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Amazon Detective ユーザーガイド
調査の各フェーズと開始点

Amazon Detective を調査に使用する
方法

Amazon Detective を使用すると、セキュリティに関する検出結果や疑わしいアクティビティの根本原
因を簡単に分析、調査、および迅速に特定できます。これまでに Detective を使用したことがない場合
は、Detective 管理ガイドの What is Detective? および Detective terms and concepts を参照してくださ
い。

トピック
• 調査の各フェーズと開始点 (p. 1)
• Amazon Detective の調査の流れ (p. 2)

調査の各フェーズと開始点
Amazon Detective は、調査プロセス全体をサポートするツールを提供しています。Detective での調査
は、検出結果またはエンティティから開始できます。

調査の各フェーズ
調査プロセスには、以下のフェーズが含まれます。

トリアージ

調査プロセスは、悪意があるか、高リスクであることが疑われるアクティビティについて通知された
時点で開始されます。例えば、Amazon GuardDuty などのサービスによって検出された結果やアラー
トを調べるよう指示されます。

トリアージのフェーズでは、ユーザーが、対象のアクティビティが真陽性 (本物の悪意のあるアクティ
ビティであること) であるか、偽陽性 (悪意のあるアクティビティや高リスクのアクティビティではな
いこと) であるかを判断します。Detective プロファイルは、関係するエンティティのアクティビティ
に関するインサイトを提供することにより、トリアージプロセスをサポートします。

真陽性の場合は、次のステップに進みます。
スコープの特定

スコープの特定のフェーズでは、アナリストが、悪意のあるアクティビティまたは高リスクのアク
ティビティの程度と根本的な原因を特定します。

スコープの特定では、次の種類の質問に対する回答が提供されます。
• 侵害されたシステムとユーザー
• 攻撃元
• 攻撃の継続時間
• 他の関連アクティビティ。攻撃者がシステムからデータを抽出している場合は、その取得方法な

ど。
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Detective の調査の開始点

Detective のビジュアライゼーションは、関係する、または影響を受けた他のエンティティを特定する
のに役立ちます。

対処

最後のステップでは、攻撃を停止し、損害を最小限に抑え、類似の攻撃が再び起こらないようにする
ために、攻撃に対処します。

Detective の調査の開始点
Detective のすべての調査には、重要な開始点があります。例えば、調査の対象とする、Amazon 
GuardDuty の検出結果が割り当てられている場合があります。または、特定の IP アドレスの異常なアク
ティビティについて懸念があるかもしれません。

調査の典型的な開始点には、Detective GuardDuty ソースデータによって検出された結果と Detective ソー
スデータから抽出されたエンティティが含まれます。

GuardDuty
GuardDuty ログデータを使用して、悪意があるか、高リスクであることが疑われるアクティビティを検出
します。Detective では、これらの検出結果を調査するのに役立つリソースを用意しています。

各検出結果について、Detective は、関連する検出結果の詳細を提供します。Detective は、検出結果に接
続されている IP アドレスや AWS アカウントなどのエンティティも表示します。

その後、関係するエンティティのアクティビティを詳しく調べて、検出結果から検出されたアクティビ
ティが懸念の真の原因であるかどうかを判断できます。

詳細については、「検出結果の概要の表示 (p. 27)」を参照してください。

Detective ソースデータから抽出されたエンティティ
取り込んだ Detective のソースデータから、Detective は、IP アドレスや AWS ユーザーなどのエンティ
ティを抽出します。これらのいずれかを調査の開始点として使用できます。

Detective は、IP アドレスやユーザー名など、エンティティに関する一般的な詳細を提供します。また、
アクティビティ履歴の詳細も提供します。例えば、Detective は、これまでにエンティティが接続した、接
続された、または使用した他の IP アドレスを報告できます。

詳細については、「エンティティの詳細の分析 (p. 28)」を参照してください。

Amazon Detective の調査の流れ
Amazon Detective を使用して、EC2 インスタンスや AWS ユーザーなどのエンティティを調査できます。
セキュリティに関する検出結果も調査できます。

概要レベルで、次の図は、Detective の調査のプロセスを示しています。
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Detective の調査の流れ

ステップ 1: 調査するエンティティを選択する

Detective GuardDuty で検出された結果 the section called “別のコンソールからのピボット” (p. 12)
を参照してください。

また、Detective の [Summary] (概要) のページを使用して、調査するエンティティを特定することも
できます。[Summary] (概要) ページの使用 (p. 21) を参照してください。

Detective の検出結果の概要から、調査対象とする関係するエンティティを選択できます。検出結果の
概要の表示 (p. 27) を参照してください。

Detective 検索機能を使用して、調査対象とするエンティティを検索して選択できます。検出結果また
はエンティティの検索 (p. 17) を参照してください。

エンティティを選択すると、Detective のエンティティプロファイルに移動します。
ステップ 2: プロファイルのビジュアライゼーションを分析する

各エンティティプロファイルには、動作グラフから生成される一連のビジュアライゼーションが含ま
れています。動作グラフは、Detective に入力されるログファイルや他のデータから作成されます。

ビジュアライゼーションには、エンティティに関連するアクティビティが表示されます。これらのビ
ジュアライゼーションを使用して、エンティティのアクティビティが異常かどうかを判断するための
質問に回答できます。エンティティの詳細の分析 (p. 28) を参照してください。

調査のガイドとして、視覚的な各情報向けに提供される Detective ガイダンスを使用できます。ガイ
ダンスは、表示された情報の概要を示し、尋ねるべき質問を提案し、その回答に基づいて次のステッ
プを提案します。the section called “プロファイルパネルのガイダンスの使用” (p. 68) を参照してく
ださい。

各プロファイルには、関連する検出結果のリストが含まれます。検出結果の詳細を表示したり、検出
結果の概要を表示したりできます。エンティティの検出結果の表示 (p. 31) を参照してください。
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Detective の調査の流れ

エンティティプロファイルから、他のエンティティと検出結果プロファイルにピボットし、関連する
アセットのアクティビティをさらに調査できます。

ステップ 3: アクションを実行する

調査の結果に基づいて、適切な措置を講じます。

偽陽性の検出結果については、その検出結果をアーカイブできます。Detective から、 GuardDuty 検
出された結果  GuardDuty 検出結果のアーカイブ (p. 71) を参照してください。

それ以外の場合は、脆弱性に対処し、損害を軽減するための適切な措置を講じます。例えば、リソー
スの設定を更新する必要がある場合があります。
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Amazon Detective がソースデータを
使用して動作グラフを作成する方法

動作グラフのデータ
Amazon Detective では、Detective の動作グラフのデータを使用して調査を実行します。

動作グラフは、1 つ以上のアマゾン ウェブ サービス (AWS) アカウントから取り込まれた Detective ソース
データから生成されたデータのリンクされたセットです。

動作グラフは、ソースデータを使用して次を実行します。

• システム、ユーザー、およびそれらの間の時間の経過に伴うインタラクションの全体像を生成する
• 特定のアクティビティのより詳細な分析を実行して、調査を実行するときに生じる疑問を解決するのを

サポートする
• 同じイベントまたはセキュリティ問題に関連する可能性のある調査結果、エンティティ、および証拠の

コレクションを相互に関連付けます。

動作グラフデータのすべての抽出、モデリング、および分析は、個々の動作グラフのコンテキスト内で行
われることに注意してください。

管理者アカウントが動作グラフでメンバーアカウントを管理する方法については、Detective 管理ガイドの 
Source accounts in behavior graph を参照してください。

内容
• Amazon Detective がソースデータを使用して動作グラフを作成する方法 (p. 5)
• 新しい動作グラフのトレーニング期間 (p. 6)
• 動作グラフのデータ構造の概要 (p. 7)

Amazon Detective がソースデータを使用して動作
グラフを作成する方法

調査の基となるデータを提供するために、Detective は、AWS 環境全体のみならず、それを超えてデータ
を収集します。これには次のデータが含まれます。

• ログデータ (Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) および AWS CloudTrail を含む)
• アマゾンからの調査結果 GuardDuty

動作グラフで使用されるソースデータの詳細については、Detective 管理ガイドの Source data used in a 
behavior graph を参照してください。

Detective によるソースデータの処理方法
新しいデータが提供されると、Detective は抽出と分析の組み合わせを使用して動作グラフにデータを入力
します。
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Detective の抽出

Detective の抽出
抽出は、設定されたマッピングルールに基づきます。マッピングルールは、基本的に「ある特定のデータ
については、常にある特定の方法でそのデータを使用して動作グラフデータを更新する」ためのもので
す。

例えば、受信した Detective ソースデータレコードに IP アドレスが含まれている場合があります。その場
合、Detective はそのレコードに含まれている情報を使用して、新しい IP アドレスエンティティを作成す
るか、既存の IP アドレスエンティティを更新します。

Detective の分析
分析は、データを分析してエンティティに関連付けられているアクティビティのインサイトを提供する、
より複雑なアルゴリズムです。

例えば、あるタイプの Detective 分析では、アルゴリズムを実行してアクティビティが発生する頻度を分
析します。API コールを実行するエンティティの場合、アルゴリズムはエンティティが通常使用しない 
API コールが検索されます。アルゴリズムでは、API コールの数の大幅なスパイクも検索されます。

分析インサイトは、アナリストの主要な質問に対する回答を提供することで調査をサポートし、検出結果
およびエンティティプロファイルのパネルにデータを入力するために頻繁に使用されます。

新しい動作グラフのトレーニング期間
検出結果の調査する 1 つの方法は、検出結果のスコープ時間中のアクティビティを、検出結果が検出され
る前に発生したアクティビティと比較することです。これまでに観察されていないアクティビティは、疑
わしいアクティビティとして判断される可能性が高くなります。

Amazon Detective プロファイルの一部のパネルでは、検出前の期間に観察されなかったアクティビティが
強調表示されます。いくつかのプロファイルパネルには、スコープ時間の 45 日前の平均アクティビティ
を示すベースライン値も表示されます。

より多くのデータが動作グラフに抽出されるにつれて、Detective では、組織内の正常なアクティビティと
異常なアクティビティの状況をより正確に確認できます。
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動作グラフのデータ構造の概要

ただし、このより正確な状況を確認するには、Detective は少なくとも 2 週間分のデータにアクセスする必
要があります。また、Detective 分析の成熟度は、動作グラフのアカウント数とともに高まります。

Detective をアクティブ化してから最初の 2 週間は、トレーニング期間とみなされます。この期間中、ス
コープ時間のアクティビティを以前のアクティビティと比較するプロファイルパネルには、Detective がト
レーニング期間中であるというメッセージが表示されます。

無料トライアル中、Detective では、動作グラフにできるだけ多くのメンバーアカウントを追加することを
お勧めします。これにより、Detective は、より大きいサイズのデータプールを利用できるようになり、組
織の通常のアクティビティをより正確に把握できます。

動作グラフのデータ構造の概要
動作グラフのデータ構造は、抽出および分析されたデータの構造を定義します。また、ソースデータを動
作グラフにマッピングする方法も定義します。

動作グラフのデータ構造内の要素のタイプ
動作グラフのデータ構造は、次の情報の要素で構成されています。

エンティティ

エンティティは、Detective ソースデータから抽出された項目を表します。

各エンティティにはタイプがあり、それが表すオブジェクトのタイプを識別します。エンティティタ
イプの例には、IP アドレス、Amazon EC2 インスタンス、AWS ユーザーが含まれます。

各エンティティについて、ソースデータはエンティティのプロパティを入力するためにも使用されま
す。プロパティ値は、ソースレコードから直接抽出されることもあれば、複数のレコードにまたがっ
て集計される場合もあります。

一部のプロパティは、単一のスカラー値または集計値で構成されます。例えば、EC2 インスタンスの
場合、Detective はインスタンスのタイプと処理された合計バイト数を追跡します。

時系列プロパティは、時間の経過に合わせてアクティビティを追跡します。例えば、EC2 インスタン
スの場合、Detective は使用した一意のポートを時間の経過に合わせて追跡します。

リレーションシップ

関係は、個々のエンティティ間で発生するアクティビティを表します。また、関係は、Detective ソー
スデータから抽出されます。

エンティティと同様に、関係にはタイプがあります。これは、関係するエンティティのタイプと接続
の方向を識別します。関係タイプの例としては、EC2 インスタンスに接続する IP アドレスを挙げる
ことができます。

特定のインスタンスに接続する特定の IP アドレスなど、個々の関係ごとに、Detective は時間の経過
に合わせてアクティビティの発生を追跡します。

動作グラフのデータ構造内のエンティティのタイプ
動作グラフのデータ構造は、次を実行するエンティティと関係タイプで構成されます。

• 使用されているサーバー、IP アドレス、ユーザーエージェントを追跡する
• 使用されている AWS ユーザー、ロール、アカウントを追跡する
• ご利用の AWS 環境で発生するネットワーク接続と承認を追跡する
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動作グラフのデータ構造内のエンティティのタイプ

動作グラフのデータ構造には、次のエンティティタイプが含まれます。

AWS アカウント

Detective ソースデータに存在する AWS アカウント。

各アカウントについて、Detective は次のいくつかの質問に対する回答を提供します。
• アカウントで使用されたことがある API コール
• アカウントで使用されたことがあるユーザーエージェント
• アカウントで使用されたことがある自律型システム組織 (ASO)
• アカウントがアクティブになったことがある地理的場所

AWS ロール

Detective ソースデータに存在する AWS ロール。

ロールごとに、Detective はいくつかの質問に対する回答を提供します。
• ロールで使用されたことがある API コール
• ロールで使用されたことがあるユーザーエージェント
• ロールで使用されたことがある ASO
• ロールがアクティブになったことがある地理的場所
• このロールを引き受けたリソース
• このロールを引き受けたロール
• このロールが関係するロールセッション

AWS ユーザー

Detective ソースデータに存在する AWS ユーザー。

ユーザーごとに、Detective はいくつかの質問に対する回答を提供します。
• ユーザーが使用したことのある API コール
• ユーザーが使用したことのあるユーザーエージェント
• ユーザーがアクティブになったことがある地理的場所
• このユーザーが引き受けたロール
• このユーザーが関係するロールセッション

フェデレーティッドユーザー

フェデレーティッドユーザーのインスタンス。フェデレーティッドユーザーの例には次が含まれま
す。
• Security Assertion Markup Language (SAML) を使用してログインするアイデンティティ
• ウェブ ID フェデレーションを使用してログインするアイデンティティ

フェデレーティッドユーザーごとに、Detective は以下の質問に対する回答を提供します。
• フェデレーティッドユーザーが認証の際に使用したアイデンティティプロバイダー
• フェデレーティッドユーザーのオーディエンス オーディエンスは、フェデレーティッドユーザーの

ウェブアイデンティティトークンをリクエストしたアプリケーションを識別します。
• フェデレーティッドユーザーがアクティブになったことがある地理的場所
• フェデレーティッドユーザーが使用したことのあるユーザーエージェント
• フェデレーティッドユーザーが使用したことのある ASO
• このフェデレーティッドユーザーが引き受けたロール
• このフェデレーティッドユーザーが関係するロールセッション

EC2 インスタンス

Detective ソースデータに存在する EC2 インスタンス。
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EC2 インスタンスごとに、Detective はいくつかの質問に対する回答を提供します。
• インスタンスと通信した IP アドレス
• インスタンスとの通信に使用されたポート
• インスタンスとの間で送受信されたデータの量
• インスタンスを含む VPC
• EC2 インスタンスで使用されたことがある API コール
• EC2 インスタンスで使用されたことがあるユーザーエージェント
• EC2 インスタンスで使用されたことがある ASO
• EC2 インスタンスがアクティブになったことがある地理的場所
• EC2 インスタンスが引き受けたことがあるロール

ロールセッション

ロールを引き受けるリソースのインスタンス。各ロールセッションは、ロール識別子とセッション名
で識別されます。

ロールごとに、Detective はいくつかの質問に対する回答を提供します。
• このロールセッションで関係したリソース。つまり、引き受けられたロールとそのロールを引き受

けたリソース。

クロスアカウントのロールの引き受けの場合、Detective はロールを引き受けたリソースを識別でき
ないことに注意してください。

• ロールセッションが使用したことのある API コール
• ロールセッションが使用したことのあるユーザーエージェント
• ロールセッションが使用したことのある ASO
• ロールセッションがアクティブになったことがある地理的場所
• このロールセッションを開始したユーザーまたはロール
• このロールセッションから開始されたロールセッション

