
Amazon Inspector
ユーザーガイド



Amazon Inspector ユーザーガイド

Amazon Inspector: ユーザーガイド
Copyright © Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは、Amazon のものではない製品またはサービスに関連して使用してはなら
ず、どんな形でも、お客様に混乱を招くような形や Amazon の信用を傷つけたり失わせたりする形で使用することは
できません。Amazon が所有しない商標はすべてそれぞれの所有者に所属します。所有者は必ずしも Amazon との提
携や関連があるわけではありません。また、Amazonの支援を受けているとはかぎりません。



Amazon Inspector ユーザーガイド

Table of Contents
Amazon Inspector とは ....................................................................................................................... 1

機能 .......................................................................................................................................... 1
Amazon Inspector へのアクセス ................................................................................................... 2

入門チュートリアル ............................................................................................................................ 4
開始する前に ............................................................................................................................. 4
ステップ 1: Amazon Inspector を有効にする .................................................................................. 5
ステップ 2: Amazon Inspector の結果を表示する ............................................................................ 7

結果の概要 ........................................................................................................................................ 8
検索タイプ ................................................................................................................................ 8

パッケージの脆弱性 ............................................................................................................ 8
Network Reachility .............................................................................................................. 9

結果の検索と分析 ....................................................................................................................... 9
サマリーを見つける .................................................................................................................. 10

詳細を検索する ................................................................................................................. 10
Amazon Inspector の結果の重要度レベル ..................................................................................... 10

スコアの内訳 .................................................................................................................... 10
調査結果の管理 ................................................................................................................................. 13

結果の表示 ............................................................................................................................... 13
結果のフィルタリング ............................................................................................................... 14

Amazon Inspector コンソールでフィルターを作成する ........................................................... 14
サプレッションルール ............................................................................................................... 14

サプレッションルールの作成 .............................................................................................. 15
サプレッション結果の表示 ................................................................................................. 15
サプレッションルールの変更 .............................................................................................. 15
サプレッションルールの削除 .............................................................................................. 15

結果のレポートのエクスポート ................................................................................................... 16
結果のエクスポートを構成するために必要な権限 ................................................................... 16
KMS キーへの Amazon Inspector のアクセス許可の付与 ......................................................... 17
S3 バケットへの Amazon Inspector のアクセス権限の付与 ..................................................... 18
S3 バケットへの結果のエクスポート ................................................................................... 19
エクスポートアクセスエラー .............................................................................................. 20

EventBridge で調査結果への応答を自動化する .............................................................................. 20
イベントスキーマ .............................................................................................................. 20
Amazon Inspector の結果を通知する EventBridge ルールを作成する ......................................... 22
EventBridge for Amazon Inspector のマルチアカウント環境 .................................................... 24

リソースのスキャン .......................................................................................................................... 26
Amazon EC2 インスタンスのスキャン ......................................................................................... 26

SSM エージェントの設定 ................................................................................................... 27
Amazon ECR コンテナイメージのスキャン .................................................................................. 27

Amazon ECR リポジトリの拡張スキャンの設定 .................................................................... 28
スキャンの無効化 .............................................................................................................. 28

ダッシュボードについて .................................................................................................................... 30
ダッシュボードを表示する ......................................................................................................... 30
ダッシュボードコンポーネントの理解とデータの解釈 .................................................................... 30

カバレッジを評価する ....................................................................................................................... 33
アカウントのカバレッジの表示 ................................................................................................... 33
インスタンスのカバレッジの表示 ................................................................................................ 33
リポジトリのカバレッジの表示 ................................................................................................... 33

複数の アカウントを管理する ............................................................................................................. 35
管理者アカウントとメンバーアカウントの関係を理解する .............................................................. 35
管理者の指定 ............................................................................................................................ 36

委任管理者に関する重要な考慮事項 ..................................................................................... 36
委任された管理者の指定に必要な権限 .................................................................................. 36
委任された管理者の指定 .................................................................................................... 36

iii



Amazon Inspector ユーザーガイド

メンバーアカウントのスキャンを有効にする ................................................................................. 37
メンバーアカウントの関連付けを解除する .................................................................................... 38
委任された管理者の削除 ............................................................................................................ 39

セキュリティ .................................................................................................................................... 40
データ保護 ............................................................................................................................... 40

保管中の暗号化 ................................................................................................................. 41
送信中の暗号化 ................................................................................................................. 41

Identity and Access Management ................................................................................................ 41
Audience ......................................................................................................................... 42
アイデンティティを使用した認証 ........................................................................................ 42
ポリシーを使用したアクセスの管理 ..................................................................................... 44
Amazon Inspector で IAM を使用する方法 ............................................................................ 46
アイデンティティベースポリシー例 ..................................................................................... 51
AWS 管理ポリシー ............................................................................................................ 54
サービスリンクロールの使用 .............................................................................................. 56
トラブルシューティング .................................................................................................... 59

コンプライアンス検証 ............................................................................................................... 61
耐障害性 .................................................................................................................................. 62
基盤セキュリティ ...................................................................................................................... 62
インシデントへの対応 ............................................................................................................... 63

Amazon Inspector モニタリング .......................................................................................................... 64
CloudTrail ログ ......................................................................................................................... 64

CloudTrail での Amazon Inspector 情報 ................................................................................ 64
Amazon Inspector ログファイルエントリについて ................................................................. 65

統合 ................................................................................................................................................ 66
Amazon Inspector との統合 ........................................................................................................ 66
Amazon Inspector とSecurity Hub との統合 .................................................................................. 66
Amazon ECR 統合 .................................................................................................................... 66

統合の有効化 .................................................................................................................... 66
マルチアカウント環境との統合の使用 .................................................................................. 67

Security Hub 統合 ..................................................................................................................... 67
Amazon Inspector の調査結果を表示するAWSセキュリティハブ .............................................. 67
統合の有効化と構成 .......................................................................................................... 69
調査結果の公開を停止するAWSセキュリティハブ .................................................................. 70

Amazon Inspector を無効 ................................................................................................................... 71
サポートされるオペレーティングシステムとプログラミング言語 ............................................................. 72

サポートされるオペレーティングシステム .................................................................................... 72
サポートされるプログラミング言語 ............................................................................................. 73

クォータ .......................................................................................................................................... 75
ドキュメント履歴 .............................................................................................................................. 76
AWS 用語集 ..................................................................................................................................... 77
.................................................................................................................................................. lxxviii

iv



Amazon Inspector ユーザーガイド
機能

Amazon Inspector とは
Amazon Inspector は、継続的にスキャンする脆弱性管理サービスです。AWS脆弱性に対するワークロー
ド。Amazon Inspector は、Amazon Elastic コンテナレジストリ（Amazon ECR）に存在する Amazon 
EC2 インスタンスとコンテナイメージを自動的に検出してスキャンし、ソフトウェアの脆弱性および予期
しないネットワークへの露出がないか確認します。

ソフトウェアの脆弱性またはネットワークの問題が検出されると、Amazon Inspector は結果を作成しま
す。この結果は、脆弱性を説明し、影響を受けるリソースを特定し、脆弱性の重大度を評価し、修復ガイ
ダンスを提供します。アカウントに関する調査結果の詳細は、Amazon Inspector コンソールを使用して複
数の方法で分析できます。また、他の方法で調査結果を表示して処理することもできます。AWSのサービ
ス。詳細については、「」を参照してください。結果の概要 (p. 8)

トピック
• Amazon Inspector の特長  (p. 1)
• Amazon Inspector へのアクセス (p. 2)

Amazon Inspector の特長
複数の Amazon Inspector アカウントを一元管理する

もしあなたがAWS環境には複数のアカウントがあるため、単一のアカウントを使用して環境を一元管理で
きます。AWSOrganizations およびアカウントを Amazon Inspector の委任管理者アカウントとして指定す
る。

Amazon Inspector は、1 回のクリックで、組織全体に対して有効にできます。さらに、将来のメンバーが
組織に加入するたびに、サービスを自動的に有効にすることもできます。Amazon Inspector の委任管理者
アカウントは、組織のメンバーの調査結果データと特定の設定を管理できます。これには、すべてのメン
バーアカウントの集計結果の詳細の表示、メンバーアカウントのスキャンの有効化または無効化、および
スキャンされたリソースの確認が含まれます。AWS組織。

脆弱性とネットワークの危険性について環境を継続的にスキャンする

Amazon Inspector では、評価スキャンを手動でスケジュールまたは設定する必要はありません。Amazon 
Inspector が自動的に検出されて開始されます対象リソースのスキャン (p. 26)。Amazon Inspector は、
変更を加えるたびに自動的にリソースをスキャンして、リソースのライフサイクル全体を通じてお客様の
環境の評価を継続します。

脆弱性またはオープンなネットワークパスが特定されると、Amazon Inspector は発見 (p. 8)調査でき
るってこと この結果には、脆弱性、影響を受けるリソース、および修復の推奨事項に関する包括的な詳細
が含まれます。結果を適切に修正すると、Amazon Inspector は自動的に修正を検出し、その結果をクロー
ズします。

Amazon Inspector のリスクスコアで脆弱性を正確に評価する

Amazon Inspector は、スキャンを通じて環境に関する情報を収集するため、お客様の環境に合わせて特別
にカスタマイズされた重大度スコアを提供します。Amazon Inspector は、国内脆弱性データベース(NVD) 
脆弱性のベーススコアとコンピューティング環境に応じて調整します。たとえば、この脆弱性がネット
ワークを介して悪用可能であるが、インスタンスからインターネットへのオープンネットワークパスが
利用できない場合、サービスは Amazon EC2 インスタンスの結果の Amazon Inspector スコアを下げる
可能性があります。このスコアはCVSS 形式で、ベースの修正です一般的な脆弱性スコアリングシステ
ム（CVSS）のスコアはNVDから提供される。

Amazon Inspector ダッシュボードで、影響が大きい結果を特定する
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-Amazon Inspector ボード (p. 30)では、環境全体からの検出結果の概要について説明します。ダッシュ
ボードから、結果の詳細な詳細にアクセスできます。新しく再設計されたダッシュボードには、環境内の
スキャン範囲、最も重要な調査結果、および調査結果が最も多いリソースに関する合理化された情報が含
まれています。Amazon Inspector ダッシュボードのリスクベースの修復パネルには、インスタンスとイ
メージの最大数に影響する結果が表示されます。このパネルを使用すると、環境に最も大きな影響を与え
る結果の特定、結果の詳細の表示、推奨ソリューションの表示が簡単になります。

カスタマイズ可能なビューを使用して調査結果を管理する

ダッシュボードに加えて、Amazon Inspector コンソールには結果ビュー。このページには、環境に関す
るすべての結果が表示され、個々の結果の詳細が示されます。カテゴリまたは脆弱性の種類別にグループ
化された結果を表示できます。各ビューで、フィルターを使用して結果をさらにカスタマイズできます。
フィルタを使用して、ビューから不要な結果を非表示にする抑制ルールを作成することもできます。

Amazon Inspector のユーザーは、フィルターと抑制ルールを使用して、すべての結果またはカスタマイズ
された調査結果を表示する検索レポートを生成できます。レポートは CSV または JSON 形式で生成でき
ます。

他のサービスおよびシステムによる調査結果の監視と処理

他のサービスやシステムとの統合をサポートするために、Amazon InspectorAmazon EventBridge に調
査結果を公開します (p. 20)イベントを見つけることとして。EventBridge は、次のようなターゲット
に検出結果データをルーティングできるサーバーレスイベントバスサービスです。AWSLambda 関数と 
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピック。EventBridge を使用すると、既存のセ
キュリティおよびコンプライアンスワークフローの一部として、ほぼリアルタイムで調査結果を監視およ
び処理できます。

を有効にしている場合AWS Security Hub (p. 67)とすると、Amazon Inspector もSecurity Hub に検出
結果を公開する (p. 66)。Security Hub は、セキュリティ状態の包括的なビューを提供するサービスで
す。AWS環境とは、セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスに照らしてお使いの環境をチェッ
クするのに役立ちます。Security Hub を使用すると、組織のセキュリティ姿勢の広範な分析の一環とし
て、調査結果をより簡単に監視および処理できます。AWS。

Amazon Inspector へのアクセス
Amazon Inspector は、ほとんどの地域で利用可能ですAWS地域。Amazon Inspector が現在使用でき
るリージョンのリストについては、「」Amazon Inspector エンドポイントとクォータのAmazon Web 
Services 全般リファレンス。詳細を確認するトピックAWSリージョン、「」を参照してください管理
AWSリージョンのAmazon Web Services 全般リファレンス。Amazon Inspector では、以下の方法で操作
できます。

AWSマネジメントコンソール

-AWSManagement Console は、作成および管理に使用できるブラウザベースのインターフェイスで
す。AWSリソースの使用料金を見積もることができます。そのコンソールの一部として、Amazon 
Inspector コンソールは Amazon Inspector アカウントとリソースへのアクセスを提供します。Amazon イ
ンスペクタのタスクは、Amazon Inspector Amazon Inspector コンソールから実行できます。

AWSコマンドラインツール

とAWSコマンドラインツールを使用すると、Amazon Inspector タスクを実行するために、システムのコマ
ンドラインでコマンドを発行できます。コマンドラインを使用すると、コンソールを使用するよりも高速
で便利になります。コマンドラインツールは、 の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には、2 セットのコマンドラインツールが用意されています。AWS Command Line Interface(AWS 
CLI) とAWSTools for PowerShell。のインストールおよび使用の詳細については、AWSCLI については、
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を参照してください。AWSコマンドラインインターフェイスユーザーガイド。Tools for PowerShell のイ
ンストールおよび使用の詳細については、AWSTools for PowerShell ユーザーガイド。

AWS SDK

AWSには、さまざまなプログラミング言語とプラットフォーム (Java、Go、C++、.NET など) のライブラ
リとサンプルコードで構成されています。SDK は、Amazon Inspector などのプログラムによる便利なア
クセスを提供します。AWSのサービス。また、暗号署名によるリクエスト、エラーの管理、リクエストの
自動再試行などのタスクも処理します。のインストールおよび使用の詳細については、AWSSDK について
は、を参照してください。構築するツールAWS。

Amazon Inspector レスト API

Amazon Inspector REST API を使用すると、Amazon Inspector のアカウントとリソースへの包括的なプロ
グラムによるアクセスを提供します。この API を使用すると、HTTPS リクエストを Amazon Inspector に
直接送信できます。ただし、AWSコマンドラインツールと SDK を使用する場合、リクエストに署名する
ハッシュの生成など、低レベルの詳細な作業をアプリケーションで処理する必要があります。
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開始する前に

Amazon Inspector の開始方法
このチュートリアルでは、Amazon Inspector の使用開始を支援するクイックセットアップ方法について説
明します。

ステップ 1 では、スタンドアロンアカウント、または Amazon Inspector の委任管理者として Amazon 
Inspector のスキャンを有効にする方法について説明します。AWS Organizationsマルチアカウント環境
で。

ステップ 2 では、コンソールで調査結果を実践的に調べることができます。

Note

このチュートリアルでは、現在のリージョンでタスクを完了します。他のリージョンで Amazon 
Inspector を設定するには、そのリージョンで以下の手順を実行する必要があります。

トピック
• 開始する前に (p. 4)
• ステップ 1: Amazon Inspector を有効にする  (p. 5)
• ステップ 2: Amazon Inspector の結果を表示する (p. 7)

開始する前に
Amazon Inspector は、Amazon EC2 インスタンスと Amazon ECR コンテナイメージを継続的にスキャン
する脆弱性管理サービスで、ソフトウェアの脆弱性および意図しないネットワークへの露出がないか確認
します。

Amazon Inspector を有効にする前に、次の点に注意してください。:

• Amazon Inspector はリージョナルサービスです。このチュートリアルで実行する設定手順はすべ
て、Amazon Inspector で監視するリージョンごとに繰り返す必要があります。

• Amazon Inspector では、EC2 スキャンまたは ECR コンテナイメージスキャンのいずれか、またはその
両方を柔軟に有効にできます。スキャンの種類は、Amazon インスペクターコンソール内のアカウント
管理ページから、または Amazon インスペクター API を使用して管理できます。

• Amazon EC2 のスキャンでは、Amazon EC2 インスタンスに CVE 脆弱性データを提供するため
に、Amazon Inspector はAWS Systems Manager(SSM) エージェントがインストールされ、有効にな
ります。このエージェントはにプレインストールされています。多くの Amazon EC2 インスタンスだ
が、そうする必要があるかもしれない手動で有効にする。SSM エージェントのステータスにかかわら
ず、すべての Amazon EC2 インスタンスがネットワーク到達性の問題をスキャンします。Amazon EC2 
のスキャンの設定の詳細については、「」を参照してください。Amazon EC2 インスタンスのスキャ
ン (p. 26)。

• で、管理者権限を持つすべてのユーザーAWSアカウントで Amazon Inspector を有効にできます。た
だし、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って、Amazon Inspector を管理するた
めに 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。Amazon Inspector を有
効にするために必要なアクセス許可の詳細については、「」を参照してください。AWS管理ポリシー: 
AmazonInspector2 フルアクセス (p. 54)。

• どのリージョンでも Amazon Inspector を初めて有効にすると、というアカウントに対して、サービスに
リンクされたロールがグローバルに作成されます。AWSServiceRoleForAmazonInspector2。この
ロールには、Amazon Inspector がソフトウェアパッケージの詳細を収集し、脆弱性の結果を生成するた
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めに VPC 設定を分析できるようにする権限と信頼ポリシーが含まれます。詳細については、「」を参照
してくださいAmazon Inspector でのサービスにリンクされたロールの使用 (p. 56) サービスにリンク
されたロールの詳細については、「」を参照してください。サービスにリンクされたロールの使用。

ステップ 1: Amazon Inspector を有効にする
Amazon Inspector を使用する最初のステップは、アカウントで有効化することです。Amazon インスペク
タのスキャンタイプを有効にすると、Amazon Inspector はすべての適格なリソースの検出とスキャンを直
ちに開始します。

集中管理アカウントを使用して組織内の複数のアカウントの Amazon Inspector を管理する場合
は、Amazon Inspector の委任管理者を割り当てる必要があります。以下のいずれかのオプションを選択し
て、環境で Amazon Inspector を有効にする方法を学習します。

Standalone account environment

1. で Amazon Inspector コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/ 
home。

2. [Get Started] を選択します。
3. 選択Amazon Inspector を有効にする。

スタンドアロンアカウントで Amazon Inspector を有効にすると、デフォルトですべてのスキャンタイ
プが有効になります。有効なスキャンの種類は、Amazon インスペクターコンソール内のアカウント
管理ページから、または Amazon インスペAmazon Inspector API を使用して管理できます。Amazon 
Inspector を有効にすると、すべての適格なリソースが自動的に検出され、スキャンが開始されます。
次のスキャンタイプの情報を確認して、デフォルトでどのリソースが適格であるかを理解してくださ
い。

Amazon EC2 のスキャン

EC2 インスタンスに一般的な脆弱性およびエクスポージャー (CVE) データを提供するため
に、Amazon Inspector では、AWSSystems Manager (SSM) エージェントがインストールされ、
有効化されています。このエージェントは多くの EC2 インスタンスにプレインストールされてい
ますが、手動で有効にする必要がある場合があります。SSM エージェントのステータスにかかわ
らず、すべての EC2 インスタンスがネットワーク到達性の問題をスキャンします。Amazon EC2 
のスキャンの設定の詳細については、「」を参照してください。Amazon Inspector を使用した 
Amazon EC2 インスタンスのスキャン (p. 26)。

