提供します。ファイルを正常にアップロードしたら 
AWS Support チームに知らせてください。

Warning

ファイルまたは SHA-256 ハッシュを直接 AWS Support に送らないでください。指定され
た URL を介してのみ、ファイルとハッシュを Amazon S3 にアップロードする必要がありま
す。URL を受け取ってから 7 日以内にファイルとハッシュをアップロードしないと、無効に
なります。URL が無効になった場合は、AWS Support にアクセスして、新しい URL を受け
取ります。

GuardDuty は 30 日までファイルを保存します。GuardDuty のチームメンバーは提出物を分析
し、Malware Protection と GuardDuty サービスのエクスペリエンスを向上させるための適切な措置を
講じます。
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GuardDuty によって検出されたセ
キュリティ問題の修復

GuardDuty RDS Protection はプレビューリリースです。RDS Protection の機能の使用には、「AWS の
サービス条件」の第 2 項 (「ベータ版とプレビュー」) が適用されます。

Amazon GuardDuty は、潜在的なセキュリティ問題を示す検出結果 (p. 48)を生成します。GuardDuty のこ
のリリースでは、潜在的なセキュリティ問題は、侵害された EC2 インスタンスもしくはコンテナワーク
ロード、またはご利用の AWS 環境での侵害された認証情報セットを示します。次のセクションでは、こ
れらのシナリオにおいて推奨される修復ステップについて説明します。代替修復シナリオがある場合は、
その特定の検出結果タイプのエントリで説明されます。検出結果タイプに関する完全な情報にアクセスす
るには、[Active findings types table] (p. 66) (アクティブな検出結果タイプテーブル) を選択します。

トピック
• 侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)
• 侵害された S3 バケットの修復 (p. 178)
• 侵害された ECS クラスターの修復 (p. 179)
• 侵害された AWS 認証情報の修復 (p. 179)
• 侵害されたスタンドアロンコンテナの修復 (p. 180)
• GuardDuty によって検出された Kubernetes のセキュリティ問題の修復 (p. 181)
• 侵害されたデータベースインスタンスの修復 (p. 186)

侵害された EC2 インスタンスの修復
ご利用の AWS 環境で侵害された EC2 インスタンスを修復するには、次の推奨ステップに従います。

1. 影響を受ける EC2 インスタンスを分離します。

マルウェアに侵害された可能性のあるインスタンスを調査し、検出されたマルウェアを削除しま
す。AWS Marketplace では、マルウェアを特定して削除するのに役立つパートナー製品があるかどうか
を確認できます。

2. EC2 インスタンス上の不正なアクティビティを特定し、停止できない場合は、侵害された EC2 インス
タンスを削除し、必要に応じて新しいインスタンスを作成することをお勧めします。EC2 インスタンス
を保護するための追加リソースを次に示します。
• 「Amazon EC2 のベストプラクティス」の「セキュリティ」と「ネットワーク」のセクション。
• 「Linux インスタンス用の Amazon EC2 セキュリティグループ」および「Windows インスタンス用

の Amazon EC2 セキュリティグループ」
• Amazon EC2 でのセキュリティ
• EC2 インスタンスのセキュリティを確保するためのヒント (Linux)
• AWS セキュリティのベストプラクティス
• AWS 上のインフラストラクチャドメインインシデント

3. AWS デベロッパーフォーラムの詳細については、https://forums.aws.amazon.com/index.jspa を参照し
てください。
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4. プレミアムサポートパッケージのサブスクライバーは、テクニカルサポートをリクエストできます。

侵害された S3 バケットの修復
ご利用の AWS 環境で侵害された Amazon S3 バケットを修復するには、次の推奨ステップに従います。

1. 影響を受ける S3 リソースを特定します。

S3 の GuardDuty 検索では、S3 バケット、バケットの Amazon リソース番号 (ARN)、およびバケット
所有者が検出結果の詳細に表示されます。

2. 疑わしいアクティビティのソースと使用された API コールを特定します。

使用された API コールは、検出結果の詳細に API として表示されます。ソースは IAM プリンシパル 
(IAM ユーザー、ロール、またはアカウント) で、識別情報が検出結果に表示されます。ソースタイプに
応じて、リモート IP アドレスまたはソースドメイン情報が利用可能になり、ソースが承認されたかど
うかを評価するのに役立ちます。EC2 インスタンスから関連する認証情報が検出結果にあれば、そのリ
ソースの詳細も含まれます。

3. コールソースが、識別されたリソースへのアクセスを許可されたかどうかを確認します。

例えば、次の事項を検討します。
• IAM ユーザーが関与していた場合、認証情報が侵害された可能性はありますか? 「侵害された AWS 

認証情報の修復」に関する後述のセクションを参照してください。
• API が、このタイプの API を呼び出した履歴がないプリンシパルから呼び出された場合、このソース

はこのオペレーションのアクセス権を必要としますか? バケットの許可をさらに制限することはでき
ますか?

• ユーザー名 ANONYMOUS_PRINCIPAL とユーザータイプ AWSAccount のアクセスがあった場合、こ
れは、バケットがパブリックであり、アクセスされたことを示します。このバケットはパブリックで
あるべきですか? そうでない場合は、S3 リソースを共有する代替ソリューションについて、以下のセ
キュリティに関するレコメンデーションを確認してください。

• ユーザータイプ AWSAccount のユーザー名 ANONYMOUS_PRINCIPAL から見た PreflightRequest
コールが成功した場合、これはバケットにクロスオリジンリソース共有 (CORS) ポリシーが設定さ
れていることを示します。このバケットには CORS ポリシーが必要ですか? そうでない場合は、バ
ケットが不用意に公開されないようにし、S3 リソースを共有する代替ソリューションについて、以
下のセキュリティに関するレコメンデーションを確認してください。CORS の詳細については、「S3 
ユーザーガイド」の「Cross-Origin Resource Sharing (CORS) の使用」を参照してください。

アクセスが許可されている場合は、検出結果を無視できます。https://console.aws.amazon.com/guardduty/
コンソールでは、個々の結果を表示しないように完全に抑制するルールを設定できます。詳細について
は、「抑制ルール (p. 147)」を参照してください。

S3 データが許可のない当事者によって公開またはアクセスされたと判断した場合は、次の S3 セキュ
リティに関するレコメンデーションを確認して、許可を強化し、アクセスを制限します。適切な修復ソ
リューションは、特定の環境のニーズによって異なります。

特定の S3 アクセスニーズに基づくレコメンデーションをいくつか示します。

• S3 データへのパブリックアクセスを一元的に制限するには、S3 ブロックパブリックアクセスを使用
してください。アクセスの粒度を制御するために、4 つの異なる設定を通じて、アクセスポイント、バ
ケット、および AWS アカウント用にブロックパブリックアクセス設定を有効にできます。「S3 Block 
Public Access Settings」(S3 ブロックパブリックアクセス設定) を参照してください。

• AWS アクセスポリシーを使用して、IAM ユーザーがリソースにアクセスする方法、またはバケットへの
アクセス方法を制御できます。詳細については、「バケットポリシーとユーザーポリシーの使用」を参
照してください。
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S3 バケットポリシーで仮想プライベートクラウド (VPC) エンドポイントを使用して、特定の VPC エン
ドポイントへのアクセスを制限することもできます。詳細については、「Example Bucket Policies for 
VPC Endpoints for Amazon S3」(Amazon S3 の VPC エンドポイント用のバケットポリシーの例) を参
照してください。

• アカウント外の信頼できるエンティティへの S3 オブジェクトへのアクセスを一時的に許可するに
は、S3 を使用して署名済み URL を作成します。このアクセスは、アカウントの認証情報を使用して作
成され、使用される認証情報に応じて 6 時間から 7 日間使用できます。詳細については、「Generating 
presigned URLs with S3」(S3 で署名済み URL を生成する) を参照してください。

• 異なるソース間で S3 オブジェクトを共有する必要があるユースケースでは、S3 アクセスポイントを使
用して、プライベートネットワーク内のオブジェクトのみへのアクセスを制限する許可セットを作成で
きます。詳細については、「Amazon S3 アクセスポイントを使用したデータアクセスの管理」を参照し
てください。

• S3 リソースへのアクセスを他の AWS アカウントに安全に付与するには、アクセスコントロールリスト 
(ACL) を使用できます。詳細については、「Managing S3 Access with ACLs」(ACL による S3 アクセス
管理) を参照してください。

S3 セキュリティオプションの概要については、「S3 セキュリティのベストプラクティス」を参照してく
ださい。

侵害された ECS クラスターの修復
ご利用の AWS 環境で侵害された ECS クラスターを修復するには、次の推奨ステップに従います。

1. 影響を受ける ECS クラスターを特定します。

ECS の GuardDuty Malware Protection の結果は、検出結果の詳細パネルのECS クラスターの詳細に表
示されます。

2. マルウェアの発生源を評価する

検出されたマルウェアがコンテナのイメージに存在していたかどうかを評価します。マルウェアがイ
メージに存在していた場合は、このイメージを使用して実行されている他のすべてのタスクを特定しま
す。タスクの実行については、「ListTasks」を参照してください。

3. 影響を受けたタスクを分離する

タスクへの送受信トラフィックをすべて拒否して、影響を受けたタスクを分離します。すべてのトラ
フィックを拒否するルールは、タスクへのすべての接続を切断することによって、すでに進行中の攻撃
を阻止するのに役立ちます。

アクセスが許可されている場合は、検出結果を無視できます。https://console.aws.amazon.com/guardduty/
コンソールでは、個々の結果を表示しないように完全に抑制するルールを設定できます。詳細について
は、「抑制ルール (p. 147)」を参照してください。

侵害された AWS 認証情報の修復
ご利用の AWS 環境で侵害された認証情報を修復するには、次の推奨ステップに従います。

1. 影響を受ける IAM エンティティと使用された API コールを特定します。

使用された API コールは、検出結果の詳細に API として表示されます。IAM エンティティ (IAM ユー
ザーまたはロール) とその識別情報は、検出結果の詳細の [Resource] (リソース) セクションに表示され
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ます。関連する IAM エンティティのタイプは、[User Type] (ユーザータイプ) フィールドで特定できま
す。IAM エンティティの名前は、[User name] (ユーザー名) フィールドに表示されます。検出結果に関
連する IAM エンティティのタイプは、使用された [Access key ID] (アクセスキー ID) でも特定できま
す。
AKIA で始まるキーの場合:

このタイプのキーは、IAM ユーザーまたは AWS アカウントのルートユーザー に関連付けられてい
るカスタマーマネージドの長期の認証情報です。IAM ユーザーのアクセスキーの管理については、
「IAM ユーザーのアクセスキーの管理」を参照してください。

ASIA で始まるキーの場合:

このタイプのキーは、AWS Security Token Service によって生成される短期の一時的な認証情報で
す。これらのキーは短時間しか存在せず、AWS マネジメントコンソールで表示または管理するこ
とはできません。IAM ロールは常に AWS STS の認証情報を使用しますが、これらは IAM ユーザー
に対して生成することもできます。AWS STS の詳細については、IAM の「一時的セキュリティ認
証情報」を参照してください。

ロールが使用された場合、[User name] (ユーザー名) フィールドには使用されたロールの名前が表
示されます。AWS CloudTrail を使用して CloudTrail のログのエントリの sessionIssuer 要素を
確認することにより、キーがどのようにリクエストされたかを特定できます。詳細については、
「CloudTrail での IAM と AWS STS に関する情報」を参照してください。

2. IAM エンティティの許可を確認します。

IAM コンソールを開き、使用されたエンティティのタイプに応じて [Users] (ユーザー) タブまたは
[Roles] (ロール) タブを選択し、検索フィールドに特定した名前を入力して影響を受けるエンティティを
見つけます。[Permission] (許可) タブと [Access Advisor] (アクセスアドバイザー) タブを使用して、そ
のエンティティの有効な許可を確認します。

3. IAM エンティティの認証情報が正当に使用されたかどうかを確認します。

アクティビティが意図的なものであったかどうかを確認するには、認証情報のユーザーに問い合わせま
す。

例えば、ユーザーが次のことを行ったかどうかを確認します。
• GuardDuty の検出結果に表示された API オペレーションの呼び出し
• GuardDuty の検出結果に表示された時刻における API オペレーションの呼び出し
• GuardDuty の検出結果に表示された IP アドレスからの API オペレーションの呼び出し

アクティビティが AWS 認証情報の正当な使用を示している場合、 GuardDuty の検出結果は無視できま
す。https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールでは、個々の結果を表示しないように完全に
抑制するルールを設定できます。詳細については、「抑制ルール (p. 147)」を参照してください。

正当に使用されたことが確認できない場合、このアクティビティは、その特定のアクセスキー、IAM ユー
ザーのサインイン認証情報、または AWS アカウント 全体に対する侵害の結果である可能性があります。
認証情報が侵害された疑いがある場合は、「AWS アカウントが侵害を受けた場合」の情報を確認して問題
を修復します。

侵害されたスタンドアロンコンテナの修復
1. コンテナを分離する

悪意のあるコンテナのワークロードを特定するには、次のステップに従います。
• https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
• [Findings] (検出結果) ページで、対応する検出結果を選択して検出結果パネルを開きます。
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• 検出結果パネルの [Resource affected] (影響を受けるリソース) セクションで、コンテナの [ID] と
[Name] (名前) を表示できます。

このコンテナを他のコンテナワークロードから分離します。
2. コンテナを一時停止する

コンテナ内のすべてのプロセスを一時停止します。コンテナをフリーズする方法については、「Pause 
a container」(コンテナを一時停止する) を参照してください。

コンテナを停止する

上記のステップが失敗し、コンテナが一時停止しない場合は、コンテナの実行を停止します。スナップ
ショットの保持 (p. 32) 機能を有効にした場合、GuardDuty はマルウェアを含む EBS ボリュームのス
ナップショットを保持します。

コンテナを停止する方法については、「Stop a container」(コンテナを停止する) を参照してください。
3. マルウェアの有無の評価

マルウェアがコンテナのイメージに存在したかどうかを評価します。

アクセスが許可されている場合は、検出結果を無視できます。https://console.aws.amazon.com/guardduty/
コンソールでは、個々の結果を表示しないように完全に抑制するルールを設定できます。GuardDuty コン
ソールでは、個々の結果が表示されないように完全に抑制するルールを設定できます。詳細については、
「抑制ルール (p. 147)」を参照してください。

GuardDuty によって検出された Kubernetes のセ
キュリティ問題の修復

Amazon GuardDuty は、アカウント用に GuardDuty EKS Protection が有効になっている場合
に、Kubernetes のセキュリティ問題の可能性を示す検出結果 (p. 48)を生成します。詳細については、
「Amazon GuardDuty における EKS Protection (p. 19)」を参照してください。次のセクションでは、これ
らのシナリオにおいて推奨される修復ステップについて説明します。特定の修復アクションは、その特定
の検出結果タイプのエントリで説明されています。検出結果タイプに関する完全な情報にアクセスするに
は、[Active findings types table] (p. 66) (アクティブな検出結果タイプテーブル) を選択します。

さまざまなタイプの攻撃と設定の問題によって、GuardDuty の Kubernetes の検出結果がトリガーされる
可能性があります。このガイドは、適切な修復ガイダンスを概説するものであり、クラスターに対する 
GuardDuty の検出結果の根本原因を特定するのに役立ちます。GuardDuty の Kubernetes の検出結果につ
ながる主な根本原因は次のとおりです。

• 設定の問題 (p. 182)
• 侵害されたユーザー (p. 182)
• 侵害されたポッド (p. 184)
• 侵害されたノード (p. 185)
• 侵害されたコンテナイメージ (p. 185)

Note

Kubernetes バージョン 1.14 より前では、system:unauthenticated グループは、デフォル
トで system:discovery と system:basic-user ClusterRoles に関連付けられていました。
これは、匿名ユーザーからの意図しないアクセスを許可する場合があります。クラスターの更新
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では、これらの許可は取り消されません。つまり、クラスターをバージョン 1.14 以降に更新し
た場合でも、これらの許可は引き続き有効である可能性があります。これらの許可の関連付けを
system:unauthenticated グループから解除することをお勧めします。これらの許可を削除す
る手順については、「Review and revoke unnecessary anonymous access」(不要な匿名アクセス
を確認して取り消す) を参照してください。

設定の問題
検出結果で設定の問題が示されている場合、その特定の問題の解決に関するガイダンスについては、その
検出結果の修復セクションを参照してください。詳細については、設定上の問題を示す次の検出結果タイ
プを参照してください。

• Policy:Kubernetes/AnonymousAccessGranted (p. 109)
• Policy:Kubernetes/ExposedDashboard (p. 109)
• Policy:Kubernetes/AdminAccessToDefaultServiceAccount (p. 108)
• Policy:Kubernetes/KubeflowDashboardExposed (p. 110)
• SuccessfulAnonymousAccess で終わる検出結果。

侵害された Kubernetes ユーザーの修復
GuardDuty の検出結果は、検出結果で特定されたユーザーが想定されていない API アクションを実行した
ときに、侵害された Kubernetes ユーザーを示している場合があります。ユーザーは、コンソールの検出
結果の詳細の [Kubernetes user details] (Kubernetes ユーザー詳細) セクション、または検出結果の JSON 
の resources.eksClusterDetails.kubernetesDetails.kubernetesUserDetails で識別でき
ます。これらのユーザーの詳細には、user name、uid、およびユーザーが属する Kubernetes グループ
が含まれます。

ユーザーが IAM エンティティを使用してワークロードにアクセスしていた場合は、この Access Key 
details セクションを使用して、IAM ユーザーまたはロールの詳細を識別できます。次のユーザータイプ
とその修復ガイダンスを参照してください。

Note

Amazon Detective を使用して、検出結果で特定された IAM ユーザーまたはロールをさらに調
査できます。GuardDuty コンソールで検出結果の詳細を表示しているときに、[Investigate in 
Detective] (Detective で調査) をクリックします。その後、リストされた項目から AWS ユーザー
またはロールをクリックして、Detective で調査します。

組み込みの Kubernetes 管理者 – クラスターを作成した IAM アイデンティティに Amazon EKS によって割
り当てられたデフォルトのユーザー。このユーザータイプは、ユーザー名 kubernetes-admin で識別さ
れます。

組み込みの Kubernetes 管理者のアクセスを取り消すには:

• Access Key details セクションから userType を識別します。
• userType が [Role] (ロール) であり、ロールが EC2 インスタンスロールに属している場合:

• そのインスタンスを特定し、「侵害された EC2 インスタンスの修復 (p. 177)」の手順に従
います。

• userType が [User] (ユーザー) の場合、またはユーザーが引き受けた [Role] (ロール) の場合:
1. そのユーザーのアクセスキーをローテーションします。
2. ユーザーがアクセス権を有していたシークレットをローテーションします。
3. 詳細については、[My AWS account may be compromised] (AWS アカウントが侵害を受けた

場合) の情報を確認してください。
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OIDC 認証済みユーザー – OIDC プロバイダーを通じてアクセス権を付与されたユーザー。通常、OIDC 
ユーザーは、ユーザー名としてメールアドレスを持っています。次のコマンドを使用して、クラスター
が OIDC を使用しているかどうかを確認できます: aws eks list-identity-provider-configs --
cluster-name your-cluster-name 。

OIDC 認証済みユーザーのアクセスを取り消すには:
1. OIDC プロバイダーでそのユーザーの認証情報をローテーションします。
2. ユーザーがアクセス権を有していたシークレットをローテーションします。

AWS-Auth ConfigMap 定義済みユーザー – AWS-auth ConfigMap を通じてアクセス権を付与された 
IAM ユーザー。詳細については、「&EKS; ユーザーガイド」の「Managing users or IAM roles for your 
cluster」(クラスターのユーザーまたは IAM ロールの管理) を参照してください。次のコマンドを使用し
て、許可を確認できます: kubectl edit configmaps aws-auth --namespace kube-system。

AWS ConfigMap ユーザーのアクセス権を取り消すには:
1. 次のコマンドを使用して、ConfigMap を開きます。

kubectl edit configmaps aws-auth --namespace kube-system

2. GuardDuty の検出結果の [Kubernetes user details] (Kubernetes ユーザー詳細) セクションで報告
されたものと同じユーザー名で、mapRoles または mapUsers セクションの下のロールまたはユー
ザーエントリを特定します。次の例を参照してください。ここでは、管理者ユーザーが検出結果で
特定されています。

apiVersion: v1
data: 
  mapRoles: | 
    - rolearn: arn:aws:iam::444455556666:role/eksctl-my-cluster-nodegroup-standard-
wo-NodeInstanceRole-1WP3NUE3O6UCF 
      user name: system:node:EC2_PrivateDNSName 
      groups: 
        - system:bootstrappers 
        - system:nodes 
  mapUsers: | 
     - userarn: arn:aws:iam::123456789012:user/admin 
      username: admin 
      groups: 
        - system:masters
    - userarn: arn:aws:iam::111122223333:user/ops-user 
      username: ops-user 
      groups: 
        - system:masters

3. そのユーザーを ConfigMap から削除します。管理者ユーザーが削除された次の例を参照してくださ
い。

apiVersion: v1
data: 
  mapRoles: | 
    - rolearn: arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-cluster-nodegroup-standard-
wo-NodeInstanceRole-1WP3NUE3O6UCF 
      username: system:node:{{EC2PrivateDNSName}} 
      groups: 
        - system:bootstrappers 
        - system:nodes 
  mapUsers: | 
    - userarn: arn:aws:iam::111122223333:user/ops-user 
      username: ops-user 
      groups: 
        - system:masters
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4. userType が [User] (ユーザー) の場合、またはユーザーが引き受けた [Role] (ロール) の場合:
a. そのユーザーのアクセスキーをローテーションします。
b. ユーザーがアクセス権を有していたシークレットをローテーションします。
c. 詳細については、[My AWS account may be compromised] (AWS アカウントが侵害を受けた場

合) の情報を確認してください。

検出結果に resource.accessKeyDetails セクションがない場合、ユーザーは Kubernetes サービスア
カウントです。

サービスアカウント – サービスアカウントはポッドのアイデンティティを提供し、次の形式のユーザー名
で識別できます: system:serviceaccount:namespace:service_account_name。

サービスアカウントへのアクセス権を取り消すには:
1. サービスアカウントの認証情報をローテーションします。
2. 次のセクションでポッドの侵害に関するガイダンスを確認します。

侵害された Kubernetes ポッドの修復
GuardDuty が resource.kubernetesDetails.kubernetesWorkloadDetails セクション内のポッ
ドまたはワークロードリソースの詳細を指定する場合、そのポッドまたはワークロードリソースが侵害さ
れている可能性があります。GuardDuty の検出結果は、単一のポッドが侵害されたか、または上位レベル
のリソースを介して複数のポッドが侵害されたことを示している場合があります。侵害されたポッドを特
定する方法のガイダンスについては、次の侵害シナリオを参照してください。

単一のポッドの侵害

resource.kubernetesDetails.kubernetesWorkloadDetails セクション内の type フィー
ルドが [Pod] (ポッド) である場合、検出結果は単一のポッドを特定します。名前フィールドはポッド
の name であり、namespace フィールドはその名前空間です。[Identify the offending Pod and worker 
node] (問題のあるポッドとワーカーノードを特定する) の手順を使用して、ポッドを実行している
ワーカーノードを特定します。

ワークロードリソースを通じて侵害されたポッド

type セクション内の resource.kubernetesDetails.kubernetesWorkloadDetails フィール
ドが、Deployment などの [Workload Resource] (ワークロードリソース) を識別している場合、その
ワークロードリソース内のすべてのポッドが侵害されている可能性があります。[Identify the offending 
Pods and worker nodes using workload name] (ワークロード名を使用して問題のあるポッドとワー
カーノードを特定する) の手順を使用して、[Workload Resource] (ワークロードリソース) のすべての
ポッドとそれらが実行されているノードを特定します。

サービスアカウントを通じて侵害されたポッド

GuardDuty の検出結果が resource.kubernetesDetails.kubernetesUserDetails セクショ
ンでサービスアカウントを識別した場合、識別されたサービスアカウントを使用しているポッドが侵
害されている可能性があります。検出結果によって報告されたユーザー名は、次の形式の場合はサー
ビスアカウントです: system:serviceaccount:namespace:service_account_name。[Identify 
the offending Pods and worker nodes using service account name] (サービスアカウント名を使用して
問題のあるポッドとワーカーノードを特定する) の手順を使用して、サービスアカウントを使用してい
るすべてのポッドとそれらが実行されているノードを特定します。

侵害されたすべてのポッドとそれらが実行されているノードを特定したら、「EKS ベストプラクティスガ
イド」の次の手順を使用して、ポッドを分離し、その認証情報をローテーションして、フォレンジック分
析のためにデータを収集します。
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侵害されたポッドを修復するには、次の手順を実行します。

1. ポッドを侵害した脆弱性を特定します。
2. その脆弱性の修復を実装し、新しい代替ポッドを起動します。
3. 脆弱なポッドを削除します。詳細については、「Redeploy compromised Pod or Workload 

Resource」(侵害されたポッドまたはワークロードリソースの再デプロイ) を参照してください。

ワーカーノードに、ポッドが他の AWS リソースにアクセスするのを許可する IAM ロールが割り当てられ
ている場合、攻撃によるさらなる被害を防ぐために、インスタンスからそれらのロールを削除します。同
様に、ポッドに IAM ロールが割り当てられている場合は、他のワークロードに影響を与えることなく、
ロールから IAM ポリシーを安全に削除できるかどうかを評価します。

侵害されたコンテナイメージの修復
GuardDuty の検出結果でポッドの侵害が示されている場合、ポッドの起動に使用されたイメージ
が悪意があるものであるか、または侵害されている可能性があります。GuardDuty の検出結果で
は、resource.kubernetesDetails.kubernetesWorkloadDetails.containers.image フィー
ルド内のコンテナイメージが識別されます。マルウェアがないかを調べるためにスキャンして、イメージ
が悪意のあるものであるかどうかを判断できます。

侵害されたコンテナイメージを修復するには、次の手順を実行します。

1. 直ちにイメージの使用を停止し、イメージリポジトリから削除します。
2. イメージを使用してすべてのポッドを特定します。詳細については、「Identify pods with vulnerable 

or compromised container images and worker nodes」(脆弱または侵害されたコンテナイメージと
ワーカーノードを持つポッドを特定する) を参照してください。

3. 侵害されたポッドを分離し、認証情報をローテーションして、分析のためにデータを収集します。詳
細については、「EKS ベストプラクティスガイド」の次の手順を参照してください。

4. 侵害されたイメージを使用してすべてのポッドを削除します。

侵害された Kubernetes ノードの修復
GuardDuty の検出結果は、検出結果で識別されたユーザーがノードアイデンティティを表す場合、または
検出結果が特権コンテナの使用を示している場合、ノードの侵害を示している場合があります。

[username] (ユーザーネーム) フィールドの形式が次の場合、ユーザーアイデンティティはワーカーノー
ドです: system:node:node name。例えば、system:node:ip-192-168-3-201.ec2.internal で
す。これは、攻撃者がノードへのアクセスを取得し、ノードの認証情報を使用して Kubernetes API エンド
ポイントと通信していることを示すものです。

検出結果では、検出結果にリストされている 1 つ以上のコンテナの
resource.kubernetesDetails.kubernetesWorkloadDetails.containers.securityContext.privileged
検出結果フィールドが True に設定されている場合に、特権コンテナの使用を示します。

侵害されたノードを修復するには、次の手順を実行します。

1. 「EKS ベストプラクティスガイド」の手順を使用して、ポッドを分離し、その認証情報をローテー
ションし、フォレンジック分析のためにデータを収集します。

2. ノードで実行されているすべてのポッドが使用するサービスアカウントを特定します。許可を確認
し、必要に応じてサービスアカウントをローテーションします。

3. ノードを終了します。
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侵害されたデータベースインスタンスの修復