結果

Amazon GuardDuty によって検出された結果。Detective のソースデータに入力されます。

検出結果ごとに、Detective は、検出結果のアクティビティについて、検出結果のタイプ、オリジン、
および時間枠を追跡します。

また、検出されたアクティビティに関係するロールや IP アドレスなど、検出結果に固有の情報も保存
されます。

IP アドレス

Detective ソースデータに存在する IP アドレス。

IP アドレスごとに、Detective はいくつかの質問に対する回答を提供します。
• アドレスで使用されたことがある API コール
• アドレスで使用されたことがあるポート
• IP アドレスを使用したことがあるユーザーおよびユーザーエージェント
• IP アドレスがアクティブになったことがある地理的場所
• この IP アドレスが割り当てられ、通信している EC2 インスタンス

S3 バケット

Detective ソースデータにある S3 バケット。

S3 バケットごとに、Detective は以下の質問に対する回答を提供します。
• S3 バケットとインタラクションしたプリンシパル
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• S3 バケットに対して実行された API コール
• プリンシパルが S3 バケットに対して API コールを実行した地理的場所
• S3 バケットとのインタラクションに使用されたユーザーエージェント
• S3 バケットとのインタラクションに使用された ASO

S3 バケットを削除してから、同じ名前の新しいバケットを作成できます。Detective は S3 バケッ
ト名を使用して S3 バケットを識別するため、これらを単一の S3 バケットエンティティとして扱い
ます。エンティティプロファイルでは、[Creation time] (作成時刻) は最初の作成時刻です。[Deletion 
time] (削除時刻) は、最新の削除時刻です。

すべての作成イベントおよび削除イベントを表示するには、作成時刻で開始し、削除時刻で終了する
ようにスコープ時間を設定します。スコープ時間の管理 (p. 24) を参照してください。[Overall API 
call volume] (全体的な API コールの量) のプロファイルパネルで、スコープ時間のアクティビティの
詳細を表示します。API メソッドをフィルタリングして、Create メソッドと Delete メソッドを表
示します。the section called “[Overall API call volume] (全体的な API コール量)” (p. 53) を参照して
ください。

ユーザーエージェント

Detective ソースデータに存在するユーザーエージェント。

ユーザーエージェントごとに、Detective は以下のような質問に対する回答を提供します。
• ユーザーエージェントが使用したことのある API コール
• ユーザーエージェントを使用したことがあるユーザーおよびロール
• ユーザーエージェントを使用したことがある IP アドレス

EKS クラスター

Detective ソースデータに存在する EKS クラスタ。

Note

このエンティティタイプの詳細をすべて表示するには、オプションの EKS 監査ログデータ
ソースを有効にする必要があります。詳細については、「オプションデータソース」を参照
してください。

EKS クラスタごとに、Detective は以下のような質問に対する回答を提供します。
• このクラスターではどのような Kubernetes API 呼び出しが実行されていますか?
• このクラスターではどの Kubernetes ユーザーとサービスアカウント (サブジェクト) がアクティブ

ですか?
• このクラスターではどのコンテナが起動されていますか?
• このクラスターでコンテナを起動するにはどのイメージが使用されていますか?

クベルネテスポッド

Detective ソースデータに存在する Kubernetes ソースデータに存在する Kubernetes ポッド。

Note

このエンティティタイプの詳細をすべて表示するには、オプションの EKS 監査ログデータ
ソースを有効にする必要があります。詳細については、「オプションデータソース」を参照
してください。

ポッドごとに、Detective は以下のような質問に対する回答を提供します。
• このポッドのどのコンテナイメージが私のアカウントによく使われていますか？
• このポッドにはどのようなアクティビティが向けられていますか？
• このポッドではどのコンテナが実行されますか?
• このポッドのコンテナのレジストリは私のアカウントで共通ですか？
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• ワークロードの他のポッドでは他にどのようなコンテナが実行されていますか?
• このポッドには、ワークロードの他のポッドにはない異常なコンテナがありますか?

コンテナイメージ

Detective ソースデータに存在するコンテナイメージ。

Note

このエンティティタイプの詳細をすべて表示するには、オプションの EKS 監査ログデータ
ソースを有効にする必要があります。詳細については、「オプションデータソース」を参照
してください。

コンテナイメージごとに、Detective は以下のような質問に対する回答を提供します。
• 環境内の他のどのイメージが、このイメージと同じリポジトリまたはレジストリを共有しています

か?
• 私の環境では、このイメージのコピーがいくつ実行されていますか?

クベルネテスのサブジェクト名

Detective ソースデータに存在する Kubernetes ソースデータに存在する Kubernetes サブジェクトで
す。Kubernetes サブジェクトはユーザーまたはサービスアカウントです。

Note

このエンティティタイプの詳細をすべて表示するには、オプションの EKS 監査ログデータ
ソースを有効にする必要があります。詳細については、「オプションデータソース」を参照
してください。

サブジェクトごとに、Detective は以下のような質問に対する回答を提供します。
• どの IAM プリンシパルがこのサブジェクトとして認証していますか?
• このテーマに関連する調査結果は何ですか？
• 対象者はどのIPアドレスを使用していますか？
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別のコンソールからのピボット

エンティティプロファイルまたは検
出結果の概要への直接移動

次のいずれかのオプションを使用して、Amazon Detective のエンティティプロファイルまたは検出結果の
概要に直接移動できます。

• Amazon GuardDuty またはからAWS Security Hub、 GuardDuty 検出結果から対応する Detective の検出
結果プロファイルに Detective の検出結果からピボットできます。

• 検出結果またはエンティティを識別し、使用するスコープ時間を設定する Detective URL をアセンブル
できます。

内容
• Amazon GuardDuty からのエンティティプロファイルまたは検出結果の概要へのピボットAWS 

Security Hub (p. 12)
• URL を使用したエンティティプロファイルまたは検出結果の概要への移動 (p. 14)
• Splunk に対する検出結果の Detective URL の追加 (p. 16)

Amazon GuardDuty からのエンティティプロファ
イルまたは検出結果の概要へのピボットAWS 
Security Hub

Amazon GuardDuty コンソールから、検出結果に関連するエンティティのエンティティプロファイルに移
動できます。

GuardDuty とAWS Security Hubコンソールからは、検出結果の概要に移動することもできます。関係する
エンティティのエンティティプロファイルへのリンクも提供します。

これらのリンクは、調査プロセスを合理化するのに役立ちます。Detective を迅速に使用して、関連する
エンティティのアクティビティを表示したり、次のステップを決定したりできます。その後、検出情報が
偽陽性である場合にはその検出結果をアーカイブしたり、さらに調査して問題の範囲を特定したりできま
す。

Amazon Detective コンソールにピボットする方法
GuardDuty 調査結果のすべての検出結果について、調査リンクを使用できます。 GuardDuty また、エン
ティティプロファイルに移動するか、検出結果の概要に移動するかを選択できます。

GuardDuty コンソールから Detective にピボットするには

1. https://console.aws.amazon.com/guardduty/ GuardDuty  でコンソールを開きます。
2. 必要に応じて、左側のナビゲーションペインで [Findings] (検出結果) を選択します。
3. 「 GuardDuty 結果」ページで、結果を選択します。

検出結果のリストの右側に検索結果の詳細のペインが表示されます。
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4. 検出結果の詳細のペインで、[Investigate in Detective] (Detective で調査) を選択します。

GuardDuty Detective で調査できる項目のリストを表示します。

リストには、IP アドレスや EC2 インスタンスなどの関連エンティティと検出結果の両方が含まれま
す。

5. エンティティまたは検出結果を選択します。

新しいタブで Detective コンソールが開きます。コンソールが開き、エンティティまたは検出結果プ
ロファイルが表示されます。

Detective を有効にしていない場合、コンソールが開き、Detective の概要を示すランディングページ
が表示されます。そこから、Detective を有効にすることができます。

Security Hub コンソールから Detective にピボットするには

1. AWS Security Hub コンソール (https://console.aws.amazon.com/securityhub/) を開きます。
2. 必要に応じて、左側のナビゲーションペインで [Findings] (検出結果) を選択します。
3. Security Hub 検出結果ページで GuardDuty 、結果を選択します。
4. 詳細のペインで、[Investigate in Detective] (Detective で調査) を選択してから、[Investigate finding] 

(検出結果を調査) を選択します。

[Investigate finding] (検出結果を調査) を選択すると、Detective コンソールが新しいタブで開きます。
コンソールが開き、検出結果の概要が表示されます。

Detective コンソールは、集約リージョンからピボットした場合でも、常に検出結果が派生したリー
ジョンに開きます。集計の検索の詳細については、AWS Security Hub ユーザーガイドの Aggregating 
findings across Regions を参照してください。

Detective を有効にしていない場合、コンソールを開くと Detective のランディングページが表示され
ます。そこから、Detective を有効にすることができます。

ピボットのトラブルシューティング
ピボットを使用するには、次のいずれかが当てはまる必要があります。

• アカウントは、Detective とピボット元のサービスの両方の管理者アカウントである必要があります。
• 動作グラフへのアクセス権を管理者アカウントに付与するクロスアカウントロールを引き受けました。

管理者アカウントを調整するためのレコメンデーションの詳細については、Detective 管理ガイドAWS 
Security Hubの Recommended alignment with Amazon GuardDuty and を参照してください。

ピボットが機能しない場合は、次の点を確認してください。

• 検出結果は、動作グラフで有効になっているメンバーアカウントに属していますか? 関連付けられたア
カウントがメンバーアカウントとして動作グラフに招待されていない場合、動作グラフにはそのアカウ
ントのデータは含まれません。

招待されたメンバーアカウントが招待を承諾しなかった場合、動作グラフにはそのアカウントのデータ
は含まれません。

• 検出結果はアーカイブされていますか? Detective は、アーカイブされた検出結果をから受け取りません 
GuardDuty。

• 検出結果は、Detective が動作グラフにデータを取り込み始める前に発生したものですか? Detective が
取り込むデータに検出結果が存在しない場合、動作グラフにはそのデータが含まれません。
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• その検出結果は正しいリージョンからのものですか? 各動作グラフは、リージョンに固有のものです。
動作グラフには、他のリージョンのデータは含まれません。

URL を使用したエンティティプロファイルまたは
検出結果の概要への移動

Amazon Detective でエンティティプロファイルまたは検出結果の概要に移動するには、そのプロファイル
への直接リンクを提供する URL を使用できます。URL は、検出結果またはエンティティを識別します。
また、プロファイルで使用するスコープ時間を指定することもできます。Detective は、最長 1 年間の履歴
イベントデータを保持します。

プロファイル URL の形式
Note

古い URL 形式を使用している場合、Detective は自動的に新しい URL にリダイレクトしま
す。URL の古い形式は次のとおりです。
https://console.aws.amazon.com/detective/home?
region=Region#type/namespace/instanceID?parameters

プロファイルの URL の新しい形式は次のとおりです。

• エンティティの場合-https://console.aws.amazon.com/detective/home?region = ##### # ###### /####
/###### ID? ######

• 調査結果用-https://console.aws.amazon.com/detective/home?region = ##### # ####/###### ID? ##
####

URL には、次の値が必要です。

Region

使用するリージョン。
###

ナビゲート先のプロファイルの項目のタイプ。
• entities - エンティティプロファイルに移動していることを示します
• findings - 検出結果の概要に移動していることを示します

####

エンティティについては、名前空間はエンティティタイプの名前です。
• AwsAccount
• AwsRole
• AwsRoleSession
• AwsUser
• Ec2Instance
• FederatedUser
• IpAddress
• S3Bucket
• UserAgent
• FindingGroup
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• KubernetesSubject
• ContainerPod
• ContainerCluster
• ContainerImage

instanceID

検出結果またはエンティティのインスタンス識別子。
• GuardDuty 結果の場合は、 GuardDuty 結果識別子。
• AWS アカウントについては、アカウント ID です。
• AWS ロールおよびユーザーについては、ロールまたはユーザーのプリンシパル ID です。
• フェデレーティッドユーザーについては、フェデレーティッドユーザーのプリンシ

パル ID です。プリンシパル ID は <identityProvider>:<username> または
<identityProvider>:<audience>:<username> のいずれかです。

• IP アドレスについては、IP アドレスです。
• ユーザーエージェントについては、ユーザーエージェント名。
• EC2 インスタンスについては、インスタンス ID です。
• ロールセッションについては、セッション識別子です。セッション識別子は、
<rolePrincipalID>:<sessionName> の形式を使用します。

• S3 バケットについては、バケット名です。
• たとえば FindingGroups、UUID の場合ca6104bc-a315-4b15-bf88-1c1e60998f83
• EKS リソースの場合、次の形式を使用します。

• EKS クラスタ:~ ~EKS <clusterName><accountId>
• クベルネテスポッド:~ ~EKS <podUid><clusterName><accountId>
• クベルネテス件名:~ <subjectName><clusterName><accountId>
• コンテナイメージ:/: @ <registry><repository><tag><digest>

検出結果またはエンティティは、動作グラフで有効になっているアカウントに関連付けられている必
要があります。

URL には、スコープ時間を設定するために使用される次のオプションのパラメータを含めることもできま
す。スコープ時間とプロファイルでのその使用方法の詳細については、スコープ時間の管理 (p. 24) を
参照してください。

scopeStart

プロファイルで使用するスコープ時間の開始時刻。開始時間は過去 365 日以内のもの。

値はエポックタイムスタンプです。

開始時刻を指定したが、終了時刻を指定しない場合、スコープ時間は現在の時刻で終了します。
scopeEnd

プロファイルで使用するスコープ時間の終了時刻。

値はエポックタイムスタンプです。

終了時刻を指定したが、開始時刻を指定しない場合、スコープ時間には終了時刻より前のすべての時
間が含まれます。

スコープ時間を指定しない場合は、デフォルトのスコープ時間が使用されます。

• 検出結果については、デフォルトのスコープ時間は、検出結果のアクティビティが観察された最初の時
刻と最後の時刻を使用します。
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Amazon Detective ユーザーガイド
URL のトラブルシューティング

• エンティティについては、デフォルトのスコープ時間は直近 24 時間です。

Detective の URL の例を次に示します。

https://console.aws.amazon.com/detective/home?region=us-east-1#entities/
IpAddress/192.168.1.1?scopeStart=1552867200&scopeEnd=1552910400

この URL の例では、次の手順について説明します。

• IP アドレス 192.168.1 のエンティティプロファイルを表示します。
• 2019 年 3 月 18 日 (月) 午前 0 時 (GMT) に開始し、2019 年 3 月 18 日 (月) 正午 (GMT) に終了するス

コープ時間を使用します。

URL のトラブルシューティング
URL が想定されるプロファイルを表示しない場合は、まず URL が正しい形式を使用していること、およ
び正しい値を入力したことを確認します。

• 正しい URL で始めましたか (findingsまたはentities)?
• 正しい名前空間を指定しましたか?
• 正しい識別子を入力しましたか?