Amazon ECR スキャン

Amazon ECR スキャンを有効にすると、Amazon Inspector はデフォルトに設定されたプライベー
トレジストリ内のすべてのコンテナリポジトリを変換します。ベーシックスキャンAmazon ECR 
から提供される拡張スキャン継続的なスキャンで。オプションで、オンプッシュのみのスキャ
ンや、インクルージョンルールを使用して選択したリポジトリをスキャンするように、この設
定を構成できます。Amazon ECR のスキャンの設定の詳細については、「」を参照してくださ
い。Amazon インスペクターで Amazon ECR コンテナイメージをスキャンする (p. 27)。

Multi-account environment

Important

これらの手順を実行するには、管理するすべてのアカウントと同じ組織に所属し、AWS 
Organizations組織内の Amazon Inspector の管理者を委任するための管理アカウント。管理
者の委任には、追加の権限が必要になる場合があります。詳細については、「」を参照して
ください委任された管理者の指定に必要な権限 (p. 36)
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Amazon Inspector の管理者を委任するには

1. にログインするAWS Organizations管理アカウント。
2. で Amazon Inspector コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/ 

home。
3. 内の委任された管理者ペインで、の 12 桁の ID を入力します。AWS組織の Amazon Inspector 委

任管理者として指定するアカウント。次に [] を選択します。委任管理。

Note

Amazon Inspector は、管理者が委任すると、アカウントに対して有効になります。

Amazon Inspector は現在 EC2 インスタンスのスキャンと ECR コンテナイメージのスキャンを提供し
ています。Amazon Inspector を有効にすると、すべての適格なリソースの検出とスキャンが自動的に
開始されます。次のスキャンタイプの情報を確認して、デフォルトでどのリソースが適格であるかを
理解してください。

Amazon EC2 のスキャン

EC2 インスタンスに CVE 脆弱性データを提供するために、Amazon Inspector で
は、AWSSystems Manager (SSM) エージェントがインストールされ、有効化されています。こ
のエージェントは多くの Amazon EC2 インスタンスにプレインストールされていますが、手動
で有効にする必要がある場合があります。SSM エージェントのステータスにかかわらず、すべ
ての Amazon EC2 インスタンスがネットワーク到達性の問題をスキャンします。Amazon EC2 
のスキャンの設定の詳細については、「」を参照してください。Amazon Inspector を使用した 
Amazon EC2 インスタンスのスキャン (p. 26)。

Amazon ECR スキャン

Amazon ECR スキャンを有効にすると、Amazon Inspector はデフォルトに設定されたプライ
ベートレジストリ内のすべてのコンテナリポジトリを変換します。ベーシックスキャンAmazon 
ECR から提供される拡張スキャン連続スキャンで。オプションで、オンプッシュのみのスキャ
ンや、インクルージョンルールを使用して選択したリポジトリをスキャンするように、この設
定を構成できます。Amazon ECR のスキャンの設定の詳細については、「」を参照してくださ
い。Amazon インスペクターで Amazon ECR コンテナイメージをスキャンする (p. 27)。

メンバーアカウントを追加するには

委任管理者として、Organizations 管理アカウントに関連付けられているメンバーに対して、Amazon 
EC2 スキャン、Amazon ECR スキャン、またはその両方を有効にできます。このワークフローでは、
すべてのメンバーアカウントのスキャンが有効になります。ただし、メンバーは自分のアカウントで 
Amazon Inspector を有効にすることも、委任された管理者によってサービスを選択的に有効にするこ
ともできます。詳細については、「」を参照してください複数の アカウントを管理する (p. 35)

1. 委任管理者アカウントにログインします。
2. で Amazon Inspector コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/ 

home。
3. ナビゲーションペインで、[] を選択します。アカウント管理。-アカウント表には、Organizations 

管理アカウントに関連付けられているすべてのメンバーアカウントが表示されます。
4. からアカウント管理ページで、を選択できます。すべてのアカウントのスキャンを有効にす

るトップバナーから、組織内のすべてのアカウントで Amazon EC2 インスタンスと Amazon 
ECR コンテナイメージのスキャンの両方を有効にします。または、でメンバーを選択して、メン
バーとして追加するアカウントを選択できます。アカウントテーブル。次に、の有効化メニュー
で、すべてのスキャン。

5. (オプション) をオンにします。自動有効化機能を選択し、組織に追加された新しいメンバーアカ
ウントのスキャンを有効にするために、含めるスキャンの種類を選択します。
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ステップ 2: Amazon Inspector の結果を表示する
Amazon Inspector コンソールまたは API によって、環境の調査結果を表示できます。すべての調査結果も
Amazon EventBridgeにプッシュされ、AWS Security Hub(有効な場合)。さらに、コンテナイメージの結果
は Amazon ECR にプッシュされます。

Amazon Inspector コンソールには、調査結果に対して複数の異なる表示形式が用意されていま
す。Amazon Inspector ダッシュボードには、環境に対するリスクの概要が表示されます。一方、結果テー
ブルでは、特定の結果の詳細を表示することができます。

このステップでは、結果の詳細を調べます。結果表および調査結果ダッシュボード。Amazon Inspector 
ダッシュボードの詳細については、「」を参照してください。ダッシュボードについて (p. 30)。

Amazon Inspector コンソールで環境に関する調査結果の詳細を表示するには、次の手順を実行します。

1. で Amazon Inspector コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home。
2. ナビゲーションペインで、[] を選択します。ダッシュボード。ダッシュボード内の任意のリンクを選

択して、Amazon Inspector コンソールでそのアイテムの詳細を含むページに移動できます。
3. ナビゲーションペインで、[] を選択します。結果。
4. デフォルトでは、すべての結果タブ。環境に関するすべての EC2 インスタンスおよび ECR コンテナ

イメージの結果が表示されます。
5. 左結果リストで、[検索] の名前を役職列をクリックして、その結果の詳細ウィンドウを開きます。す

べての検出結果において結果の詳細タブ。とやりとりできる結果の詳細タブは次の方法で行います。

• 脆弱性について詳しくは、の「」のリンクを参照してください。脆弱性詳細セクションで、この脆
弱性のドキュメントを開きます。

• リソースをさらに調査するには、リソース ID内のリンク影響を受けるリソースセクションを開き、
影響を受けるリソースのサービスコンソールを開きます。

パッケージの脆弱性についてタイプ調査結果にはInspector のスコア内訳タブでは、その結果に対する 
Amazon Inspector のスコアがどのように計算されたかを説明しています。の結果タイプの詳細につい
ては、「」を参照してください。Amazon Inspector でのタイプの検索 (p. 8)。
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結果の概要
Amazon Inspector での調査結果は、リソースの 1 つに影響を与える潜在的な脆弱性に関する詳細なレポー
トです。Amazon Inspector は、Amazon EC2 インスタンスの潜在的な脆弱性、または Amazon ECR リポ
ジトリ内のコンテナイメージ内の潜在的なソフトウェアの脆弱性を検出するたびに結果を生成します。各
検索結果には、検出された脆弱性に基づいてタイトルが付けられ、重大度評価、影響を受けるリソースに
関する情報、および報告された脆弱性の修復方法などの追加の詳細が提供されます。

Amazon Inspector は、コンピューティング環境を継続的にスキャンし、修復されたことを検出するまでア
クティブな結果を保存します。修正された結果は自動的に検出され、終了され、30 日後に削除されます。
結果には、次に示す状態のいずれかを割り当てることができます。

アクティブ

この結果は Amazon Inspector によって識別され、まだ修正されていません。アクティブな結果には抑
制ルールが適用され、該当する場合は、ステータスがに変更されます。抑制。

抑制

この結果は、1 つ以上の抑制ルールの 1 つ以上の基準を満たしています。抑制された結果は、ほとん
どのビューでは非表示になります。ただし、結果の抑制リスト。結果の抑制の詳細については、「」
を参照してください。サプレッションルール (p. 14)

クローズ

脆弱性が修復されると、Amazon Inspector はその脆弱性を自動的に検出し、結果の状態を「クロー
ズ」に変更します。他の変更がない場合、終了した調査結果は 30 日後に削除されます。

トピック
• Amazon Inspector でのタイプの検索 (p. 8)
• Amazon Inspector の調査結果の特定と分析  (p. 9)
• サマリーを見つける (p. 10)
• Amazon Inspector の結果の重要度レベル (p. 10)

Amazon Inspector でのタイプの検索
Amazon Inspector は、以下の結果を生成します。AWSリソース。Amazon EC2 インスタンス、および 
Amazon ECR リポジトリに常駐するコンテナイメージ。

Amazon Inspector によって識別される検索タイプは次のとおりです。

パッケージの脆弱性
パッケージの脆弱性結果は、共通の脆弱性識別子 (CVE) に曝露されている環境内のソフトウェアパッケー
ジを識別します。攻撃者は、これらのパッチが適用されていない脆弱性を悪用して、データの機密性、完
全性、可用性を侵害したり、他のシステムにアクセスしたりできます。CVE システムは、セキュリティの
脆弱性や曝露についての既知の情報を参照する方法です。詳細については、「https://cve.mitre.org/」を参
照してください。

パッケージの脆弱性の調査結果は、Amazon EC2 インスタンスと ECR コンテナイメージの両方に対して
生成されます。
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Network Reachility
Network Reachability の結果は、環境内に Amazon EC2 インスタンスへの許可されたネットワークパ
スがあることを示します。これらの結果は、TCP ポートと UDP ポートがインターネットゲートウェイ 
(Application Load Balancer または Classic Load Balancer の背後のインスタンスを含む)、VPC ピアリング
接続、または仮想ゲートウェイを介した VPN などの VPC エッジから到達可能場合に表示されます。これ
らの結果では、管理が誤っているセキュリティグループ、ACL、IGW など、過度に許容される可能性のあ
るネットワーク設定や、潜在的に悪意のあるアクセスを許可する可能性のあるネットワーク設定について
説明します。

ネットワーク到達可能性調査結果は、Amazon EC2 リソースに対してのみ生成されます。

Amazon Inspector は、ネットワークパスをスキャンするときに、次の設定を評価します。

• Amazon EC2 インスタンス
• Application Load Balancer
• Direct Connect
• Elastic Load Balancers
• Elastic Network Interface
• インターネットゲートウェイ
• ネットワークアクセスコントロールリスト
• ルートテーブル
• セキュリティグループ
• Subnetshttps://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Subnets.html
• Virtual Private Cloud
• 仮想プライベートゲートウェイ
• VPC エンドポイント
• VPC ゲートウェイエンドポイント
• VPC ピアリング接続
• VPN 接続

Amazon Inspector の調査結果の特定と分析
Amazon Inspector の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. で Amazon Inspector コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home。
2. 左結果テーブルで、検索名を役職列をクリックして、詳細ウィンドウを開きます。
3. （オプション）ナビゲーションペインまたは結果テーブルからそのカテゴリを選択して、次のカテゴ

リ別にグループ化された結果を表示できます。

• 脆弱性
• アカウント
• インスタンス
• コンテナイメージ
• リポジトリ
• すべての結果

各結果の詳細は、結果タイプ、関連リソース、脆弱性タイプによって異なります。使用可能な結果フィー
ルドの詳細については、次のセクションを参照してください。
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サマリーを見つける
Amazon Inspector コンソールでは、検索の概要セクションで検索結果の詳細を表示できます。検索の詳細
は検索タイプによって異なります。

詳細を検索する
結果リスト内の行を選択して、その結果のすべてのオカレンス、詳細、推奨される是正、重大度スコアを
表示します。「」を参照してください。Amazon Inspector の結果の重要度レベル (p. 10)スコアリング
の詳細については。検索結果のタイトルを選択して、特定の情報を表示します。

発見のの詳細タブには、次の情報を含む、検索の基本的な識別機能が含まれています。

• 概要— 影響を受けるリソースを所有するアカウントの ID、検出の重大度、脆弱性のタイプ、および検出
が最後に検出された日時。

• 影響を受けるパッケージ— 結果の影響を受けるパッケージの名前、バージョン、およびパッケージマ
ネージャ。

• 脆弱性詳細— 調査結果の国家脆弱性データベース（NVD）リスト、発見の重大度スコア、およびス
コアリングの詳細へのリンクです。「」を参照してください。Amazon Inspector の結果の重要度レベ
ル (p. 10)重大度スコアリングの詳細については。

• 関連する脆弱性— 発見に関連するその他の脆弱性。
• 影響を受けるリソース— リソース ID やタイプなど、この結果の影響を受けるリソースに関する情報。
• タグ— リソースに関連するタグ。
• 修復— 結果を修正するための推奨アクションの簡単な説明。

-スコアの内訳タブには、結果のスコアリングの詳細が表示されます。ここでは、調査結果の評価方法
と、Inspector のスコアの計算方法に関する包括的な指標を確認できます。

Amazon Inspector の結果の重要度レベル
Amazon Inspector が脆弱性の検出を生成すると、検出に重大度が自動的に割り当てられます。発見の重大
度は、発見の主な特徴を反映しているため、調査結果の評価と優先順位付けに役立ちます。結果の重要度
は、影響を受けるリソースが組織に持つ可能性のある重要度または重要度を意味するものではなく、それ
以外の場合は示しません。

結果の重大度評価は、次のように表されます。非トリアージド,情報提供,低い,中,高い, またはクリティカ
ル。このレーティングは数値スコアによって駆動されます。スコアが決定される方法は、脆弱性がソフト
ウェアパッケージに含まれているか、ネットワーク到達可能性によって検出されたかに基づきます。重大
度評価がどのように決定されるかについては、これら 2 つの脆弱性の種類に関する以下のセクションを参
照してください。

スコアの内訳
結果のスコア内訳セクションでは、ソフトウェアパッケージの Amazon Inspector のスコアとベンダースコ
アの組み合わせに基づいて、重大度評価がどのように割り当てられたかを説明します。

Amazon Inspector スコ
Amazon Inspector のリスクスコアは、一般的な脆弱性およびエクスポージャー (CVE) 情報をネットワーク
の到達可能性結果およびエクスプロイタビリティデータと相関させることによって、各調査結果に対して
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生成される高度にコンテキスト化されたスコアです。このスコアにより、調査結果に優先順位を付け、最
も重要な調査結果と脆弱なリソースに焦点を当てることができます。Amazon Inspector のスコアがどのよ
うに計算されたか、スコアに影響した要因はスコアの内訳[結果詳細] ペイン内の [] タブ。

Amazon Inspector は、全国脆弱性データベース(NVD) 脆弱性の基本スコアと、コンピューティング環境に
応じて調整します。たとえば、この脆弱性がネットワーク上で悪用可能であるが、インターネットから脆
弱なインスタンスへのオープンなネットワークパスがない場合に、サービスによって Amazon Inspector の
スコアが低下する可能性があります。Amazon Inspector のスコアは、特定の環境で最も重大な脆弱性を強
調することで、調査結果の優先順位付けに役立ちます。このスコアはCVSS 形式で、ベースの修正です一
般的な脆弱性スコアリングシステム（CVSS）のスコアはNVDから提供される。

ソフトウェアパッケージの脆弱性スコアリング
Amazon Inspector は、ソフトウェアパッケージの脆弱性の重大度スコアリングの基礎として NVD/CVSS 
スコアを使用します。NVD/CVSS スコアは、NVD によって公開され、CVSS によって定義される脆弱性
の重大度スコアです。NVD/CVSS スコアは、攻撃の複雑さ、エクスプロイトコードの成熟度、必要な権限
などのセキュリティメトリックの構成です。Amazon Inspector は、脆弱性の重大度を反映した 1 ～ 10 の
数値スコアを生成します。このスコアは基本スコアと見なされます。これは、時間の経過とともに一定の
固有特性に従って脆弱性の重大度を反映し、デプロイされた環境全体で妥当な最悪の場合の影響を前提と
しています。CVSS v3 規格CVSS スコアは、次の重大度評価にマッピングされます。

スコア レーティング

0 Informational

0.1 - 3.9 Low

4.0 - 6.9 Medium

7.0 - 8.9 High

9.0 - 10.0 Critical

Network 到達可能性スコア
ネットワーク到達可能性の脆弱性の重大度は、公開されるサービス、ポート、プロトコル、およびオー
プンパスのタイプによって決まります。重大度の評価は、次の表で定義されています。内の値Open path 
RATE列は、仮想ゲートウェイ、ピア接続された VPC、および Direct Connect ネットワークからのオープ
ンパスを表します。他のすべての公開サービス、ポート、およびプロトコルには、情報重要度評価が設定
されています。

サービス TCP ポート UDP ポート インターネットパ
スの評価

Open path RATE

DHCP 67, 68, 546, 547 67, 68, 546, 547 Medium Informational

Elasticsearch 9300, 9200 NA Medium Informational

FTP 21 21 High Medium

Global catalog 
LDAP

3268 NA Medium Informational

Global catalog 
LDAP over TLS

3269 NA Medium Informational

HTTP 80 80 Low Informational
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HTTPS 443 443 Low Informational

Kerberos 88, 464, 543, 544, 
749, 751

88, 464, 749, 750, 
751, 752

Medium Informational

LDAP 389 389 Medium Informational

LDAP over TLS 636 NA Medium Informational

MongoDB 27017, 27018, 
27019, 28017

NA Medium Informational

MySQL 3306 NA Medium Informational

NetBIOS 137, 139 137, 138 Medium Informational

NFS 111, 2049, 4045, 
1110

111, 2049, 4045, 
1110

Medium Informational

Oracle 1521, 1630 NA Medium Informational

PostgreSQL 5432 NA Medium Informational

Print services 515 NA High Medium

RDP 3389 3389 Medium Low

RPC 111, 135, 530 111, 135, 530 Medium Informational

SMB 445 445 Medium Informational

SSH 22 22 Medium Low

SQL Server 1433 1434 Medium Informational

Syslog 601 514 Medium Informational

Telnet 23 23 High Medium

WINS 1512, 42 1512, 42 Medium Informational
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調査結果の管理
Amazon Inspector では、調査結果を並べ替え、グループ化、管理するためのいくつかの方法があります。
これらの機能によって、環境に合わせて結果を調整したり、さまざまなビューによって結果の集計を行
い、特定の特定の脆弱性に焦点を当てたりすることができます。AWS環境。

結果はその状態 (アクティブ、抑制、またはクローズ) に基づいて、さまざまなビューに表示されます。デ
フォルトでは、各ビューにはアクティブな結果のみが表示されます。アクティブな結果は、潜在的な脆弱
性または脅威を示す Amazon Inspector によって検出された潜在的なセキュリティ上の問題を表します。抑
制された結果とは、抑制ルールを使用して除外したアクティブな結果です。Amazon Inspector は、検索結
果が修正されたことを検出すると、自動的に結果のステータスを [完了] に設定します。調査結果を手動で
閉じることはありません。

でのの検出結果を確認することもできます。AWS Security Hubなど、セキュリティ状態の包括的なビュー
を提供するサービス。AWS環境。詳細については、「」を参照してくださいAWS Security Hub との統
合 (p. 67) コンテナイメージの結果は Amazon ECR コンソールでも使用でき、すべての結果をAWS 
Command Line Interface(AWS CLI) またはAPI。

トピック
• 結果の表示 (p. 13)
• 結果のフィルタリング (p. 14)
• サプレッションルール (p. 14)
• 結果のレポートのエクスポート (p. 16)
• Amazon EventBridge を使用して、Amazon Inspector の調査結果に対するカスタムレスポンスを作成

する (p. 20)