GuardDuty RDS Protection はプレビューリリースです。RDS Protection の機能の使用には、「AWS の
サービス条件」の第 2 項 (「ベータ版とプレビュー」) が適用されます。

GuardDuty RDS Protection (p. 40) を有効にすると、GuardDuty は、サポートされているデータベー
ス (p. 40) における疑わしい、異常なログイン動作を明らかにする RDS Protection の検出結果タイ
プ (p. 114) を生成します。GuardDuty は RDS ログインアクティビティを使用して、ログイン試行の異常
なパターンを特定することで脅威の分析とプロファイリングを行います。

Note

検出結果タイプに関する完全な情報にアクセスするには、検出結果の表 (p. 135) から選択しま
す。

使用している AWS 環境で、侵害された可能性のある Amazon Aurora データベースインスタンスを修復す
るには、以下の推奨ステップに従ってください。

トピック
• ログインイベントの成功により、データベースが侵害された可能性 (p. 186)
• ログインイベントの失敗により、データベースが侵害された可能性 (p. 187)
• 漏えいした可能性のある認証情報 (p. 187)
• ネットワークアクセスを制限する (p. 188)

ログインイベントの成功により、データベースが侵害
された可能性
以下の推奨手順は、ログインイベントの成功に関連して異常な動作をする、侵害された可能性のある 
Aurora データベースインスタンスを修復する際に役に立ちます。

1. 影響を受けるデータベースとユーザーを特定します。

生成された GuardDuty の検出結果には、影響を受けるデータベースインスタンスの名前と対応するユー
ザーの詳細が表示されます。詳細については、「検出結果の詳細 (p. 48)」を参照してください。

2. この動作が予期されるものであるか、または予期しないものであるかを確認します。

以下のリストは、GuardDuty から検出結果が生成されるシナリオを示しています。
• 長い時間が経過した後にデータベースインスタンスにログインするユーザー
• データベースインスタンスに時々ログインするユーザー (四半期ごとにログインする財務アナリスト

など)
• ログイン試行に成功し、データベースインスタンスを侵害した可能性がある疑わしい攻撃者

3. 予期しない動作が発生した場合は、このステップを開始してください。

1. データベースインスタンスへのアクセスを制限する

疑わしいアカウントおよびこのログインアクティビティのソースによるデータベースインスタンス
へのアクセスを制限します。詳細については、漏えいした可能性のある認証情報 (p. 187) および
ネットワークアクセスを制限する (p. 188) を参照してください。

2. 影響を評価し、アクセスされた情報を特定します。
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• 可能であれば、監査ログを確認して、アクセスされた可能性のある情報を特定します。詳細につ
いては、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon Aurora DB クラスターでの、イベン
ト、ログ、およびストリーミングのモニタリング」を参照してください。

• 機密情報または保護された情報にアクセスされたか、または変更が加えられたかどうかを確認し
ます。

ログインイベントの失敗により、データベースが侵害
された可能性
以下の推奨手順は、ログインイベントの失敗に関連して異常な動作をする、侵害された可能性がある 
Aurora データベースインスタンスを修復する際に役に立ちます。

1. 影響を受けるデータベースとユーザーを特定します。

生成された GuardDuty の検出結果には、影響を受けるデータベースインスタンスの名前と対応するユー
ザーの詳細が表示されます。詳細については、「検出結果の詳細 (p. 48)」を参照してください。

2. ログインに失敗したソースを特定します。

生成された GuardDuty の検出結果には、検索パネルの [Actor] (アクター) セクションに [IP address] (IP 
アドレス) と [ASN organization] (ASN 組織) (パブリック接続の場合) が表示されます。

自律システム (AS) は、1 つ以上のネットワークオペレーターによって実行される 1 つ以上の IP プレ
フィックス (ネットワーク上でアクセス可能な IP アドレスのリスト) のグループで、明確に定義された
単一のルーティングポリシーを維持します。ネットワーク事業者には、ネットワーク内のルーティング
を制御したり、他のインターネットサービスプロバイダー (ISP) とルーティング情報を交換したりする
ための自律システム番号 (ASN) が必要です。

3. この動作が予期しないものであることを確認します。

このアクティビティが、データベースインスタンスへのさらなる不正アクセスを試みているものかどう
かを次のように検証します。
• ソースが内部にある場合は、アプリケーションが誤って設定されていないかどうかを調べて、接続が

繰り返し試行されていないかを確認します。
• これが外部の攻撃者である場合は、該当するデータベースインスタンスが一般公開されているかど

うか、または設定が誤っていないかどうか調べ、悪意のある攻撃者が一般的なユーザー名に対してブ
ルートフォース攻撃を仕掛けられるようになっていないかを確認します。

4. 予期しない動作が発生した場合は、このステップを開始してください。

1. データベースインスタンスへのアクセスを制限する

疑わしいアカウントおよびこのログインアクティビティのソースによるデータベースインスタンス
へのアクセスを制限します。詳細については、漏えいした可能性のある認証情報 (p. 187) および
ネットワークアクセスを制限する (p. 188) を参照してください。

2. 根本原因を分析し、このアクティビティを引き起こした可能性のあるステップを特定します。

アクティビティによってネットワークポリシーが変更され、安全でない状態になったときに通知
を受けるようにアラートを設定します。詳細については、「AWS Network Firewall デベロッパー
ガイド」の「Firewall policies in AWS Network Firewall」(AWS Network Firewall におけるファイア
ウォールポリシー) を参照してください。

漏えいした可能性のある認証情報
GuardDuty の検出結果には、検出結果で特定されたユーザーが予期しないデータベース操作を実行したと
きに、影響を受けるデータベースのユーザー認証情報が漏えいしたことが示される場合もあります。ユー
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ザーを特定するには、コンソールの検出結果パネル内の [RDS DB user details] (RDS DB ユーザー詳細) セ
クション、または検出結果 JSON の resource.rdsDbUserDetails を確認します。これらのユーザー
の詳細には、ユーザー名、使用したアプリケーション、アクセスしたデータベース、SSL バージョン、認
証方法が含まれます。

• 検出結果に関係する特定のユーザーのアクセス権限を取り消したり、パスワードを変更したりする
には、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon Aurora MySQL でのセキュリティ」または
「Amazon Aurora PostgreSQL でのセキュリティ」を参照してください。

• AWS Secrets Manager を使用して、Amazon Relational Database Service (RDS) データベースのシーク
レットを安全に保存して、自動的にローテーションします。詳細については、「AWS Secrets Manager 
ユーザーガイド」の「AWS Secrets Manager のチュートリアル」を参照してください。

• IAM データベース認証を使用すると、パスワードなしでデータベースユーザーのアクセスを管理できま
す。詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「IAM データベース認証」を参照してくだ
さい。

詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「Amazon RDS のセキュリティのベストプラク
ティス」を参照してください。

ネットワークアクセスを制限する
GuardDuty の検出結果には、データベースインスタンスがアプリケーションや仮想プライベートクラ
ウド (VPC) の外部からのアクセスが可能であることが示されている場合があります。検出結果に示
されているリモート IP アドレスが予期しない接続元である場合は、セキュリティグループを監査し
てください。データベースインスタンスにアタッチされたセキュリティグループのリストは、https:// 
console.aws.amazon.com/rds/ コンソールの [Security groups] (セキュリティグループ)、または検出結果 
JSON の resource.rdsDbInstanceDetails.dbSecurityGroups で確認できます。セキュリティグ
ループの設定については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「セキュリティグループによるアクセス制
御」を参照してください。

ファイアウォールを使用している場合は、ネットワークアクセスコントロールリスト (NACL) を再設定し
て、データベースへのネットワークアクセスを制限します。詳細については、「AWS Network Firewall デ
ベロッパーガイド」の「Firewalls in AWS Network Firewall」(AWS Network Firewall のファイアウォール) 
を参照してください。
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Amazon GuardDuty での複数のアカ
ウントの管理

Amazon GuardDuty で複数のアカウントを管理するには、GuardDuty の管理者アカウントになる 1 つの 
AWS アカウントを選択する必要があります。その後、他の AWS アカウントを管理者アカウントにメン
バーアカウントとして関連付けることができます。アカウントを GuardDuty 管理者アカウントに関連付け
るには、2 つの方法があります。両方のアカウントがメンバーである AWS Organizations 組織を通じて関
連付ける方法、または GuardDuty を通じて招待を送信する方法です。

GuardDuty では、AWS Organizations メソッドを使用することをお勧めします。組織の設定については、
「AWS Organizations ユーザーガイド」の「組織の作成」を参照してください。

AWS Organizations を使用した複数のアカウントの
管理

GuardDuty 管理者アカウントとして指定したいアカウントが AWS Organizations の組織のパートである場
合は、そのアカウントを GuardDuty の組織の委任された管理者として指定できます。委任された管理者と
して登録されたアカウントが自動的に GuardDuty 管理者アカウントになります。

この管理者アカウントを使用して、組織内の任意のアカウントに対して GuardDuty を有効にし、そのアカ
ウントをメンバーアカウントとして追加できます。

招待によってメンバーアカウントが関連付けられた GuardDuty 管理者アカウントが既にある場合は、その
アカウントを組織の GuardDuty の委任された管理者として登録できます。これを行うと、現在関連付けら
れているすべてのメンバーアカウントがメンバーとして残り、AWS Organizations で GuardDuty アカウン
トを管理する追加機能を最大限に活用できます。

GuardDuty で組織を通じて複数のアカウントをサポートする方法の詳細については、「AWS 
Organizations を使用した GuardDuty アカウントの管理 (p. 191)」を参照してください。

招待による複数のアカウントの管理
関連付けるアカウントが AWS Organizations 組織の一部でない場合は、GuardDuty で管理者アカウントを
指定し、その管理者アカウントを使用して、他の AWS アカウントをメンバーアカウントとして招待でき
ます。招待されたアカウントが招待を承諾すると、そのアカウントは管理者アカウントに関連付けられた 
GuardDuty メンバーアカウントになります。

GuardDuty で招待によって複数のアカウントをサポートする方法の詳細については、「招待による 
GuardDuty アカウントの管理 (p. 197)」を参照してください。

GuardDuty 管理者とメンバーアカウントの関係
複数アカウント環境で GuardDuty を使用すると、管理者アカウントはメンバーアカウントに代わって 
GuardDuty の特定の側面を管理できます。管理者アカウントが実行できる主な機能は次のとおりです。

• 関連付けられたメンバーアカウントを追加および削除する。このためのプロセスは、アカウントが組織
を通じて関連付けられているか、招待によって関連付けられているかによって異なります。

• 関連付けられたメンバーアカウント内の GuardDuty のステータス (GuardDuty の有効化中や停止中など) 
を管理する。
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Note

AWS Organizations で管理される委任された管理者アカウントはメンバーとして追加されたア
カウントで GuardDuty を自動的に有効にします。

• 抑制ルール、信頼できる IP リスト、脅威リストを作成して管理することで、GuardDuty ネットワーク内
の検出結果をカスタマイズする。複数アカウント環境でメンバーアカウントはこれらの機能にアクセス
できなくなります。

次の表では、GuardDuty の管理者アカウントとメンバーアカウントの関係を示しています。

[Self] (セルフ) と表示されている指定では、アカウントがこのアクションを自身のアカウントでのみ実行で
きることを示します。[Any] (任意) と表示されている指定では、アカウントがこのアクションを実行する
と、任意の関連付けられたアカウントにそのアクションが適用されることを示します。[All] (すべて) と表
示されている指定では、アカウントがこのアクションを実行すると、すべての関連付けられたアカウント
にそのアクションが適用されることを示します。ダッシュ (-) の付いた表のセルは、その指定のアカウント
がリストされたアクションを実行できないことを示します。

Designation

管理者 管理者

Action (組織経由) (招待経由)
メンバー

GuardDuty ステータス問わず、すべての AWS 
Organizations メンバーアカウント表示する

任意 — —

新しいアカウントの S3 Protection を自動的に有効
にする

すべて    

新しいアカウントの EKS Protection を自動的に有
効にする

すべて    

新しいアカウントの Malware Protection を自動的
に有効にする

すべて    

GuardDuty を有効にする 任意 Self —

GuardDuty の検出結果を表示する 任意 すべて Self

検出結果をアーカイブする 任意 任意 —

抑制ルールを適用する すべて すべて —

検出結果サンプルを生成する Self 自分 自分

信頼できる IP リストまたは脅威の IP リストを作
成する

すべて すべて —

信頼できる IP リストまたは脅威の IP リストを更
新する

すべて すべて —

信頼できる IP リストまたは脅威の IP リストを削
除する

すべて すべて —

EventBridge の通知頻度を設定する すべて すべて 自分

検出結果をエクスポートする Amazon S3 の場所を
設定する

すべて すべて 自分
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GuardDuty を停止する 任意* 任意* —

* このアクションが、関連付けられたすべてのアカウントで実行されてから、指定されたアカウントで実
行されることを示します。

AWS Organizations を使用した GuardDuty アカウ
ントの管理

AWS Organizations 組織で GuardDuty を使用する場合、組織内で任意のアカウントを GuardDuty の委任
された管理者に指定することができます。組織の管理者アカウントのみが、GuardDuty の委任された管理
者を指定できます。

委任された管理者として指定されたアカウントは、管理者アカウントとして所定のリージョンで 
GuardDuty が自動的に有効になり、そのリージョン内の組織すべてのアカウントに対して GuardDuty を有
効にし管理する許可が付与されます。組織内の他のアカウントは、委任された管理者アカウントに関連付
けられた GuardDuty メンバーアカウントとして表示および追加することができます。

既に招待によって関連付けられたメンバーアカウントを持つ GuardDuty 管理者を設定されていて、メン
バーアカウントが同じ組織に属している場合、組織に GuardDuty の委任された管理者を設定すると、そ
の [Type] (タイプ) が [by Invitation] (招待による) から [via Organizations] (Organizations 経由) に変更され
ます。新しい委任された管理者が、以前に同じ組織に属していないメンバーを招待によって追加した場
合、[Type] (タイプ) は [by Invitation] (招待による) となります。いずれの場合も、以前に追加されたアカウ
ントは、組織の GuardDuty の委任された管理者のメンバーアカウントです。

組織外にいる場合でも、引き続きアカウントをメンバーとして追加できます。詳細については、「招待に
よる管理者およびメンバーアカウントの指定 (コンソール) (p. 198)」および「招待による GuardDuty 管
理者およびメンバーアカウントの指定 (API) (p. 199)」を参照してください。

GuardDuty の委任された管理者のための重要な考慮事
項
GuardDuty の委任された管理者が行う操作方法を定義する、次の要素に注意してください。

委任された管理者は、最大 5000 のメンバーを管理することができます。

GuardDuty の委任された管理者 1 名あたりのメンバーアカウント数は 5000 件までとされています。
ただし、組織内に 5,000 を超えるアカウントが存在する可能性があります。[All] (すべて) の組織内の
アカウントの数は、GuardDuty コンソールの [Accounts] (アカウント) ページに表示されます。

メンバーアカウント数が 5000 アカウントを超えると、CloudWatch、AWS Health Dashboard、およ
び委任された管理者アカウントにメールで通知が届きます。

委任された管理者はリージョンレベルです。

AWS Organizations とは異なり、GuardDuty はリージョンレベルのサービスです。これ
は、GuardDuty の委任された管理者とそのメンバーアカウントは、AWS Organizations によるアカ
ウント管理をすべてのリージョンでアクティブにするために、希望のリージョンごとに追加する必要
があるということを意味します。つまり、組織管理アカウントで米国東部 (バージニア北部) のみの 
GuardDuty の委任された管理者を指定した場合、その委任された管理者はそのリージョンに追加され
たメンバーアカウントのみを管理します。GuardDuty のリージョンの詳細については、「リージョン
とエンドポイント (p. 261)」を参照してください。
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組織は、GuardDuty の委任された管理者を 1 名だけ指定できます。

組織は、GuardDuty の委任された管理者を 1 名だけ指定できます。あるリージョンでアカウントを
委任された管理者に指定した場合、そのアカウントは他のすべてのリージョンで委任された管理者
である必要があります。任意の時点で新しい委任された管理者を指定できます。詳細については、
「GuardDuty の委任された管理者の登録解除 (p. 196)」を参照してください。

組織の管理アカウントを委任された管理者として設定することは推奨されません。

組織の管理アカウントは委任された管理者になることはできますが、これは最小特権の原則に従う 
AWS セキュリティのベストプラクティスに基づいて推奨されません。

委任された管理者を変更しても、メンバーアカウントの GuardDuty は無効になりません。

委任された管理者を削除すると、関連するすべてのメンバー アカウントが GuardDuty のメンバーと
して削除されますが、これらのアカウントで GuardDuty が無効になるわけではありません。

委任された管理者の指定に必要な許可
GuardDuty の委任された管理者を委任する場合、GuardDuty を有効にする許可だけでなく、次のポリシー
ステートメントに記載されている特定の AWS Organizations API アクションを有効にする許可も必要で
す。

IAM ポリシーの最後に次のステートメントを追加することで、これらの許可を付与できます。

{ 
    "Sid": "PermissionsForGuardDutyAdmin", 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "guardduty:EnableOrganizationAdminAccount", 
        "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator", 
        "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
        "organizations:DescribeAccount", 
        "organizations:DescribeOrganization" 
    ], 
    "Resource": "*"
}

また、AWS Organizations 管理アカウントを GuardDuty の委任された管理者として指定する場合、その
エンティティには GuardDuty を初期化するための CreateServiceLinkedRole 許可が必要です。これ
は、次のステートメントを使用して IAM ポリシーに追加することができます (アカウント ID を組織の管理 
ID に置き換えます)。

{ 
 "Sid": "PermissionsToEnableGuardDuty" 
 "Effect": "Allow", 
 "Action": [ 
  "iam:CreateServiceLinkedRole" 
 ], 
 "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/guardduty.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty", 
 "Condition": { 
  "StringLike": { 
   "iam:AWSServiceName": "guardduty.amazonaws.com" 
  } 
 }
}
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Note

手動で有効にしたリージョンで GuardDuty を使用している場合は、「サービス」
の値をそのリージョンのリージョンエンドポイントに置き換えます。例えば、
中東 (バーレーン) (me-south-1) リージョンで GuardDuty を使用している場合
は、"Service": "guardduty.amazonaws.com" を "Service": "guardduty.me-
south-1.amazonaws.com" に置き換えます。

GuardDuty の委任された管理者の指定
アクセス方法を選択して、AWS 組織の委任された管理者を指定し、メンバーアカウントを追加します。

Console

ステップ 1 - 組織の GuardDuty の委任された管理者を登録する

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。

ログインするには、AWS Organizations 組織の管理者アカウントを使用します。
2. アカウント内で GuardDuty が既に有効になっていますか?

• GuardDuty がまだ有効になっていない場合は、[Get Started] (今すぐ始める) を選択
し、[Welcome to GuardDuty] (GuardDuty にようこそ) ページで GuardDuty の委任された管理
者を指定します。

Note

委任された管理者がそのアカウントで GuardDuty を有効にして管理できるようにする
には、管理アカウントに GuardDuty サービスにリンクされたロールが必要です。任意
のリージョンで管理アカウントの GuardDuty を有効にすると、このロールが自動的に
作成されます。

• GuardDuty が既に有効になっている場合、[Settings] (設定) ページで GuardDuty の委任された
管理者を指定することができます。

3. 組織の GuardDuty の委任された管理者として指定するアカウントの 12 桁の AWS account ID
を入力します。

4. [Delegate] (委任) を選択します。GuardDuty がまだ有効になっていない場合、委任された管理者
を指定すると、そのアカウントに対し現在のリージョンで GuardDuty が有効になります。

5. 委任された管理者が関連する許可をメンバーアカウントに割り当てて Malware Protection を有効
にすることを許可する場合は、[Permissions] (許可) 設定をオンにします。

6. (推奨) 各 AWS リージョン毎に前のステップを繰り返します。

委任された管理者を指定した後、委任された管理者アカウントを変更または削除するには、組織管理
アカウントを使用するだけです。

Important

アカウントをメンバーとして追加すると、そのアカウントの現在のリージョンで GuardDuty 
が自動的に有効になります。　　　 この動作は、アカウントをメンバーとして追加する前に 
GuardDuty を有効にする必要がある招待方法とは異なります。

各リージョンで GuardDuty を有効にするには、それらのリージョンに組織メンバーを追加する必要が
あります。

ステップ 2 - 既存の組織アカウントをメンバーとして追加する

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
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2. ナビゲーションパネルで [Settings] (設定) を選択してから、[Accounts] (アカウント) を選択しま
す。

アカウントの一覧に組織内のすべてのアカウントが表示されます。これらのアカウントの [Type]
(タイプ) は、[via organizations] (Organizations 経由) です。組織の GuardDuty の委任された管理
者に関連付けられたメンバーアカウントではないアカウントのステータスは、[Not a member] (メ
ンバーではない) です。

3. アカウント ID の横にあるチェックボックスをオンにして、メンバーとして追加するアカウントを
選択します。

Note

ページ上部のバナーで [enable] (有効) を選択することで、すべての組織アカウントの現
在のリージョンで GuardDuty を有効にできます。このアクションにより、[Auto-Enable] 
(自動有効化) 機能がオンになり、組織に今後追加するすべてのアカウントで GuardDuty 
が有効になります。
または、[filter] (フィルター) フィールドを使用して [Relationship status: Not a member]
(関係ステータス:メンバーではない) でフィルター処理し、現在のリージョンで 
GuardDuty が有効になっていないすべてのアカウントを選択することもできます。

4. [Actions] (アクション)、[Add member] (メンバーの追加) の順に選択します。
5. 選択したアカウントをメンバーとして追加することを [Confirm] (確認) します。アカウントの

[Status] (ステータス) が [Enabled] (有効) に変わります。

6. (推奨) 委任された管理者が全リージョンのメンバーアカウントの検出結果を管理できるように、
各 AWS リージョンでこのステップを繰り返してください。

ステップ 3 - メンバーとしての新しい組織アカウントの追加を自動化する

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。

委任された管理者の認証情報を使用してログインします。
2. ナビゲーションペインの [Settings] (設定) で [Accounts] (アカウント) を選択し、[Auto-enable] (自

動有効化) をオンにします。
3. GuardDuty に加えて、新しいアカウントでオプションの検出機能を有効にしたい場合

は、[Actions] (アクション) を選択後、[Enable S3 Protection] (S3 Protection を有効にす
る)、[Enable Kubernetes Audit Logs Monitoring] (Kubernetes Audit Logs Monitoring を有効にす
る)、または [Enable Malware Protection] (Malware Protection を有効にする) を選択します。これ
らの機能の詳細については、「マルチアカウント環境での S3 Protection の設定 (p. 45)」、「マ
ルチアカウント環境での EKS Protection の設定 (p. 20)」、または「マルチアカウント環境での 
Malware Protection の設定 (p. 27)」を参照してください。

4. (推奨) 各 AWS リージョンでこれらのステップを繰り返し、すべてのリージョンの新規アカウン
トで GuardDuty が自動的に有効化されるようにします。

自動有効化機能は、組織の将来のメンバー全員に対して GuardDuty を有効にします。これによ
り、GuardDuty の委任された管理者は、組織内で作成された、または組織に追加された新しいメン
バーを管理できます。メンバーアカウント数が 5,000 の上限に達すると、自動有効化機能は自動的に
オフになります。アカウントが削除され、メンバーの総数が 5000 未満になると、自動有効化機能が
再度オンになります。

API

委任された管理者を指定して、メンバーアカウントを追加する (API)

1. Organizations 管理アカウントの AWS アカウント の認証情報を使用し
て、enableOrganizationAdminAccount API オペレーションを実行します。
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これは、次の CLI コマンドを実行することで、AWS Command Line を使用して実行することも
できます。GuardDuty の委任された管理者にしたいアカウントのアカウント ID を必ず指定して
ください。

aws guardduty enable-organization-admin-account --admin-account-id 11111111111
                

このコマンドは、現在のリージョンに対してのみ、委任された管理者を設定します。現在のリー
ジョンで、そのアカウントに対して GuardDuty がまだ有効になっていない場合、自動的に有効に
なります。

他のリージョンの委任された管理者を設定するには、委任された管理者に管理させたいリージョ
ンを指定する必要があります。詳細については、「GuardDuty エンドポイントとクォータ」を参
照してください。次の例では、米国西部 (オレゴン) で委任された管理者を有効にする方法を示し
ます。

aws guardduty enable-organization-admin-account --admin-account-id 11111111111 --
region us-west-2

2. 前のステップで GuardDuty の委任された管理者として指定した AWS アカウント の認証情報を使
用して、CreateMembers API オペレーションを実行します。

委任された管理者の AWS アカウントのリージョンレベルのディテクター ID、および GuardDuty 
メンバーになるアカウントのアカウント ID や E メールアドレスなどのアカウント詳細を指定す
る必要があります。この API オペレーションを使用して 1 名以上のメンバーを作成できます。

Important

メンバーとして追加されたアカウントでは、組織管理アカウントを除き、そのリージョ
ンで GuardDuty が有効になります。組織管理アカウントでは、メンバーアカウントとし
て追加する前にまず GuardDuty を有効にする必要があります。

この操作は、次の CLI コマンドを実行することで、AWS Command Line Tools を使用して行うこ
ともできます。自身の有効なディテクター ID、アカウント ID、E メールを使用してください。

https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールの [Settings] (設定) ページで、または
ListDetectors API を使用して、現在のリージョンの detectorId を確認できます。

aws guardduty create-members --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0 --
account-details AccountId=123456789012,Email=guarddutymember@amazon.com

ListAccounts API オペレーションを使用するか、次の CLI コマンドを実行することで、すべての
組織メンバーのリストを表示できます。

aws organizations list-accounts

3. GuardDuty の委任された管理者のアカウントの認証情報を使用して
updateOrganizationConfiguration API オペレーションを実行し、新しいメンバーアカウントに対
してそのリージョンで GuardDuty を自動的に有効にします。

委任された管理者の AWS アカウントのディテクター ID を指定する必要があります。

この操作は、次の CLI コマンドを実行することで、AWS Command Line Tools を使用して行うこ
ともできます。必ずご自身の有効な ディテクター ID を使用してください。

https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールの [Settings] (設定) ページで、または
ListDetectors API を使用して、現在のリージョンの detectorId を確認できます。
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aws guardduty update-organization-configuration --detector-
id 12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0 --auto-enable

describeOrganizationConfiguration API オペレーションを実行するか、委任された管理者のディテ
クター ID を使用して次の CLI コマンドを実行することで、目的のリージョンの GuardDuty の自
動有効化機能がオンになっているかを確認できます。

https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールの [Settings] (設定) ページで、または
ListDetectors API を使用して、現在のリージョンの detectorId を確認できます。

aws guardduty describe-organization-configuration —-detector-
id 12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0

4. (推奨) 各リージョンにて、固有のディテクター ID を使用してこれらのステップを繰り返し、す
べての AWS リージョン のすべてのメンバーの GuardDuty モニタリングカバレッジを有効にしま
す。

GuardDuty 管理者アカウントの単一の組織の委任され
た管理者への統合
GuardDuty では、委任された管理者のアカウントでメンバーアカウントを管理するために、AWS 
Organizations を通じて関連付けを使用することを推奨しています。以下に示すプロセスの例を使用して、
組織内の招待によって関連付けられた管理者とメンバーを、1 名の GuardDuty の委任された管理者の下に
統合することができます。

Note

既に GuardDuty の委任された管理者が管理しているアカウントや、アクティブなメンバーがいる
委任された管理者のアカウントを、別の GuardDuty の委任された管理者のアカウントに追加する
ことはできません。各組織は、リージョンごとに 1 つのみ GuardDuty の委任された管理者のアカ
ウントを持つことができ、各メンバーアカウントは 1 名の委任された管理者のみを持つことがで
きます。