値が正しい場合は、以下を確認することもできます。

• 検出結果またはエンティティは、動作グラフで有効になっているメンバーアカウントに属していますか?
関連付けられたアカウントがメンバーアカウントとして動作グラフに招待されていない場合、動作グラ
フにはそのアカウントのデータは含まれません。

招待されたメンバーアカウントが招待を承諾しなかった場合、動作グラフにはそのアカウントのデータ
は含まれません。

• 検出結果については、その検出結果はアーカイブされていますか? Detective は、アーカイブされた検出
結果を Amazon から受け取りません GuardDuty。

• 検出結果またはエンティティは、Detective が動作グラフにデータを取り込み始める前に発生したもので
すか? Detective が取り込むデータに検出結果またはエンティティが存在しない場合、動作グラフにはそ
のデータが含まれません。

• その検出結果またはエンティティは正しいリージョンからのものですか? 各動作グラフは、リージョン
に固有のものです。動作グラフには、他のリージョンのデータは含まれません。

Splunk に対する検出結果の Detective URL の追加
Splunk Trumpet プロジェクトでは、AWS のサービスから Splunk にデータを送信できます。

Amazon GuardDuty の検出結果の Detective URL を生成するように Trumpet プロジェクトを設定できま
す。その後、これらの URL を使用して、対応する Detective 検出結果プロファイルに Splunk から直接ピ
ボットできます。

トランペット・プロジェクトは GitHub https://github.com/splunk/ からご覧いただけますsplunk-aws-
project-trumpet。

Trumpet プロジェクトの設定ページで、「AWS CloudWatch イベント」から「Detective GuardDuty 
URL」を選択します。
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Amazon Detective ユーザーガイド
検索の完了

検出結果またはエンティティの検索
Amazon Detective の検索機能を使用すると、検出結果またはエンティティを検索できます。検索結果か
ら、エンティティプロファイルまたは検出結果の概要に移動できます。検索結果が 10,000 件を超える
場合は、上位 10,000 件の結果のみが表示されます。ソート順序を変更すると、返される結果も変わりま
す。

検索結果をカンマ区切り値 (.csv) ファイルにエクスポートできます。このファイルには、検索ページで返
されたデータが含まれています。詳細については、「DeDetective のレコメンデーション (p. 20)」を参
照してください。

検索の完了
検索を完了するには、検索するエンティティのタイプを選択します。次に、*正確な識別子またはワイルド
カード文字または識別子を指定します?。IP アドレスの範囲を検索するには、CIDR またはドット表記を使
用することもできます。次の検索文字列の例を参照してください。

IP アドレスの場合:

• 1.0.*.*
• 1.0.133.*
• 1.0.0.0/16
• 0.239.48.198/31

その他すべてのタイプのエンティティの場合:

• Admin
• ad*
• ad*n
• ad*n*
• adm?n
• a?m*
• *min

各エンティティタイプについて、次の識別子がサポートされています。

• AWS アカウントについては、アカウント ID。
• IP アドレスについては、アドレス。
• AWSロールとAWSユーザーについては、プリンシパル ID、名前、または Amazon リソースネーム 

(ARN) のいずれか。
• フェデレーティッドユーザーについては、プリンシパル ID またはユーザー名。プリンシパル ID は
<identityProvider>:<username> または <identityProvider>:<audience>:<username> の
いずれかです。

• ユーザーエージェントについては、ユーザーエージェント名。
• EC2 インスタンスについては、インスタンス識別子または ARN。
• ロールセッションについては、次のいずれかの値を使用して検索できます。

• ロールセッション識別子。
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Amazon Detective ユーザーガイド
検索結果の使用

ロールセッション識別子は、<rolePrincipalID>:<sessionName> の形式を使用します。

例: AROA12345678910111213:MySession。
• ロールセッション ARN
• セッション名
• 引き受けたロールのプリンシパル ID
• 引き受けたロールの名前

• S3 バケットについては、バケット名またはバケット ARN。
• 検出結果については、検出結果の識別子または検出結果 ARN。
• EKS クラスターの場合、クラスター名または ARN。
• Kubernetes コンテナイメージの場合は、名前またはフルダイジェスト。
• Kubernetes ポッドの場合は、ポッド名です。
• Kubernetes サブジェクト (サービスアカウントまたはユーザー) の場合は、名前。

検出結果またはエンティティを検索するには

1. AWS Management Console にサインインします。その後、https://console.aws.amazon.com/ 
detective/ で Detective コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Search (検索)] を選択します。
3. [タイプを選択] メニューから、探しているアイテムのタイプを選択します。

[User] (ユーザー) を選択すると、AWS ユーザーまたはフェデレーティッドユーザーのいずれかを検索
できることに注意してください。

[Examples from your data] (データのサンプル) には、動作グラフのデータに存在する、選択したタイ
プの識別子のサンプルセットが含まれています。例のいずれかのプロファイルを表示するには、その
識別子を選択します。

4. 検索する正確な識別子またはワイルドカード文字を含む識別子を入力します。

検索では区別されません。
5. [Search] (検索) を選択するか、Enter キーを押します。

検索結果の使用
検索を完了すると、Detective は最大 10,000 件の一致する結果のリストを表示します。一意の識別子を使
用する検索では、一致する結果は 1 つのみとなります。

結果から、エンティティプロファイルまたは検出結果の概要に移動するには、識別子を選択します。

検出結果、ロール、ユーザー、および EC2 インスタンスについては、関連するアカウントが検索結果に含
まれます。アカウントのプロファイルに移動するには、アカウントの識別子を選択します。

検索のトラブルシューティング
Detective で検出結果またはエンティティが見つからない場合は、まず正しい識別子が入力されていること
を確認してください。識別子が正しければ、次の事項も確認してください。

• 検出結果またはエンティティは、動作グラフで有効になっているメンバーアカウントに属していますか?
関連付けられたアカウントがメンバーアカウントとして動作グラフに招待されていない場合、動作グラ
フにはそのアカウントのデータは含まれません。
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Amazon Detective ユーザーガイド
検索のトラブルシューティング

招待されたメンバーアカウントが招待を承諾しなかった場合、動作グラフにはそのアカウントのデータ
は含まれません。

• 検出結果については、その検出結果はアーカイブされていますか? Detective は、アーカイブされた検出
結果を Amazon から受け取りません GuardDuty。

• 検出結果またはエンティティは、Detective が動作グラフにデータを取り込み始める前に発生したもので
すか? Detective が取り込むデータに検出結果またはエンティティが存在しない場合、動作グラフにはそ
のデータが含まれません。

• その検出結果またはエンティティは正しいリージョンからのものですか? 各動作グラフは、AWS リー
ジョンに固有のものです。動作グラフには、他のリージョンのデータは含まれません。
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DeDetective のレコメンデーション
Amazon Detective の概要ページと検索結果ページからデータをエクスポートできます。データはカンマ
区切り値 (CSV) 形式でエクスポートされます。エクスポートされたデータのファイル名は、detective-
page-panel-yyyy-mm-dd.csvパターン形式に従います。他の AWS サービス、サードパーティアプリ
ケーション、または CSV インポートをサポートするスプレッドシートプログラムを使用してデータを操作
することで、セキュリティ調査を充実させることができます。

Note

エクスポートが現在進行中の場合は、エクスポートが完了するまで待ってから、追加のデータを
エクスポートしてください。

Detective の次のパネルやページのデータを含むカンマ区切り値 (.csv) ファイルをエクスポートできます。

• 概要ページ
• API コール数が最も多いロールとユーザ
• トラフィック量が最も多い EC2 インスタンスパネル
• Kubernetes ポッドが最も多く作成された EKS クラスタパネル

• 検索ページ — 検索結果が 10,000 件を超える場合、上位 10,000 件の結果のみがエクスポートされま
す。ソート順序を変更すると、返される結果も変わります。
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新たに7 日以内に)

[Summary] (概要) ページを使用した
対象エンティティの特定

Amazon Detective の概要ページを使用してエンティティを特定し、過去 24 時間のアクティビティの原因
を調査します。Amazon Detective の [Summary] (概要) ページは、特定のタイプの異常なアクティビティ
に関連するエンティティを特定するのに役立ちます。これは、調査のための出発点の 1 つとなり得ます。

[Summary] (概要) ページを表示するには、Detective のナビゲーションペインで [Summary] (概要) を選択
します。Detective コンソールを最初に開いたときに、デフォルトで [Summary] (概要) ページも表示され
ます。

[Summary] (概要) ページから、次の基準を満たすエンティティを特定できます。

• 新たに観察されたジオロケーションで発生したアクティビティに関係するエンティティ
• API コール数が最多のエンティティ
• トラフィック量が最大だった EC2 インスタンス
• コンテナ数が最多のEKSクラスタ

各 [Summary] (概要) ページのパネルから、選択したエンティティのプロファイルにピボットできます。

概要ページを確認しながら、スコープ時間を調整して、過去 365 日間の任意の 24 時間枠のアクティビ
ティを表示できます。開始日時を変更すると、終了日時は選択した開始時刻の 24 時間後に自動的に更新
されます。

Detective では、最長 1 年間の履歴イベントデータにアクセスすることができます。このデータは、選択し
た時間枠でのアクティビティのタイプと量の変化を示す一連のビジュアライゼーションを通じて利用でき
ます。Detective GuardDuty はこれらの変更を調査結果に関連付けます。

Detective のソースデータの詳細については、『Detective 管理ガイド』の「行動グラフに使用されるソー
スデータ」を参照してください。

新たに7 日以内に)
新たに観測された位置情報は、過去 24 時間の活動源であったが、それ以前のベースライン期間には見ら
れなかった地理的位置を浮き彫りにします。

パネルには、最大 100 個のジオロケーションが含まれます。場所は地図上でマークされ、地図の下の表に
リストされます。

表には、各ジオロケーションについて、直近 24 時間にそのジオロケーションから実行された API コール
の失敗数と成功数が表示されます。

各ジオロケーションを展開して、そのジオロケーションから API コールを実行したユーザーとロールのリ
ストを表示できます。各プリンシパルについて、AWS アカウント表にはタイプと関連する

疑わしいと思われるユーザーまたはロールを特定した場合は、パネルからユーザーまたはロールのプロ
ファイルに直接ピボットして、調査を続行できます。プロファイルにピボットするには、ユーザーまたは
ロールの識別子を選択します。
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過去 7 日以内に7 日以内に7 日以内に7 日以内に7 日以内に 

過去 7 日以内に7 日以内に7 日以内に7 日以内に7 
日以内に

過去 7 日間のアクティブ検索グループには、環境内で一定期間に発生したDetective 結果、エンティティ、
および証拠の相関関係がグループ化されて表示されます。これらのグループには、悪意のある行為を示す
可能性のある異常なアクティビティが関連付けられています。概要ページには、過去 1 週間に実施された
最も重要な調査結果を含むグループ別にソートされた最大 5 つのグループが表示されます。

戦術、アカウント、リソース、および調査結果コンテンツの値を選択すると、詳細が表示されます。

調査結果グループは日以内に1 日以内に1 日以内に) 興味のあるグループが見つかった場合は、タイトルを
選択してグループプロファイルの詳細ビューに移動し、調査を続行できます。

API 呼び出し量が最も多いロールとユーザー
API 呼び出しの量が最も多いロールとユーザーは、過去 24 時間に API 呼び出しの数が最も多いユーザー
とロールを識別します。

パネルには、最大 100 個のユーザとロールを含めることができます。各ユーザーまたはロールについて、
タイプ (ユーザーまたはロール) および関連するアカウントを表示できます。また、直近 24 時間にその
ユーザーまたはロールによって発行された API コールの数を表示することもできます。

デフォルトでは、サービスにリンクされたロールが表示されます。AWS CloudTrailサービスにリンクされ
たロールは大量のアクティビティを生成する可能性があるため、さらに調査する必要のあるプリンシパル
は不要になります。「サービスにリンクされたロールを表示」をオフにすると、概要ページのビューから
サービスにリンクされたロールを除外できます。

このパネル内のデータを含むカンマ区切り値 (.csv) ファイルをエクスポートできます。詳細については、
「DeDetective のレコメンデーション (p. 20)」を参照してください。

直近 7 日以内に7 日以内に7 日以内に7 日以内に日以内に日以内に日以内に7 日以内に日以内に日以内に日
以内に日以内に日以内に タイムラインは、API コール量がそのプリンシパルにとって異常であるかどうか
を判断するのに役立ちます。

API コール量が疑わしいと思われるユーザーまたはロールを特定した場合は、パネルからユーザーまたは
ロールプロファイルに直接ピボットして、調査を続行できます。ユーザーまたはロールに関連付けられ
ているアカウントのプロファイルにピボットすることもできます。プロファイルを表示するには、ユー
ザー、ロール、またはアカウント識別子を選択します。

トラフィック量が最多のEC2 インスタンス
トラフィック量が最も多い EC2 インスタンスは、過去 24 時間にトラフィックの総量が最も多かった EC2 
インスタンスを識別します。

パネルには、最大 100 個の EC2 インスタンスを含めることができます。各 EC2 インスタンスについて、
関連付けられたアカウントと、直近 24 時間のインバウンドバイト数、アウトバウンドバイト数、および
合計バイト数を表示できます。

このパネル内のデータを含むカンマ区切り値 (.csv) ファイルをエクスポートできます。詳細については、
「DeDetective のレコメンデーション (p. 20)」を参照してください。

直近 7 日以内に7 日以内に7 日以内に7 日以内に日以内に日以内に日以内に日以内に日以内に日以内に日
以内に7 日以内に日以内に日以内に日以内に日以内に日以内に タイムラインは、トラフィックの量がその 
EC2 インスタンスにとって異常であるかどうかを判断するのに役立ちます。
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ほとんどのKubernetesポッドを含むEKSクラスター

トラフィック量が疑わしいと思われる EC2 インスタンスを特定した場合は、パネルから EC2 インスタン
スプロファイルに直接アクセスして、調査を続行できます。EC2 インスタンスを所有するアカウントのプ
ロファイルも表示できます。プロファイルを表示するには、EC2 インスタンスまたはアカウント識別子を
選択します。

ほとんどのKubernetesポッドを含むEKSクラスター
作成された Kubernetes ポッドが最も多い EKS クラスターは、過去 24 時間に最も多くのコンテナーが稼
働していた EKS クラスターを識別します。

このパネルには、関連する調査結果が最も多かったクラスターごとに分類された最大100のクラスターが
含まれます。各クラスターについて、関連するアカウント、そのクラスター内の現在のコンテナ数、およ
び過去 24 時間におけるそのクラスターに関連する結果の数を確認できます。このパネル内のデータを含
むカンマ区切り値 (.csv) ファイルをエクスポートできます。詳細については、「DeDetective のレコメン
デーション (p. 20)」を参照してください。

最新の結果でクラスターを特定した場合は、パネルからクラスタープロファイルに直接ピボットして、調
査を続行できます。クラスターを所有するアカウントのプロファイルにピボットすることもできます。プ
ロファイルにピボットするには、クラスター名またはアカウント識別子を選択します。

近似値の通知
[Roles and users with the most API call volume in the most API call volume in the most API call volume 
in the most API call volume in the most API call volume in the most API call volume in the most API call 
volume in the most API call volume in the most API call volume in the most API call volume in the most API 
call volume in the most API call volume in the most API call volume in the most API call volume in 実際の値
は、表示された値以上です。

これは、Detective が各時間間隔の量を計算するために使用する方法が原因で発生します。[Summary] (概
要) ページでは、時間間隔は 1 時間です。

各時間について、Detective は、最大の量を持つ 1,000 のユーザー、ロール、または EC2 インスタンスの
合計量を計算します。残りのユーザー、ロール、または EC2 インスタンスのデータは除外されます。

リソースが上位 1,000 に含まれることもあれば含まれないこともある場合、そのリソースの計算量にはす
べてのデータが含まれていない可能性があります。上位 1,000 に含まれていなかった時間間隔のデータは
除外されます。

これは [Summary] (概要) ページにのみ適用されることに注意してください。ユーザー、ロール、または 
EC2 インスタンスのプロファイルは、正確な詳細を提供します。
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特定の開始日時と終了日時の設定

スコープ時間の管理
エンティティプロファイルに表示されるデータを制限するために使用されるスコープ時間をカスタマイズ
します。

エンティティプロファイルに表示されるグラフ、タイムライン、および他のデータはすべて、現在のス
コープ時間に基づいています。スコープ時間は、エンティティのアクティビティを時間の経過に合わせて
まとめたものです。これは Amazon Detective コンソールの各プロファイルの右上に表示されます。これ
らのグラフ、タイムライン、および他のビジュアライゼーションに表示されるデータは、スコープ時間に
基づいています。一部のプロファイルパネルについては、コンテキストを提供するためにスコープ時間の
前後の時間が追加されます。Detective では、すべてのタイムスタンプがデフォルトで UTC で表示され
ます。タイムスタンプの設定を変更することで、ローカルタイムゾーンを選択できます。Timestamp プ
リファレンスを更新するには、を参照してくださいthe section called “タイムスタンプフォーマットの設
定” (p. 51)。

Detective の分析は、スコープ時間を使用して異常なアクティビティを確認するにはするには、スコープ時
間を使用します。分析プロセスは、スコープ時間中のアクティビティを取得し、それをスコープ時間前の 
45 日間のアクティビティと比較します。また、その 45 日間の時間枠を使用して、アクティビティのベー
スラインを生成します。

検出結果の概要では、スコープ時間は検出結果が最初と最後に観察された時刻を反映します。検出結果結
果の概要については、「」を参照してください検出結果の概要の表示 (p. 27)。

調査を進める過程で、範囲時間を調整できます。例えば、元の分析が 1 日のアクティビティに基づいてい
る場合、それを 1 週間または 1 か月に拡張することができます。期間を設定するには、アクティビティが
通常のパターンに適合しているか、異常であるかをより良く理解するのに役立つことがあります。

現在のエンティティに関連する検出結果と一致するようにスコープ時間を設定することもできます。

スコープ時間を変更すると、Detective は分析を繰り返し、新しいスコープ時間に基づいて表示されたデー
タを更新します。

スコープ時間は、1 時間より短くしたり、1 年よりを設定するにはするにはするにはするには、1 時間を設
定するにはするには、1 時間を設定するにはするにはするには、1 開始時刻と終了時刻は、時間の単位で
設定する必要があります。