結果の表示
Amazon Inspector コンソールは、関連するグループに基づいて、タブ付きビューに結果を表示します。各
ビューには、特定の脆弱性の分析、最も脆弱なリソースの特定、環境における脆弱性の全体的な影響の測
定に役立つ情報が含まれています。結果リストの上にあるタブを選択すると、別の結果ビューに移動でき
ます。また、各タブにフィルタを作成して、特定のタイプの結果に焦点を当てることもできます。フィル
タを使用する方法については、「結果のフィルタリング (p. 14)」を参照してください。

調査結果は、次のパラメータでグループ化できます。

• すべての結果：環境に関する調査結果の完全なリストを表示します。これは、[] に移動するときのデ
フォルトビューです。結果ページで. このビューでは、アクティブ、抑制、および閉じた結果でフィルタ
リングできます。

• 脆弱性：環境内で検出された最も重要な脆弱性を識別します。このビューから脆弱性のタイトルを選択
して、詳細情報を含む詳細ウィンドウを開きます。

• アカウント— アカウントをリストし、Amazon Inspector のカバレッジと総数を表示します非常事態そし
て高各アカウントの重要度の調査結果。このグループ化は、委任された管理者のみが使用できます。

• インスタンス— 環境内で最も脆弱な Amazon EC2 インスタンスを特定します。
• コンテナイメージ— 環境内で最も脆弱な Amazon ECR コンテナイメージを識別します。
• リポジトリ— 脆弱性が最も多いリポジトリを表示します。

フィルタに基づいて抑制ルールを作成して、結果ビューから結果を除外できます。詳細については、「」
を参照してくださいサプレッションルール (p. 14)
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結果のフィルタリング
検索フィルタを使用すると、指定した条件に一致する結果のみを表示できます。フィルタ条件に一致しな
い結果が、ビューから除外されます。Amazon Inspector コンソールを使用して、検索フィルターを作成で
きます。これらのフィルタを使用して、既存および将来の調査結果を自動的に抑制するには、を参照して
ください。サプレッションルール (p. 14)。

Amazon Inspector コンソールでフィルターを作成する
各結果ビューで、フィルタ機能を使用して、特定の特性を持つ結果を見つけることができます。別のタブ
ビューに移動すると、フィルタが削除されます。

フィルタは、フィルタ条件で構成されます。フィルタ基準は、フィルタ属性とフィルタ値のペアで構成さ
れます。フィルタ条件に一致しない結果が、結果リストから除外されます。たとえば、管理者アカウント
に関連付けられているすべての結果を表示するには、AWSアカウント ID 属性と 12 桁の値とペアリングし
ますAWSアカウント ID。

結果のビューにフィルタを適用するには

1. で Amazon Inspector コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home。
2. ナビゲーションペインで [Findings] を選択します。デフォルトビューには、すべての結果がアクティ

ブstatus。
3. 条件によって結果をフィルタリングするには、フィルタを追加するバーをクリックすると、その

ビューに適用可能なすべてのフィルタ条件のリストが表示されます。さまざまなビューで、さまざま
なフィルタ条件を使用できます。

4. リストからフィルタを適用する条件を選択します。
5. 基準入力ペインで、目的のフィルタ値を入力して、その基準を定義します。
6. 選択適用をクリックして、そのフィルタ基準を現在の結果に適用します。フィルタ入力バーを再度選

択すると、他のフィルタ条件を引き続き追加できます。
7. （オプション）抑制された結果または終了した結果を表示するには、アクティブフィルタバーで、

[] を選択します。抑制されたまたはクローズ。選択すべてを表示をクリックして、同じビューにアク
ティブ、抑制、および閉じた結果を表示します。

サプレッションルール
抑制ルールを使用して、指定した条件に一致する Amazon Inspector の結果を自動的に除外できます。た
とえば、脆弱性スコアが低いすべての結果を抑制するルールを作成できます。これにより、お客様にとっ
て最も重要な調査結果のみにビューを集中させることができます。抑制ルールは結果自体に影響を与え
ず、Amazon Inspector が結果を生成するのを妨げることはありません。抑制ルールは、結果のリストを
フィルタリングするためにのみ使用されます。

Amazon Inspector が抑制ルールに一致する新しい結果を生成した場合、サービスは自動的に結果のステー
タスを次のように設定します。抑制された。デフォルトでは、抑制ルールの条件に一致する結果は表示さ
れません。

Amazon Inspector は、修正されるまで抑制された結果を保存します。Amazon Inspector は修復された結
果を検出し、自動的に閉じます。終了した調査結果は 30 日間保存され、さらに調査結果にアクティビ
ティがない場合は削除されます。

抑制された調査結果は、イベントとして公開されます。AWSSecurity Hub。ただし、Amazon EventBridge 
には公開されていません。

抑制ルールは、結果を閉じたり、修正したりしません。デフォルトでは、検索結果がリストに表示される
かどうかにのみ影響します。サプレッションの結果は Amazon Inspector コンソールでいつでも表示できま
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す。Amazon Inspector は、問題が修復されたことを検出すると、抑制された結果のステータスを自動的に
クローズに変更します。

サプレッションルールの作成
抑制ルールを作成して、デフォルトで表示される結果のリストをフィルタリングできます。

サプレッションルールを作成するには

1. で Amazon Inspector コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home。
2. ナビゲーションペインで、[] を選択します。サプレッションルール。次に [] を選択します。ルールの

作成。
3. 各基準について、以下を実行します。

• フィルタバーを選択すると、抑制ルールに追加できるフィルタ条件のリストが表示されます。
• 抑制ルールのフィルタ条件を選択します。

4. 条件を追加したら、ルールの名前と説明 (オプション) を入力します。
5. 選択ルールの保存。Amazon Inspector は直ちに新しい抑制ルールを適用し、条件に一致する結果はす

べて非表示にします。

サプレッション結果の表示
デフォルトでは、Amazon Inspector は Amazon Inspector クターコンソールに抑制された結果を表示しま
せん。ただし、特定のルールによって抑制された結果を表示できます。

抑制された結果を表示するには

1. で Amazon Inspector コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home。
2. ナビゲーションペインで、[] を選択します。サプレッションルール。
3. [抑制ルール] リストで、ルールのタイトルを選択します。

サプレッションルールの変更
サプレッションルールはいつでも変更できます。

サプレッションルールを変更するには

1. で Amazon Inspector コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home
2. ナビゲーションペインで、[] を選択します。サプレッションルール。
3. 変更するサプレッションルールのタイトルを選択します。
4. 目的の変更を行い、[] を選択します。保存をクリックして、ルールを更新します。

サプレッションルールの削除
抑制ルールは削除できます。抑制ルールを削除すると、Amazon Inspector は、ルールの条件を満たし、他
のルールによって抑制されない結果の新規および既存のオカレンスの抑制を停止します。

抑制ルールを削除すると、ルールの基準を満たす新しい結果および既存のオカレンスのステータスが
になります。アクティブ。つまり、デフォルトで Amazon Inspector コンソールに表示されます。さら
に、Amazon Inspector はこれらの調査結果をAWSイベントとしてSecurity Hub とAmazon EventBridge。
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サプレッションルールを削除するには

1. で Amazon Inspector コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home。
2. ナビゲーションペインで、[] を選択します。サプレッションルール。
3. 削除するサプレッションルールのタイトルの横にあるチェックボックスをオンにします。
4. 選択削除の順に選択し、ルールを完全に削除するかどうかの選択を確認します。

結果のレポートのエクスポート
Amazon Inspector は、結果を EventBridge に、オプションで Amazon S3 バケットに自動的にエクスポー
トします。

アクティブな調査結果を Amazon S3 バケットにエクスポートするには、Amazon Inspector が結果を暗号
化するために使用できる KMS キーと、Amazon Inspector がオブジェクトをアップロードできるようにす
るアクセス許可を持つ S3 バケットが必要です。

レポートは、Amazon インスペクターコンソールまたは Amazon インスペクタ API を使用して、CSV ま
たは JSON 形式で生成できます。委任された管理者、メンバー、およびスタンドアロンアカウントを持つ
すべてのユーザーは、レポートを生成およびエクスポートできます。単一のレポートにすべての結果を含
む完全なレポートを生成するか、コンソールに追加されたビューフィルタに基づいてカスタマイズされた
レポートを生成するかを選択できます。

カスタマイズされたレポートを作成するには、レポートを生成する前にビューフィルタを追加します。た
とえば、アカウントの重要な結果のみを含むカスタマイズされたレポートを作成したい委任管理者アカウ
ントのユーザーは、レポートを生成する前に 2 つのフィルタ (アカウント = 'X'、重大度 = 'critical') を適用
できます。

一度に 1 つのレポートのみ生成できます。レポートが進行中の場合、進行中のレポートが完了し S3 バ
ケットにプッシュされるまで、新しいレポートを生成できません。

結果のエクスポートを構成するために必要な権限
結果のエクスポートオプションを設定するときは、結果を保存する Amazon S3 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。Amazon Inspector アクションに対するアクセス権限に加えて、
結果のエクスポートオプションを正常に設定するには、以下のアクションに対するアクセス権限も必要で
す。

• kms:ListAliases

• s3:CreateBucket

• s3:GetBucketLocation

• s3:ListAllMyBuckets

• s3:PutBucketAcl

• s3:PutBucketPublicAccessBlock

• s3:PutBucketPolicy

• s3:PutObject

Important

ポリシーが明示的に拒否した場合s3:putObjectAclの場合、調査結果をエクスポートすること
はできません。
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KMS キーへの Amazon Inspector のアクセス許可の付
与
Amazon Inspector は、を使用して Amazon S3 バケット内の結果データを暗号化します。AWSKMS 
キー。結果のエクスポートを正常に設定するには、まず Amazon Inspector に KMS キーを使用するアクセ
ス権限を付与する必要があります。権限を付与するには、以下を実行します。キーポリシーの変更使用す
るキー、または新しいキーを作成します。

Amazon Inspector の結果に新しいキーを使用する場合は、キーを作成する先に進む前に。別のアカウン
トでキーを使用している場合は、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 Amazon リソースネーム 
(ARN) も必要です。

Amazon Inspector でキーを使用できるようにキーポリシーを変更または作成するには

1. AWS KMS コンソール (https://console.aws.amazon.com/kms) 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。

キーは結果のエクスポート先の Amazon S3 バケットと同じリージョンに存在する必要があります。
ただし、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key pair を使用できます。

4. キーを選択し、からキー ARN を書き留めます。一般的な設定ペイン。
5. []キーポリシーで、編集。[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. Amazon Inspector のキーへのアクセス権をポリシーに付与する次のステートメントを追加します。こ

のステートメントを使用すると、Amazon Inspector でポリシーを変更するためのキーのみを使用でき
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ます。特に、ポリシー
に追加する場所に応じて、ステートメントの前後にカンマを追加してください。

{ 
    "Sid": "Allow inspector to perform kms actions", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "inspector2.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": [ 
        "kms:Decrypt", 
        "kms:GenerateDataKey*" 
    ], 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "aws:SourceAccount": "123456789012" 
        }, 
        "ArnLike": { 
            "aws:SourceArn": "arn:aws:inspector2:Region:123456789012:report/*" 
        } 
    }
}         

Note

手動で有効にしたリージョンで Inspector を使用している場合は、「service」
の値をリージョンのエンドポイントに置き換えます。たとえば、中東 (バーレー
ン) (me-south-1) リージョンでInspector を使用している場合は、"Service": 
"inspector2.amazonaws.com"と"Service": "inspector2.me-
south-1.amazonaws.com"。
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7. [Save] (保存) を選択します。
8. (オプション) 後の手順で使用するために、キー ARN を書きとめておきます。キー ARN を見つけるに

は、を参照してください。キー ID と ARN を検索する。

S3 バケットへの Amazon Inspector のアクセス権限の
付与
アカウント内の既存のバケット、または別のバケットに結果をエクスポートするにはAWSアカウントの場
合、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許可を Amazon Inspector に付与する必要が
あります。これらのアクセス権限は以下で付与します。S3 バケットポリシーの追加。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手順を説明します。

Amazon Inspector が S3 バケットに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、次の手順を実行します。

1. で Amazon S3 コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/s3。
2. エクスポートされた結果に使用する Amazon S3 バケットを選択します。
3. [Permissions (アクセス許可)] を選択し、[Bucket Policy (バケットポリシー)] を選択します。
4. 以下のポリシー例をコピーして、Amazon S3 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。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Allow inspector to perform Put and Delete actions on s3", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "inspector2.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl", 
                "s3:AbortMultipartUpload" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "123456789012" 
                }, 
                "ArnLike": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:inspector2:Region:123456789012:report/*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Note

手動で有効にしたリージョンで Amazon Inspector を使用している場合は、サービスの値
を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。たとえば、中東 (バーレー
ン) (me-south-1) リージョンで Amazon Inspector を使用している場合は、Service": 
"inspector2.amazonaws.comとinspector2.me-south-1.amazonaws.com。

18

https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/viewing-keys.html#find-cmk-id-arn
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/add-bucket-policy
https://console.aws.amazon.com/s3


Amazon Inspector ユーザーガイド
S3 バケットへの結果のエクスポート

コンソールから S3 バケットへの結果のエクスポート
結果のエクスポートを設定するときは、Amazon Inspector が結果を S3 バケットにエクスポートできるよ
うにするバケットポリシーを使用して、既存の Amazon S3 バケットを使用する必要があります。

アカウントで既存の S3 バケットを選択すると、Amazon Inspector が結果のレポートの名前の前に付ける
プレフィックスを指定できます。S3 は、プレフィックスで指定されたフォルダ構造を自動的に生成しま
す。アカウント番号とリージョンでソートされたすべてのInspector レポートを保存するには、次のような
接頭辞を使用します。/AWSLogs/111122223333/Amazon Inspector/Region。

Important

結果のエクスポート用の KMS キーおよび S3 バケットは同じリージョンに存在する必要がありま
す。

次の手順を完了する前に、KMS キーを設定し、Amazon Inspector 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。

To configure findings export using an existing S3 bucket

1. Amazon Inspector が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、「KMS キーへの Amazon Inspector のアクセス許可の付与 (p. 17)」を参照してく
ださい。

2. 任意の AWS 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ためのアクセス権限
を Amazon Inspector 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、「」を参
照してください。S3 バケットへの Amazon Inspector のアクセス権限の付与 (p. 18)。

3. で Amazon Inspector コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/ 
home。

4. 選択結果。
5. 選択結果のエクスポート。
6. （オプション）レポートのフィルタを選択します。
7. レポートのエクスポートファイル形式を選択します。
8. ステップ 2 でポリシーをアタッチしたバケットの S3 バケット URI を入力します。URIがわから

ない場合は、S3 をブラウズをクリックしてバケットを検索します。
9. KMS キー ARN を入力するか、現在のリージョン内の KMS キーから選択します。バケットと

キーは同じリージョンに存在する必要があります。
10. [エクスポート] を選択します。

To configure findings export using an existing S3 bucket in another account

1. Amazon Inspector が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、「KMS キーへの Amazon Inspector のアクセス許可の付与 (p. 17)」を参照してく
ださい。

2. 別のアカウントの S3 バケットにオブジェクトをアップロードするためのアクセス権限を 
Amazon Inspector 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、「」を参照
してください。S3 バケットへの Amazon Inspector のアクセス権限の付与 (p. 18)。

Note

ポリシーで S3 バケットを所有するアカウントのアカウント ID を使用します。
3. で Amazon Inspector コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/ 

home。
4. 選択結果。
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5. 選択結果のエクスポート。
6. （オプション）レポートのフィルタを選択します。
7. レポートのエクスポートファイル形式を選択します。
8. ステップ 2 でポリシーをアタッチしたバケットの S3 バケット URI を入力します。
9. KMS キー ARN を入力します。バケットとキーは同じリージョンに存在する必要があります。
10. [エクスポート] を選択します。

エクスポートアクセスエラー
レポートをリクエストした後で Amazon Inspector が結果をエクスポートできない場合、[*Settings 
(*Settings)] 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か、バケット
へのアクセス権限が変更されたために Amazon Inspector 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。

このエラーメッセージが表示された場合は、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。たとえば、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。

Amazon EventBridge を使用して、Amazon 
Inspector の調査結果に対するカスタムレスポンス
を作成する

Amazon Inspector は、次のイベントを作成しますAmazon EventBridge新たに生成された所見、新たに集
計された所見、および所見の状態の変化について。イベントは、ベストエフォートベースで出力されま
す。

Note

アカウントが Amazon Inspector の委任管理者である場合、EventBridge イベントは、イベントの
発生元のメンバーアカウントに加えて、アカウントに発行されます。

Amazon Inspector で EventBridge イベントを使用すると、タスクを自動化し、Amazon Inspector の結果
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ます。

EventBridge イベントに基づいて Amazon Inspector の結果に関する通知を受け取るには、EventBridge 
ルールと Amazon Inspector 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、EventBridge 
は、Amazon Inspector が生成する結果の通知を、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、「」を参照してください。Amazon EventBridge ルール『EventBridge ユーザーガイド』を参照
してください。

イベントスキーマ
以下は、Amazon Inspector のイベント形式の例です。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "85fc3613-e913-7fc4-a80c-a3753e4aa9ae", 
    "detail-type": "Inspector2 Finding", 
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    "source": "aws.inspector2", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2019-10-29T02:36:48Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/my-repo", 
        "i-12345678" 
    ], 
    "detail": { 
        "awsAccountId": "555555555555", 
        "description": "Multiple integer overflows in libwebp allows attackers to have 
 unspecified impact via unknown vectors.", 
        "findingArn": "arn:aws:inspector2:us-east-1:555555555555:finding/FINDING_ID", 
        "firstObservedAt": "2021-05-12T19:45:41.343Z", 
        "cvss": [ 
            { 
                "baseScore": 3.3, 
                "scoringVector": "CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L", 
                "source": "NVD", 
                "version": "3.1" 
            } 
        ], 
        "referenceUrls": [ 
            "https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi", 
        ], 
        "relatedVulnerabilities": null, 
        "source": "NVD", 
        "sourceUrl": "https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2016-9085", 
        "vendorCreatedAt": "2017-02-03T15:59:00Z", 
        "vendorSeverity": "LOW", 
        "vendorUpdatedAt": "2021-02-25T17:15:00Z", 
        "vulnerabilityId": "CVE-2016-9085", 
        "vulnerablePackages": [ 
            { 
                "arch": "AMD64", 
                "epoch": 0, 
                "name": "libwebp-dev", 
                "release": "1", 
                "sourceLayerHash": "sha256:hash", 
                "version": "0.5.2" 
            } 
        ], 
        "recommendationText": "Update all packages in the vulnerable packages section to 
 their latest versions.", 
        "recommendationUrl": null, 
        "imageArchitecture": "amd64", 
        "imageAuthor": null, 
        "imageHash": 
 "sha256:7308b29228bde15a52a49b2f4a4cf95d5e2610e5ca67cdae32430e4b18effd91", 
        "imageTags": [ 
            "2.0.01" 
        ], 
        "imagePlatform": null, 
        "imagePushedAt": "2020-04-09T03:49:22Z", 
        "registry": "555555555555", 
        "repositoryName": "tscloud/iteportal-ui", 
        "resourceId": "555555555555/tscloud/iteportal-ui/
sha256:7308b29228bde15a52a49b2f4a4cf95d5e2610e5ca67cdae32430e4b18effd91", 
        "imagePartition": "N/A", 
        "imageRegion": "N/A", 
        "tags": null, 
        "resourceType": "AWS_ECR_CONTAINER_IMAGE", 
        "score": 3.3, 
        "status": "ACTIVE", 
        "title": "CVE-2016-9085 - libwebp-dev", 
        "type": "PACKAGE_VULNERABILITY", 
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        "updatedAt": "2021-06-05T17:30:42.773Z" 
    }
}      
     