1. GuardDuty を管理するすべてのアカウントが組織に属していることを確認します。組織にアカウント
を追加する方法については、「AWS アカウント を組織に招待する」を参照してください。

2. 組織の GuardDuty の委任された管理者として指定したいアカウントを除き、既存の管理者アカウント
からすべてのメンバーアカウントの関連付けを解除します。

3. [Settings] (設定) ページから、組織の GuardDuty の委任された管理者を指定します。
4. 指定された委任管理者アカウントにログインします。
5. 組織からメンバーの追加に進みます。

Important

GuardDuty はリージョンレベルのサービスであるという点にご注意ください。GuardDuty の
効果を最大限にするために、委任された管理者のアカウントを指定し、各リージョンのメン
バー全員を追加することをお勧めします。

GuardDuty の委任された管理者の登録解除
Note

委任された管理者の登録を解除できるのは、Organizations 管理アカウントのみです。
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コンソールまたは API を選択し、表示されるステップに従って、委任された管理者の登録を解除します。
登録解除が完了すると、新しい委任された管理者を指定することができます。

Console

コンソールから委任された管理者の登録を解除する場合に、アカウントが Organizations 管理アカウ
ントでもある場合は、委任された管理者として指定された各リージョンでこのプロセスを繰り返す必
要があります。

Important

Organizations 管理アカウントで、別のアカウントを委任された管理者に指定した場合、その
アカウントはすべてのリージョンで登録が解除されます。

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. [Settings] (設定) を選択します。
3. 設定ページから、[Delegated Administrator] (委任された管理者) で [Remove] (削除) を選択しま

す。
4. [Remove Administrator] (管理者の削除) を選択して変更を確定します。

API

API から委任された管理者の登録を解除する場合は、新しく委任された管理者を指定する前に、すべ
てのリージョンで登録を解除する必要があります。

1. Organizations 管理アカウントの認証情報を使用して、DisableOrganizationAdminAccount API オ
ペレーションを実行します。

aws guardduty disable-organization-admin-account --admin-account-id "123456789012"

2. その委任された管理者が管理する各リージョンで繰り返します。

招待による GuardDuty アカウントの管理
組織外のアカウントを管理するには、従来の招待による方法を使用できます。この方法を使用する場合、
他のアカウントが招待を承諾してメンバーアカウントになると、アカウントは管理者アカウントとして指
定されます。

アカウントが管理者アカウントでない場合、他のアカウントからの招待を承諾することができます。招
待を承諾すると、自分のアカウントはメンバーアカウントになります。1 つの AWS アカウントを同時に 
GuardDuty の管理者アカウントとメンバーアカウントにすることはできません。

GuardDuty 管理者とメンバーアカウントの関係 (p. 189) で説明されているように、招待によって関連付
けられたアカウントは、全体的に AWS Organizations によって関連付けられたアカウントと同様に管理者
とメンバーの関係性を持ちます。ただし、招待をした管理者アカウントのユーザーは、関連するメンバー
アカウントに代わって GuardDuty を有効にしたり、AWS Organizations 組織内の他の非メンバーアカウン
トを表示することはできません。

Important

この方法で GuardDuty がメンバーアカウントを作成する場合、クロスリージョン内データ転送
が発生することがあります。GuardDuty は、メンバーアカウントのメールアドレスを確認するた
めに、米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ動作するメール検証サービスを使用していま
す。
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招待による管理者およびメンバーアカウントの指定 
(コンソール)
アカウントの追加、アカウントの招待、または別のアカウントからの招待の承諾の手順は次のとおりで
す。

ステップ 1 - アカウントを追加する
1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Accounts] (アカウント) を選択します。
3. 上部のパネルで [Add accounts by invitation] (招待によってアカウントを追加) を選択します。
4. [Add member accounts] (メンバーアカウントの追加) ページで、[Enter accounts] (アカウントの入力) 

に、追加するアカウントの AWS アカウント ID と E メールアドレスを入力します。その後、[Add] (追
加) を選択します。

Important

このステップで指定する E メールアドレスは、GuardDuty メンバーアカウントとして追加す
る AWS アカウントに関連付けられた E メールアドレスと同一である必要があります。

複数のアカウントを追加するには、ID と E メールアドレスを一度に 1 つずつ指定します。[Upload list 
(.csv)] (リストをアップロード (.csv)) を選択して、アカウントを一括追加することもできます。この
機能は、一部のアカウントを招待してすぐに GuardDuty を有効にしたいが、他のアカウントは遅らせ
たい場合に便利です。

Important

次の例のように、CSV ファイルの 1 行目にヘッダー (Account ID,Email など) が含まれて
いる必要があります。後続の各行には、追加するアカウントの 1 つの有効なアカウント ID と 
1 つの E メールアドレスが含まれている必要があります。アカウントは 1 行に 1 つずつ記述
し、アカウント ID と E メールアドレスはカンマで区切る必要があります。

Account ID,Email
111111111111,user@example.com

5. アカウントの追加が完了したら、[Next] (次へ) を選択します。

追加したアカウントが [Accounts] (アカウント) ページに一覧表示されます。このリストに追加された
各アカウントの [Status] (ステータス) 列には [Invite] (招待) リンクがあります。

ステップ 2: アカウントを招待する
1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Accounts] (アカウント) を選択します。
3. GuardDuty を有効にする必要があるアカウントを 1 つ以上選択します。
4. [Action] (アクション) ドロップダウンの一覧から、[Invite] (招待) を選択します。
5. [Invitation to GuardDuty] (GuardDuty への招待) ダイアログ ボックスで、招待メッセージ (オプション) 

を入力し、[Send notification] (通知を送信) をクリックします。

Note

招待されたアカウントが E メールにアクセスできない場合は、[Also send an email 
notification to the root user on the invitee's AWS account and generate an alert in the invitee's 
Personal Health Dashboard] (また、招待者の AWS アカウントのルートユーザーに E メール
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通知が送信され、招待者の Personal Health Dashboard にアラートが生成されます) をクリッ
クします。

招待したアカウントの [Status] (ステータス) 列の値が [Invited] (招待済み) に変わります。

ステップ 3 - 招待を受け入れる
1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. GuardDuty を有効にしていない場合は、[Enable GuardDuty] (GuardDuty の有効化) ページで [Enable 

GuardDuty] (GuardDuty の有効化) を選択します。

Important

メンバーシップ招待を承諾する前に GuardDuty を有効にする必要があります。
3. GuardDuty を有効にしている場合は、次の手順を実行します。

a. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
b. [Accounts] (アカウント) を選択します。
c. 受け入れたアカウントの所有者を確認します。[Accept] を選択し、メンバーへの招待を承諾しま

す。
4. 招待を承諾すると、GuardDuty のメンバーアカウントになります。招待を送信した所有者のアカウン

トが GuardDuty 管理者アカウントになります。管理者アカウントの所有者は、メンバーアカウントの
[Status] (ステータス) 列の値が [Monitored] (モニタリング) に変わったことを確認できます。管理者ア
カウントの所有者は、メンバーアカウントの GuardDuty の検出結果を表示および管理できるようにな
りました。

招待による GuardDuty 管理者およびメンバーアカウ
ントの指定 (API)
API オペレーションを使用した招待によって、GuardDuty の管理者アカウントとメンバーアカウントを指
定することができます。GuardDuty の管理者アカウントとメンバーアカウントを指定するために、次の 
GuardDuty API オペレーションを実行します。

GuardDuty 管理者アカウントとして指定する AWS アカウントの認証情報を使用して、次の手順を実行し
ます。

1. AWS GuardDuty が有効になっているアカウントの認証情報を使用して、CreateMembers API オペ
レーションを実行します。これは、GuardDuty 管理者アカウントにするアカウントです。

現在の AWS アカウントのディテクター ID と、GuardDuty メンバーにしたいアカウントの ID および 
E メールアドレスを指定する必要があります。この API オペレーションを使用して 1 名以上のメン
バーを作成できます。

また、AWS Command Line Tools を使用して、次の CLI コマンドを実行することで、管理者アカウン
トを指定することができます。自身の有効なディテクター ID、アカウント ID、E メールを使用してく
ださい。

https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールの [Settings] (設定) ページで、または
ListDetectors API を使用して、現在のリージョンの detectorId を確認できます。

aws guardduty create-members --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0 --account-
details AccountId=111122223333,Email=guardduty-member@organization.com
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2. GuardDuty が有効になっている InviteMembers アカウントの認証情報を使用して AWS API オペレー
ションを実行します。これは、GuardDuty 管理者アカウントにするアカウントです。

現在の AWS アカウントのディテクター ID と、GuardDuty のメンバーにするアカウントのアカウント 
ID を指定する必要があります。この API オペレーションにより 1 名以上のメンバーを招待できます。

Note

message リクエストパラメータを使用してオプションの招待メッセージを指定することもで
きます。

AWS Command Line Tools を使用して、次の CLI コマンドを実行することで、メンバーアカウントを
指定することもできます 招待するアカウントには、自身の有効なディテクター ID と有効なアカウン
ト ID を使用してください。

https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールの [Settings] (設定) ページで、または
ListDetectors API を使用して、現在のリージョンの detectorId を確認できます。

aws guardduty invite-members --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0 --account-
ids 111122223333

GuardDuty メンバーアカウントとして指定する各 AWS アカウントの認証情報を使用して次の手順を実行
します。

1. GuardDuty メンバーアカウントとして招待され、招待を受け入れたい各 AWS アカウントに対して
CreateDetector API オペレーションを実行します。

GuardDuty サービスを使用してディテクターリソースを有効にするかどうかを指定する必要がありま
す。GuardDuty が動作するためには、ディテクターを作成して有効にする必要があります。招待を承
諾する前に、まず GuardDuty を有効にする必要があります。

また、AWS Command Line Tools を使用して、次の CLI コマンドを実行しても可能です。

aws guardduty create-detector --enable

2. メンバーへの招待の承諾を求める AWS アカウントごとに、そのアカウントの認証情報を使用して
AcceptAdministratorInvitation API オペレーションを実行します。

メンバーアカウントの場合はこの AWS アカウントのディテクター ID、招待を送った管理者アカウン
トの場合はアカウント ID、招待を承諾する場合は招待状 ID を指定する必要があります。管理者アカ
ウントのアカウント ID は、招待メールで見つかります。または、API の ListInvitations オペレーショ
ンを使用して検索することもできます。

AWS Command Line Tools を使用して、次の CLI コマンドを実行することで、招待を承諾すること
もできます。ディテクター ID、管理者アカウント ID、招待状 ID は必ず有効なものを使用してくださ
い。

https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールの [Settings] (設定) ページで、または
ListDetectors API を使用して、現在のリージョンの detectorId を確認できます。

aws guardduty accept-invitation --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0
 --master-id 12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0 --invitation-
id 84b097800250d17d1872b34c4daadcf5
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複数のアカウントで同時に GuardDuty を有効にする
次の方法を使用して、同時に複数のアカウントに対して GuardDuty を有効にします。

Python スクリプトを使用して複数のアカウントで同時に 
GuardDuty を有効にする
GitHub のサンプルリポジトリ (https://github.com/aws-samples/amazon-guardduty-multiaccount-scripts) に
あるスクリプトを使用して、複数のアカウントで GuardDuty の有効化または無効化を自動化することがで
きます。このセクションのプロセスを使用して、Amazon EC2 を使用しているメンバーアカウントのリス
トに対して GuardDuty を有効にします。disable スクリプトの使用またはローカルでのスクリプトの設定
については、GitHub の説明を参照してください。

enableguardduty.py スクリプトは、GuardDuty を有効にし、管理者アカウントからの招待を送信
し、すべてのメンバーアカウントで招待を承諾します。その結果、GuardDuty の管理者アカウントに
は、すべてのメンバーアカウントのすべてのセキュリティに関する検出結果が含まれるようになりま
す。GuardDuty はリージョン別に分離されているため、各メンバーアカウントの検出結果は管理者アカウ
ントの対応するリージョンにロールアップされます。例えば、GuardDuty 管理者アカウントの us-east-1 
地域には、関連するすべてのメンバー アカウントのすべての us-east-1 に対するセキュリティ検出結果が
含まれています。

これらのスクリプトは、マネージドポリシー AWS マネージドポリシー: 
AmazonGuardDutyFullAccess (p. 235) を使用する共有 IAM ロールに依存しています。このポリシー
ではエンティティに GuardDuty へのアクセスを許可します。また、このポリシーは管理者アカウント
と、GuardDuty を有効にする各アカウントに適用される必要があります。

次のプロセスを実行すると、デフォルトで、使用可能なすべてのリージョンで GuardDuty が有効に
なります。オプションの --enabled_regions 引数を使用して、カンマで区切られたリージョンの
リストを指定すると、特定のリージョンでのみ GuardDuty を有効にすることができます。オプション
で、enableguardduty.py を開いて gd_invite_message 文字列を編集することで、メンバーアカウ
ントに送信される招待メッセージをカスタマイズすることもできます。

1. GuardDuty 管理者アカウントで IAM ロールを作成し、AWS マネージドポリシー: 
AmazonGuardDutyFullAccess (p. 235) ポリシーをアタッチして GuardDuty を有効にします。

2. GuardDuty 管理者アカウントで管理したいメンバーアカウントごとに IAM ロールを作成します。この
ロールは、ステップ 1 で作成したロールと同じ名前を持つ必要があり、信頼できるエンティティとし
て管理者アカウントを許可し、前述の AmazonGuardDutyFullAccess マネージドポリシーが適用され
る必要があります。

3. インスタンスがサービスのロールを引き受けることができるようにする次の信頼関係のあるロールを
アタッチして、新しい Amazon Linux インスタンスを起動します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "ec2.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

4. 新しいインスタンスにログインし、次のコマンドを実行してそのインスタンスを設定します。

sudo yum install git python  
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sudo yum install python-pip
pip install boto3  
aws configure  
git clone https://github.com/aws-samples/amazon-guardduty-multiaccount-scripts.git
cd amazon-guardduty-multiaccount-scripts  
sudo chmod +x disableguardduty.py enableguardduty.py

5. ステップ 2 でロールを追加したメンバーアカウントのアカウント ID と E メールのリストを含む CSV 
ファイルを作成します。次の例のように、アカウントは 1 行に 1 つずつ記述し、アカウント ID と E 
メールアドレスはカンマで区切る必要があります。

111122223333,guardduty-member@organization.com

Note

CSV ファイルは、enableguardduty.py スクリプトと同じ場所にあることが必要です。次
の方法で、既存の CSV ファイルを Amazon S3 から現在のディレクトリにコピーできます。

aws s3 cp s3://my-bucket/my_key_name example.csv

6. Python スクリプトを実行します。引数として、GuardDuty 管理者アカウント ID、最初のステップで
作成したロール名、および CSV ファイル名を必ず指定してください。

python enableguardduty.py --master_account 444455556666 --assume_role 
 roleName accountID.csv
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推定使用コストの計算方法について

GuardDuty コストの見積もり
GuardDuty RDS Protection はプレビューリリースです。RDS Protection の機能の使用には、「AWS の
サービス条件」の第 2 項 (「ベータ版とプレビュー」) が適用されます。

GuardDuty コンソールと API オペレーションを使用して、月額の GuardDuty にかかる費用を見積もるこ
とができます。30 日間の無料トライアル期間中、コストの見積もりはトライアル期間後の推定コストを
予測します。マルチアカウント環境で運用している場合、GuardDuty 管理者アカウントは、すべてのメン
バーアカウントのコストメトリクスをモニタリングできます。

コストの見積もりは、次のメトリクスを基準にして表示することができます。

• アカウント ID - アカウント、または GuardDuty 管理者アカウントとして運用している場合はメンバーア
カウントの推定コストを一覧表示します。

• データソース - VPC フローログ、CloudTrail 管理ログ、S3 の CloudTrail データイベントログ、DNS ロ
グ、EKS 監査ログ、EBS ボリュームデータの GuardDuty データソースタイプについて、指定したデー
タソースの推定コストをリスト化します。

• S3 バケット - 指定したバケットの S3 データイベントまたは環境内のアカウントで最も高価なバケット
の推定コストをリスト化します。

Note

S3 バケット統計は、アカウントで S3 Protection が有効になっている場合にのみ使用できま
す。詳細については、「Amazon GuardDuty における Amazon S3 Protection (p. 44)」を参照し
てください。

推定使用コストの計算方法について
GuardDuty のコストモニタリング機能を使用する場合、推定値の計算方法を理解することが重要で
す。GuardDuty に表示される見積もりは、請求およびコスト管理コンソールの見積もりとは若干異なる場
合があります。GuardDuty コストの見積もりの計算方法については、次の点に注意してください。

• GuardDuty の使用量の見積もりは、現在のリージョンのみを対象としています。
• GuardDuty 使用量の見積もりは、過去 7 ～ 30 日間の使用量に基づく 1 日あたりの平均コストです。

Note

使用日数が 7 日未満の新たに有効化されたディテクター ID またはデータソースの場合、コスト
は [Pending] (保留中) と表示されます。

• トライアルの見積もりには、現在トライアル期間中のデータソースが反映されます。
• GuardDuty のボリュームの見積もりには、「Amazon GuardDuty の料金」ページで説明されているよ

うに、リージョンごとの GuardDuty ボリュームの料金が含まれていますが、ボリューム料金の階層を
満たす個々のアカウントにのみ適用されます。ボリュームの割引料金は、組織内のアカウント間の合計
使用量の見積もりには含まれません。組み合わせ使用量の割引料金の詳細については、「AWS 請求: ボ
リューム割引」を参照してください。

GuardDuty RDS Protection の無料プレビュー
GuardDuty RDS Protection は、プレビューリリース中は無料で使用できます。一般提供が開始された後
も、30 日間の無料試用期間を引き続き利用できます。
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GuardDuty 使用状況の統計を確認する (コンソール)

現在、AWS では GuardDuty RDS Protection のプレビューリリース中の使用料は請求されませんが、この
機能を他の AWS のサービスと組み合わせて使用した場合の費用はお客様の負担となります。他の AWS 
のサービスには、Amazon Aurora、Amazon EventBridge、Amazon S3、および AWS KMS などが含まれ
ます。これらのサービスには標準料金が適用されます。また、一般提供されている Amazon GuardDuty の
機能 (Malware Protection、EKS Protection、S3 Protection など) を使用した場合の費用もお客様の負担と
なります。

GuardDuty 使用状況の統計を確認する (コンソール)
1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。

GuardDuty 管理者アカウントを使用してください。
2. ナビゲーションペインで [Usage] (使用状況) を選択します。
3. メンバーを持つ GuardDuty 管理者アカウントには、すべてのマネージドアカウントのリストが表示さ

れます。単一のアカウントには、データソース別の内訳が表示されます。

メンバーアカウントがある場合は、[Accounts] (アカウント) テーブルでそのアカウントを選択して、
個々のアカウントの統計を表示できます。選択したアカウントで S3 Protection が有効になっている場
合、使用コストで上位の S3 バケットが [By data source] (データソース別) パネルに表示されます。

Note

緑の点は、無料トライアル期間が有効であることを表しています。

GuardDuty 使用状況の統計を確認する (API)
コストメトリクスを表示するには、GuardDuty 管理者アカウントの認証情報を使用して
GetUsageStatistics API オペレーションを実行します。コマンドを実行するには、次の情報を入力しま
す。

• (必須) 統計情報を取得するアカウントのリージョンレベルの GuardDuty ディテクター ID を指定しま
す。

• (必須) 取得する統計のタイプを指定します: SUM_BY_ACCOUNT | SUM_BY_DATA_SOURCE | 
SUM_BY_RESOURCE | TOP_RESOURCES。

• (必須) 次のオプションから、クエリするデータソースを少なくとも 1 つ指定します: FLOW_LOGS | 
CLOUD_TRAIL | DNS_LOGS | S3_LOGS | KUBERNETES_AUDIT_LOGS | EC2_MALWARE_SCAN。

• (オプション) 使用統計を取得するアカウント ID のリストを指定します。

AWS コマンドラインを使用することもできます。以下のコマンドを実行して、ディテクター ID の例を
独自のものに置き換えて、すべてのデータソースの使用量の合計を取得します。単一アカウントの場合、
このコマンドはアカウントに対してのみ、過去 30 日間のコストを返します。メンバーアカウントを持つ 
GuardDuty 管理者である場合は、すべてのメンバーのアカウントごとにコストが表示されます。

aws guardduty get-usage-statistics --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34e56789f0 --usage-
statistic-type SUM_BY_ACCOUNT --usage-criteria '{"DataSources":["FLOW_LOGS", "CLOUD_TRAIL", 
 "DNS_LOGS", "S3_LOGS", "KUBERNETES_AUDIT_LOGS", "EC2_MALWARE_SCAN"]}' 
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データ保護

Amazon GuardDuty のセキュリティ
AWS では、クラウドセキュリティを最優先事項としています。AWS の顧客は、セキュリティを最も重視
する組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得ら
れます。

セキュリティは、AWS とお客様の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。GuardDuty に適用するコンプライアンスプログラムの詳細については、「コ
ンプライアンスプログラムによる対象範囲の AWS のサービス」、「を参照してください。

• クラウド内のセキュリティ – お客様の責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。また、
お客様は、お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因に
ついても責任を担います。

このドキュメントは、GuardDuty を使用する際に責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役立ちま
す。ここでは、セキュリティとコンプライアンスの目標を満たすように GuardDuty を設定する方法を説明
します。また、GuardDuty リソースのモニタリングや保護に役立つ、他の AWS のサービスの使用方法に
ついても説明します。

目次
• Amazon GuardDuty におけるデータ保護 (p. 205)
• AWS CloudTrail での Amazon GuardDuty API コールのログ記録 (p. 207)
• AWS GuardDuty のための Identity and Access Management (p. 209)
• Amazon GuardDuty の AWS マネージドポリシー (p. 235)
• Amazon GuardDuty のコンプライアンス検証 (p. 238)
• Amazon GuardDuty の回復力 (p. 239)
• Amazon GuardDuty でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 239)

Amazon GuardDuty におけるデータ保護
Amazon GuardDuty でのデータ保護には、AWS の責任共有モデルが適用されます。このモデルで説明され
ているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護する
責任を担います。顧客は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持
する責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タス
クが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参照
してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責
任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
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保管中の暗号化

• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。使用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。

お客様の E メールアドレスなどの機密情報やセンシティブ情報は、タグや [Name] フィールドなどの自由
形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、または 
AWS SDK を使って、GuardDuty や他の AWS のサービス を使用する場合も同様です。タグまたは名前に
使用する自由記入欄に入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サーバーへ
の URL を提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を URL に含めないこ
とを強くお勧めします。

保管中の暗号化
GuardDuty のすべての顧客データは、AWS 暗号化ソリューションを使用して保管時に暗号化されます。

検出結果などの GuardDuty データは、AWS 所有のカスタマーマネージドキーを使用して、AWS Key 
Management Service (AWS KMS) により保管時に暗号化されます。

転送中の暗号化
GuardDuty は、他のサービスからのログデータを分析します。GuardDuty は、これらのサービスから転
送中のデータすべてを HTTPS および KMS で暗号化します。GuardDuty がログから必要な情報を抽出
すると、それらは破棄されます。GuardDuty で他のサービスの情報を使用する方法の詳細については、
「GuardDuty data sources (p. 14)」(GuardDuty データソース) を参照してください。

GuardDuty データは、サービス間で転送時に暗号化されます。

サービス改善のためのデータの使用をオプトアウトす
る
GuardDuty Malware Protection は、侵害された可能性がある Amazon EC2 インスタンスおよびコン
テナワークロードにアタッチされた EBS ボリュームに含まれるマルウェアをスキャンして検出しま
す。GuardDuty Malware Protection は EBS ボリュームファイルを悪意がある、または有害であると識
別すると、GuardDuty Malware Protection はこのファイルを収集して保存し、マルウェア検出および 
GuardDuty サービスを開発および改善します。このファイルは、その他の AWS サービスの開発と改善に
も使用される場合があります。信頼、プライバシー、およびコンテンツのセキュリティが当社の最優先事
項であり、当社の使用に際してユーザーへの約束に確実に従うことを保証します。詳細については、 デー
タプライバシーのよくある質問を参照してください。

AWS Organizations オプトアウトポリシーを使用して、データが GuardDuty の開発および向上、その他
の AWS セキュリティサービスに使用されることを拒否することができます。詳細については、「AWS 
Organizations ユーザーガイド」の「AI サービスオプトアウトポリシー」を参照してください。

Note

オプトアウトポリシーを使用するには、AWS アカウントが AWS Organizations によって一元
管理される必要があります。AWS アカウントでまだ組織を作成していない場合は、「AWS 
Organizations ユーザーガイド」の「組織の作成と管理」を参照してください。
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CloudTrail によるログ記録

オプトアウトには次のような効果があります。

• GuardDuty は、ユーザーがオプトアウトする前に GuardDuty Malware Protection が悪意がある、または
有害であると判断した、収集または保存されているすべてのファイルを削除します。

• オプトアウトすると、GuardDuty Malware Protection はファイルの収集および保存をしなくなります。

AWS CloudTrail での Amazon GuardDuty API コー
ルのログ記録

Amazon GuardDuty は、GuardDuty のユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行さ
れたアクションの記録を提供するサービスである AWS CloudTrail と統合されています。CloudTrail 
は、GuardDuty コンソールからの呼び出しや GuardDuty API へのコード呼び出しを含む、GuardDuty のす
べての API コールをイベントとしてキャプチャします。追跡を作成する場合は、GuardDuty のイベントな
ど、Amazon S3 バケットへの CloudTrail イベントの継続的な配信を有効にすることができます。追跡を設
定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [Event history] (イベント履歴) で最新のイベントを表示でき
ます。CloudTrail で収集された情報を使用して、GuardDuty に対するリクエスト、リクエスト元の IP アド
レス、リクエスト者、リクエスト日時などの詳細を確認できます。

設定や有効化の方法などの CloudTrail の詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」を参照して
ください。

CloudTrail での GuardDuty 情報
CloudTrail は、アカウントを作成すると AWS アカウントで有効になります。サポートされているイベン
トアクティビティが GuardDuty で発生すると、そのアクティビティは [Event history] (イベント履歴) の
他の AWS のサービスのイベントとともに、CloudTrail イベントにレコードされます。最近のイベント
は、AWS アカウントで表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「CloudTrail Event 履歴で
のイベントの表示」を参照してください。

GuardDuty のイベントなど、AWS アカウントのイベントの継続的な記録については、追跡を作成しま
す。追跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、
コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての リージョンに適用されます。追跡は、AWSパーティ
ションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファ
イルを配信します。さらに、CloudTrail ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、それに基づ
く対応するためにその他の AWS のサービスを設定できます。詳細については、次を参照してください。

• 証跡を作成するための概要
• CloudTrail がサポートされているサービスと統合
• CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定
• 複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取るおよび複数のアカウントから CloudTrail ログ

ファイルを受け取る

すべての GuardDuty アクションは CloudTrail でログに記録され、これらのアクションは「GuardDuty API 
リファレンス」で説明されています。

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。

• リクエストが、ルートユーザーまたは IAM ユーザーのどちらのサインイン認証情報を使用して送信され
たか

• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用
して送信されたか
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例: GuardDuty ログアーカイブエントリ

• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか

詳細については、「CloudTrail userIdentity エレメント」を参照してください。

例: GuardDuty ログアーカイブエントリ
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。CloudTrail のログファイルには、単一か複数のログエントリがあります。イベントはあらゆるソース
からの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストのパラ
メータなどの情報が含まれます。CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたス
タックトレースではないため、特定の順序では表示されません。