特定の開始日時と終了日時の設定
Detective コンソールからスコープ時間の開始日と終了日を設定できます。

新しいスコープ時間について特定の開始時刻と終了時刻を設定するには

1. で Amazon Detective コンソールを開きますするにはするにはするにはするにはするにはするにはす
るにはするにはするにはするにはhttps://console.aws.amazon.com/detective/

2. エンティティプロファイルで、スコープ時間を選択します。
3. [Edit scope time] (スコープ時間を編集) パネルの [Start] (開始) で、スコープ時間の新しい開始日時を

選択します。新しい開始時刻については、時間のみを選択します。
4. [End] (終了) で、スコープ時間の新しい終了日時を選択します。新しい終了時刻については、時間のみ

を選択します。終了時刻は、開始時刻より 1 時間以上後である必要があります。
5. 編集が終了したら、変更を保存して表示されたデータを更新するには、[Update scope time] (スコープ

時間を更新) を選択します。
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Amazon Detective ユーザーガイド
スコープ時間のを設定するにはするにはするにはするに
はするにはするにはするにはするにはするにはするに

はするにはするにはするにはするにはするにはするには

スコープ時間のを設定するにはするにはするにはす
るにはするにはするにはするにはするにはするには
するにはするにはするにはするにはするにはするに
はするには

スコープ時間の長さを設定すると、Detective は、現在の時刻を開始時刻として、その長さの時間をスコー
プ時間として設定します。

スコープ時間のを設定するにはするにはするにはするにはするにはするにはするにはするにはす
るにはするにはするにはするにはするにはするにはするにはするにはするにはするには

1. で Amazon Detective コンソールを開きますするにはするにはするにはするにはするにはするにはす
るにはするにはするにはするにはhttps://console.aws.amazon.com/detective/

2. エンティティプロファイルで、スコープ時間を選択します。
3. [Edit scope time] (スコープ時間を編集) パネルの [Historical] (履歴) の横で、スコープ時間の時間の長

さを選択します。

時間範囲を指定すると、[Start] (開始) および [End] (終了) の設定が更新されます。
4. 編集が終了したら、変更を保存して表示されたデータを更新するには、[Update scope time] (スコープ

時間を更新) を選択します。

スコープ時間の検出結果の時間枠としての設定
各検出結果には時間枠が関連付けられています。これは、検出結果が観察された最初と最後の時刻を反映
するものです。検出結果の概要を表示するにはするには、スコープ時間は検出結果の時間枠に変わりま
す。

エンティティプロファイルから、スコープ時間を関連する検出結果の時間枠に合わせて調整できます。こ
れにより、その時間に発生したアクティビティを調査できます。

スコープ時間を検出結果の時間枠に合わせて調整するには、[Associated findings] (関連する検出結果) パネ
ルで、使用する検出結果を選択します。

Detective は、検出結果の詳細情報を入力し、スコープ時間を検出結果の時間枠に設定します。

概要ページでのスコープ時間のを設定するにはする
にはするにはするにはするにはするにはするにはす
るにはするにはするにはするには

概要ページを確認しながら、スコープ時間を調整して、過去 365 日間の任意の 24 時間枠のアクティビ
ティを表示できます。

概要ページでスコープを設定するにはするにはするにはするにはするにはするにはするにはするにはする
にはするにはするにはするにはするにはするにはするには

1. で Amazon Detective コンソールを開きますするにはするにはするにはするにはするにはするにはす
るにはするにはするにはするにはhttps://console.aws.amazon.com/detective/
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概要ページでのスコープ時間のを設定するに
はするにはするにはするにはするにはするに

はするにはするにはするにはするにはするには
2. Detective のナビゲーションペインで、「概要」を選択します。
3. スコープタイムパネルの [サマリー] の横で、開始日時を変更できます。開始するにはするには、過去 

365 日以内のを設定するにはするには、タイムライン、を設定するにはするには、

開始日時を変更すると、終了日時は、選択した開始時刻の 24 時間後に自動的に更新されます。

Note

Detective では、最長 1 年間の履歴イベントデータにアクセスできます。Detective のソース
データの詳細については、『Detective 管理ガイド』の「行動グラフに使用されるソースデー
タ」を参照してください。

4. 編集が終了したら、変更を保存して表示されたデータを更新するには、[Update scope time] (スコープ
時間を更新) を選択します。
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検出結果の概要に使用されるスコープ時間

検出結果の概要の表示
検出結果とは、Amazon GuardDuty によって検出された悪意のあるアクティビティや他のリスクが存在し
ている可能性のある事象をいいます。検出結果は Amazon Detective にロードされるため、Detective を使
用して、関係するエンティティに関連するアクティビティを調査できます。

Detective の検出結果の概要では、検出結果に関する詳細情報を確認できます。また、関係するエンティ
ティの概要と、関連付けられたエンティティプロファイルへのリンクも表示されます。

検出結果の概要に使用されるスコープ時間
検出結果の概要のスコープ時間は、検出結果の時間枠に設定されます。検出結果の時間枠には、検出結果
のアクティビティが観察された最初と最後の時刻が反映されます。

検出結果の詳細
右側のパネルには、検出結果の詳細が含まれます。これらは、 GuardDuty によって提供される検出結果に
ついての詳細です。

検出結果の詳細から、検出結果をアーカイブすることもできます。 GuardDuty 検出結果のアーカイ
ブ (p. 71) を参照してください。

関連エンティティ
検出結果の概要には、検出結果に関係するエンティティのリストが含まれています。各エンティティにつ
いて、リストにはエンティティに関する概要情報が表示されます。この情報には、対応するエンティティ
プロファイルのエンティティ詳細プロファイルパネルの情報が反映されます。

エンティティタイプに基づいてリストをフィルタリングできます。エンティティ識別子のテキストに基づ
いてリストをフィルタリングすることもできます。

エンティティのプロファイルにピボットするには、[See profile] (プロファイルを表示) を選択します。エン
ティティのプロファイルにピボットすると、以下の処理が実行されます。

• スコープ時間は、検出結果の時間枠に設定されます。
• エンティティの [Associated findings] (関連する検出結果) パネルで、検出結果が選択されます。検出結

果の詳細は、エンティティプロファイルの右側に表示されたままとなります。
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エンティティプロファイルを表示する方法

エンティティの詳細の分析
エンティティは、ソースデータから抽出される単一のオブジェクトです。例として、特定の IP アドレ
ス、Amazon EC2 インスタンス、または AWS アカウントを挙げることができます。エンティティタイプ
のリストについては、the section called “動作グラフのデータ構造内のエンティティのタイプ” (p. 7) を参照
してください。

Amazon Detective エンティティプロファイルは、エンティティとそのアクティビティに関する詳細情報を
提供する単一のページです。エンティティプロファイルは、検出結果の調査に関する補足情報を得るため
に使用できるほか、疑わしいアクティビティを一般的に捕捉する取り組みの一部として使用することもで
きます。

エンティティプロファイルを表示する方法
エンティティプロファイルは、次のいずれかのアクションを実行する際に表示されます。

• Amazon GuardDuty コンソールから、選択した検出結果に関連するエンティティを調査するオプション
を選択する。

the section called “別のコンソールからのピボット” (p. 12) を参照してください。
• エンティティプロファイルの Detective URL に移動する。

the section called “URL を使用した移動” (p. 14) を参照してください。
• Detective 検索を使用してエンティティを検索する。

検出結果またはエンティティの検索 (p. 17) を参照してください。
• 別のエンティティプロファイルまたは検出結果の概要から、エンティティプロファイルへのリンクを選

択する。

エンティティプロファイルのスコープ時間
スコープ時間を指定せずにエンティティプロファイルに直接移動すると、スコープ時間は直近 24 時間に
設定されます。

あるエンティティプロファイルから別のエンティティプロファイルに移動しても、現在選択されているス
コープ時間は変わりません。

検出結果の概要からエンティティプロファイルに移動すると、スコープ時間は検出結果の時間枠に設定さ
れます。

スコープ時間の設定の詳細については、スコープ時間の管理 (p. 24) を参照してください。

エンティティの識別子とタイプ
プロファイルの上部には、エンティティ識別子とエンティティタイプがあります。各エンティティタイプ
には対応するアイコンがあり、プロファイルのタイプの視覚的なインジケータを提供します。
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関係する検出結果

関係する検出結果
各プロファイルには、スコープ期間中にエンティティが関係した検出結果のリストが含まれます。

各検出結果の詳細を表示したり、検出結果の時間枠を反映するように範囲時間を変更したり、検出結果の
概要に移動して他の関係するリソースを検索したりできます。

エンティティの検出結果の表示 (p. 31) を参照してください。

このエンティティが関与するグループを検索する
各プロファイルには、エンティティが含まれる検出結果グループのリストが含まれます。

検出グループとは、検出結果、エンティティ、および証拠で構成され、Detective がグループにまとめて、
考えられるセキュリティ問題に関する詳細なコンテキストを提供します。

グループの詳細については、「」を参照してください検索グループの分析 (p. 32)。

エンティティの詳細と分析結果を含むプロファイル
パネル

各エンティティプロファイルには、1 つ以上のタブセットが含まれています。各タブには、1 つまたは複
数のプロファイルパネルが含まれています。各プロファイルパネルには、動作グラフのデータから生成
されたテキストとビジュアライゼーションが含まれています。特定のタブとプロファイルパネルは、エン
ティティタイプに合わせて調整されます。

ほとんどのエンティティについては、最初のタブの上部にあるパネルに、エンティティに関する概要レベ
ルの情報が表示されます。

他のプロファイルパネルは、さまざまなタイプのアクティビティを強調表示します。検出結果と関係する
エンティティについては、エンティティのプロファイルパネルの情報を確認することで、調査の完了に
役立つ追加的な証拠を得ることができます。各プロファイルパネルでは、情報の使用方法に関するガイダ
ンスにアクセスできます。詳細については、「the section called “プロファイルパネルのガイダンスの使
用” (p. 68)」を参照してください。

プロファイルパネル、プロファイルパネルに含まれるデータのタイプ、およびそれらを操作するために
使用可能なオプションの詳細については、プロファイルパネルの表示と操作 (p. 38) を参照してくださ
い。
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プロファイル内の移動
エンティティプロファイルには、1 つ以上のタブセットが含まれています。各タブには、1 つまたは複数
のプロファイルパネルが含まれています。各プロファイルパネルには、動作グラフのデータから生成され
たテキストとビジュアライゼーションが含まれています。

プロファイルタブを下方向にスクロールしても、次の情報はプロファイルの上部に表示されたままとなり
ます。

• エンティティタイプ
• エンティティ識別子
• スコープ時間

タブが表示されなくなると、選択したタブがページの上部にあるリンクに追加されます。

別のタブに移動するには、選択したタブを選択します。その後、移動先のタブを選択します。
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関連する検出結果の詳細の表示
各エンティティプロファイルには、関連する検出結果のパネルが含まれています。このパネルは、現在の
スコープ時間中にエンティティが関係した検出結果を一覧表示します。エンティティが侵害されたことを
示す兆候の 1 つに、そのエンティティが複数の検出結果に関係していることが挙げられます。検出結果の
タイプは、関心のあるアクティビティのタイプについてのインサイトを提供することもできます。

関連付けられた検出結果のパネルは、エンティティの詳細のプロファイルパネルのすぐ下に表示されま
す。

この表には、各検出結果について以下の情報が含まれています。

• 検出結果のタイトル。検出結果の概要へのリンクでもあります。
• 検出結果に関連付けられた AWS アカウント。これは、アカウントプロファイルへのリンクでもありま

す。
• 検出結果のタイプ
• 最初に検出結果が観察された時刻
• 最後に検出結果が観察された時刻
• 検出結果の重要度

ある検出結果について、検出結果の詳細を表示するには、その検出結果のラジオボタンを選択しま
す。Detective は、ページの右側にある検出結果の詳細パネルにデータを自動的に入力します。ま
た、Detective は、スコープ時間を検出結果の時間枠に変更します。これにより、その時間内に発生したア
クティビティに注力できます。

検出結果の概要からエンティティプロファイルに移動した場合、その検出結果が自動的に選択され、その
検出結果の詳細が表示されます。

検出結果の詳細から検出結果の概要に戻るには、[See all related entities] (関連するすべてのエンティティ
を表示) を選択します。

検出結果をアーカイブすることもできます。「 GuardDuty 検出結果のアーカイブ (p. 71)」を参照して
ください。
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検索グループの分析
Amazon Detective の検索グループを使用すると、1 つのセキュリティ侵害イベントに関連する複数のアク
ティビティを調べることができます。AWS脅威アクターが環境を侵害しようとすると、通常、一連のアク
ションを実行して、複数のセキュリティ上の発見や異常な行動につながります。これらのアクションは、
多くの場合、時間やエンティティに分散しています。セキュリティ調査結果を個別に調査すると、その重
要性が誤解され、根本原因の特定が困難になる可能性があります。Amazon Detective では、結果間の関
係を推測してグループ化するグラフ分析手法を適用することでこの問題に対処しています。関連するエン
ティティと調査結果を調査するための出発点として、調査結果グループを扱うことをお勧めします。

Detective は、調査結果のデータを分析し、共有するリソースに基づいて関連性があると思われる他の調査
結果とグループ化します。たとえば、同じ IAM ロールセッションによって実行されたアクションや、同じ 
IP アドレスから発生したアクションによってトリガーされた調査結果は、基盤となる同じアクティビティ
の一部である可能性が非常に高くなります。Detective が行った関連性がなくても、調査結果と証拠をグ
ループで調査することは貴重です。

調査結果に加えて、各グループには調査結果に関係するエンティティが含まれます。エンティティに
は、AWS IPアドレスやユーザーエージェントなどの外部のリソースを含めることができます。

「グループ検索」ページについて
グループ検索ページには、Amazon Detective が行動グラフから収集したすべての検索グループが表示され
ます。グループを検索する際には、次の属性に注意してください。

グループの重要度

各結果グループには、AWS関連する結果のセキュリティ検出形式 (ASFF) の重要度に基づいて重要度
が割り当てられます。ASFF の検出重要度値は、重大度が最も高いものから最も低いものまで、[重
要]、[高]、[中]、[低]、または [情報提供] です。グループの重要度は、そのグループ内の結果の中で最
も重要度が高い結果と同じです。

多数のエンティティに影響する「重大度」または「重大度」の調査結果で構成されるグループは、影
響の大きいセキュリティ問題である可能性が高いため、優先的に調査する必要があります。

グループタイトル

「タイトル」列では、各グループには固有の ID と一意ではないタイトルが付けられています。これら
は、グループの ASFF タイプ名前空間と、クラスター内のその名前空間内の結果の数に基づいていま
す。たとえば、グループに「TTP (2)」、「効果 (1)」、「異常動作 (2)」というタイトルが付いている
場合、TTP 名前空間の 2 つの結果、Effect 名前空間での 1 つの結果、および異常な動作名前空間の 2 
つの結果からなる合計 5 件の結果が含まれます。名前空間の完全なリストについては、「ASFF のタ
イプ分類」を参照してください。

グループでの戦術

グループの「戦術」列には、アクティビティがどの戦術カテゴリに分類されるかが詳しく表示されま
す。次のリストの、戦術、手法、手順は、MITRE ATT&CK Matrixに対応しています。

チェーン上の戦術を選択すると、その戦術の説明と、グループ内のどの調査結果がそのカテゴリに含
まれるかを確認できます。チェーンの下には、グループ内で検出された戦術のリストがあります。こ
れらのカテゴリとそれらが代表するアクティビティは次のとおりです。
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• 初期アクセス — 攻撃者が他人のネットワークに侵入しようとしています。
• 実行 — 敵対者が他人のネットワークに侵入しようとしています。
• 粘り強さ — 敵は足場を維持しようとしています。
• 権限昇格 — 攻撃者はより高いレベルの権限を取得しようとしています。
• 防御回避 — 敵対者が検出されないようにしようとしています。
• 認証情報へのアクセス — 攻撃者がアカウント名とパスワードを盗もうとしています。
• 発見 — 敵対者は環境を理解して学習しようとしています。
• 横方向の動き — 敵が環境内を移動しようとしています。
• 収集 — 攻撃者は、目標達成に必要なデータを収集しようとしています。
• 指揮統制 — 敵対者が他人のネットワークに侵入しようとしています。
• 収集 — 攻撃者は、目標達成に必要なデータを収集しようとしています。
• 流出 — 敵対者がデータを盗もうとしています。
• 影響 — 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ます。
• その他 — 調査結果から得たアクティビティが、マトリックスに記載されている戦術と一致しないこ