Note

detail 値は、単一の結果の JSON の詳細をオブジェクトとして返します。これは、配列内の複数
の結果をサポートする、結果応答構文全体を返しません。

Amazon Inspector の結果を通知する EventBridge ルー
ルを作成する
Amazon Inspector の結果の可視性を高めるために、EventBridge を Amazon Inspector と共に使用して、
メッセージングハブに送信される自動検索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 EventBridge イベントルールに接続して、E メール、Slack、または Amazon 
Chime に結果アラートを送信する方法を説明します。

ステップ 1. Amazon SNS トピックおよびエンドポイントの設定
自動アラートを設定するには、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、を参照してください。SNS ガイド。

この手順では、Amazon Inspector の結果データを送信する場所を指定します。SNS トピックは、イベン
トルールの作成中または作成後に EventBridge イベントルールに追加できます。

Email setup

SNS トピックを作成する

1. で Amazon SNS コンソールにサインインします。https://console.aws.amazon.com/sns/v3/ 
home。

2. Selectトピック[] ナビゲーションペインで、[] を選択します。トピックの作成。
3. 左トピックの作成セクションで、Standard。次に、トピック名を入力します 

(例:)。Inspector_to_Email。その他の詳細はオプションです。
4. 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. 左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。
6. a. [プロトコル] メニューから [E メール] を選択します。

b. 左終点フィールドに、通知を受信する E メールアドレスを入力します。

Note

サブスクリプションを作成した後、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] 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探し、[サブスクリプションの確認。

Slack setup

SNS トピックを作成する

1. で Amazon SNS コンソールにサインインします。https://console.aws.amazon.com/sns/v3/ 
home。
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2. Selectトピック[] ナビゲーションペインで、[] を選択します。トピックの作成。
3. 左トピックの作成セクションで、Standard。次に、トピック名を入力します 

(例:)。Inspector_to_Slack。その他の詳細はオプションです。選択トピックの作成をクリッ
クして、エンドポイントの作成を確定します。

を設定するAWS Chatbotクライアント

1. に移動します。AWS Chatbotコンソールでhttps://console.aws.amazon.com/chatbot/。
2. からのクライアントの設定ペインで [] を選択します。新しいクライアントの設定。
3. 選択Slack[] を選択してから、設定[] を選択して確定します。

Note

Slack を選択するときは、の権限を確認する必要がありますAWS Chatbotを選択して、
チャンネルにアクセスする許す。

4. Select新しいチャネルの設定をクリックして、構成の詳細ペインを開きます。

a. チャネルの名前を入力します。
b. を使用する場合Slack Channelで、使用するチャンネルを選択します。でプライベート Slack 

チャンネルを使用するにはAWS Chatbotで、プライベートチャネル。
c. Slack で、プライベートチャンネルのチャンネル ID をコピーするには、チャンネル名を右ク

リックしてリンクのコピー。
d. リポジトリの []AWS管理コンソール、AWS Chatbotウィンドウで、Slack からコピーした

チャンネル ID をプライベートチャネル IDフィールド。
e. Eclipseアクセス許可で、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. を使用する場合ポリシーテンプレート、[] を選択します。通知権限。これは IAM ポリシーテ

ンプレートです。AWSChatbot。このポリシーは、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権限を提供します。

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。

Amazon Chime setup

SNS トピックを作成する

1. で Amazon SNS コンソールにサインインします。https://console.aws.amazon.com/sns/v3/ 
home。

2. Selectトピックナビゲーションペインで [] を選択します。トピックの作成。
3. 左トピックの作成セクションで、Standard。次に、トピック名を入力します 

(例:)。Inspector_to_Chime。その他の詳細はオプションです。選択トピックの作成[] を選択し
て確定します。

を設定するAWS Chatbotクライアント

1. に移動します。AWS Chatbotコンソールでhttps://console.aws.amazon.com/chatbot/。
2. からのクライアントの設定パネルで、新しいクライアントの設定。
3. 選択チャイム[] を選択してから、設定[] を選択して確定します。
4. からの設定の詳細[] ペインで、チャネルの名前を入力します。
5. Amazon Chime で、目的のチャットルームを開きます。
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a. 右上隅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。

b. SelectURL をコピーするをクリックして、Webhook URL をクリップボードにコピーしま
す。

6. リポジトリの []AWS管理コンソール、AWS Chatbotウィンドウで、コピーした URL をWebhook 
URLフィールド。

7. Eclipseアクセス許可で、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. を使用する場合ポリシーテンプレート、[] を選択します。通知権限。これは IAM ポリシーテンプ
レートです。AWS Chatbot。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権限を提供します。

9. 以前にSNS トピックを作成したリージョンを選択し、Amazon 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。

ステップ 2. Amazon Inspector の結果の EventBridge ルールを作
成します
1. アーカイブにテストイベントが保存されると、それらを再生できます。
2. Selectルールナビゲーションペインで [] を選択します。ルールの作成。
3. ルールの名前と説明 (オプション) を入力します。
4. 内のパターンを定義するペイン選択イベントパターン。次に [] を選択します。カスタムパターン
5. Eclipseイベントパターンのプレビュー以下のJSONコードをに貼り付けてイベントパターンのプレ

ビューを選択し保存。

{
"source":["aws.inspector2"],
"detail-type": ["Inspector2 Finding"]
} 
                             

Note

上記のコードは、検索 JSON 全体をターゲット宛先に送信します。
6. []サービスプロバイダー選ぶAWS。その後、サービス名メニューで、[] を選択します。Inspector。
7. からのイベントタイプメニューで、[] を選択します。すべてのイベント。
8. 左ターゲットを選択[] セクションで、[]ターゲットの追加。
9. からのターゲットメニューで、[] を選択します。SNS トピック。
10. を使用する場合トピックを選択で、ステップ 1 で作成した SNS トピックの名前を選択します。
11. Create rule を選択します。

EventBridge for Amazon Inspector のマルチアカウン
ト環境
Amazon Inspector の委任管理者である場合、EventBridge ルールはメンバーアカウントからの該当す
る結果に基づいてアカウントに表示されます。前のセクションで説明したように、管理者アカウントで 
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EventBridge を通じて結果通知を設定すると、自分のアカウントによって生成されたものに加えて、メン
バーアカウントによって生成された重要度の高い結果と中程度の結果も通知されます。

♪accountId検索結果の JSON 詳細から、Amazon Inspector の発見元となったメンバーアカウントを識別
します。
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Amazon Inspector でリソースをス
キャンする

Amazon Inspector は、独自の専用スキャンエンジンを採用しています。このエンジンは、ワークロードの
侵害、リソースの悪意のある使用、またはデータへの不正アクセスを引き起こす可能性のあるソフトウェ
アの脆弱性またはオープンネットワークパスについてリソースを監視します。Amazon Inspector が脆弱
性を検出すると、結果が作成されます。結果には、脆弱性の修復に役立つ検出に関連する詳細が含まれま
す。詳細については、「」を参照してください調査結果の管理 (p. 13)

有効にすると、Amazon Inspector はすべての適格なリソースを自動的に検出し、ソフトウェアの脆弱性お
よび意図しないネットワークへのエクスポージャーについてこれらのリソースの継続的なスキャンを開始
します。Amazon Inspector は、新しいアプリケーションやパッチのインストールなどのイベントに応答し
てスキャンを実行します。

Amazon Inspector を初めて有効にした場合、アカウントはすべてのスキャンタイプに自動的に登録されま
す。次のトピックでは、スキャンされるリソース、新しい検索を開始するもの、および各リソースタイプ
のスキャンを構成する方法について説明します。

トピック
• Amazon Inspector を使用した Amazon EC2 インスタンスのスキャン (p. 26)
• Amazon インスペクターで Amazon ECR コンテナイメージをスキャンする (p. 27)

Amazon Inspector を使用した Amazon EC2 インス
タンスのスキャン

Amazon Inspector は EC2 インスタンスにインストールされているソフトウェアアプリケーションをス
キャンして、ソフトウェアの脆弱性とネットワーク到達性の問題がないか調べます。これらの問題に対し
て生成される検出結果の種類の詳細については、「」を参照してください。Amazon Inspector でのタイプ
の検索 (p. 8)。

Amazon Inspector は、次の状況で EC2 インスタンスのスキャンを開始します。

• EC2 インスタンスが Amazon Inspector によって検出されるとすぐに
• 新しいインスタンスを開始すると
• 既存のインスタンスに新しいソフトウェアをインストールする場合
• Amazon Inspector がデータベースに新しい一般的な脆弱性および例外 (CVE) 項目を追加したとき

Amazon Inspector を使用してAWSSystems Manager(SSM) エージェントは、EC2 インスタンスのソフト
ウェアアプリケーションインベントリに関する情報を収集します。このデータは Amazon Inspector によっ
てソフトウェアの脆弱性についてスキャンされます。Amazon Inspector は、次のソフトウェア脆弱性のみ
スキャンできます。Systems Manager でサポートされているオペレーティングシステム。サポートされ
ているオペレーティングシステムの詳細については、「」を参照してください。サポートされるオペレー
ティングシステムとプログラミング言語 (p. 72)。
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Amazon Inspector では、SSM エージェントが Amazon EC2 インスタンスをスキャンして、オープンネッ
トワークパスを探す必要はありません。このタイプのスキャンの前提条件はありません。

SSM エージェントの設定
-SSM エージェントは、一部の Amazon マシンイメージ (AMI) から作成された EC2 インスタンスにデフォ
ルトでインストールされます。詳細については、「」を参照してください。SSM Agent について。ただ
し、インストールされていても、SSM エージェントを手動で有効にする必要がある場合があります。次の
手順を使用して、Amazon Inspector が EC2 インスタンスリソースを検出できるように SSM エージェント
を設定します。

SSM エージェントを有効にするには、次の手順を実行します。

1. オペレーティングシステムのベンダーによってまだインストールされていない場合は、SSM エージェ
ントをインストールします。『Systems Manager ユーザーガイド』で説明されています。

2. コマンドラインを使用して SSM Agent が実行中であることを確認します。詳細については、「」を参
照してください。SSM エージェントステータスを確認し、エージェントを起動する。

3. 環境用の Systems Manager を設定します。詳細については、「」を参照してください。Systems 
Manager をセットアップする。

4. （任意）SSM エージェントの自動更新をイネーブルにします。詳細については、「」を参照してくだ
さい。SSM エージェントの更新を自動化する。

5. (オプション) Amazon Virtual Private Cloud エンドポイントを使用するようにSystems Manager を設定
します。を参照してください。Amazon Virtual Private Cloud エンドポイントを作成する。

Important

Amazon Inspector では、ソフトウェアアプリケーションインベントリを収集するために、アカウ
ントに Systems Manager ステートマネージャーの関連付けが必要です。Amazon Inspector は、
という関連付けを自動的に作成します。InspectorInventoryCollection-削除しないまだない場合。
Amazon Inspector では、リソースデータの同期が必要で、という名前が自動的に作成されま
す。InspectorResourceDataSync-削除しないまだない場合。詳細については、「」を参照してく
ださい。インベントリのリソースデータの同期の設定。

Amazon インスペクターで Amazon ECR コンテナ
イメージをスキャンする

Amazon Inspector は、Amazon ECR に保存されているコンテナーイメージをスキャンして、生成するソ
フトウェアの脆弱性を検出します。パッケージの脆弱性検出結果。詳細については、「」を参照してくだ
さい。Amazon Inspector でのタイプの検索 (p. 8)

Amazon ECR Amazon Inspector のスキャンを有効にすると、Amazon Inspector をプライベートレジス
トリの優先スキャンサービスとして設定します。デフォルトが置き換えられます。ベーシックスキャ
ン,Amazon ECR によって無料サービスとして提供され、拡張スキャン、Amazon Inspector を通じて提供
され、請求されます。

Amazon Inspector が提供する拡張スキャンでは、レジストリレベルでのオペレーティングシステムパッ
ケージとプログラミング言語パッケージの両方に対する脆弱性スキャンの利点があります。拡張スキャン
を使用して検出された結果は、イメージレベル、イメージの各レイヤー、および Amazon ECR コンソール
で確認できます。さらに、Security Hub や Amazon EventBridge など、基本的なスキャン結果では利用で
きない他のサービスで、これらの結果を表示して操作できます。

拡張スキャンでは、リポジトリレベルでの継続スキャンまたはオンプッシュスキャンのいずれかを選択で
きます。継続スキャンには、オンプッシュスキャンと自動連続再スキャンが含まれます。オンプッシュ
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スキャンは、イメージをプッシュしたときにのみスキャンします。どちらのオプションでも、インクルー
ジョンフィルタを使用してスキャン範囲を絞り込むことができます。

コンテナイメージの自動再スキャンは、で継続オプションとオンプッシュオプションのどちらを使用する
かに基づいて、トリガーされます。拡張スキャン[] 設定。Amazon Inspector がデータベースに新しい CVE 
を追加するたびに、設定された Amazon ECR リポジトリ内のすべての適格なコンテナイメージが応答でス
キャンされます。

Amazon ECR リポジトリの Amazon Inspector のスキャンでは、サポートされている次のメディアタイプ
がカバーされます。

• "application/vnd.docker.distribution.manifest.v1+json"

• "application/vnd.docker.distribution.manifest.v1+prettyjws"

• "application/vnd.oci.image.manifest.v1+json"

• "application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json"

Note

スクラッチイメージはサポートされていません。

Amazon ECR リポジトリの拡張スキャンの設定
Amazon Inspector が Amazon ECR のスキャンが有効になっている場合、デフォルトのスキャンオプショ
ンは次のとおりです。拡張スキャンに設定します。すべてのリポジトリを継続的にスキャンする。スキャ
ンオプションの詳細については、前のセクションを参照してください。

拡張スキャン設定を変更するには:

Amazon ECR コンソールを使用して、Amazon ECR コンテナイメージスキャンのカバレッジとスコープ
を変更できます。

1. で Amazon ECR コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/ecr/。
2. スキャンするリポジトリを含むリージョンを選択します。
3. ナビゲーションバーで、[] を選択します。プライベートレジストリ。
4. 内のSCANペインで [] を選択します。編集。
5. []設定スキャンで、拡張スキャン。
6. Selectすべてのリポジトリを継続的にスキャンするすべてのリポジトリの Amazon Inspector のスキャ

ンカバレッジを完了するには、またはすべてのリポジトリをプッシュ時にスキャンするイメージを
プッシュしたときにのみスキャンを実行します。

7. （オプション）入力ボックスにリポジトリ名を入力して、連続スキャンまたはオンプッシュスキャン
のスキャンに含めるリポジトリを指定します。フィルタの追加。

• インクルージョンフィルタを追加すると、リポジトリの一致をプレビューするをクリックして、ど
のリポジトリが含まれるかを確認します。

8. [Save] (保存) を選択します。
9. (推奨) Amazon ECR リポジトリの Amazon Inspector のスキャンを有効にするリージョンごとに、こ

れらの手順を繰り返します。

スキャンの無効化
Amazon ECR コンテナイメージスキャンまたは EC2 インスタンススキャンは、いつでも無効にでき
ます。アカウントのすべてのスキャンタイプを無効にすると、そのリージョン内のそのアカウントの 
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Amazon Inspector が無効になります。詳細については、「」を参照してください。Amazon Inspector を
無効 (p. 71)。

いずれかのアカウントで Amazon ECR コンテナイメージのスキャンを無効にすると、そのアカウントの 
Amazon ECR スキャンタイプが拡張スキャンAmazon Inspector を使用してベーシックスキャンAmazon 
ECR。

スキャンを無効化するには

マルチアカウント環境でこの手順を実行するには、Amazon Inspector の委任管理者としてサインインした
ときの手順に従います。メンバーアカウントはスキャンを無効にできません。

1. で Amazon Inspector コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home。
2. 右上のリージョンセレクターを使用し、スキャンを無効化するリージョンを指定します。
3. ナビゲーションペインで [] を選択します。設定を選択し、[] を選択します。アカウント管理。
4. [アカウントタブをクリックして、アカウントのスキャンステータスを確認します。
5. スキャンを無効化する 1 つまたは複数のアカウントのチェックボックスをオンにします。
6. からアクションドロップダウンで、無効にするスキャンの種類を選択します。
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Amazon Inspector ダッシュボードに
ついて

Amazon Inspector ダッシュボードには、現在の Amazon リソースの集計統計のスナップショットが表示さ
れます。AWSリージョン。これらの統計には、リソースカバレッジとアクティブな脆弱性に関する主要な
メトリックが含まれます。ダッシュボードには、最も重要な結果を含む EC2 インスタンスなど、アカウン
トの集計結果データのグループも表示されます。詳細な分析を実行するには、ダッシュボードアイテムの
サポートデータを表示できます。

アカウントが組織の Amazon Inspector 委任管理者アカウントである場合、ダッシュボードには、自分のア
カウントを含む、組織内のすべてのアカウントのアカウントカバレッジ、集計統計、および結果データが
含まれます。

ダッシュボードを表示する
ダッシュボードには、環境カバレッジの概要と重要な結果が表示されます。

ダッシュボードを表示するには、次の手順を実行します。

1. Amazon Inspector コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home。
2. ナビゲーションペインで、[ ダッシュボード] を選択します。
3. ダッシュボードは、次の方法で操作できます。

• ダッシュボードは 5 分ごとに自動的に更新されます。ただし、ページの右上隅にある更新アイコン
を選択することによって、データを手動で更新できます。

• ダッシュボードでアイテムのサポートデータを表示するには、アイテムを選択します。
• を使用して複数のアカウントを管理する場合AWS組織は Amazon Inspector の委任管理者として、

ダッシュボードにはメンバーアカウントの集計された統計情報が表示されます。ダッシュボードを
フィルタし、特定のアカウントのデータのみを表示するには、アカウントボックスに移動するとそ
のように表示されます。

ダッシュボードコンポーネントの理解とデータの解
釈

Amazon Inspector ダッシュボードの各セクションには、現在のリソースにおける Amazon リソースの脆弱
性の状況を理解するのに役立つ、主要なメトリクスまたはアクティブな調査結果データに関する洞察が提
供されます。AWSリージョン。

環境カバレッジ

-環境カバレッジセクションには、Amazon Inspector によってスキャンされたリソースに関する統
計情報が表示されます。このセクションでは、Amazon Amazon Inspector によってスキャンされた 
Amazon EC2 インスタンスおよび Amazon ECR イメージの数と割合を確認できます。を使用して複
数のアカウントを管理する場合AWS OrganizationsAmazon Inspector の委任管理者として、組織アカ
ウントの総数、Amazon Inspector が有効になっている数、および組織のカバレッジ率も表示されま
す。このセクションを使用して、Amazon Inspector でカバーされていないリソースを特定することも
できます。これらのリソースには、組織を危険にさらすために悪用される可能性のある脆弱性が含ま
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れている可能性があります。詳細については、「カバレッジを評価する (p. 33)」を参照してくださ
い。

カバレッジグループを選択すると、アカウント管理選択したグループ化のページ。アカウント管理
ページには、Amazon Inspector でカバーされているアカウント、Amazon EC2 インスタンス、および 
Amazon ECR リポジトリの詳細が表示されます。