次の例は、CreateIPThreatIntelSet アクションを証明するCloudTrail ログエントリです。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::444455556666:user/Alice", 
        "accountId": "444455556666", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2018-06-14T22:54:20Z" 
            }, 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::444455556666:user/Alice", 
                "accountId": "444455556666", 
                "userName": "Alice" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2018-06-14T22:57:56Z", 
    "eventSource": "guardduty.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateThreatIntelSet", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "54.240.230.177", 
    "userAgent": "console.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "detectorId": "5ab04b1110c865eecf516eee2435ede7", 
        "name": "Example", 
        "format": "TXT", 
        "activate": false, 
        "location": "https://s3.amazonaws.com/bucket.name/file.txt" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "threatIntelSetId": "1ab200428351c99d859bf61992460d24" 
    }, 
    "requestID": "5f6bf981-7026-11e8-a9fc-5b37d2684c5c", 
    "eventID": "81337b11-e5c8-4f91-b141-deb405625bc9", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "444455556666"
}

このイベント情報からは、GuardDuty で脅威リスト Example を作成するリクエストが行われたことを判
断できます。また、このリクエストは、Alice という名前のユーザーによって 2018 年 6 月 14 日に行われ
たことも確認できます。
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AWS GuardDuty のための Identity and Access 
Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS のサービス リソースへのアクセスを
安全に制御するために役立つ AWS のリソースです。IAM 管理者は、誰を認証したか (サインイン)、誰
が GuardDuty リソースを使う認証 (許可) を得たのかを管理します。IAM は、追加費用なしで使用できる 
AWS のサービス です。

トピック
• 対象者 (p. 209)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 209)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 212)
• AWS GuardDuty が IAM で機能する方法 (p. 214)
• AWS GuardDuty のためのアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 219)
• Amazon GuardDuty でのサービスにリンクされたロールの使用 (p. 224)
• AWS GuardDuty アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 233)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の使い方は、GuardDuty で行う作業によって異なります。

[Service user] (サービスユーザー) – ジョブを実行するために GuardDuty サービスを使用する場合は、管
理者から必要な許可と認証情報が与えられます。作業を実行するためにさらに多くの GuardDuty の特徴
を使用するにつれ、追加の許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管
理者に適切な許可をリクエストするために役に立ちます。GuardDuty の特徴にアクセスできない場合は、
「AWS GuardDuty アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 233)」を参照してくださ
い。

[Service administrator] (サービス管理者) - 社内の GuardDutyソースを担当している場合は、通
常、GuardDutyへのフルアクセスがあります。サービスのユーザーがどの GuardDuty 機能やリソースに
アクセスするかを決めるのは管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービス
ユーザーの許可を変更する必要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してく
ださい。お客様の会社で GuardDuty で IAM を利用する方法の詳細については、「AWS GuardDuty が IAM 
で機能する方法 (p. 214)」を参照してください。

[IAM administrator] (IAM 管理者) – IAM 管理者は、GuardDuty へのアクセスを管理するポリシーの記述方法
の詳細を学習できます。IAM で使用できる GuardDuty のアイデンティティベースのポリシーの例を表示す
るには、「AWS GuardDuty のためのアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 219)」を参照してくだ
さい。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS 
アカウントのルートユーザー として、IAM ユーザーとして、または IAM ロールを引き受けることによっ
て、認証を受ける (AWS にサインインする) 必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーテッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーテッドアイデ
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ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google ま
たは Facebook の認証情報などがあります。フェデレーテッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS はsoftware development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。推奨される方法を使用して自分でリ
クエストに署名する方法の詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名
プロセス」を参照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧めし
ます。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」
の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認証 
(MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント 
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカウ
ント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報を
持つ IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただし、IAM 
ユーザーの長期的な認証情報を必要とする特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをローテー
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ションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要とす
るユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーションユーザーアクセス – フェデレーションアイデンティティに許可を割り当てるには、
ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーションアイデンティティが認証される
と、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されます。
フェデレーションのロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「サードパーティー ID プロバイ
ダー用のロールの作成」を参照してください。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可
セットを設定します。アイデンティティが認証後にアクセスできるものを制御するために、IAM アイデ
ンティティセンターは許可セットを IAM のロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細について
は、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可
セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションが
トリガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ア
クションがポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、「サービス認証
リファレンス」の「AWS GuardDuty のアクション、リソース、および条件キー」を参照してくださ
い。

• [Service role] (サービスロール) – サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受
ける [IAM role] (IAM ロール) です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除で
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きます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任する
ロールの作成」を参照してください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

すべての IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) は、許可のない状態からスタートします。デフォル
トでは、ユーザーは何もできず、自分のパスワードを変更することすらできません。何かを実行する許可
をユーザーに付与するには、管理者がユーザーに許可ポリシーを添付する必要があります。また、管理者
は、必要な許可があるグループにユーザーを追加できます。管理者がグループに許可を付与すると、その
グループ内のすべてのユーザーにこれらの許可が付与されます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。
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リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。
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AWS GuardDuty が IAM で機能する方法
IAM を使用して GuardDutyへのアクセスを管理する前に、GuardDuty で利用できる IAM の機能について学
びます。

AWS GuardDuty で使用できるIAM の機能

IAM の機能 GuardDuty のサポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 214) はい

リソースベースのポリシー (p. 215) いいえ

ポリシーアクション (p. 215) はい

ポリシーリソース (p. 216) はい

ポリシー条件キー (p. 216) はい

ACL (p. 217) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 217) 部分的

テンポラリ認証情報 (p. 217) はい

プリンシパル許可 (p. 218) はい

サービスロール (p. 218) はい

サービスにリンクされたロール (p. 218) はい

大部分の IAM 機能によって GuardDuty およびその他の AWS のサービスがどのように機能するかに関する
概要については、「IAM ユーザーガイド」の「 IAM と連携する AWS のサービス」を参照してください。

GuardDuty のためのアイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが
実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成
する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
るすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレン
ス」を参照してください。

GuardDuty のためのアイデンティティベースのポリシーの例

GuardDuty のアイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「AWS GuardDuty のためのアイ
デンティティベースのポリシーの例 (p. 219)」を参照してください。
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GuardDuty 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート いいえ

リソースベースのポリシーは、リソースにアタッチする JSON ポリシードキュメントです。リソースベー
スのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられま
す。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定
のリソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティ
ティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロ
スアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プ
リンシパルとリソースが異なる AWS アカウント にある場合、信頼できるアカウントの IAM 管理者は、
リソースにアクセスするための許可をプリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) に付与する必要
もあります。IAM 管理者は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで許
可を付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権
が付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

GuardDuty のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの
プリンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということで
す。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。

GuardDuty アクションのリストを確認するには、「サービス認可リファレンス」の「AWS GuardDuty で
定義されるリソース」を参照してください。

GuardDuty のポリシーアクションは、アクションの前に次のプレフィックスを使用します。

guardduty

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "guardduty:action1", 
      "guardduty:action2" 
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         ]

GuardDuty のアイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「AWS GuardDuty のためのアイ
デンティティベースのポリシーの例 (p. 219)」を参照してください。

GuardDuty のポリシーリソース

ポリシーリソースに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ワイルド
カード (*) を使用して、ステートメントがすべてのリソースに適用されることを示します。

"Resource": "*"

GuardDuty リソースのタイプとその ARN のリストを確認するには、「サービス認可リファレンス」の
「AWS GuardDuty で定義されるリソース」を参照してください。どのアクションで各リソースの ARN を
指定できるかについて学ぶには、「AWS GuardDuty で定義されるアクション」を参照してください。

GuardDuty のアイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「AWS GuardDuty のためのアイ
デンティティベースのポリシーの例 (p. 219)」を参照してください。

GuardDuty のポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。
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AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照し
てください。

GuardDuty の条件キーのリストを確認するには、「サービス認可リファレンス」の「AWS GuardDuty で
定義されるリソース」を参照してください。どのアクションおよびリソースと条件キーを使用できるかに
ついては、「AWS GuardDuty で定義されるアクション」を参照してください。

GuardDuty のアイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「AWS GuardDuty のためのアイ
デンティティベースのポリシーの例 (p. 219)」を参照してください。

GuardDuty のアクセスコントロールリスト (ACL)

ACL のサポート いいえ

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似
ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

GuardDuty での属性ベースのアクセスコントロール (ABAC)

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート 部分的

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。

ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC をセット
アップするステップを説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「属性に基づくア
クセスコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

GuardDuty での一時的な認証情報の使用

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連
携する AWS のサービス」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
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セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、の「IAM の一時的なセキュリティ認
証情報」を参照してください。

GuardDuty のクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート はい

IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行するユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。一部のサービスを使用する際に、アク
ションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。この場合、
両方のアクションを実行するための許可が必要です。アクションがポリシーで追加の依存アクションを必
要とするかどうかを確認するには、「サービス認証リファレンス」の「AWS GuardDuty のアクション、
リソース、および条件キー」を参照してください。

GuardDuty のサービスロール

サービスロールに対するサポート はい

サービスロールとは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロール
です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「AWS のサービス に許可を委任するロールの作成」を参照してください。

Warning

サービスロールの許可を変更すると、GuardDuty の機能が破損する可能性がありま
す。GuardDuty が指示する場合以外は、サービスロールを編集しないでください。

GuardDuty のためにサービスにリンクされたロール

サービスにリンクされたロールのサポート はい

サービスリンクロールは、AWS のサービス にリンクされているサービスロールの一種です。サービス
は、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクさ
れたロールは、AWS アカウント に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービス
にリンクされたロールの許可を表示できますが、編集することはできません。

GuardDuty サービスにリンクされたロールの作成または管理の詳細については、「Amazon GuardDuty で
のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 224)」を参照してください。

サービスにリンクされたロールの作成または管理の詳細については、IAM と提携する AWS のサービス」
を参照してください。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列に Yes と記載
されたサービスを見つけます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示す
るには、[Yes] (はい) リンクを選択します。
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AWS GuardDuty のためのアイデンティティベースの
ポリシーの例
デフォルトでは、ユーザーおよびロールには、GuardDuty リソースを作成または変更する許可はありませ
ん。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS API を使
用してタスクを実行することもできません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを実行するため
の許可をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。次に、管理者はこれらの
ポリシーを必要とするユーザーに、ポリシーをアタッチする必要があります。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

GuardDuty が定義するアクションとリソースタイプ (リソースタイプごとの ARN の形式を含む) の詳細
については、「サービス認証リファレンス」の「AWS GuardDuty のアクション、リソース、および条件
キー」を参照してください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 219)
• GuardDuty コンソールの使用 (p. 220)
• GuardDuty の有効化に必要な許可 (p. 220)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 220)
• GuardDuty への読み取り専用アクセス権を付与するカスタム IAM ポリシー (p. 221)
• GuardDuty の検出結果へのアクセスを拒否する (p. 221)
• GuardDuty のリソースへのアクセスを制限するためのカスタム IAM ポリシーの使用 (p. 222)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、あるユーザーがアカウント内で GuardDuty リソースを作成、アクセス、または
削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が発生
する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガ
イドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可す
ることもできます。詳細については、[IAM User Guide] (IAM ユーザーガイド) の [IAM JSON policy 
elements: Condition] (IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。
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• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

GuardDuty コンソールの使用
Amazon GuardDuty コンソールにアクセスするには、最小限の許可セットが必要です。これらの許可によ
り、AWS アカウント の GuardDuty リソースについての詳細をリスト化し、見ることが許可されます。最
小限必要な許可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを持
つエンティティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。

ユーザーとロールが引き続きGuardDutyコンソールを使用できるようにするには、エンティティに 
GuardDuty ConsoleAccess または ReadOnly AWS マネージドポリシーもアタッチします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「ユーザーへの許可の追加」を参照してください。

GuardDuty の有効化に必要な許可
さまざまな IAM ID (ユーザー、グループ、およびロール) に必要な許可を付与するには、必要な AWS マ
ネージドポリシー: AmazonGuardDutyFullAccess (p. 235) ポリシーをアタッチして GuardDuty を有効に
します。

ユーザーが自分の許可を表示できるようにする
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI または AWS API を使用してプログラムで、このアクションを完了する許可が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
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                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

GuardDuty への読み取り専用アクセス権を付与するカスタム IAM 
ポリシー
GuardDuty への読み取り専用アクセス権を付与するには、AmazonGuardDutyReadOnlyAccess マネー
ジドポリシーが使用できます。

IAM ユーザー、ロール、またはグループに GuardDuty への読み取り専用アクセス権を付与するカスタムポ
リシーを作成するには、次のステートメントを使用します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "guardduty:ListMembers", 
                "guardduty:GetMembers", 
                "guardduty:ListInvitations", 
                "guardduty:ListDetectors", 
                "guardduty:GetDetector", 
                "guardduty:ListFindings", 
                "guardduty:GetFindings", 
                "guardduty:ListIPSets", 
                "guardduty:GetIPSet", 
                "guardduty:ListThreatIntelSets", 
                "guardduty:GetThreatIntelSet", 
                "guardduty:GetMasterAccount", 
                "guardduty:GetInvitationsCount", 
                "guardduty:GetFindingsStatistics", 
                "guardduty:DescribeMalwareScans", 
                "guardduty:UpdateMalwareScanSettings", 
                "guardduty:GetMalwareScanSettings" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

GuardDuty の検出結果へのアクセスを拒否する
次のポリシーを使用し、IAM ユーザー、ロール、またはグループに対して、GuardDuty の検出結果へのア
クセスを拒否できます。ユーザーは検出結果やその詳細は表示できませんが、その他すべての GuardDuty 
のオペレーションにはアクセスできます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "guardduty:CreateDetector", 
                "guardduty:DeleteDetector", 
                "guardduty:UpdateDetector", 
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                "guardduty:GetDetector", 
                "guardduty:ListDetectors", 
                "guardduty:CreateIPSet", 
                "guardduty:DeleteIPSet", 
                "guardduty:UpdateIPSet", 
                "guardduty:GetIPSet", 
                "guardduty:ListIPSets", 
                "guardduty:CreateThreatIntelSet", 
                "guardduty:DeleteThreatIntelSet", 
                "guardduty:UpdateThreatIntelSet", 
                "guardduty:GetThreatIntelSet",                       
                "guardduty:ListThreatIntelSets", 
                "guardduty:ArchiveFindings", 
                "guardduty:UnarchiveFindings", 
                "guardduty:CreateSampleFindings", 
                "guardduty:CreateMembers", 
                "guardduty:InviteMembers", 
                "guardduty:GetMembers", 
                "guardduty:DeleteMembers", 
                "guardduty:DisassociateMembers", 
                "guardduty:StartMonitoringMembers", 
                "guardduty:StopMonitoringMembers", 
                "guardduty:ListMembers", 
                "guardduty:GetMasterAccount", 
                "guardduty:DisassociateFromMasterAccount", 
                "guardduty:AcceptAdministratorInvitation", 
                "guardduty:ListInvitations", 
                "guardduty:GetInvitationsCount", 
                "guardduty:DeclineInvitations", 
                "guardduty:DeleteInvitations" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        },  
         { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateServiceLinkedRole" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
guardduty.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": "guardduty.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PutRolePolicy", 
                "iam:DeleteRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
guardduty.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty" 
        } 
    ]
}

GuardDuty のリソースへのアクセスを制限するためのカスタム 
IAM ポリシーの使用
ディテクター ID に基づいて GuardDuty に対するユーザーのアクセスを定義するには、次のオペレーショ
ンを除くすべての GuardDuty API のアクションをカスタム IAM ポリシー内で使用できます。
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• guardduty:CreateDetector

• guardduty:DeclineInvitations

• guardduty:DeleteInvitations

• guardduty:GetInvitationsCount

• guardduty:ListDetectors

• guardduty:ListInvitations

IAM ポリシーの次のオペレーションを使用し、IPSet ID および ThreatIntelSet ID に基づいた GuardDuty に
対するユーザーのアクセス権を定義します。

• guardduty:DeleteIPSet

• guardduty:DeleteThreatIntelSet

• guardduty:GetIPSet

• guardduty:GetThreatIntelSet

• guardduty:UpdateIPSet

• guardduty:UpdateThreatIntelSet

次の例では、前述のオペレーションのいくつかを使用してポリシーを作成する方法を示します。

• このポリシーでは、us-east-1 リージョンでディテクター ID として 1234567 を使用
し、guardduty:UpdateDetector オペレーションを実行できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                 "guardduty:UpdateDetector", 
             ], 
            "Resource": "arn:aws:guardduty:us-east-1:123456789012:detector/1234567" 
        } 
    ]
}

• このポリシーでは、us-east-1 リージョンでディテクター ID として 1234567、および IPSet ID として 
000000 を使用し、guardduty:UpdateIPSet オペレーションを実行できます。

Note

GuardDuty の信頼できる IP のリストと脅威リストにアクセスするために必要な許可が、その
ユーザーにあることを確認します。詳細については、「信頼できる IP リストと 脅威リストを
アップロードするために必要な許可 (p. 154)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                 "guardduty:UpdateIPSet", 
             ], 
            "Resource": "arn:aws:guardduty:us-east-1:123456789012:detector/1234567/
ipset/000000" 
        } 
    ]
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}  
                 

• このポリシーでは、us-east-1 リージョンで任意のディテクター ID、および IPSet ID として 000000 を
使用し、guardduty:UpdateIPSet オペレーションを実行できます。

Note

GuardDuty の信頼できる IP のリストと脅威リストにアクセスするために必要な許可が、その
ユーザーにあることを確認します。詳細については、「信頼できる IP リストと 脅威リストを
アップロードするために必要な許可 (p. 154)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                 "guardduty:UpdateIPSet", 
             ], 
            "Resource": "arn:aws:guardduty:us-east-1:123456789012:detector/*/
ipset/000000" 
        } 
    ]
}

• このポリシーでは、us-east-1 リージョンでディテクター ID および任意の IPSet ID を使用
し、guardduty:UpdateIPSet オペレーションを実行できます。

Note

GuardDuty の信頼できる IP のリストと脅威リストにアクセスするために必要な許可が、その
ユーザーにあることを確認します。詳細については、「信頼できる IP リストと 脅威リストを
アップロードするために必要な許可 (p. 154)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                 "guardduty:UpdateIPSet", 
             ], 
            "Resource": "arn:aws:guardduty:us-east-1:123456789012:detector/1234567/
ipset/*" 
        } 
    ]
}

Amazon GuardDuty でのサービスにリンクされたロー
ルの使用
Amazon GuardDuty は、AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを使
用します。サービスにリンクされたロール (SLR) は、直接 GuardDuty にリンクされた IAM ロールの一意
のタイプです。サービスにリンクされたロールは、GuardDuty によって事前定義されており、ユーザーに
代わって他の AWS のサービスを呼び出すために GuardDuty が必要とする許可がすべて含まれています。

サービスにリンクされたロールを使用すると、必要な許可を手動で追加せずに GuardDuty を設定できま
す。GuardDuty は、サービスにリンクされたロールの許可を定義します。特に定義された許可が無い限
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り、GuardDuty のみがそのロールを引き受けることができます。定義される許可には、信頼ポリシーや許
可ポリシーなどがあり、その許可ポリシーを他の IAM エンティティにアタッチすることはできません。

GuardDuty は、 GuardDuty が利用できるすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロールの使用を
サポートします。詳細については、「リージョンとエンドポイント (p. 261)」を参照してください。

GuardDuty サービスにリンクされたロールは、それが有効になっているすべてのリージョンで GuardDuty 
を無効にした後にのみ削除できます。これにより、アクセスに必要な許可の誤った削除を防ぐことがで
き、GuardDuty リソースが保護されます。

サービスにリンクされたロールをサポートするその他のサービスについては、「IAM ユーザーガイド」の
「AWS services that work with IAM」を参照し、「Service-Linked Role」列が「Yes」となっているサービ
スを探してください。そのサービスについて、サービスにリンクされたロールのドキュメントを表示する
には、「Yes」を選択します。これにはリンクが設定されています。

GuardDuty のためのサービスにリンクされたロールの許可
GuardDuty は、AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty と名付けられたサービスにリンクされたロール 
(SLR) を使用します。この SLR は 、潜在的に悪意のあるアクティビティに関係した AWS 環境中の EC2 
インスタンスのために、メタデータを取得する許可を GuardDuty に許可します。また、GuardDutyによっ
て、悪意のあるアクティビティについてGuardDuty が生成する検出結果中の取得されたEC2 インスタンス
メタデータを含めることも許可します。AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty サービスにリンクされ
たロールは、ロールを継承するために guardduty.amazonaws.com のサービスを信頼します。

ロールの許可ポリシーにより、GuardDuty は次のようなタスクを実行できます。例:

• EC2 インスタンスとイメージに関するを取得するために、Amazon EC2 アクションを使用します。
• Amazon EC2 アクションを使用して、VPC、サブネット、トランジットゲートウェイなどの EC2 ネッ

トワーク構成に関する情報を取得します。
• Amazon S3 アクションを使用して S3 バケットとオブジェクトに関する情報を取得します。
• AWS Organizations アクションを使用して、関連付けられたアカウントを記述します。

ロールは、AmazonGuardDutyServiceRolePolicy と名付けられた次の AWS マネージドポリシーで構
成されます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:DescribeInstances", 
        "ec2:DescribeImages", 
        "ec2:DescribeVpcEndpoints", 
        "ec2:DescribeSubnets", 
        "ec2:DescribeVpcPeeringConnections", 
        "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments" 
        "organizations:ListAccounts", 
        "organizations:DescribeAccount", 
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock", 
        "s3:GetEncryptionConfiguration", 
        "s3:GetBucketTagging", 
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
        "s3:ListAllMyBuckets", 
        "s3:GetBucketAcl", 
        "s3:GetBucketPolicy", 
        "s3:GetBucketPolicyStatus", 
      ], 
      "Resource": "*" 
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    } 
  ]
}

AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty サービスにリンクされたロールにアタッチされている信頼ポリ
シーは次のとおりです。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "guardduty.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

GuardDuty 用のサービスにリンクされたロールの作成
GuardDuty を初めて有効にするか、以前に有効にしていなかったサポート対象リージョン中で GuardDuty 
を有効にしていなかった場合は、AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty のサービスにリンクされた
ロールが自動的に生成されます。IAM コンソール、AWS CLI、あるいは IAM API を使って、 のサービス
にリンクされたロールを手動で作成することもできます。

Important

GuardDuty の委任されたアカウント用に作成されたサービスにリンクされたロールは、メンバー
の GuardDuty アカウントには適用されません。

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM プリンシパル (ユーザー、グループ、ロールな
ど) に許可するには、許可を設定する必要があります。AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty サービ
スにリンクされたロールを正常に作成するには、GuardDuty で使用する IAM プリンシパルに必要な許可が
付与されている必要があります。必要なアクセス許可を付与するには、次のポリシーをこの ユーザー、グ
ループ、またはロールにアタッチします。

Note

次の例のサンプルの##### ID を実際の AWS アカウント ID に置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "guardduty:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateServiceLinkedRole" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
guardduty.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": "guardduty.amazonaws.com" 
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                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PutRolePolicy", 
                "iam:DeleteRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
guardduty.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty" 
        } 
    ]
}

IAM ロールを手動で作成することの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a service-
linked role」を参照してください。

GuardDuty のためにサービスにリンクされたロールの編集
GuardDuty では、AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty サービスにリンクされたロールを編集できま
せん。サービスにリンクされたロールを作成した後は、多くのエンティティによってロールが参照される
可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの説明の編集
はできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされたロールの編集」を参
照してください。

GuardDuty 用のサービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。これにより、使用していないエンティティがアクティブにモニタリングされた
り、メンテナンスされたりすることがなくなります。

Important

Malware Protection を有効にしている場合、AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty を削除
しても AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection は自動的に削除され
ません。AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection を削除するには、
「GuardDuty Malware Protection のサービスにリンクされたロールの削除」を参照してくださ
い。

AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty を削除するために有効になっているすべてのリージョンで、
最初に GuardDuty を削除する必要があります。サービスにリンクされたロールを削除しようとしたときに 
GuardDuty サービスが無効になっていない場合、削除は失敗します。詳細については、「GuardDuty の停
止または無効化 (p. 251)」を参照してください。

GuardDuty を無効にしても、AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty は自動的に削除されませ
ん。GuardDuty を再度有効にする場合、既存の AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty を使用して起
動します。

IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには

AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty サービスにリンクされたロールを削除するには、IAM コンソー
ル、AWS CLI、または IAM API を使用します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリン
クされたロールの削除」を参照してください。

サポートされている AWS リージョン
Amazon GuardDuty は、GuardDuty が利用できる AWS リージョン すべて
で、AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty サービスにリンクされたロールの使用をサポートしま
す。GuardDuty が現在利用可能なリージョンの一覧については、「Amazon Web Services 全般リファレン
ス」の「Amazon GuardDuty のエンドポイントとクォータ」を参照してください。
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GuardDuty Malware Protection のためのサービスにリンクされた
ロールの許可
GuardDuty Malware Protection は、AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection
というサービスにリンクされたロール (SLR) を使用します。この SLR により、GuardDuty Malware 
Protection はエージェントレススキャンを実行して GuardDuty アカウント内のマルウェアを検出できま
す。これにより、GuardDuty はアカウントに EBS ボリュームスナップショットを作成し、そのスナップ
ショットを GuardDuty サービスアカウントと共有できます。GuardDuty がスナップショットを評価する
と、取得された EC2 インスタンスとコンテナワークロードのメタデータが GuardDuty Malware Protection 
の結果に含まれます。AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection サービスにリン
クされたロールは、ロールを継承するために malware-protection.guardduty.amazonaws.com の
サービスを信頼します。

ロールの許可ポリシーにより、GuardDuty Malware Protection は次のようなタスクを実行できます。

• EC2 インスタンス、ボリューム、スナップショットに関する情報を取得するために、Amazon EC2 アク
ションを使用します。GuardDuty Malware Protectionは、Amazon EKS と Amazon ECS クラスターのメ
タデータにアクセスする許可も与えます。

• GuardDutyExcluded タグが true に設定されていない EBS ボリュームのスナップショットを作成し
てください。デフォルトでは、GuardDutyScanId タグを持つスナップショットが作成されます。この
タグを削除しないでください。削除すると、GuardDuty Malware Protection がスナップショットにアク
セスできなくなります。

Important

GuardDutyExcluded を true に設定すると、GuardDuty サービスは今後これらのスナップ
ショットにアクセスできなくなります。これは、このサービスにリンクされたロールの他のス
テートメントにより、GuardDutyExcluded が true に設定されたスナップショットに対する
どのアクションも GuardDuty が実行できなくなるためです。

• スナップショットの共有と削除を許可するのは、GuardDutyScanId タグが存在
し、GuardDutyExcluded タグが true に設定されていない場合のみです。

Note

GuardDuty Malware Protection がスナップショットを公開することを許可しません。
• カスタマーマネージドキー (GuardDutyExcluded タグが true に設定されているキーを除く) にア

クセスして CreateGrant を呼び出し、GuardDuty サービスアカウントと共有される暗号化スナップ
ショットから暗号化 EBS ボリュームを作成してアクセスします。各リージョンの GuardDuty サービス
アカウントのリストについては、「AWS リージョン ごとの GuardDuty サービスアカウント (p. 25)」を
参照してください。

• お客様の CloudWatch ログにアクセスして GuardDuty Malware Protection ロググループを作成し、マル
ウェアスキャンイベントログを /aws/guardduty/malware-scan-events ロググループの下に配置
します。