とを示します。
グループ内のエンティティ

エンティティ列には、このグループ内で検出された特定のエンティティの詳細が含まれま
す。ID、ネットワーク、ストレージ、コンピューティングのカテゴリに基づいてエンティティを分類
するには、この値を選択してください。各カテゴリには、、、、、、、、、、、、、、
• アイデンティティ — IAM プリンシパルとAWS アカウント、ユーザーやロールなど
• ネットワーク — IP アドレスまたはその他のネットワークと VPC エンティティ
• ストレージ — Amazon S3 バケットまたは DDB
• コンピューティング Amazon EC2 インスタンスまたは Kubernetes コンテナ

グループ内のアカウント

「アカウント」列には、グループ内の調査結果に関連するエンティティを所有しているアカウントが
表示されます。アカウントは名前とAWS ID 別に一覧表示されるため、重要なアカウントに関係する
アクティビティの調査に優先順位を付けることができます。

グループ内の調査結果

調査結果列には、重要度別の結果の数を示す棒グラフがあります。調査結果には、 GuardDuty 
Amazonの調査結果とDetective からの証拠が含まれます。グラフを選択すると、重要度別の結果の正
確な数を確認できます。

グループ検索における情報発見
Amazon Detective は、過去 45 日間に収集された行動グラフのデータに基づいて、結果グループに関連
する追加情報を特定します。Detective は、この情報を「情報重大度」の結果として提示します。エビデ
ンスは、調査結果グループで見たときに疑わしいと思われる異常な活動や未知の行動を浮き彫りにする
裏付けとなる情報を提供します。これには、新たに観測された位置情報や、調査結果の範囲内で観測され
た API 呼び出しが含まれる場合があります。証拠結果は Detective でのみ表示でき、送信されませんAWS 
Security Hub。

さまざまなプリンシパルタイプ (IAM ユーザーや IAM ロールなど) の証拠を確認できます。一部の証拠タイ
プでは、すべてのアカウントの証拠を観察できます。つまり、行動グラフ全体に影響します。すべてのア
カウントで証拠が見つかった場合は、個々の IAM ロールについて同じ種類の情報証拠が少なくとも 1 つ追
加で発見されたこともわかります。たとえば、すべての取引先調査結果で「新しい位置情報」が確認され
た場合は、プリンシパルの「新しい位置情報」が確認されたことを示す別の位置情報が表示されます。 。
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グループ検索におけるエビデンスの種類

• 新しい位置情報が確認されました
• 新しいASOが確認されました
• 新しいユーザーエージェントが検出されました
• 新しい API 呼び出しが発行されました
• すべてのアカウントで新しい位置情報が確認されました
• すべてのアカウントに新しい IAM プリンシパルが適用されました

グループプロフィールの検索
グループタイトルを選択すると、そのグループに関する追加情報を含むグループ検索プロフィールが開き
ます。

グループプロファイルページには、グループに設定されたスコープ時間が表示されます。これは、グルー
プに含まれる最初の発見または証拠から、グループ内で最後に更新された所見または証拠までの日付と時
刻です。また、グループ内の結果の中で最も重要度が高いカテゴリと同等の「結果グループの重要度」も
表示されます。このプロファイルパネル内のその他の詳細には以下が含まれます。

• 関与する戦術チェーンには、どの戦術がグループ内の調査結果によるものかが示されます。戦術は、エ
ンタープライズ向けの MITRE ATT&CK マトリックスに基づいています。戦術は、攻撃の初期段階から
最終段階までの典型的な進行状況を表す色付きの点線で表示されます。つまり、チェーンの一番左の円
は、通常、攻撃者が環境へのアクセスを取得または維持しようとしているという、それほど深刻ではな
いアクティビティを表しています。逆に、右寄りの活動は最も深刻で、データの改ざんや破壊が含まれ
る可能性があります。

• このグループと他のグループとの関係。場合によっては、既存のグループのエンティティが関与する調
査結果など、新たに発見されたリンクに基づいて、以前は関連していなかった1つ以上の調査結果グルー
プが新しいグループに統合されることがあります。この場合、Amazon Detective は親グループを非アク
ティブ化し、子グループを作成します。どのグループの系統も親グループまでさかのぼることができま
す。グループには、、、、、、、、、、、、、
• 子ども発見グループ — 他の2つの発見グループに関連する発見が新しい発見に関係している場合に作

成される発見グループ。すべての子グループについて、結果の親グループが一覧表示されます。
• 親検索グループ — 検索グループから子グループが作成されると、その検索グループは親になります。

検索グループが親の場合、関連する子も一緒に一覧表示されます。親グループがアクティブな子グ
ループに統合されると、そのグループのステータスは「非アクティブ」になります。

プロファイルパネルを開くには、2 つの情報タブがあります。「関連エンティティ」タブと「関連結果」
タブを使用すると、グループに関する詳細を表示できます。

グループ内のプロファイルパネル
関係するエンティティ

各エンティティがリンクしているグループ内の結果を含め、結果グループ内のエンティティに焦点を
当てます。各エンティティに付けられたタグも表示されるため、タグ付けに基づいて重要なエンティ
ティをすばやく識別できます。エンティティを選択すると、そのエンティティプロファイルが表示さ
れます。

関連する調査結果

発見の重大度、関係する各エンティティ、その発見が最初に検出された日時と最後に確認された日時
など、各結果の詳細が記載されています。リスト内の検索タイプを選択すると、その結果に関する追
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加情報を含む結果の詳細パネルが開きます。関連調査結果パネルの一部として、行動グラフからの検
出証拠に基づく情報結果が表示される場合があります。

グループビジュアライゼーションの検索
Amazon Detective では、検索中のグループをインタラクティブに視覚化できます。この視覚化は、より少
ない労力で問題をより迅速かつ詳細に調査できるように設計されています。検索グループの可視化パネル
には、結果グループに含まれる結果とエンティティが表示されます。このインタラクティブな視覚化は、
調査結果グループの影響を分析、理解、優先順位付けするのに役立ちます。このパネルは、「関係するエ
ンティティ」と「関与した調査結果」の表に表示される情報を視覚化するのに役立ちます。視覚的なプレ
ゼンテーションから、さらに分析する結果またはエンティティを選択できます。

このインタラクティブパネルでは、次のことができます。

• エンティティと調査結果を並べ替えて、それらの相互関係をよりよく理解できるようにします。
• アイテムを選択して、詳細を表示します。
• 検索グループでどのエンティティタイプがよく使用されているかを表示します。
• 調査グループの構成を迅速に評価できます。

Note

検索グループの可視化パネルでは、最大 100 件のエンティティと結果を含む検索グループの表示
がサポートされています。

[レイアウトを選択] を選択すると、結果とエンティティをサークル、フォース指向、またはグリッドレイ
アウトで表示できます。力指向のレイアウトでは、項目間のリンクの長さが一定になり、リンクが均等に
分散されるように、エンティティと検出結果が配置されます。これは重複を減らすのに役立ちます。選択
したレイアウトによって、ビジュアライゼーションパネル内の結果の配置が決まります。
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レジェンドは、各視覚要素が何を表しているのかを識別するのに役立ちます。

このパネルでは、次のことができます。

• 検索グループ内の選択した項目を移動して、エンティティと結果をグループから分離します。
• 複数のエンティティと調査結果の詳細を表示します。複数の項目を選択するには、Command/Ctrl キー

を押して項目を選択するか、ポインタを使用してドラッグアンドドロップします。
• エンティティのテキストラベルを表示します。120% 以上にズームできます。
• すべてのエンティティと結果を検索グループウィンドウに収まるようにレイアウトをリセットします。
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プロファイルパネルの表示と操作
Amazon Detective コンソールの各エンティティプロファイルは、一連のプロファイルパネルで構成されて
います。プロファイルパネルは、エンティティに関連する一般的な詳細を表示したり、特定のアクティビ
ティを重点的に表示したりするビジュアライゼーションを提供する機能です。プロファイルパネルは、さ
まざまな種類のビジュアライゼーションを使用して、さまざまな種類の情報を表示します。また、追加の
詳細やその他のプロファイルへのリンクを提供することもできます。

各プロファイルパネルは、アナリストがエンティティとその関連アクティビティに関する特定の質問に対
する回答を得るのをサポートすることを目的としています。それらの質問に対する回答は、そのアクティ
ビティが真の脅威であるかどうかについての結論を得るのに役立ちます。

内容
• プロファイルパネルのコンテンツ (p. 38)
• プロファイルパネルの環境設定 (p. 51)
• プロファイルパネルから別のコンソールへのピボット (p. 52)
• プロファイルパネルから別のエンティティプロファイルへのピボット (p. 52)
• プロファイルパネルにおけるアクティビティの詳細の確認 (p. 52)
• 調査中のプロファイルパネルのガイダンスの使用 (p. 68)

プロファイルパネルのコンテンツ
プロファイルパネルは、さまざまな種類のビジュアライゼーションを使用して、さまざまな種類の情報を
表示します。

プロファイルパネルの情報の種類
プロファイルパネルは、通常、次の種類のデータを提供します。

パネルデータのタイプ 説明

検出結果またはエンティティに
関する概要レベルの情報

最もシンプルなタイプのパネルでは、エンティティに関する基本的
な情報が提供されます。

情報パネルに含まれる情報の例として、識別子、名前、タイプ、作
成日を挙げることができます。
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パネルデータのタイプ 説明

ほとんどのエンティティプロファイルには、そのエンティティに関
する情報パネルが含まれています。
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パネルデータのタイプ 説明

時間の経過に合わせたアクティ
ビティの一般的な概要

エンティティのアクティビティの概要を時間の経過に合わせて表示
します。

このタイプのパネルは、スコープ時間中にエンティティがどのよう
に動作しているかについての全体的なビューを提供します。
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パネルデータのタイプ 説明
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パネルデータのタイプ 説明
Detective プロファイルパネルで提供される概要データの例をいくつ
か以下に示します。

• 失敗した API コールと成功した API コール
• インバウンド VPC ボリュームとアウトバウンド VPC ボリューム

値でグループ化されたアクティ
ビティの概要

エンティティのアクティビティの概要を、特定の値別にグループ化
して表示します。

このタイプのプロファイルパネルは、EC2 インスタンスのプロファ
イルに表示されます。プロファイルパネルには、特定のタイプの
サービスに関連付けられている共通ポートについて、EC2 インスタ
ンスとの間で送受信される VPC フローログデータの平均量が表示さ
れます。

スコープ時間中にのみ開始され
たアクティビティ

調査中、特定の時間枠に発生し始めたアクティビティのみを確認す
ることは有益です。

例えば、該当の時間枠よりも前には見られなかった API コール、地
理的場所、またはユーザーエージェントがあるかどうかを確認でき
ます。

動作グラフがまだトレーニングモードの場合は、プロファイルパネ
ルに通知メッセージが表示されます。メッセージは、動作グラフに
少なくとも 2 週間分のデータが蓄積された場合に削除されます。ト
レーニングモードの詳細については、the section called “新しい動作
グラフのトレーニング期間” (p. 6) を参照してください。
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パネルデータのタイプ 説明

スコープ期間中に大幅に変化し
たアクティビティ

新しいアクティビティパネルと同様に、プロファイルパネルは、ス
コープ期間中に大幅に変化したアクティビティを表示することもで
きます。

例えば、あるユーザーが定期的に特定の API コールを週に数回発行
することがあります。同じユーザーが突然、1 日に同じコールを複
数回発行した場合、これは悪意のあるアクティビティを示唆してい
る可能性があります。

動作グラフがまだトレーニングモードの場合は、プロファイルパネ
ルに通知メッセージが表示されます。メッセージは、動作グラフに
少なくとも 2 週間分のデータが蓄積された場合に削除されます。ト
レーニングモードの詳細については、the section called “新しい動作
グラフのトレーニング期間” (p. 6) を参照してください。

プロファイルパネルのビジュアライゼーションのタイ
プ
プロファイルパネルのコンテンツは、次のいずれかの形式で定義できます。

ビジュアライゼーションのタイ
プ

説明

キーバリューペア ビジュアライゼーションの最もシンプルなタイプは、キーバリュー
ペアのセットです。

検出結果またはエンティティ情報パネルは、キーバリューペアのパ
ネルの最も一般的な例です。
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ビジュアライゼーションのタイ
プ

説明

キーバリューペアは、他のタイプのパネルにさらに情報を追加する
ためにも使用できます。

キーバリューペアのパネルから、値がエンティティの識別子である
場合は、そのプロファイルにピボットできます。
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ビジュアライゼーションのタイ
プ

説明

テーブル テーブルは、シンプルな複数列の項目リストです。

テーブルのソート、フィルタリング、およびページ分割を行うこと
ができます。

各ページで表示するエントリ数を変更できます。the section called 
“プロファイルパネルの環境設定” (p. 51) を参照してください。

テーブル内の値がエンティティの識別子である場合は、そのプロ
ファイルにピボットできます。
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ビジュアライゼーションのタイ
プ

説明

タイムライン タイムラインのビジュアライゼーションでは、一定期間にわたっ
て、定義された間隔で定義した間隔について集計された値が表示さ
れます。
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ビジュアライゼーションのタイ
プ

説明
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ビジュアライゼーションのタイ
プ

説明

タイムラインは現在のスコープタイムを強調表示し、スコープ時間
の前後の時間が追加的に含まれます。周辺時間により、スコープ時
間内のアクティビティのコンテキストを確認できます。

時間間隔にカーソルを合わせると、その時間間隔のデータの概要が
表示されます。
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ビジュアライゼーションのタイ
プ

説明

拡張可能なテーブル 拡張可能なテーブルは、テーブルとタイムラインを組み合わせたも
のです。

ビジュアライゼーションはテーブルとして開始します。

テーブルのソート、フィルタリング、およびページ分割を行うこと
ができます。

各ページで表示するエントリ数を変更できます。the section called 
“プロファイルパネルの環境設定” (p. 51) を参照してください。
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ビジュアライゼーションのタイ
プ

説明

その後、各行を展開して、その行に固有のタイムラインのビジュア
ライゼーションを表示できます。

棒グラフ 棒グラフは、グループに基づいて値を表示します。

グラフによっては、関連するアクティビティのタイムラインを表示
する棒を選択できる場合があります。

ジオロケーションチャート ジオロケーションチャートは、地理的場所に基づいてデータを強調
表示するためにマークされたマップを表示します。これに続いて、
個々のジオロケーションに関する詳細を含むテーブルが表示される
場合があります。

受信する位置情報データを処理する場合、Detective は、緯度と経度
の値を小数点第一位になるように四捨五入します。

プロファイルパネルのコンテンツに関するその他の注
意事項
プロファイルパネルのコンテンツを表示するときは、以下の点に注意してください。
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データが概数である旨の警告

この警告は、該当するデータの量により、数が極端に少ない項目が表示されていないことを示唆する
ものです。

完全に正確な数を確認するには、データの量を減らします。これを実行するための最も簡単な方法
は、スコープ時間の長さを短くすることです。スコープ時間の管理 (p. 24) を参照してください。

地理的場所の丸め

Detective は、すべての緯度と経度の値を小数点第一位に丸めます。
Detective が API コールを表す方法の変更

2021 年 7 月 14 日以降、Detective は、各 API コールを実行したサービスを追跡します。Detective 
は、API メソッドを表示するたびに、関連するサービスも表示します。API コールに関する情報を表
示するプロファイルパネルでは、コールは常にサービスごとにグループ化されます。その日付より前
に Detective が取り込んだデータについては、サービス名は [Unknown service] (不明なサービス) とし
てリストされます。

また、2021 年 7 月 14 日以降、アカウントとロールについては、[Overall API call volume] (全体的な 
API コール量) プロファイルパネルのアクティビティの詳細には、コールを発行したリソースの AKID 
が表示されなくなります。アカウントについては、Detective はコールを発行したプリンシパル (ユー
ザーまたはロール) の識別子を表示します。ロールについては、Detective はロールセッションの識別
子を表示します。Detective が 2021 年 7 月 14 日より前に取り込んだデータの場合、識別子は「不明
リソース」として表示されます。

API コールのリストを表示するプロファイルパネルについては、関連付けられたタイムラインは、こ
の移行が生じた期間を強調表示します。強調表示は 2021 年 7 月 14 日に開始され、更新が Detective 
で完全に伝達されたときに終了します。

プロファイルパネルの環境設定
Detective コンソールでは、プリファレンスページでテーブルの長さとタイムスタンプの表示を設定できま
す。

テーブル長の設定
テーブルまたは展開可能なテーブルを含むプロファイルパネルについては、各ページで表示する行数を設
定できます。

各ページのエントリ数の詳細設定を行います。

1. https://console.aws.amazon.com/detective/ で Amazon Detective コンソールを開きます。
2. Detective のナビゲーションペインで、[Settings] (設定) の [Preferences] (詳細設定) を選択します。
3. [設定] ページの [テーブルの長さ] で、[編集] をクリックします。
4. 各ページに表示するテーブル行の数を選択します。
5. [Save] (保存) を選択します。