次のカバレッジグループを使用できます。
• アカウント
• インスタンス
• リポジトリ

重要な結果

-重要な結果セクションには、環境内の重大な脆弱性の数と、環境内のすべての結果の総数が表示され
ます。このセクションでは、リソースおよび評価タイプごとにカウントが表示されます。重要な調査
結果と Amazon Inspector の重要度を判断する方法の詳細については、「」を参照してください。結果
の概要 (p. 8)。

重要な発見グループを選択すると、すべての結果ページをクリックし、選択したグループに一致する
すべての重要な結果を表示するフィルタを自動的に適用します。

次の重要な調査グループを使用できます。
• コンテナの所見
• の EC2 の結果結果
• ネットワーク到達可能性について

リスクベースの修復

-リスクベースの修復セクションは、環境内のほとんどのリソースに影響を与える重大な脆弱性を持つ
ソフトウェアパッケージの上位 5 つを示しています。これらのパッケージを修正すると、環境に対す
る重大なリスクの数を大幅に削減できます。ソフトウェアパッケージ名を選択して、関連する脆弱性
の詳細と影響を受けるリソースを表示します。

最も重要な結果を含むアカウント

-最も重要な結果を含むアカウントセクションは上位5つを示していますAWS環境内で最も重要な結果
があるアカウント、およびそのアカウントの調査結果の総数。このセクションは、Amazon Inspector 
がでマルチアカウントスキャン用に設定されている場合、委任された管理者アカウントからのみ表示
できます。AWS Organizations。このビューは、委任された管理者は、組織内で最もリスクの高いア
カウントを理解するのに役立ちます。

選択アカウント IDをクリックして、影響を受けるメンバーアカウントの詳細を表示します。
最も重要な調査結果を持つ Amazon ECR リポジトリ

-最も重要な結果を含むElastic Container Registry (ECR) リポジトリセクションは、最も重要なコンテ
ナイメージの結果を含む環境内の上位 5 つの Amazon ECR リポジトリを示しています。ビューには
リポジトリ名が表示されます。AWSアカウント識別子、リポジトリの作成日、重大な脆弱性の数、お
よび脆弱性の総数。このビューは、どのリポジトリが最も危険にさらされているかを特定するのに役
立ちます。

選択リポジトリ名影響を受けるリポジトリの詳細を表示します。
最も重要な結果を含むコンテナイメージ

-最も重要な結果を含むコンテナイメージセクションは、環境内のコンテナイメージの上位 5 つを示
し、最も重要な結果を示します。ビューには、イメージタグデータ、リポジトリ名、イメージダイ
ジェスト、AWSアカウント識別子、重大な脆弱性の数、および脆弱性の総数。このビューは、アプリ
ケーションのオーナーがどのコンテナイメージを再構築および再起動する必要があるかを特定するの
に役立ちます。
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選択コンテナイメージをクリックして、影響を受けるコンテナイメージの詳細を表示します。
最も重要な調査結果を持つインスタンス

-最も重要な調査結果を持つインスタンスセクションは、最も重要な結果を含む上位 5 つの Amazon 
EC2 インスタンスを示します。ビューにはインスタンス識別子が表示されます。AWSアカウント識別
子、Amazon マシンイメージ（AMI）識別子、重大な脆弱性の数、および脆弱性の総数。このビュー
は、インフラストラクチャの所有者がパッチ適用が必要なインスタンスを特定するのに役立ちます。

選択インスタンス IDをクリックして、影響を受ける Amazon EC2 インスタンスに関する詳細情報を
表示します。

最も重要な結果を含む Amazon マシンイメージ (AMI)

-最も重要な結果を含む Amazon マシンイメージ (AMI)セクションに、最も重要な結果がある環境内の
上位 5 つの AMI を示します。ビューは AMI 識別子を表示します。AWSアカウント識別子、環境で実
行されている影響を受ける EC2 インスタンスの数、AMI の作成日、AMI のオペレーティングシステム
プラットフォーム、重大な脆弱性の数、および脆弱性の総数。このビューは、インフラストラクチャ
のオーナーがどの AMI を再構築する必要があるかを特定するのに役立ちます。

選択影響を受けるインスタンスをクリックして、影響を受ける AMI から起動されたインスタンスの詳
細を表示します。
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カバレッジを評価する
Amazon Inspector のスキャンによってカバーされている環境の量に関する統計は、アカウント管理ページ
で. このページを使用して、Amazon Inspector でアクティブにスキャンされるリソースとアカウントを管
理することもできます。

環境内のアカウントとリソースの Amazon Inspector カバレッジを表示するには

1. で Amazon Inspector コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home。
2. ナビゲーションペインで [] の [] の設定で、アカウント管理。
3. [アカウント管理] ページで、3 つの異なるカバレッジビューから選択します。アカウント,インスタン

ス, およびリポジトリ。

アカウントのカバレッジの表示
Organizations の一部ではない、または委任された管理者アカウントではない個々のアカウントについて
は、アカウントビューには、アカウント情報と有効なリソーススキャンが表示されます。リソーススキャ
ンは、有効化または無効化できます。SCAN を有効にすることに関する詳細については、「」を参照して
ください。Amazon Inspector でリソースをスキャンする (p. 26)。

委任管理者アカウントの場合、アカウントビューには、組織レベルの自動有効化設定、組織内のすべての
アカウントの一覧が表示されます。また、Amazon Inspector が各アカウントでリソースのスキャンタイプ
が有効になっているアカウントが表示されます。このビューから、委任された管理者は、自動有効化設定
を変更したり、メンバーアカウントのリソース検索を有効または無効にしたりできます。SCAN を有効に
することに関する詳細については、「」を参照してください。Amazon Inspector でリソースをスキャンす
る (p. 26)。リストへのメンバーアカウントの追加または削除については、を参照してください。で複数の
アカウントを管理するAWSOrganizations (p. 35)。

インスタンスのカバレッジの表示
-インスタンスビューには、環境内のすべての Amazon EC2 インスタンスが表示され、次のタブでグルー
プに整理されます。

• すべて— 環境内のすべてのインスタンスをAWSアカウント識別子とスキャンステータス。
• SCAN— Amazon Inspector がアクティブにスキャンしているインスタンスを表示します。
• スキャンしない— Amazon Inspector がアクティブにスキャンしていない環境内のインスタンスを表示

します。Amazon Inspector は、Systems Manager SSM エージェントを使用して、EC2 インスタンスの
脆弱性を自動的に監視します。インスタンスで SSM エージェントが実行されていない場合、Systems 
Manager をサポートする IAM ロールがない場合、またはサポートされているオペレーティングシステム
を実行していない場合は、監視できません。フレームワークの使用の詳細については、理由インスタン
スがスキャンされない理由の詳細については、このタブの列を参照してください。

リポジトリのカバレッジの表示
-リポジトリビューには、環境内のすべての Amazon ECR リポジトリが表示され、次のタブでグループに
整理されます。

• すべて— 環境内のすべてのリポジトリを表示します。
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• [Enabled (有効)]— Amazon Inspector が監視しているリポジトリを表示します。
• 有効化されていません— Amazon Inspector が監視していない環境内のリポジトリを表示します。フレー

ムワークの使用の詳細については、理由リポジトリがスキャンされない理由の詳細については、このタ
ブの列を参照してください。

各ビューで、リポジトリ名を選択して、リポジトリ内の各イメージのスキャンステータスを表示できま
す。結果のビューには、リポジトリとイメージタグに対して有効になっているスキャンのタイプ、プッ
シュ日、イメージダイジェスト、スキャンのステータス、および各イメージの検出数が表示されます。
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で複数のアカウントを管理する
AWSOrganizations

Amazon Inspector では、で関連付けられている複数のアカウントを管理できます。AWSOrganizations。
複数の Amazon Inspector アカウントを管理するには、Organizations 内のアカウントを、Amazon 
Inspector の委任管理者アカウントとして組織内のアカウントを指定します。委任された管理者は、組織
の Amazon Inspector を管理し、組織に代わってタスクを実行するための特別なアクセス許可が付与されま
す。これらのタスクには、メンバーアカウントのスキャンの有効化または無効化、組織全体からの集計検
索データの表示、および抑制ルールの作成と管理が含まれます。

トピック
• 管理者アカウントとメンバーアカウントの関係を理解する (p. 35)
• 委任された管理者の指定 (p. 36)
• メンバーアカウントのスキャンを有効にする (p. 37)
• メンバーアカウントの関連付けを解除する (p. 38)
• 委任された管理者の削除 (p. 39)

管理者アカウントとメンバーアカウントの関係を理
解する

複数のアカウント環境で Amazon Inspector を使用すると、Amazon Inspector 委任管理者アカウントは
特定のメタデータにアクセスできます。このメタデータには、Amazon EC2 および Amazon ECR の設定
データとメンバーアカウントのセキュリティ結果が含まれます。管理者アカウントは、メンバーアカウン
トに適用される検索抑制フィルタを作成することもできます。抑制フィルタの詳細については、「」を参
照してください。サプレッションルール (p. 14)。

Amazon Inspector 管理者アカウントは、メンバーアカウントに対して次のタスクを実行します。

• Amazon インスペクターの有効化と無効化など、関連付けられたアカウントの Amazon Inspector 
Amazon Inspector のステータスを表示および管理します。

• 組織内のメンバーアカウントのすべてのメンバーアカウントのスキャンタイプを有効または無効にしま
す

• 組織全体の集計結果データと、組織内のすべてのメンバーアカウントの検索の詳細を表示します。
• 組織内のすべてのアカウントの調査結果に適用される抑制ルールを作成して管理します。
• 組織のすべてのメンバーに対して Amazon ECR 拡張スキャンを有効にする
• 組織全体のリソースカバレッジの表示

組織内のメンバーアカウントは、Amazon Inspector で次のタスクを実行することもできます。

• 自分のアカウントAmazon Inspector を有効にする
• 自分のアカウントのリソースカバレッジを表示する
• 自分のアカウントの調査結果の詳細を表示する

Note

有効にすると、Amazon Inspector は委任された管理者アカウントでのみ無効にできます。
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委任された管理者の指定
委任管理者に関する重要な考慮事項
委任された管理者が Amazon Inspector での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 のメンバーを管理できます。

Amazon Inspector の委任された各管理者には、5000 のメンバーアカウントのクォータがあります。
ただし、組織では 5000 を超えるアカウントを含めることができます。メンバーアカウント数が 5,000 
を超えると、Amazon CloudWatch Personal Health Dashboard と、委任管理者アカウントへの E メー
ルにより通知が届きます。

委任された管理者は Regional です。

と違ってAWS Organizations、Amazon Inspector は地域サービスです。つまり、委任された管理者
は各リージョンで指定され、各リージョンでメンバーのスキャンを追加して有効化する必要がありま
す。AWSAmazon Inspector を管理するリージョンです。

組織には、委任された管理者を 1 人だけ持つことができます。

組織の Amazon Inspector の委任管理者を 1 人だけ持つことができます。アカウントを 1 つの委任管
理者として指定している場合AWSリージョンの場合、そのアカウントは、他のすべてのリージョンの
委任管理者である必要があります。

委任された管理者を変更しても、メンバーアカウントの Amazon Inspector は無効になりません。

委任管理者を削除すると、それらのアカウントで Amazon Inspector が無効にならず、スキャン設定に
は影響しません。

委任された管理者の指定に必要な権限
Amazon インスペクターを有効にし、Amazon Inspector の委任管理者を指定する権限が必要です。以下の
ステートメントを IAM ポリシーの最後に追加して、これらのアクセス権限を付与します。

{ 
    "Sid": "PermissionsForInspectorAdmin", 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "inspector2:EnableDelegatedAdminAccount", 
        "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator", 
        "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
        "organizations:DescribeAccount", 
        "organizations:DescribeOrganization" 
    ], 
    "Resource": "*"
}

の委任管理者の指定AWS会社
次の手順では、に委任された管理者を指定する方法を示します。AWS組織。この指定が完了する
と、Amazon Inspector は、Organizations 管理アカウントと選択した委任管理者アカウントの両方に対し
て有効になります。
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Amazon Inspector を初めて有効にすると、サービスにリンクされたロールが作成されま
すAWSServiceRoleForAmazonInspectorアカウントの。Amazon Inspector がサービスにリンクされた
ロールを使用する方法の詳細については、「」を参照してください。Amazon Inspector でのサービスにリ
ンクされたロールの使用 (p. 56)。一般的なサービスにリンクされたロールについては、「」を参照して
ください。サービスにリンクされたロールの使用IAM ユーザーガイド

Amazon Inspector の委任管理者を指定するには、以下を実行します。

1. にログインします。AWSを使用したマネジメントコンソールAWS Organizationsマネジメントアカウ
ント。

2. で Amazon Inspector コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/homeをク
リックし、右上のリージョンセレクターを使用して、管理者を指定するリージョンを指定します。

3. []Inspector を有効にする12 桁を入力してくださいAWS組織の Amazon Inspector 委任管理者として指
定するアカウントのアカウント ID を選択し、代理管理。

4. (推奨) それぞれの手順を繰り返します。AWSリージョン。

委任管理者を指定したら、組織の管理アカウントを使用して、委任管理者アカウントを変更または削除す
るだけです。

メンバーアカウントのスキャンを有効にする
組織の委任管理者として、関連付けられているメンバーに対して Amazon EC2 スキャン、Amazon ECR 
スキャン、またはその両方を有効にできます。AWS Organizationsマネジメントアカウント。メンバーア
カウントのスキャンを有効にすると、そのアカウントが委任管理者に関連付けられ、Amazon Inspector が
自動的に有効になり、選択したタイプのスキャンがすぐに開始されます。

Amazon Inspector には、メンバーアカウントの自己有効化を許可するなど、メンバーアカウントのスキャ
ンを管理および有効化するためのいくつかのオプションがあります。メンバーアカウントのスキャンを開
始するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

すべてのメンバーアカウントのスキャンを自動的に有効にするには

1. 委任管理者アカウントにログインします。
2. で Amazon Inspector コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/homeをク

リックし、右上のリージョンセレクターを使用して、管理者を指定するリージョンを指定します。
3. ナビゲーションパネルで、アカウント管理。アカウントの一覧には、に関連するメンバーアカウント

がすべて表示されます。AWS Organizationsマネジメントアカウント。
4. 表の上部にあるチェックボックスをオンにして、このページのすべてのアカウントを選択します。次

に [] を選択します。の有効化をクリックし、リストから希望するスキャンタイプオプションを選択し
ます。

Note

現在ページに表示されているアカウントのみが選択されます。つまり、複数のアカウント
ページがある場合は、各ページでこのプロセスを繰り返す必要があります。ページに表示さ
れるアカウントの数を変更するには、歯車アイコンを選択します。

5. をオンにします。自動有効化機能を選択し、スキャンタイプを選択して、組織に追加された新しいメ
ンバーに対してこれらのスキャンを有効にします。

6. (推奨) メンバーのスキャンを有効にするリージョンごとに、この手順を繰り返します。

自動有効化機能を使用すると、組織の将来のすべてのメンバーに対して Amazon Inspector が有効になりま
す。これにより、Amazon Inspector の委任管理者は、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
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トが削除され、メンバーの総数が 5,000 未満になると、自動有効化機能は自動的に再度アクティブになり
ます。

メンバーアカウントを選択的に有効にするには、次の手順に従います。

1. 委任管理者アカウントにログインします。
2. で Amazon Inspector コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/homeをク

リックし、右上隅にあるリージョンセレクターを使用して、目的のリージョンを指定します。
3. からのアカウント管理ページでは、メンバーのアカウントの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。
4. [有効化] を選択します。
5. からのの有効化メニューで、選択したアカウントに対して有効にするスキャンタイプを選択します。

次のスキャンオプションから選択できます。

• すべてのスキャンAmazon EC2 と Amazon ECR スキャンの両方を有効にするには
• EC2 スキャンAmazon EC2 インスタンスのスキャンを有効にするには
• コンテナスキャンAmazon ECR コンテナイメージのスキャンを有効にするには

6. (推奨) メンバーのスキャンを有効にするリージョンごとに、この手順を繰り返します。

メンバーアカウントとしてスキャンを有効にするには:

もしあなたのAWS Organizations管理アカウントから Amazon Inspector の管理者が委任されました。独自
のアカウントをメンバーとして有効にできます。これにより、自分のアカウントのスキャン詳細を表示で
きます。

1. アカウントにログインします。
2. で Amazon Inspector コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/homeをク

リックし、右上隅にあるリージョンセレクターを使用して、目的のリージョンを指定します。
3. からのアカウント管理ページを開き、テーブルからアカウントを選択します。
4. を選択します。の有効化ボタン。
5. からのの有効化メニュー有効にするスキャンの種類を選択します。次のスキャンオプションから選択

できます。

• すべてのスキャンAmazon EC2 と Amazon ECR スキャンの両方を有効にするには
• EC2 スキャンAmazon EC2 インスタンスのスキャンを有効にするには
• コンテナスキャンAmazon ECR コンテナイメージのスキャンを有効にするには

6. （推奨）スキャンを有効にするリージョンごとに、これらの手順を繰り返します。

メンバーアカウントの関連付けを解除する
次の手順では、メンバーアカウントの関連付けを解除する方法を示します。関連付け解除されたメンバー
アカウントは、AWS Organizations組織はスタンドアロンの Amazon Inspector アカウントとして作成され
ますが、Amazon Inspector の委任された管理者には、これらのアカウントの Amazon Inspector を有効に
および管理する権限がなくなりました。これらのアカウントは後でメンバーとして再度追加できます。

Note

アカウントの関連付けを解除しても、そのアカウントの Amazon Inspector のスキャンは無効にな
りません。

メンバーアカウントの関連付けを解除するには、次の手順に従います。

1. 委任管理者アカウントにログインします。
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2. で Amazon Inspector コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/homeをク
リックし、右上隅にあるリージョンセレクターを使用して、目的のリージョンを指定します。

3. ナビゲーションペインで、[] を選択します。設定[] を選択します。アカウント管理。
4. 関連付けを解除するアカウントのチェックボックスをオンにします。
5. を選択します。アクションボタンをクリックし、アカウントの関連付けを解除する[] メニューから [] 

を選択します。
6. (推奨) 各手順を繰り返します。AWSRegion: メンバーアカウントがすべてのリージョンで関連付け解

除されるようにします。

委任された管理者の削除
新しい委任管理者を割り当てる必要がある場合は、既存の委任管理者をAWS Organizationsマネジメント
アカウント。

委任された管理者を削除しても、そのアカウントまたは組織メンバーアカウントの Amazon Inspector は無
効になりません。組織内のアカウントはスタンドアロンアカウントに変換され、委任された管理者によっ
て管理される前のスキャン設定を保持します。

代理管理者を削除するには、次の手順を実行します。

1. にログインします。AWSを使用したマネジメントコンソールAWS Organizationsマネジメントアカウ
ント。

2. で Amazon Inspector コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/homeをク
リックし、右上隅にあるリージョンセレクターを使用して、目的のリージョンを指定します。

3. Select設定ナビゲーションバーから。
4. Selectを削除します。からの委任された管理者ペインを開き、次のペインでアクションを確認しま

す。
5. この委任された管理者を登録した各リージョンで繰り返します。

新しい委任管理者にメンバーを関連付けるには、次の手順に従います。

新しい委任管理者を追加するときは、Organization メンバーを新しい管理者アカウントに手動で関連付け
る必要があります。

1. にログインします。AWS委任管理者アカウントを使用する管理コンソール。
2. で Amazon Inspector コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/homeをク

リックし、右上隅にあるリージョンセレクターを使用して、目的のリージョンを指定します。
3. Selectアカウント管理ナビゲーションバーの [Settings (設定)] で
4. 上部のチェックボックスを使用して、組織内のリストされているすべてのアカウントを選択します。
5. を選択します。アクションボタンをクリックし、メンバーを追加する[] メニューから [] を選択しま

す。
6. この委任された管理者を登録した別のリージョンで繰り返します。
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Amazon Inspector のセキュリティ
CloudでのセキュリティAWSが最優先です。AWS のお客様は、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 とお客様の責任共有です。責任共有モデルは、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 で AWS クラウド 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[g11]AWSコンプライアンスプログラム[/g11][g10]AWSコンプライアンスプログラム[/
g10]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。Amazon Inspector に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細については、「」を参照し
てください。AWSコンプライアンスプログラムによる対象範囲内のサービス。

• 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判断されます。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、Amazon Inspector を使用する際の責任共有モデルの適用方法を理解するのに役立
ちます。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するように Amazon 
Inspector を設定する方法について説明します。また、他の使用方法についても説明します。AWSAmazon 
Inspector リソースのモニタリングや保護に役立つサービス。

トピック
• Amazon Inspector でのデータ保護 (p. 40)
• Amazon Inspector の Identity and Access Management (p. 41)
• Amazon Inspector のコンプライアンス検証 (p. 61)
• Amazon Inspector の耐障害性 (p. 62)
• Amazon Inspector のインフラストラクチャセキュリティ (p. 62)
• Amazon Inspector のインシデント対応 (p. 63)

Amazon Inspector でのデータ保護
-AWS 責任共有モデルAmazon Inspector でのデータ保護に適用されます。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。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、使用する AWS サービスのセキュリティ設定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」ブログ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 Identity and Access Management 
(IAM) を使用して個々のユーザーアカウント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、以下の
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。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降を推奨します。
• 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。
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保管中の暗号化

• AWS 暗号化ソリューションを AWS サービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使用
します。

• Amazon Macie などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon 
S3 に保存されている個人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。利用可能な 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。

顧客の 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 名前 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。これには、Amazon Inspector などを使用する場合
も同様です。AWSコンソール、API、を使用したサービスAWS CLI, またはAWSSDK。タグまたは名前に
使用する自由形式のフィールドに入力したデータは、請求ログまたは診断ログに使用できます。外部サー
バーへの URL を指定する場合は、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
Amazon Inspector は、を使用して保管済みのデータを安全に保存します。AWS暗号化ソリューショ
ン。Amazon Inspector は、を使用して収集されたリソースインベントリなどのデータを暗号化しま
す。AWSSystems Manager、Amazon ECR イメージから解析されたリソースインベントリ、および 
Amazon Inspector が管理するキーを使用して、セキュリティ結果を生成しました。AWSKey Management 
ServiceAWS KMS).