• マルウェアが検出されたスナップショットを自分のアカウントに保持するかどうかをお客様が決定
できるようにします。スキャンでマルウェアが検出された場合、サービスにリンクされたロールによ
り、GuardDuty はスナップショットに GuardDutyFindingDetected および GuardDutyExcluded
の 2 つのタグが追加できます。

Note

GuardDutyFindingDetected タグは、スナップショットにマルウェアが含まれていると指定
します。

• ボリュームが EBS マネージドキーで暗号化されているかどうかを判断します。GuardDuty は
DescribeKey アクションを実行し、アカウントの EBS マネージドキーの key Id を特定します。

GuardDuty は、暗号化されていないボリュームおよびカスタマーマネージドキーで暗号化されたボ
リュームの両方をサポートします。ただし、GuardDuty は EBS マネージドキーで暗号化されたボ
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リュームをサポートしていません。詳細については、「Malware Protection でサポートされるボリュー
ム (p. 25)」を参照してください。

• Amazon EC2 が GuardDuty Malware Protection に代わって AWS KMS を呼び出し、カスタマーマネー
ジドキーに対していくつかの暗号化アクションを実行できるようにします。kms:ReEncryptTo や
kms:ReEncryptFrom のようなアクションは、カスタマーマネージドキーで暗号化されたスナップ
ショットを共有するために必要です。GuardDutyExcluded タグが true に設定されていないキーだけ
がアクセス可能です。

ロールは、AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy と名付けられた次の AWS マ
ネージドポリシーで構成されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "ec2:DescribeInstances", 
    "ec2:DescribeVolumes", 
    "ec2:DescribeSnapshots", 
    "ecs:ListClusters", 
    "ecs:ListContainerInstances", 
    "ecs:ListTasks", 
    "ecs:DescribeTasks", 
    "eks:DescribeCluster" 
   ], 
   "Resource": "*" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": "ec2:CreateSnapshot", 
   "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:volume/*", 
   "Condition": { 
    "Null": { 
     "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded": "true" 
    } 
   } 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": "ec2:CreateSnapshot", 
   "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*", 
   "Condition": { 
    "ForAnyValue:StringEquals": { 
     "aws:TagKeys": "GuardDutyScanId" 
    } 
   } 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": "ec2:CreateTags", 
   "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:*/*", 
   "Condition": { 
    "StringEquals": { 
     "ec2:CreateAction": "CreateSnapshot" 
    } 
   } 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": "ec2:CreateTags", 
   "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*", 
   "Condition": { 
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    "StringLike": { 
     "ec2:ResourceTag/GuardDutyScanId": "*" 
    }, 
    "ForAllValues:StringEquals": { 
     "aws:TagKeys": [ 
      "GuardDutyExcluded", 
      "GuardDutyFindingDetected" 
     ] 
    } 
   } 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "ec2:DeleteSnapshot", 
    "ec2:ModifySnapshotAttribute" 
   ], 
   "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*", 
   "Condition": { 
    "StringLike": { 
     "ec2:ResourceTag/GuardDutyScanId": "*" 
    }, 
    "Null": { 
     "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded": "true" 
    } 
   } 
  }, 
  { 
   "Effect": "Deny", 
   "Action": [ 
    "ec2:ModifySnapshotAttribute" 
   ], 
   "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*", 
   "Condition": { 
    "StringEquals": { 
     "ec2:Add/group": "all" 
    } 
   } 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": "kms:CreateGrant", 
   "Resource": "arn:aws:kms:*:*:key/*", 
   "Condition": { 
    "Null": { 
     "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded": "true" 
    }, 
    "StringLike": { 
     "kms:EncryptionContext:aws:ebs:id": "snap-*" 
    }, 
    "ForAllValues:StringEquals": { 
     "kms:GrantOperations": [ 
      "Decrypt", 
      "CreateGrant", 
      "GenerateDataKeyWithoutPlaintext", 
      "ReEncryptFrom", 
      "ReEncryptTo", 
      "RetireGrant", 
      "DescribeKey" 
     ] 
    }, 
    "Bool": { 
     "kms:GrantIsForAWSResource": "true" 
    } 
   } 
  }, 
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  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "kms:ReEncryptTo", 
    "kms:ReEncryptFrom" 
   ], 
   "Resource": "arn:aws:kms:*:*:key/*", 
   "Condition": { 
    "StringLike": { 
     "kms:ViaService": "ec2.*.amazonaws.com" 
    }, 
    "Null": { 
     "aws:ResourceTag/GuardDutyExcluded": "true" 
    } 
   } 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": "kms:DescribeKey", 
   "Resource": "arn:aws:kms:*:*:key/*" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "logs:DescribeLogGroups", 
    "logs:CreateLogGroup", 
    "logs:PutRetentionPolicy" 
   ], 
   "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/guardduty/*" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "logs:CreateLogStream", 
    "logs:PutLogEvents", 
    "logs:DescribeLogStreams" 
   ], 
   "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/guardduty/*:log-stream:*" 
  } 
 ]
}

AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection サービスにリンクされたロールにア
タッチされている信頼ポリシーは次のとおりです。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "malware-protection.guardduty.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

GuardDuty Malware Protection のサービスにリンクされたロールの作成

GuardDuty Malware Protection を初めて有効にするか、以前に有効にしていなかっ
たサポート対象リージョンで GuardDuty Malware Protection を有効にした場合
は、AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection のサービスにリンクさ
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れたロールが自動的に生成されます。IAM コンソール、IAM CLI、あるいは IAM API を使っ
て、AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection サービスにリンクされたロールを
手動で作成することもできます。

Note

デフォルトでは、Amazon GuardDuty を初めて使用する場合、Malware Protection は自動的に有
効になります。
Important

GuardDuty の委任されたアカウント用に作成されたサービスにリンクされたロールは、メンバー
の GuardDuty アカウントには適用されません。

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM プリンシパル (ユー
ザー、グループ、ロールなど) に許可するには、許可を設定する必要がありま
す。AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection サービスにリンクされたロールを
正常に作成するには、GuardDuty で使用する IAM ID に必要な許可が付与されている必要があります。必
要なアクセス許可を付与するには、次のポリシーをこの ユーザー、グループ、またはロールにアタッチし
ます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "guardduty:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": [ 
                        "malware-protection.guardduty.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
                "organizations:RegisterDelegatedAdministrator", 
                "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:DescribeOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:GetRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/
*AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection" 
        } 
    ]
}

IAM ロールを手動で作成する方法の詳細は、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされたロール
を作成する」を参照してください。

232

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html#create-service-linked-role
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html#create-service-linked-role


Amazon GuardDuty Amazon GuardDuty ユーザーガイド
トラブルシューティング

GuardDuty Malware Protection のサービスにリンクされたロールの編集

GuardDuty Malware Protection では、AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection
サービスにリンクされたロールを編集できません。サービスにリンクされたロールを作成すると、多く
のエンティティによってロールが参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。
ただし、IAM を使用したロールの説明の編集はできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「サービスにリンクされたロールの編集」を参照してください。

GuardDuty Malware Protection のサービスにリンクされたロールの削除

サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。これにより、使用していないエンティティがアクティブにモニタリングされた
り、メンテナンスされたりすることがなくなります。

Important

AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection を削除するためには、有効に
なっているすべてのリージョンで、最初に GuardDuty Malware Protection を削除する必要があり
ます。
サービスにリンクされたロールを削除しようとしたときに GuardDuty Malware Protection サービ
スが無効になっていない場合、削除は失敗します。詳細については、「Malware Protection を有
効または無効にするには (p. 27)」を参照してください。

[Disable] (無効) を選択して GuardDuty Malware Protection サービスを停止して
も、AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection は自動的に削除されませ
ん。[Enable] (有効) を選択して GuardDuty Malware Protection サービスを再び開始すると、GuardDuty は
既存の AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection を使用して動作を開始します。

IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには

AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection サービスにリンクされたロールを削除
するには、IAM コンソール、AWS CLI、または IAM API を使用します。詳細については、IAM ユーザーガ
イドの「サービスにリンクされたロールの削除」を参照してください。

サポートされている AWS リージョン

Amazon GuardDuty は、Malware Protection が利用可能なすべての
AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection で、AWS リージョン サービスにリンク
されたロールの使用をサポートします。

GuardDuty が現在利用可能なリージョンの一覧については、「Amazon Web Services 全般リファレンス」
の「Amazon GuardDuty のエンドポイントとクォータ」を参照してください。

Note

現在、Malware Protection は、AWS GovCloud (米国東部) および AWS GovCloud (米国西部) では
利用できません。

AWS GuardDuty アイデンティティとアクセスのトラ
ブルシューティング
次の情報は、GuardDuty と IAM の使用に伴って生じる可能性のある一般的な問題の診断や修復に役立ちま
す。

トピック
• GuardDuty でアクションを実行する権限がありません。 (p. 234)
• iam:PassRole を実行する権限がない (p. 234)
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• 自分の AWS アカウント 以外のユーザーに GuardDuty リソースへのアクセスを許可したいと考えてい
ます。 (p. 234)

GuardDuty でアクションを実行する権限がありません。
あるアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合、そのアクションを実行できるよう
にポリシーを更新する必要があります。

次のエラー例では、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、ある空想の my-example-
widget リソースに関する詳細を表示しようとしたときに発生する内容を示しています。ただし、ユー
ザーは空想の guardduty:GetWidget 許可を持っていません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 guardduty:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、mateojackson ユーザーに対するポリシーを更新して、guardduty:GetWidget アクション
を使用した my-example-widget リソースへのアクセスを許可する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

iam:PassRole を実行する権限がない
iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
GuardDuty にロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。

次の例のエラーは、 GuardDuty で marymajor という名前の IAM ユーザーがコンソールを使用するため
にアクションを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、
サービスロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可があり
ません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

自分の AWS アカウント 以外のユーザーに GuardDuty リソース
へのアクセスを許可したいと考えています。
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、次を参照してください。

• GuardDuty がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、「AWS GuardDuty が IAM で
機能する方法 (p. 214)」を参照してください。
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• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント へのアクセス権を IAM ユーザーに提供」を参照し
てください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

Amazon GuardDuty の AWS マネージドポリシー
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネー
ジドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージド
ポリシーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージ
ドポリシーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めてお
り、AWS アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、「IAM ユーザーガイ
ド」の「AWS マネージドポリシー」を参照してください。

AWS のサービスは、AWS マネージドポリシーを維持および更新します。AWS マネージドポリシーの許
可を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネー
ジドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、
すべてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上
げられた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリ
シーを更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しない
ため、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS は、複数のサービスにまたがるジョブ機能の特徴に対するマネージドポリシーもサポートし
ています。例えば、ReadOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、すべての AWS のサービスおよびリ
ソースへの読み取り専用アクセスを許可します。サービスが新しい機能を起動する場合、AWS は、新たな
オペレーションとリソース用に、読み取り専用の許可を追加します。ジョブ機能ポリシーの一覧と説明に
ついては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS ジョブ機能のマネージドポリシー」を参照してください。

AWS マネージドポリシー: 
AmazonGuardDutyFullAccess
AmazonGuardDutyFullAccess ポリシーは IAM アイデンティティにアタッチできます。

このポリシーにより、すべての GuardDuty アクションに対するフルアクセスをユーザーに許可する管理者
許可を付与します。

許可の詳細

このポリシーには、次の許可が含まれています。

• GuardDuty — すべての GuardDuty アクションに対するフルアクセスをユーザーに許可します。
• IAM — GuardDuty サービスにリンクされたロールの作成をユーザーに許可します。これによ

り、GuardDuty 管理者はメンバーアカウントで GuardDuty を有効にできます。
• Organizations — GuardDuty Organization の委任された管理者やマネージドメンバーを指定できるよ

うになります。
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AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection で iam:GetRole アクションを実行す
るアクセス権限によって、Malware Protection のサービスにリンクされたロール (SLR) がアカウントに存
在するかどうかが明らかになります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "guardduty:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": [ 
                        "guardduty.amazonaws.com", 
                        "malware-protection.guardduty.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
                "organizations:RegisterDelegatedAdministrator", 
                "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:DescribeOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:GetRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/
*AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection" 
        } 
    ]
}

AWS マネージドポリシー: 
AmazonGuardDutyReadOnlyAccess
AmazonGuardDutyReadOnlyAccess ポリシーは IAM アイデンティティにアタッチできます。

このポリシーは、ユーザーが GuardDuty の検出結果と GuardDuty 組織の詳細を表示できるようにするた
めの読み取り専用アクセスを許可します。

許可の詳細

このポリシーには、次の許可が含まれています。
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• GuardDuty — ユーザーが GuardDuty の検出結果を表示し、Get、List、または Describe で始まる 
API オペレーションを実行できるようにします。

• Organizations — ユーザーは委任された管理者のアカウントの詳細を含む GuardDuty organization の
構成に関する情報を取得できるようになります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "guardduty:Describe*", 
                "guardduty:Get*", 
                "guardduty:List*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:DescribeOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS マネージドポリシー: 
AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty
IAM エンティティに AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty をアタッチすることはできません。この 
AWS マネージドポリシーは、ユーザーに代わって GuardDuty を許可するサービスにリンクされたロール
にアタッチされます。詳細については、「サービスにリンクされたロールの使用 (p. 224)」を参照してく
ださい。

GuardDuty は AWS マネージドポリシーを更新しま
す。

GuardDuty の AWS マネージドポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこれらの変更の追跡を開
始した以降の分について表示します。このページの変更に関する自動アラートについては、GuardDuty の 
[Document history] (ドキュメントの履歴) ページの RSS フィードをサブスクライブしてください。

変更 説明 日付

AmazonGuardDutyFullAccess (p. 235)
– 既存ポリシーへの更新。

GuardDuty が
iam:GetRole の ARN を
*AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection
に更新しました。

2022 年 7 月 26 日
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変更 説明 日付

AmazonGuardDutyFullAccess (p. 235)
– 既存ポリシーへの更新。

GuardDuty Malware 
Protection サービスの
iam:CreateServiceLinkedRole
を使用したサービスリンク
ロールの作成を許可するた
め、GuardDuty では、新しい
AWSServiceName が追加されま
した。

GuardDuty 
で、AWSServiceRole の情報を
得るための iam:GetRole アク
ションを実行できるようになり
ました。

2022 年 7 月 26 日

AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty (p. 225)
- 既存のポリシーへの更新

GuardDuty は、GuardDuty が 
Amazon EC2 ネットワークアク
ションを使用して検出結果を改
善できるようにするための新し
い許可を追加しました。

GuardDuty は次の EC2 アクショ
ンを実行して、EC2 インスタン
スの通信方法に関する情報を取
得できるようになりました。こ
の情報は、検出結果の精度を向
上させるために使用されます。

• ec2:DescribeVpcEndpoints
• ec2:DescribeSubnets
• ec2:DescribeVpcPeeringConnections
• ec2:DescribeTransitGatewayAttachments

2021 年 8 月 3 日

GuardDuty が変更のトラッキン
グを開始しました

GuardDuty が、AWS マネージド
ポリシーの変更の追跡を開始し
ました。

2021 年 8 月 3 日

Amazon GuardDuty のコンプライアンス検証
AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、「AWS コンプライアンスプロ
グラム」「」「」を参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。
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• 「Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services」(アマゾン ウェブ サー
ビスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ) – このホワイトペーパー
は、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• 「AWS Config デベロッパーガイド」の「ルールでのリソースの評価」 — AWS Config のサービスで
は、自社のプラクティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価し
ます。

• AWS Security Hub — この AWS のサービス では、AWS 内のセキュリティ状態が包括的に示されてお
り、セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠の確認に役立ちます。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

Amazon GuardDuty の回復力
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心として構
築されます。リージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワークで接
続されている複数の物理的に独立および隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビリ
ティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションとデー
タベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複数の
データセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWSグローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。

Amazon GuardDuty でのインフラストラクチャセ
キュリティ

マネージドサービスである GuardDuty は、「Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要」ホワ
イトペーパーに記載されている AWS グローバルネットワークセキュリティの手順で保護されています。

AWS が発行している API コールを使用して、ネットワーク経由で GuardDuty にアクセスします。クラ
イアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降
が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman 
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされて
いる必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされて
います。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
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GuardDuty と AWS のサービスとの
統合

GuardDuty RDS Protection はプレビューリリースです。RDS Protection の機能の使用には、「AWS の
サービス条件」の第 2 項 (「ベータ版とプレビュー」) が適用されます。

GuardDuty は他の AWS セキュリティサービスと統合できます。これらのサービスは GuardDuty からデー
タを取り込み、新しい方法で検出結果を表示できるようにします。次の統合オプションを参照して、その
サービスが GuardDuty でどのように動作するように設定されているかについての詳細を確認してくださ
い。

Note

GuardDuty RDS Protection (p. 40) のプレビューリリース中は、GuardDuty RDS Protection の検
出結果を AWS Security Hub および Amazon Detective で確認することはできません。

GuardDuty と AWS Security Hub の統合
AWS Security Hub では、AWS アカウント、サービス、サポートされているサードパーティーのパート
ナー製品を使用してセキュリティデータを収集し、業界標準とベストプラクティスに従って環境のセキュ
リティ状態を評価します。Security Hub は、セキュリティ体制を評価するだけでなく、統合 AWS のサー
ビスや AWS パートナー製品に関する検出結果を一元的に提供します。GuardDuty で Security Hub を有効
にすると、GuardDuty の検出結果データが Security Hub によって自動的に取り込まれることが許可されま
す。

GuardDuty で Security Hub を使用する方法については、「AWS Security Hub との統合 (p. 240)」を参照
してください。

GuardDuty と Amazon Detective の統合
Amazon Detective は、ユーザー全体のログデータを使用します。AWS アカウントを使用して、環境と対
話するリソースと IP アドレスのデータビジュアライゼーションを作成します。Detective のビジュアライ
ゼーションは、セキュリティ問題をすばやく簡単に調査するのに役立ちます。両方のサービスが有効化さ
れると、GuardDuty の検出結果の詳細から Detective コンソール内の情報にピボットできます。

GuardDuty で Detective を使用する方法については、「Amazon Detective を使用した調査 (p. 248)」を
参照してください。

AWS Security Hub との統合
GuardDuty RDS Protection はプレビューリリースです。RDS Protection の機能の使用には、「AWS の
サービス条件」の第 2 項 (「ベータ版とプレビュー」) が適用されます。

AWS Security Hub では、AWS のセキュリティ状態を総合的に把握することができ、セキュリティ業
界標準およびベストプラクティスに照らし合わせて環境をチェックすることができます。Security Hub 
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Hub へ検出結果を送信する方法

は、AWS アカウント、サービス、およびサポートされているサードパーティーパートナー製品からセキュ
リティデータを収集するため、セキュリティの傾向を分析し、最も優先度の高いセキュリティ問題を特定
するのに役立てることができます。

Amazon GuardDuty と Security Hub との統合により、GuardDuty から Security Hub に検出結果の送信が
可能になります。Security Hub では、このような検出結果をセキュリティ体制の分析に含めることができ
ます。

Note

GuardDuty RDS Protection (p. 40) のプレビューリリース中は、GuardDuty RDS Protection の検
出結果を AWS Security Hub で確認することはできません。

目次
• Amazon GuardDuty が AWS Security Hub へ検出結果を送信する方法 (p. 241)

• GuardDuty が Security Hub に送信する検出結果の種類 (p. 241)
• 検出結果の送信待ち時間 (p. 241)
• Security Hub が使用できないときに再試行する (p. 242)
• Security Hub の既存の検出結果を更新する (p. 242)

• AWS Security Hub での GuardDuty の検出結果の表示 (p. 242)
• AWS Security Hub での GuardDuty の検出結果名の解釈 (p. 242)
• GuardDuty からの一般的な検出結果 (p. 246)

• 統合の有効化と構成 (p. 248)
• 検出結果の Security Hub への公開の停止 (p. 248)

Amazon GuardDuty が AWS Security Hub へ検出結果
を送信する方法
AWS Security Hub では、セキュリティの問題が検出結果として追跡されます。検出結果の中には、他の 
AWS のサービスやサードパーティーのパートナーが検出した問題に由来するものもあります。Security 
Hub には、セキュリティの問題を検出し、調査結果を生成するために使用する一連のルールもあります。

Security Hub には、これらすべてのソースからの結果を管理するためのツールが用意されています。検出
結果の一覧を表示およびフィルタリングして、検出結果の詳細を表示できます。「AWS Security Hub ユー
ザーガイド」の「検出結果の表示」を参照してください。検出結果の調査状況を追跡することもできます 
「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「Taking action on findings」(検出結果に対するアクションの実
行) を参照してください。

Security Hub のすべての検出結果で、AWS Security Finding 形式 (ASFF) と呼ばれる標準の JSON 形式が
使用されます。ASFF には、問題のソース、影響を受けるリソース、および検出結果の現在のステータス
に関する詳細が含まれます。 AWS ユーザーガイド の「AWS Security Hub Security Finding 形式 (ASFF)」
を参照してください 。

Amazon GuardDuty は、Security Hub に検出結果を送信する AWS のサービスの１つです。

GuardDuty が Security Hub に送信する検出結果の種類
統合が有効になると、GuardDuty は生成したすべての検出結果を Security Hub に送信します。AWS 
Security Finding Format (ASFF) を使用して、検出結果が Security Hub に送信されます。ASFF で
は、Types フィールドが検出結果タイプを提供します。

検出結果の送信待ち時間
GuardDuty が新しい検出結果を作成すると、通常は 5 分以内に Security Hub へ送信されます。

241

https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-findings-viewing.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-findings-taking-action.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-findings-format.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-findings-format.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-findings-format.html


Amazon GuardDuty Amazon GuardDuty ユーザーガイド
AWS Security Hub での GuardDuty の検出結果の表示

Security Hub が使用できないときに再試行する

Security Hub が使用できない場合、GuardDuty は検出結果が受信されるまでその検出結果を再送信し続け
ます。

Security Hub の既存の検出結果を更新する

検出結果を Security Hub に送信した後、GuardDuty は検出結果アクティビティの追加の観測を反映するた
めに、更新を送信します。集計された検出結果が更新されたレートは、指定された 更新のエクスポート頻
度 (p. 163) に基づいています。

GuardDuty の検出結果のアーカイブまたはアンアーカイブしても、Security Hub 中の検出結果を更新さ
れません。これは、GuardDuty でアクティブになった手動でアーカイブされていない検出結果が Security 
Hub に送信されないことを意味しています。

AWS Security Hub での GuardDuty の検出結果の表示
Security Hub で GuardDuty の検出結果を表示するには、要約ページから [Amazon GuardDuty] 下の [See 
Findings] (結果を表示) を参照してください。または、ナビゲーションパネルから [Findings] (結果) を選択
し、GuardDuty の値で [Product name:] (製品名:) 領域を選択することにより GuardDuty の検出結果のみ
を表示するように検出結果をフィルターします。

AWS Security Hub での GuardDuty の検出結果名の解釈
GuardDuty は、AWS Security Finding Format (ASFF) を使用して検出結果を Security Hub に送信しま
す。ASFF では、Types フィールドが検出結果タイプを提供します。ASFF タイプは、GuardDuty のタ
イプとは異なる命名規則を使用します。Security Hub に表示されるので、次の表では、それらの ASFF 
counterpart と共にすべての GuardDuty の検出結果タイプの詳細が示されます。

Note

いくつかの GuardDuty の検出結果タイプのために、Security Hub は、[Resource Role] (リソース
ロール) が [ACTOR] か [TARGET] によって、異なった ASFF 検出結果名を割り当てます。詳細に
ついては、「検出結果の詳細 (p. 48)」を参照してください。

GuardDuty の検出結果タイプ ASFF 検出結果タイプ

Backdoor:EC2/C&CActivity.B TTPs/Command and Control/Backdoor:EC2-
C&CActivity.B

Backdoor:EC2/C&CActivity.B!DNS TTPs/Command and Control/Backdoor:EC2-
C&CActivity.B!DNS

Backdoor:EC2/DenialOfService.Dns TTPs/Command and Control/Backdoor:EC2-
DenialOfService.Dns

Backdoor:EC2/DenialOfService.Tcp TTPs/Command and Control/Backdoor:EC2-
DenialOfService.Tcp

Backdoor:EC2/DenialOfService.Udp TTPs/Command and Control/Backdoor:EC2-
DenialOfService.Udp

Backdoor:EC2/DenialOfService.UdpOnTcpPorts TTPs/Command and Control/Backdoor:EC2-
DenialOfService.UdpOnTcpPorts

Backdoor:EC2/DenialOfService.UnusualProtocol TTPs/Command and Control/Backdoor:EC2-
DenialOfService.UnusualProtocol
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GuardDuty の検出結果タイプ ASFF 検出結果タイプ

Backdoor:EC2/Spambot TTPs/Command and Control/Backdoor:EC2-
Spambot

Behavior:EC2/NetworkPortUnusual Unusual Behaviors/VM/Behavior:EC2-
NetworkPortUnusual

Behavior:EC2/TrafficVolumeUnusual Unusual Behaviors/VM/Behavior:EC2-
TrafficVolumeUnusual

CryptoCurrency:EC2/BitcoinTool.B TTPs/Command and Control/CryptoCurrency:EC2-
BitcoinTool.B

CryptoCurrency:EC2/BitcoinTool.B!DNS TTPs/Command and Control/CryptoCurrency:EC2-
BitcoinTool.B!DNS

Discovery:S3/AnomalousBehavior TTPs/Discovery:S3-AnomalousBehavior

Discovery:S3/BucketEnumeration.Unusual TTPs/Discovery:S3-BucketEnumeration.Unusual

Discovery:S3/MaliciousIPCaller.Custom TTPs/Discovery:S3-MaliciousIPCaller.Custom

Discovery:S3/TorIPCaller TTPs/Discovery:S3-TorIPCaller

Discovery:S3/MaliciousIPCaller TTPs/Discovery:S3-MaliciousIPCaller

Execution:EC2/MaliciousFile TTPs/Execution/Execution:EC2-MaliciousFile

Execution:ECS/MaliciousFile TTPs/Execution/Execution:ECS-MaliciousFile

Execution:Kubernetes/MaliciousFile TTPs/Execution/Execution:Kubernetes-
MaliciousFile

Execution:Container/MaliciousFile TTPs/Execution/Execution:Container-MaliciousFile

Execution:EC2/SuspiciousFile TTPs/Execution/Execution:EC2-SuspiciousFile

Execution:ECS/SuspiciousFile TTPs/Execution/Execution:ECS-SuspiciousFile

Execution:Kubernetes/SuspiciousFile TTPs/Execution/Execution:Kubernetes-
SuspiciousFile

Execution:Container/SuspiciousFile TTPs/Execution/Execution:Container-
SuspiciousFile

Exfiltration:S3/AnomalousBehavior TTPs/Exfiltration:S3-AnomalousBehavior

Exfiltration:S3/ObjectRead.Unusual TTPs/Exfiltration:S3-ObjectRead.Unusual

Exfiltration:S3/MaliciousIPCaller TTPs/Exfiltration:S3-MaliciousIPCaller

Impact:EC2/PortSweep TTPs/Impact/Impact:EC2-PortSweep

Impact:EC2/WinRMBruteForce TTPs/Impact/Impact:EC2-WinRMBruteForce

Impact:S3/AnomalousBehavior.Delete TTPs/Impact:S3-AnomalousBehavior.Delete

Impact:S3/AnomalousBehavior.Permission TTPs/Impact:S3-AnomalousBehavior.Permission

Impact:S3/AnomalousBehavior.Write TTPs/Impact:S3-AnomalousBehavior.Write
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GuardDuty の検出結果タイプ ASFF 検出結果タイプ

Impact:S3/ObjectDelete.Unusual TTPs/Impact:S3-ObjectDelete.Unusual

Impact:S3/PermissionsModification.Unusual TTPs/Impact:S3-PermissionsModification.Unusual