タイムスタンプフォーマットの設定
プロファイルパネルでは、Detective の各 IAM ユーザーまたは IAM ロールのすべてのタイムスタンプに適
用されるタイムスタンプ形式のプリファレンスを設定できます。

Note

AWSタイムスタンプ形式のプリファレンスはアカウント全体には適用されません。
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タイムスタンプのプリファレンスを設定します。

1. https://console.aws.amazon.com/detective/ で Amazon Detective コンソールを開きます。
2. Detective のナビゲーションペインで、[Settings] (設定) の [Preferences] (詳細設定) を選択します。
3. 環境設定ページの「タイムスタンプ設定」 で、すべてのタイムスタンプの優先表示を表示および変更

します。
4. デフォルトでは、タイムスタンプ形式は UTC に設定されています。[編集] をクリックしてローカルタ

イムゾーンを選択します。

例:

Example

UTC-09/20/22 16:39 UTC

ローカル-2022 年 9 月 20 日 9:39 (UTC-07:00)
5. [Save] (保存) を選択します。

プロファイルパネルから別のコンソールへのピボッ
ト

EC2 インスタンス、IAM ユーザー、およびロールの場合は、詳細プロファイルパネルから、対応するコン
ソールに直接移動できます。コンソールから入手できる情報を確認することで、調査のための追加情報を
得ることができます。

[EC2 instance details] (EC2 インスタンスの詳細) プロファイルパネルでは、EC2 インスタンス識別子が 
Amazon EC2 コンソールにリンクされています。

[User details] (ユーザーの詳細) プロファイルパネルでは、ユーザー名は IAM コンソールにリンクされてい
ます。

[Role details] (ロールの詳細) プロファイルパネルでは、ロール名は IAM コンソールにリンクされていま
す。

プロファイルパネルから別のエンティティプロファ
イルへのピボット

プロファイルパネルに別のエンティティの識別子が含まれている場合、それは通常、そのエンティティ
プロファイルへのリンクです。例外は、EC2 インスタンス、ユーザー、およびロールのプロファイル上
の Amazon EC2 および IAM コンソールへのリンクです。the section called “別のコンソールへのピボッ
ト” (p. 52) を参照してください。

例えば、IP アドレスのリストから、特定の IP アドレスのプロファイルを表示できる場合があります。こ
れにより、調査の完了に役立つ他の情報が入手できるかどうかを確認できます。

プロファイルパネルにおけるアクティビティの詳細
の確認

調査中に、エンティティのアクティビティのパターンをさらに調査したい場合があります。
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次のプロファイルパネルでは、アクティビティの詳細の概要を表示できます。

• [Overall API call volume] (全体的な API コール量) (ユーザーエージェントプロファイルのプロファイルパ
ネルを除く)

• 新たに観測された位置情報
• [Overall VPC flow volume] (全体的な VPC のフロー量)
• [VPC flow volume to and from the finding IP address] (検出結果 IP アドレスの間で送受信される VPC フ

ロー量) (単一の IP アドレスに関連付けられている検出結果に関するもの)
• コンテナ詳細
• クラスターの VPC フロー量
• Kubernetes API アクティビティ全体

アクティビティの詳細を確認することで、次の種類の質問に対する回答を得ることができます。

• 使用された IP アドレス
• これらの IP アドレスがある場所
• 各 IP アドレスが実行した API コール、およびそれらのコールを実行した際の実行元のサービス
• コールの実行に使用されたプリンシパルまたはアクセスキー識別子 (AKID)
• それらのコールに使用されたリソース
• コールが実行された回数 成功数と失敗数
• 各 IP アドレスとの間で送受信された VPC フローログデータの量
• 特定のクラスター、イメージ、またはポッドでどのコンテナがアクティブでしたか?

トピック
• [Overall API call volume] (全体的な API コール量) のアクティビティの詳細 (p. 53)
• ジオロケーションのアクティビティの詳細 (p. 58)
• VPC フロー量全体のアクティビティの詳細 (p. 61)
• EKS クラスターを含む Kubernetes API アクティビティ全体 (p. 64)

[Overall API call volume] (全体的な API コール量) のア
クティビティの詳細
[Overall API call volume] (全体的な API コール量) のアクティビティの詳細は、選択した時間範囲中に発行
された API コールを示します。

単一の時間間隔のアクティビティの詳細を表示するには、チャートで時間間隔を選択します。

現在のスコープ時間のアクティビティの詳細を表示するには、[Display details for scope time] (スコープ時
間の詳細を表示) を選択します。

なお、Detective は、2021 年 7 月 14 日から API コールのサービス名の保存および表示を開始しました。
その日付は、プロファイルパネルのタイムラインで強調表示されます。その日付より前に発生するアク
ティビティについては、サービス名は [Unknown service] (不明なサービス) となります。

アクティビティの詳細 (ユーザー、ロール、アカウント、ロール
セッション、EC2 インスタンス、S3 バケット) の内容
IAM ユーザー、ロールセッション、ロールセッション、EC2 インスタンス、ロールセッション、および 
S3 バケットについては、アクティビティの詳細には次の情報が含まれます。
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• 各タブは、選択した時間範囲中に発行された一連の API コールに関する情報を表示します。

S3 バケットについては、情報は S3 バケットに対して実行された API コールを反映したものとなりま
す。

API コールは、それらを呼び出したサービス別にグループ化されます。S3 バケットについては、サービ
スは常に Amazon S3 です。Detective がコールを発行したサービスを特定できない場合、そのコールは 
[Unknown service] (不明なサービス) の下に一覧表示されます。

• 各エントリについて、アクティビティの詳細では、成功したコールと失敗したコールの数が表示されま
す。[Observed IP addresses] (観察された IP アドレス) のタブには、各 IP アドレスの場所も表示されま
す。

• 各エントリは、コールを実行したユーザーに関する情報が表示されます。アカウントについては、アク
ティビティの詳細でユーザーまたはロールが識別されます。ロールについては、アクティビティの詳細
でロールセッションが識別されます。ユーザーおよびロールセッションについては、アクティビティの
詳細でアクセスキー識別子 (AKID) が識別されます。

2021 年 7 月 14 日現在、アカウントプロファイルについては、アクティビティの詳細では、AKID では
なく、ユーザーまたはロールが表示されることに注意してください。ロールプロファイルについては、
アクティビティの詳細には、AKID ではなくロールセッションが表示されます。2021 年 7 月 14 日より
前に発生するアクティビティについては、発信者は [Unknown resource] (不明なリソース) としてリスト
されます。

アクティビティの詳細には、次のタブが含まれます。

[Observed IP addresses] (観察された IP アドレス)

API コールを発行するために使用される IP アドレスのリストが最初に表示されます。

各 IP アドレスを展開して、その IP アドレスから発行された API コールのリストを表示できま
す。API コールは、それらを呼び出したサービス別にグループ化されます。S3 バケットについては、
サービスは常に Amazon S3 です。Detective がコールを発行したサービスを特定できない場合、その
コールは [Unknown service] (不明なサービス) の下に一覧表示されます。

その後、各 API コールを展開して、その IP アドレスからの発信者のリストを表示できます。プロ
ファイルに応じて、発信者は、ユーザー、ロール、ロールセッション、または AKID である場合があ
ります。

[API method by service] (サービス別の API メソッド)

発行された API コールのリストが最初に表示されます。API コールは、コールを発行したサービス
別にグループ化されます。S3 バケットについては、サービスは常に Amazon S3 です。Detective が
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コールを発行したサービスを特定できない場合、そのコールは [Unknown service] (不明なサービス) 
の下に一覧表示されます。

各 API メソッドを展開して、コールが発行された際の発行元となった IP アドレスのリストを表示で
きます。

その後、各 IP アドレスを展開して、その IP アドレスからその API コールを発行した AKID のリスト
を表示できます。

リソースまたはアクセスキー ID

API コールの発行に使用されたユーザー、ロール、ロールセッション、または AKID のリストが最初
に表示されます。

各発信者を展開して、発信者が API コールを発行した際の発行元となった IP アドレスのリストを表
示できます。

その後、各 IP アドレスを展開して、その IP アドレスからその発信者によって発行された API コール
のリストを表示できます。API コールは、コールを発行したサービス別にグループ化されます。S3 バ
ケットについては、サービスは常に Amazon S3 です。Detective がコールを発行したサービスを特定
できない場合、そのコールは [Unknown service] (不明なサービス) の下に一覧表示されます。

アクティビティの詳細の内容 (IP アドレス)
IP アドレスについては、アクティビティの詳細には次の情報が含まれます。
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• 各タブは、選択した時間範囲中に発行された一連の API コールに関する情報を表示します。API コール
は、コールを発行したサービス別にグループ化されます。Detective がコールを発行したサービスを特定
できない場合、そのコールは [Unknown service] (不明なサービス) の下に一覧表示されます。

• 各エントリについて、アクティビティの詳細では、成功したコールと失敗したコールの数が表示されま
す。

アクティビティの詳細には、次のタブが含まれます。

リソース

IP アドレスから API コールを発行したリソースのリストが最初に表示されます。

リストには、各リソースについて、リソース名、タイプ、および AWS アカウントが含まれます。

各リソースを展開して、リソースが IP アドレスから発行した API コールのリストを表示できま
す。API コールは、コールを発行したサービス別にグループ化されます。Detective がコールを発行し
たサービスを特定できない場合、そのコールは [Unknown service] (不明なサービス) の下に一覧表示
されます。

[API method by service] (サービス別の API メソッド)

発行された API コールのリストが最初に表示されます。API コールは、コールを発行したサービス別
にグループ化されます。Detective がコールを発行したサービスを特定できない場合、そのコールは 
[Unknown service] (不明なサービス) の下に一覧表示されます。

各 API コールを展開して、選択した期間中に IP アドレスから API コールを発行したリソースのリス
トを表示できます。
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アクティビティの詳細のソート
アクティビティの詳細はいずれかのリストの列でソートすることができます。

最初の列を使用してソートすると、最上位のリストのみがソートされます。下位レベルのリストは常に成
功した API コールの数でソートされます。

アクティビティの詳細のフィルタリング
フィルタリングオプションを使用して、アクティビティの詳細に表示されるアクティビティの特定のサブ
セットまたは側面に焦点を当てることができます。

すべてのタブで、最初の列のいずれかの値でリストをフィルタリングできます。

フィルターを追加するには

1. フィルターボックスを選択します。
2. [Properties] (プロパティ) から、フィルタリングに使用するプロパティを選択します。
3. フィルタリングに使用する値を入力します。フィルターは部分的な値をサポートしま

す。例えば、API メソッドでフィルタリングする場合、Instance でフィルタリングす
ると、結果には名前に Instance が含まれるすべての API 操作が含まれます。したがっ
て、ListInstanceAssociations と UpdateInstanceInformation の両方が一致します。

サービス名、API メソッド、および IP アドレスについては、値を指定するか、組み込みのフィルター
を選択できます。

[Common API substrings] (一般的な API サブストリング) については、List、Create、Delete な
どの操作のタイプを表すサブストリングを選択します。各 API メソッド名は、操作タイプで始まりま
す。

[CIDR patterns] (CIDR パターン) については、パブリック IP アドレス、プライベート IP アドレス、
または特定の CIDR パターンに一致する IP アドレスのみを含めるように選択できます。

4. 複数のフィルターがある場合は、ブールオプションを選択して、これらのフィルターの接続方法を設
定します。
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5. フィルターを削除するには、右上にある x アイコンを選択します。
6. すべてのフィルターをクリアするには、[Clear filter] (フィルターをクリア) を選択します。

アクティビティの詳細の時間範囲の選択
アクティビティの詳細を最初に表示する場合、時間範囲はスコープ時間または選択した時間間隔のいずれ
かになります。アクティビティの詳細の時間範囲を変更できます。

アクティビティの詳細の時間範囲を変更するには

1. [編集] を選択します。
2. [Edit time window] (時間枠を編集) で、使用する開始時刻と終了時刻を選択します。

時間枠をプロファイルのデフォルトのスコープ時間に設定するには、[Set to default scope time] (デ
フォルトのスコープ時間に設定) を選択します。

3. [Update time window] (時間枠を更新) を選択します。

アクティビティの詳細の時間範囲は、プロファイルパネルチャートで強調表示されます。

ジオロケーションのアクティビティの詳細
[Newly observed geolocations] (新しく観察されたジオロケーション) のアクティビティの詳細には、ス
コープ時間中にジオロケーションから発行された API コールが表示されます。API コールには、ジオロ
ケーションから発行されたすべてのコールが含まれます。これらは、検出結果またはプロファイルエン
ティティを使用したコールに限られません。S3 バケットについては、アクティビティコールは S3 バケッ
トに対して実行される API コールです。

API コールは、コールを発行したサービス別にグループ化されます。S3 バケットについては、サービ
スは常に Amazon S3 です。Detective がコールを発行したサービスを特定できない場合、そのコールは 
[Unknown service] (不明なサービス) の下に一覧表示されます。

アクティビティの詳細を表示するには、以下のいずれかを実行します。
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• マップ上で、ジオロケーションを選択します。
• リストで、ジオロケーションの [Details] (詳細) を選択します。

アクティビティの詳細は、ジオロケーションのリストを置き換えます。ジオロケーションのリストに戻る
には、[Return to all results] (すべての結果に戻る) を選択します。

なお、Detective は、2021 年 7 月 14 日から API コールのサービス名の保存および表示を開始しました。
その日付より前に発生するアクティビティについては、サービス名は [Unknown service] (不明なサービス) 
となります。

アクティビティの詳細の内容
各タブには、スコープ時間中にジオロケーションから発行されたすべての API コールに関する情報が表示
されます。

各 IP アドレス、リソース、および API メソッドについて、リストでは API コールの成功回数と失敗回数
が表示されます。

アクティビティの詳細には、次のタブが含まれます。

[Observed IP addresses] (観察された IP アドレス)

選択したジオロケーションから API コールを発行するために使用された IP アドレスのリストが最初
に表示されます。

各 IP アドレスを展開して、その IP アドレスから API コールを発行したリソースを表示できます。リ
ストには、リソース名が表示されます。プリンシパル ID を表示するには、名前の上にカーソルを置き
ます。

その後、各リソースを展開して、その IP アドレスからそのリソースによって発行された特定の API 
コールを表示できます。API コールは、コールを発行したサービス別にグループ化されます。S3 バ
ケットについては、サービスは常に Amazon S3 です。Detective がコールを発行したサービスを特定
できない場合、そのコールは [Unknown service] (不明なサービス) の下に一覧表示されます。

[Resource] (リソース)

選択したジオロケーションから API コールを発行したリソースのリストが最初に表示されます。リス
トには、リソース名が表示されます。プリンシパル ID を表示するには、名前の上で一時停止します。
各リソースについて、「リソース」タブには関連するリソースも表示されますAWS アカウント。

各ユーザーまたはロールを展開して、そのリソースによって発行された API コールのリストを表示で
きます。API コールは、コールを発行したサービス別にグループ化されます。S3 バケットについて
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は、サービスは常に Amazon S3 です。Detective がコールを発行したサービスを特定できない場合、
そのコールは [Unknown service] (不明なサービス) の下に一覧表示されます。

その後、各 API コールを展開して、リソースが API コールを発行した際の発行元である IP アドレス
のリストを表示できます。

アクティビティの詳細のソート
アクティビティの詳細はいずれかのリストの列でソートすることができます。

最初の列を使用してソートすると、最上位のリストのみがソートされます。下位レベルのリストは常に成
功した API コールの数でソートされます。

アクティビティの詳細のフィルタリング
フィルタリングオプションを使用して、アクティビティの詳細に表示されるアクティビティの特定のサブ
セットまたは側面に焦点を当てることができます。

すべてのタブで、最初の列のいずれかの値でリストをフィルタリングできます。

フィルターを追加するには

1. フィルターボックスを選択します。
2. [Properties] (プロパティ) から、フィルタリングに使用するプロパティを選択します。
3. フィルタリングに使用する値を入力します。フィルターは部分的な値をサポートしま

す。例えば、API メソッドでフィルタリングする場合、Instance でフィルタリングす
ると、結果には名前に Instance が含まれるすべての API 操作が含まれます。したがっ
て、ListInstanceAssociations と UpdateInstanceInformation の両方が一致します。