Amazon Inspector を無効にすると、収集されたインベントリやセキュリティ結果など、保管または維持し
ているすべてのリソースが完全に削除されます。

送信中の暗号化
AWS間の転送中のすべてのデータを暗号化します。AWS内部システムとその他の AWS サービス。

インベントリ収集のために、Systems Manager は、カスタマー所有の EC2 インスタンスからテレメトリ
データを収集し、それを返送します。AWSTransport Layer Security (TLS) で保護されたチャネル経由で評
価します。「」を参照してください。Systems Manager でのデータ保護SSM が転送中のデータを暗号化
する方法について説明します。

同様に、AWSSecurity Hub に送信される Amazon ECR スキャン結果は、TLS で保護されたチャネルを使
用して暗号化されます。

Amazon Inspector の Identity and Access 
Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全にコント
ロールするために役立つ AWS のサービスです。IAM 管理者は、誰にできるかを制御する認証済み(サイン
イン) と認可(権限を持つ) Amazon Inspector リソースを使用します。IAM は、AWSのサービスで追加料金
は発生しません。

トピック
• Audience (p. 42)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 42)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 44)
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• Amazon Inspector で IAM を使用する方法 (p. 46)
• Amazon Inspector の ID ベースのポリシー例 (p. 51)
• AWSAmazon Inspector の管理ポリシー (p. 54)
• Amazon Inspector でのサービスにリンクされたロールの使用 (p. 56)
• Amazon Inspector の ID とアクセスのトラブルシューティング (p. 59)

Audience
を使用する方法AWS Identity and Access Management(IAM) は、Amazon Inspector で行う作業によって異
なります。

サービスユーザー— ジョブを実行するために Amazon Inspector サービスを使用する場合は、必要なアク
セス許可と認証情報を管理者が用意します。さらに多くの Amazon Inspector 機能を使用して作業を行う
場合は、追加のアクセス許可が必要になることがあります。アクセスの管理方法を理解すると、管理者か
ら適切な許可をリクエストするのに役に立ちます。Amazon Inspector の機能にアクセスできない場合は、
「」を参照してください。Amazon Inspector の ID とアクセスのトラブルシューティング (p. 59)。

サービス管理者— 社内の Amazon Inspector リソースを担当している場合は、通常、Amazon Inspector へ
のフルアクセスがあります。管理者は、従業員にアクセスを許可する Amazon Inspector 機能とリソース
を決定します。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。会社で Amazon Inspector 
で IAM を利用する方法の詳細については、「」を参照してください。Amazon Inspector で IAM を使用す
る方法 (p. 46)。

IAM 管理者— IAM 管理者は、Amazon Inspector へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細につ
いて確認する場合があります。IAM で使用できる Amazon Inspector 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、「」を参照してください。Amazon Inspector の ID ベースのポリシー例 (p. 51)。

アイデンティティを使用した認証
認証は、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。AWS Management 
Consoleを使用したサインインの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ユーザーまたはルート
ユーザーとしての AWS Management Console へのサインイン」を参照してください。

AWS アカウントのルートユーザーもしくは 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。会社のシングルサインオン認証を使用
することも、Google や Facebook を使用してサインインすることもできます。このような場合、管理者は
以前に IAM ロールを使用して ID フェデレーションを設定しました。他の会社の認証情報を使用して AWS 
にアクセスした場合、ロールを間接的に割り当てられています。

AWS Management Consoleに直接サインインするには、パスワードとルートユーザーのEメールまたは 
IAM ユーザー名を使用します。ルートユーザーまたは IAM ユーザーのアクセスキーを使用して AWS にプ
ログラム的にアクセスできます。AWS は、ユーザーの認証情報を使用してリクエストに暗号的で署名する
ための SDK とコマンドラインツールを提供します。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。これには、インバウンド API リクエストを認証するためのプロトコル、署名
バージョン 4 を使用します。リクエストの認証の詳細については、「AWS の全般リファレンス」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、追加のセキュリティ情報の提供を要求される場合もあります。たとえ
ば、AWS では多要素認証 (MFA) を使用してアカウントのセキュリティを高めることを推奨しています。
詳細については、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 アカウントを初めて作成する場合は、このアカウントのすべての AWS サービスとリソースに対し
て完全なアクセス権限を持つシングルサインインアイデンティティで始めます。このアイデンティティは 
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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。強くお勧めするのは、日常的なタスクには、それが管
理者タスクであっても、ルートユーザーを使用しないことです。代わりに、最初の IAM ユーザーを作成
するためにのみ、ルートユーザーを使用するというベストプラクティスに従います。その後、ルートユー
ザーの認証情報を安全な場所に保管し、それらを使用して少数のアカウントおよびサービス管理タスクの
みを実行します。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、単一のユーザーまたはアプリケーションに対する特定の許可を持つAWS アカウント内
のアイデンティティです。IAM ユーザーは、ユーザー名とパスワード、アクセスキーのセットなど、長期
的な認証情報を持つことができます。アクセスキーの生成方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの
「IAM ユーザーのアクセスキーの管理」を参照してください。IAM ユーザーにアクセスキーを生成すると
き、必ずキーペアを表示して安全に保存してください。後になって、シークレットアクセスキーを回復す
ることはできません。新しいアクセスキーペアを生成する必要があります。

IAM グループは、IAM ユーザーのコレクション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、一度に複数のユーザーに対してアクセス許可
を指定できます。多数の組のユーザーがある場合、グループを使用すると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アクセス許可
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 人の特定の人または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利用できます。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「IAM ユーザーの作成が適している場合 (ロールではなく)」を参照してください。

IAM ロール
IAM ロールは、特定のアクセス許可を持つ、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。

• 一時的な IAM ユーザーアクセス許可 – IAM ユーザーは、特定のタスクに対して複数の異なるアクセス許
可を一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – IAM ユーザーを作成する代わりに、AWS Directory Service、
エンタープライズユーザーディレクトリー、またはウェブ ID プロバイダーからの既存のアイデンティ
ティを使用できます。このようなユーザーはフェデレーティッドユーザーと呼ばれます。AWS では、ID 
プロバイダーを通じてアクセスがリクエストされたとき、フェデレーティッドユーザーにロールを割り
当てます。フェデレーティッドユーザーの詳細については、IAM ユーザーガイドのフェデレーティッド
ユーザーとロールを参照してください。

• 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。ロールは、クロスアカウントアク
セスを許可する主な方法です。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アタッチできます。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。

• クロスサービスアクセス – 一部の AWS のサービスは、AWSの他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場合、そのサービスでは Amazon EC2 でアプリケーションを実行した
り、Amazon S3 にオブジェクトを保存したりするのが一般的です。サービスは、呼び出し元プリンシパ
ルのアクセス許可、サービスロール、またはサービスリンクロールを使用してこれを行う場合がありま
す。
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• 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みなされます。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場合、別のサービスで別のアクションをトリガーするアクションを実行す
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。アクションにポ
リシーで追加の依存アクションが必要かどうかを確認するには、「」を参照してください。Amazon 
Inspector のアクション、リソース、および条件キーのサービス認証リファレンス。

• 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 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のサービスにアクセス権限を委任するロールの作成」を参照してく
ださい。

• サービスリンクロール – サービスリンクロールは、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、IAM アカウント内に表示され、サービスによって所有されま
す。IAM 管理者は、サービスリンクロールのアクセス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 リクエストを作成しているアプリケーションのために一時的な認証情報を管理するには、IAM 
ロールが使用できます。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、
インスタンスに添付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 ロールを使用してアクセス許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールを使用するか IAM ユーザーを使用するかどうかについては、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 でのアクセスは、ポリシーを作成し、それらを IAM アイデンティティまたは AWS リソースにア
タッチすることで制御できます。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、ID 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。ルートユーザーまたは IAM ユーザーとしてサインインすること
も、IAM ロールを引き受けることもできます。その後リクエストを行うと、AWS が関連するアイデンティ
ティベースまたはリソースベースのポリシーを評価します。ポリシーでのアクセス許可により、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、アクセス許可のない状態からスタートします。
言い換えると、デフォルト設定では、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。何かを実行するアクセス許可をユーザーに付与するには、管理者がユーザーにアクセス許可ポリ
シーをアタッチする必要があります。また、管理者は、必要なアクセス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アクセス許可を付与すると、そのグループ内のすべてのユーザーにこ
れらのアクセス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、アクションのアクセス許可を定義します。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ポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM user ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデン
ティティにアタッチできる 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
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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管理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ています。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、およびロールにアタッチできるスタン
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
シーが含まれます。管理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 
ユーザーガイドの管理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。

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
スのポリシーの例は、IAM ロールの信頼ポリシーおよび Amazon S3 バケットポリシーです。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。ポリシーがアタッチされているリソースの場合、ポリシーは、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を定義します。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 IAM の AWS マネージドポリシーを使用することはできません。

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。

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、別のあまり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。

• 許可の境界 – 許可の境界は、ID ベースのポリシーが 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。エンティティの許可の境界を設定できます。結果と
して得られる許可は、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許可の境界の共通部分で
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は、許可の境
界では制限されません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、その許可は無効になり
ます。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) に最大ア
クセス許可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、お客様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、サービス制御ポリシー (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 (各 AWS アカウントルートユーザーなど) に対するアクセス許可を制限
します。Organizations と SCP の詳細については、 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。結果として得られる
セッションの許可は、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
の共通部分です。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
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シーのいずれかを明示的に拒否した場合、その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
さらに複雑になります。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。

Amazon Inspector で IAM を使用する方法
IAM を使用して Amazon Inspector へのアクセスを管理する前に、Amazon Inspector で利用できる IAM の
機能について学びます。

Amazon Inspector で使用できる IAM の機能

IAM の機能 Amazon Inspector サポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 46) はい

リソースベースのポリシー (p. 47) いいえ

ポリシーアクション (p. 47) はい

ポリシーリソース (p. 48) はい

ポリシー条件キー (p. 48) はい

ACL (p. 49) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 49) 部分的

一時認証情報 (p. 49) はい

プリンシパル許可 (p. 50) はい

サービスロール (p. 50) はい

サービスにリンクされたロール (p. 50) いいえ

Amazon Inspector などの概要を表示するにはAWSサービスはほとんどの IAM 機能で動作します。を参照
してください。AWSIAM と連携するサービスのIAM ユーザーガイド。

Amazon Inspector のアイデンティティベースのポリシー

ID ベースのポリシーのサポート はい

ID ベースのポリシーは、IAM user 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ア
タッチできる 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 ID 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、また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、それがアタッチされているユーザーまたはロールに適用
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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。

Amazon Inspector の ID ベースのポリシー例

Amazon Inspector 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、「」を参照してくださ
い。Amazon Inspector の ID ベースのポリシー例 (p. 51)。

Amazon Inspector 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
スのポリシーの例は、IAM ロールの信頼ポリシーおよび Amazon S3 バケットポリシーです。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。ポリシーがアタッチされているリソースの場合、ポリシーは、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を定義します。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、信頼されたアカウントの 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、ID 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。

Amazon Inspector 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、誰が何にアクセスす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
ションを記述します。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 オペレーションを持たないアクセス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、関連付けられた操作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。

Amazon Inspector アクションのリストを表示するには、「」を参照してください。Amazon Inspector で
定義されるアクションのサービス認証リファレンス。

Amazon Inspector のポリシーアクションは、アクションの前にプレフィックスを使用します。

awes
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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": [ 
      "awes:action1", 
      "awes:action2" 
         ]

Amazon Inspector 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、「」を参照してくださ
い。Amazon Inspector の ID ベースのポリシー例 (p. 51)。

Amazon Inspector 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、誰が何にアクセスす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 ポリシーエレメントは、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 エレメント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、リソースレベルのアクセス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。

操作のリスト化など、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": "*"

Amazon Inspector リソースタイプおよびその ARN のリストを表示するには、「」を参照してくださ
い。Amazon Inspector で定義されるリソースのサービス認証リファレンス。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は、「」を参照してください。Amazon Inspector で定義されるアクショ
ン。

Amazon Inspector 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、「」を参照してくださ
い。Amazon Inspector の ID ベースのポリシー例 (p. 51)。

Amazon Inspector のポリシー条件キー

ポリシー条件キーに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスす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 エレメント (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エレメントはオプションです。イコールや以下などの条件演算子を使用する条件式
を作成して、リクエスト内に値のあるポリシーの条件に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 エレメントを指定する場合、または 1 つのCondition エレ
メントに複数のキーを指定する場合、AWS が論理 AND演算を使用してそれらを評価します。単一の条件
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キーに複数の値を指定する場合、AWSが論理 OR 演算を使用して条件を評価します。ステートメントのア
クセス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 ユーザー名でタグ付けされてい
る場合のみ、リソースにアクセスする IAM ユーザーアクセス許可を付与できます。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの IAM ポリシーエレメント: 変数およびタグを参照してください。

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。

Amazon Inspector の条件キーのリストを表示するには、「」を参照してください。Amazon Inspector の
条件キーのサービス認証リファレンス。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、「」を参照してください。Amazon Inspector で定義されるアクション。

Amazon Inspector 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、「」を参照してくださ
い。Amazon Inspector の ID ベースのポリシー例 (p. 51)。

Amazon Inspector 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。

Amazon Inspector 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、属性に基づいて許可を定義する認証戦略です。AWS で
は、これらの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 リソースにアタッチできます。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ときに操作を
許可するように ABAC ポリシーを設計できます。

ABAC は、急速に成長している環境で役立ち、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制御するには、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。

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「タグに基づいて AWS 
リソースにアクセスするための許可を定義する (ABAC, Attribute-Based Access Control)」を参照してくだ
さい。

Amazon Inspector での一時的な認証情報の使用

一時的な認証情報のサポート はい
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AWS のサービスには、一時的な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、一時的な認証
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
クセスすると、そのプロセスは自動的に一時的な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、一時的な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。

一時的な認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、これらの一時
的な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、一時的な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。

Amazon Inspector 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場合、別の
サービスで別のアクションをトリガーするアクションを実行することがあります。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、「」を参照してください。Amazon Inspector のアクション、リソース、および条
件キーのサービス認証リファレンス。

Amazon Inspector 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のサービスにアクセス権限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、Amazon Inspector の機能が破損する可能性がありま
す。Amazon Inspector 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。

Amazon Inspector のサービスにリンクされたロール

サービスリンクロールのサポート いいえ

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、IAM アカウント内に表示され、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アクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

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、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
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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、[はい] リンクを
選択します。

Amazon Inspector の ID ベースのポリシー例
デフォルトでは、IAM ユーザーおよびロールには、Amazon Inspector リソースを作成または変更するアク
セス許可はありません。また、AWS Management Console や AWS CLI、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。その後、管理者はこれらの許可を必要とす
る IAM ユーザーまたはグループにこれらのポリシーをアタッチする必要があります。

これらの例の 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、「」を参照してください。IAM ポリシーの作成のIAM ユーザーガイド。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 51)
• Amazon Inspector コンソールの使用 (p. 51)
• 自分の許可の表示をユーザーに許可する (p. 52)
• すべての Amazon Inspector リソースへの読み取り専用アクセスを許可する (p. 52)
• すべての Amazon Inspector リソースへのフルアクセスを許可する (p. 53)

ポリシーのベストプラクティス
アイデンティティベースポリシーは非常に強力です。アカウント内で、Amazon Inspector リソースを作
成、アクセス、または削除できるか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または編集すると
きは、以下のガイドラインと推奨事項に従います。

• の使用を開始します。AWSマネージドポリシー— Amazon Inspector をすぐに使い始めるには、AWS
従業員に必要なアクセス許可を付与するための管理ポリシー。これらのポリシーはアカウントで既に
有効になっており、AWS によって管理および更新されています。詳細については、IAM ユーザーガイ
ドのAWS 管理ポリシーを使用したアクセス許可の使用開始を参照してください。

• 最小権限を付与する – カスタムポリシーを作成するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与しま
す。最小限のアクセス許可から開始し、必要に応じて追加のアクセス許可を付与します。この方法は、
寛容なアクセス許可で始め、後でそれらを強化しようとするよりも安全です。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「最小限の特権を認める」を参照してください。

• 機密性の高い操作に MFA を有効にする – 追加セキュリティとして、機密性の高いリソースまたは API 
操作にアクセスするために IAM ユーザーに対して、多要素認証 (MFA) の使用を要求します。詳細につ
いては、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。

• 追加のセキュリティとしてポリシー条件を使用する – 実行可能な範囲内で、ID ベースのポリシーでリ
ソースへのアクセスを許可する条件を定義します。例えば、要求が発生しなければならない許容 IP アド
レスの範囲を指定するための条件を記述できます。指定された日付または時間範囲内でのみリクエスト
を許可する条件を書くことも、SSL や MFA の使用を要求することもできます。詳細については、「」
を参照してください。IAM JSON ポリシー要素: 条件のIAM ユーザーガイド。