Impact:S3/MaliciousIPCaller TTPs/Impact:S3-MaliciousIPCaller

PenTest:IAMUser/KaliLinux TTPs/PenTest:IAMUser/KaliLinux

PenTest:IAMUser/ParrotLinux TTPs/PenTest:IAMUser/ParrotLinux

PenTest:IAMUser/PentooLinux TTPs/PenTest:IAMUser/PentooLinux

PenTest:S3/KaliLinux TTPs/PenTest:S3-KaliLinux

PenTest:S3/ParrotLinux TTPs/PenTest:S3-ParrotLinux

PenTest:S3/PentooLinux TTPs/PenTest:S3-PentooLinux

Persistence:IAMUser/NetworkPermissions TTPs/Persistence/Persistence:IAMUser-
NetworkPermissions

Persistence:IAMUser/ResourcePermissions TTPs/Persistence/Persistence:IAMUser-
ResourcePermissions

Persistence:IAMUser/UserPermissions TTPs/Persistence/Persistence:IAMUser-
UserPermissions

Policy:IAMUser/RootCredentialUsage TTPs/Policy:IAMUser-RootCredentialUsage

Policy:S3/AccountBlockPublicAccessDisabled TTPs/Policy:S3-
AccountBlockPublicAccessDisabled

Policy:S3/BucketAnonymousAccessGranted TTPs/Policy:S3-BucketAnonymousAccessGranted

Policy:S3/BucketBlockPublicAccessDisabled Effects/Data Exposure/Policy:S3-
BucketBlockPublicAccessDisabled

Policy:S3/BucketPublicAccessGranted TTPs/Policy:S3-BucketPublicAccessGranted

PrivilegeEscalation:IAMUser/
AdministrativePermissions

TTPs/Privilege Escalation/
PrivilegeEscalation:IAMUser-
AdministrativePermissions

Recon:EC2/PortProbeEMRUnprotectedPort TTPs/Discovery/Recon:EC2-
PortProbeEMRUnprotectedPort

Recon:EC2/PortProbeUnprotectedPort TTPs/Discovery/Recon:EC2-
PortProbeUnprotectedPort

Recon:EC2/Portscan TTPs/Discovery/Recon:EC2-Portscan

Recon:IAMUser/MaliciousIPCaller TTPs/Discovery/Recon:IAMUser-MaliciousIPCaller

Recon:IAMUser/MaliciousIPCaller.Custom TTPs/Discovery/Recon:IAMUser-
MaliciousIPCaller.Custom

Recon:IAMUser/NetworkPermissions TTPs/Discovery/Recon:IAMUser-
NetworkPermissions
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https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_finding-types-ec2.html#recon-ec2-portprobeemrunprotectedport
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https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_finding-types-ec2.html#recon-ec2-portscan
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GuardDuty の検出結果タイプ ASFF 検出結果タイプ

Recon:IAMUser/ResourcePermissions TTPs/Discovery/Recon:IAMUser-
ResourcePermissions

Recon:IAMUser/TorIPCaller TTPs/Discovery/Recon:IAMUser-TorIPCaller

Recon:IAMUser/UserPermissions TTPs/Discovery/Recon:IAMUser-UserPermissions

ResourceConsumption:IAMUser/
ComputeResources

Unusual Behaviors/User/
ResourceConsumption:IAMUser-
ComputeResources

Stealth:IAMUser/CloudTrailLoggingDisabled TTPs/Defense Evasion/Stealth:IAMUser-
CloudTrailLoggingDisabled

Stealth:IAMUser/LoggingConfigurationModified TTPs/Defense Evasion/Stealth:IAMUser-
LoggingConfigurationModified

Stealth:IAMUser/PasswordPolicyChange TTPs/Defense Evasion/Stealth:IAMUser-
PasswordPolicyChange

Stealth:S3/ServerAccessLoggingDisabled TTPs/Defense Evasion/Stealth:S3-
ServerAccessLoggingDisabled

Trojan:EC2/BlackholeTraffic TTPs/Command and Control/Trojan:EC2-
BlackholeTraffic

Trojan:EC2/BlackholeTraffic!DNS TTPs/Command and Control/Trojan:EC2-
BlackholeTraffic!DNS

Trojan:EC2/DGADomainRequest.B TTPs/Command and Control/Trojan:EC2-
DGADomainRequest.B

Trojan:EC2/DGADomainRequest.C!DNS TTPs/Command and Control/Trojan:EC2-
DGADomainRequest.C!DNS

Trojan:EC2/DNSDataExfiltration TTPs/Command and Control/Trojan:EC2-
DNSDataExfiltration

Trojan:EC2/DriveBySourceTraffic!DNS TTPs/Initial Access/Trojan:EC2-
DriveBySourceTraffic!DNS

Trojan:EC2/DropPoint Effects/Data Exfiltration/Trojan:EC2-DropPoint

Trojan:EC2/DropPoint!DNS Effects/Data Exfiltration/Trojan:EC2-DropPoint!DNS

Trojan:EC2/PhishingDomainRequest!DNS TTPs/Command and Control/Trojan:EC2-
PhishingDomainRequest!DNS

UnauthorizedAccess:EC2/
MaliciousIPCaller.Custom

TTPs/Command and Control/
UnauthorizedAccess:EC2-
MaliciousIPCaller.Custom

UnauthorizedAccess:EC2/MetadataDNSRebind TTPs/UnauthorizedAccess:EC2-
MetadataDNSRebind

UnauthorizedAccess:EC2/RDPBruteForce TTPs/Initial Access/UnauthorizedAccess:EC2-
RDPBruteForce
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https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_finding-types-retired.html#recon-iam-resourcepermissions
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_finding-types-iam.html#recon-iam-toripcaller
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https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_finding-types-ec2.html#trojan-ec2-drivebysourcetrafficdns
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_finding-types-ec2.html#trojan-ec2-droppoint
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_finding-types-ec2.html#trojan-ec2-droppointdns
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_finding-types-ec2.html#trojan-ec2-phishingdomainrequestdns
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_finding-types-ec2.html#unauthorizedaccess-ec2-maliciousipcallercustom
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_finding-types-ec2.html#unauthorizedaccess-ec2-maliciousipcallercustom
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_finding-types-ec2.html#unauthorizedaccess-ec2-metadatadnsrebind
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_finding-types-ec2.html#unauthorizedaccess-ec2-rdpbruteforce
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GuardDuty の検出結果タイプ ASFF 検出結果タイプ

UnauthorizedAccess:EC2/SSHBruteForce TTPs/Initial Access/UnauthorizedAccess:EC2-
SSHBruteForce

UnauthorizedAccess:EC2/TorClient Effects/Resource Consumption/
UnauthorizedAccess:EC2-TorClient

UnauthorizedAccess:EC2/TorRelay Effects/Resource Consumption/
UnauthorizedAccess:EC2-TorRelay

UnauthorizedAccess:IAMUser/ConsoleLogin Unusual Behaviors/User/
UnauthorizedAccess:IAMUser-ConsoleLogin

UnauthorizedAccess:IAMUser/
ConsoleLoginSuccess.B

TTPs/UnauthorizedAccess:IAMUser-
ConsoleLoginSuccess.B

UnauthorizedAccess:IAMUser/
InstanceCredentialExfiltration.InsideAWS

Effects/Data Exfiltration/
UnauthorizedAccess:IAMUser-
InstanceCredentialExfiltration.InsideAWS

UnauthorizedAccess:IAMUser/
InstanceCredentialExfiltration.OutsideAWS

Effects/Data Exfiltration/
UnauthorizedAccess:IAMUser-
InstanceCredentialExfiltration.OutsideAWS

UnauthorizedAccess:IAMUser/MaliciousIPCaller TTPs/UnauthorizedAccess:IAMUser-
MaliciousIPCaller

UnauthorizedAccess:IAMUser/
MaliciousIPCaller.Custom

TTPs/UnauthorizedAccess:IAMUser-
MaliciousIPCaller.Custom

UnauthorizedAccess:IAMUser/TorIPCaller TTPs/Command and Control/
UnauthorizedAccess:IAMUser-TorIPCaller

UnauthorizedAccess:S3/MaliciousIPCaller.Custom TTPs/UnauthorizedAccess:S3-
MaliciousIPCaller.Custom

UnauthorizedAccess:S3/TorIPCaller TTPs/UnauthorizedAccess:S3-TorIPCaller

GuardDuty からの一般的な検出結果
GuardDuty は、AWS Security Finding Format (ASFF) を使って、検出結果を Security Hub に送信します。

次に、GuardDuty からの一般的な検出結果の例を示します。

  { 
  "SchemaVersion": "2018-10-08", 
  "Id": "arn:aws::guardduty:us-east-1:193043430472:detector/
d4b040365221be2b54a6264dc9a4bc64/finding/46ba0ac2845071e23ccdeb2ae03bfdea", 
  "ProductArn": "arn:aws::securityhub:us-east-1:product/aws/guardduty", 
  "GeneratorId": "arn:aws::guardduty:us-east-1:193043430472:detector/
d4b040365221be2b54a6264dc9a4bc64", 
  "AwsAccountId": "193043430472", 
  "Types": [ 
    "TTPs/Initial Access/UnauthorizedAccess:EC2-SSHBruteForce" 
  ], 
  "FirstObservedAt": "2020-08-22T09:15:57Z", 
  "LastObservedAt": "2020-09-30T11:56:49Z", 
  "CreatedAt": "2020-08-22T09:34:34.146Z", 
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https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_finding-types-ec2.html#unauthorizedaccess-ec2-sshbruteforce
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_finding-types-ec2.html#unauthorizedaccess-ec2-torclient
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https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_finding-types-iam.html#unauthorizedaccess-iam-toripcaller
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_finding-types-s3.html#unauthorizedaccess-s3-maliciousipcallercustom
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_finding-types-s3.html#unauthorizedaccess-s3-toripcaller
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-findings-format.html
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  "UpdatedAt": "2020-09-30T12:14:00.206Z", 
  "Severity": { 
    "Product": 2, 
    "Label": "MEDIUM", 
    "Normalized": 40 
  }, 
  "Title": "199.241.229.197 is performing SSH brute force attacks against 
 i-0c10c2c7863d1a356.", 
  "Description": "199.241.229.197 is performing SSH brute force attacks against 
 i-0c10c2c7863d1a356. Brute force attacks are used to gain unauthorized access to your 
 instance by guessing the SSH password.", 
  "SourceUrl": "https://us-east-1.console.aws.amazon.com/guardduty/home?region=us-east-1#/
findings?macros=current&fId=46ba0ac2845071e23ccdeb2ae03bfdea", 
  "ProductFields": { 
    "aws/guardduty/service/action/networkConnectionAction/remotePortDetails/portName": 
 "Unknown", 
    "aws/guardduty/service/archived": "false", 
    "aws/guardduty/service/action/networkConnectionAction/remoteIpDetails/organization/
asnOrg": "CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST", 
    "aws/guardduty/service/action/networkConnectionAction/remoteIpDetails/geoLocation/lat": 
 "42.5122", 
    "aws/guardduty/service/action/networkConnectionAction/remoteIpDetails/ipAddressV4": 
 "199.241.229.197", 
    "aws/guardduty/service/action/networkConnectionAction/remoteIpDetails/geoLocation/lon": 
 "-90.7384", 
    "aws/guardduty/service/action/networkConnectionAction/blocked": "false", 
    "aws/guardduty/service/action/networkConnectionAction/remotePortDetails/port": "46717", 
    "aws/guardduty/service/action/networkConnectionAction/remoteIpDetails/country/
countryName": "United States", 
    "aws/guardduty/service/serviceName": "guardduty", 
    "aws/guardduty/service/evidence": "", 
    "aws/guardduty/service/action/networkConnectionAction/localIpDetails/ipAddressV4": 
 "172.31.43.6", 
    "aws/guardduty/service/detectorId": "d4b040365221be2b54a6264dc9a4bc64", 
    "aws/guardduty/service/action/networkConnectionAction/remoteIpDetails/organization/
org": "CenturyLink", 
    "aws/guardduty/service/action/networkConnectionAction/connectionDirection": "INBOUND", 
    "aws/guardduty/service/eventFirstSeen": "2020-08-22T09:15:57Z", 
    "aws/guardduty/service/eventLastSeen": "2020-09-30T11:56:49Z", 
    "aws/guardduty/service/action/networkConnectionAction/localPortDetails/portName": 
 "SSH", 
    "aws/guardduty/service/action/actionType": "NETWORK_CONNECTION", 
    "aws/guardduty/service/action/networkConnectionAction/remoteIpDetails/city/cityName": 
 "Dubuque", 
    "aws/guardduty/service/additionalInfo": "", 
    "aws/guardduty/service/resourceRole": "TARGET", 
    "aws/guardduty/service/action/networkConnectionAction/localPortDetails/port": "22", 
    "aws/guardduty/service/action/networkConnectionAction/protocol": "TCP", 
    "aws/guardduty/service/count": "74", 
    "aws/guardduty/service/action/networkConnectionAction/remoteIpDetails/organization/
asn": "209", 
    "aws/guardduty/service/action/networkConnectionAction/remoteIpDetails/organization/
isp": "CenturyLink", 
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws::securityhub:us-east-1::product/aws/guardduty/
arn:aws::guardduty:us-east-1:193043430472:detector/d4b040365221be2b54a6264dc9a4bc64/
finding/46ba0ac2845071e23ccdeb2ae03bfdea", 
    "aws/securityhub/ProductName": "GuardDuty", 
    "aws/securityhub/CompanyName": "Amazon" 
  }, 
  "Resources": [ 
    { 
      "Type": "AwsEc2Instance", 
      "Id": "arn:aws::ec2:us-east-1:193043430472:instance/i-0c10c2c7863d1a356", 
      "Partition": "aws", 
      "Region": "us-east-1", 
      "Tags": { 
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        "Name": "kubectl" 
      }, 
      "Details": { 
        "AwsEc2Instance": { 
          "Type": "t2.micro", 
          "ImageId": "ami-02354e95b39ca8dec", 
          "IpV4Addresses": [ 
            "18.234.130.16", 
            "172.31.43.6" 
          ], 
          "VpcId": "vpc-a0c2d7c7", 
          "SubnetId": "subnet-4975b475", 
          "LaunchedAt": "2020-08-03T23:21:57Z" 
        } 
      } 
    } 
  ], 
  "WorkflowState": "NEW", 
  "Workflow": { 
    "Status": "NEW" 
  }, 
  "RecordState": "ACTIVE"
}

統合の有効化と構成
AWS Security Hubとの統合を使用するには、Security Hub を有効にする必要があります。Security Hub 
を有効にする方法については、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「Setting up Security Hub」
(Security Hub の設定) を参照してください。

GuardDuty と Security Hub の両方を有効にすると、統合は自動的に有効になります。GuardDuty は、直ち
に検出結果を Security Hub に送信し始めます。

検出結果の Security Hub への公開の停止
Security Hub への検出結果の送信を停止するには、Security Hub コンソールまたは API を使用できます。

「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「統合先からの検出結果のフローの無効化と有効化 (コンソー
ル)」または「統合先からの検出結果のフローの無効化 (Security Hub API、AWS CLI)」を参照してくださ
い。

Amazon Detective を使用した調査

GuardDuty RDS Protection はプレビューリリースです。RDS Protection の機能の使用には、「AWS の
サービス条件」の第 2 項 (「ベータ版とプレビュー」) が適用されます。

Amazon Detective は、経時的なリソースの動作方法や交信方法を示すデータを可視化することで、1 つ
以上のアカウントの AWS セキュリティイベントを迅速に分析し、調査するのに役立ちます。Detective 
は、GuardDuty の検出結果の可視化を作成します。

Detective は、すべての検出結果タイプの検出結果の詳細を取り込み、検出結果に関連するさまざまなエン
ティティを調査するためにエンティティプロファイルへのアクセスを提供します。エンティティは AWS 
アカウント、アカウント内の AWS リソース、またはリソースと交信する IP アドレスである可能性があり
ます。GuardDuty コンソールは、検出結果タイプ (AWS アカウント、IAM ユーザー、IAM ロール/ロール
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https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-settingup.html
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セッション、ユーザーエージェント、フェデレーションユーザー、Amazon EC2 インスタンス/IP アドレ
ス) に応じて、次のエンティティから Amazon Detective へのピボットをサポートしています。

Note

GuardDuty RDS Protection の検出結果は、GuardDuty RDS Protection (p. 40) のプレビューリ
リース中は Amazon Detective では確認できません。

目次
• 統合の有効化 (p. 249)
• GuardDuty の検出結果から Amazon Detective へのピボット (p. 249)
• GuardDuty マルチアカウント環境との統合を使用します。 (p. 249)

統合の有効化
GuardDuty で Amazon Detective を使用するには、まず Amazon Detective を有効にする必要がありま
す。Detective を有効にする方法については、「Amazon Detective の管理ガイド」の「Amazon Detective 
の設定」を参照してください。

GuardDuty と Detective の両方を有効にすると、統合は自動的に有効になります。有効にする
と、Detective はすぐに GuardDuty の検出結果データを取り込みます。

Note

GuardDuty は、GuardDuty の検出結果エクスポート頻度に基づいて Detective に検出結果を送信
します。デフォルトで、既存の検出結果の更新用のエクスポート頻度は 6 時間です。Detective が
最新の更新検出結果を受信できるように、GuardDuty で Detective を使用する各リージョンで、
エクスポート頻度を 15 分に変更することをお勧めします。詳細については、「更新されたアク
ティブな検出結果をエクスポートする頻度の設定 (p. 163)」を参照してください。

GuardDuty の検出結果から Amazon Detective へのピ
ボット
1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ コンソールにログインします。
2. 検出結果テーブルから 1 つの検出結果を選択します。
3. 検出結果詳細ペインで、[Investigate with Detective] (Detective で調査する) を選択します。
4. Amazon Detective で検出結果のアスペクトを選択します。これにより、その検出結果またはエンティ

ティの Detective コンソールが開きます。

ピボットが正常に動作しない場合は、「Amazon Detective ユーザーガイド」の「ピボットのトラブル
シューティング」を参照してください。

Note

Detective コンソールで GuardDuty の検出結果をアーカイブすると、その検出結果は GuardDuty 
コンソールでもアーカイブされます。

GuardDuty マルチアカウント環境との統合を使用しま
す。
GuardDuty でマルチアカウント環境を管理している場合、アカウントの検出結果とエンティティの 
Detective データの可視化するために、メンバーアカウントを Amazon Detective に追加する必要がありま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/adminguide/detective-setup.html
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GuardDuty マルチアカウント環境との統合を使用します。

Detective の管理者アカウントと同じ GuardDuty 管理者アカウントを使用することをお勧めしま
す。Detective でのメンバーアカウントの追加についての詳細は、「メンバーアカウントの招待」を参照し
てください。

Note

Detective はリージョンレベルのサービスなので、Detective を有効にして、統合を使用したい
リージョンごとにメンバーアカウントを追加する必要があります。
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GuardDuty の停止または無効化
GuardDuty コンソールを使用して GuardDuty のサービスを停止または無効化できます。サービスの一時停
止中は、GuardDuty の使用に対して課金されません。

• GuardDuty を停止または無効化する前に、すべてのリージョンのすべての探知機から、すべてのオプ
ションのデータソースとの関連付けを解除する必要があります。

• GuardDuty を停止または無効化するには、すべてのメンバーアカウントの関連付けを解除するか、これ
らを削除する必要があります。

• GuardDuty を停止すると、AWS 環境のセキュリティはモニタリングされなくなり、新しい検出結果は
生成されません。既存の検出結果は変更されず、GuardDuty の停止によって影響を受けることはありま
せん。GuardDuty は後で再度有効にすることができます。

• GuardDuty を無効にすると、既存の検出結果と GuardDuty の設定は失われ、復旧できなくなります。
既存の検出結果を保存する場合は、GuardDuty を停止する前にそれらをエクスポートする必要がありま
す。検出結果のエクスポート方法の詳細については、「検出結果のエクスポート (p. 157)」を参照して
ください。

GuardDuty を停止または無効化するには

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
3. [Suspend GuardDuty] (GuardDuty の停止) セクションで、[Suspend GuardDuty] (GuardDuty の停止) 

または [Disable GuardDuty] (GuardDuty の無効化) を選択し、アクションを [Confirm] (確認) します。

停止した後、GuardDuty を再度有効化するには

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ で GuardDuty コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
3. [Re-enable GuardDuty] (GuardDuty の再有効化) を選択します。

251

https://console.aws.amazon.com/guardduty/
https://console.aws.amazon.com/guardduty/


Amazon GuardDuty Amazon GuardDuty ユーザーガイド

Amazon SNS GuardDuty のお知らせ
へのサブスクライブ

GuardDuty RDS Protection はプレビューリリースです。RDS Protection の機能の使用には、「AWS の
サービス条件」の第 2 項 (「ベータ版とプレビュー」) が適用されます。

このセクションでは、GuardDuty のお知らせ用 Amazon SNS (Simple Notification Service) をサブスクライ
ブして、新しくリリースされた検出結果タイプ、既存の検出結果タイプの更新、およびその他の機能性の
変更に関する通知を受け取る方法について説明します。Amazon SNS がサポートするすべての形式で通知
を使用できます。

GuardDuty SNS は、AWS 全体の GuardDuty サービスの更新に関するお知らせを、サブスクライブし
ているアカウントに送信します。アカウント内の検出結果に関する通知を受け取るには、「Amazon 
CloudWatch Events を使用した GuardDuty の検出結果に対するカスタムレスポンスの作成 (p. 164)」を参
照してください。

Note

SNS をサブスクライブする場合、IAM ユーザーに sns::subscribe アクセス許可が必要です。

この通知トピックへの Amazon SQS キューをサブスクライブできますが、同じリージョンのトピックの 
ARN を使用する必要があります。詳細については、「Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイ
ド」の「チュートリアル: Amazon SNS トピックへの Amazon SQS キューのサブスクライブ」を参照して
ください。

通知を受信したときに AWS Lambda 関数を使用してイベントをトリガーすることもできます。詳細に
ついては、「Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド」の「Amazon SNS 通知を使用した 
Lambda 関数の呼び出し」を参照してください。

各リージョンの Amazon SNS トピックの ARN は次のとおりです。

AWS リージョン Amazon SNS トピックの ARN

us-east-1 arn:aws:sns:us-
east-1:242987662583:GuardDutyAnnouncements

us-east-2 arn:aws:sns:us-
east-2:118283430703:GuardDutyAnnouncements

us-west-1 arn:aws:sns:us-
west-1:144182107116:GuardDutyAnnouncements

us-west-2 arn:aws:sns:us-
west-2:934957504740:GuardDutyAnnouncements

ca-central-1 arn:aws:sns:ca-
central-1:107430051933:GuardDutyAnnouncements

eu-north-1 arn:aws:sns:eu-
north-1:973841112453:GuardDutyAnnouncements

eu-west-1 arn:aws:sns:eu-
west-1:965013871422:GuardDutyAnnouncements
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AWS リージョン Amazon SNS トピックの ARN

eu-west-2 arn:aws:sns:eu-
west-2:506403581195:GuardDutyAnnouncements

eu-west-3 arn:aws:sns:eu-
west-3:436163563069:GuardDutyAnnouncements

eu-central-1 arn:aws:sns:eu-
central-1:378365507264:GuardDutyAnnouncements

eu-central-2 arn:aws:sns:eu-
central-2:383009515534:GuardDutyAnnouncements

ap-east-1 arn:aws:sns:ap-
east-1:646602203151:GuardDutyAnnouncements

ap-northeast-1 arn:aws:sns:ap-
northeast-1:741172661024:GuardDutyAnnouncements

ap-northeast-2 arn:aws:sns:ap-
northeast-2:464168911255:GuardDutyAnnouncements

ap-southeast-1 arn:aws:sns:ap-
southeast-1:476419727788:GuardDutyAnnouncements

ap-southeast-2 arn:aws:sns:ap-
southeast-2:457615622431:GuardDutyAnnouncements

ap-south-1 arn:aws:sns:ap-
south-1:926826061926:GuardDutyAnnouncements

sa-east-1 arn:aws:sns:sa-
east-1:955633302743:GuardDutyAnnouncements

us-gov-west-1 arn:aws-us-
gov:sns:us-gov-
west-1:430639793359:GuardDutyAnnouncements

cn-north-1 arn:aws-cn:sns:cn-
north-1:002991280229:GuardDutyAnnouncements

cn-northwest-1 arn:aws-cn:sns:cn-
northwest-1:003033775354:GuardDutyAnnouncements

me-south-1 arn:aws:sns:me-
south-1:552740612889:GuardDutyAnnouncements

me-central-1 arn:aws:sns:me-
central-1:030935290150:GuardDutyAnnouncements

eu-south-1 arn:aws:sns:eu-
south-1:188461706213:GuardDutyAnnouncements

us-gov-east-1 arn:aws:sns:us-gov-
east-1:143972945659:GuardDutyAnnouncements

ap-northeast-3 arn:aws:sns:ap-
northeast-3:129086577509:GuardDutyAnnouncements
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Amazon SNS メッセージ形式

AWS リージョン Amazon SNS トピックの ARN

ap-southeast-3 arn:aws:sns:ap-
sourtheast-3:225965583551:GuardDutyAnnouncements

AWS Management Console で GuardDuty更新の通知 E メールにサブスクライブするには

1. https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home で Amazon SNS コンソールを開きます。
2. リージョンのリストで、サブスクライブするトピックの ARN として同じリージョンを選択します。

この例では、us-west-2 リージョンを使用します。
3. 左のナビゲーションペインで、[Subscriptions] (サブスクリプション)、[Create subscription] (サブスク

リプションの作成) の順に選択します。
4. [Create Subscription] (サブスクリプションの作成) ダイアログボックスの [Topic ARN] (トピック ARN) 

で、トピック ARN arn:aws:sns:us-west-2:934957504740:GuardDutyAnnouncements を貼
り付けます。

5. [Protocol] (プロトコル) で [Email] (E メール) を選択します。[Endpoint] (エンドポイント) で、通知を
受信するために使用できる E メールアドレスを入力します。

6. [Create subscription] (サブスクリプションの作成) を選択します。
7. E メールアプリケーションで AWS 通知から届いたメッセージを開き、リンクを開いてサブスクライ

ブを確認します。

ウェブブラウザに Amazon SNS の確認画面が表示されます。

AWS CLI で GuardDuty 更新の通知 E メールにサブスクライブするには

1. AWS CLI を使用して次のコマンドを実行します。

 aws  sns --region us-west-2 subscribe --topic-arn arn:aws:sns:us-
west-2:934957504740:GuardDutyAnnouncements --protocol email --notification-
endpoint your_email@your_domain.com