サービス名、API メソッド、および IP アドレスについては、値を指定するか、組み込みのフィルター
を選択できます。

[Common API substrings] (一般的な API サブストリング) については、List、Create、Delete な
どの操作のタイプを表すサブストリングを選択します。各 API メソッド名は、操作タイプで始まりま
す。

[CIDR patterns] (CIDR パターン) については、パブリック IP アドレス、プライベート IP アドレス、
または特定の CIDR パターンに一致する IP アドレスのみを含めるように選択できます。

4. 複数のフィルターがある場合は、ブールオプションを選択して、これらのフィルターの接続方法を設
定します。
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5. フィルターを削除するには、右上にある x アイコンを選択します。
6. すべてのフィルターをクリアするには、[Clear filter] (フィルターをクリア) を選択します。

VPC フロー量全体のアクティビティの詳細
EC2 インスタンスについては、[Overall VPC flow volume] (全体的な VPC のフロー量) のアクティビティ
の詳細には、選択した時間範囲中の EC2 インスタンスと IP アドレス間のインタラクションが表示されま
す。

Kubernetes ポッドの場合、「全体の VPC フローボリューム」には、Kubernetes ポッドのすべての宛先 IP 
アドレスに割り当てられた IP アドレスに出入りするバイトの総量が表示されます。Kubernetes ポッドの 
IP アドレスは、次の場合に一意ではありませんhostNetwork:true。この場合、パネルには、同じ構成
の他のポッドとそれらをホストするノードへのトラフィックが表示されます。

IP アドレスについては、[Overall VPC flow volume] (全体的な VPC のフロー量) のアクティビティの詳細
には、選択した時間範囲中の IP アドレスと EC2 インスタンス間のインタラクションが表示されます。

単一の時間間隔のアクティビティの詳細を表示するには、チャートで時間間隔を選択します。

現在のスコープ時間のアクティビティの詳細を表示するには、[display details for scope time] (スコープ時
間の詳細を表示) を選択します。

アクティビティの詳細の内容
コンテンツには、選択した時間範囲中のアクティビティが反映されます。

EC2 インスタンスについては、アクティビティの詳細には、IP アドレス、ローカルポート、リモートポー
ト、プロトコル、および方向の一意の各組み合わせのエントリが含まれます。

IP アドレスについては、アクティビティの詳細には、EC2 インスタンス、ローカルポート、リモートポー
ト、プロトコル、および方向の一意の各組み合わせのエントリが含まれます。

各エントリには、インバウンドトラフィックの量、アウトバウンドトラフィックの量、およびアクセスリ
クエストが受け入れられたか否かが表示されます。検出結果のプロファイルの [Annotations] (注釈) 列を確
認することで、IP アドレスが現在の検出結果に関連付けられているかどうかを知ることができます。
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アクティビティの詳細のソート
テーブル内の任意の列でアクティビティの詳細をソートすることができます。

デフォルトでは、アクティビティの詳細は注釈でソートされ、次にインバウンドトラフィックでソートさ
れます。

アクティビティの詳細のフィルタリング
特定のアクティビティに焦点を当てるには、次の値でアクティビティの詳細をフィルタリングできます。

• IP アドレスまたは EC2 インスタンス
• ローカルポートまたはリモートポート
• [Direction] (方向)
• プロトコル
• リクエストが受け入れられたか拒否されたか

フィルターを追加および削除するには

1. フィルターボックスを選択します。
2. [Properties] (プロパティ) から、フィルタリングに使用するプロパティを選択します。
3. フィルタリングに使用する値を入力します。フィルターは部分的な値をサポートします。

IP アドレスでフィルタリングするには、値を指定するか、組み込みフィルターを選択します。

[CIDR patterns] (CIDR パターン) については、パブリック IP アドレス、プライベート IP アドレス、
または特定の CIDR パターンに一致する IP アドレスのみを含めるように選択できます。

4. 複数のフィルターがある場合は、ブールオプションを選択して、これらのフィルターの接続方法を設
定します。

5. フィルターを削除するには、右上にある x アイコンを選択します。
6. すべてのフィルターをクリアするには、[Clear filter] (フィルターをクリア) を選択します。

アクティビティの詳細の時間範囲の選択
アクティビティの詳細を最初に表示する場合、時間範囲はスコープ時間または選択した時間間隔のいずれ
かになります。アクティビティの詳細の時間範囲を変更できます。

アクティビティの詳細の時間範囲を変更するには

1. [編集] を選択します。
2. [Edit time window] (時間枠を編集) で、使用する開始時刻と終了時刻を選択します。

時間枠をプロファイルのデフォルトのスコープ時間に設定するには、[Set to default scope time] (デ
フォルトのスコープ時間に設定) を選択します。

3. [Update time window] (時間枠を更新) を選択します。
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アクティビティの詳細の時間範囲は、プロファイルパネルチャートで強調表示されます。

選択した行のトラフィック量の表示
関心のある行を特定すると、主要なグラフで、それらの行のトラフィック量を時間の経過に合わせて表示
できます。

グラフに追加する行ごとに、チェックボックスを選択します。選択した各行について、インバウンド
チャートまたはアウトバウンドのグラフに量が線で表示されます。

選択したエントリのトラフィック量を重点的に確認するには、全体的な量を非表示にします。全体的なト
ラフィックを表示したり、非表示にしたりするには、[Overall traffic] (全体的なトラフィック) を切り替え
ます。

EKS クラスターの VPC フロートラフィックの表示
Detective は、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターを通過するトラフィックを表
す Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) のフローログを可視化できます。Kubernetes リソースの
場合、VPC フローログの内容は EKS クラスターにデプロイされたコンテナネットワークインターフェイ
ス (CNI) によって異なります。
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デフォルト設定の EKS クラスターは、Amazon VPC CNI プラグインを使用します。詳細について
は、Amazon EKS ユーザーガイドの「VPC CNI の管理」を参照してください。Amazon VPC CNI プラグ
インは、ポッドの IP アドレスを使用して内部トラフィックを送信し、ソース IP アドレスを外部通信用の
ノードの IP アドレスに変換します。Detective は内部トラフィックをキャプチャして正しいポッドに関連
付けることができますが、外部トラフィックについては同じ処理を実行できません。

Detective がポッドの外部トラフィックを可視化できるようにするには、外部ソースネットワークアド
レス変換 (SNAT) を有効にします。SNAT を有効にすることには制限と欠点があります。詳細について
は、Amazon EKS ユーザーガイドの「ポッドの SNAT」を参照してください。

別の CNI プラグインを使用している場合、DetectivehostNetwork:true のポッドの可視性は制限されま
す。これらのポッドの場合、VPC フローパネルにはポッドの IP アドレスへのすべてのトラフィックが表
示されます。これには、ホストノードと、hostNetwork:true構成のあるノード上のすべてのポッドへの
トラフィックが含まれます。

Detective は、次の EKS クラスター構成のトラフィックを EKS ポッドの VPC フローパネルに表示しま
す。

• Amazon VPC CNI プラグインを含むクラスターでは、クラスターの VPChostNetwork:false 内でト
ラフィックを送信する構成のすべてのポッド。

• Amazon VPC CNI プラグインと設定を含むクラスターで
はAWS_VPC_K8S_CNI_EXTERNALSNAT=true、クラスターの VPChostNetwork:false の外部にトラ
フィックを送信する任意のポッド。

• 構成のあるすべてのポッドhostNetwork:true。ノードからのトラフィック
は、hostNetwork:trueその構成を持つ他のポッドからのトラフィックと混在します。

Detective は、次の場合に VPC フローパネルにトラフィックを表示しません。

• Amazon VPC CNI プラグインと設定を含むクラスターで
はAWS_VPC_K8S_CNI_EXTERNALSNAT=false、その構成を含むすべてのポッドがクラスターの 
VPChostNetwork:false の外部にトラフィックを送信します。

• Kubernetes 用の Amazon VPC CNI Plugin Plugin for Kubernetes を使用していないクラスターでは、設
定がされているすべてのポッドhostNetwork:false。

• 同じノードでホストされている別のポッドにトラフィックを送信するすべてのポッド。

EKS クラスターを含む Kubernetes API アクティビ
ティ全体
EKS クラスターを含む Kubernetes API アクティビティ全体のアクティビティの詳細には、選択した時間
範囲に発行された Kubernetes API 呼び出しの成功数と失敗回数が表示されます。

単一の時間間隔のアクティビティの詳細を表示するには、チャートで時間間隔を選択します。

現在のスコープ時間のアクティビティの詳細を表示するには、[Display details for scope time] (スコープ時
間の詳細を表示) を選択します。

アクティビティの詳細の内容 (クラスター、ポッド、ユーザー、
ロール、ロールセッション)
クラスター、ユーザー、およびロールのセッションについては、アクティビティの詳細には次の情報が含
まれます。

• 各タブは、選択した時間範囲中に発行された一連の API コールに関する情報を表示します。
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クラスターの場合、API 呼び出しはクラスター内で発生しました。

ポッドの場合、API 呼び出しはポッドを対象としていました。

ユーザー、ロール、ロールセッションの場合、API 呼び出しは、そのユーザー、ロール、またはロール
セッションとして認証された Kubernetes ユーザーによって発行されました。

• 各エントリについて、アクティビティの詳細では、成功したコールの数、失敗したコールの数が表示さ
れます。

• 情報には、IP アドレス、Kubernetes コールのタイプ、コールの影響を受けたエンティティ、コール
を行ったサブジェクト (サービスアカウントまたはユーザー) が含まれます。アクティビティの詳細か
ら、IP アドレス、サブジェクト、該当するエンティティのプロファイルにピボットできます。

アクティビティの詳細には、次のタブが含まれます。

件名

API コールを実行するために使用されたサービスアカウントとユーザーのリストが最初に表示されま
す。

各サービスアカウントとユーザーを展開して、アカウントまたはユーザーが API コールを実行した際
の発行元となった IP アドレスのリストを表示できます。

その後、各 IP アドレスを展開して、そのアカウントまたはユーザーがそのアドレスからそのアカウン
トまたはユーザーによって行った Kubernetes API コールを表示できます。

Kubernetes API 呼び出しを展開してを確認するとrequestURI 、実行されたアクションを確認でき
ます。
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IP アドレス

API コールが発行された際の発行元となった IP アドレスのリストが最初に表示されます。

各呼び出しを展開して、呼び出しを行った Kubernetes サブジェクト (サービスアカウントとユーザー) 
のリストを表示できます。

その後、各サブジェクトをスコープ時間中にサブジェクトが行った API 呼び出しタイプのリストに展
開できます。

API 呼び出しタイプを展開すると、実行されたアクションを識別する RequestURI が表示されます。

クバネテス API コール

Kubernetes API 呼び出し動詞のリストが最初に表示されます。

各 API 動詞を展開すると、そのアクションに関連付けられた RequestURI を表示できます。

次に、各 RequestURI を展開すると、API 呼び出しを行った Kubernetes サブジェクト (サービスアカ
ウントとユーザー) を確認できます。

サブジェクトを展開すると、そのサブジェクトが API 呼び出しに使用した IP が表示されます。
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Kubernetes API 呼び出し量全体

アクティビティの詳細のソート
アクティビティの詳細はいずれかのリストの列でソートすることができます。

最初の列を使用してソートすると、最上位のリストのみがソートされます。下位レベルのリストは常に成
功した API コールの数でソートされます。

アクティビティの詳細のフィルタリング
フィルタリングオプションを使用して、アクティビティの詳細に表示されるアクティビティの特定のサブ
セットまたは側面に焦点を当てることができます。

すべてのタブで、最初の列のいずれかの値でリストをフィルタリングできます。

アクティビティの詳細の時間範囲の選択
アクティビティの詳細を最初に表示する場合、時間範囲はスコープ時間または選択した時間間隔のいずれ
かになります。アクティビティの詳細の時間範囲を変更できます。

アクティビティの詳細の時間範囲を変更するには

1. [編集] を選択します。
2. [Edit time window] (時間枠を編集) で、使用する開始時刻と終了時刻を選択します。

時間枠をプロファイルのデフォルトのスコープ時間に設定するには、[Set to default scope time] (デ
フォルトのスコープ時間に設定) を選択します。

3. [Update time window] (時間枠を更新) を選択します。

アクティビティの詳細の時間範囲は、プロファイルパネルチャートで強調表示されます。
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プロファイルパネルのガイダンスの使用

調査中のプロファイルパネルのガイダンスの使用
各プロファイルパネルは、調査を実施し、関連するエンティティのアクティビティを分析するときに発生
する特定の質問に対する回答を提供するように設計されています。

各プロファイルパネルのために提供されるガイダンスは、これらの回答を見つけるのに役立ちます。

プロファイルパネルのガイダンスは、パネル自体に表示される一文から始まります。このガイダンスは、
パネルで表示されるデータの簡単な説明を提供します。

パネルに関してより詳細なガイダンスを表示するには、パネルの見出しから [More info] (詳細情報) を選択
します。この拡張ガイダンスがヘルプペインに表示されます。

ガイダンスは、次のタイプの情報を提供できます。

• パネルコンテンツの概要
• 関連する質問に回答するためにパネルを使用する方法
• 回答に基づいて推奨される次のステップ

68



Amazon Detective ユーザーガイド
大量のエンティティとは

大量のエンティティの詳細の表示
[behavior graph (p. 5)] (動作グラフ) で、Amazon Detective はエンティティ間の関係を追跡します。例え
ば、各動作グラフは、AWS ユーザーが AWS ロールを作成した場合、および EC2 インスタンスが IP アド
レスに接続した場合を追跡します。

ある期間中にエンティティの関係が過多である場合、Detective はすべての関係を保存できません。これ
が現在のスコープ時間中に発生すると、Detective はその旨を通知します。Detective は、大量のエンティ
ティの発生リストも提供します。

大量のエンティティとは
特定の時間間隔において、エンティティは、非常に多数の接続の発信元または発信先になる場合がありま
す。例えば、EC2 インスタンスには、数百万の IP アドレスからの接続がある場合があります。

Detective は、各時間間隔で対応できる接続数の制限を維持しています。エンティティがその制限を超える
と、Detective はその時間間隔の接続を破棄します。

例えば、制限が時間間隔あたり 100,000,000 接続であると仮定します。EC2 インスタンスが 1 つの時間間
隔で 100,000,000 を超える IP アドレスによって接続されている場合、Detective はその時間間隔からの接
続を破棄します。

ただし、関係のもう一方の端にあるエンティティに基づいて、そのアクティビティを分析できる場合があ
ります。この例を続行するため、EC2 インスタンスは数百万の IP アドレスによって接続されている場合
がありますが、単一の IP アドレスははるかに少ない EC2 インスタンスに接続されます。各 IP アドレスの
プロファイルは、IP アドレスの接続先である EC2 インスタンスに関する詳細を提供します。

プロファイルにおける大量のエンティティ通知の表
示

エンティティが大量である時間間隔がスコープ時間に含まれている場合、Detective は、検出結果またはエ
ンティティプロファイルの先頭に通知を表示します。検出結果プロファイルについては、この通知は関係
するエンティティに関するものです。

この通知には、大量の時間間隔を持つ関係のリストが含まれます。各リストエントリには、関係の説明
と、大量の時間間隔の開始が含まれます。

大量の時間間隔は、疑わしいアクティビティを示唆している可能性があります。同時に発生した他のアク
ティビティを理解するために、大量の時間間隔を重点的に調査できます。大量のエンティティ通知には、
スコープ時間をその時間間隔に設定するオプションが含まれています。

スコープ時間を大量の時間間隔に設定するには

1. 大量のエンティティ通知で、時間間隔を選択します。
2. ポップアップメニューで、[Apply scope time] (スコープ時間を適用) を選択します。
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現在のスコープ時間についての

大量エンティティのリストの表示

現在のスコープ時間についての大量エンティティの
リストの表示

[High-volume entities] (大量のエンティティ) ページには、現在のスコープ時間中の大量の時間間隔とエン
ティティのリストが含まれています。

[High-volume entities] (大量のエンティティ) ページを表示するには

1. で Amazon Detective コンソールを開きますhttps://console.aws.amazon.com/detective/。
2. Detective ナビゲーションペインで、[High-volume entities] (大量のエンティティ) を選択します。

リストの各エントリには、次の情報が含まれています。

• 大量の時間間隔の開始
• エンティティの識別子とタイプ
• 関係の説明 (「IP アドレスから接続された EC2 インスタンス」など)

任意の列でリストをフィルタリングしたり、ソートしたりできます。関係するエンティティのエンティ
ティプロファイルに移動することもできます。

エンティティのプロファイルに移動するには

1. [High-volume entities] (大量のエンティティ) リストで、移動元の行を選択します。
2. [View profile with high-volume scope time] (大量のスコープ時間でプロファイルを表示) を選択しま