Amazon Inspector コンソールの使用
Amazon Inspector コンソールにアクセスするには、一連の最小限のアクセス許可が必要です。これらの
アクセス許可により、の Amazon Inspector リソースの詳細をリストおよび表示できます。AWS アカウン
ト。最小限必要なアクセス許可よりも制限されたアイデンティティベースポリシーを作成すると、そのポ
リシーをアタッチしたエンティティ (IAM ユーザーまたはロール) に対してはコンソールが意図したとおり
に機能しません。
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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アクセス許可を付与する必
要はありません。代わりに、実行しようとしている API 操作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 Amazon Inspector コンソールを使用できるように、Amazon インスペクターもアタッ
チします。ConsoleAccessまたはReadOnly AWSエンティティに対する管理ポリシー。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。

自分の許可の表示をユーザーに許可する
この例では、ユーザー ID にアタッチ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 か 
AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス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", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

すべての Amazon Inspector リソースへの読み取り専用アクセス
を許可する
この例では、すべての Amazon Inspector リソースへの読み取り専用アクセスを許可するポリシーを示しま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
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                "inspector2:Describe*", 
                "inspector2:Get*", 
                "inspector2:BatchGet*", 
                "inspector2:List*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:DescribeOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

すべての Amazon Inspector リソースへのフルアクセスを許可す
る
この例では、すべての Amazon Inspector リソースへのフルアクセスを許可するポリシーを示します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "inspector2:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": "inspector2.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
                "organizations:RegisterDelegatedAdministrator", 
                "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:DescribeOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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AWSAmazon Inspector の管理ポリシー

ユーザー、グループ、ロールにアクセス権限を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS 管
理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対象範囲に含めており、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 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アク
セス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アクセス許可が追加されることがあります。このタイプの更新は、ポリシーが添付
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、ロール) に影響します。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の許可を削除しな
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。

加えて AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ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、ReadOnlyAccessAWS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。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS 追
加されたオペレーションとリソースに対し、読み取り専用のアクセス許可を設定します。ジョブ関数ポリ
シーのリストと説明については、IAM ユーザーガイドの「AWS ジョブ関数のマネージドポリシー」を参照
してください。

AWS管理ポリシー: AmazonInspector2 フルアクセス

AmazonInspector2FullAccess ポリシーは IAM アイデンティティにアタッチできます。

このポリシーでは、Amazon Inspector への完全なアクセスを可能にする管理者権限を付与します。

アクセス権限の詳細

このポリシーには以下の許可が含まれています。

• inspector2 — Amazon Inspector の機能へのフルアクセスを許可します。
• iam— Amazon Inspector で、サービスにリンクされたロールの作成を許可しま

す。AWSServiceRoleForAmazonInspector2。これは、Amazon Inspector が Amazon EC2 インスタ
ンスと Amazon ECR イメージに関する情報の取得、VPC ネットワークの分析、組織に関連付けられた
アカウントの説明などの操作を実行できるようにするために必要です。詳細については、「」を参照し
てくださいAmazon Inspector でのサービスにリンクされたロールの使用 (p. 56)

• organizations— 管理者が AWS Organizations の組織に対して IAM アクセスアナライザーを使用で
きるようにします。After信頼されたアクセスの有効化AWS Organizations の IAM アクセスアナライザー
の場合、委任された管理者アカウントのメンバーは、組織全体で設定を管理し、結果を表示できます。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "inspector2:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": "inspector2.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
                "organizations:RegisterDelegatedAdministrator", 
                "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:DescribeOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS管理ポリシー: AmazonInspector2 サービスロールポリシー
IAM エンティティに AmazonInspector2ServiceRolePolicy をアタッチすることはできません。この
ポリシーは、ユーザーに代わって Amazon Inspector がアクションを実行することを許可する、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、「」を参照してくださいAmazon Inspector で
のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 56)

Amazon Inspector の更新はAWSマネージドポリシー

の更新に関する詳細の表示AWSAmazon Inspector の管理ポリシーは、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確認しています。このページの変更に関する自動通知を入手するに
は、Amazon Inspector ドキュメントの履歴ページから、RSS フィードにサブスクライブしてください。

変更 説明 日付

AmazonInspector2 フルアクセ
ス (p. 54)— 新しいポリシー

Amazon Inspector は、Amazon 
Inspector クターの機能へのフル
アクセスを許可する新しいポリ
シーを追加しました。

2021 年 11 月 29 日

AmazonInspector2 サービスロー
ルポリシー (p. 56)— 新しいポ
リシー

Amazon Inspector は、Amazon 
Inspector がユーザーに代わって
他のサービスでアクションを実

2021 年 11 月 29 日
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変更 説明 日付
行できるようにする新しいポリ
シーを追加しました。

Amazon Inspector 変更のトラッ
キングを開始しました

Amazon Inspector が、その変更
の追跡を開始しましたAWS管理
ポリシー。

2021 年 11 月 29 日

Amazon Inspector でのサービスにリンクされたロール
の使用
Amazon Inspector の使用AWS Identity and Access Management(IAM)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、Amazon Inspector に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロール
です。サービスにリンクされたロールは、Amazon Inspector によって事前定義されており、サービスが 
other を呼び出すために必要なすべてのアクセス許可を備えています。AWSお客様に代わってのサービ
ス。

サービスにリンクされたロールを使用することで、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなる
ため、Amazon Inspector の設定が簡単になります。Amazon Inspector は、そのサービスリンクロールの
許可を定義します。別途定義されている場合を除き、Amazon Inspector しかそのロールを引き受けること
ができません。定義される許可には、信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれており、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。

サービスリンクロールを削除するには、まずその関連リソースを削除します。これにより、リソースへの
アクセス許可を不用意に削除することが防止され、Amazon Inspector リソースは保護されます。

サービスリンクロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連携する AWS のサービス」を
参照して、[サービスにリンクされたロール] 列が[Yes] (はい) になっているサービスを探してください。
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、はい リンクを選択しま
す。

Amazon Inspector のサービスにリンクされたロールのアクセス
許可
Amazon Inspector では、という名前のサービスにリンクされたロールを使用します。Amazon Inspector 2 
の AWS サービスロール。

サービスにリンクされたロール AWSServiceRoleForAmazonInspector2 は、以下のサービスを信頼して
ロールを引き受けます。

• inspector2.amazonaws.com

AmazonInspector2ServiceRolePolicy という名前のアクセス権限ポリシーにより、Amazon Inspector は次
のようなタスクを実行できます。

• Amazon EC2 アクションを使用して、インスタンスとネットワークパスに関する情報を取得します。
• を使用するAWS Systems ManagerAmazon EC2 インスタンスからインベントリを取得するアクショ

ン。
• Amazon ECR アクションを使用して、コンテナイメージに関する情報を取得します。
• を使用するAWS Organizations関連付けられたアカウントを説明するアクション。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "TirosPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "directconnect:DescribeConnections", 
                "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations", 
                "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments", 
                "directconnect:DescribeDirectConnectGateways", 
                "directconnect:DescribeVirtualGateways", 
                "directconnect:DescribeVirtualInterfaces", 
                "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
                "ec2:DescribeCustomerGateways", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeInternetGateways", 
                "ec2:DescribeManagedPrefixLists", 
                "ec2:DescribeNatGateways", 
                "ec2:DescribeNetworkAcls", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DescribePrefixLists", 
                "ec2:DescribeRegions", 
                "ec2:DescribeRouteTables", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments", 
                "ec2:DescribeTransitGatewayConnects", 
                "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments", 
                "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables", 
                "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments", 
                "ec2:DescribeTransitGateways", 
                "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations", 
                "ec2:DescribeVpcEndpoints", 
                "ec2:DescribeVpcPeeringConnections", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeVpnConnections", 
                "ec2:DescribeVpnGateways", 
                "ec2:GetManagedPrefixListEntries", 
                "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations", 
                "ec2:SearchTransitGatewayRoutes", 
                "elasticloadbalancing:DescribeListeners", 
                "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes", 
                "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers", 
                "elasticloadbalancing:DescribeRules", 
                "elasticloadbalancing:DescribeTags", 
                "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups", 
                "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth", 
                "network-firewall:DescribeFirewall", 
                "network-firewall:DescribeFirewallPolicy", 
                "network-firewall:DescribeResourcePolicy", 
                "network-firewall:DescribeRuleGroup", 
                "network-firewall:ListFirewallPolicies", 
                "network-firewall:ListFirewalls", 
                "network-firewall:ListRuleGroups", 
                "tiros:CreateQuery", 
                "tiros:GetQueryAnswer" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "PackageVulnerabilityScanning", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:BatchGetImage", 
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                "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration", 
                "ecr:DescribeImages", 
                "ecr:DescribeRegistry", 
                "ecr:DescribeRepositories", 
                "ecr:GetAuthorizationToken", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:GetRegistryScanningConfiguration", 
                "ecr:ListImages", 
                "ecr:PutRegistryScanningConfiguration", 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "ssm:DescribeAssociation", 
                "ssm:DescribeInstanceInformation", 
                "ssm:ListAssociations", 
                "ssm:ListResourceDataSync", 
                "ssm:StartAssociationsOnce", 
                "ssm:DeleteAssociation", 
                "ssm:UpdateAssociation" 
            ], 
            "Resource": "" 
        }, 
        { 
            "Sid": "GatherInventory", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:CreateAssociation" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn::ec2:::instance/", 
                "arn:aws:ssm:::document/AWS-GatherSoftwareInventory", 
                "arn::ssm:::managed-instance/" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DataSyncCleanup", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:CreateResourceDataSync", 
                "ssm:DeleteResourceDataSync" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn::ssm:::resource-data-sync/InspectorResourceDataSync-do-not-delete" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "ManagedRules", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "events:PutRule", 
                "events:DeleteRule", 
                "events:DescribeRule", 
                "events:ListTargetsByRule", 
                "events:PutTargets", 
                "events:RemoveTargets" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn::events:::rule/DO-NOT-DELETE-AmazonInspector*ManagedRule" 
            ] 
        } 
    ]
}

のアップデートに関する詳細Amazon Inspector 2 の AWS サービスロールポリシー、「」を参照してくだ
さい。Amazon Inspector の更新はAWSマネージドポリシー (p. 55)。

58



Amazon Inspector ユーザーガイド
トラブルシューティング

サービスリンクロールの作成、編集、削除を IAM エンティティ (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。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスリンク
ロールの許可」を参照してください。

Amazon Inspector のサービスにリンクされたロールの作成
サービスリンクロールを手動で作成する必要はありません。でサービスを有効にした場合AWS 
Management Consoleとすると、AWS CLI、またはAWSAPI の場合、Amazon Inspector は、サービスにリ
ンクされたロールを作成します。

Amazon Inspector のサービスにリンクされたロールの編集
Amazon Inspector では、サービスにリンクされたロール AWSServiceRoleForAmazonInspector2 を編集す
ることはできません。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。

Amazon Inspector のサービスにリンクされたロールの削除
Amazon Inspector を使用する必要がなくなった場合は、サービスにリンクされたロール 
AWSServiceRoleForAmazonInspector2 を削除することをお勧めします。ロールを削除する前に、それが
有効になっている AWS リージョンごとに Amazon Inspector を無効にしておく必要があります。Amazon 
Inspector を無効にしても、そのロールは削除されません。したがって、Amazon Inspector を再度有効に
すると、既存のロールを使用できます。そうすることで、積極的にモニタリングまたは保守されていない
未使用のエンティティを排除できます。ただし、手動で削除する前に、サービスリンクロールのリソース
をクリーンアップする必要があります。

サービスにリンクされたこのロールを削除したが、再作成する必要がある場合は、同じプロセスで、アカ
ウントにロールを再作成することができます。[Inspector] を有効にすると、Inspector によりサービスにリ
ンクされたロールが再作成されます。

Note

リソースを削除しようとするときに、Amazon Inspector サービスでロールが使用されている場
合、削除が失敗することがあります。失敗した場合は、数分待ってから再度オペレーションを実
行してください。

IAM を使用して、サービスにリンクされたロールを手動で削除するには

IAM コンソールを使用して、AWS CLI、またはAWSAmazon Inspector2 のサービスにリンクされたロール
の AWSServiceRoleを削除する API。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。https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/using-service-
linked-roles.html#delete-service-linked-role

Amazon Inspector の ID とアクセスのトラブルシュー
ティング
次の情報は、Amazon Inspector と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復
に役立ちます。

トピック
• Amazon Inspector でアクションを実行する権限がありません (p. 60)
• iam:PassRole を実行する権限がない (p. 60)
• アクセスキーを表示する場合 (p. 60)
• 管理者として Amazon Inspector へのアクセスを他のユーザーに許可したい (p. 61)
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• 自分の外の人を許可したいAWS アカウントAmazon Inspector のリソースにアクセスするに
は (p. 61)

Amazon Inspector でアクションを実行する権限がありません
AWS Management Console から、アクションを実行する権限がないと通知された場合、管理者に問い合わ
せ、サポートを依頼する必要があります。ユーザー名とパスワードは、その管理者から提供されたもので
す。

以下のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して架空の my-example-widget
リソースに関する詳細情報を表示しようとしているが、架空の awes:GetWidget 許可がないという場合
に発生します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 awes:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、マテオは、my-example-widget アクションを使用して awes:GetWidget リソースにアクセ
スできるように、ポリシーの更新を管理者に依頼します。

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、管理者に問い合わせ、
サポートを依頼する必要があります。お客様のユーザー名とパスワードを発行したのが、担当の管理者で
す。Amazon Inspector にロールを渡すことができるようにポリシーを更新するよう、管理者に依頼しま
す。

一部の AWS サービスでは、新しいサービスロールまたはサービスリンク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できます。そのためには、サービスにロールを渡すアクセス許可が必要で
す。

以下の例のエラーは、という IAM ユーザーが発生します。marymajorは、コンソールを使用して 
Amazon Inspector でアクションを実行しようします。ただし、アクションでは、サービスロールによって
付与された許可がサービスにある必要があります。メアリーには、ロールをサービスに渡すアクセス許可
がありません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーは担当の管理者に iam:PassRole アクションを実行できるようにポリシーの更新を
依頼します。

アクセスキーを表示する場合
IAM ユーザーアクセスキーを作成した後は、いつでもアクセスキー ID を表示できます。ただし、シーク
レットアクセスキーをもう一度表示することはできません。シークレットアクセスキーを紛失した場合
は、新しいキーペアを作成する必要があります。

アクセスキーは、アクセスキー ID (AKIAIOSFODNN7EXAMPLE など) とシークレットアクセスキー 
(wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY など) の 2 つの部分から構成されます。ユーザー名
とパスワードと同様に、リクエストを認証するために、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーの両
方を使用する必要があります。ユーザー名とパスワードと同様に、アクセスキーをしっかり管理してくだ
さい。

Important

正規ユーザー ID を確認するためであっても、アクセスキーをサードパーティーに提供しないでく
ださい。提供すると、第三者がアカウントへの永続的アクセスを取得する場合があります。
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アクセスキーペアを作成する場合、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを安全な場所に保存す
るように求めるプロンプトが表示されます。このシークレットアクセスキーは、作成時にのみ使用できま
す。シークレットアクセスキーを紛失した場合、新しいアクセスキーを IAM ユーザーに追加する必要があ
ります。最大 2 つのアクセスキーを持つことができます。すでに 2 つある場合は、新しいキーペアを作成
する前に、いずれかを削除する必要があります。手順を表示するには、IAM ユーザーガイドの「アクセス
キーの管理」を参照してください。

管理者として Amazon Inspector へのアクセスを他のユーザーに
許可したい
Amazon Inspector へのアクセスを他のユーザーに許可するには、アクセスを必要とする人またはアプリ
ケーションの IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。ユーザーまたは
アプリケーションは、このエンティティの認証情報を使用して AWS にアクセスします。次に、Amazon 
Inspector の適切なアクセス許可を付与するポリシーを、そのエンティティにアタッチする必要がありま
す。

すぐに開始するには、IAM ユーザーガイドの「IAM が委任した最初のユーザーおよびグループの作成」を
参照してください。

自分の外の人を許可したいAWS アカウントAmazon Inspector の
リソースにアクセスするには
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースへのアクセスに使用できるロールを作成でき
ます。ロールを引き受けるように信頼された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コントロールリスト (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、以下を参照してください。

• Amazon Inspector がこれらの機能をサポートしているかどうかについては、「」を参照してくださ
い。Amazon Inspector で IAM を使用する方法 (p. 46)。

• 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 で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AWS アカウントに対して、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「AWS アカウント第三者が所有する 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 Inspector のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、複数の機能の一環として Amazon Inspector のセキュリティと
コンプライアンスを評価します。AWSコンプライアンスプログラム。これらのプログラムに
は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などが含まれます。

Amazon Inspector かその他かを知るにはAWSサービスは特定のコンプライアンスプログラムの対象範囲内
にあります。AWSコンプライアンスプログラムによる対象範囲内のサービス。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。
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サードパーティーの監査レポートをダウンロードするには、AWS Artifactを使用します。詳細について
は、におけるレポートのAWS Artifactダウンロードにおけるレポートの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お客様のコンプライアンス責任は、データの機密性、企業のコンプライア
ンス目的、適用法規によって決まります。AWS ではコンプライアンスに役立つ以下のリソースを用意して
います。

• セキュリティおよび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 でデプロイするための手順を説明します。

• HIPAA のセキュリティとコンプライアンスに関するホワイトペーパーを作成する - このホワイトペー
パーは、企業が AWS を使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明します。

Note

すべてのサービスが HIPAA に準拠しているわけではありません。
• 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、ユーザーの業界

や地域で使用できるかもしれません。
• AWS Config デベロッパーガイドのルールによるリソースの評価 - AWS Config のサービスでは、お客様

のリソース設定が社内のプラクティス、業界ガイドライン、規制にどの程度準拠しているかを評価しま
す。

• AWS Security Hub：この AWSサービスでは、AWS内のセキュリティ状態を包括的に表示しており、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を確認するのに役立ちます。

• AWS Audit Manager - この AWS サービスでは AWSの使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法、
規制や業界標準への準拠を簡素化できます。

Amazon Inspector の耐障害性
AWS グローバルインフラストラクチャは AWS リージョン およびアベイラビリティーゾーンを中心に構
築されています。AWS 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・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。

に加えてAWSAmazon Inspector では、グローバルインフラストラクチャを使用して、データの耐障害性と
バックアップのニーズに対応できるように複数の機能を提供しています。

Amazon Inspector 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として Amazon Inspector は、AWSで説明されているグローバルネットワークセキュ
リティ手順Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要ホワイトペーパー。

あなたは使うAWSが公開している API 呼び出しで、ネットワークを介して Amazon Inspector 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
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インシデントへの対応

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。

Amazon Inspector のインシデント対応
Amazon Inspector のインシデント対応はAWS責任。AWSには、インシデントへの対応を管理する正式な
文書化されたポリシーとプログラムがあります。

広範な影響を与える AWS の運用上の問題は AWS Service Health Dashboard に投稿されます。

運用上の問題も、AWS Health Dashboard を介して個々のアカウントに投稿されます。AWS Health 
Dashboard の使い方については、「AWS Health ユーザーガイド」を参照してください。
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CloudTrail ログ

Amazon Inspector モニタリング
モニタリングは、Amazon Inspector と他の製品の信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上で重要
な部分です。AWSソリューション。AWSには、Amazon Inspector を監視して異常を監視した場合に報告
し、必要に応じて自動的に対処するために、次のモニタリングツールが用意されています。

• AWS CloudTrail は、AWS アカウント により、またはそのアカウントに代わって行われた API コールや
関連イベントを取得し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。AWS 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。

を使用した Amazon Inspector API 呼び出しのログ
記録AWS CloudTrail

Amazon Inspector はAWS CloudTrail、ユーザー、ロール、または、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AWSAmazon Inspector のサービスです。CloudTrail は、Amazon Inspector 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。キャプチャされた呼び出しには、Amazon Inspector 
コンソールからの呼び出しと、Amazon Inspector API オペレーションへのコード呼び出しが含まれます。
追跡を作成する場合は、Amazon Inspector 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。証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、Amazon Inspector に対して行われたリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト者、リク
エスト日時やその他の詳細を確認できます。

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 Amazon Inspector 情報
CloudTrail は、アカウント作成時に AWS アカウント で有効になります。Amazon Inspector でアクティビ
ティが発生すると、そのアクティビティは [CloudTrail] イベントに記録されます。AWSのサービスイベン
トイベント履歴。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、「」を参照してください。CloudTrail イベント履歴でイベントを表示する。

でのイベントの継続的な記録についてはAWS アカウントには、Amazon Inspector のイベントなど、証跡
を作成します。証跡により、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、コンソールで証跡を作成するときに、証跡がすべての に適用されますAWS リージョン 証跡
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、その他の AWS サービスを設定して、CloudTrail ログで収
集したデータをより詳細に分析し、それに基づく対応を行うことができます。詳細については、以下を参
照してください。

• 証跡を作成するための概要
• CloudTrail でサポートされるサービスと統合
• 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 Amazon Inspector アクションは CloudTrail によって記録され、に記載されていますAmazon 
Inspector API 参照。たとえば、ACTION_1,ACTION_2そしてACTION_3アクションは CloudTrail ログファ
イルにエントリを生成します。
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Amazon Inspector ログファイルエントリについて

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。この ID 情報は以下
のことを確認するのに役立ちます。

• リクエストが、root 認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどちら
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.