2. E メールアプリケーションで AWS 通知から届いたメッセージを開き、リンクを開いてサブスクライ
ブを確認します。

ウェブブラウザに Amazon SNS の確認画面が表示されます。

Amazon SNS メッセージ形式
新しい検出結果に関する GuardDuty 更新通知メッセージの例を以下に示します。

{ 
    "Type" : "Notification", 
    "MessageId" : "9101dc6b-726f-4df0-8646-ec2f94e674bc", 
    "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-west-2:934957504740:GuardDutyAnnouncements", 
    "Message" : "{\"version\":\"1\",\"type\":\"NEW_FINDINGS\",\"findingDetails\":[{\"link
\":\"https://docs.aws.amazon.com//guardduty/latest/ug/guardduty_unauthorized.html\",
\"findingType\":\"UnauthorizedAccess:EC2/TorClient\",\"findingDescription\":\"This finding 
 informs you that an EC2 instance in your AWS environment is making connections to a Tor 
 Guard or an Authority node. Tor is software for enabling anonymous communication. Tor 
 Guards and Authority nodes act as initial gateways into a Tor network. This traffic can 
 indicate that this EC2 instance is acting as a client on a Tor network. A common use for 
 a Tor client is to circumvent network monitoring and filter for access to unauthorized 
 or illicit content. Tor clients can also generate nefarious Internet traffic, including 
 attacking SSH servers. This activity can indicate that your EC2 instance is compromised.
\"}]}", 
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    "Timestamp" : "2018-03-09T00:25:43.483Z", 
    "SignatureVersion" : "1", 
    "Signature" : "XWox8GDGLRiCgDOXlo/
fG9Lu/88P8S0FL6M6oQYOmUFzkucuhoblsdea3BjqdCHcWR7qdhMPQnLpN7y9iBrWVUqdAGJrukAI8athvAS+4AQD/
V/QjrhsEnlj+GaiW
+ozAu006X6GopOzFGnCtPMROjCMrMonjz7Hpv/8KRuMZR3pyQYm5d4wWB7xBPYhUMuLoZ1V8YFs55FMtgQV/
YLhSYuEu0BP1GMtLQauxDkscOtPP/vjhGQLFx1Q9LTadcQiRHtNIBxWL87PSI+BVvkin6AL7PhksvdQ7FAgHfXsit
+6p8GyOvKCqaeBG7HZhR1AbpyVka7JSNRO/6ssyrlj1g==", 
    "SigningCertURL" : "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/
SimpleNotificationService-433026a4050d206028891664da859041.pem", 
    "UnsubscribeURL" : "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-
west-2:934957504740:GuardDutyAnnouncements:9225ed2b-7228-4665-8a01-c8a5db6859f4"
}

解析された [Message] (メッセージ) の値 (エスケープした引用符は削除) は次のように表示されます。

{ 
    "version": "1", 
    "type": "NEW_FINDINGS", 
    "findingDetails": [{ 
        "link": "https://docs.aws.amazon.com//guardduty/latest/ug/
guardduty_unauthorized.html", 
        "findingType": "UnauthorizedAccess:EC2/TorClient", 
        "findingDescription": "This finding informs you that an EC2 instance in your AWS 
 environment is making connections to a Tor Guard or an Authority node. Tor is software for 
 enabling anonymous communication. Tor Guards and Authority nodes act as initial gateways 
 into a Tor network. This traffic can indicate that this EC2 instance is acting as a 
 client on a Tor network. A common use for a Tor client is to circumvent network monitoring 
 and filter for access to unauthorized or illicit content. Tor clients can also generate 
 nefarious Internet traffic, including attacking SSH servers. This activity can indicate 
 that your EC2 instance is compromised." 
    }]
}

GuardDuty の機能更新に関する GuardDuty 更新通知メッセージの例を、以下に示します。

{ 
    "Type" : "Notification", 
    "MessageId" : "9101dc6b-726f-4df0-8646-ec2f94e674bc", 
    "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-west-2:934957504740:GuardDutyAnnouncements", 
    "Message" : "{\"version\":\"1\",\"type\":\"NEW_FEATURES\",\"featureDetails\":
[{\"featureDescription\":\"Customers with high-volumes of global CloudTrail events 
 should see a net positive impact on their GuardDuty costs.\",\"featureLink\":\"https://
docs.aws.amazon.com//guardduty/latest/ug/guardduty_data-sources.html#guardduty_cloudtrail
\"}]}", 
    "Timestamp" : "2018-03-09T00:25:43.483Z", 
    "SignatureVersion" : "1", 
    "Signature" : "XWox8GDGLRiCgDOXlo/
fG9Lu/88P8S0FL6M6oQYOmUFzkucuhoblsdea3BjqdCHcWR7qdhMPQnLpN7y9iBrWVUqdAGJrukAI8athvAS+4AQD/
V/QjrhsEnlj+GaiW
+ozAu006X6GopOzFGnCtPMROjCMrMonjz7Hpv/8KRuMZR3pyQYm5d4wWB7xBPYhUMuLoZ1V8YFs55FMtgQV/
YLhSYuEu0BP1GMtLQauxDkscOtPP/vjhGQLFx1Q9LTadcQiRHtNIBxWL87PSI+BVvkin6AL7PhksvdQ7FAgHfXsit
+6p8GyOvKCqaeBG7HZhR1AbpyVka7JSNRO/6ssyrlj1g==", 
    "SigningCertURL" : "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/
SimpleNotificationService-433026a4050d206028891664da859041.pem", 
    "UnsubscribeURL" : "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-
west-2:934957504740:GuardDutyAnnouncements:9225ed2b-7228-4665-8a01-c8a5db6859f4"
}

解析された [Message] (メッセージ) の値 (エスケープした引用符は削除) は次のように表示されます。
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{ 
    "version": "1", 
    "type": "NEW_FEATURES", 
    "featureDetails": [{ 
        "featureDescription": "Customers with high-volumes of global CloudTrail events 
 should see a net positive impact on their GuardDuty costs.", 
        "featureLink": "https://docs.aws.amazon.com//guardduty/latest/ug/guardduty_data-
sources.html#guardduty_cloudtrail" 
    }]
}

更新された検出結果に関する GuardDuty 更新通知メッセージの例を以下に示します。

{ 
    "Type": "Notification", 
    "MessageId": "9101dc6b-726f-4df0-8646-ec2f94e674bc", 
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:934957504740:GuardDutyAnnouncements", 
    "Message": "{\"version\":\"1\",\"type\":\"UPDATED_FINDINGS\",\"findingDetails\":
[{\"link\":\"https://docs.aws.amazon.com//guardduty/latest/ug/guardduty_unauthorized.html
\",\"findingType\":\"UnauthorizedAccess:EC2/TorClient\",\"description\":\"Increased 
 severity value from 5 to 8.\"}]}", 
    "Timestamp": "2018-03-09T00:25:43.483Z", 
    "SignatureVersion": "1", 
    "Signature": "XWox8GDGLRiCgDOXlo/
fG9Lu/88P8S0FL6M6oQYOmUFzkucuhoblsdea3BjqdCHcWR7qdhMPQnLpN7y9iBrWVUqdAGJrukAI8athvAS+4AQD/
V/QjrhsEnlj+GaiW
+ozAu006X6GopOzFGnCtPMROjCMrMonjz7Hpv/8KRuMZR3pyQYm5d4wWB7xBPYhUMuLoZ1V8YFs55FMtgQV/
YLhSYuEu0BP1GMtLQauxDkscOtPP/vjhGQLFx1Q9LTadcQiRHtNIBxWL87PSI+BVvkin6AL7PhksvdQ7FAgHfXsit
+6p8GyOvKCqaeBG7HZhR1AbpyVka7JSNRO/6ssyrlj1g==", 
    "SigningCertURL": "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/
SimpleNotificationService-433026a4050d206028891664da859041.pem", 
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-
west-2:934957504740:GuardDutyAnnouncements:9225ed2b-7228-4665-8a01-c8a5db6859f4"
}

解析された [Message] (メッセージ) の値 (エスケープした引用符は削除) は次のように表示されます。

{ 
    "version": "1", 
    "type": "UPDATED_FINDINGS", 
    "findingDetails": [{ 
        "link": "https://docs.aws.amazon.com//guardduty/latest/ug/
guardduty_unauthorized.html", 
        "findingType": "UnauthorizedAccess:EC2/TorClient", 
        "description": "Increased severity value from 5 to 8." 
    }]
}
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Amazon GuardDuty のクォータ
AWS アカウントには、AWS のサービスごとにデフォルトのクォータ (以前は制限と呼ばれていました) が
あります。特に明記されていない限り、クォータはリージョンごとに存在します。一部のクォータについ
ては引き上げをリクエストできますが、その他のクォータについてはリクエストできません。

GuardDuty のクォータを表示するには、Service Quotas コンソールを開きます。ナビゲーションペイン
で、[AWS services] (AWS のサービス) をクリックし、[Amazon GuardDuty] を選択します。

クォータの引き上げをリクエストするには、「Service Quotas ユーザーガイド」の「Requesting a quota 
increase」(クォータ引き上げリクエスト) を参照してください。

AWS アカウントには、リージョンごとに次のような Amazon GuardDuty のクォータがあります。

リソース デフォルト コメント

ディテクター 1 各リージョンの AWS 
アカウントごとに作成
できるディテクターリ
ソースの最大数。

クォータの引き上げは
リクエストできませ
ん。

フィルター 100 各リージョンの AWS ア
カウントごとに保存さ
れるフィルターの最大
数。

クォータの引き上げは
リクエストできませ
ん。

検出結果の保持期間 90 日間 検出結果を保持する最
大日数。

クォータの引き上げは
リクエストできませ
ん。

信頼できる IP リストあたりの IP アドレスと CIDR 
範囲

2,000 1 つの信頼できる IP 
リストに含めることが
できる IP アドレスと 
CIDR 範囲の最大数。

クォータの引き上げは
リクエストできませ
ん。

脅威リストあたりの IP アドレスと CIDR 範囲 250,000 脅威リストに含めるこ
とができる IP アドレ
スと CIDR 範囲の最大
数。
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リソース デフォルト コメント
クォータの引き上げは
リクエストできませ
ん。

最大ファイルサイズ 35 MB 信頼できる IP リスト
または脅威リストに含
める IP アドレスまた
は CIDR 範囲のリスト
をアップロードするた
めに使用されるファイ
ルの最大ファイルサイ
ズ。

クォータの引き上げは
リクエストできませ
ん。

メンバーアカウント 5000 管理者アカウントに関
連付けられたメンバー
アカウントの最大数。
ディテクターごとに 
1 つの管理者アカウン
トを持つことができま
す。

脅威インテリジェンスセット 6 各リージョンの AWS ア
カウントごとに追加で
きる脅威インテリジェ
ンスセットの最大数。

クォータの引き上げは
リクエストできませ
ん。

信頼できる IP セット 1 各リージョンの AWS ア
カウントごとにアップ
ロードおよびアクティ
ブ化できる、信頼でき
る IP セットの最大数。

クォータの引き上げは
リクエストできませ
ん。
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Malware Protection を有効にしたいのです
が、iam:GetRole エラーが発生します。

AWS GuardDuty のトラブルシュー
ティング

GuardDuty 固有のアクション実行に関する問題が発生した場合は、このセクションのトピックを参照して
ください。

トピック
• Malware Protection を有効にしたいのですが、iam:GetRole エラーが発生します。 (p. 259)
• 複数のアカウントを管理したいのですが、必要な AWS Organizations マスター許可がありませ

ん。 (p. 259)
• 私は Malware Protection を有効にする必要がある管理者ですが、GuardDuty を管理するために AWS 

マネージドポリシー: AmazonGuardDutyFullAccess を使用していません。 (p. 259)
• その他の問題のトラブルシューティング (p. 260)

Malware Protection を有効にしたいのです
が、iam:GetRole エラーが発生します。

このエラー Unable to get role: AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection
が表示された場合は、新しいディテクターのために Malware Protection を有効にするための許可
がないことを意味します。IAM ロールにアタッチされたポリシーが AWS マネージドポリシー: 
AmazonGuardDutyFullAccess (p. 235) と同じであることを確認します。

複数のアカウントを管理したいのですが、必要な 
AWS Organizations マスター許可がありません。

このエラー The request failed because you do not have required AWS Organization 
master permission. が表示された場合は、組織内の複数のアカウントのために Malware Protection 
を有効にするための許可がないことを意味します。管理アカウントへの許可の付与の詳細については、
「Malware Protection を有効化するために信頼されたアクセスを確立する (p. 28)」を参照してください。

私は Malware Protection を有効にする必要がある
管理者ですが、GuardDuty を管理するために AWS 
マネージドポリシー: AmazonGuardDutyFullAccess 
を使用していません。

GuardDuty は、Malware Protection を有効にするために次の 2 つのアプローチを提供します。
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その他の問題のトラブルシューティング

• GuardDuty で使用する IAM ロールに、Malware Protection を有効にするために必要な許可を設定しま
す。必要な許可の詳細については、「Creating a service-linked role for Malware Protection」(Malware 
Protection のサービスにリンクされたロールの作成) を参照してください。

• AWS マネージドポリシー: AmazonGuardDutyFullAccess (p. 235) を IAM ロールにアタッチします。こ
れにより、メンバーアカウントのために Malware Protection を有効にできます。

その他の問題のトラブルシューティング
問題に適したシナリオが見つからない場合は、次のトラブルシューティングもご参照ください。

• https://console.aws.amazon.com/guardduty/ へのアクセス時の IAM に関する一般的な問題については、
「AWS GuardDuty アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 233)」を参照してくださ
い。

• AWS AWS Console Home へのアクセス時の認証と承認の問題については、「IAM のトラブルシュー
ティング」を参照してください。
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リージョン固有機能の可用性

リージョンとエンドポイント
GuardDuty RDS Protection はプレビューリリースです。RDS Protection の機能の使用には、「AWS の
サービス条件」の第 2 項 (「ベータ版とプレビュー」) が適用されます。

Amazon GuardDuty が利用可能な AWS リージョン については、「Amazon Web Services 全般のリファレ
ンス」の「Amazon GuardDuty エンドポイント」を参照してください。

GuardDuty は、サポートされているすべての AWS リージョン で有効にすることをお勧めします。このよ
うに設定することで、GuardDuty はアクティブに使用されていないリージョンでも、許可されていないア
クティビティや異常なアクティビティに関する検出結果を生成できます。これにより、GuardDuty は、サ
ポートされている AWS リージョン で AWS CloudTrail イベントを監視できるようになるため、グローバ
ルサービスに関連するアクティビティを検出する機能は低下します。

リージョン固有機能の可用性
GuardDuty の機能の可用性は、以下のようにリージョンによって異なります。

GuardDuty RDS 保護 (プレビュー)

GuardDuty RDS Protection (p. 40) 機能のプレビューリリースは以下の AWS リージョン でのみ利用で
きます。GuardDuty コンソール (https://console.aws.amazon.com/guardduty/) は、これらのリージョ
ンにのみ対応しています。

利用できる AWS リージョン リージョンコード

米国東部 (バージニア北部) us-east-1

米国東部 (オハイオ) us-east-2

米国西部 (オレゴン) us-west-2

欧州 (アイルランド) eu-west-1

アジアパシフィック (東京) ap-northeast-1

欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ)、中東 (アラブ首長国連邦) リージョン

以下の機能および対応するデータソースは、これらのリージョンではまだ利用できません。
• GuardDuty EKS Protection (p. 19)
• GuardDuty Malware Protection (p. 23)
• GuardDuty RDS Protection (p. 40) (プレビューリリース)

Amazon GuardDuty API リファレンスに記載されている次の API は、これらのリージョンにおける
データソースの可用性により、リージョンによって異なる場合があります。
• CreateDetector
• UpdateDetector
• UpdateMemberDetectors
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• UpdateOrganizationConfiguration
• GetDetector
• GetMemberDetectors
• DescribeOrganizationConfiguration
• DescribeMalwareScans
• UpdateMalwareScanSettings
• GetMalwareScanSettings

AWS GovCloud (US) リージョン

最新情報については、「AWS GovCloud (US) ユーザーガイド」の「Amazon GuardDuty」を参照して
ください。

中国リージョン

最新情報については、「Feature availability and implementation differences」(機能の可用性と実装の
違い) を参照してください。
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Amazon GuardDuty のドキュメント
履歴

変更 説明 日付

Amazon GuardDuty ユーザーガ
イドは IAM のベストプラクティ
スに沿ったものです

IAM のベストプラクティスに
沿ったガイドを更新しました。
詳細については、「Security best 
practices in IAM」(IAM のセキュ
リティのベストプラクティス) を
参照してください。

2023 年 2 月 10 日

GuardDuty が欧州 (チューリッ
ヒ) リージョンで利用可能になり
ました。

GuardDuty を利用できる AWS 
リージョン のリストに欧州 
(チューリッヒ) が追加されまし
た。詳細については、「リージョ
ンとエンドポイント」を参照して
ください。

2022 年 12 月 12 日

新機能「GuardDuty RDS 
Protection」のプレビューリリー
ス

GuardDuty RDS Protection 
は、RDS ログインアクティビ
ティをモニタリングおよびプ
ロファイリングして、Amazon 
Aurora データベースインスタン
スでの疑わしいログイン動作を
特定します。現在、5 つの AWS 
リージョン でプレビューリリー
スを利用できます。詳細について
は、「リージョンとエンドポイン
ト」を参照してください。

2022 年 11 月 30 日

GuardDuty が 中東 (UAE) リー
ジョンで利用可能になりまし
た。

GuardDuty を利用できる AWS 
リージョン のリストに中東 
(UAE) が追加されました。詳細に
ついては、「リージョンとエンド
ポイント」を参照してください。

2022 年 10 月 6 日

新機能「GuardDuty Malware 
Protection」のコンテンツを追加
しました

GuardDuty Malware Protection は 
Amazon GuardDuty の拡張機能
です (オプション)。GuardDuty 
はリスクのあるリソースを識別
しますが、Malware Protection 
は侵害の原因となる可能性
のあるマルウェアを検出しま
す。Malware Protection を有効
にすると、GuardDuty によっ
て Amazon EC2 インスタンス
またはマルウェアを示すコン
テナワークロードで疑わしい動
作が検出されると、GuardDuty 
Malware Protection が、影響を
受ける EC2 インスタンスまたは
コンテナワークロードにアタッ

2022 年 7 月 26 日

263

https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_regions.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_regions.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/rds-protection.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/rds-protection.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/rds-protection.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_regions.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_regions.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_regions.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/guardduty_regions.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/malware-protection.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/malware-protection.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/malware-protection.html


Amazon GuardDuty Amazon GuardDuty ユーザーガイド

チされた EBS ボリュームでエー
ジェントレススキャンを開始
し、マルウェアの存在を検出し
ます。Malware Protection、およ
びこの機能を設定する方法につ
いては、「GuardDuty Malware 
Protection」を参照してくださ
い。

• Malware Protection の検出結果
については、「検出結果の詳
細」を参照してください。

• 侵害された EC2 インスタンス
とスタンドアロンコンテナの
修復については、「GuardDuty 
によって検出されたセキュリ
ティ問題の修復」を参照してく
ださい。

• マルウェアスキャンの 
CloudWatch ログの監査と、マ
ルウェアスキャン中にリソース
がスキップされる理由について
は、「CloudWatch のログとス
キップの理由を理解する」を参
照してください。

• 脅威検出の誤検知について
は、「GuardDuty Malware 
Protection における誤検出の報
告」を参照してください。

廃止された検出結果のタイプの 1 
つ

Exfiltration:S3/
ObjectRead.Unusual は廃止され
ました。

2022 年 7 月 5 日
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GuardDuty の異常検出機械学習 
(ML) モデルを使用して、異常な
動作を識別する新しい S3 の検出
結果タイプを追加しました。

次の新しい S3 の検出結果タイプ
を追加しました。これらの検出結
果タイプでは、API リクエストが 
IAM エンティティを異常な方法
で呼び出したかどうかを識別しま
す。機械学習モデルは、アカウン
ト内のすべての API リクエスト
を評価し、攻撃者が使用するテク
ニックに関連する異常なイベント
を特定します。これらの新しい検
出結果の詳細については、「S3 
の検出結果タイプ」を参照してく
ださい。

• Discovery:S3/
AnomalousBehavior

• Impact:S3/
AnomalousBehavior.Write

• Impact:S3/
AnomalousBehavior.Delete

• Impact:S3/
AnomalousBehavior.Permission

• Exfiltration:S3/
AnomalousBehavior

2022 年 7 月 5 日

GuardDuty が欧州 (スペイン) 
リージョンで利用可能になりま
した。

GuardDuty を利用できる AWS 
リージョン のリストに欧州 (スペ
イン) が追加されました。詳細に
ついては、「リージョンとエンド
ポイント」を参照してください。

2022 年 2 月 8 日

GuardDuty に GuardDuty EKS 
Protection に関する内容が追加さ
れました

GuardDuty は Kubernetes 監
査ログのモニタリングを通
じて Amazon EKS リソース
の検出結果を生成できるよ
うになりました。この機能
を設定する方法については、
「Amazon GuardDuty の EKS 
Protection」を参照してくださ
い。GuardDuty が Amazon EKS 
リソースに関して生成できる
検出結果のリストについては、
「GuardDuty Kubernetes 検出結
果タイプ」を参照してください。
「Kubernetes の検出結果の修復
ガイド」でこれらの検出結果の
修復をサポートするために、新し
い修復ガイダンスが追加されまし
た。

2022 年 1 月 25 日
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1 つの新しい検出結果が追加され
ました

新しい検出結果 
UnauthorizedAccess:IAMUser/
InstanceCredentialExfiltration.InsideAWS 
が追加されました。この検出結果
は、AWS 環境外の AWS アカウ
ントがインスタンスの認証情報に
アクセスしたときに知らせるもの
です。

2022 年 1 月 20 日

log4j に関連する問題の特定に役
立つ検出結果タイプを更新しま
した (p. 66)

Amazon GuardDuty 
は、CVE-2021-44228 および 
CVE-2021-45046 に関連する
問題の識別と優先順位付けに
役立つよう、Backdoor:EC2/
C&CActivity.B、Backdoor:EC2/
C&CActivity.B!
DNS、Behavior:EC2/
NetworkPortUnusual の検出結果
タイプを更新しました。

2021 年 12 月 22 日

検出結果の変更 UnauthorizedAccess:IAMUser/
InstanceCredentialExfiltration は 
UnauthorizedAccess:IAMUser/
InstanceCredentialExfiltration.OutsideAWS 
に変更されました。この検出
結果の改善バージョンでは、
オンプレミスネットワークでの
送信済みトラフィックの検出結
果を減らすため、認証情報を使
用する典型的な場所を学習しま
す。UnauthorizedAccess:IAMUser/
InstanceCredentialExfiltration.OutsideAWS

2021 年 9 月 7 日

GuardDuty SLR にアップデート
する

GuardDuty SLRは、検出結果の
精度を向上させる新しいアクショ
ンで更新されました。

2021 年 8 月 3 日

各検出結果タイプのデータソー
ス情報が追加されました。

検出結果の説明に GuardDuty が
その検出結果の生成に使用する
データソースに関する情報が含ま
れるようになりました。

2021 年 5 月 10 日

廃止された 13 の検出結果タイプ 13 の検出結果は廃止とな
り、新たに異常動作の検
出結果に置き換えられまし
た (Persistence:IAMUser/
NetworkPermissions、Persistence:IAMUser/
ResourcePermissions、Persistence:IAMUser/
UserPermissions、PrivilegeEscalation:IAMUser/
AdministrativePermissions、Recon:IAMUser/
NetworkPermissions、Recon:IAMUser/
ResourcePermissions、Recon:IAMUser/
UserPermissions、ResourceConsumption:IAMUser/
ComputeResources、Stealth:IAMUser/
LoggingConfigurationModified、Discovery:S3/
BucketEnumeration.Unusual、Impact:S3/
ObjectDelete.Unusual、Impact:S3/
PermissionsModification.Unusual)。

2021 年 3 月 12 日
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異常動作の 8 つの新しい検出結
果タイプが追加されました。

IAM プリンシパルの異常動作に
基づいて 8 つの新しい IAMUser 
検出結果タイプが追加されまし
た (CredentialAccess:IAMUser/
AnomalousBehavior、DefenseEvasion:IAMUser/
AnomalousBehavior、Discovery:IAMUser/
AnomalousBehavior、Exfiltration:IAMUser/
AnomalousBehavior、Impact:IAMUser/
AnomalousBehavior、InitialAccess:IAMUser/
AnomalousBehavior、Persistence:IAMUser/
AnomalousBehavior、PrivilegeEscalation:IAMUser/
AnomalousBehavior)。

2021 年 3 月 12 日

ドメインの評判に基づく EC2 の
検出結果が追加されました。

ドメインの評判に基づく、新しい 
4 つのインパクト検出結果タイプ
が追加されました。Impact:EC2/
AbusedDomainRequest.Reputation
、Impact:EC2/
BitcoinDomainRequest.Reputation、Impact:EC2/
MaliciousDomainRequest.Reputation。
また、新しい C&CAtivity 
の EC2 検出結果を追加
しました。Impact:EC2/
SuspiciousDomainRequest.Reputation

2021 年 1 月 27 日

4 つの新しい検出結果タイプが追
加されました。

新しく 3 つの S3 
MaliciousIPCaller の検出結果が
追加されました。Discovery:S3/
MaliciousIPCaller、Exfiltration:S3/
MaliciousIPCaller、Impact:S3/
MaliciousIPCaller。また、新し
い C&CAtivity の EC2 検出結果
を追加しました。Backdoor:EC2/
C&CActivity.B

2020 年 12 月 21 日

UnauthorizedAccess:EC2/
TorIPCaller 検出結果タイプは廃
止されました。

UnauthorizedAccess:EC2/
TorIPCaller 検出結果タイプ
は GuardDuty で廃止されまし
た。詳細はこちら。

2020 年 10 月 1 日

Impact:EC2/WinRmBruteForce 
検出結果タイプが追加されまし
た。

新しい Impact 検出結果 
Impact:EC2/WinRmBruteForce が
追加されました。詳細はこちら。

2020 年 9 月 17 日

Impact:EC2/PortSweep 検出結果
タイプが追加されました。

新しい Impact 検出結果 
Impact:EC2/PortSweep が追加さ
れました。詳細はこちら。

2020 年 9 月 17 日

GuardDuty がアフリカ (ケープタ
ウン) と欧州 (ミラノ) リージョン
でご利用いただけるようになり
ました。

GuardDuty が利用可能な AWS 
リージョンリストにアフリカ 
(ケープタウン) と欧州 (ミラノ) 
が追加されました。詳細はこちら

2020 年 7 月 31 日
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GuardDuty コストをモニタリン
グする新しい使用状況の詳細が
追加されました。

新しいメトリクスを使用して、
管理しているアカウントおよ
びアカウントの GuardDuty 使
用コストデータをクエリでき
るようになりました。使用コ
ストの新しい概要は、https:// 
console.aws.amazon.com/ 
guardduty/ のコンソールで入手で
きます。詳細な情報には API か
らアクセスできます。

2020 年 7 月 31 日

GuardDuty で S3 データイベ
ントモニタリングによる S3 
Protection をするコンテンツが追
加されました。

GuardDuty S3 Protection は、新
しいデータソースとして S3 デー
タプレーンのイベントをモニタ
リングすることが可能になりま
した。新しいアカウントでは、
この機能が自動的に有効になりま
す。GuardDuty を既に使用して
いる場合は、自分またはメンバー
アカウントに対して新しいデータ
ソースを有効にできます。

2020 年 7 月 31 日

14 の新しい S3 検出結果が追加
されました。

S3 コントロールプレーンとデー
タプレーンのソースに、14 の新
しい S3 検出結果タイプが追加さ
れました。

2020 年 7 月 31 日

S3 検出結果のサポートを追加
し、2 つの既存の検出結果タイプ
名を変更しました。

GuardDuty の検出結果には、S3 
バケット関連検出結果の詳細が
含まれるようになりました。S3 
アクティビティに関連する既存
の検出結果タイプの名前が変更
されました。Policy:IAMUser/
S3BlockPublicAccessDisabled 
は Policy:S3/
BucketBlockPublicAccessDisabled 
に変更されまし
た。Stealth:IAMUser/
S3ServerAccessLoggingDisabled 
は Stealth:S3/
ServerAccessLoggingDisabled に
変更されました。

2020 年 5 月 28 日

AWS Organizations 統合に関す
るコンテンツが追加されまし
た。

GuardDuty が AWS 
Organizations の委任された
管理者と統合されて、組織
内の GuardDuty アカウント
を管理できるようになりまし
た。GuardDuty 管理者として
委任された管理者を設定する
と、委任された管理者のアカ
ウントが管理する組織メンバー
の GuardDuty を自動的に有
効にできます。新しい AWS 
Organizations メンバーアカウン
トで GuardDuty が自動的に有効
にできます。詳細はこちら。