す。

このオプションを使用してエンティティプロファイルに移動すると、スコープ時間は次のように設定され
ます。

• スコープ時間は、大量の時間間隔の 30 日前に開始されます。
• スコープ時間は、大量の時間間隔の終了時に終了します。
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Amazon GuardDuty の検出結果の
アーカイブ

Amazon Detective からその検出結果の調査を完了したら、Amazon GuardDuty Detective からその検出結
果をアーカイブできます。これにより、 GuardDuty に戻って更新する必要がなくなります。検出結果の
アーカイブは、調査が完了したことを示唆するものです。

GuardDuty GuardDutyユーザーが検出結果に関連付けられているアカウントの管理者アカウントでもある
場合にのみ、Detective 内からその検出結果をアーカイブできます。 GuardDuty管理者アカウントではない
にもかかわらず、検出結果をアーカイブしようとすると、 GuardDuty エラーが表示されます。

GuardDuty 検出結果をアーカイブするには

1. Detective コンソールの検出結果の詳細のパネルで、[Archive finding] (検出結果をアーカイブ) を選択
します。

2. 確認を求められたら、[Archive] (アーカイブ) を選択します。

GuardDuty GuardDuty アーカイブされた結果はコンソールで表示できます。詳細については、Amazon 
GuardDuty ユーザーガイドの「抑制ルール」を参照してください。
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Detective ユーザーガイドのドキュメ
ント履歴

次の表に、Amazon Detective の前回のリリース以後に行われた、ドキュメントの重要な変更を示します。
このドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードでサブスクライブできます。

変更 説明 日付

Amazon GuardDuty 
RDS Protection の検出
結果タイプのサポート
をさらに追加

Detective は、 GuardDuty RDS Protection の検
出結果タイプのサポートをさらに追加しまし
た。RDS 保護の詳細については、「 GuardDuty
GuardDuty RDS 保護の検索結果タイプ」 を参照し
てください。

年月月月月月月月月月
月

Amazon GuardDuty の
検出結果タイプのサ
ポートをさらに追加

Detective は、 GuardDuty 次の検出結果タイプのプ
ロファイルを提供するようになりました。

• DefenseEvasion: 
EC2UnusualDNSResolver

• DefenseEvasion: 
EvasionEC2UnusualDoHActivity

• DefenseEvasion: 
DefenseEvasionEC2UnusualDoTActivity

2023 年 4 月 12 日

EKS クラスターの VPC 
フロートラフィックの
表示

Amazon Virtual Private Cloud Elastic Kubernetes 
Service (Amazon EKS) クラスターに対す
る、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon 
EKS) クラスターの新しいセクションを追加しまし
た。

年月月月月月月月月月
月

グループビジュアライ
ゼーションの検索

Amazon Detective では、検索中のグループをイン
タラクティブに視覚化できます。この視覚化は、
より少ない労力で問題をより迅速かつ詳細に調査
できるように設計されています。

2023 年 2 月 28 日

Detective からデータを
エクスポートする

Detective は、Summary ページからデータをエク
スポートし、Comma-Separtual Values (CSS) 形
式でエクスポートできるようになりました。この
データは Detective コンソールからエクスポートで
きます。

2023 年 2 月 22 日

プロファイル URL の形
式

エンティティと結果のプロファイル URL の形式が
変更されました。

2023 年 2 月 22 日

[Overall VPC flow 
volume] (全体的な VPC 
のフロー量)

Detective は、Amazon EKS ワークロードからの 
Amazon VPC フローログに関する視覚的な要約と
分析を追加できるようになりました。

2023 年 1 月 20 日

概要ページを使用する Detective では、最長 1 年間の履歴イベントデータ
にアクセスできます。

2022 年 12 月 20 日
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変更 説明 日付

グループの検索に関す
るコンテンツを追加し
ました

Detective では、関連する検出結果を 1 つの画面
にまとめるグループ検索がサポートされるように
なりました。これにより、環境内で発生する可能
性のある悪意のあるアクティビティの調査が容易
になります。検索グループプロファイルから、エ
ンティティプロファイルにピボットして、そのグ
ループに関連する概要を検索できます。

2022 年 10 月 17 日

概要ページにスコー
プ時間を調整するオプ
ションを追加

Detective では、スコープ時間を調整して、過去 
365 日間の任意の 24 時間枠のアクティビティを表
示できるようになりました。詳細については、概
要ページの「スコープタイムの設定」を参照して
ください。

年月月月月月月月月

検出結果またはエン
ティティの検索

Detective では、大文字と小文字を区別しない検索
が可能になりました。詳細については、「検索の
完了」を参照してください。

年月月月月月月月月

スコープのタイムスタ
ンプを設定する機能が
追加されました

Detective に、スコープのタイムスタンプ形式のプ
リファレンスを設定する方法が追加されました。
この設定は、Detective のタイムスタンプすべてに
適用されます。

年月月月月月月月月

EKS 監査ログに関連す
る新しいプロファイル
を追加しました

Detective は、Amazon EKS クラスター、コンテナ
イメージ、Kubernetes ポッド、Kubernetes サブ
ジェクトなどのコンテナ関連エンティティに関連
するアクティビティを調査できるプロファイルを
提供するようになりました。

これらのエンティティタイプの詳細を確認するに
は、オプションの EKS 監査ログデータソースを有
効にする必要があります。詳細については、EKS 
監査ログを参照してください。

2022 年 7 月 26 日

GuardDuty サポートさ
れる検出結果タイプの
制限を削除しました

Detective は、 GuardDuty 特定の検出結果タイプの
セットに限定されなくなりました。

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、関連するエンティティのため
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。

2021 年 9 月 20 日

検出結果プロファイル
を検出結果の概要に置
き換えました

検出結果プロファイルには、関連するリソース
のアクティビティの分析結果であるビジュアライ
ゼーションが含まれていました。

新しい検出結果の概要には GuardDuty、取り込ま
れた検出結果の詳細と、関連するエンティティの
リストが含まれています。

検出結果の概要から、関連するエンティティのプ
ロファイルにピボットできます。

2021 年 9 月 20 日

関連する検出結果プロ
ファイルパネルの検出
結果の詳細へのリンク

エンティティプロファイルで、関連する検出結果
リストで検出結果を選択すると、右側のパネル
に検出結果の詳細が表示されます。スコープ時間
は、検出結果の時間枠に設定されます。

2021 年 9 月 20 日
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変更 説明 日付

Detective で利用可能な
エンティティタイプに 
S3 バケットを追加しま
した

Detective は、Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのプロファイルを提供する
ようになりました。

S3 バケットプロファイルは、S3 バケットとイン
タラクションしたプリンシパルとそれらが S3 バ
ケットで実行した API 操作に関する詳細を提供し
ます。

2021 年 9 月 20 日

Splunk で Detective 
URL を生成する新しい
オプション

Splunk Trumpet プロジェクトでは、AWS コンテ
ンツを Splunk に送信できます。プロジェクトで
は、Detective の URL を追加して、 GuardDuty 検
出結果のプロファイルに移動できるようになりま
した。

2021 年 9 月 8 日

API コールに関する情報
に対するコールサービ
スを追加しました

Detective コンソールで、API コールに関する情報
に、コールを発行したサービスが含まれるように
なりました。

[Overall API call volume] (全体的な API コール
量)、[Newly observed API calls] (新しく観察され
た API コール)、および [API calls with increased 
volume] (量が増加した API コール) のリストに 
[Service] (サービス列) を追加しました。

[Overall API call volume] (全体的な API コール量) 
と [Newly observed geolocations] (新しく観測さ
れたジオロケーション) のアクティビティの詳細
では、API メソッドはそれらを発行したサービス
の下にグループ化されます。この変更の前に発生
したアクティビティについては、API メソッドは 
[Unknown service] (不明なサービス) の下にグルー
プ化されます。

2021 年 7 月 14 日

アカウントとロールの
アクティビティの詳細
で AKID を置き換えまし
た

アカウントプロファイルで、[Overall API call 
volume] (全体的な API コール量) のアクティビ
ティの詳細に、アクセスキー識別子 (AKID) ではな
くユーザーまたはロールが表示されるようになり
ました。

ロールプロファイルで、[Overall API call volume] 
(全体的な API コール量) のアクティビティの詳細
に、AKID ではなくロールセッションが表示される
ようになりました。

この変更の前に発生したアクティビティについて
は、発信者は [Unknown resource] (不明なリソー
ス) としてリストされます。

2021 年 7 月 14 日

ユーザー、ロール、お
よびロールセッション
用の新しい [Resource 
interaction] (リソースイ
ンタラクション) タブ

ユーザー、ロール、およびロールセッションの 
[Resource interaction] (リソースインタラクション) 
タブには、これらのエンティティが関与したロー
ル引き受けアクティビティに関する情報が含まれ
ています。ロールセッションについては、これは
新しいタブです。ユーザーとロールについては、
これは新しいコンテンツを含む既存のタブです。

2021 年 6 月 29 日
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変更 説明 日付

Amazon GuardDuty の
検出結果タイプのサ
ポートをさらに追加

Detective は、 GuardDuty 次の検出結果タイプのプ
ロファイルを提供するようになりました。

• 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 29 日

Amazon GuardDuty の
検出結果タイプのサ
ポートをさらに追加

Detective は、 GuardDuty 次の検出結果タイプのプ
ロファイルを提供するようになりました。

• Backdoor:EC2/C&CActivity.B
• Impact:EC2/PortSweep
• Impact:EC2/WinRMBruteForce
• PrivilegeEscalation:IAMUser/
AdministrativePermissions

2021 年 3 月 4 日

検出結果の IP アドレス
との間における VPC フ
ロー量のプロファイル
パネルについて、アク
ティビティの詳細を追
加しました

[VPC flow volume to and from the finding's IP 
address] (検出結果の IP アドレスとの間におけ
る VPC フロー量) のプロファイルパネルで、ア
クティビティの詳細を表示できるようになりまし
た。アクティビティの詳細は、検出結果が単一の 
IP アドレスに関連付けられている場合にのみ使用
できます。アクティビティの詳細には、ポート、
プロトコル、および方向の各組み合わせの量が表
示されます。

2021 年 2 月 25 日

「マスターアカウン
ト」という用語を「管
理者アカウント」に変
更しました。

「マスターアカウント」という用語が「管理
者アカウント」に変更されました。この用語
は、Detective コンソールと API でも変更されま
す。

2021 年 2 月 25 日

Detective の [Summary] 
(概要) ページを追加しま
した

Detective サマリーページには、位置情報、API 
呼び出しの数、Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) のトラフィック量に基づいて、アナ
リストが関心のあるエンティティを見つけるため
のビジュアライゼーションが含まれています。

2021 年 1 月 21 日
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変更 説明 日付

IP アドレスプロファイ
ルの [Overall API call 
volume] (全体的な API 
コール量) プロファイル
パネルに関する新しい
アクティビティの詳細

[Overall API call volume] (全体的な API コール量) 
プロファイルパネルから IP アドレスのアクティビ
ティの詳細を表示できるようになりました。

アクティビティの詳細には、IP アドレスからコー
ルを発行した各リソースの成功したコールと失敗
したコールの数が表示されます。

2021 年 1 月 21 日

IP アドレスプロファ
イルに関する新し
い [Overall VPC flow 
volume] (全体的な VPC 
フローボリューム) プロ
ファイルパネル

IP アドレスプロファイルに [Overall VPC flow 
volume] (全体的な VPC フローボリューム) プロ
ファイルパネルが含まれるようになりました。

プロファイルパネルには、IP アドレスとの間にお
ける VPC フロートラフィックの量が表示されま
す。

アクティビティの詳細を表示して、IP アドレスが
通信した各 EC2 インスタンスの量を表示できま
す。

2021 年 1 月 21 日

アクティビティの詳細
のウィンドウをデフォ
ルトのスコープ時間に
設定するオプションを
追加しました

[Overall API call volume] (全体的な API コール量) 
と [Overall VPC flow volume] (全体的な VPC フ
ロー量) についてのアクティビティの詳細で、ア
クティビティの詳細の時間枠をプロファイルのデ
フォルトのスコープ時間に設定できます。

2021 年 1 月 15 日

Amazon Elastic から 
Detective GuardDuty に
ピボットするオプショ
ンを更新

では GuardDuty、「Detective で調査」オプション
が「アクション」メニューから検索詳細パネルに
移動されました。

関連エンティティのリストが表示されます。検出
結果タイプがサポートされている場合、リストに
は検出結果も含まれます。

その後、エンティティプロファイルまたは検出結
果プロファイルのいずれかに移動することを選択
できます。

2021 年 1 月 15 日

エンティティ向けに大
量の時間間隔の処理を
追加しました

エンティティに 1 つ以上の大量の時間間隔がある
場合に注意喚起するための新しい通知を追加しま
した。

新しい [High-volume entities] (大量のエンティティ) 
ページには、現在のスコープ時間のすべての大量
の間隔が表示されます。

2020 年 12 月 18 日

Overall API call volume] 
(全体的な API コール
量) プロファイルパネル
で、アクティビティの
詳細についての時間範
囲の選択を追加しまし
た

[Overall API flow volume] (全体的な VPC フロー量) 
プロファイルパネルで、選択した時間範囲におけ
るアクティビティの詳細を表示できるようになり
ました。

パネルには、スコープ時間のアクティビティの詳
細を表示するオプションが最初に表示されます。

2020 年 9 月 29 日
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Overall VPC flow 
volume] (全体的な VPC 
フロー量) プロファイル
パネルで、アクティビ
ティの詳細についての
時間間隔の選択を追加
しました

[Overall VPC flow volume] (全体的な VPC フロー
量) パネルでは、チャートから単一の時間間隔につ
いてのアクティビティの詳細を表示できます。

時間間隔の詳細を表示するには、時間間隔を選択
します。

2020 年 9 月 25 日

新しいロールセッショ
ンとフェデレーティッ
ドユーザーエンティ
ティ

Detective では、フェデレーション認証を詳しく調
べたり、調査したりできるようになりました。各
ロールを引き受けたリソースと、それらの認証が
行われた時期を確認できます。

2020 年 9 月 17 日

スコープ時間管理に対
する更新

スコープ時間をロックまたはロック解除するオプ
ションを削除しました。常にロックされていま
す。

検出結果プロファイルでは、スコープ時間が検出
結果の時間枠と異なる場合、警告が表示されま
す。

2020 年 9 月 4 日

プロファイルをスク
ロールしても、プロ
ファイルヘッダーは表
示されたままとなりま
す

プロファイルでは、タブ上のプロファイルパネル
をスクロールしても、タイプ、識別子、およびス
コープ時間は表示されたままになります。

タブが表示されない場合は、パンくずのタブド
ロップダウンリストを使用して、別のタブに移動
できます。

2020 年 9 月 4 日

検索の許可条件に追加
しました

検索の許可条件が拡張されました。名前で AWS 
ユーザーと AWS ロールを検索できます。ARN を
使用して、検出結果、AWS ロール、AWS ユー
ザー、および EC2 インスタンスを検索できます。

2020 年 8 月 27 日

検索は常に検索結果を
表示します

検索を実行すると、[Search] (検索) ページに結果
が表示されるようになりました。結果から、検出
結果またはエンティティプロファイルにピボット
できます。

2020 年 8 月 27 日

プロファイルパネルに
おける他のコンソール
へのリンク

[EC2 instance details] (EC2 インスタンスの詳細) 
プロファイルパネルでは、EC2 インスタンス識別
子が Amazon EC2 コンソールにリンクされていま
す。[User details] (ユーザーの詳細) および [Role 
details] (ロールの詳細) のプロファイルパネルで
は、ユーザー名とロール名が IAM コンソールにリ
ンクされています。

2020 年 8 月 14 日

VPC 全体の流量プロ
ファイルパネルの新し
いアクティビティ詳細

[Overall VPC flow volume] (全体的な VPC フロー
量) プロファイルパネルから、アクティビティの詳
細を表示できるようになりました。

詳細には、EC2 インスタンスと IP アドレス間のイ
ンタラクションのリストが表示されます。

2020 年 7 月 23 日

Amazon Detective の一
般公開リリース

Detective は一般的にご利用いただけるようになり
ました。

2020 年 3 月 31 日
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Amazon Detective のご
紹介 (プレビュー)

Detective は、機械学習と専用のビジュアライゼー
ションを使用して、アマゾン ウェブ サービス 
(AWS) のワークロード全体のセキュリティ問題を
分析および調査するのに役立ちます。

Detective は現在プレビューで提供中です。

2019 年 12 月 3 日
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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