• 要求が、別の AWS 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 要素」を参照してください。

Amazon Inspector ログファイルエントリについて
証跡は、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するように設定できま
す。CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリがあります。イベントは任意の発生元からの 1 
つ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
に関する情報が含まれます。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。
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Amazon Inspector との統合

Amazon Inspector 統合
Amazon Inspector は、他のAWSのサービス。これらのサービスでは、Amazon Inspector からデータを取
り込み、新しい方法で調査結果を表示することができます。次の統合オプションを参照して、そのサービ
スが Amazon Inspector 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ご覧ください。

Amazon Inspector との統合
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、コンテナイメージを簡単に保存、共有、デプロイ
できる完全マネージド型の Docker コンテナレジストリです。Amazon ECR プライベートレジストリ、可
用性の高いスケーラブルなアーキテクチャでコンテナイメージがホストされます。Amazon Inspector を使
用して、Amazon ECR リポジトリに存在するコンテナイメージをスキャンして、脆弱なオペレーティング
システムパッケージとプログラミング言語パッケージを検出できます。

Amazon Inspector での Amazon ECR の使用方法については、「」を参照してください。Amazon Elastic 
Container Registry (Amazon ECR) との (p. 66)。

Amazon Inspector との統合AWSAWS Security Hub
AWS Security Hubユーザー全体からセキュリティデータを収集します。AWSアカウント、サービス、お
よびその他のサポート対象製品を使用して、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。セキュリティポスチャの評価に加えて、Security Hub は、統合されたすべての調査
結果の一元的な場所を作成します。AWSサービス、およびAWSパートナーネットワーク製品。Amazon 
Inspector でSecurity Hub を有効にすると、Amazon Inspector の調査結果データをSecurity Hub によって
自動的に取り込むことができます。

Amazon Inspector でのSecurity Hub の使用に関する詳細は、「」を参照してください。AWS Security Hub 
との統合 (p. 67)。

Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
との

Amazon ECR は、Docker および OCI イメージとアーティファクトをサポートする完全マネージドコンテ
ナレジストリです。AWS。Amazon ECR を使用している場合は、拡張スキャンAmazon Inspector がコン
テナイメージを自動的に検出し、脆弱なオペレーティングシステムパッケージとプログラミング言語パッ
ケージをスキャンしてレジストリに許可します。

この統合により、Amazon ECR コンソール内でコンテナイメージの Amazon インスペクターの結果を表示
できます。さらに、Amazon ECR コンソールからスキャン頻度を管理し、インクルージョンフィルターを
作成してスキャンの範囲を絞り込むことができます。

統合の有効化
統合を有効にするには、Amazon Inspector コンソールまたは API を使用して Amazon Inspector のスキャ
ンを有効にするか、使用するリポジトリを構成します。拡張スキャンAmazon ECR コンソールまたは API 
を使用して、Amazon インスペクターを使用します。

Amazon Inspector を使用して統合を有効にする詳細については、「」を参照してください。Amazon 
Inspector でリソースをスキャンする (p. 26)。
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マルチアカウント環境との統合の使用

イネーブル化および設定の詳細については、拡張スキャンAmazon ECR で、「」を参照してください。拡
張スキャン『Amazon ECR ユーザーガイド』の「」を参照してください。

マルチアカウント環境との統合の使用
マルチアカウント環境のメンバーの場合、Amazon ECR を使用して拡張スキャンを有効にできます。ただ
し、一度有効にすると、Amazon Inspector の委任された管理者のみが無効にすることができます。無効に
すると、基本スキャンに戻ります。詳細については、スキャンの無効化 (p. 28)を参照してください。

AWS Security Hub との統合
Security Hub では、AWS のセキュリティ状態を包括的に把握し、セキュリティ業界標準およびベストプラ
クティスに照らして環境をチェックするのに役立ちます。Security Hub は全体からセキュリティデータを
収集しますAWSアカウント、サービス、その他のサポート対象製品。提供される情報を使用して、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できます。

Amazon Inspector と Security Hub との統合により、Amazon Inspector から Security Hub に結果を送信で
きます Security Hub では、このような検出結果をセキュリティポスチャの分析に含めることができます。

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
検出結果が検出した問題に由来するものもあります。AWSサービス、またはサードパーティー製品による
もの。Security Hub には、セキュリティの問題を検出し、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検出結果を管理するためのツールが用意され
ています。検出結果のリストを表示およびフィルタリングし、検出結果の詳細を表示できます。Security 
Hub での結果についての詳細は、「」を参照してください。結果の表示のAWS Security Hubユーザーガイ
ド。検出結果の調査状況を追跡することもできます 「」を参照してください。検出結果に対してアクショ
ンを実行するにはのAWS Security Hubユーザーガイド。

Security Hub のすべての検出結果で、AWS Security Finding Format (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。「」を参照してください。AWSSecurity Finding 形式のAWS Security Hub
ユーザーガイド。

Amazon Inspector の調査結果を表示するAWS 
Security Hub
Amazon Inspector クラシックと新しい Amazon Inspector の結果は、Security Hub 同じパネルで入手で
きます。ただし、新しい Amazon Inspector から結果をフィルタリングするには、Version=2フィル
ターバーでフィルターします。このフィルターを追加すると、Security Hub ダッシュボードから Amazon 
Inspector Classic の結果が除外されます。

Amazon Inspector からの検索の例

{ 
  "SchemaVersion": "2018-10-08", 
  "Id": "arn:aws:inspector:us-east-1:123456789012:finding/FINDING_ID", 
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/inspector", 
  "ProductName": "Inspector", 
  "CompanyName": "Amazon", 
  "Region": "us-east-1", 
  "GeneratorId": "AWSInspector", 
  "AwsAccountId": "123456789012", 
  "Types": [ 
    "Software and Configuration Checks/Vulnerabilities/CVE" 
  ], 
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Amazon Inspector ユーザーガイド
Amazon Inspector の調査結果を
表示するAWSセキュリティハブ

  "FirstObservedAt": "2021-09-02T19:01:56.725Z", 
  "LastObservedAt": "2021-10-13T05:43:34.982Z", 
  "CreatedAt": "2021-09-02T19:01:56.725Z", 
  "UpdatedAt": "2021-10-13T05:43:34.982Z", 
  "Severity": { 
    "Label": "HIGH", 
    "Normalized": 70 
  }, 
  "Title": "CVE-2019-19882 - passwd, login", 
  "Description": "shadow 4.8, in certain circumstances affecting at least Gentoo, Arch 
 Linux, and Void Linux, allows local users to obtain root access because setuid programs 
 are misconfigured. Specifically, this affects shadow 4.8 when compiled using --with-
libpam but without explicitly passing --disable-account-tools-setuid, and without a PAM 
 configuration suitable for use with setuid account management tools. This combination 
 leads to account management tools (groupadd, groupdel, groupmod, useradd, userdel, 
 usermod) that can easily be used by unprivileged local users to escalate privileges to 
 root in multiple ways. This issue became much more relevant in approximately December 2019 
 when an unrelated bug was fixed (i.e., the chmod calls to suidusbins were fixed in the 
 upstream Makefile which is now included in the release version 4.8).", 
  "Remediation": { 
    "Recommendation": { 
      "Text": "Update all packages in the vulnerable packages section to their latest 
 versions." 
    } 
  }, 
  "ProductFields": { 
    "aws/inspector/score": "7.8", 
    "aws/inspector/FindingStatus": "ACTIVE", 
    "aws/inspector/ProductVersion": "2", 
    "aws/inspector/scoreDetails/scoringVector": "CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/
A:H", 
    "aws/inspector/scoreDetails/version": "3.1", 
    "aws/inspector/packageVulnerabilityDetails/vulnerablePackages/1/sourceLayerHash": 
 "sha256:EXAMPLE_HASH", 
    "aws/inspector/scoreDetails/score": "7.8", 
    "aws/inspector/scoreDetails/scoreSource": "NVD", 
    "aws/inspector/packageVulnerabilityDetails/vulnerablePackages/2/sourceLayerHash": 
 "sha256:EXAMPLE_HASH", 
    "aws/inspector/resources/1/resourceDetails/awsEcrContainerImageDetails/platform": 
 "DEBIAN_10", 
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/inspector/
arn:aws:inspector:us-east-1:123456789012:finding/FINDING_ID", 
    "aws/securityhub/ProductName": "Inspector", 
    "aws/securityhub/CompanyName": "Amazon" 
  }, 
  "Resources": [ 
    { 
      "Type": "AwsEcrContainerImage", 
      "Id": "123456789012/account-test/sha256:EXAMPLE_HASH", 
      "Partition": "aws", 
      "Region": "us-east-1", 
      "Details": { 
        "AwsEcrContainerImage": { 
          "RegistryId": "123456789012", 
          "RepositoryName": "account-test", 
          "Architecture": "amd64", 
          "ImageDigest": "sha256:EXAMPLE_HASH", 
          "ImageTags": [ 
            "latest" 
          ], 
          "ImagePublishedAt": "2021-09-02T19:01:48Z" 
        } 
      } 
    } 
  ], 
  "WorkflowState": "NEW", 
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統合の有効化と構成

  "Workflow": { 
    "Status": "NEW" 
  }, 
  "RecordState": "ACTIVE", 
  "Vulnerabilities": [ 
    { 
      "Id": "CVE-2019-19882", 
      "VulnerablePackages": [ 
        { 
          "Name": "passwd", 
          "Version": "4.5", 
          "Epoch": "1", 
          "Release": "1.1", 
          "Architecture": "AMD64" 
        }, 
        { 
          "Name": "login", 
          "Version": "4.5", 
          "Epoch": "1", 
          "Release": "1.1", 
          "Architecture": "AMD64" 
        } 
      ], 
      "Cvss": [ 
        { 
          "Version": "2.0", 
          "BaseScore": 6.9, 
          "BaseVector": "AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C" 
        }, 
        { 
          "Version": "3.1", 
          "BaseScore": 7.8, 
          "BaseVector": "CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H" 
        } 
      ], 
      "Vendor": { 
        "Name": "NVD", 
        "Url": "https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-19882", 
        "VendorSeverity": "HIGH", 
        "VendorCreatedAt": "2019-12-18T16:15:00Z", 
        "VendorUpdatedAt": "2020-08-25T15:15:00Z" 
      }, 
      "ReferenceUrls": [ 
        "https://security.gentoo.org/glsa/202008-09", 
        "https://bugs.archlinux.org/task/64836", 
        "https://bugs.gentoo.org/702252" 
      ] 
    } 
  ], 
  "FindingProviderFields": { 
    "Severity": { 
      "Label": "HIGH" 
    }, 
    "Types": [ 
      "Software and Configuration Checks/Vulnerabilities/CVE" 
    ] 
  }
}

統合の有効化と構成
Amazon Inspector の統合をで使用するにはAWS Security Hubでは、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、「」を参照してください。Security Hub の設定のAWS 
Security Hubユーザーガイド。
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Amazon Inspector ユーザーガイド
調査結果の公開を停止するAWSセキュリティハブ

Amazon Inspector 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、Amazon 
Inspector が Security Hub に検出結果を送信し始めます。Amazon Inspector は、生成されたすべての結果
を、Security Hub に送信します。AWSSecurity Finding 形式。

調査結果の公開を停止するAWSAWS Security Hub
検出結果の送信を停止する方法

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。

「統合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AWS Security Hubユーザーガイ
ドの「統合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 。
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Amazon Inspector を無効
Amazon Inspector コンソールまたは API を使用して、どのリージョンでも Amazon Inspector を無効にで
きます。Amazon Inspector は、このトピックの最後に説明されているプロセスによって、またはアカウン
トに対してすべての Amazon Inspector のスキャンが無効になっているときにいつでも無効にできます。ス
キャンの無効化の詳細については、「」を参照してください。Amazon Inspector でリソースをスキャンす
る (p. 26)。

アカウントで Amazon Inspector を無効にすると、その中ですべてのスキャンが無効になります。AWS
リージョン。さらに、そのリージョンのアカウントの Amazon Inspector のスキャン設定、抑制ルール、
フィルタ、および結果はすべて削除されます。

そのリージョンのアカウントで無効になっている間は、Amazon Inspector の使用に対して課金されませ
ん。Amazon Inspector を無効にした後は、後で再度有効にすることができます。

Note

Amazon Inspector を無効にする前に、結果をエクスポートすることが推奨されます。詳細につい
ては、「」を参照してください結果のレポートのエクスポート (p. 16)

前提条件

アカウントの種類によっては、Amazon Inspector を無効にする前に追加の手順を実行する必要がある場合
があります。次の場合を参照してください。

• Amazon Inspector アカウントを使用している場合は、いつでも無効にできます。
• Amazon Inspector マルチアカウント環境のメンバーアカウントの場合、独自のサービスを無効にするこ

とはできません。サービスを無効にするには、組織の委任管理者に連絡する必要があります。
• 代理管理者アカウントの場合は、自分のアカウントで Amazon Inspector を無効にする前に、すべてのメ

ンバーアカウントの関連付けを解除する必要があります。詳細については、「」を参照してくださいメ
ンバーアカウントの関連付けを解除する (p. 38)

Note

アカウントの関連付けを解除しても、そのアカウントの Amazon Inspector は無効になりませ
ん。

Note

委任管理者として Amazon Inspector を無効にすると、組織で自動有効化機能が無効になりま
す。

Amazon Inspector を無効にするには

1. で Amazon Inspector コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home。
2. Amazon Inspector を無効にするリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) をクリックします。
4. 選択Inspector を無効にする。
5. 確認を求められたら、[] を選択します。Disable (無効)を選択し、「」を選択して決定を確定しま

す。Amazon Inspector を無効。
6. (推奨) Amazon Inspector を無効にするリージョンごとに、これらの手順を繰り返します。
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サポートされるオペレーティングシ
ステムとプログラミング言語
サポートされるオペレーティングシステム

Amazon Inspector では以下のオペレーティングシステムをサポートしています。

Amazon EC2 スキャン

Operating system Major version Minor version

Amazon Linux AMI (AL1) N/A N/A

Amazon Linux (AL2) 2 N/A

CentOS Linux (CentOS) 7 X

CentOS Linux (CentOS) 8 X

CentOS Stream (Stream) 8 X

Debian Server (Buster) 10 X

Debian Server (Bullseye) 11 X

Oracle Linux (Oracle) 6 X

Oracle Linux (Oracle) 7 X

Oracle Linux (Oracle) 8 X

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 X

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 X

SUSE Linux Enterprise Server 
(SLES)

12 X

SUSE Linux Enterprise Server 
(SLES)

15 X

Ubuntu Server (Trusty) 14 4 (LTS)

Ubuntu Server (Xenial) 16 4 (LTS)

Ubuntu Server (Bionic) 18 4 (LTS)

Ubuntu Server (Focal) 20 4 (LTS)

Ubuntu Server (Groovy) 20 4 (LTS)

Ubuntu Server (Hirsute) 21 4

Ubuntu Server (Impish) 21 10
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Amazon ECR スキャン

オペレーティングシステム メジャーバージョン マイナーバージョン

Alpine Linux (Alpine) 3 12

Alpine Linux (Alpine) 3 13

Alpine Linux (Alpine) 3 14

Alpine Linux (Alpine) 3 15

Amazon Linux (AL1) 2018.03 N/A

Amazon Linux (AL2) 2 N/A

CentOS Linux (CentOS) 7 X

CentOS Linux (CentOS) 8 X

Debian Server (Buster) 10 X

Debian Server (Bullseye) 11 X

Oracle Linux (Oracle) 6 X

Oracle Linux (Oracle) 7 X

Oracle Linux (Oracle) 8 X

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 X

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 X

OpenSUSE Leap (SUSE Leap) 15 2

OpenSUSE Leap (SUSE Leap) 15 3

SUSE Linux Enterprise Server 
(SLES)

12 X

SUSE Linux Enterprise Server 
(SLES)

15 X

Ubuntu Server (Trusty) 14 4 (LTS)

Ubuntu Server (Xenial) 16 4 (LTS)

Ubuntu Server (Bionic) 18 4 (LTS)

Ubuntu Server (Focal) 20 4 (LTS)

Ubuntu Server (Groovy) 20 10

Ubuntu Server (Hirsute) 21 4

Ubuntu Server (Impish) 21 10

サポートされるプログラミング言語
Amazon Inspector では以下のプログラミング言語をサポートしています。
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• C#
• Golang
• Java
• Javascript
• PHP
• Python
• Ruby
• Rust
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Amazon Inspector のクォータ
おれのAWSアカウントには、リージョンごとに Amazon Inspector の以下のクォータがあります。

リソース デフォルト コメント

抑制ルール 500 あたりの保存抑制ルー
ルの最大数AWSアカウ
ントごと、リージョン
ごとに。

クォータの引き上げは
リクエストできませ
ん。

Amazon EC2 ネットワーク調査結果 10,000 1 個の Amazon EC2 
ネットワーク調査結果
の最大数AWSアカウン
ト.

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 Amazon Inspector 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。この制限は
AWS Organizations「」
を参照してくださ
いのクォータAWS 
Organizations。

Amazon Inspector Classic に関連付けられているクォータのリストについては、を参照してくださ
い。Amazon Inspector サービスクータのAWS全般のリファレンス。

Organizations に関連付けられているクォータの一覧については、を参照してください。Organizations 
サービスクォータのAWS全般のリファレンス。
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ユーザーガイドのドキュメント履歴
次の表は、Amazon Inspector のドキュメントの更新をまとめるものです。このドキュメントの更新に関す
る通知については、RSS フィードにサブスクライブできます。

更新履歴の変更 update-history-description update-history-date

新しいサービスとガイド (p. 1) これは、Amazon Inspector ユー
ザーガイド。

2021 年 1 月 29 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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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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