2020 年 4 月 20 日
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エクスポート検出結果機能のコ
ンテンツが追加されました。

GuardDuty の検出結果のエクス
ポート機能を説明するコンテンツ
が追加されました。

2019 年 11 月 14 日

UnauthorizedAccess:EC2/
MetadataDNSRebind 検出結果タ
イプが追加されました。

新しい Unauthorized 検出結
果 UnauthorizedAccess:EC2/
MetadataDNSRebind が追加され
ました。詳細はこちら。

2019 年 10 月 10 日

Stealth:IAMUser/
S3ServerAccessLoggingDisabled 
検出結果タイプが追加されまし
た。

新しい Stealth 検出結
果 Stealth:IAMUser/
S3ServerAccessLoggingDisabled 
が追加されました。詳細はこち
ら。

2019 年 10 月 10 日

Policy:IAMUser/
S3BlockPublicAccessDisabled 
検出結果タイプが追加されまし
た。

新しい Policy 検出結
果 Policy:IAMUser/
S3BlockPublicAccessDisabled が
追加されました。詳細はこちら。

2019 年 10 月 10 日

Backdoor:EC2/XORDDOS 検出
結果タイプは廃止されました。

Backdoor:EC2/XORDDOS 検出
結果タイプは GuardDuty で廃止
されました。詳細はこちら

2019 年 6 月 12 日

PrivilegeEscalation 検出結果タイ
プが追加されました。

PrivilegeEscalation 検出結果タイ
プでは、ユーザーが自分のアカウ
ントの権限を昇格して過剰な特権
を割り当てようした場合に検出さ
れます。詳細はこちら

2019 年 5 月 14 日

GuardDuty が欧州 (ストックホル
ム) リージョンで利用可能になり
ました。

GuardDuty が利用できる AWS 
リージョンのリストに欧州(ス
トックホルム) が追加されまし
た。詳細はこちら

2019 年 5 月 9 日

新しい検出結果タ
イプ Recon:EC2/
PortProbeEMRUnprotectedPort 
が追加されました。

この検出結果は、EC2 インスタ
ンス上にある EMR 関連のセンシ
ティブなポートがブロックされ
ておらず、悪意のあるホストが
探していることを知らせるもので
す。詳細はこちら

2019 年 5 月 8 日

EC2 インスタンスがサービス拒
否 (DoS) 攻撃に使われる可能性
がある場合に検出される 5 つの
新しい検出結果タイプが追加さ
れました。

これらの検出結果から、環境内の 
EC2 インスタンスがサービス拒
否 (DoS) 攻撃の実行に利用され
ている可能性があることがわかり
ます。詳細はこちら

2019 年 3 月 8 日

新しい検出結果タイ
プ Policy:IAMUser/
RootCredentialUsage が追加され
ました。

Policy:IAMUser/
RootCredentialUsage 検出結果
タイプは、自身の AWS アカウ
ント のルートユーザー認証情報
が、AWS サービスへのプログラ
ムによるリクエストに使用されて
いることを通知します。詳細はこ
ちら

2019 年 1 月 24 日
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UnauthorizedAccess:IAMUser/
UnusualASNCaller 検出結果タイ
プは廃止されました

UnauthorizedAccess:IAMUser/
UnusualASNCaller 検出結果タイ
プは廃止されました。今後は、
他のアクティブな GuardDuty の
検出結果タイプを介して異常な
ネットワークから呼び出された
アクティビティについて通知され
ます。生成される検出結果タイプ
は、異常なネットワークから呼び
出された API のカテゴリに基づ
きます。詳細はこちら

2018 年 12 月 21 日

2 つの新しい検出結果タイプ 
PenTest:IAMUser/ParrotLinux 
および PenTest:IAMUser/
PentooLinux が追加されました。

PenTest:IAMUser/ParrotLinux 
の検出結果タイプは、Parrot 
Security Linux を実行しているコ
ンピュータで、自身の AWS ア
カウントの認証情報を使用して 
API コールが行われていることを
通知します。PenTest:IAMUser/
PentooLinux 検出結果タイプ
は、Pentoo Linux を実行してい
るマシンで、自身の AWS アカウ
ントの認証情報を使用して API 
コールが行われていることを通知
します。詳細はこちら

2018 年 12 月 21 日

Amazon GuardDuty 
Announcements SNS トピックの
サポートが追加されました

GuardDuty のお知らせ用 SNS ト
ピックをサブスクライブして、新
しくリリースされた検出結果タイ
プ、既存の検出結果タイプの更新
情報、その他機能の変更点に関す
る通知を受け取ることができるよ
うになりました。Amazon SNS 
がサポートするすべての形式で通
知を使用できます。詳細はこちら

2018 年 11 月 21 日

2 つの新しい検出結果タイ
プ UnauthorizedAccess:EC2/
TorClient および 
UnauthorizedAccess:EC2/
TorRelay が追加されました。

UnauthorizedAccess:EC2/
TorClient 検出結果タイプ
は、AWS 環境にある EC2イン
スタンスが、Tor Guard また
は Authority ノードに接続しよ
うとしていることを通知しま
す。UnauthorizedAccess:EC2/
TorRelay 検出結果タイプ
は、AWS 環境にある EC2インス
タンスが、Tor リレーとして動作
していることを示す方法で、Tor 
ネットワークに接続しようとして
いることを通知します。詳細はこ
ちら

2018 年 11 月 16 日
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新しい検出結果タイプ 
CryptoCurrency:EC2/
BitcoinTool.B が追加されまし
た。

この検出結果は、AWS 環境の 
EC2 インスタンスで、ビットコ
イン、またはその他の暗号通貨関
連のアクティビティに関連付けら
れているドメイン名をクエリする
ことを知らせるものです。詳細は
こちら

2018 年 11 月 9 日

CloudWatch Events への通知の
送信頻度を更新するサポートが
追加されました

既存の検出結果の後続の発生に
ついて、CloudWatch Events に
送信される通知の頻度を更新で
きるようになりました。有効な
値は、15 分、1 時間、またはデ
フォルトの 6 時間です。詳細は
こちら

2018 年 10 月 9 日

リージョンサポートが追加され
ました

AWS GovCloud (米国西部) のサ
ポート対象リージョンが追加され
ました 詳細はこちら

2018 年 7 月 25 日

GuardDuty の AWS 
CloudFormation StackSets サ
ポートが追加されました

Enable Amazon GuardDuty テン
プレートを使用すると、複数のア
カウントで GuardDuty を同時に
有効にできます。詳細はこちら

2018 年 6 月 25 日

GuardDuty 自動アーカイブルー
ルのサポートが追加されました

お客様は、検出結果の数を抑え
られるよう、詳細な自動アー
カイブルールを構築できるよう
になりました。自動アーカイブ
ルールに一致する検出結果の場
合、GuardDuty はそれらを自動
的にアーカイブ済みとしてマーク
します。これにより、GuardDuty 
をさらに細かく調整して、現在の
検出結果の表での関連検出結果の
みを保持できます。詳細はこちら

2018 年 5 月 4 日

GuardDuty は欧州 (パリ) リー
ジョンで利用できます

GuardDuty がこのリージョンで
の継続的なセキュリティのモニ
タリングと脅威検出を拡張するた
め、欧州 (バリ) で利用可能にな
りました。詳細はこちら

2018 年 3 月 29 日

AWS CloudFormation を介して 
GuardDuty 管理者アカウント
とメンバーアカウントの作成が
サポートされるようになりまし
た。

詳細について
は、AWS::GuardDuty::master
および
AWS::GuardDuty::member を
参照してください。

2018 年 3 月 6 日

新しい 9 個の CloudTrail ベース
の異常検出が追加されました。

これらの新しい検出結果タイプ
は、サポートされたすべてのリー
ジョンの GuardDuty で自動的に
有効になります。詳細はこちら

2018 年 2 月 28 日

つの新しい脅威インテリジェン
ス検出 (検出結果タイプ) が追加
されました。

これらの新しい検出結果タイプ
は、サポートされたすべてのリー
ジョンの GuardDuty で自動的に
有効になります。詳細はこちら

2018 年 2 月 5 日
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以前の更新

GuardDuty メンバーアカウント
の制限の引き上げ。

このリリースで、AWS アカウ
ント (GuardDuty 管理者アカ
ウント) ごとに最大 1,000 件の 
GuardDuty 管理者アカウントを
追加することができます。詳細は
こちら

2018 年 1 月 25 日

GuardDuty 管理者アカウントお
よびメンバーアカウントの信頼
できる IP リストと脅威リストの
アップロードのアップロードと
詳細管理の変更。

このリリースで、管理者 
GuardDuty アカウントのユー
ザーが信頼できる IP リストと脅
威リストをアップロードして管理
することができます。GuardDuty 
のメンバーアカウントのユーザー
は、リストのアップロードや管
理を行うことはできません。管理
者アカウントからアップロードさ
れた信頼できる IP リストや脅威
リストで、そのメンバーアカウン
トの GuardDuty 機能を与えまし
た。詳細はこちら

2018 年 1 月 25 日

次の表は GuardDuty ユーザーガイドのリリースごとの重要な変更点を示します。

以前の更新
変更 説明 日付

初版発行 「Amazon GuardDuty ユーザー
ガイド」の初回リリース。

2017 年 11 月 28 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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	Trojan:EC2/DNSDataExfiltration
	EC2 インスタンスが DNS クエリを使用してデータを密かに抽出しようとしています。
	
	
	
	


	Trojan:EC2/DriveBySourceTraffic!DNS
	EC2 インスタンスがドライブバイダウンロード攻撃の既知の攻撃元であるリモートホストのドメイン名をクエリしています。
	
	
	
	


	Trojan:EC2/DropPoint
	EC2 インスタンスが、マルウェアによって収集された認証情報やその他の盗難されたデータを保持していることが認識されているリモートホストの IP アドレスに通信しようとしています。
	
	
	
	


	Trojan:EC2/DropPoint!DNS
	EC2 インスタンスが、マルウェアによって収集された認証情報やその他の盗難されたデータを保持していることが認識されているリモートホストのドメイン名をクエリしています。
	
	
	
	


	Trojan:EC2/PhishingDomainRequest!DNS
	EC2 インスタンスがフィッシング攻撃に関与しているドメインをクエリしています。EC2 インスタンスは侵害されている可能性があります。
	
	
	
	


	UnauthorizedAccess:EC2/MaliciousIPCaller.Custom
	EC2 インスタンスがカスタム脅威リストの IP アドレスに接続しています。
	
	
	
	


	UnauthorizedAccess:EC2/MetadataDNSRebind
	EC2 インスタンスが、インスタンスメタデータサービスに解決する DNS 検索を実行しています。
	
	
	
	


	UnauthorizedAccess:EC2/RDPBruteForce
	EC2 インスタンスが RDP ブルートフォース攻撃に巻き込まれています。
	
	
	
	


	UnauthorizedAccess:EC2/SSHBruteForce
	EC2 インスタンスが SSH ブルートフォース攻撃に巻き込まれています。
	
	
	
	


	UnauthorizedAccess:EC2/TorClient
	EC2 インスタンスが Tor Guard または Authority ノードに接続しています。
	
	
	
	


	UnauthorizedAccess:EC2/TorRelay
	EC2 インスタンスが Tor リレーとして Tor ネットワークに接続しています。
	
	
	
	



	GuardDuty IAM 検出結果タイプ
	CredentialAccess:IAMUser/AnomalousBehavior
	AWS 環境へアクセスを取得するために使用された API が異常な方法で呼び出されました。
	
	
	
	


	DefenseEvasion:IAMUser/AnomalousBehavior
	防御対策を回避するために使用された API が異常な方法で呼び出されました。
	
	
	
	


	Discovery:IAMUser/AnomalousBehavior
	リソースの検出に一般的に使用される API が、異常な方法で呼び出されました。
	
	
	
	


	Exfiltration:IAMUser/AnomalousBehavior
	AWS 環境からデータを収集するために一般的に使用される API は、異常な方法で呼び出されました。
	
	
	
	


	Impact:IAMUser/AnomalousBehavior
	ある AWS 環境でデータやプロセスを改ざんするために、一般的に使用される API が、異常な方法で呼び出されました。
	
	
	
	


	InitialAccess:IAMUser/AnomalousBehavior
	ある AWS 環境への不正アクセスを取得するために一般的に使用される API が、異常な方法で呼び出されました。
	
	
	
	


	PenTest:IAMUser/KaliLinux
	API が Kali Linux EC2 マシンから呼び出されました。
	
	
	
	


	PenTest:IAMUser/ParrotLinux
	API が Parrot Security Linux マシンから呼び出されました。
	
	
	
	


	PenTest:IAMUser/PentooLinux
	API が Pentoo Linux マシンから呼び出されました。
	
	
	
	


	Persistence:IAMUser/AnomalousBehavior
	ある AWS 環境への不正アクセスを維持するために一般的に使用される API が、異常な方法で呼び出されました。
	
	
	
	


	Policy:IAMUser/RootCredentialUsage
	API がルートユーザーサインイン認証情報を使用して呼び出されました。
	
	
	
	


	PrivilegeEscalation:IAMUser/AnomalousBehavior
	通常ある AWS 環境への高レベルの許可を取得するために使用される API が異常な方法で呼び出されました。
	
	
	
	


	Recon:IAMUser/MaliciousIPCaller
	API が悪意のある既知の IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	Recon:IAMUser/MaliciousIPCaller.Custom
	API が悪意のある既知の IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	Recon:IAMUser/TorIPCaller
	API が Tor 出口ノードの IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	Stealth:IAMUser/CloudTrailLoggingDisabled
	AWS CloudTrail ログ記録は無効です。
	
	
	
	


	Stealth:IAMUser/PasswordPolicyChange
	アカウントのパスワードポリシーが弱化されています。
	
	
	
	


	UnauthorizedAccess:IAMUser/ConsoleLoginSuccess.B
	世界中でコンソールに対する複数の正常なログインが確認されました。
	
	
	
	


	UnauthorizedAccess:IAMUser/InstanceCredentialExfiltration.InsideAWS
	インスタンス起動ロールを通じて EC2 インスタンス専用に作成された認証情報は、AWS 内の別のアカウントから使用されています。
	
	
	
	


	UnauthorizedAccess:IAMUser/InstanceCredentialExfiltration.OutsideAWS
	インスタンス作成ロールで EC2 インスタンス専用に作成された認証情報が外部 IP アドレスから使用されています。
	
	
	
	


	UnauthorizedAccess:IAMUser/MaliciousIPCaller
	API が悪意のある既知の IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	UnauthorizedAccess:IAMUser/MaliciousIPCaller.Custom
	API がカスタム脅威リストにある IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	UnauthorizedAccess:IAMUser/TorIPCaller
	API が Tor 出口ノードの IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	



	Kubernetes 監査ログの検出結果タイプ
	CredentialAccess:Kubernetes/MaliciousIPCaller
	Kubernetes クラスターの認証情報またはシークレットにアクセスするために一般的に使用される API が悪意のある既知の IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	CredentialAccess:Kubernetes/MaliciousIPCaller.Custom
	Kubernetes クラスターの認証情報またはシークレットにアクセスするために一般的に使用される API が、カスタム脅威リストの IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	CredentialAccess:Kubernetes/SuccessfulAnonymousAccess
	Kubernetes クラスターの認証情報またはシークレットにアクセスするために一般的に使用される API が、認証されていないユーザーによって呼び出されました。
	
	
	
	


	CredentialAccess:Kubernetes/TorIPCaller
	Kubernetes クラスターの認証情報またはシークレットにアクセスするために一般的に使用される API が、Tor 出口ノードの IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	DefenseEvasion:Kubernetes/MaliciousIPCaller
	防御対策を回避するために一般的に使用される API が、悪意のある既知の IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	DefenseEvasion:Kubernetes/MaliciousIPCaller.Custom
	防御対策を回避するために一般的に使用される API が、カスタム脅威リストにある IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	DefenseEvasion:Kubernetes/SuccessfulAnonymousAccess
	防御対策を回避するために一般的に使用される API が、認証されていないユーザーによって呼び出されました。
	
	
	
	


	DefenseEvasion:Kubernetes/TorIPCaller
	防御対策を回避するために一般的に使用される API が、Tor 出口ノードの IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	Discovery:Kubernetes/MaliciousIPCaller
	Kubernetes クラスター内のリソースを見つけるために一般的に使用される API が、ある IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	Discovery:Kubernetes/MaliciousIPCaller.Custom
	Kubernetes クラスターのリソースを見つけるために一般的に使用される API が、カスタム脅威リストにある IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	Discovery:Kubernetes/SuccessfulAnonymousAccess
	Kubernetes クラスターのリソースを見つけるために一般的に使用される API が、認証されていないユーザーによって呼び出されました。
	
	
	
	


	Discovery:Kubernetes/TorIPCaller
	Kubernetes クラスターのリソースを見つけるために一般的に使用される API が、Tor 出口ノードの IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	Execution:Kubernetes/ExecInKubeSystemPod
	kube-system 名前空間内のポッド内でコマンドが実行されました
	
	
	
	


	Impact:Kubernetes/MaliciousIPCaller
	Kubernetes クラスターのリソースを改ざんするために一般的に使用される API が、悪意のある既知の IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	Impact:Kubernetes/MaliciousIPCaller.Custom
	Kubernetes クラスターのリソースを改ざんするために一般的に使用される API が、カスタム脅威リストにある IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	Impact:Kubernetes/SuccessfulAnonymousAccess
	Kubernetes クラスターのリソースを改ざんするために一般的に使用される API が、認証されていないユーザーによって呼び出されました。
	
	
	
	


	Impact:Kubernetes/TorIPCaller
	Kubernetes クラスターのリソースを改ざんするために一般的に使用される API が、Tor 出口ノードの IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	Persistence:Kubernetes/ContainerWithSensitiveMount
	機密性の高い外部ホストパスが内部でマウントされた状態でコンテナが起動されました。
	
	
	
	


	Persistence:Kubernetes/MaliciousIPCaller
	Kubernetes クラスターへの永続アクセスを取得するために一般的に使用される API が、悪意のある既知の IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	Persistence:Kubernetes/MaliciousIPCaller.Custom
	Kubernetes クラスターへの永続アクセスを取得するために一般的に使用される API が、カスタム脅威リストにある IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	Persistence:Kubernetes/SuccessfulAnonymousAccess
	Kubernetes クラスターへの高レベルの許可を取得するために一般的に使用される API が、認証されていないユーザーによって呼び出されました。
	
	
	
	


	Persistence:Kubernetes/TorIPCaller
	Kubernetes クラスターへの永続アクセスを取得するために一般的に使用される API が、Tor 出口ノードの IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	Policy:Kubernetes/AdminAccessToDefaultServiceAccount
	デフォルトのサービスアカウントには、Kubernetes クラスターに対する管理者権限が付与されています。
	
	
	
	


	Policy:Kubernetes/AnonymousAccessGranted
	system:anonymous ユーザーには、Kubernetes クラスターに対する API 許可が付与されました。
	
	
	
	


	Policy:Kubernetes/ExposedDashboard
	Kubernetes クラスターのダッシュボードがインターネットに公開されました
	
	
	
	


	Policy:Kubernetes/KubeflowDashboardExposed
	Kubernetes クラスターの Kubeflow ダッシュボードがインターネットに公開されました
	
	
	
	


	PrivilegeEscalation:Kubernetes/PrivilegedContainer
	ルートレベルのアクセス権を持つ特権コンテナが Kubernetes クラスターで起動されました。
	
	
	
	



	Malware Protection の検出結果のタイプ
	Execution:EC2/MaliciousFile
	悪意のあるファイルが EC2 インスタンスで検出されました。
	
	
	


	Execution:ECS/MaliciousFile
	悪意のあるファイルが ECS クラスターで検出されました。
	
	
	


	Execution:Kubernetes/MaliciousFile
	悪意のあるファイルが Kubernetes クラスターで検出されました。
	
	
	


	Execution:Container/MaliciousFile
	悪意のあるファイルがスタンドアロンコンテナで検出されました。
	
	
	


	Execution:EC2/SuspiciousFile
	EC2 インスタンスで疑わしいファイルが検出されました。
	
	
	


	Execution:ECS/SuspiciousFile
	疑わしいファイルが ECS クラスターで検出されました。
	
	
	


	Execution:Kubernetes/SuspiciousFile
	疑わしいファイルが Kubernetes クラスターで検出されました。
	
	
	


	Execution:Container/SuspiciousFile
	疑わしいファイルがスタンドアロンコンテナで検出されました。
	
	
	



	GuardDuty RDS Protection の検出結果タイプ
	CredentialAccess:RDS/AnomalousBehavior.SuccessfulLogin
	ユーザーが RDS データベースへのログインに、異常な方法で成功しました。
	
	
	
	


	CredentialAccess:RDS/AnomalousBehavior.FailedLogin
	RDS データベースで、1 回以上の異常なログイン失敗が確認されました。
	
	
	
	



	GuardDuty のS3 の検出結果タイプ
	Discovery:S3/AnomalousBehavior
	S3 オブジェクトの検出に一般的に使用される API が、異常な方法で呼び出されました。
	
	
	
	


	Discovery:S3/MaliciousIPCaller
	AWS 環境のリソースを見つけるために一般的に使われている S3 API は、悪意のある既知の IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	Discovery:S3/MaliciousIPCaller.Custom
	S3 API がカスタム脅威リストにある IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	Discovery:S3/TorIPCaller
	S3 API が Tor 出口ノードの IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	Exfiltration:S3/AnomalousBehavior
	IAM エンティティが疑わしい方法で S3 API を呼び出しました。
	
	
	
	


	Exfiltration:S3/MaliciousIPCaller
	AWS 環境からデータを収集するために一般的に使用される S3 API は、悪意のある既知の IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	Impact:S3/AnomalousBehavior.Delete
	IAM エンティティが疑わしい方法でデータを削除をしようとした S3 API を呼び出しました。
	
	
	
	


	Impact:S3/AnomalousBehavior.Permission
	アクセスコントロールリスト (ACL) のアクセス許可設定に一般的に使用される API が異常な方法で呼び出されました。
	
	
	
	


	Impact:S3/AnomalousBehavior.Write
	IAM エンティティが疑わしい方法でデータの書き込みをしようとした S3 API を呼び出しました。
	
	
	
	


	Impact:S3/MaliciousIPCaller
	AWS 環境中のデータまたはプロセスの改ざんに一般的に使用される S3 API は、悪意のある既知の IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	PenTest:S3/KaliLinux
	S3 API が Kali Linux マシンから呼び出されました。
	
	
	
	


	PenTest:S3/ParrotLinux
	S3 API が Parrot Security Linux マシンから呼び出されました。
	
	
	
	


	PenTest:S3/PentooLinux
	S3 API が Pentoo Linux マシンから呼び出されました。
	
	
	
	


	Policy:S3/AccountBlockPublicAccessDisabled
	IAM エンティティが、アカウント上の S3 ブロックパブリックアクセスを無効にするために使用される API を呼び出しました。
	
	
	
	


	Policy:S3/BucketAnonymousAccessGranted
	IAM プリンシパルは、バケットポリシーまたは ACL を変更することにより、インターネットへの S3 バケットへのアクセスを許可しています。
	
	
	
	


	Policy:S3/BucketBlockPublicAccessDisabled
	IAM エンティティが、バケットの S3 ブロックパブリックアクセスを無効にするために使用される API を呼び出しました。
	
	
	
	


	Policy:S3/BucketPublicAccessGranted
	バケットポリシーまたは ACL を変更することにより、IAM プリンシパルは、AWS ユーザーに対する S3 バケットへのパブリックアクセスを許可しました。
	
	
	
	


	Stealth:S3/ServerAccessLoggingDisabled
	バケットのために S3 サーバーアクセスのログ記録が無効になりました。
	
	
	
	


	UnauthorizedAccess:S3/MaliciousIPCaller.Custom
	S3 API がカスタム脅威リストにある IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	


	UnauthorizedAccess:S3/TorIPCaller
	S3 API が Tor 出口ノードの IP アドレスから呼び出されました。
	
	
	
	



	廃止された検出結果タイプ
	Exfiltration:S3/ObjectRead.Unusual
	IAM エンティティが疑わしい方法で S3 API を呼び出しました。
	
	
	
	


	Impact:S3/PermissionsModification.Unusual
	IAM エンティティが API を呼び出して、1 つ以上の S3 リソースの許可を変更しました。
	
	
	


	Impact:S3/ObjectDelete.Unusual
	IAM エンティティが S3 バケット内のデータを削除するために使用される API を呼び出しました。
	
	
	


	Discovery:S3/BucketEnumeration.Unusual
	IAM エンティティが、ネットワーク内の S3 バケットを検出するために使用される S3 API を呼び出しました。
	
	
	


	Persistence:IAMUser/NetworkPermissions
	IAM ユーザーが、AWS アカウントのセキュリティグループ、ルート、ACL のネットワーク許可を変更するために一般的に使用される API を呼び出しました。
	
	
	


	Persistence:IAMUser/ResourcePermissions
	プリンシパルが、AWS アカウントのさまざまなリソースのセキュリティアクセスポリシーを変更するために一般的に使用される API を呼び出しました。
	
	
	


	Persistence:IAMUser/UserPermissions
	プリンシパルが、AWS アカウントの IAM ユーザー、グループ、ポリシーを追加、変更、削除するために一般的に使用される API を呼び出しました。
	
	
	


	PrivilegeEscalation:IAMUser/AdministrativePermissions
	プリンシパルがそれ自体に非常に寛容なポリシーを割り当てようとしました。
	
	
	


	Recon:IAMUser/NetworkPermissions
	プリンシパルが、AWS アカウントのセキュリティグループ、ルート、ACL のネットワークアクセス許可を変更するために一般的に使用される API を呼び出しました。
	
	
	


	Recon:IAMUser/ResourcePermissions
	プリンシパルが、AWS アカウントのさまざまなリソースのセキュリティアクセスポリシーを変更するために一般的に使用される API を呼び出しました。
	
	
	


	Recon:IAMUser/UserPermissions
	プリンシパルが、AWS アカウントの IAM ユーザー、グループ、ポリシーを追加、変更、削除するために一般的に使用される API を呼び出しました。
	
	
	


	ResourceConsumption:IAMUser/ComputeResources
	プリンシパルが、EC2 インスタンスなどのコンピューティングリソースを起動するために一般的に使用される API を呼び出しました。
	
	
	


	Stealth:IAMUser/LoggingConfigurationModified
	プリンシパルが、AWS アカウントの CloudTrail によるログ記録の停止、既存のログの削除、その他アクティビティの痕跡を消すために一般的に使用される API を呼び出しました。
	
	
	


	UnauthorizedAccess:IAMUser/ConsoleLogin
	AWS アカウントのプリンシパルによる通常とは違うコンソールへのログインが確認されました。
	
	
	


	UnauthorizedAccess:EC2/TorIPCaller
	EC2 インスタンスが Tor 出口ノードからのインバウンド接続を受信しています。
	
	
	


	Backdoor:EC2/XORDDOS
	EC2 インスタンスが通信しようとしている IP アドレスには XOR DDoS マルウェアが関連付けられています。
	
	
	


	Behavior:IAMUser/InstanceLaunchUnusual
	IAM ユーザーが起動した EC2 インスタンスのタイプが通常と異なります。
	
	
	


	CryptoCurrency:EC2/BitcoinTool.A
	EC2 インスタンスはビットコインマイニングプールと通信しています。
	
	


	UnauthorizedAccess:IAMUser/UnusualASNCaller
	API が通常とは異なるネットワークの IP アドレスから呼び出されました。
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